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（参考様式３） 

会  議  録（要旨） 

 

会 議 の 名 称 平成３０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３０年７月２０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、大石貴浩委員、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、 

首藤和世男女共同参画推進係長、田村康予、若松摩吏奈 

●欠席者： 伊藤太一委員 

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．  議事 

（１）東村山市第 3 次男女共同参画基本計画進捗状況調査（平成 29 年度）結果

について（提言内容の検討） 

（２）提言書のとりまとめについて 

３．  その他 

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 

（１）東村山市第 3 次男女共同参画基本計画進捗状況調査（平成 29 年度）結果について 

（提言内容の検討） 

 

【事務局】 

 事前に郵送した「東村山市第３次男女共同参画基本計画進捗状況調査（平成 29 年度実績）結果」

について説明する。 

調査票１は、各所管による平成 29 年度事業実績についての自己評価である。 

委員の任期が終わる９月までに、市長へ提言書を提出するため、各委員の担当範囲を事務局で決

め、事前に依頼をした。担当範囲以外にも意見があれば、ぜひお聞かせ願いたい。 

また、公表する部分については、「★上記に関する実績」より上の部分としたい。 

 

【会長】 

 なぜその範囲だけ公表するのか。 
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【事務局】 

 詳細な数値まで公表することは考えていないが、委員の意見を聞きながら進めていきたい。 

  

【事務局】 

次に、調査２「庁内の男女共同参画」は、各所管の回答を部単位でとりまとめている。 

調査票３「各目標の指標達成状況」は、評価できる指標のあるもののみ回答している。 

以上、資料の説明である。 

 

【会長】 

 調査票１については、調査を実施する際、各所管へ数値実績の部分を公表するとはいっていない

のか。 

 

【事務局】 

 そうである。 

 

【会長】 

 では、各委員で「この数字は出した方がいいのではないか」と考えるものは意見を出していただ

き、別途それは公表するとの理解で良いか。 

 

【事務局】 

 そうである。 

 

【会長】 

 では、数値の公表範囲についても踏まえて委員から意見をいただきたい。 

では早速、調査１の目標Ⅰ「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進」から担当

委員の意見をお願いしたい。 

 

【委員】 

事業 No.1 引き続き積極的に取り組んでいただきたい。 

 

事業 No.2 平成 30 年度以降本格化していく予定とのことで、今後に期待したい。 

 

事業 No.3 達成ができていないとのことで、積極的な取り組みをしていただきたい。事業 No.2

と 3 は供給をする立場である事業者への取組である。需要側である事業 No.1 とのバランスを考え、

事業 No.2 と事業 No.3 にも力を入れて欲しい。 

総合評価方式とはなにか。 

 

【事務局】 

 総合評価方式とは、入札における落札者の決定において、価格その他の条件が地方公共団体にと

っても最も有利なものをもって申込みをしたものを落札者とする落札方式である。この中に技術評

価項目という表があり、その項目の中には「育児・介護休業の状況」がある。育児・介護休業制度

がある場合は 15 点満点中 0.5 点がつき、制度がなければ 0 点となる。 

 

【会長】 

 今後、この総合評価制度の項目を、例えば「えるぼし」等に拡大していくことについてまだ検討

が進んでいないとの理解でよろしいか。 

 

【事務局】 

 落札者の決定の際に、業務の質だけでなく、会社が男女共同参画やワーク・ライフ・バランスに

取り組んでいるかを加点して取り入れているのが総合評価方式であるが、現段階ではこの方式は大

きな工事等にのみ採用されており、今後採用対象が拡大していくなかで、ワーク・ライフ・バラン

スに特化した項目が設けられるかどうかが課題となっている。 
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【委員】 

事業 No.4 「おとう飯大使」を呼ぶなど、男性の家事参加のきっかけとなる取組を今後も継続

していってほしい。 

 

 事業 No.5 待機児童が 0 になるよう期待する。 

 

事業 No.6～9 評価がＡとなっており、引き続き積極的に取り組んでいただきたい。 

 

 事業 No.10 子育て預かりの多様化する利用者のニーズへの体制作りは人的、予算的、場所の確

保など難しいとは思うが、引き続き積極的に進めていってほしい。 

 

 事業 No.11 育児・介護休業制度の周知は良い取り組みである。今後も取り組んでいってほしい。 

 

 事業 No.12 担当所管の間で連携が必要なのではないか。評価は高く予算もかけており、今後も

積極的に取り組んでいただきたい。 

 

 事業 No.13 引き続き積極的に取り組んでいただきたい。 

 

【会長】 

 では、目標 I を担当する次の委員に意見を述べていただきたい。 

 

【委員】 

 事業 No.1～2 ワーク・ライフ・バランスに関しては、いまだ正しく意味を捉えられていない側

面があり、引続き啓発や情報提供が必要である。 

 

 事業 No.2 企業と人とを結び付けていってほしい。「ワークルール検定」を周知、活用していっ

てはどうか。 

 

 事業 No.3 総合評価方式による契約企業件数が少ない。他自治体の例から建設業との契約が多

いと思うが、建設業は男性職場が多いために、育児休業の取得例があまり出てこないのではないか。 

豊島区などでは既に実施がされている、ワーク・ライフ・バランス認定制度の導入を検討してい

ただきたい。 

 

 事業 No.4 「ワーキングマザーサロン@ころころの森」講座の男女比はどうなっているのか。男

性参加者を取り込む工夫が必要である。 

 

 事業 No.5 待機児童数は以前よりも増加しているようである。共働き世帯が増えていく中で、

より対策が必要である。 

 

 事業 No.6~10 多様な働き方に対応した事業を進めていただきたい。 

 

 事業 No.11 評価が A になるよう積極的に取組みを進めていただきたい。無料公開セミナーは介

護や育児が中心となると良い。 

 

事業 No.12 育児や、特に介護が今後ますます重要となっていく中で、取組を進めていただきた

い。ショートステイ事業は、3 市共同で行っている事業で実施の意義はあると思うが、利用者 0 の

理由が知りたい。 

 

 事業 No.65 都市宣言をしていただきたい。近隣の自治体と情報交換しながら進めてください。 

 

【会長】 

 数値の部分は非公開とのことだったが、ふぃーりんぐの発行部数等は公表して良いのではない

か。 
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【事務局】 

 問題ない。評価理由の中に数字を含めるようにすれば良いか。 

 

【会長】 

 ある数値に基づいて評価したというエヴィデンスが必要となるため、できるだけ出せるところは

「ふぃ～りんぐ」に限らず、他にも数値を出していただいた方がありがたい。経年変化を見ること

が大切である。 

では目標Ⅱ「あらゆる分野における女性の活躍の推進」に進みたい。 

 

 事業 No.14 就職面接会参加者による保育サービスの利用者数が 1 と大変少ないが、なぜか。ま

た、保育サービスを何回開催したかも明記いただきたい。 

 

 事業 No.15 女性のための就職支援事業への参加者は多く、引き続き取り組んでいただきたい。

参加者からは「思っていたよりも良かった」というような声も出ているようだが、広報チラシには、

昨年度受講者の声を載せてはどうか。 

 

 事業 No.16 「東村山市就職情報室」利用者向け保育サービスの利用者は 20 人と成果を上げて

いる。引き続き取り組んでいただきたい。 

 

 事業 No.17 「商工会創業塾」を活用した女性のための起業支援の達成状況が、産業振興課では

A だが、市民相談・交流課では D なのはなぜか。 

 

【事務局】 

 市民相談・交流課では、女性の視点から起業支援に取り組まなかったためである。来年は、女性

の就職支援のセミナー等で組み込むか、何かしていきたい。 

 

【会長】 

 女性に特化していないものの、産業振興課実施の創業塾の参加者は男性 14 名、女性 12 名と多い。

どう考えるか。 

 

【事務局】 

 産業振興課の事業に、女性の視点を加えるなどの連携を全く取らなかった反省も含め、評価を D

としている。 

 

【会長】 

 創業塾受講者のうち 3 名が起業しており、その内女性が 2 名と女性の方が多く、事実は先行して

いるように思われる。今後の連携を期待する。 

 

 事業 No.19 単体でのダイバーシティ、ポジティブアクションに関する事業者への啓発は難しい

ので、起業塾等など色々なところに組み込むなど、工夫して啓発ができると良い。 

 

 事業 No.20 女性団体連絡会には、会へ出席の際、市の行政の仕組み（行政設備など）を説明し

てはどうか。また、女性団体にイベントの広報協力の要請はしているか。 

 

【事務局】 

直接的にはしていない。 

 

【会長】 

 できる範囲で巻き込んでいければよい。 

 

 事業 No.21 市の問題を対象とした事業である。女性管理職の割合は横ばいとのことで、粛々と

進めていっていただきたい。ハラスメント防止研修なども引き続きお願いしたい。気になっている
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のは、男性の育児休暇取得者である。0 人はどうなのか。いささか悲しい。男女共同参画推進白書

で見たが、男性の育児休業取得率は、国家公務員で 8.2％、地方公務員で 3.6％である。がんばっ

ていただきたい。 

 

 事業 No.22 審議会等の男女比率については、3 次計画初年度ではあるものの、比率の経年変化

がないと判断ができない。また、いずれにしても女性委員の比率は低い。防災関係の会議などは女

性の比率が問題となっており、男女比率を教えていただきたい。 

 

 では次に目標Ⅲ「安全・安心な暮らしの実現」について意見をお願いしたい。 

 

【委員】 

目標Ⅲについて、いかに男女の視点が関わっているのか考えながら意見をまとめた。 

 

 事業 No.24 健診受診者が伸び悩んでいる状況とのことで、受診者を UP させていっていただき

たい。 

 

 事業 No.25 引き続き取り組んでいただきたい。 

 

 事業 No26 スポーツ医事相談を除き、運動会、栄養・健康相談、各種講座では女性参加者に比

べると、男性参加者が少ない。広報などによる活用促進が必要である。 

 

 事業 No.27 母子健康手帳は電子化が進んでいるが、電子化について要望が出ていないか。また、

母子手帳にかかわらず、父親にも情報が共有されるシステムがあると父親の参画につながるのでは

ないか。 

 

 事業 No.28 ハローベビークラスは、平日よりも土曜日の方が人気である。土曜日の開催日数を

増やしてはどうか。また、育休の重要性というところでは、里帰り出産よりも、出産時に父が参加

することがその後の父子の関係につながっていくと言われているため、父親が参加できる仕組みづ

くりをリードしていってほしい。 

 

 事業 No.29 母子世帯への貸付で、催促・督促の対象者が多くいるが、給付型にしていった方が

良いのではないか。 

 

 事業 No.30 児童扶養手当を引き続き行っていただきたい。 

 

 事業 No.31 引き続き取り組んでいただきたい。 

 

 事業 No.32 ホームヘルパーの制度が使えないようなシステムにはなっていないか。申請者数に

対しての利用者数が知りたい。 

 

 事業 No.33 引き続き取り組んでいただきたい。 

 

 事業 No.35 評価が B から A になるよう取組んでいってほしい。 

 

 事業 No.36 市内で外国籍の子どもが増えているように見受けられる。昼間に外国籍の子どもが

街中にいるのを見かける。彼らは、学校はどうしているのかと気になっている。アウトリーチとし

ての支援をお願いしたい。 

 

 事業 No.37 外国語の防災に関するパンフレットを外国籍市民の手に届くようにしていただき

たい。 

 

 事業 No.38 LGBT の現状とあるが、最近ではより包括的な意味を持つ SOGI という言葉が使わ

れている。 
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事業 No.39～44 さまざまな相談があるが、健康相談については相談できるところが見つけられ

なかった。子ども相談もあるとのことだが、包括的に相談窓口について取り組んでいっていただき

たい。 

 

 事業 No.40 達成状況が B から A となるよう、取組みを進めていただきたい。 

 

 事業 No.41 相談体制は強化されていると思われる。さらなる当事者目線の支援をお願いした

い。 

 

 事業 No.42 引き続き取り組んでいただきたい。 

 

 事業 No.43 引き続き取り組んでいただきたい。 

 

 事業 No.44 女性相談の稼働率は 58.6%で、高い方だと思われる。相談したい人が相談したいと

きに対応できるようにしていただきたい。 

 

 事業 No. 45 どの点で評価が B となっているのか。A になるよう取組みをしていただきたい。

もし、DV 等防止啓発カードの公共施設トイレへの設置がされていたと思うが、もしまだであれば、

置いていただきたい。 

 

 事業 No.46 「ふぃ～りんぐ」の発行部数は世帯数に対して少ない。HP にバックナンバーを掲

載する等の取組みが欠かせない。 

 

 事業 No.47 「デート DV 出張講座」開催の時期は、気温等を鑑みて適切な時期に開催できると

良い。また、デート DV 防止啓発の中に、AV 出演や JK ビジネスに関する啓発も一括して入れて

いただきたい。明法高等学校は来年度から共学になることもあり、ぜひ講座の実施を勧めていただ

きたい。 

 

 事業 No.48 DV 被害者支援を上手くつないでいくようなシステムを機能させてほしい。補助金

等の面でも支援していただきたい。 

 

 事業 No.49 避難所運営連絡会の女性会員の割合が少ない。評価が B なので、もっと進めていた

だきたい。自主防災組織の男女比がわからないが、2032 年までに女性比率 30％を目指していると

のことなので、女性比率 UP をお願いしたい。 

 

【会長】 

 では、次の委員に意見を述べていただきたい。 

 

【委員】 

 ５点に集約して意見を述べたい。 

 

 事業 No.32 今年３月女性団体連絡会でフォーラムを開いた際、講師の方が、2017 年 8 月 3 日

に起きたシングルマザーによる空堀川乳児置き去り事件について言及した。市や子育て団体等でこ

うならないように何かしらの支援ができなかったのか、責任があるのではないかと話していた。シ

ングルマザーを取り巻く状況は厳しい。東村山市にはホームヘルプサービスやファミリーサポート

センターなどでの支援があるものの、他市では、病児保育、受診のつきそい、病児送迎サービス、

精神的疾患等の母親への支援等が行われており、当市でもよりきめ細かいサービスが必要である。 

 

 事業 No.34 昭島市では、介護事業団体と地域福祉ネットワーク協定を結び、情報が混乱しがち

な災害時に、ネットワーク加盟の約 120 事業者と市が、介護サービスを利用している要介護高齢者

の安否情報を共有することを取り決めた。東村山市でも、高齢者だけでなく、外国人、女性、子供、

病気疾患のある災害弱者に対して、同様の取組みができるのではないか。 
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 事業 No.38 国立市では、平成 30 年 4 月に「女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条

例」が施行され、同年 5 月に「すべての人の平等を目指す拠点施設：男女平等参画ステーション」

を開設した。また、お茶の水大学ではトランスジェンダーの学生の受入れ方針を発表した。また、

さいたま市では、LGBT 公認制度の導入が始まった。この制度は渋谷区での創設後、全国に広がっ

ている。これらの 3 点を踏まえ、東村山市でも男女共同参画都市宣言を目指す市の姿勢を見せ、拠

点となる交流室の有効な活用を検討いただきたい。また、2020 年東京オリンピック開催を契機に

「性の多様性を包摂する社会」として、SOGI、LGBT の方への対応や支援のガイドライン、相談

窓口や誰でも使えるトイレ等検討していくことをお願いしたい。 

 

 事業 No.48 ワンストップサービスがどうなっているのかが気になった。福岡県久留米市の庁内

相談ネットワーク会議では、2015 年には、庁内に外部の関係機関・団体が入っている。東村山市

では外部が入っていないのが気になる。また、久留米市では日頃の連携に役立つように関係機関の

業務内容、開設時間、利用の仕方等を盛り込んだ「ネットワークシート」を連携のベースとして活

用し、情報の共有化を行っている。東村山市でもさらに踏み込んだ支援ができるのではないか。 

 

 事業 No.49 「女性の意見を取り入れた」防災対策とあるが、具体的にはどんな意見なのか。ま

た、避難所運営連絡会等の各委員の女性割合が 35%であるが、今後同数である 50%を目指してい

くためにも、平成 30 年度 3 月に行う講座の実施等、今後の活躍に期待したい。事前に女性の視点

での避難所情報を収集し、東村山市で災害が起きた時のシュミレーションが具体的にできるとイメ

ージしやすいのではないか。 

 

【会長】 

 No.36 女性についての記載がない。国連に行くと移民の女性や先住民の女性などは特記されてお

り、女性であるばかりでなく、移民や先住民ということで、差別を受けやすく、夫からの暴力を受

けやすい存在であるということが強調されている。東村山市では、外国籍市民にきちっとした対応

をすると表明しているため、外国人の女性について、どのような声があって、それに対してどのよ

うに対応するのかという視点を基に書いていただけると良い。 

 

No.49 内閣府の「男女共同参画の視点からの防災･復興の取り組み指針では「避難所の運営管理

者には、男女両方を配置すること」とある。そうしなければ女性の視点が落ちてしまいやすいため。

35%では低い。特に避難所の運営責任者については男性女性両方にしていただきたい。 

 

【委員】 

 防災について２つある。１つは外国人が一番弱者である。日本語に不自由していると、どこに逃

げればいいのか、どこに何の案内があるのかわからないし、通じない。もう１つは女性である。い

まだに体育館で雑魚寝の報道が流れている。男性が横に寝ているだけでも気にかかり、着替えも大

変である。災害大国である日本で、この状況が改善されていないのは、運営者の上位に女性が少な

いからである。 

 

では次に、目標Ⅳ「人権の尊重と男女平等意識の形成」について委員から意見をいただきたい。 

 

【委員】 

 まず、全体を俯瞰するような目標ⅠからＶまでの記号であらわされた評価の表があると良い。提

言書か何かにつけていただければと思う。 

 

 事業 No.50 特に「ハンセン病」に関わる学習は当市の特徴であり、人権尊重の視点から大切で

評価ができ、今後も積極的に取り組んでいただきたい。 

 

 事業 No.51 職場訪問・職場体験等のキャリア進路指導をする際、男女共同参画視点に立った事

前指導、講話等の教育をお願いしたい。子どもの頃から男女共同参画について教わらないと、大人

になってそれなりの地位についている人でも問題発言をしているため。 
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 事業 No.52 引き続き取り組んでいただきたい。  

 

 事業 No.53 「きょういく東村山」にデート DV 出張講座の報告を載せたことは評価できる。ま

た、「青少年だより」は全戸に配ってよいものだと思うが、実現できないものか。 

 

 事業 No.54 保健体育の未履修事故に対し教育課程上適性な措置を講じ、指導の徹底を図ったの

は当然とはいえ良かった。性の有害情報などセーフティ教室を通しての指導や「家庭教育の手引書」

を活用しての性モラルの教育は、この種の啓発としては最適な取り組みだと考える。なお、コンビ

ニでも成人雑誌の取り扱いがかなり減少しているなど、変化が見られる。「家庭の手引書」は、毎

年更新がされているはずであり、委員に１冊ずつ配っていただくことを要望する。 

 

 事業 No.56 なぜオリンピック・パラリンピックに向けての啓発ができなかったのか、理由を知

りたかった。もう少し詳しく書いていただきたい。 

 

 事業 No.58 「交流室だより」が廃刊になり、市 HP を中心とした媒体からの発信にするとのこ

とで、より発信力のあるものにしてほしい。 

 

事業 No.59 公民館と連携を図りながら、男女共同参画の意識啓発を図っていくことは大事だと

考える。公民館には場所と設備がある。また公民館の職員やそのスタッフと話し合う事により、新

たなアイデアも生まれる。 

 

事業 No.61 今、地域が崩壊しているといわれており、自治会の加入者の減少、高齢化が進んで

いる。しかし地域で助け合っていかなければならない。そのため、何かしらしていく必要がある。

高齢化と災害大国の中で地域社会を守っていくために、よりよい評価となるよう積極的に事業に取

り組んでいただきたい。 

 

 事業 No.65 男女共同参画の都市宣言を早急に実現していただきたい。市内にも 60 ヶ国ほどの

外国籍市民が生活しており、自然災害の頻度も増加しているなかで、交流室の重要度は増している。

現在の交流室では狭く設備が充実していないなど、女性団体等が使用するうえでも不備があり、男

女共同センターの設置とそれに相応しい設備を整えていただきたい。 

  

【会長】 

 では次の委員に意見をお願いしたい。 

 

【委員】 

 意識の形成や尊重は継続する中で、数年かけてやっていくものだと思う。 

事業 No.50 まず教職員の人権教育は大切なものである。毎年実施するものだと思うが、形だけ

になっていかないようにしてほしい。達成できているとの評価は心強い。 

 

 事業 No.51 いのちの教育、子どもに対する育成も、数年をかけてやっていくものだと考える。

継続して取り組んでいただきたい。 

 

 事業 No.52～53 継続して取り組んでいただきたい。 

 

事業 No.54 「家庭教育の手引書」は包括された内容があり、先生や子どもたちに加え、家族へ

の発信という意味でも、活用できるのではないか。 

 

 事業 No.55 こうした場所で養われる住民力が、何か次の一歩につながるのではないか。 

 

 事業 No.60 地域住民の助け合いながらやっていく力が、男女共同等につながっていくと思うの

で、さらに一歩進んだ取組を望む。 

 

 事業 No.60～62 住民力向上のため、引き続き取り組んでいただきたい。 
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事業 No.62「イクメイヤー・ケアメイヤー宣言」は影響力があると考えられ、評価できる。 

 

【会長】 

 今年の男女共同参画社会づくりに向けての全国会議では、女性とスポーツを軸に開催された。女

性が若いころに無理なスポーツをすると、生涯にわたって健康を害する恐れがあることは、あまり

知られていないと思われる。平成 30 年版男女共同参画白書に特集されている。スポーツ女子等に

対しての啓発をご検討いただければありがたい。 

では、目標 V「推進体制の整備・充実」について、次の委員に意見願いたい。 

 

【委員】 

 事業 No.63 C 評価となっている。ジェンダー統計を何に反映するのか決められていないので、

明らかにする必要がある。男でも女でもないと感じている人が少なからずいる中で、「男女等」の

項目をアンケートに入れるのは可能か。自由記述欄にすると、書きづらいと思う。その上で、男女

別統計結果を講座のテーマ設定などに活かしていただきたい。 

 

 事業 No.64 どの媒体を試せば認知度がアップするのか、検討をしていただきたい。 

 

 事業 No.38 人権啓発研修受講者が 272 名いるのは素晴らしいが、その男女比を知りたい。 

 

 事業 No.66 情報提供、資料の有効活用の方法や、どの媒体を使って提供・活用を行うかなどの

検討をさらに進めていただきたい。また、共働き世帯が多い中で、お父さんと楽しむおはなし会参

加人数が 62 人は評価できる。さらなる取り組みを願う。以上である。 

 

【会長】 

 では次の委員に意見願う。 

 

【委員】 

 事業 No.63 分析から判断すると、現状の達成レベルは課レベルであり市レベルに達していないとい

うことですね。今後の進め方の記述に「ジェンダー統計の必要性を通知する」とあるが、この必要性が

明確になっていないことが原因ではないのでしょうか？私としてもその必要性を考えてみましたが、１

つには「性的マイノリティの方への配慮」があり、２つには「市のジェンダーに対する取組み姿勢の PR」

があるとは思いますが、それ以上に何があるのか？ いずれにせよ、市の取り組みとして PR していく

ためには、課レベルの達成レベルでは不十分であり、少なくとも市レベルとする必要がある。また、内

容面でも検討する必要があり、一番取組みやすいアンケート等を手始めとするにしても、これを内容的

にどのように拡大していくのかについても今後の課題として取り組む必要があると思います。 

 

 事業 No.64 本事業の範囲は、国や都、他市町村や関係機関との連携強化、市役所管理下の関係機関

との連携強化、NPO 法人やその他市民団体等との連携強化の分野とともに、これら活動を通じ必要な情

報収集や情報発信していく分野があると考えます。現状の分析では、情報発信、就中メールマガジン、

についてしか記述されていません。連携強化の取組事項等も含め広く分析し記述して頂ければ、市（皆

さん）が真摯に取り組み、努力されていることを正しく表現できるのではと考えます。 

 

 事業 No.65 交流室を拠点とした活動は、積極的に推進されていると考えており、継続した取り組み

をお願いします。一方、事業内容の書き出しに「男女共同参画都市宣言を目指し、・・・」とあり、都

市宣言は遠い将来の目標であり近々に実現する目標ととらえてないようにに読めることと、交流室を拠

点とした活動を拡大したとしてもその延長線上に宣言都市の実現があるわけではないことが気にかか

ります。２つは全く別物であると思います。宣言都市の実現を目標とするなら、まずは、その最終決定

権者は誰（市長 or 市議会）か？その最終決定を得るための現状の問題点（障害）は何か？その問題点

（障害）をクリアするために何をなさねばならないか？そういうアプローチをとらなければ、都市宣言

の実現はあり得ないと考えます。男女共同参画都市宣言に関する国の経過を顧みると、平成 25 年度で

事業は終了しているが、内閣府の男女共同参画局が全国から宣言都市を募る事業を立ち上げたことがあ

る。その際、全国の市町村の約 1割、東京では約 2割の市町村が都市宣言を実施している。東村山市に
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は何か宣言できないハードルがあるのか、手続き上の問題であるのか、分析をして頂きたい。都市宣言

の実現はそれほど難しいことではないのではないかと感じている。是非実現に向けたアプローチをお願

いします。 

 

 事業 No.66 図書館のおける関連書籍の充実と活用は、男女共同参画事業に限らず、図書館としての

重要な機能であり、継続して取り組んでいただきたい。就中、男女共同参画に関連した図書の収集と、

29 年度に実施して頂いた男女共同参画週間における関連図書の特設コーナーの設置を引き続き宜しく

お願いします。 

 

【会長】 

事業 No.63 国連は 2030 年までにジェンダー平等を達成すると世界各国に呼びかけている。ジ

ェンダー統計がなければ、ジェンダー平等が達成されたかわからないため、国連に習い、日本政府

でも、できるだけ全ての点で男女を見ようと男女別統計をとっている。男女別統計には効果がある。

例えば、東日本大震災調査した際には集まった調査票を男女別に分けてみたところ、男性はラジオ

で津波が来ることをきいた際、1人で逃げるが、女性は「津波が来るのよ」と人々に呼びかけなが

ら一緒に逃げる傾向がある、など色々と違いがあった。性的マイノリティについては触らずに、男

性女性と分かれていると認識している人たちの行動様式を見ても、この例のように違いが出る。行

政が調査するとき、男女別統計は大前提である。行政は統計を基に、市民のニーズに対応して行う

必要がある。高齢者や障害者など、皆男女別プラス何かになるものだが、性的マイノリティには男

性・女性の部分であいまいさが出る。しかし、それは統計上正確にはわからないものの 10％未満

といわれている。行政としても 90％以上の住民は男性女性と別れているのだから、それは踏まえ

る必要がある。 

 

 では調査票 2に移りたい。意見はあるか。 

なければ最後に、調査票 3に移りたい。 

 

【委員】 

 調査票 3は、各目標の指標達成進捗状況が、年度を追うごとにわかり、大変よい。期待している。 

 

【会長】 

 それでは調査票 1～3、 委員からの意見をもとに提言書を作成する。 

 

（２）提言書のとりまとめについて 

【事務局】 

委員の任期である９月 30日までに提言書を作成しなければならないことから、委員からいただ

いた意見をもとに事務局で提言書を作成したい。提言書案としては、名取会長、村上副会長にご一

任いただき、提言書の取りまとめの了承をいただきたいと考えている。なお、提言書取りまとめが

終わったら、各委員に郵送したい。 

また、提言書は、名取会長から渡部市長へ「手交式」において、手渡していただくよう考えてい

る。 

 

【会長】 

 事務局による提言案作成後、委員に自身の発言部分の内容を確認していただく必要があるかと考

える。 

 

【事務局】 

 本日いただいたご意見を踏まえて案としてまとめたものを、一度委員に見ていただき、そこから

訂正したものを、正副会長にお渡しする。 

 

【会長】 

 そのあとは、全部私たちに任せていただき、そうしていただけると、委員からの正確な意見が提
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言に反映できると考える。 

 

【委員】 

 提言書案は郵送で委員に送られるのか。 

 

【事務局】 

 分量が多く、郵送がよいと考えるが、どうか。 

 

【会長】 

 各委員の担当箇所のみ分けて、それぞれの委員に送るのはどうか。事実かどうかのチェックがで

きればよい。 

 

【事務局】 

 では、担当いただいたところのみ、それぞれ郵送または電子メールで送りたい。 

 

【会長】 

 夏休み期間中ではあるが、目を通していただき、短時間で各委員チェックいただきたい。 

 手交式について何かあるか。 

 

【事務局】 

 9月 26日（水）午前 11時から手交式を行う。委員の皆様も時間がとれればご出席いただきたい。

その際は、本庁舎 3階の市長公室前、または、本庁舎一階の当課まで来ていただければと思う。 

 

【会長】 

 以上で審議会を終了する。 

 

 

 


