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本審議会は、東村山市第３次男女共同参画基本計画進捗状況調査結果（平成 29年度実

績）について、別紙のとおり提言する。 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

（別紙） 

 

 

 

１．はじめに 

 

東村山市長は、東村山市男女共同参画条例第８条１項に基づき、毎年、男女共同参画基

本計画の実施状況について年次報告を作成し、公表することとされている。本審議会は、

上記条例第８条第２項に規定する、上記実施状況についての意見を、毎年、市長に提言し

ている。 

今年は、平成 29年度からスタートした「東村山市第３次男女共同参画基本計画」（以降、

「第３次基本計画」という。）の評価を行う最初の年であり、男女共同参画基本計画進捗

状況調査結果（平成 29年度）について検証を行った。 

同調査結果は、第３次基本計画の対象となる 66 事業と庁内各所管における男女共同参

画の進捗状況との２つの分野にまとめられており、それに対して本審議会は、専門的・市

民的見地をもった第三者的視点から真摯に調査結果と向き合い意見を述べている。 

本審議会として、東村山市がこれらの提言を真摯に受け止め、第３次基本計画を進める

にあたり、確実に反映させていくことを願うものである。 

また、事業の進捗状況調査だけでなく、庁内各所管の男女共同参画の進捗状況を点検

評価することは東村山市の特徴であり、これによって東村山市自らが男女共同参画社会

の実現を推進している点を高く評価する。事業における取組みと庁内における取組みと

が車の両輪となって、全市にわたり男女共同参画社会が実現することを期待するもので

ある。 

 

２．第３次男女共同参画基本計画（平成 29年度実績）について 

（１）各事業における男女共同参画の進捗状況について  

本審議会では関係所管からの報告をもとに、目標ごとに検証し評価した。その主な

ものを以下の通り記載する。 

 

 



   

 

目標Ⅰ ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進 

事業 NO.１、２ ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の意識啓発等とし

て、ワーク・ライフ・バランスに関しては、いまだに正しく理解されていない側面が

あり、男女が共に能力を発揮できる環境づくりに向け、市民と事業者双方に対して的

確な意識啓発及び情報提供が重要である。 

事業 NO.３ 入札における総合評価方式にワーク・ライフ・バランスに係る加点方

式の実現を目指してほしい。  

事業 NO.４ 男性の家庭参加の契機となる取組みを今後も継続してほしい。 

事業 NO.５ 待機児童が以前より微減しているようであるが、ゼロを目指してほし

い。 

事業 NO.６～９ 各種の子育て支援策については、評価がＡであり、引き続き取り

組んでほしい。 

事業 NO.10 子育て預かりサポート事業については、引き続き取り組んでほしい。 

事業 NO.11 育児・介護休業制度等の普及啓発については、積極的に取り組んでほし

い。 

事業 NO.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につい

ては、育児及び介護の関係所管が連携しさらに取組みを進めることを期待する。 

事業 NO.13 妊産婦保健指導の充実には引き続き積極的に取り組んでほしい。 

目標Ⅱ あらゆる分野における女性の活躍の推進 

事業 NO.14～16 女性の就労支援はＡ評価と高く、好評なので、引き続き取り組んで

ほしい。 

事業 NO.17 「商工会創業塾」はＤ評価であるが、受講者から女性の起業者が出てい

る点は評価できる。女性の視点を重視して、事業が展開されることを期待する。 

事業 NO.21 特定事業主としての市の行動計画の実施状況であるが、女性管理職の割

合が横ばいである。また、男性職員の育児休暇取得率はゼロと地方公務員の取得率 3.6％

（男女共同参画白書「平成 30年度版」）と比べて低調である。目標値に到達するよう取

組みを強化されたい。 



   

 

事業 NO.22  審議会等における男女比率の適正化について、経年変化を資料として

付けてほしい。また、例えば防災会議の女性比率 15.2％というのは低すぎる。増加に

向けて積極的に努力してほしい。 

事業 NO.23 東村山市男女共同参画推進庁内会議の開催について、会長が市長、全部

長が委員と格上げされた。これを契機として、市の男女共同参画行政が加速されること

を期待する。 

目標Ⅲ 安全・安心な暮らしの実現 

事業 NO.24 各種健診等の実施については、受診者の増加を実現してほしい。 

事業 NO.25、26 健康・医療等の相談、スポーツを通じた健康増進については、引き

続き実施してほしい。 

事業 NO.27 「ゆりかご・ひがしむらやま事業」の推進については、母子健康手帳の

電子化、父親手帳など、さらに検討を進めてほしい。 

事業 NO.28 母親学級・両親学級・乳幼児学級の実施については、身体の健康づくり

の推進として、栄養・健康相談・子育て等の各種講座を実施していることは評価するも

のであるが、参加者の男女比について、女性(母親)の参加に偏りがちなところが見られ

る。男性(父親)の参加率向上につながるよう事業の見直しを図られたい。 

ハローベビークラスは、平日より土曜日の利用者数が多いので、土曜日の開催日数

を増やすことを検討していただきたい。 

事業 NO.29～32 ひとり親家庭への支援策にはＡ評価が付けられている。他市の例も

参考にしつつ、さらに充実していただきたい。 

事業 NO.33～38 様々な困難を抱える市民への支援について、他市の例も参考にしな

がら、引き続き充実してほしい。特に、災害時には女性と外国人が一番の弱者となり得

ることから、外国籍市民へ外国語のパンフレットを配布していただきたい。また、外国

人女性は、２重に弱い立場であることが多いので、特に配慮する必要がある。 

事業 NO.39～44 専門性のある相談体制の整備について、引き続き充実してほしい。 

事業 NO.45～46 ハラスメント及びＤＶ防止の啓発について、さらに取り組んでほし

い。 

事業 NO.47 デートＤＶ出張講座が、年々拡大している点を評価する。今後はＪＫビ



   

 

ジネスに関する啓発も行ってほしい。 

事業 NO.48 ＤＶ被害者支援としては、ワンストップサービスの構築とともに補助金

等の支援などさらに踏み込んだ支援を検討していただきたい。 

事業 NO.49 防災の避難所運営責任者には、国の方針を踏まえて、男性と女性とを配

置してほしい。また、災害時に介護サービスを利用している高齢者等の安否情報を関係

機関が共有する他市の例など参考にされることを期待する。 

目標Ⅳ 人権の尊重と男女平等意識の形成 

事業 NO.50 「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

も大切で評価できる。 

事業 NO.51 男女共同参画について、子どものころから学ぶことが大切であり、キャ

リアの進路指導をする際には、女性もリーダーになれるというメッセージを与えてほ

しい。 

事業 NO.52 「市民のつどい」を今後も継続してほしい。 

事業 NO.53 「きょういく東村山」にデートＤＶ出張講座の報告を掲載したことを評

価する。 

事業 NO.54 性の有害情報などセーフティ教室の指導や男女が互いに尊重しあう性モ

ラルの指導書として「家庭教育の手引き書」の活用は評価できる。 

事業 NO.59 男女共同参画をテーマとする講演会・講座の実施を評価する。昨年の

「惑う～After the Rain」上映会は、人権を重視する本市の特徴がよく表れた意欲的な

イベントだった。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ることが大

事である。 

事業 NO.61 地域住民が助け合い生活する力(住民力)が地域社会の男女共同参画の推

進につながるものであり、ＰＴＡ活動や地域イベント等への男性の参加及び女性自治会

長の増加を目指して取り組んでいただきたい。 

事業 NO.62 「市長のイクメイヤー・ケアメイアー宣言」は、影響力があると考えら

れ、評価する。 

 

 



   

 

目標Ⅴ 推進体制の整備・充実 

事業 NO.63 ジェンダー統計の活用は、平成 27年に閣議決定された国の第４次男女

共同参画基本計画において「地方公共団体における関連施策の推進に資するよう、各

種の統計情報について、可能な限り男女別データを把握するよう要請する」とある。

これを根拠の一つとして策定された第３次基本計画において、標記事業の事業進捗状

況は「Ｃ」である。今後の実施を期待する。 

事業 No.64 本事業は、連携強化（国や都、区市町村や関係機関、市役所管理下の関

係機関、NPO法人やその他市民団体等）とともに、これら活動を通じ必要な情報収集や

情報発信を行うこととなっている。現状の分析では、情報発信、就中メールマガジンに

ついて記述されているが、どの媒体を試せば認知度が上がるか検討してほしい。今回 

記載のなかった連携強化の取組事項等について、広く分析し記述されることを期待する。 

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

続した取組みを期待する。 

事業 No.66 図書館に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、活動を評価すると共に、継続して取り組んでいた

だきたい。特に、男女共同参画に関連した図書の収集と、平成 29年度に実施した男女

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実施してほしい。お

父さんと楽しむおはなし会は参加者も多く評価できる。さらなる取組みをお願いした

い。 

 

最後に、都市宣言実現については東京都の約２割の自治体が都市宣言を実施してお

り、当市においても都市宣言実現へのアプローチを強く要望する。 

 

（２）庁内における男女共同参画の進捗状況について 

女性活躍推進法(平成 28年４月施行)を受け、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）が策定・公表されている。

この計画に基づき、女性管理職の登用、職員のワーク・ライフ・バランスの促進等を

引き続き推進されたい。 



   

 

調査２の結果から、特に視点３のワーク・ライフ・バランスについては、前年度と

比較して数値の上でわずかに改善が見られる。一方で、視点４の意識形成についての

み達成度が微減していた。視点５女性の管理職を増やす努力なしには、特定事業主行

動計画の目標達成はおぼつかない。さらなる取組みを求める。 

 

３．おわりに 

本提言を真摯に受け止め、平成 29年４月に策定された東村山市第３次男女共同参画

基本計画の６つの基本理念を軸とした“一人ひとりが生き生きと輝ける社会「東村山あ

ったかネットワーク」”を目指し、今後も引き続き各事業に取組み、男女共同参画の推

進に努められることを期待する。 
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