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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３回（第６期）男女共同参画推進審議会 

開 催 日 時 平成３０年３月２３日（金）午前１０時００分～１１時１０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、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、 

田村康予、井上聰、若松摩吏奈 

●欠席者：  田口淳委員 

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．報告 

  ①平成２９年度事業の実績報告 

②平成３０年度事業報告（予定） 

３．その他 

   平成３０年度審議会日程決め 

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平成２９年度事業の実績報告について 

 

【事務局】 

 資料 1 は、平成２９年度男女共同参画推進事業の実績一覧である。 

  

「男女共同参画推進フォーラム」は、今年度から内閣府の男女共同参画週間に合わ

せ、6 月 25 日（日）に開催した。募集 50 名で、参加者 50 名となった。 

フォーラムは、映画「惑う After the Rain」の上映と、脚本家と渡部市長によるト

ークセッションとの２本立てで開催した。終了後アンケートでは、「自身の人生や家族

について見つめなおす機会となった」との声が多く寄せられた。フォーラム実施報告
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を「ふぃ～りんぐ Vol.37」に掲載した。 

 

「ワーキングマザーサロン＠ころころの森」は、子育て総合支援センター「ころこ

ろの森」で実施した。募集 10 名で、参加者 6 名となった。 

「母となって働く」をテーマにワークショップを行い、子育てに追われて後回しに

なりがちな自身の生き方や働き方、パートナーシップ等について、参加者同士や講師

と語り合い好評を得た。生後６か月未満の子どもも講座に一緒に参加でき、おむつ替

えや授乳もできるようにした。後日、講座の様子を市の公式 Facebook 及び交流室便

りに掲載した。 

 

交流室フェスタは、男女共同参画・多文化共生等の情報発信、交流室の PR を目的

としている。効果的な集客のため市民産業まつりと同日開催した。「クイズに答えてヨ

ーヨー釣り」、講座「シニア世代の賢いマネーライフ」、DV 防止啓発・LGBT 啓発パ

ネル展示及び、関連図書展示、LGBT 啓発 DVD の上映、女性の悩み相談を実施した。

一昨年好評であった「ヨーヨー釣り」を「クイズに答えてヨーヨー釣り」に発展させ

た。具体的には、展示パネルからクイズ問題を作成し、来場者を交流室内の啓発展示

コーナーへ誘導した。その結果ファミリー世代を中心に、啓発展示見学者数が、昨年

度の 40 名から 348 名と大幅に増加した。 

交流室フェスタでは、多文化共生係や消費生活センターもパネル展示等を実施した。 

 

「デート DV 出張講座」は、実施を希望する市内高校に向けて、平成 28 年度にスタ

ートした。若い恋人同士における暴力（デート DV）が問題になっている現状を踏まえ、

デート DV の未然防止・早期発見のため、学校教育の場において理解と認識を深める

ことを目的としている。講座では身体的暴力だけでなく、性暴力、経済的暴力、精神

的暴力、デジタル暴力もすべて DV であり身近な問題であること、相手を尊重するコ

ミュニケーションの大切さ等を伝えた。また自分や友達が被害に遭ったときの対応や

相談機関に関する情報提供も行った。今年度は、昨年度実施した 2 校に 1 校を加えた

3 校で 1 年生を対象に実施した。 

 

男女共同参画推進啓発誌「ふぃ～りんぐ」は、公募による市民推進委員との共同企

画・編集で 2 回発行した。毎号 6,000 部を幼稚園・保育園の保護者を中心に、医師会・

歯科医師会、市内公共施設、他自治体等に配布した。 

37 号では、「東村山市第 3 次男女共同参画基本計画」を特集した。38 号では「女性

の貧困」を特集し、非正規雇用拡大や男女賃金格差に伴う女性の貧困問題を取り上げ

た。 

 

「交流室だより」も 2 回発行した。多文化共生係と共同で交流室での取組みを紹介

している。毎号 500 部印刷し、市内公共施設を中心に配布した。 

8 号では、ワーク・ライフ・バランス啓発記事及び、交流室フェスタ開催予告、「こ

ろころの森出張講座実施報告を、9 号では平成 30 年度「東村山就職情報室」利用者向

け保育サービスの案内及び、紙媒体での「交流室だより」発行終了のお知らせと、今

後情報発信を行う市ホームページの案内を掲載した。 

 

「女性のための悩み相談」は、臨床心理士、カウンセラー、セラピスト等の資格を

持つ女性相談員によるカウンセリングを中心とした、女性のための無料悩み相談であ

る。 
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2 月末時点で、相談件数は 293 件、利用者数は 93 人となった。市のホームページや、

リーフレットの配付で、相談を受けつけている。 

 

「東村山就職情報室」利用者向け保育サービスは、市民センター1 階に開設の「東

村山就職情報室」利用者に向け、主に毎月 2 回第 1・3 木曜日の午前に行っている。ま

た、「ミニ就職面接会」（ハローワーク立川と東村山市の共同運営）開催日にも保育サ

ービスを実施している。2 月末時点で、保育サービス利用件数は 15 件だった。 

 

「女性のための就職支援事業」では、結婚や出産等により職場を離れた女性、就職

経験のない女性を対象に行った。無料個別相談会の後、就職・再就職に役立つ無料公

開セミナー（全 10 回）を開催、さらに、地域での就職を目指す女性をインターンシッ

プ生として募集し、事前研修（全 10 回）と職場実習（1 人 2 社まで、1 日～5 日間）

を実施した。参加者は無料個別相談会が 4 名、無料公開セミナーが 31 名、インターン

シップ生が 10 名、職場実習 1 回が 6 名、職場実習 2 回が 4 名、そのうち 2 名が就職

につながった。 

インターンシップコース参加者からは、「仲間がいて、事務局の方からもアドバイス

がもらえるので心強い」、「講座内容はすべて今後の参考に活きる」などの声があり、

全体の満足度は平均 4.8（5 点満点評価の内）と好評を得た。なおこの事業は、東京都

「人づくり・人材確保支援事業補助金」を活用して実施した。 

 報告①については、以上である。 

 

 

【会長】 

交流室フェスタの「クイズに答えてヨーヨー釣り」では、どのような出題をしたか。 

 

【事務局】 

 男女共同参画推進係の他に、多文化共生係と消費生活センターがパネル展示を行い、

クイズを出題した。多文化共生係は、市内に外国籍市民がどのくらい住んでいるのか、

当係は LGBT の割合がどのくらいかを出題した。 

 

【会長】 

 LGBT の割合について、根拠となった出典を示した方がよい。 

 

【会長】 

 デート DV 高校出張講座ではアンケートをとっているか。 

 

【事務局】 

 各校とも実施後に受講者全員を対象にアンケートを行い、集計結果を学校側と事務

局側とで共有している。「デート DV の言葉を初めて聞いた」、「はじめてきいたが、内

容がわかりやすかった」との声が多くある。 

 

【会長】 

 事業の有効性が伝わるので、実績報告に受講者アンケートの声を入れていただきた

い。 

交流室便りは今後も続けるのか。 
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【事務局】 

 紙媒体の発行を中止し、市ホームページで情報発信をしていく。 

 

【会長】 

 女性の就職支援事業は来年度も実施するのか。 

 

【事務局】 

 30 年度、31 年度も実施できる目途がある。 

 

【会長】 

 2 人就業につながった実績は評価できる。受講した市民が、今年度は就職しないで、

来年度就職する可能性もある。そのフォローアップもできるとよい。 

 「惑う After the rain」を見に行き、トークセッションもきいた。映画はさまざまな

重いテーマを内包しているが、市民に寄り添うような素敵なものだった。 

委員から意見はあるか。 

 

【委員】 

 事業が充実している。「デート DV 出張講座」でどのような反応があったか知りたい。

初めてデート DV を聞いて知った生徒が多いことに驚いた。 

 

【事務局】 

 デート DV について聞いたことがある生徒がいても、実際どのようなものなのか知

らない生徒が多かったように見受けられる。 

 

【委員】 

 知らないのは、デート DV が身近に起こっていないからか。 

 

【事務局】 

 友人の話を聞いていても、それがデート DV にあたるのかどうかわからない生徒が

いることも考えられる。 

 

【会長】 

愛しているから束縛するなど、生徒がその行為をデート DV に当たると思っていな

い場合がある。 

 

【委員】 

 「デート DV 出張講座」は未実施の 2 校では実施の意向があるのか。 

 

【事務局】 

 前年度の実績を紹介し、2 年目の平成 29 年度には 1 校実施校が増えた。5 校での実

施を目指している。 

 

【委員】 

 「女性のための悩み相談」では、約 300 件の相談がある。相談内容の特性を分析し、

市での施策に活かせるのではないか。 
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【事務局】 

 相談内容は公表不可であるが、相談内容の分類はしている。そこから施策へと導け

る可能性もある。 

 

【会長】 

 市によっては、同じ相談者が複数回相談を受けるために、新しく相談したい人が相

談を受けられない状況も発生している。市町村が連携した広域のネットワークが大切

である。 

 

【委員】 

 女性に対する就労支援事業や保育サービスは良い取組みであるが、保育園に預けら

れず職場復帰できない女性もいる。待機児童対策はどうなっているか。 

 

【事務局】 

 ここ数年、施設をつくっても待機児童の受入が追い付かない状況がある。受け入れ

体制も重要であるが、30 年度以降は働き方改革にも力を入れ、子育てしながら仕事も

できるようにしていきたい。地元で働きやすくする、短時間勤務をしやすくするなど、

働き方を変えることに視点を置いている。 

 

【委員】 

「デート DV 出張講座」について、東村山女性団体連絡会から今後も数を増やしつ

つ実施継続を望む声が出ている。 

空堀川での乳児置き去りの件について、東村山女性団体連絡会でシングルマザー講

座を実施した際、市に責任があるのではないかとの話があった。相談しやすい環境づ

くり、困った人を救える啓発活動が市の課題だと考える。 

 

 

②平成３０年度事業報告（予定）について 

 

 資料 2 を参照願う。 

企画検討中の事業もあるが、平成 30 年度当課実施予定事業の一覧である。なお、実

施確定は予算可決後になる。 

「男女共同参画推進フォーラム」は、内閣府男女共同参画週間中の 6 月 24 日（日）

にサンパルネで開催する。内閣府が実施する「“おとう飯”始めよう」キャンペーンの

「おとう飯大使」に任命されたヨシモトエイジェンシー所属のお笑いコンビ、イシバ

シハザマの石橋尊久氏を招き、子育てや家事分担等の話題を交えたトークや、簡単な

料理の作り方、レシピの紹介等をしていただく。定員は８０名とする。 

 

「男女共同参画推進講座」では、避難所運営を体験できるゲーム「HUG」や女性の

視点を取り入れた防災講座を実施検討中である。 

 

「交流室フェスタ」は 11 月中旬に開催する。「クイズに答えてヨーヨー釣り」や「多

摩湖梨をテーマ」に梨栽培や梨を使って地域の特産物開発に取り組む女性の活躍につ

いての講座を検討している。 

 

男女共同参画推進啓発誌「ふぃ～りんぐ」は、30 年度も 2 回発行の予定である。平
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成 4 年に創刊し、今年度 40 号を迎える。市民推進委員と共によりタイムリーな情報提

供を心がけたい。 

 

「交流室だより」は紙媒体での発行を終了し、30 年度から市ホームページで情報発

信を行う。内容を検討している。 

 

女性相談(無料カウンセリング)は昨年度同様、女性相談員 3 名体制で、 毎週火・土・

第 3 金曜日に実施する。 

 

「東村山就職情報室」利用者向け保育サービスは、昨年度同様に毎月第 1･3 木曜日

の午前、10・11 月のみ毎週実施する。 

 

「女性のための就職支援事」は昨年と同様の事業内容に加えて、新たに市内事業者

向けセミナーを実施する。人材の獲得や定着に役立つセミナー3 回程度を市内事業所

の人事担当者等に向けて行う。 

②の説明は以上である。 

 
【会長】 

「おとう飯始めようキャンペーン」は内閣府からはじまり、各地の市長や県知事が

おとう飯をつくり話題になっている。東村山市長もフォーラムでおとう飯をつくる予

定はあるのか。 

 

【事務局】 

まだ市長へ話はしていないが、可能であればつくっていただきたいと考えている。 

 

【会長】 

「HUG」はどのようなゲームか。 

 

【事務局】 

避難所運営に関するゲームで、様々な避難所の状況をつくりながら、取るべき対応

策などを学んでいくロールプレイのようなものである。 

 

【会長】 

HUG の指導や普及をする団体があるのか。 

 

【事務局】 

団体はあるが、東村山市の避難所運営連絡会に防災士がおり、女性の目線からも防

災の話ができるとのことで交渉をしている。 

 

【委員】 

市内事業者向けセミナーはどのようなものになるのか。 

 

【事務局】 

予算可決後、事業者選定をする。具体的な内容は未定であるが、事業者と共に企業

の人事担当者等に向けたセミナーを考えていく。 
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【委員】 

女性相談の相談件数が多いが、予約が立て込むことはないか。 

 

【事務局】 

予約が取れない状況にはなっていない。担当相談員が決まっていると、少し先の日

程になることはある。 

 

【委員】 

相談者は、どこから情報を得て相談に来るのか。 

 

【事務局】 

市報、HP に加え、女性相談を紹介するカードで周知をしている。カードは、リニュ

ーアルを行い、相談機関を掲載した市 HP へとつながる QR コードを載せた。市役所

や公共施設の女性トイレにカードホルダーを入れ、いつでも取れるようにしていく。 

 

【委員】 

デート DV に関して、高校生が妊娠や中退などで高校を卒業できないことがある。

「デート DV 出張講座」の中で相談窓口の紹介をしていただきたい。 

 

【事務局】 

高校訪問時に、相談機関を掲載したポスターを持っていき、掲示をお願いしている。 

 

【会長】 

デート DV 出張講座の対象は。 

 

【事務局】 

対象は各高校の 1 学年全員で、共学高校では男女ともに受講している。 

 

【委員】 

中学校での実施については。 

 

【事務局】 

中学校では未実施である。実施するべきとの声はある。 

 

【委員】 

「デート DV 出張講座」に類似した講座を東村山警察が実施しているとは思う。 

 

【委員】 

性暴力を含め中学生の被害は多く深刻である。講座は必要だと考える。 

 

【事務局】 

事務局としても啓発していきたいが、学校の教育プログラムとの兼ね合いがある。

まずは高校での実施をつづけたい。 

 

【委員】 

市内事業所を対象とした調査結果に基づき、市内事業所向けセミナーをするのは良
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い。人手不足対策になる。認定マーク「くるみん」や「えるぼし」、東京都の「ワーク・

ライフ・バランス認定企業」制度などを含んだセミナー内容にしていただきたい。 

 

【委員】 

「デート DV 出張講座」でアンケート記入時に、東京都が作成をしているような、

相談先にアクセスできる QR コードが載ったカードを配布してはどうか。何かあった

ときにすぐに相談がしやすい。 

 

【委員】 

女性相談で、病気で働けないといった相談はあるか。 

 

【事務局】 

カウンセリングが中心で、制度的説明は担当課への紹介となる。 

 

【委員】 

精神的な悩みで就労活動ができず困っているといった相談もできるか。 

 

【事務局】 

相談できる。ただし、制度でしか解決できない場合は、担当課を紹介する。 

 

【委員】 

「デート DV 出張講座」は保護者会等の場では実施しないのか。 

 

【事務局】 

生徒向けに実施をしている。公開授業の一環として講座の実施が案として考えられ

る。 

 

【委員】 

子どもが親に何も話さない家庭がある。ケータイが普及しており、学校が禁止して

いてもグループ LINE がある。高校生など、自分がデート DV 等をしている意識がな

いまま、してしまう状況がある。子どもの様子を知り、親も一緒になって取り組んで

いく必要がある。 

 

市内事業者向けセミナーについて、事業者も人を雇うことに苦労があると考えられ、

どのような働き方を取り入れれば会社が上手くまわっていくのかを含め、総合的に取

組んでいってほしい。 

 

 

３．その他 

 

【事務局】 

平成 30 年度の審議会ついて資料 3 を参照願う。 

平成 30 年度第 6期委員の審議会は 5 月と 7 月に開催し、9 月に提言手交式を予定し

ている。 

5 月の第 1 回審議会は新年度事業についての報告を、先ほどお伝えした検討中の事

業で詳細が決まったものについて行う他、7 月に行う「第 3 次基本計画の平成 29 年度
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進捗状況調査報告・提言に掲載する意見の聴取」スケジュールを報告する。 

7 月は、第 3 次基本計画の平成 29 年度進捗状況調査報告・提言に掲載する意見の聴

取を行う。 

 9 月下旬に名取会長から渡部市長への提言手交式を行う。9 月で第 6 期審議会委員の

任期が終了する。 

次回の審議会は 5 月 18 日の金曜日、次々回の審議会は 7 月 20 日の金曜日に行う。

９月の提言手公式日程は後日市長と調整する。 

 

【委員】 

第３回審議会は開催するのか。 

 

【事務局】 

第 3 回審議会として提言手公式を行う。提言手公式では、会長から市長に提言書を

手渡しする。時間のある委員にはご参加いただきたい。 

 

【会長】 

 以上で審議会を終了する。 

 

 


