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はじめに 

 

 

 府中市では、昭和６１年以来３次にわたり行動計画を策定し、男女共同参画社会

の実現を目指して積極的に施策を推進しております。平成１９年度からは、平成 

２６年度までの８か年にわたり、第４次府中市男女共同参画計画～男女が共に参画

するまち府中プラン～を策定し、取り組んでおります。 

 本評価報告書は、担当課が過去２か年の実績を洗い出し、それを自己評価するこ

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

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

 また、平成２０年度から府中市男女共同参画推進懇談会を第三者評価機関と位置

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

反映させていくことを決定いたしました。 

第三者評価は、全事業項目の中からいくつかの項目を重点項目と定め、担当課が

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

合評価」の２つ視点から評価しています。また、各施策にさらに男女共同参画の視

点を加えることができるように、改善策等を提言しています。この第三者評価を導

入することで、施策の効果的な推進に寄与することを目的としています。 

 本報告書は、以上のような評価報告を合わせてとりまとめたものになっておりま

す。これらの評価結果を活かし、さらなる男女共同社会の実現に向けて取組を進め

てまいります。 

 

 

 

 

平成２２年５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 
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計画の体系 目　　標 課　　題 施　　策

①政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

②女性の人材育成と活動支援

（１）社会・地域における男女共同参画 ③地域活動における男女共同参画の推進

④安全・防災対策の推進

⑤市職員の男女共同参画の推進

（２）働く場における男女共同参画 ①就業のための支援

Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画 ②労働環境の整備

①子育て支援の充実

（３）家庭との両立支援 ②ひとり親家庭への支援

③高齢者・障害者・介護者支援等の充実

（４）国際社会への貢献 ①国際理解と国際交流の推進

②平和・人権意識の推進

①家庭内暴力等の根絶に向けた取組の推進

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

③セクシュアル・ハラスメント防止の推進

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

②年齢に応じた性に関する正確な知識の取得

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

②メディアに対する選択と活用に関する能力の育成

（４）相談体制の充実 ①相談窓口の充実

②関係機関との連携

①学校教育における男女平等の推進

（１）男女平等の意識改革 ②地域・家庭における男女平等の推進

Ⅲ　男女共同参画社会づくり ③行政職員の男女平等の意識改革

（２）普及・啓発活動の推進 ①広報・啓発活動の充実

②情報の収集・提供

Ⅳ　計画の推進

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

 



 府中市男女共同参画推進状況評価報告書の見方 

 

① 本報告書は、一つの項目を２ページにわたって見開きで記載しています。表の

見方の①のとおり横方向にご覧ください。 

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

います。 

③ 第４次府中市男女共同参画計画における「事業項目」を記載しています。複数

の担当課によって報告されている項目は、枝番号（例：０１３－①）で記載して

います。 

④ 平成１９年度及び２０年度の事業実績を記載しています。２年間の実績を記載

することで、事業の進ちょく状況が把握できるようにしています。 

⑤ 担当課が事業項目の推進状況について、次の５段階で自己評価し、評価の内容

と今後の課題を掲げ、事業の課題について明確にしています。 

５…予定より大きな成果が出ている  ２…予定した成果があまり出ていない 

４…予定よりやや大きな成果がでている  １…予定した成果が出ていない 

３…予定した成果が出ている 

⑥ ２１年度計画及び数値目標を掲げ、課題解決のための具体的な取組内容を記載

しています。 

⑦ 第三者評価機関が項目評価として、担当課が自己評価した事業項目について、

次の項目評価基準に基づき５段階で評価しています。項目評価基準については、

事業項目の各記載項目のアルファベット（表の見方の※印）に対応しています。 

 【項目評価基準】 

ａ 立てられた計画に基づき、着実に実行しているか 

ｂ 担当課の自己評価は適切に行えているか 

ｃ 課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか 

ｄ 適切な数値目標が設置されているか 

【５段階評価】 

５…達成されている           ２…達成半ばである 

４…ほぼ達成されている         １…不十分である 

３…概ね達成されている 

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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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、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。 

 「附属機関等の委員の選任に関する基準」

のとおり、附属機関等の委員の選任に際して

は、男女構成比がそれぞれ 30％以上となるよ

う努めた。なお、20 年度に設置されていた附

属機関等の委員の男女構成比については、別

表のとおり。 

３ 

 総合計画後期基本計画にお

ける目標値「40％」には届か

なかったが、前年の値を下回

ることなく、今後も男女構成

比の均等化を進める必要があ

る。 

 「附属機関等の委員の選

任に関する基準」に基づき、

男女構成比の均等化を進め

る。 

 最終的な目標値は男

女構成比率 50％、それ に

向けて前年比率を常に

上まる。 

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 
 20 年度の取組として、附属機関等の委員の選任に際して男女構成比を

30％以上となるよう努めたとしながら達成できなかったこと、また、なぜ

達成できなかったのか説明がなされていないので、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 この事業は、市における男女共同参画推進の指標になるものです。総合計画後期基

本計画における目標値 40％を達成するためには、全庁をあげて、附属機関等に積極的

に女性委員を選任する努力が必要です。前年度の提言にもあるように、「附属機関等

の委員の選任に関する基準」の見直しや、担当課による依頼方法の工夫により、女性

委員の増加をはかることができると考えます。 

 今後の課題として、総合計画後期基本計画に立てた目標値をなぜ達成できなかった

のか理由の説明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 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 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 
  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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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 45 機関のうち 39機関

で達成した。（86.7％） 

 すべての附属機関等に男女両方の委員を

登用するよう努め、全 48 機関のうち 43機関

で達成した。（89.6％） 
３ 

 特定の分野の附属機関等は

女性委員を登用することがで

きない状態ではあるが、今後

も新規機関が増えていく中

で、女性委員の登用を働きか

けていく。 

 「附属機関等の委員の選

任に関する基準」に基づき、

男女構成比の均等化を進め

る。 

 当面の目標として、男

女両方を含む附属機関

等を 90％以上とする。 全 庁 

政 策 課 

 
 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 前年度より男女両方の委員を選任した附属機関等が増加したことは評価

できますが、目標値 90％以上に、わずかに及ばなかったことで、この評価

にしました。 

改善策等の提言 

 全附属機関等への女性委員の登用を早期に実現する努力が必要と考えます。附属機

関等の委員には、特定の資格所有者や専門的な知識が必要なことがあり、単純に女性

委員を増やせない事情もあると思いますが、女性が少ない附属機関等においても、比

較的女性の構成員が多い団体に選出を依頼する等、担当課の依頼方法を見直す等の工

夫が必要です。 

 今後、新規に構成される附属機関等に女性委員を積極的に選任して、目標値 90％以

上を達成することを要望します。 

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

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ３ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ４ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

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

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

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

事業項目 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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。 

 19 年度登録団体数 152 団体 

 女性センターの施設を登録団体に無料で

利用可能としている（20 年度登録団体数 

136 団体 ）。 

 第 22 回男女共同参画推進フォーラムを開

催し、333 人の参加があった。 

 男女共同参画市民企画講座事業において、

６企画の応募があり、３企画を実施した。 

 子育て世代の市民が主催講座に参加しや

すいように、託児事業を継続し、実施した。 

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。 

 また、実施する事業にお

いて、様々な世代の方が参

加しやすいよう配慮する。 

 女性センターは、女性

問題に関わる団体の活

動拠点である。よって、

単に登録団体数を増や

すことを目的とせず、女

性問題に関わる団体の

増加に努めたい。 

 また、今後は思うよう

に学習時間が取れない

等、ゆとりがない方への

支援を検討する。 

市民活動支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 20 年度の取組に前年度の提言を取り入れてこの事業内容を記載している

こと、子育て世代の市民の主催講座参加に託児事業を実施していることは

評価できますが、女性センターの登録団体の減少が多少問題であるとして、

この評価にしました。 

改善策等の提言 

 女性センターの大きな役割は、男女共同参画推進の拠点として市民、特に女性市民

の地位向上に資する支援を担うことであり、この事業は重要です。 

 数値目標において、「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」とありますが、これは、女性問題に関わる団体以外の団体

が登録していると推察します。女性センターは、女性の地位向上と男女共同参画の推

進に関わる登録団体の自主的学習活動を援助する拠点として位置づけられています

ので、既存の団体を含め、どのような団体を登録団体とするかの基準を確認し、改め

て、女性センターと文化センター等の違いを市民に周知することを提言します。 

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 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 
  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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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 4,757 回、延べ参加者数 350,843 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 4,968 回、延べ参加者数 351,109 人 
３ 

 参加者数は天候に左右され

る面があるが、すべての文化

センター圏域で地域の特色を

踏まえた数多くの事業を実施

し、性別を問わず幅広い世代

で多数の参加者を得た。 

 文化センター圏域コミュ

ニティ協議会委託事業を通

して、地域の各種団体等の

方々と年代を超えた交流と

ふれあいの場を広げ、コミ

ュニティ活動を積極的に展

開する。 

事業実施回数 5,000 回 

参加者数  355,000 人 

市民活動支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 現段階での文化センター圏域コミュニティ協議会委託事業として、20 年

度の実施回数、延べ参加者数から、現状維持ができていると考え、この評

価にしました。 

改善策等の提言 

 市における文化センター圏域コミュニティ協議会及びコミュニティ活動は、男女市

民の参加・参画の活動の場でもあり、地域活動における男女共同参画の推進は、市の

男女共同参画の進展につながると考えます。 
 コミュニティ活動については、「地域の各種団体等の方々と世代を超えた交流とふ

れあいの場」という説明では、女性市民の参加状況は把握できませんが、コミュニテ

ィ協議会における女性の参画及び地域の各種団体における女性の参画について把握

できると、地域活動における男女共同参画の推進状況が判明できると考えます。 

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 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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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９日（土） 受講生 17 名 

（女性 ２名、男性 15 名) 

11 月 10 日（土）受講生 18 名 

（女性３名、男性 15 名） 

 過去に実施した地域安全リーダー講習会

の修了者を一同に集め、「地域安全リーダー

のつどい」を開催し地域防犯の勉強会を実施

した。 

10 月 11 日(土)参加者 71名 

(女性７名、男性 64名) 

３ 

 今回は修了者を対象とした

講習会であることから、女性

の参加者が少ないのはやむを

得ない。今後、新規で実施す

る際は、青少対やＰＴＡへの

参加の呼びかけを幅広く行っ

ていきたい。 

 年２回地域安全リーダー

講習会を実施予定 

 今後、女性の参加者数

が全受講生の 25％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 

Ｂ 
 20 年度の事業が、過去に実施した地域安全リーダー講習会の修了者を対

象にした講習会だったということで、女性の参加者が少ないのはやむを得

ないと説明していますが、女性の参加者を積極的に勧誘した結果なのか、

もともと講習会を終了した女性参加者が少ないのか不明です。そこで、  

この評価にしました。 

改善策等の提言 

 安全・防災対策の推進には、地域安全リーダーの育成、特に女性リーダーの育成は

重要であると考えます。地域安全リーダー講習会への女性受講者増加を図るための具

体的方策を検討し、この事業を推進することを要望します。しかし、この事業により

育成された地域安全リーダーの総数が何人で、男女別では各何人になっているか、ど

のような人がリーダー講習会を受講しているのかも不明ですが、現在まで育成された

リーダーの人数で市の地域安全は充分対応できるとは言えないでしょう。この事業に

ついては、地域安全リーダー育成講習会でなされた情報を一般市民にも伝達して共有

することにより、安全・防災対策に対する市民の意識と知識が向上して、いざという

時に対応できると考えます。こうした方策の具体的な検討を望みます。 

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 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 
 (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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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  総合防災訓練において、男女双方の住民の

参加を得て、避難所運営訓練を実施し、避難

所のあり方を考えた。 
３ 

 総合防災訓練において、初

めて住民参加による避難所運

営を実施した。今後、市民と

共に男女双方の視点から災害

対策を考え、防災マニュアル

等に反映する。 

 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 

Ｃ 
 20 年度から始めた事業であるが、総合防災訓練において男女市民の参加

を得て避難所運営訓練を実施したことは評価できますが、男女市民の参加

者数や訓練の内容が不明のため、この訓練の成果が把握できないので、こ

の評価にしました。 

改善策等の提言 

 災害が起きて初めて、事前に準備をしておけばよかったと後悔する市民が多い中、

どのようにしたら、市民が自主的に防災に備えられるか等の対策を立てる必要があり

ます。 

 具体的には、防災訓練等で火事・地震等の体験学習をすること、市民自身が必要な

防災備蓄品等を準備しておくこと等、市民から自主的に防災対策を講じるようにする

事が大切と思われます。 

 そのためには、男女双方の視点を取り入れた防災対策について、市民への広報活動

を行うことを提案します。また、担当課の今後の課題に記載しているように、男女双

方の視点からの防災・災害対策を盛り込んだ防災マニュアルを作成してください。 
 防災対策における男女共同参画の推進には、府中市防災会議に女性委員を選任する

ことを要望します。 

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

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか 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 
  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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

女性職員の参

画意識の向上 

(021) 

 若年時から責任のある仕事を担当させる

ことにより、政策・方針決定の場への女性職

員の参画を推進した。また、女性職員の昇任

試験受験率が向上するよう、所属長からも積

極的に受験の奨励に努めた。 

 若年時から責任のある仕事を担当させる

ことにより、政策・方針決定の場への女性職

員の参画を推進した。また、女性職員の昇任

試験受験率が向上するよう、所属長からも積

極的に受験の奨励に努めた。 
３ 

 女性職員に若年時から責任

のある仕事を担当させ、政

策・方針決定の場への参画の

推進により、昇任の意識づけ

を図った。今後も引き続き取

り組んでいきたい。 

 政策・方針決定の場への

女性の参画を推進するた

め、女性職員に対する昇任

試験受験奨励を継続する。 

 女性職員の昇任試験

受験が参画意識の推進

となるよう、受験率向上

を目指したいが、年度に

よって受験対象者数も

変動するため、数値での

目標提示はできない。 

全 庁 

市民活動支援課 

職 員 課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｄ 
 事業の取組が前年度と同様で、「政策・方針決定の場への女性の参画を推

進」及び「女性職員に対する昇任試験受験奨励」とありますが、推進、奨

励した結果、女性職員の昇任試験受験者が増加したのか、昇任した女性職

員の実数も記載されていないので、この評価にしました。 
改善策等の提言 

 市における男女共同参画施策の推進は、全職員が担うものです。そのためには、全

職員における男女共同参画を促進する必要があります。その一つの目標が、管理職に

占める女性職員の構成比を上げることであると考えます。 
 この事業については、前年度に提言された男女職員の昇任試験について、受験者

数・合格者数等の具体的な数字を記載してください。 
 また、数値目標については、管理職に占める男女比の現状から割り出した目標を数

値化する、また、前年度に提言されているように、東京都や他市の管理職に占める女

性職員の割合を目標にして数値化することを提案します。 

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 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 １ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 
 (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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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) 

 「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。 

 引き続き、「書くコトを仕事にしたい女性」

のためのライター養成セミナーを実施し、女

性の自立を支援するために、単に文書能力の

向上のためだけではなく、就労につながるた

めの技術を身につけることを目的とした。 

 また、東京しごとセンター多摩と共催し、

再就職支援セミナー「１日でわかる再就職の

ポイント」を実施する等、講座の充実に努め

た。 

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く、先進

的な取組であったことを評価

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 
 女性の再就職のための講座として、市民から要望の多い「ライター養成

セミナー」を選択して実施したこと、また、東京都等と共催で再就職セミ

ナーを行ったことは、雇用情勢の厳しさに適宜的確に対応したものとして

効果的であったため、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 今後もできる限り講座の実施回数を増やしたり、就職に合致するように講座内容の

幅を広げたりして、一層市民の要望に沿った就職支援策を期待します。 

 また、受講者数等、可能な限り数値を記載することで、今後の課題が見えやすくな

ると考えます。 

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

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ４ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ４ 

（d）適切な数値目標が提示されているか 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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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・時間外労働の最低基

準を実現するための労働ガイドブックを

3,000 部作成し、中小企業勤労者サービス公

社に加入している事業所（1,345部）、市政情

報センター（250 部）、各文化センター（550

部）、女性センター（150 部）、市民相談室（250

部）、住宅勤労課（455 部）で配布し、啓発に

努めた。 

また、東京都の労働行政機関等と連携し、

長時間関連の点検を中心に、「労働安全衛生

法・労働時間の設定改善に関する特別措置法

等」の労働者・労働組合・事業主・人事労務

担当・関心のある一般都民を対象にセミナー

を府中グリーンプラザで実施し、申込者 102

人中、72人の参加があった。 

３ 

 慢性的な長時間労働は継続

就労を困難にする大きな要因

であるため、労働時間短縮に

ついて引き続き啓発してい

く。 

 アンケートからセミナーの

評価は、「大変参考になった」

が 34％で、「参考になった」が

55％であった。合せると 89％

で、９割近い受講者から良い

評価があった。一方、「少し参

考になった」が 11％、「参考に

ならなかった」と回答した人

はいなかった。 

 講師に関して、「わかりやす

い」と好評であった。 

 引き続き、法に定める労

働時間の最低基準を実現す

るための労働ガイドブック

を 3,000 部作成し、中小企

業勤労者サービス公社に加

入している事業所（1,345

部）、市政情報センター（250

部）、各文化センター（550

部）、女性センター（150部）、

市民相談室（250 部）、住宅

勤労課（455部）で配布し、

長時間労働是正の啓発に努

める。 

東京都の労働行政機関等

と連携し、労働者・一般都

民向けセミナーの実施を行

う。 

 労働ガイドブックを

3,000 部作成し、中小企

業勤労者サービス公社

をはじめ、各公共施設等

で配布し、啓発を進めて

いく。 

 労働者等を対象のセ

ミナーを関係機関と連

携し実施する。 

参加者の増に努める。 

住宅勤労課 

 

 

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 
 長時間労働の適正化の重要性について、労働ガイドブックを作成し、市

内各施設を利用し効率的にＰＲし、市民に普及啓発したこと、また、セミ

ナーを通し、多くの労働者、市内事業主等に労働時間の改善を具体的に周

知したことから、この評価としました。 

改善策等の提言 

 仕事と家庭生活の両立のためには、長時間労働の改善が必要不可欠です。現下の経

済労働環境が大変厳しい時期ですが、市内の企業・事業所や商工会議所、労働組合等

の理解と協力を得て、残業の少ない業務運営の工夫例、実践例等を取り上げて紹介し、

長時間労働改善のモデルリーディングケースづくりに取り組まれるよう期待します。 

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

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ４ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ４ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ４ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

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

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

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

事業項目 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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…10 か所 

 ・公立保育所…１か所 

 ・利用人数…16,182 人 

 育児疲れや出産・病気、そして断続的な就

労により、子どもの養育が一時的に困難な家

庭に対して、子どもを預かり、多様な保育ニ

ーズに応えた。 

 ・私立保育園…10か所 

 ・公立保育所…１か所 

 ・利用人数…17,035 人 

３ 

 19年度と同じ 11か所で実施

されているが、利用人数が前

年度より 853人増となった。 

 一時保育の利用者数が増

えているが、平成 21 年度よ

り一時預かり事業を実施す

るためには第二種社会福祉

事業の登録が必要となった

ことから、実施園の状況を

見守る。 

 一時保育実施か所数 

・私立保育園…12 か所 

・公立保育所…１か所 

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が前年度と同数であるにもかかわらず利用人数が増

加していること、また、多様な一時保育のニーズに対応していることで、

この評価にしました。 

改善策等の提言 

 21 年度より一時保育の施設に第二種社会福祉事業の登録が必要となったというこ

とで、実施園の状況を見守るということですが、一時保育の利用希望者に十分対応で

きるようにこの事業を進めることを要望します。 
 多様な保育ニーズに応えるためにも、利用した保護者に利用の満足度や要望をアン

ケート調査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 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 
 (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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

低年齢児保育

の充実 

(036) 

 認可保育所入所定員 

（4 月 1 日現在運用定員） 

 ０歳 290 人 

 １歳 485 人 

 ２歳 607 人 

 

待機児童数（４月１日現在） 

    132 人 

 認可保育所入所定員 

（4 月 1 日現在運用定員） 

 ０歳 303人 

 １歳 514人 

 ２歳 618人 

 

待機児童数（４月１日現在） 

    167人 

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。 

平成 21 年度は都内全域で待

機児童が増加し、本市におい

ても４月１日現在の待機児数

は 273人となった。 

認可保育所入所定員 

（4 月 1 日現在運用定員） 

 ０歳 309人 

 １歳 526人 

 ２歳 632人 

 

さらに 

12月に市立三本木保育所 

41人（内低年齢 19 人）定員

増 

年度内に私立園２園開設、

私立分園１園開設 

 認可保育所入所定員 

 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 
 20 年度においては、待機児童の増加数に対して定員数も増やして、この

事業を進めているので、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 今後、低年齢児の待機児童の急増が見込まれる状況にあるとのことで、認可保育所

の定員数を増加する等の計画があり、担当課の努力を期待します。 

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 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 
 (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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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 1,719 人（４月１日現在） 

 

子どもたちの安全で安心な居場所づくり

のため、「放課後子ども教室」を二小、五小、

十小の３校で試行的に実施した。 

開催日数  延べ 729 日 

総参加者数  26,800 人 

 学童クラブへの入会を希望する児童がす

べて入会することができるよう、既存の施設

の他に小学校の空き教室を確保し、運営の充

実を図った。 

 入会児童数 1,784 人（４月１日現在） 

 

 「放課後子ども教室」を市立小学校 22 校

全校で実施した。 

開催日数  延べ 4,946日 

総参加者数  115,156人 

４ 

 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 
 学童クラブ及び放課後子ども教室は、希望者全員の入会が達成されてい

ること、また、入会を希望する児童が全員入会できる施策の推進を期待し

て、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 少子化が進行する中、府中市においては児童数の減少は見られず、マンション化や

宅地化が進んで市の人口（世帯数）は増加傾向にあります。この事業については、引

き続き、希望児童全員の入会を維持するとともに、施設の改善等、質の向上を図るこ

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 ４ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 
 (３) 家庭との両立支援 
  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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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 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 2,946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。 

① 介護保険制度を市民に周知するために、

出張説明会を実施し、情報提供に努めた。 

説明会 10回、出席者 336 人 

② ねたきり高齢者理髪事業や高齢者車い

す福祉タクシー、寝具乾燥サービスを実施

し、女性が働き続けることのできるよう負担

を軽減した。 

ねたきり 2,133 件、車いす 3,635件、寝具乾

燥 891件 

③ ７か所ある在宅サービスセンターで通

所介護、認知症通所介護、いきがいデイサー

ビス、ショートステイ、福祉ショートステイ、

入浴サービス、通所食事サービス、訪問食事

サービス、地域デイサービスを実施し、女性

が働き続ける環境づくりの充実を図った。 

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 介護保険事業計画

（３ヵ年）の直近中間年

度＝平成 19 年度の実績

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５％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 
 介護保険制度を市民に周知する説明会の実施、利用者の増加傾向にある

高齢者・障害者・介護者等に対する在宅サービスセンター７か所における

支援の取組を積極的に実施しているので、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 高齢化が益々進展しており、今後、老老介護世帯の増加も見込まれ、対象者への福

祉サービスのさらなる充実が求められます。 
 各家庭における介護者の多くが女性であることを考えると、女性の社会参加の妨げ

にならないように配慮した、積極的な事業展開を推進することを要望します。 
 各年度の取組と実績の記載について、③は前年度のように事業名と利用者人数を表

にしてください。 

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 ３ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

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

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

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

事業項目 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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、情

報の共有を図った。 

 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、女性の自己

防衛術として、リアライズ代表の橋本明子氏

による WEN-DO に関する講座を実施した。 

３ 

 女性に対する暴力を防ぐた

めに様々な角度から講座を開

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回以上啓発講座

を開催する。 

 その他、庁内の情報の

共有化を図り、二次被害

の防止に努める。 

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 

Ｄ 
 ＤＶ対策連携会議の回数、講座開催のみではＤＶに対する意識啓発は不

十分と考えて、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 前年度の提言が活かされていません。事業の取組が 18年度から、ほぼ同じ内容とな

っていますが、ＤＶ防止法制定から８年経過して、市におけるＤＶ対策連携会議と協

働した取組の成果等を記載してください。 

 ＤＶの情報共有は外部との連携も重要です。警察・医者・カウンセラー、学校関係

者等との情報の共有は行われているように思えません。 

 ＤＶ防止に関しては、女性センターの来館者だけでは啓発に限度があるため、様々

な工夫が必要です。 

 ＤＶに関する情報は、スーパー、コンビニ、銀行、デパート、医療機関、薬局、教

育機関等の女性トイレに置くことも必要です。意識啓発には、公共の全ての施設や自

治会の回覧板の利用も有効です。 

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 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 

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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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 

「イキイキ更年期～頼れる

婦人科医の先生に聞こう～」 

1 38 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 

「女性だから気になる病気」 

1 24 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 40 人に

対し、参加者が 24 人であり、

参加者は定員の 60％程度であ

ったため評価を２とした。 

 今後は、より多くの参加者

の確保に努めたい。 

 リプロダクティブ・ヘル

ス／ライツ講座を１回以上

実施する。 

 その他、リプロダクティ

ブ・ヘルス／ライツという

言葉の啓発に努める。 

 主催講座の参加者を

定員の 80％以上とする。 

市民活動支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｄ 
 この事業の取組については、講座の参加者数を増加させるための工夫等

についての前年度の提言が活かされていないので、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／ライツの講座は、言葉として受け入れにくい点があり

ますので、講座名を説明する等の必要があると考えます。この言葉を普及するように

努めてください。 

 講座の開催方法について、参加者数が増えない原因を分析・対策したことを記載し

てください。また、女性の健康に関する事業は、関連事業（００９：健康診査事業の

充実等）とリンクした取組、例えば、両親学級で男性への理解を啓発するために、健

康推進課の関連事業とリンクした取組等を開拓する等、関係課と連携して取り組むこ

とが必要だと考えます。 

 また、就労している女性は、会社等から情報を得ることができますが、専業主婦等

は情報を得る機会が少ないため、こういった方に対して、どのように周知、啓発する

かが課題です。 

 リプロダクティブ・ヘルス／ライツについては、若い頃から意識を持つことが必要

であり、中学、高校の保健体育の時間に入れることも提案します。また、文化センタ

ーや生涯学習センター等を会場に使用する等、参加者の増員についての工夫をしてく

ださい。 

 保健センターや体育館等に、リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関するパンフレ

ット等を置いて、啓発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 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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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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

母子の健康増

進 

(068)－② 

 母子の健康保持と増進を図るため、健康診

査、相談及び教育事業等を実施した。 

3～4 か月児健康診査 2,282 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 

  

 母子の健康保持と増進を図るため、健康診

査、相談及び教育事業等を実施した。 

3～4 か月児健康診査 2,248 人 

6～7 か月児健康診査 2,160 人 

9～10 か月児健康診査 2,070 人 

1 歳 6 か月児健康診査 2,269 人 

3 歳児健康診査 2,000 人 

乳幼児発達健康診査 67 人 

乳幼児経過観察健康診査 147 人 

乳幼児精密健康診査 135 人 

妊婦健康診査（５回） 12,300 人 

産婦健康診査 2,223 人 

母親学級（4 回コース） 1,162 人 

両親学級（半日コース） 525 人 

ママクラスクッキング 57 人 

妊産婦訪問指導 316 人 

新生児訪問指導 1,649 人 

乳幼児訪問指導 459 人 

子育て相談室 4,372 人 

地域子育てクラス 97 人 

離乳食教室 1,084 人 

幼児食教室 110 人 

母子保健相談 895 人 

妊婦歯科健康診査 747 人 

親と子の歯みがき教室 264 人 

予防歯科指導教室 690 人 

幼児歯科検診 2,447 人 

保育所等巡回歯科保健指導 2,339 人 

妊産婦・乳幼児保健指導 145 人 

母子栄養強化食品支給 613 人 

予防接種 25,914 人 

  

３ 

 乳幼児健康診査の受診率

は、一定の水準を維持してい

る。教育事業は実施回数を増

設した。支援の必要な家庭に

対してタイムリーで適切な支

援を実施できるよう関係機関

との連携体制をさらに整備す

ることが課題である。 

 乳幼児の健康診査、相談、

及び教育事業を実施し、健

康の保持・増進に努める。

支援の必要な家庭に対して

適切でタイムリーな支援を

行う。 

 未受診者全件の状況

把握及び４か月児まで

の全戸訪問。 

健康推進課 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｂ 
 母子の健康保持と増進を図るための多種多様な健康診査、相談及び教育事業

等を実施していることで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 子育てしやすい街として人気の府中市です。安心で安全な街として評価するポイント

として、各事業の利用状況とそのフォロー活動の実績が参考になると思います。 

 各事業の対象者数または受診率、４か月児までの全戸訪問数を記載してください。 

 両親学級等、男性（父親）が参加できるクラスもあり、そういう場を活用して、リプ

ロダクティブ・ヘルス／ライツの啓発も行うことを提案します。 

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

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか 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 
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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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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 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 

  

 各種がんや骨粗しょう症等の早期発見、治

療のための健康診査等、予防に重点をおいた

健康指導を行う。 

区分 20 年度実績 

子宮がん検診 5,965 人（すべて女性） 

乳がん検診 3,445 人（すべて女性） 

大腸がん検診 3,218 人 

肺がん検診 197 人 

喉頭がん検診 88 人 

胃がん検診 3,578 人 

骨粗しょう症検診 704 人（すべて女性） 

  

２ 

 各がん健診ごとに受診者数

の増減や申込倍率の差があ

り、受診者数や、定員割れす

る検診についての原因究明が

今後の課題となる。 

 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 21年度計画 

子宮がん検診 
5,300 人 

(すべて女性） 

乳がん検診 
3,500 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） 

  

 肺がん検診、喉頭がん

検診については定員に

達しておらず、前年の数

値を目標としたい。 

健康推進課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 各々のがん検診の計画定員数が横ばいで、定員割れしている検診につい

ての原因究明がなされていないので、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 骨粗しょう症検診の受診者数が倍増していますが、検診増加の方法に改善点があっ

たのでしょうか。そうであれば、その手法が他の検診に生かされるのか、評価に記載

してください。 

 未受診者状況の分析ができれば、事業の効果も高まるのではないかと考えます。 

 大腸がん、肺がん、喉頭がん、胃がん検診者の男女比及び、検診料の有料・無料に

ついても記載してください。 

 がん患者数が増加傾向にある現在、検診の計画定員数を増やすことを提案します。

特に、死亡率の高い肺がんについては、計画定員数を増やすとともに、タバコの禁煙

活動、タバコのポイ捨て禁止活動の中で肺がん、喉頭がん検診受診の広報を行うこと

を提言します。学校教育の中で、死亡原因第 1位の肺がんに対しての喫煙の害や検診

のことを麻薬等の害と共に教えることを提言します。職場への啓発活動も必要です。 

 予防に重点をおいた健康指導を事業目的にしているので、がん検診は全て無料にす

ることを要望します。乳がん、子宮がん検診の無料クーポンの利用を市民にもっと知

らせる工夫が必要です。 

 がん検診は早期発見を目標としています。そのことを考えると計画人数を増やすこ

とが重要です。府中市の成人女性数の割合から見て少なすぎると考えます。 

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 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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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 

 18 年度に引き続き、東京都薬物乱用防止指

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。 

 前年度に引き続き、桜まつり、リサイクル

フェア、商工まつり、市民健康まつり等で街

頭キャンペーンを実施した。また、市内の５

中学校から、薬物乱用防止ポスター及び標語

の募集を行い、ポスター90 点、標語 75 点の

応募があった。 

３ 

 薬物乱用防止のポスター及

び標語の応募数は、昨年度よ

り少なく、街頭キャンペーン

で市民の関心度が欠けること

が課題である。 

 ポスター及び標語の応募

について、今まで以上の協

力を学校に依頼する。また、

街頭キャンペーンについて

も創意工夫をして、関心度

を高めたい。 

 ポスター及び標語の

応募数を 19 年度程度確

保出来るよう、働きかけ

ていく。 
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 
 前年度より市内中学校生徒からの薬物乱用防止ポスター・標語の応募が

少なかったということと、街頭キャンペーンへの市民の関心度が低かった

ということで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 この事業は、全市民に対してエイズ、薬物、飲酒・喫煙等の予防・啓発をするため

に実施されているものですが、街頭キャンペーンで成果があがらないとすれば、他の

方策も工夫する必要があると考えます。前年度の提言に記載されているように、市民

向けと同様に、児童・生徒・学生を対象とした講演会を開催することも一案と考えま

す。ただし、多くの市民が参加するイベント会場での街頭キャンペーンは、行うこと

に意義があると思いますので継続してください。 

 前年度よりポスター・標語の応募数が少なかったのは、特定の５中学校に限ったか

らと推察できます。ポスター・標語の募集に際して、東京都薬物乱用防止指導員が指

導をしているとのことで、中学生にとっては、指導を受けること自体が薬物乱用の予

防・啓発のために有意義なので、市内中学校全校にこの事業への協力を要請すること、

また、この事業については、同じ事業項目に取り組む学務保健課（070－②）、指導室

（070－③）とも連携して、この施策を推進す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 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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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。エ

イズの研修会参加や街頭キャンペーンに参

加した。 

 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。保健連絡会で保健所よりエイズの講

演をしてもらった。レッドリボンを教育委員

会職員がつけた。 

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、特に

啓発資料を各学校に配布す

る。講演会や研修会に参加

する。エイズの街頭キャン

ペーンに参加する。 

 引き続き各学校にお

けるエイズ、薬物、飲

酒・喫煙の予防啓発を進

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 

Ｄ 
 この事業の取組と実績の記載では、エイズ、薬物、飲酒・喫煙等の予防・

啓発活動の実態が見えません。啓発資料の配布や研修会への参加等では積

極的に活動したとは言えないと判断し、この評価としました。 

改善策等の提言 

 前年度の提言にどのように取り組んだか、また取り組まなかったとすればその理由

等を記載してください。また、エイズの研修会参加や街頭キャンペーンに参加したり、

教育委員会職員がレッドリボンをつけたということですが、この事業である啓発活動

にどのような働きかけが行われたのか、その意味等が伝わるように具体的な結果報告

を記載してあると、事業の実績が理解できると思います。 

 この事業については、同じ事業項目に取り組む健康推進課（070－①）、指導室（070

－③）とも連携して、この施策を推進す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 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 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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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。 

 保健の授業を中心に指導するほか、警察・

保護者・地域の方々と連携して非行・犯罪被

害防止教育の場であるセーフティ教室を全

校で実施。 ３ 

 保健の授業での指導、セー

フティ教室を市立小・中学校

全校で実施した。 

 各学校の教育課程に適正

に位置付け、保健の授業を

中心に指導するとともに、

警察とも連携しセーフティ

教室で薬物乱用防止、喫煙

防止等に取り組む。 

 市立小・中学校 33 校

で実施 

指 導 室 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 市立小・中学校全校において、保健の授業での指導と非行・犯罪防止教

育の場であるセーフティ教室が実施されたということですが、そこで行わ

れた指導内容がこの事業に沿ったものであったのか、この記載では明確で

ないため、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 昨今、薬物乱用による事件が頻発しています。この事業項目である「学校教育にお

けるエイズ、薬物、飲酒・喫煙等の予防・啓発」については、市立小・中学校の教育

課程の中で、健康面及び法的な面での指導を行うことが必要であると考えます。前年

度の提言については、21年度の計画に取り組まれるということで、その実施結果を期

待します。 

 また、この事業については、同じ事業項目に取り組む健康推進課（070－①）、学務

保健課（070－②）とも連携して、この施策を推進す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 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 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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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。 

 市立小・中学校全 33 校で、学習指導要領

に従い、保健の授業の中で児童・生徒の発達

段階や特性に応じた指導を実施した。 ３ 

 今後も継続して指導すると

ともに、児童・生徒が正しい

知識に基づく適切な行動がで

きるよう、指導の充実を図る。 

 市立小・中学校全校で、

学習指導要領に従い、保健

の授業を中心に児童・生徒

の発達段階に応じた指導を

行う。 

市立小・中学校 33 校で

実施。 

指 導 室 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 学校教育における「性に関する自己決定能力を育てる教育」は人権尊重

教育の重要な指導内容ととらえ、市立小・中学校全校で保健の授業の中で

実施できたため、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 性教育＝人権尊重教育の視点から、児童・生徒一人ひとりが正しく判断できるよう

にする性教育の指導を、引き続き、市立小・中学校全校において、発達段階や特性に

応じた指導を計画的に実施することが大切です。指導内容やテーマについて具体的に

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 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 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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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 12 

身の上 67 

合 計 79 

  

人権身の上相談 

 基本的人権が侵害される諸問題や悩み事

に対し、人権擁護委員が助言・指導を行った。 

内 容 相談件数 

人権 10 

身の上 55 

合 計 65 

  

３ 

 人権問題の相談は減少して

いるが、社会の複雑化のため

か地域や家族間の悩み事が増

加している。これに対し、相

談を受けに来た人には、適切

な助言・アドバイス等が行え

ている。 

 なお、人権問題については、

埋没している問題も考えられ

るため、法務局と連携を取り

ながら活動を進めていく。 

 毎月第１・３木曜日、午

後２時～４時に市民相談室

で実施する。 

 相談は増減があるた

め、適切な目標は定めに

くいが、過去３年の実績

及び埋没している人権

問題の早期発見も考慮

し、80 件を目標とする。 広 報 課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 20 年度の取組と実績に記載された内容により、事業の継続性は保持され

ているので、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 前年度の提言にある関係部署との連携活動・取組について検討された内容が、「過

去３年間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」

ということなのでしょうか。早期発見することは、大変重要と思いますが、単独の活

動では困難と考えます。この事業計画の相談日数、時間では、対策が不十分と考えま

す。具体策を講じることを要望します。 
 相談者に対し、相談終了後にアンケートを行い、市民のためにより一層良い相談事

業になるよう努力してください。 

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

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ２ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ３ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

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

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

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

事業項目 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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、女性に関するあらゆ

る悩み（離婚、ＤＶ、家族等）の相談事業を

実施し、自分らしい生き方を見つけるための

援助をした。また、ＤＶ被害者に対する二次

被害防止につながる相談の支援に努めた。 

(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。 

 女性問題相談の中で、女性に関するあらゆ

る悩み（離婚、ＤＶ、家族等）の相談事業を

実施し、自分らしい生き方を見つけるための

援助をした。また、ＤＶ被害者に対する二次

被害防止につながる相談の支援に努めた。 

(1) 相談体制 月曜日～金曜日（平日）、 

午前９時～午後５時  相談員２人

（月・火は１人） 

(2) 20 年度女性問題相談総件数 1,052 件 

(3) 相談機関連携会議１回  

庁内の相談機関との連携を深めると

ともに、各機関における窓口業務の中

で、相談者への二次被害を防ぐための対

応を再確認した。 

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 19 年度と 20 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、

女性に関わる問題が増えてい

るとは言えない。 

 また、認識している限り、

ＤＶ被害者等への二次被害が

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

携を密に図り、二次被害の

防止に努める。 

 相談件数の目標を数

値化することは困難で

あるため、市民が相談し

やすい環境を整えるこ

とを目標とする。 

 二次被害については、

引き続き防止に努める。 
市民活動支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 少ない相談員によって、前年度より増加している女性問題の相談によく

対応しているので、この評価にしました。 

 

改善策等の提言 

 女性問題に関する相談は、一つひとつの相談がますます深刻化していると想像しま

す。中には、児童虐待や精神保健の視点での関わりも必要になることもあると考えま

す。職員のスキルアップやタイムリーな連携等の課題に限らず、成果も関係部署へ周

知することで事業の効果が向上するのではないかと期待します。 

 しかし、「一概に女性に関わる問題が増えているとは言えない」とありますが、相

談件数の内訳とその相談件数を記載してください。相談の内訳と結果、またどこにつ

なげたか等を記載してください。 

 相談機関連携会議は庁内のどの機関で構成されているのか明記してください。ま

た、二次被害の防止対策を毎年テーマにしているようですが、それが発生していない

ことは何によってわかったのかがわかりません。相談者自身が「二次被害」はどうい

うものか知らない場合は、被害があったかどうかはわかりません。どう対処している

のか記載してください。 

 相談窓口の連携も大切ですが、相談者が窓口をいろいろ回されないようにすること

が二次被害防止になります。窓口の一元化（ワンストップサービス）を提案します。 

 相談内容を分析し、データを積み上げ、必要な施策に生かすように提案します。 

 相談者側から、二次被害を受けたということを相談所に訴えにくいものです。「自

分が被害にあっている」とわかっていない人やその周辺の人へのアプローチなど関係

機関と取り組む事業もあってもよいと考えます。 

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 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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

女性自身に関

する相談の充

実 

(083)－③ 

 母子家庭や寡婦・女性が抱えている問題に

ついて、専門相談員による相談を実施した。 

 相談件数 2,097 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 2,308 件 ３ 

 相談件数は増加している

が、引き続き専門相談員２人

体制で対応している。今後も

個々の相談内容に応じて対応

していく。 

 相談件数が引き続き増加

することが見込まれるた

め、２人体制を継続し、関

係機関と連携しながら相談

に応じていく。 

専門相談員 ２人 

子育て支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 相談件数の増加する中、専門相談員の２人体制で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 

 前年度の計画には、「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」と記載していましたが、その実績を記載してください。 

 相談窓口をもつ各課の全庁的な連携システムづくりが必要ですが、厳しい環境下に

おかれ、心身共に大変な母子家庭や寡婦への支援に対し、窓口の一元化（ワンストッ

プサービス）を提案します。 

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

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ２ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか 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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

子どもに関す

る相談の充実 

(085)－① 

 「子育て相談室」を開設し、電話・来所・

訪問による妊産婦及び乳幼児の健康、食事、

歯科衛生に関することや妊娠・出産及び育児

に関する相談を受けている。 

 

相談体制 
月曜日～金曜日 

午前８時半～午後５時 

相談担当 
保健師・看護師・栄養士 

歯科衛生士 

相談件数 

保健相談    3,581 件 

栄養相談     278 件 

歯科相談     191 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    3,856 件 

栄養相談     339 件 

歯科相談     177 件 

  

３ 

 相談内容が多種多様化して

いる。相談から他の母子保健

事業への連動、訪問を実施し

ている。内容により関係機関

の紹介、連携も実施している

が、タイムリーによりよい支

援ができるよう関係機関との

連携強化が必要である。 

 新生児訪問や母親学級等

を活用して、子育て相談室

の周知を図る。 

 「子育て相談室」の活

用について全対象者に

周知する。 

健康推進課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 「子育て相談室」において子どもに関する多様な相談を、専門家が担当

して行っており、相談体制がほぼ充実してきているので、この評価にしま

した。 

改善策等の提言 

 相談内容が多種多様化していて関係他機関との連携強化が必要とのことですが、利

用者のニーズに合わせた支援をさらに充実させて、この事業を推進するよう期待しま

す。 

 利用者に対し、相談終了後にアンケートを行い、利用者のニーズや満足度を把握し

て相談事業を充実することを提案します。 

 また、働く子育て家庭のために、土日に相談窓口を開設することを要望します。 

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

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ４ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか 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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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 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 

 新規相談件数 737 件 

 子ども家庭支援センター「たっち」「しら

とり」において、総合相談事業を実施した。 

 

区分 件数 

 

区分 件数 

虐待 182 育成 57 

養育困難 198 育児 258 

障害 28 その他 48 

保健 42 合計 813 

新規相談件数 813 件 

延べ支援回数 20,710 回 

３ 

 関係機関や保護者等からの

相談件数は安定してきてお

り、相談窓口として周知され

てきている。研修会等を実施

して、相談業務の充実に努め

た。 

 様々な悩みや問題を抱え

る家族への支援は、長期的

な支援が必要である。関係

機関との連携や引継が大切

であるが、各機関の認識に

温度差もあるため、関係機

関向けの研修会等を行い共

通認識を深め、連携強化を

図りながら、子どもと家庭

の統合相談に適切に対応し

ていく。 

 内容的に数値化は難

しい。 

子育て支援課 
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総合評価 総合評価の判定理由 

Ｂ 
 この事業の相談件数が増加していることは、子ども家庭支援センター「た

っち」「しらとり」における相談窓口が市民に周知されてきたこと、及び多

様な問題を抱えている相談者への支援が的確になされている結果である

と、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 「子ども家庭支援センター」での相談内容の区分欄を見ると、関係機関との連携や

引継ぎが必要であることが理解できます。前年度の提言に記載しているように、相談

窓口を持つ各課の連携とともに全庁的な連携システムをつくることを、ここでも提案

します。 

 数値目標欄について、内容的に数値化は難しいとしていますが、研修会等の数値や

相談事業の目標を文章にして入れてもよいと思います。 

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

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ４ 

（d）適切な数値目標が提示されているか 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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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 

 25 か所 

 延参加人数：15,509 人（内児童 8,233 人） 

○園庭開放 

 週１回 15 か所 

 延参加人数：11,581 人（内児童 6,283 人） 

○育児相談（保育所） 

○子育てひろば「ポップコーン」事業等 

 30 か所 

 延参加人数：16,354 人（内児童 8,526 人） 

○園庭開放 

 週１回 15 か所 

 延参加人数：12,476 人（内児童 6,723 人） 

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 30 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 

Ｃ 
 子育てひろば事業が 5 か所増えていること、園庭開放の延参加人数が増

えていること、また、保育士等による育児相談がなされているため、この

評価にしました。 

改善策等の提言 

 子育てひろば「ポップコーン」事業等の実施か所数が増えていること、また、園庭

解放の延参加人数が増えており、担当課の努力が見えます 

 子育てひろば 30 箇所と園庭開放 15 箇所での親子のふれあい、親同士の情報交換や

交流の中で、どのような子どもに関する相談がなされたかを、説明してください。 

 保育所における子育てに関する相談も多種多様であると推察しますが、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であると考えます。 

 数値目標に、「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」とありますが、今後の事業を充実させるためにも、現事業の課題を見つけ、

「評価の内容と今後の課題」に記載するようにしてください。 

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

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか 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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

子どもに関す

る相談の充実 

(085)－④ 

 女性問題相談および青少年・子ども相談の

中で、妊娠、出産、育児期の女性の不安や悩

みの相談を受けている。内容や状況により、

関係機関への紹介も実施している。 

(1)相談体制 月曜日～金曜日（平日）、午前

９時～午後５時、 

相談員２人（月・火は１人） 

(2)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 

 女性問題相談および青少年・子ども相談の

中で、妊娠、出産、育児期の女性の不安や悩

みの相談を受けている。内容や状況により、

関係機関への紹介も実施している。 

(1)相談体制 月曜日～金曜日（平日）、午前

９時～午後５時、 

相談員２人（月・火は１人） 

(2)20年度青少年・子ども相談件数 26 件 

(3)相談機関連携会議 

５機関…府中警察署、多摩児童相談所、多摩

府中保健所、子ども家庭支援センター、民生

委員・児童委員 

６課…指導室、子育て支援課、生活援護課、

健康推進課、地域福祉推進課、児童青少年課 

１回／年 

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 

Ｄ 
 一概に相談件数が多いことが良いことではありませんが、相談件数が大

幅に減っていること、また、相談窓口の周知方法が工夫されていないため、

この評価にしました。 

改善策等の提言 

 青少年・子ども相談件数が減っていますが、この事業の継続は必要と考えます。子

ども自身が相談しやすいと感じる相談窓口を周知し、充実させる工夫をしてくださ

い。 
 また、相談機関連携会議を年に１回開催していると記載がありますが、より、関係

機関の連携を強化するように努めてください。 

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 ２ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ２ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ３ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ２ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅱ 女性の人権の尊重と健康支援 
 (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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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

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。 

メンタルフレンドを全小学校、スクールカ

ウンセラーを全中学校に配置した。小学校２

校に新たにスクールカウンセラーを配置し

た。 ３ 

 配置時間の拡大及び小学校

のスクールカウンセラー配置

校の増加が課題である。 

 メンタルフレンドを全校

に配置しているのに加え、

小学校３校へスクールカウ

ンセラー（臨床心理士）を

配置し、いじめや不登校等

の防止、解決や校内の相談

体制の更なる充実を図る。 

 メンタルフレンドの

小学校配置（22 校）。 

 スクールカウンセラ

ーの中学校配置(11 校)。 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 
 メンタルフレンドを市立小学校全校に、スクールカウンセラーを市立中

学校全校に配置したことで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 20 年度の取組には、市立小学校２校にスクールカウンセラーを配置したとのことで

すが、今後の課題としているように、早急に小学校全校に配置することを要望します。 

 メンタルフレンドを小学校全校、スクールカウンセラーを中学校全校に配置したと

のことですが、それぞれの相談実施日や人数等を記載してください。 
 また、継続的に十分な相談を行うため、この事業の充実を図ってください。 

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 

69 70 



 
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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

男女平等教育

の推進 

(088) 

 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。 

 各校の教員からなる人権教育推進委員会

を設置し、男女平等教育を含めた人権教育の

視点から各教科等の指導内容・指導方法の工

夫・改善を行った。 ３ 

小・中学校の教員が協力し

て活動するため、小・中学校

の連携を意識した人権教育の

実践を展開できた。 

教科、道徳、特別活動及

び総合的な学習の時間をは

じめ、学校の教育活動全体

を通じて男女平等を意識し

た指導を推進するとともに

教員に対して男女平等を含

む人権教育の研修を実施。 

 人権教育推進委員会

の設置。 

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 
 各校の教員からなる「人権尊重推進教育委員会」を設置したことは前進

であり、その中核となる男女平等教育についての指導内容や指導方法の工

夫・改善を期待して、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 国及び都の指導のもとに、市における男女平等教育の推進を強く希望します。 

 各小・中学校の教員からなる「人権尊重推進教育委員会」については、委員教員の

男女構成比、委員教員の研修及び研究内容についても記載してください。さらに、学

年ごとの指導内容や方法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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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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

学習・啓発講

座の実施 

(093) 

 従来の固定的な性別役割分業の見直しを

図り、男女が互いを尊重する男女共同参画社

会の実現に寄与し、その意識を啓発するため

の各種講座を開催した。 

・女性のための簡単大工講座 ５回 60 人 

・男性のための料理講座   １回 10 人 

 従来の固定的な性別役割分業の見直しを

図り、男女が互いを尊重する男女共同参画社

会の実現に寄与し、その意識を啓発するため

の各種講座を開催した。 

・女性のための簡単大工講座 ５回 72 人 

・男性のための料理講座   １回 16 人 

４ 

 いずれの講座も定員以上の

応募があり、性別役割分業の

是正と市民のニーズが合致し

た講座を実施できたため、評

価を４とした。 

 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回以上 

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 
 固定的な性別役割分業の是正と男女平等意識の啓発を目的とする講座

が、男女市民のニーズに合致して参加者を増やして継続開催されているこ

とで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 前年度におけるこの事業は、講座への参加者の減少が危惧されていたのですが、20

年度はいずれの講座も定員以上の応募があったということは、担当課として、講座の

企画や広報活動も工夫された結果でもあると思います。今後も男女平等・共同参画に

対する意識改革を啓発する学習講座の開催を継続することを期待します。 

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

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ４ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか 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 

73 74 



 
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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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、ガイドブック等により実施した。 

また、東京都の労働行政機関等と連携し、

男女雇用平等、非正規雇用関連の点検を中心

に、「男女雇用機会均等法・パートタイム労

働法・有期労働契約の締結、更新及び雇止め

に関する基準など」の労働者・労働組合・事

業主・人事労務担当・関心のある一般都民を

対象にセミナーを府中グリーンプラザで実

施し、申込者 101人中、60 人の参加があった。 

３ 

 労働者だけでなく、雇用

主の意識啓発も重要であるた

め、今後も積極的に働きかけ

をしていきたい。 

アンケートからセミナーの

評価は、「大変参考になった」

が 34％で、「参考になった」が

55％であった。合せると 89％

で、９割近い受講者から良い

評価があった。一方、「少し参

考になった」が 11％、「参考に

ならなかった」と回答した人

はいなかった。 

講師に関して、「わかりやす

い」と好評であった。 

男女雇用平等推進のた

め、広く職場における男女

平等について、国や都と連

携して、雇用主・労働者双

方への意識啓発をポスタ

ー、チラシ、ガイドブック

等により実施する。 

また、東京都の労働行政

機関等と連携し、労働者・

一般都民向けセミナーの実

施を行う。 

労働者向けのセミナ

ーを関係機関と連携し

実施する。 

参加者増に努める。 

住宅勤労課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 20 年度の事業については、前年度の取組に加えて、東京都の労働行政機

関等と連携してセミナーを実施して参加者のアンケート調査でも好評だっ

たということで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 男女共同参画社会の実現には、職場における男女雇用平等及び男女共同参画を推進

することが必要です。男女平等の重要性を雇用主・労働者双方に働きかけていますが、

市内の企業・事業所、労働組合、商工会議所等に理解と協力を得るように、イベント

等具体的な施策を検討してください。その際、前年度に提言した、男女雇用平等推進

のために必要な、ワーク・ライフ・バランスをテーマとする啓発・ＰＲ・研修等を行

うことを提案します。今後とも、国、都、近隣市等と連携して、セミナー等により継

続して男女雇用平等・男女共同参画の啓発を推進することを期待します。 

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

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか 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 
 (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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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。 

 19 年度同様、男女平等に関する事業につい

て「広報ふちゅう」に掲載し、市民への啓発

の充実を図った。 

３ 

 男女共同参画社会の実現に

向けた市政の取り組み等につ

いて、広報紙で取り上げ、市

民への情報提供を行っている

ことから、一定の成果は得ら

れている。今後は市民が取り

組むべき、より具体的な行動

等について啓発が必要であ

る。 

 広く市民へ啓発するた

め、これまでの広報紙によ

る啓発に加え、テレビ広報

等を活用した啓発活動を実

施する。 

 男女共同参画社会の

実現に向け、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）【中里委員・明石委員】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
 20 年度の取組と実績について、前年度と同様に男女平等に関する事業を

「広報ふちゅう」に掲載して市民への啓発を図ったとありますが、前年度

の提言がいかされていませんので、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 男女共同参画社会の実現のためには、男女共同参画に関する取組を広く市民に情報

提供することは必須の事業です。市が発行する「広報ふちゅう」は、多くの市民に配

布されており、男女共同参画週間には男女共同参画に関する啓発情報記事が組まれて

いることで市民への啓発が推進されていると思います。 

 前年度の提言で、この事業の取組の中に、府中市女性センターの情報紙「スクエア

21」による情報提供についても記載するよう提案していますので、検討してください。

この「スクエア 21」の情報を市民に周知してもらうために、自治会の回覧板を活用す

ることを提案します。 

 また、21年度計画の中で、テレビ広報等を活用した啓発活動を実施するとのことで、

さらなる広報・啓発の充実を期待します。 

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 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 

77 78 



 79 



 80 

 
 
 
 
 
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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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、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。 

 「附属機関等の委員の選任に関する基準」

のとおり、附属機関等の委員の選任に際して

は、男女構成比がそれぞれ 30％以上となるよ

う努めた。なお、20 年度に設置されていた附

属機関等の委員の男女構成比については、別

表のとおり。 

３ 

 総合計画後期基本計画にお

ける目標値「40％」には届か

なかったが、前年の値を下回

ることなく、今後も男女構成

比の均等化を進める必要があ

る。 

 「附属機関等の委員の選

任に関する基準」に基づき、

男女構成比の均等化を進め

る。 

 最終的な目標値は男

女構成比率 50％、それ に

向けて前年比率を常に

上まる。 

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 45 機関のうち 39機関

で達成した。（86.7％） 

 すべての附属機関等に男女両方の委員を

登用するよう努め、全 48 機関のうち 43機関

で達成した。（89.6％） 
３ 

 特定の分野の附属機関等は

女性委員を登用することがで

きない状態ではあるが、今後

も新規機関が増えていく中

で、女性委員の登用を働きか

けていく。 

 「附属機関等の委員の選

任に関する基準」に基づき、

男女構成比の均等化を進め

る。 

 当面の目標として、男

女両方を含む附属機関

等を 90％以上とする。 全 庁 

政 策 課 

市政への女性

意見の反映 

(003) 

 市政モニターから市政に対する意見を聴

取し施策に反映させるため実施した。 

 内容 
会議 

形式 

メール  

形式 

第１回 府中市の観光 14 名 27 名 

第２回 子どもの読書 25 名 62 名 

  

 市政モニターから市政に対する意見を聴

取し施策に反映させるため実施した。 

 内容 
会議 

形式 

メール  

形式 

第１回 府中市の住み心

地 

19 名 55 名 

第２回 水と緑のウォー

キングマップに

ついて 

16 名 46 名 

  

３ 

 参加者はやや減少傾向にあ

るが、今もなお 19 年 11 月の

モニター増員の効果が見て取

れるため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が必要と

考える。 

 21 年 10 月、22 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 

 
 
 
  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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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。 

 19 年度登録団体数 152 団体 

 女性センターの施設を登録団体に無料で

利用可能としている（20 年度登録団体数 

136 団体 ）。 

 第 22 回男女共同参画推進フォーラムを開

催し、333 人の参加があった。 

 男女共同参画市民企画講座事業において、

６企画の応募があり、３企画を実施した。 

 子育て世代の市民が主催講座に参加しや

すいように、託児事業を継続し、実施した。 

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。 

 また、実施する事業にお

いて、様々な世代の方が参

加しやすいよう配慮する。 

 女性センターは、女性

問題に関わる団体の活

動拠点である。よって、

単に登録団体数を増や

すことを目的とせず、女

性問題に関わる団体の

増加に努めたい。 

 また、今後は思うよう

に学習時間が取れない

等、ゆとりがない方への

支援を検討する。 

市民活動支援課 

81 82 



事業項目 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

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 7，768 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。 

 また、情報資料室の蔵書検索システムを構

築し、市民の利便性を高めた。 

蔵書数 7,521 冊 

４ 

 蔵書の内容等を精査し、よ

り注目度の高い書籍を配架す

るなど、蔵書の内容を充実さ

せた。今後も引き続き、内容

の充実に努める。 

 また、情報資料室の蔵書検

索システムを構築し、利便性

の向上に努めたことを評価

し、４とした。 

 情報資料室を市民が利用

したいと思えるように蔵書

の内容を充実させる等、利

便性の向上に努める。 

 蔵書数 8,000冊 

 その他、新規購入書籍

の内容の充実と、そのＰ

Ｒに努める等、利便性の

向上を図る。 市民活動支援課 

女性団体、Ｎ

ＰＯ・ボラン

テ ィ ア 団 体

等、グループ

指導者等の育

成と活動の支

援 

(006) 

①女性センター登録団体 

 女性センター登録団体で連絡会を組織し、

団体の代表者が企画運営する総会や交流会

を実施した。 

 また、男女共同参画推進フォーラムにおい

て、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。 

 ＮＰＯ・ボランティア活動センター登録団

体数 107 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。 

 ＮＰＯ・ボランティア活動センターセンタ

ー登録団体数 114 団体 

①３ 

 

②３ 

①女性センター登録団体 

 引き続き、事業を企画運営

していく意識の高い指導者の

育成に努めたい。 

②ＮＰＯ・ボランティア団体

等 

 府中ＮＰＯ・ボランティア

活動センター登録団体数が増

加していることから３とし

た。今後は団体間のネットワ

ークをより積極的に構築して

いく必要がある。 

①女性センター登録団体 

 女性センターの事業を通

して、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

とをつなげるコーディネー

ト業務の充実と団体支援の

強化を図るため、中間支援

組織にセンターの運営を委

託する。 

①女性センター登録団

体 

 意識を啓発していく

事業のため、数値目標の

設定はできない。 

②ＮＰＯ・ボランティア

団体等 

 センター登録団体数

100 団体を目指す。 

4 月から新たに団体登録

作業を行うため、団体数

の一定数の減少が予想

されるため。 

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（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） 

 市民団体からの企画提案型事業として、市

民活動支援事業補助金（14 事業）、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。なお、オリンピ

ックムーブメント事業とも共催で開催した。

（来場者数１万７千人） 

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、来場者とも増加して

いるため４とした。 

 補助事業 15 事業 

 ＮＰＯ・ボランティアま

つりの実施 

 補助事業は既に実施

事業が決まっているた

め、数値目標はＮＰＯ・

ボランティアまつりの

みとし、１万６千人の来

場者数を目標とする。 

市民活動支援課 

自主グループ

との共催講座

の開催 

(008) 

 公民館講座の中で自主グループと共催で

講座を開催する。 

 19 年度実績 

 ７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。 

20年度実績 

 ８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 講座を実施 

生涯学習スポーツ課 

女性関係会議

への参加促進 

(009) 

 各地域の状況、気運を肌で感じ、最新の情

報に触れることで、男女共同参画社会づくり

に向けての取組の参考とするため、全国規模

の女性関係会議へ委員を派遣した。 

①日本女性会議 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 

 各地域の状況、気運を肌で感じ、最新の情

報に触れることで、男女共同参画社会づくり

に向けての取組の参考とするため、全国規模

の女性関係会議へ委員を派遣した。 

①日本女性会議 2008とやま     １名 
２ 

 毎年、委員を派遣し、男女

共同参画社会の現状を学習で

きるきっかけとなり、成果が

でている。 

 20 年度に関しては、日本女

性会議への派遣のみとなった

ため、評価を２とした。 

 21 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 
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  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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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 4,757 回、延べ参加者数 350,843 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 4,968 回、延べ参加者数 351,109 人 
３ 

 参加者数は天候に左右され

る面があるが、すべての文化

センター圏域で地域の特色を

踏まえた数多くの事業を実施

し、性別を問わず幅広い世代

で多数の参加者を得た。 

文化センター圏域コミュ

ニティ協議会委託事業を通

して、地域の各種団体等の

方々と年代を超えた交流と

ふれあいの場を広げ、コミ

ュニティ活動を積極的に展

開する。 

事業実施回数 5,000 回 

参加者数  355,000 人 

市民活動支援課 

社会教育団体

の託児室利用

援助 

(011) 

 社会教育関係団体が、府中グリーンプラザ

託児室を使用する際に助成を行った。 

104 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。 

99回 ５団体 ３ 

 育児をしながらでも学習す

る意欲のある市民にとって、

欠くことのできない事業とな

っており、継続して実施して

いく必要がある。 

 託児の必要な社会教育関

係団体に対し、さらに周知

を行い、学習活動の活性化

に努めたい。 

 事業実施回数 120回 

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 

 「在宅学習ビデオ」を制作し、多くの市民

の利用を得た。 

 １本作成 

 ＣＡＴＶ放映１本 

 ＶＴＲ貸出 57本 

３ 

前年度と比較し、ＶＴＲの

貸出数が減少している。 

 業者へのＶＴＲ作成業務

委託は廃止する。ＶＴＲの

貸出数は維持する。 

 ＶＴＲの貸出数を維

持する。 

60 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

ークをより積極的に構築して

いく必要がある。 

 市民と団体、団体と団体

とをつなげるコーディネー

ト業務の充実と団体支援の

強化を図るため、中間支援

組織にセンターの運営を委

託する。 

センター登録団体数

100 団体を目指す。 

４月から新たに団体

登録作業を行うため、団

体数の一定数の減少が

予想されるため。 

市民活動支援課 
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事業項目 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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 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 

   

  
事  業 

参
加
者 

期間 
実
日
数 

① 
第 29回ボランティ

ア講座 
91 

H21.1

～3 
8 

② 

学生・ヤング・社

会人のためのボラ

ンティア入門講座 

（総参加者 60 名） 

 

6 
H20.9 

1 

 

③ 
近隣５市協賛講座 

 
21 

H20.1

～2 
1 

④ 
親子ボランティア

教室（秋のＶ教室） 
47 

H20.11

～12 
5 

⑤ 
朗読ボランティア

研修会 
54 H20.10 3 

⑥ 
精神保健福祉ボラ

ンティア入門講座 
173 

H20.10

～12 
6 

⑦ 
災害支援ボランテ

ィア研修会 
18 

H20.    

 7・12 
2 

⑧ 
防災ボランティア

訓練 
21 随時 2 

⑨ 
夏のボランティア

体験学習 
1,003 

H20.7

～8 
19 

⑩ ボランティア交流会 71 
H20.10 

 
2 

⑪ 
ボランティアのつ

どい研修会 
21 H20.6 2 

⑫ 
出張ボランティア

教室 
5,322 随時 1２5 

⑬ 
「夢バンク」一日

ボランティア教室 
86 月 1 回 12 

⑭ 
一日ボランティア

体験（秋のＶ体験） 
65 

H20.10

11～12 
7 

⑮ 
食事サービス 

ボランティア研修会 
111 

H20.5 

H21.2・ 3 
5 

⑯ 
先生のボランティ

ア研修 
126 H20.8 3 

⑰ 
ボランティア懇談

会・連絡会 
154 通年 11 

⑱ 
ボランティアリー

ダー研修 
12 

H20.10

～11 
3 

⑲ 
児童・生徒のボラ

ンティア活動紹介展 
5,395 

H21.2 

 
2 

⑳ 

児童・生徒のボランティア活動普及

事業 

協力校 38 校（通年） 

市内・小・中・高校 連絡会参加者

38 名 

2 

※ 
「夢バンク」ＰＲ

交流イベント 
54 H21.3 1 

４ 

①～⑨ 

 各種講座については、毎年

その年に必要とされている活

動内容を盛り込むなど、内容

の見直しや充実を図っている

が、年度により増減がみられ

る。できるだけ実際の活動に

結びつけるために、体験の場

の提供とともに、講座終了後

のフォローにも力をいれてい

る。 

 団塊の世代へのアプローチ

として「夢バンク」事業を立

ちあげ、ボランティア登録と

の一本化を図り、趣味・特技

を生かした活動につながるケ

ースも増えてきた。しかし、

まだまだＰＲ不足もあり、市

民へ浸透していない。特に男

性へのアプローチが必要と思

われる。 

⑩～⑱ 

 出張ボランティア教室は依

頼も多く、参加者も増えてい

る。実施にむけては、その体

験内容の充実のために、プロ

グラム作成時の事前打ち合わ

せ等の強化に努めた。また、

事業への協力ボランティアも

グループ化され、研修や打ち

合わせの機会を設け、社協と

の協働体制の確立に努めてい

るが、今後もより一層、メン

バー育成と活動の広がりにむ

けての支援が必要である。 

ボランティアの組織化及び

活動の拡大にむけ、今後もボ

ランティアとの協働により、

意見交換や交流の場の設定が

望まれる。 

⑲⑳ 

 福祉教育の推進は今後も重

要であり、市内全校の福祉協

力校の社協指定に向けて取り

組み、学校との連携も深まっ

ている。職場体験や奉仕の時

間などについても、施設との

交流の場の設定により、夏の

ボランティア体験とあわせ、

施設・学校も含め地域交流の

なかでの連携につながりつつ

ある。 

  

  

 事業・期間 

（期間が無い場合は

未定） 

実

日

数 

① 

第 30 回ボランティ

ア講座 8 

H22.1～3 

② 

学生・ヤング社会人

のためのボランティ

ア入門講座 
1 

H21.9 

③ 近隣５市共済講座 １ 

④ 

親子ボランティア教室

（秋のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験） 5 

H21.11～12 

⑤ 
朗読ボランティア研修会 

3 
H21.10 

⑥ 

精神保健福祉ボラン

ティア入門講座 6 

H21.10～12 

⑦ 

災害支援ボランティ

ア研修会 2 

H21.7・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 25 

H21.7～8 

⑩

⑪ 

ボランティア交流会

（つどい研修） 2 

H21.10 

⑫ 

出張ボランティア教室 

 ― 

随時 

⑬ 

「夢バンク」

一日ボランティア教室 12 

月 1 回 

⑭ 

一日ボランティア体験

（秋のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験） 6 

H21.11～12 

⑮ 

食事サービス 

ボランティア研修会 3 

H21.6,H22.1 

⑯ 
先生のボランティア研修 

3 
H21.8 

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 
H21.7 

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 30 回ボランティ

ア講座 

100 人 

② 

学生・ヤング社会人

のためのボランティ

ア入門講座 

10 人 

③ 
近隣 5 市共済講座 

30 人 

④ 
親子ボランティア教室 

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 

100 人 

⑦ 

災害支援ボランティ

ア研修会 

20 人 

⑧ 
防災ボランティア訓練 

20 人 

⑨ 

夏のボランティア体

験学習 

1,000 人 

⑩ 
ボランティア交流会 

75 人 

⑪ 
 

 

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 

5,500 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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

ボランティア

活動の支援 

(013)－③ 

 学習ボランティア（学習情報、パソコン、

陶芸、写真 等）の活動支援。 

 ボランティア活動室を提供。 

 研修２講座、５回、46 人 

 学習ボランティア（学習情報、パソコン、

陶芸、写真 等）の活動支援。 

 ボランティア活動室を提供。 

 養成講座・研修２講座、５回、121 人 ３ 

講座の企画、記録誌の作成、

情報紙の作成等を行うととも

に、パソコン・陶芸・カラー

プリント講座の講師を務める

など、研修の成果が出ている。

ボランティア活動のさらなる

活性化を図りたい。 

 ボランティア養成講座・

研修の内容の充実を図る。 

 ボランティア養成講

座・研修の講座数等を維

持する。 

３講座、６回、150 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…26 講座、147 回、19,095 人 

実技セミナー…52 講座、292 回、4,969人 

スポーツセミナー…13 講座、82回、2,124 人 

文化講演会…１回、250 人 

市民企画講座…３講座、14 回、943人 

教養セミナー…20 講座、100 回、14,541 人 

実技セミナー…49 講座、269 回、4,359人 

スポーツセミナー…14 講座、89回、2,198 人 

市民企画講座…5講座、15 回、1,430 人 

その他…6 講座、107回、1,475人 

 

３ 

 前年度と比較し、講座数等

が減少しているものの、大学

や府中の森芸術劇場等との連

携講座や市民企画講座など幅

広い講座の運営を図った。 

 大学や府中の森芸術劇場

等との連携講座や市民企画

講座を充実する。 

生涯学習セミナーの講

座数等を平成 20 年度水

準を維持するとともに、

大学や劇場との連携講

座や市民企画講座を充

実する。 

大学連携講座…３講座 

劇場連携講座…３講座 

市民企画講座…12 講座 

生涯学習スポーツ課 

生涯学習リー

ダーバンク制

度の充実 

(015) 

 20 年３月末現在登録者 72 人  21 年３月末現在登録者 56人  

３ 

 専門的知識・技術を持つ市

民とこれから学ぶ市民との間

で相互の障害学習の機会を提

供した。 

 今後は地域教育力を高め、

「学び返し」を推進するため、

生涯学習サポーター制度と併

せて見直しを行う。 

 制度の認知度を向上する

ため、広報やホームページ

への掲載を行う。 

 登録者数等を増やす。 

 登録者 70 人 

生涯学習スポーツ課 

ふちゅうカレ

ッジ 

１００単位修

得事業の実施 

(016) 

20年３月末現在登録者 1,634 人、 

修了者 32 人 

登録者 144 人 

21年３月末現在登録者 1,726 人、 

修了者 21人 

登録者 92人 

 

３ 

前年度と比較し、登録者数

が減少しているものの、生涯

学習活動への参加の動機付け

としては一定の成果を上げて

いる。 

 登録者数等を維持する。 登録者数等を維持する。 

修了者 21人 

登録者 92人 

生涯学習スポーツ課 

ふちゅうカレ

ッジ 

出前講座の実

施 

(017) 

 市民の要望に応じ、職員が講師として現地

に赴き、市の業務などについて講座を実施し

た。 

 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。 

 66 コース準備、実績 47 回 

 合計 1,076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 

89 90 



 
 
  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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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９日（土） 受講生 17 名 

（女性 ２名、男性 15 名) 

11 月 10 日（土）受講生 18 名 

（女性３名、男性 15 名） 

 過去に実施した地域安全リーダー講習会

の修了者を一同に集め、「地域安全リーダー

のつどい」を開催し地域防犯の勉強会を実施

した。 

10 月 11 日(土)参加者 71名 

(女性７名、男性 64名) 

３ 

 今回は修了者を対象とした

講習会であることから、女性

の参加者が少ないのはやむを

得ない。今後、新規で実施す

る際は、青少対やＰＴＡへの

参加の呼びかけを幅広く行っ

ていきたい。 

 年２回地域安全リーダー

講習会を実施予定 

 今後、女性の参加者数

が全受講生の 25％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  総合防災訓練において、男女双方の住民の

参加を得て、避難所運営訓練を実施し、避難

所のあり方を考えた。 

３ 

 総合防災訓練において、初

めて住民参加による避難所運

営を実施した。今後、市民と

共に男女双方の視点から災害

対策を考え、防災マニュアル

等に反映する。 

 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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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 

89 90 

91 92 



 
 (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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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) 

 「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。 

 引き続き、「書くコトを仕事にしたい女性」

のためのライター養成セミナーを実施し、女

性の自立を支援するために、単に文書能力の

向上のためだけではなく、就労につながるた

めの技術を身につけることを目的とした。 

 また、東京しごとセンター多摩と共催し、

再就職支援セミナー「１日でわかる再就職の

ポイント」を実施する等、講座の充実に努め

た。 

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く、先進

的な取組であったことを評価

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 

 「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％ 

 「女性のための起業入門セミナー あなた

もできる ひとり起業で夢をかなえましょ

う！」（１回、参加者数 22人）を開催し、女

性が起業しやすい「ひとり起業」の基礎につ

いて学んだ。 

 定員 24人に対し 25 人応募（抽選） 

 受講者平均満足度 85.0％ 

 また、講座実施４ヶ月後に追跡調査を実施

し、起業の状況について調査した。実際に起

業をした受講者はなかったが、準備中である

との回答が６件あった。また、その内の３件

は、起業の時期について、年内、今月中（追

跡調査の月中）に予定している等、具体的な

回答もあった。 

５ 

 20 年度の目標であった、応

募者が定員を上回ること、満

足度が 80％以上になることを

達成できたこと。 

 また、追跡調査を実施し、

６人の受講者が起業を準備し

ており、さらに３人が具体的

に起業の準備をしていること

を評価し、５とした。 

 起業講座を１講座以上実

施する。 

 また、引き続き、追跡調

査を実施する。 

 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 46 名 女性 13 名、男性 33名 

 むさし府中商工会議所委託事業 

開業支援セミナー 

 受講者 48名 女性 16 名、男性 32名 

３ 

 33％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 

93 94 



 
 (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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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） 
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 
視覚障害者移動支援

従業者養成研修 
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 

  

 

事 業 
人
数 

期 間 
実
日
数 

① 
訪問介護員養成研修 

（２級課程） 
18 

H20.6 

～9 
26 

② 
難病患者等ホーム 

ヘルパー養成研修 
27 H20.9 1 

③ 
視覚障害者移動支援

従業者養成研修 
11 

H20.11 

～12 
4 

④ 
関係者研修 

（特別講演会） 
88 H20.11 1 

⑤ 
関係者研修 

19 
H20.7 

H21.2 
2 

⑥ 
登録者フォローアッ

プ研修 
28 

H20.7 

H21.3 
2 

⑦ 
介護支援専門員（現

任者）研修 
166 H20.11 1 

⑧ 市民向け講演会 128 H20.10 1 

⑨ 
福祉のしごと 

相談・面接会 
73 H20.10 1 

⑩ 再就職支援研修 21 H20.11 2 

⑪ 精神保健福祉研修 36 H20.12 2 

⑫ 
中堅職員研修 

（階層別研修） 
5 H20.12 2 

⑬ 
サービス提供責任者

研修（階層別研修） 
16 H21.1 2 

 ①～③の人数は、修了者数 

 ④～⑬は参加者数 

 ⑦は保健福祉関係従事者を対象に実施 

 ⑧～⑬は東京都モデル事業「スキルアップ・ 

 定着支援推進研修」として実施 

３ 

 

 各研修に受講者の減少傾向

が見られ、特に訪問介護員養

成研修については定員の半分

以下の応募であった。介護・

福祉の仕事へのマイナスイメ

ージがクローズアップされて

いる事も一つの要因と考えら

れる。 

 一方、東京都モデル事業「ス

キルアップ・定着支援推進研

修事業」での内容も含め、現

在の福祉現場でのニーズにあ

うテーマ設定ができた研修に

は多数の応募が見られた。 

 平成 21年度以降もニーズを

的確に把握し、現任者のスキ

ルアップ及び定着率アップに

向けた研修を実施していく。

また、訪問介護員養成研修を

含め、人材確保のための研修

もＰＲを効果的に行い、実施

していく。 

  

 
事 業 

期 間 

実
日
数 

① 

訪問介護員養成研修 

（２級課程） 27 

H21.6～9 

② 

難病患者等ホー

ムヘルパー養成

研修 
1 

H21.9 

③ 

視覚障害者移動

支援従業者養成

研修 
4 

H21.11～12 

④ 

関係者研修 

（特別講演会） 1 

H21.11 

⑤ 
関係者研修 

3 
H21.9  H22.2 

⑥ 

フォローアップ

研修 2 

H21.6  H22.3 

⑦ 

介護支援専門員 

（現任者）研修 1 

H22.1～2 

⑧ 
精神保健福祉研修 

2 

H21.12 

⑨ 

専門研修（課題別） 

4 

・対人援助技術 

・サービス提供責任

者研修 

H21.7/H22.1～2 

⑩ 
福祉のしごと 

相談面接会 1 

H22.3 

   

  

  

 定 員 

① 40 人 

② 70 人 

③ 20 人 

④ 80 人 

⑤ 各 30 人 

⑥ 各 20 人 

⑦ 80 人 

⑧ 40 人 

⑨ 

80 人 

40 人 

70 人 

⑩ なし 

  

地域福祉推進課 

労働情報の収

集と提供 

(026)－① 

 国、東京都から情報の提供を受けた労働関

係法、労働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、労働保険（労働者災害補償保険・雇用

保険）、労働相談、労働関係機関、就労に関す

るセミナー等のパンフレットを配布 ３ 

他の労働機関と連携して多

くの情報を収集し、各種のパ

ンフレットを配布すること

で、広く情報の提供を行った。 

 国、東京都から情報の提

供を受けた労働関係法、労働

保険、労働相談、労働関係機

関、就労 に関するセミナー等

のパンフレットの配布を行

う。 

 今後も、周知等を積極

的に行って、市民の方々

に幅広く活用されるよ

う、充実した情報の提供

に努める。 

住宅勤労課 

労働情報の収

集と提供 

(026)－② 

 国や東京都から情報の提供を受けた労働

関係のパンフレット等を配布した。 

 国や東京都から情報の提供を受けた労働

関係のパンフレット等を配布した。 
２ 

 女性センター窓口にパンフ

レット等を設置し、事業の際

に配布をし、広く情報提供に

寄与した。 

 引き続き、国や東京都か

らの情報について、積極的

に提供を進める。 

 啓発事業のため、数値

での目標の提示ができ

ない。 
市民活動支援課 

95 96 



 
  
  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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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 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 

  

 賃金の不払い、解雇、労働条件等、複雑な

相談に対し労働相談情報センターからの専

門相談員により助言・指導を行った。 

 

内 容 相談件数 

労働条件 ５ 

賃金不払 ４ 

労働組合・労使関係 ０ 

労働福祉 １ 

不況関連事項 ０ 

雇用 １ 

その他 ５ 

合計 １６ 

  

３ 

 相談実績は増えている。潜

在化している事案の早期対応

に繋げるためにも、相談を受

け入れる体制を維持・継続し

ていく。 

 労働相談のさらなる周知を

図るため、広報活動の検討を

行う。 

 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 16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。 

 男女が対等で働きやすい環境をつくるた

めの制度等は、男女雇用機会均等法や育児・

介護休業法等、それぞれの法律に基づき定め

られている。改正された男女雇用機会均等法

のポイントとともに、育児・介護休業法の概

要についてのパンフレットを配布し啓発に

努めた。 

３ 

 男女雇用機会均等法、労働

基準法等の働き続けるための制

度があまり活用されていないの

で、制度について周知するた

め、各種パンフレットの配布によ

り、積極的に啓発活動を行っ

た。 

 男女が対等で働きやす

い環境をつくるため、男女

雇用機会均等法や職場にお

ける育児・介護休業法が定

められています。 

仕事と子育て等家庭生活

が両立できる雇用環境を実

現する参考資料として、パ

ンフレット等を配布し啓発

に努める。 

 今後も、周知等を積極

的に行って、市民の方々

や事業所に幅広く活用

されるよう啓発する。 

住宅勤労課 

啓発活動の充

実 

(028)－② 

 第４次計画から新たに盛り込まれた事業

である。 

 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バラ

ンス）の普及啓発のための講演会を実施し

た。 

・男女共同参画週間記念講演会  １回 

・男女共同参画職員研修     １回 

 第４次計画から新たに盛り込まれた事業

である。 

 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バラ

ンス）の普及啓発のための講演会を実施し

た。 

・男女共同参画週間記念講演会  １回 

・男女共同参画職員研修     １回 

 また、市民にワーク・ライフ・バランスを

啓発するにあたり、市が率先してワーク・ラ

イフ・バランスを推進するために、職員を対

象としたワーク・ライフ・バランス啓発パン

フレットを作成した。 

４ 

 既存の啓発講座の他に、職

員を対象としたワーク・ライ

フ・バランス啓発パンフレッ

トを作成した。 

 都内の自治体において、職

員を対象としてワーク・ライ

フ・バランスを啓発する内容

のパンフレットを作成するこ

とは先駆的であるため、これ

を評価して４とした。 

 ワーク・ライフ・バラン

スの実現のため、さらなる

意識改革、職場環境の改善

につながる施策の実施に努

める。 

 啓発事業年間１回以

上開催。 

 職員のワーク・ライ

フ・バランスの推進状況

について調査し、今後の

事業の方向を検討する。 
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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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・時間外労働の最低基

準を実現するための労働ガイドブックを

3,000 部作成し、中小企業勤労者サービス公

社に加入している事業所（1,345部）、市政情

報センター（250 部）、各文化センター（550

部）、女性センター（150 部）、市民相談室（250

部）、住宅勤労課（455 部）で配布し、啓発に

努めた。 

 また、東京都の労働行政機関等と連携し、

長時間関連の点検を中心に、「労働安全衛生

法・労働時間の設定改善に関する特別措置法

等」の労働者・労働組合・事業主・人事労務

担当・関心のある一般都民を対象にセミナー

を府中グリーンプラザで実施し、申込者 102

人中、72人の参加があった。 

３ 

 慢性的な長時間労働は継続

就労を困難にする大きな要因

であるため、労働時間短縮に

ついて引き続き啓発してい

く。 

 アンケートからセミナーの

評価は、「大変参考になった」

が 34％で、「参考になった」が

55％であった。合せると 89％

で、９割近い受講者から良い

評価があった。一方、「少し参

考になった」が 11％、「参考に

ならなかった」と回答した人

はいなかった。 

 講師に関して、「わかりやす

い」と好評であった。 

 引き続き、法に定める労

働時間の最低基準を実現す

るための労働ガイドブック

を 3,000 部作成し、中小企

業勤労者サービス公社に加

入している事業所（1,345

部）、市政情報センター（250

部）、各文化センター（550

部）、女性センター（150部）、

市民相談室（250 部）、住宅

勤労課（455部）で配布し、

長時間労働是正の啓発に努

める。 

 東京都の労働行政機関等

と連携し、労働者・一般都

民向けセミナーの実施を行

う。 

 労働ガイドブックを

3,000 部作成し、中小企

業勤労者サービス公社

をはじめ、各公共施設等

で配布し、啓発を進めて

いく。 

 労働者等を対象のセ

ミナーを関係機関と連

携し実施する。 

参加者の増に努める。 
住宅勤労課 

ノー残業デー

の徹底 

(030) 

 市職員に対し、毎週水曜日の朝夕に、庁内

放送で水曜日のノー残業デーを周知徹底し

た。 

 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。 

 市職員に対し、毎週水曜日の朝夕に、庁内

放送で水曜日のノー残業デーを周知徹底し

た。 

 また、職員を対象として、ワーク・ライフ・

バランスに関する研修を行った他、職員を対

象とした「ワーク・ライフ・バランス啓発パ

ンフレット」を作成した。 

４ 

 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。 

 また、職員を対象としたワ

ーク・ライフ・バランス啓発

パンフレットを作成・配布し

たことを評価して４とした。 

 引き続き、庁内放送等の

取組を行う。 

 職員のワーク・ライフ・

バランスに関する推進状況

調査を行う。 

 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。 

 また、職員に対するワ

ーク・ライフ・バランス

に関する推進状況調査

を実施し、今後の取組に

ついて検討する。 

全 庁 

関係機関との

連携の強化 

(031) 

 国、東京都における相談窓口の案内と関係

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市内

の労働関係機関と連携した地域雇用問題連

絡会議を開催し、情報収集と資料の提供を実

施した。 

また、急速に悪化している雇用情勢を踏ま

え、市独自の緊急雇用対策として、職を失い、

求職活動中の方を対象に「緊急雇用個別相談

会」を関係機関と連携し予約制により実施し

た。 

定員 14 人に対し、10人の申込みがあった。 

 ３ 

 関連機関との連携、資料の

収集と広く情報提供が行え

た。 

 初めて実施した「緊急雇用

個別相談会」は参加者から好

評の声があった。 

今後、関係機関とさらなる連

携の強化を図る。 

国、東京都、関連機関と

より緊密な連携を深め、雇

用対策支援事業の実施、情

報収集や資料の提供等を行

う。 

 緊急雇用対策として、

相談会かセミナーを関

係機関と連携し実施す

る。 

参加人員の増加に努

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

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

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

事業項目 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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…10 か所 

 ・公立保育所…１か所 

 ・利用人数…16,182 人 

 育児疲れや出産・病気、そして断続的な就

労により、子どもの養育が一時的に困難な家

庭に対して、子どもを預かり、多様な保育ニ

ーズに応えた。 

 ・私立保育園…10か所 

 ・公立保育所…１か所 

 ・利用人数…17,035 人 

３ 

 19年度と同じ 11か所で実施

されているが、利用人数が前

年度より 853人増となった。 

 一時保育の利用者数が増

えているが、平成 21 年度よ

り一時預かり事業を実施す

るためには第二種社会福祉

事業の登録が必要となった

ことから、実施園の状況を

見守る。 

 一時保育実施か所数 

・私立保育園…12 か所 

・公立保育所…１か所 

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 353 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 

・子ども家庭支援センター事業 

  年間開館延べ日数 354日 

  ひろば事業年間利用者 102,983 人 

  相談件数（新規） 813件 

・子ども家庭サービス事業年間延利用人数 

ショートステイ    203人  

トワイライトステイ 5,938人  

３ 

 トワイライトステイについては、

保育所の延長保育の実施、景

気による残業の減などにより、利

用者が減少傾向にあるが、小学

生のいる家庭にとっては必要な

事業となっている。 

 地域の子育て支援活動を

推進するため、子育て支援

ボランティアの育成を図

る。子ども家庭サービス事

業は、ＰＲ活動を積極的に

行い利用の促進を図る。 

トワイライトステイ 

 6,100 人 

子育てボランティア登

録者 40人  子育て支援課 

病後児保育事

業の拡充 

(034) 

 病気回復期にある子どもを預かる病後児保育

を実施した。 

・病後児保育室しらとり（平成 14 年６月から） 

  開所日数  244 日 

  利用延人数 14 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 

  開所日数  243 日 

  利用延人数 12 人 ２ 

18 年度に実施したアンケー

トでは、地理的な問題や時間

等の運用面での課題等もあ

り、本事業の利用者は減少傾

向にある。今後実施する病児

保育事業を見ながら、事業の

継続について検討する必要が

ある。 

 21 年度から実施する、病

児保育事業の動向を見なが

ら、本事業の継続について

検討していく。 

 利用者数 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) 

 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のサポート

事業を実施した。 

会員数1,194人（依頼会員892人・提供会員233

人・両方会員 69 人） 

活動件数 6,387 件 

 市民同士が行う、子育てに関する援助活動の

サポート事業を実施するとともに、提供会員の研

修会の充実に努めた。 

会員数1,219人（依頼会員900人・提供会員246

人・両方会員 73 人） 

活動件数 6,628 件 

３ 

 提供会員講習会を充実させ、

資質の向上に努めた。また広

報・ＨＰ等で事業の案内を掲載

する等、市民への周知を行い提

供会員の増加を図った。 

 ＰＲ活動を積極的に行い、

市民への周知を図るとともに

提供会員の増加に努めてい

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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

低年齢児保育

の充実 

(036) 

 認可保育所入所定員 

（4 月１日現在運用定員） 

 ０歳 290 人 

 １歳 485 人 

 ２歳 607 人 

 

待機児童数（４月１日現在） 

    132 人 

 認可保育所入所定員 

（4 月１日現在運用定員） 

 ０歳 303人 

 １歳 514人 

 ２歳 618人 

 

待機児童数（４月１日現在） 

    167人 

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。 

平成 21 年度は都内全域で待機

児童が増加し、本市において

も４月１日現在の待機児数は

273 人となった。 

認可保育所入所定員 

（４月１日現在運用定員） 

 ０歳 309人 

 １歳 526人 

 ２歳 632人 

 

さらに 

12月に市立三本木保育所 

41人（内低年齢 19 人）定員

増 

年度内に私立園２園開設、

私立分園１園開設 

 認可保育所入所定員 

 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  23 か所 

 20 時  ６か所 

 21 時  １か所 

 22 時  ２か所 

延長保育実施保育所数 

 19 時  23 か所 

 20 時  ６か所 

 21 時  １か所 

 22 時  ２か所 

 

３ 

 公私全保育所で 19 時以上の

延長保育を実施している。公

立３施設で 20 時延長を行って

いるが、利用が少ない状況が

ある。 

延長保育実施保育所数 

 19 時  24 か所 

 20 時  ８か所 

 21 時  １か所 

 22 時  ２か所 

20時以上の延長保育 

 32 施設 

 利用状況及び保育需

要を踏まえ、20 時への拡

大を検討していく。 

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 

 235人 

認証保育所定員数 

 265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 

新規開設支援 

 認可保育所の待機児

童が生じている中、引き

続き拡大を図っていく。 
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 1,719 人（４月１日現在） 

 

子どもたちの安全で安心な居場所づくり

のため、「放課後子ども教室」を二小、五小、

十小の３校で試行的に実施した。 

開催日数  延べ 729 日 

総参加者数  26,800 人 

 学童クラブへの入会を希望する児童がす

べて入会することができるよう、既存の施設

の他に小学校の空き教室を確保し、運営の充

実を図った。 

 入会児童数 1,784 人（４月１日現在） 

 

 「放課後子ども教室」を市立小学校 22 校

全校で実施した。 

開催日数  延べ 4,946日 

総参加者数  115,156人 

 

４ 

 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 
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  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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

ひとり親家庭

に対する市営

住宅入居機会

の拡大 

(040) 

一般世帯より抽せん玉を多くし、当選の可

能性を高くする優遇抽せんを実施した。 

 

ひとり親申込み者数／申込み総数 ６１/３０１ 

           ↓ 

ひとり親入居者数/新規入居者総数 ５／１０ 

一般世帯より抽せん玉を多くし、当選の可

能性を高くする優遇抽せんを実施した。 

 

ひとり親申込み者数／申込み総数 １４８/８４６ 

           ↓ 

ひとり親入居者数/新規入居者総数 ５／２３ 

３ 

優遇抽選の実施により、新

規入居者総数に占めるひとり

親世帯の割合が高くなってお

り、一定の効果がある。 

 一般世帯より抽せん玉を

多くし、当選の可能性を高

くする優遇抽せんを実施す

る。 

 数値目標の設定がな

じまない事業である。

（市営住宅の入居者は

多様な世帯で構成され

るのが望ましいと考え

ている。） 

住宅勤労課 

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 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 

【ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業】 

 ひとり親家庭となった直後またはひとり

親家庭の保護者等が、仕事及び一時的な傷病

等で育児等日常生活に支障がある場合、ホー

ムヘルパーを派遣した。 

派遣世帯 37世帯 

派遣回数 2,122回 

派遣時間 11,670 時間 

 

【母子家庭自立支援給付金】 

①自立支援教育訓練給付金 

 就業を目的とした教育訓練に関する講座

の受講終了後に、受講料の一部を支給した。

４件 

②高等技能訓練促進費 

 就業を容易にするために必要な資格を取

得するための養成機関で修業した母子家庭

に経済的支援を行った。２件 

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】 

母子家庭の母の経済的な自立

促進をすすめるため、広報媒

体を用いたＰＲに努めるとと

もに、母子自立支援プログラ

ム等活用し対象となりうる方

への情報提供をすすめてい

く。 

【ひとり親ホームヘルプサ

ービス事業】 

派遣時間 12,150時間 

派遣時間（付加）4,790時間 

派遣回数 2,290 回 

 

【母子家庭自立支援給付

金】 

教育訓練給付金   30人 

高等技能訓練促進費 15人 

 

【ひとり親ホームヘル

プサービス事業】 

国・都制度では月１２回

１日８時間の制限があ

るが、必要に応じて派遣

回数・時間数の上乗せを

市の判断で実施する。 

 

【母子家庭自立支援給

付金】 

情報提供の方法を工夫

して、計画値が達成でき

るようにする。 

子育て支援課 

母子福祉資金

及び女性福祉

資金の貸付の

実施 

(042) 

【母子福祉資金】 

 配偶者のいない、20 歳未満の子どもを扶養

している女性に貸付を実施した。 

 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 

【母子福祉資金】 

 配偶者のいない、20 歳未満の子どもを扶養

している女性に貸付を実施した。 

 42 件 

【女性福祉資金】 

配偶者がいない、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。 

3件 

３ 

 母子家庭の母等の経済的自

立と児童の福祉増進を図るた

めに貸付を行う。 

（20 年度実績は、年度中に新

たに貸付けた件数） 

貸付の必要性が高い母子

家庭の母等に対し、適切な

貸付を実施していく。 

 

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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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

83.3％、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。 

 高齢者住宅 136 戸のうち女性入居者

81.5％、男性入居者 18.5％ 

 単身になり経済的弱者に陥りやすい高齢

女性に対し、安心して生活できる居住の場を

提供した。 

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、20 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

の場等を提供したことにより、利用率は年々

上向きになっている。今後も生きがいづくり

に関する事業の充実、推進を図りたい。 

 老人クラブの補助育成や、在宅高齢者世帯

保養事業、高齢者等保養施設利用助成事業を

実施し、高齢者の必要に応じた援助を与える

ことにより女性にかかる労力の軽減を図っ

た。保養施設利用助成については、保養休養

の場等を提供したことにより、利用率は年々

上向きになっている。今後も生きがいづくり

に関する事業の充実、推進を図りたい。 

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 207,644人（就業実人員 女性 398

人、男性 1,034人）女性の就業実人員は若干

増加している。就業機会の確保・拡大に努め、

さらなる女性会員の就業拡大に努めた。 

 シルバー人材センターを通して高齢者の

雇用を創出することにより、女性の安定した

生活の確保に努めた。 

 就労実績 205,755人（就業実人員 女性 420

人、男性 1,066人）女性の就業実人員は若干

増加している。就業機会の確保・拡大に努め、

さらなる女性会員の就業拡大に努めた。 

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 

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 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 2,946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。 

① 介護保険制度を市民に周知するために、

出張説明会を実施し、情報提供に努めた。 

説明会 10回、出席者 336 人 

② ねたきり高齢者理髪事業や高齢者車い

す福祉タクシー、寝具乾燥サービスを実施

し、女性が働き続けることのできるよう負担

を軽減した。 

ねたきり 2,133 件、車いす 3,635件、寝具乾

燥 891件 

③ ７か所ある在宅サービスセンターで通

所介護、認知症通所介護、いきがいデイサー

ビス、ショートステイ、福祉ショートステイ、

入浴サービス、通所食事サービス、訪問食事

サービス、地域デイサービスを実施し、女性

が働き続ける環境づくりの充実を図った。 

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 介護保険事業計画

（３ヵ年）の直近中間年

度＝平成 19 年度の実績

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５％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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） ２１年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

障害者福祉サ

ービスの充実 

(047) 

 

① 自立支援介護給付事業 

 居宅、施設で生活する障害者（児）が受ける介護

サービスについて必要な給付を行った。 

訪問系サービス 実人数 延べ利用時間 

居宅介護 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 日 

就労移行支援 5 709 日 

就労継続支援（Ｂ型） 27 2,559 日 
 

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 

① 自立支援介護給付事業 

 居宅、施設で生活する障害者（児）が受ける介護

サービスについて必要な給付を行った。 

訪問系サービス 実人数 延べ利用時間 

居宅介護 245 91,680.5 時間 

重度訪問介護 48 231,319 時間 

行動援護 2 361 時間 
 

日中活動系 

サービス等 
実人数 延べ利用日数 

生活介護 131 23,451 日 

療養介護 1 353 日 

児童デイサービス 54 5,606 日 

短期入所 141 4,118 日 
 

居住系サービス 実人数 

施設入所支援 15 人 

共同生活介護 48 人 
 

旧法施設支援 実人数 

旧法入所施設支援 147 人 

旧法通所施設支援 143 人 

①－２ 自立支援訓練等事業 

 障害者が社会生活を営む上で必要な訓練、また、

知識や技術を提供するサービスについて必要な給付

を行った。 

日中活動系 

サービス等 
実人数 延べ利用日数 

自立訓練（生活訓練） 1 265 人 

就労移行支援 25 2,329 人 

就労継続支援（Ａ型） 1 232 人 

就労継続支援（Ｂ型） 59 5,926 人 
 

居住系サービス 実人数 

共同生活援助 59 人 

①－３ 移動支援事業 

 屋外での移動が困難な障害者等について、外出の

ための支援を行った。 

 実人数 185 人 延べ利用時間 18,009.5 時間 

① 

４ 

① 自立支援介護給付事業 

①-２ 自立支援訓練等事業 

 障害者自立支援法施行後、利用者

負担の軽減を主に、毎年のように制

度改正等が行われてきた。それによ

って、負担感からサービス利用を控

えるといった状況も見られず、適正

かつ公平な給付が保たれたものと

評価する。 

 また、新体系サービスへの移行

や、障害者の地域以降も徐々に進ん

でおり、介護給付費、訓練等給付費

ともに、日中活動系サービスや居住

系サービスの利用が増えているこ

とにも表れている。 

 今後は、報酬改定や特例交付金の

活用による、事業者や介護従事者へ

のサポート、及び法の抜本的改正に

伴う利用者の支援等が見込まれる。 

 引き続き、事業所の経営状態等に

注視しながら新体系サービスへの

移行を促進し、安定的なサービス提

供体制の確保と、障害のある方の社

会参加を更に推進していく必要が

ある。 

①-３ 移動支援事業 

 若干利用要件が緩和されたこと

もあり、徐々に利用が伸びてきてい

る。 

 今後は、介護給付費等の報酬改定

に合わせ、サービス利用単価の改定

を予定しており、サービス提供体制

の安定化を図っていくが、それと共

に、多様なニーズへの対応の見極め

が課題である。 

① 自立支援介護給付事業 

①-２ 自立支援訓練等事業 

 21 年４月の報酬単価改定、 

７月の利用者負担軽減要件の緩

和、法の抜本的見直し（年度内）

と、制度は依然として流動的であ

る。 

 制度改正に伴う利用者への影

響を最小限にとどめ、必要なサー

ビスはもれなく受給できるよう、

サービス提供体制の一層の安定

化に注意を払っていく。 

①-３ 移動支援事業 

 21 年７月にサービス利用単価

の改定を行うが、利用を妨げるこ

とのないよう、内容の周知と、改

正への理解を求めていく。 

① 自立支援介護給付事業 

①-２ 自立支援訓練等事業 

 10～30％増 

①-３ 移動支援事業 

 10％増 

障害者福祉課 

①－２ 

４ 

①－３ 

３ 

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 

 2,877 件 34,774,975 円 

② 電気式たん吸引器、入浴補助用具、移動・移乗

支援用具、視覚障害者用ポータブルレコーダー他 34

品目の他、ストマ用具の給付及び助成 

 3,045 件 35,831,345 円 ３ 

② 利用者の必要に応じた申請と

なるので、毎年実績の増減があるな

か、数値目標としていた 10％増は

達成できなかったが、約６％の増と

なった。 

② 相談事業所になっている地

域生活支援センターと連携して、

制度説明・紹介を充実させるな

ど、個々のケースにあったサービ

スを提供する。 

② 各特別支援学校での制

度紹介を充実させる。 

５％増 

③ 入所施設の整備機能の充実 

 府中・三鷹・調布３市の共同負担により、知的障

害者援護施設を運営した。 

 入所更正施設（府中市枠）18 人 

③ 入所施設の整備機能の充実 

 府中・三鷹・調布３市の共同負担により、知的障

害者援護施設を運営した。 

 入所更正施設（府中市枠）18 人 

３ 
③ 日中活動の充実と新体系移行

に向けた体制整備を推進していく。 
③ 新体系移行に向けた体制の

整備を進める。 

 引続き府中市の利用枠を維持

していく。 

③ 府中市利用枠（18 人） 

は維持しながら、多くの人が

利用できるよう、地域への移

行に向けた基盤整備を図る。 
④ 心身障害者福祉タクシー事業 

 2,342 人に対し、利用券を助成した。 

④ 心身障害者福祉タクシー事業 

 2,494 人に対し、利用券を助成した。 

４ 

④ 電車、バス等の交通機関を利用

するのが困難な障害者に対しタク

シー代の一部を助成し、日常生活の

向上を図ることができた。 

④ 引き続き、21 年度も利用者

の負担を軽減し、外出支援を進め

ていく。 

④ 年々、助成対象者が増加

しているので、21 年度におい

ては助成対象者は2,500人を

超えると推測される。 
⑤ 車いす福祉タクシー事業 

 延べ 5,687 人に対し、走行時間料金を助成した。 

⑤ 車いす福祉タクシー事業 

 延べ 5,549 人に対し、走行時間料金を助成した。 

⑤ 通常のタクシーより割高な車

いすタクシーの利用料を助成する

ことで、利用者の負担を軽減し、外

出支援を図ることができた。 

⑤ 引き続き、21 年度も利用者

の負担を軽減し、外出支援を進め

ていく。 

⑤ 現状維持と推測される。 

⑥ 心身障害者自動車ガソリン等費用助成事業 

 ガソリン及び軽油の税額相当分を 946 人に助成し

た。 

⑥ 心身障害者自動車ガソリン等費用助成事業 

 ガソリン及び軽油の税額相当分を 1,006 人に助成

した。 

⑥ 車を利用して外出する障害者

に対して、ガソリン代負担の軽減を

図ることで、外出支援ができた。 

 

⑥ 引き続き、21 年度もガソリ

ン代負担の軽減を図り、外出支援

を進めていく。 

⑥ 年々、助成対象者が増加

しているので、21 年度におい

ても助成対象者は1,000人を

超えると推測される。 
⑦ 重度身体障害者緊急通報システム事業 

 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。 

⑦ 重度身体障害者緊急通報システム 

 ひとり暮らし等の重度身体障害者 17 人に対して

緊急通報システムを設置し、生活の安全を確保した。 
３ 

⑦ ひとり暮らしの安全と緊急時

の安全に備え、充実した生活が図れ

た。 

⑦ 古い機器を新しくするなど、

ひとり暮らしの方が安心して暮

らせる環境を提供する。 

⑦ 該当者への利用案内を

進める。 

５％増 
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事業項目 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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 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。 

 

① 障害者(児)緊急一時入所事業 

介護者が疾病等の理由により、家庭での保護

が困難になった場合に一時施設に保護を行っ

た。 

 心身障害者福祉センター 

 宿泊 337 日 日帰り 85 回 

 

 

４ 

① 今年度より障害者自立支援

法の基準に合わせて、緊急利用

とレスパイトを分けずに実績を

計上した。 

 現在、民間で同様の事業が実

施されており、行政において運

営する必要性は薄い。今後は民

間事業の拡充を支援しつつ、段

階的に行政から民間へと移行さ

せたい。 

① 今後も利用者への自立支

援法優先利用の啓発を行い、

事業の段階的な縮小を目指

す。 

 

 

① 宿泊 300 泊 

日帰り 70 回 

 

 

障害者福祉課 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 

② 知的障害者短期入所事業 

  知的障害者（児）の保護者や家族が、病気

や出産などで介護ができないとき、一時施設

に保護を行った。 

 なごみ 288 人 延べ 780 日 

 

５ 

② 市で確保している部屋と調

布・三鷹市とで共有している部

屋を有効に使用できたことによ

り、29.7％増と目標を大きく上

回ることができた。 

② 介護者の休養利用が少な

いため利用案内を進める。 

② 使用できる居室数が

決まっているため、頭打

ちはあるが、利用しやす

い環境を整える。 

10％以上増 

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 

 

 

   

障害のある方

の就労支援 

(049) 

[障害者清掃作業委託事業] 

 福祉作業所などの授産活動の一つとして

清掃作業を委託した。 

 22 施設、延べ 1,229 日  

 

[知的障害者雇用事業] 

 主に市施設での清掃等軽作業に従事した。  

 雇用 14 人（女性５人、男性９人）、 

延べ 3,398 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（女性５人、男性９人）、 

延べ 3,351.5日 

３ 

[障害者清掃作業委託事業] 

 施設授産活動の活性化を図

り、就労訓練を支援できた。 

 

[知的障害者雇用事業] 

 就労の場を与えることによ

り、本人に社会参加への自覚

をもたせるとともに、家族の

負う心身の負担軽減にもつな

がっている。 

従事者を民間への就労につ

なげることが課題である。 

 

[障害者就労支援事業] 

 「御休み処」と「こやなぎ」

については委託事業として外

部法人で実施した。 

 障害者の就労支援は、障害

者施策の重点事業であり、本

市においても拡充を図ってい

く。 

[障害者清掃作業委託事業] 

 就労訓練支援と公園環境

美化という目的のため、清

掃作業委託を行う。 

 

[知的障害者雇用事業] 

 引き続き、市施設での清

掃等軽作業に従事し、個々

の能力に応じた就労の場を

確保していく。 

 

[障害者就労支援事業] 

 障害者就労支援事業の拡

充を目指す。 

[障害者清掃作業委託事業] 

 公園清掃委託日数は、

公園の状況も考慮しな

がら、決定していく。 

 

[知的障害者雇用事業] 

 雇用人数 14 人 

 

[障害者就労支援事業] 

就労支援 延べ 4,200人 

生活支援 延べ 2,500人 障害者福祉課 
[障害者就労支援事業] 

 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 

[障害者就労支援事業] 

 心障センター「み～な」において就労支援

等を行った。 

  就労支援  延べ 3,775 人 

  生活支援  延べ 2,303 人 

４ 
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事業項目 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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：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 

① 手話講習会 

 手話通訳者やボランティア活動の担い手を

養成した。 

 期間：20 年５月 13 日～21 年３月 10 日 

 全 40 回 141 人（103 人） 

初級 昼 25 (21) 

初級 夜 27 (19) 

中級 昼 16 (11) 

中級 夜 30 (24) 

上級 昼 15 (12) 

上級 夜 25 (16) 

養成 夜 3 - 

単位は人数  （ ）内は修了者 

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。 

 

①  受講者数の確保に努

め、1人でも多くの手話通訳

者を増やすことで、聴覚障

害者の社会参加促進に寄与

していきたい。 

① 受講者全員が講習

を修了できること。 

障害者福祉課 

② 軽スポーツ大会 

 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） 

② 軽スポーツ大会 

 開催日 20 年 11 月１日 

 場所  府中市民陸上競技場 

 総参加人数 1,076 人（当日参加者・運営協

力者） ４ 

② 昨年度の経験から、順延

日なしでの開催となったが、

天候も良く、無事に開催でき

た。参加者数も例年並みであ

り、安定している。今後は、

参加者の確保、スムーズな競

技の進行について工夫が必要

である。 

② 20 年度は競技場の改修

のため 11 月での開催であっ

たが、21 年度は例年通りの

５月開催に戻して事業を実

施する。 

 

② 参加人数 1,100人 

③ 障害者（児）休養事業 

 市の保養施設及び指定保養施設（３か所）の

利用にあたり、宿泊料・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 

③ 障害者（児）休養事業 

 市の保養施設及び指定保養施設（３か所）の

利用にあたり、宿泊料を助成した。 

 利用泊数 延べ 766 泊 

 利用人数 延べ 555 人 
３ 

③ より多くの障害者が、外

泊の機会を得ることができ

た。 

 

③  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。 

③ 利用泊数 

  延べ 800泊 

  利用者数 

  延べ 550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（女性 78 人、男性 96 人） 

④ プール開放（健康センター総合プール） 

 障害者のレクリエーション事業として、参加

者相互の親睦を図った。 

 開催日 20 年８月５日 

 参加人数 263 人（女性 112 人、男性 151 人） 

３ 
④ 天候に恵まれ参加者相互

の親睦が図れた。 
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。 

④ 参加人数  300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（女性 807 人、男性 555 人） 

 映画会 19 年 12 月８日 

 参加人数 623 人（女性 439 人、男性 184 人） 

⑤ WaiWai フェスティバル（ WaiWai まつりと

心の健康フェスティバルが統合） 

 府中グリーンプラザ・フォーリスにて開催  

21 年１月 20・21 日 フォーリス 
 施設紹介・物品販売 参加人数 1,200 人 

21 年１月 23～25 日 グリーンプラザ 

 作品展 参加人数 1,535 人 
 施設紹介・喫茶コーナー 参加人数 778 人 

21 年１月 25 日 グリーンプラザ 

コンサート・講演会 参加人数 274 人 

駅前企画 参加人数 1,500 人 

４ 

⑤ ２つの事業が統合し、初

めての開催であった。企画に

ついては、２つの事業を引き

継いだ内容となっているが、

事業規模が大きくなったこと

で、より多くの市民に啓発を

行うことができた。今後は、

企画内容を工夫し、来場者を

増やして啓発につなげていく

ことが課題である。 

⑤ ＷａｉＷａｉフェステ

ィバルに変更となってから

２回目の開催となる。本来

であれば 12月の障害者週間

での開催が望ましいが、会

場の都合により１月に実施

する予定である。府中市に

おける障害の総合的な啓発

事業として、今後とも継続

して実施していく。 

⑤ 参加人数 3,000人 
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事業項目 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

障害者成人教

室（あすなろ

学級）の実施 

(051) 

 知的障害をもつ成人が、有意義な生活や自立

への方法と余暇の充実活動を学び周辺の人と

のコミュニケーションを学ぶ講座として実施

する。 

 19 年度実績 

 20 回、延べ出席 1,088 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。 

 20 年度実績 

 19 回、延べ出席 1,050 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。 

 20 年度ベースを継続 

生涯学習スポーツ課 

年金制度の情

報提供 

(052) 

 広報紙や各種パンフレット、国民年金特集号

の配布、ホームページ等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 

  

 広報紙や各種パンフレット、国民年金特集号

の配布、ホームページなどの媒体による年金制

度の案内を行うとともに、市民への年金記録問

題や平成 20 年 10 月まで送付されたねんきん特

別便に係る年金の相談にも対応した。 

区分 件数 

広報紙掲載回数 29 

国民年金特集号配布部数 84,500 

年金届出・相談件数 33,167 

  

３  20年度は年金記録問題でのね

んきん特別便に係る年金相談、

全国の社会保険事務所や第三者

委員会からの照会が５％までは

至らなかったが増えた。自分の

年金記録を確認できる機会が増

えたため、広報紙や国民年金特

集号での年金制度の案内等の今

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。22 年 1 月には日本年金

機構が設立されるが、広域的

な年金管理となる中で市が行

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 
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 (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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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 ３ 生活環境 １ 

くらし ３ くらし ３ 

財産 １ 社会福祉・教育 ４ 

その他 ２ その他 １ 

合 計 ９ 合 計 ９ 

  

 通訳ボランティアを公募登録してもらい、

外国人の日常生活全般をはじめ、市政相談ま

で幅広く相談に応じている。 

一般相談 
相談 

件数 

 
市政相談 

相談 

件数 

家庭生活 ２ 生活環境 １ 

くらし ６ くらし ５ 

財産 ０ 社会福祉・教育 １ 

その他 １ その他 ２ 

合 計 ９ 合 計 ９ 

  

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３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) 

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 

 

学習者登録数 

男性 女性 

170 人 274 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 189回 

 

学習者登録数 

男性 女性 

158 人 282 人 

  

３ 

 日本語習得は日本で生活す

る在住外国人にとって重要な

問題である。特に仕事を持た

ない外国人女性にとっては、

日本語を習得でき、交流や情

報を得られ簡易な相談ができ

る場が必要である。府中国際

交流サロンは、それら女性を

支援する場として重要な役目

を担っており、今後もサロン

で支援を充実させる。更に外

国人女性が地域の中で日本人

と交流を深めていけるよう検

討していく必要がある。 

 日本語学習会に在住外国

人女性が多数参加できるよ

う支援していく。その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 

女性の国際交

流の推進 

(055) 

 友好都市ウィーン市ヘルナルス区に高校

生派遣事業としてを５人を派遣した。 

（女性５人） 

府中国際交流サロンの日本語学習会に、在

住外国人への日本語教授ボランティアとし

て多数の女性市民が参加し、日本語の指導・

交流を行った。また、国際交流サロン運営に

関わるなど、国際理解・国際交流推進活動に

貢献した。 

ボランティア登録者数 

男性 女性 

50人 138 人 

日本語学習会参加者数（年間延べ） 

・外国人学習者 4,996人 

・日本人ボランティア 4,349 人 

 友好都市ウィーン市ヘルナルス区に高校

生派遣事業として６人を派遣した。 

（女性５人、男性１人） 

府中国際交流サロンの日本語学習会に、在

住外国人への日本語教授ボランティアとし

て多数の女性市民が参加し、日本語の指導・

交流を行った。また、国際交流サロン運営に

関わるなど、国際理解・国際交流推進活動に

貢献した。 

ボランティア登録者数 

男性 女性 

45人 131 人 

日本語学習会参加者数（年間延べ） 

・外国人学習者 4,753人 

・日本人ボランティア 4,160 人 

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。 

 在住外国人が安心して日常

生活を送ることがきるため

に、日本語、日本の文化・習

慣の習得をすることは不可欠

であり、府中国際交流サロン

での日本語学習会における市

民ボランティアの役割は非常

に大きい。市内外国人登録者

が 4,000 人を超え、市内でも

国際化が進む昨今、ますます

その需要が増えている。 

友好都市ウィーン市ヘル

ナルス区に高校生派遣事業

として６人を派遣する。 

（女性５人、男性１人） 

府中国際交流サロンの事

業の中で、日本語教授ボラ

ンティア育成のための研修

会を実施し、ボランティア

の確保に努める。また国際

交流サロンの運営･活動に

多くの女性ボランティアが

参加できるようにする。 

 高校生６人をヘルナ

ルス区へ毎年派遣する

ことを継続して実施し

ていく。 

 府中国際交流サロン

の日本語学習会は、週３

日（５回）実施しており、

市民ボランティアは活

動できる曜日・時間に参

加している。現在のボラ

ンティア参加人数を維

持し、更に増加させてい

く。 

市民活動支援課 
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  ② 平和・人権意識の推進 

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

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

事業項目 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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 77 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 55 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。 

 21 年度については、年度

当初に既に実施済み（裁判

員制度について）。次年度に

向け参加者が身近に感じる

内容を検討・企画する。 

 講座参加者 80人 

生涯学習スポーツ課 

平和展の開催 

(057) 

 毎年８月に戦争・平和について市民に考え

てもらう機会を提供し現在の平和な社会を

守っていくことがどんなに大切なことなの

かを考えていくために実施。夏休み子どもバ

スツアー、パネル展、映画会・講話、平和コ

ンサート 

 合計参加者 7,341 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 7,715 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

(２月)の実施。 

 合計参加者 10,000人 

生涯学習スポーツ課 

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

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

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

事業項目 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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、情

報の共有を図った。 

 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、女性の自己

防衛術として、リアライズ代表の橋本明子氏

による WEN-DO に関する講座を実施した。 

３ 

 女性に対する暴力を防ぐた

めに様々な角度から講座を開

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回以上啓発講座

を開催する。 

 その他、庁内の情報の

共有化を図り、二次被害

の防止に努める。 

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

書籍等を積極的に収集、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、女性センター女性ト

イレにチラシを設置し、情報提供に努めた。 

 女性センター情報資料室に、ＤＶに関する

書籍等を積極的に収集、配架した。 

 また、引き続き、ＤＶ被害者が誰にも知ら

れず、相談機関が認知できるよう、女性セン

ター女性トイレにチラシを設置し、情報提供

に努めた。 

２ 

 ＤＶ防止のための啓発・情

報提供は重要な取組である。 

 今後、ＤＶ防止の情報・資

料の収集と提供をさらに充実

させることを意識して、評価

を２とした。 

 今年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。 

 市民が相談しやすい環境

を整える。 

 数値目標の設定は難

しいが、より充実した資

料の提供に努める。 
市民活動支援課 

児童虐待を防

ぐための意識

啓発 

(060) 

 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。 

乳幼児健康診査未受診者に対しては、月１

回未受診者処遇検討会を実施し状況把握に

努め、若年妊婦の状況把握を行い、支援のた

め関係機関との連携を図った。４か月までの

乳児の全戸訪問でも意識啓発に努めた。 ３ 

 乳幼児健康診査の未受診者

フォローは体制が整備され、

関係機関との連携も図れるよ

うになったことを評価し、３

とした。今後の課題としては、

４か月までの乳児の全戸訪問

の訪問率を向上させることで

ある。 

乳幼児健康診査未受診者

状況把握を実施し、若年等

ハイリスク妊婦の状況把握

を行い、関係機関とも連携

し適切な支援を実施する。

全戸訪問でも意識啓発に努

める。 

 新生児訪問として４

か月までの乳児を全戸

訪問し、意識啓発を行

う。 
健康推進課 

 

119 120 



事業項目 １９年度の取組と実績（a） ２０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） ２１年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

「児童の権利

に 関 す る 条

約」について

の啓発 

(061)－① 

児童虐待防止への対応 

府中市要保護児童対策地域協議会の実施 

代表者会議、実務者会議、児童虐待相談事例

進行管理分科会     各２回開催 

個別事例検討会       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 

 

児童虐待防止への対応 

府中市要保護児童対策地域協議会の実施 

代表者会議、実務者会議、児童虐待相談事例

進行管理分科会      各２回開催 

個別事例検討会     90回 

関係機関研修会     ２回 

内部研修会       ７回 

子育て支援講演会    １回 

育児支援家庭訪問   1,201回 

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。 

関係機関が児童虐待に関

する共通認識を持ち、連携

の強化を図るための研修会

を実施する。また、要保護

児童対策地域協議会が有効

的に機能するよう、会議の

進行について検討してい

く。 

内容的に数値化は難

しい。 

 

子育て支援課 

「児童の権利

に 関 す る 条

約」について

の啓発 

(061)－② 

 小・中学生へ、人権尊重教育の一環として

指導した。 

 小・中学生へ、人権尊重教育の一環として

指導した。 

３ 

 社会科の授業を始め、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。 

各関係機関との連携を図り、被害者保護のた

めの情報交換及び被害者の相談、保護を行っ

た。 

 庁内関係部署との連携会議を開催し、各部

署と情報を共有することで、庁内における二

次被害の防止に努めた。 

 

３ 

 定期的に関係機関と情報交

換の機会を持ち、ＤＶ被害者

への適切な保護が実施できる

よう努めた。引き続き二次被

害の防止及び、連携の強化に

努める。 

 庁内関係部署との連携会

議を実施する。 
 また、ＤＶ被害者支援の

ための取組について、今後

の方向性について検討を進

める。 

 連携会議年１回開催

し、情報を共有すうこと

で二次被害の防止に努

める。 

 また、今後の取組の方

向性について検討する。 

市民活動支援課 

 
 
  
  ② 売買春・性の商品化の防止に対する取組の推進 

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

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

事業項目 １９年度の取組と実績（a） ２０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） ２１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。 

 20 年度は実施していない。 

１ 

 20 年度において、性の商品

化防止の啓発に関する取組を

行っていないため、１とした。 

 男女共同参画社会の実現

のために、重要な事項であ

るため、啓発活動に取り組

む。 

 年１回啓発講座を開

催する。 
市民活動支援課 

性の商品化防

止の啓発 

(063)－② 

 人権尊重教育の中で指導した。  人権尊重教育の中で指導した。 

３ 
 人権教育の視点から、各校

において実施する。 

 人権尊重教育の中で指導

する。 

 市立小・中学校 33 校

で実施。 指導室 

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 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。 

 地域と行政等が協力して、青少年の健全育

成に良好な環境の確保及び、非行の防止を図

ることを目的として、15年９月に青少年健全

育成協力店指定制度を発足。市内のコンビニ

店 66 店、書店５店、ゲーム店２店、ビデオ

店２店、カラオケボックス店２店、酒･たば

こ販売店 38 店、ゲームソフト店 1 店、携帯

電話販売店４店の計 120店舗を指定し、調査

体制の充実を図った。 

 社会環境浄化活動の一環として、不健全図

書自動販売機等に関して、不健全図書収納の

有無、届出の有無、自主規制状況等について、

市内４か所・20 台の設置状況調査を実施し

た。 

４ 

 青少年健全育成協力店への

加入依頼をさらに強化してい

く。 

 今後は現状をよく把握し、

幅広い職種の店舗へ加入依頼

をしていく必要がある。 

 今後は青少年をとりまく

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 21 年度は、コン

ビニエンスストアー、刃物

類販売店に健全育成協力店

への加入依頼を図ってい

く。 

 青少年健全育成協力

店への加入店舗数を 120

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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

教育・労働・

地域等におけ

るセクシュア

ル・ハラスメ

ント防止の推

進 

(065)－① 

 関連機関と連携して、企業や地域に男女雇

用機会均等法の規定及び指針について、情報

の提供を行った。 

 関連機関と連携して、企業や地域に男女雇

用機会均等法の規定及び指針・対策につい

て、ポスター、ガイドブック、パンフレット

等及び、セクシュアル・ハラスメント防止ハ

ンドブックで広く情報の提供を行った。 ３ 

職場での男女の差別やセク

シュアル・ハラスメントは収

まらず、労働相談件数は増加

傾向にある。 

このような課題を解決する

ため、啓発活動を継続して行

う必要がある。 

 改正男女雇用機会均等法

の規定及び指針・対策につ

いてのポイントや概要をま

とめたガイドブック・パン

フレット及びポスター等を

参考資料として、関係機関

と連携し情報の提供を行

う。 

 今後も、周知等を積極

的に行って、労働者や企

業の方々に幅広く活用

されるよう情報の提供

に努める。 
住宅勤労課 

教育・労働・

地域等におけ

るセクシュア

ル・ハラスメ

ント防止の推

進 

(065)－② 

 女性センターの情報資料室に、書籍・パン

フレット・啓発ビデオ等の各種資料を設置す

るとともに、女性問題等講座・講演会・市職

員研修で啓発を実施した。 

 女性センターの情報資料室に、書籍・パン

フレット・啓発ビデオ等の各種資料を設置す

るとともに、女性問題等講座・講演会・市職

員研修で啓発を実施した。 

３ 

 地域的にはセクシュアル・

ハラスメント防止の概念は定

着しており、また、17 年度に

実施した職員意識調査におい

ても、認識が高まっているこ

とが分かった。 

 今後も、セクシュアル・ハ

ラスメントの無い労働環境等

の整備に努めたい。 

 引き続き、女性センター

の情報資料室に、書籍・パ

ンフレット・啓発ビデオ等

の各種資料を設置するとと

もに、女性問題等講座・講

演会・市職員研修で啓発に

努める。 

 年１回啓発講座を開

催する。 

 その他、情報誌等によ

り、セクシュアル・ハラ

スメント防止の啓発に

努める。 

市民活動支援課 

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４日に２時間の講演

会方式で実施し、27 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８日に２時間の講演

会方式で実施し、71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（平成 21年度は７月

21 日に２時間の講演会）を

実施する。 

 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（女性２人、男

性２人）による苦情処理担当窓口を設置し、

相談しやすい体制を整えた。 

 引き続き４人の担当者（女性２人、男性２

人）による苦情処理担当窓口を設置し、相談

しやすい体制を整えた。 

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

ることはこの取組の主

旨ではないものの、予防

の観点からも気兼ねな

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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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 

「イキイキ更年期～頼れる

婦人科医の先生に聞こう～」 

1 38 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 

「女性だから気になる病気」 

1 24 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 40 人に

対し、参加者が 24 人であり、

参加者は定員の 60％程度であ

ったため評価を２とした。 

 今後は、より多くの参加者

の確保に努めたい。 

 リプロダクティブ・ヘル

ス／ライツ講座を１回以上

実施する。 

 その他、リプロダクティ

ブ・ヘルス／ライツという

言葉の啓発に努める。 

 主催講座の参加者を

定員の 80％以上とする。 

市民活動支援課 

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 2,282 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 

  

 母子の健康保持と増進を図るため、健康診

査、相談及び教育事業等を実施した。 

3～4 か月児健康診査 2,248 人 

6～7 か月児健康診査 2,160 人 

9～10 か月児健康診査 2,070 人 

1 歳 6 か月児健康診査 2,269 人 

3 歳児健康診査 2,000 人 

乳幼児発達健康診査 67 人 

乳幼児経過観察健康診査 147 人 

乳幼児精密健康診査 135 人 

妊婦健康診査（５回） 12,300 人 

産婦健康診査 2,223 人 

母親学級（4 回コース） 1,162 人 

両親学級（半日コース） 525 人 

ママクラスクッキング 57 人 

妊産婦訪問指導 316 人 

新生児訪問指導 1,649 人 

乳幼児訪問指導 459 人 

子育て相談室 4,372 人 

地域子育てクラス 97 人 

離乳食教室 1,084 人 

幼児食教室 110 人 

母子保健相談 895 人 

妊婦歯科健康診査 747 人 

親と子の歯みがき教室 264 人 

予防歯科指導教室 690 人 

幼児歯科検診 2,447 人 

保育所等巡回歯科保健指導 2,339 人 

妊産婦・乳幼児保健指導 145 人 

母子栄養強化食品支給 613 人 

予防接種 25,914 人 

  

 

３ 

 乳幼児健康診査の受診率

は、一定の水準を維持してい

る。教育事業は実施回数を増

設した。支援の必要な家庭に

対してタイムリーで適切な支

援を実施できるよう関係機関

との連携体制をさらに整備す

ることが課題である。 

 乳幼児の健康診査、相談、

及び教育事業を実施し、健

康の保持・増進に努める。

支援の必要な家庭に対して

適切でタイムリーな支援を

行う。 

 未受診者全件の状況

把握及び４か月児まで

の全戸訪問。 

健康推進課 
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事業項目 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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 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 

  

 各種がんや骨粗しょう症等の早期発見、治

療のための健康診査等、予防に重点をおいた

健康指導を行う。 

区分 20 年度実績 

子宮がん検診 5,965 人（すべて女性） 

乳がん検診 3,445 人（すべて女性） 

大腸がん検診 3,218 人 

肺がん検診 197 人 

喉頭がん検診 88 人 

胃がん検診 3,578 人 

骨粗しょう症検診 704 人（すべて女性） 

  

２ 

 各がん健診ごとに受診者数

の増減や申込倍率の差があ

り、受診者数や、定員割れす

る検診についての原因究明が

今後の課題となる。 

 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 21年度計画 

子宮がん検診 
5,300 人 

(すべて女性） 

乳がん検診 
3,500 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） 

  

 肺がん検診、喉頭がん

検診については定員に

達しておらず、前年の数

値を目標としたい。 

健康推進課 

学 校 教 育 に 

お け る エ イ

ズ、薬物、飲

酒、喫煙等の

予防・啓発 

（070）－① 

18年度に引き続き、東京都薬物乱用防止指

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－

122 点、標語 147 点の応募があった。 

 前年度に引き続き、桜まつり、リサイクル

フェア、商工まつり、市民健康まつり等で街

頭キャンペーンを実施した。また、市内の５

中学校から、薬物乱用防止ポスター及び標語

の募集を行い、ポスター90 点、標語 75 点の

応募があった。 

 

３ 

 薬物乱用防止のポスター及

び標語の応募数は、昨年度よ

り少なく、街頭キャンペーン

で市民の関心度が欠けること

が課題である。 

 ポスター及び標語の応募

について、今まで以上の協

力を学校に依頼する。また、

街頭キャンペーンについて

も創意工夫をして、関心度

を高めたい。 

 ポスター及び標語の

応募数を 19 年度程度確

保出来るよう、働きかけ

ていく。 
健康推進課 

学校教育等に

お け る エ イ

ズ、薬物、飲

酒・喫煙等の

予防・啓発 

(070)－② 

 多摩府中保健所と共同して、啓発活動に努

めた。特に啓発資料を各学校に配布した。エ

イズの研修会参加や街頭キャンペーンに参

加した。 

 多摩府中保健所と共同して、啓発活動に努

めた。特に啓発資料を各学校に配布した。エ

イズの研修会参加や街頭キャンペーンに参

加した。保健連絡会で保健所よりエイズの講

演をしてもらった。レッドリボンを教育委員

会職員がつけた。 

 

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、特に

啓発資料を各学校に配布す

る。講演会や研修会に参加

する。エイズの街頭キャン

ペーンに参加する。 

 引き続き各学校にお

けるエイズ、薬物、飲

酒・喫煙の予防啓発を進

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。 

 保健の授業を中心に指導するほか、警察・

保護者・地域の方々と連携して非行・犯罪被

害防止教育の場であるセーフティ教室を全

校で実施。 

 

３ 

 保健の授業での指導、セー

フティ教室を市立小・中学校

全校で実施した。 

 各学校の教育課程に適正

に位置付け、保健の授業を

中心に指導するとともに、

警察とも連携しセーフティ

教室で薬物乱用防止、喫煙

防止等に取り組む。 

 市立小・中学校 33 校

で実施 

指 導 室 

生活習慣病、

要介護に対す

る予防の充実 

(071) 

 運動実践や食生活改善を目的とした調理

実習を取り入れ、実践的な教育事業を実施し

た。（122 回、延べ参加者 3,198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。（119回、延べ参加者 3,461人） 

 

２ 

 実施回数は前年度より少な

くなったが、参加人数は増え

た。講座により参加人数もば

らつきがあり、参加人数の少

ない講座については、実施の

有無も含めて企画の見直しな

ど検討していきたい。 

 運動実践や食生活改善を

目的とした調理実習を取り

入れ、実践的な教育事業を

実施予定。 

 実践的な教育事業の

実施等内容の充実を図

り、数値目標は、20年度

計画を維持する。 健康推進課 

127 128 



事業項目 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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、17,124人 

 女性の健康づくりを目的に、総合体育館に

おいて、体操教室等を実施。 

総合体育館において実施していたシェイプ

アップトレーニング教室及び地域体育館に

おいて実施していた女性を対象とした体操

教室等については、男女の別なく参加できる

よう、性別要件を撤廃した。 

５コース、4,341人 

３ 

 性別要件を撤廃したため、

前年度と比較し、対象を女性

に限定した体操教室等の数は

減少している。 

 女性の健康づくりを目的

に、総合体育館において、

体操教室等を実施する。 

 女性体操教室等の参

加者数を増やす。 

５コース、5,000人 

生涯学習スポーツ課 

自主的スポー

ツ、レクリエ

ーション活動

への指導者派

遣 

(073) 

 地域でのスポーツ・レクリエーション活動に

必要な指導者を派遣する。 

 29 回、67 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。 

 37 回、76 人 
３ 

種目指導に限らず、健康体操

の指導など地域と生活に根ざし

た指導者の派遣事業を実施して

いる。これからも派遣制度の周

知を図る。 

 地域でのスポーツ・レクリ

エーション活動に必要な指導

者を派遣する。 

 指導者派遣回数を増や

す。 

40 回、80 人 
生涯学習スポーツ課 

 
 
  
  ② 年齢に応じた性に関する正確な知識の取得 

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

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

事業項目 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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。 

 子どもを計画的に生み育て、健康で明るい

家庭を築いていくため、母子保健相談（来所

相談・妊産婦訪問・産婦健康診査等の助産師

による相談）を通して、受胎調節や不妊解決

法等の啓発を行った。 ２ 

 相談の機会を増設している

が、気軽に相談できる場の提

供を検討したい。 

 母子保健相談（来所相

談・妊産婦訪問・産婦健康

診査等の助産師による相

談）や新生児訪問を通して

受胎調節や不妊解決法等の

啓発を行う。 

 新生児訪問（４か月ま

でに全戸訪問する「こん

にちは赤ちゃん事業」）

を活用して啓発を行う。 

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１件 

 相談から浮び上がる問題や他機関からの

情報収集に努めた。相談件数１件 

２ 

 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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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) 

 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 

 男女共同参画記念講演会では、ワーク・ラ

イフ・バランスの観点から、父親が子育てす

ることがどのようにワーク・ライフ・バラン

スにつながるかを NPO 法人ファザーリング・

ジャパン代表の安藤哲也氏による講演会を

実施し、男性の子育ての視点から、性別役割

分業の是正に関する啓発を行った。 

 その他。様々な視点から女性問題に関する

講座を実施した。 

３ 

 女性問題に関する様々な講

座を実施した。 

 講座計画時に、何が問題に

なっているのかを把握し、時

勢にあった需要の高い講座を

実施したい。 

 現在、男性のさらなる育児

参加が重要であると認識され

ており、時勢にあった講座を

実施することができたと考

え、評価を３とした。 

 時勢にあった講座を実施

できるように、内容を精査

し、また、講師に打診する

際は意図を明確に伝える。 

 多くの参加者が確保でき

るよう、広報活動等に努め

る。 

 講演会形式の講座を

実施するにあたり、定員

の 80％以上の参加者の

確保を目標とする。 

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。 

 市立小・中学校全 33 校で、学習指導要領

に従い、保健の授業の中で児童・生徒の発達

段階や特性に応じた指導を実施した。 ３ 

 今後も継続して指導すると

ともに、児童・生徒が正しい

知識に基づく適切な行動がで

きるよう、指導の充実を図る。 

 市立小・中学校全校で、

学習指導要領に従い、保健

の授業を中心に児童・生徒

の発達段階に応じた指導を

行う。 

市立小・中学校 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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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」等の

作成においては、平成 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。 

 19 年度同様、「男女共同参画表現ガイドラ

イン」に沿った適切な表現に努めた。 

３ 

広報紙等による啓発活動に

ついては、「男女共同参画表現

ガイドライン」に沿った適切

な表現を用いていることか

ら、一定の成果は得られてお

り、評価は妥当といえる。今

後は、変化する表現方法等を

的確に把握し対応する必要が

ある。 

 引き続き、男女平等の視

点から、「男女共同参画表現

ガイドライン」に沿った適

切な表現に努める。 

 「男女共同参画表現ガ

イドライン」に沿った適

切な表現を用いるとと

もに、変化する表現方法

等を的確に把握し対応

する。 

広 報 課 

「表現ガイド

ライン」に基

づく適切な表

現への配慮 

(079) 

 15 年４月に発行した「男女共同参画表現ガ

イドライン」を活用し、市の発行物等を作成

する際には、男女平等の視点に立ち作成する

よう配慮した。 

 15 年４月に発行した「男女共同参画表現ガ

イドライン」を活用し、市の発行物等を作成

する際には、男女平等の視点に立ち作成する

よう配慮した。 ３ 

 ガイドラインは、全庁的に

浸透していると考えるが、19

年度と比較して、特に新たな

取組を行っていないため、３

とした。 

 引き続き「男女共同参画

表現ガイドライン」を活用

した配慮に努め、全庁的な

普及に努めたい。 

 数値で測れる項目で

はないため、設定がなじ

まない。 

 引き続き、発行物等を

作成する際は、ガイドラ

インに沿うように指導

する。 

市民活動支援課 

マスコミに対

する働きかけ

や要望 

(080) 

 広報活動等で男女平等の視点に立った表

現を使用するよう、働きかけを行った。 

 広報活動等で男女平等の視点に立った表

現を使用するよう、働きかけを行った。 

 また、テレビ広報において、女性センター

を紹介した。 

３ 

 テレビ広報において、女性

センターを紹介したことを評

価して３とした。 

 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、設定ができ

ない。 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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

情報の選択・

活用（メディ

ア・リテラシ

ー）の普及・

啓発 

(081)－① 

 女性センター主催講座「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。 

 女性センター主催講座「上杉家と直江家の

女たち」の中で、日本史上で一般的に男性の

活躍がメディア等において取り上げられる

ことが多いが、実際は女性も活躍をしていた

という歴史的事実を知ることで、情報を読み

解く能力を養うことを目的とした。 

４ 

 定員 80人に対して、90 人以

上の申込みがあった。市民が

興味を持ちやすい分野を題材

とすることで、より多くの方

に参加していただけたことを

評価して、４とした。 

 より多くの方に興味を持

っていただける題材、かつ

メディア・リテラシーの啓

発講座であることを意識し

た講座を１回以上実施す

る。 

 定員の 80％以上の参

加。 

市民活動支援課 

情報の選択・

活用（メディ

ア・リテラシ

ー）の普及・

啓発 

(081)－② 

 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。 

 インターネットの問題について社会科や

技術家庭科等の教科・領域で指導するととも

に、学級活動の場面で指導を行った。 

 教員からなる ICT 活用推進委員会を設置

し、授業研究を実施した。 

 セーフティ教室で情報モラルをテーマに

取り上げた。 

３ 

 セーフティ教室には保護者

の参加もあり、保護者への啓

発にもつながっている。 

 

 教科・領域での指導、学

級活動での指導を継続する

とともに、セーフティ教室

でも取り組む。 

 教育課程への位置付

け、市立小・中学校 33

校で実施 

指 導 室 

インターネッ

ト講座の開催 

(082)－① 

 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。 

 引き続き、60 歳以上の女性を対象としたイ

ンターネット入門講座を実施した。 

 定員 18 人に対して、87 人の応募があり、

需要の高さがうかがえた。 

４ 

 60 歳以上の女性を対象とし

たパソコン講座は、シルバー

人材センター登録講師により

実施した。参加者と講師の年

齢が近いことなど、参加者の

満足度も高いものであった。 

 また、倍率が 4.83倍と高く、

市民のニーズに合った講座を

実施できたことを評価して、

４とした。 

 需要が高いため、60 歳以

上の女性を対象として、同

講座を実施する。 

 60 歳以上の女性を対

象として、同講座を年 

１回実施する。 

市民活動支援課 

インターネッ

ト講座の開催 

(082)－② 

パソコンボランティアを講師としたイン

ターネット入門講座を実施し、情報化への対

応とパソコン機器に親しむ機会を提供した。 

 ４講座・16 回・285 人 

 パソコンボランティアを講師としたインタ

ーネット・電子メール入門講座を実施し、情

報化への対応とパソコン機器に親しむ機会

を提供した。 

 ２講座・８回・84 人 
３ 

 前年度と比較し、受講希望

者が減少したため、講座数等

を減らしたものの、情報化へ

の対応とパソコン機器に親し

む機会を提供することが出来

た。今後、ニーズに応じた講

座を実施していきたい。 

 インターネット入門講座

の内容の充実を図る。 

インターネット入門

講座の参加者を増やす。 

２講座・100人 

生涯学習スポーツ課 
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 (４) 相談体制の充実 
  ① 相談窓口の充実 

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

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

事業項目 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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 12 

身の上 67 

合 計 79 

  

人権身の上相談 

 基本的人権が侵害される諸問題や悩み事

に対し、人権擁護委員が助言・指導を行った。 

内 容 相談件数 

人権 10 

身の上 55 

合 計 65 

  

３ 

 人権問題の相談は減少して

いるが、社会の複雑化のため

か地域や家族間の悩み事が増

加している。これに対し、相

談を受けに来た人には、適切

な助言・アドバイス等が行え

ている。 

 なお、人権問題については、

埋没している問題も考えられ

るため、法務局と連携を取り

ながら活動を進めていく。 

 毎月第１・３木曜日、午

後２時～４時に市民相談室

で実施する。 

 相談は増減があるた

め、適切な目標は定めに

くいが、過去３年の実績

及び埋没している人権

問題の早期発見も考慮

し、80 件を目標とする。 広 報 課 

女性自身に関

する相談の充

実 

(083)－② 

 女性問題相談の中で、女性に関するあらゆ

る悩み（離婚、ＤＶ、家族等）の相談事業を

実施し、自分らしい生き方を見つけるための

援助をした。また、ＤＶ被害者に対する二次

被害防止につながる相談の支援に努めた。 

(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。 

 女性問題相談の中で、女性に関するあらゆ

る悩み（離婚、ＤＶ、家族等）の相談事業を

実施し、自分らしい生き方を見つけるための

援助をした。また、ＤＶ被害者に対する二次

被害防止につながる相談の支援に努めた。 

(1) 相談体制 月曜日～金曜日（平日）、 

午前９時～午後５時  相談員２人

（月・火は１人） 

(2) 20 年度女性問題相談総件数 1,052 件 

(3) 相談機関連携会議１回  

庁内の相談機関との連携を深めると

ともに、各機関における窓口業務の中

で、相談者への二次被害を防ぐための対

応を再確認した。 

 

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 19 年度と 20 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、

女性に関わる問題が増えてい

るとは言えない。 

 また、認識している限り、

ＤＶ被害者等への二次被害が

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

携を密に図り、二次被害の

防止に努める。 

 相談件数の目標を数

値化することは困難で

あるため、市民が相談し

やすい環境を整えるこ

とを目標とする。 

 二次被害については、

引き続き防止に努める。 
市民活動支援課 

女性自身に関

する相談の充

実 

(083)－③ 

 母子家庭や寡婦・女性が抱えている問題に

ついて、専門相談員による相談を実施した。 

 相談件数 2,097 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 2,308 件 

 

３ 

 相談件数は増加している

が、引き続き専門相談員２人

体制で対応している。今後も

個々の相談内容に応じて対応

していく。 

 相談件数が引き続き増加

することが見込まれるた

め、２人体制を継続し、関

係機関と連携しながら相談

に応じていく。 

専門相談員 ２人 

子育て支援課 

健康に関する

相談の充実 

(084) 

 医師、保健師、栄養士、歯科衛生士による

相談事業を実施。 

（306回、延べ相談者数 1,406 人） 

 医師、保健師、栄養士、歯科衛生士による

相談事業を実施。 

（271回、延べ相談者数 1,007 人） 

 

２ 

 日常の健康管理を支援する

ために保健センター分館での

面接相談や電話相談、各文化

センターにて出張相談を行っ

た。保健センターにおける相

談業務を充実させるととも

に、生活習慣病予防の観点か

ら、重点相談の対象疾患を拡

大する。 

 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。回数は 268 回

とする予定。 

 ここ数年、相談者数が

減少しているため、前年

よりも増やすことを目

標としたい。 

健康推進課 
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事業項目 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

子どもに関す

る相談の充実 

(085)－① 

 「子育て相談室」を開設し、電話・来所・

訪問による妊産婦及び乳幼児の健康、食事、

歯科衛生に関することや妊娠・出産及び育児

に関する相談を受けている。 

 

相談体制 
月曜日～金曜日 

午前８時半～午後５時 

相談担当 
保健師・看護師・栄養士 

歯科衛生士 

相談件数 

保健相談    3,581 件 

栄養相談     278 件 

歯科相談     191 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    3,856 件 

栄養相談     339 件 

歯科相談     177 件 

  

３ 

 相談内容が多種多様化して

いる。相談から他の母子保健

事業への連動、訪問を実施し

ている。内容により関係機関

の紹介、連携も実施している

が、タイムリーによりよい支

援ができるよう関係機関との

連携強化が必要である。 

 新生児訪問や母親学級等

を活用して、子育て相談室

の周知を図る。 

 「子育て相談室」の活

用について全対象者に

周知する。 

健康推進課 

子どもに関す

る相談の充実 

(085)－② 

 子ども家庭支援センター「たっち」「しら

とり」において、総合相談事業を実施した。 

 

区分 件数 

 

区分 件数 

虐待 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 

 新規相談件数 737 件 

 子ども家庭支援センター「たっち」「しら

とり」において、総合相談事業を実施した。 

 

区分 件数 

 

区分 件数 

虐待 182 育成 57 

養育困難 198 育児 258 

障害 28 その他 48 

保健 42 合計 813 

新規相談件数 813 件 

延べ支援回数 20,710 回 

 

３ 

 関係機関や保護者等からの

相談件数は安定してきてお

り、相談窓口として周知され

てきている。研修会等を実施

して、相談業務の充実に努め

た。 

 様々な悩みや問題を抱え

る家族への支援は、長期的

な支援が必要である。関係

機関との連携や引継が大切

であるが、各機関の認識に

温度差もあるため、関係機

関向けの研修会等を行い共

通認識を深め、連携強化を

図りながら、子どもと家庭

の統合相談に適切に対応し

ていく。 

 内容的に数値化は難

しい。 

子育て支援課 

子どもに関す

る相談の充実 

(085)－③ 

○育児相談（保育所） 

○子育てひろば「ポップコーン」事業等 

 25 か所 

 延参加人数：15,509 人（内児童 8,233 人） 

○園庭開放 

 週１回 15 か所 

 延参加人数：11,581 人（内児童 6,283 人） 

○育児相談（保育所） 

○子育てひろば「ポップコーン」事業等 

 30 か所 

 延参加人数：16,354 人（内児童 8,526 人） 

○園庭開放 

 週１回 15 か所 

 延参加人数：12,476 人（内児童 6,723 人） 

 

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 30 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・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 

 女性問題相談および青少年・子ども相談の

中で、妊娠、出産、育児期の女性の不安や悩

みの相談を受けている。内容や状況により、

関係機関への紹介も実施している。 

(1)相談体制 月曜日～金曜日（平日）、午前

９時～午後５時、 

相談員２人（月・火は１人） 

(2)20年度青少年・子ども相談件数 26 件 

(3)相談機関連携会議 

５機関…府中警察署、多摩児童相談所、多摩

府中保健所、子ども家庭支援センター、民生

委員・児童委員 

６課…指導室、子育て支援課、生活援護課、

健康推進課、地域福祉推進課、児童青少年課 

１回／年 

 

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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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

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。 

メンタルフレンドを全小学校、スクールカ

ウンセラーを全中学校に配置した。小学校２

校に新たにスクールカウンセラーを配置し

た。 ３ 

 配置時間の拡大及び小学校

のスクールカウンセラー配置

校の増加が課題である。 

 メンタルフレンドを全校

に配置しているのに加え、

小学校３校へスクールカウ

ンセラー（臨床心理士）を

配置し、いじめや不登校等

の防止、解決や校内の相談

体制の更なる充実を図る。 

 メンタルフレンドの

小学校配置（22 校）。 

 スクールカウンセラ

ーの中学校配置(11 校)。 指 導 室 

福祉総合相談 

(086) 

 18 年度と同様に市、在宅介護支援センター

をはじめ、社会福祉協議会等関係機関を中心

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 

 19 年度と同様に市、在宅介護支援センター

を中心に高齢者の相談を受け付けているな

かで、高齢の女性や高齢の家族をもつ女性の

相談を積極的に受け、必要に応じて適切なア

ドバイスを行うなど、女性が安心して生活を

送れるよう相談業務の充実を図った。 

市庁内で福祉相談担当者連絡会議を開催、

庁内の関係機関との連携を深めた。 

 

平成 19 年度女性の相談件数  6,627件 

 

３ 

 全体の相談件数の内、６割

が女性の相談。 

 虐待対応においては７割の

被虐待者が女性。 

 今後も相談を受けるだけに

とどまらず、適切なアドバイ

ス、支援が必要。相談者の権

利擁護のためには、関係機関

との連携が不可欠である。 

 市、包括支援センター、

在宅介護支援センターを中

心に高齢者の相談を受け付

けているなかで、高齢の女

性や高齢の家族をもつ女性

の相談を積極的に受け、必

要に応じて適切なアドバイ

スを行うなど、女性が安心

して生活を送れるよう相談

業務を行っていく。 

福祉相談担当者連絡会議

を通じ、各相談担当者のス

キルアップ、連携を深めて

いく。 

女性の相談件数 

 6,700 件 

 

福祉相談担当者連絡会

議 

  12 回 

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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

関係機関との

連携の促進 

(087) 

 ＤＶに対する連携体制の確立のため、庁内

の関係機関と連携会議を実施した。 

 また、関連する法律の改正点、研修、その

他の情報については、庁内関係機関に情報を

周知した。 

 その他、都等が開催する説明会等へ、積極

的に参加した。 

 ＤＶに対する連携体制の確立のため、庁内

の関係機関と連携会議を実施した。 

 また、関連する法律の改正点、研修、その

他の情報については、庁内関係機関に情報を

周知し、二次被害の防止に努めた。 

 また、庁内の相談業務を担当している部署

で構成する「福祉関係相談担当者連絡会議」

が 20 年度に発足し、相談業務を実施する上

での情報交換など、取組を進めた。 

 その他、都等が開催する説明会等へ、積極

的に参加した。 

２ 

 20 年度の目標であった、連

携会議を２回開催することが

達成できなかったため。評価

を２とした。 

 引き続き、庁内各機関と

の連携に努める。 

 また、連携会議に参加し

ている課を見直し、さらに

参加が必要な課がないか検

討する。 

 また、「福祉関係相談担当

者連絡会議」に引き続き参

加し、全庁的に取り組むべ

き課題を認識し、さらなる

連携の強化に努める。 

 連携会議における情

報交換や、課題分析等を

充実させ、また、類似す

る会議への参加により、

さらなる連携の強化に

努める。 市民活動支援課 
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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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

男女平等教育

の推進 

(088) 

 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。 

 各校の教員からなる人権教育推進委員会

を設置し、男女平等教育を含めた人権教育の

視点から各教科等の指導内容・指導方法の工

夫・改善を行った。 ３ 

小・中学校の教員が協力し

て活動するため、小・中学校

の連携を意識した人権教育の

実践を展開できた。 

教科、道徳、特別活動及

び総合的な学習の時間をは

じめ、学校の教育活動全体

を通じて男女平等を意識し

た指導を推進するとともに

教員に対して男女平等を含

む人権教育の研修を実施。 

 人権教育推進委員会

の設置。 

指 導 室 

人権尊重教育

推進校の設置 

(089) 

東京都人権尊重教育推進校 

府中第七中学校 
東京都人権尊重教育推進校 

府中第七中学校 ３ 

 様々な人権課題に対して教

科や特別活動等のなかで取り

組んだ。 

人権尊重教育推進校の指定  人権尊重教育推進校

の指定 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・適正を生

かした進路を選択できるようにした。また、

固定的な性的役割分業観を払拭し、職業を自

分の基礎として位置付けた指導を行った。 

 市立中学校２年の全生徒の５日間の職場

体験の実施 

 一人一人の個性を尊重し、能力・適正を生

かした進路を選択できるようにした。また、

固定的な性的役割分業観を払拭し、職業を自

分の基礎として位置付けた指導を行なった。 ３ 

 全中学校での職場体験学習

の実施、望ましい職業観や勤

労観の育成を継続して実施し

ていく。 

 市立中学校２年の全生

徒の５日間の職場体験の実

施。 

 一人一人の個性を尊重

し、能力・適正を生かした

進路を選択できるようにす

る。また、固定的な性的役

割分業観を払拭し、職業を

自分の基礎として位置付け

た指導を行う 

市立中学校２年の全生

徒の５日間の職場体験

の実施 

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。 

 市立小・中学校全校で、学習指導要領に従

い、小学校では主に生活・体育・道徳・特別

活動で、また、中学校では保健の授業の中で

指導した。 
３ 

 今後も児童・生徒が正しい

知識に基づく適切な行動がで

きるよう、生活指導の充実を

図る。 

 市立小・中学校全校で、

学習指導要領に従い、保健

の授業を中心に児童・生徒

の発達段階に応じた指導を

行う。 

 市立小・中学校全校で

実施。 

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。 

教員に対して男女平等を含む人権教育や

道徳の授業に関する研修を実施した。 

 回 数     ８回 

 参加者  述べ 169 名 

３ 

 教育委員会の実施する研修

のほかに学校での自主的な取

組も行っている。 

 男女平等も含めた人権教

育や道徳の授業に関する研

修の継続実施。 

 研修会の継続実施。 

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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

学習・啓発講

座の実施 

(093) 

 従来の固定的な性別役割分業の見直しを

図り、男女が互いを尊重する男女共同参画社

会の実現に寄与し、その意識を啓発するため

の各種講座を開催した。 

・女性のための簡単大工講座 ５回 60 人 

・男性のための料理講座   １回 10 人 

 従来の固定的な性別役割分業の見直しを

図り、男女が互いを尊重する男女共同参画社

会の実現に寄与し、その意識を啓発するため

の各種講座を開催した。 

・女性のための簡単大工講座 ５回 72 人 

・男性のための料理講座   １回 16 人 

４ 

 いずれの講座も定員以上の

応募があり、性別役割分業の

是正と市民のニーズが合致し

た講座を実施できたため、評

価を４とした。 

 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回以上 

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 41回、参加者 2,264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 40回、参加者 2,372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、ガイドブック等により実施した。 

また、東京都の労働行政機関等と連携し、

男女雇用平等、非正規雇用関連の点検を中心

に、「男女雇用機会均等法・パートタイム労

働法・有期労働契約の締結、更新及び雇止め

に関する基準など」の労働者・労働組合・事

業主・人事労務担当・関心のある一般都民を

対象にセミナーを府中グリーンプラザで実

施し、申込者 101人中、60 人の参加があった。 

 

３ 

 労働者だけでなく、雇用主

の意識啓発も重要であるた

め、今後も積極的に働きかけ

をしていきたい。 

アンケートからセミナーの

評価は、「大変参考になった」

が 34％で、「参考になった」が

55％であった。合せると 89％

で、９割近い受講者から良い

評価があった。一方、「少し参

考になった」が 11％、「参考に

ならなかった」と回答した人

はいなかった。 

講師に関して、「わかりやす

い」と好評であった。 

男女雇用平等推進のた

め、広く職場における男女

平等について、国や都と連

携して、雇用主・労働者双

方への意識啓発をポスタ

ー、チラシ、ガイドブック

等により実施する。 

また、東京都の労働行政

機関等と連携し、労働者・

一般都民向けセミナーの実

施を行う。 

労働者向けのセミナ

ーを関係機関と連携し

実施する。 

参加者の増加に努め

る。 

住宅勤労課 
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  ③ 行政職員の男女平等への意識改革 

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

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

事業項目 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

職員に対する

研修会、講演

会の実施 

(096) 

 全職員を対象とした男女共同参画講演会

「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。 

 全職員を対象とした男女共同参画講演会

を 20 年 10 月 29 日に２時間の講演会形式で

開催し、43 人（女性 18 人、男性 25人）が受

講した。 

 内容は、日経ＷＯＭＡＮ編集長の麓幸子氏

によるワーク・ライフ・バランスに関する講

演で、職員にワーク・ライフ・バランスの意

識を啓発することを目的とした。 

３ 

 毎年度、全職員を対象とし

た男女共同参画講演会を実施

し、男女共同参画に対する意

識づけを図った。今後とも、

担当課と調整しながらその時

代や研修ニーズにあったテー

マの設定に努め、効果のある

講演会を実施していく。 

 全職員を対象とした男女

共同参画講演会を担当課と

共催で実施する予定であ

る。 

 毎年度、男女共同参画

講演会を実施する。 

職 員 課 

市民活動支援課 

職員広報等で

の啓発・情報

提供 

(097) 

 女性センター情報誌を各所属に配布し、女

性問題についての周知を行った。 

 また、府中市男女共同参画推進本部に専門

部会を設置し、男女共同参画計画推進状況評

価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。 

 女性センター情報誌を各所属に配布し、女

性問題についての周知を行った。 

 また、職員を対象としたワーク・ライフ・

バランス啓発パンフレットを作成し、ワー

ク・ライフ・バランスの視点から男女平等へ

の意識改革を行った。 

 

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、市民を対象と

した講座、都等が実施する

研修等の情報を提供し、職

員の意識啓発に努めたい。 

 今後、職員の意識を研

究し、適切な数値目標の

設定に努めたい。 
市民活動支援課 

職員の意識調

査の実施 

(098) 

 職員の意識調査は５年毎に実施している

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。 

 職員の意識調査は５年毎に実施している

ため、20年度は実施していない。 

 20 年度は男女共同参画週間のテーマでも

ある、ワーク・ライフ・バランスに重点を置

き、職員研修等を実施した。 

 

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

識が醸成され、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。 

 ５年に１回実施している

意識調査の他に、簡易的な

アンケートを毎年実施す

る。 

 このためのアンケート様

式の作成を行う。 

 21 年度計画に記載し

たアンケートを実施し、

今後の数値目標を定め

たい。 

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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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。 

 19 年度同様、男女平等に関する事業につい

て「広報ふちゅう」に掲載し、市民への啓発

の充実を図った。 

３ 

 男女共同参画社会の実現に

向けた市政の取り組み等につ

いて、広報紙で取り上げ、市

民への情報提供を行っている

ことから、一定の成果は得ら

れている。今後は市民が取り

組むべき、より具体的な行動

等について啓発が必要であ

る。 

 広く市民へ啓発するた

め、これまでの広報紙によ

る啓発に加え、テレビ広報

等を活用した啓発活動を実

施する。 

 男女共同参画社会の

実現に向け、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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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。 

 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でも注目する

ような講座を実施し、そこから意識啓発に努

めた。 

 

 女性センターで年間を通して各種講座を

開催し、啓発に努めた。 

 一例として、市政参画講座において、ヒラ

リー・クリントン氏を取り上げる等、多くの

方が関心を持つ話題をテーマに女性問題に

ついての講座を実施した。  ３ 

 話題性のあるテーマを設定

することで、多くの参加者を

確保することができた。 

 女性問題の講座であること

を意識し、内容が逸脱しない

ようにテーマを設定すること

が課題である。 

 参加者は増加したが、継続

して多くの方に参加していた

だく必要があるため、20 年度

の評価は３とした。 

 引き続き、女性問題講座

について、内容が逸脱しな

いように注意しながら、よ

り多くの方が興味を持つテ

ーマを研究する。 

 女性問題講座の定員

について、80％以上の参

加者の確保に努める。 

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 １９年度の取組と実績（a） ２０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） 

２１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、女性に対する人権、ＤＶに対する認

識を確認するため、市政世論調査に設問を設

置し、調査を実施した。 

 さらに、市で女性問題についての取組を行

う際に、他の自治体の現状等について調査

し、取組に活かした。 

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。 

 また、本市独自の問題に

ついて調査する。 

 数値目標の設定が困

難であるため、設定しな

い。 

 引き続き、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 

(19 年度末) 
利用者数 

図書 7,956 冊 1,222 人 

雑誌 - 542 人 

ＶＴＲ 207 本 563 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 

(20 年度末) 
利用者数 

図書 7,678 冊 1,417 人 

雑誌 - 477 人 

ＶＴＲ 207 本 
640 人 

ＤＶＤ 7 枚 

  

 

３ 

 図書の在庫数は減少してい

るが、利用者数が増加してい

ることを評価し、３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

料を収集するよう意識し、

情報提供に努める。 

 20 年度と比較し、利用

者数の増加に努める。 

区分 利用者数 

図書 1,450 人 

雑誌 500 人 

ＶＴＲ 650 人 

  

市民活動支援課 
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５ 計画の推進 
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 庁内推進体制の整備（２１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 １１回 

 

２ 府中市男女共同参画推進懇談会 

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

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

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

及び運営について検討した。 

 (１) 発 足  平成１３年８月９日 

 (２) 任  期  平成２１年４月１日～平成２３年３月３１日 

         （第５期府中市男女共同参画推進懇談会） 

 (３) 委 員 数  １２人 

 (４) 開催回数  ６回／年 

 

 



人数 割合(%) 人数 割合(%)

1 府中市オンブズパーソン 附属機関 2 1 50.0 1 50.0

2 府中市情報公開審査会 附属機関 5 3 60.0 2 40.0

3 府中市個人情報保護審査会 附属機関 5 3 60.0 2 40.0

4 府中市情報公開・個人情報保護審議会 附属機関 10 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 13 6 46.2 7 53.8

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 8 80.0 2 20.0

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

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

28 府中市次世代育成支援行動計画推進協議会 類似機関 16 8 50.0 8 50.0

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

30 府中市青少年問題協議会 附属機関 30 24 80.0 6 20.0

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 26 26 100.0 0 0.0

33 府中市国民保護協議会 附属機関 29 27 93.1 2 6.9

34 府中市環境審議会 附属機関 15 10 66.7 5 33.3

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

36 府中市緑の活動推進委員会 類似機関 26 17 65.4 9 34.6

37 府中市緑の基本計画検討協議会 類似機関 15 13 86.7 2 13.3

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

39 府中市都市計画審議会 附属機関 17 16 94.1 1 5.9

40 府中市土地利用調整審査会 附属機関 5 4 80.0 1 20.0

41 府中市景観審議会 附属機関 10 7 70.0 3 30.0

42 府中市景観賞審議会 類似機関 8 8 100.0 0 0.0

43 府中市建築紛争調停委員会 附属機関 3 2 66.7 1 33.3

44 府中市建築審査会 附属機関 5 4 80.0 1 20.0

45 府中市西府地区まちづくり交付金事業事後評価会議委員 類似機関 6 5 83.3 1 16.7

46 府中市立学校給食センター運営審議会 附属機関 17 11 64.7 6 35.3

47 府中市学校保健会 類似機関 20 14 70.0 6 30.0

48 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

715 516 72.2 199 27.8　計

女性委員

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

平成２１年３月３１日現在

審議会、協議会等の名称 種別 委員数
男性委員
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