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（参考様式３） 

会  議  録（要旨） 

 

会議の名称 平成２９年度 第２回（第６期）男女共同参画推進審議会 

開 催 日 時 平成２９年７月１４日（金）午前１０時００分～１２時００分 

開 催 場 所 多文化共生・男女共同参画推進交流室 第２会議室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員）名取はにわ会長、村上浩副会長、南山徳英委員、武江勇

委員、市村玲子委員、田口淳委員、伊藤太一委員、桑原

理佐委員、麻生和彦委員、梶祐子委員 

（市事務局）肥沼裕史市民部次長、荒井知子市民相談・交流課長、 

南波いつみ男女共同参画推進係長、田村康予、井上聰、

若松摩吏奈 

●欠席者： なし  

傍 聴 の 可 否 可 

傍聴不

可の場

合はそ

の理由 

 

傍聴者

数 
０人 

 

会 議 次 第 

 

１．開会 

２．報告 

  東村山市第２次男女共同参画基本計画年次報告（平成２８年度実

績）について（各委員意見交換） 

３．その他 

  資料２の補足について 

次回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  若松 

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 

東村山市第 2 次男女共同参画基本計画年次報告（平成 28 年度実績）について 

 

【事務局】 

 昨年度、第 2 次計画を総括する提言をいただいており、第 3 次計画がすでに策定・

実行されているため、平成 28 年度実績に関しては、提言は入れず報告書のみを作成す

ることで、前回会議の了承を得た。しかし、報告書には委員の意見を掲載するため、6

月 30 日付で資料 1 の進捗状況調査の結果を送付した。事前に事務局側で各委員の担



- 2 - 

 

当を目標ごとに決めており、この審議会で順番に意見を発表していただきたい。各委

員の意見は、資料 2 のような報告書の形にまとめ、9 月頃に発行する。報告事項につ

いては以上である。 

 

【委員】 

 こちらで作成した統計資料をご覧いただきたい。第 2 次計画の目標Ⅰを総括した表

である。表の左側は、事業 No.1~26 について、最終年度の「達成状況」、「取組状況」、

「進み具合と今後の見通し」を数字化して合計し、全体評価として表した。この表に

おいて、高位評価には、65％以上の事業が該当しており、事業 No.3 と事業 No.16 は

満点を取っている。中位評価は 23%の事業が、「もう少し」の評価は 11.5%の事業が該

当している。一方、表の右側は、前年度と比べた事業の「現状」、「取組」、「進度」、「ト

ウタル」それぞれの評価の上下推移を示しており、事業の進み具合がわかる。この表

のうち、網掛けしてある事業 No.3, 5, 10, 12, 16, 20 について、次の頁に意見を記載し

た。続く 3 頁では、資料 2 の「各課の男女共同参画進捗状況」に関して、視点ごとに

平成 24 年度、28 年度の全課の達成度の平均値を出し、4 年間でどれだけ改善された

かを示している。例えば、視点 1 の男女の仕事分担の公平さについては、達成度が上

昇しているが、平成 24 年度時点で達成度が高かったため、改善値については「高位推

移」と表現している。また、各視点に関する意見も記載した。例えば、「女性の管理職

が増えるよう、努力をしている」という視点５については、改善値が 1 番大きく、こ

れは女性管理職が平成28年度までに8人となったことが大きく影響しているのではな

いか。しかし、女性本人が管理職になることを希望していたり、周囲から期待されて

いたりしても、育児や家事、介護等によって、管理職になりにくいという傾向も依然

として考えられ、ライフスタイルの在り方について見直す必要があると分析する。 

 

【会長】 

 この分析は、事業全般に関わるもので、大変参考になる。それでは、各委員からそ

れぞれの担当分野について、ご発表をお願いしたい。 

 

【委員】 

 事業 No.2：「東京都教育委員会より人権尊重教育推進校の指定を受けた萩山小学校

の取組」について、詳細を知りたい。 

 事業 No.5：人権教育について「広く児童・生徒・保護者・市民に理解啓発を図るこ

とができた」とあるが、この児童の中には幼稚園・保育園の園児も含まれるのか。ま

た、活動内容についても具体的に知りたい。 

 事業 No.9：事業内容④に関して、「奉仕活動等の実体験」とあるが、具体的にはど

のようなものか。 

 事業 No.12：「スポーツを通じた市民活動における男女平等参画の推進」とあるが、

市民大運動会の日に雨が降ると、評価が D になるような、単純なものなのだろうか。 

 事業 No.13：東村山市男女共同参画推進情報誌『ふぃ～りんぐ』は「市民意識調査

では、認知度が 1 割を切っている」とあるが、もう少し認知度を上げる工夫ができな

いか。 

 事業 No.17：職場体験受け入れ場所の確保の困難について触れている。保育園から

は、職場体験の受け入れが可能であると教育委員会に伝えているが、まだ受け入れの

依頼は来ておらず、受入場所確保のための PR ができているのか疑問である。ただ、

ボランティアの依頼は市からあり、来ていただく予定である。 
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【委員】 

 以前の学校では、職場体験の受け入れ先が見つからず、困っていた。市外の職場に

まで受け入れを頼まなくてはならないときもあった。ただ、学校によっても違うだろ

う。教育委員会への確認が必要だ。 

 

【委員】 

 社会福祉施設では、職場体験の受け入れをしている。小学校、中学校から希望があ

るので受け入れており、高等学校からの実習生も受け入れている。 

 

【委員】 

 事業 No.28：平成 24 年度から平成 28 年度までに、保育料補助金、多子負担軽減補

助金の対象者が半分ほどに減少しているのはなぜか。 

 事業 No.29：東村山市の待機児童数の減少にむけた取組みと実績は評価できる。平

成 27 年度には待機児童数は 32 人にまで減った。しかし、平成 28 年度は 76 人に増え

ているということで、取組みについては評価できるが、より工夫が必要である。全国

的に見ても、出生率は低下しているのに、待機児童数が増えている。主な原因に、外

に出る女性が増えていることがあるが、そうした所管での分析を入れていただき、そ

れを踏まえた待機児童解消へのわかりやすいアプローチの提示を望む。 

事業 No.35：「セクシュアルハラスメント」の相談には進展が見られない。「苦情処

理」という名前では何を受け付けているのかわかりにくいので、もう少し柔らかく、

馴染みやすい名前に変更してほしい。 

 

【会長】 

 どのような名前が良いだろうか。むしろ女性相談のなかに、苦情相談も組み込んで

はどうか。 

 

【委員】 

 女性相談の際に、仕事先での被害、苦情なども総合的に話せるようにしてはどうか。 

 

【会長】 

 苦情相談については全く実績がない。一方で、女性相談は件数が多く、女性相談に、

苦情についての相談が含まれているのではないか。女性相談の相談累計のひとつとし

て統計をとってはどうか。 

 

【委員】 

 事業 No.37：『ふぃ～りんぐ』は男性への認知度が女性に比べて 3 分の 1 程度の 3.2%

である。男性の家庭参加は進んでいるが、もう少し男性に向けての具体的な周知方法、

夫婦や家族で参加しやすいような方策を考えるとよい。 

 事業 No.39：「起業につながる講座等の実施」に関しては、もう少し取り組んでいっ

てほしいが、起業には色々な困難が伴うものと考え、実施に向けて様子を見るという

形で良いのではないか。 

 事業 No.40～43：「女性のための就職支援事業」など、男女共同参画を推進するよう

な取り組みが進んでいる。「女性のための就職支援事業」において、インターンシップ

時の子供の預け先について等の相談には対応できるのか。 

 

【委員】 
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 事業 No.30：ファミリー・サポート・センター事業における、提供会員が少ない。

提供会員を増やすために、提供会員による体験談を外に発信したり、依頼会員が両方

会員になるような働きかけをしたりするとよい。 

 事業 No.31：放課後子ども教室は、恩岱小学校では月曜日から金曜日まで実施して

いるが、他の 3 校ではおそらく 1 週間に 1 日程度で、まだ道半ばのようである。ボラ

ンティアの確保が課題なのではないか。 

 

【会長】 

 シルバー人材センターと連携しているようだ。 

 

【委員】 

 HP を見ると、3 時間半程度子どもの見守りと補助をして、報償は 1000 円とある。 

 

【会長】 

 シルバー人材センターにしても、人材を集めるのが大変だときいた。 

 

【委員】 

 事業 No.35：該当の HP を見た。「男女共同参画に関する相談」や、「苦情等の申出」

といった名前での相談ページしかなく、「セクハラ」と言うワードが出てこないため、

セクシュアルハラスメントの相談ができるとは認識しづらいのではないか。また、市

の HP には、性的マイノリティの相談窓口を紹介するページがあるので、そのような

ところに、男女共同参画に関連する相談のリンクを貼るようにしてはどうか。 

 

【会長】 

 相談口にワン・ストップ・サービスでたどり着けることは大切である。 

 

【委員】 

 相談の入口と庁内での流し方を検討してほしい。 

 事業 No.37：家庭の中まで届くような情報発信が必要だ。例えば『ふぃ～りんぐ』

も予算の関係もあり、各家庭までには届けられていない。家庭の中の男性の目に留ま

るような工夫が必要である。また、先日開かれた男女共同参画推進フォーラムは機会

としては良いが、申込み人数が 50 名までであり、夫婦、家族が揃って参加するには、

人数の枠が限られていた。より多くの人が参加できるよう工夫も必要である。 

 事業 No.45：図書館の生活情報図書コーナーを拝見した際、ちょうど男女共同参画

推進コーナーも設置されていた。しかし、一般図書で関係するものがいくらか置いて

あったものの、市が作成した「男女共同参画基本計画」や「事業所実態調査結果」等

は、奥の市の資料室の目立たないところに置かれたままであった。男女共同参画に関

連するコーナーが設置されているときだけでも、市で作成した資料などを用いて PR

したほうがよい。 

 

【委員】 

全体として、業務委託、指定管理者制度、法令遵守しているか、就業規則等に関し 

ての、定期的な「労働条件調査」を検討する必要がある。 

 事業 No.53：特別養護老人ホーム待機者数について分析が必要である。 

 事業 No.54：多文化共生社会へと向かっていく中で、人材バンクの充実が大切であ

る。 
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 事業 No.62：乳がん検診は受診率が向上しているが、高濃度乳房は見落とされやす

いとされており、その周知が必要である。 

 事業 No.64：実績が上がっている。個々の生活の質の低下を防ぎ、社会保障負担を

抑えるため、健康寿命と平均寿命がなくなるようにする努力を継続していっていただ

きたい。 

 事業 No.72：日本は地震大国であり、実績を上げていってほしい。 

 

【委員】 

 事業 No.48：就労支援実績が漸減している。より一層の取り組みを願う。 

事業 No.49：実績の伸びなやみがあるように見受けられる。 

事業 No.50：ホームヘルパー提供申請者数が増えており、事業の進展が見られる。

継続を望む。 

事業 No.51，58：社会福祉施設も外国人を労働力として取り入れるようになってき

ており、日本語教室等の取り組みを続けてほしい。 

事業 No.63，68：図書館をより活用していっていただきたい。 

事業 No.71：子育て預かりサポート登録者が減少しているのはなぜか。 

事業 No.72：地域防災システムの構築は大切である。多くの社会福祉施設が「福祉

避難所の指定に関する協定書」を市と取り交わしているが、週 1 回開かれる「避難所

運営連絡会」から声が掛かないのはなぜか。 

 

【事務局】 

 学校の一時避難所の運営主体となる自治会、地域の人、行政の間で連絡会を開いて

いる。それ以外の施設はこの連絡会には含まれていないためである。 

 

【委員】 

防災システム構築のために今後、広域避難所での連絡会を超えた、より多くの人へ

の声掛けと巻き込みが必要である。例えば、地域によっては、福祉施設と自治会等が

防災時の応援協定を結んでおり、年に１度必ず皆で集まっている。年に１度防災の集

いを行う自治会もあり、社会福祉施設もそこに参加している。このような既存の組織

も活用していただきたい。 

 

【委員】 

 事業 No.80：女性相談は、今後も続けていってほしい。セクシャル・ハラスメント

の相談なども女性相談でできるのではないか。 

 事業 No.85：DV を受けた男性の相談率が低い。男性にとってもわかりやすい相談先

の提示を HP の活用等で実現していただきたい。 

 事業 No.90：要保護児童数の増加に対して、個別ケース検討会議の開催回数が減っ

ており疑問に思う。 

 

【委員】 

事業 No.76：パトロールが「暴力を容認しない地域の醸成を図るための啓発活動」

の一環であると、パトロールをしている PTA や地域の人々が認識しているのか、疑問

である。欠席者も多い。PTA のパンフレットの中に、地域パトロールの意義について

記載する、学校のセーフティ教室等の講演会、PTA 研修等で話をするなどの機会があ

るとよい。 
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【委員】 

 事業 No.87：権利擁護係の増員が、高齢者の虐待防止にどのような効果をもたらし

ているのか知りたい。また、地域見守り団体の活動が虐待件数の減少にどのようにつ

ながっていくか知りたい。 

 事業 No.90：要保護児童者数は、課題や支援方法の検討に役立てるため、男女別、

年齢別の集計が必要なのではないか。 

 

【委員】 

 事業 No.94：研修は十分行われているようだが、新入職員対象に、入庁半年後のフ

ォローアップ研修を行ってはどうか。 

 事業 No.102：実績がなく、市報には相談日しか載っていない。相談名をかみくだい

てわかりやすいものにしたほうがよい。また、男女共同参画についての記事と絡めて、

相談窓口の紹介を行えば、実績が上がるのではないだろうか。 

 事業 No.103：法令等については、事例や表とあわせて、『ふぃ～りんぐ』などに、

わかりやすく紹介するとよい。 

 事業 No.106：DV 被害者が相談することをためらうことがないよう、手続きの一元

化のため、密な連携を強化してほしい。 

 

【会長】 

 事業 No.96：審議会等の女性委員の割合について、女性委員数が全体の 4 割近くを

占めている自治体も少なくなく、国が目指す基準の 40~60%を目指してほしい。 

 事業 No.97：ジェンダー統計の「今後の見通し」について。性的マイノリティへの

配慮は必要であるが、人口比でいうと 7%程度であると言われている。それに対して男

女であれば、より大きい枠となる。男女共同参画の施策をする上で、男女別統計は基

本であり、政府の男女共同参画基本計画にも明記されている。そこで、この「今後の

見通し」を、「ジェンダー統計を基本として、その中で性的マイノリティに配慮してい

く」というように、直していただくようお願いする。 

 事業 No.98：行政相談の相談件数について。男女共同参画社会基本法により、男女

共同参画に関する苦情処理について、官対民の場合は、行政相談委員が、民対民の場

合は人権擁護委員が担当することになった。行政相談委員と人権擁護委員は男女共同

参画についてきちんと研修を受けているとうかがっている。そのような背景もあるの

で、男女別統計をお願いする。 

 事業 No.100：男女共同参画社会基本法には、基本理念として「男女の人権の尊重」

が謳われ、男女が個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取

扱いを受けないことなどが規定されている。これらを踏まえた相談業務であることを

念頭に置いて、書いていただきたい。また、男女別の統計もお願いする。 

 事業 No.101：市長が昨年加藤男女共同参画担当大臣と男女共同参画について対談し

た様子を『ふぃ~りんぐ』で特集しており、市長もこの問題に熱心に取り組んでおられ

ると聞いている。今後進展があればと思う。 

 事業 No.103：せめて審議会の委員には『ふぃ～りんぐ』を送っていただきたい。 

法令については、大事な法律ができるとき、取り扱いが変わるとき、例えば育休や

介護休業等が違ってくるときなど、市報にも載せると、市民に周知できるのではない

かと考える。この分野は制度改編がかなり速いため周知が必要だと思う。 

 各目標別担当委員の意見についてはこれで以上とし、つづいて、担当外の目標につ

いてご意見があれば、ご発言願いたい。 
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【委員】 

 事業 No.35,59,80,85,86,102：いろいろな相談業務について書かれている。相談の受

け入れ口を上手くまとめ、市民の方が窓口 1 本に行くと、適切な受け入れ口に振り分

けてもらえるよう、考えていただきたい。相談入口がどこであるかに関する周知も、

お願いしたい。 

 

【委員】 

 事業 No.101：「男女共同参画推進都市宣言」の実行を望む。「イクメイヤー・ケアメ

イヤー宣言」などで、市長の男女共同参画に対する意識の高さは見て取れる。 

【委員】 

 小さいころから、人権や男女共同参画等について学んでいれば、より考え方が身に

付きやすいだろう。 

 

【委員】 

 事業 No.72~73：防災分野の男女共同参画について、評価が下がっているが、実際に

は市長を中心に、女性の参画を含めた行動を、何か起しているのではないか。ただ、

やはり意思決定の最高レベルに女性がいてほしい。実際に被災地に行った際、女性が

非常困っていたという話を 1 番に聞いた。もう少し取り組んでいってほしい。 

 

【会長】 

 他の自治体では、避難所に必ず男女の責任者を置いているところもある。男性だけ

がトップであると、女性への配慮が完全には行き届かないため、もう少し考えていっ

てほしい。 

No.3：「デート DV 出張講座」で、どのような効果があったのか、書いていただきた

い。 

No.8：公民館で行った市民講座「聞く力をきたえる」で行った「男女混合のグルー

プによるロールプレイ」とはどのようなものか、詳細を知りたい。 

No.13：加藤勝信内閣府特命担当大臣と渡部市長の対談記事は評価できる。 

 各委員からの意見について、事務局の方で取り入れられるものを取り入れていって

いただきたい。 

 

３．その他 

 

【事務局】 

 資料 2 の、各課の男女共同参画進捗状況の分析結果について補足をする。 

視点 2：産休・育休・介護休暇について、まちづくり部など男性が多い部での大き

な伸びは評価できる。しかし、庁内全体でみると育児休業の男性の取得率は平成 28 年

度で 9.1%に留まっており、対象者 11 人中 1 名だけが育休をとったという結果である。

こうした育児休業などの取得者が増えるような取り組みが、第 3 次計画において必要

であると認識している。 

 視点 3：ワーク・ライフ・バランスについて、達成度は低いが平成 24 年度と比較す

ると伸びている。今年に入って渡部市長が行ったイクメイヤー・ケアメイヤー宣言や、

毎月最終金曜日に導入しているプレミアム・フライデーの効果が徐々にあらわれてき

たのだと考える。 

 視点 5：視点 2、3、5 は連動している。女性管理職の増加について、女性の現管理
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職のワーク・ライフ・バランスが改善されなければ、後を追い自分も管理職になろう

とする女性も増加していかないと考えられる。3 次計画でも引き続き庁内の男女共同

参画の進捗状況について、分析・調査を行いたい。 

 

【事務局】 

 各委員会の意見は、取り入れられるものを第 3 次計画の推進に取り入れていく。 

 次回の審議会は、3 月 23 日の金曜日に行い、議題は 29 年度事業の実績報告とする。 

   

 

【会長】 

以上で審議会を終了する。 

 

 

 

 


