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はじめに 

 

 

 府中市では、昭和６１年以来３次に渡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２１年４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 
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 (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 



 5 

 



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１８年度及び１９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 ２０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   

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 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 

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、18 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、19 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 

 全体では概ね 30％を達成で

きているが、さらに男女構成

比の均等化を進めるため、委

員の改選時等に各課への働き

かけを強める必要がある。 

 「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。 

 最終的には男女構成

比率 50％を目指してい

るが、当面は 19 年８月

策定の総合計画後期基

本計画における目標値

「40%」を目指して引き

続き努力する。 

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 

Ｃ 
 取組・実績ともに前年度と同一で、全体で男女構成比が概ね３０％を達

成できたということですが、その具体的な取組内容が提示されていないた

め、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指標となる重要事業です。  

 女性の参画が可能な委員会には女性委員の選出をする必要があります。女性の参画

が少ない審議会等においても、比較的女性の構成委員が多い団体に選出を依頼する、

または、「附属機関等の委員の選任に関する基準」の見直し等、担当課の依頼方法に

よって、女性の参画を推進することは可能と考えます。 

 本報告書の添付資料である「平成 19 年度 各種審議会・協議会等一覧」では、   

各委員を選出している母体が不明です。選出母体について検討することも必要ですの

で、選出母体を記載することを望みます。 

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 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 
  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 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 

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 40 機関のうち 35 機関

で達成した。（87.5％） 

 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 45 機関のうち 39 機関

で達成した。（86.7％） 

３ 

 達成ができなかった機関は

特定の分野に限られている。

これらの分野では、団体推薦

や充て職等の事情があり、女

性委員の登用が難しいが、粘

り強く取り組んでいく必要が

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。 

 男女両方を含む附属

機関等を 90％以上にす

る。 

（すべての附属機関等

で男女両方の委員を登

用することが目標であ

るが、当面の目標として

90％とした。） 

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 
 新しく構成された附属機関に積極的に女性を登用したことは評価できま

すが、一方で、女性の参画が不可欠な防災、文化、保健といった分野で女

性委員が０という結果は問題です。全体として、男女委員を含む附属機関

の達成値が前年をわずかに下まわっていることで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 女性が参画すべき委員会に女性の参画がないものがあります。 

 女性委員の登用が難しい事情（団体推薦や充て職等）があるとのことですが、その

分野での登用を目標にしてほしいと考えます。 

 女性が少ない分野の審議会等においても、比較的女性の構成員が多い団体に選出を

依頼する等、担当課の依頼方法によって、女性の参画を推進することは可能です。 

 また、女性の視点からの意見を発言し易くするためにも、各審議会等に複数人の女

性委員を登用することが重要です。数値目標に記載されている男女両方を含む附属機

関等を 90％以上達成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 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 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 
 (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 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 

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月３回

まで無料で利用可能としていることで、市民

の自主的な活動への支援に努めた。 

 18 年度登録団体数 164 団体 

 女性センターの施設を登録団体に月３回

まで無料で利用可能としていることで、市民

の自主的な活動への支援に努めた。 

 19 年度登録団体数 152 団体 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

も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。 

 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。 

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 
 取組と実績に関しては施設の利用と登録団体数にとどまり、必ずしも事

業項目の内容を網羅していませんが、女性センターは登録団体の数や講座

参加人数で、全て評価されるべきではないという特殊性を持っているので、

この評価にしました。 

改善策等の提言 

 実績及び計画において、女性センター登録団体について記載していますが、市民の

自主的学習活動の支援は、男女共同参画推進フォーラム・市民企画講座・主催講座等

も含まれます。今後は、これらの事業についても記載してください。 

 これらの事業は、「自主的に参加する人・来た人」に対する支援が主になりますが、

学習時間が取れない等、ゆとりがない方への支援も必要です。また、子育て世代・介

護世代の市民が気軽に参加できるように配慮する必要があります。 

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 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 
 (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 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 

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 4,794 回、延べ参加者数 354,196 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 4,757 回、延べ参加者数 350,843 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 4,800 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及びコミュニティ活動は、女性市

民の参加・参画活動の場であるので、さらなる活動の支援を期待して、こ

の評価にしました。 

改善策等の提言 

 コミュニティ協議会への女性の参加・参画を促進してください。コミュニティ活動

への参加から参画へつながる、女性が進出することができる施策の実施、すなわち女

性会長を増やすことが今後の事業展開のために重要です。 

 動員実績のみではなく、普段から活動している女性に関する事項を記載してくださ

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 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 
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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 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 

地域安全リー

ダーの育成 

(018) 

 地域での防犯活動の核となる、地域安全リ

ーダー講習会を２回開催した。 

６月 10 日（土）受講生 21 名（２名） 

11 月 18 日（土）受講生 19 名（５名）  

（ ）内女性 

 地域での防犯活動の核となる、地域安全リ

ーダー講習会を２回開催した。 

６月９日（土）受講生 17 名（２名) 

１１月１０日（土）受講生 18 名（３名） 

（ ）内女性 

1 

 講習会参加者の 20％にも満

たないため、評価を１とした。

今後は、青少対・ＰＴＡへの

参加の呼びかけを広く行う。 

 地域安全リーダー受講者

の集いを実施する予定。 

 今後、女性の参加者数

が全受講生の 30％とな

ることを目標とする。 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 
 講習会の参加者数、特に女性の参加者が少ないことは、地域安全リーダ

ーの育成に課題を残しており、また施策も弱いと判断して、この評価にし

ました。 

改善策等の提言 

 講習会に参加する人がどのような人なのか記載してください。 

 今後の課題として、青少対・ＰＴＡに参加の呼びかけを行うとされていますが、

対象を限定せず、広く市民全体に呼びかけを行う必要があります。 

 参加者人数のうち（ ）カッコ内で女性があらわされていますが、内数扱いは

「男性が普通で女性は例外」という意味合いも持ちますので、今後は内数表示で

はなく、それぞれの人数を記載するようにしてください。［例 男性１名 女性１

名］ 

 凶悪な犯罪が地域で起こりかねない不安定で不安な経済状況、雇用状況、人び

との心の状況ですが、いたずらに監視社会をつくり、見知らぬ他人を犯罪者予備

軍とみなすのではなく、男女共生の視点からの地域安全の施策が求められます。 

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 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 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 

男女双方の視

点を取り入れ

た防災対策の

推進 

(019) 

 無し  無し 

１ 

 地域の防災訓練や防災懇談

会等において、市民と共に男

女双方の視点から防災対策を

考え、地域防災計画に反映す

る。 

 総合防災訓練において、

住民が主体となる避難所運

営訓練を実施するにあた

り、男女双方の視点から、

避難所のあり方や防災資機

材の備蓄計画を立てる。 

 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 

Ｄ 
 １９年度は、全く取組と実績がないために、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 ２１年度以降の事業において『新たな取組を必要とする防災分野における男女

共同参画の推進について 報告書』の内容を反映させてください。 

 防災、災害時、復興時に、女性たちの力は不可欠です。しかも、そう遠くない

時期に地震等は起きると考えておいた方がいいでしょう。災害時には現実的に多

くの男性たちが「帰宅難民」と化す時、地域を支えるのは女性たちであり、日頃

からの認識と知識、そしてスキルを磨いておくことが必要です。また災害時に性

的被害に遭うのも女性です。一方では「女性は炊き出し」のような役割固定も生

じかねないところがあり、男女共同参画の考え方が根づいていない問題が一挙に

吹き出す恐れがあるのが災害時です。府中市の男女共同参画政策が人びとの意識

にも行き渡っているかどうかの試金石として、防災対策における男女共同参画の

視点の貫徹が望まれます。 

 備蓄倉庫は増えているようですが、活用方法は自治会等まかせになっているよ

うに感じますので、改善を検討してください。 

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 １ 

（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 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 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 

Ｃ 
 事業項目が「女性職員の参画意識の向上」となっていますが、女性職員

の昇任試験受験者の実数及び結果等が数値として不明なので、この評価に

しました。 

改善策等の提言 

 行政は、自らも、男女共同参画について具体的に取り組み、市民を牽引していかな

ければなりません。府中市職員における管理職に占める女性の割合を職員全体の男女

の構成比に近づけ、男女共同参画のよいモデルとなるように一層の努力を期待しま

す。 

 昇格することに関してメリットはありますが、デメリットも多くあるため、多くの

女性職員が昇格することを目指さないと考えられます。昇格試験を受験することを阻

む要素を分析し、女性が働きやすい環境を整えることが必要です。 

 また、昇格試験について、受験者数・合格者数等の具体的な数字の記載が必要です。 

 女性職員の昇任試験受験者数の他、女性管理職の人数等、数値目標の提示ができる

項目はあるのではないでしょうか。数値目標は、東京都における管理職に占める女性

の割合を目標にすると良いと考えます。 

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 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 
  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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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 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 

長時間労働是

正の啓発 

(029) 

 法に定める労働時間の最低基準を実現す

るためのパンフレット等を配布し、啓発に努

めた。 

 法に定める労働時間の最低基準を実現す

るためのパンフレット等を配布し、啓発に努

めた。 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。 

 法に定める労働時間の最

低基準を実現するためのパ

ンフレット等を配布し、啓

発に努める。 

 数値目標の設定がな

じまない事業である。 

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 

Ｄ 
 長時間労働は、女性が働き続けるための障害となっているとともに、男

女が共に担うべき育児、子育て、介護等に影響し、女性に負担が偏りがち

になります。この事業項目が「長時間労働の是正の啓発」なので、「法に定

める労働時間の最低基準を実現するためのパンフレット」の配布だけで啓

発に努めたとするのは、啓発の成果に疑問が残ると考えます。そこで、こ

の評価にしました。 

改善策等の提言 

 パンフレットを配布したということだけではなく、どこにどれだけ配布したかとい

う具体的な内容・数値を記載してください。 

 また、労働時間等についても、短縮する数値目標を数字で提示できるものもあると

思います。 

 長時間労働是正の啓発については、国の指導や東京都の実施する労働時間に関する

セミナー等を、企業・事業所や商工会議所等市内の事業所等に周知する等の働きかけ

が必要と考えます。 

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 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 
 (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 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 

一時保育の拡

充 

(032) 

 出産・病気・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…９か所 

 ・公立保育所…１か所 

 出産・病気・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…1 0 か 所 

 ・公立保育所…１ か 所 ３ 

 19 年度では、11 か所で実施

されるようになり、実施施設

の増となった。 

 保育所（園）により、利

用者数の偏りがみられるこ

とから、時期によっては一

部の園で予約がとりにくい

事態となっているため、実

施園の紹介や情報の提供を

効果的に行い、利用者ニー

ズに応えられる体制を整え

る。 

 一時保育実施か所数 

・私立保育園…1 0 か 所 

・公立保育所…３ 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 

Ｃ 
 一時保育の保育施設の増加や受け入れ定員の増員等は評価できますが、

依然として待機児、予約が取りにくい等の状況が存在することは問題とせ

ざるを得ませんので、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 ハード面（施設）の数だけではなく、各施設の利用者数、施設の母数（全保育所数）

を記載してください。 

 数値目標は施設の数も大切ですが、質の向上を数値化できる項目も検討してくださ

い。 

 リタイアした団塊の世代を活用してファミリーサポート事業における提供会員を

増やしたり、家庭による認証保育等の導入を検討してみるとよいと考えます。一時保

育実施の保育園・保育所を増加していくという数値目標をさらに拡充することを期待

します。 

 府中市全体の保育力・子育て力を高めることを提言します。 

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 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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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 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 

低年齢児保育

の充実 

(036) 

 認可保育所入所定員数（４月１日現在運用

定員） 

  ０歳 272 人 

  １歳 476 人 

  ２歳 596 人 

 認可保育所入所定員（４月１日現在運用定

員） 

  ０歳 290 人 

  １歳 485 人 

  ２歳 607 人 

２ 

 保育所への入所希望者が増

加する中、特に低年齢児の待

機児童が生じている。 

 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 

 認可保育所入所定員

（25 年度までの目標） 

  ０歳 335 人 

  １歳 557 人 

  ２歳 692 人 

 定員増に努めていく。 

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 
 入所定員数を上回って待機児童がいることは残念です。前年度より各年

齢とも入所定員数は増加しているので、努力されていることは理解します

が、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 担当課評価を２としていることにより、待機児童が存在することを問題として認識

していることが伺えます。しかしながら、待機児童数が記載されておらず、今後の目

標を達成することで、改善できるかが不明なため、待機児童数を明記してください。 

 数値目標では定員増になっているので、それを達成することを願いますが、絶対数

がかなり少ないと推測されます。少子社会とはいえ働く女性は増えるすう勢にありま

すから、子どもを安心して預けられる公的サービスの拡充は今後の市政の目玉となる

だけでなく、この国の生産性や再生産性（少子化への歯止め）に直結します。保育所

の待機児童の解消のスピードアップを図ることを期待します。ＮＰＯや私立の幼稚

園・保育園、また子育てネットワーク、企業内保育等も巻き込む形で、認可保育所不

足をカバーする等のアグレッシブな施策が望まれます。 

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 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 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 
 (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 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 

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 1,700 人（４月１日現在） 

 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 1,719 人（４月１日現在） 
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 

 

 

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 
 学童クラブへの入会児童数は、前年度とほぼ同数であり、２０年度の計

画に入会希望児童の全入会をあげているのは、入会待機児童が存在するも

のと理解し、希望児童の全員入会を達成することを期待して、この評価に

しました。 

改善策等の提言 

 学童クラブの希望者全員の受け入れ維持を目標としていますが、少子化が進む中で

は、達成し易い目標に思えます。児童一人あたりの床面積等の目標を記載すること等

で、質の向上が数値化できると良いと考えます。 

 他の保育事業と同様に、リタイアした団塊の世代を活用してファミリーサポート事

業における提供会員を増やしたり、家庭による認証保育等を設置したりして、府中市

全体の子育て力を高めることを提言します。 

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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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 
  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 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 

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 23 回、出席者 463 人（女性 361 人、

男性 102 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 1,966 件、車いす 1,731 件、寝具乾

燥 620 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。 

 

事業名 利用人数 

通所介護 58,914 人 

認知症通所介護 10,403 人 

いきがいデイサービス 319 人 

ショートステイ 23,650 人 

福祉ショートステイ 990 人 

入浴サービス 19,405 人 

通所食事サービス 44,789 人 

訪問食事サービス 27,986 人 

地域デイサービス 23,941 人 

  

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 9 回、出席者 206 人（女性 110 人、

男性 96 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 2,024 件、車いす 2,029 件、寝具乾

燥 779 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。 

 

事業名 利用人数 

通所介護 52,142 人 

認知症通所介護 11,362 人 

いきがいデイサービス 203 人 

ショートステイ 24,488 人 

福祉ショートステイ 832 人 

入浴サービス 18,650 人 

通所食事サービス 43,293 人 

訪問食事サービス 27,196 人 

地域デイサービス 23,461 人 

  

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。 

① 制度の定着に伴い、

周知が図れているが（保

険料が３年毎に改訂さ

れるため。20 年度は３年

目）、19 年度実績を目標

とする。 

② 在宅で生活する高

齢者は今後も増加する

ことが想定されるため、

当該サービスについて

も３％程度の増加を見

込んでいく。 

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 

Ｂ 

 介護保険制度の説明会の回数及び参加者が減ったのは、多くの市民に知

られて普及した結果なのか、その理由が記載されていませんでした。計画

には充実度等を全市的に把握できるような指標を検討するとあり、期待さ

れます。しかしながら、男性の認知度や利用度は上がっているのか、また

もう１つの課題・施策である「家庭との両立」及び「ひとり親家庭への支

援」を視野に入れた施策となっているか、考慮が欲しいと考えます。高齢

者女性（そして高齢者男性）を、女性が仕事を辞めたり休んだりしながら

介護するスタイルを改めるための対策でもあり、そのような視点が不明瞭

であったので、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 介護職は身分が不安定で、低賃金・重労働と言われています。府中市では、必要な

職員の人数を算出し、安定した身分で雇用し、適正な労働時間と賃金で働ける職場と

するような指導や施策を考えていただきたいと思います。それが介護する側・される

側、双方の利益にもなると思います。 

 また、介護職場は多くの女性が働く場であるため、今以上に女性の視点を取り入れ

る施策が望まれます。 

 利用者がヘルパーに威圧的な態度で接する等、利用者のヘルパーに対する対応に問

題がある場合があるため、利用者への啓発も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 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 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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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 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 

暴力を防ぐた

めの意識啓発 

(058) 

 ＤＶ防止法を踏まえて、ＤＶ対策連携会議

を実施し、緊急時の連携をスムーズに実施で

きるように意思統一を図った。 

 また、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、ＤＶは犯罪

であるという認識を深めた。 

 ＤＶ防止法を踏まえて、ＤＶ対策連携会議

を実施し、緊急時の連携をスムーズに実施で

きるように意思統一を図った。 

 また、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、ＤＶは犯罪

であるという認識を深めた。 

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。 

 年１回啓発講座を開

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 
 講座開催の参加数や効果等がよくわかりません。もちろん、参加人数が

指標の全てではありませんし、効果がすぐに出るものでもありませんが、

年１回の啓発講座やパンフレットだけでは不十分ではないかと思われま

す。 

 また、男性への啓発について触れられていませんので、この評価にしま

した。 

改善策等の提言 

 「意識啓発」に短期的な成果を求めることは無理があるのは当然ですが、ＤＶ等の

相談件数・認知度の調査、相談や緊急避難に関する情報提供及びその周知等に関して

具体的な数値を掲げて、ＤＶを受けている女性たちに確実に認識してもらうことが重

要です。被害者の女性たちにサービスを利用してもらう積極さも必要です。 

 パンフレットを配布する等の啓発だけではなく、実態の調査も必要です。 

 また、啓発講座の回数を増やす、デートＤＶ防止の啓発や対処等を行う必要があり

ます。デートＤＶに関しては、中学校、高等学校や、若者向けだけでなく、家庭内で

も子どもたちに色々と教えられることがあると思われます。親から子に伝えるデート

ＤＶ防止パンフレット等は、長じておとなになった時のＤＶ防止にも役立つことにな

ります。 

 女性が「弱者」のイメージに固定されてしまうような教育（例えば、男子は武道で、

女子はダンス等）や社会の風潮に「ノー」といえる女性を育てる必要もあると思いま

す。問題は複雑なので、啓発講座がその場限りで終わらず、研究会に発展できるよう

な支援策も必要だと思います。 

 また、啓発講座の開催は年１回以上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 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 

39 40 



 
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 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 

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 

「知っておけば毎日スッキ

リ！快眠でストレスにサヨ

ナラ」 

1 78 人 

はじめてのアロマテラピー 2 51 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 

「イキイキ更年期～頼れる

婦人科医の先生に聞こう～」 

1 38 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 60 人に

対し、参加者が 38 人であるた

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／ライツ講座及びアロマ

テラピー講座を１回ずつ実

施する。 

 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 
 講座のテーマや日時等の問題があったのか分析がされていませんので理

由は不明ですが、講座参加者が少なかったのが残念です。それにしても年

１回ではあまりに少なすぎるのではないかと思います。性感染症の母子垂

直感染や、適切・計画的な避妊・妊娠指導等、リプロダクティブ・ヘルス

／ライツについての事業展開は様々な方法が可能であるにもかかわらず、

それがなされていないようなので、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／ライツという言葉が浸透してきたという記載がありま

すが、どのように浸透したかわかるように明記してください。 また、発行物等にこ

の言葉を記載する際は、日本語訳の注をつけて、内容を周知させる必要があると思い

ます。講座の参加者が少ないとありますが、なぜ少なかったのかという点を分析して

記載してください。 

 リプロダクティブ・ヘルス／ライツ講座の参加者数を増加させるための取組方法を

工夫して、講座を開催することを提案します。 

 リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する事業は、継続的・積極的に行う必要が

あります。人々が性感染症の不安なしに、安全で安心な性生活を営むことができ、生

殖能力を持ち、子供を産むか産まないか、産むとすればいつ産むか、何人産むか、出

産間隔等を自己決定できることが、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」の概念で

あるとすれば、このような権利意識は、生殖能力を持つ 10 代から必要です。どのよ

うにすれば、このような意識を育てることができるのか考える必要があると思いま

す。また、担当課もその意識を持つことが大切です。 

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 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 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 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 

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 ヶ月児健康診査 2,217 人 

6～7 ヶ月児健康診査 1,990 人 

9～10 ヶ月児健康診査 1,895 人 

1 歳 6 ヶ月児健康診査 2,095 人 

3 歳児健康診査 2,138 人 

乳幼児発達健康診査 54 人 

乳幼児経過観察健康診査 159 人 

乳幼児精密健康診査 142 人 

妊婦健康診査（前期） 2,359 人 

妊婦健康診査（後期） 2,258 人 

産婦健康診査 2,205 人 

母親学級（4 回コース） 1,331 人 

両親学級（半日コース） 491 人 

ママクラスクッキング 60 人 

妊産婦訪問指導 167 人 

新生児訪問指導 1,159 人 

乳幼児訪問指導 265 人 

子育て相談室 4,550 人 

離乳食教室 888 人 

幼児食教室 108 人 

母子保健相談 1,742 人 

妊婦歯科健康診査 780 人 

親と子の歯みがき教室 257 人 

予防歯科指導教室 724 人 

幼児歯科検診 2,195 人 

保育所等巡回歯科保健指導 1,708 人 

妊産婦・乳幼児保健指導 108 人 

母子栄養強化食品支給 583 人 

予防接種 20,816 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 ヶ月児健康診査 2,282 人 

6～7 ヶ月児健康診査 2,180 人 

9～10 ヶ月児健康診査 2,153 人 

1 歳 6 ヶ月児健康診査 2,068 人 

3 歳児健康診査 2,155 人 

乳幼児発達健康診査 62 人 

乳幼児経過観察健康診査 171 人 

乳幼児精密健康診査 174 人 

妊婦健康診査（前期） 2,282 人 

妊婦健康診査（後期） 2,214 人 

産婦健康診査 2,250 人 

母親学級（4 回コース） 1,127 人 

両親学級（半日コース） 456 人 

ママクラスクッキング 50 人 

妊産婦訪問指導 229 人 

新生児訪問指導 1,375 人 

乳幼児訪問指導 463 人 

子育て相談室 4,050 人 

離乳食教室 906 人 

幼児食教室 108 人 

母子保健相談 1,940 人 

妊婦歯科健康診査 719 人 

親と子の歯みがき教室 276 人 

予防歯科指導教室 653 人 

幼児歯科検診 2,115 人 

保育所等巡回歯科保健指導 2,059 人 

妊産婦・乳幼児保健指導 141 人 

母子栄養強化食品支給 643 人 

予防接種 19,756 人 

  

２ 

 乳幼児健康診査の受診率

は、一定の水準を維持してい

る。教育事業は実施回数を増

設した。今後、支援の必要な

家庭に対して母子保健サービ

スの情報提供と関係機関と連

携した適切な支援を充実させ

たい。 

 未受診処遇検討会の充実

及びタイムリーな支援の実

施。 

 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 
 担当課評価については、おそらく「未受診者全件の状況把握及び４か月

児までの全戸訪問」が達成されていないため「２」となっているものと判

断しますが、検診、相談、教育事業等、積極的に取り組み、事業が順調に

進んでおり、また参加者も多い実績がうかがえ、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 実際に母子保健サービスの支援が必要な家庭に対する情報提供と支援も課題に掲

げて、未受診者がなくなるよう目標を立てていることが良いと思います。 

 今後は、父子の視点の導入、性別役割にとらわれずに子育てができる環境の整備、

また、他事業と連携して親（父母）の性感染症予防対策等も進めてもらいたいと考え

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 ３ 

（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 

43  



 
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 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 

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 18 年度実績 

子宮がん検診 5,666 人（すべて女性） 

乳がん検診 2,725 人（すべて女性） 

大腸がん検診 2,738 人 

肺がん検診 189 人 

喉頭がん検診 112 人 

胃がん検診 3,933 人 

骨粗しょう症検診 668 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 19 年度実績 

子宮がん検診 5,341 人（すべて女性） 

乳がん検診 3,274 人（すべて女性） 

大腸がん検診 3,195 人 

肺がん検診 201 人 

喉頭がん検診 98 人 

胃がん検診 3,393 人 

骨粗しょう症検診 368 人（すべて女性） 

  

２ 

 各がん検診の受診者数に増

減があり、減少した検診につ

いての原因追求が今後の課題

である。 

 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年度計画 

子宮がん検診 
5,300 人 

(すべて女性） 

乳がん検診 
3,000 人 

(すべて女性） 
大腸がん検診 3,000 人 

肺がん検診 200 人 
喉頭がん検診 125 人 
胃がん検診 4,000 人 

骨粗しょう

症検診 

700 人 

(すべて女性） 

※計画人数は予算数値 

  

 19 年度で検診数が低

下した「胃がん」・「喉頭

がん」・「骨祖しょう症」

検診者数値を当面は、20

年度計画の数値とする。 

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 
 予防効果を健康診査の受診者数で評価し、減少した検診についての原因

追及を今後の課題としていること、また、女性を対象とする乳がん検診に

ついては検診者数が増えており、事業として成功しているようなので、こ

の評価にしました。 

改善策等の提言 

 乳がん検診については、検診者数が増えており、事業として成功しているようです。 

 がん検診の受診は、がんの早期発見のために必須です。がん検診の受診の必要性を

色々な手段で啓発するよう要望します。 

 受診者数減少の原因追及の方策があれば、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 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 
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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 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 

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)－① 

 東京都薬物等乱用防止指導員による市内

各中学校生徒への薬物乱用防止ポスター・標

語の募集に対し、ポスター106 点、標語１点

の応募があった。 

 18 年度に引き続き、東京都薬物等乱用防止

指導員による市内各中学校生徒への薬物乱

用防止ポスター・標語の募集に対し、ポスタ

ー122 点、標語 147 点の応募があった。 ３ 

 薬物乱用防止ポスターや標

語の応募は増加しているが、

イベントでの啓発活動に対す

る市民の関心度が低いため、

これを高めるための創意工夫

が求められる。 

 市内中学校生徒から薬物

乱用防止ポスター・標語の

募集を行い、関心を高める。

また、桜まつり・商工まつ

り・健康まつり等のイベン

トで、啓発活動を行う。 

 19 年度のポスター・標

語の応募状況を維持す

ることを当面の目標と

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 
 予防・啓発活動は、効果判定が難しい事業の一つと考えますが、市民へ

の啓発活動の取組が不足していると考えます。市民の関心をより引きつけ

る方法の検討が必要と考え、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 ポスター・標語の募集と共に、市民向けと同様に児童・生徒・学生を対象とする講

演会等を計画して、啓発活動の推進に力を入れるよう要望します。 

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 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 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 

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。 

 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。 
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、啓発活動に努める。特

に啓発資料を各学校に配布

する。研修会や講演会に参

加する。保健連絡会でエイ

ズについて保健所より講演

をしてもらう。（養護教諭対

象） 

 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

進めていく。 
学務保健課 

 

 

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 
 各学校における予防・啓発が進んできていると担当課は評価しています

が、どのように進んできているのか、評価の根拠が記載されていないので、

明確に理解できません。そこで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 予防・啓発活動の進展根拠を明記すれば、活動手法の効果を他機関へＰＲできると

考えます。 

 20 年度計画として、養護教諭を対象とした事業が掲載されていますが、養護教諭と

限定せずにＰＴＡ、中学生等も対象とする事業も計画してください。 

 薬物等（健康被害を受ける可能性のあるもの）を勧誘された際に断るための交渉術

を学ぶ教育、防犯力を身につけさせる教育が必要であると思われます。 

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 
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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 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 

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 

 セーフティ教室等において、非行防止の視

点から、警察、保健所等の関係機関と連携し

実施した。 

 セーフティ教室等において、非行防止の視

点から、警察、保健所等の関係機関と連携し

実施した。 
３ 

 計画的に継続実施を図る。  セーフティ教室等におい

て、非行防止の視点から、

警察、保健所等の関係機関

と連携し実施する。 

 市立中学校 11 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 
 セーフティ教室等の実施内容及びその成果、すなわち府中市における中

学生の非行等の増減（実態）がこの評価からは明確に理解できません。そ

こで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 セーフティ教室等の実施内容及びその結果についても記載してください。また、セ

ーフティ教室の実施は、できればカリキュラムに入れて、各中学校において１回以上

実施すると良いと思います。 

 飲酒・喫煙・薬物等をテーマにしたセーフティ教室を実施する場合は、こうした健

康被害を受ける可能性があるものを勧誘された際に断るための交渉術を学ぶ教育、防

犯力を身につけさせる教育が必要であると考えます。 

 学校教育の中で、児童・生徒の健康被害を予防する対策を推進するためには、他課

との連携活動も必要と考えます。 

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 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 
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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 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 

学校教育の中

での知識の提

供・啓発 

(077) 

 発達段階に応じて、性に関する教育を養護

教諭と連携して実施した。 

 発達段階に応じて、性に関する教育を養護

教諭と連携して実施した。 
３ 

 性に関する教育の全体計画

を作成し、確実な実施をする。 

 発達段階に応じて、性に

関する教育を養護教諭と連

携して実施する。 

 教育課程に基づき、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 

Ｄ 
 学校教育における「性に関する自己決定能力を育てる教育」は非常に重

要です。全体計画の内容、実施の回数、学校数等の実績を評価基準にした

いのですが、明記されていないので、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 性教育の推進のためには、教育者の性教育に対する価値観や、意見交換等が不可欠

であると考えます。この点について実施されていることがあれば記載してください。

その結果が今後の計画に反映されてより良い施策となると考えます。 

 18 年度及び 19 年度取組において、性に関する教育を実施したとありますが、内容、

実施回数、学校数等について記載してください。 

 数値目標として「市立小・中学校 33 校で実施」と記載していますが、19 年度にこ

の目標値を達成したかが不明瞭です。性教育は市立小・中学校全校において実施して

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 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 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 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 21 

身の上 44 

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 12 

身の上 67 

合 計 79 

  

 

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２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 

Ｂ 
 市民の人権問題に関する相談窓口を適切に運営していることがうかがえ

るので、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 相談事業は、市民サービスのための重要な事業です。 

 多様な市民ニーズによりそった相談体制・相談窓口の充実運営を期待します。 

 解決につながった等の相談の結果・内訳を記載してください。 

 相談窓口を持つ各課の連携が必要であり、全庁的な連携システムをつくることを提

案します。また、関係課の連携活動・取組があるのであれば、実績等を記載してくだ

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 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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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 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・水は１

人） 

(2) 18 年度女性問題相談総件数 848 件 

(3) 相談機関連携会議１回 市内の相談機

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) 19 年度女性問題相談総件数 962 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 

 東京都によると、都への相

談件数が若干減少し、区市町

村への相談件数が増えている

との調査結果が出ている。本

市における 18 年度と 19 年度

の相談件数を比べると、件数

が増加しているが、一概に、

女性に係る問題が増えている

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、二次被害を

起こさないように努める。 

 目標を数値化するこ

とが困難な分野である

ため、数値目標は設定し

ない。 

 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 

Ｂ 
 少ない相談員の方々での対応は大変と推察しますが、相談総件数が増え

ている状況に適切に対応しているので、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 女性問題相談は、相談者の相談内容によりそって解決の方向をアドバイスしたり、

援助する必要がある重要な事業です。 

 解決につながった等の相談の結果・内訳を記載してください。 

 相談窓口を持つ各課の連携が必要です。相談窓口を持つ関係機関のネットワークに

課題があれば、今後の計画に相談体制のための対策が盛り込まれると良いと思いま

す。各課の全庁的な連携システムをつく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 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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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 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 

女性自身に関

する相談の充

実 

(083)－③ 

 17 年度より相談員を２人体制にし、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 1,852 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 2,097 件 ３ 

 16 年度の相談員一人体制時

より 19 年度は 50 ポイント相

談件数が増加している。 

 ｹｰｽﾜｰｸ等による不在時の相

談対応が課題である。 

 母子自立支援プログラム

策定事業により、自立に向

けた就労支援を行う。 

 継続実施 

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 
 ２人の専門相談員による対応は厳しいものがあると推察しますが、相談

総件数が増加している状況によく対応しているので、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 母子家庭や寡婦・女性の相談窓口の充実は、相談者の自立支援のための重要な事業

です。 

 解決につながった等の相談の結果・内訳を記載してください。 

 相談窓口を持つ各課の連携が必要です。相談員が不在時の相談対応については、他

の相談窓口との連携によって解決されるのではないかと思います。 

 相談窓口を持つ各課の全庁的な連携システムをつく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 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 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 

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    4,479 件 

栄養相談     283 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    3,581 件 

栄養相談     278 件 

歯科相談     191 件 

  

２ 

 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。 

 「子育て相談室」の周知、

活用をＰＲし、よりよい支

援を行うとともに、地域の

自治会館や公会堂を会場と

した相談事業を充実する。 

 「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 
 子育てに関する相談内容は多種多様化しており、「子育て相談室」では妊

娠・出産に関する相談も受けているとのことで、多くの相談に対する対応

は大変と推察しますが、担当課はこの事業に対して「達成半ばである」と

評価しています。相談事業の目標を高く設定して一層の充実を期待します

が、今年度はこの評価にしました。 

改善策等の提言 

 「子育て相談室」のさらなる充実を期待します。そのためには、相談窓口を持つ各

課の連携が必要と考えます。また、どのくらいの頻度で会場を移した相談事業を行う

予定があるか記載してください。 

 また、子育てに関する相談は、次代を担う世代の育成という大きな責任を有するだ

けではなく、子育ての悩みや心配事には、家族のあり方、女性の生き方を左右する要

素が多々含まれるので、より高い目標をもって計画にあたっていただきたいと考えま

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 ３ 

（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 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 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 

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 242 育成 115 

養育困難 213 育児 196 

障害 32 その他 169 

保健 41 合計 1,008 

  

 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。 

 新規相談件数     737 件 

 延べ支援活動回数 20,807 回 

区分 件数 

 

区分 件数 

虐待 180 育成 54 

養育困難 173 育児 210 

障害 27 その他 60 

保健 33 合計 737 

  

３ 

 子ども家庭支援センターの

周知度が上がり、子育てにつ

いての相談も増加している。

育児不安を抱えている親や養

育困難な親の自立と、ある程

度大きくなった子自身の自立

と関わりが課題である。 

 関係機関と連携を取りな

がら、それぞれの役割を明

確にして、支援体制を整え

る。 

 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 
 子ども家庭支援センター「たっち」・「しらとり」における、地道な総合

相談事業が整ってきているので、この評価にしました。 

 その相談の中で見えてきた課題とされる親と子の自立に対して、具体的

にどのような形で支援を実現するのか注目したいと考えます。 

改善策等の提言 

 今後とも子ども家庭支援センター「たっち」・「しらとり」の活動が、市民に周知さ

れるよう、あらゆる努力を望みます。また、子ども家庭支援センターの総合相談事業

をさらに充実させるためには、相談窓口を持つ各課の連携及び全庁的な連携システム

をつく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 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 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 

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 ７か所 

 延べ参加人数：10,415 人（内児童 5,255 人） 

○園庭開放 

 月１回：６か所 

 月２回以上：９か所 

 延べ参加人数：3,110 人（内児童 1,627 人） 

○育児相談（保育所） 

○子育てひろば 

 「ポップコーン」事業等 25 か所 

 延べ参加人数：15,559 人（内児童 8,233 人） 

○園庭開放 

 週１回：15 か所 

 延べ参加人数：11,581 人（内児童 6,283 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。 

○育児相談（保育所） 

○子育てひろば 

 「ポップコーン」 

 事業等 25 か所 

○園庭開放 

 週１回：15 か所 

 地域子育て支援事業

に多くの親子が参加で

きるよう、引き続き充実

を図る。 
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 

Ｂ 
 親子のふれあい、親同士の交流が増えており、また子育てに関する相談

もなされているので、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 保育所の相談窓口についても、相談窓口を持つ各課の連携及び全庁的な連携システ

ムが必要と考えます。 

 「ポップコーン」事業等について、父親への広報を拡充することが必要です。子育

てサークルとの連携、特に、父親が多く参加できるような企画を考える等、新しい試

みにも取り組んでいただきたいと考えます。 

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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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 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 

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・水は１人） 

(2)18 年度青少年・子ども相談件数 74 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)19 年度青少年・子ども相談件数 46 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 

 

 

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 
 常設の相談員２人（月・火は１人）がいる割に、相談件数が少ないこと

は何故なのか、担当課として相談窓口を設置している根拠がここでは明記

されていません。相談内容が他の相談窓口と競合していることも相談件数

減少の一因ではないのか、担当課は、他の多くの相談件数に対応している

相談事業担当課と、相談体制について検証する必要があると考えます。そ

こで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 相談窓口を持つ各課の全庁的な連携が必要です。 

 また、児童青少年課の相談窓口としての特性、相談内容の特化等を検討することを

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 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 
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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 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 

子どもに関す

る相談の充実 

(085)－⑤ 

 メンタルフレンド、スクールカウンセラー

等の活用を図り、相談体制の充実に努めた。 

 メンタルフレンド、スクールカウンセラー

を学校に配置し、その活用を図る等、相談体

制の充実に努めた。 ３ 

 配置時間の拡大及び小学校

へのスクールカウンセラーの

配置が、今後の課題である。 

 小学校２校へスクールカ

ウンセラーを配置し、相談

体制のさらなる充実を図

る。 

 内容的に数値化は難

しい。 
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 
 取組には「メンタルフレンド、スクールカウンセラーを学校に配置し、

その充実を図る」と記載していますが、その実績内容が不明です。そして、

スクールカウンセラーの配置が今後の課題としているので、この評価にし

ました。 

改善策等の提言 

 メンタルフレンド、スクールカウンセラーの実績内容について明記してください。 

 スクールカウンセラーは、全小・中学校に設置して、子どもに関する相談体制の充

実を積極的に推進することが必要です。 

 「内容的に数値化は難しい」と記載していますが、市立小・中学校全校に設置する

という目標の数値化は可能と考えます。 

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 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 
  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 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 

男女平等教育

の推進 

(088) 

 16 年８月 26 日付で、東京都教育委員会は

男女平等教育を推進するうえで、誤解と混乱

を避けるため、「ジェンダー・フリー」の用

語は使用しないとの見解を示した。府中市教

育委員会はこの見解を尊重し、男女平等教育

を含めた人権教育の研修を実施した。 

 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して

男女平等教育を意識した指導を推進すると

ともに、男女平等教育を含めた人権教育の研

修を実施し、人権意識の高揚を図った。 

３ 

 男女平等教育を意識した教

育課程の編成を進める等、今

後も継続を図る。 

 学校の教育活動全体を通

して男女平等教育を意識し

た指導を推進するととも

に、男女平等教育を含めた

人権教育の研修を実施し、

人権意識の高揚を図る。 

 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 

Ｄ 
 取組に記載されている「男女平等教育を意識した指導を推進するととも

に、男女平等教育を含めた人権教育の研修を実施した」とあるが、その内

容が不明で教育内容を理解できません。男女平等教育の実態の把握ができ

ませんので、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 男女平等教育を含めた人権教育の研修について、時間・内容等の詳細を記載してく

ださい。また、男女平等教育の推進については、事業内容に男女混合名簿の採用の取

組も推進してほしいと考えます。 

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 ２ 

（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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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 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 

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、男女が共に仕事と生活の両立ができる

よう、意識啓発を実施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 ８回 190 人 

○男性のための料理講座   １回  15 人 

 従来の固定的な性別役割分業の見直しを

図り、男女が共に仕事と生活の両立ができる

よう、意識啓発を実施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 60 人 

○男性のための料理講座   １回 10 人 
３ 

 講座の実施により受講者に

とっては、性別役割分業を見

直すきっかけとなり、家庭に

反映できているとの声も高

い。 

 今後は性別役割分業だけで

なく、ワーク・ライフ・バラ

ンスの実現への意識啓発にも

取り組みたい。 

 引き続き啓発講座を実施

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 
 参加者の減少傾向は、従来の企画・広報活動にマンネリ、消極性に原因

があるのではないかと推察し、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 女性のための大工講座、男性のための料理講座について、参加人数が減っているが、

良い企画だと思いますので、講座内容及び広報活動を工夫して、今後、参加者の増加

を図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 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 
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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 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 

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、チラシ等により実施した。 

 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、チラシ等により実施した。 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。 

 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、チラシ等により実施。 

 数値目標の設定がな

じまない事業である。 

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 

Ｃ 
 「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、ち

らし等により実施した」と記載されていますが、どのように配布して、職

場における男女平等の意識啓発の成果があったといえるか理解できませ

ん。そこで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 男女雇用平等推進のためには、ワーク・ライフ・バランスの啓発が必要です。この

問題を一般市民に周知するために自治会等を通して働きかける必要があります。ま

た、雇用主に対しても、ポスター・チラシを配布するだけではなく、定期的に懇談会

を実施する等が必要です。その他地元企業・事業所等への啓発・ＰＲ・研修を行うこ

とも重要です。 

 市の発注先では厳しい残業状況の事業所もあります。ワーク・ライフ・バランスを

推進していない事業所に対しては、市が発注しない等、残業は好ましいことではない

ということを示す一歩踏み込んだ施策を行う必要があります。 

 行政からの発注については、仕様書等に法令で定められた労働時間や賃金を守るこ

とを記載し、違反した場合は入札参加を禁止するという措置をとっているところもあ

ります。府中市においてもこのような施策を検討する必要があると考えます。 

 「数値目標の設定がなじまない事業」と記載していますが、ポスター、チラシ等を

何箇所に配布するか、地元企業・事業所等への啓発・ＰＲ・研修等の実施計画を数値

目標とすることは可能と考えます。 

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 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 
 (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 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 

広報紙・啓発

冊子等での啓

発の充実 

(099) 

 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。 

 18 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、広報紙で大きく取り上

げ、市民への情報提供を行っ

ていることから、一定の成果

は得られていると考え、評価

は妥当といえる。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、市民が取り

組む具体的な行動等に

ついて啓発する。 

広 報 課 

市民活動支援課 

 

 

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 
 「広報ふちゅう」に男女平等に関する事業を掲載して市民への啓発の充

実を図っていることは当然であると思いますが、さらなる啓発のために創

意工夫が必要であると考え、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 男女共同参画を広く市民に周知するために、市の広報紙に男女平等に関するコラム

等を定期的に掲載する必要があります。男女共同参画に寄与した企業・事業所等を表

彰する賞を創設したり、漫画を使って広報する等、啓発のための方法を工夫すること

を提案します。 

 また、女性センターの情報誌である「スクエア２１」について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 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 
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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 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 

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、18 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、19 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 

 全体では概ね 30％を達成で

きているが、さらに男女構成

比の均等化を進めるため、委

員の改選時などに各課への働

きかけを強める必要がある。 

 「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。 

 最終的には男女構成

比率 50％を目指してい

るが、当面は 19 年８月

策定の総合計画後期基

本計画における目標値

「40%」を目指して引き

続き努力する。 

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 40 機関のうち 35 機関

で達成した。（87.5％） 

 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 45 機関のうち 39 機関

で達成した。（86.7％） 

３ 

 達成ができなかった機関は

特定の分野に限られている。

これらの分野では、団体推薦

や充て職等の事情があり、女

性委員の登用が難しいが、粘

り強く取り組んでいく必要が

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。 

 男女両方を含む附属

機関等を 90％以上にす

る。 

（すべての附属機関等

で男女両方の委員を登

用することが目標であ

るが、当面の目標として

90％とした。） 

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。（表中

の人数は回答者数） 

 

 内容 
会議 

形式 

メール  

形式 

第１回 
不燃ごみの回収

方法 

15 名 35 名 

第２回 

個人情報の保護

と 安 心 安 全 の 

バランス 

13 名 27 名 

第３回 広報業務 12 名 29 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。第２回

のモニタリングは、メール形式モニターを 30

名増の 70 名とし、会議形式 30 名と合わせて

100 名体制で実施した。（表中の人数は回答

者数） 

 

 内容 
会議 

形式 

メール  

形式 

第１回 府中市の観光 14 名 27 名 

第２回 子どもの読書 25 名 62 名 

  

３ 

 従来は 40～50名程度の意見

聴取だったが、19 年 11 月から

のモニター（２年任期）は 100

名体制としたため、87 名のよ

り多くの市民の意見が聴取で

きたので３とした。今後の課

題としては、施策に効果的に

反映できるよう、各課のモニ

タリングの要望に、即時に対

応できるような仕組みが必要

と考える。 

 20 年 10 月、21 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

つかず欠席されること

はやむを得ないが、メー

ルモニターについては

100％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 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 

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月３回

まで無料で利用可能としていることで、市民

の自主的な活動への支援に努めた。 

 18 年度登録団体数 164 団体 

 女性センターの施設を登録団体に月３回

まで無料で利用可能としていることで、市民

の自主的な活動への支援に努めた。 

 19 年度登録団体数 152 団体 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

も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。 

 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。 

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。 

蔵書数 7，775 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 7，768 冊 

３ 

 蔵書数は減少しているが、

内容の古くなったものや、時

流に合わないものを精査する

など、蔵書の内容を充実させ

つつある。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な蔵書

の充実に努める。 

 蔵書数 8,000 冊 

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、公募市民を指導しながら事業を運営する

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。 

 センター登録団体数 93 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

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。 

 センター登録団体数 107 団体 

①２ 

 

②３ 

①女性センター登録団体 

 事業を企画運営していく意

識の高い指導者の育成が不十

分であった。今後は、次世代

の指導者への連携も含めて、

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増

加していることから３とし

た。今後は団体間のネットワ

ークを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、共に交流さ

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 

 市民と団体、団体と団体

とがネットワークでつなが

るよう、コーディネート業

務を充実していく。 

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

を 110 以上に増やす。 

 19 年度の登録団体数

と比べると目標数値は

微増だが、市民は既存の

団体に加入することが

多いため。 

市民活動支援課 

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（３事業）、ＮＰＯ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。（来場者数 1 万

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（１０事業）、ＮＰＯ

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。（来場者数 1

万６千人）  

４ 

 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、来場者とも増加のた

め４とした。 

 補助事業１４事業 

 委託事業２事業 

 ＮＰＯ・ボランティアま

つりの実施 

 補助・委託事業は既に

実施事業が決まってい

るため、数値目標はＮＰ

Ｏ・ボランティアまつり

のみとし、1 万７千人の

来場者を目標とする。 

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。 

 18 年度実績 

 ６講座、12 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。 

 19 年度実績 

 ７講座、12 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共

同実施を進める。 

 １１講座１１回 

生涯学習スポーツ課 
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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 2006 しものせき   １名 

②男女共同参画フォーラム in 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 2007 ひろしま    １名 

②男女共同参画フォーラム in みやぎ １名 

４ 

 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。 

 20 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 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 

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 4,794 回、延べ参加者数 354,196 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 4,757 回、延べ参加者数 350,843 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 4,800 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。 

104 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。 

 19 年度ベースの維持 

生涯学習スポーツ課 

在宅学習の支

援 

(012) 

 「在宅学習ビデオ」を作成し、市民の利用

を得た。 

  ２本作成 

  ＣＡＴＶ放映２本 

  ＶＴＲ貸出 36 本 

 「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 97 本 

３ 

 19 年度からビデオソフトの

制作が１本になったので、貸

出数の増加を図るため、制作

時期を早め 10月から貸出成果

があった。今後さらに魅力あ

るソフトを増やしたい。 

 貸出数の増加を図るた

め、制作時期をさらに早め

７月からの貸出しを行う。 

 より多くの市民に利

用していただくため、貸

出数を 10％以上増やす。 

 

１本作成 

ＣＡＴＶ放映１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。 

３ 

 府中ＮＰＯ・ボランティア

活動センター登録団体数が増

加していることから３とし

た。今後は団体間のネットワ

ークを構築していく必要があ

る。 

 市民と団体、団体と団体

とがネットワークでつなが

るよう、コーディネート業

務を充実していく。 

 センター登録団体数

を 110 以上に増やす。 

 19 年度の登録団体数

と比べると微増だが、市

民は既存の団体に加入

することが多いため、こ

の数値目標とする。 

市民活動支援課 
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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 

ボランティア

活動の支援 

(013)-② 

 

 
事  業 

参
加
者 

期間 
実
日
数 

① 
第 27回ボランティ

ア講座 
198 

H19.2

～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 

7 H18.9 1 

③ 
近隣 5 市共催フォ

ーラム 
54 H19.2 1 

④ 
親子ボランティア

教室 
139 

H18.11

～12 
5 

⑤ 
朗読ボランティア

研修会 
55 H18.11 3 

⑥ 
精神保健福祉ボラ

ンティア入門講座 
126 

H18.11

～12 
5 

⑦ 
災害支援ボランテ

ィア研修会 
23 

H18.8 

H19.2 
2 

⑧ 
防災ボランティア

訓練 
16 随時 2 

⑨ 

中学生・高校生の

ための夏のボラン

ティア体験学習 

1,030 
H18.7

～8 
21 

⑩ ボランティア交流会 76 H18.10 2 

⑪ 
ボランティアのつ

どい研修会 
15 H18.5 2 

⑫ 
出張ボランティア

教室 
5,407 随時 132 

⑬ 
一日ボランティア

教室 
91 月 1 回 12 

⑭ 
一日ボランティア

体験 
81 

H18.10

～12 
7 

⑮ 
食事サービス 

ボランティア研修会 
47 

H18.8 

H19.2 
2 

⑯ 
先生のボランティ

ア研修 
82 H18.8 3 

⑰ 
ボランティア懇談

会・連絡会 
102 通年 9 

⑱ 
ボランティアリー

ダー研修 
10 H19.3 1 

⑲ 
児童・生徒のボラ

ンティア活動紹介展 
多数 

H18.10 

～11 
7 

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

47 名 

2 

  

 

 
事  業 

参
加
者 

期間 
実
日
数 

① 
第 28回ボランティ

ア講座 
110 

H20.1

～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

(雨天のため中止) 

- H19.9 - 

③ 
ボランティアグル

ープとのコラボ講座 
54 

H20.1

～2 
3 

④ 
親子ボランティア

教室 
32 

H19.11

～12 
5 

⑤ 
朗読ボランティア

研修会 
60 H19.10 3 

⑥ 
精神保健福祉ボラ

ンティア入門講座 
90 

H19.10

～12 
6 

⑦ 
災害支援ボランテ

ィア研修会 
17 

H19.    

 8・12 
2 

⑧ 
防災ボランティア

訓練 
17 随時 2 

⑨ 
夏のボランティア

体験学習 
842 

H19.7

～8 
21 

⑩ ボランティア交流会 79 
H19.10 

～11 
2 

⑪ 
ボランティアのつ

どい研修会 
22 H19.6 2 

⑫ 
出張ボランティア

教室 
5,504 随時 135 

⑬ 
一日ボランティア

教室 
58 月 1 回 12 

⑭ 
一日ボランティア

体験 
115 

H19.10

～12 
7 

⑮ 
食事サービス 

ボランティア研修会 
75 

H19.6 

H20.1・3 
3 

⑯ 
先生のボランティ

ア研修 
67 H19.8 3 

⑰ 
ボランティア懇談

会・連絡会 
111 通年 11 

⑱ 
ボランティアリー

ダー研修 
33 H19.9 3 

⑲ 
児童・生徒のボラ

ンティア活動紹介展 
4,778 

H20.2 

～3 
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

50 名 

2 

※ 
「夢バンク」オー

プニングイベント 
245 H20.3 1 

  

① 

～⑨ 

３ 

⑩ 

～⑱ 

４ 

⑲⑳※ 

３ 

 

①～⑨ 

 各種講座については、同じ講

座でも毎年その年に必要とされ

ている活動内容を盛り込むな

ど、内容の見直しを実施してい

るが、年度により増減がみられ

る。カルチャー的な講義形式の

方が参加者は増えるのだが、で

きるだけ実際の活動に結びつけ

るために、最近は体験の場の提

供に力をいれている。 

 団塊の世代へのアプローチと

して環境や国際交流、料理講習

と内容も拡大して実施、数名の

参加者が実際の活動につながっ

たケースもでてきた。特に男性

へのアプローチが今後も必要で

ある。 

 しかし、参加者は高年齢の方

が多い、今後は若い世代へのア

プローチを強化する必要があ

る。 

⑩～⑱ 

 出張ボランティア教室は、

年々依頼が増え、参加者も増加

している。なかでも、各種体験

を希望される学校、団体が増え

ている。数年前より、その対応

として、ボランティアの育成を

始めたが、最近では、グループ

として、出張ボランティア教室

など社協との協働体制が確立し

てきた。今後もメンバーの育成

と共に活動の広がりの支援が必

要である。 

 また、様々な交流、懇談等の

実施による、ボランティアの組

織化については、今後もボラン

ティアとの協働により、進める

必要がある。 

⑲ ⑳ ＊ 

 福祉教育の推進は今後も重要

であると思われる。あと数校で

府中市内全校が指定校となる。

年々学校からの協力も増え、連

携が深まっている。ただし、職

場体験や奉仕の時間などの影響

でボランティア体験の人数が伸

びていないのが残念である。 

 
 事業・期間 

（期間が無い場合は

未定） 

実

日

数 

① 

第 29 回ボランティ

ア講座 8 

H20.1～3 

② 

学生・ヤング社会人

のためのボランティ

ア入門講座 
1 

H20.9 

③ 
ボランティアグルー

プとのコラボ講座 
3 

④ 
親子ボランティア教室 

5 
H20.11～12 

⑤ 
朗読ボランティア研修会 

3 
H20.10 

⑥ 

精神保健福祉ボラン

ティア入門講座 6 

H20.10～12 

⑦ 

災害支援ボランティ

ア研修会 2 

H20.7・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

験学習 21 

H20.7～8 

⑩ 
ボランティア交流会 

2 
H20.10 

⑪ 

ボランティアのつど

い研修会 1 

H20.6 

⑫ 
出張ボランティア教室 

- 
随時 

⑬ 
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 

7 
H20.12 

⑮ 

食事サービス 

ボランティア研修会 4 

H20.5・7,H21.1 

⑯ 
先生のボランティア研修 

3 
H20.8 

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 

H20.7 

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 39 校（通年） 

2 

 

 
 事業 参加者数 

① 

第 29 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 

ボランティアグルー

プとのコラボ講座 

50 人 

④ 
親子ボランティア教室 

40 人 

⑤ 
朗読ボランティア研修会 

60 人 

⑥ 

精神保健福祉ボラン

ティア入門講座 

95 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 

880 人 

⑩ 
ボランティア交流会 

75 人 

⑪ 

ボランティアのつど

い研修会 

20 人 

⑫ 
出張ボランティア教室 

5,000 人 

⑬ 
一日ボランティア教室 

60 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 

75 人 

⑯ 
先生のボランティア研修 

85 人 

⑰ 

ボランティア懇談

会・連絡会 

100 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 

5,000 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 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 

ボランティア

活動の支援 

(013)－③ 

 15 年度に学習ボランティアを組織化し「悠

学の会」を発足、ボランティアの自立を図っ

てきた。 

 学習ボランティア（学習情報、パソコン、

陶芸、写真）の活動支援。ボランティア活動

室を提供。 

 研修１コース、１回、16 人 

 学習ボランティア（学習情報、パソコン、

陶芸、写真）の活動支援。 

 ボランティア活動室を提供。 

 研修 2 コース、5 回、46 人 
３ 

 講座の受付、記録誌の作成、

情報紙の作成、パソコンの講

師、陶芸のアシスタント講師、

カラープリントの講師を実施

するなど研修の成果が出てい

る。今後さらに学習リーダー､

インストラクターとして活躍

できるようにしたい。 

 既に学習ボランティアと

して活動している方に指導

者としての学習､実践のた

めの養成講座を実施する。 

 新たにボランティア

養成講座を１コース追

加し、実施する。 

研修３コース 13 回 100

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…30 コース、150 回、20,577

人 

 実技セミナー…55 コース、320 回、5,798

人 

 スポーツセミナー…14 コース、96回、2,362

人 

 文化講演会…３回、534 人 

 市民企画講座…２コース、９回、968 人 

 教養セミナー…26 コース、147 回、19,095

人 

 実技セミナー…52 コース、292 回、 4,969

人 

 スポーツセミナー…13 コース、82回、2,124

人 

 文化講演会…１回、250 人 

 市民企画講座…３コース、14 回、943 人 

 

３ 

 民間教育機関､大学機関、府

中の森芸術劇場や美術館との

連携講座や市民企画講座など

幅広い講座の運営を図った。 

 民間教育機関､大学機関、

府中の森芸術劇場や美術館

との連携講座や市民企画講

座を拡充する。 

（連携講座） 

 大学機関…4 コース 

 府中の森芸術劇場 

 …4 コース 

 美術館…1 コース 

（市民企画講座） 

 ５コース 

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) 

 専門的知識、技能を持つ市民を登録するこ

とにより学ぶ側への情報提供の一環として、

また相互の生涯学習の推進と生きがいの創

出に寄与することを目的として取り組んだ。 

 登録者 66 人 

 専門的知識、技能を持つ市民を登録するこ

とにより学ぶ側への情報提供の一環として、

また相互の生涯学習の推進と生きがいの創

出に寄与することを目的として取り組んだ。 

 登録者 72 人 

 

３ 

 登録者も増加傾向にあり、

一定の成果は見られている

が、さらなる周知・広報活動

が必要と考える。 

 積極的な利用及び登録者

の増加に向け周知・広報活

動を進める。 

 登録者 100 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) 

 市民が学習講座などを受講するたびに単

位を得られ、100 単位で生涯学習士の称号を

取得する。この制度は、市民の学習活動を評

価し、さらにその成果を市民生活に活かすた

めのもので、14 年１月に発足した。 

 ※１回 90 分以上の講座・教室・講演会な

ど。府中市以外の講座も認める場合がある。 

 18 年度実績 

 19 年３月末現在登録者 1,539 人、修了者

56 人 

 登録者 142 人 

 20 年３月末現在登録者 1,490 人、 

修了者 38 人 

登録者 142 人 

 

３ 

 対象講座を増やし 100 単位

習得事業に参加しやすいよう

にしてきた。100 単位終了者

は、さらに 200、300 単位と継

続を希望する者が多いが、本

来の目的であるボランティア

活動へつなげたい。 

 対象講座を増やし 100 単

位習得事業に参加しやすい

ようにするとともに、ボラ

ンティア養成講座への参加

を募り、ボランティア活動

へつなげたい。 

 100 単位終了後ボラン

ティア活動に結びつけ

るため、登録者を５％増

やす。 

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。 

 68 コース準備、実績 42 回 

 合計 990 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。 

 69 コース準備、実績 43 回 

 合計 1,050 人 

 

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 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 

地域安全リー

ダーの育成 

(018) 

 地域での防犯活動の核となる、地域安全リ

ーダー講習会を２回開催した。 

６月 10 日（土）受講生 21 名（２名） 

11 月 18 日（土）受講生 19 名（５名） 

（ ）内女性 

 地域での防犯活動の核となる、地域安全リ

ーダー講習会を２回開催した。 

６月９日（土）受講生 17 名（２名) 

11 月 10 日（土）受講生 18 名（３名） 

（ ）内女性 

1 

 講習会参加者の 20％にも満

たないため、評価を１とした。

今後は、青少対・ＰＴＡへの

参加の呼びかけを広く行う。 

 地域安全リーダー受講者

の集いを実施する予定。 

 今後、女性の参加者数

が全受講生の 30％とな

ることを目標とする。 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) 

 無し  無し 

１ 

 地域の防災訓練や防災懇談

会等において、市民と共に男

女双方の視点から防災対策を

考え、地域防災計画に反映す

る。 

 総合防災訓練において、

住民が主体となる避難所運

営訓練を実施するにあた

り、男女双方の視点から、

避難所のあり方や防災資機

材の備蓄計画を立てる。 

 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 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 

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 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、エクセル初級講座などの再就職支

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 

起業のための

講座の実施 

(024)－① 

 「はじめの一歩 女性のための起業入門講

座」（３回、延べ参加者数 90 人）を開催し、

起業についての基礎知識を習得した。 

 「女性のための起業入門講座 “やりたい

こと”を仕事にしよう」（３回、延べ参加者

64 人）を開催し、起業についての基礎知識を

習得した。 

 定員 25 人に対し 28 人応募（抽選） 

 出席率 92.8％（延べ 69 人中 64 人出席） 

 受講者平均満足度 90.3％ 

４ 

 講座内容を工夫し、前年度

の受講者に話をしてもらった

り、任意参加の店舗見学など

の内容を組み込み、好評を得

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「開業を成功させるポイ

ント、開業の具体的方法と進め方」 

 受講者 33 名 （内 女性９名） 

 むさし府中商工会議所委託事業 

 開業支援セミナー 「開業を成功させるポ

イント、開業の具体的方法と進め方」 

 受講者 46 名 （内 女性 13 名） ３ 

 28％の女性の参加があっ

た。 

 前年度と同様に開催。  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 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 

保健福祉人材

育成センター

の充実 

(025) 

 

 

事業 
人
数 

期間 
実
日
数 

① 
訪問介護員養成研修 

（２級課程） 
35 

H18.6 

～9 
28 

② 
難病患者等ホームヘ

ルパー養成研修 
53 H18.9 1 

③ 
視覚障害者移動介護

支援従事者養成研修 
20 

H18.11 

～12 
4 

④ 
関係者研修 

（特別講演会） 
48 H18.11 1 

⑤ 
関係者研修 

21 
H18.7 

H19.2 
2 

⑥ 
登録者フォローアッ

プ研修 
53 

H18.6 

H19.3 
3 

⑦ 
介護支援専門員（現

任者）研修 
31 H19.2 1 

 ①～③の人数は、修了者数 

 ④～⑦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） 
33 

H19.6 

～9 
26 

② 
難病患者等ホームヘ

ルパー養成研修 
38 H19.9 1 

③ 
視覚障害者移動介護

支援従事者養成研修 
20 

H19.11 

～12 
4 

④ 
関係者研修 

（特別講演会） 
56 H19.11 1 

⑤ 
関係者研修 

19 
H19.7 

H20.2 
2 

⑥ 
登録者フォローアッ

プ研修 
46 

H19.6 

H20.3 
2 

⑦ 
介護支援専門員（現

任者）研修 
41 H20.2 1 

⑧ 精神保健福祉研修 24 H20.2 1 

 ①～③の人数は、修了者数 

 ④～⑧は参加者数 

3 

 年々受講者が減少している

状況はあるが、訪問介護員養

成研修に退職者の男性の参加

があるなど福祉は女性の職場

という考え方に変化がみられ

てきた。 

 しかし、個人ベースの研修

を行うだけでは、福祉人材の

確保及び定着の支援にはいた

らない現状を打開していかな

ければならない。幸い 20 年度

にモデル事業が始まり、モデ

ル的な事業を展開、検証し、

21 年度以降につなげていく。 

 

 
事 業 

期 間 

実
日
数 

① 

訪問介護員養成研修 

（２級課程） 26 

H20.6～9 

② 

難病患者等ホー

ムヘルパー養成

研修 
1 

H20.9 

③ 

視覚障害者移動

介護支援従事者

養成研修 
4 

H20.11～12 

④ 

関係者研修 

（特別講演会） 1 

H20.11 

⑤ 
関係者研修 

2 
H20.7  H21.2 

⑥ 

登録者フォロー

アップ研修 2 

H20.6  H21.3 

⑦ 

介護支援専門員 

（現任者）研修 1 

H21.1～2 

⑧ 
精神保健福祉研修 

2

～

3 H20.12 

⑨ 
スキルアップ・定着

支援推進研修事業 
 

 

・定着支援のための

研修 

・人材確保のための

面接会 

・人材確保のための

課題別研修会 

 

  

  

 定 員 

① 40 人 

② 70 人 

③ 20 人 

④ 80 人 

⑤ 各 15 人 

⑥ 各 20 人 

⑦ 160 人 

⑧ 40 人 

⑨ 未定 

 

 

健康推進課 

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、労働関係機関に関するパンフレットを

配布。 

 国、東京都から情報の提供を受けた労働関

係法、労働関係機関に関するパンフレットを

配布。 ３ 

 他機関と連携して多くの情

報を収集し、各種のパンフレ

ットを配布することで、広く

情報提供を行った。 

 国、東京都から情報の提

供を受けた労働関係法、労

働関係機関に関するパンフ

レットを配布。 

 数値目標の設定がな

じまない事業である。 
住宅勤労課 

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。 
３ 

 女性センター窓口にパンフ

レット等を設置したり、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 
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  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 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 

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 ４ 

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 ０ 

その他 １ 

合計 ７ 

  

 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 １ 

賃金不払 ０ 

労働組合・労使関係 ０ 

労働福祉 ０ 

不況関連事項 ０ 

雇用 ０ 

その他 ６ 

合計 ７ 

  

２ 

 実績としては、多いとは言

えないが、潜在化している事

案に早期に対応するために

も、相談を受け入れる体制を

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。 

 引き続き、毎月第４木曜

日午後１時半から４時半ま

で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 10 件を目標とする。 
広 報 課 

啓発活動の充

実 

(028)－① 

 職場における育児・介護休暇制度につい

て、法に定める最低基準を上回る制度を実現

するためのパンフレット等を配布し、啓発に

努めた。 

 職場における育児・介護休暇制度につい

て、法に定める最低基準を上回る制度を実現

するためのパンフレット等を配布し、啓発に

努めた。 ３ 

 働き続けるための制度があ

まり活用されてないので、制

度について周知するため、各

種パンフレットの配布や情報

誌での記事掲載等により、積

極的に啓発活動を行った。 

 職場における育児・介護

休暇制度について、法に定

める最低基準を上回る制度

を実現するためのパンフレ

ット等を配布し、啓発に努

める。 

 数値目標の設定がな

じまない事業である。 

住宅勤労課 

啓発活動の充

実 

(028)－② 

 18 年度の取組はなし。  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 

 新規事業として、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。 

 啓発事業年間２回開

催 

市民活動支援課 

長時間労働是

正の啓発 

(029) 

 法に定める労働時間の最低基準を実現す

るためのパンフレット等を配布し、啓発に努

めた。 

 法に定める労働時間の最低基準を実現す

るためのパンフレット等を配布し、啓発に努

めた。 

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。 

 法に定める労働時間の最

低基準を実現するためのパ

ンフレット等を配布し、啓

発に努める。 

 数値目標の設定がな

じまない事業である。 

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。 

 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。 

 その他、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。 
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 
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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 

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関係

機関との連携及び情報収集と資料の提供を

実施した。 

 国、東京都における相談窓口の案内と関係

機関との連携及び情報収集と資料の提供を

実施した。 ３ 
 関係機関との連携、資料の

収集と広く情報提供が行え

た。 

 国、東京都、関係機関と

より連携を深め、情報収集

と資料の提供等を行う。 

 数値目標の設定がな

じまない事業である。 
住宅勤労課 

 
 
 (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 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 

一時保育の拡

充 

(032) 

 出産・病気・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…９か所 

 ・公立保育所…１か所 

 出産・病気・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…1 0 か 所 

 ・公立保育所…１ か 所 ３ 

 19 年度では、11 か所で実施

されるようになり、実施施設

の増となった。 

 保育所（園）により、利

用者数の偏りがみられるこ

とから、時期によっては一

部の園で予約がとりにくい

事態となっているため、実

施園の紹介や情報の提供を

効果的に行い、利用者ニー

ズに応えられる体制を整え

る。 

 一時保育実施か所数 

・私立保育園…1 0 か 所 

・公立保育所…３ 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 247 日 

 ひろば事業年間利用者 128,649 人 

 相談件数（新規） 1,008 件 

・子ども家庭サービス事業年間延べ利用人数 

 ショートステイ 465 人 

 トワイライトステイ 6,172 人  

・子ども家庭支援センター事業 

 年間開館延べ日数 245 日 

 ひろば事業年間利用者 108,451 人 

 相談件数（新規） 737 件 

・子ども家庭サービス事業年間延べ利用人数 

 ショートステイ 326 人 

 トワイライトステイ 6,905 人  

３ 

 ショートステイ実施が３施

設となり、緊急の事例にも対

応出来るようになった。 

 ひろば事業については、

今後も市民向けの子育て交

流会を充実させていく。 

 子ども家庭サービス事業

については、広報活動に力

を入れていく。 

ショートステイ 774 人 

ト ワ イ ラ イ ト ス テ イ

7,588 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（14 年６月から） 

   開所日数  245 日 

   利用延べ人数 28 人 

 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（14 年６月から） 

  開所日数  244 日 

  利用延べ人数 14 人 

２ 

 利用登録者に対しアンケー

トを行い、利用者ニーズを調

査した。 

 アンケート調査結果を踏

まえ、今後事業のあり方に

ついて検討する必要があ

る。 

 利用延べ人数 20 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) 

 14 年４月から子育て家庭の子どもの一時

的な預かりなど市民同士が子育てに関する

援助活動を開始した。 

 会員数 1,107 人（依頼会員 857 人・提供会

員 199 人・両方会員 51 人） 

 18 年度活動件数 5,033 件 

 14 年４月から子育て家庭の子どもの一時

的な預かりなど市民同士が子育てに関する

援助活動を開始した。 

 会員数 1,194 人（依頼会員 892 人・提供会

員 233 人・両方会員 69 人） 

 19 年度活動件数 6,387 件 

３ 

 ３日間だった提供会員講習

会を４日間に変更し、内容を

充実させた。広報・ＨＰ等に

講習会の案内を掲載する等、

市民への周知を行い、提供会

員の増加につながった。 

 活動件数が 6,000 件を超

え非常に多くなってきてい

るため、子どもの安全によ

り力を入れていく。 

 会員数 1,300 人（依頼

会員 965人・提供会員 260

人・両方会員 75 人） 
子育て支援課 
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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 

低年齢児保育

の充実 

(036) 

 認可保育所入所定員数（４月１日現在運用

定員） 

  ０歳 272 人 

  １歳 476 人 

  ２歳 596 人 

 認可保育所入所定員（４月１日現在運用定

員） 

  ０歳 290 人 

  １歳 485 人 

  ２歳 607 人 

２ 

 保育所への入所希望者が増

加する中、特に低年齢児の待

機児童が生じている。 

 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 

 認可保育所入所定員

（25 年度までの目標） 

  ０歳 335 人 

  １歳 557 人 

  ２歳 692 人 

 定員増に努めていく。 

保 育 課 

延長保育の拡

充 

(037) 

 延長保育実施保育所数 

  19 時 26 か所 

  20 時 ３か所 

  21 時 １か所 

  22 時 ２か所 

 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 

 

３ 

 公立及び私立の全保育所で

19 時以降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。 

 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 

 25 年度までに 32 施設

での 20 時以降の延長保

育の実施を目指し、利用

状況及び保育需要を踏

まえ、検討していく。 

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 

  249 人 

 認証保育所定員数 

  235 人 

 

４ 

 認証保育所の定員数は計画

目標値（261 人）を超えている。 

 認証保育所定員数 

  265 人 

 認可保育所の待機児

童が生じているため、引

き続き拡大を図ってい

く。 

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 1,700 人（４月１日現在） 

 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 1,719 人（４月１日現在） 

 

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 

101 102 



 
  
  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 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 

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。 

 

 ひとり親申込者数 

  申込者総数    282 

 61  

      ↓ 

 ひとり親入居者数

  新規入居者総数  ６ 

 ２ 

 

 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。 

 

 ひとり親申込者数 

  申込者総数    301 

 61  

      ↓ 

 ひとり親入居者数 

  新規入居者総数  10 

 5  

 

４ 

 優遇抽せんの実施により、

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、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 

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 38 世帯 

派遣回数 2,080 回 

派遣時間 12,197 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。

９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。４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 36 世帯 

派遣回数 1,728 回 

派遣時間 10,262 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。６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

障がある場合のみならず、就

業に向けて技能取得のために

通学している場合にもホーム

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】 

 自立支援教育訓練給付金に

ついては、雇用保険法の一部

改正に伴う支給率の削減があ

り、市としても同じ支給率に

改正した。 

 今後は、児童扶養手当現況

届の提出時などを活用した PR

や、母子家庭就労支援プログ

ラム策定事業により積極的な

活用を進めていく。 

【ひとり親家庭ホームヘル

プサービス事業】 

・補助対象分 

 派遣時間  12,470 時間 

 派遣時間外  4,470 時間 

 派遣回数   2,180 回 

・補助対象外 

 派遣時間  2,400 時間 

 派遣回数    240 回  

 

【母子家庭自立支援給付

金】 

・自立支援教育訓練給付金 

 19 件 

・高等技能訓練促進費 

 ６件 

【ひとり親家庭ホーム

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

あるため、派遣回数・時

間が足りないところも

あったことから、20 年度

より市が上乗せをする。 

 

【母子家庭自立支援給

付金】 

 PR 等の活用により前

年より 25％増を見込む。 

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。 

 95 件 

【女性福祉資金】 

 配偶者がいない、または配偶者の扶養を受

けられない女性で、要件を満たす場合に貸付

を実施した。 

 11 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。 

 86 件 

【女性福祉資金】 

 配偶者がいない、または配偶者の扶養を受

けられない女性で、要件を満たす場合に貸付

を実施した。 

 11 件 

３ 

 母子や女性の自立のため、

他制度の活用など総合的に検

討し、貸付が、その人自身の

大きな負担とならないよう、

将来の償還を見据えた貸付を

行っている。 

【母子福祉資金】 

 92 件 

【女性福祉資金】 

 10 件 

 継続実施 

子育て支援課 
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  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 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 

高齢者住宅の

確保 

(043) 

 高齢者住宅 136 戸のうち女性入居者

83.1％、男性入居者 16.9％ 

 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。 

 高齢者住宅 136 戸のうち女性入居者

83.3％、男性入居者 16.7％ 

 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、19 年度と同じ

136 戸とする。 高齢者支援課 

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

の場など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、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

の場など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。 

３ 

 生きがいづくりに関する事

業は、介護予防や健康づくり

に良い効果が得られ、それら

の事業を活かして、場の提供

をすることが今後も必要不可

欠であると考える。 

 情報を「与える」から「選

択させる」への転換が必要

であり、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 205,381 人（就業実人員 女 470

人、男 1,214 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、

今後は特に女性会員の就業拡大に努めたい。 

 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 207,644 人（就業実人員 女 482

人、男 1,283 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い。 

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市

民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 
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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 

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 23 回、出席者 463 人（女性 361 人、

男性 102 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 1,966 件、車いす 1,731 件、寝具乾

燥 620 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。 

 

事業名 利用人数 

通所介護 58,914 人 

認知症通所介護 10,403 人 

いきがいデイサービス 319 人 

ショートステイ 23,650 人 

福祉ショートステイ 990 人 

入浴サービス 19,405 人 

通所食事サービス 44,789 人 

訪問食事サービス 27,986 人 

地域デイサービス 23,941 人 

  

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 9 回、出席者 206 人（女性 110 人、

男性 96 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 2,024 件、車いす 2,029 件、寝具乾

燥 779 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。 

 

事業名 利用人数 

通所介護 52,142 人 

認知症通所介護 11,362 人 

いきがいデイサービス 203 人 

ショートステイ 24,488 人 

福祉ショートステイ 832 人 

入浴サービス 18,650 人 

通所食事サービス 43,293 人 

訪問食事サービス 27,196 人 

地域デイサービス 23,461 人 

  

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。 

① 制度の定着に伴い、

周知が図れているが（保

険料が３年毎に改訂さ

れるため。20 年度は３年

目）、19 年度実績を目標

とする。 

② 在宅で生活する高

齢者は今後も増加する

ことが想定されるため、

当該サービスについて

も３％程度の増加を見

込んでいく。 

高齢者支援課 
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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 

障害福祉サー

ビスの充実 

(047) 

 

① ホームヘルプサービス事業 

  障害のある方の地域における自立及びその

家族の介護負担の軽減等を目的として、当事業

の利用が進んだ。※障害者自立支援法施行によ

り、今後は介護給付事業、訓練等給付事業、移

動支援事業として実施する。 

区分 延べ利用時間 

居宅介護（身体介護） 72,577.0 時間 

居宅介護（家事援助） 15,179.0 時間 

重度訪問介護 203,728.5 時間 

行動援護 94.0 時間 

移動支援 36,817.5 時間 

  

② 音声式時計、入浴補助用具、パルスオシキメ

ーター他の給付及び助成 

  227 件 14,111,857 円 

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）20 人 

④ 心身障害者福祉タクシー事業 

  2,297 人に対し、利用券を助成した。 

⑤ 車いす福祉タクシー事業 

  延べ 5,598 人に対し、走行時間料金を助成し

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 880 人に助

成した。 

⑦ 重度身体障害者緊急通報システム事業 

  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付けた。 

 

 

 

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 273 89,403 時間 

重度訪問介護 44 269,634 時間 

行動援護 5 369 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 117 11,075 日 

療養介護 1 366 日 

児童デイサービス 35 3,121 日 

短期入所 132 3,696 日 

 

居住系サービス 実人数 

施設入所支援 4 人 

共同生活介護 37 人 

 

旧法施設支援 実人数 

旧法入所施設支援 151 人 

旧法通所施設支援 144 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） 1 268 人 

就労移行支援 5 709 人 

就労継続支援（Ｂ型） 27 2,559 人 

 

居住系サービス 実人数 

共同生活援助 50 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 166 人 延べ利用時間 17,018 時間 

② 音声式時計、入浴補助用具、電気式たん吸引

器、パルスオシキメーター、ストマ用具他の給

付及び助成 

  2,874 件 33,798,987 円 

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 

④ 心身障害者福祉タクシー事業 

  2,342 人に対し、利用券を助成した。 

⑤ 車いす福祉タクシー事業 

  延べ 5,687 人に対し、走行時間料金を助成し

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 946 人に助

成した。 

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付けた。 

  

① 

４ 

①－２ 

３ 
①－３ 

２ 
②～⑦ 

３ 

 

① 自立支援介護給付事業 

  障害者自立支援法の本格実施、

並びに１９年４月に行われた国

の特例交付金事業による利用者

負担軽減が重なったことも受け、

サービスの利用促進につながっ

たと考えられる。 

  今後は安定的なサービス提供

体制が図られるよう、新体系への

移行や事業所の経営状況等も注

視し、更には２１年度に予定され

ている法改正の動向をにらみな

がら、市独自軽減策の改正も含

め、より利用しやすい制度にする

必要がある。 

①-２ 自立支援訓練等事業 

  介護給付費同様、サービスの利

用が促進された。市内事業所の新

体系への移行や、障害のある方の

地域移行が進みグループホーム

への入居者が増えたことが要因

と考えられる。 

  今後は事業所の経営状況等も

注視しながら新体系への移行を

積極的に進め、障害のある方の社

会参加を支援していく必要があ

る。 

①-３ 移動支援事業 

  ホームヘルプサービスとの併

用者が多いためか予想を下回っ

た。 

  今後は多様化を極めるニーズ

への柔軟な対応が課題である。 

② 19 年度から新たにストマ用装

具（蓄便・尿袋など）が加わり、

制度の充実が図れたものと考え

る。 

③ 施設から地域生活への移行に

むけ、新たな居宅支援サービスの

確立が必要だが、現状では困難で

ある。 

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。 

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。 

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。 

⑦ ひとり暮らしの安全と緊急時

の対応に備え、充実が図れたもの

と考える。 

① 自立支援介護給付事業 

①-２ 自立支援訓練等事業 

  20 年４月に通所サービスの

報酬単価改定、７月には利用者

負担の見直しと、障害者自立支

援法の抜本的見直しに向けた

緊急措置が講じられ、より一層

の利用を見込む。 

 

①-３ 移動支援事業 

  20 年７月に利用者負担の判

定対象となる世帯範囲の見直

しを行い、利用の促進が見込ま

れる。 

 

② 相談事業所になっている各

地域生活支援センターと連携

して、制度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。 

 

③ 障害者自立支援法に基づく、

新体系に移行するため準備を

進めている。 

 

④ 引き続き、20 年度も利用者

の負担を軽減し、外出支援を進

めていく。 

 

⑤ 引き続き、20 年度も利用者

の負担を軽減し、外出支援を進

めていく。 

 

⑥ 引き続き、20 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。 

 

⑦ ひとり暮らしの重度障害者

の方が安心して暮らせる環境

を提供する。 

① 自立支援介護給付事業 

①-２ 自立支援訓練等事業 

  10～20％増 

 

①-３ 移動支援事業 

  10％増 

 

② 利用者数 10％以上増を

目指す。 

  各特別支援学校を卒業

する生徒に対しても、福祉

課訪問時に制度説明をす

るなど、制度を紹介する。 

 

③ 現状の枠数を維持しつ

つ、できるだけ多くの人に

サービスが提供できるよ

う、地域への移行に向けた

基盤整備を進める。 

 

④ 年々、助成対象者が増加

しているので、20 年度にお

いては助成対象者は 2,400

人を超えると推測される。 

 

⑤ 現状維持と推測される。 

 

⑥ 年々、助成対象者が増加

しているので、20 年度にお

いては助成対象者は 1,000

人を超えると推測される。 

 

⑦ 利用者数 10％以上増を

目指す。 

  該当者への利用案内を

進める。 

障害者福祉課 
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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 

介護者の負担

軽減サービス

の充実 

(048) 

 

① 心身障害者福祉センターでのレスパイ

ト（※）事業 

  延べ 53 人 99 日 

 ※ レスパイト＝障害のある子ども（人）

を持つ親・家族を一時的に障害のある子ど

も（人）の介護から解放することによって、

日頃の心身の疲れを回復し、ほっと一息つ

けるようにすること。 

② 障害者（児）緊急一時保護事業 

  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。 

 なごみ 199 人 延べ 550 日 
 心身障害者福祉センター 221 人 延べ 471 日 

 

 

① 心身障害者福祉センターでのレスパイ

ト（※）事業 

  延べ 46 日 91 日 

 ※ レスパイト＝障害のある子ども（人）

を持つ親・家族を一時的に障害のある子ど

も（人）の介護から解放することによって、

日頃の心身の疲れを回復し、ほっと一息つ

けるようにすること。 

② 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 391 日 日帰り 122 回 

③ 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 222 人 延べ 659 日 

  

３ 

①、② 本事業については、

民間における同種の事業がな

い時代に開始されており、当

時は先駆的なものであった。 

 しかしながら、現在におい

ては民間で同様の事業が拡充

されており、行政において運

営するという必要性は薄れて

きている。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。 

 

③ 市で確保している部屋と

調布・三鷹市とで共有してい

る部屋は、常にほぼ満室とな

っていることから充実が図れ

たものと考える。 

①、② 市単独事業である

ため、他の同種の制度と利

用方法が若干異なってい

る。そのため利用者の混乱

を招くことがある。20 年度

は、障害者自立支援法等の

同種事業に合わせた制度構

築をする準備を行う。 

 

③ 介護者の休養利用が少

ないため利用案内を進め

る。 

① 延べ 40 人、90 泊 

 

② 宿泊 350 泊、日帰り

100 回 

 

③ 利用者数 10％以上

増を目指す。 

 介護者の不在利用の

205 人に対して休養利用

が 17 人と少ないため利

用案内を進める。 障害者福祉課 

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 1,248 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 15 人（女 5 人、男 10 人）、 

延べ 3,393.5 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。 

 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 5 人、男 9 人）、 

延べ 3,398 日 

 

[障害者就労支援事業] 

 就労支援施設「御休み処」の運営と心障セ

ンター「み～な」において就労支援等を行っ

た。 

 「御休み処」 

  開所日数 325 日、利用者延べ 8,204 人 

 「み～な」 

  就労支援  延べ 2,647 人 

  生活支援  延べ 2,089 人 

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、社会参加への自覚をもた

せる。また家族の負う心身の

負担軽減にもつながってい

る。しかしながら従事者の高

齢化により労力に差が生じて

いる。 

 

[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

るところである。就労支援施

設との連携を図ると共に、今

後障害者の就労機会をより拡

大できるようサポートしてい

きたい。 

[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] 

 個々の能力に応じた就労

の場を確保して行きたい。 

 

[障害者就労支援事業] 

 既存の障害者就労支援施

設「御休み処」及び「み～

な」に加えて、就労支援施

設「こやなぎ」の３施設に

おいて連携した障害者就労

支援センター事業を実施し

ていく。 

[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] 

御休み処  

開所日数 320 日、 

利用者延べ 8,000 人 

 

こやなぎ 

開所日数 100 日、 

利用者延べ 500 人 

 

み～な 

就労支援延べ 3,000 人、

生活支援延べ 2,500 人 

障害者福祉課 
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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 

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：18 年５月 16 日～19 年３月６日 

  全 40 回 193 人（131 人） 

初級 昼 27 (20) 

初級 夜 40 (29) 

中級 昼 42 (33) 

中級 夜 32 (22) 

上級 昼 25 (19) 

上級 夜 20 (8) 

養成 夜 7 - 

単位は人数  （ ）内は修了者 

② 軽スポーツ大会 

  市民陸上競技場にて開催 

  開催日 18 年５月 20 日 

  参加人数 延べ 974 人 
  参加団体 26 団体（運営協力団体を含む） 

  実行委員 37 人（女 15 人、男 22 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・食事代の一

部を助成した。 

  利用泊数 延べ 820 泊 

  利用人数 延べ 577 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 18 年８月３日 
   参加人数 232 人（女 107 人、男 125 人） 

⑤ WaiWai まつり（障害者の日記念事業） 

  府中グリーンプラザにて開催 

  作品展 18 年 12 月８日～11 日 
  参加人数 1,203 人（女 721 人、男 482 人） 

  映画会 18 年 12 月９日 

  参加人数 614 人（女 384 人、男 230 人） 

  

 

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：19 年５月 15 日～20 年３月４日 

  全 40 回 166 人（112 人） 

初級 昼 20 (13) 

初級 夜 38 (27) 

中級 昼 22 (15) 

中級 夜 32 (21) 

上級 昼 32 (27) 

上級 夜 20 (9) 

養成 夜 2 - 

単位は人数  （ ）内は修了者 

② 軽スポーツ大会 

  雨天のため中止 

  開催日 19 年５月 19 日 

  参加人数 252 人（運営協力者） 

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・食事代の一

部を助成した。 

  利用泊数 延べ 751 泊 

  利用人数 延べ 499 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 19 年８月２日 

   参加人数 174 人（女 78 人、男 96 人） 

⑤ WaiWai まつり（障害者の日記念事業） 

  府中グリーンプラザにて開催 

  作品展 19 年 12 月７日～９日 
  参加人数 1,362 人（女 807 人、男 555 人） 

  映画会 19 年 12 月８日 

  参加人数 623 人（女 439 人、男 184 人） 

  

 

① 

３ 

② 

１ 

③ 

３ 

④ 

２ 

⑤ 

３ 
 

① 受講者数は年々減になっ

ているが、確実に手話通訳者

の養成につながっている。 

 

② 悪天候により大会中止と

なった。 

 

③ より多くの障害者が、外

泊の機会を得ることができ

た。 

 

④ この日は、天候が悪く参

加者も減少した。 

 

⑤ 恒例の事業であり、来場

者についても安定した動員が

みられる。しかしながら、企

画の変化が乏しくなる中、よ

り多くの市民に啓発を行うこ

とが困難となっている。その

ため、企画内容の見直しを含

めた抜本的な変更を行いた

い。 

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。 

 

② 時期を 11月にずらして

同様の内容で事業を実施す

る。 

 

③ 20 年度より、食事代の

助成を廃止し、すべての障

害者に対し、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。 

 

④ 市内に事業の周知を徹

底し、より多くの障害者が

参加できるよう進めてい

く。 

 

⑤ 精神障害者の啓発事業

である心の健康フェスティ

バルと統合し、府中市にお

ける障害の総合的な啓発事

業として１月に実施する予

定。 

① 受講者全員が講習

を修了できること。 

 

② 参加人数 900 人 

 

③ 利用泊数 

  延べ 820 泊 

  利用者数 

  延べ 550 人 

 

④ 参加人数 300 人 

 

⑤ 参加人数 2,000 人 

障害者福祉課 

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。 

 18 年度実績 

 22 回、延べ出席 894 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。 

 19 年度実績 

 20 回、延べ出席 728 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。 

 20 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。 

 19 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、年金保険料の免除制度の紹介を実

施。 

区分 件数 

広報紙掲載回数 26 

国民年金特集号配布部数 82,500 

年金届出・相談件数 32,224 

  

 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、年金記録問題やねん

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 83,500 

年金届出・相談件数 32,520 

  

３ 

 19年度は年金記録問題やねん

きん特別便に係る年金相談、広

報紙や国民年金特集号での年金

制度の案内等の件数が増加した

が、今後とも継続的な充実が必

要である。 

 20 年 10 月までに全被保険

者及び受給者へねんきん特別

便が送付され、相談件数が増

えた。年金制度に対する関心

が高いなかで、市が行う制度

周知のための広報や相談は、

ますます重要となってくるた

め、さらなる充実を図る。 

 各件数の５％アップと

ニーズに留意し、内容の充

実を図る。５％のアップと

したのは、大幅な件数増よ

りも内容の充実を図るこ

とに重点を置いたため。 
保険年金課 

113 114 



 
 (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 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 

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 １ 生活環境 １ 

くらし ７ くらし ２ 

財産 ０ 社会福祉・教育 １ 

その他 １ その他 ３ 

合 計 ９ 合 計 ７ 

  

 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 ３ 生活環境 １ 

くらし ３ くらし ３ 

財産 １ 社会福祉・教育 ２ 

その他 ２ その他 ３ 

合 計 ９ 合 計 ９ 

  

３ 

 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２年の実績

から 20 件を目標とする。 

広 報 課 

在住外国人女

性の支援 

(054) 

 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４人、

男１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５人、

男１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

ている。今後も継続して、６

人を派遣する。 

 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

５人、男１人） 

 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。 

市民活動支援課 

女性の国際交

流の推進 

(055) 

 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 184 回 

 

ボランティア登録者数 

男性 女性 

149 人 275 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 190 回 

 

ボランティア登録者数 

男性 女性 

170 人 274 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

報を得る場が必要であり、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

な役目を担っている。 

 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１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。 

 日本語学習会に登録

する在住外国人女性の

人数を維持する。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 

 
 
  
  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 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 

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 101 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 77 人 

２ 

 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。 

 20 年度については、年度

当初に既に実施済み。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 300 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。平和都市宣言 20

周年記念、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 30,247 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 7,341 人   

３ 

 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、パネル展、映画会・講

話（8 月)、平和コンサート

(11 月)の実施。 

 合計参加者 10,000 人 

生涯学習スポーツ課 
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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 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 

暴力を防ぐた

めの意識啓発 

(058) 

 ＤＶ防止法を踏まえて、ＤＶ対策連携会議

を実施し、緊急時の連携をスムーズに実施で

きるように意思統一を図った。 

 また、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、ＤＶは犯罪

であるという認識を深めた。 

 ＤＶ防止法を踏まえて、ＤＶ対策連携会議

を実施し、緊急時の連携をスムーズに実施で

きるように意思統一を図った。 

 また、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、ＤＶは犯罪

であるという認識を深めた。 

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。 

 年１回啓発講座を開

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。 

 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、ＤＶ被害者が誰にも知られず、相談

機関が認知できるよう、女性センター女子ト

イレにチラシを設置し、情報提供に努めた。 

 

３ 

 毎年、ＤＶに関する図書を

購入・収集し、提供すること

でＤＶ防止・根絶のための意

識啓発に寄与した。今後も積

極的な収集に努める。 

 今年１月の改正ＤＶ防止

法施行に伴い、今年度はよ

り積極的に資料収集に努め

たい。 

 また、今後も女子トイレ

にチラシを設置し、情報提

供に努めたい。 

 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) 

 母親学級、両親学級、乳幼児健康診査等の

母子保健事業を通して乳幼児の保護者に対

する意識啓発に努めた。 

 母親学級、両親学級、乳幼児健康診査等の

母子保健事業を通して乳幼児の保護者に対

する意識啓発に努めた。 

 

２ 

 虐待を防止する視点から、

乳幼児健康診査の事前アンケ

ートの見直し、予診での聞き

取り内容を検討した。今後の

課題としては、ハイリスク者

の関係機関との情報の共有等

の連携強化を図ることがあげ

られる。 

 乳幼児健康診査未受診者

の状況把握や若年妊婦の状

況把握と支援を行う。 

 乳幼児健康診査未受

診者の状況を 100％把握

する。 

健康推進課 

「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 各２回開催 

  個別事例検討会 108 回 

  研修会 １0 回 

  子育て支援講習会 １回 

  育児支援家庭訪問 220 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、実務者会議、児童虐待相談 

  事例進行管理分科会 各２回 

  個別事例検討会 71 回 

  研修会 ３回 

  子育て支援講演会 １回 

  育児支援家庭訪問 844 回 

 

３ 

 府中市要保護児童対策地域

協議会を開催するとともに、

個別事例検討会、家庭訪問事

業を実施し、要保護児童の支

援と児童虐待防止を図った。

支援の必要な家庭を、定期的

な訪問や面接につなげる事が

課題となっている。 

府中市要保護児童対策地域協議会 

代表者会議、実務者会議 各２回 

虐待事例進行管理分科会 ３回 

個別事例検討会 必要時 

研修会 ３回 

子育て支援講演会 １回 

育児支援家庭訪問 900 回 

 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 

 社会科の授業を始め、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) 

 東京都女性相談センター、児童相談所、保

健所及び警察等関係機関と連携し、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。 

 また、庁内関係部署との連携会議も開催し

た。 

 東京都女性相談センター、児童相談所、保

健所及び警察等関係機関と連携し、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。 

 また、庁内関係部署との連携会議も開催し

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。 

 今年度も関係機関との情

報交換や庁内関係部署との

連携会議を実施し、連携強

化に努めたい。 

 連携会議年１回開催 

市民活動支援課 
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  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 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 

性の商品化防

止の啓発 

(063)－① 

 講座の中で性の商品化防止について取り

あげ、女性の人権に及ぼす影響等について、

意識啓発を実施した。 

 講座の中で性の商品化防止について取り

あげ、女性の人権に及ぼす影響等について、

意識啓発を実施した。 
３ 

 女性が性的な対象として取

りあげられることの問題を重

視した講座を実施することに

より、意識啓発を促進できた。

今後も、関連講座を実施し、

啓発に努めたい。 

 性の商品化は、女性の人

間としての尊厳を侵すもの

であり、こうした意識が払

拭できるよう、講座の充実

に努める。 

 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 

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 38 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 39 店、ゲームソフト販売店１店の

計 89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・17 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 37 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 39 店、ゲームソフト店 1 店の計 88

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・17 台の設置状況調査を実施し

た。 

２ 

 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 20 年度は、コン

ビニエンスストアー、携帯

販売店、インターネットカ

フェ(マンガ喫茶）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 103

店舗とする。 

児童青少年課 
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  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 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 

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 

 関係機関と連携して、企業や地域に男女雇

用機会均等法の規定及び指針について、情報

の提供を行った。 

 関係機関と連携して、企業や地域に男女雇

用機会均等法の規定及び指針について、情報

の提供を行った。 

３ 

 啓発活動を継続して行う必

要があるが、主に資料等の配

布を行った。 

 関係機関と連携して、企

業や地域に男女雇用機会均

等法の規定及び指針につい

て、情報の提供を行う。 

 数値目標の設定がな

じまない事業である。 

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。 

 年１回啓発講座を開

催する。 

市民活動支援課 

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、各校において、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 12 日に２時間の講演

会方式で実施し、28 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４日に２時間の講演

会方式で実施し、27 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８日に２時間

の講演会方式で実施し、71

人が受講した。 

 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。 

 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 

 11 年７月から４人の担当者（女２人、男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（女２人、男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

ることがこの取組の主

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 
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 (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 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 

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 

「知っておけば毎日スッキ

リ！快眠でストレスにサヨ

ナラ」 

1 78 人 

はじめてのアロマテラピー 2 51 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 

「イキイキ更年期～頼れる

婦人科医の先生に聞こう～」 

1 38 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 60 人に

対し、参加者が 38 人であるた

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／ライツ講座及びアロマ

テラピー講座を１回ずつ実

施する。 

 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 

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 2,217 人 

6～7 か月児健康診査 1,990 人 

9～10 か月児健康診査 1,895 人 

1 歳 6 か月児健康診査 2,095 人 

3 歳児健康診査 2,138 人 

乳幼児発達健康診査 54 人 

乳幼児経過観察健康診査 159 人 

乳幼児精密健康診査 142 人 

妊婦健康診査（前期） 2,359 人 

妊婦健康診査（後期） 2,258 人 

産婦健康診査 2,205 人 

母親学級（4 回コース） 1,331 人 

両親学級（半日コース） 491 人 

ママクラスクッキング 60 人 

妊産婦訪問指導 167 人 

新生児訪問指導 1,159 人 

乳幼児訪問指導 265 人 

子育て相談室 4,550 人 

離乳食教室 888 人 

幼児食教室 108 人 

母子保健相談 1,742 人 

妊婦歯科健康診査 780 人 

親と子の歯みがき教室 257 人 

予防歯科指導教室 724 人 

幼児歯科検診 2,195 人 

保育所等巡回歯科保健指導 1,708 人 

妊産婦・乳幼児保健指導 108 人 

母子栄養強化食品支給 583 人 

予防接種 20,816 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 2,282 人 

6～7 か月児健康診査 2,180 人 

9～10 か月児健康診査 2,153 人 

1 歳 6 か月児健康診査 2,068 人 

3 歳児健康診査 2,155 人 

乳幼児発達健康診査 62 人 

乳幼児経過観察健康診査 171 人 

乳幼児精密健康診査 174 人 

妊婦健康診査（前期） 2,282 人 

妊婦健康診査（後期） 2,214 人 

産婦健康診査 2,250 人 

母親学級（4 回コース） 1,127 人 

両親学級（半日コース） 456 人 

ママクラスクッキング 50 人 

妊産婦訪問指導 229 人 

新生児訪問指導 1,375 人 

乳幼児訪問指導 463 人 

子育て相談室 4,050 人 

離乳食教室 906 人 

幼児食教室 108 人 

母子保健相談 1,940 人 

妊婦歯科健康診査 719 人 

親と子の歯みがき教室 276 人 

予防歯科指導教室 653 人 

幼児歯科検診 2,115 人 

保育所等巡回歯科保健指導 2,059 人 

妊産婦・乳幼児保健指導 141 人 

母子栄養強化食品支給 643 人 

予防接種 19,756 人 

  

 

２ 

 乳幼児健康診査の受診率

は、一定の水準を維持してい

る。教育事業は実施回数を増

設した。今後、支援の必要な

家庭に対して母子保健サービ

スの情報提供と関係機関と連

携した適切な支援を充実させ

たい。 

 未受診処遇検討会の充実

及びタイムリーな支援の実

施。 

 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 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 

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 18 年度実績 

子宮がん検診 5,666 人（すべて女性） 

乳がん検診 2,725 人（すべて女性） 

大腸がん検診 2,738 人 

肺がん検診 189 人 

喉頭がん検診 112 人 

胃がん検診 3,933 人 

骨粗しょう症検診 668 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 19 年度実績 

子宮がん検診 5,341 人（すべて女性） 

乳がん検診 3,274 人（すべて女性） 

大腸がん検診 3,195 人 

肺がん検診 201 人 

喉頭がん検診 98 人 

胃がん検診 3,393 人 

骨粗しょう症検診 368 人（すべて女性） 

  

２ 

 各がん検診の受診者数に増

減があり、減少した検診につ

いての原因追求が今後の課題

である。 

 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年度計画 

子宮がん検診 
5,300 人 

(すべて女性） 

乳がん検診 
3,000 人 

(すべて女性） 
大腸がん検診 3,000 人 

肺がん検診 200 人 
喉頭がん検診 125 人 
胃がん検診 4,000 人 

骨粗しょう

症検診 

700 人 

(すべて女性） 

※計画人数は予算数値 

  

 19 年度で検診数が低

下した「胃がん」・「喉頭

がん」・「骨祖しょう症」

検診者数値を当面は、20

年度計画の数値とする。 

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)－① 

 東京都薬物等乱用防止指導員による市内

各中学校生徒への薬物乱用防止ポスター・標

語の募集に対し、ポスター106 点、標語１点

の応募があった。 

 18 年度に引き続き、東京都薬物等乱用防止

指導員による市内各中学校生徒への薬物乱

用防止ポスター・標語の募集に対し、ポスタ

ー122 点、標語 147 点の応募があった。 

 

３ 

 薬物乱用防止ポスターや標

語の応募は増加しているが、

イベントでの啓発活動に対す

る市民の関心度が低いため、

これを高めるための創意工夫

が求められる。 

 市内中学校生徒から薬物

乱用防止ポスター・標語の

募集を行い、関心を高める。

また、桜まつり・商工まつ

り・健康まつり等のイベン

トで、啓発活動を行う。 

 19 年度のポスター・標

語の応募状況を維持す

ることを当面の目標と

する。 
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。 

 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。 

 

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、啓発活動に努める。特

に啓発資料を各学校に配布

する。研修会や講演会に参

加する。保健連絡会でエイ

ズについて保健所より講演

をしてもらう。（養護教諭対

象） 

 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

進めていく。 
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 

 セーフティ教室等において、非行防止の視

点から、警察、保健所等の関係機関と連携し

実施した。 

 セーフティ教室等において、非行防止の視

点から、警察、保健所等の関係機関と連携し

実施した。 

 

３ 

 計画的に継続実施を図る。  セーフティ教室等におい

て、非行防止の視点から、

警察、保健所等の関係機関

と連携し実施する。 

 市立中学校 11 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。（158 回、延べ参加者 5,331 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。（122 回、延べ参加者 3,198 人） 

 

２ 

 介護予防教室が、介護部門

に移行したため、実施回数・

参加数が減少した。生活習慣

病予防の観点から若年層をタ

ーゲットとした魅力的な内容

等の検討を必要とする。 

 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、20 年

度計画を維持する。 
健康推進課 
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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 

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、

地域体育館において、体操教室等を実施。 

 15 コース、16,906 人 

 女性の健康づくりを目的に、総合体育館、

地域体育館において、体操教室等を実施。 

 15 コース、17,124 人 

３ 

 世代を越えた健康志向の高

まりに加えて、ヨガやエアロ

ビックなどの多様なプログラ

ムを準備し、毎回定員を超え

る申込状況となっている。会

場の確保などの課題もある

が、市民ニーズに応えるよう

事業を展開していく。 

 女性の健康づくりを目的

に、総合体育館、地域体育

館において、体操教室等を

実施する。 

 15 コース 

 会場の確保等を考慮

し、市民ニーズに応える

よう事業を展開してい

く。 
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。 

 30 回、63 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。 

 29 回、67 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

知の拡大を図り、積極的に事業

を進めていく。 

 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。 

 30 回 

 派遣制度の周知の拡大

を図り、積極的に事業を進

めていく。 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 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 

リプロダクテ

ィブ・ヘルス

／ライツの啓

発 

(074) 

 女性にとっての性的自己決定権を確立す

るため、リプロダクティブ・ヘルツ／ライツ

（性と生殖に関する健康／権利）について情

報誌等を通じて啓発を行った。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。 

 女性にとっての性的自己決定権を確立す

るため、リプロダクティブ・ヘルツ／ライツ

（性と生殖に関する健康／権利）について情

報誌等を通じて啓発を行った。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。 

 来所での母子保健相談及

び新生児訪問時に啓発を行

う。 

 ４か月までに全戸訪

問する「こんにちは赤ち

ゃん事業」を活用して啓

発を行う。 

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７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 
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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 

女性学講座の

中での知識の

提供・啓発 

(076) 

 リプロダクティブ・ヘルス／ライツ講座を

実施し、女性自らが“身体的、精神的、社会

的に良い状態”を維持する方法を学んだ。 

 女性の就労問題についての講座を多く実

施した。 

① これからどうなる？女性と仕事～派

遣・契約・正社員の働き方、その最新事情・

未来像～ 

講師：日経ウーマン編集長 麓 幸子 氏 

② 聞けば納得!!!あなたの会社でどうすれ

ばワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の

調和）が実現できるのか？が分かる講座 

講師：㈱ワーク・ライフ・バランス社長 

   小室 淑恵 氏 

３ 

 女性の就労問題についての

講座を実施した。 

 講座実施時に、何が問題に

なっているのかを把握し、需

要の高い講座を実施したい。 

 引き続き、ワーク・ライ

フ・バランスの観点からの

講座を実施する。 

 その他、問題とされてい

ることを把握し、需要の高

い講座を実施する。 

 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 

学校教育の中

での知識の提

供・啓発 

(077) 

 発達段階に応じて、性に関する教育を養護

教諭と連携して実施した。 

 発達段階に応じて、性に関する教育を養護

教諭と連携して実施した。 

３ 

 性に関する教育の全体計画

を作成し、確実な実施をする。 

 発達段階に応じて、性に

関する教育を養護教諭と連

携して実施する。 

 教育課程に基づき、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 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 

映像・活字等

における適切

な表現への配

慮 

(078) 

 男女平等の視点から「広報ふちゅう」など

の作成においては、15 年４月に作成された

「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。 

 18 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、変化する表現方法などを

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

などを的確に把握し、こ

れに対応する。 

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。 
４ 

 他課からも問い合わせがあ

るなど、全庁的に浸透してき

ている。今後は、ガイドライ

ンの見直しも含めた配慮を心

掛けたい。 

 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。 

 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 

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。 

 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。 

２ 

 市広報紙などでの男女共同

参画の特集ページを掲載し

た。 

 今後は、広報紙だけではな

く、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 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 

情報の選択・

活用（メディ

ア・リテラシ

ー）の普及・

啓発 

(081)－① 

 男女共同参画記念講演会「メディアに見る

女と男」の中で、メディアの発信する情報を

一方的に鵜呑みにせず、自分なりに読み解

き、明晰な目でより分け、自らも発信できる

能力を養うための啓発に努めた。 

 女性センター主催講座「歌謡曲に見る男

女」の中で、メディアに潜在する男女間を分

析し、メディアをみる能力を養うための啓発

に努めた。 

３ 

 受講者からは、メディアの

情報や自分の固定観念にとら

われることなく、正しく判断

できるよう視点が変わったな

どのコメントが寄せられ、事

業としての成果がうかがえ

る。 

 今後も講座の中で啓発に努

めていきたい。 

 20 年度も効果的な講座の

開催により、啓発に努める。 

 啓発事業のため、数値

目標の設定不可。 

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 

 溢れる情報の中から、適切な情報を選択・

収集・加工・分析できる能力を、情報教育を

進める中で培うことに努めた。 

 溢れる情報の中から、適切な情報を選択・

収集・加工・分析できる能力を、情報教育を

進める中で培うことに努めた。 
３ 

 各校の教育課程に位置付

け、推進を図る。 

 溢れる情報の中から、適

切な情報を選択・収集・加

工・分析できる能力を、情

報教育を進める中で培うこ

とに努める。 

 教育課程に位置付け、

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 

 15 年度より女性センター学研室にインタ

ーネット環境を整え、インターネット入門講

座を開始した。 

 また、女性センター登録団体の普段の活動

にも学研室が活用されている。 

 インターネットの普及が進み、インターネ

ット入門講座の実施は、60 歳以上の女性を対

象とした講座のみ実施した。 

 講座では、インターネットの利用方法・電

子メールの利用方法についての内容を講義

した。 

３ 

 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。 

 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て､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。 

 インターネット入門４コース・16 回・267 人 

 パソコンボランティアを講師として､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。 

 インターネット入門４コース・16 回・285 人 

４ 

 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

は、インターネットの操作

ができる市民が増えてきた

と思われることから、市民

のニーズを考慮し１コース

減とし３コースを実施す

る。パソコン機器に親しむ

機会の提供としては、ワー

ド､エクセルの講座のほか

ニーズの高いデジタルカメ

ラ編集講座を開催する。 

 インターネット入門 

 ３コース・12 回 

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 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 21 

身の上 44 

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 12 

身の上 67 

合 計 79 

  

 

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２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・水は１

人） 

(2) 18 年度女性問題相談総件数 848 件 

(3) 相談機関連携会議１回 市内の相談機

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) 19 年度女性問題相談総件数 962 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 

 東京都によると、都への相

談件数が若干減少し、区市町

村への相談件数が増えている

との調査結果が出ている。本

市における 18 年度と 19 年度

の相談件数を比べると、件数

が増加しているが、一概に、

女性に係る問題が増えている

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、二次被害を

起こさないように努める。 

 目標を数値化するこ

とが困難な分野である

ため、数値目標は設定し

ない。 

 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 

 17 年度より相談員を２人体制にし、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 1,852 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 2,097 件 

 

３ 

 16 年度の相談員一人体制時

より 19 年度は 50 ポイント相

談件数が増加している。 

 ｹｰｽﾜｰｸ等による不在時の相

談対応が課題である。 

 母子自立支援プログラム

策定事業により、自立に向

けた就労支援を行う。 

 継続実施 

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。 

（322 回、延べ相談者数 1,808 人） 

 医師、保健師、栄養士、歯科衛生士による

相談事業を実施。 

（306 回、延べ相談者数 1,406 人） 

 

２ 

 地域の中で、どのような相

談事業の展開が出来るか検討

し、より身近で充実した相談

事業を考える必要がある。 

 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。医療制度改革

により、対象者が減少する

ため、相談回数を 278 回と

する。 

 対象者の減少による

相談者数の数値目標が

把握できないため、20 年

度計画による数値を当

面の目標とする。 

健康推進課 
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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 

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    4,479 件 

栄養相談     283 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    3,581 件 

栄養相談     278 件 

歯科相談     191 件 

  

２ 

 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。 

 「子育て相談室」の周知、

活用をＰＲし、よりよい支

援を行うとともに、地域の

自治会館や公会堂を会場と

した相談事業を充実する。 

 「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 242 育成 115 

養育困難 213 育児 196 

障害 32 その他 169 

保健 41 合計 1,008 

  

 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。 

 新規相談件数     737 件 

 延べ支援活動回数 20,807 回 

 

区分 件数 

 

区分 件数 

虐待 180 育成 54 

養育困難 173 育児 210 

障害 27 その他 60 

保健 33 合計 737 

  

 

3 

 子ども家庭支援センターの

周知度が上がり、子育てにつ

いての相談も増加している。

育児不安を抱えている親や養

育困難な親の自立と、ある程

度大きくなった子自身の自立

と関わりが課題である。 

 関係機関と連携を取りな

がら、それぞれの役割を明

確にして、支援体制を整え

る。 

 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 ７か所 

 延べ参加人数：10,415 人（内児童 5,255 人） 

○園庭開放 

 月１回：６か所 

 月２回以上：９か所 

 延べ参加人数：3,110 人（内児童 1,627 人） 

○育児相談（保育所） 

○子育てひろば 

 「ポップコーン」事業等 25 か所 

 延べ参加人数：15,559 人（内児童 8,233 人） 

○園庭開放 

 週１回：15 か所 

 延べ参加人数：11,581 人（内児童 6,283 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。 

○育児相談（保育所） 

○子育てひろば 

 「ポップコーン」 

 事業等 25 か所 

○園庭開放 

 週１回：15 か所 

 地域子育て支援事業

に多くの親子が参加で

きるよう、引き続き充実

を図る。 
保 育 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・水は１人） 

(2)18 年度青少年・子ども相談件数 74 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)19 年度青少年・子ども相談件数 46 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 
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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 

子どもに関す

る相談の充実 

(085)－⑤ 

 メンタルフレンド、スクールカウンセラー

等の活用を図り、相談体制の充実に努めた。 

 メンタルフレンド、スクールカウンセラー

を学校に配置し、その活用を図る等、相談体

制の充実に努めた。 ３ 

 配置時間の拡大及び小学校

へのスクールカウンセラーの

配置が、今後の課題である。 

 小学校２校へスクールカ

ウンセラーを配置し、相談

体制のさらなる充実を図

る。 

 内容的に数値化は難

しい。 
指 導 室 

福祉総合相談 

(086) 

 市、在宅介護支援センターをはじめ、社会

福祉協議会など関係機関を中心に高齢者の

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。 

 18 年度と同様に市、在宅介護支援センター

をはじめ、社会福祉協議会など関係機関を中

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。 

 

平成 19 年度女性の相談件数  5,657 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８割の

被虐待者が女性。 

 地域の相談窓口である在宅

介護支援センターの周知度も

上がっている。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

である。 

 市、在宅介護支援センタ

ーをはじめ、社会福祉協議

会など関係機関を中心に高

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。 

 女性の相談件数 

 5,700 件 

高齢者支援課 

 
 
 
  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 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 

関係機関との

連携の促進 

(087) 

 相談機関連携会議１回 市内の相談機関

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。  

 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

周知した。 

 その他、都等が開催する説明会等へ、積極

的に参加した。 

２ 

 庁内関係機関との連携を行

ってきたが、さらなる連携の

強化が必要であるため、２と

した。 

 引き続き、庁内各機関と

の連携に努める。 

 連携会議を２回開催す

る。 

 19 年度まで、年１回開

催していた庁内連携会

議を２回実施し、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 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 

男女平等教育

の推進 

(088) 

 16 年８月 26 日付で、東京都教育委員会は

男女平等教育を推進するうえで、誤解と混乱

を避けるため、「ジェンダー・フリー」の用

語は使用しないとの見解を示した。府中市教

育委員会はこの見解を尊重し、男女平等教育

を含めた人権教育の研修を実施した。 

 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して

男女平等教育を意識した指導を推進すると

ともに、男女平等教育を含めた人権教育の研

修を実施し、人権意識の高揚を図った。 

３ 

 男女平等教育を意識した教

育課程の編成を進める等、今

後も継続を図る。 

 学校の教育活動全体を通

して男女平等教育を意識し

た指導を推進するととも

に、男女平等教育を含めた

人権教育の研修を実施し、

人権意識の高揚を図る。 

 市立小・中学校 33 校

で実施。 

指 導 室 
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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 

人権尊重教育

推進校の設置 

(089) 

 府中市人権教育推進校 

 府中第二小学校 

 東京都人権尊重教育推進校 

 府中第七中学校 

３ 

 府中第七中学校では 19年度

から、東京都人権尊重教育推

進校及び府中市教育委員会研

究協力校として、人権感覚を

基盤とした心豊かな人間関係

づくりを主題とした研究を進

め、人権尊重教育を推進して

いる。 

 東京都人権尊重教育推進校 

 府中第七中学校 
 研 究 発 表 会 で 市 立

小・中学校 33 校からの

教員を集める。 

指 導 室 

性別にとらわ

れない進路指

導の充実 

(090) 

 一人一人の個性を尊重し、能力・適性を生

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

立の基礎として位置付けた指導を行った。 

 一人一人の個性を尊重し、能力・適性を生

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

立の基礎として位置付けた指導を行った。 

 

３ 

 全中学校で職場体験学習を

実施し、望ましい職業観や勤

労観の育成に努める。 

 一人一人の個性を尊重

し、能力・適性を生かした

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

自立の基礎として位置付け

た指導を行う。 

 市立中学校 11 校で継

続実施。 

指 導 室 

発達段階に応

じた性教育等

の実施 

(091) 

 小学校では主に生活・体育・道徳・特別活

動で、また、中学校では体育科の保健領域の

中で男女平等観に立った性教育を実施した。 

 小学校では主に生活・体育・道徳・特別活

動で、また、中学校では体育科の保健領域の

中で男女平等観に立った性教育を実施した。 

 

３ 

 教育活動の様々な局面で、

性に関する教育を位置付け、

推進を図る。 

 小学校では主に生活・体

育・道徳・特別活動で、ま

た、中学校では体育科の保

健領域の中で男女平等観に

たった性教育を実施する。 

 教育課程に位置付け、

市立小・中学校 33 校で

実施。 指 導 室 

教職員の男女

平等意識の徹

底 

(092) 

 教師自らの価値観・生活態度は、児童・生

徒に大きな影響を与えるため、男女平等に関

する研修を設定し、全教師が計画的に研修で

きるように努めた。 

 教師自らの価値観・生活態度は、児童・生

徒に大きな影響を与えるため、男女平等に関

する研修を設定し、全教師が計画的に研修で

きるように努めた。 

 

３ 

 東京都教職員研修センター

とも連携を図り、研修受講を

推進する。 

 教師自らの価値観・生活

態度は、児童・生徒に大き

な影響を与えるため、男女

平等に関する研修を設定

し、全教師が計画的に研修

できるように努める。 

 33 名の教員の研修受

講。 

指 導 室 
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  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 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 

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、男女が共に仕事と生活の両立ができる

よう、意識啓発を実施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 ８回 190 人 

○男性のための料理講座   １回  15 人 

 従来の固定的な性別役割分業の見直しを

図り、男女が共に仕事と生活の両立ができる

よう、意識啓発を実施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 60 人 

○男性のための料理講座   １回 10 人 
３ 

 講座の実施により受講者に

とっては、性別役割分業を見

直すきっかけとなり、家庭に

反映できているとの声も高

い。 

 今後は性別役割分業だけで

なく、ワーク・ライフ・バラ

ンスの実現への意識啓発にも

取り組みたい。 

 引き続き啓発講座を実施

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 35 回、参加者 4,450人 

 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 41回、参加者 2,264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、チラシ等により実施した。 

 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、チラシ等により実施した。 

 

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。 

 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、チラシ等により実施。 

 数値目標の設定がな

じまない事業である。 

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 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 

職員に対する

研修会、講演

会の実施 

(096) 

 女性センター主催講座である「女性に対す

る暴力をなくす運動講座」を 13 人が受講し

た。また、全職員を対象とした男女共同参画

講演会「苦情処理委員から見た男女共同参

画」を 19 年３月 20 日に２時間の講演会形式

で開催し、39 人が受講した。 

 全職員を対象とした男女共同参画講演会

「持続可能なソフトパワーの活用に向けて」

を 19 年 10 月 15 日に２時間の講演会形式で

開催し、55 人が受講した。 
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) 

 職員意識調査の結果を職員広報に掲載し、

ＤＶの二次被害が起きないように呼びかけ

を行った。 

 また、府中市男女共同参画推進本部に専門

部会を設置し、「第４次府中市男女共同参画

計画」の素案作成を行ったが、その検討・調

査の過程が専門部会自身の意識の啓発にも

なった。 

 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、府中市男女共同参画推進本部に専門

部会を設置し、本報告書の見直しを行い、そ

の検討・調査の過程が専門部会自身の啓発に

なった。 

 

３ 

 引き続き、職員への意識啓

発を行うため、女性センター

情報誌に限らず、様々な機会

を用いて情報提供に努めた

い。 

 引き続き、女性センター

情報誌「スクエア 21」を発

行し、市職員への周知活動

を行う。 

 また、女性センターで開

催する講演会への参加を呼

びかける。 

 数値目標の設定が困

難であるため、設定しな

い。 

 引き続き、啓発活動に

努める。 
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、18 年度は実施していないが、17 年度

に実施した「府中市職員の男女平等に関する

意識調査」で、意識が低い分野の啓発を推進

するべく、職員研修等を実施し、研修後のア

ンケートにより、意識を確認した。 

 職員の意識調査は５年毎に実施してきた

ため、19 年度は実施していないが、17 年度

に実施した「府中市職員の男女平等に関する

意識調査」で、意識が低い分野の啓発を推進

するべく、職員研修等を実施し、研修後のア

ンケートにより、意識を確認した。 

 

３ 

 毎年確実に研修等で啓発を

続けていくことで、職員の意

識が高揚し、アンケート結果

にもそれが反映されていた。 

 今後は、簡易的なアンケー

トを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。 

 職員の意識調査を簡易的

に実施することで、リアル

タイムの意識をとらえ、事

業に反映させていく。 

 年１回調査 

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 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 

広報紙・啓発

冊子等での啓

発の充実 

(099) 

 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。 

 18 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、広報紙で大きく取り上

げ、市民への情報提供を行っ

ていることから、一定の成果

は得られていると考え、評価

は妥当といえる。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、市民が取り

組む具体的な行動等に

ついて啓発する。 

広 報 課 

市民活動支援課 
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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。 
 

講座名 回数 
延べ 

参加者数 

１ 

いきいき女性セミナー 

「これって変？からは

じめよう」 

10 279 人 

２ 

「 こ ん な に か わ っ

た！？女と男～メディ

アに見る女と男、今昔」 

１ 20 人 

３ 

「知っておけば毎日ス

ッキリ！～快眠でスト

レスにサヨナラ」 

２ 78 人 

  

 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。 

 また、歌謡曲を取り上げ、メディアに潜在

する男女間を分析する内容の講座を実施す

る等、女性問題に興味がない方も参加したく

なるような講座を実施した。 

３ 

 女性問題講座について、テ

ーマを変える等、参加者に抵

抗がないような講座作りに努

めた。 

 引き続き、女性問題講座

について、より多くの方が

興味を持つようなテーマを

研究する。  

 女性問題講座の定員

について、80％以上の参

加があるように努める。 

市民活動支援課 

 
 
 
  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 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、職

員・相談員が積極的に研修を受講することに

よって、女性問題解決のための能力向上に努

めた。 

 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、職

員・相談員が積極的に研修を受講することに

よって、女性問題解決のための能力向上に努

めた。 

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。 

 引き続き、女性問題につ

いての調査を行う。 

 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。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 

(18 年度末) 
利用者数 

図書（行政資料を含む） 9,155 冊 1,596 人 

雑誌 - 627 人 

ＶＴＲ 207 本 902 人 

  

 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 

(19年度末) 
利用者数 

図書（行政資料を含む） 8,973 冊 1,222 人 

雑誌 - 542 人 

ＶＴＲ 207 本 563 人 

  

 

２ 

 利用者数が減少しているた

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す

る。 

 利用者数を 19 年度よ

り５％以上増加させる。 

 

区分 利用者数 

図書 1,286 人 

雑誌 654 人 

ＶＴＲ 591 人 
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５ 計画の推進 
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 庁内推進体制の整備（１９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  ６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１９年４月１日～平成２１年３月３１日 

         （第４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 8 80.0 2 20.0

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 9 8 88.9 1 11.1

11 府中市生涯学習審議会 附属機関 14 7 50.0 7 50.0

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 10 71.4 4 28.6

15 府中市福祉のまちづくり推進審議会 附属機関 15 9 60.0 6 40.0

16 府中市福祉計画検討協議会 類似機関 20 15 75.0 5 25.0

17 府中市介護認定審査会 附属機関 48 30 62.5 18 37.5

18 府中市地域包括支援センター運営協議会 類似機関 16 9 56.3 7 43.8

19 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

20 府中市障害認定審査会 附属機関 25 18 72.0 7 28.0

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

22 府中市障害者等地域自立支援協議会 類似機関 10 7 70.0 3 30.0

23 府中市保健センター運営協議会 類似機関 9 9 100.0 0 0.0

24 府中市母子保健連絡協議会 類似機関 13 9 69.2 4 30.8

25 府中市歯科医療連携推進事業運営協議会 類似機関 10 9 90.0 1 10.0

26 府中市歯周疾患改善指導連携会議 類似機関 8 8 100.0 0 0.0

27 府中市子ども家庭支援センター運営協議会 類似機関 15 4 26.7 11 73.3

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

29 府中市要保護児童対策地域協議会 類似機関 25 18 72.0 7 28.0

30 府中市青少年問題協議会 附属機関 30 23 76.7 7 23.3

31 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

32 府中市防災会議 附属機関 25 25 100.0 0 0.0

33 府中市国民保護協議会 附属機関 28 28 100.0 0 0.0

34 府中市交通安全対策審議会 附属機関 23 17 73.9 6 26.1

35 府中市自転車対策審議会 附属機関 11 7 63.6 4 36.4

36 府中市緑の活動推進委員会 類似機関 30 21 70.0 9 30.0

37 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

38 府中市都市計画審議会 附属機関 17 16 94.1 1 5.9

39 府中市土地利用調整審査会 附属機関 5 4 80.0 1 20.0

40 府中市都市景観審議会 附属機関 10 8 80.0 2 20.0

41 府中市建築紛争調停委員会 附属機関 3 2 66.7 1 33.3

42 府中市建築審査会 附属機関 5 4 80.0 1 20.0

43 府中市立学校給食センター運営審議会 附属機関 17 7 41.2 10 58.8

44 府中市学校保健会 類似機関 20 14 70.0 6 30.0

45 府中市特別支援教育就学指導協議会 類似機関 42 22 52.4 20 47.6

685 484 70.7 201 29.3　計

【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

委員数種別審議会、協議会等の名称
男性委員 女性委員

平成２０年３月３１日現在
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