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（参考様式３） 

会  議  録（要旨） 

 

会 議 の 名 称 令和元年度第２回（第７期）男女共同参画推進審議会 

開 催 日 時 令和元年９月１３日（金）午前１０時００分～１１時３０分 

開 催 場 所 多文化共生・男女共同参画推進交流室 会議室２ 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員）名取はにわ会長、朝倉順子委員、市村玲子委員、大石貴浩委員、藤

原英俊委員、麻生和彦委員、梶祐子委員、武江勇委員 

（市事務局）肥沼裕史市民部次長、荒井知子市民相談・交流課長、 

南波いつみ男女共同参画推進係長、井上聰、田村康予、若松摩吏奈 

●欠席者：  村上浩副会長、伊藤太一委員 

傍 聴 の 可 否 可 

傍聴不可

の場合は

その理由 

 
傍聴者

数 
０人 

 

会 議 次 第 

 

1.開会 

2.報告 

（１）東村山市第 3次男女共同参画基本計画進捗状況調査（平成 30年度実績）

結果 審議会意見及び回答について……【資料１】 

（２）東村山市第 3次男女共同参画基本計画進捗状況調査（平成 30年度実績）

結果 調査票２各課個票（第 1回会議の追加資料）について      

……【資料２】 

3.議事 

（１）東村山市第3次男女共同参画基本計画進捗状況調査（平成 30年度実績）結果に

ついての提言（案）の検討……【資料３】 

4.閉会 

問い合わせ先 

市民部市民相談・交流課男女共同参画推進係 

担当者  若松 

電話番号 ０４２-３９３-５１１１(内線：２５５７) 

ファックス番号 ０４２－３９３－６８４６(代） 

会  議  経  過 

１．開会 

 

２．報告 

（１）東村山市第 3次男女共同参画基本計画進捗状況調査（平成 30年度実績）結果  

審議会意見及び回答について 

 

【事務局】 

資料 1をご覧いただきたい。 

 

前回、審議会委員から得られた意見を事業ごとにとりまとめ、該当する所管へフィードバッ

クを行い、回答を得たものをまとめている。 

審議会からの意見を受け、修正・追記した部分について説明する。 
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事業№5 「★上記に対する実績」の中で、保育所等と児童クラブの待機児童数が合算されて

いたため、保育所の待機児童の実績を別掲した。また、児童クラブの待機児童対策として、定

員を大きく超えて受け入れた 4カ所の児童クラブついては、令和 2年度に小学校 4校への校内

増設を計画しているとのことである。 

 

事業№14 「★上記に対する実績」において、合同企業面接会の数値の中に、東京しごとセン

ター主催の就職面接会の数値が漏れていたと担当課から報告があったため、漏れていた分を合

算した実績を改めて入力している。昨年度と比較して面接会利用者数が半分に激減したとの誤

解を与えて申し訳ない。実際は、利用者数は 114名から 100名となっている。減少理由につい

ては回答欄を参照いただきたい。 

 

事業№17 ジョブシェアセンターについては、今年度は評価対象から除外し、「事業に関連す

る取組状況」欄に、令和元年 6月末の最新の実績数値と共に事業内容を記載している。来年度

以降は事業の評価対象とし、経過を追っていきたい。女性の起業に関する事業ではないが、女

性の「多様な働き方を支援する」観点から事業№17に記載していく。 

 

事業№19 ツイッターのフォロワー数の最新値を参考に掲載している。 

 

事業№20 女性団体連絡会による情報提供により構成メンバーを追記した。来年度より継続し

て記載していく。 

 

事業№22 男女比が昨年度から横ばいであるということを踏まえ、事業達成状況を Aから B評

価に変更している。 

 

事業№32 委託事業者だけでなく、利用者とも連携を取っていること、委託事業者から支援内

容について報告を受けていることを追記し「★上記に関する実績」の項目名を「申請者数」か

ら「利用回数」に変更している。委員から、膨大な申請者数に対し、実際の利用者数が少なす

ぎるとご指摘をいただいていたが、誤解を受ける記述であったためで、実際は 14 の利用世帯

が、延べ 891回利用したとのことである。また、事業の詳細についても追記している。 

 

事業№33 要保護児童対策地域協議会における対象者数を追記した。 

 

事業№34 3 年に 1 度実施している調査があり、満足度の数値を追記した。平成 30 年度の欄

に記載しているが、正確には平成 28 年度の調査結果である。次回調査は、3 年後である今年

度末を予定しているとのことである。 

 

事業№35 「★上記に関する実績」の中で、「新規整備状況」に関する項目の「自立訓練 0 か

所」を削除している。実際の利用率を加味しても、平成 29 年度に新設した施設でニーズは満

たしており、新規設置の必要性がないという判断から削除したとのことである。 

 

事業№38 人権啓発研修受講者の男女比を追記している。 

 

事業№39、42、43 相談内容の内訳を追記した。 

 

事業№58、64 ツイッターフォロワー数の最新値を追記している。 

 

【会長】 

事務局の方からの報告について意見はあるか。 
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【委員】 

№39 相談内容の上位 6位は平成 29年度、30年度とも変わっていないのか。 

 

【事務局】 

 変わっていない。今後も対象年度における上位 6項目の数値を実績に記載していく。 

 

【会長】 

No.5 市内に公立小学校は何校あるか。 

 

【事務局】 

15校ある。 

 

（２）東村山市第 3次男女共同参画基本計画進捗状況調査（平成 30年度実績）結果 

 調査票 2 各課個票（第 1回会議の追加資料）について 

 

【事務局】 

資料 2をご覧いただきたい。「調査票 2 各課個票」について説明する。 

 

令和元年度第 1回審議会での委員意見を受け追加資料として、庁内の男女共同参画の進捗状

況について各課の個票を事前送付した。 

 

調査票 2 の項目では、視点 1～4 は正規・嘱託・臨時職員が対象、視点 5 は正規職員のみが

対象となっている。また、男性職員のみの職場に関しては、視点 2・3 のみ、女性職員のみの

職場に関しては、視点 2・3・5のみが対象となっているため、いくつかの個票に空欄がある。 

 

次年度以降は、この個票も調査結果資料として提供する。 

 

【会長】 

事務局の報告について意見はあるか。 

 

【委員】 

 すべての課の個票が揃っているようにみえない。いくつかの課が抜けているようである。ま

た、個票に番号がついていないので見づらくなっている。 

 

【事務局】 

 申し訳ない。いくつかの課が抜けていた。個票に番号もつけて提示し直す。 

 

3.議事 

（１）東村山市第 3次男女共同参画基本計画進捗状況調査（平成 30年度実績）結果についての提言（案）

の検討 

 

【事務局】 

資料 3 をご覧いただきたい。前回審議会での委員意見と各所管からの回答を踏まえ、提言書

の案を作成した。この案について、各委員より意見をいただきたい。 

なお、この会議での意見が提言案の元となるため、意見の齟齬を防ぐために、会議終了後、

本日の発言内容をまとめたものを 9月 18日（水）までに紙ベース又はメールで提出願う。 

  

 また、資料 3 について修正がある。「１．はじめに」の 9 行目に「進捗状況との 2 つの分野



- 4 - 

 

にまとめられており」とあるが、「進捗状況及び計画最終年度の目標数値までの経年変化の 3

つの分野にまとめられており」となる。正確にまとめられたものをまたお送りする。 

 

今年度から事業評価の記載方法を変えている。評価 2年目を迎え、昨年度との比較と、どの

事業に対する意見かを分かりやすくするため、表形式としている。 

 

また、調査票 2の庁内における男女共同参画の進捗状況や、調査票 3の各目標の指数達成状

況についての意見も掲載している。 

  

 提言案は、調査結果に対していただいた審議会意見を取りまとめて作成している。文言やニ

ュアンスの違いがあればご指摘いただきたい。 

 

【会長】 

 では、各委員よりご意見いただきたい。 

 

【委員】 

No63  3行目を「より掘り下げたところで男女双方の不満解消に一助となるような、講座設定

などに繋げることに期待する。」としていただきたい。 

 

No.64  2 行目を「少ないが、継続することにより増加が見込めるのではないか。（現に平成 3

年度の 5名から令和元年 8月時点で 18名と約 3倍の実績となっている）」としていただきたい。 

 

【委員】 

自分が担当した事業を中心に確認したが、特に修正・追記等はない。 

 

【委員】 
各事業の表について、記号解説を冒頭に入れた方が初めて見るかたにとって見やすいのでは

ないか。 
 
No.22 評価は Bであるが、「防災会議委員数」について、女性の比率が 6.3％と非常に男性に
偏っている。防災について、女性の視点を加えることが急務とされている中、委員数の男女同
数を目指していただきたい。 
   
No.28 乳児学級は各回約 30 人の受講者数、ハローベビークラスも平日と土日合わせて 30 組
ほどの受講数だろう思われるが、第 2子以降の出生を考慮しても、母子手帳交付者 960人に対
して、受講者数が十分とはいえない。もし連続講座で同じ人がカウントされていれば、実際の
受講者数はより少ないのではないかと思う。「子育てするなら東村山」を謳う取組みの一環と
して、非常に評価できる事業である。受講したくてもできていない人がいれば回数を増やす工
夫を、参加者が少ないのであれば、参加者を増やす工夫を加えていただきたい。 

 
No.33 対象者が平成 29年度と比べて約 4割も増えている一方、個別ケース検討会議の開催数
は 133回から 115回に減っており、密な個別対応ができているのか気にかかる。 
 
No.34 平成 28 年度の満足度アンケートでは、回答対象者が記載されていないが、「満足」及
び「ほぼ満足」が約 20％で「不満」と「やや不満」を合わせた約 10％の約 2倍となっており、
満足している人の方が圧倒的に多い。しかし一方で、「わからない・判断できない・無回答」
が 70％となっている。この不明な 70％を考慮すると、ニーズを捉えた対応ができているのか
疑問もある。今年度は調査年度とのことで、「わからない・判断できない・無回答」が少なく
なるような調査をすることを望む。また、ケアラーの視点も重要であるため、介護者からの意
見も得られるよう検討していただきたい。また、「災害時における地域連携についても検討す
る」と記載があり、このあたりの対応についても進捗を伺いたい。 
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No.41  就労支援対象者に就労先が決定して成果を上げているのは素晴らしい。就労できた方
が定着し、続けて仕事できているかどうか、後追いも重要な支援になると考える。また、今後
についての記載で「早期発見・支援に努めていく」のは難しいと思われるが、どのように早期
発見を進めていくのか。 
 
調査票２の庁内における男女共同参画について、個票を見ると、女性が配置されていない部

署が、いくつか見受けられる。どの課であっても、女性の視点は必要である。適材適所あるも
のの、どの部署にも男女の配置があるよう、率先して庁内から進めていっていただきたい。 
 
また、ワーク・ライフ・バランスについて、健康福祉・まちづくり・教育で特に点数が低い

のが気になる。 
 

【会長】 

 実態が分からない中での意見もあるため、担当課に確認した方が良いところもある。例えば、

母子手帳の交付数と実施回数の関係についても、実際にどう取り組んでいるのか分からずに数

字から判断しているため、実際どうなっているか確認する必要がある。このまますぐ提言に反

映するとなると、若干現実との齟齬が出てしまい、政策に上手く反映されないこともある。ど

のような実態があるか、質問を兼ねているということでよろしいか。 

 

【委員】 

 質問も兼ねている。 

 

【委員】 

No.1  困っている方だけに対してというニュアンスではなく、困難に陥っていない方々も情報

を事前に知っているよう、アドバイスできるようなアプローチが必要である。情報が浸透して

いない部分が社会には少なからずある。啓発誌「ふぃ～りんぐ」等の工夫、啓発を継続してい

ただきたい。 

 

【会長】 

No.1  「ふぃ～りんぐは非常に有用な情報誌なので引き続き啓発していただきたい。」など、

言葉を足して強めるのがよろしいか。 

 

【委員】 

 そうである。引き続きよろしくお願いしたい 

 

【委員】 

No.1、2 働き方改革関連法の施行により、ワーク・ライフ・バランスの推進が一層重要にな

る。啓発・周知を引き続きお願いする。 

 

No.2、3 他の自治体の事例を基に、ワーク・ライフ・バランス認定制度を検討願う。 

 

No.12 後期高齢者の増加の中で、介護離職防止の向け介護情報・介護休業法等、周知の取組

みを進めていただきたい。 

 

No.17 「商工会創業塾」の活用促進、開業等の際に使用できるような、有期での場の提供を

検討願う。 

 

No.25、26 平均寿命から健康寿命への取り組みを強化していただきたい。 

 

No.30  経済的困窮者に対する就労等の支援に引き続き取り組んでいただきたい。 



- 6 - 

 

 

No.45 各種ハラスメントに対する防止啓発の取り組みを進めていただきたい。 

 

No.65  男女共同参画都市宣言を目指していただきたい。 

 

【委員】 

 調査票 2の結果について、昨年度と比べてわずかな変化であるが、全体的に改善の兆しが見

えていることは評価できるものの、特に視点 3の「職員のワーク・ライフ・バランスが取れて

いる」の項目及び視点 5の「女性の管理職が増えるよう努力している」の項目については、引

き続き改善の必要性が見受けられる。各課等の改善努力の継続することに加え、各課等の特性

を踏まえた全庁的な改善努力を求める。 

 理由として、視点 3については、57課のうち 12課(約 21%)が C評価(あまり達成できていな

い)としているためである。視点 5については、「女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律」に基づく当市の公表データ(平成 30 年度)において、管理職の職員に占める女性の職員

の割合が 82人中 7人と目標の 15%(平成 31年度末)に達しているとは言い難いためである。 

 視点 3について、各課等の評価は、「各課等毎の自己評価による評価基準のバラツキ」や「時

間外勤務の多少等の特性の違い」があるため、各課等での改善努力(業務の効率化、年休及び

代休取得の推進、課員のライフイベント時の休暇促進等への配慮など)に加え、全庁的な視点

での定量的評価基準及びこれに基づく改善努力(人員配置の見直し、臨時職員の採用等)が必要

と考える。 

 視点 5については、管理職の人選や配置は言うまでもなく全庁的な人事施策である。各課等

が管理職養成のためにできることは、将来的に管理職につなげる係長等リーダーの育成ではな

いか。各課等の管理職ポストは長の 1ポストのみであり、各課等は、視点５の評価に苦慮し、

ややアバウトな定性的評価となっているように感じる。よって、各課等に対しては、例えば、

女性管理職ではなく、「視点 5 女性リーダー(係長クラス)が増えるよう努力している。」とす

れば、各課等の目標や努力の方向性及び成果の定量的評価が容易になるのではと考える。 

 

また、全体を通して「第 3次基本計画」、「第 3次計画」、「東村山市第 3次男女共同参画基本

計画」等、複数の名称で書かれているが、同じものについては用語の統一をお願いする。 

 

【委員】 

No.22 定期的なフォローアップの観点で考え掘り下げたところ、豊島区総務部男女平等推進

センターでは、「審議会等における女性委員比率向上計画(平成 25年 2月)」を策定し、より具

体的に女性委員比率改善に向けた基本方針を作成し、毎年度庁内に発出、周知に取り組んでい

る。当市でも改善が見られないようであれば、他市の向上計画を参考に、取組みを行った方が

良い。 

 

No.27 母子健康手帳交付と同時に「父親ハンドブック」配布しているとあるが、配布してい

るだけでは、父親の育児参加への啓発になっているか疑問である。父親の家事・育児参加を実

現するためには、「残業の削減」「休暇の取りやすさ」「家事を‘楽に’考える」等いくつかの

条件をクリアする必要がある。一歩踏み込んだ啓発活動を行っていく為にも、当所管だけでな

く、他所管においても、子育て講座等の企画・実施、広報誌での啓発を継続して行っていく必

要がある。また、子育て団体とも連携して研修や講座を行うなど、地域の社会資源を活用しな

がら啓発活動を行っていく必要がある。 

 

No.65 市の男女共同参画推進係と東村山女性団体、子育て団体、多文化共生に関する活動団

体等、点在している社会資源がまとまっていないように感じる。拠点となるセンターが機能し

ないことで、各団体が‘単体’で頑張っており、連携した活動が出来ていないのが現状である。

他団体の協力を得られることで、社会資源や人脈・ネットワークがさらに広がり、単体だけで
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は生み出せない大きなうねりを出すことが出来ると思われる。今回女性市議の当選率が高かっ

たことがあり、超党派による女性市議との連携による活動等、可能性が広がると思われる。そ

の為には、センター機能を持つスペースを確保し、そこで各団体が顔を合わせながら、男女共

同参画に関するフォーラム等の企画をしていけば、より良いものが生まれるのではないか。そ

の為にも、センター機能を持つスペースの確保は重要である。 

 

【会長】 

庁内における男女共同参画の推進について、女性管理職が目標の 15％よりも低いのにはい

くつも理由はあると思う。当市は女性の市議会委員がとても多い一方、庁内の女性ポストを見

るとあまりにも少なく愕然とするところがある。庁内の働き方の環境をきちんとすることが男

性にとっても女性にとっても大切である。女性は一般に家事育児を担当しつつ仕事をするた

め、段取りを考え、大事な仕事に集中する傾向がある。内閣府男女共同参画局は女性比率が比

較的高いが、各省から男性が出向すると、この局の仕事は密度が違う、労働生産性が高いと驚

くと聞いている。このように、女性が管理職になれば短時間で成果が上がる可能性がある。そ

れを踏まえて積極的に女性を登用していただくよう、全庁的にお願いしたい。目標の 15%も非

常に低い数字であり審議会として、一層努力していただきたいということを強く主張すべきで

はと思う。 

 

No.1  急に老人ホームが出てくることに違和感があるため、「特集記事に合わせて」老人ホー

ムなど、と記述すると良い。 

 

No.20  「行政と市民団体が」を双方の意見交換ができると良い、としていただきたい。 

 

No.21  「企業の施策」を「職場環境」に、「従業員の女性」を「部下の女性」に変えていただ

きたい。また、「女性が活躍するためには、超勤が常態化しないワーク・ライフ・バランスと

女性の登用施策の両方が必要であるといわれている。」を追加し、「ポジティブアクションとし

てキャリアパスに取り組めば、それが特別のことのように言われるが、男性には以前からごく

自然に行われていたことである。」を抜いていただきたい。 

 

No.22  「審議会改選期には、女性が増えない理由や今後の見通しなど、選出機関に申し上げ

ないと女性は増えないので、働きかけていただきたい」と追加していただきたい。絶えず女性

を探さなければ女性は増えないのだが、女性の人材バンクに入っているだけでは、どんな人な

のか顔が見えないことから選びづらく、あまり成功しているところがない。人脈や他のところ

で審議会委員をお願いしている人について情報収集するなどが良く、人材バンクに頼るのは、

コストが高くて効果が少ないところがある。 

 

今日は各委員から素晴らしい意見をいただいた。後で気がついたことや、言い足らなかった

ところはあるか。後で気がつかれたことがあれば遠慮なく意見として事務局に出していただき

たい。 

 

【事務局】 

頂いた意見をできるだけ提言案に反映させる形でもう一度委員にフィードバックする。 

 

【事務局】 

委員意見を反映させた提言書案の確定版、委員からの再質問を関係所管に投げて得た回答、

調整し直した調査票 2の個票を、まとめて委員に郵送する。 

 

また、市長への提言の手交式を、１０月１８日（金）の１３時～１３時３０分、本庁舎３階

の市長応接室で予定している。会長から市長へお渡しいただく。ご都合のつく委員は、ぜひ、
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出席をお願いする。提言書の確定版送付時に、再度詳しいご案内を送付する。 

 

「第 3回審議会」の日程調整について 2月 21日（金）10時から開催する。会場は多文化共

生・男女共同参画推進交流室である。 

 

３．閉会 

 


