
１－２　男女共同参画・女性問題に関する推進体制 （諮問機関 ・懇談会）

 （設置年月）

北北北北 海海海海 道道道道 北海道男女平等参画審議会 (Ｈ13.7)
青青青青 森森森森 県県県県 青森県男女共同参画懇話会 (Ｓ54.5)
岩岩岩岩 手手手手 県県県県 男女共同参画施策懇談会 (Ｈ13.10予定)
宮宮宮宮 城城城城 県県県県 宮城県男女共同参画推進委員会 (Ｈ8.12)
秋秋秋秋 田田田田 県県県県 秋田県男女共同参画推進懇話会 (Ｓ55.2)
山山山山 形形形形 県県県県 山形県男女共同参画推進懇話会 (Ｓ52.1)
福福福福 島島島島 県県県県 福島県女性問題企画推進会議 (Ｓ58.8)
茨茨茨茨 城城城城 県県県県 茨城県男女共同参画審議会 (H13.4)
栃栃栃栃 木木木木 県県県県 栃木県男女共同参画懇話会 (Ｓ54.7)
群群群群 馬馬馬馬 県県県県 ぐんま男女共同参画プラン委員会 （H13.7)
埼埼埼埼 玉玉玉玉 県県県県 埼玉県男女共同参画審議会 (H12.4)
千千千千 葉葉葉葉 県県県県 千葉県男女共同参画推進懇話会 (Ｓ60.8)
東東東東 京京京京 都都都都 東京都男女平等参画審議会 （Ｈ12.7)
神神神神 奈奈奈奈 川川川川 県県県県 神奈川県女性問題協議会 ( Ｓ57.10)
新新新新 潟潟潟潟 県県県県 新潟県女性問題協議会 (Ｈ3.6)
富富富富 山山山山 県県県県 富山県男女共同参画審議会 (H13.6）
石石石石 川川川川 県県県県 石川県女性ビジョン懇話会 (Ｓ53.4)
福福福福 井井井井 県県県県 福井県男女共同参画推進連携会議 (Ｈ12.4)
山山山山 梨梨梨梨 県県県県 やまなしヒューマンプラン21推進懇話会 (Ｈ10.7)
長長長長 野野野野 県県県県 長野県男女共同参画推進委員会 (Ｈ12.4)
岐岐岐岐 阜阜阜阜 県県県県 女性の世紀21委員会 (Ｈ元.4)
静静静静 岡岡岡岡 県県県県 男女が共に創るしずおか推進懇話会 (Ｓ61.10)
愛愛愛愛 知知知知 県県県県 愛知県男女共同参画懇話会 (Ｓ51.9)
三三三三 重重重重 県県県県 三重県男女共同参画審議会 (Ｈ13.2)
滋滋滋滋 賀賀賀賀 県県県県 滋賀県男女共同参画懇話会 (Ｓ58.10)
京京京京 都都都都 府府府府 京都府女性政策推進専門家会議 (Ｈ元.8)
大大大大 阪阪阪阪 府府府府 大阪府男女協働社会づくり審議会 (Ｈ10.4)
兵兵兵兵 庫庫庫庫 県県県県 兵庫県男女共同参画推進委員会 (H13.6）
奈奈奈奈 良良良良 県県県県 奈良県男女共同参画審議会 (H13.7)
和和和和 歌歌歌歌 山山山山 県県県県 和歌山県男女共生社会づくり協議会 (Ｈ9.4)
鳥鳥鳥鳥 取取取取 県県県県 鳥取県男女共同参画審議会 (H13.3)
島島島島 根根根根 県県県県 島根県男女共同参画行政推進会議 (Ｈ5.4)
岡岡岡岡 山山山山 県県県県 岡山県男女共同参画推進協議会 (Ｓ56.8)
広広広広 島島島島 県県県県 広島県男女共同参画懇話会 (Ｈ11.10)
山山山山 口口口口 県県県県 山口県男女共同参画審議会 (H12.10)
徳徳徳徳 島島島島 県県県県 徳島県女性対策協議会 (Ｓ58.4)
香香香香 川川川川 県県県県 香川県男女共同参画推進委員会 (Ｓ34.10)
愛愛愛愛 媛媛媛媛 県県県県 愛媛県男女共同参画会議 （Ｈ11.7）
高高高高 知知知知 県県県県 こうち男女平等推進懇話会 (Ｓ63.12)
福福福福 岡岡岡岡 県県県県 福岡県男女共同参画社会づくり検討委員会 (H12.9)
佐佐佐佐 賀賀賀賀 県県県県 佐賀県男女共同参画推進審議会 （S28.10）
長長長長 崎崎崎崎 県県県県 長崎県男女共同参画懇話会 (Ｓ53.4)
熊熊熊熊 本本本本 県県県県 熊本県男女共同参画社会推進懇話会 (Ｓ56.10)
大大大大 分分分分 県県県県 大分県男女共同参画懇話会 (Ｓ53.9)
宮宮宮宮 崎崎崎崎 県県県県 男女共同参画推進懇話会 (Ｓ55.1)
鹿鹿鹿鹿 児児児児 島島島島 県県県県 かごしまハーモニープラン推進懇話会 (Ｈ11.4)
沖沖沖沖 縄縄縄縄 県県県県 沖縄県女性問題懇話会 (Ｓ52.6)

札札札札 幌幌幌幌 市市市市 札幌市男女共同参画推進懇話会 (Ｈ7.1)
仙仙仙仙 台台台台 市市市市 仙台市ジェンダーフリー推進協議会 (Ｈ3.3)
千千千千 葉葉葉葉 市市市市 千葉市男女共同参画懇話会 (Ｈ2.12)
横横横横 浜浜浜浜 市市市市 横浜市男女共同参画審議会 (H13.4)
川川川川 崎崎崎崎 市市市市 川崎市男女平等推進協議会 (Ｓ61.3)
名名名名 古古古古 屋屋屋屋 市市市市 名古屋市男女共同参画懇話会 (Ｓ52.12)
京京京京 都都都都 市市市市 京都市男女共同参画懇話会 (Ｈ4.6)
大大大大 阪阪阪阪 市市市市 大阪市男女共同参画懇話会 (Ｓ52.8)
神神神神 戸戸戸戸 市市市市 神戸市男女共同参画懇話会 (Ｈ12.3)
広広広広 島島島島 市市市市 広島市男女共同参画協議会 (S63.7)
福福福福 岡岡岡岡 市市市市 福岡市男女共同参画推進懇話会 (Ｓ55.6)
北北北北 九九九九 州州州州 市市市市 北九州市男女共同参画会議 （Ｓ60.7)
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