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会  議  経  過 

１．開会 

 

２．会長挨拶  

 

３．議事 

 （１）東村山市第３次男女共同参画基本計画の基本的な考え方について(答申案)」

の検討 

 

【事務局】 

本日配布した資料１答申(案)について説明する。レイアウトや内容は、国の諮問機



関である男女共同参画会議の答申スタイルを参考にした。説明を兼ね読み上げる。 

 

 （答申案の読み上げ） 

 

【会長】 

大変良く出来ていると思う。これは叩き台なので、委員の意見をもらい確定したい。 

 

【委員】 

本当に良く出来ていて、基本的にこれで良いと思う。国と都の計画策定時期を勘案

して、計画期間を６年にしたということは非常に良かったと思う。これで、国と都、

双方の計画を参考に市の計画策定ができる。 

今まで目標の順番を並べ替えてきたが、非常にわかりやすくなったと思う。 

 

【委員】 

３の配偶者暴力について。一番上「暴力の防止について施策を充実させるよう望む」

だけになっている。次に、目標ⅢにもＤＶ関係のことが出ているが、被害者の安全確

保や自立支援という施策の充実も当然入ってきていると思うので、防止だけではな

く、もう少し文章を足したほうがいいのではないか。 

 

【会長】 

体系図(案)の「暴力(ＤＶ)防止と被害者支援の充実」と、この文言を引用すれば良い

か。 

 

【委員】 

前回事務局から提出された答申案と違う点として、最後の「終わりに」の部分に、

総合計画における男女共同参画の位置付けの記述が追加されており、そこが素晴らし

い。 

 

【委員】 

こういう基本方針は、どうしても位置づけ等々を書くので、長くなってしまうのが

常で、長くなるほど分からないということがよくあるが、本当によくまとまっている。 

 

【委員】 

今まで審議してきた内容が網羅されている上に、総合計画における男女共同参画の

位置付けにも一考を求めるということにも言及されており、非常に良いと思う。 

 

【会長】 

男女共同参画社会基本法には根拠条文がある。「市町村は、国と都道府県の計画を

勘案して基本計画をつくるように」と明記されているので、条文だけ引用してもらい

たい。５を読み返してみると、男女共同参画に対する課題で、なかなか知名度が低い

と問題を指摘しているが、どうしろということを言わないでいいのか。なかなか良い

変化が見られない現状への対応策として、総合計画に位置づけることが一番である。

要するに、本来は、男女共同参画の視点は施策の中の一つではなく、全ての市の施策

のベースとなるべき重要な視点だと言っているわけで、そこは上手く書けている。 

 

 



【委員】 

審議会は多々あれど、この審議会のように毎年提言や答申をしているところは数少

ないと思う。とても頑張っているのに評価されていない。腹立たしいより、悔しいの

が正直なところ。だから、答申に書いてくれて良かったと思う。総合計画にも謳って

くれればありがたい。 

 

【事務局】 

それでは事務局案として、５番と６番を一体化させ、「総合計画の位置づけについ

て一考を求めたい」の後に東村山市の課題を述べて、最後に「取り組むことを求める

ものである」という構成にさせていただく。 

 

【会長】 

案文は事務局に一任する。 

 

 

 （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２４年度から

平成２８年度実績)について(提言案)」の検討 

 

【事務局】 

議事に入る前に２点事務局から説明し、委員の了承を得たい。 

１点目、当初、３次計画に盛り込むということで、２７年度の提言は行わない方向

で了承いただいていたが、来年、第２次基本計画の最終年度である平成２８年度の評

価を行った時、平成２７年度分だけが抜け落ちることになる。そこで、第３次計画に

引き継ぐ提言は、２７年度単独ではなく、第２次計画の期間中である平成２４年度か

ら２８年度までの総論として行っていただきたい。平成２８年度実績については、今

年度の事業が全て終了した後に、事務局で年次報告のみ作成させていただく。そのと

きには既に３次計画が動いているので、２８年度の事業についての提言はいただかな

いということで、ご了承いただきたい。 

資料２提言(案)は総論としてのたたき台を事務局で作ったもの。平成２８年度の扱

いについては注釈をつけ、次ページの下で説明をしている。平成２７年度調査の際に、

平成２８年度５月末までの実績と６月以降の見込みを含めて各所管から調査票を集め

ているので、このような記述にしている。 

簡単に説明する。 

１の「はじめに」では、進捗状況調査のこれまでの経緯をまとめている。また、前

回までの会議で委員からもらった「３次計画に引き継ぎたい事業」について、別表で

まとめている。記載された意見は、委員の意見を中心に事務局でまとめたもの。数も

少ないので、加筆修正していただき、反映させていきたい。 

２点目は、庁内の男女共同参画調査結果の扱いについて。 

本日、配付した表を見てもらいたい。毎年提言の中で個別の各課の状況についても

意見をいただいていたが、今後は、集計結果を事務局で分析したものを年次報告に載

せ、それを審議会に報告案件として諮らせていただきたい。この点についてもご意見

を聞かせていただきたい。 

 

【委員】 

ワーク・ライフ・バランスに思い入れがある。事業№３２について、引き続き啓発

してきたのは分かっているが、それでもＣ評価があるので、「継続して」という一文



を入れて欲しい。 

 

【委員】 

事業№６２から９０で、目標のⅢとⅣが一つの表になっているが、非常に重要な事

業なのにまとめられている。他のところは分かれているのに、ここだけ一括りに、４

事業も入っているのはなぜなのか。 

 

【事務局】 

委員の意見は会議録から拾っていたが、個別の意見が拾えなかったので、一緒にし

た。もし、今、個別の意見をいただければ、分けた形でコメントを入れさせてもらう。 

 

【委員】 

健康面と人権という感じで、意味的にはやっぱり違うのかなと。 

 

【会長】 

ただ、具体的な意見がなかったということなので、健康面についてと、高齢者や要

保護児童について、もう少し具体的な指摘があれば事務局の方でも分けられるだろ

う。この場で考えてもらえるか。後ほど再度、意見をうかがう。 

 

【委員】 

最後の事業№１０６の手続きの一元化ということで、「ＤＶ被害者の安全確保と事

務処理のための手続一元化のシステム」というのは、これだけを読んでいると、どん

なシステムのことを言っているのか分かりずらい。 

安全確保だけなのか、さっき言ったように、自立支援や暴力の防止等もこの中に入

っているのか。私はＤＶの施設に何年かいたが、具体的なシステムがどのようなもの

かイメージが湧かない。 

 

【会長】 

ワンストップサービスシステムの検討ということなので、今はまだ手続きが一元化

されていない。要するに、窓口でたらい回しにならずに済むようにという趣旨か。 

 

【事務局】 

今、ＤＶ関係の被害者支援として、庁内の関係所管で構成される庁内会議を組織し

ているが、守秘義務や安全面の配慮からも、必要最低限の所管、担当者が集まって支

援をしていこうと動き出している。セキュリティもそうであるし、被害者に必要な、

例えば、子どもがいれば、学校のことや保育園のことと、そういったことも含めて、

事務手続をそこで全て完結できるような態勢を整えるという意味合いである。 

 

【会長】 

では「手続を一元化するシステム」の前に「庁内」を入れたらどうか。 

 

【委員】 

事業№２９の待機児童解消について、提案していないが載せていただきたい。国の

一億総活躍社会の中の保育の充実と謳われているし、最近は都知事が待機児童の様々

な計画を挙げている。 

 



【会長】 

では、事業№２９を追加で良いか。 

 

【委員】 

事業は全部でいくつになるのか。 

 

【事務局】 

２５事業。 

 

【委員】 

事業№９５だが、“キャリアパス”という言葉を書かれているが、軽視しているわ

けではないが、「女性職員が長期的に働ける職場環境を含む」と書いたほうが、はっ

きりすると思う。 

事業№１０５。自治会等における男女共同参画推進の啓発と書いてある。今さらだ

が、自治会等ということは、自治会以外もあると私は考えた。等には具体的に何が含

まれているのか。 

 

【事務局】 

自治会に直接働きかけるだけではなく、例えば、情報誌「ふぃ～りんぐ」の中で防

災の特集をしたりといったことを含んでいる。 

 

【委員】 

メインは多分自治会だと思うので、「自治会等の役割は」と入れたほうが良い。 

 

【会長】 

防災については、自治会の役割が大きいということで、あえて自治会と限定してい

るのではないかと思う。 

 

【事務局】 

事業№１０５では、自治会に対する啓発というのが難しく、自治会長への連絡手段

もない中で、その代わりとして、情報誌「ふぃ～りんぐ」の中で防災対策を特集した

り、市民カレッジで「防災力アップの地域づくり」という講座を開催したり、その際

には避難所運営連絡会の中で市民カレッジへの参加を呼びかけたりなどの取り組み

を行ってきた。 

実際、目標に明記された自治会自体への働きかけは出来ていないので、「等」の部

分で事業を充実させている経緯がある。よって、３次計画では、当の自治会自体も頑

張っていただきたいという意味合いである。 

 

【委員】 

毎年ここの自治会に対する啓発の評価が低い。私も担当していたが、行政も関与で

きない状況にある。だから、ここで自治会の役割は重要であり、関与してほしいと言

うのは意味があると思う。 

 

【委員】 

東村山市ではないが、私が以前所属していた自治会はとても活動的で、半強制的に

自治会組織に入らされ、市からの助成金も出ているので、防災訓練はほぼ義務だった。



消防署に様子を聞きに行くとか、スモーク装置を借りるとか、ＡＥＤだとか、炊き出

しだとか、各自治会の役員全ての役割分担が決まっていた。 

 

【委員】 

自治会組織がどのようになっているか、どのぐらい活動を活発にしているのか分か

らない。市として自治会に対して財政的な支援はあるのか、私が以前所属していた自

治会も活動は活発だった。現在は災害が多いので、避難者名簿を申告しろとなってい

る。そうでないと、何かあったときに避難しても支援を受けられないことがあるので、

自治会に届け出るようにと。他の自治体ではそこまで進んでいるところもあるので、

東村山市はどうなのか。 

 

【委員】 

今、私が住んでいる市も全く同じことをやっている。しかも、７０歳以上の名簿も

全部届け出て、訓練のときにはすぐ黄色い旗を出して、玄関のところ、見やすいとこ

ろに掲げている。市の援助もそれぞれのところにあり、市長をはじめ、職員も来て、

それぞれ市内の何カ所かで大規模な防災訓練をしている。絶対に自治会は必要であ

る。市は関与していかなければならないし、そういう意味においても、３次計画には

このように載せるべきだと思う。 

 

【委員】 

私が市内に住んでいた時は、転入から転出の１５年近く自治会があることすら知ら

なかった。勧誘に来たこともなかった。子育てをして、もちろん、近所づき合いやＰ

ＴＡの繋がりはあったが、それだけだった。 

 

【事務局】 

区域によって規模も全く違う。５００人位のところから、３０～４０人単位のとこ

ろもある。 

 

【委員】 

では、「自治会等地域活動における」と入れたらどうか。各地域によってそんなに

差があるのであれば。 

 

【会長】 

「市は今後も積極的に関与し、自治会活動の活性化を図られたい」にするか。これ

は市の計画だから、住民のことを書いても仕方がないので、市もきちんと取組んで欲

しいという形にすれば、主語の主体がわかる。 

 

【委員】 

私は今、高齢者施設に勤めているので、事業№５３について意見を述べたい。高齢

者施策は充実しているので、これでいいと思うが、実際、施設に来る人たちは、独居

や貧困などを抱えた人が増加している。それを支える家族自体は減少している状況

だ。その上で、これから在宅で安心して暮らしていくために「困難を抱えた高齢者や

家族が地域で安心して暮らせるために」と書いたほうが良いのではないか。 

 

【会長】 

先ほど出たⅢとⅣを分割するという話について。意見があればもらいたい。 



【委員】 

健康管理と人権という観点で説明文を書いてはどうか。 

 

【会長】 

では、上は「健康にかかる非常に重要な事業であるので」、下は「人権にかかわる

大変重要な問題であるので」のように簡潔に分けるのでいかがか。 

 

【委員】 

庁内の進捗状況調査結果についてはどのように提言に盛り込むのか。 

 

【事務局】 

提言には盛り込まない。今までは庁内の進捗状況も提言に含めていたが、これから

は、報告事項ということで、提言と切り離したいという提案だ。 

 

【会長】 

３次計画の事業の中にそもそも庁内の進捗状況調査のことは入っていない。だが、

庁内の進捗状況調査も重要な取組みであると思うので、提言の中に引き続き取り組む

べきというような文言を入れ、今回の提言には、個別の評価は含まないということで

了解するが、次回以降の提言においての庁内調査の扱いは、次期の委員で相談して決

めて欲しい。 

いただいた意見をまとめ、答申(案)と提言(案)の修正については、自分と事務局に一

任いただきたい。後で気がついたことがあれば、事務局までメールして欲しい。 

 

 

 ４．その他 

 

【事務局】 

１点目、今後のスケジュールについて、説明する。 

資料３を参照願う。この後、審議会より答申と提言をいただき、この結果を受けて、

事務局において、第３次計画の策定作業と対象事業の調査を同時並行で行う。併せて、

第２次計画の年次報告も作成する。最終的に庁内会議でパブリックコメント案を承認

した後に、１２月７日から２６日の期間でパブリックコメントを実施したい。この後

になるが、第６期の審議会にも、随時進捗状況について報告していく。３次計画の完

成と公開は年度末を予定している。 

２点目、答申手交式は、既に事前配付資料の段階で案内したが、９月２９日、午後

１時３０分から答申手交式がある。都合のつく委員はぜひ、総仕上げの大切なセレモ

ニーとなるので、出席いただきたい。直接本庁舎の３階の市長公室の前にご集合して

ほしい。時間になったら係の者が案内する。 

 

【会長】 

本日が第５期委員最後の会議となる。これまでを振り返り、一言ずついただきたい。 

 

【委員】 

今期は色々な面で、今までの審議会とはかなり様相が違っていた。マイナスではな

く、プラス評価としてである。会長をはじめ、とてもスムーズに上手くいったと思う。

事務局の甚大なる努力にも本当に頭が下がる思いだ。感謝する。 



【委員】 

東村山に在住していた者として、仕事柄、男女共同関係の案件を扱うこともあるが、

会社の中のみならず、一般の家庭から社会全般に渡って色々考えていかなければなら

ないことが沢山あるということを、改めて勉強させていただいた。 

 

【委員】 

先ほどの市民調査もそうだが、周囲で男女共同の意識が高まっているという空気を

感じることが出来なかった。それは、自分からも啓発出来ていないというである。こ

の審議会に参加してはいるものの、色々と意見は言わせてもらっているものの、男女

共同参画に関する世の中の動きが余り感じられないのが残念なことだった。これから

も、東村山市の第３次計画が少しでも良いものとなるよう祈る。 

 

【委員】 

私も高齢者施設の代表として参加したが、初めは男女共同参画って何という状況

で、東村山市としてこのように取り組んでいるのがすごいなという感じで、自分自身

が勉強させていただいた二年間だったと思う。 

 

【委員】 

男女共同参画について、さらに一層深めて学んでいる。この経験を、引き続き審議

会や自分の仕事に活かしていきたい。 

 

【委員】 

私も企業の労働組合の委員長をやっていた。仕事柄、連合等々、上部団体や男女共

同参画の委員をいくつかやっているが、会議自体は、どうしても労働組合関係者ばか

りで話しているので、一方通行だったり、いつも同じ内容だと思っていたが、ここで

初めて審議会に参加するようになり、企業や会社、様々な立場の委員から色々な意見

を聞き、とても新鮮だった。引き続き仕事の関係で、男女共同参画の委員をやること

になったので、この審議会での経験を活かしながら頑張っていきたい。 

 

【委員】 

一期目は漠然と取り組んでいて、流れがあまり分からなかったが、二期目からは、

女性団体に誘ってもらったり、色々な視点を学びながら審議会に取り組むことができ

たので、とても充実した二年間だった。 

 

【会長】 

東村山市民が、自分の市の男女共同参画の施策について、色々と考え提案をいただ

いたことを深く感謝する。それぞれとても具体的な良い計画ができたのではないかと

思う。これも素晴らしい委員と一緒に仕事ができたお陰である。事務局にも感謝する。 

以上で審議会を終了する。 

 

 

５．閉会 

 

 

 

 


