
東村山市第３次男女共同参画基本計画対象事業(案)H28.11.18時点 資料６－２

目標 施策 施策の方向性
事業番
号

事業名(仮) 所管 事業内容
2次計画での
事業番号

(1)ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の
調和)の意識啓発と情報提供

1
市民に向けたワーク・ライフ・バランスに関する意識
啓発

市民相談・交流課
情報誌、講座等を活用し、市民に向けたワーク・ライ
フ・バランスに関する意識啓発や情報提供を図る。

32

2 事業所へ向けたワーク・ライフ・バランス支援 市民相談・交流課

平成28年度に実施した市内事業所及び従業員実態調査
の結果を活用し、事業所へ向けた啓発講座等の開催や
情報提供等を行い、ワーク・ライフ・バランスの推進
を図る。

新

3
契約等におけるワーク・ライフ・バランス取組み企業
への優遇措置の検討開始

契約課

事業所等の男女共同参画を推進するため、総合評価方
式における評価項目の中で、ワーク・ライフ・バラン
スに係る加点項目を設けることができるか検討してい
く。

新

Ⅰ－２　男性の家庭参加(家事・育児・介護
等)の推進

(1)男性の家庭参加(家事・育児・介護等)の促
進

4 固定的役割分担意識解消への啓発 市民相談・交流課

性別に基づく固定的役割分担意識や偏見などを解消す
るために、情報誌や講座等を通して、意識啓発を図
る。

24

子ども育成課

児童課

6 放課後子ども教室の実施 社会教育課

放課後に学校の教室や校庭等を活用し、地域住民から
なる教育活動サポートの見守りのもと、子どもたちに
安全・安心な居場所を提供する。

31

7 子育て総合支援センター事業の充実 子ども総務課

子育て総合支援センターにおいて、家庭と地域の連携
を柱とした各種事業（地域における子育て支援の担い
手の育成、情報発信、各種講座の開催、家庭で育児を
行う保護者と子どもの居場所づくり等）を実施する。

69

8 子育てひろば事業の推進 子ども総務課

子育て中の保護者と子どもに交流の場を提供し、同時
に子どもに関する専門相談や情報提供、各種子育て講
座等を実施する。

70

9 子育て応援パートナー事業「ころころたまご」の推進 子ども総務課

子育て中の保護者の困りごとや、悩みごとの傾聴、市
内の子育て支援情報の提供等を行い、重篤な相談につ
いては適宜適切な所管に繫げる。

新

10 子育て預かりサポート事業の実施 子ども総務課

子育て預かりサポート事業実施団体への補助等を通し
て、子育て中の保護者が子どもを一時的に預けられる
システムを整備し、利便性の向上を図る。

71

11 育児・介護制度等の普及啓発 市民相談・交流課

男女が共に取得可能である育児・介護休業制度につい
て周知を図るため、積極的な情報提供等を通じて普及
啓発を行う。

33・34

高齢介護課

子ども育成課

子ども総務課

子育て支援課

市民相談・交流課

(3)働く女性の健康促進・母性保護の促進 13 妊産婦保健指導の充実 子育て支援課

妊婦健康診査の受診勧奨と、妊婦・家族の健康相談を
実施する他、就労している妊婦に対する指導の充実を
図る。

36

Ⅰ　ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の
調和)の推進

Ⅰ－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

Ⅰ－１　ワーク・ライフ・バランス(仕事と生
活の調和)の意識づくり

(2)育児・介護休業制度等の活用に向けた意識
啓発

新

晩婚化、初産年齢の高齢化により、育児と介護のWケ
アが必要な世帯に対して、子育て預かりサポートや
ショートステイ事業、見守り事業の充実を図る他、事
業者に向けた育児・介護休業制度への理解促進のため
の取組みを行う。

12
育児・介護のWケアに関する支援及び介護離職防止事
業の実施

(2)事業所へ向けたワーク・ライフ・バランス
(仕事と生活の調和)の推進

待機児解消と保育支援策の充実 28・295

東村山子ども・子育て支援事業計画に基づき、待機児
童の解消を図るとともに、多様な保育・子育てニーズ
に対応するためのサービスの充実に取組む。

(1)多様な保育・子育てニーズへの整備・充実
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14 合同企業面接会の実施 産業振興課
ハローワーク及び東京しごとセンター等と連携を図
り、合同企業面接会を開催する。

19・20

15 女性のための各種就労支援 市民相談・交流課

女性の就労支援のための講座を始め、国や都及び関係
機関からの情報収集を行い、多様な働き方の可能性に
ついての情報提供を行う。

38・40・
44

市民相談・交流課

産業振興課

市民相談・交流課

産業振興課

(2)女性へ向けた職業生活に対する啓発活動の
充実

18 マザーズハローワークとの連携 市民相談・交流課

女性のための就労支援を行うために、マザーズハロー
ワーク立川と連携し、パンフレット等の配架や共催講
座の開催、情報交換等を行う。

新

市民相談・交流課

産業振興課

Ⅱ－２　あらゆる分野への女性の参画推進
(1)事業所や地域団体等における女性の活躍推
進

20 市民団体等への活動支援と情報発信 市民相談・交流課

女性団体や、男女共同参画の推進を活動目的とする市
民団体等の活動状況を把握し支援を行う他、市の取組
みについての情報提供等を行う。

104

(1)「女性活躍推進法」に基づく取組の実施 21
子育て支え合い・女性の職業生活における活躍の推進
プラン(東村山市特定事業主行動計画)の実施

人事課

子育て支え合い・女性の職業生活における活躍の推進
プラン(東村山市特定事業主行動計画)に基づき、各種
啓発研修(新人研修、男女共同参画研修、ハラスメント
防止研修、男女のキャリアデザイン研修等）を実施
し、女性管理職の比率の向上に取り組む。

92・93・
94・95・

99

(2)各種審議会等における男女比についての積
極的改善措置の実施

22 審議会等の男女比率の適正化 企画政策課

政策形成過程における男女比の不均衡を是正するた
め、ポジティブ・アクション(積極的な格差是正措置)
の考え方に基づき、市が設置している附属機関等に女
性委員を積極的に登用し、女性委員の構成比率を平成
32年度までに30％以上とし、平成34年度までに更な
る向上を目指す。

96

(3)庁内横断的な男女共同参画推進体制の強化 23 東村山市男女共同参画庁内会議の開催 市民相談・交流課

市長を会長とする「東村山市男女共同参画庁内会議」
を開催し、男女共同参画に関する様々な取組みを協
議、推進する他、庁内の情報共有を図る。

新

Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

Ⅱ－１　女性の職業生活における活躍支援

16

17

19

事業所へ向けて、多様性のある組織づくりや、さまざ
まな分野における男女の不平等を改善するための積極
的改善措置の重要性について、啓発誌や事業所向けの
メールマガジン、講座の開催等を通じて発信してい
く。

(1)女性の就労支援(就職、再就職、起業、能
力開発等)

(3)事業所へ向けた啓発活動の充実

Ⅱ－３　庁内における男女共同参画の拡大

「東村山就職情報室」利用者向け保育サービスの実施 新

市民センター１階に開設している、ハローワーク立川
と東村山市が共同運営する「東村山市就職情報室」の
利用者の拡大及び、利用者向けの保育サービスの充実
を図り、就労に繫げる。

「ダイバーシティ(多様性)」「ポジティブアクション
(積極的改善措置)」に関する啓発

41・42

「商工会創業塾」を活用した女性のための起業支援 新

創業に必要な基礎知識から、成功するための実践的な
ノウハウを学ぶための「商工会創業塾」を活用し、女
性の起業を支援する。
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24 各種健診等の実施 健康増進課
生活習慣病予防の啓発と併せ特定健診および特定保健
指導、歯科健診、各がん検診への受診率向上を図る。

62

健康増進課

子育て支援課

26 スポーツを通じた健康増進 市民スポーツ課

スポーツを通じて健康の増進を図るとともに、スポー
ツによる地域コミュニティの醸成や市民交流を図る。
スポーツに関連した各種相談(スポーツ医事・栄養・傾
向・トレーニング)を実施する。

64

27 「ゆりかご・ひがしむらやま事業」の推進 子育て支援課

妊娠期から個々の不安や心配に寄り添い、出産後に続
く支援を目指すため、母子健康手帳交付時の妊婦面談
から、乳幼児全戸訪問、その後の健診等まで、切れ目
のない支援を行う。

65

28 母親学級・両親学級・乳幼児学級の実施 子育て支援課

妊娠から出産、育児について学ぶことにより、妊娠中
の不安を解消し安心して出産・育児に臨むことを目的
とした、体験やグループワークを重視した健康教育を
実施する。また、乳幼児を持つ保護者に対し、栄養や
歯科を通じて育児学級を実施する。その他、サービス
などの情報提供も行う。

66・67

29 経済的自立のための貸付事業の実施 生活福祉課 ひとり親世帯の経済的自立に向けて、貸付を行う。 47

30 ひとり親世帯への就労支援 生活福祉課
ひとり親世帯の自立促進を図るため、就労支援を行
う。

48

31 医療費助成事業の実施 子ども総務課
ひとり親世帯に対する医療費の一部または全部を助成
する。

49

32 ホームヘルプサービスの実施 子ども総務課

ホームヘルパーが必要なひとり親世帯に対し、一定期
間ホームヘルパーを派遣し、必要なサービスを提供す
る。

50

33 障害者支援サービスの充実 障害支援課

障害のある人が住み慣れた地域で活き活きと生活でき
るよう、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス
のほか、就労支援や相談支援等の障害者支援サービス
の充実を図る。

43・52

34 外国籍市民支援団体の育成・支援 市民相談・交流課

多文化共生を目的に、外国籍市民のための日本語教室
や、交流イベント等の開催を行う団体の育成・支援を
行う。

51

35 外国籍市民に対する災害時等の支援 市民相談・交流課
災害時等に外国籍市民を支援するための取組みを行
う。

56

36 地域包括ケアシステムの推進 高齢介護課

高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続け
ることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生
活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステ
ム」を構築し推進する。また、その中で災害時におけ
る地域連携についても検討する。

53

37 要保護児童対策の充実 子育て支援課

要保護児童対策地域協議会における関係機関との情報
共有・連携強化を行い、個別ケースに応じた迅速な支
援体制を強化する。

90

市民相談・交流課

人事課

Ⅲ　安全・安心な暮らしの実現

25

38

健康教育・健康栄養・歯科・医療相談の実施 61

新

・性的マイノリティ等に関する理解を深め、多様性を
尊重することを目的に、講演会等を通して、市民及び
市職員を対象とした啓発に努める。
・性的マイノリティ等への配慮に関して職場や職員の
抱える課題を把握し、必要な対応を検討する。

性的マイノリティ等への理解促進

生活習慣予防等の啓発を行う他、定期的に健康栄養・
歯科・医療相談等を実施する。

Ⅲ－２　さまざまな困難を抱える人々への支
援の充実

(2)健康な妊娠・出産・育児等への正しい知識
の普及・啓発

(1)ひとり親家庭への支援の充実

Ⅲ－１　生涯を通じたこころと身体の健康づ
くりの推進

(1)ライフステージに応じた健康づくり支援の
充実

(2)子ども、高齢者、障害者、外国人、性的マ
イノリティ等が安心して暮らせる環境整備



東村山市第３次男女共同参画基本計画対象事業(案)H28.11.18時点 資料６－２

39 子どもの相談環境の整備 子ども・教育支援課

東村山市子ども相談室の充実を図る他、スクールカウ
ンセラーやスクールソーシャルワーカーとの連携強化
を行い、専門性のある相談環境を整備する。また、幼
稚園・保育所、小・中学校の教員へ研修会等を実施
し、子どもがいつでも誰にでも相談しやすい環境を整
備する。

4

障害支援課

高齢介護課

41 生活自立相談 生活福祉課

「ほっとシティ東村山」における生活自立相談を充実
させ、生活困窮者へのセーフティネットの役割を果た
す。

46

42 市民生活相談 市民相談・交流課

市民生活に関わる法律・税務・登記等各種相談を実施
する他、行政相談員、人権擁護委員による相談を実施
する。

57・80・
86・98・
100・102

43 外国籍市民相談 市民相談・交流課
外国籍市民の方が、言葉や文化の違いによらず安心し
て暮らせるように、相談及び通訳を通して支援する。

58

44 女性相談 市民相談・交流課
専門の相談員（女性）による女性のための悩み相談を
実施する。

59・80・
86

(4)ハラスメント防止対策の推進 45
性犯罪、セクハラ、マタハラ、パワハラ、モラハラ、
ストーカー被害等防止策

市民相談・交流課
様々なハラスメント等被害防止のための啓発、また、
相談体制の充実を図る。

35・85

46 女性に対する暴力防止の啓発 市民相談・交流課

DVの根絶に向けて、市民に向けた意識啓発を図るた
めに、講座・講演会、研修会、啓発誌による情報発信
等を行う。

3・74・
75・79・

91

47 デートDVに関する出張講座の実施 市民相談・交流課

DVの根絶に向けて、被害者にも加害者にもならない
ための早期啓発を目的に、中学校・高等学校に出向
き、講座・講演会を実施する。

新

41
（再
掲）

生活自立相談 生活福祉課

「ほっとシティ東村山」における生活自立相談を充実
させ、生活困窮者へのセーフティネットの役割を果た
す。

46

44
（再
掲）

女性相談 市民相談・交流課
専門の相談員（女性）による女性のための悩み相談を
実施する。

59・80・
86

29
（再
掲）

経済的自立のための貸付事業の実施 生活福祉課 ひとり親世帯の経済的自立に向けて、貸付を行う。 47

30
（再
掲）

ひとり親世帯への就労支援 生活福祉課
ひとり親世帯の自立促進を図るため、就労支援を行
う。

48

31
（再
掲）

医療費助成事業の実施 子ども総務課
ひとり親世帯に対する医療費の一部または全部を助成
する。

49

32
（再
掲）

ホームヘルプサービスの実施 子ども総務課

ホームヘルパーが必要なひとり親世帯に対し、一定期
間ホームヘルパーを派遣し、必要なサービスを提供す
る。

50

48
（再
掲）

DV被害者支援のための連携システムの構築 市民相談・交流課

DV被害者支援のため、関係所管等における連携体制
を整備し、早期発見、被害者の安全確保・支援体制の
強化を図る。

78・81・
82・83・
84・106

市民相談・交流課

防災安全課

Ⅲ　安全・安心な暮らしの実現

男女双方の意見を幅広く取り入れるため、防災会議や
自主防災組織等における女性の参画を促進する他、災
害時における避難所の運営や備品の確保等、女性の視
点を取り入れた防災対策及び啓発を進める。

60・88・
87

Ⅲー４　男女共同参画の視点による災害に強
いまちづくり

(1)男女共同参画の視点を取り入れた地域防災
活動の推進

防災分野における女性の参画拡大と女性の視点を取り
入れた防災対策の推進

72・73

権利擁護に関する相談

・障害者の虐待に関する相談窓口を設置し、虐待防止
に向けた体制整備に取り組む。
・高齢者の虐待に関する会議を地域包括支援センター
とともに定期的に開催し虐待防止に向けた体制整備に
取り組む。また、他の会議に出張し虐待対応の説明を
することで体制周知に取り組む。（3）専門性のある相談体制の整備

Ⅲ－２　さまざまな困難を抱える人々への支
援の充実

40

49

(1)暴力を容認しない意識啓発

(2)相談体制の整備

Ⅲ－３　配偶者等からの暴力(ＤＶ)防止と被
害者支援の充実

(３)被害者の安全確保及び自立支援のための
体制整備
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(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

50 教職員に向けた人権教育の推進 指導室

校長会、副校長会、職層や経験年数に応じた研修会等
において、人権教育プログラム等の資料を活用し、各
校の教育内容・学校運営の整備充実を図る。また、東
村山市の特色を踏まえた人権教育を、各学校の人権教
育の担当者である人権教育推進委員を窓口に体系的・
組織的に推進する。

1・２・５・
10

51 各学校における人権及びキャリア教育の推進 指導室

各学校の人権教育の全体計画及び年間指導計画に基づ
き、男女平等の視点に立った各種教育活動の推進を図
る。さらに、「東村山いのちとこころの教育週間」及
び「市民の集い」等において、その年度の人権教育の
成果を発信し、次年度以降の方向性について検討を行
う。また、各中学校の進路指導担当教員で構成する進
路指導主任会において、生徒一人一人に応じた適正な
進路指導の充実を図るための情報交換や協議会を実施
する。

5・17

52 「市民のつどい」の開催 社会教育課

「いのちの大切さ」「人を思いやるこころ」を広く市
民に理解してもらうため、多くの人に来場していただ
き、次世代を担う子どもたちが豊かな人間関係を育み
健やかに育つための取組として「市民のつどい」を開
催する。

6

社会教育課

庶務課

(3)男女が互いに尊重しあう性に関する指導の
推進

54 児童・生徒の発達段階に応じた適正な性教育の実施 指導室

各学校が、自校の性教育にかかわる全体計画及び年間
指導計画に基づき、生きる力を育み、命の尊重につな
がる性教育を実施するよう、指導・助言を行う。ま
た、子どもたちにメディア等での有害な性情報、人権
侵害について指導する。

9

55 スポーツを通じた男女平等意識の推進 市民スポーツ課

男性も女性も、ともに楽しめるレクリエーションス
ポーツの推進と、性別による体格差等を考慮した上で
の競技スポーツの推進を通して、固定的な意識にとら
われず、幅広くスポーツ活動に触れる機会を提供する
ことによって、男女が対等なパートナーであるという
意識形成を図る。

12

56
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

企画政策課

２０２０年に東京で開催されるオリンピック・パラリ
ンピックを契機に、市が実施するさまざまな事業・イ
ベント等を通じて、啓発活動をおこない、性別に捉わ
れず男女がともにいきいきと暮らすための男女共同参
画意識を醸成する。

新

57
男女共同参画推進情報誌等（「ふぃ～りんぐ」「交流
室だより」）の発行

市民相談・交流課
男女共同参画推進のための情報誌を作成・発行し、広
く市民等に情報を提供するとともに、充実活用する。

13・23

市民相談・交流課

公民館

59 学校開放事業の充実 社会教育課

市立小・中学校の施設を地域に開放することで、学校
を核とした新しいコミュニティづくりを行い、その中
で男女がお互いに尊重しあいながら活動できるよう支
援を行う。

21

60
PTA活動、保護者会、地域イベント等への男性参加の
推進

社会教育課

各活動に男女共同参画の視点が反映されるよう、ＰＴ
Ａ活動や保護者会活動、地域イベント等への男性の参
加を推進する。

25

市民協働課

市民相談・交流課

(2)家庭における男女共同参画意識の推進 62 男性の家庭参加への支援・啓発 市民相談・交流課
男女が協力して家庭責任を担うための支援および啓発
活動を推進する。

37

53

58

61

「青少協だより」「きょういく東村山」を通じて、男
女平等意識の形成を図る。

(4)さまざまな場での男女共同参画意識形成へ
の支援・促進

各種講演会・講座等の開催
8・14・
16・22

男女共同参画の意識啓発につながる講演会や講座等を
開催する。

Ⅳ－２　地域・家庭における男女共同参画意
識形成の推進

Ⅳ　人権の尊重と男女平等意識の形成

Ⅳ－１　人権尊重にたった男女平等・命を貴
ぶ意識形成の促進

(2)東村山市「いのちの教育」推進プランに基
づく、子どもに向けた取組みの充実

啓発誌等（「青少協だより」「きょういく東村山」）
による推進

11

(1)地域社会における男女共同参画意識の推進

自治会等での男女共同参画の推進 105

自治会フォーラムなどを活用し、自治会活動等の地域
活動に、男女共同参画の視点が反映されるよう啓発を
行う。
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Ⅴ－１　ジェンダー統計の活用
(1)アンケート、統計等におけるジェンダー統
計の推進

63 ジェンダー統計の実施と活用 市民相談・交流課

市がイベント等で行うアンケート等について、男女共
同参画に関する実態把握と事業の推進に役立てるた
め、男女比率等を知りたい場合には、性別回答欄に男
女の選択肢だけでなく、自由記述欄や「回答しない」
旨の欄等を設け、多様な性・多様な生き方へ配慮しつ
つ、統計データを収集・分析・活用する。

97

Ⅴ－２　各種関係機関等との連携体制の強化
(1)国・都・他自治体・各種関係機関等との連
携・協力・情報収集の強化

64
法令・制度、他自治体の取組等についての情報収集及
び情報発信

市民相談・交流課

国・都・他自治体・各種関係機関等から提供された各
種資料等を収集し、男女共同参画推進情報誌、ホーム
ページ、メールマガジン等を使い、わかりやすく情報
発信する。

103

Ⅴ－３　男女共同参画都市宣言を目指した取
組

(1)「多文化共生・男女共同参画推進交流室」
を拠点とした男女共同参画社会実現への取組

65 「多文化共生・男女共同参画推進交流室」の活用 市民相談・交流課

男女共同参画都市宣言を目指し、その拠点となる「多
文化共生・男女共同参画推進交流室」の有益な活用方
法について検討、実施する。

101

Ⅰ～Ⅴ Ⅰ～Ⅴ－１　情報機能の整備・充実 (1)男女共同参画に関する情報の収集と提供 66 図書館における関連書籍の充実と活用 図書館

目標ⅠからⅤに関連する資料の継続的な収集と、展示
等を通じた資料の利用促進を図ることで、啓発につな
げる。
女性の活躍・多様性への理解などの社会的潮流を視野
に入れて、資料収集を行うとともに、関係所管と連携
して効果的な情報提供を行う。

7・15･18･
45・55･
63･68･77

Ⅴ　推進体制の整備・充実


