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はじめに            
 
 東村山市男女共同参画推進審議会は、平成２３年６月３０日、渡部尚市長から「第２次

東村山市男女共同参画基本計画の基本的な考え方」について諮問を受けました。つきまし

ては、平成１８年に制定された「東村山市男女共同参画条例」の基本理念に基づき、平成

１９年３月の答申同様、一人ひとりが性別にとらわれることなく、生き生きと暮らせる東

村山市の実現を目指して審議を重ね、今その結果をここに答申致します。 
 答申をまとめるに当たり次の３点を基本的な考え方に据えました。１つは「第１次基本

計画」の進捗度を評価しながら検討したことです。本審議会は毎年、市の各所管における

事業内容の進捗状況調査を行い、その結果についてを検討・評価し、次年度への改善点や

課題をまとめ市長に「提言」してまいりました。今回の答申内容にはこの結果を踏まえ、

さらに継承し発展を促す事業内容と、新たな課題とその具体的施策を促す事業内容を盛り

込むことにしました。 
 ２つには政府が平成２２年１２月１７日、閣議決定した国の「第３次男女共同参画基本

計画」の理念を十分考慮し、この答申案に反映させることにしました。国は基本計画策定

に当たって、特に「固定的性別の役割分担を前提とした社会制度や社会構造の変革を目指

す」と言う基本的考え方を示すと同時に、改めて強調したい視点を５つ挙げていますが、

総じて女性の尊厳と社会的活動の場の拡大を色濃くにじませた内容になっています。本審

議会はこの趣旨を真摯に受け止め、「女性に対するあらゆる暴力の根絶」を期するため、「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（以下「配偶者暴力防止法」という。）」

に基づく「配偶者暴力対策基本計画」を「第 2次男女共同参画基本計画」に盛り込む形で、
暴力の防止についての施策内容を答申に入れました。これは第１次基本計画にはなかった

内容です。 
 ３つには時代の趨勢に対応する施策の方向性を示したことです。昨今の社会情勢は国が

示しているように、少子高齢社会の進展と人口減少社会の到来、家族や地域社会の変化、

東日本大震災により一段と深刻化した経済の長期的低迷と閉塞感、さらに加速する非正規

労働者の増加と貧困・格差の拡大と課題が多く、また出産・育児等による就労の中断等、

女性であるが故に、複合的に困難な状況におかれることも課題として挙げられます。本審

議会は、男女共同参画社会の実現とは、女性にとっても男性にとっても生きやすい地域社

会を作ることであり、そのために行政と市民が一体となって取り組むことが大切であるこ

とを確認しました。 
 本審議会は以上の考え方を基に、「東村山市男女共同参画条例」の主旨を踏まえ、答申に

示されている計画の理念、計画の目的、計画の期間等について審議をしてまいりました。

答申の構成は「人権・教育」、「仕事と家庭の両立」、「福祉・健康」、「ＤＶ等の暴力の根絶」、

「行政の推進体制」の５つの分野のそれぞれについて、今後の課題と施策の方向性を設定

し、東村山市の男女共同参画社会の実現に向けた基本的な考え方を示しています。 
この答申の内容が、第２次東村山市男女共同参画基本計画の策定に十分に尊重され、全

ての市民が性別に関わりなく互いにその人権を尊重し、その喜びと責任を分かち合い、個

性と能力を十分に発揮出来る男女共同参画社会の実現に向けて、東村山市が積極的に取り

組まれる事を期待します。 
東村山市男女共同参画推進審議会 

会 長   村 上  浩 
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１．計画の基本的な考え方 
 
 東村山市男女共同参画推進審議会は、男女共同参画基本計画の基本的な考え方を次のと

おり提案する。 
 
（１）計画の理念 
 
 東村山市男女共同参画基本計画は、東村山市男女共同参画条例に基づいて策定されるも

のであり、条例に定められた 6つの基本理念を計画の理念とする。 
 
（２）計画の目的 
 
 東村山市男女共同参画条例に基づき、一人ひとりが生き生きと暮らせる男女共同参画社

会の実現を目指し、男女共同参画施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的とする。 
 
（３）計画の期間 
 
 本計画は、平成 24年度から平成 28年度までを計画期間とする。なお、国の制度や社会
情勢の変化等に適切に対応するため、5年を目途にした実態調査を実施し、改訂を行う。 
 
 
２．課題に対する考え方 
 
 東村山市では、男女共同参画社会の実現に向けて、「男女共同参画基本計画」を策定し、

平成 19年度より様々な取組を行ってきた。その結果、東村山市男女共同参画条例や男女共
同参画推進フォーラムなどの男女共同参画施策についての認知度は、僅かながらも上がっ

ており、男女共同参画というものが少しずつ浸透してきていると考えられる。しかし、固

定的性別役割分担意識などの意識の面では、なかなか変化が見られないのが現状である。 
このような実施状況を踏まえた上で、「人権・教育」「仕事と家庭の両立」「福祉・健康」

「行政の推進体制」の 4 つの分野に「DV 等の暴力の根絶」の分野を追加し、それぞれに
ついて、今後の課題を設定し、施策の方向性まで示す形で基本計画の体系を整理した。 
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目標１． 

 
 
 
課題              施策の方向性 

１． 男女平等を推進する学校経営、教育内容の充実 

２． 個性を尊重し男女平等な教育活動及び教職員研修の推

進 

３． 人権を尊重し暴力を許さないＤＶや児童虐待防止の推

進 

４． 東村山市「いのちの教育」推進プランに基づいた取組

の充実 

５． 男女が互いを尊重しあう性に関する指導の推進  

 

６．人権尊重、男女平等の意識を育てる継続的な教育の推

進 

７．あらゆる場での男女共同参画意識形成への支援･促進 

  

 ８．個人の尊重と自立をめざした学習への支援・充実 

９．積極的な社会参加のための基礎知識と技能の習得の支

援・充実 

 

 

１０．男性の男女共同参画意識形成の推進 

１１．固定的性別役割分担意識の解消のための取組の推進 

１２．男性の地域社会への参画の支援 

 

 

＜考え方＞ 

 男女共同参画社会の形成において、「男女の人権の尊重」はその根底をなすものであり、

人権の確立なくして男女平等はありえません。国の「男女共同参画社会基本法」の基本理

念では、「男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の差別をなくし、男性も女性も一人の人

間として能力を発揮できる機会を確保する必要がある」としています。 
 そのため性別による差別や、特に、子どもや女性に対する暴力をなくし、男女が互いに

尊重しあえる関係をつくり、一人ひとりが自らの存在に誇りを持てる、男女共同参画社会

の実現に向けた意識づくりに、教育は一つの大きな柱になるものと考えます。ここでいう

教育とは学校における教育のみならず、家庭、地域を含む、あらゆる場での教育です。 
東村山市においては、平成１４年度より「いのちの教育」推進プランに基づいた事業を

実施し、人権教育を進めていますが、さらにこの充実を図りながら、人権を尊重し暴力を

許さないＤＶ等の予防・防止教育をあわせて行い、これが学校教育にとどまらず、全ての

場で活用されることを期待します。 

－教育で培う男女共同参画－ 

人権尊重にたった教育の推進と男女平等意識の形成 

 

１－１ 
人権尊重にたった男女平等

参画教育の推進 

１－２ 
人権尊重にたった命を尊ぶ

教育の推進 
 

１－４ 
男女が互いに尊重し合える

社会教育及び生涯学習の推

進 
 

１－３ 
家庭･地域・学校が連携して

の男女平等意識づくりの推

進 
 

１－５ 
男性、子どもにとっての男女

共同参画の推進 
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目標２ 

 

 

 

課題              施策の方向性 

１． 多様な保育・子育てニーズへの整備・充実 

２． 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推

進・啓発 

３． 育児・介護休業制度等の活用による就労継続に向けた

意識啓発 

 

４．多様な働き方、働きやすい職場環境づくりの普及促進 

 

 ５．働く男女の健康促進・母性保護の促進 

６．男性の家庭参加（家事・育児・介護）の推進 

 

７．さまざまな形態への就労支援 

８．多様性のある組織づくりや積極的改善措置の推進 

９．雇用・就業の困難になった男女・若年層への就労支援 

 

 

 

＜考え方＞ 

 男女が共に社会のあらゆる分野における活動に参画していくためには、互いが対等な家

族の構成員として協力し、社会の支援も受け、家族としての役割を果たしながら、仕事や

学習、地域活動などの両立を図れるようにすることが大切です。 

 時代の変化とともに、個々の価値観やライフスタイルが変化し、就業形態や働き方が多

様化しています。このような変化に対応していくためには、多様性を認め、性別による特

定の役割や仕事に影響されることなく、男女が共に生き生きとその能力を家庭や社会で発

揮できる環境づくりが求められています。そのためには、事業者の理解と協力により、男

性が家事や育児、介護へ参加しやすい環境づくり、女性の子育て支援と自立意識の向上及

び積極的改善措置などを推進し、個々の労働者が主体的にキャリア形成を図りつつ働き方

を選択できるような環境の整備を社会全体として進めていく必要があります。 

 

－就労の機会均等－ 

男女が生き生きと働くための就労環境の整備と支援 

 

２－１ 
家庭と仕事の両立支援 

２－３ 
豊かなライフスタイルの実現 

２－２ 
働く男女の就労環境の整備 

２－４ 
多様な就労機会の創出と支援 
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目標３． 

 

 

 

課題              施策の方向性 

1. 雇用、就業の困難になった男女、若年層への相談機能と
セーフティネットの構築と強化 

2. 母子家庭、父子家庭への経済的、社会的支援の充実 
  

 

3. 高齢者、障害者、外国人が安心して暮らせる環境と制度
の整備・充実 

4. 市と地域の社会的資源の連携強化 
5. それぞれの状態に合わせた専門性のある相談体制とコミ
ュニケーション支援の強化 

 

6. ライフステージに応じた健康づくり支援の充実 
7. 健康な妊娠・出産・育児等への正しい知識の普及・啓発 

 

 

8. 地域の防災に関する政策・方針決定過程における女性の
参画の推進 

9. 防災分野における固定的役割分担意識の解消 
 

 

 

＜考え方＞ 

 長引く不況や災害による不安が強くなっている今、市民の誰もが生命と生活を守られ、

安心して健康に暮らすことができ、子どもたちを健やかに育むことのできる安全で安心な

社会環境を築いていくことが、強く求められています。 

 厳しい経済不況と雇用就業の不安定により男女の貧困が広がっていく中、特に女性の貧

困率は男性より高くなっており、セーフティネット機能の強化、とりわけ、高齢単身女性

や母子家庭の貧困防止対策などは喫緊の課題とされています。 

 また、高齢者、障害者、外国人など、性や人種の違いによって差別されたり、生活困難

な状況に陥るといったことのない安心して暮らせる環境づくりが求められます。 

 さらに、固定的性別役割分担意識は、男性の健康や生き方へも重圧をかけ、家庭や地域

への参画を困難にし、依然として、子育てや介護などの負担を女性にかけているという現

状に目を向けた支援の充実も重要課題です。 

－安心・安全な社会の環境整備－ 

男女が共に健康で、安心して暮らせる社会への環境づくり 

 

３－１ 
貧困など生活上の困難に

直面する男女への支援 

３－３ 
生涯を通じたこころと身

体の健康づくりの推進 

３－２ 
高齢者・障害者・外国人な

どが安心して暮らせる環

境の整備 
 

３－４ 
男女共同参画の視点を取

り入れた地域の防災シス

テムづくり 
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目標４． 

 

 

 

課題              施策の方向性 

 

１． 暴力を容認しない意識の醸成を図るための啓発活動の

推進 

２． 女性に対する暴力の発生を防ぐ環境整備 

３． 早期発見のための体制の充実 

４． 多様な相談に応じた体制推進 

５． 安全確保及び自立支援のための体制整備 

６． 関係機関等との連携の推進 

 

 

配偶者暴力防止法第 2条の３第 1項に基づく「配偶者暴力対策基本計画」 

 

 

７． セクハラ等の防止対策の充実 

８． 被害者への支援及び心情に配慮した相談体制の整備 

 

 

 

 

９． 子ども、高齢者、障害者及び外国人に対する虐待等の

防止システムの整備 

１０．民生委員・児童委員等と行政及び地域の連携の充実 

 １１．早期発見、相談体制の整備 

 

＜考え方＞ 

 暴力は人としての尊厳を傷つけるものです。どのような暴力も例外ではありません。東

村山市において、暴力を許さない社会、暴力の被害者を出さない社会、被害者の安全と保

護、心身の健康及び生活の自立を支援する社会環境を作ることが求められます。 
特に配偶者等からの暴力の被害者は圧倒的に女性が多く、女性に対する暴力を根絶しな

ければ真の男女共同参画社会は形成できません。さらに、暴力は犯罪となる行為を含む人

権侵害であり、その予防・防止を図ることは国や自治体の責務であり、本市に求められる

重要な課題です。 
また、社会的な支援を必要とする子どもや高齢者、障害者、外国人たちが暴力や差別の

被害者となっている実情を重視し、人としての尊厳を侵害するあらゆる暴力を根絶し、多

様な支援ができるよう市の全機関をあげて取組むことが必要です。 
国は平成 13年に配偶者暴力防止法を制定し、平成１９年度の法改正及び国の「配偶者か

－人間の尊厳を侵害する暴力の根絶－ 

人権擁護と男女平等社会の形成へ 

 

４－１ 
女性に対する暴力を容認し

ない社会の形成 

４－２ 
配偶者等からの暴力の防

止、被害者の保護と自立支

援 

４－３ 
性犯罪、セクシュアルハラ

スメント、ストーカー行為

等の防止対策と被害者の支

援 

４－４ 
虐待の防止と支援対策 
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らの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針（平成２０年１月）」

（以下「基本方針」という。）では、区市町村における基本計画の策定を努力義務としまし

た。これを受けて、目標４において「配偶者暴力対策基本計画」を組み込みました。今後

は、この計画に基づくＤＶ対策についての取組が期待されます。 
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課題５． 

 

 

 

課題              施策の方向性 

 １．庁内における男女平等推進体制の充実と機能強化 

 ２．庁内における女性管理職登用の推進 

３．各種委員会・審議会等、市政の男女比について積極的

是正措置の実施 

４．調査や統計等における男女別統計の推進 

 

 ５．国・都等との連携、諸施策の要望 

６．男女共同参画宣言都市の実現、関係機関との連携・協

力体制の強化 

 

  

 

７．相談体制の充実と苦情処理制度の活用 

８．法令のわかりやすい広報等による周知の推進 

９．男女共同参画の視点を組み入れたまちづくりの推進 

 

 

                  

１０．手続きの一元化（ワンストップ・サービスシステム）

の検討 

 

 

 

＜考え方＞ 

市民の誰もが男女共同参画社会の中で生活できるようになるには、市、市民、事業者が

協働して、その責務を果たすことが重要です。とりわけ行政の施策の隅々に男女共同参画

の視点が位置づく市の積極的な取り組みは大きな役割を果たします。東村山市役所は全市

内のモデルとして、庁内の施策が男女共同参画社会実現の牽引車となるような積極性が求

められます。 
 各種審議会、委員会の委員構成の男女比率への積極的改善措置、人としての尊厳を侵害

するあらゆる暴力を根絶させるための取り組み、とりわけ DV 防止および被害者支援のた
めの庁内をあげての取組、男女共同参画推進を阻害するような慣行の見直し等、庁内での

推進体制の確立と充実は重要です。 
 これらのためにも国や東京都との連携を強め、男女共同参画社会の実現にむけ推進体制

を確立することが求められます。 

－行政の推進体制－ 

男女共同参画社会の実現に向けた推進体制の充実 

 

５－１ 
市政の政策・方針決定過程

における男女共同参画の推

進 

５－２ 
国・都および事業者・各種

団体等の関係機関との連

携・協力の推進 

５－３ 
社会制度及び慣行の見直し

と、男女共同参画の地域活

動の推進 

５－４ 
ＤＶ等の暴力の未然防止と

早期発見のための関係機関

等との連携の推進 


