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（１）東村山市第３次男女共同参画基本計画進捗状況年次報告および審議

会提言（平成 30年度実績）報告書について 

（２）平成 31年度・令和元年度事業実績及び令和２年度事業について 

（３）第３次男女共同参画基本計画進捗状況調査（平成 31年度・令和元年

度実績）の流れについて 
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会  議  経  過 

１．開会 

 

【事務局】 

東村山市保育園連絡協議会からの推薦により、大石貴浩委員に代わり、本日付で平野宏

卓委員が当審議会に着任した。平野委員がご欠席のため、委嘱状交付は事務局にて別途

対応する。 

 

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年次報告および審議会提言（平成３０



年度実績）報告書について 

 

【事務局】 

資料１をご覧いただきたい。 

 

報告書の巻末に提言書を載せている。提言書は、10 月 18 日に手交式にて名取会長より

渡部市長へお渡しいただいいた。手交式には村上副会長にもご出席いただき、渡部市長と

直接懇談していただいた。 

この報告書は、市ＨＰにて公開しており、市の情報コーナーでも閲覧できる。 

報告書 25 ページでは、審議会からの意見も踏まえ、平成 30 年度進捗状況結果の総括を

載せている。 

 

 

（２）平成 31年度・令和元年度事業実績及び令和２年度事業について 

 

【事務局】 

資料２をご覧いただきたい。平成 31年度・令和元年度事業実績を報告する。 

 

① 男女共同参画推進事業 

 

「ふぃ～りんぐフェス」は、「男女共同参画推進フォーラム」をより親しみやすく参加しやすい

イベントとしてリニューアルし、今年度よりスタートした。 

内閣府の男女共同参画週間に合わせ 6月 23日(日)に秋津公民館で開催し、親子料理教

室やピラティス講座、マザーズハローワーク立川や女性団体連絡会による企画展示、関連図

書展示、男女共同参画にちなんだゲームで楽しく遊べるキッズコーナーの設置などを行っ

た。 

 来場者は 109 人で、J-com 西東京の取材が入り、デイリーニュース内で取り上げられた。公

民館等に遊びに来ていた保護者や子どもたちが覗いていく場面もあり、ひがっしー出演もあ

って非常に賑わった。 

 親子料理教室は、平成 30年度に実施したフォーラム「おとう飯(はん)の超簡単料理」の趣旨

を引き継ぐもので、第 3 次計画の目標の 1 つ「男性に向けた男女共同参画に関する啓発」の

一環として実施している。 

 

男女共同参画推進講座「LGBTQ ってなんだろう？」は、東京三弁護士会との共催で、中

田雅久弁護士を講師に招き、性的マイノリティに関する基礎知識の他、当事者の困りごとや、

家族や周囲ができること、性別や偏見にとらわれず「その人らしさ」を伝えあい、受け入れあう

活動の積み重ねが大切であることを学んだ。中田弁護士には、職員向け研修でも講師をお

務めいただいた。 

 

「求む！女子力！地域防災力パワーアップ」では、女性視点の防災学習を目的に、昨年

度に引き続き、市内在住で、青葉小学校で避難所運営要員として活躍している防災士、蓑田

圭二氏に講師をお願いした。自治会長へ周知を行い、悪天候にも関わらず、定員 20 名のう

ち 18名にご参加いただいた。避難所運営要員として活躍されている方たちにも多くご参加い

ただいた。 



 

「デート DV 出張講座」は市内高等学校に向けて平成 28 年度からスタートした。市内 5 校

のうち、日本体育大学桜華高等学校、明治学院東村山高等学校、都立東村山西高等学校

では 1年生を対象に、都立東村山高等学校で全校生徒を対象に実施が実現した。 

講座では、身体的暴力だけが DVではないこと、身近な問題で、他人事だと思わないこと、

相手を尊重するコミュニケーションが大切であることを啓発し、自分や友達が被害にあったと

きの対応や、相談機関に関する情報提供も行った。 

 

「ふぃ～りんぐ」は、公募による市民推進委員と共に企画・編集を行い、今年度も 2 回発行

する。毎号 6000 部を幼稚園・保育園の全世帯、医師会・歯科医師会・薬剤師会、市内公共

施設、老人福祉施設、他自治体等に配布している。 

41号では、「男女共同参画編！プレイバック！平成の 30年間」と題した特集記事、市内で

活躍する女性管理職や、育児休業を取得した男性職員のインタビュー記事の掲載、「ふぃ～

りんぐフェス」の報告や、女性相談や保育サービスの紹介をしている。 

42 号は、3 月 1 日発行予定である。「東京 2020 オリンピック・パラリンピックを前に～ダイバ

ーシティと働き方改革～」をテーマに、多様性と働き方改革の観点から、過去のオリンピック・

パラリンピックの流れを振り返りかえる特集記事、関連した東村山市の取組みやミニコラムなど

も掲載する。42号は、令和 2年度第 1回目の審議会で委員へお渡しする。 

 

昨年 3 月より開始した男女共同参画推進ツイッターは、1 月末現在でフォロワー数が２６人

となっている。当市の情報だけでなく、国・東京都・他の自治体から収集した情報を、定期的

に発信してきた。新たな情報発信ツールとして、より若い世代にも情報が届きやすくなるよう効

果的に活用していく。 

 

女性のための悩み相談は、臨床心理士、カウンセラー、セラピスト等の資格を持つ女性相

談員による、女性のための無料カウンセリングを行っている。１月末時点での令和元年度実

績は、相談日 111日、利用者 85名、相談延べ件数 273件、稼働率 61.49％となっている。 

乳幼児健診会場での PR、ホームページや、リーフレット配布などで、コンスタントに新規の

方も含め相談を受けている。 

 

② ワーク・ライフ・バランス推進事業 

  

市の重要施策として「東村山市第４次総合計画」の実施計画事業に位置付けられている。 

 

「東村山就職情報室」利用者向け保育サービスは、ハローワーク立川と共同運営している

「東村山就職情報室」利用者向けに、毎週木曜日午前に予約制で実施している。令和元年

度 1月末時点での実績は、実施日１２日、利用者数１８名、稼働率２８．５％となっている。こち

らも乳幼児健診会場でＰＲ等を行っている。 

 

「女性のための就職支援事業」は、平成 29 年度から東京都の「地域人材確保・育成支援

事業補助金」を活用して実施してきたが、補助金交付の終了に伴い令和元年度で終了す

る。結婚や出産等により離職した女性や就職経験のない女性を対象に、無料個別相談会を

行った他、就職・再就職に役立つ無料公開セミナー(全 10 回)を開催した。さらに、地域での

就職を目指す女性を、インターンシップ生として募集し、実際の就職に繫がるような、事前研

修(全 5回)と企業交流会、職場実習(1人 2社まで、1日～5日間)を行った。 



令和元年度 1月末時点での実績は「事業説明会＋無料個別相談会」：参加者数 5名、「無

料公開セミナー(全 10 回・単発講座)」：参加者数 50 名/延べ 134 人、「インターンシップ事前

研修＋企業交流会(全 5回・連続講座)」：参加者数 6名/延べ 29人、「インターンシップ(5日

間以内・2社程度)」：参加者数 6名/延べ 12人となっている。  

また、女性が働きやすい職場環境の整備への啓発で、事業所の人事担当者等を対象に

セミナーを 2回開催し、市内 6社、延べ 6人に参加いただいた。 

 

 

【事務局】 

資料 3 をご覧いただきたい。令和２年度に市民相談・交流課で実施する事業予定一覧で

ある。なお、事業確定は予算可決後になる。 

 

① 男女共同参画事業 

 

「おとう飯（はん）の愛情弁当レシピコンテスト」は、男性に向けた男女共同参画の推進を目

的に、内閣府の「おとう飯（はん）を始めよう」キャンペーンの一環として実施するもので、「大

切な人のためにつくったお弁当」をテーマにレシピと写真を公募する。応募資格は男性であ

れば、お父さんである必要はなく、市内外から広く募集する。 

 平成 30 年度のフォーラムで講師となった内閣府認定おとう飯（はん）大使の石橋尊久様を

審査員にお迎えする予定である。 

 協賛企業・団体を募っており、入賞者には記念品等もお渡しする予定である。4月 1日号の

市報で募集を開始する。 

 

第 2回目となる「ふぃ～りんぐフェス」は 6月 27日（土）に、サンパルネのコンベンションホー

ルにて、レシピコンテストの表彰式を行うほか、映画上映会、企画展示等を予定している。市

民推進委員と企画・運営を行っていく。 

 

 「男女共同参画推進落語」は、埼玉県鶴ヶ島市の現役職員でもある千金亭値千金(阪本真

一)氏の落語を通して男女共同参画を学ぶ講座を１０月に予定している。 

 

 「防災」講座は、引き続き防災士の蓑田先生に講師をお願いし、台風前シーズンの 7 月に

水害を、2月に地震をテーマに開催する。 

 

② ワーク・ライフ・バランス推進事業 

 

今年度で終了する「女性のための就職支援事業」に替わり、令和 2 年度より「東京しごとセ

ンター多摩」と共催事業を行っていく。 

 

 5 月 12 日（火）に産業振興課と東京しごとセンター多摩が共催する「地域就職面接会 in 東

村山」への保育サービスの提供は引き続き実施する。 

 

新規事業として、9 月 16 日（水）に予定している「女性向け再就職支援セミナー」では、午

前中に 2時間 30分の女性向けのセミナーを開催し、午後は個別ブースを設置し、1人あたり

30分間の無料相談会を行う予定である。セミナーの際には保育サービスも行う。 

 



ワーク・ライフ・バランス推進講座も新規事業となるが、同じく東京しごとセンター多摩で実

施している講師派遣事業を活用し、市民向けに開催予定である。テーマ等は 4 月以降に市

民推進委員とともに検討していく。 

 

 

（３）第３次男女共同参画基本計画進捗状況調査(平成 31年度・令和元年度実績)の流れ 

 

【事務局】 

資料 4 をご覧いただきたい。来年度の進捗状況調査の予定である。 

 

例年 10月に予定している提言手交式は、来年度は 7期委員改選の関係で、9月下旬には

執り行えるよう準備を進めていく。推薦団体等へは時期が近づき次第別途ご連絡するので、

来期に向けてよろしくお願いする。 

３月下旬には庁内へ進捗状況調査依頼を行い、5月下旬までに事務局にて結果を取りまと

め、委員へ郵送する。7 月上旬に令和 2 年度第１回審議会を開催し、委員からの意見を頂戴

する。審議会後、8 月中旬までに事務局にて、提言書(案)の作成を行い、8 月下旬の第 2 回

審議会において、提言書(案)について意見を頂戴する。 

その後、9 月中旬までに、提言書(案)を確定させ、9 月下旬には名取会長から渡部市長へ

提言書を手渡しいただきたい。 

ここまでで第7期の皆様の任期が満了し、10月から改めて第8期の審議会をスタートする。 

また、庁内では、提言受領後に市長を会長とする「男女共同参画推進庁内会議」を開催

し、提言の報告と報告書（案）を確定させ、11月中旬には報告書を発行する予定である。 

 

【会長】 

 事務局の説明に、質問や意見はあるか。 

 

【委員】 

 東京しごとセンター多摩について、説明をお願いする。 

 

【事務局】 

 東京しごとセンター多摩は東京都の外郭団体という位置づけで、地域の事業所と地域で就職し

たい方をサポートする目的で設立されている。近年各地域との連携事業を強化している団体であ

る。 

 

【委員】 

 令和 2年度防災講座について、台風以外の時期でも水害は起こっているため、梅雨前の 5月の

連休明け頃に早めて行うのが良いのではないか。 

 

【委員】 

 審議会2回の開催で提言を確定して良いのか。色々ともう少し話し合いたいのだがなかなかでき

ないため。雑談のような話し合いがあっても良いかと思う。 

 



【委員】 

 「ふぃ～りんぐフェス」の際にツイッターとフェイスブックで情報発信していることを宣伝していた

か。 

 

【事務局】 

 「ふぃ～りんぐフェス」の前後などにツイッター、フェイスブックで情報発信を行った。 

 

【委員】 

 次年度の「ふぃ～りんぐフェス」でもツイッター、フェイスブックをしていることを宣伝してフォロワー

数を増やしていってほしい。また、「ふぃ～りんぐフェス」で各公民館をまわるときいていたが、会場

をサンパルネにした理由は何か。 

 

【事務局】 

各公民館をまわることを検討していたが、公民館に限らず公共施設を使用して色々な地域

での開催を予定している。令和 2年度は映画上映ができる会場が限られていたため、その中

でアクセスのよいコンベンションホールがあるサンパルネに決めさせていただいた。今後も公

民館を含めて市内公共施設で開催していく。 

 

【委員】 

情報誌「ふぃ～りんぐ」の配付先に高齢者施設も加わったとあるが、反響はあるか。 

 

【事務局】 

 高齢者施設から特に反響はいただいていない。 

 

【委員】 

 障害福祉施設等への配布は検討しているか。 

 

【事務局】 

 今年度「ふぃ～りんぐ」の配付先の振り分けを再考した。毎年度配付先を広げていけたらと

思う。施設の情報や配付範囲に役立つ情報があれば、委員にも提供いただきたい。 

 

【委員】 

 市内事業者向けの調査は来年度以降実施する予定はあるか。 

 

【事務局】 

 第４次男女共同参画基本計画策定の前にと考えているため、予定では令和 4年度に実施

する。 

 

【会長】 



 ツイッターのフォロワー数が少ないが、広げる工夫は考えているか。 

 

【事務局】 

 各イベントで配布物にツイッターの宣伝チラシ同封している。さらに周知する方法を考えて

いく。 

 

【会長】 

 イベントの会場で参加者にその場で呼びかけツイッターのフォローをしてもらうなどできるの

ではないか。 

 また、デートDV出張講座の取組みに対する感想はあるか。評判が良ければ広まっていく気

がするが。 

 

【事務局】 

 毎回アンケートをとっており、色々な気づきの声をいただいている。明法高校が共学になり

実施を重ねてお願いしている。中学校に向けたデート DV防止啓発についても審議会からご

意見をいただいており、中学校の保護会向けのテーマの１つとして、講師派遣依頼を受ける

ことも今後検討していきたいと考えている。 

 

【委員】 

 中学校での講座実現をいつも願っている。 

 教育委員会の協力を得て実現していただきたい。 

 

【会長】 

 以上、各委員の意見もふまえてよろしくお願いする。 

 

次回審議会日時  7月１７日（金）10：00 多文化共生・男女共同参画推進交流室 

 

 

 


