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（参考様式３） 

会  議  録（要旨） 

 

会 議 の 名 称 令和２年度第１回（第７期）男女共同参画推進審議会 

開 催 日 時 書面による協議（提出資料締切：令和２年７月１７日（金）※必着） 

開 催 場 所 ― 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●参加者： 

（委  員）名取はにわ会長、村上浩副会長、朝倉順子委員、市村玲子委員、伊

藤太一委員、平野宏卓委員、藤原英俊委員、麻生和彦委員、梶祐

子委員、武江勇委員 

●不参加者：  なし 

傍 聴 の 可 否 ― 

傍聴不可

の場合は

その理由 

 
傍聴者

数 
― 

 

会 議 次 第 

 

1.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 31年度・令和

元年度実績）結果について（提言内容の検討） 

2．その他 

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  南波 

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 

【会議開催経緯】 

〇令和２年６月 ８日 開催通知送付 

〇令和２年６月２９日 事前資料送付 

〇令和２年７月１０日 ※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため書面による協議への変更

を通知 

〇令和２年７月１７日 提出資料締切日※必着（当初の審議会開催予定日） 

 

１．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 31年度・令和元年度実績） 

結果について 

（提言内容の検討） 

 

事前に割り振られた担当ごとに、各委員の意見をメールまたは郵送で以下のとおり取りまとめた。 

 

 

目標Ⅰ「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進」 

 

【会長】 

 事業 No.3 

 検討し、平成 30年度に総合評価方式による公共調達制度の技術評価項目に「女性活動推進の取組」

を追加。令和元年度には総合評価方式による公共工事の入札を 2件行ったことを高く評価する。本
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年 6月からプラチナくるみんが創設されるなど、女性活躍推進法が強化されているの状況の下、本

施策の一層の推進を期待する。 

 

 事業 No.6 

 放課後子ども教室は現在 4校で開催されているが、新規 2校の実施が望まれる。 

 

【委員】 

 事業 No.1 

事業の達成状況、取組状況が前年度より進んでおり、引き続き情報提供、広く広報活動を行って 

もらいたい。 

 事業 No2、11 

情報の発信にはいろいろな方法もありツイッターもその一つで、フォロワーに情報は随時配信 

されると思われる。しかし、その他の方にはどのような方法で情報を発信しているのか。No.1 同様、

様々な取り組みについては、いかに「伝えるか」がまずは重要と考える。また、令和元年度の受講

者及び事業者がそれぞれ 6 件と昨年の半数だが「Ｂのある程度達成できている」となっている。コ

ロナ禍で取り組みにくい事業ではあるが、目標とする件数をどの程度に設定しているのか。 

 

 事業 No.5 

今年度、保育施設の新設と 4 か所の児童クラブ運営を開始されたことを評価する。待機児童や児 

童クラブについては、働きたい方にとっては大きく直面する問題なので、今後も調査を継続しなが

ら取組んでもらいたい。 

 

 事業 No.12 

地域包括ケアシステムが進む中、在宅で生活する認知症高齢者の行方不明の話を時々耳にするこ 

とがある。どこに行ってしまうかわからない、出かけたら帰って来られないなど、在宅で認知症高

齢者の介護を行っている家族にとって大きな悩みと推察される。「行方不明者捜索ネットワーク」の

重要性を感じる。 

 

【委員】 

 事業 No.1 

 順調に推移していると考える。働き方改革関連法の施行も後押し、影響していると思われる。啓

発・周知の手段として従来の講座、「ふぃ～りんぐ」以外にツイッターを活用したことは時宜を得て

いると評価できる。今後もネットの活用を進めていくよう望む。 

 

 事業 No.2 

・セミナーの受講事業者・人数の減少が気がかりだが、引き続き、ネットの活用等、工夫して啓発・

周知を進めるよう望む。 

・「事業所及び従業員の意識・実態調査」実施から５年目となる。２回目の調査の準備を進めていく

よう望む。 

・コロナ禍、働き方・生活スタイルが大きく変化している。他自治体の情報を参考に「ワーク・ラ

イフ・バランス推進認定制度」導入の検討を望む。 

 

 事業 No.3 

 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見受けられる。事業 No2 の「WLB 推進認定制度」の１部とも考

えられ、トータルでの制度設計を望む。 

 

 事業 No.4 

 「ふぃ～りんぐフェス」の参加者が倍増したのは素晴らしく、意識啓発・周知の結果だと評価す

る。ただ、男女の内訳等不明なのが残念である。ここが１番の情報かと思われる。 
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 事業 No.5 

 受入れ施設数・定員が増えている中、待機児童数が増えている。保育支援策は、保育料の無償化

等、整備・充実してきていると評価する。 

 

 事業 No.6 

 登録児童数、教育活動サポーターが増えて、子ども教室が充実してきている。 

 

 事業 No.7 

 子育て総合支援センター事業は、依頼会員数が伸びている。 

 

 

 事業 No.8 

 子育てひろば事業は、利用者数が大幅に減少している。良い評価なので原因等の説明を求める。 

 

 事業 No.10 

 子育て預かりサポート事業「たんたんのおうち」は、利用者数が減少している。登録者数は現状

通りなので、周知等を強めるよう求める。 

 

 事業 No.11、12 

 育児・介護制度の一層の啓発・周知に係る事業を望む。国や東京都の奨励金などの支援制度、周

知の機会を増やすよう求める。事業所向けには、育児・介護休業制度の規定整備、職場環境を改善

することにより、国や東京都の奨励金など支援制度を受けられるメリット、また貴重な人材を介護

離職により失うデメリット等、啓発・周知の事業に取り組むこと。従業員向けには、事前に育児・

介護休業制度を知ることにより、いざと言う時に困らない、役に立つこと等、啓発・周知の事業に

取り組むこと。 

 

 事業 No.13 

 妊娠婦保健指導は、充実してきていると評価する。 

 

【委員】 

事業 No．10  

子育て預かりサポート事業「たんたんのおうち」は新規登録者が増え、全体の登録者数もこれま

でとほぼ変わらないにもかかわらず、実利用につながっていないのは、コロナの影響の数字なのか。

または、他に要因があるのか分析しているか。利用者の声を聴くアンケート等を実施して、課題を

みつけることも必要なのではないか。 

 

 

目標Ⅱ「あらゆる分野における女性の活躍の推進」 

 

【会長】 

 事業 No.14 

1.回数も利用者も多い。しかし、女性の利用者が減少し、男女比率 50％近かったものが、令和元年

度は、31％と低下している。この理由は何なのであろうか？ 

2.せっかく保育サービスを開設したのに、利用者がゼロの理由が気に掛かる。保育サービス開設の

周知が足りなかったのか、あるいは、利用希望者を事前に把握していたのに当日利用が無かったの

か？事業 No.16のように予約制にした方がよいのではないか？ 

3.新型コロナ感染症の流行により、令和 2年度の事業は実施の目途が立たないとのこと。 会場内

の 3密を避け、リモート会議の工夫はできないだろうか？ 

新型コロナ感染症の影響で、経済活動が変化しているため、仕事を探している人も多いと思われる。 

 

 事業 No.15 

1.「女性のための就職支援事業」最終年ということで、広報活動に力を入れ、その成果によって参
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加者が格段に増加した。 

2.インターンシップコース受講生の就職状況からも、確実に成果が見られる。 

3.令和 2年度の「女性再就職サポートプログラム」50人規模の開催を期待する。仮に新型コロナ感

染症の感染予防のため、リアルに会場内に受講者を集めることが難しい場合、Zoom等リモートで開

催する方法を検討していただきたい。PCやタブレットを持っていない受講者用に、広い会場を用意

し、十分な距離を取って座ってもらう。自宅から受講できる人は、自宅から受講してもらう。講師

は自宅からあるいは会場で講義をする。質問は「チャット」でしてもらう等々、リモートでも、多

様な講義を行うことができる。 

 

 事業 No.16 

1.毎週木曜日、予約制に変更したことにより利便性が向上したと評価する。 

2.女性の利用率は例年 6割近くと、よく利用されている。ツイッターの活性化を期待する。 

 

 事業 No.17 

1.産業振興課の主催した「創業塾」の女性比率は 15人中 4人と 3割を下回った。令和 2年度に女性

層をターゲットとする創業塾の開設に期待する。 

2.シティセールス課の所管しているジョブシュアセンター東村山は女性の就業先として実績を積ん

できている。今後に期待する。 

  

 事業 No.18 

 マザーズハローワークが「ふぃーりんぐフェス」へ出展することを期待している。 

 

 事業 No.19 

啓発活動は情報誌やセミナーで行うことになるが、なかなか成果が見えにくい。ふぃーりんぐ 41

号、42号とも編集を工夫し、ダイバーシティついて、よく発信している。 ダイバーシティを目指

すうえで、女性の登用（ポジティブ・アクション）は大事なので、ダイバーシティとポジティブア

クションを連携つけながら、発信を続けてほしい。 

 

 事業 No.20 

 ふぃーりんぐフェスに、女性団体連絡会のパネル展示の機会が提供されるなど、市と女性団体協

議会の連携がすすんでいることを評価する。 

行政の情報は、根拠が明確で、データに基づくものが多いので、今後とも積極的に女性団体連絡会

に提供する機会が増えることを期待する。 

 

 事業 No.21 

1.男性職員の育児休業取得の実績があることを評価する。 

2.色々な研修を実施するなどして、女性職員の管理職登用は少しずつ進んできているが、まだ低い。 

市民の半分は女性である。さらに御市は、市民を代表する市会議員に占める女性比率が極めて高い

市として有名である。女性職員の登用を加速化させる方策を実施するよう努めていただきたい。 

 

 事業 No.22 

 本年度中に 30％目標の達成を強く期待している。防災委員における女性が 2名しかいないことが

気に掛かる。女性比率を増加する方向で努力してほしい。 

 

 事業 No.23 

 長年の懸案だった本会議開催を実現したことについて、高く評価する。 

男女共同参画の推進状況は、」市長をはじめとする市の幹部が共有することが、重要である。 

引き続き、本会議が開催され、各事業の推進が図られることを期待する。 

 

【委員】 

 事業 No.14  

ハローワーク立川と共催して行ってきた事業について、ハローワークのシステム変更により対応
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が困難になったのはしかたないが、通年通り実施されたとしても、新型コロナウイルスによる影響

により、多くの企業が面接会参加を見送ることが予想される。利用者数も年々減少しているが、利

用者とマッチングする企業もそれほど多くないと思われる。就業機会減少は、目標の「あらゆる分

野における女性の活動推進」に逆行するので、厳しい経済状況の中、求人数も減少しているが、ハ

ローワークで開催が厳しいのであれば、他の企業などとの実施実現を模索願う。 

 

事業 No.16 

本年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で利用者数・新規求職者数ともに大幅に増えること

が予想される。求人数は減少しても、保育サービスの利用希望者は増加すると予想されるが、例年

と異なり保育について感染予防の観点から、かなりの配慮が必要となってくる。特に今年度は、就

業の機会を奪うことになるかもしれないが、保育サービス利用人数の制限をかけることも考慮に入

れてもらいたい。 

 

事業 No.17 

ジョブシェアセンター東村山は目標の雇用者数を達成したので、経済状況は厳しいものの、この

まま引き続き採用者のスキルアップと就業につながる取組みを実施願う。 

 

 事業 No.19 

 受講者数がかなり少なく今後もそれほど伸びないことが予想されるが、事業内容にはさまざまな

分野の男女不平等改善が入っており重要なところなので、発信方法の工夫・変更なども含め継続願

う。 

 

 事業 No.21 

 女性参画に関する研修受講者の女性割合は、50％を越えている。受講者数が横ばい又は微減気味

なのが少し気になるがこのまま継続してもらいたい。管理職比率は若干増えたが、次長職以上に女

性がいない。業務上、課長職より責任等もかなり重くなっていると察する。家庭と業務のバランス

が崩れるのを気にしているのか、「女性は課長まで」という雰囲気が庁内にあるのかもしれないが、

平成 29年には 1名女性の次長がいたのだから、次長職以上で女性が業務を遂行できる環境を再度見

直し整備願う。 

【参考】隣接市での管理職の女性割合(委員調べ) 

〇武蔵村山 10.7％（目標 15％） 

〇東大和市 11％ 

〇西東京市 20.45％ 

〇東久留米市 11％ 

 

 事業 No.22 

総委員数の女性割合は 28.9％なので、目標の 30％を目指してもらいたい。 

【参考】隣接市での審議会等の女性割合(委員調べ) 

〇武蔵村山市 30.6％（女性委員比率目標 40％） 

〇西東京市 33.0％ 

〇清瀬市 39％、委員長など指導部 20％（2025年度目標で女性委員比率 45％・委員長など指導部 30%） 

〇東大和市 現状の総委員数の女性割合は不明。目標としている 30%は未達成。 

〇東久留米市 女性委員のいない審議会がないよう務める。 

 

【委員】 

 事業 No.17 

 「商工会創業塾」を活用、場の提供（有期）をするよう求める。 

 

 

 

目標Ⅲ「安全・安心な暮らしの実現」 
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【会長】 

 事業 No.24 

 特定検診受診人数男女別が記載してあるが、どちらが男性でどちらが女性か教えてほしい。 

 

 事業 No.47 

 市の取組により、次第に実施校が増加してきていることを評価する。感想が多数記載されていて、

この事業が大変効果があることがよくわかる。若い時に DVについて講義を受けることは大変有意義

である。今後中学生にも受講する機会を拡大してほしい。 

 事業 No.49 

 防災安全課が、「防災会議委員に女性が登録されている」と記載している。市の防災会議の女性比

率を教えてほしい。さらに、女性委員の肩書も教えてほしい。市長をトップとする防災会議に女性

が位置づけられ、災害時に力を発揮できることが期待される。 

 

【委員】 

 事業 No.49 

 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・交流課ともに、達成状況・

取組み姿勢ともに努力が見られるため、もう少し高評価でも良いのではないか。今後も期待する。 

 

【委員】 

 事業 No.24 

・特定健診計画目標値 60％を目指し、今回の目標値 52％に対してのあまり達成できていない状 

況とのことだが、それぞれの検診対象者の受診率はいかほどか？  

 

・効果的な受診勧奨として、電話での実施が効果を上げている様子なので、ぜひ継続願う。 

 

・大腸がん検診の受診者が前年に比べて約 2割増加しているのは地道な事業推進の成果だと評 

価する。（他の検診に比べて検査が受けやすいこともあるか）。但し、現在電話については詐欺

被害防止の観点から、電話にでないよう警察が頻繁にアナウンスしていることもあり、直接話

せずに留守電に入れるようになるかとも思われる）。受診したことで、がんが早期に発見できて

早く対応が取れたというような健診の効果を認められる実例や、声が上がっているとすれば、

電話勧奨で直にお伝えできるとより、効果的かと思う。 

 

・担当課としては、受診率が上がらない要因はどこにあると分析しているか。最終的には個人

判断になるので、難しい点もあると思うが。 

 

 事業 No.25 

 幼児学級の開催が 15回で受講者数が前年に比べて極端に低いのは何か原因があるのか。 

気になる数字である。 

 

 事業 No.26 

 スポーツを通じた健康増進ということで「幅広い世代を対象に事業を展開」とあり、多彩な 

企画が組まれ素晴らしい。企画毎の年代別の参加者数がわかると、企画の目的に添った効果が 

より分かりやすいかと思う。 

 

 事業 No.27 

・「母子健康手帳交付時の対応について、できるだけ全ての妊婦と面接をするようにし、妊娠 

初期からほとんどに妊婦と関わりを持つことができている」と書かれた通りのことを、自分の

娘で今回体験した。個人的な事で恐縮だが、娘は仕事で面接に行けず（他県に住んでいたが、

出産を機に東村山市民になるべく手続きをした）娘から代理で問合せてもらいたいと依頼を受

け、自分が直接問い合わせた。電話にた保健師の対応が素晴らしく、妊婦に寄り添い、親身に
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なって話す態度は安心感を与えるもので、感激した。「子育てするなら東村山」の市の施策の実

践を実感でき、子育てをしていくことへの希望を感じ嬉しくなった。（その後産休に入り、娘は

面接に行き、同感とのこと）但し、市に産科病院のないことは、残念なことである。 

 

・父親の育児参加の啓発活動もぜひ続けてもらいたい。 

 
 事業 No.28 

 事業内容に「体験やグループワークを重視した健康教育の実施」とあり、妊婦同志が一緒に

子育てをしていく仲間を形成するのにもつながるため、是非継続して進めてもらいたい。また、

予算をかけて取り組んだ事業として「両親学級の育児科」の開催とあり、児の成長に合わせた

対応の仕方や不安の解消を図ることを目的とした新たな工夫を加えている事は、素晴らしく大

いに評価する。今年はコロナの影響で、こういった開催も難しい事かと思うが、Zoomで受講で

きる機会を作る等の、withコロナの時代に向けた対応が必要となってくるかと思われる。 

 

・令和元年は、以前に比べて、各学級の開催数が全体的に減っているのはなぜか？仕事をもっ 

ている母親の増加で、全体的な参加者が減っているのか？平日参加できない方のために、平日 

の回数を減らして、土曜日開催を増やす対応も必要なのではないか？（前年度に比べ、土曜日 

の 1回あたりの参加者はだいぶ増えているように見受けられる） 

 

事業 No.29 

ひとり親家庭への支援、特に経済的な支援を自立に向けて取り組むことは、生活に寄り添う

大変苦労のいる作業だと思われる。自立支援員一人が約 20人近くを担当しているかと思うが、

償還率も 75％を超えて、辛抱強く丁寧に対応されている結果と、頭が下がる。元年度は前年よ

り減っているが、今年は逆にコロナの影響もあり、貸付件数も大幅に増大していることが想像

される。難しいと思うが、支援員の増員も必要なのではないか。 

 

事業 No.30 

高等職業訓練を受けても、就職の実績につながっていないのが残念である。何か原因と思わ 

れることを分析しているか。訓練に時間を要しているということか。 

 

 事業 No.32 

 ホームヘルパーが必要なひとり親世帯に、約 2年間必要なサービスの提供をするとあるが、 

サービスの中身として、2年間で自立に向けたサポートができるのか、そこまでの支援を描い 

てのサービスなのかが気になる。支援の充実が、ひとり親世帯をサポートして、根本的な問題 

解決につながることを望む。 

 

 事業 No.33 

 要保護児童対策地域協議会等において関係機関との連携強化に努めているとの事で、事業が 

達成できていると書かれてあるが、対象者が前年に比べて約 2割も増加している現状で、実務 

者会議の回数は減り、個別のケース検討会議の回数も減っていることが、大丈夫なのかと心配 

になる。会議ではなく、実際の支援が重要だが「個別ケースに応じた迅速な支援体制の強化」 

のためには、関係機関の連携強化が必要で、個別のケース検討会議はおのずと開催回数が増え 

るのではと、単純に推察される。予算をかけての取り組みで、「子ども家庭支援センター相談専 

用カード」の配布とあるが、これによって相談件数（対象者が増えた）が増えたのか。対象者 

への支援体制の強化で、具体的に、757件それぞれの支援体制ができ対応できていると捉えて 

いいのか。いずれにしても、地域の市民も巻き込んで、たくさんの目を使って見守りの力を生 

かす取り組みで、アンテナを立てることができればいいと望む。 
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 事業 No.34 

 事業内容に「災害時における地域連携についても検討する」と記載されているが、これにつ 

いての対応は、どう進めたのか提示願う。3年に一度の介護保険に係る計画を立てるにあたっ 

て参考にすべく、対象者や、家族、サービス提供事業者に向けた調査が今年実施されるのであ 

れば、その課題を洗い出すために、不満を抱える方々の声を聴きだし改善に役立ててもらいた 

い。 

 

 事業 No.35 

 基幹相談支援センターが設置されたことは、大きな一歩だと評価する。「障害福祉の現状の把 

握と課題の共有」とあるが、課題は具体的に何と捉えているのか。成年後見のしくみは整って 

いるのか？ 

 

 事業 No.36 

外国籍市民が人口に占める割合はいかほどか。言語としては、どの国が多いのか。上位 3 ヵ

国を提示願う。 

 

事業 No.37 

災害時に外国籍市民を支援するための取り組みとして「多言語支援センター」の設置は重要

である。そのための準備と、災害時外国人支援ボランティアの養成と登録を、是非とも継続願

う。 

 

事業 No.38 

性的マイノリティに対応すべく研修を積み、啓発活動等に力を入れ、その環境整備をしてい 

る様子が伝わった。啓発活動を推進しているとのことで、実際に相談対応につながった等の実

例はあるか。市民向けの LGBTQ講座の参加者数も多く、今後も継続願う。 

 

 事業 No.39 

子どもがいつでも誰にでも相談しやすい環境を整備しているのは素晴らしいと評価する。ス

クールソーシャルワーカーによる小学 5 年生・中学 1 年生全員との面接実施と、丁寧な対応は

有難いことである。子ども相談については、3 年間で徐々に相談件数が増えているが、相談内

容の傾向はほぼ変わっていない。不登校とその傾向にある子どもについての相談が増えてきて

おり、その当事者の子どもへのケアが心配されるところである。今年に至ってはコロナ禍の中

で、児童虐待リスクの高まりが懸念されるところである。その他の実績の記述から、相談体制

の強化のために、専門性を持った方々による研修を積んでいる様子が分かり心強い限りである。

相談体制を整える中で、実際に子どもたち自身が相談に訪れ、対応できている実績はいかほど

か。また、相談したくても実際に行動に移せない引きこもりの子どもも多いのではと想像する。

3 名のスクールソーシャルワーカーだけで市内全体をカバーするのは大変なことと思うが、不

登校支援に注力するソーシャルワーカーが対応している実績（数）や具体的な実例、進めるう

えでの課題を教えてもらいたい（支援を必要とする子どもたちがどれほどで、そのうち対応で

きている割合がどれくらいなのか、実態把握について教えてもらいたい）。 

 

 事業 No.40 

 障害支援課による訪問調査の実施とあるが、その調査から虐待の実態が把握でき、実際の対

応ができたというような事例はあるか。基幹相談支援センターの稼働が、初期の相談窓口とし

て対応できていることに期待している。障害者者や高齢者への虐待が未然に防止できるよう、

引き続き対応願う。 

 

 事業 No.42 

 相談員の増員による対応の充実に加え、今年から「動物・ペット相談」も試行的に実施との
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ことで、市民の暮らしのトラブル等に対応できる内容になると期待している。相談開始の周知

も合わせてお願いする。 

 

 事業 No.43 

 相談件数の増加のうち「子育て・学校教育」に関する相談が急増しているのが気にかかる。

相談後の解決に向けた対応は、必要に応じてどのようにしているのか。 実例など支障のない範

囲で提示願う。 

 

 事業 No.44 

 今後の活動に記述されているように、今年は特にコロナ禍の影響によるものが多く発生する

ことが予想される。相談ツールを増やしての対応に期待する。相談者の相談後の満足度調査的

なデータはあるか。 

 

 事業 No.45 

 様々なハラスメントを未然に防ぐために、セミナー開催をツイッターで周知するなど、啓発

活動を積極的に実施していることを評価する。引き続き取組まれたい。 

 

 事業 No.47 

 「デート DVの出張講座」の実施が、東村山高校（全生徒）も加わり素晴らしい。だが、市内

の私立明法高校が男女共学になったにも関わらず、講座を実施していないのは、非常に残念に

思う。受講した高校生の感想からもわかるように、人権問題に気付くのは重要なことである。5

校全校の実施を引続き目指してもらいたい。更には、中学生にも実施してもらいたいところで

ある。実施に向けて、校長会議で話し合いに向け調整が行われているとのことだが、ぜひ進め

てもらいたい。実施が難しければ、啓発のための冊子を配布するのも良いと思われる。 

 第 3中学校でデート DV出張講座の開催が実現したとの事で、大きな前進と敬意を表したい。

三年生だけでなく、一・二年生にも後日録画を視聴予定との事で、素晴らしいと思う。この実

施を他の中学校にも是非広めてもらいたい。 

 

 事業 No.48 

・DV被害者と接する担当者のための研修が有意義に実施でき、今後被害者支援にその成果が生

かされることを望む。女性相談のカウンセリング窓口に限らず、関係所管や機関等の連携で、

早期発見や、支援体制の強化につなげる事は重要な対応である。配偶者暴力支援センターの設

置の検討も進めて欲しい。 

 

・NPO 性暴力救援センター・東京（SARC）（性暴力や被害の相談を 24 時間 365 日受付ワンスト

ップで支援している）の存在を周知させたり、民間の支援団体との連携体制を作る等の取組み

も必要ではないか。 

 

 事業 No.49 

 昨年に比べ、女性の視点を取り入れた研修の開催や、避難所運営連絡会に参加者をふやし、

自主防災組織の研修に女性の参加が大幅に増えたりと、女性を意識した取り組みがなされたこ

とを評価する。「求む！女子力！『アップデートしませんか？あなたの防災知識』の参加者の声

からは、「自助・共助の地域社会づくりが重要」と講座が有意義であったことが分かる感想も寄

せられているが、理解しきれなかった部分もあったことが散見される。繰り返しの講座開催が

必要なのではないか。 

女性の視点を取り入れた防災対策の推進の防災会議の女性の比率が 12.5％とは残念は数字

で、そもそもの取組み姿勢が問われる。せめて 30％までは上げる努力をお願いしたい。 
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事業 No.61 

高齢化社会が進み、気候変動から様々な自然災害等想定外のことが現実化している昨今だか

らこそ、地域の住民同士のコミュニケーションが重要な力になるが、その前提となる自治会の

存在自体が減少しているのではないか。現に自分の住んでいるところでも自治会があったが、

高齢により退会する方が多くなり、自治会の体をなさずに解散になってしまっている。新築の

住宅があちこちに増えているが、自治会の組織化はすすんでいるのだろうか。男女共同参画意

識の推進の前に、自治会の組織化のアプローチが必要なのではと懸念される。新築住宅のエリ

ア（20 世帯ぐらいの開発）には、自治会を作ることを呼びかける働きかけも必要と考える 

（この意見は、この審議会で求められているものとはずれていると思うが、そもそも論として

述べさせていただく） 

 

【委員】 

事業 No.37 

 大規模災害時に立ち上がる「多言語支援センター」について学ぶ講座について、全国で災害が頻

発している中で、講座開催には意義があると思われる。今後も引き続き開催して頂きたい。 

 事業 No.39 

 平成 28 年度こども相談室の設置により、相談件数が年々増加しており、ニーズが高いことが確認

できる。相談内容の内訳についても、「発達障害の疑い」の相談件数が多く、次に「不登校とその傾

向」が多いなど、困り事が見える化出来ていることには意義がある。平成 25 年度から小中学校にス

クールカウンセラー、平成 27 年度からスクールソーシャルワーカーが設置されているが、「不登校

とその傾向」の増加傾向について、どこまで対応出来ているのか、紙面上では見えにくい。複合課

題をもつ家庭への支援について、各所管や多職種でアプローチしていることと思われるが、アプロ

ーチによる効果について見える化して頂くことをお願いしたい。それによって、スクールカウンセ

ラーやスクールソーシャルワーカーの配置人数が妥当なのかどうか検討できるのではないかと思わ

れる。 

 

 事業 No.40 

 障害者の高齢化による困難ケースや、虐待ケースの中で障害のある家族がいるケース等、障害と

高齢分野の人権侵害がリンクすることが多くなってきている。障害者が 65 歳以上となり、障害福祉

サービスから、介護サービスに切り替える際にも、サービス利用方法の違いなどで問題となること

が多くなっている。また、子育てと介護のダブルケアによる多問題家庭への支援など、複合課題を

抱えるケースが増えてきている。引き続き、所管を跨いだ研修を行って頂き、多職種チームアプロ

ーチが出来るようにしていってほしい。 

 

 事業 No.41 

 ほっとシティ東村山への相談件数が年々増えている。その中でも、女性の新規相談者が増加して

いる。また、就労支援対象者数では、家計改善支援対象者数が増えてきている。生活に切迫する前

からの支援、生活保護受給以前からの支援を行っていること等含め、「ほっとシティ東村山」の存在

意義は大きいかと思われる。自立相談の相談内容の内訳、男性・女性とでは、相談内容がどう異な

ってくるのかを今後把握できるようお願いしたい。また、社会的ニーズが今後も高いと思われるこ

とから、ほっとシティ東村山と子ども・障害・高齢者分野との研修共催が定期的に必要かと思われ

る。 

 

 事業 No.47 

 デート DV に関する出張講座の実施について、参加者の声を拝読すると、とても意義のある講座

であることが分かる。今後継続して講座開催を行って頂きたい。コロナ禍で中高生の妊娠が増加し

ていることを踏まえ、中学校での開催実施に向けて、引き続き校長会長との話し合いを行って頂き

たい。 

 

 事業 No.48 

 DV 被害者支援のための連携システムの構築について、DV 基礎知識研修参加者の声を掲載するこ
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とで、研修開催の意義があることが分かり、こちらとしても把握しやすい。コロナ禍で DV 件数が

増えていることがあり、今後も増加が予測されることから、研修の開催は、各所管での受け入れ・

連携体制の強化につながると思われる。今後も、引き続き、研修開催をお願いしたい。 

 

 事業 No.49 

 防災分野における女性参画拡大と女性の視点を取り入れた防災対策の推進について、市民相談・

交流課職員 2 名が、青葉小学校避難所運営連絡会に参加したことは一歩前進したと思われるが、当

所管の講座等にどう活かしていくかを知りたい。防災安全課の「女性の意見も取り入れた防災対策」

として、具体的にどういう意見を取り入れているのかを知りたい。東京都の女性防災リーダー養成

講座等の周知をツイッターで行ったとの記載があるが、それ以外の周知方法も合わせて行った方が

より効果的なのではなかったのかと思われる。今後もコロナ禍での女性視点からの防災への取組み

について、引き続き研修を行って頂きたい。 

 

【委員】 

 事業 No.25、26 

 平均寿命から健康寿命への取り組み…引き続き、強化していくよう望む 

 

 事業 No.45 

 パワーハラスメントについては、法令として整備され、５月に施行された。引き続き、各種ハラ

スメントに対する防止啓発の取組みを進めるよう求める。 

 

  

目標Ⅳ「人権の尊重と男女平等意識の形成」 

 

【委員】 

 事業 No.50 

・ここ 3 年間同じ評価である。性的指向・性自認に関わる指導助言については、教職員の意識を高

め、授業や行事への活用を図っているのは理解できるが、事業の達成状況の実績項目が掲載されて

いないため、具体的に掴みにくい。 

 

・教育委員会作成の「家庭教育の手引書」、毎年加筆修正して現状に合わせ、家庭への理解・啓発活

動を実施している点は評価できる。 

 

 事業 No.58 

 情報誌「ふぃ～りんぐ」の名を冠した「ふぃ～りんぐフェス」を開催し、市民の認知度を高める

情報発信はとても評価できるため、ぜひ継続した活動をお願いしたい。 

 

 事業 No.59 

 公民館での男女共同参画の推進事業は、更なる努力を期待する。公民館は場所と設備を備えてお

り、良い講座やイベントが実施できるはずである。講座時間内に託児サービスを実施している点は、

大いに評価できる。 

 

 事業 No.61 

・前年に続いての提言になる。自然災害が近年頻度を高めている中で、高齢化は一層進み、地域社

会のコミュニケーションの重要性は増している。この意味での地域の紐帯(ちゅうたい)を深める男

女共同参画の意識形成は欠かせない。 

 

・「自治会活性化委員会」の委員長に女性が選出されていることは高く評価する。 

 

【委員】 

 事業 No.50 

・教育機関における管理職研修にて性同一性障害の理解促進の研修を実施しているが、大変賛同し
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ている。昨今は LGBTに対する理解に向けて国を挙げて取り組んでいる。性的少数者に対する正しい

理解を小・中学校時期より理解することが自分らしく生きることができる社会の形成つながるもの

と期待している。 

 

・東村山市には全生園という大変貴重な建物が存在している。各学校においては、全生園へのフィ

ールドワークや回復者からの講話を実施していることと思うが、ぜひとも継続して実施してもらい

たい。誤った理解が差別や人権侵害につながることを各学校のみならず、多くの市民に全生園を訪

れ理解してもらいたい。 

 

 

目標Ⅴ「推進体制の整備・充実」・「Ⅰ～Ⅴについての情報機能の整備・充実」 

 

【会長】 

 事業 No.63 

1.ジェンダー統計が次第に整備されつつあることを評価する。引き続き拡大してほしい。 

2.LGBTQに関する講座には、男女別統計を取らなかったとのことだが、「男性、女性」として、どち

らか選択しないでよい、とする方法もある。記名で性別を求めるわけではなく、無記名なので、何

等かの工夫の余地はないのだろうか？ 

 

【委員】 

事業 No.65 

 引き続き、他市町村と情報交換の上、男女共同参都市宣言を目指すよう望む。 

 

【委員】 

事業 No.63 

・本事業にはその幹となる実施内容が明確になっていないため、アンケート等への性別解答欄への

配意程度の内容であり、実態が表現されず内容が無くその進捗評価が難しい。本来のジェンダー統

計の幹となる東村山市が「国や都の実施しているジェンダー統計に協力している項目」を調査票に

追記して頂きたい。また、第２歩としての来年度予定の「男女共同参画推進庁内会議で市の公的書

類などの性別記載のあり方について精査・検討」の着実な実施と第３歩としての「本事業の幹とな

る東村山市として必要なジェンダー統計の明確化とその実行」を期待したい。 

 

・市が行うアンケート等への性別解答欄の配意は、評価はするもののジェンダー統計の初歩の基礎

事項に過ぎず、令和元年度の進展は感じられない。 

 

・令和 2年度は、男女共同参画推進庁内会議で市の公的書類などの性別記載のあり方について精査・

検討するとのこと、第２歩としての飛躍的進展を期待する。 

 

・第３歩として、下記に記述する「ジェンダー統計の実施と活用」の幹となるジェンダー統計の内

容と活用方法の早期検討を期待する。 

 

・東村山市としてと採るべき「ジェンダー統計」とは、 

① 国や都が実施しているジェンダー統計の当市に係る部分のジェンダー統計 

② 東村山市の市政及び市民生活に活用できるジェンダー統計 

の 2点である。 

 

事業 No.64 

 国・都・他自治体・各種関係機関等との連携・協力・情報収集を積極的に行うとともに、掲示・

配架・ホームページ・ツイッター・情報誌・各種イベントなどを通じた情報発信に努めており、そ

の活動を高く評価する。継続実施をお願いしたい。 
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 事業 No.65 

・基本計画に基づく多岐部署わたる事業の牽引的推進と交流室主催の各種取組みの積極的推進のた

めの各種活動を高く評価する。継続実施をお願いしたい。なお、本事業の施策に掲げる男女共同参

画都市宣言の実現については、全くその動きが見受けられず、その実現のための具体的な活動の開

始をお願いしたい。 

 

・男女共同参画基本計画に基づく多岐の部署にわたる事業の推進とその進捗状況把握、同推進審議

会や同委員会の計画的開催による部外意見の反映など、交流室は牽引力を発揮し積極的に事業を推

進しており高く評価する。 

 

・男女共同参画社会を実現するための「男女共同参画推進講座」「女性相談」などの活動や男女共同

参画社会の認知度をあげるための「ふぃーりんぐ発行」「ふぃーりんぐフェスの開催」「交流室や窓

口などでのリーフレット配架」、「メルマガ配信→ツイッター配信」など、積極的に事業を推進して

おり高く評価する。 

 

・「男女共同参画都市宣言」実現のための直接的アプローチの明確化と実行が必要不可欠である。東

村山市が宣言を「実行に移せない障害が何なのか」、「何をクリアすれば実行に移せるのか」を明確

にし、それに沿ったアプローチを採ることが必要不可欠である。 

 

 事業 No.66 

・各種展示やイベント活動等は年々増加傾向にあり、図書館の皆様の活動を高く評価する。継続実

施をお願いしたい。 

 

・男女共同参画関連図書の積極的購入により充実をはかっている点は評価する。 

 

・男女共同参画に係る展示回数や市民相談交流課への資料貸出数は昨年度に比し増加し高く評価す

る。特に「ふぃーりんぐフェス」での大規模図書展示は良好である。 

 

・図書館主催の各種イベントはやや減少しているが、コロナ禍(１～3 月)の影響を考慮すれば昨年

度並みと評価する 

 

・関連書籍の充実と活用を直接的に図る指標として、「関連書籍の蔵書数」、「充実→関連書籍の年間

取得数」及び「活用→関連書籍の年間貸出回数」を把握できれば、実績の数値化(見える化)が可能

になると考える。関連書籍の特定(線引き)が難しいかもしれないが、特定さえできれば数は図書館

のシステムで容易に把握できると思われるがいかがか。 

 

【委員】 

 事業 No.63 

 講座のジャンルや統計の目的に応じ、アンケートの性別記載欄を設定するなどの試みに配慮が感

じられる。現時点で、性別について比較できるような結果は出ているか？ 

 

 事業 No.64 

 フォロワー数、ツイート数ともに伸びており素晴らしい取組みと評価する。 

 

 事業 No.65 

 ふぃーりんぐフェスへの参加者が 2 倍に増え、形を変えたイベントが成功していると思われる。 

また、電話相談や対面相談の実施など、場所を活かした交流室の有効活用ができていると評価す

る。参加者の性別記載欄（事業 No.63）の結果はどうか？ 

 

 事業 No.66 

 男女共同参画に関連する多様な資料の購入や貸し出しなど、書籍の充実と前年に比べて多くの提

供が行われていると思われる。コロナ対策も必須だが、継続してもらいたい。 
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その他 

 

【委員】 

・コロナ禍、新型コロナウイルス感染防止対策は、重大な課題となっている。今後、ウィズコロナ

として男女共同参画基本計画を進め、男女共同参画社会を目指す必要がある。 

 

【委員】 

（全体について） 

 小学校等の幼少期における、「いじめ」「人権」「男女平等」等の意識形成はとても大切なことと思

う。そのような基礎的理解があってこそ「人への思いやり」「命の大切さ」「男女平等意識」「性の尊

重」等が活きてくるものと考える。ぜひともこれまで実施してきた事業の継続を願っている。 

 

【事務局】 

 メールまたは郵送により寄せられた上記の各委員意見及び質問は、この後、各所管へフィードバ

ックを行い、確認・回答を取りまとめの上、後日各委員へ郵送する。 

 また、寄せられた意見・質問を元に提言(案)を作成し、第２回会議前に送付することを確認した。 

 

 調査票２ 庁内の男女共同参画推進状況 

 

【会長】 

1.毎年市役所内の男女共同参画進捗調査を行っていることに敬意を表する。この調査では、課ごと

の多忙さ等がリアルに反映されているので、全庁的に管理職が共有することが有効だと思われる。 

2.視点はどれも男女共同参画の視点からよく考えられたものである。男女職員の育成についての姿

勢及び女性管理職登用の努力が明記されていることは、とても有意義だと思う。今後も引き続きお

願いしたい。 

3.昨年は働き方改革が推奨されたにもかかわらず、職員の WLBが悪化していることが懸念される。 

今年は新型コロナ感染症対策で、職員の在宅勤務も増えているのではないか。その影響も気になる

ところである。 

 

【委員】 

・全体を俯瞰すると、各視点別の評価は前年と比べ大きな変化はないものの、どの視点も 4.0(満点)

に近づいてもらいたい。 

 

・視点 1～3に地域創生部の自己評価が新たに入り良かった。 

 

・事務局の分析は今年度も簡潔明瞭であり、内容も妥当であると考える。 

 

・詳細に前年度と比較すると変化が見られる。特に視点 5「女性管理職が増える努力」は前年より

＋評価が大きくなっている。反面、男女共同参画の核である視点 3「ワーク・ライフ・バランス」 

は、3.3に留まっている。 

 

【委員】 

・ワーク・ライフ・バランス以外は、概ね男女共同参画推進が図られていると感じ、管理職に

女性登用を意識して進めている様子を感じ取れる。女性管理職を増やすための職場環境の土壌

整備がすすめられた結果だと評価する。 

 

・ごみ減量推進課やまちづくり推進課に女性の配置がないことが気にかかる。いずれも、女性 

の視点は重要と思われる。 

・ワーク・ライフ・バランスについては、課によって業務内容により休日出勤を余儀なくされ 

るなど、厳しい状況も理解できる。だが、分担の工夫等できることから軽減に向けた動きを作 
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ってもらいたい。 

・男女ともに、どの職場でも産休・育休・介護休暇等が取りやすい雰囲気がつくられているの 

は素晴らしいと評価する。 

 

・公民館の現状で、女性管理職のところが C評価である。「意欲や資質を有する女性職員はいな

い」という表現が気になった。女性管理職を育てていこうとする姿勢を見せてもらいたい。 
 

調査票３ 各目標の指数達成状 

 

【会長】 

・DVを受けた市民の相談率はどのように算出しているのか？実際に DVを受けた人をどのような手

段で把握しているのか？目標は 30％とのことだが、女性が 23％程度ということは、かなり高いと思

われる。 

 

・ふぃーりんぐの発行は重要な事業だが、発行部数が少ないところが問題である。既に市の HPに掲

載しているから、市報の片隅にでも HPの案内をするのは如何か？ツイッターも利用しているのだろ

うか？ 

 

【委員】 

・各目標の指標状況を表す「調査票 3」は年度を追うごとに充実し、進捗状況がよく分かる。 

 

・目標Ⅰについて。年度の状況が把握できないが、目標値に向かって努力の跡が見られる。 

 

・目標Ⅱについて。女性の管理職が少しづつ増加し、活躍の場が広がっている様子が窺える。審議

会における女性委員の比率が目標値に近づいているが、35％は欲しいところである。 

 

・目標Ⅲについて。デート DV出張講座の実施校が 4校になり、残り 1校に迫っている。中学校での

実施はやはり難しいか。 

 

・目標Ⅳについて。男女共同参画に関する講座等を受講する男性が、平成 30年度実績の半分になっ

てしまい残念である。単純に比較は出来ないと思うが、何といっても男性の深い理解が必要であり、

学ぶ姿勢が望まれる。 

 

・目標Ⅴについて。男女共同参画施策の市民の認知度を高めるため、更なる「ふぃ～りんぐ」の活

用が望まれる。 

 

【事務局】 

 調査票２・３についても、寄せられた意見・質問を提言(案)に盛り込み、第２回会議前に送付す

ることを確認した。 

 

２．その他 

 

・次回会議日程（予定） 

  令和２年８月２８日（金） 

  ※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、書面による協議になる可能性があるが、都

合のつかない委員は申出るよう依頼。 

 

・提言手交式（予定） 

  令和２年９月３０日（水） 

  ※名取会長・村上副会長から渡部市長へ提言をお渡しいただく予定。 

 


