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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「体系(案)」「目標毎の基本的な考

え方(案)」について  

（２）第３次男女共同参画基本計画 重点事業について 

４．その他 

５．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  南波 

電話番号 ０４２-３９３-５１１１(内線：２５５７) 
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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「体系(案)」「目標毎の基本的な考え方(案)」に

ついて 

 

【事務局】 

「第２次・３次男女共同参画基本計画 体系図 新旧対照表」について説明する。概 

要について。現行の第２次基本計画では、５つの「目標」、２１の「課題」、５２の「施 

策の方向性」、更にその下に１０６の事業がぶら下がるという形で構成されている。 



５つある目標にはそれぞれ「～教育で培う男女共同参画～」のようなサブタイトル

があり、各論的なキーワードが設定されている。このようなキーワードの下で、更に

細分化された課題が２１、施策の方向性が５２も設定されており。その下に１０６事

業があり、同じ事業の再掲やひとつの施策の下に事業がひとつしかないなど、実際の

市の事業内容と計画の体系図がそぐわない部分がある。 

 

このことを踏まえ改善したいという観点から、第３次計画の体系図（案）を組み直

した。第３次基本計画 体系図（案）は、目標が５つ、施策が１５、施策の方向性が

３３で構成している。この下にぶら下がる事業は今後検討となるので、現段階では事

業数は未定。 

 

第３次計画で設定した目標の特徴は、 

・サブタイトルをなくしシンプルで分かりやすい言葉にまとめたこと 

・第２次計画の内容を引き継ぎながら、目標Ⅲで「ワーク・ライフ・バランス」を大

きな目標に引き上げたこと 

・目標Ⅳで女性活躍推進法に基づく取り組みを新たに項目建てしたことである。 

 

計画の位置付けでは、 

・２次計画に盛り込まれていたＤＶ防止法に基づく「市町村基本計画」の部分をその

まま引き継ぎ、 

・女性活躍推進法で自治体の努力義務である「市町村推進計画」も体系図に組み込ん

でいる。資料３の点線で囲まれた部分が、それである。 

 

補足として、第３次基本計画は、市の最上位計画である第４次総合計画後期基本計

画の各目標ともリンクした内容となっている。 

 

資料３の横の数値は現行の１０６事業をぶら下げるとこうなるであろうという事業

ナンバーである。 

 

各委員は事前配布資料で体系図を見ていただいたと思うが、目標や施策のまとめ方

がこれでいいかどうか、ご意見をいただきたい。 

 

資料４は、答申の素案ともなる第３次男女共同参画基本計画の目標ごとの基本的な

考え方をまとめたもの。これについても意見をいただきたい。資料３と資料４が、第

３次基本計画の素案となる。 

 

【会長】 

事務局の説明があったが、委員の意見を聞きたい。 

 

【委員】 

資料３について。「目標Ⅰの人権の尊重と男女平等意識の形成」の「２ 男性に向

けた男女共同参画意識形成の推進」は、第２次では「５ 男性、子どもにとっての男

女共同参画の推進」となっていたが、第３次で子どもについてはどう反映するのか。

目標Ⅱの「３．さまざまな困難を抱える人々への支援の充実」の（２）になるのか。

事業としてどう反映されるのか。 

 



【事務局】 

事業としては１０６ぶらさげているが、今言われた目標Ⅱの３にぶらさがっている。 

 

【会長】 

目標Ⅱは安全・安心な暮らしの実現で、「３ さまざまな困難を抱える人々への支援

の充実」に入るという説明だ。 

 

【委員】 

わかりました。もう１点、第２次では、「固定的な役割分担意識を解消するための啓

発」という事業があったが、子どもの意識啓発についての事業はどうなるのか。 

 

【会長】 

困難以外に性別役割分担意識解消の啓発はどこに入るのか、という質問である。 

 

【事務局】 

目標Ⅰは第２次計画の目標Ⅰを引き継いでいるので、目標Ⅰの施策１の（１）に対

象者を入れてはどうか。 

 

【会長】 

あるいは、（１）は職員研修の充実になので、（４）に入れた方がよいと思う。 

 

【委員】 

サブタイトルを抜いたのは分かりやすくなり良いと思う。ＤＶについては目標Ⅱの

安全・安心に入れ、一部人権に重なる部分もあるが、良いと思う。ワーク・ライフ・

バランスは単独で目標Ⅲになり、大変良かったと思う。 

 

【会長】 

ワーク・ライフ・バランスは目標としていただき本当に良かった。 

 

【委員】 

新旧対照表で目標が明確になった。男性に向けた男女共同参画意識形成の推進で男

性の地域社会への参画の支援が入っている。国でも長時間労働の見直しをしていこう

としている。ゆとりがないと意識も変わらないし、参加もできないので、ゆとりある

社会を目標にしないといけない。 

 

女性活躍推進が目標に入っているのはいいと思う。国の研修を受ける機会があり、

厚生労働省の元次官の話しの中で、日本人は目標を立ててもすぐにはやらないが隣の

自治体がやっていると、うちもすぐにやるということになる、という話があった。目

標Ⅱの施策４は女性の能力や知恵から災害に強いまちづくりを進めていければ良いと

思う。 

 

目標Ⅲのワーク・ライフ・バランスは、男女共同の中心的なところなので、目標と

して明確にしたのは良いと思う。今後は市役所内だけではなく、民間の事業所でもい

ろいろな調査をしていく方向で予算をつけたとのことなので、優秀な企業の表彰や一

般に公表するなど進めてほしい。 

 



介護支援については、介護離職が年間１０万人を超えているので、その防止を入れ

てほしい。保育に関しても待機児童の解消に向けて、保育所の増設をお願いしたい。 

 

目標Ⅴは、自治体の男女共同都市宣言について、先進自治体の情報収集も進めてい

ただきたい。 

 

【会長】 

ご指摘のようにワーク・ライフ・バランスと男性の働く意識と女性の活躍は切って

も切り離せないもので、一応別々の大きな目標になっているが、計画を作るときには

それらが一体として動かないと、なかなか実現しないということについて、十分配慮

願いたい。介護や保育はどこになるのか。目標Ⅲのワーク・ライフ・バランスか。 

 

【事務局】 

目標Ⅱ安全・安心な暮らしの実現の「３ さまざまな困難を抱える人々への支援の

充実」で、介護にあたり困難な状況のため、離職してしまうという観点で作成したの

で、目標Ⅱの３の（２）が適当かと思う。 

 

【会長】 

ワーク・ライフ・バランスの３の（１）が多様な保育・子育てニーズへの整備・充

実となっている。大事なご指摘なのでもう少し整理願う。優秀な企業を表彰するとい

うことは、あまりお金のかからないことであり、評価がきちんと表にでる。新聞も取

り上げてくれるので、そういうことが盛り込めるといいと思う。成果が目に見える。 

 

【委員】 

現行の計画にある子どもにとっての男女共同参画がこの案では見当たらない。表現

的にはなくなったのか。 

 

【会長】 

それは目標Ⅰの１の（４）で子どもを明記するということでどうか。 

 

【委員】 

国の第３次計画では「男性と子どもにとっての男女共同参画」があったが、第４次

では外されている。その影響ではないか。子どもをクローズアップしたほうがいいの

か。中に入れてしまったほうがいいのか。 

 

【会長】 

東村山は子育てに頑張っている市であるから、市の特徴として当市は子どもの意識

づくりに力を入れると出していいと思う。 

 

【事務局】 

第２次計画は基本目標Ⅰで子どもの男女共同参画があるが、子どもの年代によりば

らつきがある。小学生は「いのちの教育」の推進プランがあるが、幼少の子どもは保

育所の問題があり、いい点と悪い点がある。年代に合ったものをそれぞれ計画に入れ

たほうがいいかと思う。もう少し事業を見ていただくとよいと思うが。 

 

【会長】 



子どものことは忘れないように、事務局にも意識して明記するようにお願いしたい。 

 

【委員】 

資料３の体系図だが、目標Ⅱの安全・安心な暮らしの実現のボリュームが多いと感

じた。健康づくり、暴力、虐待、社会的弱者、防災も入っている。第２次にあった人

権擁護は第３次では目標Ⅱに入ると思うが、明確に入れたほうがよいのではないか。

高齢者の介護、子育て、母子・父子家庭等は目標Ⅲのワーク・ライフ・バランスにあ

り、分散していてもいいのか。まとめてもいいかとも思う。 

 

【会長】 

人権尊重は目標Ⅰに入っていて、目標Ⅱ安全・安心な暮らしの実現の中に人権擁護

を取り込むという形にはなっていると思う。人権擁護に関しては文章できちっと出す

ということになると思うが。 

 

【事務局】 

人権擁護の観点を消しているわけではなく、事業としては分散している。 

 

【会長】 

足りないようなら、もっと入れるようにしてもらいたい。育児、介護が目標Ⅱ安全・

安心と目標Ⅲワーク・ライフ・バランスに分散されていて、安心・安全は困難を抱え

ているという点が気になる。普通の家庭でも育児、介護はあるので、それを困難と言

うかどうかという点については、若干違和感があるというご意見のように推察する。

その辺をどう位置付けるか。整理をしていただきたい。 

 

【委員】 

全体的にはよくまとまっていると思う。進捗状況調査もやりやすいと思う。第２次

では「教育」についてよく出て来ていたが、第３次では目標Ⅰの１の（１）、（２）で

さらっと書かれている。目標Ⅰの２で「男性に向けた」と括っているのが気になる。

男性だけではなく女性の意識改革も必要。年代によるが女性の役割に拘っている女性

もいる。市民意識調査で、男女共同に関する意識がとても低いので、意識をもっと高

められるように具体的な数値目標を入れていただきたい。 

 

【会長】 

国の第４次計画では「男女共同参画社会」ということばの認知度の目標を１００％

としている。男性に向けた男女共同参画意識については、男性の長時間労働を変えな

いと仕方がないという話で、日本の男性の家事、育児参加は先進国諸国で最下位であ

るとか、男性のテーマは大きいと言われている。日本が男女共同参画で苦労している

のは、男性も女性も意識が変わらないからだと強く言われている。ここは考えていた

だくということでよろしいか。 

 

【委員】 

事務局が分析した内容で、案を出してもらったことはよいと思う。ずっと携わって

きたが、第３次案を見るとかなり整理されている。今までは抽象的な文言があったが、

具体的で分かりやすくなり評価したい。今までは目標の次に課題があったが、それを

施策にしたのは良いと思う。目標Ⅰは施策が２つ、目標Ⅱは施策が４つ。数に拘って

バランスを取る必要はないのかもしれないが、今後、全体を構成する時に考えてもい



いのではないか。しかし、この案ではこの形になると思う。良いと思う点は、目標Ⅰ

の「２ 男性に向けた男女共同参画意識形成の推進」を出していただいたこと。人権

尊重で男女は全て平等となっているが、女性に対する役割分担について男性の偏見が

今でもある。これは教育でやっていくしかない。 

 

次に、目標Ⅱ安全・安心な暮らしの実現もわかりやすく、すばらしい。これに連な

る施策も良くできている。 

 

目標Ⅲの「１ ワーク・ライフ・バランス」は男女共同参画の核である。労働時間、

ワークシェアの観点からもここに持ってきたことは、分かりやすくて良い。 

 

目標Ⅴの４で男女共同参画都市宣言を１つの柱にしたのは良い。気になるのは防災

について。目標Ⅱの「４男女共同参画の視点による災害に強いまちづくり」になるの

か。これはもっと強く打ち出してもいいのではないか。どのような事業を盛り込んで

いくかによって、バランスがとれる。目標Ⅰと目標Ⅱに現行の６９事業が入っている。

目標Ⅲ、Ⅳ、Ⅴに入っている事業は少ない。 

 

【会長】 

防災は資料４にあり、きちっと明記してある。安全・安心で大括りしていただいた

のも、総合計画をにらんで、みんなで支えるという基本目標がある。これにドッキン

グできるように工夫してある。ぶら下がっている施策にばらつきはあるが、今までの

施策が全て入っていいのかどうかという点もある。担当者が本当に苦労されている施

策もあり、市の努力による施策で進むものが施策としてここに挙げられるといいと思

う。 

 

体系図については、とてもよくできているので意見を言いやすい。 

 

資料３については、国の第４次男女共同参画基本計画に則り市の計画を作成するこ

とになるので、それにそった構成にしたほうがよいのではないか。国は構成を大きく

変えている。案としては、 

 

目標１ ワーク・ライフ・バランスの推進 

目標２ あらゆる分野における女性の活躍の推進 

※原案目標Ⅴの「１ 庁内における男女共同参画の拡大」もここに入れる。既に特定

業者行動計画がここに位置付けられている。 

目標３ 安全・安心な暮らしの実現 

Ⅲ－２ 女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり 

１ 配偶者等からの暴力（ＤＶ）の防止と被害者支援の充実 

２ セクシュアルハラスメント防止対策の推進 

目標４ 人権尊重と男女平等意識の形成 

目標５ 推進体制の整備・充実 

 １ ジェンダー統計の活用 

２ 各種関係機関との連携強化 

３ 男女共同参画都市宣言を目指した取組 

 

としてはどうか。 



今回の案は国の計画にうまく組み込めるようになっている。提案だが目標Ⅴの「１ 

庁内における男女共同参画の拡大」は国の計画では【あらゆる分野における女性の活

躍】の中に行政職の女性の参画拡大も入るので、そちらに入れたほうがよいと思う。

構成上もそのほうがよい。管理者暴力は入っているが、セクハラは入っていないので、

【安全・安心な暮らしの実現】に「セクシュアルハラスメント防止対策の推進」を入

れておいたほうがよい。セクシュアルハラスメントは労働局の仕事なので、市のほう

ではなかなかできないということだが、入れたほうがよい。つまり構成を変えるとい

う提案である。資料４については、資料３のように構成を変更することを前提として

改正してほしい。 

 

【事務局】 

参考になる他市の事例があるので資料を配付する。 

 

【ＳＲＣ】 

資料は平成２８年３月に発表された練馬区、新座市、横浜市の男女共同参画の体系

図。国の計画の体系に近いのは横浜市。議論の参考としていただきたい。 

 

【会長】 

制度を変えれば意識はついてくる。市役所も行政であるので、制度を先に変えるこ

とをしていただきたい。横浜市は女性市長で男女共同参画の位置付けが非常に高く進

んでいる。東村山市も横浜市の体系図を参考にするということでよろしいか。それで

はその方向で進めてください。 

資料４についての意見はないか。 

 

【委員】 

資料４について、２次の計画に比べてコンパクトにできている。よく整理されてい

て分かりやすい。どの目標もこの考え方でよいのではないかと思う。 

 

【委員】 

横浜市、練馬区、新座市の資料を見て文言について、東村山市では母子家庭、父子

家庭としているが、それをひとり親家庭にしたほうがいいのではないか。同じく文言

で、子ども、高齢者、障害者、外国人の括りが気になっているが、これを弱年者とす

る。その他、ハラスメントはいろいろな内容を含むことばで、表現を見直してはどう

か。 

 

【会長】 

国の方ではマタニティーハラスメントは入っていないが、厚労省はマタニティーハ

ラスメントについて調査をすると言っている。「ハラスメント防止対策」と言ったほ

うが両方入る。大事なご指摘をいただいた。弱年者ということばだが、子どもは子ど

もで残した方がいいと思う。 

 

【委員】 

参考までにセミナーでの話をしたい。計画を推進する上での国民性について、アメ

リカは計画がでると一番を目指して進めていく。ドイツは法律ができたら法律を守る。

日本は隣を意識して、隣がやればうちもやるという国民性がある。要は時間がかかる

という話である。 



【会長】 

そうすると、「男女共同参画都市宣言」も既に近隣の市はやっているといったほうが

進むということですね。あるいは、資料に多摩地区で都市宣言をしている市を列挙し

て載せるとか。 

 

【委員】 

構成について、順番を変えるという委員長の提案は非常に参考になった。目標Ⅱの

施策１～４の順番はこのままでいいのか。第２次では貧困への支援が最初にきていた。

第３次の「３ さまざまな困難を抱える人々への支援の充実」に当たるかと思うが。 

 

【会長】 

２の暴力と３の順番を入れ替えるということである。３のほうが対象者は多いと思

われるので替えてはどうか。子どもの貧困など増加傾向にあり、顕著に表れている。

順番を入れ替えるということでよいか。（異議なし）他にはどうか。 

 

【委員】 

その下の「４ 男女共同参画の視点による災害に強いまちづくり」の表現が気にな

る。災害があった時に男女共同参画の視点が生かされるということか。 

 

【会長】 

これは防災の観点から、災害が起きた時ではなく、それ以前に男女共同参画をする

ということ。災害が起きた時では遅い。防災計画から男女共同参画の視点を持って、

防災訓練なども女性が参画し、女性の立場で意見を言い、体制を作ってもらうことが

必要です。資料４の目標Ⅱの＜考え方＞の最後に「また、地域における防災対策にお

ける意思決定段階に女性の視点を取り入れることで、すべての人が安全・安心を実感

できる、災害に強いまちづくりを推進します。」と明記してある。４は防災だけではな

く、復興も入る。 

 

【委員】 

まちづくりということばが気になる。 

 

【会長】 

意見を受けられる期限はいつまでか。 

 

【事務局】 

６月２９日（水）までにメールでご意見をください。 

 

【会長】 

次の議題（２）第３次男女共同参画基本計画 重点事業について、事務局より説明

をお願いします。 

 

 

（２）第３次男女共同参画基本計画 重点事業について 

 

【事務局】 

２次計画の各事業についてどのように評価し、３次に引き継ぐべきかという視点か



ら議論をお願いしたい。 

 

資料５は１０６事業の中から特に注目すべき事業を並べたもの。平成２６年度事業

に対する「提言」で「重点事業」として挙げられた事業の進捗状況。（２枚めくって）

特に優れていると認められる取組。（２枚めくって）特に進捗が認められない取組。そ

れぞれなぜそのような評価になったのか【ポイント】に記載されているので、審議の

参考にしていただきたい。 

 

資料６は平成２７年度の全１０６事業の進捗状況調査結果をまとめたもの。昨年と

は様式が大きく変わっている。今年度が計画の最終年なので、平成２７年度単独の事

業評価ではなく、計画がスタートした平成２４年度から２７年度までの実績の評価と

平成２８年度の見通しを調査し総括したもの。 

 

資料７は前回の会議後に各委員から補足希望のあった資料一覧。網掛け部分につい

ては市で実績を把握できず、データを提供できない項目。資料６の該当事業に実績が

あるが、一部、別紙１職業体験受入一覧、別紙２市民意識調査経年比較を添付してい

る。 

 

資料８は本日の審議内容とは直接関係しないが、参考資料としてお配りする。庁内

の男女共同参画の進捗状況を調査したもので、全所管の評価を掲載している。説明は

以上。 

 

【会長】 

希望された補足資料は確認されましたか。第３次計画に引き継ぐべき重点事業とい

う観点から、ご意見をお願いします。皆様に項目を出していただき、ご意見を集めた

もので、各担当課には重点項目をきちんと考慮に入れて採点してくださいと言ってい

る。その結果を見て議論したいが、時間の関係で待つわけにはいかないので、今まで

の実績で議論したい。次も重点項目にしてほしいという事業があれば挙げてください。 

 

【委員】 

事業№１３と２３。男女共同参画の事業があまり知られていないので、情報誌「ふ

ぃ～りんぐ」の発行や啓発活動のバックアップをしてほしい。 

 

【会長】 

全戸配布をしてほしいということか。 

 

【委員】 

どういう形で配布しているのかよく分からない。アンケートの結果であまりにも知

らないという人が多かったので、情報の提供が必要と思う。№２９の待機児の解消。

成果は出ているが、今後も引き続きやっていかざるを得ないと思う。№３３の育児・

介護休業制度についての情報提供。企業がどのような制度をもっているのか、詳しく

は知らないがこの制度を推進していくためにも情報提供が必要だと思う。№３８就労

につながる講座等の実施。マザーズハローワークとの連携が必要。№.４０、№４６と

も関連する。№４７、４８、６２、６４、８７、９０、１０１、１０５それぞれに重

要と思うので、引き続き重点事業としていただきたい。 



【委員】 

№.１７の進路指導の充実で、補足資料として職場体験受入事業所一覧を希望した。

学校によっては苦労していると聞いている。防災については№７２を引き続き入れて

ほしい。 

 

【会長】 

防災分野では、今後は男女別の集計を取ってください。 

 

【委員】 

人権教育は非常に大事だと思う。№１からの教育については重点事業としてほしい。

就労について、例えば介護施設等ではマンパワーの不足が言われている、一方、資格

は持っているがそれが家庭で眠っている。ハローワーク的な事業があってもいいので

はないか。ワーク・ライフ・バランスと都市宣言は重点事業として入れていただきた

い。 

 

【委員】 

№２８～３３のワーク・ライフ・バランスは入れてください。№５７と５８。今後、

若年例層が少なくなると労働力不足が起きる。そうすると外国人が増加するので、こ

の事業は継続する必要がある。 

 

【委員】 

学校教育の中で性教育を東村山市はしていなかったと報道があった。教育は大事で

ある。№２６、５３。１０６のワンストップサービス。市民グループのネットワーク

サービスの強化をお願いしたい。 

 

【委員】 

№４。子どもが自ら相談できる環境の整備。スクールカウンセラーだけではなく、

学校に特化せず家庭も見るソーシャルワーカーも重視して進めてほしい。ＤＶ、災害

時の女性の視点で取り組むこと、№１０６のワンストップサービスはぜひ進めてほし

い。 

 

【委員】 

資料５は検討の上で出しているので、全て入れてほしい。 

 

【会長】 

育休、介護休暇はどんどん法律が変わるので、「ふぃ～りんぐ」だけでは情報提供が

間に合わないので、市の広報誌できちんと知らせてほしい。４月に法改正があり、育

休・介護休暇は取りやすくしようと改正した。№９５、庁内の女性管理職登用の推進

を入れてください。重点事業についての追加は、６月２９日（水）までに事務局にメ

ールでお願いしたい。事務局は第３次計画の体系図に、いま決まった事業をリンクさ

せた資料を策定し、各委員に配布してください。 

 

 

４．その他 

 

【事務局】 



次回 ７月１９日（火）、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 

 

 

 

・会 長 次回は今回審議した体系図(案)、基本的な考え方(案)の確定と、第３次計

画に引き継ぐべき重点事業の審議の続きを行いたい。以上をもって終了

する。 

 

５．閉会 

 

 

 

 

 


