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○会長挨拶
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第二次東大和市男女共同参画推進計画（改訂版）平成２８年度年次報告書（推進状況調査報告書）に
ついて答申案検討

事務局：Ａ４版３枚の資料につきましては、１枚目と２枚目で計画の概要について、３枚目につきまして
は、推進状況調査の結果について、その概要を記載しております。
計画（改定版）には４つの目標があります。
１．あらゆる分野への男女共同参画
２．互いの人権の尊重
３．仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進
４．男女共同参画社会実現に向けた推進体制の整備・充実
この４つの目標に掲げ、それぞれの課題に関連し、主管課で２８年度に取り組んだ事業がどうだ
ったかという事をまとめております。
現時点では、事業の中で、順調または達成が５５事業で５３．９%です。概ね順調またはほぼ達成
できたが、さらに工夫が必要または配慮したが事業を実施する上でさらに工夫が必要は、３７事業
で３６．３%です。検討が必要または配慮できずは５事業で４．９%です。未実施は５事業で４．９%
となっております。
まずは改訂版において新規となった３事業について説明します。
１ページ NO.３女性管理職の登用促進ですが、東大和市職員の昇任試験等実施規則に規定する昇
任選考の結果で女性１名が平成２９年４月１日現在において副参事職に昇任しましたが、東大和市
における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画に掲げている平成３１年度までに１３．
５パーセント以上とするには今一歩及ばずの１１．１パーセントのため★２つの自己評価となって
おります。
続きまして、３ページ No.１５男性の地域活動への参加促進ですが、社会教育課での取組におい
て実行委員会方式で実施されているイベントで多くの男性が実行委員として関わっているため★３つ
と自己評価しています。
また、中央公民館での取組では、講座の一部回において地域課題を共有する機会を設けたが、男性
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の参加が女性より若干下回ったため★２つと自己評価しています。
次に同じく３ページ No.１６防災分野への女性の参画ですが、防災安全課の取組において防災分野
においては、性別より人としての役割を重視しており、固定的な性別役割分担意識にとらわれずに実
施しているため★２つと自己評価しています。
続きまして、改定の際に事業が変更され、課として新たに取り組むこととなった３事業に対して説
明します。
４ページの No.１７思春期の性と健康に関する正しい知識の啓発ですが、健康課に加え教育指導課
が追加されました。学習指導要領に基づき計画を立て小中学校において適正に指導が行われたとして
●３つと自己評価しています。
次に９ページ下段の No.４２男女共同参画関連講座の充実ですが、中央公民館に加え健康課及び地
域振興課が追加されました。健康課ですが、平日働いている市民が参加しやすいよう事業の一部を土
曜日に開催しています。両親学級は男性の参加が多く見られるが健康教室は現役世代の参加が少なく
周知方法等に工夫の余地がみられることで★２つの自己評価となっています。
１０ページの地域振興課ですが、年間５回の講座を開催し、講座を通じて参加者に男女共同参画に
関する知識や意識の向上につなげることができたとして★３つと自己評価しました。
続きまして、１１ページの No.４３男女共同参画関連講座への男性の参加・参画の促進ですが、中
央公民館に加え地域振興課が追加されました。男性の参加を意図した講座を開催し、参加への促進を
促せたものの、女性参加者が依然多いため★２つと自己評価しました。
続きまして、平成２７年度の年次報告書の５６ページをお開きください。審議会からの答申を掲載
しています。平成２７年度に各課で実施した事業内容や評価及びその理由に対して、御意見をいただ
いたものです。
この平成２７年度の答申に対して、２８年度における各所管課での取組状況について御説明します。
１「目標１ あらゆる分野への男女共同参画」に対する取組について
課題１ 市政への男女共同参画の推進
審議会等の男女比率の割合を計画（改訂版）で提示された目標数値である３０％以上の達成に向けて、女
性の登用率向上を図るよう、御意見がありました。
資料１ページを御覧ください。平成２８年度は前年度と比較して、女性委員の占める割合は２５．８％と
なり０．７％減少したが、女性委員のいる審議会等の割合は８２．９％となり２．４％上昇しました。
課題２ 教育の場における男女共同参画の推進
学校教育の場において、児童・生徒がお互いの人格を尊重し、支えあう取組の充実を図るため、男女平等
や男女共同参画の意識の啓発を深める必要があります。
「母性尊重教育の充実」や新たな課題に対応するた
めにも小・中学校の授業や生活指導に加え、関連部署との連携などの充実を図るよう、例えば、資料５ペー
ジの目標２の課題１№２１のリプロダクティブ・ヘルス／ライツ理念の普及との連携の取組との連携を図
りながら、性教育、妊娠等の母性尊重の観点からの教育を推進してください。という御意見がありました。
リプロダクティブ・ヘルス／ライツ理念の普及に関しましては健康課の取組になりますが、教育委員会
には具体的な取り組み項目が設定されていないため、健康課と教育委員会の連携が必要となります。
２「目標２ 互いの人権の尊重」に対する取組について
課題１ 生涯を通じた互いの性の尊重と健康支援
目標１の課題２でも示された内容で、資料５ページの№２１リプロダクティブ・ヘルス／ライツ理念の
普及の取組について、教育委員会と連携した取組を推進してください。という御意見がありました。
課題２ 配偶者からの暴力の防止
ＤＶの被害者を救済支援するためには、救済を必要としている人に支援が届くよう、情報提供に工夫す
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るよう、御意見がありました。
資料６ページの№２７において、関連するテーマで開催した男女共同参画講座を通じて支援機関等の情
報提供を行いました。
資料７ページの№２９セクハラ、ストーカー行為防止に向けた広報、啓発について、前述の講座を通じ
た周知のほか、市報や市ホームページへの掲載や、公共施設の女性トイレへ情報カードの設置などを通じ
て情報提供を行っております。
３「目標３ 「仕事と生活の調和」の推進」に対する取組について
課題１ 「仕事と生活の調和」を実現する支援
市民における「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
」という言葉や取組が浸透していないと
いう調査結果を受け、ＰＲや更なる意識啓発に努めてください。という御意見でした。
資料１９ページの№５２から５４までにおける広報や周知活動に加え、№５５から６７までの子育て支
援に関連する取組を通じた意識啓発を図っています。
課題３ 働く場における男女共同参画の推進
安心して仕事を続けることができる職場環境をつくるためには、事業主の理解と働く人の意識の改革が
重要です。そのため、商工会等を通じた事業主への働きかけとホームページ等を活用した働く人の意識改
革を進めるよう、御意見をいただきました。
資料２５ページの№７４から 77 までの取組を通じて、国や都の情報や取組を中心に「事業主」及び「働
く人」の双方へ情報提供を行いました。
４「目標４ 男女共同参画社会実現に向けた推進体制の整備・充実」に対する取組について
男女共同参画社会を実現するためには、その推進に向けた組織体制が重要であり、推進計画期間終了ま
でに選任組織の設置を要望します。
また、男女共同参画推進拠点の整備については、暫定的な措置としての既存施設を一層活用し、恒久的施
設については、計画策定に向けて取り組んでください。という御意見でした。資料２７ページの№８１に
おいて組織に関する見解、№８４において、既存施設のＰＲについて新たに取り組みました。
２７年度の審議会からの答申につきましては以上です。
会長：時間を区切り No.１から No.１６まで、
【目標１ あらゆる分野で男女共同参画】の御意見をいただ
きたいと思います。御意見のある方は、No.いくつというようにお願いします。
委員：No.１ 審議会等の男女比率の改善
審議会等の男女比率の改善の昨年の目標が５０％達成とありますが、都の条例の共同参画比率４割
市の条例では半分、このままでは達成出来ない気がします。都の条例及び市の条例といった標記規定
を入れたら良いと思います。達成出来ないではないかと心配されたと思います。他の審議会では、課
長何名といった、審議会がある。そういう審議会では女性の参加が出来ない。という返答をいただい
ています。
後、減ったところはどこでしょうか。
事務局：減ったところは、情報公開個人情報審議会２名から１名に、看護認定審査会１２名から１０名に、
青少年問題協議会６名から４名に、図書館協議会５名から４名に、子ども子育て支援会議７名から６
名に、逆に増えたところもあります。
委員：No.１５ 男性の地域活動への参加の促進
東大和市民運動会はふれあい市民運動会の間違いではないですか。
No.１６ 防災分野への女性の参画
訓練には参加していますが、防災計画そのものに参加をするという事が大事ではないですか？防災
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計画に女性が参加するという事が抜けているのでは、計画に参加するという事が女性参画になりま
す。
事務局：防災計画を作るのは東大和市防災会議で、委員は当て職の方が多い会議です。
委員：東大和市防災会議の委員で、今回、防災訓練に参加しました。AED や避難所開設訓練へ参加しまし
た。シーツとシーツの間が５㎝位しかなく、落ち着いて寝られないと思います。もう少しシーツとシ
ーツの間を開けてもらえないか聞いたら、
「運営委員よる。」と言われました。運営委員は自治会の方
達がやっていて、自治会の方達が男性ばかりだったら男性的な視点で運営されてしまう。避難所の運
営を女性の視点から見たマニュアルがあるべきだと思います。防災計画策定に女性の参加はないので
すが、実際に運営できるマニュアルが有るのか無いのか疑問に思います。
事務局：避難所に関しては、避難時運営マニュアルが作られています。体育館に避難する場合、女性、お
子さん、御高齢の方に配慮した形になっています。全てが女性の視点になっているかは分かりませ
ん。
避難所運営マニュアルとして見直す事を防災安全課へ御意見として挙げていただけるのはいいと
思います。今回の総合防災訓練で、避難所開設訓練を担当しているのは社会教育課とか学校で、紙
上訓練を行い体育館に集まり、どう云う物が必要か、学校で使っていない部屋があるか職員と話し
合った上での訓練ですので実際に設営するとかの訓練ではなく総合防災訓練ではやっておりません。
避難所体験訓練が昨年、別のどこかの地域で行なわれたと思います。
委員：No.９ 男女共同参画に関する教職員用の図書の充実
事業名の所に図書の充実・目標も教職員の図書の充実となっている場合、図書の充実というのは右
に書いてある『みんなの幸せをもとめて』とか人権教育プログラムの冊子の他にも男女共同からも女
性の働きとか行政の資料・雑誌とかを揃えて置くというのが図書の充実だと思います。
図書の充実ではなく図書の活用ですよね。タイトルが図書の活用の充実なら分かりますが、目標と
事業名と実績のズレがあります。実績というのは何なにを実施した、何かが出来た、というようにな
らなければいけないと思います。何かの評価か無ければ実績とは言わないです。そこの所の訂正を皆
さんでやっていかなければ行けないと思います。
事務局：表現は、委員の皆様から出していただいた内容を所管課へ伝えます。
No.２の女性教論の管理職選考試験等における受験の奨励ですが、昨年の報告書を見ますと受験対
象女性教論２３名、受験者数２名でした。
委員：今回初めて参加ですが、こんなにもたくさん進められていて大変な事だと思いました。
読んでいて思ったのが、目標があって実績があり評価がある。目標は元々どういう人なのか、ゼロ
だった人に意識を持ってもらう事が出来たのか、意識がある人には深めてもらう事が出来たのか、ど
ういった人に参加して欲しかったけどもこうだったとか。
例えば３０代のお父さん、お子さんを持っている男性の方に参加して欲しかったけど、実際は御高
齢者、女性ばかりだったとか。そういう所が見えにくいと感じました。
実際に大勢の方が参加されたと思うものもあったし、未開催のものがあったり、そもそも、どうい
った方に参加してもらいたい、というのがあってこの結果になったのか。例えば、
「男性１０名、女性
５名」
。男性の方が１０名参加していただいているからこれで良かったのかもしれないし、女性の参加
を目標にしているに、女性が全く参加していなければ、計画としてはちょっと改善した方か良いと思
います。
委員：男女共同参画の委員だから、そういう視点で見ますけど、ここにある事業はすべてそうとは言えな
い。主目的は全部同じ表現ではないし、所管課が自己評価しているので、甘い所もあれば、堅い所も
ある。一概には言えない。
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会長：
【目標２

互いの人権の尊重】No.１７から No.５１までの御意見をいただきたいと思います。

委員：No.４３ 男女共同参画関連講座への男性の参加・参画の促進
東大和市も高齢化が進み男性の６０歳過ぎた人が表に出る機会、地域との関わりがなくなる事が多
くなってきて、その為の講座や集まりがなくて、講座というのと No.１５の男性の地域活動への参加
促進を合わせて これからは６０代７０代が何かしら活動できる場所が出来ないかと思います。高齢者
に対し積極的に参加を促す。
子育て支援へは力を入れてきていますが、高齢者にはどうなっているか、心配もあります。推進計
画には、まだ、無かった気がします。推進計画に基づいての推進状況なので、今後の推進計画をもっ
と検討しましょう。
委員：No.４４ 講座等の充実
社会教育関係だと、意識があるようで中央公民館での講座は何年か前から、成人向け、高齢者向け
と徐々に増えていっている。中央公民館で色々な講座をやっているが、情報が行き着いていない。
要望としては、たくさん講座を開いていただいているので募集方法を工夫していただきたい。
男性の方が一歩踏み出しづらい。女性の方が積極的に踏み出しますので、背中をポンと押していた
だけるような募集があると、もっと充実した感じになると思います。
あと、No.４２の地域振興課の取組と No.４３の地域振興課の取組ですが、追加で説明されましたが
同じものなのに評価の★が違うのは、違和感があります。取組をしたのであれば No.４３も★３つに
してもいいのではないですか。男性の参加が少ない訳でもない。数年前に比べて男性の参加が多く努
力していると思います。
委員：No.３７ 男女共同参画に関する広報、啓発
キーワード解説というのは何の事ですか？
事務局：言葉が足らず申し訳ありませんでした。
キーワード解説とは、市報に載せてある、例えばワーク・ライフ・バランスはこういう事です。
とかを言葉にして紹介した事を言いたかった事です
委員：No.３２ 関係機関との連携の強化 No.３３ 配偶者暴力相談支援センター機能設備の検討
未実施になっていますが、２８年度に推進計画が改訂された時に実施できるように検討されていな
いまま来ていて実施できる方向で改訂、検討するのではないかと思います。２３年度からずっとやっ
ていないのではないですか？
先送りになっている気がします。
事務局：ＤＶに関しては東大和警察署に相談窓口はございます。ＤＶ被害に遭わないように。遭った時の
対処法は東大和警察署と共同で研修をしています。
委員：確認ですが、黄色い冊子の No.２９で改訂版ですと No.３２にあたると思いますが、昨年度は関係機
関による協議会の設置でした。協議会の設置に関しては未実施で良いですが、今年度に関しては関係
機関との連携の強化とあります。事業名が変わっています。関係機関との連携強化であれば未実施で
はない。事業名にあった実績にして欲しい。
事務局：Ａ３の方は改訂版、黄色い冊子と若干ズレがあります。切り替え時でした。
委員：No.３８ 市民意識調査の実施
取組内容が「定期的に」となっておりますが、実績の方は定期的な内容になっていない。定期的と
は５年に１回、３年に１回やるという事ですよね。確認ですが、平成２８年度の実績ですよね。平成
２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの前提で考えると、すごく違和感があり、平成と書く
必要がない。何年に発行と改まった時は良いと思いますが平成を付けると煩わしくなる。要らないと
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思います。
No.３９ 男女共同参画川柳等の募集
川柳の募集しかしていないのに「等」はいらない。
NO.１７ 思春期の性と健康に関する正しい知識の啓発
健康問題について、
「テレビやイターネッント等の偏った情報にまどわされる事がないよう」とあり
ますが、テレビ・イターネッントがみんな間違っているような感じで表現として不味くないですか。
誤解を招くと思います。
No.２１ 心身の健康づくりの促進に関する情報提供
リプロダクティブ・ヘルス／ライツの説明がない。一般市民も見るのであるから説明を加えなけれ
ばならない。
会長：
【目標３ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進】No.５２から No.７９までの御
意見をいただきたいと思います。
委員：No.５４ 男女共同参画啓発グッズの作製及び活用
横断幕をやるのはいいですが、
「男女共同参画週間」だけではそっけない。キャッチフレーズを入れ
るとか味がない。
「女性に対する暴力をなくす運動」だけでは今年はこうした事を進めているとかのキ
ャッチフレーズを入れた方がただの横断幕を貼っているよりはいいと思う。
「目標３ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進」となっていますが、今は東京
都やマスコミもみんなワーク・ライフ・バランスになっているのに、
「仕事と生活の調和」を入れてい
るのは推進計画でそうなっているからしょうがないですが、一般的にはワーク・ライフ・バランス。
今度直す時には外して欲しい。
事務局：横断幕は出来あいの品であり、別にプリントして貼り付ける感じになってしまいます。
「男女共同
参画週間」は国からキャッチフレーズがきます。ポスターの数が限られているので、そこに貼るの
はちょっと難しく今回はＰＣでプリントアウトして関連する所に貼るようにしました。
今後、このような事をしてキャッチフレーズを広めて行きたいと思います。
委員：No.５８ 学童保育事業の充実
評価理由のところがちょっと違うと思います。２７年度の年次報告書ですと、第三小学校、第五小
学校、第六小学校が入っていない。
２８年度の報告書では入っていて増えています。増えているという事は、
「男女問わず参加しやすい
ように配慮した」のではなく、
「待機児童解消に努めてきた」というようにならないとおかしいと思い
ました。
No.６１ 子ども家庭支援センター事業の充実
相談件数が２８８件、前回は１２９件、２７年よりも１５９件増えているのに、延べ人数が２７年
度も２８年度も７，９９８件で変わらない。印刷ミスなのかなと思いながら見ていました。
会長：ミスの可能性がありますね。確認をお願します。
待機児童は関係部署に言えば、その通りだと思うかもしれませんね。事務局お願します。
委員：No.５４ 男女共同参画啓発グッズの作製及び活用
生活における男女共同参画で育児に関しては分かっていますが、男性が女性のやっている家事をし
ているか？家庭における男女共同参画の取組はあるのか？
提案ですが、わが家の家事参加の体験談を集めて冊子にするとか発表するといった事、全く家事を
やらなかった男性がやり始めたという事もあります。こういった取組が一番、男女共同参画になると
思います。
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一歩踏み込んだ企画、内容があれば市民全員が男女共同参画に参加するのではと思います。
事務局：家事体験談という貴重な案を出していただきありがたいです。
No.５２に書いてありますように男女共同参画情報誌「はーもにい」を発行しています。
委員：No.５５ 父親ハンドブックの配布
これは東京都ですか？女性向けの物はありますか？
委員：ハンドブックは東京都の物で、配布しただけで活用はしていないです。
委員：No.６４ 子育て相談事業の継続
評価理由の「育児グループ」とありますが、
「相談グループ」の間違いだと思います。
「出張育児相談の利用者が少ないので２８年度から終了した。」とありますが、２７年度は回数１２
回、延人数１０３名、決して少なくはないと思います。
出張相談ではなくて保健センターで行うとなっていますが、実際に赤ちゃんを連れて保健センター
へ出向くのは地域によっては本当に大変です。市民の声を聞いての事で終了したのであればいいので
すが、利用者の声もないので疑問に感じました。
会長：健康課に問い合わせていただくという事でいかがでしょうか。
委員：No.４４ 講座等の充実
中央公民館④ここがふるさと・東大和市の魅力発見・発信し隊の３・報告会「見本市」は何の見本
市ですか？
会長：
【目標４ 男女共同参画社会実現に向けた推進体制の設備・充実】No.８０から No.８６までの御意
見をいただきたいと思います。
委員：No.８１ 男女共同参画担当相談窓口の充実
★３つとなっていますが、
「消費・共同参画係」とありますが「男女」が抜けているのは省略しすぎ
だと思います。
「男女」が入って１つの課にして欲しいくらいです。
他市では、男女青少年課というように課に格上げしているところもありますが、専任組織と言って
いるのに、消費と一緒になっているのに、★３つというのはどうですかね。
事務局：組織改正は年１回、名称の変更は来年の４月、組織の定員のヒアリング年１回、全課の課長と職
員課、企画課のヒアリングはします。庁内ですと人権は別の部署がやっております。
男女共同参画を考えますと、人権と言う問題もかなり深く関わっております。全庁で見て今の体
制を整えておりますので男女共同参画課となるにあたっては今、やっている事に何が出来るのか、
我々もそうですが審議会の皆様の提案が参考になります。
委員：消費が前に付くので、共同参画係を男女共同参画係にするとよいです。
会長：他に何かございますか。
委員：今回、事務局から昨年の方針を説明してもらえ、すごく良い事です。
会長：御意見ありがとうございました。今後の予定を事務局からお願します。
事務局：本日いただいた意見を事務局でまとめ、次回１０月の審議会の開催通知と一緒に、答申案を送付
予定です。
１０月の審議会で、答申案についてご意見をいただき、１１月の審議会で最終確認をします。市
長、会長、副会長の日程を調整し、１１月中に市長に答申する予定です。
年次報告書は１２月１５日金曜日に公表予定です。
２

川柳選考委員会委員の選出について

事務局：資料１の東大和市男女共同参画川柳選考委員会の設置及び川柳の選考に関する要領を御覧くださ
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い。
波線がひいてある「第４ 委員会は、東大和市男女共同参画推進審議会の会長、副会長、審議会
から推薦された委員２名及び市民部長の５名をもって組織する。」とあるように、構成委員は会長、
副会長、審議会から２名、市民部長の計５名となりますので、審議会委員の中から２名選出してい
ただきます。
選考委員会の開催日時は、１１月２０日月曜日から２４日金曜日の間の日中で調整したいと考え
ております。
また、選考委員の皆様には平成３０年２月１７日土曜日に開催する予定の男女共同参画フェスタ
第１部の川柳表彰式に御出席いただき、委員長には表彰式の司会をお願いしております。
なお、川柳選考委員会及びフェスタへの出席は報酬がでませんのであらかじめ御了承ください。
以上です。
委員：男性の委員、女性の委員とそれぞれ選考委員になったほうがいいと思います。
―推薦により選考委員決定―
－拍手－
３

その他

（１）男女共同参画講座について
事務局：
「夫婦のワーク・ライフ・バランス コミュニケーション講座」を開催します。
講師は NPO 法人 tadaima!代表理事家事シェア研究家をお迎えします。
また、今後の講座の予定として、１１月１４日火曜日午後に女性に対する暴力をなくす運動に連
動する企画で調整中です。
（２）次回審議会（第３回）の開催について
事務局：平成２９年１０月１９日木曜日午後７時ら会議棟第６会議室にて行います。
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