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はじめに 

 

 

 府中市では、昭和６１年以来３次にわたり行動計画を策定し、男女共同参画社会

の実現を目指して積極的に施策を推進しております。平成１９年度からは、平成 

２６年度までの８か年にわたり、第４次府中市男女共同参画計画～男女が共に参画

するまち府中プラン～を策定し、取り組んでおります。 

 本評価報告書は、担当課が過去２か年の実績を洗い出し、それを自己評価するこ

とで明らかになった課題を掲げ、翌年度の事業計画及び数値目標を定めております。

この事業計画及び数値目標に向けて取り組むことで、施策の充実に努めております。 

 また、平成２０年度から府中市男女共同参画推進懇談会を第三者評価機関と位置

づけ、担当課評価だけではなく、より客観的な立場での評価を取り入れ、施策に  

反映させていくことを決定いたしました。 

第三者評価は、全事業項目の中からいくつかの項目を重点項目と定め、担当課が

自己評価した項目が妥当であるかの「項目評価」、事業自体を総合的に評価する「総

合評価」の２つ視点から評価しています。また、各施策にさらに男女共同参画の視

点を加えることができるように、改善策等を提言しています。この第三者評価を導

入することで、施策の効果的な推進に寄与することを目的としています。 

 本報告書は、以上のような評価報告を合わせてとりまとめたものになっておりま

す。これらの評価結果を活かし、さらなる男女共同社会の実現に向けて取組を進め

てまいります。 

 

 

 

 

平成２３年６月  

 

府中市長  野 口 忠 直  
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１ 府中市男女共同参画推進計画について 

 



 3 

 (１) 計画の基本的な考え方 

計画の基本理念 

 本計画は、日本国憲法及び男女共同参画社会基本法を基本理念とし、男性も女性も、性

別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる「男女共同参画社会」

の実現を目指します。 

 日本国憲法は「個人の尊厳と両性の本質的平等」（第２４条）を理念に、性による差別を

はじめとする一切の差別を禁止し、すべての国民は「法の下に平等」（１４条）であり、そ

の基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」（１１条）として保障しています。 

 そして、男女共同参画社会基本法は、「男女の人権の尊重と男女が対等な立場で責任を担

う社会の実現」に向け、国、地方自治体及び国民の責務を明示して、社会のあらゆる場に

おいての男女共同参画の実現をうたっています。 

 以上を基本として、ジェンダー（社会的性別）の視点を持ち、男女が性別にかかわらず、

職場・地域・家庭等の社会のあらゆる場に平等に参画でき、一人ひとりの個性や能力が存

分に発揮され、共に喜びと責任を分かち合い、自分らしく豊かに生きることのできる社会

を目指します。 

 

ジェンダー（社会的性別）の視点とは 

 人間には、生まれついての生物学的性別がある一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作ら

れた「男性像」や「女性像」といった社会的性別（ジェンダー）があります。ジェンダー（社会的性

別）自体は良い、悪いの価値を含むものではなく、国際的にも使用されています。 

ジェンダーの視点とは、ジェンダー（社会的性別）が性差別、固定的な性別役割分担や偏見等に   

つながっている場合もあり、これらが社会的に作られたものであることを意識していこうとするもの

です。 

一部に、画一的に男女の違いを無くし人間の中性化を目指すという意味で「ジェンダー・フリー」

という用語が使用される場合がありますが、男女共同参画社会はこのようなことを目指すものではあ

りません。 

 

計画の期間 

 本計画の計画期間は、平成１９年度（２００７年度）から平成２６年度（２０１４年度）

までの８年間とします。 

 ただし、男女共同参画社会の実現の推進をめぐる国内外の社会情勢や状況の変化等によ

り、必要に応じて計画の見直しを行います。 
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計画の性格 

１ 本計画は、男女共同参画社会実現に向けた市の基本的な考え方を示すとともに、関連

する施策を総合的、計画的に推進するものです。 

  本計画を推進するための具体的な事業については、毎年度、関係部課で予定している

事業計画を体系的に集約し、緊密な連携を図りながら、効果的に推進します。 

２ 本計画は、第１次、第２次、第３次府中市男女共同参画計画（第１次は婦人行動計画、

第２次は女性行動計画）を引き継ぎ、府中市総合計画を上位計画として、府中市男女共

同参画推進懇談会の報告書や市民の意見を十分尊重して策定したものです。 

 

計画の目標 

本計画は、次の３つを目標とし、総合的な施策の展開を図ります。 

Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 

Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 

Ⅲ 男女共同参画社会づくり 

 

計画の推進 

本計画を推進するための体制を整えます。 

１ 庁内推進体制の強化 

２ 市民や関係団体との協力体制づくり 

３ 国・都等の関係機関との連携 

４ 施策の推進状況の報告 
 

計画の実施区分 

 本計画の施策の分類は、次のとおりとします。 

継続：第３次計画で実施しており、今後も継続するもの 

拡充：第３次計画で実施しており、今後拡充するもの 

新規：平成１９年度以降新規に実施するもの 

検討：平成１９年度以降に向かって条件整備を検討するもの 
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計画の体系 目　　標 課　　題 施　　策

①政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

②女性の人材育成と活動支援

（１）社会・地域における男女共同参画 ③地域活動における男女共同参画の推進

④安全・防災対策の推進

⑤市職員の男女共同参画の推進

（２）働く場における男女共同参画 ①就業のための支援

Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画 ②労働環境の整備

①子育て支援の充実

（３）家庭との両立支援 ②ひとり親家庭への支援

③高齢者・障害者・介護者支援等の充実

（４）国際社会への貢献 ①国際理解と国際交流の推進

②平和・人権意識の推進

①家庭内暴力等の根絶に向けた取組の推進

（１）女性に対するあらゆる暴力の根絶 ②売買春・性の商品化の防止に対する取組の推進

③セクシュアル・ハラスメント防止の推進

Ⅱ　女性の人権の尊重と健康支援 （２）性に対する女性の権利の確立と健康支援 ①生涯を通じた女性の健康支援

②年齢に応じた性に関する正確な知識の取得

（３）メディアにおける女性の人権の尊重 ①男女平等の視点に立った表現への配慮

②メディアに対する選択と活用に関する能力の育成

（４）相談体制の充実 ①相談窓口の充実

②関係機関との連携

①学校教育における男女平等の推進

（１）男女平等の意識改革 ②地域・家庭における男女平等の推進

Ⅲ　男女共同参画社会づくり ③行政職員の男女平等の意識改革

（２）普及・啓発活動の推進 ①広報・啓発活動の充実

②情報の収集・提供

Ⅳ　計画の推進

男
女
が
共
に
参
画
す
る
ま
ち
府
中
プ
ラ
ン
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２ 府中市男女共同参画推進状況評価報告書の見方 

 



 府中市男女共同参画推進状況評価報告書の見方 

 

① 本報告書は、一つの項目を２ページにわたって見開きで記載しています。表の

見方の①のとおり横方向にご覧ください。 

② 第４次府中市男女共同参画計画における「目標」・「課題」・「施策」を記載して

います。 

③ 第４次府中市男女共同参画計画における「事業項目」を記載しています。複数

の担当課によって報告されている項目は、枝番号（例：０１３－①）で記載して

います。 

④ 平成１９年度及び２０年度の事業実績を記載しています。２年間の実績を記載

することで、事業の進ちょく状況が把握できるようにしています。 

⑤ 担当課が事業項目の推進状況について、次の５段階で自己評価し、評価の内容

と今後の課題を掲げ、事業の課題について明確にしています。 

５…予定より大きな成果が出ている  ２…予定した成果があまり出ていない 

４…予定よりやや大きな成果がでている  １…予定した成果が出ていない 

３…予定した成果が出ている 

⑥ ２１年度計画及び数値目標を掲げ、課題解決のための具体的な取組内容を記載

しています。 

⑦ 第三者評価機関が項目評価として、担当課が自己評価した事業項目について、

次の項目評価基準に基づき５段階で評価しています。項目評価基準については、

事業項目の各記載項目のアルファベット（表の見方の※印）に対応しています。 

 【項目評価基準】 

ａ 立てられた計画に基づき、着実に実行しているか 

ｂ 担当課の自己評価は適切に行えているか 

ｃ 課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか 

ｄ 適切な数値目標が設置されているか 

【５段階評価】 

５…達成されている           ２…達成半ばである 

４…ほぼ達成されている         １…不十分である 

３…概ね達成されている         ／…数値化が困難又は基準に当て

はまらない 

⑧ ⑦の項目評価とは別に、第三者評価機関が総合評価として、事業項目の推進状

況を全体的にとらえて、次の総合評価基準に基づき、５段階で評価しています。 
  また、５段階で評価をした理由を、総合評価の判定理由の欄で述べています。 

【総合評価基準】 
Ａ…施策は非常に良好に進展している   Ｄ…施策がやや後退している 
Ｂ…施策は良好に進展している      Ｅ…施策が後退している 
Ｃ…現状維持 

⑨ 担当課が自己評価している事業項目全体や、⑧の総合評価の判定理由に基づき、

第三者評価機関が改善策等の提言として提案し、各担当課が次年度以降により良

い事業を実施できるように促しています。 
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Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 
 (２) 働く場における男女共同参画 
  ① 就業のための支援 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

 
事業項目 

 
１８年度の取組と実績（a） １９年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２０年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

 

 

女性の就職支

援講座の実施 

(023) 

 「女性のためのはじめてふれるパソコン講

座」の初回を再就職についての心構えを学ぶ講

座として実施した。 

 その他、エクセル初級講座等の再就職支援講

座を実施した。 

 「書くコトを仕事にしたい女性」のための

ライター養成セミナーを実施した。 

 女性の自立を支援するために、単に文書能

力の向上のためだけではなく、就労につなが

るための技術を身につけることを目的とし

た。講座終了後、受講者同士で登録団体を発

足させ、活動を行っている。 

 

 

４ 

 女性を対象とした再就職支

援講座において、ライターを

養成する講座は少ない。他の

自治体からも問い合せがあ

り、先進的な取組であった。

また、受講者同士が登録団体

を発足させ、活動を行ってい

ることを評価し、４とした。 

 再就職を支援する講座に

おいて、従来のパソコン技

術を修得することを目的と

する講座だけではなく、幅

広い職種に対応できる内容

の講座を実施する。 

 受講者の追跡調査を

行い、その結果を基に適

切な目標を設置したい。 

市民活動支援課 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｂ 
 取組内容が具体的で、実績もあがっており、受講者自らがその後も自主

的に活動していることから、よい先進的事例になっているとみて、この評

価にしました。 

改善策等の提言 

 就職支援講座を受講した後、求職をしようとする女性に対してのフォロー及び女性

の就職支援講座実施後に追跡調査を行う必要があります。 

 市内の企業・事業所や商工会議所、大学・高校、ハローワーク、多摩職業能力開発

センター府中校、東京しごとセンター多摩等と連携して就職支援講座メニューを豊富

にするとより良いと考えます。 

 また、数値目標がないのが残念です。講座の参加者だけでも数値目標が設定できた

のではないかと思います。進めている追跡調査を成功させ数値目標を持って活動でき

るようになって欲しいと考えます。  

 担当課が考えているように、講座内容の充実や追跡調査等により、一層の事業充実

を期待します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ４ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ４ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ３ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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３ 府中市男女共同参画推進状況評価報告書第三者評価 

 



 Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 
 (１) 社会・地域における男女共同参画 
  ① 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

審議会等委員

の男女構成比

を そ れ ぞ れ

30％以上に促

進 

(001) 

 「附属機関等の委員の選任に関する基準」

のとおり、附属機関等の委員の選任に際して

は、男女構成比がそれぞれ 30％以上となるよ

う努めた。なお、20 年度に設置されていた附

属機関等の委員の男女構成比については、別

表のとおり。 

 「附属機関等の委員の選任に関する基準」

のとおり、附属機関等の委員の選任に際して

は、男女構成比がそれぞれ 30％以上となるよ

う努めた。なお、21 年度に設置されていた附

属機関等の委員の男女構成比については、別

表のとおり。 

３ 

総合計画後期基本計画にお

ける目標値「40％」には届か

なかったが、「30％」を越え、

着実に女性委員の採用が進ん

でいる。今後も男女構成比の

均等化を進める必要がある。 

「附属機関等の委員の選任

に関する基準」に基づき、

男女構成比の均等化を進め

る。団体等へ推薦を依頼す

る際には、女性委員を出す

よう働きかけを行う。 

 最終的な目標値は男

女構成比率 50％だが、そ

れに向けてまずは 40％

を目標として取り組む。 

全 庁 

政 策 課 

 
 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
２１年度の数値目標が辛うじてクリアできたことは、評価しますが、女

性委員が３１．８％という数値は決して高いものではないので、この評価

にしました。 

改善策等の提言 

 この事業は、府中市における男女共同参画の推進状況の指標になるものです。 

 ２１年度の４７審議会・協議会等で女性委員が０の委員会が２機関、女性委員の割

合が３０％以下が１８機関あります。全体平均で辛うじて３０％を超えたとしても充

分とはいえない男女共同参画の現状といえます。女性委員の構成率の低い審議会・協

議会等を３０％を目標にして、女性委員を登用することを提言します。今年度の事業

計画に基づいて、女性委員の参画に一層努力して、総合計画後期基本計画の目標値「４

０％」を目指すことを期待します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ３ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ３ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 

13 14 



 
Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 
 (１) 社会・地域における男女共同参画 
  ① 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

すべての審議

会等へ女性委

員を登用する

ように促進 

(002) 

すべての附属機関等に男女両方の委員を

登用するよう努め、全 48 機関のうち 43機関

で達成した。（89.6％） 

すべての附属機関等に男女両方の委員を

登用するよう努め、全 47 機関のうち 45機関

で達成した。（95.7％） 
３ 

特定の分野の附属機関等は

女性委員を登用することがで

きない状態ではあるが、今後

も新規機関が増えていく中

で、女性委員の登用を働きか

けていく。 

 「附属機関等の委員の選

任に関する基準」に基づき、

男女構成比の均等化を進め

る。団体等へ推薦を依頼す

る際には、女性委員を出す

よう働きかけを行う。 

 当面の目標として、男

女両方を含む附属機関

等を 90％以上とする。 全 庁 

政 策 課 

 
 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｂ 
 ２１年度は、前年度の女性委員０の附属機関５機関を、２機関にできた

ことで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 この事業については、前年度の第三者評価の提言を活かされて付属機関への女性委

員の登用に取組まれたことを評価します。女性委員０の２機関は、専門的知識を持つ

女性が見つからなかったと理解します。今後とも、目標値９０％以上を１００％に近

づけるように努力することを要望します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ３ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ４ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 
 (１) 社会・地域における男女共同参画 
  ② 女性の人材育成と活動支援 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

市民の自主的

学習活動の援

助 

(004) 

 女性センターの施設を登録団体に無料で

利用可能としている（20 年度登録団体数 

136 団体 ）。 

 第 22 回男女共同参画推進フォーラムを開

催し、333 人の参加があった。 

 男女共同参画市民企画講座事業において、

６企画の応募があり、３企画を実施した。 

 子育て世代の市民が主催講座に参加しや

すいように、託児事業を継続し、実施した。 

 女性センターの施設を登録団体に無料で

利用可能としている（21 年度登録団体数 

130 団体 ）。 

 第 23 回男女共同参画推進フォーラムを開

催し、652 人の参加があった。 

 男女共同参画市民企画講座事業において、

３企画の応募があり、２企画を実施した。 

 子育て世代の市民が主催講座に参加しや

すいように、託児事業を継続し、実施した。 

３ 

 登録団体数は減少している

ものの、女性センターへの団

体登録として妥当な登録を精

査できたと捉えている。今後

は、既存の団体を含め、女性

センターの登録団体とする基

準の確認を行い、女性センタ

ーの趣旨に則した団体の登録

とそれに向けた支援に取り組

む。 

 女性センター登録団体

が、女性問題について関心

を持つという、登録団体の

趣旨に沿った形で自主活動

を行えるよう、支援に取り

組む。 

 また、女性センターの登

録団体とする基準を確認

し、女性センターと文化セ

ンター等の違いを市民に周

知する。 

 

 女性センターは、女性

問題に関わる団体の活

動拠点である。よって、

単に登録団体数を増や

すことを目的とせず、女

性問題に関わる団体の

増加に努めたい。 

 また、今後は学習時間

が取れない等、ゆとりを

がない方への支援を検

討する。 

市民活動支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｂ 
 女性センターの登録団体及び市民参加の主要事業への参加者数の増加、

登録団体数の減少については妥当な登録精査を行っている結果というこ

と、男女共同参画推進のための市民活動を援助していることで、この評価

にしました。 

改善策等の提言 

 男女共同参画推進の拠点としての女性センターにおける市民の自主的学習活動を

援助するこの事業は、重要なものと考えます。２１年度の男女共同参画市民企画講座

に応募した３企画のうち２企画が実施されたとのことですが、市民活動を支援するた

めにそれなりの予算がつくよう配慮することを要望します。また、学習時間が取れな

い等の市民への支援についても前向きに検討してください。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ４ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ３ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ４ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 
 (１) 社会・地域における男女共同参画 
  ③ 地域活動における男女共同参画の推進 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

コミュニティ

活動等への参

加促進 

(010) 

文化センター圏域コミュニティ協議会委

託事業を通して、地域の各種団体等の方々と

年代を超えた交流とふれあいの場を広げ、コ

ミュニティ活動を積極的に展開した。 

実施回数 4,968 回、延べ参加者数 351,109 人 

文化センター圏域コミュニティ協議会委

託事業を通して、地域の各種団体等の方々と

年代を超えた交流とふれあいの場を広げ、コ

ミュニティ活動を積極的に展開した。 

実施回数 5,088 回、延べ参加者数 353,695 人 
３ 

 参加者数は天候に左右され

る面があるが、すべての文化

センター圏域で地域の特色を

踏まえた数多くの事業を実施

し、性別を問わず幅広い世代

で多数の参加者を得た。 

文化センター圏域コミュ

ニティ協議会委託事業を通

して、地域の各種団体等の

方々と年代を超えた交流と

ふれあいの場を広げ、コミ

ュニティ活動を積極的に展

開する。 

事業実施回数 5,000 回 

参加者数  355,000 人 

市民活動支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
文化センター圏域コミュニティ協議会委託事業として、前年度より実施

回数も延べ参加者数も増加して、性別を問わず幅広い世代の多数の参加者

を得たということから、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 前年度のこの事業に対する提言が取り入れられていませんので、再び提案いたしま

す。 

 文化センター圏域コミュニティ協議会及びコミュニティ活動は、男女市民の参加・

参画の場であり、市の男女共同参画の推進につながります。この事業の参加者数だけ

では、女性市民の参加数は把握できませんが、事業を実施するコミュニティ協議会の

男女構成比や各種団体の女性の参画については、概数を出すことができるのではない

かと考えます。地域活動における男女共同参画の推進状況が把握できるような説明を

お願いします。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか  ４ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ２ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ３ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 
 (１) 社会・地域における男女共同参画 
  ④ 安全・防災対策の推進 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

地域安全リー

ダーの育成 

(018) 

 過去に実施した地域安全リーダー講習会

の修了者を一同に集め、「地域安全リーダー

のつどい」を開催した。 

10 月 11 日(土)参加者 71 名 

(女性７名、男性 64 名) 

地域安全リーダー講習会を開催した。 

開催日：平成 21年 6 月 21 日（土） 

参加者数：38名（女性５名、男性 33 名） １ 

女性の参加者数が全体の

15％にも満たないため、評価

を１とした。今後は団体への

参加の呼びかけを幅広く行い

たい。 

平成 23年 2月に地域安全

リーダー講習会を実施予

定。 

女性の参加者数 30% 

地域安全対策課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｄ 
市民の生死に関わる安全・防災対策のための地域安全リーダー講習会が、

年に１度しか開催していないにも関わらず参加者数が少なすぎること、さ

らに、女性の参加者数が１５％にも達していないことで、この評価にしま

した。 

改善策等の提言 

 市民の生命と財産を守る安全・防災対策のための地域安全リーダー講習会は、大変

重要な事業であると考えます。安全・防災対策を推進する上で、男女を問わず地域安

全を担うための講習を受ける必要があり、男女同数の地域安全リーダーを育成するこ

とが必須です。 

安全・防災対策の推進のために、女性の参加者数の増加とともに、この講習会の開

催をより多くの市民に周知し、多数の地域安全リーダーを養成することを要望しま

す。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ２ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ２ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか １ 

（d）適切な数値目標が提示されているか １ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 
 (１) 社会・地域における男女共同参画 
  ④ 安全・防災対策の推進 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

男女双方の視

点を取り入れ

た防災対策の

推進 

(019) 

 総合防災訓練において、男女双方の住民の

参加を得て、避難所運営訓練を実施し、避難

所のあり方を考えた。 

総合防災訓練において、住民主体をなる避

難所運営訓練を実施したが、会場が小学校

で、主体となって運営したのが小学校の保護

者組織だったため、子供主体の訓練になって

しまい、男女双方の視点における避難所のあ

り方や備蓄計画を立てるまで至らなかった。 
２ 

市と保護者組織双方の考え

る避難所運営訓練の相違があ

った為、計画通りには進まな

かった。今後さらに訓練等を

重ねて、防災マニュアルを策

定していく上で反映させられ

るようにする。 

今年度の総合防災訓練

は、昨年度地域防災スクー

ルモデル事業を行った学校

での訓練であるため、昨年

の訓練を踏まえた訓練を実

施し、男女双方の視点から

の避難所運営や諸計画を立

て、防災マニュアル等に反

映させていく。 

総合防災訓練 1回 

防 災 課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
２１年度の総合防災訓練が小学校の保護者組織に運営を委ねたことによ

り子供主体の訓練になり、事業目的である「男女双方の視点を取り入れた

防災対策の推進」が達成されなかったということで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

この事業の目的については、年１回の総合防災訓練の実施のみで達成されるもので

はないと考えます。地域住民が参加して行われる自治会等の防災訓練や学校における

防災訓練において、火事や地震等の体験学習や災害に備えて必要な備蓄品の知識等、

市民自身が自主的に防災対策を身に付けられるように指導してほしいと思います。防

災訓練の実施やその内容等については、きめ細かく市民に周知、啓発する努力が必要

であり、そのためにも、２２年度の計画に記載されている男女双方の視点を取り入れ

た実効性のある防災マニュアル等の策定を期待します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ２ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ２ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 
 (１) 社会・地域における男女共同参画 
  ⑤ 市職員の男女共同参画の推進 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

女性職員の参

画意識の向上 

(021) 

 若年時から責任のある仕事を担当させる

ことにより、政策・方針決定の場への女性職

員の参画を推進した。また、女性職員の昇任

試験受験率が向上するよう、所属長からも積

極的に受験の奨励に努めた。 

 若年時から責任のある仕事を担当させる

ことにより、政策・方針決定の場への女性職

員の参画を推進した。また、女性職員の昇任

試験受験率が向上するよう、所属長からも積

極的に受験の奨励に努めた。 
３ 

 女性職員に若年時から責任

のある仕事を担当させ、政

策・方針決定の場への参画の

推進により、昇任の意識づけ

を図った。今後も引き続き取

り組んでいきたい。 

 政策・方針決定の場への

女性の参画を推進するた

め、女性職員に対する昇任

試験受験奨励を継続する。 

 女性職員の昇任試験

受験が参画意識の推進

となるよう、受験率向上

を目指したいが、年度に

よって受験対象者数も

変動するため、数値での

目標提示はできない。 

全 庁 

市民活動支援課 

職 員 課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｄ 
 事業の取組が前年度と同じで、女性職員の参画、昇任試験への受験を奨

励したとのことですが、受験者数やその結果について記載されていないの

で、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 前年度の提言にあるように、市の男女共同参画施策の推進のためには、全職員にお

ける男女共同参画を推進する必要があります。その目標は、管理職に占める女性職員

の構成比を上げることです。 

 この事業が、「女性職員の参画意識の向上」とあるので、「昇任の意識づけを図った」

ことで実績としているが、その結果がどうなったかが、評価の基準になると考えます。

昇任試験への、女性受験者が少ない場合には、なぜ女性職員が受験しないのかを検討

し、その対策を練る必要があります。 

 また、数値目標についても、提言しましたように、管理職に占める男女比の現状か

ら割り出した目標を数値化するか、東京都や他市の管理職に占める女性職員の割合を

目標にして数値化することを、再度、提案いたします。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ３ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ２ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 
 (２) 働く場における男女共同参画 
  ② 労働環境の整備 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

啓発活動の充

実 

(028)－① 

 男女が対等で働きやすい環境をつくるた

めの制度等は、男女雇用機会均等法や育児・

介護休業法等、それぞれの法律に基づき定め

られている。改正された男女雇用機会均等法

のポイントとともに、育児・介護休業法の概

要についてのパンフレットを配布し啓発に

努めた。 

男女が対等で働きやすい環境をつくるた

めの制度等は、男女雇用機会均等法や育児・

介護休業法等、それぞれの法律に基づき定め

られている。改正された男女雇用機会均等法

のポイントとともに、育児・介護休業法の概

要についてのパンフレットを配布し啓発に

努めた。 

３ 

男女雇用機会均等法、労働

基準法等の働き続けるための制

度があまり活用されていないの

で、制度について周知するた

め、各種パンフレットの配布によ

り、積極的に啓発活動を行っ

た。 

男女が対等で働きやすい

環境をつくるため、男女雇

用機会均等法や職場におけ

る育児・介護休業法に基づ

き定められている。 

仕事と子育てなど家庭生

活が両立できる雇用環境を

実現する参考資料として、

パンフレット等を配布し啓

発に努める。 

今後も、周知等を積極

的に行って、市民の方々

や事業所に幅広く活用

されるよう啓発する。 

住宅勤労課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｂ 
 男女が対等・平等に働きやすい環境をつくるための制度について、改正

男女雇用機会均等法のポイント及び育児・介護休業法の概要のパンフレッ

トを配布して、市民への普及啓発に努めたことから、この評価にしました。 

改善策等の提言 

男女が平等に働きやすい環境をつくるためには、法律制度の説明パンフレットだけ

でなく、国や都等が実施している中小企業への各種助成金制度のパンフレット等を配

布することも重要であると考えます。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 
（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ４ 
（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ４ 
（d）適切な数値目標が提示されているか ４ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 
 (２) 働く場における男女共同参画 
  ② 労働環境の整備 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

啓発活動の充

実 

(028)－② 

 第４次計画から新たに盛り込まれた事業

である。 

 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バラ

ンス）の普及啓発のための講演会を実施し

た。 

・男女共同参画週間記念講演会  １回 

・男女共同参画職員研修     １回 

 また、市民にワーク・ライフ・バランスを

啓発するにあたり、市が率先してワーク・ラ

イフ・バランスを推進するために、職員を対

象としたワーク・ライフ・バランス啓発パン

フレットを作成した。 

 第４次計画から新たに盛り込まれた事業

である。 

 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バラ

ンス）の普及啓発のための講演会を実施し

た。 

・男女共同参画週間記念講演会  １回 

・男女共同参画職員研修     １回 

 

３ 

 ワーク・ライフ・バランス

の基本概念と取り組み方を講

演会や、研修を通じて啓発で

きた。今後も正しい知識と高

い意識を醸成するため、さら

なる普及に努める。 

 ワーク・ライフ・バラン

スの実現のため、さらなる

意識改革、職場環境の醸成

に努める。 

 22 年度は５年に１度の職

員意識調査を実施し、ワー

ク・ライフ・バランス等に

関する職員の意識を調査す

る。 

 啓発事業年間１回以

上開催。 

 

市民活動支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｂ 
 男女が平等で働きやすい環境をつくるために必要とされるワーク・ライ

フ・バランス（仕事と生活の調和）の普及啓発のために、市民への講演会

に加え、市職員への研修・講演会を開催したことで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 ワーク・ライフ・バランスの推進には、地道な意識改革・職場環境の整備が必要で

す。このためには、国・都や労使団体等と連携して取組んでいくことが重要です。 

 今後もこの啓発事業の充実・推進に取り組まれることを期待します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 
（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ４ 
（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ４ 
（d）適切な数値目標が提示されているか ４ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 
 (３) 家庭との両立支援 
  ① 子育て支援の充実 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

一時保育の拡

充 

(032) 

 育児疲れや出産・病気、そして断続的な就

労により、子どもの養育が一時的に困難な家

庭に対して、子どもを預かり、多様な保育ニ

ーズに応えた。 

 ・私立保育園…10 か所 

 ・公立保育所…１か所 

 ・利用人数…17,035 人 

 母親の出産や保護者の病気、育児疲れ、そ

して断続的な就労により、子どもの養育が一

時的に困難な家庭に対して、子どもを預か

り、保護者の多様な保育ニーズに応えた。 

 ・私立保育園…12か所 

 ・公立保育所…１か所 

 ・認証保育所等…５か所 

 ・利用人数…20,266 人 

４ 

新たに、認可保育所２か所、

認証保育所４か所、保育室１

か所で一時保育を実施し、

3,231人増となりました。 

 

年々増加している一時保育

ですが、保護者の断続的な

就労により一時保育を利用

する場合、経済的負担軽減

にため補助金を出し保護者

の負担軽減を図る。 

 一時保育実施か所数 

・私立保育園…12 か所 

・公立保育所…１か所 

・認証保育所等…9 か所 
子育て支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｂ 
 ２１年度のこの事業は、前年度の１１か所から１８か所において一時保

育を実施し、多数の幼児を受け入れて保護者の多様なニーズに応えたこと

等により、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 一時保育の拡充が順調になされていることは、子育て中の一時保育希望保護者にと

って歓迎されていることと思います。次年度の計画に補助金による利用保護者への負

担軽減を図ること、また、数値目標に実施保育所数をさらに増やす予定であることは、

この事業の継続的拡充が期待されます。 

前年度に提言したように、利用者に対して満足度や要望等についてアンケート調査

を行い、さらなる事業の充実を図ることを提案します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ５ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ４ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ４ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 
 (３) 家庭との両立支援 
  ① 子育て支援の充実 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

低年齢児保育

の充実 

(036) 

 認可保育所入所定員 

（4 月 1 日現在運用定員） 

 ０歳 303 人 

 １歳 514 人 

 ２歳 618 人 

 

待機児童数（４月１日現在） 

    167 人 

認可保育所入所定員 

（4 月 1 日現在運用定員） 

 ０歳 309人 

 １歳 526人 

 ２歳 632人 

 

待機児童数（4 月１日現在） 

 273人 

２ 

毎年、保育所の定員増をし

ているものの、入所希望者が

増加する中、特に低年齢児の

待機児童が生じている。 

都全体で待機児童が増加す

る中、本市においては、保育

所新設等により平成２２年度

４月１日現在の待機児童数は

212 人と減少した。 

今後も待機児童の解消に努

める。 

認可保育所入所定員（4月 1

日現在運用定員） 

 ０歳 337人 

 １歳 582人 

 ２歳 696人 

 

 

平成２６年度目標 

認可保育所入所定員 

 ０歳 383人 

 １歳 649人 

 ２歳 760人 

 保 育 課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 ２１年度はほぼ事業計画通りの受け入れをしていることは評価します

が、待機児童数２１２人（２２年４月１日現在）はまだ多数であると思わ

れますので、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 保育所の定員増をしているにもかかわらず、低年齢児の待機児童が増加していると

のことで、保育所の増設を要望します。これからの保育所は、その施設が必要でなく

なったときに、高齢者や障がい者との交流のできるような共用施設にすることを提案

します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ４ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ３ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (１) 女性に対するあらゆる暴力の根絶 
  ① 家庭内暴力等の根絶に向けた取組の推進 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

暴力を防ぐた

めの意識啓発 

(058) 

 11 月の「女性に対する暴力をなくす運動」

に合わせて講座を開催し、女性の自己防衛術

として、リアライズ代表の橋本明子氏による

WEN-DO に関する講座を実施した。 

11月の「女性に対する暴力をなくす運動」に

合わせて講座を開催し、認定フェミニスト・

カウンセラーの小柳茂子氏によるアサーテ

ィブトレーニングに関する講座を実施した。 

３ 

 女性に対する暴力を防ぐた

めの講座を様々な角度から開

催することで、ＤＶに対する

問題意識を共有し、啓発活動

に努めた。 

 ＤＶは犯罪であり、根絶

のためには個人個人の意識

啓発が重要である。そこで、

関連講座を開催することに

より、さらなる認識の向上

に努める。 

 22 年度は女性問題相談カ

ードを作成し、各市内公共

施設に配架をする。ＤＶ被

害者に向けて女性問題相談

の周知を図る。 

 年１回以上啓発講座

を開催する。 

 

市民活動支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｄ 
 ２１年度のこの事業が、女性に対する暴力・ＤＶ防止の意識啓発につい

ての啓発講座のみというのは、啓発活動に工夫が見られなかったことで、

この評価にしました。 

改善策等の提言 

 前年度の提言が活かされていないのですが、ＤＶが犯罪となる行為をも含む重大な

人権侵害であることを市民に周知させる啓発活動、とくにＤＶ被害者が被害に遭った

場合の対処法についての情報、例えば相談窓口等についての情報を届ける工夫をする

ことを提案します。 

また、ＤＶ、児童虐待、高齢者虐待等は、行政だけでは防ぐことはできないので、

警察、医療機関等や近隣住民の協力を得やすいシステム作りが必要であると考えま

す。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ２ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ２ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ３ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ２ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (２) 性に対する女性の権利の確立と健康支援 
  ① 生涯を通じた女性の健康支援 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

母子の健康増

進 

(068)－① 

 女性の健康のための啓発・健康維持を目的

とする各種の講座を開催した。 

講座名 回数 
参加 

人数 

リプロダクティブ・ヘルス／

ライツ講座 

「女性だから気になる病気」 

1 24 人 

  

 女性の健康のための啓発・健康維持を目的

とする各種の講座を開催した。 

講座名 回数 
参加 

人数 

リプロダクティブ・ヘルス／

ライツ講座 

「めざせ女子力ＵＰ！女性

の健康を考えよう！」 

1 11 人 

 

２ 

 リプロダクティブ・ヘルス

／ライツという言葉は、浸透

してきているが、定員 20 人に

対し、参加者が 11 人であり、

参加者は定員の 55％程度であ

ったため評価を２とした。 

 今後は、より多くの参加が

あるようにしたい。 

 リプロダクティブ・ヘル

ス／ライツ講座を１回以上

実施する。 

 その他、リプロダクティ

ブ・ヘルス／ライツという

言葉の啓発に努める。 

 主催講座の参加者を

定員の 80％以上とする。 

市民活動支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｄ 
 この事業の取組として、２１年度も「リプロダクティブ・ヘルス／ライ

ツ講座」を開催したが参加者が減少したということで、この評価にしまし

た。 

改善策等の提言 

 リプロダクティブ・ヘルス／ライツという言葉を啓発するために、継続して講座を

開催しているこの事業については、前年度にも提言がなされています。参加者数を増

加することができなかったのは、女性市民にとっては講座内容がイメージしづらかっ

たか、興味を持てなかったのではないかと思います。テーマの設定に工夫をしてくだ

さい。 

 また、女性センターにおける講座開催だけでなく、他の担当課の事業、家庭教育学

級、母親学級や両親学級等に出前講座をすることで、リプロダクティブ・ヘルス／ラ

イツの啓発を行うことを提案します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ２ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ２ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ２ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (２) 性に対する女性の権利の確立と健康支援 
  ① 生涯を通じた女性の健康支援 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

母子の健康増

進 

(068)－② 

 母子の健康保持と増進を図るため、健康診

査、相談及び教育事業等を実施した。 

3～4 か月児健康診査 2,248 人 

6～7 か月児健康診査 2,160 人 

9～10 か月児健康診査 2,070 人 

1 歳 6 か月児健康診査 2,269 人 

3 歳児健康診査 2,000 人 

乳幼児発達健康診査 67 人 

乳幼児経過観察健康診査 147 人 

乳幼児精密健康診査 135 人 

妊婦健康診査（５回） 12,300 人 

産婦健康診査 2,223 人 

母親学級（4 回コース） 1,162 人 

両親学級（半日コース） 525 人 

ママクラスクッキング 57 人 

妊産婦訪問指導 316 人 

新生児訪問指導 1,649 人 

乳幼児訪問指導 459 人 

子育て相談室 4,372 人 

地域子育てクラス 97 人 

離乳食教室 1,084 人 

幼児食教室 110 人 

母子保健相談 895 人 

妊婦歯科健康診査 747 人 

親と子の歯みがき教室 264 人 

予防歯科指導教室 690 人 

幼児歯科検診 2,447 人 

保育所等巡回歯科保健指導 2,339 人 

妊産婦・乳幼児保健指導 145 人 

母子栄養強化食品支給 613 人 

予防接種 25,914 人 

  

 母子の健康保持と増進を図るため、健康診

査、相談及び教育事業等を実施した。 

3～4 か月児健康診査 2,273 人 

6～7 か月児健康診査 2,166 人 

9～10 か月児健康診査 2,110 人 

1 歳 6 か月児健康診査 2,209 人 

3 歳児健康診査 2,160 人 

乳幼児発達健康診査 42 人 

乳幼児経過観察健康診査 159 人 

乳幼児精密健康診査 144 人 

妊婦健康診査（１４回） 23,829 人 

産婦健康診査 2,254 人 

母親学級（4 回コース） 1,321 人 

両親学級（半日コース） 581 人 

ママクラスクッキング 57 人 

妊産婦訪問指導 283 人 

新生児訪問指導 1,875 人 

乳幼児訪問指導 452 人 

子育て相談室 4,388 人 

地域子育てクラス 151 人 

離乳食教室 1,145 人 

幼児食教室 106 人 

母子保健相談 855 人 

妊婦歯科健康診査 805 人 

親と子の歯みがき教室 253 人 

予防歯科指導教室 601 人 

幼児歯科検診 2,401 人 

保育所等巡回歯科保健指導 2,804 人 

妊産婦・乳幼児保健指導 14 人 

母子栄養強化食品支給 556 人 

予防接種 25,509 人 

  

３ 

 乳幼児健康診査の受診率

は、一定の水準を維持してい

る。妊婦健康診査は公費助成

が 5回から 14 回に増えたこと

により、受診者増につながっ

た。支援の必要な家庭に対し

てタイムリーで適切な支援を

実施できるよう関係機関との

連携体制をさらに整備するこ

とが課題である。 

 乳幼児の健康診査、相談、

及び教育事業を実施し、健

康の保持・増進に努める。

支援の必要な家庭に対して

適切でタイムリーな支援を

行う。 

 未受診者全件の状況

把握及び４か月児まで

の全戸訪問。 

健康推進課 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｂ 
母子の健康保持と増進を図るため、継続的に各種の事業を計画に基づい

て実施していることで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 これらの各種の事業を通して把握された府中市における母子の健康課題について

の説明が記載されていると、今後の母子の健康支援の方向性が判明すると考えます。 

 前年度の提言に、事業目標に掲げている４か月児までの全戸訪問について訪問戸数

を記載してくださいとありますが、２２年度には報告をお願いします。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ３ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ３ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (２) 性に対する女性の権利の確立と健康支援 
  ① 生涯を通じた女性の健康支援 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

健康診査事業

の充実 

(069) 

 各種がんや骨粗しょう症等の早期発見、治

療のための健康診査等、予防に重点をおいた

健康指導を行う。 

区分 20 年度実績 

子宮がん検診 5,965 人（すべて女性） 

乳がん検診 3,445 人（すべて女性） 

大腸がん検診 3,218 人 

肺がん検診 197 人 

喉頭がん検診 88 人 

胃がん検診 3,578 人 

骨粗しょう症検診 704 人（すべて女性） 

  

 各種がんや骨粗しょう症等の早期発見、治

療のための健康診査等、予防に重点をおいた

健康指導を行う。 

区分 20 年度実績 

子宮がん検診 5,469 人（すべて女性） 

子宮がん検診 

（クーポン券） 

2,568人（すべて女性） 

乳がん検診 3,084 人（すべて女性） 

乳がん検診 

(クーポン券) 

2,524人（すべて女性） 

大腸がん検診 3,079 人 

肺がん検診 262 人 

喉頭がん検診 104 人 

胃がん検診 3,671 人 

骨粗しょう症検診 229 人（すべて女性） 

  

２ 

平成 21 年度より、女性特有

のがん検診推進事業として、

対象年齢の女性市民に乳が

ん、子宮がん検診のクーポン

券を送付し受診を促したた

め、受診者数は増加した。 

また、喉頭がん検診は受診者

数が最近減少していたが、平

成 21年度は前年度よりも増加

した。 

 各種がんや骨粗しょう症

等の早期発見、治療のため

の健康診査等、予防に重点

をおいた健康指導を行う。 

区分 22年度計画 

子宮がん検診 
4,300 人 

(すべて女性） 

子宮がん検診

(クーポン券) 
2,202 人 

(すべて女性） 

乳がん検診 
3,500 人 

(すべて女性） 

乳がん検診
(クーポン券) 

2,115 人 

(すべて女性） 
大腸がん検診 3,500 人 

肺がん検診 270 人 
喉頭がん検診 115 人 
胃がん検診 4,000 人 

骨粗しょう

症検診 

500 人 

(すべて女性） 

  

平成 21 年度に引続き子

宮がん検診、乳がん検診

についてはクーポン事

業を実施するため、前年

度と同様の受診者数を

目標としたい。 

健康推進課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 クーポン券の送付方式をとった子宮がんと乳がん検診の受診者は増加し

ていますが、検診ごとの受診者・未受診者についての分析がなされていな

いので、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 長寿国になった日本人の半数が、がんに罹ると言われている現在、がん検診の受診

はがんの早期発見により完治につながる重要な健康検査です。前年度の提言にも記載

していますが、がん検診の重要性を市民に周知・啓発するとともに、計画人数を増や

してこの事業を充実するよう要望します。 

 また、すべてのがん検診についての分析は、業務のボリュームが大きいと思います

ので、検診対象を絞って、がんに対する意識や行動、検診の効果等についての分析を

進めて、がん検診の必要性を市民が認識するための知識・情報を伝えることを提案し

ます。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ２ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ２ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (２) 性に対する女性の権利の確立と健康支援 
  ② 年齢に応じた性に関する正確な知識の取得 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

学校教育の中

での知識の提

供・啓発 

(077) 

 市立小・中学校全 33 校で、学習指導要領

に従い、保健の授業の中で児童・生徒の発達

段階や特性に応じた指導を実施した。 

 市立小・中学校全 33 校で、学習指導要領

に従い、保健の授業の中で児童・生徒の発達

段階や特性に応じた指導を実施した。 ３ 

 今後も継続して指導すると

ともに、児童・生徒が正しい

知識に基づく適切な行動がで

きるよう、指導の充実を図り

ます。 

 市立小・中学校全校で、

学習指導要領に従い、保健

の授業を中心に児童・生徒

の発達段階に応じた指導を

行う。 

市立小・中学校 33 校で

実施 

指 導 室 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 学校における「性に関する正確な知識の取得」は、男女共同参画社会推

進の重要な教育課題であり、その授業を市立小・中学校全校で実施したこ

とで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 男女共同参画社会推進の視点から、性に関する正確な知識を取得することは、児

童・生徒たち一人一人が正しく理解・判断できるようにする指導が必要です。市立全

小・中学校において、発達段階や特性に応じて、計画的に実施することが大切です。 

 保健の授業を中心にして指導しているということですが、指導内容及び方法の具体

的な記載をしてください。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ２ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ３ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (４) 相談体制の充実 
  ① 相談窓口の充実 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

女性自身に関

する相談の充

実 

(083)－① 

人権身の上相談 

 基本的人権が侵害される諸問題や悩み事

に対し、人権擁護委員が助言・指導を行った。 

内 容 相談件数 

人権 10 

身の上 55 

合 計 65 
 

人権身の上相談 

 基本的人権が侵害される諸問題や悩み事

に対し、人権擁護委員が助言・指導を行った。 

内 容 相談件数 

人権 ８ 

身の上 40 

合 計 48 
 

３ 

人権問題の相談は減少して

いるが、社会の複雑化のため

か地域や家族間の悩み事が増

加している。これに対し、相

談を受けに来た人には、適切

な助言・アドバイス等が行え

ている。 

なお、人権問題については、

埋没している問題も考えられ

るため、法務局と連携を取り

ながら活動を進めていく。 

毎月第１・３木曜日、午後

２時～４時に市民相談室で

実施する。 

相談は増減があるため、

適切な目標は定めにく

いが、過去３年の実績及

び埋没している人権問

題の早期発見も考慮し、

80件を目標とする。 広 報 課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 市民の人権及び身の上相談に人権擁護委員が助言・指導するこの事業が、

継続的に行われたことで、この評価にしました。  

改善策等の提言 

 担当課による評価の内容と今後の課題及び目標についての記載が、数年間、同文で

あることには、工夫が必要と思います。 

 この事業については、相談件数内の女性の相談件数を明記することを要望します。

また、できれば、人権問題及び身の上相談について、具体的な内容を記載してあれば、

とくに女性の抱える問題が判明すれば、市民にとってこの相談窓口の充実度を判断す

ることができると考えます。人権問題については、法務局との連携をとりながら活動

するとありますが、市にある他の相談窓口との連携はどうなっているのでしょうか。 

市民相談室が受け付ける相談が、他の相談窓口や他機関との連携を必要としない場

合、その理由を記載してください。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ３ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ３ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (４) 相談体制の充実 
  ① 相談窓口の充実 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

女性自身に関

する相談の充

実 

(083)－② 

 女性問題相談の中で、ジェンダーにとらわ

れずに、自分らしい生き方を見つけるための

援助をした。また、性被害者や性差別に対す

る相談にも対応した。 

(1) 相談体制 月曜日～金曜日（平日）、午

前９時～午後５時 相談員２人（月・火は

１人） 

(2) 20 年度女性問題相談総件数 1,052 件 

(3) 相談機関連携会議１回 庁内の相談機

関との連携を深めるとともに、各機関にお

ける窓口業務の中で、相談者への二次被害

を防ぐための対応を再確認した。 

 女性問題相談の中で、ジェンダーにとらわ

れずに、自分らしい生き方を見つけるための

援助をした。また、性被害者や性差別に対す

る相談にも対応した。 

(1) 相談体制 月曜日～金曜日（平日）、午

前９時～午後５時 相談員２人（月・火は

１人） 

(2) 21 年度女性問題相談総件数 1,021 件 

(3) 相談機関連携会議１回 庁内の相談機

関との連携を深めるとともに、各機関にお

ける窓口業務の中で、相談者への二次被害

を防ぐための対応を再確認した。 

３ 

本市における 20 年度と 21

年度の相談件数を比べると、

件数が減少しているが、一概

に、女性に係る問題が減って

いるとは言えない。 

 また、認識している限り、

女性問題相談において、二次

被害が発生していないことを

評価した。 

 相談体制等については、

同内容で継続する。 

 引き続き、各機関との連

携を密に取り、二次被害の

防止に努める。 

 相談件数の目標を数

値化することは困難で

あるため、市民が相談し

やすい環境を整えるこ

とを目標とする。 

 二次被害については、

引き続き、起こさないよ

うに努める。 

市民活動支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 複雑化している女性問題について多数の相談件数を少ない相談員でよく

対応していることで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 この事業が女性から相談を受ける中に、性被害や性差別についての相談にも対応し

ていて、相談者への二次被害が発生していなかったことは評価に値すると考えます。 

ただし、前年度の提言にあるように、相談の内訳とその件数を記載することを要望し

ます。どのような問題が相談されているのかが判れば、同じ問題を持つ市民が安心し

て相談窓口に来ることができます。例えば、ＤＶの相談があった場合は、相談者が一

つの窓口で各種の行政サービスが受けられるように、窓口の一元化（ワンストップ・  

サービス）に取組むことを提案します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ３ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ３ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (４) 相談体制の充実 
  ① 相談窓口の充実 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

女性自身に関

する相談の充

実 

(083)－③ 

 母子家庭や寡婦・女性が抱えている問題につ

いて、専門相談員による相談を実施した。 

 相談件数 2,308 件 

 母子家庭や寡婦・女性が抱えている問題に

ついて、専門相談員による相談を実施した。 

 相談件数 2,102 件 

３ 

 相談件数は減少している

が、引き続き専門相談員２人

体制で対応している。複雑・

多様化する相談に対応するた

め、精神保健福祉士の専門職

を配置し相談体制の充実をは

かった。 

 相談件数が増加すること

が見込まれるため、２人体

制を継続し、関係機関と連

携しながら相談に応じてい

く。 

専門相談員 ２人 

子育て支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 母子家庭や寡婦・女性が抱えている複雑・多様な問題に、専門相談員２

人体制に、２１年度は精神保健福祉士の専門職１人を配置して多数の相談

件数に対応したことで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 母子家庭や寡婦・女性が抱えている問題に対応する相談窓口の充実は、相談者の自

立支援のために重要な事業です。 

ただし、相談件数だけでなく、その内訳、相談内容、自立支援につながった結果を

記載してください。それにより、この事業の充実度が明確に判断できると考えます。 

２１年度に、複雑・多様化する相談に対応するために、精神保健福祉士の専門職相

談員を配置されたこの相談窓口は、市民にとって心強い存在であると思います。前年

度に比べて相談件数が減少したのは、恐らく適切な解決ができた結果ではないかと推

察します。今後も他の相談窓口や関係他機関と連携しながら、継続してこの相談事業

の充実に努められることを期待します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ３ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ３ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (４) 相談体制の充実 
  ① 相談窓口の充実 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

子どもに関す

る相談の充実 

(085)－① 

 「子育て相談室」を開設し、電話・来所・

訪問による妊産婦及び乳幼児の健康、食事、

歯科衛生に関することや妊娠・出産及び育児

に関する相談を受けている。 

 

相談体

制 

月曜日～金曜日 

午前８時半～午後５時 

相談担

当 

保健師・看護師・栄養士 

歯科衛生士 

相談件

数 

保健相談    3,856 件 

栄養相談     339 件 

歯科相談     177 件 

  

 「子育て相談室」を開設し、電話・来所・

訪問による妊産婦及び乳幼児の健康、食事、

歯科衛生に関することや妊娠・出産及び育児

に関する相談を受けている。 

 

相談体制 
月曜日～金曜日 

午前８時半～午後５時 

相談担当 
保健師・看護師・栄養士 

歯科衛生士 

相談件数 

保健相談    3,896 件 

栄養相談     372 件 

歯科相談     120 件 

  

３ 

 相談内容が多種多様化して

いる。相談から他の母子保健

事業への連動、訪問を実施し

ている。内容により関係機関

の紹介、連携も実施している

が、タイムリーによりよい支

援ができるよう関係機関との

連携強化が必要である。 

 新生児訪問や母親学級等

を活用して、子育て相談室

の周知を図る。 

 「子育て相談室」の活

用について全対象者に

周知する。 

健康推進課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
「子育て相談室」において妊娠・出産や育児等に関する多様な相談を、継続

して専門家が対応していることで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 前年度と同じく「子育て相談室」の活用について全対象者に周知することを目標に

していますが、いろいろな手段で一般市民にも周知するよう努めてください。また、

よりよい支援ができるように関係機関との連携強化をして、この事業の充実を図かる

ことを要望します。 

 前年度の提言にも提案しましたが、働く妊産婦や子育て家庭のために、土日に相談

窓口を開設することを再度要望します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ２ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ２ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (４) 相談体制の充実 
  ① 相談窓口の充実 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

子どもに関す

る相談の充実 

(085)－② 

 子ども家庭支援センター「たっち」「しら

とり」において、総合相談事業を実施した。 

 

区分 件数 

 

区分 件数 

虐待 182 育成 57 

養育困難 198 育児 258 

障害 28 その他 48 

保健 42 合計 813 

新規相談件数 813 件 

延べ支援回数 20,710 回 

 子ども家庭支援センター「たっち」「しら

とり」において、総合相談事業を実施した。 

 

区分 件数 

 

区分 件数 

虐待 129 育成 47 

養育困難 197 育児 193 

障害 34 その他 30 

保健 34 合計 664 

新規相談件数 664 件 

延べ支援回数 19,826 回 

４ 

子育てに関する総合相談を

実施し、定期的な支援が必要

な家庭には、育児支援家庭訪

問事業を導入するなど、育児

不安や負担の軽減、児童虐待

の発生予防に努めた。また、

関係機関や児童相談所と連携

を取りながら、要保護児童の

保護など、適切な対応と支援

を行った。 

今後も関係機関との連携強化

や役割分担など、相談体制の

一層の充実が必要。 

身近なところで子育てに

関する相談が出来る場所を

設け、育児不安や精神的不

安の解消に努めるととも

に、定期的な継続支援が必

要な家庭には訪問員やヘル

パーの派遣を行う。 

児童虐待の未然防止を図る

ため、特定妊婦への支援な

ど保健センターと連携しな

がら、切れ目のない支援を

実施していく。 

 内容的に数値化は難

しい。 

子育て支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｂ 
総合相談事業として、支援が必要な家庭には育児家庭支援訪問事業の導

入、育児不安や負担の軽減、児童虐待の発生予防等に努め、要保護児の保

護支援に適切に対応したということで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 総合相談事業の内訳区分と件数が表記されており、子育て中の市民の抱える問題が

理解され、児童虐待や育児不安等の問題が身近に存在していることを一般市民も認識

して社会的に解決しなければならないと考えます。今後も関係機関と連携して事業を

充実・推進することを期待します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ５ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ４ 

（d）適切な数値目標が提示されているか  

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (４) 相談体制の充実 
  ① 相談窓口の充実 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

子どもに関す

る相談の充実 

(085)－③ 

○育児相談（保育所） 

○子育てひろば「ポップコーン」事業等 

 30 か所 

 延参加人数：16,354 人（内児童 8,526 人） 

○園庭開放 

 週１回 15 か所 

 延参加人数：12,476 人（内児童 6,723 人） 

○育児相談（保育所） 

○子育てひろば「ポップコーン」事業等 

 29 か所 

 延参加人数：13,474 人（内児童 7,047 人） 

○園庭開放 

 週１回 15 か所 

 延参加人数：8,725 人（内児童 4,698人） ４ 

情報交換、交流の場を提供

する中で、保育士等による相

談がなされている（生活、睡

眠、栄養、健康･発達、あそび、

排泄、かかわり等）。市内全域

で行われており、身近な相談

場所としても機能している。 

また、必要に応じ子ども家

庭支援センター、保健センタ

ーと連携し、支援を行う。 

平成２１年度は、新型インフ

ルエンザ流行の影響で参加者

数が少ない。 

○育児相談（保育所） 

○子育てひろば「ポップコ

ーン」事業等 29 か所 

○園庭開放 週１回 15か所 

子育てひろば「ポップ

コーン」 

２２年度６か所から

２６年度１１か所を目

標 

保 育 課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 育児相談、子育てひろば「ポップコーン」事業等、園庭開放が、多数の

子育て家庭に利用されていることで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 子育てひろば「ポップコーン」事業等・園庭開放は、子育て家庭の家族・親子のコ

ミュニケーションの場として、市内に数多く配置することを要望します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ３ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ２ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (４) 相談体制の充実 
  ① 相談窓口の充実 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

子どもに関す

る相談の充実 

(085)－④ 

 女性問題相談および青少年・子ども相談の

中で、妊娠、出産、育児期の女性の不安や悩

みの相談を受けている。内容や状況により、

関係機関への紹介も実施している。 

(1)相談体制 月曜日～金曜日（平日）、午前

９時～午後５時、 

相談員２人（月・火は１人） 

(2)20年度青少年・子ども相談件数 26 件 

(3)相談機関連携会議 

５機関…府中警察署、多摩児童相談所、多摩

府中保健所、子ども家庭支援センター、民生

委員・児童委員 

６課…指導室、子育て支援課、生活援護課、

健康推進課、地域福祉推進課、児童青少年課 

１回／年 

 女性問題相談および青少年・子ども相談の

中で、妊娠、出産、育児期の女性の不安や悩

みの相談を受けている。内容や状況により、

関係機関への紹介も実施している。 

(1)相談体制 月曜日～金曜日（平日）、午前

９時～午後５時、 

相談員２人（月・火は１人） 

(2)21年度青少年・子ども相談件数 40 件 

(3)相談機関連携会議 

５機関…府中警察署、多摩児童相談所、多摩

府中保健所、子ども家庭支援センター、民生

委員・児童委員 

６課…指導室、子育て支援課、生活援護課、

健康推進課、地域福祉推進課、児童青少年課 

１回／年 

３ 

 相談内容に応じて診療機関

を紹介する等適切なアドバイ

スがされている。 

 今後は、相談窓口の周知徹

底を図っていく。 

 引き続き、相談業務を実

施し、関係機関との連携を

図り、相談内容や状況に応

じた対応に努める。 

 さらに、周知方法や、内

容の充実の検討も同時に行

っていく。 

 今後も相談窓口の周

知等を積極的に行って、

市民から幅広く活用さ

れるように努めたい。 

児童青少年課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 青少年・子ども相談の件数が、前年度より増加しているということで、

この事業の必要性を理解して、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 この事業が取組んでいる青少年・子ども相談については、件数の増減にかかわらず、

相談者にとっては必要であると考えます。 

相談体制が確立しているので、今年度のこの事業の充実を見守りたいと思います。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ２ 

（d）適切な数値目標が提示されているか  

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (４) 相談体制の充実 
  ① 相談窓口の充実 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

子どもに関す

る相談の充実 

(085)－⑤ 

メンタルフレンドを全小学校、スクールカウ

ンセラーを全中学校に配置した。小学校２校

に新たにスクールカウンセラーを配置した。 

教育センターにおける教育相談の実施(電

話相談 527 件、来室相談 396 件) 

全小学校を巡回相談員が訪問（相談件数

5,435件） 

全小学校にメンタルフレンドを配置 

全中学校・小学校３校にスクールカウンセ

ラーを配置 

スクールソーシャルワーカーを配置 

３ 

各相談機能の充実と更なる

連携によって相談体制の充実

を図るとともに、相談者にと

ってより相談しやすい環境を

整えていくことが今後の課題

である。 

 

教育センター内外の教育

相談機能の更なる充実を図

り、学校や関係機関との行

動連携を強化し、相談者の

抱える問題の早期解決を図

る。 

 内容的に数値化は困

難 

指 導 室 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 教育センターにおける教育相談件数及び全小学校における巡回相談件数

と相談体制からこの事業の取組が進められていることで、この評価にしま

した。 

改善策等の提言 

 前年度の計画では、小学校３校にスクールカウンセラー（臨床心理士）を配置する

予定でしたが、その計画が実施されていることは評価します。２２年度の小学校への

スクールカウンセラーの配置計画は、どのようになるのか明確な記載が必要です。 

児童・生徒の抱える問題の解決については、スクールカウンセラーの専門知識が必要

だと考えますので、全小・中学校・各校に配置することを要望します。 

また、前年度は目標も記載されていましたので、この欄にも記載してください。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ４ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ２ 

（d）適切な数値目標が提示されているか １ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 

59 60 



 
Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (４) 相談体制の充実 
  ① 相談窓口の充実 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

福祉総合相談 

(086) 

 19 年度と同様に市、在宅介護支援センタ

ーを中心に高齢者の相談を受け付けている

なかで、高齢の女性や高齢の家族をもつ女

性の相談を積極的に受け、必要に応じて適

切なアドバイスを行うなど、女性が安心し

て生活を送れるよう相談業務の充実を図っ

た。 

市庁内で福祉相談担当者連絡会議を開

催、庁内の関係機関との連携を深めた。 

 

平成 20 年度女性の相談件数  6,627 件 

 20 年度と同様に市、在宅介護支援センター

を中心に高齢者の相談を受け付けているな

かで、高齢の女性や高齢の家族をもつ女性の

相談を積極的に受け、必要に応じて適切なア

ドバイスを行うなど、女性が安心して生活を

送れるよう相談業務の充実を図った。 

市庁内で福祉相談担当者連絡会議を開催、

庁内の関係機関との連携を深めた。 

 

平成 21 年度女性の相談件数 6,072 件 

３ 

 全体の相談件数の内、６割

が女性の相談。 

 虐待対応においては７割の

被虐待者が女性。 

 今後も相談を受けるだけに

とどまらず、適切なアドバイ

ス、支援が必要。相談者の権

利擁護のためには、関係機関

との連携が不可欠である。 

 市、包括支援センター、

在宅介護支援センターを中

心に高齢者の相談を受け付

けているなかで、高齢の女

性や高齢の家族をもつ女性

の相談を積極的に受け、必

要に応じて適切なアドバイ

スを行うなど、女性が安心

して生活を送れるよう相談

業務を行っていく。 

福祉相談担当者連絡会議を

通じ、各相談担当者のスキ

ルアップ、連携を深めてい

く。 

 女性からの相談件数

年間 6,000件 

高齢者支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 在宅介護支援センターを中心に受付けた高齢者の福祉総合相談、とくに、

かなり多数の相談件数の内、６割が女性で虐待相談の７割が被虐待女性と

いう深刻な相談に対応していることで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 相談件数には女性の相談件数のみが記載されていますが、全体の相談件数と、女性

の相談件数を記載してください。虐待対応の被虐待者の７割が女性ということです

が、これも実数で記載してください。 

 事業の取組と実績には、相談の具体的内容と件数、女性の相談件数を記載すること

を要望します。 

 消えた高齢者、孤独死、高齢者虐待等、高齢社会が厳しい現状の中、この事業は市

民にとって非常に重要なものです。この福祉相談事業をとおして把握されている課題

を分析して、高齢者のおかれている問題解決の施策を推進することを要望します。  

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ２ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ２ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅲ 男女共同参画社会づくり 
 (１) 男女平等の意識改革 
  ① 学校教育における男女平等の推進 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

男女平等教育

の推進 

(088) 

 各校の教員からなる人権教育推進委員会

を設置し、男女平等教育を含めた人権教育の

視点から各教科等の指導内容・指導方法の工

夫・改善を行った。 

各校の教員からなる人権教育推進委員会

を設置し、男女平等教育を含めた人権教育の

視点から各教科等の指導内容・指導方法の工

夫・改善を行うとともに、学校の教育活動全

体を通じて男女平等を意識した指導を推進

した。 

 

３ 

学校の教育活動全体を通じ

て男女平等を意識した指導を

行い、また、委員会を通じて

小・中学校の連携を意識した

人権教育の実践を展開した。 

教科、道徳、特別活動及

び総合的な学習の時間をは

じめ、学校の教育活動全体

を通じて男女平等を意識し

た指導を推進するとともに

教員に対して男女平等を含

む人権教育の研修を実施し

た。 

内容的に数値化は困難

である。 

指 導 室 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 教員による「人権尊重教育推進委員会」の設置により、各校への点から

面への広がりが期待されること、指導の中核となるのは男女平等教育の推

進であることで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 男女平等教育は、学習指導要領や発達段階に基づき、学校教育全体を通して推進す

ることが必要です。 

 また、前年度の提言にも触れていますが、「人権尊重教育推進委員会」の開催につ

いて、市立全小・中学校（３３校）教員の男女構成比、研修内容とその回数、及び研

修会の講師等についても、記載されることを要望します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ３ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ２ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅲ 男女共同参画社会づくり 
 (１) 男女平等の意識改革 
  ② 地域・家庭における男女平等の推進 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

学習・啓発講

座の実施 

(093) 

 従来の固定的な性別役割分業の見直しを

図り、男女が互いを尊重する男女共同参画社

会の実現に寄与し、その意識を啓発するため

の各種講座を開催した。 

・女性のための簡単大工講座 ５回 72 人 

・男性のための料理講座   １回 16 人 

 固定的な性別役割分業意識を是正し、男女

が共にワーク・ライフ・バランスを実現でき

る社会の形成のため、その意識の見直しを啓

発できる各種講座を実施した。 

・女性のための簡単大工講座 ５回 69 人 

・男性のための料理講座   １回 12 人 

４ 

いずれの講座も定員以上の応

募があり、性別役割分業是正

に対する取組と市民のニーズ

が合致した講座を実施できた

と思われるため、評価を４と

した。 

啓発講座の内容を見直し、

より意識を醸成できる講座

を実施するとともに、男女

が共に地域や家庭に参画で

きるよう、ワーク・ライフ・

バランスの意識啓発にも努

めたい。 

女性のための大工講座…

５回 

 男性のための料理講座

…１回 

 ワーク・ライフ・バラ

ンス関連講座…１回 

市民活動支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 性別役割分業是正をテーマにしたいずれの講座も定員以上の応募者があ

ったということですが、前年度に比べて参加者が減っているので、この評

価にしました。 

改善策等の提言 

 固定的な役割分業意識の是正を目的にした講座が、継続的に開催され、応募者も定

員以上であったということで、市民ニーズに合致した講座の開催ができたと理解しま

す。女性のためには「大工講座」、男性には「料理講座」というテーマが継続されて

いるので、講座のテーマを変える必要もあるのではないかと思います。２２年度に計

画されている「ワーク・ライフ・バランス関連講座」の開催に期待します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ２ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ２ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅲ 男女共同参画社会づくり 
 (１) 男女平等の意識改革 
  ② 地域・家庭における男女平等の推進 

担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

雇用主・労働

者双方への働

きかけ 

(095) 

男女雇用平等推進のために、広く職場にお

ける男女平等について、国や都と連携して、

雇用主・労働者双方への意識啓発をポスタ

ー、チラシ、ガイドブック等により実施した。 

また、東京都の労働行政機関等と連携し、男

女雇用平等、非正規雇用関連の点検を中心

に、「男女雇用機会均等法・パートタイム労

働法・有期労働契約の締結、更新及び雇止め

に関する基準など」の労働者・労働組合・事

業主・人事労務担当・関心のある一般都民を

対象にセミナーを府中グリーンプラザで実

施し、申込者 101 人中、60 人の参加があった。 

男女雇用平等推進のために、広く職場にお

ける男女平等について、国や都と連携して、

雇用主・労働者双方への意識啓発をポスタ

ー、チラシ、ガイドブック等により実施した。 

また、東京都の労働行政機関等と連携し、

「雇用・雇止めのトラブル」をテーマに、労

働者・労働組合・事業主・人事労務担当・関

心のある一般都民を対象に労働セミナーを

府中グリーンプラザで実施し、申込者 121 人

中、79 人の参加があった。 

３ 

労働者だけでなく、雇用主

の意識啓発も重要であるた

め、今後も積極的に働きかけ

をしていきたい。 

アンケートからセミナーの

評価は、「大変参考になった」

が 31％で、「参考になった」が

40％であった。合せると 71％

の受講者から良い評価があっ

た。一方、「少し参考になった」

が 13％、「参考にならなかっ

た」が 2％だった。 

 

男女雇用平等推進のた

め、広く職場における男女

平等について、国や都と連

携して、雇用主・労働者双

方への意識啓発をポスタ

ー、チラシ、ガイドブック

等により継続して推進す

る。 

また、東京都の労働行政

機関等と連携し、労働者・

一般都民向けセミナー等の

実施を行う。 

労働者向けのセミナ

ーを関係機関と連携し

実施する。 

参加者の増に努める。 

住宅勤労課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｂ 
 男女雇用平等推進のために、雇用主・労働者双方への意識啓発をポスタ

ー、チラシ、ガイドブック等により実施したこと、また東京都の労働行政

機関と連携して労働セミナーを府中グリーンプラザで開催したことで、こ

の評価にしました。 

 

改善策等の提言 

 地域・家庭における男女平等推進にあたっても、まず男女の固定的な性別役割分業

意識の変革、ワーク・ライフ・バランスの推進が重要です。 

 この事業に関して、２１年度に開催した労働セミナーのテーマ「雇用・雇止めのト

ラブル」に、ワーク・ライフ・バランスに関する話が出たかどうかは疑問です。働き

盛りの男性の長時間労働の解消、男性の育児休業の促進や女性の育児と仕事の両立

等、ワーク・ライフ・バランスの推進を啓発するためのテーマを選んで、市内の企業・

事業所の雇用者及び労働者、一般市民を対象にした講座や研修会を開催することを要

望します。 

項目評価基準 評価 項目評価基準 
５…達成されている    【100％】 
４…ほぼ達成されている【80～99％】 
３…概ね達成されている【60～79％】 
２…達成半ばである  【40～59％】 
１…不十分である    【～39％】 

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 
（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ４ 
（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ４ 
（d）適切な数値目標が提示されているか ４ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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４ 府中市男女共同参画推進状況評価報告書 
 



 
Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 
 (１) 社会・地域における男女共同参画 
  ① 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

 担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

審議会等委員

の男女構成比

を そ れ ぞ れ

30％以上に促

進 

(001) 

「附属機関等の委員の選任に関する基準」

のとおり、附属機関等の委員の選任に際し

ては、男女構成比がそれぞれ 30％以上とな

るよう努めた。なお、20 年度に設置されて

いた附属機関等の委員の男女構成比につい

ては、別表のとおり。 

「附属機関等の委員の選任に関する基準」の

とおり、附属機関等の委員の選任に際しては、

男女構成比がそれぞれ 30％以上となるよう努

めた。なお、21 年度に設置されていた附属機

関等の委員の男女構成比については、別表の

とおり。 

３ 

総合計画後期基本計画にお

ける目標値「40％」には届か

なかったが、「30％」を越え、

着実に女性委員の採用が進ん

でいる。今後も男女構成比の

均等化を進める必要がある。 

「附属機関等の委員の選任

に関する基準」に基づき、男

女構成比の均等化を進める。

団体等へ推薦を依頼する際

には、女性委員を出すよう働

きかけを行う。 

 最終的な目標値は

男女構成比率 50％だ

が、それに向けてまず

は 40％を目標として

取り組む。 

全 庁 

政 策 課 

すべての審議

会等へ女性委

員を登用する

ように促進 

(002) 

すべての附属機関等に男女両方の委員を

登用するよう努め、全 48 機関のうち 43 機

関で達成した。（89.6％） 

すべての附属機関等に男女両方の委員を登

用するよう努め、全 47 機関のうち 45 機関で

達成した。（95.7％） 
３ 

特定の分野の附属機関等は

女性委員を登用することがで

きない状態ではあるが、今後

も新規機関が増えていく中

で、女性委員の登用を働きか

けていく。 

 「附属機関等の委員の選任

に関する基準」に基づき、男

女構成比の均等化を進める。

団体等へ推薦を依頼する際

には、女性委員を出すよう働

きかけを行う。 

 当面の目標として、

男女両方を含む附属

機関等を 90％以上と

する。 

全 庁 

政 策 課 

市政への女性

意見の反映 

(003) 

市政モニターから市政に対する意見を聴

取し施策に反映させるため実施した。 

 内容 会議 

形式 

メール 

形式 

第1回 府中市の住

み心地 

19名 55名 

第2回 水と緑のウォ

ーキングマッ

プについて 

16名 46名 

 

市政モニターから市政に対する意見を聴取

し施策に反映させるため実施した。 

 内容 会議 

形式 

メ ー

ル 

形式 

第1回 府中市の文化財 15名 42名 

第2回 府中市わたしの便利

帳について 

往診の利用状況につ

いて 

19名 

（アンケ

ート形式） 

74名 

 

３ 

評価については、参加者は

会議ごとにばらつきはある

が、21 年 11 月からモニターの

比率を会議形式 20 名、メール

形式 80 名に変更し、また、会

議形式のモニターもアンケー

ト形式に変えて意見聴取でき

ることとしたため、聴取率が

向上したので３とした。 

今後の課題は、モニター制

度を有効に活用いただくよ

う、各課への周知を徹底する

ことが必要と考える。 

22 年 10 月、23 年 3月開催

予定（内容未定） 

会議形式のモニタ

リングは、開催日に都

合がつかず欠席者が

出ることとはやむを

得ないが、メール・ア

ンケート形式につい

ては 95％の回答を目

指す。 

広 報 課 
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  ② 女性の人材育成と活動支援 

  
担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 
 担当課 

評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

市民の自主的

学習活動の援

助 

(004) 

 女性センターの施設を登録団体に無料で

利用可能としている（20 年度登録団体数 

136 団体 ）。 

 第 22回男女共同参画推進フォーラムを開

催し、333 人の参加があった。 

 男女共同参画市民企画講座事業におい

て、６企画の応募があり、３企画を実施し

た。 

 子育て世代の市民が主催講座に参加しや

すいように、託児事業を継続し、実施した。 

 女性センターの施設を登録団体に無料で利

用可能としている（21 年度登録団体数 130

団体 ）。 

 第 23回男女共同参画推進フォーラムを開催

し、652 人の参加があった。 

 男女共同参画市民企画講座事業において、

３企画の応募があり、２企画を実施した。 

 子育て世代の市民が主催講座に参加しやす

いように、託児事業を継続し、実施した。 

３ 

 登録団体数は減少している

ものの、女性センターへの団

体登録として妥当な登録を精

査できたと捉えている。今後

は、既存の団体を含め、女性

センターの登録団体とする基

準の確認を行い、女性センタ

ーの趣旨に則した団体の登録

とそれに向けた支援に取り組

む。 

 女性センター登録団体が、

女性問題について関心を持

つという、登録団体の趣旨に

沿った形で自主活動を行え

るよう、支援に取り組む。 

 また、女性センターの登録

団体とする基準を確認し、女

性センターと文化センター

等の違いを市民に周知する。 

 

 女性センターは、女

性問題に関わる団体の

活動拠点である。よっ

て、単に登録団体数を

増やすことを目的とせ

ず、女性問題に関わる

団体の増加に努めた

い。 

 また、今後は学習時

間が取れない等、ゆと

りをがない方への支援

を検討する。 

市民活動支援課 

女性団体の学

習・対話・交

流の充実 

(005) 

 女性センター内の交流広場及び情報資料

室は、市民が自由に使用できる学習スペー

スとなっている。 

 情報資料室では、市民が学習や啓発に役

立てるよう、書籍や資料など蔵書の充実に

努めた。 

 また、情報資料室の蔵書検索システムを

構築し、市民の利便性を高めた。 

蔵書数 7,521 冊 

 女性センター内の交流広場及び情報資料室

は、市民が自由に使用できる学習スペースと

なっている。 

 情報資料室では、市民が学習や啓発に役立

てるよう、書籍や資料など蔵書の充実に努め

た。 

蔵書数 7,781 冊 

３ 

 蔵書の内容等を精査するな

ど、より注目度の高い書籍を

配架するなど、蔵書の内容を

充実させた。今後も引き続き、

内容の充実に努める。 

 情報資料室を市民が利用

したいと思えるように蔵書

を充実させる等、利便性の向

上に努める。 

 

 蔵書数は 8,000 冊を

目安とし、増え過ぎず、

減り過ぎず、調整する。 

その他、新書をより

目立たせる等、利便性

の向上を図る。 

市民活動支援課 

女性団体、Ｎ

ＰＯ・ボラン

テ ィ ア 団 体

等、グループ

指導者等の育

成と活動の支

援 

(006) 

①女性センター登録団体 

女性センター登録団体で連絡会を組織

し、団体の代表者が企画運営する総会や交

流会を実施した。 

 また、男女共同参画推進フォーラムにお

いて、事業を運営するなど、育成の機会を

提供できた。 

②ＮＰＯ・ボランティア団体等  

 府中ＮＰＯ・ボランティア活動センター

を中心として、団体の活動に関する情報収

集及び提供を行い、団体支援や多くの市民

に団体の活動内容、イベント情報等を周知

した。 

 ＮＰＯ・ボランティア活動センター登録

団体数 114 団体 

①女性センター登録団体 

女性センター登録団体で連絡会を組織し、

団体の代表者が企画運営する総会や交流会を

実施した。 

 また、男女共同参画推進フォーラムにおい

て、事業を運営するなど、育成の機会を提供

できた。 

②ＮＰＯ・ボランティア団体等  

 府中ＮＰＯ・ボランティア活動センターの

運営を市民の立場から団体支援を実施するた

めに、中間支援組織に委託した。従来の団体

活動に関する情報収集及び提供、団体支援や

市民への団体の活動内容、イベント情報等を

周知するとともに、活動支援に係る講座や相

談業務を実施し、市民と団体、団体と団体と

をつなげるコーディネート業務の充実に取り

組んだ。 

 ＮＰＯ・ボランティア活動センター登録団

体数 93団体 

①３ 

 

②２ 

①女性センター登録団体 

 引き続き、事業を企画運営

していく意識の高い指導者の

育成に努めたい。 

②ＮＰＯ・ボランティア団体

等 

 府中ＮＰＯ・ボランティア

活動センター登録団体数が減

少しているのは、活動休止団

体の登録を抹消したからであ

る。一方で新興の団体も増加

しているが、数値目標に到達

しなかったため、２とした。

今後は団体間のネットワーク

をより積極的に構築していく

必要がある。 

①女性センター登録団体 

 女性センターの事業を通

して、現在の指導者や次世代

の指導者を、ともに交流さ

せ、意識の高い指導者の育成

に努める。 

②ＮＰＯ・ボランティア団体

等 

府中ＮＰＯ・ボランティア活

動センターを中心に、市民と

団体、団体と団体とをつなげ

るコーディネート業務の充

実と団体支援の強化を図る。 

①女性センター登録団

体 

 意識を啓発していく

事業のため、数値目標

の設定はできない。 

②ＮＰＯ・ボランティ

ア団体等 

 センター登録団体数

100 団体を目指す。 

市民活動支援課 
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事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 
 担当課 

評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

市民との協働

事業の推進 

(007) 

 市民団体からの企画提案型事業として、

市民活動支援事業補助金（14 事業）、ＮＰ

Ｏとの協働推進事業（２事業）を実施した。

また、市民やＮＰＯ団体からの推薦者で構

成されるＮＰＯ・ボランティアまつり実行

委員会と協働しイベントを実施した。なお、

オリンピックムーブメント事業とも共催で

開催した。（来場者数１万７千人） 

 市民団体からの企画提案型事業として、市

民活動支援事業補助金（15 事業）を実施した。

また、市民やＮＰＯ団体からの推薦者で構成

されるＮＰＯ・ボランティアまつり実行委員

会と協働しイベントを実施した。（来場者数

１万３千人） 

２ 

 企画提案型事業は、ＮＰＯ

の特性を生かし公益につなが

る事業を展開している。ＮＰ

Ｏ・ボランティアまつりは参

加団体、来場者とも減少して

いるため２とした。 

 補助事業 16 事業 

 ＮＰＯ・ボランティアまつ

りの実施 

補助事業の採択数は昨

年度実績 15 事業を超

えている。ＮＰＯ・ボ

ランティアまつりは、

１万４千人の来場者数

を目標とする。 

市民活動支援課 

自主グループ

との共催講座

の開催 

(008) 

 公民館講座の中で自主グループと共催で

講座を開催する。 

20年度実績 

 ８講座、８回実施 

公民館講座の中で自主グループと共催
で講座を開催する。  

21年度実績  
９講座、９回実施 ３ 

今後とも多くの市民を対象
にした講座を自主グループの
協力を得て継続して実施して
いく必要がある。  

公民館講座は、各文化セン
ターにて企画・実施している
ため、今年度においても積極
的に開設し、講座などでの自

主グループとの協働実施を
進める。  

11講座を実施  

生涯学習スポーツ課 

女性関係会

議への参加促

進 

(009) 

 各地域の状況、気運を肌で感じ、最新の

情報に触れることで、男女共同参画社会づ

くりに向けての取組の参考とするため、全

国規模の女性関係会議へ委員を派遣した。 

①日本女性会議 2008とやま    １名 

 各地域の状況、気運を肌で感じ、最新の

情報に触れることで、男女共同参画社会づく

りに向けての取組の参考とするため、全国規

模の女性関係会議へ委員を派遣した。 

①日本女性会議 2009さかい    ２名 
２ 

 毎年、委員を派遣し、男

女共同参画社会の現状を学習

できるきっかけとなり、成果

がでている。 

 21 年度に関しても、日本

女性会議への派遣のみとなっ

たため、評価を２とした。 

 22 年度も引き続き全国

規模の女性会議に委員を派

遣し、今後の男女共同参画社

会実現や、女性センターの事

業運営に関して、役立ててい

きたい。 

 全国規模女性会議 

 ２大会派遣 

市民活動支援課 

 

 
 
  ③ 地域活動における男女共同参画の推進 

 担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

コミュニティ

活動等への参

加促進 

(010) 

文化センター圏域コミュニティ協議会委

託事業を通して、地域の各種団体等の方々

と年代を超えた交流とふれあいの場を広

げ、コミュニティ活動を積極的に展開した。 

実施回数 4,968 回、延べ参加者数 351,109

人 

文化センター圏域コミュニティ協議会委託

事業を通して、地域の各種団体等の方々と年

代を超えた交流とふれあいの場を広げ、コミ

ュニティ活動を積極的に展開した。 

実施回数 5,088 回、延べ参加者数 353,695人 
３ 

 参加者数は天候に左右され

る面があるが、すべての文化

センター圏域で地域の特色を

踏まえた数多くの事業を実施

し、性別を問わず幅広い世代

で多数の参加者を得た。 

文化センター圏域コミ

ュニティ協議会委託事業

を通して、地域の各種団体

等の方々と年代を超えた

交流とふれあいの場を広

げ、コミュニティ活動を積

極的に展開する。 

事業実施回数 5,000 回 

参加者数  355,000 人 

市民活動支援課 

社会教育団体

の託児室利用

援助 

(011) 

 社会教育関係団体が、府中グリーンプラ

ザ託児室を使用する際に助成を行った。 

99回 ５団体 

社会教育関係団体が、府中グリーンプラザ

託児室を使用する際に助成を行った。  

85 回 ５団体 ３ 

育児をしながらでも学習す
る意欲のある市民にとって、
欠くことのできない事業とな
っており、継続して実施して

いく必要がある。  

託児の必要な社会教育
関係団体に対し、さらに周
知を行い、学習活動の活性
化に努めたい。  

事業実施回数100回  

生涯学習スポーツ課 
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事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 
 担当課 

評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

在宅学習の支

援 

(012) 

 「在宅学習ビデオ」を制作し、多くの市

民の利用を得た。 

 １本作成 

 ＣＡＴＶ放映１本 

 ＶＴＲ貸出 57 本 

「在宅学習ビデオ」の新規制作は行わず、既
存のビデオの貸出のみを行った。 

ＶＴＲ貸出7本 

 

２ 

前年度と比較し、ＶＴＲの
貸出数が減少している。  

ＶＴＲの貸出数を維持す
る。  

ＶＴＲの貸出数を
維持する。  
10本  生涯学習スポーツ課 

ボランティア

活動の支援 

(013)-① 

 ボランティア活動の情報収集及び提供に

努めるとともに、活動の場を提供した。 

 ボランティア活動の情報収集及び提供に努
めるとともに、活動の場を提供した。 

 

２ 

 府中ＮＰＯ・ボランティア

活動センター登録団体数が減

少しているのは、活動休止団

体の登録を抹消したからであ

る。一方で新興の団体も増加

しているが、数値目標に到達

しなかったため、２とした。

今後は団体間のネットワーク

をより積極的に構築していく

必要がある。 

府中ＮＰＯ・ボランティア活

動センターを中心に、市民と

団体、団体と団体とをつなげ

るコーディネート業務の充

実と団体支援の強化を図る。 

センター登録団体

数 100団体を目指す。 

 

市民活動支援課 
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事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 
 担当課 

評価

（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

ボランティア活

動の支援 

(013)-② 

府中ボランティアセンター（社会福祉協

議会）を中心にボランティア活動の推進に

取組んだ。 

 

  

事  業 
参
加
者 

期間 
実
日
数 

① 第29回ボランティア講座 91 H21.1～3 8 

② 

学生・ヤング・社会人の

ためのボランティア入門

講座 

（総参加者60名） 

6 H20.9 1 

③ 
近隣５市協賛講座 

 
21 H20.1～2 1 

④ 
親子ボランティア教室

（秋のＶ教室） 
47 

H20.11～

12 
5 

⑤ 朗読ボランティア研修会 54 H20.10 3 

⑥ 
精神保健福祉ボランティ

ア入門講座 
173 

H20.10～

12 
6 

⑦ 
災害支援ボランティア研

修会 
18 

H20.    

 7・12 
2 

⑧ 防災ボランティア訓練 21 随時 2 

⑨ 
夏のボランティア体験学

習 
1,003 H20.7～8 19 

⑩ ボランティア交流会 71 H20.10 2 

⑪ 
ボランティアのつどい研

修会 
21 H20.6 2 

⑫ 出張ボランティア教室 5,322 随時 125 

⑬ 
「夢バンク」一日ボラン

ティア教室 
86 月1回 12 

⑭ 
一日ボランティア体験

（秋のＶ体験） 
65 

H20.1011

～12 
7 

⑮ 
食事サービス 

ボランティア研修会 
111 

H20.5 

H21.2・3 
5 

⑯ 先生のボランティア研修 126 H20.8 3 

⑰ 
ボランティア懇談会・連

絡会 
154 通年 11 

⑱ 
ボランティアリーダー研

修 
12 

H20.10～

11 
3 

⑲ 
児童・生徒のボラ

ンティア活動紹介展 
5,395 H21.2 2 

⑳ 

児童・生徒のボランティア活動普及事業 

協力校38校（通年） 

市内・小・中・高校 連絡会参加者38名 

2 

※ 
「夢バンク」ＰＲ交流イ

ベント 
54 H21.3 1 

府中ボランティアセンター（社会福祉協議

会）を中心にボランティア活動の推進に取組

んだ。 
 

 

事  業 
参

加
者 

期間 
実

日
数 

① 

第30回ボランティア講座

（体験学習支援V、傾聴V、

食事サービスV） 

252 
H21.10～

H22.2 
12 

② 

学生・ヤング・社会人のた

めのボランティア入門講

座 

（総参加者60名） 

3 H21.10 1 

③ 
近隣５市共催講座 

 
34 H22.3 1 

④ 
親子ボランティア教室（秋

のＶ教室） 
20 H22.3 1 

⑤ 朗読ボランティア研修会 78 H21.10 3 

⑥ 
精神保健福祉ボランティ

ア入門講座 
130 

H21.11～

12 
5 

⑦ 
災害支援ボランティア研

修会 
19 

H21.    

 7・12 
2 

⑧ 防災ボランティア訓練 18 随時 2 

⑨ 
夏のボランティア体験学

習 
1,341 H21.7～8 29 

⑩ 

⑪ 

ボランティア交流会 79 H21.10 2 

（つどい研修会）    

⑫ 出張ボランティア教室 5,655 随時 141 

⑬ 
「夢バンク」一日ボランテ

ィア教室 
109 月1回 12 

⑭ 
一日ボランティア体験（秋

のＶ体験） 
9 H21.11 １ 

⑮ 
食事サービス 

ボランティア研修会 
79 H21.5,9 2 

⑯ 先生のボランティア研修 129 H21.8 3 

⑰ 
ボランティア懇談会・連絡

会 
174 通年 19 

⑱ 
ボランティアリーダー研

修 
10 

H21.10～

12 
3 

⑲ 
児童・生徒のボラ

ンティア活動紹介展 
6,272 H22.2 2 

⑳ 

児童・生徒のボランティア活動普及事業    

協力校39校（通年） 

市内・小・中・高校 連絡会参加者43名 

2 

※ 
「夢バンク」ＰＲ 

座「男」会 
37 H22.3 1 

 

４ 

①～⑨ 

 各種講座については、毎年

その年に必要とされている活

動内容を盛り込んでいるが、

特に入門講座を分野別にし、

傾聴ボランティア育成のため

の講座を実施、好評のため、

急遽追加の講座も実施した。 

 団塊の世代へのアプローチ

として「夢バンク」事業を立

ちあげ、趣味・特技を生かし

た活動につながるケースも増

えてきた。特に男性へのアプ

ローチのため、「座「男」会」

を開催、好評であったので継

続して実施、グループ化への

きっかけづくりとしたい。 

 夏のボランティア体験も申

込み方法の変更などにより参

加者も増えている。 

⑩～⑱ 

 出張ボランティア教室は依

頼も多く、参加者も増えてい

る。プログラム作成時の事前

打ち合わせ等の強化による内

容の充実と、協力ボランティ

ア（ひろげ隊）の研修などに

よるメンバー育成に努めた。 

ボランティアの組織化およ

び活動の拡大にむけ、今後も

ボランティアとの協働によ

り、意見交換や交流の場の設

定に努めたい。 

⑲⑳ 

 福祉教育の推進は今後も重

要であり、市内全校の福祉協

力校の社協指定に向けて取り

組み、今年度１校増となった。

学校との連携も深まってい

る。職場体験や奉仕の時間な

どについても、施設との交流

の場の設定により、施設・学

校もふくめ地域交流のなかで

の連携につなげていきたい。 

 

  事業・期間 

（期間が無い場合は未定） 

実

日

数 

① 
第31回ボランティア講座 

8 
H23.1～3 

② 

学生・ヤング社会人のため

のボランティア入門講座 1 

H22.9 

③ 近隣５市共済講座 1 

④ 
親子ボランティア教室 

1 
H23.3 

⑤ 
朗読ボランティア研修会 

3 
H22.10 

⑥ 

精神保健福祉ボランティア

入門講座 6 

H22.10～12 

⑦ 

災害支援ボランティア研修

会 2 

H22.7・12 

⑧ 
防災ボランティア訓練 

2 
随時 

⑨ 
夏のボランティア体験 

29 
H22.7～8 

⑩

⑪ 

ボランティア交流会（つど

い研修） 2 

H22.10 

⑫ 
出張ボランティア教室 

- 
随時 

⑬ 

「夢バンク」

一日ボランティア教室 12 
月1回 

⑭ 

一日ボランティア体験

（秋のﾎ゙ ﾗﾝﾃｨｱ体験） 3 
H22.10～12 

⑮ 

食事サービス 

ボランティア研修会 3 
H22.6,7、9 

⑯ 
先生のボランティア研修 

3 
H22.8 

⑰ 

ボランティア懇談会・連絡

会 10 
随時 

⑱ 
ボランティアリーダー研修 

1 H23.１ 

⑲ 
児童・生徒のボランティア

活動紹介展 2 

⑳ 

児童・生徒のボランティア

活動普及事業 

協力校40校（通年） 
2 

 

 事業 参加者数 

① 

第31回ボランティア講

座 

100人 

② 

学生・ヤング社会人の

ためのボランティア入

門講座 

10人 

③ 
近隣5市共済講座 

30人 

④ 
親子ボランティア教室 

30人 

⑤ 
朗読ボランティア研修会 

70人 

⑥ 

精神保健福祉ボランテ

ィア入門講座 

100人 

⑦ 

災害支援ボランティア

研修会 

20人 

⑧ 
防災ボランティア訓練 

20人 

⑨ 

夏のボランティア体験

学習 

1,300人 

⑩ 

⑪ 

ボランティア交流会 

75人 

⑫ 
出張ボランティア教室 

5,500人 

⑬ 
一日ボランティア教室 

100人 

⑭ 
一日ボランティア体験 

100人 

⑮ 

食事サービス 

ボランティア研修会 

80人 

⑯ 
先生のボランティア研修 

70人 

⑰ 

ボランティア懇談会・

連絡会 

150人 

⑱ 

ボランティアリーダー

研修 

20人 

⑲ 

児童・生徒のボランテ

ィア活動紹介展 

6,000人 

⑳ 

児童・生徒のボランテ

ィア活動普及事業 

50人 

地域福祉推進課 
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事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 
 担当課 

評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

ボランティア

活動の支援 

(013)－③ 

 学習ボランティア（学習情報、パソコン、

陶芸、写真 等）の活動支援。 

 ボランティア活動室を提供。 

 養成講座・研修２講座、５回、延 121 人 

学習ボランティア（学習情報、パソコン、

陶芸、写真 等）の活動支援。  

ボランティア活動室を提供。 

養成講座・研修 ４講座、５回、延 56人 

 

３ 

講座の企画、記録誌の作
成、情報紙の作成等を行うと
ともに、パソコン・陶芸・カ
ラープリント講座の講師を

務めるなど、研修の成果が出
ている。 

ボランティア団体の成熟
に伴い、従来市が実施してき
た各種研修を当該ボランテ
ィア団体が自主的に開催で

きるようになってきている。 
ボランティア活動のさらな
る活性化を図りたい。  

新たな取組として、生
涯学習ファシリテーター
養成講座・サポーター養
成講座を実施する。  

生涯学習ファシリテー
ター養成講座・サポータ
ー養成講座を実施する｡ 
ファシリテーター養成講

座 
…１講座、８回、30人  
サポーター養成講座 
…１講座、８回、30人 

生涯学習スポーツ課 

生涯学習セミ

ナーの開催 

(014) 

教養セミナー…20講座、100 回、14,541 人 

実技セミナー…49講座、269 回、4,359 人 

スポーツセミナー…14講座、89回、2,198 人 

市民企画講座…5講座、15回、1,430 人 

その他…6講座、107回、1,475 人 

教養セミナー…19講座、93回、延14,146人  
実技セミナー…49講座、263回、延4,294人  
スポーツセミナー 

…11講座、81回、延2,147人  
ボランティア企画講座 

…5講座、16回、延891人 
市民企画講座…11講座、33回、延1,305人  
その他…4 講座、100 回、延 837 人 

 

３ 

 前年度と比較して、講座数

等も増加し、大学や府中の森

芸術劇場等との連携講座や、

ボランティア企画講座・市民

企画講座など、幅広い講座の

運営を図った。 

 大学や府中の森芸術劇

場等との連携講座や、ボ

ランティア企画講座・市

民企画講座を充実する。 

生涯学習セミナーの講

座数等を維持するととも

に、大学や劇場との連携

講座やボランティア企画

講座・市民企画講座を充

実する。 

大学連携講座…３講座 

劇場連携講座…２講座 

市民企画講座…４講座 

ボランティア企画講座

…５講座 

生涯学習スポーツ課 

生涯学習リー

ダーバンク制

度の充実 

(015) 

 21 年３月末現在登録者 56 人  22 年３月末現在登録者 64人  

３ 

専門的知識・技術を持つ市
民と今後学ぶ市民との間で

相互の生涯学習の機会を提
供した。  
今後は地域教育力を高め、
「学び返し」を推進するた
め、生涯学習サポーター制度
と併せて見直しを行う。  

平成22年度から「第2
次府中市生涯学習推進計

画」に基づき、「学び返
し」を推進するため、「生
涯学習サポーター」制度
として名称を変更し、さ
らなる活用と紹介・相談
体制を充実させる。 

登録者数等を増やす。  
登録者70人  

生涯学習スポーツ課 

ふちゅうカレ

ッジ 

１００単位修

得事業の実施 

(016) 

21年３月末現在登録者 1,726 人、 

修了者 21 人 

登録者 92 人 

22年３月末現在登録者1,827人、  
修了者21人  
登録者100人 

 

３ 

前年度と比較し、登録者数
が増加しており、生涯学習活
動への参加の動機付けとし
ては一定の成果を上げてい
る。  

登録者数等を維持す
る。  

登録者数等を維持する。  
修了者21人  
登録者100人  生涯学習スポーツ課 

ふちゅうカレ

ッジ 

出前講座の実

施 

(017) 

 市民の要望に応じ、職員が講師として現

地に赴き、市の業務などについて講座を実

施した。 

 66 コース準備、実績 47 回 

 合計 1,076人 

市民の要望に応じ、職員が講師として現地に
赴き、市の業務などについて講座を実施した。  
58コース準備、実績 40回  
合計 686 人（一部未報告あり） 

 

３ 

 市民からのリクエストが

年々増えてきており、講座の

メニューも常に身近なものか

ら専門的なものまで取り揃え

ており充実した講座となって

きている。 

 各課においてコースの

見直し・更新を図り、よ

り市民のニーズに沿った

メニューを作成、実施す

る。 

実績 70コース 50回 

生涯学習スポーツ課 
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  ④ 安全・防災対策の推進 

 担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 
 担当課 

評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

地域安全リー

ダーの育成 

(018) 

 過去に実施した地域安全リーダー講習会

の修了者を一同に集め、「地域安全リーダー

のつどい」を開催した。 

10 月 11 日(土)参加者 71 名 

(女性７名、男性 64 名) 

地域安全リーダー講習会を開催した。 

開催日：平成 21年 6 月 21 日（土） 

参加者数：38名（うち女性５名） 

 

１ 

女性の参加者数が全体の

10％にも満たないため、評価

を１とした。今後は団体への

参加の呼びかけを幅広く行い

たい。 

平成 23 年 2 月に地域安

全リーダー講習会を実施

予定。 

女性の参加者数 30% 

地域安全対策課 

男女双方の視

点を取り入れ

た防災対策の

推進 

(019) 

 総合防災訓練において、男女双方の住民

の参加を得て、避難所運営訓練を実施し、

避難所のあり方を考えた。 

総合防災訓練において、住民主体をなる避

難所運営訓練を実施したが、会場が小学校で、

主体となって運営したのが小学校の保護者組

織だったため、子供主体の訓練になってしま

い、男女双方の視点における避難所のあり方

や備蓄計画を立てるまで至らなかった。 

 

２ 

市と保護者組織双方の考え

る避難所運営訓練の相違があ

った為、計画通りには進まな

かった。今後さらに訓練等を

重ねて、防災マニュアルを策

定していく上で反映させられ

るようにする。 

今年度の総合防災訓練

は、昨年度地域防災スクー

ルモデル事業を行った学

校での訓練であるため、昨

年の訓練を踏まえた訓練

を実施し、男女双方の視点

からの避難所運営や諸計

画を立て、防災マニュアル

等に反映させていく。 

総合防災訓練 1回 

防 災 課 

 

 
 
  ⑤ 市職員の男女共同参画の推進 

 担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

性別・年代の

区別のない業

務分担の徹底 

(020) 

 性別や年代により職域が固定化しないよ

う、個人の能力と適性に応じた職員配置及

び業務分担を行った。 

 性別や年代により職域が固定化しないよ

う、個人の能力と適性に応じた職員配置及び

業務分担を行った。 

 

３ 

 個人の能力と適性に応じた

職員配置及び業務分担が行え

た。今後も引き続き取り組ん

でいきたい。 

 性別や年代にとらわれ

ず、個人の能力と適性に応

じた職員配置及び業務分

担を行う。 

 個人の能力と適性に

応じた職員配置及び業

務分担を行うため、数値

で目標を提示できない

が、今後も引き続き取り

組んでいく。 

全 庁 

職 員 課 

女性職員の参

画意識の向上 

(021) 

 若年時から責任のある仕事を担当させる

ことにより、政策・方針決定の場への女性

職員の参画を推進した。また、女性職員の

昇任試験受験率が向上するよう、所属長か

らも積極的に受験の奨励に努めた。 

 若年時から責任のある仕事を担当させるこ

とにより、政策・方針決定の場への女性職員

の参画を推進した。また、女性職員の昇任試

験受験率が向上するよう、所属長からも積極

的に受験の奨励に努めた。 

 

３ 

 女性職員に若年時から責任

のある仕事を担当させ、政

策・方針決定の場への参画の

推進により、昇任の意識づけ

を図った。今後も引き続き取

り組んでいきたい。 

 政策・方針決定の場への

女性の参画を推進するた

め、女性職員に対する昇任

試験受験奨励を継続する。 

 女性職員の昇任試験

受験が参画意識の推進

となるよう、受験率向上

を目指したいが、年度に

よって受験対象者数も

変動するため、数値での

目標提示はできない。 

全 庁 

市民活動支援課 

職 員 課 

性別によらな

い職種・職域

の拡大 

(022) 

 男女平等を原則とし、職種・職域等が性

別により固定しないよう個人の能力と適性

に応じた職員配置を行った。 

 男女平等を原則とし、職種・職域等が性別

により固定しないよう個人の能力と適性に応

じた職員配置を行った。 

 

３ 

 男女共同参画の観点から、

個人の能力と適性に応じた職

員配置を行ってきている。今

後も引き続き取り組んでいき

たい。 

 性別に偏ることなく平

等に業務への参画を図る

観点より、職場内慣行や男

女職員の役割分担を見直

し続ける。 

 男女平等を原則とし、

職種・職域等が性別によ

り固定しないよう個人

の能力と適性に応じた

職員配置を行うため、数

値で目標を提示できな

いが、今後も取り組んで

いく。 

全 庁 

職 員 課 
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 (２) 働く場における男女共同参画 
  ① 就業のための支援 

 担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

女性の就職支

援講座の実施 

(023) 

 引き続き、「書くコトを仕事にしたい女

性」のためのライター養成セミナーを実施

し、女性の自立を支援するために、単に文

書能力の向上のためだけではなく、就労に

つながるための技術を身につけることを目

的とした。 

 また、東京しごとセンター多摩と共催し、

再就職支援セミナー「１日でわかる再就職

のポイント」を実施する等、講座の充実に

努めた。 

 21 年度も東京しごとセンター多摩と共催

し、再就職支援セミナー「１日でわかる再就

職のポイント」を実施する等、講座の充実に

努めた。 

 

３ 

 東京しごとセンター多摩と

共催の再就職支援セミナー

「１日でわかる再就職のポイ

ント」は定員 50 名に対し、応

募が 85 名あり、再就職のニー

ズが高かった。今後とも再就

職を支援する講座等、女性の

就職支援講座の充実に努め

る。 

 再就職を支援する講座

において、従来のパソコン

技術を修得することを目

的とする講座だけではな

く、幅広い職種に対応でき

る内容の講座を実施する。 

 受講者の追跡調査を

行い、その結果を基に適

切な目標を設置したい。 

市民活動支援課 

起業のための

講座の実施 

(024)－① 

 「女性のための起業入門セミナー あな

たもできる ひとり起業で夢をかなえまし

ょう！」（１回、参加者数 22 人）を開催し、

女性が起業しやすい「ひとり起業」の基礎

について学んだ。 

 定員 24 人に対し 25 人応募（抽選） 

 受講者平均満足度 85.0％ 

 また、講座実施４ヶ月後に追跡調査を実

施し、起業の状況について調査した。実際

に起業をした受講者はなかったが、準備中

であるとの回答が６件あった。また、その

内の３件は、起業の時期について、年内、

今月中（追跡調査の月中）に予定している

等、具体的な回答もあった。 

 「女性のための起業講座～入門編～」（２回、

参加者数 23 人）を開催し、自ら事業を起こそ

うとする「ひとり起業」について学んだ。 

 定員 42人に対し 23 人応募 

 受講者平均満足度 84.6％ 

 また、この講座の受講者たちの一部が女性

センターの登録団体として独自に勉強会を開

催し活動している。 

 

３ 

応募者は定員を上回らなか

ったが、受講者満足度が 80％

以上であり、受講者から好評

であった。 

また、講座の受講者が登録

団体を立ち上げ、意欲的に活

動をしていることから、一定

の成果をあげている。 

 起業講座を１講座以上

実する。 

 併せて、受講者に追跡調

査を行う。 

 また、主婦層だけではな

く、現在就労していて起業

に興味を持っている女性

に向け、夜間や土日などの

講座開催を実施したい。 

 定員は 20 人前後と少

数のため、応募者が定員

を上回ること、出席率と

満足度は 80％以上とな

ることを目標とする。 

市民活動支援課 

起業のための

講座の実施 

(024)－② 

 むさし府中商工会議所委託事業 

開業支援セミナー 

 受講者 48 名 女性 16 名、男性 32名 

むさし府中商工会議所委託事業 

開業支援セミナー 

 受講者 32名 女性 10 名、男性 22名 

 

３ 

受講者数のうち 31％が女性

の参加であった。受講者数は

減ったが、景況状況等の影響

もあるため、評価は３とした。 

前年度と同様に開催を

予定。 

起業を希望する、より多

くの方の受講を目指す。 
経済観光課 
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 (２) 働く場における男女共同参画 
  ① 就業のための支援 

 担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

保健福祉人材

育成センター

の充実 

(025) 

 ①～③の人数は、修了者数 

 ④～⑬は参加者数 

 ⑦は保健福祉関係従事者を対象に実施 

 ⑧～⑬は東京都モデル事業「スキルアップ・ 

 定着支援推進研修」として実施 

 

事 業 
人
数 

期 間 
実
日
数 

① 
訪問介護員養成研修 

（２級課程） 
18 

H20.6 

～9 
26 

② 
難病患者等ホーム 

ヘルパー養成研修 
27 H20.9 1 

③ 
視覚障害者移動支援

従業者養成研修 
11 

H20.11 

～12 
4 

④ 
関係者研修 

（特別講演会） 
88 H20.11 1 

⑤ 
関係者研修 

19 
H20.7 

H21.2 
2 

⑥ 
登録者フォローアッ

プ研修 
28 

H20.7 

H21.3 
2 

⑦ 
介護支援専門員（現

任者）研修 
166 H20.11 1 

⑧ 市民向け講演会 128 H20.10 1 

⑨ 
福祉のしごと 

相談・面接会 
73 H20.10 1 

⑩ 再就職支援研修 21 H20.11 2 

⑪ 精神保健福祉研修 36 H20.12 2 

⑫ 
中堅職員研修 

（階層別研修） 
5 H20.12 2 

⑬ 
サービス提供責任者

研修（階層別研修） 
16 H21.1 2 

 ①～③の人数は、修了者数 

 ④～⑩は参加者数 

 

 

 

事 業 
人
数 

期 間 
実
日
数 

① 
訪問介護員養成研修 

（２級課程） 
39 

H21.6 

～9 
27 

② 
難病患者等ホームヘ

ルパー養成研修 
51 H21.9 1 

③ 
視覚障害者移動支援

従事者養成研修 
17 

H21.11 

～12 
4 

④ 精神保健福祉研修 29 H21.12 2 

⑤ 
介護支援専門員（現

任者）研修 
24 H22.1 1 

⑥ 関係者研修 16 H21.9 2 

⑦ 
関係者研修 

（特別講演会） 
63 H21.11 1 

⑧ フォローアップ研修 38 
H21.6 

H22.3 
2 

⑨ 
階層別研修 

（専門研修） 
76 

H21.7 

H22.3 
2 

⑩ 
福祉のしごと 

相談・面接会 
112 H22.3 1 

 

３ 

 

 平成２１年度は、平成２０

年度に比べ、多くの研修で参

加者が増加傾向にあった。昨

今の雇用経済状況の悪化も少

なからず影響していると考え

らる。 

 研修のテーマについてはニ

ーズを把握しながら実施して

いるところであるが、職員を

参加させる事が難しい事業所

等もあると思われるため、今

後は運営委員会でも内容とと

もに実施時期や日程等も検討

が必要である。 

 引き続き、人材確保・定着

のための研修を実施するとと

もにＰＲにも努めていきた

い。 

 

 

 
事 業 

期 間 

実
日
数 

① 

訪問介護員養成研修 

（２級課程） 27 

H22.6～10 

② 

難病患者等ホー

ムヘルパー養成

研修 
1 

H22.9 

③ 

視覚障害者移動

支援従事者養成

研修 
4 

H22.11 

④ 

精神保健福祉研

修 2 

H22.12 

⑤ 

介護支援専門員 

（現任者）研修 1 

H22.10 

⑥ 
関係者研修 

2 
H22.9 

⑦ 

関係者研修 

（特別講演会） 1 

H22.11 

⑧ 
フォローアップ研修 

5 

H22.6/H23.1 

⑨ 

専門研修（課題別） 

3 

・福祉制度とサービ

ス 

・サービス提供責任

者研修 

H22.12/H23.1 

⑩ 

福祉のしごと 

相談面接会 1 

H23.1 
 

 

 定 員 

① 40 人 

② 80 人 

③ 20 人 

④ 80 人 

⑤ 80 人 

⑥ 
20 人 

30 人 

⑦ 80 人 

⑧ 各 20 人 

⑨ 各 80 人 

⑩ なし 

 

 

地域福祉推進課 

労働情報の収

集と提供 

(026)－① 

 国、東京都から情報の提供を受けた労働関

係法、労働保険（労働者災害補償保険・雇用

保険）、労働相談、労働関係機関、就労に関

するセミナー等のパンフレットを配布した。 

国、東京都から情報の提供を受けた労働関係

法、労働保険（労働者災害補償保険・雇用保険）、

労働相談、労働関係機関、就労に関するセミナ

ー、キャリアアップ講習、就職面接会等のパン

フレットを配布及びポスターの掲示、広報への

掲載をした。 

 

３ 

他の労働機関と連携して多

くの情報を収集し、各種のパ

ンフレットの配布、広報への

掲載で広く情報の提供を行っ

た。 

 

国、東京都から情報の提

供を受けた労働関係法、労

働保険、労働相談、労働関

係機関、就労に関するセミ

ナー、キャリアアップ講習、

就職面接会等、パンフレッ

トの配布及びポスターの掲

示、広報への掲載を行う。 

今後も、周知等を積極

的に行い、市民の方々に

幅広く活用されるよう、

充実した情報の提供に

努める。 住宅勤労課 
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事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

労働情報の収

集と提供 

(026)－② 

 国や東京都から情報の提供を受けた労働

関係のパンフレット等を配布した。 

 国や東京都から情報の提供を受けた労働関

係のパンフレット等を配布した。 
 

２ 

 女性センター窓口にパンフ

レット等を設置し、事業の際

に配布をし、広く情報提供に

寄与した。 

 引き続き、国や東京都か

らの情報について、積極的

に提供を進める。 

 啓発事業のため、数値

目標の設置不可。 
市民活動支援課 

 

 
  
  ② 労働環境の整備 

 担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

労働相談の充

実 

(027) 

 賃金の不払い、解雇、労働条件等、複雑

な相談に対し労働相談情報センターからの

専門相談員により助言・指導を行った。 

 

内 容 相談件数 

労働条件 ５ 

賃金不払 ４ 

労働組合・労使関係 ０ 

労働福祉 １ 

不況関連事項 ０ 

雇用 １ 

その他 ５ 

合計 １６ 

  

賃金の不払い、解雇、労働条件等、複雑な

相談に対し、労働相談情報センターからの専

門相談員により助言・指導を行った。 

 

内 容 相談件数 

労条件 １ 

賃金不払 １ 

労働組合・労使関係 ０ 

労働福祉 １ 

不況関連事項 ０ 

雇用 １ 

その他 ７ 

合計 １１ 

  

 

３ 

 相談実績は減少している

が、潜在化している事案の早

期対応に繋げるためにも、相

談を受け入れる体制を維持・

継続していく。 

 労働相談のさらなる周知を

図るため、広報活動の検討を

行う。 

毎月第４木曜日午後２

時～４時に市民相談室で

実施する 

相談が多いことは、労

働問題が深刻な状態で

あり、少なければ、埋没

している相談があるこ

とも考えられる。こうし

たことから、過去５年の

実績で、もっとも多い年

間 16件を目標とする。 
広 報 課 

啓発活動の充

実 

(028)－① 

 男女が対等で働きやすい環境をつくるた

めの制度等は、男女雇用機会均等法や育

児・介護休業法等、それぞれの法律に基づ

き定められている。改正された男女雇用機

会均等法のポイントとともに、育児・介護

休業法の概要についてのパンフレットを配

布し啓発に努めた。 

男女が対等で働きやすい環境をつくるた

めの制度等は、男女雇用機会均等法や育

児・介護休業法等、それぞれの法律に基づ

き定められている。改正された男女雇用機

会均等法のポイントとともに、育児・介護

休業法の概要についてのパンフレットを配

布し啓発に努めた。 

 

３ 

男女雇用機会均等法、労働

基準法等の働き続けるための制

度があまり活用されていないの

で、制度について周知するた

め、各種パンフレットの配布によ

り、積極的に啓発活動を行っ

た。 

男女が対等で働きやす

い環境をつくるため、男女

雇用機会均等法や職場に

おける育児・介護休業法に

基づき定められている。 

仕事と子育てなど家庭

生活が両立できる雇用環

境を実現する参考資料と

して、パンフレット等を配

布し啓発に努める。 

今後も、周知等を積極

的に行って、市民の方々

や事業所に幅広く活用

されるよう啓発する。 

住宅勤労課 

啓発活動の充

実 

(028)－② 

 第４次計画から新たに盛り込まれた事業

である。 

 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バラ

ンス）の普及啓発のための講演会を実施し

た。 

・男女共同参画週間記念講演会  １回 

・男女共同参画職員研修     １回 

 また、市民にワーク・ライフ・バランス

を啓発するにあたり、市が率先してワー

ク・ライフ・バランスを推進するために、

職員を対象としたワーク・ライフ・バラン

ス啓発パンフレットを作成した。 

 第４次計画から新たに盛り込まれた事業で

ある。 

 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バラン

ス）の普及啓発のための講演会を実施した。 

・男女共同参画週間記念講演会  １回 

・男女共同参画職員研修     １回 

 

 

３ 

 ワーク・ライフ・バランス

の基本概念と取り組み方を講

演会や、研修を通じて啓発で

きた。今後も正しい知識と高

い意識を醸成するため、さら

なる普及に努める。 

 ワーク・ライフ・バラン

スの実現のため、さらなる

意識改革、職場環境の醸成

に努める。 

 22 年度は５年に１度の

職員意識調査を実施し、ワ

ーク・ライフ・バランス等

に関する職員の意識を調

査する。 

 啓発事業年間１回以

上開催。 

 

市民活動支援課 
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事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

長時間労働是

正の啓発 

(029) 

 法に定める労働時間・時間外労働の最

低基準を実現するための労働ガイドブック

を 3,000 部作成し、中小企業勤労者サービ

ス公社に加入している事業所（1,345 部）、

市政情報センター（250 部）、各文化センタ

ー（550 部）、女性センター（150 部）、市民

相談室（250 部）、住宅勤労課（455 部）で

配布し、啓発に努めた。 

また、東京都の労働行政機関等と連携し、

長時間関連の点検を中心に、「労働安全衛生

法・労働時間の設定改善に関する特別措置

法等」の労働者・労働組合・事業主・人事

労務担当・関心のある一般都民を対象にセ

ミナーを府中グリーンプラザで実施し、申

込者 102 人中、72 人の参加があった。 

法に定める労働時間・時間外労働の最低基

準の実現、働く女性に関する法律などを内容

とした労働ガイドブックを 3,000 部作成し、

中小企業勤労者サービス公社に加入している

事業所（1,345 部）、市政情報センター（250

部）、各文化センター（550 部）、女性センター

（150部）、市民相談室（250 部）、住宅勤労課

（455部）で配布し、啓発に努めた。 

また、東京都の労働行政機関等と連携し、退

職勧奨、解雇、雇止めのケース研究を中心に、

「労働者からの退職申出でや退職勧奨、退職

時の手続きに関するトラブルなど」をテーマ

に、労働者・労働組合・事業主・人事労務担

当・関心のある一般都民を対象に、労働セミ

ナーを府中グリーンプラザで実施し、申込者

121 人中、80人の参加があった。 

 

３ 

 慢性的な長時間労働は継続

就労を困難にする大きな要因

であるため、労働時間短縮に

ついて引き続き啓発してい

く。 

 アンケートからセミナーの

評価は、「大変参考になった」

31％、「参考になった」が 40％

であった。合せると 71％の受

講者から良い評価があった。   

一方、「少し参考になった」

13％、「参考にならなかった」

が 2％だった。 

 

引き続き、法に定める労

働時間の最低基準を実現、

働く女性に関する法律な

どを内容とした労働ガイ

ドブックを 3,000 部作成

し、中小企業勤労者サービ

ス公社に加入している事

業所（1,345部）、市政情報

センター（250 部）、各文化

センター（550 部）、女性セ

ンター（150部）、市民相談

室（250 部）、住宅勤労課

（455 部）で配布し、長時

間労働是正の啓発に継続

して推進する。 

東京都の労働行政機関

等と連携し、労働者・一般

都民向けセミナーの実施

を行う。 

労働ガイドブックを

3,000 部作成し、中小企

業勤労者サービス公社

をはじめ、各公共施設な

どで配布し、啓発を進め

ていく。 

 労働者等を対象のセ

ミナーを関係機関と連

携し実施する。 

参加者の増に努める。 住宅勤労課 

ノー残業デー

の徹底 

(030) 

 市職員に対し、毎週水曜日の朝夕に、庁

内放送で水曜日のノー残業デーを周知徹底

した。 

 また、職員を対象として、ワーク・ライ

フ・バランスに関する研修を行った他、職

員を対象とした「ワーク・ライフ・バラン

ス啓発パンフレット」を作成した。 

 市職員に対し、毎週水曜日の朝夕に、庁内

放送で水曜日のノー残業デーを周知徹底し

た。 

 

 

３ 

 庁内における認知度も上が

っており、概ね達成されてい

る。 

 

 引き続き、庁内放送等の

取組を行う。 

 

 ノー残業デーに限ら

ず、不必要な超過勤務を

行わないように努める。 

 全 庁 

関係機関との

連携の強化 

(031) 

 国、東京都における相談窓口の案内と

市内の労働関係機関と連携した地域雇用問

題連絡会議を開催し、情報収集と資料の提

供を実施した。 

また、急速に悪化している雇用情勢を踏

まえ、市独自の緊急雇用対策として、職を

失い、求職活動中の方を対象に「緊急雇用

個別相談会」を関係機関と連携し予約制に

より実施した。 

定員 14人に対し、10人の申込みがあった。 

国、東京都における相談窓口の案内と市内

の労働関係機関と連携した地域雇用問題連絡

会議を開催し、情報収集と資料の提供を実施

した。 

また、急速に悪化している雇用情勢を踏ま

え、市独自の緊急雇用支援対策として求職活

動中の若年者を対象に「若年者就労支援セミ

ナー」を関係機関と連携し予約制により実施

した。 

申込者が 37 人あり、30人の参加があった。 

 ３ 

関連機関との連携、資料の

収集と広く情報提供が行え

た。 

「若年者就労支援セミナー」

参加者のアンケートから、セ

ミナーの内容が参考になった

と好評の声があった。 

今後、関係機関と緊密な連

携の強化を図る。 

国、東京都、関連機関と

より緊密な連携を深め、雇

用対策支援事業の実施、情

報収集や資料の提供等を

行う。 

緊急雇用対策として、

就労支援セミナーなど

の実施を関係機関と連

携し実施する。 

参加人員の増加に努

める。 
住宅勤労課 
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 (３) 家庭との両立支援 
  ① 子育て支援の充実 

 担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

一時保育の拡

充 

(032) 

 育児疲れや出産・病気、そして断続的な

就労により、子どもの養育が一時的に困難

な家庭に対して、子どもを預かり、多様な

保育ニーズに応えた。 

 ・私立保育園…10 か所 

 ・公立保育所…１か所 

 ・利用人数…17,035 人 

 母親の出産や保護者の病気、育児疲れ、そ

して断続的な就労により、子どもの養育が一

時的に困難な家庭に対して、子どもを預かり、

保護者の多様な保育ニーズに応えた。 

 ・私立保育園…12か所 

 ・公立保育所…１か所 

 ・認証保育所等…５か所 

 ・利用人数…20,266 人 

 

４ 

新たに、認可保育所２か所、

認証保育所４か所、保育室１

か所で一時保育を実施し、

3,231人増となりました。 

 

年々増加している一時

保育ですが、保護者の断続

的な就労により一時保育

を利用する場合、経済的負

担軽減にため補助金を出

し保護者の負担軽減を図

る。 

 一時保育実施か所数 

・私立保育園…12 か所 

・公立保育所…１か所 

・認証保育所等…9 か所 
子育て支援課 

子ども家庭支

援事業の拡充 

(033) 

・子ども家庭支援センター事業 

  年間開館延べ日数 354 日 

  ひろば事業年間利用者 102,983 人 

  相談件数（新規） 813 件 

・子ども家庭サービス事業年間延利用人数 

ショートステイ    203 人  

トワイライトステイ 5,938人  

・産後４か月までの母子対象にショートス

テイ、デイケアを行う子育てスタート支援

事業を実施した。 

子育てスタート支援   4人 

・子ども家庭支援センター事業 

  年間開館延べ日数 353日 

  ひろば事業年間利用者 99,460 人 

  相談件数（新規） 664件 

・子ども家庭サービス事業年間延利用人数 

ショートステイ    201人  

トワイライトステイ 4,959人 

子育てスタート支援   5人 

・子育て支援ボランティア養成講座 

参加延数 69人 

 

３ 

全体的に新型インフルエン

ザの流行の影響もあり、20 年

度に比べ利用者が減少した。

特にしらとりのトワイライト

事業の利用者が減少してお

り、事業の周知を市民と関係

機関に行なった。 

今後も事業のＰＲを行い、利

用者の増加を図っていく。 

 

子育て家庭の支援事業

として、更なる周知を図り

サービスを提供していく。 

交流 ひ ろば 利 用者 数 

106,000 人 

子育て講座等への参加

者数 1,060人 

トワイライトステイ事

業 

しらとり 2,400 人 

 高倉 3,700 人 

子育て支援ボランティ

ア養成講座登録者 40人 

 

子育て支援課 

病後児保育事

業の拡充 

(034) 

病気回復期にある子どもを預かる病後児

保育を実施した。 

・病後児保育室しらとり 

  開所日数  243 日 

  利用延人数 12 人 

病気回復期にある子どもを預かる病後児保育と

ともに、病中の子どもを預かる病児保育を実施し

た。 

・病後児保育室しらとり 

開所日数 241 日、利用延人数 12 人 

・病児保育室日野クリニック 

開所日数 277 日、利用延人数 477 人 

 

４ 

就労と子育ての両立支援とし

ての本事業への要望は高く、

平成 21 年度から開始した医療

機関併設型の病児保育事業の

利用は大幅に拡大した。一方

病後児保育事業は利用が減少

しているため、本年度をもっ

て終了した。 

病後児保育は平成 21 年

度をもって終了。病児保育

については継続して実施

する。 

病児保育利用延人数 750

人 

子育て支援課 

ファミリーサ

ポートセンタ

ー事業の充実 

(035) 

 市民同士が行う、子育てに関する援助活

動のサポート事業を実施するとともに、提供

会員の研修会の充実に努めた。 

会員数 1,219人（依頼会員 900 人・提供会員

246 人・両方会員 73 人） 

 活動件数 6,628 件 

市民同士が行う、子育てに関する援助活動の

サポート事業を実施するとともに、提供会員の研

修会の充実に努めた。 

会員数 1,255 人（依頼会員 902 人・提供会員

268 人・両方会員 85 人） 

 活動件数 5,180 件 

 

３ 

延長保育等の実施により、

保育園への送迎は減少してい

るが、習い事の送迎は増加す

るなど、ニーズにあった支援

の提供に努めた。提供会員は

増加しているが、子育て中の

ため活動に制限のある会員も

多い。活動時間に余裕のある

提供会員を増やし、活動の充

実を図りたい。 

積極的な事業のＰＲを

行い、提供会員の増加を図

っていく。 

総会員数 1,230人 

活動件数 6,600件 

子育て支援課 
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事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

低年齢児保育

の充実 

(036) 

 認可保育所入所定員 

（4 月 1 日現在運用定員） 

 ０歳 303 人 

 １歳 514 人 

 ２歳 618 人 

 

待機児童数（４月１日現在） 

    167 人 

認可保育所入所定員 

（4 月 1 日現在運用定員） 

 ０歳 309人 

 １歳 526人 

 ２歳 632人 

 

待機児童数（4 月１日現在） 

 273人 

 

２ 

毎年、保育所の定員増をし

ているものの、入所希望者が

増加する中、特に低年齢児の

待機児童が生じている。 

都全体で待機児童が増加す

る中、本市においては、保育

所新設等により平成２２年度

４月１日現在の待機児童数は

212 人と減少した。 

今後も待機児童の解消に努

める。 

認可保育所入所定員（4 月

1日現在運用定員） 

 ０歳 337人 

 １歳 582人 

 ２歳 696人 

 

 

平成２６年度目標 

認可保育所入所定員 

 ０歳 383人 

 １歳 649人 

 ２歳 760人 

 保 育 課 

延長保育の拡

充 

(037) 

延長保育実施保育所数 

 19 時  23 か所 

 20 時  ６か所 

 21 時  １か所 

 22 時  ２か所 

延長保育実施保育所数 

 19 時  24 か所 

 20 時  ８か所 

 21 時  １か所 

 22 時  ２か所 

 

３ 

公私全保育所で 19 時以上の

延長保育を実施している。公

立３施設で 20 時延長を行って

いるが、利用が少ない状況が

ある。また、全体として利用

者の減少傾向がある。 

延長保育実施保育所数 

 19 時  26 か所 

 20 時  ８か所 

 21 時  １か所 

 22 時  ２か所 

19時以上の延長保育 

 全施設 

保 育 課 

認証保育所の

サ ー ビ ス の 

充実 

(038) 

認証保育所定員数 

 265 人 

認証保育所定員数 

 265人 
 

３ 

１施設が新設されたものの

１施設が認可保育所に移行し

たため、定員数は前年と同じ

となった。 

認可保育所の待機児童が生

じている中、引き続き拡大を

図っていく。 

認証保育所定員数 

 281人 

平成 26 年度目標 

認証保育所定員 

 575人 

保 育 課 

学童クラブの

充実 

(039) 

 学童クラブへの入会を希望する児童がす

べて入会することができるよう、既存の施

設の他に小学校の空き教室を確保し、運営

の充実を図った。 

 入会児童数 1,784 人（４月１日現在） 

 

 「放課後子ども教室」を市立小学校 22 校

全校で実施した。 

開催日数  延べ 4,946日 

総参加者数  115,156人 

 学童クラブへの入会を希望する児童がすべ

て入会することができるよう、既存の施設の

他に小学校の空き教室を確保し、運営の充実

を図った。 

 入会児童数 1,765 人（４月１日現在） 

 

 「放課後子ども教室」を市立小学校２２校

全校で実施した。 

開催日数 延べ 5,424 日 

総参加者数 114,274 人 

 

３ 

 学童クラブへ入会を希望す

る児童がすべて入会すること

ができた。放課後児童の健全

育成の観点からも、引き続き

入会を希望する児童が全員入

会できるよう、あらゆる施策

を検討していく。 

 学童クラブに入会を希

望する児童が全員入会で

きるよう、事業の推進を図

っていく。 

 学童クラブへの入会

を希望する児童の全員

入会。 

児童青少年課 

 

 
  
  ② ひとり親家庭への支援 

 担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

ひとり親家庭

に対する市営

住宅入居機会

の拡大 

(040) 

一般世帯より抽せん玉を多くし、当選の

可能性を高くする優遇抽せんを実施した。 

 

ひとり親申込み者数／申込み総数 １４８/８４６ 

           ↓ 

ひとり親入居者数/新規入居者総数 ５／２３ 

一般世帯より抽せん玉を多くし、当選の可

能性を高くする優遇抽せんを実施した。 

 

ひとり親申込み者数／申込み総数 ９６/３８４ 

           ↓ 

ひとり親入居者数/新規入居者総数 ６/３５ 

 

３ 

優遇抽選の実施により、新

規入居者総数に占めるひとり

親世帯の割合が高くなってお

り、一定の効果がある。 

 一般世帯より抽せん玉

を多くし、当選の可能性を

高くする優遇抽せんを実

施する。 

 数値目標の設定がな

じまない事業である。

（市営住宅の入居者は

多様な世帯で構成され

るのが望ましいと考え

ている。） 

住宅勤労課 
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事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

ひとり親家庭

の自立のため

の援助サービ

スの実施 

(041) 

【ひとり親家庭ホームヘルプサービス事

業】 

 ひとり親家庭となった直後またはひとり

親家庭の保護者等が、仕事及び一時的な傷

病等で育児等日常生活に支障がある場合、

ホームヘルパーを派遣した。 

派遣世帯 37 世帯 

派遣回数 2,122回 

派遣時間 11,670 時間 

 

【母子家庭自立支援給付金】 

①自立支援教育訓練給付金 

 就業を目的とした教育訓練に関する講座

の受講終了後に、受講料の一部を支給した。

４件 

②高等技能訓練促進費 

 就業を容易にするために必要な資格を取

得するための養成機関で修業した母子家庭

に経済的支援を行った。２件 

【ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業】 

 ひとり親家庭となった直後またはひとり親

家庭の保護者等が、仕事及び一時的な傷病等

で育児等日常生活に支障がある場合、ホーム

ヘルパーを派遣した。 

派遣世帯 32世帯 

派遣回数 1,468回 

派遣時間 8,116時間 

 

【母子家庭自立支援給付金】 

①自立支援教育訓練給付金 

 就業を目的とした教育訓練に関する講座の

受講終了後に、受講料の一部を支給した。１

件 

②高等技能訓練促進費 

 就業を容易にするために必要な資格を取得

するための養成機関で修業した母子家庭に経

済的支援を行った。７件 

 

３ 

【ひとり親家庭ホームヘルプ

サービス事業】 

保護者に仕事があるが、子ど

もが傷病等で日常生活に支障

がある場合等でホームヘルパ

ーを派遣した。今後も、母子

家庭等の世帯に、状況に応じ

た派遣を実施していく必要が

ある。 

 

【母子家庭自立支援給付金】 

母子家庭の母の経済的な自立

促進をすすめるため、広報媒

体を用いたＰＲに努めるとと

もに、母子自立支援プログラ

ム等を活用し対象となりうる

方への情報提供をすすめてい

く。 

【ひとり親ホームヘルプ

サービス事業】 

派遣時間 11,670時間 

派遣時間（付加）4,436 時

間 

派遣回数 2,122 回 

 

【母子家庭自立支援給付

金】 

教育訓練給付金 10件 

高等技能訓練促進費 15

件 

【ひとり親ホームヘル

プサービス事業】 

国・都制度では月 12 回

１日８時間の制限があ

るが、必要に応じて派遣

回数・時間数の上乗せを

市の判断で実施する。 

 

【母子家庭自立支援給

付金】 

情報提供の方法を工夫

して、計画値が達成でき

るようにする。 

子育て支援課 

母子福祉資金

及び女性福祉

資金の貸付の

実施 

(042) 

【母子福祉資金】 

 配偶者のいない、20 歳未満の子どもを扶

養している女性に貸付を実施した。 

 42 件 

【女性福祉資金】 

配偶者がいない女性で、要件を満たす場

合に貸付を実施した。 

3件 

【母子福祉資金】 

 配偶者のいない、20 歳未満の子どもを扶養

している女性に貸付を実施した。 

 51 件 

【女性福祉資金】 

配偶者がいない女性で、要件を満たす場合

に貸付を実施した。 

2件 

 

３ 

母子家庭の母等の経済的自立

と児童の福祉増進を図るた

め、貸付を行う。 

（21 年度実績は、年度中に新

たに貸付けた件数） 

貸付の必要性が高い母子

家庭の母等に対して、適切

な貸付を実施していく。 

 

子育て支援課 

 

 
  
  ③ 高齢者・障害者・介護者支援等の充実 

 担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

高齢者住宅の

確保 

(043) 

 高齢者住宅 136 戸のうち女性入居者

81.5％、男性入居者 18.5％ 

 単身になり経済的弱者に陥りやすい高齢

女性に対し、安心して生活できる居住の場

を提供した。 

高齢者住宅 136 戸のうち女性入居者 82.1％、

男性入居者 17.9％ 

 単身になり経済的弱者に陥りやすい高齢女

性に対し、安心して生活できる居住の場を提

供した。 

 

３ 

 経済的弱者に陥りやすい単

身の高齢女性に対し、居住の

場を提供することができた。 

 住宅に困窮している単

身の高齢者に対し、引き続

き、安心して生活できる居

住の場を提供していく。 

提供する高齢者住宅の

戸数は、21 年度と同じ

136 戸とする。 高齢者支援課 
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事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

生きがい事業

の充実 

(044) 

 老人クラブの補助育成や、在宅高齢者世

帯保養事業、高齢者等保養施設利用助成事

業を実施し、高齢者の必要に応じた援助を

与えることにより女性にかかる労力の軽減

を図った。保養施設利用助成については、

保養休養の場等を提供したことにより、利

用率は年々上向きになっている。今後も生

きがいづくりに関する事業の充実、推進を

図りたい。 

 老人クラブの補助育成や、在宅高齢者世帯

保養事業、高齢者等保養施設利用助成事業を

実施した。高齢者の必要に応じた事業を実施

することにより、結果として女性の福祉の向

上を図った。保養施設利用助成については、

保養休養の場等を提供し、女性の健康増進に

貢献した。今後も生きがいづくりに関する事

業の充実、推進を図りたい。 

 

３ 

 生きがいづくりに関する事

業は、一般に介護予防や健康

づくりに良い効果が得られる

が、効果を十分に検証した上

で事業展開を図ることが重要

である。 

 生きがいづくり事業の

効果を検証しながら実施

することにより、生きがい

を持って活動できる場の

充実や機会の提供を推進

させる。 

 具体的な数値目標は、

範囲が広く提示できな

い。 

高齢者支援課 

高齢者の就労

支援 

(045) 

 シルバー人材センターを通して高齢者の

雇用を創出することにより、女性の安定し

た生活の確保に努めた。 

 就労実績 205,755 人（就業実人員 女性

420 人、男性 1,066 人）女性の就業実人員は

若干増加している。就業機会の確保・拡大

に努め、さらなる女性会員の就業拡大に努

めた。 

 シルバー人材センターを通して高齢者の

雇用を創出することにより、女性の安定した

生活の確保に努めた。 

 就労実績 212,899人（会員数 女性 509人、

男性 1,388 人）。引続き会員数の増加と就業

機会の確保・拡大に努めた(女性会員は約

26％)。 

 

３ 

 女性会員の入会促進にあっ

ては、女性の特性を活かした

介護・福祉サービスや子育て

支援等の新規事業を開拓し、

女性が希望する就業が可能に

なるよう指導する。 

 健康で働く意欲のある

高齢者の入会を積極的に

呼びかけ、会員の増強に努

める。会員男女比率を男性

70％・女性 30％になるよう

シルバー人材センターに

対し働きかける。 

 会員男女比率を男性

70％・女性 30％になるよ

うシルバー人材センタ

ーに対し働きかける。 
高齢者支援課 

介護保険制度

と福祉サービ

スの充実 

(046) 

① 介護保険制度を市民に周知するため

に、出張説明会を実施し、情報提供に努め

た。 

説明会 10 回、出席者 336 人 

② ねたきり高齢者理髪事業や高齢者車い

す福祉タクシー、寝具乾燥サービスを実施

し、女性が働き続けることのできるよう負

担を軽減した。 

ねたきり 2,133 件、車いす 3,635 件、寝具

乾燥 891 件 

③ ７か所ある在宅サービスセンターで通

所介護、認知症通所介護、いきがいデイサ

ービス、ショートステイ、福祉ショートス

テイ、入浴サービス、通所食事サービス、

訪問食事サービス、地域デイサービスを実

施し、女性が働き続ける環境づくりの充実

を図った。 

①  介護保険制度を市民に周知するため

に、出張説明会を実施し、情報提供に努め

た。 

説明会 4 回、出席者 131 人 
② ねたきり高齢者理髪事業や高齢者車い

す福祉タクシー、寝具乾燥サービスを実施

し、女性が働き続けることのできるよう負

担を軽減した。 

ねたきり 2,166 件、車いす 3,730 件、寝具

乾燥 876 件 

③ 在宅サービスセンター内で通所介護、

認知症通所介護、いきがいデイサービス、

ショートステイ、福祉ショートステイ、入

浴サービス、通所食事サービス、訪問食事

サービス、地域デイサービスを実施し、女

性が働き続ける環境づくりの充実を図っ

た。 

 ３ 

① 家庭での女性の介護負担

が軽減できる介護保険制度を

周知する機会が設けられた。 

② ３事業とも高齢者の増加

に伴い、利用者は概ね年々増

加基調にあるため３とした。 

③ 左記のとおり高齢者在宅

サービスセンターで行った実

績を記載しているが、すでに

介護保険サービスは他の事業

者においても実施しているこ

ともあり介護保険制度の普

及、充実といった面での指標

としてはふさわしくない。 

① 自治会や各種団体か

らの要望に応じ、適宜、説

明会を開催する。 

② 在宅で生活するねた

きり高齢者を、介護者を含

めて支援していくための

事業として、引き続き取り

組んでいく。 

③ 介護保険制度の充実

度等を全市的に把握でき

るような指標の導入を検

討する。 

限られた財源の中、本

当にサービスを必要と

している方に、適宜サー

ビス提供することで、女

性が働き続けることの

できる環境作りの確保

に努めていきます。 

高齢者支援課 
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事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  担当課 
評価(b) 

評価の内容と今後の課題 
（b） ２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

障害者福祉サ

ービスの充実 

(047) 

 

① 自立支援介護給付事業 

 居宅、施設で生活する障害者（児）が受ける介護サー

ビスについて必要な給付を行った。 

訪問系サービス 実人数 延べ利用時間 

居宅介護 245 91,680.5 時間 

重度訪問介護 48 231,319 時間 

行動援護 2 361 時間 

 

日中活動系 

サービス等 
実人数 延べ利用日数 

生活介護 131 23,451 日 

療養介護 1 353 日 

児童デイサービス 54 5,606 日 

短期入所 141 4,118 日 

 

居住系サービス 実人数 

施設入所支援 15 人 

共同生活介護 48 人 

 

旧法施設支援 実人数 

旧法入所施設支援 147 人 

旧法通所施設支援 143 人 

①－２ 自立支援訓練等事業 

 障害者が社会生活を営む上で必要な訓練、また、知識

や技術を提供するサービスについて必要な給付を行っ

た。 

日中活動系 

サービス等 
実人数 延べ利用日数 

自立訓練（生活訓練） 1 265 人 

就労移行支援 25 2,329 人 

就労継続支援（Ａ型） 1 232 人 

就労継続支援（Ｂ型） 59 5,926 人 

 

居住系サービス 実人数 

共同生活援助 59 人 

①－３ 移動支援事業 

 屋外での移動が困難な障害者等について、外出のため

の支援を行った。 

 実人数 185 人 延べ利用時間 18,009.5 時間 

① 自立支援介護給付事業 

 居宅、施設で生活する障害者（児）が受ける介護サービス

について必要な給付を行った。 

訪問系サービス 実人数 延べ利用時間 

居宅介護 434 70,605.5 時間  

重度訪問介護 55 248,812 時間 

行動援護 2 461 時間 

 

日中活動系 

サービス等 
実人数 延べ利用日数 

生活介護 194 29,576 日 

療養介護 1 365 日 

児童デイサービス 36 5,343 日 

短期入所 151 3,255 日 

 

居住系サービス 実人数 

施設入所支援 39 人 

共同生活介護 54 人 

 

旧法施設支援 実人数 

旧法入所施設支援 130 人 

旧法通所施設支援 156 人 

①－２ 自立支援訓練等事業 

 障害者が社会生活を営む上で必要な訓練、また、知識や技

術を提供するサービスについて必要な給付を行った。 

日中活動系 

サービス等 
実人数 延べ利用日数 

自立訓練（生活訓練） 2 330 日 

就労移行支援 41 5,348 日 

就労継続支援（Ａ型） 3 448 日 

就労継続支援（Ｂ型） 155 20,019 日 

 

居住系サービス 実人数 

共同生活援助 51 人 

①－３ 移動支援事業 

 屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支

援を行った。 

実人数 237 人 延べ利用時間 23,221 時間 

 

① 

４ 

① 自立支援介護給付事業 

①-２ 自立支援訓練等事業 

 障害者自立支援法施行後、利用者負担

の軽減を主に、毎年のように制度改正等

が行われてきた。それによって、負担感

からサービス利用を控えるといった状

況も見られず、適正かつ公平な給付が保

たれたものと評価する。 

 また、新体系サービスへの移行や、障

害者の地域移行も徐々に進んでおり、介

護給付費、訓練等給付費ともに、日中活

動系サービスや居住系サービスの利用

が増えていることにも表れている。 

 今後は、報酬改定や特例交付金の活用

による、事業者や介護従事者へのサポー

ト、及び法の抜本的改正に伴う利用者の

支援等が見込まれる。 

 引き続き、事業所の経営状態等に注視

しながら新体系サービスへの移行を促

進し、安定的なサービス提供体制の確保

と、障害のある方の社会参加を更に推進

していく必要がある。 

①-３ 移動支援事業 

 若干利用要件が緩和されたこともあ

り、徐々に利用が伸びてきている。 

 今後は、介護給付費等の利用者負担の

見直しに合わせ、制度を見直していく。

また、サービス提供体制の安定化を図っ

ていくと共に、多様なニーズへの対応の

見極めが課題である。 

① 自立支援介護給付事業 

①-２ 自立支援訓練等事業 

 22 年４月の市町村民税非課税世

帯の利用者負担無料化、障害者自立

支援法廃止に向けた制度の抜本的

見直しと、制度は依然として流動的

である。 

 制度改正に伴う利用者への影響

を最小限にとどめ、必要なサービス

はもれなく受給できるよう、サービ

ス提供体制の一層の安定化に注意

を払っていく。 

①－３ 移動支援事業 

 介護給付費等にあわせて 22 年 4

月に市町村民税非課税世帯の利用

者負担無料化を行うとともに、利用

範囲の拡大を行う。 

① 自立支援介護給付事業 

①-２ 自立支援訓練等事業 

 10～30％増 

①-３ 移動支援事業 

 10％増 

障害者福祉課 

 

①－２ 

４ 

 

①－３ 

５ 

② 障害者日常生活用具給付事業 
電気式たん吸引器、入浴補助用具、移動・移乗支援用

具、視覚障害者用ポータブルレコーダー他 34 品目の他、

ストマ用具の給付及び助成 

 3,045 件 35,831,345 円 

② 障害者日常生活用具給付事業 

視覚障害者用拡大読書器、電気式たん吸引器、特殊寝台、

入浴補助用具他 26 品目の他、ストマ用具の給付及び助成 
 3,360 件 37,203,128 円 

 

３ 

② 利用者の必要に応じた申請となる

ので、毎年実績の増減があるなか、数値

目標としていた 12％増は達成できなか

ったが、約 4％の増となった。 

② 相談事業所になっている地域

生活支援センターと連携して、制度

説明・紹介を充実させるなど、個々

のケースにあったサービスを提供

する。 

② 各特別支援学校での制度紹

介を充実させる。 

５％増 

③ 入所施設の整備機能の充実 

 府中・三鷹・調布３市の共同負担により、知的障害者

援護施設を運営した。 

 入所更正施設（府中市枠）18 人 

③ 入所施設の整備機能の充実 

自立支援法の新体系移行に向け、基準に適合させるための

施設整備及び短期入所の個室化改修工事を実施した。 

退所者が２名生じたため公募して補充した。 

入所更正施設（府中市枠）18 人 

 

３ 

③ 日中活動の充実と新体系移行に向

けた安定した運営基盤を図る。 

 

③ １０月の新体系移行に向けた

運営基盤の整備を進める。 

  引続き府中市の利用枠を維持

していく。 

③ 府中市利用枠（18 人） 

は維持しながら、多くの人が利

用できるよう、地域への移行に

向けた基盤整備を図る。 

④ 心身障害者福祉タクシー事業 

 2,494 人に対し、利用券を助成した。 

④ 心身障害者福祉タクシー事業 

 2,461 人に対し、利用券を助成した。 
 

４ 

④ 電車、バス等の交通機関を利用する

のが困難な障害者に対しタクシー代の

一部を助成し、日常生活の向上を図るこ

とができた。 

④ 引き続き、22 年度も利用者の

負担を軽減し、外出支援を進めてい

く。 

④ 年々、助成対象者が増加し

ているので、22 年度においては

助成対象者は 2,500 人を超える

と推測される。 
⑤ 車いす福祉タクシー事業 

 延べ 5,549 人に対し、走行時間料金を助成した。 

⑤ 車いす福祉タクシー事業 

 延べ 6,370 人に対し、走行時間料金を助成した。 
 ⑤ 通常のタクシーより割高な車いす

タクシーの利用料を助成することで、利

用者の負担を軽減し、外出支援を図るこ

とができた。 

⑤ 引き続き、22 年度も利用者の

負担を軽減し、外出支援を進めてい

く。 

⑤ 現状維持と推測される。 

⑥ 心身障害者自動車ガソリン等費用助成事業 

 ガソリン及び軽油の税額相当分を 1,006人に助成した。 

⑥ 心身障害者自動車ガソリン等費用助成事業 

ガソリン及び軽油の税額相当分を 1,013 人に助成した。 

 

 ⑥ 車を利用して外出する障害者に対

して、ガソリン代負担の軽減を図ること

で、外出支援ができた。 

 

⑥ 引き続き、22 年度もガソリン

代負担の軽減を図り、外出支援を進

めていく。 

⑥ 年々、助成対象者が増加し

ているので、22 年度においても

助成対象者は 1,000 人を超える

と推測される。 
⑦ 重度身体障害者緊急通報システム 

ひとり暮らし等の重度身体障害者 17人に対して緊急通

報システムを設置し、生活の安全を確保した 

⑦ 重度身体障害者緊急通報システム 

ひとり暮らし等の重度身体障害者 18 人に対して緊急通報シ

ステムを設置し、古い機器は新しい機器に交換し、生活の安

全を確保した。 

 

３ 

⑦ ひとり暮らしの安全と緊急時の安

全に備え、充実した生活が図れた。 

⑦ 窓口や電話、訪問の際に、該当

者への利用案内を進めていく。引き

続き、定期点検や古い機器を新しく

するなど、ひとり暮らしの方が安心

して暮らせる環境を提供していく。 

⑦ 該当者への利用案内を進め

る。 
５％増 
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事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

介護者の負担

軽減サービス

の充実 

(048) 

① 障害者(児)緊急一時入所事業 

介護者が疾病等の理由により、家庭での保護

が困難になった場合に一時施設に保護を行

った。 

 心身障害者福祉センター 

 宿泊 337 日 日帰り 85 回 

① 障害者(児)緊急一時入所事業 

介護者が疾病等の理由により、家庭での保護が

困難になった場合に一時施設に保護を行った。 

 心身障害者福祉センター 

 宿泊 284 日 日帰り 82 回 

 

 

４ 

① 現在、民間で同様の事業が

実施されており、行政において

運営する必要性は薄い。今後は

民間事業の拡充を支援しつつ、

段階的に行政から民間へと移行

させたい。 

① 今後も利用者への自立

支援法優先利用の啓発を行

い、事業の段階的な縮小を目

指す。 

 

 

① 宿泊 280 泊 

日帰り 70 回 

 

 

 

障害者福祉課 
② 知的障害者短期入所事業 

  知的障害者（児）の保護者や家族が、病

気や出産などで介護ができないとき、一時

施設に保護を行った。 

 なごみ 288 人 延べ 780 日 

 

② 知的障害者短期入所事業 

知的障害者（児）の保護者や家族が、病気や

出産などで介護ができないとき、一時施設に保

護を行った。 

 なごみ 350 人 延べ 861 日 

 

 

５ 

② 市で確保している部屋と調

布・三鷹市とで共有している部

屋を有効に使用できたことによ

り、目標を大きく上回ることが

できた。 

② 介護者の休養利用が少

ないため利用案内を進める。 

② 使用できる居室数が

決まっているため、頭打ち

はあるが、利用しやすい環

境を整える。 

10％増 

障害のある方

の就労支援 

(049) 

[障害者清掃作業委託事業] 

 福祉作業所などの授産活動の一つとして

清掃作業を委託した。 

 22 施設、延べ 1,229 日 

 

[知的障害者雇用事業] 

 主に市施設での清掃等軽作業に従事し

た。 

 雇用 14人（女性５人、男性９人）、 

延べ 3,351.5 日 

[障害者清掃作業委託事業] 

福祉作業所などの授産活動の一つとして清掃

作業を委託した。 

 21 施設、延べ 1,220 日 

 

[知的障害者雇用事業] 

主に市施設での清掃等軽作業に従事した。 

雇用 14 人(女性５人、男性９人) 

延べ 3,002.5日 

 

３ 

[障害者清掃作業委託事業] 

 施設授産活動の活性化を図

り、就労訓練を支援できた。 

 

[知的障害者雇用事業] 

 就労の場を与えることによ

り、本人に社会参加への自覚

をもたせるとともに、家族の

負う心身の負担軽減にもつな

がっている。 

従事者を民間への就労につ

なげることが課題である。 

 

[障害者就労支援事業] 

 障害者の就労支援は、障害

者施策の重点事業であり、本

市においても拡充を図ってい

く。 

[障害者清掃作業委託事

業] 

 就労訓練支援と公園環

境美化という目的のため、

清掃作業委託を行う。 

 

[知的障害者雇用事業] 

 引き続き、市施設での清

掃等軽作業に従事し、個々

の能力に応じた就労の場

を確保していく。 

 

[障害者就労支援事業] 

 障害者就労支援事業の

拡充を目指す。 

[障害者清掃作業委託事業] 

 公園清掃委託日数は、

公園の状況も考慮しな

がら、決定していく。 

 

[知的障害者雇用事業] 

 雇用人数 14 人 

 

[障害者就労支援事業] 

就労支援 延べ 5,000 人

生活支援 延べ 2,500 人 

障害者福祉課 

[障害者就労支援事業] 

 心障センター「み～な」において就労支

援等を行った。 

  就労支援  延べ 3,775 人 

  生活支援  延べ 2,303 人 

[障害者就労支援事業] 

心障センター「み～な」において就労支援等

を行った。 

  就労支援  延べ 4,599 人 

  生活支援  延べ 2,441 人 

 

４ 
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事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

社会参加促進

事業の充実 

(050) 

① 手話講習会 

 手話通訳者やボランティア活動の担い手

を養成した。 

 期間：20 年５月 13 日～21 年３月 10日 

 全 40 回 141 人（103 人） 

初級 昼 25 (21) 

初級 夜 27 (19) 

中級 昼 16 (11) 

中級 夜 30 (24) 

上級 昼 15 (12) 

上級 夜 25 (16) 

養成 夜 3 - 

単位は人数  （ ）内は修了者 

① 手話講習会 

手話通訳者やボランティア活動の担い手を養

成した。 

 期間：21 年５月 12 日～22 年３月 16日 

 全 40 回 142 人（123人） 

初級 昼 29 (21) 

初級 夜 34 (30) 

中級 昼 22 (20) 

中級 夜 19 (14) 

上級 昼 12 (12) 

上級 夜 26 (23) 

養成 夜 3 - 

単位は人数  （ ）内は修了者 

 

４ 

① 申込者数は横ばいだが、

修了者数は増加しているの

で、確実に手話通訳者の養成

につながっている。 

 

① 受講者数の確保に努

め、1 人でも多くの手話通

訳者を増やすことで、聴覚

障害者の社会参加促進に

寄与していきたい。 

① 受講者全員が講習

を修了できること。 

障害者福祉課 

② 軽スポーツ大会 

 開催日 20 年 11 月１日 

 場所  府中市民陸上競技場 

 総参加人数 1,076 人（当日参加者・運営

協力者） 

② 軽スポーツ大会 

 開催日 21年 5 月 16 日 

場所    府中市民陸上競技場 

総参加人数 1,151 人(当日参加者・運営協力

者) 

 

３ 

② 昨年度に引き続き順延日

なしでの開催となったが、無

事に開催できた。参加者数も

例年並みであり、安定してい

る。今後は、参加者の確保、

当事者以外の市民の参加増

や、競技内容の充実について

工夫が必要である。 

② 21 年度と同様に、例年

通り事業を実施する。日中

体を動かす機会が少ない

障害者にとって、有意義に

活動できる事業として今

後も継続して実施してい

く。 

 

② 参加人数 1,100人 

③ 障害者（児）休養事業 

 市の保養施設及び指定保養施設（３か所）

の利用にあたり、宿泊料を助成した。 

 利用泊数 延べ 766 泊 

 利用人数 延べ 555 人 

③ 障害者（児）休養事業 

市の保養施設及び指定保養施設（５か所）

の利用にあたり、宿泊料を助成した。 

 利用泊数 延べ 749 泊 

 利用人数 延べ 553 人 

 

３ 
③ 多くの障害者が、外泊の

機会を得ることができた。今

後とも利用機会の拡大に向け

て制度の周知に努める。 

③ すべての障害者と付

添者の利用料を助成し、よ

り多くの障害者が利用で

きるよう進めていく。 

③ 利用泊数 

  延べ 850泊 

  利用者数 

  延べ 600人 

④ プール開放（健康センター総合プール） 

 障害者のレクリエーション事業として、

参加者相互の親睦を図った。 

 開催日 20 年８月５日 

 参加人数 263 人（女性 112 人、男性 151

人） 

④ プール開放（郷土の森総合プール） 

 障害者のレクリエーション事業として、参

加者相互の親睦を図った。 

 開催日 ２１年８月４日 

 参加人数 173人（女性 70 人、男性 103 人） 

 

２ 

④ 事業開始前に降雨があ

り、天気予報も回復傾向にな

かったことから入場者は例年

比で減となったが、参加者の

交流があり親睦が図れた。 

④ 事業の周知を徹底し、

より多くの障害者が参加

するよう努め、障害者同士

の交流、健康増進機会の拡

大を進めていく。 

④ 参加人数  300人 

⑤ WaiWai フェスティバル（ WaiWai まつ

りと心の健康フェスティバルが統合） 

 府中グリーンプラザ・フォーリスにて開

催  21 年１月 20・21 日 フォーリス 

 施設紹介・物品販売 参加人数 1,200 人 

21年１月 23～25 日 グリーンプラザ 

 作品展 参加人数 1,535人 

 施設紹介・喫茶コーナー 参加人数 778

人 

21年１月 25 日 グリーンプラザ 

コンサート・講演会 参加人数 274 人 

駅前企画 参加人数 1,500人 

⑤ WaiWai フェスティバル 

開催期間 22 年 1 月 15日～17日 

場所   府中グリーンプラザ 

 作品展 15日～17日 3 日間 

 コンサート 15 日 

 映画会 16日 

 施設紹介・物品販売 16 日 

 

総来場者数 2,191 人 

 

 

３ 

⑤ 昨年度より開催日数を減

らして実施したため、全体の

来場者数は減少したが、一日

平均来場者数では例年通りと

なっている。今後は、より一

層の障害者施設・作業所・団

体等への協力体制を依頼し、

内容の充実した開催を目指

す。 

⑤ ３回目の開催となり、

初めて 12 月の障害者週間

に実施するため、より障害

啓発活動を促進するよう

に内容の充実をはかる。さ

らに、関係者以外の一般来

場者の集客にも努めるよ

う、より親しみやすい事業

内容を展開する。 

⑤ 参加人数 2,000人 
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事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

障害者成人教

室（あすなろ

学級）の実施 

(051) 

知的障害をもつ成人が、有意義な生活や自立

への方法と余暇の充実活動を学び周辺の人との

コミュニケーションを学ぶ講座として実施す

る。  

20年度実績  

19回、延べ出席1,050人  

知的障害をもつ成人が、有意義な生活や自立

への方法と余暇の充実活動を学び周辺の人との

コミュニケーションを学ぶ講座として実施す

る。  

21年度実績  

19回、延べ出席891人 

 

３ 

毎年度定員を超える応募が

あり、新規加入希望も多いが、

従前からの参加者の欠員がな

い限り参加できなくなってい

るほど、事業としては成果を

あげている。  

22年度については、特に

大幅な見直しはせず、引き

続き事業を実施していく。  

20年度ベースを継続  

生涯学習スポーツ課 

年金制度の情

報提供 

(052) 

 広報紙や各種パンフレット、国民年金特

集号の配布、ホームページなどの媒体によ

る年金制度の案内を行うとともに、市民へ

の年金記録問題や平成 20 年 10 月まで送付

されたねんきん特別便に係る年金の相談に

も対応した。 

区分 件数 

広報紙掲載回数 29 

国民年金特集号配布部数 84,500 

年金届出・相談件数 33,167 

  

 広報紙や各種パンフレット、国民年金特集

号の配布、ホームページなどの媒体による年

金制度の案内を行うとともに、市民への年金

記録問題等の年金の相談にも対応した。 

区分 件数 

広報紙掲載回数 24 

国民年金特集号配布部数 85,000 

年金届出・相談件数 31,996 

  

 

３ 

将来の未年金者をつくらな

いために、各種の納付免除、

猶予制度の告知が重要となっ

ている。日本年金機構との連

携を図ることと併せて、広報、

国民年金特集号等での年金制

度についての継続的な案内が

必要である。 

 21 年度同様に事業を進

めていく。 

 国の委託事務である

ために、独自の目標は定

めづらい面がある。 

 前年数値を目標とす

る。 

保険年金課 

 

 
 (４) 国際社会への貢献 
  ① 国際理解と国際交流の推進 

 担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

外国人相談窓

口の充実 

(053) 

通訳ボランティアを公募登録してもらい、

外国人の日常生活全般をはじめ、市政相談ま

で幅広く相談に応じている。 

一般相談 
相談 

件数 

 
市政相談 

相談 

件数 

家庭生活 ２ 生活環境 １ 

くらし ６ くらし ５ 

財産 ０ 社会福祉・教育 １ 

その他 １ その他 ２ 

合 計 ９ 合 計 ９ 

  

通訳ボランティアを公募登録してもらい、

外国人の日常生活全般をはじめ、市政相談ま

で幅広く相談に応じている。 

一般相談 
相談 

件数 

 
市政相談 

相談 

件数 

家庭生活 ０ 生活環境 ０ 

くらし ０ くらし ５ 

財産 ０ 社会福祉・教育 ３ 

その他 ０ その他 ０ 

合 計 ０ 合 計 ８ 

  

 

２ 

 相談実績は、多いものでは

ないが、相談に来た外国人に

対しては、適切な助言・アド

バイス等が行えている。 

 通訳ボランティアの協力に

より、細かな相談ができる体

制になっているが、通訳ボラ

ンティアの人数の増員、対応

できる言語を増やすことは、

今後の相談者の増加によって

は検討が必要となる。 

 日常生活で身近な行政

機関は市役所であるため、

常時相談を受ける体制を

整えておくことが重要で

あるので、毎週月～金曜日

に市民相談室で実施する。 

相談は増減があるた

め、適切な目標は定めに

くいが、過去３年の実績

から 20 件を目標とする。 

広 報 課 
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事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

在住外国人女

性の支援 

(054) 

 府中国際交流サロンの日本語学習会で、多

数の外国人女性を支援した。また、学習会の

うち週２回、託児を設け、子育て中の女性が

学習会に参加しやすい環境を提供した。 

・日本語学習会開催 189 回 

 

学習者登録数 

男性 女性 

158 人 282 人 

  

 府中国際交流サロンの日本語学習会で、多

数の外国人女性を支援した。また、学習会の

うち週２回、託児を設け、子育て中の女性が

学習会に参加しやすい環境を提供した。 

・日本語学習会開催 188回 

 

学習者登録数 

男性 女性 

119 人 207 人 

  

 

３ 

 日本語習得は日本で生活す

る在住外国人にとって重要な

問題である。特に仕事を持た

ない外国人女性にとっては、

日本語を習得でき、交流や情

報を得られ簡易な相談ができ

る場が必要である。府中国際

交流サロンは、それら女性を

支援する場として重要な役目

を担っており、今後もサロン

での支援を充実させていく。

さらに外国人女性が地域の中

で日本人と交流を深めていけ

るよう検討していく必要があ

る。 

 日本語学習会に在住外

国人女性が多数参加でき

るよう支援していく。その

一つとして、日本語学習会

のうち週２回、託児を設け

る活動を継続し、子育て中

の女性が学習会に参加し

やすい環境を提供してい

く。 

また、地域全体で外国人

女性を支援できるような

環境を整えていく。 

日本語学習会に登録

する在住外国人女性の

人数を維持し、さらに増

加させていく。また日本

語学習会開催時の託児

の実施回数を維持して

いく。 

市民活動支援課 

女性の国際交

流の推進 

(055) 

 友好都市ウィーン市ヘルナルス区に高校

生派遣事業として５人を派遣した。 

（女性５人） 

府中国際交流サロンの日本語学習会に、在

住外国人への日本語教授ボランティアとし

て多数の女性市民が参加し、日本語の指導・

交流を行った。また、国際交流サロン運営に

関わるなど、国際理解・国際交流推進活動に

貢献した。 

ボランティア登録者数 

男性 女性 

45人 131 人 

日本語学習会参加者数（年間延べ） 

・外国人学習者 4,753人 

・日本人ボランティア 4,160 人 

 友好都市ウィーン市ヘルナルス区に高校

生派遣事業として６人を派遣した。 

（女性５人、男性１人） 

府中国際交流サロンの日本語学習会に、在

住外国人への日本語教授ボランティアとし

て多数の女性市民が参加し、日本語の指導・

交流を行った。また、国際交流サロン運営に

関わるなど、国際理解・国際交流推進活動に

貢献した。 

ボランティア登録者数 

男性 女性 

44人 122 人 

日本語学習会参加者数（年間延べ） 

・外国人学習者 4,730人 

・日本人ボランティア 4,372 人 

 

３ 

 現在まで毎年５～６人の高

校生をヘルナルス区へ派遣し

ており、今後も継続して、６

人を派遣する。 

 在住外国人が安心して日常

生活を送ることがきるため

に、日本語、日本の文化・習

慣の習得をすることは不可欠

であり、府中国際交流サロン

での日本語学習会における市

民ボランティアの役割は非常

に大きい。市内外国人登録者

が 4,000 人を超え、市内でも

国際化が進む昨今、ますます

その需要が増えている。 

友好都市ウィーン市ヘ

ルナルス区に高校生派遣

事業として６人を派遣す

る。 

（女性６人） 

府中国際交流サロンの事

業の中で、日本語教授ボラ

ンティア育成のための研

修会を実施し、ボランティ

アの確保に努める。また国

際交流サロンの運営･活動

に多くの女性ボランティ

アが参加できるようにす

る。 

 高校生６人をヘルナ

ルス区へ毎年派遣する

ことを継続して実施し

ていく。 

 府中国際交流サロン

の日本語学習会は、週３

日（５回）実施しており、

市民ボランティアは活

動できる曜日・時間に参

加している。現在のボラ

ンティア参加人数を維

持し、更に増加させてい

く。 

市民活動支援課 
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  ② 平和・人権意識の推進 

 担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

憲法講演会の

開催 

(056) 

毎年憲法週間事業として５月に、日本国憲
法に関する講座を開催し広く市民に憲法に
ついて考えてもらう機会を提供する。  
憲法１講座・出席者 55 人 

毎年憲法週間事業として５月に、日本国憲
法に関する講座を開催し広く市民に憲法に
ついて考えてもらう機会を提供する。  
憲法１講座・出席者21人 

 

1 

憲法講演会という性質上市
民に対し身近でわかりやすい
内容の講演を実施し、参加者
の増加を図る。  

22年度については、年度
当初に既に実施済み（幼児
虐待と子供の人権につい
て）。次年度に向け参加者
が身近に感じる内容を検
討・企画する。  

講座参加者80人  

生涯学習スポーツ課 

平和展の開催 

(057) 

毎年８月に戦争・平和について市民に考え
てもらう機会を提供し現在の平和な社会を
守っていくことがどんなに大切なことなの
かを考えていくために実施。夏休み子どもバ
スツアー、パネル展、映画会・講話、平和コ

ンサート  
合計参加者 7,715人  

毎年８月に戦争・平和について市民に考え
てもらう機会を提供し現在の平和な社会を
守っていくことがどんなに大切なことなの
かを考えていくために実施。夏休み子どもバ
スツアー、パネル展、映画会・講話、平和コ

ンサート  
合計参加者 14,091人 

 

４ 

府中市では平和都市宣言も
行っており、市民が戦争・平
和について考える一助として
継続していく必要がある。  

夏休み子どもバスツア
ー（７月）、パネル展、映
画会・講話（８月)、平和
コンサート(３月)の実施。  

合計参加者10,000人  

生涯学習スポーツ課 

 

Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (１) 女性に対するあらゆる暴力の根絶 
  ① 家庭内暴力等の根絶に向けた取組の推進 

 担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

暴力を防ぐた

めの意識啓発 

(058) 

 11 月の「女性に対する暴力をなくす運動」

に合わせて講座を開催し、女性の自己防衛術

として、リアライズ代表の橋本明子氏による

WEN-DO に関する講座を実施した。 

11月の「女性に対する暴力をなくす運動」

に合わせて講座を開催し、認定フェミニス

ト・カウンセラーの小柳茂子氏によるアサー

ティブトレーニングに関する講座を実施し

た。 

 

３ 

 女性に対する暴力を防ぐた

めの講座を様々な角度から開

催することで、ＤＶに対する

問題意識を共有し、啓発活動

に努めた。 

 ＤＶは犯罪であり、根絶

のためには個人個人の意

識啓発が重要である。そこ

で、関連講座を開催するこ

とにより、さらなる認識の

向上に努める。 

 22 年度は女性問題相談

カードを作成し、各市内公

共施設に配架をする。ＤＶ

被害者に向けて女性問題

相談の周知を図る。 

 年１回以上啓発講座

を開催する。 

 

市民活動支援課 

ＤＶ防止の情

報・資料の収

集と提供 

(059) 

 女性センター情報資料室に、ＤＶに関する

図書等を積極的に収集、配架した。 

 また、引き続き、ＤＶ被害者が誰にも知ら

れず、相談機関が認知できるよう、女性セン

ター女性トイレにチラシを設置し、情報提供

に努めた。 

 女性センター情報資料室に、ＤＶに関する

図書等を積極的に収集、配架した。 

 また、20 年度と同様に、ＤＶ被害者が誰に

も知られず、相談機関が認知できるよう、女

性センター女性トイレにチラシを設置し、情

報提供に努めた。 

 

２ 

 ＤＶ防止のための啓発・情

報提供は重要な取組である。 

 今後、ＤＶ防止の情報・資

料の収集と提供をさらに充実

させることを意識して、評価

を２とした。 

 今年度はより積極的に

資料収集に努めたい。 

 また、女性トイレ等に設

置する女性問題相談カー

ドを作成し、市民が相談し

やすい環境を整える。 

 数値目標の設定は難

しいが、より充実した資

料の提供に努める。 
市民活動支援課 

児童虐待を防

ぐための意識

啓発 

(060) 

乳幼児健康診査未受診者に対しては、月１

回未受診者処遇検討会を実施し状況把握に

努め、若年妊婦の状況把握を行い、支援のた

め関係機関との連携を図った。４か月までの

乳児の全戸訪問でも意識啓発に努めた。 

育児不安や育児の負担感から来る児童虐

待を防ぐことを目的に、妊娠し、母子健康手

帳の発行を受けるときから支援窓口の紹介

が行えるよう、パンフレット等の配布を充実

した。また、支援の必要な母子について関係

機関との連携を図った。 

 

３ 

 相談窓口の充実をはかると

ともに、地域からの情報や関

係機関との連携を充実する。 

若年等ハイリスク妊婦

の状況把握を行い、関係機

関とも連携し適切な支援

を実施する。育児不安を抱

える母子の支援を関係機

関と連携して実施する。 

 新生児訪問として４

か月までの乳児を全戸

訪問し、意識啓発を行

う。 
健康推進課 
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事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

「児童の権利

に 関 す る 条

約」について

の啓発 

(061)－① 

児童虐待防止への対応 
府中市要保護児童対策地域協議会の実施 

代表者会議、実務者会議、児童虐待相談事

例進行管理分科会 各２回開催 

個別事例検討会    90 回 

関係機関研修会     ２回 

内部研修会        ７回 

子育て支援講演会    １回 

育児支援家庭訪問 1,201 回 

児童虐待防止への対応 

府中市要保護児童対策地域協議会の実施 

代表者会議       １回  

実務者会議兼児童虐待相談事例進行管理分

科会           ７回 

個別事例検討会     146 回 

関係機関研修会     １回 

内部研修会       ７回 

子育て支援講演会    １回 

育児支援家庭訪問    989 回 

４ 

児童虐待相談事例進行管理

を適切に行うため、実務者会

議の充実を図った。 

要保護児童に対する共通の

認識を持ち、適切な対応を行

なうため、関係機関を対象に

「個人情報管理」について研

修会を実施した。 

児童虐待防止対応マニ

ュアルの有効的な活用を

行い、関係機関との連携強

化を図る。また、学校や保

育所などと定期的な情報

交換を行い、児童虐待防止

に努めていく。 

内容的に数値化は難

しい。 

 

子育て支援課 

「児童の権利

に 関 す る 条

約」について

の啓発 

(061)－② 

 小・中学生へ、人権尊重教育の一環として

指導した。 

 小・中学生へ、人権尊重教育の一環として

指導した。 

３ 

 社会科の授業をはじめ、人

権教育の観点から、各校の教

育課程に位置付け実施する。 

 小・中学生へ、人権尊重

教育の一環として指導  

する。 

 市立小・中学校 33 校

で実施 

指 導 室 

関係機関との

連携の強化 

(062) 

各関係機関との連携を図り、被害者保護のた

めの情報交換及び被害者の相談、保護を行っ

た。 

 庁内関係部署との連携会議を開催し、各部

署と情報を共有することで、庁内における二

次被害の防止に努めた。 

各関係機関との連携を図り、被害者保護のた

めの情報交換及び被害者の相談、保護を行っ

た。 

 庁内関係部署との連携会議を開催し、各部

署と情報を共有することで、庁内における二

次被害の防止に努めた。 

３ 

 定期的に関係機関と情報交

換の機会を持ち、ＤＶ被害者

への適切な保護が実施できる

よう努めた。引き続き連携の

強化に努める。 

 また、引き続き、二次被害

の防止に努める。 

 庁内関係部署との連携

会議を実施する。 
 また、府中市男女共同参

画推進懇談会にＤＶ被害

者支援のための取組につ

いて諮問し、今後の取組の

方向性について検討する。 

 連携会議年１回開催

し、情報を共有すうこと

で二次被害の防止に努

める。 

 また、今後の取組の方

向性について検討する。 

 

市民活動支援課 

 
 
  
  ② 売買春・性の商品化の防止に対する取組の推進 

 担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

性の商品化防

止の啓発 

(063)－① 

 20 年度は実施していない。  21 年度は実施していない。  

１ 

 20 年度から性の商品化防止

の啓発に関する取組を行って

いないため、１とした。 

 男女共同参画社会の実

現のために、重要な事項で

あるため、啓発活動に取り

組む。 

 年１回啓発講座を開

催する。 
市民活動支援課 

性の商品化防

止の啓発 

(063)－② 

 人権尊重教育の中で指導した。  人権尊重教育の中で指導した。  

３ 
 人権教育の視点から、各校

において実施する。 

 人権尊重教育の中で指

導する。 

 市立小・中学校 33 校

で実施 指導室 
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事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

社会環境浄化

のための調査

及び支援 

(064) 

 地域と行政等が協力して、青少年の健全育

成に良好な環境の確保及び、非行の防止を図

ることを目的として、15 年９月に青少年健全

育成協力店指定制度を発足。市内のコンビニ

店 66 店、書店５店、ゲーム店２店、ビデオ

店２店、カラオケボックス店２店、酒･たば

こ販売店 38 店、ゲームソフト店 1 店、携帯

電話販売店４店の計 120 店舗を指定し、調査

体制の充実を図った。 

 社会環境浄化活動の一環として、不健全図

書自動販売機等に関して、不健全図書収納の

有無、届出の有無、自主規制状況等について、

市内４か所・20 台の設置状況調査を実施し

た。 

 地域と行政等が協力して、青少年の健全育

成に良好な環境の確保及び非行の防止を図

ることを目的として、15年９月に青少年健全

育成協力店指定制度を発足。市内のコンビニ

店 79 店、書店３店、ゲーム店２店、ビデオ

店１店、カラオケボックス店２店、酒･たば

こ販売店 36 店、携帯電話販売店２店、刃物

類販売店１店の計 126 店舗を指定し体制の充

実を図った。 

 社会環境浄化活動の一環として、不健全図

書自動販売機等に関して、不健全図書収納の

有無、届出の有無、自主規制状況等について

市内３か所・14 台の設置状況調査を実施し

た。 

 

４ 

 青少年健全育成協力店への

加入依頼をさらに強化してい

く。 

 今後は現状をよく把握し、

幅広い職種の店舗へ加入依頼

をしていく必要がある。 

 今後は、継続して青少年

をとりまく環境を把握し、

幅広い職種に加入依頼を

していく必要がある。 

 そのため 22 年度は、コ

ンビニエンスストア、ビデ

オ店に健全育成協力店へ

の加入依頼を図っていく。 

 青少年健全育成協力

店への加入店舗数を 138

店舗とする。 

児童青少年課 

 

 
  
  ③ セクシュアル・ハラスメント防止の推進 

 担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

教育・労働・

地域等におけ

るセクシュア

ル・ハラスメ

ント防止の推

進 

(065)－① 

 関連機関と連携して、企業や地域に男女雇

用機会均等法の規定及び指針・対策につい

て、ポスター、ガイドブック、パンフレット

等及び、セクシュアルハラスメント防止ハン

ドブックで広く情報の提供を行った。 

関連機関と連携して、企業や地域に男女雇

用機会均等法のポイント等について、ポスタ

ー、ガイドブック、パンフレット及び、セク

シュアルハラスメント防止ハンドブックを

広く情報提供を行った。 

 

３ 

職場での男女の差別やセク

シュアルハラスメントは、相

談や訴訟の増加を見ると、既

に解決された問題とはいえな

い。企業・労働者がセクシュ

アルハラスメントの問題を認

識し、その防止に取り組むた

め、啓発活動を継続して行う

必要がある。 

改正男女雇用機会均等

法の規定及び指針・対策に

ついてのポイントや概要

をまとめたガイドブック、

パンフレット及びポスタ

ー等を参考資料として、関

係機関と連携し情報の提

供を行う。 

今後も、周知等を積極

的に行って、労働者や企

業の方々に幅広く活用

されるよう情報の提供

に努める。 

 

住宅勤労課 

教育・労働・

地域等におけ

るセクシュア

ル・ハラスメ

ント防止の推

進 

(065)－② 

 女性センターの情報資料室に、書籍・パン

フレット・啓発ビデオ等の各種資料を設置す

るとともに、女性問題等講座・講演会・市職

員研修で啓発を実施した。 

 女性センターの情報資料室に、書籍・パン

フレット・啓発ビデオ等の各種資料を設置す

るとともに、女性問題等講座・講演会・市職

員研修で啓発を実施した。 

 

３ 

 地域的にはセクシュアル・

ハラスメント防止の概念は定

着しており、また、17 年度に

実施した職員意識調査におい

ても、認識が高まっているこ

とが分かった。 

 今後も、セクシュアル・ハ

ラスメントの無い労働環境等

の整備に努めたい。 

 引き続き、女性センター

の情報資料室に、書籍・パ

ンフレット・啓発ビデオ等

の各種資料を設置すると

ともに、女性問題等講座・

講演会・市職員研修で啓発

に努める。 

また、22年度は５年に一

度の職員意識調査を行い、

セクシュアル・ハラスメン

トに対する職員の意識を

調査する。 

 年１回啓発講座を開

催する。 

 その他、情報誌等によ

り、セクシュアル・ハラ

スメント防止の啓発に

努める。 
市民活動支援課 
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事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

教育・労働・

地域等におけ

るセクシュア

ル・ハラスメ

ント防止の推

進 

(065)－③ 

 年２回、各校において、服務事故防止月間

の取組の中で実施した。 

 年２回、市立小・中学校全 33 校で、服務

事故防止月間の取組の中で実施した。 
 

３ 

 服務事故防止月間の取組の

充実を図る。 

 服務事故防止月間の取

組の中で実施する。 

 服務事故防止研修 

 市立小・中学校 33 校

で実施 

指 導 室 

職員・教職員

に対する研修

会の実施 

(066)－① 

 全職員を対象としたセクシュアル・ハラス

メント防止研修を７月８日に２時間の講演

会方式で実施し、71 人が受講した。 

全職員を対象としたセクシュアル・ハラス

メント防止研修を７月２１日に２時間の講

演会方式で実施し、30 人が受講した。 

 

３ 

毎年度、全職員を対象とし

たセクシュアル・ハラスメン

ト防止研修を実施し、セクシ

ュアル・ハラスメント防止に

対する意識づけが図られた。

今後も、継続的な取組みが必

要なことから、引き続き全職

員を対象とした研修を実施し

ていく。 

全職員を対象としたセ

クシュアル・ハラスメント

防止研修を７月１４日に

２時間の講演会方式で実

施し、 

３４名が受講した。（実施

済） 

 

 

毎年度、セクシュア

ル・ハラスメント防止研

修を実施する。 

職 員 課 

職員・教職員

に対する研修

会の実施 

(066)－② 

 人権尊重教育研修及び服務事故防止研修

の中で実施した。 

 市立小・中学校全 33 校において、人権尊

重教育研修及び服務事故防止研修の中で実

施した。 

 

３ 

 教職員研修の充実に努め

る。 

 人権尊重教育研修及び

服務事故防止研修の中で

実施する。 

 服務事故防止研修 

 市立小・中学校 33 校

で実施 
指 導 室 

職員・教職員

のための相談

窓口の充実 

(067)－① 

 引き続き４人の担当者（女性２人、男性２

人）による苦情処理担当窓口を設置し、相談

しやすい体制を整えた。 

引き続き４人の担当者（男２人、女２人）

による苦情処理担当窓口を設置し、相談しや

すい体制を整えた。 

 

３ 

相談員に対する研修を行

い、苦情処理担当窓口の充実

を図った。 

セクシュアル・ハラスメ

ント防止の推進のため、相

談しやすい体制を常時整

えておく。 

相談数の件数を上げ

ることがこの取り組み

の主旨とは言えないが、

気兼ねなく相談できる

よう、引き続き相談しや

すい体制を常時整えて

おく。 

職 員 課 

職員・教職員

のための相談

窓口の充実 

(067)－② 

 指導室に相談窓口を設置。  指導室に相談窓口を設置。  

３ 

 相談体制の充実に努める。  指導室に相談窓口を継

続設置。 

 内容的に数値化は難

しい。 
指 導 室 

 

 
 (２) 性に対する女性の権利の確立と健康支援 
  ① 生涯を通じた女性の健康支援 

 担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

母子の健康増

進 

(068)－① 

 女性の健康のための啓発・健康維持を目的

とする各種の講座を開催した。 

講座名 回数 
参加 

人数 

リプロダクティブ・ヘルス／

ライツ講座 

「女性だから気になる病気」 

1 24 人 

  

 女性の健康のための啓発・健康維持を目的

とする各種の講座を開催した。 

講座名 回数 
参加 

人数 

リプロダクティブ・ヘルス／

ライツ講座 

「めざせ女子力ＵＰ！女性

の健康を考えよう！」 

1 11 人 

 

 

２ 

 リプロダクティブ・ヘルス

／ライツという言葉は、浸透

してきているが、定員 20 人に

対し、参加者が 11 人であり、

参加者は定員の 55％程度であ

ったため評価を２とした。 

 今後は、より多くの参加が

あるようにしたい。 

 リプロダクティブ・ヘル

ス／ライツ講座を１回以

上実施する。 

 その他、リプロダクティ

ブ・ヘルス／ライツという

言葉の啓発に努める。 

 主催講座の参加者を

定員の 80％以上とする。 

市民活動支援課 
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事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

母子の健康増

進 

(068)－② 

 母子の健康保持と増進を図るため、健康診

査、相談及び教育事業等を実施した。 

3～4 か月児健康診査 2,248人 

6～7 か月児健康診査 2,160人 

9～10 か月児健康診査 2,070人 

1歳 6か月児健康診査 2,269人 

3歳児健康診査 2,000人 

乳幼児発達健康診査 67人 

乳幼児経過観察健康診査 147 人 

乳幼児精密健康診査 135 人 

妊婦健康診査（５回） 12,300 人 

産婦健康診査 2,223人 

母親学級（4回コース） 1,162人 

両親学級（半日コース） 525 人 

ママクラスクッキング 57人 

妊産婦訪問指導 316 人 

新生児訪問指導 1,649人 

乳幼児訪問指導 459 人 

子育て相談室 4,372人 

地域子育てクラス 97人 

離乳食教室 1,084人 

幼児食教室 110 人 

母子保健相談 895 人 

妊婦歯科健康診査 747 人 

親と子の歯みがき教室 264 人 

予防歯科指導教室 690 人 

幼児歯科検診 2,447人 

保育所等巡回歯科保健指導 2,339人 

妊産婦・乳幼児保健指導 145 人 

母子栄養強化食品支給 613 人 

予防接種 25,914 人 

  

 母子の健康保持と増進を図るため、健康診

査、相談及び教育事業等を実施した。 

3～4 か月児健康診査 2,273人 

6～7 か月児健康診査 2,166人 

9～10か月児健康診査 2,110人 

1歳 6か月児健康診査 2,209人 

3歳児健康診査 2,160人 

乳幼児発達健康診査 42人 

乳幼児経過観察健康診査 159 人 

乳幼児精密健康診査 144 人 

妊婦健康診査（１４回） 23,829 人 

産婦健康診査 2,254人 

母親学級（4回コース） 1,321人 

両親学級（半日コース） 581 人 

ママクラスクッキング 57人 

妊産婦訪問指導 283 人 

新生児訪問指導 1,875人 

乳幼児訪問指導 452 人 

子育て相談室 4,388人 

地域子育てクラス 151 人 

離乳食教室 1,145人 

幼児食教室 106 人 

母子保健相談 855 人 

妊婦歯科健康診査 805 人 

親と子の歯みがき教室 253 人 

予防歯科指導教室 601 人 

幼児歯科検診 2,401人 

保育所等巡回歯科保健指導 2,804人 

妊産婦・乳幼児保健指導 14人 

母子栄養強化食品支給 556 人 

予防接種 25,509 人 

  

 

３ 

 乳幼児健康診査の受診率

は、一定の水準を維持してい

る。妊婦健康診査は公費助成

が 5回から 14 回に増えたこと

により、受診者増につながっ

た。支援の必要な家庭に対し

てタイムリーで適切な支援を

実施できるよう関係機関との

連携体制をさらに整備するこ

とが課題である。 

 乳幼児の健康診査、相

談、及び教育事業を実施

し、健康の保持・増進に努

める。支援の必要な家庭に

対して適切でタイムリー

な支援を行う。 

 未受診者全件の状況

把握及び４か月児まで

の全戸訪問。 

健康推進課 
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事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

健康診査事業

の充実 

(069) 

 各種がんや骨粗しょう症等の早期発見、治

療のための健康診査等、予防に重点をおいた

健康指導を行う。 

区分 20 年度実績 

子宮がん検診 5,965 人（すべて女性） 

乳がん検診 3,445 人（すべて女性） 

大腸がん検診 3,218 人 

肺がん検診 197 人 

喉頭がん検診 88 人 

胃がん検診 3,578 人 

骨粗しょう症検診 704 人（すべて女性） 

  

 各種がんや骨粗しょう症等の早期発見、治

療のための健康診査等、予防に重点をおいた

健康指導を行う。 

区分 20 年度実績 

子宮がん検診 5,469 人（すべて女性） 

子宮がん検診 

（クーポン券） 

2,568人（すべて女性） 

乳がん検診 3,084 人（すべて女性） 

乳がん検診 

(クーポン券) 

2,524人（すべて女性） 

大腸がん検診 3,079 人 

肺がん検診 262 人 

喉頭がん検診 104 人 

胃がん検診 3,671 人 

骨粗しょう症検診 229 人（すべて女性） 

  

 

２ 

平成 21 年度より、女性特有

のがん検診推進事業として、

対象年齢の女性市民に乳が

ん、子宮がん検診のクーポン

券を送付し受診を促したた

め、受診者数は増加した。 

また、喉頭がん検診は受診

者数が最近減少していたが、

平成 21 年度は前年度よりも増

加した。 

 各種がんや骨粗しょう症

等の早期発見、治療のため

の健康診査等、予防に重点

をおいた健康指導を行う。 

区分 22年度計画 

子宮がん検診 
4,300 人 

(すべて女性） 

子宮がん検診

(クーポン券) 
2,202 人 

(すべて女性） 

乳がん検診 
3,500 人 

(すべて女性） 

乳がん検診
(クーポン券) 

2,115 人 

(すべて女性） 
大腸がん検診 3,500 人 

肺がん検診 270 人 
喉頭がん検診 115 人 
胃がん検診 4,000 人 

骨粗しょう

症検診 

500 人 

(すべて女性） 

  

平成 21 年度に引続き

子宮がん検診、乳がん

検診についてはクーポ

ン事業を実施するた

め、前年度と同様の受

診者数を目標とした

い。 

健康推進課 

学 校 教 育 に 

お け る エ イ

ズ、薬物、飲

酒、喫煙等の

予防・啓発 

（070）－① 

 東京都薬物乱用防止指導委員とともに、さ

くらまつり・商工まつり・福祉まつり等で啓

発活動を行った。また、市内の中学校に対し

て、薬物乱用防止ポスター及び標語の募集を

行い、ポスター90 件・標語 75 件の応募があ

り、健康まつりで展示した。 

東京都薬物乱用防止指導委員とともに、さ

くらまつり・商工まつり・福祉まつり等で啓

発活動を行った。また、市内の中学校に対し

て、薬物乱用防止ポスター及び標語の募集を

行い、ポスター40 件・標語 527 件の応募があ

り、健康まつりで展示した。 

 

４ 

薬物乱用の恐ろしさ、特に

健康を害したり、犯罪に陥る

可能性が高いことを思春期の

多くの中学生に周知し、自覚

してもらうことが課題であ

る。 

各種イベントにおいて啓

発活動を推進し、市民に薬

物乱用の防止を周知してい

く。 

昨年度の実績程度の

ポスター及び標語の応

募を中学校に働きかけ

ていく。 
健康推進課 

学校教育等に

お け る エ イ

ズ、薬物、飲

酒・喫煙等の

予防・啓発 

(070)－② 

 多摩府中保健所と共同して、啓発活動に努

めた。特に啓発資料を各学校に配布した。エ

イズの研修会参加や街頭キャンペーンに参

加した。保健連絡会で保健所よりエイズの講

演をしてもらった。レッドリボンを教育委員

会職員がつけた。 

多摩府中保健所と共同して、啓発活動に努

め、特に啓発資料を各学校に配布し、講演会

や研修会に参加した。エイズの街頭キャンペ

ーンにも参加した。 

 

３ 

各学校におけるエイズ、薬

物、飲酒・喫煙の予防啓発が

進んできている。 

多摩府中保健所と共同し

て、啓発活動に努め、啓発

資料を各学校に配布する。

エイズの街頭キャンペーン

に参加する。 

引き続き各学校にお

けるエイズ、薬物、飲

酒・喫煙の予防啓発を

継続して進める。 
学務保健課 

学校教育等に

お け る エ イ

ズ、薬物、飲

酒・喫煙等の

予防・啓発 

(070)－③ 

 保健の授業を中心に指導するほか、警察・

保護者・地域の方々と連携して非行・犯罪被

害防止教育の場であるセーフティ教室を全

校で実施。 

 保健の授業を中心に指導するとともに、警

察と連携してセーフティ教室で薬物乱用防

止、喫煙防止などの取組みを市立小・中学校

全 33校で実施した。 

 

３ 

 保健の授業での指導、セー

フティ教室を市立小・中学校

全校で実施した。 

 各学校の教育過程に適正

に位置付け、保健の授業を

中心に指導するとともに、

警察との連携しセーフティ

教室で薬物乱用防止、喫煙

防止などに取り組む。 

 市立小・中学校 33 校

で実施 

指 導 室 

生活習慣病、

要介護に対す

る予防の充実 

(071) 

 運動実践や食生活改善を目的とした調理

実習を取り入れ、実践的な教育事業を実施し

た。（119 回、延べ参加者 3,461人） 

運動実践や食生活改善を目的とした調理

実習を取り入れ、実践的な教育事業を実施し

た。（186回、延べ参加者 4,942人） 

 

３ 

乳がん検診時教育がクーポ

ン事業実施により実施回数、

参加者ともに大幅に増加し

た。ただし、講座により参加

人数にばらつきがあり、参加

人数の少ない講座について

は、実施の有無も含めて企画

の見直しなど検討していきた

い。 

運動実践や食生活改善を

目的とした調理実習を取り

入れ、実践的な教育事業を

実施予定。 

実践的な教育事業の

実施など内容の充実を

図り、数値目標は、21

年度計画を維持する。 

健康推進課 
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事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

各種体操教室

の実施 

(072) 

 女性の健康づくりを目的に、総合体育館に

おいて、体操教室等を実施。 

総合体育館において実施していたシェイプ

アップトレーニング教室及び地域体育館に

おいて実施していた女性を対象とした体操

教室等については、男女の別なく参加できる

よう、性別要件を撤廃した。 

５コース、4,341人 

女性の健康づくりを目的に、総合体育館に
おいて、体操教室等を実施。 
５コース、4,406人 

 

３ 

性別要件を撤廃したため、
前年度と比較し、対象を女性
に限定した体操教室等の数は
減少している。  

女性の健康づくりを目的
に、総合体育館において、
体操教室等を実施する。  

女性体操教室等の参
加者数を増やす。  
５コース、5,000人  

生涯学習スポーツ課 

自主的スポー

ツ、レクリエ

ーション活動

への指導者派

遣 

(073) 

 地域でのスポーツ・レクリエーション活動

に必要な指導者を派遣する。 

 37 回、延 76 人 

地域でのスポーツ・レクリエーション活動
に必要な指導者を派遣する。  
17回、延 52人 

 

３ 

種目指導に限らず、健康体
操の指導など地域と生活に根
ざした指導者の派遣事業を実
施している。これからも派遣

制度の周知を図る。  

地域でのスポーツ・レク
リエーション活動に必要な
指導者を派遣する。  

指導者派遣回数を増
やす。  
20回、延 60人  

生涯学習スポーツ課 

 

 
  
  ② 年齢に応じた性に関する正確な知識の取得 

 担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

リプロダクテ

ィブ・ヘルス

／ライツの啓

発 

(074) 

 子どもを計画的に生み育て、健康で明るい

家庭を築いていくため、母子保健相談（来所

相談・妊産婦訪問・産婦健康診査等の助産師

による相談）を通して、受胎調節や不妊解決

法等の啓発を行った。 

 子どもを計画的に生み育て、健康で明るい

家庭を築いていくため、母子保健相談（来所

相談・妊産婦訪問・産婦健康診査等の助産師

による相談）を通して、受胎調節や不妊解決

法等の啓発を行った。 

 

２ 

 相談の機会を増設している

が、気軽に相談できる場の提

供を検討したい。 

 母子保健相談（来所相

談・妊産婦訪問・産婦健康

診査等の助産師による相

談）や新生児訪問を通して

受胎調節や不妊相談等の啓

発を行う。 

 新生児訪問（４か月

までに全戸訪問する

「こんにちは赤ちゃん

事業」）を活用する。 
健康推進課 

性に関する情

報の収集・提

供 

(075) 

 相談から浮び上がる問題や他機関からの

情報収集に努めた。相談件数１件 

 相談から浮び上がる問題や他機関からの

情報収集に努めた。相談件数１件 
 

３ 

 相談件数は減っているもの

の、相談内容に応じて診療機

関を紹介するなど適切なアド

バイスがされている。 

 今後は、相談窓口の周知徹

底を図っていく。 

 引き続き、相談業務を実

施し、関係機関との連携を

図り、相談内容や状況に応

じた対応に努める。 

 さらに、周知方法や、内

容の充実の検討も同時に行

っていく。 

 今後も相談窓口の周

知等を積極的に行っ

て、市民から幅広く活

用されるように努めた

い。 

児童青少年課 

女性学講座の

中での知識の

提供・啓発 

(076) 

 男女共同参画記念講演会では、ワーク・ラ

イフ・バランスの観点から、父親が子育てす

ることがどのようにワーク・ライフ・バラン

スにつながるかを NPO 法人ファザーリング・

ジャパン代表の安藤哲也氏による講演会を

実施し、男性の子育ての視点から、性別役割

分業の是正に関する啓発を行った。 

 その他、様々な視点から女性問題に関する

講座を実施した。 

 女性センター主催のいきいき女性セミナ

ー「story～オンナの人生を楽しむ～」では、

女性の歴史をテーマに様々な人の人生経験

を聞くことを通して、自分の生き方を見直す

ことを目指した。 

 その他、様々な視点から女性問題に関する

講座を実施した。 

 

３ 

 女性問題に関する様々な講

座を実施した。 

 講座計画時に、何が問題に

なっているのかを把握し、時

勢にあった需要の高い講座を

実施したい。 

 

 時勢にあった講座を実施

できるように、内容を精査

し、また、講師に打診する

際は意図を明確に伝える。 

 多くの参加者があるよう

に広報活動等に努める。 

 講演会形式の講座に

ついて、定員の 80％以

上の参加があることを

目標とする。 

市民活動支援課 
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事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

学校教育の中

での知識の提

供・啓発 

(077) 

 市立小・中学校全 33 校で、学習指導要領

に従い、保健の授業の中で児童・生徒の発達

段階や特性に応じた指導を実施した。 

 市立小・中学校全 33 校で、学習指導要領

に従い、保健の授業の中で児童・生徒の発達

段階や特性に応じた指導を実施した。 

 

３ 

 今後も継続して指導すると

ともに、児童・生徒が正しい

知識に基づく適切な行動がで

きるよう、指導の充実を図り

ます。 

 市立小・中学校全校で、

学習指導要領に従い、保健

の授業を中心に児童・生徒

の発達段階に応じた指導を

行う。 

市立小・中学校 33 校

で実施 

指 導 室 

 

 
 (３) メディアにおける女性の人権の尊重 
  ① 男女平等の視点に立った表現への配慮 

 担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

映像・活字等

における適切

な表現への配

慮 

(078) 

 19 年度同様、「男女共同参画表現ガイドラ

イン」に沿った適切な表現に努めた。 

20 年度同様、「男女共同参画表現ガイドラ

イン」に沿った適切な表現に努めた。 
 

３ 

広報紙等による啓発活動に

ついては、「男女共同参画表現

ガイドライン」に沿った適切

な表現を用いていることか

ら、一定の成果は得られてお

り、評価は妥当といえる。今

後は、変化する表現方法等を

的確に把握し、対応する必要

がある。 

引き続き、男女平等の視

点から、「男女共同参画表現

ガイドライン」に沿った適

切な表現に努める。 

「男女共同参画表現

ガイドライン」に沿っ

た適切な表現を用いる

とともに、変化する表

現方法等を的確に把握

し、対応する。 

広 報 課 

「表現ガイド

ライン」に基

づく適切な表

現への配慮 

(079) 

 15 年４月に発行した「男女共同参画表現ガ

イドライン」を活用し、市の発行物等を作成

する際には、男女平等の視点に立ち作成する

よう配慮した。 

 15 年４月に発行した「男女共同参画表現ガ

イドライン」を活用し、市の発行物等を作成

する際には、男女平等の視点に立ち作成する

よう配慮した。 

 

３ 

 ガイドラインは、全庁的に

浸透していると考えるが、20

年度と比較して、特に新たな

取組を行っていないため、３

とした。 

 引き続き「男女共同参画

表現ガイドライン」を活用

した配慮に努め、全庁的な

普及に努めたい。 

 22 年度は「男女共同参画

表現ガイドライン」の改正

を行う。 

 数値で測れる項目で

はないため、設定不可。 

 引き続き、発行物等

を作成する際はガイド

ラインに沿うように指

導する。 

市民活動支援課 

マスコミに対

する働きかけ

や要望 

(080) 

 広報活動等で男女平等の視点に立った表

現を使用するよう、働きかけを行った。 

 また、テレビ広報において、女性センター

を紹介した。 

 広報活動等で男女平等の視点に立った表

現を使用するよう、働きかけを行った。 

 また、第 23 回府中市男女共同参画参画フ

ォーラムでは、各新聞者に周知を行った。 

 

３ 

 今後とも、市広報誌をはじ

め、テレビ放映や取材等でも

要望していけるよう努めた

い。 

 引き続き、広報活動等で

男女平等の視点に立った表

現を使用するよう、働きか

けを行う。 

 数値で測れる項目で

はないため、設定不可。 
市民活動支援課 
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  ② メディアに対する選択と活用に関する能力の育成 

 担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

情報の選択・

活用（メディ

ア・リテラシ

ー）の普及・

啓発 

(081)－① 

 女性センター主催講座「上杉家と直江家

の女たち」において、日本史を題材として

実施した。 

 一般的にメディア等において男性が取り

上げられることが多いが、実際は女性も活

躍をしていたという歴史的事実を知ること

で、情報を読み解く能力を養うことを目的

とした。 

 女性センター主催講座「草食系男子・お嬢

マンが『男女共同参画』を変える！」におい

て、協調性があり恋愛に積極的ではない男性

（草食系男子・お嬢マン）が出現した社旗情

勢や時代背景等を踏まえて男女共同参画を学

ぶ講座を実施した。 

３ 

 定員 40人に対して、受講者

が 34人であった。市民が興味

を持ちやすい分野を題材とす

ることで、男女共同参画につ

いての普及・啓発ができた。 

 より多くの方に興味を持

っていただける題材で講座

を１回以上実施する。 

 定員の 80％以上の

参加。 

市民活動支援課 

情報の選択・

活用（メディ

ア・リテラシ

ー）の普及・

啓発 

(081)－② 

 インターネットの問題について社会科や

技術家庭科等の教科・領域で指導するとと

もに、学級活動の場面で指導を行った。 

 教員からなる ICT 活用推進委員会を設置

し、授業研究を実施した。 

 セーフティ教室で情報モラルをテーマ

に取り上げた。 

 インターネットの問題について社会科や技

術家庭科等の教科・領域で指導するとともに

学級活動の場面で指導を行なった。 

 セーフティ教室では情報モラルをテーマ

に取り上げた。 
３ 

 セーフティ教室には保護者

の参加もあり、保護者への啓

発にもつながっている。 

 

 教科・領域での指導、学級

活動での指導を継続すると

ともに、セーフティ教室でも

取り組む。 

 教育課程への位置

付け、市立小・中学校

33校で実施 

指 導 室 

インターネッ

ト講座の開催 

(082)－① 

 引き続き、60 歳以上の女性を対象とした

インターネット入門講座を実施した。 

 定員 18 人に対して、87 人の応募があり、

需要の高さがうかがえた。 

 引き続き、60 歳以上の女性を対象としたイ

ンターネット入門講座を実施した。 

 定員 18人に対して、86 人の応募があり、需

要の高さがうかがえた。 

４ 

 60 歳以上の女性を対象とし

たパソコン講座は、シルバー

人材センター登録講師により

実施した。参加者と講師の年

齢が近いことなど、参加者の

満足度も高いものであった。 

 また、倍率が 4.78倍と高く、

市民のニーズに合った講座を

実施できたことを評価して、

４とした。 

 需要が高いため、60 歳以上

の女性を対象として、同講座

を実施する。 

 60 歳以上の女性を

対象として、同講座を

年１回実施する。 

市民活動支援課 

インターネッ

ト講座の開催 

(082)－② 

 パソコンボランティアを講師としたイン

ターネット・電子メール入門講座を実施し、

情報化への対応とパソコン機器に親しむ機

会を提供した。 

 ２講座・８回・延 84 人 

パソコンボランティアを講師としたインター

ネット入門講座を実施し、情報化への対応とパ

ソコン機器に親しむ機会を提供した。  

２講座・８回・延 133 人 

 

３ 

情報化への対応とパソコン
機器に親しむ機会を提供する
ことが出来た。今後、ニーズ
に応じた講座を実施していき
たい。  

インターネット入門講座
の内容の充実を図る。  

インターネット入
門講座の参加者を増
やす。  

２講座・延140人  
生涯学習スポーツ課 
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 (４) 相談体制の充実 
  ① 相談窓口の充実 

 担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

女性自身に関

する相談の充

実 

(083)－① 

人権身の上相談 

 基本的人権が侵害される諸問題や悩み事

に対し、人権擁護委員が助言・指導を行っ

た。 

内 容 相談件数 

人権 10 

身の上 55 

合 計 65 
 

人権身の上相談 

 基本的人権が侵害される諸問題や悩み事に

対し、人権擁護委員が助言・指導を行った。 

内 容 相談件数 

人権 ８ 

身の上 40 

合 計 48 
 

３ 

人権問題の相談は減少して

いるが、社会の複雑化のため

か地域や家族間の悩み事が増

加している。これに対し、相

談を受けに来た人には、適切

な助言・アドバイス等が行え

ている。 

なお、人権問題については、

埋没している問題も考えられ

るため、法務局と連携を取り

ながら活動を進めていく。 

毎月第１・３木曜日、午後

２時～４時に市民相談室で

実施する。 

相談は増減がある

ため、適切な目標は定

めにくいが、過去３年

の実績及び埋没して

いる人権問題の早期

発見も考慮し、80 件を

目標とする。 

広 報 課 

女性自身に関

する相談の充

実 

(083)－② 

 女性問題相談の中で、ジェンダーにとら

われずに、自分らしい生き方を見つけるた

めの援助をした。また、性被害者や性差別

に対する相談にも対応した。 

(1) 相談体制 月曜日～金曜日（平日）、

午前９時～午後５時 相談員２人（月・火

は１人） 

(2) 20年度女性問題相談総件数 1,052 件 

(3) 相談機関連携会議１回 庁内の相談

機関との連携を深めるとともに、各機関に

おける窓口業務の中で、相談者への二次被

害を防ぐための対応を再確認した。 

 女性問題相談の中で、ジェンダーにとらわ

れずに、自分らしい生き方を見つけるための

援助をした。また、性被害者や性差別に対す

る相談にも対応した。 

(1) 相談体制 月曜日～金曜日（平日）、午

前９時～午後５時 相談員２人（月・火は１

人） 

(2) 20 年度女性問題相談総件数 1,021 件 

(3) 相談機関連携会議１回 庁内の相談機

関との連携を深めるとともに、各機関におけ

る窓口業務の中で、相談者への二次被害を防

ぐための対応を再確認した。 

３ 

本市における 20 年度と 21

年度の相談件数を比べると、

件数が減少しているが、一概

に、女性に係る問題が減って

いるとは言えない。 

また、認識している限り、

女性問題相談において、二次

被害が発生していないことを

評価した。 

 相談体制等については、同

内容で継続する。 

 引き続き、各機関との連携

を密に取り、二次被害の防止

に努める。 

 相談件数の目標を

数値化することは困

難であるため、市民が

相談しやすい環境を

整えることを目標と

する。 

 二次被害について

は、引き続き、起こさ

ないように努める。 

市民活動支援課 

女性自身に関

する相談の充

実 

(083)－③ 

 母子家庭や寡婦・女性が抱えている問題に

ついて、専門相談員による相談を実施した。 

 相談件数 2,308 件 

 母子家庭や寡婦・女性が抱えている問題に

ついて、専門相談員による相談を実施した。 

 相談件数 2,102 件 

３ 

 相談件数は減少している

が、引き続き専門相談員２人

体制で対応している。複雑・

多様化する相談に対応するた

め、精神保健福祉士の専門職

を配置し相談体制の充実をは

かった。 

 相談件数が増加すること

が見込まれるため、２人体制

を継続し、関係機関と連携し

ながら相談に応じていく。 

専門相談員 ２人 

子育て支援課 

健康に関する

相談の充実 

(084) 

 医師、保健師、栄養士、歯科衛生士によ

る相談事業を実施。 

（270回、延べ相談者数 1,007 人） 

医師、保健師、栄養士、歯科衛生士による

相談事業を実施。 

（267回、延べ相談者数 1,222 人） 

 

４ 

ここ数年、相談者数が減少

していたが、昨年度は来所相

談、電話相談がともに前年に

比べて 1.5 倍近く増加した。 

医師、保健師、栄養士、歯

科衛生士による相談事業を

実施予定。回数は 269 回とす

る予定。 

前年度と同様の数

値を目標としたい。 
健康推進課 
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事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 
 担当課 

評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

子どもに関す

る相談の充実 

(085)－① 

 「子育て相談室」を開設し、電話・来所・

訪問による妊産婦及び乳幼児の健康、食事、

歯科衛生に関することや妊娠・出産及び育

児に関する相談を受けている。 

 

相談体

制 

月曜日～金曜日 

午前８時半～午後５時 

相談担

当 

保健師・看護師・栄養士 

歯科衛生士 

相談件

数 

保健相談    3,856 件 

栄養相談     339 件 

歯科相談     177 件 

  

 「子育て相談室」を開設し、電話・来所・

訪問による妊産婦及び乳幼児の健康、食事、

歯科衛生に関することや妊娠・出産及び育児

に関する相談を受けている。 

 

相談体制 
月曜日～金曜日 

午前８時半～午後５時 

相談担当 
保健師・看護師・栄養士 

歯科衛生士 

相談件数 

保健相談    3,896 件 

栄養相談     372 件 

歯科相談     120 件 

  

 

３ 

 相談内容が多種多様化して

いる。相談から他の母子保健

事業への連動、訪問を実施し

ている。内容により関係機関

の紹介、連携も実施している

が、タイムリーによりよい支

援ができるよう関係機関との

連携強化が必要である。 

 新生児訪問や母親学級等

を活用して、子育て相談室の

周知を図る。 

 「子育て相談室」の

活用について全対象

者に周知する。 

健康推進課 

子どもに関す

る相談の充実 

(085)－② 

 子ども家庭支援センター「たっち」「しら

とり」において、総合相談事業を実施した。 

 

区分 件数 

 

区分 件数 

虐待 182 育成 57 

養育困難 198 育児 258 

障害 28 その他 48 

保健 42 合計 813 

新規相談件数 813 件 

延べ支援回数 20,710 回 

 子ども家庭支援センター「たっち」「しらと

り」において、総合相談事業を実施した。 

 

区分 件数 

 

区分 件数 

虐待 129 育成 47 

養育困難 197 育児 193 

障害 34 その他 30 

保健 34 合計 664 

新規相談件数 664 件 

延べ支援回数 19,826 回 

 

４ 

子育てに関する総合相談を

実施し、定期的な支援が必要

な家庭には、育児支援家庭訪

問事業を導入するなど、育児

不安や負担の軽減、児童虐待

の発生予防に努めた。また、

関係機関や児童相談所と連携

を取りながら、要保護児童の

保護など、適切な対応と支援

を行った。 

今後も関係機関との連携強

化や役割分担など、相談体制

の一層の充実が必要。 

身近なところで子育てに

関する相談が出来る場所を

設け、育児不安や精神的不安

の解消に努めるとともに、定

期的な継続支援が必要な家

庭には訪問員やヘルパーの

派遣を行う。 

児童虐待の未然防止を図

るため、特定妊婦への支援な

ど保健センターと連携しな

がら、切れ目のない支援を実

施していく。 

 内容的に数値化は

難しい。 

子育て支援課 

子どもに関す

る相談の充実 

(085)－③ 

○育児相談（保育所） 

○子育てひろば「ポップコーン」事業等 

 30 か所 

 延参加人数：16,354 人（内児童 8,526 人） 

○園庭開放 

 週１回 15 か所 

 延参加人数：12,476 人（内児童 6,723 人） 

○育児相談（保育所） 

○子育てひろば「ポップコーン」事業等 

 29 か所 

 延参加人数：13,474 人（内児童 7,047 人） 

○園庭開放 

 週１回 15 か所 

 延参加人数：8,725 人（内児童 4,698人） 

 

４ 

情報交換、交流の場を提供

する中で、保育士等による相

談がなされている（生活、睡

眠、栄養、健康･発達、あそび、

排泄、かかわり等）。市内全域

で行われており、身近な相談

場所としても機能している。 

また、必要に応じ子ども家

庭支援センター、保健センタ

ーと連携し、支援を行う。 

平成２１年度は、新型イン

フルエンザ流行の影響で参加

者数が少ない。 

○育児相談（保育所） 

○子育てひろば「ポップコー

ン」事業等 29 か所 

○園庭開放 週１回 15 か所 

平成２６年度目標 

子育てひろば「ポップ

コーン」11 か所 

保 育 課 
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事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 
 担当課 

評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

子どもに関す

る相談の充実 

(085)－④ 

 女性問題相談および青少年・子ども相談

の中で、妊娠、出産、育児期の女性の不安

や悩みの相談を受けている。内容や状況に

より、関係機関への紹介も実施している。 

(1)相談体制 月曜日～金曜日（平日）、午

前９時～午後５時、 

相談員２人（月・火は１人） 

(2)20年度青少年・子ども相談件数 26 件 

(3)相談機関連携会議 

５機関…府中警察署、多摩児童相談所、多

摩府中保健所、子ども家庭支援センター、

民生委員・児童委員 

６課…指導室、子育て支援課、生活援護課、

健康推進課、地域福祉推進課、児童青少年

課 

１回／年 

 女性問題相談および青少年・子ども相談の

中で、妊娠、出産、育児期の女性の不安や悩

みの相談を受けている。内容や状況により、

関係機関への紹介も実施している。 

(1)相談体制 月曜日～金曜日（平日）、午前

９時～午後５時、 

相談員２人（月・火は１人） 

(2)21年度青少年・子ども相談件数 40 件 

(3)相談機関連携会議 

５機関…府中警察署、多摩児童相談所、多摩

府中保健所、子ども家庭支援センター、民生

委員・児童委員 

６課…指導室、子育て支援課、生活援護課、

健康推進課、地域福祉推進課、児童青少年課 

１回／年 

 

３ 

 相談件数は減っているもの

の、相談内容に応じて診療機

関を紹介する等適切なアドバ

イスがされている。 

 今後は、相談窓口の周知徹

底を図っていく。 

 引き続き、相談業務を実施

し、関係機関との連携を図

り、相談内容や状況に応じた

対応に努める。 

 さらに、周知方法や、内容

の充実の検討も同時に行っ

ていく。 

 今後も相談窓口の

周知等を積極的に行

って、市民から幅広く

活用されるように努

めたい。 

児童青少年課 

子どもに関す

る相談の充実 

(085)－⑤ 

メンタルフレンドを全小学校、スクールカ

ウンセラーを全中学校に配置した。小学校

２校に新たにスクールカウンセラーを配置

した。 

教育センターにおける教育相談の実施(電

話相談 527 件、来室相談 396 件) 

全小学校を巡回相談員が訪問（相談件数 5,435

件） 

全小学校にメンタルフレンドを配置 

全中学校・小学校３校にスクールカウンセ

ラーを配置 

スクールソーシャルワーカーを配置 

 

３ 

各相談機能の充実と更なる

連携によって相談体制の充実

を図るとともに、相談者にと

ってより相談しやすい環境を

整えていくことが今後の課題

である。 

 

継続実施 内容的に数値化は

困難  

指 導 室 

福祉総合相談 

(086) 

 19 年度と同様に市、在宅介護支援セン

ターを中心に高齢者の相談を受け付けて

いるなかで、高齢の女性や高齢の家族をも

つ女性の相談を積極的に受け、必要に応じ

て適切なアドバイスを行うなど、女性が安

心して生活を送れるよう相談業務の充実

を図った。 

市庁内で福祉相談担当者連絡会議を開

催、庁内の関係機関との連携を深めた。 

 

平成 20 年度女性の相談件数  6,627 件 

 20 年度と同様に市、在宅介護支援センター

を中心に高齢者の相談を受け付けているなか

で、高齢の女性や高齢の家族をもつ女性の相

談を積極的に受け、必要に応じて適切なアド

バイスを行うなど、女性が安心して生活を送

れるよう相談業務の充実を図った。 

市庁内で福祉相談担当者連絡会議を開催、

庁内の関係機関との連携を深めた。 

 

平成 21 年度女性の相談件数 6,072 件 

 

３ 

 全体の相談件数の内、６割

が女性の相談。 

 虐待対応においては７割の

被虐待者が女性。 

 今後も相談を受けるだけに

とどまらず、適切なアドバイ

ス、支援が必要。相談者の権

利擁護のためには、関係機関

との連携が不可欠である。 

 市、包括支援センター、在

宅介護支援センターを中心

に高齢者の相談を受け付け

ているなかで、高齢の女性や

高齢の家族をもつ女性の相

談を積極的に受け、必要に応

じて適切なアドバイスを行

うなど、女性が安心して生活

を送れるよう相談業務を行

っていく。 

福祉相談担当者連絡会議

を通じ、各相談担当者のスキ

ルアップ、連携を深めてい

く。 

 女性からの相談件数

年間 6,000件 

高齢者支援課 
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  ② 関係機関との連携 

 担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

関係機関との

連携の促進 

(087) 

 ＤＶに対する連携体制の確立のため、庁

内の関係機関と連携会議を実施した。 

 また、関連する法律の改正点、研修、そ

の他の情報については、庁内関係機関に情

報を周知し、二次被害の防止に努めた。 

 また、庁内の相談業務を担当している部

署で構成する「福祉関係相談担当者連絡会

議」が 20 年度に発足し、相談業務を実施す

る上での情報交換など、取組を進めた。 

 その他、都等が開催する説明会等へ、積

極的に参加した。 

ＤＶに対する連携体制の強化のため、庁内

の関係機関と連携会議を実施し、二次被害防

止に向けた情報交換を実施した。 

 また、関連する法律の改正点、研修、その

他の情報があった場合、速やかに庁内関係機

関に情報提供し、対応に反映できるよう努め

た。 

 更に、庁内の相談業務を担当している部署

で構成する「福祉関係相談担当者連絡会議」

では、ＤＶに関する情報提供等を通じて、当

該会議の担当部署職員の啓発に努めた。 

２ 

 ＤＶに関する連携体制につ

いては、庁内連携体制は概ね

順調に強化が進んでいるもの

の、外部機関も含めた連携を

検討する必要があることか

ら、この評価とした。 

 引き続き、庁内各機関との

連携に努める。 

 また、「福祉関係相談担当

者連絡会議」に引き続き参加

し、全庁的に取り組むべき課

題を認識し、さらなる連携の

強化に努める。 

連携会議における

情報交換や、課題分析

等を充実させる。 

また、類似する会議

への参加により、共通

する課題の発見と解

決や、さらなる連携の

強化に努める。 

市民活動支援課 

  

Ⅲ 男女共同参画社会づくり 
 (１) 男女平等の意識改革 
  ① 学校教育における男女平等の推進 

 担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

男女平等教育

の推進 

(088) 

 各校の教員からなる人権教育推進委員会

を設置し、男女平等教育を含めた人権教育

の視点から各教科等の指導内容・指導方法

の工夫・改善を行った。 

各校の教員からなる人権教育推進委員会を

設置し、男女平等教育を含めた人権教育の視

点から各教科等の指導内容・指導方法の工

夫・改善を行うとともに、学校の教育活動全

体を通じて男女平等を意識した指導を推進し

た。 

 

３ 

学校の教育活動全体を通じ

て男女平等を意識した指導を

行い、また、委員会を通じて

小・中学校の連携を意識した

人権教育の実践を展開した。 

教科、道徳、特別活動及び

総合的な学習の時間をはじ

め、学校の教育活動全体を通

じて男女平等を意識した指

導を推進するとともに教員

に対して男女平等を含む人

権教育の研修を実施した。 

内容的に数値化は

困難である。 

指 導 室 

人権尊重教育

推進校の設置 

(089) 

東京都人権尊重教育推進校 

府中第七中学校 

東京都人権尊重教育推進校は近隣５市にお

いて持ち回りで指定されており、２１年度は

市内の学校の指定は無かった。 

 

１ 

 指定はされていないが、

各学校で人権尊重教育を実施

した。 

人権尊重教育の推進に努

める。 

 

内容的に数値化は

困難である。人権尊重

教育の推進に努める。 
指 導 室 

性別にとらわ

れない進路指

導の充実 

(090) 

 市立中学校２年の全生徒が、５日間の職

場体験を実施した。 

 一人一人の個性を尊重し、能力・適正を

生かした進路を選択できるようにした。ま

た、固定的な性的役割分業観を払拭し、職

業を自分の基礎として位置付けた指導を行

なった。 

市立中学校２年の全生徒が、５日間の職

場体験を実施した。 

 一人一人の個性を尊重し、能力・適正を

生かした進路を選択できるようにした。ま

た、固定的な性的役割分業観を払拭し、職

業を自分の基礎として位置付けた指導を行

なった。 

３ 

 全中学校での職場体験学習

の実施、望ましい職業観や勤

労観の育成を継続して実施し

ていく。 

市立中学校２年の全生徒

の５日間の職場体験の実施。 

 一人一人の個性を尊重し、

能力・適正を生かした進路を

選択できるようにする。ま

た、固定的な性的役割分業観

を払拭し、職業を自分の基礎

として位置付けた指導を行

う。 

市立中学校２年の

全生徒が５日間の職

場体験を実施する。 

 

指 導 室 
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事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 
 担当課 

評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

発達段階に応

じた性教育等

の実施 

(091) 

 市立小・中学校全校で、学習指導要領に

従い、小学校では主に生活・体育・道徳・

特別活動で、また、中学校ではの保健の授

業の中で指導した。 

 市立小・中学校全校で、学習指導要領に従

い、保健の授業を中心に、児童・生徒の発達

段階に応じた指導を行った。 

 

３ 

 今後も児童・生徒が正しい

知識に基づく適切な行動がで

きるよう、生活指導の充実を

図る。 

 市立小・中学校全校で、学

習指導要領に従い、保健の授

業を中心に児童・生徒の発達

段階に応じた指導を行う。 

市立小・中学校全校

で実施する。 
指 導 室 

教職員の男女

平等意識の徹

底 

(092) 

教員に対して男女平等を含む人権教育や

道徳の授業に関する研修を実施した。 

 回 数    ８回 

 参加者 述べ 169 名 

教員に対して男女平等を含む人権教育や道

徳の授業に関する研修を実施した。 

 

 

 

３ 

教育委員会の実施する研修

のほかに、学校での自主的な

取組みも行なっている。 

男女平等も含めた人権教

育や道徳の授業に関する研

修の継続実施。 

研修会を継続実施

する。 

 
指 導 室 

 

 
 
  ② 地域・家庭における男女平等の推進 

 担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 
 担当課 

評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

学習・啓発講

座の実施 

(093) 

 従来の固定的な性別役割分業の見直しを

図り、男女が互いを尊重する男女共同参画

社会の実現に寄与し、その意識を啓発する

ための各種講座を開催した。 

・女性のための簡単大工講座 ５回 72 人 

・男性のための料理講座   １回 16 人 

 固定的な性別役割分業意識を是正し、男女

が共にワーク・ライフ・バランスを実現でき

る社会の形成のため、その意識の見直しを啓

発できる各種講座を実施した。 

・女性のための簡単大工講座 ５回 69 人 

・男性のための料理講座   １回 12 人 

 

４ 

いずれの講座も定員以上の

応募があり、性別役割分業是

正に対する取組と市民のニー

ズが合致した講座を実施でき

たと思われるため、評価を４

とした。 

啓発講座の内容を見直し、

より意識を醸成できる講座

を実施するとともに、男女が

共に地域や家庭に参画でき

るよう、ワーク・ライフ・バ

ランスの意識啓発にも努め

たい。 

女性のための大工講座

…５回 

 男性のための料理講

座…１回 

 ワーク・ライフ・バ

ランス関連講座…１

回 

市民活動支援課 

家庭教育学級

の実施 

(094) 

 親等が家庭教育に関する学習を一定期間

にわたって計画的、継続的かつ集団的に学

習する事業として府中市立小中学校ＰＴＡ

連合会に委託して実施した。 

委託校 33校、実施回数 40回、参加者 2,372人 

保護者が家庭教育に関する学習を一定期間
にわたって計画的、継続的かつ集団的に学習
する事業として府中市立小中学校ＰＴＡ連合
会に委託して実施した。  

委託校33校、実施回数36回、参加者1,938人 

 

３ 

趣味や実技の講座に偏ら
ず、子どもを取り巻く様々な
課題をテーマとし、各学校の
特色を生かした形で実施する
ことができ、非常に有益な講
座となっている。引き続き継

続して実施していく。  

前年同様府中市立小中学
校ＰＴＡ連合会に委託して
実施。  

実施回数33回以上
(各校1回以上）、参加
者2,500人  

生涯学習スポーツ課 

雇用主・労働

者双方への働

きかけ 

(095) 

男女雇用平等推進のために、広く職場に

おける男女平等について、国や都と連携し

て、雇用主・労働者双方への意識啓発をポ

スター、チラシ、ガイドブック等により実

施した。 

また、東京都の労働行政機関等と連携し、

男女雇用平等、非正規雇用関連の点検を中

心に、「男女雇用機会均等法・パートタイム

労働法・有期労働契約の締結、更新及び雇

止めに関する基準など」の労働者・労働組

合・事業主・人事労務担当・関心のある一

般都民を対象にセミナーを府中グリーンプ

ラザで実施し、申込者 101 人中、60 人の参

加があった。 

男女雇用平等推進のために、広く職場にお

ける男女平等について、国や都と連携して、

雇用主・労働者双方への意識啓発をポスター、

チラシ、ガイドブック等により実施した。 

また、東京都の労働行政機関等と連携し、

「雇用・雇止めのトラブル」をテーマに、労

働者・労働組合・事業主・人事労務担当・関

心のある一般都民を対象に労働セミナーを府

中グリーンプラザで実施し、申込者 121人中、

79人の参加があった。 

 

３ 

労働者だけでなく、雇用主

の意識啓発も重要であるた

め、今後も積極的に働きかけ

をしていきたい。 

アンケートからセミナーの

評価は、「大変参考になった」

が 31％で、「参考になった」が

40％であった。合せると 71％

の受講者から良い評価があっ

た。一方、「少し参考になった」

が 13％、「参考にならなかっ

た」が 2％だった。 

 

男女雇用平等推進のため、

広く職場における男女平等

について、国や都と連携し

て、雇用主・労働者双方への

意識啓発をポスター、チラ

シ、ガイドブック等により継

続して推進する。 

また、東京都の労働行政機

関等と連携し、労働者・一般

都民向けセミナー等の実施

を行う。 

労働者向けのセミ

ナーを関係機関と連

携し実施する。 

参加者の増に努め

る。 

住宅勤労課 
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  ③ 行政職員の男女平等への意識改革 

 担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 
 担当課 

評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

職員に対する

研修会、講演

会の実施 

(096) 

 全職員を対象とした男女共同参画講演会

を 20 年 10 月 29 日に２時間の講演会形式で

開催し、43 人（女性 18 人、男性 25 人）が

受講した。 

 内容は、日経ＷＯＭＡＮ編集長の麓幸子

氏によるワーク・ライフ・バランスに関す

る講演で、職員にワーク・ライフ・バラン

スの意識を啓発することを目的とした。 

 全職員を対象とした男女共同参画講演会を

21 年 10 月 28 日に２時間の講演会形式で開催

し、44 人（女性 22 人、男性 22 人）が受講し

た。 

 内容は、アウェアデートＤＶ防止教育プロ

グラム認定講師の藤岡登美子氏によるデート

ＤＶに関する講演で、職員の意識を啓発する

ことを目的とした。 

 

３ 

 毎年度、全職員を対象とし

た男女共同参画講演会を実施

し、男女共同参画に対する意

識づけを図った。今後とも、

担当課と調整しながらその時

代や研修ニーズにあったテー

マの設定に努め、効果のある

講演会を実施していく。 

 全職員を対象とした男女

共同参画講演会を担当課と

共催で実施する予定である。 

 毎年度、男女共同参

画講演会を実施する。 

職 員 課 

市民活動支援課 

職員広報等で

の啓発・情報

提供 

(097) 

 女性センター情報誌を各所属に配布し、

女性問題についての周知を行った。 

 また、職員を対象としたワーク・ライフ・

バランス啓発パンフレットを作成し、ワー

ク・ライフ・バランスの視点から男女平等

への意識改革を行った。 

 平成 20年度に、職員のためのワーク・ライ

フ・バランス啓発パンフレットを作成したこ

とを受けて、このパンフレットにより、職員

にワーク・ライフ・バランスの概念がどのよ

うに啓発されたか、また、その推進状況につ

いて調査した。 

 

３ 

調査を実施したことで、更

なる啓発につながったことを

受けて、この評価とした。 

引き続き、様々な角度から職

員への意識啓発を行うため、

情報提供に努めたい。 

職員向けの男女共同参画

に関する機関誌を作成する

ことで、更に職員の意識の啓

発及び醸成に努める。 

 今後、職員の意識を

研究し、適切な数値目

標の設定に努めたい。 
市民活動支援課 

職員の意識調

査の実施 

(098) 

 職員の意識調査は５年毎に実施してきた

ため、20年度は実施していない。 

 20 年度は男女共同参画週間のテーマでも

ある、ワーク・ライフ・バランスに重点を

置き、職員研修等を実施した。 

職員の意識調査は５年毎に実施しているた

め、21 年度は実施していないが、上記の職員

に対するワーク・ライフ・バランス推進状況

調査を実施した。 

 

 

３ 

ワーク・ライフ・バランス

の調査を実施することで、職

員の意識を別の視点から調査

できたことから、この評価と

した。 

今後は、簡易的なアンケート

を毎年実施することにより、

職員の意識調査として経年で

確認できるよう努めたい。 

 ５年に１回実施している

意識調査の他に、簡易的なア

ンケートを毎年実施する。 

 

男女の地位の平等

感について、男女平等

だと感じる人の割合 

50％ 

市民活動支援課 

 

 
 (２) 普及・啓発活動の推進 
  ① 広報・啓発活動の充実 

 担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

広報紙・啓発

冊子等での啓

発の充実 

(099) 

 19 年度同様、男女平等に関する事業につ

いて「広報ふちゅう」に掲載し、市民への

啓発の充実を図った。 

20 年度同様、男女平等に関する事業につい

て「広報ふちゅう」に掲載し、市民への啓発

の充実を図った。 

３ 

男女共同参画社会の実現に

向けた市政の取り組み等につ

いて、広報紙で取り上げ、市

民への情報提供を行っている

ことから、一定の成果は得ら

れている。今後は市民が取り

組むべき、より具体的な行動

等について啓発が必要であ

る。 

広く市民へ啓発するため、

これまでの広報紙による啓

発に加え、テレビ広報等を活

用した啓発活動を実施する。 

男女共同参画社会

の実現に向け、具体的

な行動等について啓

発する。 
広 報 課 

市民活動支援課 
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  ② 情報の収集・提供 

 担当課評価基準 
５…予定より大きな成果が出ている 
３…予定した成果が出ている【基準＝100％の達成率】 
２…予定した成果があまり出ていない 

 
４…予定よりやや大きな成果が出ている 
 
１…予定した成果が出ていない 

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a）  
担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

女性問題につ

いての調査 

(101) 

 国や他自治体、ＮＰＯ等の動向を把握する

とともに、関係機関の情報を収集する等で女

性問題についての調査を行った。 

 また、女性に対する人権、ＤＶに対する認

識を確認するため、市政世論調査に設問を設

置し、調査を実施した。 

 さらに、市で女性問題についての取組を行

う際に、他の自治体の現状等について調査

し、取組に活かした。 

 女性問題や男女共同参画に関する調査

は、市政世論調査を５年に一度（前回実施

は平成 17年度）実施し、また、その他特例

事項があれば、その都度調査をしているた

め、21 年度は実施しなかった。 

  

 

３ 

引き続き、女性問題につい

ての調査を行う。 

 また、本市独自の問題につ

いても調査し、問題解決に努

めたい。 

市政世論調査に設問を掲

載し、調査を実施する。 

調査結果を今後の施策に役

立てたい。 

数値目標の設定が困

難であるため、設定し

ない。 

 引き続き、調査を行

うことで、施策に反映

し、また、女性問題に

ついての研修等に積極

的に参加し、能力向上

に努める。 

市民活動支援課 

女性問題につ

いての情報・資

料の収集・提供 

(102) 

 女性センター情報資料室に各種資料を配

備し、来館者の利用に供した。 

 

区分 
在庫数 

(20 年度末) 
利用者数 

図書 7,678 冊 1,417 人 

雑誌 - 477 人 

ＶＴＲ 207 本 
640 人 

ＤＶＤ 7 枚 

  

 女性センター情報資料室に各種資料を配

備し、来館者の利用に供した。 

 

区分 
在庫数 

(20 年度末) 
利用者数 

図書 7,781 冊 1,247 人 

雑誌 - 598 人 

ＶＴＲ 207 本 
294 人 

ＤＶＤ 9 枚 

  

 

２ 

 図書の在庫数は増加してい

るが、利用者数が全体的に減

少しているため、評価を２と

した。 

 利用者の需要及び女性セン

ターの趣旨に合致する資料を

収集するように意識し、より

活用される施設としたい。 

 利用者の需要及び女性セ

ンターの趣旨に合致する資

料を収集するように意識

し、情報提供に努める。 

 21 年度と比較し、利

用者数の増加に努め

る。 

区分 利用者数 

図書 1,300 人 

雑誌 650 人 

ＶＴＲ 400 人 

  

市民活動支援課 

 

 

 

 

  

事業項目 ２０年度の取組と実績（a） ２１年度の取組と実績（a） 

担当課 
評価 
（b） 

評価の内容と今後の課題 
（b） 

２２年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

女性問題につ

いての講座等

による意識啓

発 

(100) 

 女性センターで年間を通して各種講座を

開催し、啓発に努めた。 

 一例として、市政参画講座において、

ヒラリー・クリントン氏を取り上げる等、

多くの方が関心を持つ話題をテーマに女性

問題についての講座を実施した。  

女性センターで年間を通して各種講座を開

催し、女性問題等に対する啓発に努めた。 

一例として、メディアリテラシー講座にお

いて、話題の草食系男子の出現からみる男女

共同参画との関わりについて考察する講座

等、多くの方が関心を持つ話題をテーマに女

性問題についての講座を実施した。  

３ 

話題性のあるテーマの設定

により、多くの参加者が確保

できた。女性問題の講座であ

ることを意識し、内容が逸脱

しないようにテーマを設定す

ることが課題である。 

今後も効果的な講座の実施

を目指すことから、この評価

とした。 

引き続き、女性問題講座に

ついて、内容が逸脱しないよ

うに注意しながら、より多く

の方が興味を持つテーマを

研究し、実施する。 

女性問題講座の定

員の 80％以上の参加

者の確保に努める。 

市民活動支援課 
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５ 計画の推進 
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 庁内推進体制の整備（２２年度実績） 

１ 府中市男女共同参画推進本部 

  平成１２年に市長を本部長として設置した府中市男女共同参画推進本部（本部会議は

市長、副市長、教育長、部長職で構成。この他に幹事会と専門部会を設置）において推

進を図った。 

 (１) 主な会議内容 

 (２) 開 催 回 数 

  ア 本部会議  ２回 

  イ 幹 事 会  ２回 

  ウ 専門部会 １０回 

 

２ 府中市男女共同参画推進懇談会 

  府中市における男女共同参画のまちづくりにおいて市民の意見を反映し、男女共同参

画社会の実現に向けた施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、府中市男女共同参画

推進懇談会を開催し、府中市男女共同参画計画の推進を府中市女性センターの事業計画

及び運営について検討した。 

 (１) 発 足  平成１３年８月９日 

 (２) 任  期  平成２１年４月１日～平成２３年３月３１日 

         （第５期府中市男女共同参画推進懇談会） 

 (３) 委 員 数  １２人 

 (４) 開催回数  ６回／年 

 

 



人数 割合(%) 人数 割合(%)

1 府中市オンブズパーソン 附属機関 2 1 50.0 1 50.0

2 府中市情報公開審査会 附属機関 5 3 60.0 2 40.0

3 府中市個人情報保護審査会 附属機関 5 3 60.0 2 40.0

4 府中市情報公開・個人情報保護審議会 附属機関 10 7 70.0 3 30.0

5 府中市国民健康保険運営協議会 附属機関 17 14 82.4 3 17.6

6 府中市男女共同参画推進懇談会 類似機関 12 5 41.7 7 58.3

7 府中市ＮＰＯ・ボランティアとの協働推進懇談会 類似機関 8 6 75.0 2 25.0

8 国史跡武蔵府中熊野神社古墳保存活用検討委員会 類似機関 9 9 100.0 0 0.0

9 市史跡武蔵国衙跡調査・保存活用検討委員会 類似機関 7 7 100.0 0 0.0

10 府中市文化財保護審議会 附属機関 10 9 90.0 1 10.0

11 府中市生涯学習審議会 附属機関 15 8 53.3 7 46.7

12 府中市美術品収集選定委員会 附属機関 6 5 83.3 1 16.7

13 府中市美術館運営協議会 附属機関 12 8 66.7 4 33.3

14 府中市民生委員推薦会 附属機関 14 8 57.1 6 42.9

15 府中市福祉のまちづくり推進審議会 附属機関 15 10 66.7 5 33.3

16 府中市介護認定審査会 附属機関 50 30 60.0 20 40.0

17 府中市地域包括支援センター運営協議会 類似機関 15 11 73.3 4 26.7

18 府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進協議会 類似機関 14 8 57.1 6 42.9

19 府中市障害認定審査会 附属機関 13 8 61.5 5 38.5

20 府中市障害者計画推進協議会 類似機関 16 10 62.5 6 37.5

21 府中市障害者等地域自立支援協議会 類似機関 18 7 38.9 11 61.1

22 府中市保健センター運営協議会 類似機関 9 7 77.8 2 22.2

23 府中市母子保健連絡協議会 類似機関 13 9 69.2 4 30.8

24 府中市保険計画中間評価協議会 類似機関 8 5 62.5 3 37.5

25 府中市歯科医療連携推進事業運営協議会 類似機関 10 7 70.0 3 30.0

26 府中市歯周疾患改善指導連携会議 類似機関 8 7 87.5 1 12.5

27 府中市食育推進計画策定協議会 類似機関 13 7 53.8 6 46.2

28 府中市子ども家庭支援センター運営協議会 類似機関 15 6 40.0 9 60.0

29 府中市次世代育成支援行動計画推進協議会 類似機関 17 9 52.9 8 47.1

30 府中市要保護児童対策地域協議会 類似機関 26 19 73.1 7 26.9

31 府中市青少年問題協議会 附属機関 30 25 83.3 5 16.7

32 府中市放課後子どもプラン検討協議会 類似機関 14 11 78.6 3 21.4

33 府中市防災会議 附属機関 26 22 84.6 4 15.4

34 府中市国民保護協議会 附属機関 29 25 86.2 4 13.8

35 府中市環境審議会 附属機関 15 10 66.7 5 33.3

36 府中市交通安全対策審議会 附属機関 23 20 87.0 3 13.0

37 府中市緑の活動推進委員会 類似機関 28 19 67.9 9 32.1

38 府中市廃棄物減量等推進審議会 附属機関 14 10 71.4 4 28.6

39 府中市都市計画審議会 附属機関 17 16 94.1 1 5.9

40 府中市土地利用調整審査会 附属機関 5 4 80.0 1 20.0

41 府中市景観審議会 附属機関 10 7 70.0 3 30.0

42 府中市建築紛争調停委員会 附属機関 3 2 66.7 1 33.3

43 府中市建築審査会 附属機関 5 4 80.0 1 20.0

44 府中市立学校給食センター運営審議会 附属機関 17 9 52.9 8 47.1

45 府中市学校保健会 類似機関 20 13 65.0 7 35.0

46 学区域見直し検討協議会 類似機関 13 11 84.6 2 15.4

47 府中市特別支援教育就学指導協議会 類似機関 43 19 44.2 24 55.8

704 480 68.2 224 31.8

100% 68.2% 31.8%

附属機関 25

類似機関 22

計 47

　計

女性委員

【別表】
Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画
　(1)　社会・地域における男女共同参画
　　①　政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

平成２２年３月３１日現在

審議会、協議会等の名称 種別 委員数
男性委員
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