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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)」の確定について  

（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 
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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)」

の確定について 

 

【事務局】 

本日配布した「資料１新旧対照表」と「資料２体系図」について説明する。「資料

１新旧対照表」は前回会議で委員よりいただいた意見を体系図に反映させた表。「資



料２体系図」と見比べながら確認願いたい。「資料２体系図」の変更点は赤字で表記

している。 

 

全体の変更点から説明する。前回会議で市の第３次計画は、国の第４次計画の構成

に沿ったものにすること、行政の役割として「意識」の啓発を図るより「制度」を整

えることが先決であるというご意見をいただき、全体の目標の構成を変えた。今回の

案では、「目標Ⅰ ワーク・ライフ・バランス」、「目標Ⅱ 女性の活躍の推進」、「目標

Ⅲ 安全・安心な暮らしの実現」と制度に関する目標を並べ、前回は一番目であった

「意識形成」を「目標Ⅳ」とし、最後に「推進体制」の順番となっている。 

 

次に目標ごとの変更点を説明する。 

「目標Ⅰ ワーク・ライフ・バランス」の施策の「３ 多様なライフスタイルに応じ

た子育て・介護支援等の充実」と「目標Ⅲ 安全・安心な暮らしの実現」の施策の「２ 

さまざまな困難を抱える人々への支援の充実」にぶら下がる事業の棲み分けが分かり

にくいとのご指摘があった。前回は事業ナンバーのみの記載であったが、今回はキー

ワードで記載している。通常の子育て支援や育児・介護制度の普及啓発、ご意見のあ

った介護離職は、「目標Ⅰ ワーク・ライフ・バランス」で取り扱う。「目標Ⅲ 安全・

安心」の「２ さまざまな困難を抱える人々への支援の充実」では、ひとり親、外国

籍市民、障害者、権利擁護、高齢者虐待、要保護児童、２次ではなかった新たなキー

ワードとしてＬＧＢＴに関する取組みもここに入れた。 

 

「目標Ⅱ」の施策「１ 女性の職業生活における活躍支援」は前回までの案では（４）

市役所内部での「女性活躍推進法に基づく取組」があったが、市民に向けた支援策な

ので（４）は削除した。代わりに施策の「３ 庁内における男女共同参画の拡大」を

推進体制から移動し、「目標Ⅱ」にドッキングさせた。施策１から削除した「女性活躍

推進法」に基づく特定事業主行動計画の取組みについては、庁内の男女共同参画で扱

うこととした。施策の方向性（３）庁内横断的な男女共同参画推進体制の強化を新た

な施策として加えた。これは２次計画にはなかったが、元々ある組織で副市長をトッ

プとした男女共同参画の庁内会議があり、男女共同参画に関する施策の検討や総合調

整を行っている。３次では推進体制の柱として、改めて明記した。 

 

「目標Ⅲ 安全・安心な暮らしの実現」の施策の「２ さまざまな困難を抱える人々

への支援の充実」の（１）と（２）で文言の修正をした。（１）では「母子家庭・父子

家庭」の記述を「ひとり親」に、（２）では「子ども、高齢者、障害者、外国人等」と

列挙していたが「弱年者」に言い換えた方がよいとの意見があり検討したが、「弱年者」

の定義が曖昧であること、「弱年者」という言葉自体がないことから「性的マイノリテ

ィ」を追加し、「子ども、高齢者、障害者、性的マイノリティ等」とした。前回の案で

は「ハラスメント防止」についての記述がなかったので、（４）ハラスメント防止対策

の推進を入れた。また、性犯罪、セクハラの他にマタハラ、パワハラ等、各種ハラス

メントについてのキーワードを盛り込んだ。前回案では、施策「２ さまざまな困難

を抱える人々への支援の充実」と施策「３ 配偶者等からのＤＶ防止」の順番が入れ

替わっていたが、対象者の多さ、２次計画とのバランスから２と３を入れ替えた。 

 

「目標Ⅳ 人権の尊重と男女意識形成」の施策「１ 人権尊重にたった男女平等・命

を貴ぶ意識形成の促進」の（４）で文言を追加している。第２次で明記していた「子

ども」に対する意識啓発が見えなくなっているとの指摘を受けた。東村山市は「子育



てをするなら東村山」と打ち出しており、市の個性として「子ども」というキーワー

ドは残したほうがよいとの意見をいただいたので、「子どもを中心とした」という文言

を入れた。「人権教育」、「いのちとこころの教育プラン」以外の子どもへ向けた啓発は、

この（４）でカバーする。子どもを中心としているが、それ以外の方への啓発も全て

（４）で対応する。 

 

「目標Ⅴ 推進体制の整備・充実」、庁内の推進体制は「目標Ⅱ あらゆる分野におけ

る女性の活躍の推進」に移動したので、庁内の推進体制を除いた３本の施策を掲載し

ている。 

 

資料３の基本的な考え方については、変更後の体系図に合わせ、目標の順番を入れ

替え、文言の整理をしている。 

 

【会長】 

詳細に説明があったが、若干、補足する。今回の計画は「女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律」に基づく「市町村推進計画」と「配偶者からの暴力防止及

び被害者の保護等に関する法律」に基づく「市町村基本計画」の二つを盛り込むとい

うこと。体系図を見ると女性活躍は赤い点線で囲まれている。施策「３ 庁内におけ

る男女共同参画の拡大」の（１）「女性活躍推進法」に基づく取組の実施は「特定事

業主行動計画」で法律で義務付けられている３０１人以上雇用する事業主で、この場

合は市役所が特定事業主。計画は３月中に作ることになっており、既に提出されてい

ると思う。それを盛り込んで一体としている。配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律に基づく「市町村基本計画」は、今まで別立てであったが、こち

らに盛り込み一体化し、当初の計画の説明に沿った形になっている。資料２の体系図

と資料３目標毎の基本的な考え方（案）としてまとめていただいた。これを基本的な

考え方として確定したいがよろしいか。⇒（異議なし） 

 

各委員からの指摘を事務局が体系図に反映させているが、ご意見をいただきたい。 

 

【委員】 

資料２の「（４）ハラスメント防止対策の推進」にモラハラは入らないか。 

 

【会長】 

モラハラとはどのようなことか。 

 

【委員】 

モラルハラスメントは常識をはずした言動である。 

 

【会長】 

力のある人の発言に下の人が従うというようなことか。 

 

【委員】 

上下関係はパワハラが多く、むしろ同僚間での問題ではないか。定義が難しいが、

最近よく聞く。 

 

【会長】 



具体的にはどういうことか。 

 

【委員】 

人それぞれ常識は違い、一方的な思い込みではあるが、自分と違った常識に対して

「それは違う」と相手を認めない。相手に不快な思いをさせる行為。価値観を決めつ

ける。 

 

【委員】 

離婚の原因は暴力ではなく、価値観の違いとか、モラハラが原因といえるケースが

ある。 

 

【委員】 

考え方の違い、歩み寄ることができない、そうしたことの積み重ねで離婚に至るケ

ースがある。殴られる身体暴力や言葉の暴力は分かりやすいが、価値観や考え方の違

いによるものは奥が深い。 

 

【委員】 

上司と部下のパワハラも難しく、上司が良いと思って言ったこと、行ったことが、

部下にはそう取れないこともあり、パワハラやモラハラと取られることもある。いろ

いろなことが混在している。 

 

【会長】 

相対的なものだから強い人は撥ねつけられるが、受ける人によって、パワハラやモ

ラハラになったりする。ハラスメントは受け手側の立場から見る話で難しい。 

 

【委員】 

「２０２０オリンピック・パラリンピック東京大会を契機とした男女共同参画意識の

形成」とは具体的にどういうことか。 

 

【事務局】 

オリンピック・パラリンピックはスポーツの祭典というイメージが強いが、イギリ

ス大会から文化の祭典として、文化プログラムとオリンピック後に残るレガシー、遺

産を大事にしましょうというように変わってきている。文化プログラムの面から考え

ると、男女に関わらず、多文化、スポーツ、全てのテーマでオリンピックを契機とし

て意識の啓発を図っていこう、文化の発展を図っていこうということなので、いま具

体的な事業は示せないが、市として男女共同参画を考えていかなければいけないので

ここに位置付けた。 

 

【会長】 

次の計画がオリンピックイヤーまでということである。東京で開催されるので、東

村山もオンピックに向けて何かすることがあるだろうから、そこに男女共同参画の視

点を入れていただくことはとても大事なことになると思う。ともするとスポーツ界は

男女共同参画の視点がない。 

 

【委員】 

前回話したことが、「目標Ⅰ ワーク・ライフ・バランス」で取り上げられている。



今後、ワーク・ライフ・バランスを進めていく上では、「事業所へ向けた支援」は大事

な事だと思う。男女共同参画の中心的部分がワーク・ライフ・バランスかと思う。こ

れから市で予算をつけて民間企業への支援を進めていただけるものと思っている。ワ

ーク・ライフ・バランスで頑張った企業に対する表彰の場は大事で、それが含まれて

いるのか。そもそも優遇は、ワーク・ライフ・バランスに限らず民間企業の労働条件、

有給休暇や残業の問題、公的保険の未加入の部分で、他の自治体では進んでいるが、

特に公共工事では労働条件審査を進めている。介護離職については、これから少子高

齢化で非常に重要な施策である。中堅の働き手が親の介護で仕事を辞めざるを得ない

状況を極力なくしていくために、取組みにいれることは意義があると思う。 

 

【委員】 

子育てに関して記載もあり、きちんとまとまったと思う。 

 

【委員】 

大変コンパクトにまとまっている。介護離職防止については、育児・介護制度とリ

ンクしてもよいと思う。民間企業では制度化されていないところがけっこうあるので

はないか。「目標Ⅳ 人権の尊重と男女平等意識の形成」の「自治会等での男女共同参

画の推進」は「目標Ⅴ 推進体制の整備・充実」でもいいのではないかと思う。 

 

【委員】 

「目標Ⅱ さまざまな困難を抱える人々への支援の充実」の「（２）子ども、高齢者、

障害者、性的マイノリティ等が安心して暮らせる環境整備」の中に「病者」を加えて

はどうか。がんに罹患されている人が仕事を続けることが問題になっている。大企業

は休職制度が整備されているが、大多数は治療のために辞めている。東京都でもがん

患者の就労支援を始めている。「病者」という言葉を入れられないか。「目標Ⅳ」の１

の「（４）子どもを中心とした、さまざまな場での男女共同参画意識形成への支援・促

進」で、障害を持っている人への支援という側面からだけではなく、障害者の人権の

尊重という観点からも「障害者」という文言をこの中にいれてほしい。 

 

【会長】 

どのような文言になるか。 

 

【委員】 

「子どもを中心とした、障害者、さまざまな場での」ではどうか。文言が入るだけで

現在障害を持っている方が、自分もその中の一員として支援される側だけではなく、

施策の中の一員として自発的に意見を出していける。 

 

【会長】 

文言があまりぴったりとこない。 

 

【委員】 

高齢者は中心となり第一線を担われてきた方なので、背後からご意見、助言をいた

だくということでよいと思うが、障害者は守ってもらう側との意識が強いと思う。 

 

【会長】 

これは男女共同参画で、障害者の計画であれば今のことが必要になる。女性の障害



者が特にそのような状況であれば、ここに書き込む必要があるが、障害者一般は別の

ステージかと思う。 

 

【委員】了解した。 

 

【委員】 

本当によくできていると思う。前回の私達の意見が分かりやすく整理されている。

「目標Ⅳ」の「２ 男性に向けた男女共同参画意識形成の推進」の「（２）男性の地域

社会への参画の支援」であるが、ＰＴＡ活動は昔は男性がよく出て、会長をしていた。

今は学校の保護者会にしてもほとんど男性は出て来ない。地域での青少年健全育成会

にしても女性のほうが多い。そうすると（２）がここに入ってもいいのかなと思う。

「（４）子どもを中心とした、さまざまな・・・」はよかったと思う。「子どもを中心

とした」としないと意識が学校現場の中では定着しない。「２０２０年のオリンピック」

はいいと思うが、どういう事業があるかずっと考えていたが、ピンとこない。考えて

いかないといけない。学校はある意味では社会の縮図で、男性教師の女子生徒に対す

るハラスメントや部活におけるハラスメント。私も学校にいたが、そのようなことは

目にしなかったが、潜在的にはかなりある。ここにセクハラの話しがでているが、そ

のような文言を入れる必要はあるのかと思う。 

 

【会長】 

それは「目標Ⅳ」の「１」の「（１）個性を尊重し、男女平等を推進する教育内容及

び職員研修の充実」で職員研修の充実でセクハラ、パワハラを特に組むと明記すれば

よいのではないか。 

 

【委員】 

ぜひ、入れてほしい。 

 

【会長】 

ＰＴＡについては、「（１）ＰＴＡ活動、保護者会への男性参加の推進」があるがこ

れだけでは足りないか。 

 

【委員】 

見落としていた。（２）の地域社会はどういう意味か。 

 

【事務局】 

今は取組みとして自治会しかないが、３次計画の中で自治会以外に地域社会に男性

が入っていく取組みが何かできれば、ここに入ってくる。 

 

【会長】 

ただ自治会長は圧倒的に男性が多いので、若干、違和感がある。自治会の活動をし

ているのは女性かもしれないが、会長は圧倒的に男性。そこは計画で指摘しないとい

けない。 

私からの意見は、とてもよくできているが、「目標Ⅱ」の「（３）庁内横断的な男女

共同参画推進体制の強化」がここにあるが、国の歴代の計画を見ると、「目標Ⅴ 推進

体制の整備・充実」になる。やはりここに置いたほうが座りが良い。この会議は副市

長がトップになっている。国の場合は総理大臣がトップになっている。今回、私達は



答申で市の総合計画の高い位置に位置付けてほしいと要望しようと思っている。その

時に推進体制そのものを市長をトップにしたということについて評価をしてほしいと

言ってもいいかどうか。市長にトップになってもらう推進体制に格上げしたほうが、

より一層具体的にしやすいということであれば、私達から提言させていただきたい。

「より一層の強化を検討する」というような文言を入れることは可能かどうか。ご検

討いただきたい。 

 

【事務局】 

会長から「（３）庁内横断的な男女共同参画推進体制の強化」を「目標Ⅴ」にしたほ

うがよいとのご意見があったが、「目標Ⅱ」に入れている理由は、女性活躍推進法に基

づく「市町村推進計画」と一体のものとして目標Ⅱを定めている関係で、「市町村推進

計画」の中に「庁内横断的な男女共同参画推進を図ること」があって、東村山市とし

ては副市長がトップで、各部長が集まっているので横断的な推進体制は図っていると

いうことを示すために、「目標Ⅱ」に入れている。 

 

【会長】 

そうすると、仮に「強化を検討すること」ということになると、今のままの（３）

でいいのか、最後の推進体制のほうがいいのかということも含めて検討していただき

たい。 

 

【事務局】 

庁内の体制は、例えば総合計画、行財政改革など最上位の部分は推進本部として市

長が本部長として進めている。副市長は事務方のトップとして、部長が委員となって

入っているので、実働のトップ会議になっている。全庁的なバランスもあるので、今

の段階で市長が本部長になるとは言えない。この審議会でご意見をいただいたものは、

最終的に市で意志決定する中で調整をさせていただきたい。 

 

【会長】 

できるだけこの施策が市の中心に上がり、皆さんが全庁的に関心を持っていただく

といいなという思いである。 

 

【事務局】 

市は副市長がトップでこのような会議があることは位置づけている。 

 

【会長】 

自治会の扱いをここにするかどうか。自治会が推進体制にあるかどうかはどうなっ

ているか。自治会の男女共同参画がどうなっているのか。会長にもっと女性をという

趣旨なので、考えてほしい。本日も委員から意見をもらったので、反映させてほしい。 

 

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】 

資料２の右側にあるキーワードについて議論をしていただく予定だったが、今、議

論していただいたので説明は割愛させていただく。赤字で【新】と記載されているの



は、２次の計画にはなかったが、３次で新たに取り込もうとしているキーワード。事

業番号が振ってあるものは、いろいろな目標に同じ事業が何本も出てきているので、

キーワードとしていくつかの事業をまとめている。既にご議論いただいたが、更に修

正、追加があればご意見をいただきたい。 

 

【会長】 

さらにご意見があればお願いしたい。 

 

【委員】 

「目標Ⅰ」の「公共調達等における」の公共調達とはなにか。 

 

【会長】 

先週、内閣府男女共同参画局の情報交換会に行ってきた。長年懸案事項であった「公

共調達」において男女共同参画に頑張っている企業に加点をしようということで、そ

れが今年度始まる。各省庁でそれぞれ作り始めるが、５兆円規模になる。できたら地

方公共団体も少し取り入れてほしいという話があった。具体的には、長時間労働をな

くすような企業、次世代育成支援の「くるみんマーク」や「プラチナくるみん」、女性

の採用について努力している企業、中小企業に「えるぼし」認定をしている。認定さ

れると段階に応じて加点をするということになっている。市で独自に表彰もなさると

いいと思うが、市のほうでも検討してほしい。男女共同参画局が発注する事業は加点

方式でやっているが、規模が小さく、全省庁になると効果が大きい。企業は「くるみ

ん」や「えるぼし」を目指していただくと有利になる。 

 

【委員】 

皆がわかるようにすれば、注目も集まると思う。 

 

【会長】 

資料をつけて周知してもらうとよい。 

 

【委員】 

市から発信し、企業がやっていく事は市にとってもプラスだと思う。 

 

【委員】 

マザーズハローワークがどこにも出て来ないが、介護の現場では女性を採用する要

素はある。事業の中にマザーズハローワークの活用を入れていただきたい。 

 

【会長】 

「目標Ⅱ」の中である。（１）女性の就労支援の中にマザーズハローワークの活用を入

れるということである。 

 

【委員】 

先ほどの「プラチナくるみん」を中小企業が取るのは現実には非常に大変。そうい

うこと自体を知らない中小企業が多いので、市からの情報提供は非常に大事だと思う。 

 

【委員】 

介護離職防止策は介護だけか。育児と介護のダブルケアの問題もある。 



 

【会長】 

ダブルケアを入れていただくことにしたい。市民もダブルケアという言葉は知って

いるか。 

 

【委員】 

高齢出産が増えたので、育児と介護が重なって大変になっている。最近問題になっ

ているので、知っている人が多いと思う。 

 

【会長】 

横浜市が最初に使い始めたと聞いている。いいご意見をいただいた。欠席の委員も

いることなので、後で何か意見があれば受け付けて欲しい。いつまでなら良いか。 

 

【事務局】 

７月２２日（金）までにメールでお願いしたい。 

 

 

４．その他 

 

【事務局】 

以前も配付済だが、資料４として改めて昨年度の市民意識調査の概要版を配付す

る。調査結果を第３次計画の中に盛り込んでいく予定である。どのように盛り込むの

か、各設問と第３次計画の体系図の対照表資料５を作成したので、サーベイリサーチ

センターから説明をする。 

 

【ＳＲＣ】 

目標Ⅰ「ワーク・ライフ・バランス」で男性の固定的役割分担の解消について、介

護についての調査結果の数値を計画に盛り込む。 

目標Ⅱ「あらゆる分野における女性の活躍の推進」は、女性の就労の問題や設問２

７一般的に結婚を阻害している要因で、キャリアプランとの両立が困難という回答が

多かったので、数値として入れる。市が取り組む施策の認知状況の結果を入れる。 

目標Ⅲ「安全・安心な暮らしの実現」は、健康、介護、セクハラ、ＤＶに関する数

値結果を入れる。 

目標Ⅳ「人権の尊重と男女の平等意識の形成」については、設問数が少なかったが、

問８、２３の男女の意識についての結果と地域活動についての結果を入れたい。 

目標Ⅴ「推進体制の整備・充実」は、関連する設問がなかったので、統計的な数値

を入れたい。 

 

【会長】 

調査は昨年２０００人を対象に郵送で調査。回収率は３５．３％で郵送調査の回収

率としてはまあまあだと思う。女性５４．５％、男性４４．８％。数値では分かりに

くいので、グラフにしてもらいたい。世論調査は常に経年変化を求めるもので、前回

とどう変化したのかが見たい。 

 

【事務局】 

資料が厚くなるので概要版のみ配付したが、報告書ではグラフ化し平成２２年調査



と経年比較をしている。追加で配付する。 

 

【会長】 

苦労して調査しているので、ぜひ反映したい。今後、ワーク・ライフ・バランスに

ついての世論調査をするとのことなので、それも計画に反映できればいいと思う。こ

の調査で特におもしろい結果が出たものがあれば教えてほしい。 

 

【事務局】 

どこに注目すればよいかは、概要版を参照してほしい。 

 

【会長】 

それでは調査結果を反映していくことにしたい。今後のスケジュールについて説明

願う。 

 

【事務局】 

本日ご検討いただいた「資料２東村山第３次男女共同参画推進計画体系図（案）」と

「資料３第３次男女共同参画基本計画 目標毎の基本的な考え方（案）」について、今

週末までに各委員のご意見をいただいた後、第３次計画の骨子として確定したい。 

 

次回の会議は９月９日（金）に開催し、答申（案）をまとめていただきたい。 

 

８月末から９月２３日の予定で市内の事業向けに、ワーク・ライフ・バランスにつ

いての取組み調査を実施する。１０月末に速報版を出す予定。グラフで結果を表示し、

市民意識調査と同様に第３次計画に反映させたい。 

 

【会長】 

以上で審議会を終了する。 

 

 

５．閉会 

 

 


