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会  議  経  過 

１．開会 

 

２．副市長挨拶 

 

【副市長】 



 皆さんおはようございます。本日は大変ご多忙の中、また梅雨真っ盛りの非常に足

元の悪い中、男女共同参画推進審議会にお越しいただき、感謝する。本日の議事は、

基本計画の進捗状況の報告が中心になる。案内の通り昨年度は、明けても暮れてもコ

ロナで、特に年度の初めは初めての緊急事態宣言があり、社会生活が一気に止まると

いうような状況だった。その後、秋にかけて段々、コロナと向き合いながら withコロ

ナということで活動も行ってきた。その後の事務局の説明でもあると思うが、やはり

相談・研修といった、単年度のイベントなどが大きく制約された状況であった。そう

いったところが進捗には出てきていると思われる。1年経ち、まだワクチンも鋭意進め

ているところだが、感染に留意してオンラインでの相談など、withコロナということ

で、新しい形での業務を模索している。そういったところも踏まえて、実績について

提言を取りまとめていただきたい。本日は貴重なご意見はどうぞ忌憚なくいただけれ

ばと思う。それでは本日はどうぞよろしくお願いいたしたい。 

 

３．会長挨拶 

 

【会長】 

 久々に皆様にお目にかかった。この間、私は、内閣府の男女共同参画推進連携会議

の議員として、国の男女共同参画行政についてフォローしていた。 

昨年２０２０年１２月に第５次男女共同参画基本計画が閣議決定された。 

実は、（私が局長を務めていた）２００５年に策定した第 2 次男女共同参画基本計

画に、２０２０年までに、全ての指導的地位に占める女性比率をほぼ３０％とする目

標を掲げていたが、それから１５年経過して、２０２０年になっても達成することは

できなかった。 

そこで、この目標値を早期に達成することが急務となっている。 

今年６月１６日、全ての女性が輝く社会づくり本部（本部長：内閣総理大臣）と男

女共同参画推進本部（本部長：内閣総理大臣）が合同で、「女性活躍・男女共同参画

の重点方針２０２１」を決定した。 

男女共同参画基本計画は５年計画であり、それに対して重点方針は、５次計画で決

定した成果目標の達成や施策の実施に向けた取組の更なる具体化や、５次計画策定以

降に新たに取り組むこととする事項を定めている。 

具体的には、コロナ対策の中心に女性を据えることと、女性の登用目標の達成を掲

げている。 

新型コロナ感染症が女性に大きな影響を与えている。 

リーマンショックが、製造業を直撃し、男性不況と言われていたのに対して、新型

コロナによる不況は、女性不況と言われている。 

新型コロナは、女性の非正規が多くを占める、サービス業、飲食業や宿泊業等を直

撃し、男性よりも女性の方がより多く職を失っている。そしてステイホームが増えた

ために、DV が増えてきている。更に、男性の自殺者は、ほんの少し減少したが、女性

は増加した。特徴として、専業主婦と女子高校生の自殺が増えた。 

コロナ後を見据えた時に、女性に対してどのように手を伸ばしていくかが政府とし

ても大きな課題である。 

男女共同参画社会基本法に基づき、国の基本計画を勘案して、都道府県は男女共同

参画計画を作る。そして、国と都道府県の計画を勘案して、市町村の男女共同参画計



画を作る。よって、これから、東村山市の計画も改定作業に入っていく。その時に東

村山市市民の意識調査はとても大事である。我々審議会も東村山市に対し、少しでも

役に立つよう、意見を出し合っていければと思う。 

 

〇事務局紹介、委員自己紹介 

 

〇資料確認、傍聴者入場許可 

 

４．議事 

  協議事項（１）東村山市第３次男女共同参画基本計画進捗状況調査結果（令和２年度 

実績）について（提言内容の検討） 

 

【会長】 

今日は盛りだくさんの審議事項で、皆様も本当に準備が大変であったと思う。それ

では今回の議事について、事務局より説明をお願いする。 

 

【事務局】 

 事前配付資料の、【資料１】「東村山市第３次男女共同参画基本計画進捗状況調査結

果（令和２年度実績）」について、説明させていただく。調査票１「第３次男女共同参

画基本計画進捗状況調査」については、各所管が令和２年度の実績について自己評価

したものを事務局でとりまとめたものと、各課の個票になる。提言書作成に向け、委

員の皆様、全員から意見を頂戴するべきところであるが、会議の時間に限りもあるこ

とから、これまでの経緯を踏まえ、大変勝手ではあるが、意見を頂戴する担当を決め

させていただいた。会議の進行上、ご理解を賜りたい。また、担当の項目以外に意見

がある場合は、是非、聞かせていただきたい。市長への提言書の提出は、１０月１４

日（木）を予定している。また、公表する部分については、「★上記に関する実績」よ

り上の部分とさせていただきたい。その下段にある「審議会意見」「回答」の項目は、

本日いただいた意見を各所管に伝え、回答をもらう際に事務局で使用する欄になって

いる。次に、調査票２「庁内の男女共同参画推進状況」は、令和２年度の庁内の男女

共同参画の推進状況について、各所管が回答したものを部単位でとりまとめ、図表化

したものと、各課の個票になる。続いて、調査票３「各目標の指標達成状況調査」で、

評価できる実績のあるもののみ回答させていただいている。以上、資料の説明を終わ

る。 

 

【会長】 

それでは、担当ごとに意見をいただきたい。限られた時間のため、どんどん進めて

いきたいと思うがよろしいか。では、委員の皆様の意見を頂戴したいと思う。  

意見をいただく担当については、あらかじめ事務局から皆様に知らせている。まず、

調査表１について、目標１「ワークライフバランス（仕事と生活の調和）の推進」に

ついて、担当である○○委員から願いたい。事業ナンバーを先に言ってから、発言願

いたい。 

 

【委員】 

事業 No1について、順調に推移していると考える。“ほどよい加減”を見出すという

講座の主旨、価値観分析ワークなどを含む講座を実施され、今後、ワーク・ライフ・



バランスの意識啓発の広がりが期待できる。情報誌「ふぃ～りんぐ」においてテレワ

ーク記事を掲載したことは、時宜を得ていると考える。また、ネットの活用をさらに

進めてほしい。 

事業 No2 について、事業の達成状況が C と後退したのは残念である。新たな事業者

向けセミナーの実施を期待する。令和４年実施予定の「事業所及び従業員の意識・実

態調査」に向けて、効果的な事業者への情報提供のあり方や表彰制度の検討を進めて

いくことには期待できる。他自治体の情報を参考に、「ワーク・ライフ・バランス表彰

制度」を作り上げてほしい。 

事業 No3 について、契約等においてワーク・ライフ・バランス取り組み企業への優

遇措置は一定、進んだと考える。企業向け周知が不足しているように思われる。事業

No2の「WLB表彰制度」と合わせて、トータルでの制度設計を望む。 

事業 No4 について、情報誌「ふぃ～りんぐ」の活用などにより「男性の家庭参画」

に関する大きな流れを作ることができたということで、頼もしい限りである。 

事業 No5 について、新たな施設の開設、保育所の認証から認可への変更により定員

数の増加が図られ、待機児童数が減少傾向にある。保育支援策は、多子負担軽減補助

等、整備・充実し利用者が増えている。 

事業 No6について、「新たな日常」に向けたガイドラインの作成に着手したことは、

一歩前進と考える。 

事業 No7について、子育て総合支援センター事業の会員数は、微増となっている。 

事業 No8 について、子育てひろば事業は、新型コロナの影響による休館等、利用者

数が大幅に減少している。 

事業 No9について、「ころころたまご」の利用者が大幅に増えている。引き続き、進

めてほしい。 

事業 No10について、子育て預かりサポート事業「たんたんのおうち」は、新型コロ

ナの影響により、利用者数が減少している。 

事業 No11 と No12 について、育児・介護休業制度の一層の啓発・周知に係る事業を

望む。育児・介護休業法の改正により「子の看護休暇」「介護休暇」の時間単位の取得

などができるようになり、今後、特に男性の育児休業取得促進に向けた法律改正が予

定されているので、法律改正に向けた周知を進めてほしい。国や東京都の奨励金など

の支援制度、周知の機会を増やしてほしい。 

事業 No13について、妊婦面接件数は、前年度に比べ増えている。妊産婦保健指導の

さらなる充実を望む。 

 担当外の事業について、 

事業 No25 と No26 について、平均寿命から健康寿命への取り組みを引き続き強化し

てほしい。 

事業 No45について、各種ハラスメントに対し、昨年、法律改正があり、来年は中小

企業にも防止が義務化されるので、啓発の取り組みを進めてほしい。 

事業 No63について、ジェンダーに関する話題・関心が高まっている。正しい情報の

発信を期待する。 

事業 No65について、引き続き、男女共同参画都市宣言を他市町村と情報交換の上、

目指してほしい。 

 

【会長】 

 ありがとうございました。続いて〇〇委員に発言を願う。 

 



【委員】 

事業 No4 について、コロナ禍でテレワークが多くなり、普段は父親が仕事でいない

が、今は家にいることが多いということで、料理をすることがちょくちょく出ている

のではないかと思われる。父親がご飯を作ってくれているという子供もいて、そうい

う時間が増えていると、こういうレシピブックが役に立つ。見ていてカラフルで楽し

く思った。こういうものをどんどん進めていただきたいと思う。コンテストにするこ

とで、更なる楽しみがあると思う。やりがいも出てくる。本日、審議会に出席し、机

上にあったこのレシピブックを見て、楽しそうだな、おいしそうだなと思った。家族

団欒と考えたときに、ホットプレートを使ってお子さんが楽しく作って、家族で囲ん

で、一つの鉄板で食べるというのも非常に楽しいと思う。子どもと父親が一緒に家族

で囲んで何か作るレシピや、ホットプレートで何か作るレシピを募集してもいいと思

う。いろいろと幅を広げて楽しくやってもらいたい。 

事業 No5 について、ここについては数字でしか見ることができなかったが、平成３

１年４月で９１人、令和２年４月で５８人ということで、予算をかけて保育園・幼稚

園を開設し、実質的には待機児童が減少してきており、取り組みができていると感じ

た。これからも続けていただきたいと思った。 

事業 No8について、子育て広場事業はコロナ禍で人が集まりにくく実施しづらいが、

予約制を導入しながら、コロナだから集まれないではなく、人数を減らしながらでき

る方法を考えていただいているとわかった。ありがたいことだと思った。おそらく、

昨年考えていたよりも、コロナはなかなか終息しないと実感しており、このような生

活がまだ続くのではないかという気がしている。できることから継続してやっていく

ことが大切であると思った。努力されていることがわかった。 

事業 No13について、ハローベビークラス等、全体的にコロナの影響で、実際に集ま

って話をしたり聞いたり、研修をしたりすることが減ってきているのだろうと思った。

その分、電話相談やオンラインがだんだん増えていることが分かった。 

 

【会長】 

 目標Ⅰについて、他の委員で意見がある方はいるか。 

 

                －意見なし－ 

 

また、後ほどでもまとめて皆様より意見をもらいたいと思う。  

では次に、目標Ⅱ「あらゆる分野における女性の活躍の推進」に入る。担当が、○

○委員と私だが、○○委員が欠席のため、事務局は、後ほど〇〇委員の意見をいただ

くようにしてほしい。では、私から意見を述べる。   

事業 No14について、就職等もコロナの関係で、なかなかできなかったということで

それは致し方なかったと思う。  

事業 No15について、女性のための就職支援事業については、頑張っていると見受け

られた。Bという評価だが、セミナーはコロナ禍でも市内外から３７人受講したとある

ので、市外はどの辺りから来ているのかを、教えていただきたい。この辺りの近隣市

にとっても、広域に様々な事業を展開していくことはとても良いことだと思う。是非

進めていただきたい。 

事業 No16について、就労支援においてもある程度は達成できているとなっており、

事業の達成状況で見ても、よくやっていると思った。 

事業 No17について、これは達成できているとなっている。産業振興課が、１１人に



参加いただいたという結果を記載しており、かなり頑張ったと思った。また、シティ

ーセールス課で、目標値である４０名を達成したということである。市民センター１

階の就労支援機関との連携により、新たな雇用も生まれたと書いてあるが、この新た

な雇用とは、女性が何人なのか、明確に教えてほしいと思った。事業に対する実績を

見ても、令和２年度は女性比率１００％で、とても頑張ってやっている、本当に進ん

でいると思った。  

事業 No18について、就職情報室の利用者向け保育サービスをやっているとのことだ

が、この保育サービスをどのくらいの人が利用したのか、全ての回に保育サービスが

あるのか、あるいはその一部なのかということを、具体的にわかるとありがたいと思

った。       

事業 No19について、ダイバーシティ、ポジティブアクションの啓発はとても大事だ

が、なかなか難しかったということがわかった。   

事業 No21について、これは庁内のことである。東村山市は女性の副市長を東京都か

ら招き、そして女性への管理職への登用も進めており、市長のもと進んでいると感じ

る。また、東村山市の市議会議員に占める女性が、２５人中１２人、４８．０％。北

海道江別市と同率で日本一である。住民の半分は女性なのだから、全然不思議なこと

はない。行政にももっと頑張って欲しいと常に思っている。 

これについては、研修等も充実しているのがわかった。また、男性職員の育休取得

も増加しており、今後も期待している。 

まだまだ時間かかるが、気を抜かずにしっかりと取り組んでほしい。 

東京都あるいは全国の中でも先進的な東村山市になってくれると嬉しいと心から思

う。 

事業No22について、防災会議の女性が少ないことがとても大きな問題になっている。

これについても女性比率がまだ９．４％と少ないが、このようにしっかり資料が明示

されたことがとても大事なことである。過去の数字の積重ねを基として、その引き上

げについて、全市を挙げて努力している様子が見えるところをとても評価している。  

事業 No23について、庁内における男女共同参画の拡大ということで、男女共同参画

推進庁内会議の開催を令和元年度から１年に１度開催しており、令和２年度も開催し

ている。これを形骸化しないでほしい。女性の副市長もおられることだし、様々な情

報について話し合いをし、庁内に男女共同参画の風土を根付かせていただけることを、

期待をしている。  

 

 この分野についてはどうか。 

 

                 －意見なし－ 

 

それではまた後ほど、まとめて皆様より意見をもらいたいと思う。 

では、目標Ⅲ「安全・安心な暮らしの実現」について。担当は〇〇委員、○○委員

だが、○○委員は現在のところ不在のため、○○委員より発言を願う。  

  

【委員】 

 目標Ⅲ「安全・安心な暮らしの実現」で全体を通して、コロナ禍の中で、非常に活

動が制限される中でそれぞれの分野が工夫を凝らして事業の推進に健闘されている様

子が見て取ることができ、頭の下がる思いだ。 

 事業 No24について、コロナ禍にあって、特定健診等その他の健診の受診が控えられ 



ていることは、致し方無い事でもあると思う。これまでの受診者が全体の中でも少な 

い肺がんについては、ナッジ理論を取り入れた方法で前年比約１．３倍に受診者を増 

やしているのは素晴らしく、大きな成果だと思う。今年度は電話勧奨実施の導入を予 

定しているとのことだが、これは対象者全員を予定しているのか知りたいと思った。 

また、歯科健診については、３９歳・７６歳の設定になっているが、歯科衛生上で意 

味のある年齢なのか教えてほしい。予算をかけて取り組んだ項目で、健診データパン 

チ業者の変更が、今後の健診受診者増に有効になるよう期待する。今後の見通しで、 

評価の項目に「前年と変化がなく、今後も進める予定がない」と後ろ向きな評価にな 

っているが、理由の部分では、土・日曜日の実施など事業が前進していく旨が記載さ 

れており、評価と理由で齟齬があるように思われる。                       

 事業 No25について、健康栄養相談や各種講座の相談者や受講者が大きく減少してい 

るが、これについては、オンライン併用等の対応は検討されなかったのか知りたい。 

事業 No26について、健康相談・各種教室や講座の参加者の構成は内容にもよるのだ 

と思うが、８割が女性である。男性の参加者を増やすことを意識した内容を設定する

等の工夫も必要なのではないかと思った。 

 事業 No27 について、不安を抱える妊婦に寄り添い、出産から子育てまで、切れ目の 

ないケア、支援があることは、子育てを安心してできるという感覚を持つことができ、 

ありがたいことだと思う。オンラインの相談も予定しているとの事で是非やってほし 

い。 

 事業 No28 について、参加できなかった保護者に対し、個別相談を実施したり、新生

児の沐浴や離乳食の動画を作成し配信したところは素晴らしいと思う。是非、オンラ

インの機会も増やす対応を継続してほしい。実際、自分にも孫ができ、同じようなこ

とを経験している。孫に関わる祖父母も意外と多いことを実感している。動画を配信

してもらえると、様々な人が見ることができ、会場に参加できない多くの関係者の役

に立つと思う。このように実施していることの広報はどのようにしているのか教えて

ほしい。 

 事業 No29について、口座振替の導入で、償還率が東京都の目標を大きく上回ってい 

るとのこと、市民の利便性向上もありと評価する。個々の対応では、時間外の対応に 

なる場合もあるとのことで、頭が下がる思いである。 

 事業 No30について、せっかくの事業であるが利用者がいなこと、高等職業訓練の受 

講者が就職にまだつながっていないことが残念である。自立支援の訓練各種の利用者 

が減少傾向であり、昨年は別としても今求められているものが違うのかと考えられる。 

利用者から、こんな内容でやりたいと申し出てもらい、対応を検討することはできな 

いのだろうかと思う。 

 事業 No33について、「ひがっしーの今日から叩かない怒鳴らないためのハンドブッ 

ク」というものを時流に添って臨時に作成しているとのことで、内容を拝見した。子 

育て中の親にとって、指針になるもので、いい取り組みだと思う。要保護児童対策地 

域協議会については、対象者が昨年度と比べ９０名増えているが、個別のケース検討 

会議の回数は昨年とほぼ同じであり、このあたりの対応はどのようにしているのか心 

配になった。 

 事業 No34について、「地域包括ケアシステム」の更なる深化・推進を目指し、取り 

組んでいるところであり、相談機能の強化と介護予防の充実と書かれているが、残念 

ながら実績表からはその様子を読み取ることができない。災害時における地域連携に 

ついての検討があげられているが、それについてはどのような対応がされたのか。ま 

た、介護保険に関する説明会は中止となっているが、オンラインで１回でも開催を試 



みることは検討しなかったのか。実績の中の「市の高齢者施設への満足の状況」につ 

いての調査は、国の提示する内容で、この設問がなくなったことにより調査をしてい 

ないということだが、市独自でも実施することを検討してもらいたい。本人の回答が 

無理な場合は家族に回答してもらうことも良いと思う。利用者や家族の声を聞き、そ 

れを活かしていくことは大切であると考える。 

 事業 No35について、「地域生活支援拠点」が設置されたことは大きな前進だと思う。 

ここに関わる人材の確保と育成を進めてほしい。 

 事業 No38について、性的マイノリティへの理解を深めるための動きが市職員を対象 

に進められた事は、素晴らしいと思う。SDGsを推進する上でも、ぜひ続けて進めてほ 

しい。また、今年は、LGBTQに関する法律相談研修の実施や、市民向けの講座の開催も 

実現できることを望む。 

  事業 No39について、子どもが安心して相談できる環境整備に丁寧に取り組んでいる 

様子が伝わってきた。スクールカウンセラーが全小学５年生及び全中学３年生に面接 

をして関係性を築いているのは頭が下がる。コロナ禍にあってその必要性が更に高ま 

っている相談事業だが、スクールソーシャルワーカーが３人というのは厳しい状況だ 

と思う。各校とまでは言わないが、せめて倍増を望む。また、臨床事例研修会で、東 

村山市の地域特性とあるのが、それはどのような特性なのか気になった。 

 事業 No40について、世間の報道によると、障害者や高齢者への虐待が多いこと、日 

常化していることに驚いている。実害の実態がどの程度あり、研修を受けたことでど 

れだけ減ったか、未然に防げた等、効果の検証があるとよい。 

事業 No41 について、コロナ禍において臨時の対応が迫られ、相談員を増員しての対 

応は多忙を極め、大変な状況であったと推察できる。引き続きの丁寧な対応を願いた

い。就労サポートセンター対象者が１３４人とのことだが、就職率はどのくらいだっ

たのか教えてほしい。  

 事業 No42について、コロナ禍での相談体制維持のために、タブレット端末を購入し、 

オンラインでの法律相談実施とのことで、対応の選択肢を増やしていただき感謝する。 

これについては、広報はされているのか、実際に利用した方はどのくらいいたのか知 

りたい。 

 事業 No43について、多国籍の方々の子育てや教育についての相談が多いのが見受け 

られた。満足度を高めるように努力するとあるが、現在相談員は何名が対応している 

のか。また、相談することでの解決具合や満足度の聞き取りはできているのか教えて 

ほしい。  

 事業 No44について、女性相談の今後の検討の中で、「利用者のニーズや利便性、迅 

速性を考慮した対応」とあり、デリケートな相談で難しいこともあると思われるが、 

是非、対応を願いたい。 

 事業 No47について、担当した事業の中で、一番感激した結果となっていた。デート 

DVの出張講座の実施が、市内の高等学校や中学校に広げていることが素晴らしいと思 

った。これは人権教育として、重要な取り組みであると思われる。受講できる生徒と 

そうでない生徒がいるのは格差になってしまうため、是非、市内全中学校、高等学校 

で実施できるように進めてほしい。 

 事業 No48について、事業の達成状況の中で、連携して被害者の支援を行っていると 

のことだが、実際に実働はあったのか知りたい。 

 事業 No49 について、避難所運営連絡会の女性比率について、まだ３０％ということ 

で、ここでの女性の比率５０％を目指し、人道支援の観点からのスフィア基準も取り 

入れて進めていただきたい。 



 

【会長】 

 〇〇委員が欠席のため、意見をいただくことができない。この分野について他の委

員は意見はあるか。私から一つ申し上げる。デート DV防止について、とても頑張って

いると見受けられる。これは全高等学校でやっていただきたい。中学校に広めること

も検討していただきたい。今は身近にスマートフォンがあるため、中学生も様々な被

害にさらされる状況にある。 

それではまた後ほど、まとめて皆様より意見をもらいたいと思う。 

次に目標Ⅳ「人権の尊重と男女平等意識の形成」に移る。担当は、副会長、○○委

員である。では、副会長から願いたい。 

 

【副会長】 

 例年だと自分で統計を取って分析し意見を述べていたが、今年はしていない。全体

的なところから述べる。全体的にコロナ禍の中で停滞を最小限にとどめ、男女共同参

画社会の推進に努力されていることがわかる。担当した目標Ⅳも同様に評価できる。   

事業 No49について、男女共同参画の視点に基づいた防災対策は、防災安全課、市民

相談・交流課と共に非常に努力されていて評価できるが、毎年話しているように、課

題は組織のトップに女性を据えることである。女性登用を東村山市ならできると思う。

市議の女性の数も多く、様々なことが考えられれば、模範になるようなことができる

と思って期待している。  

事業 No50について、これは過去３年間と同じ評価だったが、少し進んでる部分もあ

った。特に評価したいのは、性の多様性に対応する管理職の理解、特に副校長を対象

とした研修をしていることである。これは大変重要なことで、これからの学校教育を

推進するためには、子供たちに LGBTに対する基本的な理解や、教育をさせてほしい。

これは、よい取り組みだったと言える。  

事業 No61について、地域での様々な連帯的な活動は、地域崩壊等ある中で、大変重

要である。特に、現在コロナ禍であるが、そのような中、特に女性や子供、老人とい

った弱者に対する配慮が必要である。そして、家庭内では様々な問題が発生しており、

そこで、地域の連帯が必要であると言える。是非これからも推進して欲しい。  

最後に何度も話が出ているが、中学校でデート DVの講座が開催できたことは画期的

なことであると思う。東村山第三中学校で開催したとのことだが、市内中学校全校で

開催してほしいと思う。これまでに自分が発言してきたことが実現し嬉しく思う。 

 

【会長】 

 続いて、○○委員より発言を願いたい。 

 

【委員】 

 全体的なところで、紙媒体の発行は昨年でもできたが、人が集まって行う形式のも

のはできなかったと思う。しかし、今年度は２年目なので、簡単に中止ではなく、副

市長の挨拶でもあったように、オンラインでの開催も検討してほしい。紙媒体は、発

行してもその存在を知らない人はたくさんいると思う。市のホームページ等で周知す

る方法も検討してほしい。自分も不勉強のためか、調査票の中で、発行したと書いて

あっても見たことがないことが多かった。もっと目に触れる方法を考えると良い。 

事業 No50について、東村山の人権の尊重については、全生園のハンセン病のことが

特色だと思っていると思うが、こればかりになってしまうと、昔は人権侵害が酷かっ



たという歴史上の話になってしまう。昨年のことでいえば、医療従事者やその家族に

対し、人権が侵害されていたということがある。昔の話ではなく、今も人権を侵害し

ていることはあるという話をしていくといいと思う。 

 

【会長】 

ありがとうございます。この分野について他の委員は意見はあるか。 

 

                －意見なし－ 

 

後ほど、まとめて皆様より意見をもらいたいと思う。 

それでは、最後の項目となる。目標Ⅴ「推進体制の整備・充実」と「Ⅰ～Ⅴについ

ての情報機能の整備・充実」である。担当は、〇〇委員、○○委員である。では、○

○委員から意見の発言を願いたい。 

 

【委員】 

 事業 No63について、評価の欄を確認すると、ある程度達成できているとなっており、

評価できる。前年より進んでおり、今後も継続していくということで、必要と認めら

れるもの、削除が妥当と思われるもののすみ分けをした上で、正しい情報発信を願い

たい。 

事業 No64について、評価の欄を確認すると、ある程度達成できているとなっており、

評価できる。迅速な情報発信ツールとして Twitter を大いに活用したことは、電子媒

体やソーシャルネットワークの部分で、若い世代への情報発信として効果があると思

う。  

事業 No65について、確かな情報提供の発信の場となるよう努めてほしい。 

事業 No66について、予算をかけて取り組み、資料の収集を積極的に行ったというこ

とがわかった。コロナによって図書館が閉館になってしまい、収集した資料が、市民

の目に触れにくい状態になったと思うが、今後、市民の目に触れるようにしてほしい。

また、私の保育園では、図書館から本を月ごとに借りている。図書館が閉まっていた

としても、図書館の司書が選んだ本を見ることができ、小さな子供たちにもジェンダ

ーのことや性教育に触れる機会になるので、このような方法を活用してもらえたらと

思う。  

  

【会長】 

続いて、○○委員に発言を願う。 

 

【委員】 

 事業 No63について、令和３年１月の男女共同参画推進庁内会議で各種様式等の性別

記載欄の取扱いについての通知を発出したことは、ジェンダー統計の基礎となる部分

だと思うので評価したい。通知に基づきなるべく早い履行及び履行確認を願いたい。

また、ジェンダー統計の内容について、今回、国や都の依頼受け分を明記したことで、

イメージアップができた。国や都に協力する分、東村山市独自で実施をする分、大き

く２つに分けられる。国や都に協力する分は引き続きやっていただき、東村山市の分

については、令和３年度実施予定の「市民意識調査」及び令和４年度実施予定の「企

業意識調査」のジェンダー統計の目的に照らして行うことで、効果的な実施と活用を

お願いしたい。 



事業 No64について、コロナ禍で情報収集、あらゆる手段を尽くして情報発信をした

ことは評価したい。引き続きよろしくお願いしたい。 

事業 No65について、交流室は庁内と市民向けの活動があり、庁内においては、庁内

の事業の推進を行い、基本計画に基づく進捗状況把握により庁内多岐部署にわたる事

業推進をしっかりやっていることを評価したい。男女共同参画推進庁内会議を開催し

たり、審議会や市民推進委員会などの部外の意見を反映し、庁内事業を推進しており

評価する。各種取り組みである情報誌「ふぃ～りんぐ」、ふぃ～りんぐフェス、男女共

同参画推進講座、女性相談、就職情報室利用者向けの保育サービス、リーフレット等

の開架、ツイッター配信などを積極的に実施しており評価する。令和２年度はコロナ

禍の影響でふぃ～りんぐフェスができなかったが、今年度は開催できた。「withコロナ

社会」の中で継続実施をお願いしたい。なお、男女共同参画都市宣言について、昨年

度の進捗状況年次報告の総括文の中で「男女共同参画都市宣言に向けては、何年も進

捗が見られない状況の中で、宣言にあたっての課題整理とそれに沿った実現への取り

組みを開始することが今後の課題である」と明記されたが、令和２年度においても具

体的な活動は進んでいない。令和３年度には着手をお願いしたいが、本３次計画が終

わるまでに宣言をするのか、次の４次計画の中で宣言をするのか、意思決定をしてほ

しい。 

 事業 No66について、資料の収集については、社会的潮流に沿って必要な図書を積極

的に収集しており、引き続きやってほしい。活用の方については、昨年度はコロナ禍

の影響を大きく受け、図書館の閉館やイベントの中止を余儀なくされ、不十分となっ

たが、「withコロナ社会」での新たな方法も視野に入れ、図書館運営、イベント開催の

再開と継続実施をお願いしたい。 

  

【会長】 

 担当以外で意見があったら、発言を願う。 

 

                 －意見なし－ 

 

 それでは、私から申し上げる。東村山市が多様な性への理解と配慮および全体統計

等の確実な実施について、「各種様式等の性別記載欄の取扱いについて」という通知を

出したとのことだが、それがどのような通知なのか知りたい。また、東村山市は外国

籍の方に対して手厚くいろいろな政策を行っているが、外国籍の女性は、外国籍とい

うことで少数派である上に、女性であることで、二重の意味で辛い状況にあると、国

連等で繰り返して言われている。調査票を見る限りその辺りが感じられない。多国籍

の方についてのいろんな政策はあっても、外国国籍の女性に対してどのような政策上

の配慮がされているのかについて、何かやっているのであれば、是非教えていただき

たい。   

 

 続いて、調査票２について、事務局より説明を願う。 

 

【事務局】 

 調査票２については、冒頭に説明したとおり、令和２年度の庁内の男女共同参画に

関する分析結果を図表化したものと各課の個票である。昨年度と大きな変化はなく、

「視点１」の性別にとらわれない役割分担、「視点２」の産休・育休・介護休業の取得

について、「視点４」の男女職員の意識の育成は、高い達成率が得られている。特に「視



点２」については、１つの部を除き、ほかの全ての部において、平均点が満点の４点

となるなど、高い達成率となった。毎年他の視点と比べて達成率が比較的低い「視点

３」のワーク・ライフ・バランスでは、少しずつだが、昨年度と比べ、達成率が高く

なっている部署が多く、昨年度より下回る部署はなかった。これは、コロナ禍の影響

によってリモートワークが実施されるなど、ワーク・ライフ・バランスが見直された

ことが理由ではないかと考える。また、「視点５」の女性管理職の登用、については、

１つの部のみ達成率が前年に比べ低くなったが、その他の部では、昨年度と同じもし

くは高くなっており、女性管理職の増加に向けて庁内の大半の部署が努力しているこ

とがわかった。説明は以上である。 

 

【会長】 

意見、質問があれば、発言を願いたい。 

 

              －意見・質問なし－ 

 

 部署によっては、ワーク・ライフ・バランスで厳しい状況が見て取れる。庁内の幹

部にこの結果を共有するといいと思う。庁内の忙しさの状況がこの調査で明らかにな

っているので、これをここだけで使うのは、少しもったいない。それでも、だんだん

と数値が良くなっていて良かった。庁内が男女共同参画について努力していることは

とてもいいことである。  

他に意見はあるか。また、これまでの質問について、事務局は答えられるものはあ

るか。あれば答えるように。 

 

【事務局】 

 ご質問頂いたものについては、後日まとめて回答したい。 

 

【事務局】 

 また、調査票２については、庁内会議の中で共有をしている。 

 

【会長】 

それでは最後に、調査票３について、事務局から説明を願いたい。 

 

【事務局】 

 ３次計画の計画前の数値から計画最終年度の数値まで、どのような変化で目標に近

づいていくか経年変化を追った表になる。計画前の数値については平成２７年度に実

施した「男女共同参画に関する市民意識調査」、平成２８年度に実施した「ワーク・ラ

イフ・バランスに関する市内事業所及び従業員の意識・実態調査」の数値を反映して

いる。計画の途中年度である平成２９年度から令和２年度についてはこの２つの調査

は行っていないため「－（ハイフン）」で表示している。説明は以上である。 

 

【会長】 

調査票３について、意見・質問はあるか。 

 

              －意見・質問なし－ 

 



 特に調査票１について、たくさん意見が出たが、これらを基に提言書を作成するこ

とになる。 

 

 協議事項（２）提言書のとりまとめについて 

 

【会長】 

 提言書のとりまとめについて、事務局より説明を願いたい。 

 

【事務局】 

提言書のとりまとめの前に、まず、本日質問いただいた項目について各所管へ回答

を依頼し、取りまとめの上、委員の皆さまへ郵送するのでよろしくお願いしたい。提

言書については、先ほども説明したとおり、市長への提出を１０月１４日（木）で予

定しており、期間も短く、会議の開催回数にも限りがあることから、本日、皆様から

いただいた意見をもとに、事務局でまず提言書（案）を作成させていただきたい。提

言書(案)がまとまり次第、会長に一読いただいた後に委員の皆様へ郵送させていただ

く。皆様にお目通しいただいた後、９月に「第２回審議会」を開催し、そこで提言書

（案）についての意見をいただき、９月下旬には提言を確定させたい。第２回審議会

の日程については、後ほど、調整をさせていただきたい。また、確定した提言は、１

０月１４日（木）１０時から、名取会長から渡部市長へ「手交式」という形で手渡し

ていただくよう考えている。その際は、コロナウイルス感染症予防の観点から出席者

を限らせていただく必要があり、委員の皆様には申し訳ないが、会長及び副会長のみ

に出席いただく予定をしている。説明は以上である。 

 

【会長】 

事務局より、説明と提案があったが、本日皆様から様々な意見をいただき、これを

取りまとめて事務局で提案書の案を作成する。そして、９月の審議会でまた皆様の意

見を得、それを取りまとめて、確定版にする。そして１０月１４日に市長に提言書を

提出するという流れである。コロナ禍なので、副会長と私で手交するという段取りで

ある。本来だと、時間のある委員には参加していただきたいところだ。また来年もあ

るので、来年はコロナが収まってると期待して、よろしくお願いしたい。この進め方

について、何か意見・質問があるか。 

 

              －意見・質問なし－ 

 

よろしいか。それでは了解いただいたので、この通り進める。 

 

報告事項（１）男女共同参画に関する市民意識調査について 

 

【会長】 

それでは続いて、報告事項である。１つ目として男女共同参画に関する市民意識調

査について、報告を願う。  

 

【事務局】 

事前に送付させていただいております、【資料２】一人ひとりが生き生きと輝ける社

会～「東村山あったかネットワーク」を目指して～（男女共同参画に関する市民意識



調査）（案）をご覧いただきたい。設問のテーマを１１テーマに分け、「１．回答者の

プロフィール」、「２．一般的、社会的男女平等意識について」、「３．社会活動におけ

る女性の活躍について」、「４．介護について」、「５．防災について」、「６．仕事につ

いて」、「７．ワーク・ライフ・バランスについて」、「８．ハラスメントと性暴力につ

いて」、「９．ドメスティック・バイオレンス（DV）について」、「１０．多様な性につ

いて」、「１１．男女共同参画社会の実現について」とした。まず、１ページの「１．

回答者のプロフィール」で回答者の属性を確認する。年齢や就労状況、配偶者やパー

トナー、子どもはいるか等を問う。３ページの「２．一般的、社会的男女平等意識に

ついて」では、普段の生活や結婚・子育て・家庭について持っている考え方を問い、

回答者の男女平等意識の傾向を確認する。４ページの「３．社会活動における女性の

活躍について、」では、どんな社会活動をしているか、社会活動における役員やリーダ

ー的な役割について等を問い、社会活動における女性の活躍の状況を確認する。５ペ

ージの「４．介護について」では、介護の担い手や介護を受ける場合、だれに頼みた

いか等を問い、介護への意識はどのような傾向があるかを確認する。６ページの「５．

防災について」では、防災分野で、男女共同参画の視点を活かすために必要なことは

何かを問い、防災分野での男女共同参画の考え方を確認する。６ページの「６．仕事

について」では、女性が仕事に就くことに対する考え方や、女性が継続して働き続け

ることが困難な理由、現在職業に就いていない理由等を問い、職に就いて働き続ける

ために障害となることは何かを確認する。９ページの「７．ワーク・ライフ・バラン

スについて」では、家事・育児・介護・仕事に携わる時間や、ワーク・ライフ・バラ

ンスの満足度、ワーク・ライフ・バランスができていると感じている人はどのくらい

いるのか 等を問い、ワーク・ライフ・バランスの考え方を確認する。１０ページの

「８．ハラスメントと性暴力について」では、ハラスメントや性暴力について設問を

設け、どのような認識を持っているかや相談窓口の認知度を確認する。１３ページの

「９．ドメスティック・バイオレンス（DV）について」では、DVについて設問を設け、

どのような認識を持っているかや相談窓口の認知度を確認する。１５ページの「１０．

多様な性について」では、性的マイノリティや SOGI の認知度、自分の SOGI 等の悩み

を相談したことはあるか、相談窓口を知っているか、パートナーシップ制度をどう思

うか等を問い、多様な性についての認識や相談窓口の認知度の確認をする。１７ペー

ジ「１１．男女共同参画社会の実現について」では、男女の地位は平等になっている

と思うか、東村山市での男女共同参画施策の認知状況 等を問い、男女共同参画を推

進するためにはどうすることが必要と思うか、東村山市の男女共同参画施策の認知度

の現状を確認する。市内２，０００名に無作為抽出で調査票を発送する。発送日は８

月２０日である。市報８月１５日号にて市民意識調査を行う旨の記事を掲載する。市

民意識調査についての説明は以上である。 

  

【会長】 

 これについて、意見・質問はあるか。 

 

               －意見・質問なし－ 

 

【会長】 

前回の市民調査と比べると、対象年齢が１８歳になっている。前回は２０歳以上だ

った。今回は、成人になった１８歳・１９歳が加わっている。内容的にも前回の調査

よりも充実していると思った。質問が増えると大変だが、東村山市は一生懸命考えた



と思う。問７について、前回の調査から、１つだけ新しい問いが加わっているが、並

べ方が前回と異なっている。前回調査と比較するので、並べ方はきるだけ前回と同じ

にし、最後に新しく加えた問いを持ってくる方が後で楽だと思う。また、問１０がと

ても良くなってると思う。前回は選択肢がごちゃごちゃ書いてあったのが、スッキリ

し、とてもいいと思う。問２７は１４ページにあるが、意識調査であるとともに広報

の意味がある。要するにこれを質問することによって、これらの施設を知って、必要

な場合を利用してほしいという意味がある。その場合、この調査票の中にそのパンフ

レットを入れるか、あるいは入れる余裕がなければ、欄外でもいいので電話番号を記

載すると、この調査票がとても活きる。良い調査票を作ったと思う。 

 

【事務局】 

 パンフレットを同封したいと思う。 

 

【会長】 

 他にはいかがか。  

 

【委員】 

 質問２５の、「あなたは、性暴力被害の相談先を知っていますか。」で、もし選択肢

を全て知らなかった場合には全部その他になる。この質問に対して選択肢１、２、３

はいいがその他は他にあれば書いてくれということになる。３つともどこも知らない

という場合は、どこに〇をつければいいのか。選択肢に「知らない」があるといいと

思う。これがあれば、全く知らない方もいるという判断ができる。  

 

【会長】 

「知らない」とは言いにくい。〇がついてなければ知らないということになるのでい

いと思う。 

 

【事務局】 

質問の聞き方が「知っている相談先はありますか」のような聞き方の方がよいと思

われる。  

 

【会長】 

 他に意見はあるか。また気付いた点があれば事務局にメール等で伝えるように。期

限はいつまでにするか。 

 

【事務局】 

７月９日までにいただきたい。 

 

５．その他 

 

【会長】 

 それでは、その他として、事務局より説明願う。 

 

【事務局】 

 その他として、３点報告する。ひとつ目として、「おとう飯の時短朝食レシピコンテ



スト」について、本日配布した、「令和３年度東村山市おとう飯の時短朝食レシピコン

テスト作品一覧」をご覧いただきたい。男性の家庭参画の意識啓発を目的として昨年

度実施した「おとう飯の愛情弁当レシピコンテスト」に続き、今年度は「大切な人の

ために作った朝食」のコンセプトのもと、「時短朝食レシピコンテスト」を実施した。

４月１日から５月１４日までの応募期間の間に、１２名の男性から全１３作品応募い

ただき、渡部市長をはじめ、松谷副市長、市民推進委員の皆様など、８名の方にも審

査をしていただいた。ご覧いただいている一覧には、審査の結果を記載している。最

優秀賞は「朝から魚も簡単！鯖水煮缶で作る炊き込みご飯」の浦 真一郎さん、市長

賞は「サクッと！！ホットサンド」の三友 勇治さん、副市長賞は「将棋とひがっし

ー」の髙津 健一さんとなり、６月２９日(火)に、この３名の受賞者と、渡部市長、

松谷副市長と授賞式と懇談を行った。懇談の様子やその他の受賞者の方のコメントな

どは、情報誌「ふぃ～りんぐ」や HP等で公開していく予定である。また、あわせて配

布した「おとう飯の時短朝食レシピブック」は、応募いただいた全てのレシピを１冊

にまとめたものである。是非後ほどご覧いただきたい。ふたつ目として、男女共同参

画週間中の６月２５日(金)に実施した「ふぃ～りんぐフェス」について報告する。お

手元の「ふぃ～りんぐフェス開催概要」をご覧いただきたい。今回は、映画上映と展

示を行った。映画上映会では、女性の生き方をテーマにした「ジュリー＆ジュリア」

という作品をマルチメディアホールで２回上映し、事前申し込みの上、計３７名に参

加いただいた。展示の方は、同じフロアの情報研修室で行い、主なものとしては、男

女共同参画推進係の事業紹介、上映した映画に絡めて男性の家庭参画を啓発する企画

展示、「おとう飯の時短朝食レシピコンテスト」受賞作品紹介とレシピブックの配布、

女性団体連絡会 の企画展示を行った。また、おとう飯大使石橋尊久氏のメッセージ

動画を流し、来場者に見ていただいた。この企画展示には８４名の方にご来場いただ

き、アンケートに寄せられた声には、「朝食レシピブックを楽しみに持ち帰ります」や

「男女共同参画について、改めて考えるきっかけとなりました」、「大変興味深い企画

だったので、またやってほしいです」といった声があった。みっつ目として、「多様な

性に関する相談」を今月から開始する。毎月第３金曜日の１８時から１９時の間で「性

自認」や「性的指向」「性表現」などに関する無料の悩み相談を行う。相談員が、性に

関するお悩みを抱える本人だけでなく、ご家族、友人等からの相談も受け、秘密厳守・

匿名での受付も可能とする。配布した「相談カード」を市の公共施設のトイレなどに

設置するほか、市報や HPにて周知する。報告は以上になる。 

 

【会長】 

 それでは、先ほど説明のあった、「第２回審議会」の日程調整について、事務局より

願いたい。 

 

【事務局】 

事前に９月１０日（金）の１０時で調整させていただいている。その後、ご都合は

いかがか。それでは、次回審議会は９月１０日（金）１０時から開催する。会場は本

日と同様、市民センター第１会議室である。最後に、事前資料配付の際に依頼してい

た、本日の「ご意見メモ」について、会議終了後に紙ベースまたは事務局までメール

で提出の協力を願いたい。メモの提出締切は、７月９日(金)の朝９時までとさせてい

ただく。事務局からは以上である。 

 

【会長】 



他にご意見等がなければ、これで閉会とする。進行を事務局へ返す。 

 

６．閉会 

 

【事務局】 

最後に清水市民部長より閉会の挨拶をさせていただく。 

 

【市民部長】  

よく見ていただき、たくさん質問等をいただいて感謝している。いただいた質問は、

各所管に依頼し、再度お返しをさせていただければと思っている。昨今、性別の表記

についてや、パートナーシップ制度等、男女共同参画の取り組みが更に進められてい

る状況にある。是非とも当市としては男女共同参画について進展をさせていきたいと

思っている。引き続きご協力のほどよろしくお願いいたしたい。  

 
 

 

   

   


