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会 議 次 第 

 

１．開会 

２．報告 

①「東村山市第 3次男女共同参画基本計画（案）」に対する意見募集（パ

ブリックコメント）の結果について 

②「東村山市第3次男女共同参画基本計画」について 

③「ワーク・ライフ・バランスに関する市内事業所及び従業員の意識・

実態調査 報告書」について 

３．その他 

平成29年度の審議会開催スケジュールについて 

４．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) 

ファックス番号 ０４２－３９３－６８４６(代) 

会  議  経  過 

１．開会 

 

２．報告 

（１）「東村山市第 3次男女共同参画基本計画（案）」に対する意見募集（パブリックコ

メント）の結果について 

 

【事務局】 

報告事項について、報告①から順番に説明する。資料 1 を参照願う。 

第 3 次計画(案)について、1 月 10 日から 29 日までの 20 日間、パブリックコメント



を実施した。寄せられた意見をまとめた資料 1 を、現在 HP でも公開している。意見

は 3 名から計 14 件いただき、実際に計画に反映したのは 8 番である。概要版 P13 の

事業№38 は当初「性的マイノリティ等」となっていたが、性的マイノリティという言

葉の中にすべて含まれており、敢えて「等」は必要ではないのではないかというご指

摘をいただいたため、事業名から「等」を削除している。 

その他のご意見については、市の意見を付して公開することで対応した。報告①に

ついての説明は以上である。 

 

【会長】 

1 つ意見がある。課の名前に“男女共同参画”を入れてほしいという意見があった。

確かに今の名前は“男女共同参画”がひとつも読み取れず、対外的にも存在感が埋没

しているように思える。国でも女性の活躍は重点的に取り組まれている。今後、組織

改編の際にはぜひ組織として、課名などの高い位置に「男女共同参画」を明記してい

ただくことを検討願いたい。 

 

【事務局】 

平成 30 年度に東村山市として大きな組織改正を行う予定である。その際に“男女共

同参画”という名称が課の名前に入るかは未定であるが、機会を活かせればと考えて

いる。ご意見として伺っておく。 

 

【委員】 

他自治体の状況をみても、あまり“男女共同参画”という名称は大きく出ていない。

男女共同参画への意識が低いと言われている昨今であるため、組織改正の際にはぜひ

名称を入れていただきたい。 

 

 

（２）「東村山市第 3次男女共同参画基本計画」について 

 

続いて、報告②について説明する。資料 2 の概要版と全文版を参照願う。 

審議会でご議論いただき、いただいた答申案を元に第 3 次計画が完成した。改めて、

ご尽力いただいたことに感謝申し上げる。 

計画(案)と概要版(案)は既に 1月 5日付でパブリックコメント案として一度委員の皆

様に送付させていただいたが、パブリックコメント後の完成版が本日机上に配布した

資料である。 

1 ヶ所、訂正と報告がある。全文版を参照願う。間に正誤表を挟んでいるが、庁内

推進会議の規程の部分になる。こちらは審議会からもご意見をいただいていたが、庁

内会議の長が副市長と限られた部長で構成されていたところを、市長を会長とし、全

部長から構成する会議体にこの 4 月から改正することとなった。計画書の作成中、同

時に改正作業中であったためこのように文言の訂正と日付のブランクが生じている

が、第 1 版は印刷が完了しているためこのように正誤表にて対応させていただく。増

刷の際は、訂正後の標記に変えて発行する。 

ここで、計画書の構成について全体的な紹介をさせていただく。全文版の目次を参

照願う。計画は全部で 5 章から成り立っている。第 1 章では、計画の概要として男女

共同参画社会の説明や、条例の基本理念・テーマ、計画の全体図、国や都の計画、総

合計画における本計画の位置づけを掲載している。また、毎年行っている進捗状況調



査の説明を行っている。続いて第 2 章であるが、こちらがこの計画の肝となる部分、

目標ごとに具体的な 3 次計画の 66 事業を関連データとともに紹介している。最後のペ

ージは 2 次計画にはなかった部分で、目標ごとの目指すべき数値目標と指標を掲載し

ている。第 3 章では、グラフを使い、東村山市の統計情報や、市民意識調査の主要設

問の結果、こちらの交流室を始め、現在取り組んでいる事業の紹介なども載せた読み

物の章となっている。第 4 章は、男女共同参画に関する国際的な動き・国・都・東村

山の動きをエッセイ形式で掲載している。最後に第 5 章の資料編として、様々な資料

を掲載している。全体で 159P のボリュームであるため、カラーの概要版では、第 1

章と第 2 章の重要な部分のみを抜き出してまとめている。 

報告②についての説明は以上である。 

 

【委員】 

言葉の確認をさせていただきたい。概要版 P14 の事業№48「配偶者暴力支援センタ

ー」という表現は正しいか。このままでは暴力を支援するセンターとなるのではない

か。 

 

【事務局】 

こちらは市のセンターではなく公益で行っているものであるが「配偶者暴力支援セ

ンター」という固有名詞である。 

 

【会長】 

もし次回増刷する機会があれば、ここは括弧書きにしていただくと固有名詞だと伝

わりやすい。 

 

【委員】 

東京都の場合は「女性相談センター」という名称であるが、全国的にどこも「配偶

者暴力支援センター」という表現を使用している印象がある。 

 

【会長】 

本計画は表紙がとても素敵である。女性活躍と DV の内容をきちんと盛り込んでお

り、他市への見本となるような計画ではないか。章立ても、統計データを入れて市の

実情を理解したうえで計画が作られたことが分かり、大変な作業であったと思うがよ

くやってくれたと思う。 

 

【委員】 

2 次計画にはなかった要素だが、達成度を確認するための目標値が掲載されている

のも素晴らしい。 

 

【会長】 

こうしてもらえると推進状況も把握でき、次の計画にも活かすことが出来る。また、

男女共同参画の庁内会議を市長を会長として強化させることについても、感謝申し上

げる。 

 

【委員】 

素晴らしい計画だと思った。LGBT などまだまだ浸透していかなければならない問

題がたくさんあるので、これから徐々にこういった活動のレベルがあがっていけばい



いと思う。子どもを持つ親として、学生向けのデート DV といったような内容も事業

内容に組み込んでいただいており、今の子どもは様々なところから情報が入ってくる

ため、地域をあげて教育していくことは素晴らしいと感心している。 

 

【委員】 

分かりやすくまとまっている。先ほどから話のあがっている通り、目標値が出来た

点がよい。2 次計画ではどこを評価すればよいのか分かりづらかったため、進捗状況

を見ながらどこを頑張らなければならないか分かりやすくなった。 

 

【委員】 

少しでもこの計画策定に参加させていただいたことを幸せに思う。パブリックコメ

ントへのご意見の中にもあがっていたが、健康問題として喫煙や受動喫煙についての

ご意見があり、今回の審議ではあがらなかった内容だったので、こういったご意見も

あるのかと気づかされた。 

 

【委員】 

DV 関係の話になるが、たまたま 3 日ほど前にニュースで母子家庭の年収が 200 万

円ほどで生活が困難であると就職支援団体が話していた。「DV をうけているけれど生

活ができないから我慢する」といった現実があることを考えると、もっとしっかり DV

の施策に取り組んでいかなければならないと感じた。 

 

【委員】 

こういった内容のものは見やすくないと先に読み進められないので、見やすくまと

まって良かった。目標数値が出てくると目標への意識が高まり、取り組む姿勢もかな

り違ってくると思うので、この点も評価できる。 

 

【委員】 

非常にすっきりした内容になっていると思う。計画を読んでいて一番気になるのは

PR の部分。現在、認知度が 10％を切っているが、やはりここをあげていかないと推

進できないのではないかと思うので、せっかくこのような概要版冊子もできたのだか

ら認知度向上の際にぜひ活用していただきたい。 

 

【委員】 

背景と現状があった上での計画となり、見ていてもっと読み込みたいという気にな

る。市民推進委員や東村山市女性団体として関わる中で、どういったところを課題と

して焦点をあてて取り組んでいけばいいのか、考えるうえで活かしていければと思う。 

 

【会長】 

ぜひ市民向けに説明会を開催して、女性団体などこの問題に関心を持つ方々にご理

解いただく機会を作っていただきたい。 

 

【委員】 

2 次計画と違い【目標Ⅰ～Ｖ】という総合的な観点からみた目標が立てられている

のも、非常に大事な点だと感じた。 

 

 



（３）「ワーク・ライフ・バランスに関する市内事業所及び従業員の意識・実態調

査 報告書」について 

 

【事務局】 

続いて、報告③について説明をする。資料 3 の概要版と全文版を参照願う。 

今年度、8月末から 9月にかけて、従業員規模 5人以上 300人以下の市内企業全 1602

社と、そこで働く従業員を対象に行ったワーク・ライフ・バランス調査の結果がまと

まった。目標回収率は 20％であったが、事業所・従業員ともに目標を超える回答をい

ただくことができた。計画書の第 5 章には、12 月までにまとめた「速報版」が資料と

してこの中に掲載されている。 

概要版の方は、調査の回答にご協力いただいた 400 社あまりの事業所にも配布させ

ていただいた。 

また、本日机上配布させていただいた最後の資料でまとめ(案)を別紙作成している。

調査結果を踏まえて今後市としてどのようにワーク・ライフ・バランス推進の事業を

展開していくかを記載したものとなる。4 月 1 日からの公表を予定しており、こちら

のまとめ版も含めて 3 次計画とともに HP に公表する。報告書と概要版はすでに完成

版であるが、まとめ版は今後の市の方向性を掲載するものとなるため、この先変更の

可能性があることを了承願いたい。 

報告③についての説明は以上である。 

 

【会長】 

速報版から随分きれいにまとめていただいた。まとめがあると趣旨が分かって良い。

情報提供などは具体的な施策に落とすと少し難しい部分も出てくるかと思うが、その

あたりをどのように考えているか教えていただきたい。 

 

【事務局】 

すぐにということではないが、事業所調査を行った際に、希望する事業所にメール

アドレスをご記入いただいた。今後、メールマガジンをもらってもよいと回答してい

ただいた事業所を 100件あまり集めることができたので、そういったところから始め、

人事担当者を集めた合同研修などを何年かのスパンで取り組んでいきたいと考えてい

る。 

 

【委員】 

これから働き方改革で政府の意向を受け、育児や介護をしていく中で様々な問題を

抱える従業者が、やめなくてもいいような労務改善を進めていかなければならない。

会社の中でどういった形で大事な人材を失わず事業の経営をアップしていくか、いわ

ゆる健康経営の考えが主流になってくる。現在、三鷹市ではワーク・ライフ・バラン

スの取組の一環として社労士派遣が行われており、希望する企業に対していかに仕事

と家庭の両立をはかっていくか相談を受けたりアドバイスをする取り組みが始まって

いる。社会復帰したいけれどどのようにすればいいのか分からない、働いているけれ

ど子育ての両立がなかなか取れないといった方に対しての情報提供や、相談に乗る場

を増やすというのはとても大事なことである。社会全体がそのような風潮になってき

ているため、今回のまとめはとてもいい内容だなと感じた。 

 

 

 



【委員】 

目標の一番最初にワーク・ライフ・バランスの推進がきており、事業所調査も定期

的にやっていく必要があると感じている。もう少し踏み込んでいくと、事業所に対す

るワーク・ライフ・バランス推進の認定制度を検討してもいいのではないか。例えば

豊島区では認定制度があり、区長から表彰を受け、認定マークを企業広告として使用

することを認められる他、会議室等の利用が 25％引きになるなど特典もある。ワーク・

ライフ・バランスの周知がまだまだ足りない中で、相談会や講演会を開催し、認定を

希望する事業所に認定申請をしていただく流れを作っている。東村山市においてもそ

のような取組を検討していただければと思った。 

 

【会長】 

国の方は公的調達制度として五兆円規模で今年度中に実施することになっており、

その制度が県や市まで浸透することが望まれている。「くるみん」「プラチナくるみん」

や「えるぼし」制度などは、かなりの加点要素であるため、そういったことを周知し

ていってほしい。今までもワーク・ライフ・バランス推進をやっている市町村はあっ

たが、具体的な特典というものはあまりなかった。ぜひ周知活動にも取り組んでいっ

ていただきたい。 

 

３．その他 

 

【事務局】 

最後に来年度の審議会スケジュールについて説明する。資料 4 を参照願う。 

来年度は 3 次計画がスタートする年であり、計画策定や調査ものはないものの、新

規事業などを展開していく年になる。そこで、審議会は報告事項中心で、年 3 回程度

開催させていただきたい。まず、5 月に新年度事業の報告をさせていただき、7 月に

は第 2 次計画の最終年度である平成 28 年度の進捗状況調査の年次報告を行う。こち

らは資料にも記載がある通り、3 次計画策定の際、28 年度の 5 月までの実績と見込み

を含んですでに提言をしていただいているため、今回の調査については提言いただか

ず報告のみに留めさせていただく。また、年度末には平成 29 年度の事業報告を行う。

来年度の審議会は、5 月 26 日（金）、7 月 14 日（金）、3 月下旬に開催したい。 

 

【会長】 

スケジュールについてはよろしいか。以上で審議会を終了する。 

 

４．閉会 

 

 

 


