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は じ め に 
 

 

板橋区では、男女平等参画社会の実現に向けて、平成15年４月に「板橋区

男女平等参画基本条例」を制定し、平成18年３月には、この基本理念をもと

に４つのめざす姿（目標）を定めた「男女平等社会実現のための第三次板橋

区行動計画～いたばしアクティブプラン～」を策定するなど、男女平等参画

に関する施策を総合的かつ計画的に推進しております。 

  また、国においては、平成18年６月には「男女雇用機会均等法」の一部改正、

平成19年７月には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の

一部改正、そして平成20年10月には、これまでの知識の習得や意識啓発を中心と

した取り組みから、地域における課題解決のための実践的活動の展開を中心とする

男女共同参画の第二ステージへの移行を打ち出すなど、男女平等参画に向けた社会

づくりが着実に進められております。 

一方、少子高齢化を始めとする社会情勢の大きな変化や長時間労働、非正規雇用

の増加などの雇用・就業をめぐる変化などにより、仕事と生活の調和（ワーク・ラ

イフ・バランス）の推進は、男女平等参画社会実現に向けて極めて重要な課題とな

っています。 

本調査は、区民と区内事業所における男女平等に関する意識と実態、職場におけ

る取り組みの現状等を明らかにすることで板橋区における課題を把握し、新たな社

会に対応した行動計画を策定するうえでの基礎資料とするとともに、今後の男女平

等参画施策に反映させていくために実施いたしました。区民の皆さまをはじめ、各

方面におかれましてもご活用いただければ幸いです。 

後になりましたが、ご多忙中にもかかわらず、本調査にご協力くださいました

皆さまに心から厚くお礼申し上げます。 

 

平成２２年1月 

                                               板橋区長  坂本  健 
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