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平成 29 年度 男女共同参画推進関連事業一覧（実績） 

●男女共同参画推進事業 

事業名 時期 事業内容 事業実績 

男女共同参画推進フォ

ーラム 

映画「惑う After the 

Rain」上映会及び脚本

家 栗山宗大氏×渡部

市長トークセッション 

平成 29年 6

月 25 日(日) 

内閣府男女共同参画推進本部が定めた「男女共同参画週間

(6/23～29)」に合わせ、男女共同参画推進フォーラムを開催

した。第 1 部では家族をテーマにした映画「惑う After the 

Rain」の上映会を、第 2 部では脚本家栗山宗大氏と渡部市長の

トークセッションを行った。 

 

参加人数：50 名（募集 50 名） 

静岡県三島市の市民が主体となって企画、製作された映画。三世代、半世紀

にわたる家族の絆を描いた物語。フォーラム終了後のアンケートで、参加者か

ら「自身の人生や家族について見つめなおす機会となった」という声が多く寄

せられた。また、トークセッションは、「映画への理解を深める機会となった」

などの声があった。後日「ふぃ～りんぐ Vol.37」で、映画の紹介及びトークセ

ッション内容を掲載した。 

男女共同参画推進講座 

「ワーキングマザーサ

ロン＠ころころの森」 

平成 29年 9

月 12 日(火) 

男女共同参画市民推進委員による発案で、男女共同参画推進

講座として初めて子育て総合支援センター「ころころの森」で

講座を開催した。 

「ワーキングマザーサロン＠ころころの森」と題し、「母とな

ってはたらく」をテーマに、考え語り合うワークショップを行

った。 

参加者数：６名（募集 10 名） 

会場を子育て世代が集まる「ころころの森」に設定し、子どもの同伴や保育

利用ができるようにした。「母となって働く」ことに関心のある女性が集まり、

子育てに追われて後回しになりがちな、自身の働き方やパートナーシップにつ

いて、講師を交えて語り合った。今後の生活に向けて自身を振り返る貴重な機

会となったと、参加者ひとり一人から好評を得た。後日、講座概要を市の公式

Facebook 及び交流室便りに掲載した。 
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交流室フェスタ 

 

交流室フェスタ内男女

共同参画推進講座「シ

ニア世代の賢いマネー

ライフ」 

平成 29 年

11 月 11 日

(土) 

「交流室フェスタ」は、効果的な集客を目的に市民産業まつ

りと同日開催している。男女共同参画・多文化共生の情報発信

や交流室の PR の場としている。 

講座「シニア世代の賢いマネーライフ」の他、DV 防止啓発・

LGBT 啓発パネルの展示、DV・LGBT 関連図書の展示、LGBT

啓発 DVD の上映、女性の悩み相談会を実施した。 

展示見学者数：348 名 

講座参加者数：8 名（募集 15 名） 

展示パネルからクイズを作成し、「クイズに答えてヨーヨー釣り」を行った。

クイズに回答したあとヨーヨー釣りをすることとし、市民が交流室に入り、

LGBT 啓発パネル等の展示をご覧いただくよう誘導した。その結果、ファミリ

ー層を中心に、展示見学者数が昨年度の 40 名から 348 名へと大幅に増加し

た。 

デート DV 出張講座 平成 29年 6

月14日（火） 

11 月 30 日

（木） 

12 月 19 日

（火） 

「デート DV 出張講座」は、平成 28 年度より市内高校を対

象に実施している。デート DV を切り口に、相手を尊重したコ

ミュニケーションのあり方について学ぶ機会とした。 

昨年度よりも１校多い 3 校で 1 年生を対象に実施した。 

明治学院高校（6 月／270 名）、日体桜華高校（11 月／204 名）、東村山西

高校（12 月／275 名） 

デート DV が他人事ではないこと、被害にあった友人に相談された際の適切

な対応、自分の気持ちの伝え方などを伝えた。 

また講座実施後には、デート DV を相談できる窓口を紹介したポスターを各

校に配付した。 

 

男女共同参画推進啓発

誌 「 ふ ぃ ～ り ん ぐ

vol37、38」の発行 

平成 29年 9

月発行 

平成 30年 3

月発行 

公募による市民推進委員が企画・編集に携わっている。毎号

6,000 部発行・配布(市内公共施設、市内全幼稚園・保育園の

保護者、他自治体等)。 

◎Vol.37…特集「東村山市第 3 次男女共同参画基本計画」今年度からスタート

した第 3 次基本計画を紹介するため、市が掲げる 5 つの目標と、目標に向けた

市の施策を、ひがっしーの 4 コママンガを交えて紹介した。また、実際に計画
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書を手に取ってもらえるよう、全体版と概要版の配付場所を掲載した。 

◎Vol.38…特集「女性の貧困」非正規雇用の拡大や、男女の賃金格差に伴う女

性の貧困問題をデータを交えて紹介した。また、女性の地域での就職・再就職

支援を目的に、今年度実施した「女性のための就職支援事業」へ参加者した方

のインタビューも掲載した。（インタビュー記事の全文は市ホームページで公開

している。） 

 

多文化共生・男女共同

参画推進「交流室だよ

り第 8 号、9 号」の発

行 

平成29年９

月発行 

平成 30年 3

月発行 

多文化共生係との共同編集で、交流室での取組みを紹介して

いる。毎号 500 部発行・配布(市内公共施設を中心に配付、そ

の他庁内各課や他自治体等)。 

※今年度で発行を終了し、平成 30 年度からは市ホームページ

で情報発信を行う。 

◎8 号…ワーク・ライフ・バランス啓発記事の掲載及び、交流室フェスタ開催

予告、「ころころの森出張講座」活動報告などの情報発信を行った。 

◎9 号…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

び保育サービス実施日を掲載した。また、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

(無料カウンセリング) 

毎週火・土・

第 3 金曜日 

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、女性のための無料の悩み相談。 

相談件数：２９３件（2 月末時点） 

利用者数：９３人（2 月末時点） 

市のホームページや、リーフレットの配布により、今年度も多数の相談を受

け付けている。 
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●ワーク・ライフ・バランス推進事業 

事業名 時期 事業内容 事業実績 

「東村山就職情

報室」利用者向け

保育サービス 

毎月第1･3木曜

日 

の午前 

 

10・11 月のみ 

毎週実施 

市民センター1 階に開設している「東村山就職情報室」（ハロ

ーワーク立川と東村山市の共同運営）利用者に向けた、毎月 2

回の保育サービスで、平成 28 年度にスタートした。平成 29

年度は、「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）開催日を保育サービス実施日に合わせ、面接会出席者

の保育サービス利用を可能にし、利用対象者を拡大している。 

保育サービス利用件数：１５件（２月末時点） 

保育サービス利用者総数は減少したものの、「ミニ就職面接会」出席者によ

る保育サービスの利用が増え、保育サービス利用者総数の約半数を占めてお

り、利用対象者拡大の効果が出ている。 

女性のための就

職支援事業 

無料個別相談会 

7/27( 木 ) 、

8/10( 木 ) 、

8/24(木) 

無料公開セミナ

ー 

9/5( 火 ) ～

9/29(金) 

インターンシッ

プコース 

10/3( 火 ) ～

11/2(木) 

事業に関心がある市民に向けて無料個別相談会を実施した。

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、就職・再就職に役立つ無料公開セミナー(全 10 回)を

開催した。さらに、地域で就職を目指す女性を、インターンシ

ップ生として募集し、実際の就職に繫がるような、事前研修(全

10 回)と職場実習(1 人 2 社まで、1 日～5 日間)を行った。 

東京都「人づくり・人材確保支援事業補助金」を活用して行

った。 

無料公開セミナー参加者数：３１名／ インターンシップ生：１０名／ 

 職場実習（一か所）：６名／ 職場実習（2 か所）：４名／ 就職者数：２名 

新聞への折り込みチラシ、市報、公共施設へのポスター掲示等により、３１

名の市民が無料セミナーに参加した。インターンシップコースへは１０名が進

んだ。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。 

 


