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会  議  経  過 

１．開会 

 

２．会長挨拶  

 

３．議事 

 （１）第３次男女共同参画基本計画の策定について 

 

【事務局】 

前回会議の関係資料「計画策定にあたって～第３次男女共同参画基本改定のポイン 

ト～」の修正点について説明する。２ページの計画の位置付けの右下、「市町村女性活

躍推進計画」も一体として第３次計画につなげていく表となっていたが、会議の中で

国の第４次男女共同参画基本計画は、女性活躍推進法を取り込んでいること、国の計

画にプラスアルファして女性活躍推進法を入れ込まなければならないという誤解を招



く表であったので、指摘を受け修正した。前回資料と差し替えをお願いしたい。 

 

今回の資料について説明する。第３次基本計画を考える上での全体像についての資

料「東村山市第２次男女共同参画基本計画対応表」についてサーベイリサーチセンタ

ーより説明をする。 

 

＜ＳＲＣより、東村山市第２次男女共同参画基本計画対応表について説明があった＞ 

 

 

【事務局】 

前回会議で第３次計画は、第２次計画をベースとして検討をしていくことを確認し

た。第２次計画がスタートした平成２４年から５年が経過し、その間に平成２６年１

月にＤＶ防止法の改正、平成２７年８月に女性活躍推進法が成立。その内容を盛り込

んだ国の第４次男女共同参画基本計画が平成２７年１２月に策定され、社会情勢の変

化もあった。これらを市の第３次計画に取り込む必要がある。市の全体像を抑えた上

で第２次基本計画の５つの目標がこのままで良いのか、その下にある課題の修正が必

要ではないのか、課題の下にある１０６の個別事業について、５年間の実績数値を検

証し、第３次計画にどう引き継いでいくかが今回の策定のポイントになると考えてい

る。 

 

次に資料１「【目標別】東村山市第２次男女共同参画基本計画の取組実績と今後の課

題」と資料２「東村山市第２次男女共同参画基本計画進捗状況調査結果（平成２６年

度実績）に対する提言(まとめ)」について。 

 

資料２は第２次男女共同参画基本計画の平成２６年度の進捗状況結果に対しての審

議会からの提言書である。１０６事業の中から「重点事業」とされた事業について委

員の提言内容が記載されている。提言内容を見ると、評価できる取り組みであり継続

してほしい、取り組みが不十分なので改善してほしいなどいろいろあるが、これらは

どれも東村山らしい取り組みであり、審議会でピックアップされた事業だと認識して

いる。 

 

資料１で重点課題を目標別にまとめた。「目標」の横の「施策の方向性」は全体像で

示した国の基本計画など取り込む計画等を示している。「キーワード」はこの目標に関

連した社会情勢を踏まえ、今後重要になるであろうキーワードを記載している。「重点

課題及び取組実績」に上げた事業は先ほど説明した資料２の提言で挙げられた重点事

業で、第２次基本計画期間中の実績を載せている。 

 

次のページの「その他」は、重点事業には挙げられていないが、第２次基本計画の

期間中に実施された新たな取り組みをまとめたもの。「今後の課題」は「その他」で挙

げた取り組みとはリンクしていないが、第３次基本計画策定時に課題になるであろう

項目を挙げている。 

 

本日はこの資料をたたき台として各事業についてご意見をいただき、追加資料が必

要であれば、次回の会議までに準備したい。第３次基本計画策定は現行の１０６事業

全ての検証が必要であり、また、新たな課題を設定しなければならない。平成２７年

度の進捗状況調査をまだ実施していないので、次回以降、調査が完了した事業から、



実績を審議会に諮り、検討を進めていただきたい。 

 

【会長】 

今の説明について質問願う。今日は大枠を決めたい。「東村山市第２次男女共同参画基

本計画」を新しくするが、女性に対する暴力と女性活躍推進法も盛り込んで作る。さ

らに、委員がとても関心があり、昨年個別に意見をまとめていただき、一生懸命やっ

てきた重点項目を次の計画に盛り込んでいけたら良いのではないか。それは東村山市

の計画の特徴となる。もう少し深堀りするために、こういう資料があったらいいとい

うご意見を出していただきたい。 

 

Ａ３の表は、東村山市の計画と国の第４次基本計画と市民の意識調査と並んでいる

が、国の第４次基本計画は、推進体制の整備強化が重要事項となっている。市町村の

推進体制については、例えば東村山市は、男女共同参画が課名にない。ジェンダー統

計についても、可能な限り地方公共団体が男女別データを把握し、男女の置かれてい

る状況を客観的に把握し、男女共同参画を推進すると明確に出ているが、東村山市は

ジェンダー統計が弱いような気がする。 

 

第２次総合計画の下の所に位置付けられているが、男女共同参画基本計画は、防災

も教育もいろいろ網羅しているので、位置付けがおかしい。そのことについて審議会

として提言してはどうか。それがこの対応表から抜けている。 

 

計画の策定は、基本的には進捗状況を見て始める。私達は去年までは進捗状況を調

査しているが、昨年の事業の評価についてはこれからの作業となる。その作業の結果

を踏まえて、反映して計画を作らなければいけない。計画を作るために評価はとても

大事なことで、委員の皆も、重点項目等課題を持ちつつ検討してくれたので、私達の

提言が入っているか、重点項目がどの程度評価表に反映されているのかを見る必要が

ある。それを踏まえて、次の計画に盛り込んでいくことになる。作業の見通しを事務

局から説明願う。 

 

【事務局】 

次の審議会の６月２０日までに、２７年度の進捗状況調査を実施したい。ベースは

例年実施している進捗状況調査だが、第２次基本計画５年間の実績の推移は、今まで

の調査票では把握できないので、調査票１、２に調査票３をプラスして実績数値を拾

いたい。ただ、次回の審議会までに１０６事業全ての調査ができるか否か約束が出来

ないため、調査が終わった事業から順に、審議会に諮りたい。先ほど会長から指摘の

あった２６年度の提言内容が２７年度にどう反映されているか、さらに第３次計画に

入る平成２９年度以降はどのような見通しがつくのか。その声もいただきたい。 

 

【会長】 

いろいろな作業が詰まっており、作業そのもののイメージがわかない。任期が９月

末ということが最大のネックとなっている。今日の会議は先に目標を決めてから、審

議を進めたい。目標の確認をしないといけないが、資料１と２をたたき台として、こ

れは私達が昨年、大事であると提言した事業なので、第３次計画にきちんと位置づけ

ていければよいと思う。さらに必要なデータがあれば挙げていくということについて

は了解をしていただけるか。⇒（異議なし） 

 



【会長】 

「ふぃーりんぐ」についてもたくさん意見が出たが、提案に必要なデータはないか。

事業№３７≪男性の家庭参加に向けての支援・啓発≫は、交流室フェスタで「ビール

を知って笑って飲めば、福来たる！」があったが、これは、男性が笑ってビールを飲

んで家事を手伝ってくれるというような講演だったのか。 

 

【事務局】 

市民産業まつりに来た方に気軽に寄ってもらい、ビールを飲んでコミュニケーショ

ンの活性化に役立ててもらおうというもの。男性が興味を持ちそうな内容で企画をし

たが、テーマはコミュニケーションだった。 

 

【会長】 

男性は知らない人とコミュニケーションを取りにくいからか。 

 

【事務局】 

特に男性だけを対象にした企画ではなかった。 

 

【会長】 

男女共同参画とどういう関係があるのか。 

 

【事務局】 

男女共同参画の事業を知ってもらう機会として企画した。 

 

【事務局】 

補足する。市の一番大きなイベントである産業まつりが２日間開催され、１０万人

以上の人が来た。交流室は本庁舎になく、奥まっている。「ふぃーりんぐ」等で男女共

同参画の啓発、ＰＲはしているが、多くの方に知ってほしいので、間口が広いイベン

トを企画して、市は男女共同参画をやっているということを分かっていただくために、

コミュニケーションがテーマの講演会を企画した。 

 

【会長】 

重点項目に≪男性の家庭参加に向けての支援・啓発≫が入っている。 

 

【事務局】 

女性は交流室の存在を知っているが、男性は男女共同参画に興味がなかったり、結

果、ＤＶにつながることもあるので、男性にこちらを向いていただくという意味もあ

り、男性に興味を持っていただけるコミュニケーションツールとして実施した。 

 

【会長】 

男性の参加数はどのくらいか。 

 

【事務局】 

２回実施して、合わせて３０名ぐらい、その内３分の２ぐらいが男性だった。好評

でアンケート結果は楽しかったとの意見があった。 

 

【会長】 



今年もまたやる予定なのか。 

 

【事務局】 

テーマを変えて、産業まつりに合わせて、何か企画したいと考えている。 

 

【会長】 

事業№４７≪母子・女性福祉資金≫は、償還率が都の目標の７０パーセントを超え

た実績があって、貸付事業が新規に開発されたが、実績としては、母子が７６．５パ

ーセント、父子が１６パーセント。足して１００パーセントにならない。 

 

【事務局】 

生活福祉課からの聞き取りによると、父子は貸付の相談には来ているが、実際に貸

し付けに至ったケースがなく、借りている人がいない。 

 

【会長】 

償還実績ではないということか。母子は返してくださった、返せるまでになってい

るので、いい事業になっていると言える。金額的にはいくらぐらいか。 

 

【事務局】 

次回の会議で回答する。 

 

【会長】  

他に質問はないか。この表以外でも何か気になることがあればどうぞ。 

 

【委員】 

今の目標Ⅲのキーワードの介護支援の中で、いま話題になっている介護離職がある。

東村山市では１０ぐらいの介護施設があると思う。母親のことで相談に行ったことが

あり、申請して３年は待つと言われた。公的介護施設への入所申請の状況はどうなの

か。施設の増設やマンパワーを増やすための労働条件の改正とか言われているが、簡

単にはできない。 

 

【会長】 

これについてもお願いしたい。 

 

【事務局】 

 了解した。 

 

【委員】 

私は介護施設の職員である。資料１の事業№３３≪育児・介護休業制度についての

情報提供≫の取組がある。国でも介護離職率をゼロにしようとしているが、私の施設

でも４月に母親の介護で離職した方が１名、実家の母親を介護するために、近々離職

する予定の方が１名いる。施設では、国で決めた育児休業、介護休業を全て認めてお

り、介護休業は９３日まで取れる規定になっている。規定があっても離職せざるを得

ない状況もある。東村山市の実態についての情報があれば、次の計画の設定に参考に

なると思う。先ほど会長から母子貸付資金の話しがあったが、事業№４８≪母子世帯

の就労支援≫がある。以前母子家庭を保護する施設にいた。母子世帯の就労に関して



は、相談件数と実績のデータがあれば、参考になる。 

 

【委員】 

事業№１７≪職場体験≫について、希望のところに行けているのか。私が現職の頃

は、市内に体験先がなかなかなく市外にも行った。当時は、「男女共同参画の視点に立

った」指導はしていなかった。教育の場面は重要で啓発が大事であり、この点につい

て、現在、学校はどのような取り組みをしているのか。事業№９５で女性管理職の人

数が今年は８名になり、割合が年々上がっていることは、評価できる。事業№１０１

と１０５は実績がないが、今後の取り組みは難しいのか。見通しはどうか。 

 

【事務局】 

職場体験については、教育委員会に問い合わせ、次回に回答する。事業№１０５は、

昨年提言をいただき、市民協働課の所管であり、何らかの手はずが取れるかと思う。

東村山市は自治会が３０５と非常に多く、活発な自治会とただ回覧板を回すだけとい

う自治会もあり、温度差がある。自治会活性化委員会が立ち上がっており、市民協働

課と相談をしながら、何だかの取り組みをしていきたい。 

 

事業№１０５≪男女共同参画都市宣言の検討≫は、男女共同参画推進センター設置

についてとなるが、現在、オープン施設の再生の課題があり、小中学校の耐震工事は

終わっているが、築年数３０年、４０年で建物自体の更新という問題になる。図書館

は図書館、公民館は公民館、学校は学校という機能になっているが、今後の公共施設

のあり方は、複合化、多機能化がキーワードになっている。再生推進課が組織され、

今後の公共施設のあり方を検討している。新たな箱ものは厳しいが、多機能化を進め

た時に交流センターを含めて造るなど、計画に反映されるかと思うが、ここ数年の計

画は厳しいのが現状。 

 

【委員】 

センターの設置について難しいということはよく分かるが、「男女共同参画都市宣

言」については推進して欲しいと以前から言っていた。「交流室」がある意味ではセン

ターになっている。東村山市は私の住んでいる市より、男女共同参画の条例もはるか

に進んでいる。せっかくここまで来ているので、「宣言」はできないのか。そうすれば、

推進の起爆剤になるのではないかと思う。 

 

【事務局】 

第２次共同参画計画が推進されている中で、委員の皆様からいろいろとご指摘を受

けて、進捗状況調査をしている中でも、男女共同参画が全庁的な取り組みとして動い

ていないというのが所管としての感覚だ。宣言はしたが、各所管は協力していない、

動いていないということになれば、絵に描いた餅になる。緒に就いたばかりというと

ころもある。宣言が先か固めるのが先かという議論はあると思うが、現時点では「宣

言」まで東村山市が追いついていないのが実態だ。第３次を終えて進捗状況の調査を

経て、胸を張って取り組んでいると言えるのがベストと考えている。 

 

【会長】 

今のお話を伺うと、第４次総合計画における男女共同参画計画の位置付けがあまり

にも下過ぎることが、その原因ではないかと思う。他の市は総合計画の大項目にきち

っと位置づけているところが多く、せっかく立派な条例があるので、それに合わせた



位置づけを総合計画の中にもしていただけるとありがたいと思う。 

 

【事務局】 

今の総合計画の話しであるが、今年から５年間の計画が確定しているが、実施計画

は毎年ローリング方式で計画の進捗を見直しをしていく中で、肉付けをしていくこと

は可能である。総合計画の下位計画ということで、第３次男女共同参画計画がある。

ベースの総合計画ではあまり謳われていないが、施策大綱に則りこれを推進するとい

うことで自己プログラムの方で少し肉付けができるかと思う。 

 

【会長】 

ぜひ、よろしくお願いしたい。せっかく女性活躍推進計画も作っていただいている

ので、市の方でも重点的に取り組んでいただきたい。先ほどのデータはいつ頃までの

期限としたらよいか。 

 

【事務局】 

５月中を目途にメールでご連絡ください。 

 

【会長】 

こういうデータがあればよい、ほしいということについて、５月３１日（火）まで

にお願いする。今の計画にできるだけ反映するために、できるだけ早めに評価をする

ことができるように、資料をお願いしたい。 

 

補足すると、元々国の男女共同参画基本計画は、全ての施策に目を向けるというこ

とで、内閣府に男女共同参画局が置かれている。内閣府には、男女共同参画会議と中

央防災会議と総合科学技術会議と経済財政諮問会議の４つの大きな会議が置かれてい

る。いずれも一省に止まらない、オールジャパンで見なければいけないということ。

中央防災会議と総合科学技術会議、経済財政諮問会議と連携しながら進んでいる。要

するに、住民は男性と女性が半々で構成されており、全ての行政が男女共同参画の視

点がないと進まないという観点でやっている。国では監視という専門調査会があり、

本当に男女共同参画の視点でやっているかどうかの監視をしている。年金問題、ＯＤ

Ａの問題も取り上げて、政府に直言している。男女共同参画社会の実現に向けてやっ

ていく、２１世紀社会の最重要課題であると法律で謳いあげ、それが根拠となってい

るので、皆様の関心のあるありとあらゆるものが、男女共同参画に関係がある。 

 

東村山市が男女共同参画社会を目指すについて、どういう資料があって、どういう

ことが分かるともう少しいい計画になるかという観点でお考えいただきたい。東村山

市は市民がこれだけ集って、それぞれが重点項目について書いてくださっているのは

すばらしいやり方で、次の計画にきちっと位置づけられて、重点になってくると思う。

市民が作った計画ということで、次の計画についても一層、きちっと評価して進んで

いくと思う。皆さんで取り組んでいけるといいと思う。 

 

次の６月２０日には、評価表が出てきて、それに基づいて評価をするということで

よろしいか。 

 

 

 



 

４．その他 

・事務局 次回 ６月２０日（月）、午前１０時～ 

多文化共生・男女共同参画推進交流室 第２会議室 

 

第３次計画へ引き継ぐ課題の検討に必要と思われる資料は、５月３１日

までにメールでご連絡いただきたい。次回に間に合うように用意する。 

 

 

５．閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


