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は じ め に 

 

我が国において本格的な人口減少社会を迎える

中、地域や社会の活力を高め、経済の持続的な発

展を図るためには、性別に関わりなく、その個性

と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実

現が重要です。 

坂戸市では、「坂戸市男女共同参画推進条例」

に基づき、男女共同参画社会の実現を図るため、

平成 29 年３月に第３次坂戸市男女共同参画基本

計画（後期計画）「さかど男女共同参画プラン」

を策定し、施策を推進してまいりました。 

この間、ライフスタイルや価値観の多様化や、社会全体で働き方の見直しなど

社会経済情勢は大きく変化し、更に新型コロナウイルス感染症の流行はその変化

を加速させています。 

また、根強く残る固定的な性別分担意識、社会の様々な分野における男女の格

差、配偶者等からの暴力など取り組むべき課題もあります。 

さらに、性別や年齢、障害の有無、性自認・性的指向等の多様性に対する理解

と尊重が求められるようになってきました。 

こうした中、坂戸市では、これまでの取組の成果・課題を踏まえ、社会情勢の

変化に対応するとともに、男女共同参画社会の実現に向けた施策を総合的かつ計

画的に推進するため、第４次坂戸市男女共同参画基本計画（前期計画）「さかど

男女共同参画プラン」を策定いたしました。 

今後におきましても、本計画に基づき「みんなで創る男女共同参画社会」を基

本理念に、市民の皆様、事業者など関係者の皆様と連携、協力しながら、男女共

同参画社会の実現に向けた一層の推進に取り組んでまいりたいと考えております

ので、皆様の更なるご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定に当たり、貴重なご意見、ご提案をいただきました坂戸

市男女共同参画審議会委員の皆様をはじめ、市民意識調査等を通じて貴重なご意

見、ご協力をいただきました多くの市民の皆様に心より感謝申し上げます。 

令和４年３月      

坂戸市長 石川 清 
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