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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か年の実績をもとに、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、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つながるものと思っております。 

 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、

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２４年３月  

 

府中市長  高 野 律 雄  
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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

６



７
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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２１年度及び２２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 ２３年度計画及び数値目標を掲げ、課題解決のための具体的な取組内容を記載

しています。 

⑦ 第三者評価機関が項目評価として、担当課が自己評価した事業項目について、

次の項目評価基準に基づき５段階で評価しています。項目評価基準については、

事業項目の各記載項目のアルファベット（表の見方の※印）に対応しています。 

 【項目評価基準】 

ａ 立てられた計画に基づき、着実に実行しているか 

ｂ 担当課の自己評価は適切に行えているか 

ｃ 課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか 

ｄ 適切な数値目標が設置されているか 

【５段階評価】 

５…達成されている           ２…達成半ばである 

４…ほぼ達成されている         １…不十分である 

３…概ね達成されている         ／…数値化が困難又は基準に当て

はまらない 

⑧ ⑦の項目評価とは別に、第三者評価機関が総合評価として、事業項目の推進状

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

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

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

第三者評価機関が改善策等の提言として提案し、各担当課が次年度以降により良

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

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

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

 
事業項目 

 
２１年度の取組と実績（a） ２２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） 

２３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 

 
１０ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１１ 
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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 ２１年度の取組と実績（a） ２２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） 

２３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、21 年度に設置されていた附

属機関等の委員の男女構成比については、別

表のとおり 

 「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、22 年度に設置されていた附

属機関等の委員の男女構成比については、別

表のとおり 

３ 

総合計画後期基本計画にお

ける目標値「40％」には届か

なかったが、「30％」を超え、

着実に女性委員の採用が進ん

でいる。今後も男女構成比の

均等化を進める必要がある。 

「附属機関等の委員の選任

に関する基準」に基づき、

男女構成比の均等化を進め

る。団体等へ推薦を依頼す

る際には、女性委員を出す

よう働きかけを行う。 

最終的な目標値は男女

構成比率 50%だが、それ

に向けてまずは 40%を目

標として取り組む。 

全 庁 

政 策 課 

 
 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
新規の審議会・協議会については、目標数値に努力・進展が見られます

が、22 年度の数値は前年度と比べて横ばいのため、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 22 年度の 53 審議会・協議会などで、女性委員が０の委員会が２機関、女性委員の

割合 30％以下が 21 機関あります。全体平均で 30％を超えたとはいえ、女性委員の構

成率の低い審議会・協議会などでの女性委員登用率を数値目標にしている 40％に近づ

けるよう取り組まれることを提言します。機関の性質上、男女比に偏りがあってもや

むを得ない場合がある点を考慮しても、女性委員登用を推進して男女構成比の均等化

に努め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 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 
  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 ２１年度の取組と実績（a） ２２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） 

２３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 47 機関のうち 45機関

で達成した。（95.7％） 

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 52 機関のうち 50機関

で達成した。（96.1％） 
３ 

特定の分野の附属機関等は

女性委員を登用することがで

きない状態ではあるが、今後

も新規機関が増えていく中

で、女性委員の登用を働きか

けていく。 

「附属機関等の委員の選任

に関する基準」に基づき、

男女構成比の均等化を進め

る。団体等へ推薦を依頼す

る際には、女性委員を出す

よう働きかけを行う。 

当面の目標として、男女

両方を含む附属機関等

を 90％以上とする。 全 庁 

政 策 課 

 
 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
22年度は、新規の 10機関がすべて女性を採用していますが、２機関につ

いては前年度と同じく女性委員０であるという実績から、この評価にしま

した。 

改善策等の提言 

 この事業については、前年度の第三者評価の提言が生かされて、附属機関等への女

性委員登用に努力されたことを評価します。 

 また、女性委員０の２機関は、改善の余地があると考えます。次年度以降も、すべ

ての付属機関等に女性委員の登用を促進することを要望します。 

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

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ４ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ３ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ２ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 
 (１) 社会・地域における男女共同参画 
  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 ２１年度の取組と実績（a） ２２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） 

２３年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

市民の自主的

学習活動の援

助 

(004) 

女性センターの施設を登録団体に無料で

利用可能としている（21 年度登録団体数 

130 団体 ）。 

 第 23 回男女共同参画推進フォーラムを開

催し、652 人の参加があった。 

 男女共同参画市民企画講座事業において、

3企画の応募があり、2 企画を実施した。 

 子育て世代の市民が主催講座に参加しや

すいように、託児事業を継続し、実施した。 

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（22 年度登録団体数 

119 団体 ）。 

 第 24 回男女共同参画推進フォーラムを開

催し、378 人の参加があった。 

 男女共同参画市民企画講座事業において、

3企画の応募があり、2 企画を実施した。 

 子育て世代の市民が主催講座に参加しや

すいように、託児付き講座として実施した。 

２ 

 登録団体数の減少の理由

は、登録時には登録用件を満

たす活動目的であったが、現

状は目的にそぐわない活動を

している団体が見受けられた

ため、全団体の実態把握をし

た結果である。一方で、男女

共同参画推進フォーラムの来

場者数が減少したことから改

善が必要と考えられ、この評

価にした。今後は、登録団体

の支援を継続していくととも

に、男女共同参画推進フォー

ラムの内容を充実させてい

く。 

 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、男女共同参画推進

フォーラムの来場者数増加

にも取り組む。 

 女性センターは、女性

問題に関わる団体の活

動拠点である。よって、

単に登録団体数を増や

すことを目的とせず、女

性問題に関わる団体の

増加に努めたい。 

 また、今後は学習時間

が取れない等、ゆとりを

がない方への支援を検

討する。 

市民活動支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
登録団体数の減少は、全団体の実態把握をした結果だと判断しましたが、

市民の自主的学習活動への支援は継続されていますので、この評価にしま

した。 

改善策等の提言 

フォーラム来場者数については、内容を重視するなら、増減はそれほど重要視する

必要はないと考えますが、増加にも取り組む姿勢は今後も続けることを要望します。 

 登録団体については、特に社会活動の参加経験の浅い若い人たちの新しい団体への

要請に応じた支援を希望します。また、男女共同参画市民企画講座事業のさらなる支

援を希望します。 

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

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ３ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ２ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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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 ２１年度の取組と実績（a） ２２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） 

２３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) 

地域安全リーダー講習会を開催した。 

開催日：平成 21 年 6 月 21 日（土） 

参加者数：38名（女性５名、男性 33 名） 

地域安全リーダー講習会を開催した。 

開催日：平成 23年 3 月 27 日（日） 

参加者：48 名（女性 2 名、男性 46名） １ 

女性の参加者数が全体の

５％にも満たないため、評価

を１とした。今後は女性の参

加を多く呼びかけたい。 

平成 23 年 12 月に地域安

全リーダー講習会を開催予

定。 

女性の参加者 20％を目

標とする 
地域安全対策課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｄ 
22 年度の参加者の全体数は増加していますが、女性の参加者は後退して

いるので、この評価にしました。 

改善策等の提言 

地域におけるすべての防犯活動の中心的役割を担うリーダーを育成する地域安全

リーダー講習会は、大変重要な事業であると考えます。 

この分野での女性の果たす役割は、男性に劣らず重要かつ必須です。この講習会に

女性の参加者を増加させる努力を要望します。 

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 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 １ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ２ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 
 (１) 社会・地域における男女共同参画 
  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 ２１年度の取組と実績（a） ２２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） 

２３年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

男女双方の視

点を取り入れ

た防災対策の

推進 

(019) 

 総合防災訓練において、住民主体となる避

難所運営訓練を実施したが、会場が小学校

で、主体となって運営したのが小学校の保護

者組織だったため、子供主体の訓練になって

しまい、男女双方の視点における避難所のあ

り方や備蓄計画を立てるまで至らなかった。 

総合防災訓練において、避難所運営訓練を

実施し、授乳所やトイレといった女性のプラ

イベートに配慮したスペース作りをした。 
２ 

男女双方から見た避難所の

運営訓練を実施したものの、

その運営マニュアルの作成ま

でには至らなかった。 

継続的に総合防災訓練の

避難所運営訓練において、

女性のためのスペース作り

を組み込む。また、避難所

運営マニュアルの作成を進

める。 

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 
総合防災訓練において、23 年度計画に女性の視点を取り入れた避難所運

営訓練を実施したことは評価しますが、防災マニュアルの作成には至らな

かったとのことで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

この事業の目的については、年１回の総合防災訓練の実施のみで達成できるとは思

われません。総合防災訓練を年に複数回実施できないならば、地域や自治会等の防災

訓練においても、男女双方の視点を取り入れた市の防災対策についての情報を市民に

周知させ、訓練を奨励することを提案します。 

特に今年度（平成 23 年）は、3.11 の地震・津波に続く原発事故という大災害を経

験し、地域の安全・防災対策が、どんなに大切な事業であるかを日本人全体が認識し

たはずです。災害が起きた時の初動への指針、避難場所・連絡方法・備蓄品等々、防

災マニュアルを市民にいかに効率よく周知させるか、防災対策の全面的な推進を目指

すことを要望します。 

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 ４ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ２ 

（d）適切な数値目標が提示されているか １ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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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 ２１年度の取組と実績（a） ２２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） 

２３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。 

平成２２年度課長補佐級（管理職）昇任試験

実施状況は次のとおり。 

資格対象者 受験者 最終合格者

男性 98 51 20
女性 24 9 3  

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

を目指す。 

全 庁 

職 員 課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
前年度の提言を取り入れて、22 年度の管理職昇任試験の実施状況を記載

されたことで、女性職員の参画意識が充分向上していないことが判明しま

したので、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 府中市全職員の男女の割合は、男性 48％女性 52％で、39 歳以下では女性の方がさ

らに多くなっています。職種の特殊性によって職員分布の男女比に大きな偏りがある

ことが全体の数字に影響していることは想像されます。にもかかわらず、女性職員の

資格対象者が少ない上に、受験者数も少なくなっています。なぜ女性職員が昇任試験

を受験しないのかを調査して、原因を把握し改善策を講じることを提案します。女性

職員の資格対象者・受験者を増加させるには、都や他市の女性管理職の実態を参考に

して、女性職員の参画意識の向上を奨励することを要望します。また、ワーク・ライ

フ・バランスについて配慮し、女性職員が働きやすい職場環境をつくることも必要と

考えます。 

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

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか 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 

23 24 



 
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 ２１年度の取組と実績（a） ２２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） 

２３年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

啓発活動の充

実 

(028)－① 

男女が対等で働きやすい環境をつくるた

めの制度等は、男女雇用機会均等法や育児・

介護休業法等、それぞれの法律に基づき定め

られている。改正された男女雇用機会均等法

のポイントとともに、育児・介護休業法の概

要についてのパンフレットを配布し啓発に

努めた。 

男女が対等で働きやすい環境をつくるた

めの制度等は、男女雇用機会均等法や育児・

介護休業法等、それぞれの法律に基づき定め

られている。改正された男女雇用機会均等法

のポイントとともに、育児・介護休業法の概

要や就労・生活支援の案内、中小企業への助

成金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、仕事と

子育てなど家庭生活が両立

できる雇用環境を実現する

参考資料として、パンフレ

ット等を配布し啓発に努め

る。 

今後も、周知等を積極

的に行って、市民の方々

や事業所に幅広く活用

されるよう啓発する。 
住宅勤労課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

C 
前年度の提言を取り入れたことは評価しますが、単にパンフレットを配

布するだけでなく、効果的な啓発活動の必要があると考え、この評価にし

ました。 

改善策等の提言 

男女が対等で働きやすい環境をつくるためには、事業所に対する啓発活動を重視す

ることが必要です。東京都や国と連携を図り、セミナー等の実施を検討すると共に、

パンフレット配布についても、経営者団体の会議で説明をした上で配布するなど、事

業主に確実に伝わる方策を取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 
 (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 ２１年度の取組と実績（a） ２２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） 

２３年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

啓発活動の充

実 

(028)－② 

 第４次計画から新たに盛り込まれた事業

である。 

 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バラ

ンス）の普及啓発のための講演会を実施し

た。 

・男女共同参画週間記念講演会  1 回 

・男女共同参画職員研修     1 回 

 

 第４次計画から新たに盛り込まれた事業

である。 

 ワーク・ライフ・バランス (仕事と生活の

調和）の普及啓発のための講演会を実施し

た。 

・男女共同参画週間記念講演会  1 回 

22 年度は５年に１度の職員意識調査を実施

し、ワーク・ライフ・バランス等に関する職

員の意識を調査した。 

４ 

 ワーク・ライフ・バランス

の基本概念と取り組み方を講

演会や、研修を通じて啓発で

きた。22 年度はワーク・ライ

フ・バランス等に関する職員

の意識調査を実施した。今後

も正しい知識と高い意識を醸

成するため、さらなる普及に

努める。 

 ワーク・ライフ・バラン

スの実現のため、さらなる

意識改革、職場環境の醸成

に努める。 

  

 啓発事業年間 1 回以上

開催。 

 

市民活動支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

B 
ワーク・ライフ・バランスの普及啓発のための男女共同参画週間記念講

演会及び職員意識調査を実施したことで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 労働環境における男女共同参画の推進に必要なワーク・ライフ・バランスの啓発に

は、前年度の提言にあるように国・都や労働団体等と連携して取り組んでいくことも

必要です。男女共同参画週間のテーマに則した講演会を企画し、参加者数に左右され

ることなく実施していくことを要望します。 

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 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 ２１年度の取組と実績（a） ２２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） 

２３年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

一時保育の拡

充 

(032) 

 母親の出産や保護者の病気、育児疲れ、そ

して断続的な就労により、子どもの養育が一

時的に困難な家庭に対して、子どもを預か

り、保護者の多様な保育ニーズに応えた。 

 ・私立保育園…12 か所 

 ・公立保育所…1 か所 

 ・認証保育所等…5 か所 

 ・延利用人数…19,966人 

母親の出産や保護者の病気、育児疲れ、そ

して断続的な就労により、子どもの養育が一

時的に困難な家庭に対して、子どもを預か

り、保護者の多様な保育ニーズに応えた。 

また、特定保育事業を利用する保護者に対

して利用料の一部を助成した。 

 ・私立保育園…12か所 

 ・公立保育所…1 か所 

 ・認証保育所等…6 か所 

 ・延利用人数…18,297人 

 ・延助成人数…6,799人 

３ 

新たに、認証保育所１か所

で一時保育を実施ししたほ

か、特定保育事業を利用する

保護者に対する利用料の助成

を開始した。 

今後も利用者にとってより

利用しやすい環境を整備して

いく必要がある。 

事業を継続実施していく

とともに、実施施設数の増

に努める。 

 

 一時保育実施か所数 

・私立保育園…12 か所 

・公立保育所…1か所 

・認証保育所等…8 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 
22 年度の一時保育拡充のための事業は昨年度よりわずか１ヶ所の受け入

れが増加したのみで、数値目標を達成していませんが、補助金による保護

者の経済的負担軽減が実施されたので、この評価としました。 

改善策等の提言 

今後、特定保育事業を利用する保護者のニーズはますます高まると考えられます。 

一時保育利用者の背景、要望を把握し、一時保育に頼らなければならない保護者や

仕事復帰をする保護者が、保育所の入所待ちのために繰り返し一時保育を利用してい

る現状への支援や対策を検討することを提案します。 

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

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ３ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ３ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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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 ２１年度の取組と実績（a） ２２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） 

２３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 309 人 

 1 歳 526 人 

 2 歳 632 人 

 

待機児童数（4 月１日現在） 

 273 人 

認可保育所入所定員 

（4 月 1 日現在運用定員） 

 0 歳 337 人 

 1 歳 582 人 

 2 歳 696 人 

 

待機児童数（4 月 1 日現在） 

 212人 

２ 

毎年、保育所の定員を増や

してきているものの、入所希

望者が増加する中、特に低年

齢児の待機児童が生じてい

る。 

保育所新設等を進めている

が、平成 23 年度 4 月 1日現在

の待機児童数は 232 人と増加

した。 

今後も待機児童の解消に努

める。 

認可保育所入所定員（4月 1

日現在運用定員） 

 0 歳 334 人 

 1 歳 606 人 

 2 歳 717 人 

 

 

平成 26 年度目標 

認可保育所入所定員 

 0 歳 383 人 

 1 歳 649 人 

 2 歳 760 人 

 保 育 課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｄ 
22 年度の乳幼児の認可保育所入所定員の受け入れが増加していることは

評価されますが、待機児童数は横ばい状態なので、この評価にしました。 

改善策等の提言 

待機児童の解消に努めるためには、認可保育所入所定員を段階的に増加させる方策

だけでは保護者のニーズに速やかに対応できない状況にあると考えます。保育施設の

増加が困難であれば他の施設や制度・サービスを利用し、待機児童のいない低年齢児

保育の充実を図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）建てられた計画に基づき、着実に実行しているか ２ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ２ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか １ 

（d）適切な数値目標が提示されているか 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 
 (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 ２１年度の取組と実績（a） ２２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） 

２３年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

暴力を防ぐた

めの意識啓発 

(058) 

11月の「女性に対する暴力をなくす運動」

に合わせて講座を開催し、認定フェミニス

ト・カウンセラーの小柳茂子氏によるアサー

ティブトレーニングに関する講座を実施し

た。 

11月の「女性に対する暴力をなくす運動」

に合わせて、お茶の水女子大学等非常勤講師 

の吉川真美子氏による法律から考える「女と

男のよりよい関係～ＤＶ防止法を中心に～」

講座を実施した。 

また、女性問題相談カードを作成し、市内

公共施設の女性トイレに配架した。ＤＶ被害

者に向けて女性問題相談の周知を図ったこ

とにより、女性問題相談の新規相談者が増加

し、効果があったと考えられる。 

３ 

 女性に対する暴力を防ぐた

めの講座を様々な角度から開

催することで、ＤＶに対する

問題意識を共有し、啓発活動

に努めた。 

 また、女性問題相談カード

の設置場所拡大について検討

をしていく。 

 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。 

 また、市内公共施設の女

性トイレに女性問題相談カ

ードの補充をし、引き続き

ＤＶ被害者に向けて女性問

題相談の周知を図ってい

く。 

 年１回以上啓発講座

を開催する。 

 

市民活動支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｂ 
女性に対する暴力を防ぐための講座の開催と共に、女性問題相談カード

が公共施設、女性トイレに置かれた事は新しい取り組みであり、赤い色が

目に付きやすく、携帯しやすいカード式であることが、新規相談者の増加

につながったことで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

なぜＤＶの加害者になるのか、加害者・被害者の心理を理解すること、ＤＶが犯罪

であり、重大な人権侵害であることを広く市民に啓発することが大切だと思います。

ＤＶ防止につなげるため、加害者・被害者のおかれる立場を理解し少しでも発見、相

談につながるような講座及び啓発活動に努めることを要望します。 

また、ＤＶ防止、解決のために、前年度の提言にあるように警察・医療機関等や近

隣住民の協力を得やすいシステム作りに取り組むことを要望します。 

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

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ３ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ２ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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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 ２１年度の取組と実績（a） ２２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） 

２３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 

「めざせ女子力ＵＰ！女

性の健康を考えよう！」 

1 11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

／ライツ啓発講座 

「Love's Body～自分の

カラダと向き合う～」 

２ 32人 

 

３ 

 22 年度は講座を全 2 回講座

とし、受講者に興味を持って

もらいやすいように内容を工

夫したが、延受講者数が 32人

であった。 

 今後はより多くの方が参加

し、自らの健康管理について

関心を持っていただく内容を

検討する。 

 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 

Ｃ 
前年度より回数を増やして 22 年度は 2回の講座を開催していますが、前

年度とあまり変わらない参加者数なので、この評価にしました。 

 

改善策等の提言 

 リプロダクティブ・ヘルス/ライツという言葉と概念を理解・啓発するための講座

の開催は、参加者数の増減にかかわらず今後も継続する必要があると考えます。女性

の生涯を通じた健康の大切さと必要性を講座のみでなく、様々な機会をとらえて、啓

発に取り組んで下さい。 

 また、講座の内容をイメージしやすいテーマとし、魅力あるチラシを作成して、受

講者の増加につなが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 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 
  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 ２１年度の取組と実績（a） ２２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） 

２３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 21 年度実績 

子宮がん検診 5,469 人（すべて女性） 

子宮がん検診 

（クーポン券） 

2,568人（すべて女性） 

乳がん検診 3,084 人（すべて女性） 

乳がん検診 

(クーポン券) 

2,524人（すべて女性） 

大腸がん検診 3,079 人 

肺がん検診 262 人 

喉頭がん検診 104 人 

胃がん検診 3,671 人 

骨粗しょう症検診 229 人（すべて女性） 

  

 各種がんや骨粗しょう症等の早期発見、治

療のための健康診査等、予防に重点をおいた

健康指導を行う。 

区分 22 年度実績 

子宮がん検診 4,066 人（すべて女性） 

子宮がん検診 

（クーポン券） 

2,669人（すべて女性） 

乳がん検診 2,684 人（すべて女性） 

乳がん検診 

(クーポン券) 

2,489人（すべて女性） 

大腸がん検診 2,975 人 

肺がん検診 265 人 

喉頭がん検診 86 人 

胃がん検診 3,606 人 

骨粗しょう症検診 421 人（すべて女性） 

若年層健康診査 583 人 

  

２ 

 子宮がん検診については、

２１年度はクーポン券と３

５・４０・４５歳の節目検診

の受診券を送付していたが、

２２年度からは節目検診の送

付をなくしたため受診者数が

減少している。 

 乳がん検診については、通

常の検診については、受診者

が減少しているが、クーポン

の検診については、後半に検

診申込みが殺到し断る状態だ

ったので、申込み方法等の周

知に関し、改善が必要。 

 その他のがん検診にについ

ては、受診者横ばいである。 

 また、府中市では、がん検

診の精度管理において陽性反

応的中度の許容値を守ってい

ること、要精検者へのフォロ

ーを行い未把握率が低いこと

等は評価できる点である。 

 早期発見・早期治療のための各

種がんや骨粗しょう症検査、生活

習慣の改善を行うための若年層健

康診査等、予防に重点を置いた事

業を行う。 
区分 23 年度計画 

子宮がん検診 4,300人 
子宮がん検診 

（クーポン券） 
2,456人 

乳がん検診 3,500人 
乳がん検診 

（クーポン券） 
2,599人 

大腸がん検診 3,000人 
肺がん検診 270 人 
喉頭がん検診 115 人 
胃がん検診 4,000人 
骨粗しょう症検

診 
500 人 

若年層健康診査 880 人 

 働く世代の大腸がん検診（41・

46・51・56・61 歳）実施予定。 

 各検診とも、定

員に対する受診率

を高め、前年度と

同様以上の受診者

数を目標とした

い。 

 また、市民への

検診の周知の中で

その必要性も合わ

せて啓発してい

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 
受診者数はほぼ横ばいですが、がん検診の精度管理の陽性反応的中度の

許容値を守っていること、要精検者へのフォローを行い未把握者が低いの

で、この評価にしました。 

 

改善策等の提言 

 市内で行われる様々なイベント、行事等を利用して、早期発見、予防のために検診

の必要性を周知、啓発する活動をし、受診者の増加につなげることを要望します。 

 また、各種関係団体等へ呼び掛け、検診についての現状、重要性を啓発することを

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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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 ２１年度の取組と実績（a） ２２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） 

２３年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

学校教育の中

での知識の提

供・啓発 

(077) 

 市立小・中学校全 33 校で、学習指導要領

に従い、保健の授業の中で児童・生徒の発達

段階や特性に応じた指導を実施した。 

 市立小・中学校全 33 校で、学習指導要領

に従い、保健の授業の中で児童・生徒の発達

段階や特性に応じた指導を実施した。学習指

導要領には「性に関する適切な態度や行動の

選択が必要となることを理解できるように

する」とあり、また、「指導に当たっては、

発達の段階を踏まえること、学校全体で共通

理解を図ること、保護者の理解を得ることな

どに配慮することが大切である」とされる。 

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 
22 年度も学習指導要領に従って、市立小・中学校全校において、保健の

授業の中で児童・生徒の発達段階・特性に応じた指導を実施したというこ

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推進にとって、学校教育における「年齢に応じた性に関する正

確な知識の取得」は、重要な人権教育であると考えます。指導要領にはいわゆる性教

育にあたっては学校全体で共通の理解を図り、また保護者の理解を得ることにも配慮

する必要性があるとされているとのことですが、どのような授業が行われているか、

指導教員から全教員、また、保護者にも理解を求めることを要望します。 

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

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ２ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ２ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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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 ２１年度の取組と実績（a） ２２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） 

２３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 ８ 

身の上 40 

合 計 48 
 

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 

女性 男性 

人権 7 3 

身の上 57 17 

小計 64 20 

合計 84 
 

４ 

地域社会における人間関係

の稀薄化のためか、近隣関

係・家族間の悩み事やトラブ

ルが増加している。そのため

何度も来庁する相談者もお

り、適切な助言・アドバイス

等が行えている。 

なお、今後も人権思想の普

及啓発活動については、法務

局と連携を取りながら進めて

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。 

相談は増減があり適切

な目標が定めにくいた

め、適切な助言・アドバ

イス等を行える相談体

制の充実と市民への効

果的な周知を目標とす

る。 

広 報 課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｂ 
前年度の提言を取り入れて、男女別の相談件数が記載された結果、女性

の相談者が多く存在することが判明したこと、それらの相談者に適切な助

言・指導を行ったことで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

社会変化に従って、人間関係や個人的問題に関する相談件数が増加しているとのこ

とで、多様な相談内容に適切な助言・アドバイス等を行う相談体制の更なる充実を要

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 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 ２１年度の取組と実績（a） ２２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） 

２３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 

 女性を取り巻く社会状況を見据えた上で、

自分らしい生き方を見つけるための援助を

した。また、ドメスティック・バイオレンス

やセクシュアル・ハラスメントに対する相談

にも対応した。 

(1) 相談体制 月曜日～金曜日（平日）、午

前 9 時～午後 5 時 相談員 2 人（月・火は

1人） 

(2) 21 年度女性問題相談総件数 1,021 件 

(3) ＤＶ対策連携会議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。 

 女性を取り巻く社会状況を見据えた上で、自

分らしい生き方を見つけるための援助をした。

また、ドメスティック・バイオレンスやセクシ

ュアル・ハラスメントに対する相談にも対応し

た。 

 また、女性問題相談カードを作成し、市内公

共施設の女性トイレに配架した。 

(1) 相談体制 月曜日～金曜日（平日）、午前

9 時～午後 5 時 相談員 2 人（月・火は 1 人） 

(2) 22 年度女性問題相談総件数 1,040 件 

自分自身 85 件（8.2%） 

夫婦関係 219 件（21.1％) 

子ども(0～18歳) 19 件（1.8％） 

上記以外の家族 283 件（27.2％） 

その他の人間関係 133 件(12.8%) 

心身 121 件（11.6％） 

仕事 81 件（7.8％） 

(3) ＤＶ対策連携会議１回 実際にあった事

例を検証し、意見交換を行った。 

４ 

 認識している限り、女性問

題相談において、二次被害が

発生していないことを評価し

た。 

 また、女性問題相談カード

を作成し、ＤＶ被害者に向け

て女性問題相談の周知を図っ

た結果、女性問題相談カード

による新規相談が 3 件あった

た。 

 相談体制等については、

同内容で継続する。 

 引き続き、ＤＶ対策連携

会議を開催し、各機関との

連携を密に取ることで、二

次被害の防止に努める。 

 相談件数の目標を数

値化することは困難で

あるため、市民が相談し

やすい環境を整えるこ

とを目標とする。 

 二次被害については、

引き続き、起こさないよ

うに努める。 

市民活動支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｂ 
前年度の提言を取り入れて、相談総件数の具体的な内容を記載したこと、ま

た、導入した女性問題相談カードによって新規相談者の増加につながったこと

で、この評価にしました。 

改善策等の提言 

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

見ると家族内の問題が多いように思いますので、より相談体制の充実に取り組んでくださ

い。特にＤＶ被害者に対するワンストップサービスの実現に取り組むよう要望します。 

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

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか 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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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 ２１年度の取組と実績（a） ２２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） 

２３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    3,896 件 

栄養相談     372 件 

歯科相談     120 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    3,295 件 

栄養相談     446 件 

歯科相談     124 件 

  

２ 

 相談内容が多種多様化して

いる。必要なケースに、適切

な助言や支援につながるよう

関係機関との連携強化が重要

となっている。 

 相談の内容も多岐にわた

っているほか、匿名での相

談もあり、職員の相談対応

のスキルアップの向上を含

め、情報の収集と適切な助

言、指導につなげます。 

 相談に対応する職員

の研修受講や情報の共

有化による相談対応技

術向上と関係機関との

連携。特に、対応する側

にコミュニケーション

能力が求められる場面

も多いことから、事例検

討会の場など活用した

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 
「子育て相談室」において多種多様な相談内容に、それぞれ専門の相談担

当が対応していることで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 子育てについて不安を持つ相談者の把握を行い、支援につなげることで相談件数の

減少は見込まれる可能性があると考えられます。そのためにも計画に掲げた相談者の

コミュニケーションスキルや研修などによるスキルアップの向上、情報の共有を密に

行い相談者に対応することを期待します。 

 栄養相談の件数の増加に対する対応については、離乳食教室の受け入れ人数の拡大

や乳幼児の月齢に応じた離乳食相談窓口の開設を検討し、乳幼児の食に対する相談の

軽減を図るよう提案します。 

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 ２１年度の取組と実績（a） ２２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） 

２３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 129 育成 47 

養育困難 197 育児 193 

障害 34 その他 30 

保健 34 合計 664 

新規相談件数 664 件 

延べ支援回数 19,826 回 

 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 224 育成 40 

養育困難 214 育児 186 

障害 24 その他 70 

保健 72 合計 830 

新規相談件数 830 件 

延べ支援回数 18,264 回 

４ 

子育てに関する総合相談を

実施した。定期的な支援が必

要な家庭には育児支援家庭訪

問事業を導入するなど、育児

不安や負担の軽減、精神的不

安の解消、児童虐待の予防に

努めた。また、関係機関や児

童相談所と連携を取りながら

児童虐待相談への対応と支援

を行った。 

 更に、関係機関向けに、児

童虐待防止マニュアルの改訂

版を作成した 

 身近なところで子育てに関する

相談が出来る場所を設け、育児不安

や精神的不安の解消に努めるとと

もに、定期的な継続支援が必要な家

庭には訪問員やヘルパーの派遣を

行う。 

児童虐待の未然防止を図るため、

子育て支援課に新たに保健師１名

を配置し、母子健康手帳の交付事務

を総合窓口課から移管することで

妊娠期からの支援体制を強化し、育

児不安等の軽減に努める。 

 内容的に数値

化は難しい。 

子育て支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｂ 
22 年度の子育てに関する総合相談事業については、育児支援家庭訪問事

業を導入、児童虐待防止マニュアルの改訂版の作成及び保健師による母子

健康手帳の交付を実施するなど、支援体制を強化する施策が行われている

ことから、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 相談件数が増加している児童虐待の未然防止を図るために、母親が安心して育児に

自信がもてるような支援をすることが求められます。そのために母親の欲求を充たす

産後支援センターの事業計画を構築することや母子の健全なコミュニケーション能

力を高めるようなクラスの開設を企画することなどを提案します。 

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 ４ 

（d）適切な数値目標が提示されているか  

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

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

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

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

事業項目 ２１年度の取組と実績（a） ２２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） 

２３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 

 青少年・子ども相談を受けている。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（女性問題相談と兼任、月・火は

１人） 

(2)21年度青少年・子ども相談件数 40 件 

 青少年・子ども相談を受けている。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（女性問題相談と兼任、月・火は

１人） 

(2)22年度青少年・子ども相談件数 39 件 

３ 

 相談内容に応じて診療機関

を紹介する等適切なアドバイ

スがされている。 

 今後も、相談窓口の周知を

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

知等を積極的に行い、市

民から幅広く活用され

るように努める。 
市民活動支援課 

 

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 
 青少年・子どもの相談件数は前年度とほぼ横ばいで、22 年度の計画の中

にある周知方法や内容の充実が計画されているのにもかかわらず、実施さ

れた結果がみられないため、この評価にしました。 

改善策等の提言 

この事業については、相談件数の多少にかかわらず、青少年・子どもの相談窓口が

存在していることが重要と考えます。周知されていないために相談件数が少ないとす

れば、青少年・子ども相談のチラシを地域の回覧板に掲載する等、周知方法を工夫す

ることを提案します。相談内容の守秘と専門相談員が対応することや専門職との連携

により悩み相談の解決に取り組んでいるなど、相談内容を分かりやすく市民に周知す

るような工夫を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 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  

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 ２１年度の取組と実績（a） ２２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） 

２３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 

教育センターにおける教育相談の実施(電

話相談 527 件、来室相談 396 件) 

全小学校を巡回相談員が訪問（相談件数

5,435件） 

全小学校にメンタルフレンドを配置 

全中学校・小学校３校にスクールカウンセ

ラーを配置 

スクールソーシャルワーカーを配置 

教育センターにおける教育相談の実施(電

話相談 463 件、来室相談 396 件) 

全小学校を巡回相談員が訪問（相談件数

4,951件） 

全小学校にメンタルフレンドを配置 

全中学校・小学校３校にスクールカウンセ

ラーを配置 

スクールソーシャルワーカーを配置 

３ 

教育センターの各種相談

は、学校及び関係機関等と連

携し、相談者の抱える課題解

決に努めた。 

課題は、学校や教育相談や

スクールカウンセラーなどの

心理職、関係機関との連携を

更に深め、地域の特性を踏ま

えた、効率的な支援体制の構

築。 

レベルアップ分 

①スクールカウンセラー配

置校の拡大（小学校を３校

から８校に） 

②巡回相談の充実（スクー

ルカウンセラー未配置校へ

の定期訪問を月２回から週

１回に） 

 

数値目標は困難。 

 

指 導 室 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
教育センターにおける教育相談の実施など、全小学校の巡回相談員による

相談が継続的に行われていることで、この評価にしました。 
 

改善策等の提言 

２３年度の計画において、スクールカウンセラーの配置校の拡大と巡回相談の定期

訪問の充実を図ることは評価します。小・中学校全校に常時スクールカウンセラーを

配置し、保護者の相談も併せて行うよう提案します。「数値目標は困難」としていま

すが、小・中学校全校にスクールカウンセラーを配置することを目標にすることがで

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 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 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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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 ２１年度の取組と実績（a） ２２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） 

２３年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

福祉総合相談 

(086) 

 20 年度と同様に市、在宅介護支援センター

を中心に高齢者の相談を受け付けているな

かで、高齢の女性や高齢の家族をもつ女性の

相談を積極的に受け、必要に応じて適切なア

ドバイスを行うなど、女性が安心して生活を

送れるよう相談業務の充実を図った。 

市庁内で福祉相談担当者連絡会議を開催、

庁内の関係機関との連携を深めた。 

 

平成 21 年度女性の相談件数 6,072 件 

21年度と同様に市、地域包括支援センター、

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。女性に特化した相談窓

口ではないが、高齢者人口は、女性の比率が

高く、必然的に女性に対する相談件数の割合

が多くなっている。 

主な相談内容は「介護保険に関すること」

が 13,000 件程度（男女含む、延べ件数）と

相談の約 35％をしめている。 

H22 女性の相談実人数 7,201 件/11,401 件

（約 63%） 

75歳以上高齢者の男女比率（4:6） 

３ 

 人口比率の関係もあり、全

体の相談件数の内、6 割が女性

からの相談。 

 虐待対応においては 55 件の

案件中 38 件が女性と 7割の被

虐待が女性であった。 

 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

の相談に適切なアドバイス

を行うなど、安心して生活

を送れるよう相談業務を行

っていく。 

女性からの相談件数 

  6,500 件程度 

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 
前年度の提言を取り入れて、22 年度の女性の相談件数が記載されたこと

や高齢女性を含む女性相談に対応していることで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

高齢社会の現状に伴い、今後も多種多様な内容についての相談件数の増加が見込ま

れます。特に高齢女性や高齢家族を持つ女性の相談に対して、適切なアドバイスや支

援によって、相談者が心身ともに安心して生活できるように福祉相談事業の更なる充

実を要望します。 

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

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ３ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ２ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅲ 男女共同参画社会づくり 
 (１) 男女平等の意識改革 
  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 ２１年度の取組と実績（a） ２２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） 

２３年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

男女平等教育

の推進 

(088) 

各校の教員からなる人権教育推進委員会

を設置し、男女平等教育を含めた人権教育の

視点から各教科等の指導内容・指導方法の工

夫・改善を行うとともに、学校の教育活動全

体を通じて男女平等を意識した指導を推進

した。 

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ことが

できた。 ３ 

学校の教育活動全体を通じ

て男女平等を意識した指導を

行い、また、委員会を通じて

小・中学校の連携を意識した

人権教育の実践を展開した。 

今後も継続し、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。 

数値化は困難 

指 導 室 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
学校教育における男女平等の推進は、男女平等を意識した指導を学校の

教育活動全体の中で推進したとのことで、この評価にしました。 

改善策等の提言 

 人権教育推進委員会を通じて小・中学校の連携を意識した人材教育の実践を展開し

たとのことですが、男女平等教育についてどのような内容の指導が行われたか具体的

に記載されることを要望します。男女平等教育については、指導する側の教職員も男

女平等の構成で教育がなされることが必要と考えて、前年度の提言にもある「人権教

育推進委員会」の男女構成比についての記載を希望します。 

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  

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 ２１年度の取組と実績（a） ２２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） 

２３年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

学習・啓発講

座の実施 

(093) 

 固定的な性別役割分業意識を是正し、男女

が共にワーク・ライフ・バランスを実現でき

る社会の形成のため、その意識の見直しを啓

発できる各種講座を実施した。 

・女性のための簡単大工講座 5 回 69 人 

・男性のための料理講座   1 回 12 人 

 固定的な性別役割分業意識を是正し、男女

が共にワーク・ライフ・バランスを実現でき

る社会の形成のため、その意識の見直しを啓

発できる各種講座を実施した。 

・女性のための簡単大工講座 4 回 73 人 

・男性のための料理講座   1 回 12 人 

・男女共同参画週間記念講演会 1回 22 人 ３ 

女性のための簡単大工講座

及び男性のための料理講座に

ついては、定員以上の応募が

あり、性別役割分業是正に対

する取組と市民のニーズが合

致した講座を実施できたと思

われる。 

また、22 年度の男女共同参

画週間記念講演会ではワー

ク・ライフ・バランスの意識

啓発のため時間管理術や残業

の減らし方について講演をし

た。 

啓発講座の内容を見直

し、より意識を醸成できる

講座を実施するとともに、

男女が共に地域や家庭に参

画できるよう、ワーク・ラ

イフ・バランスの意識啓発

にも努めたい。 

女性のための大工講座…

４回 

 男性のための料理講座

…１回 

 ワーク・ライフ・バラ

ンス関連講座…１回 

市民活動支援課 

 

 

府中市男女共同参画推進懇談会による第三者評価（項目評価及び総合評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

総合評価 総合評価の判定理由 

Ｃ 
固定的性別役割分業意識の是正やワーク・ライフ・バランスを実現でき

る社会形成のための講座・講演会を継続的に実施していることで、この評

価にしました。 

改善策等の提言 

この事業で行われている女性のための大工講座と男性のための料理講座は定員以

上の応募者があったとのことで、継続して講座を開催する意義はあると思います。多

数の応募者のニーズに応えるために定員を増やす等、講座の充実を希望します。また、

男女共同参画週間記念講演会は男女平等の意識改革を啓発する講座を今後も継続し

て実施することを要望します。 

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

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか ３ 

（b）担当課の自己評価は適切に行えているか ３ 

（c）課題に即した改善策（次年度計画）が立てられているか ２ 

（d）適切な数値目標が提示されているか ２ 

総合評価基準 

Ａ…施策は非常に 

良好に進展している 

Ｂ…施策は 

  良好に進展している 

Ｃ…現状維持 

Ｄ…施策がやや 

  後退している 

Ｅ…施策が 

  後退している 
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Ⅲ 男女共同参画社会づくり 
 (１) 男女平等の意識改革 
  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 ２１年度の取組と実績（a） ２２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） 

２３年度計画（c） 数値目標（d） 担当課 

雇用主・労働

者双方への働

きかけ 

(095) 

男女雇用平等推進のために、広く職場にお

ける男女平等について、国や都と連携して、

雇用主・労働者双方への意識啓発をポスタ

ー、チラシ、ガイドブック等により実施した。 

また、東京都の労働行政機関等と連携し、

「雇用・雇止めのトラブル」をテーマに、労

働者・労働組合・事業主・人事労務担当・関

心のある一般都民を対象に労働セミナーを

府中グリーンプラザで実施し、申込者 121 人

中、79 人の参加があった。 

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と連携して

「ワーク・ライフ・バランス」をテーマの労

働セミナーを今年度は国分寺の労政会館に

て開催し、80 人の申込みがあり、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。 

 

男女雇用平等推進のた

め、広く職場における男女

平等について、国や都と連

携して、雇用主・労働者双

方への意識啓発をポスタ

ー、チラシ、ガイドブック

等により継続して推進す

る。 

雇用主・労働者双方へ

の意識啓発をポスター、

チラシ、ガイドブック等

により継続して推進す

る。 
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 
東京都労働行政機関と連携した「ワーク・ライフ・バランス」をテーマ

とした労働セミナーの開催等、前年度と同様の事業内容であることで、こ

の評価にしました。 

改善策等の提言 

ポスター・チラシ等を一般市民にも意識啓発する効果的な方法を検討することを要

望します。 

また、経営者団体や労働団体への働きかけや男女雇用平等推進についての説明をし

た上でポスター・チラシ等を配布するなど、事業主・労働者が理解して意識啓発でき

るような働きかけを工夫することを提案します。 

引き続き、前年度の「ワーク・ライフ・バランス」の推進を啓発するための講座や

研修会を開催することを要望します。 

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

（a）立てられた計画に基づき、着実に実行しているか 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 

75 76 

59 60 



 61 



 62 

 
 
 
 
 
４ 府中市男女共同参画推進状況評価報告書 
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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

事業項目

審議会等委員の男女構
成比をそれぞれ30％以
上に促進
(001)

すべての審議会等へ女
性委員を登用するよう
に促進
(002)

　　②　女性の人材育成と活動支援

事業項目

市民の自主的学習活動
の援助
(004)

女性団体の学習・対
話・交流の充実
(005)

22年度の取組と実績(ａ)

　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（22年度登録団体数 119団
体）。
　第24回男女共同参画推進フォーラムを開催
し、378人の参加があった。
　男女共同参画市民企画講座事業において、
3企画の応募があり、2企画を実施した。
　子育て世代の市民が主催講座に参加しやす
いように、託児付き講座として実施した。

21年度の取組と実績(ａ)

市政への女性意見の反
映
(003)

第2回 ･総合情報セン
タ(仮称)

18名
（ｱﾝｹｰﾄ
形式）

59名

21年度の取組と実績(ａ) 22年度の取組と実績(ａ)

42名

　女性センターの施設を登録団体に無料で
利用可能としている（21年度登録団体数
130団体）。
　第23回男女共同参画推進フォーラムを開
催し、652人の参加があった。
　男女共同参画市民企画講座事業におい
て、
3企画の応募があり、2企画を実施した。
　子育て世代の市民が主催講座に参加しや
すいように、託児事業を継続し、実施し
た。

　すべての附属機関等に男女両方の委員を
登用するよう努め、全47機関のうち45機関
で達成した。（95.7％）

　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52機関のうち50機関で達
成した。（96.1％）

　「附属機関等の委員の選任に関する基
準」のとおり、附属機関等の委員の選任に
際しては、男女構成比がそれぞれ30％以上
となるよう努めた。なお、21年度に設置さ
れていた附属機関等の委員の男女構成比に
ついては、別表のとおり。

　「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、22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。

府中市わたしの
便利帳について
往診の利用状況
について

会議
形式

ﾒｰﾙ
形式

74名

15名 第1回 国民体育大会等
について
市公式ホーム
ページについて

内容
会議
形式

ﾒｰﾙ
形式

第1回 府中市の文化財

19名
（ｱﾝｹｰﾄ
形式）

第2回

　女性センター内の交流広場及び情報資料
室は、市民が自由に使用できる学習スペー
スとなっている。
　情報資料室では、市民が学習や啓発に役
立てるよう、書籍や資料など蔵書の充実に
努めた。
　蔵書数　7,781冊

　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。
　22年度は市民の意見を参考に夜間の自由席
利用時間を拡大し、昼間に学習時間が取れな
い市民が利用しやいように改善した。
　また、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　7,702冊

　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

63名18名
（ｱﾝｹｰﾄ
形式）

　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。
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担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

３

　総合計画後期基本計画におけ
る目標値、「40％」には届かな
かったが、「30％」を超え、着
実に女性委員の採用が進んでい
る。今後も男女構成比の均等化
を進める必要がある。

全庁
政策課

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。

全庁
政策課

広報課

広報課

広報課

広報課

広報課

担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

２

　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。一方で、男女
共同参画推進フォーラムの来場
者数が減少したことから改善が
必要と考えられ、この評価にし
た。
　今後は既存の団体を含め、女
性センターの登録団体とする基
準の確認を行い、女性センター
の趣旨に則した団体の登録とそ
れに向けた支援に取り組む。

市民活動
支援課

４

　22年度は夜間の自由席の利用
時間を拡大した。市民の意見を
参考にし、利用しやすく改善し
たため評価を４とした。今後も
市民の意見を取り入れながら、
市民が利用しやすい施設にする
よう努める。

市民活動
支援課

３

数値目標（ｄ）23年度計画（ｃ）

数値目標（ｄ）

　女性センターは、女性問
題に関わる団体の活動拠点
である。よって、単に登録
団体数を増やすことを目的
とせず、女性問題に関わる
団体の増加に努めたい。
　また、今後は学習時間が
取れない等、ゆとりをがな
い方への支援を検討する。

　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。また男女共
同参画推進フォーラムの来場
者数増加にも取り組む。

　23年10月、24年3月開催予
定。（内容未定）

23年度計画（ｃ）

　最終的な目標値は男女構
成比率50％だが、それに向
けてまずは40％を目標とし
て取り組む。

　「附属機関等の委員の選任
に関する基準」に基づき、男
女構成比の均等化を進める。
団体等へ推薦を依頼する際に
は、女性委員を出すよう働き
かけを行う。

　当面の目標として、男女両
方を含む附属機関等を90％
以上とする。

　「附属機関等の委員の選任
に関する基準」に基づき、男
女構成比の均等化を進める。
団体等へ推薦を依頼する際に
は、女性委員を出すよう働き
かけを行う。

　簡便に担当課の欲しい内容に
ついて、市民の意見が聴取でき
施策に反映できるため評価を３
とした。
　今後の課題はモニター制度を
有効に活用いただくよう、各課
への周知を徹底することが必要
と考える。

　会議形式のモニタリング
は、開催日に都合がつかず
欠席者が出ることはやむを
得ないが、メール・アン
ケート形式については95％
の回答を引き続き目指す。

　情報資料室を、市民が利用
したいと思えるように蔵書を
充実させる等、利便性の向上
に努める。

　蔵書数は 8,000冊を目安
とし、増え過ぎず、減り過
ぎず、調整する。その他、
新書をより目立たせる等利
便性の向上を図る。
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事業項目

女性団体、ＮＰＯ・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)

市民との協働事業の推
進
(007)

自主グループとの共催
講座の開催
(008)

女性関係会議への参加
促進
(009)

　　③　地域活動における男女共同参画の推進

事業項目

コミュニティ活動等へ
の参加促進
(010)

　公民館講座の中で自主グループと共催で
講座を開催する。
　21年度実績：9講座、9回実施

　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。
　22年度実績：4講座、7回実施

①女性センター登録団体
　女性センター登録団体で連絡会を組織
し、団体の代表者が企画運営する総会や交
流会を実施した。
　また、男女共同参画推進フォーラムにお
いて、事業を運営するなど、育成の機会を
提供できた。

②ＮＰＯ・ボランティア団体等
　府中ＮＰＯ・ボランティア活動センター
の運営を市民の立場から団体支援を実施す
るために、中間支援組織に委託した。従来
の団体活動に関する情報収集及び提供、団
体支援や市民への団体の活動内容、イベン
ト情報等を周知するとともに、活動支援に
係る講座や相談業務を実施し、市民と団
体、団体と団体とをつなげるコーディネー
ト業務の充実に取り組んだ。
　ＮＰＯ・ボランティア活動センター登録
団
　体数　　93団体

21年度の取組と実績(ａ) 22年度の取組と実績(ａ)

　各地域の状況、気運を肌で感じ、最新の
情報に触れることで、男女共同参画社会づ
くりに向けての取組の参考とするため、全
国規模の女性関係会議へ委員を派遣した。
　
①日本女性会議2009さかい　2名

21年度の取組と実績(ａ) 22年度の取組と実績(ａ)

　文化センター圏域コミュニティ協議会委託
事業を通して地域の各種団体等の方々と年代
を超えた交流とふれあいの場を広げ、コミュ
ニティ活動を積極的に展開した。
　
　実施回数 5,008回
　延べ参加者数 358,444人

　コミュニティ協議会役員男女比
　　男性374人（67％）　女性182人（33％）
　コミュニティ文化祭実行委員男女比
　　男性2人（9％）　女性20人（91％）
　ちびっ子ふれあい文化祭実行委員会委員
　男女比
　　男性2人（10％）女性19人（90％）

　文化センター圏域コミュニティ協議会委
託事業を通して地域の各種団体等の方々と
年代を超えた交流とふれあいの場を広げ、
コミュニティ活動を積極的に展開した。
　
　実施回数 5,088回
　延べ参加者数 353,695人

　市民団体からの企画提案型事業として、
市民活動支援事業補助金(15事業)を交付し
た。
　また、市民やＮＰＯ団体からの推薦者で
構成されるＮＰＯ・ボランティアまつり実
行委員会と協働しイベントを実施した。
 (来場者数１万3千人)

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
　昨年に引き続き、府中ＮＰＯ・ボランティ
ア活動センターの運営を中間支援組織に委託
している。従来の団体活動に関する情報収集
及び提供、市民への団体の活動内容やイベン
ト情報等の周知、活動支援に係る講座や相談
業務、コーディネート業務を行うとともに、
団体との協働による講座実施、団体ニーズの
調査、定例業務の改善を積極的に行った。
　ＮＰＯ・ボランティア活動センター登録団
　体数　　97団体

　市民団体からの企画提案型事業として、市
民活動支援事業補助金(15事業)を交付した。
　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１万4千人)

　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2010きょうと　1名
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担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

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目標値
に達しなかったが、新たに高校
生向けのプログラムを行うなど
事業の幅を広げることができた
ため３とした。今後は団体ニー
ズの調査を基に、事業展開を行
う。

市民活動
支援課

３

　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。ＮＰＯ・ボ
ランティアまつりは来場者数が
目標値に達したため３とした。

市民活動
支援課

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。

生涯学習
スポーツ

課

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。
　22年度に関しても、日本女性
会議への派遣のみとなったため
評価を２とした。

市民活動
支援課

担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

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。

市民活動
支援課

23年度計画（ｃ） 数値目標（ｄ）

　11講座を実施　公民館講座は、各文化セン
ターにて企画・実施している
ため、今年度においても積極
的に開設し、講座などでの自
主グループとの協働実施を進
める。

数値目標（ｄ）

　全国規模女性会議
　２大会派遣

　文化センター圏域コミュニ
ティ協議会委託事業を通し、
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

23年度計画（ｃ）

　23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。

①女性センター登録団体
　女性センターの事業を通し
て現在の指導者や次世代の指
導者を、ともに交流させ、意
識の高い指導者の育成に努め
る。

②ＮＰＯ・ボランティア団体
等
　府中ＮＰＯ・ボランティア
活動センターを中心に、市民
と団体、団体と団体とをつな
げる、コーディネート業務の
充実と団体支援の強化を図る。

①女性センター登録団体
　意識を啓発していく事業
のため、数値目標の設定は
できない。

②ＮＰＯ・ボランティア団
体等
　センター登録団体数 100団
体を目指す。

　補助事業8事業。
　ＮＰＯ・ボランティアまつ
りの実施。

　補助事業の採択数は昨年
度の実績事業数を下回って
いる。ＮＰＯ・ボランティ
アまつりは、１万５千人の
来場者数を目標とする。
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事業項目

社会教育団体の託児室
利用援助
(011)

在宅学習の支援
(012)

ボランティア活動の支
援
(013)-①

先生のボランティア
研修

ボランティア懇談
会・連絡会

65

ボランティアリー
ダー研修

⑰ 32

4

通年

⑪

⑭

⑫

⑬

月1回

H22.11
～12

H22.10

4

実
日
数

120

10

H22.10
･11

一日ボランティア体
験（秋のＶ体験）

1
学生・ヤング・社会
人のためのボラン
ティア入門講座

4,606

「夢バンク」一日ボ
ランティア教室

出張ボランティア教
室

H22.9

69

H22.7
～8

H22.10

⑧

89

2

80

近隣５市共催講座(職員向け勉強会を実施）

3

⑥

③

精神保健福祉ボラン
ティア入門講座

朗読ボランティア研
修会

④
親子ボランティア教室
（東日本大震災により中止）

② 43

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）

⑤ 61

1②

34

20

近隣５市共催講座

精神保健福祉ボラン
ティア入門講座

⑨

朗読ボランティア研
修会

130

H22.3

⑥

④

⑤

ボランティア交流会

19⑦

⑫

⑩

⑪

⑧

夏のボランティア体
験学習

1,341

18

（つどい研修会）

防災ボランティア訓
練

1

H21.10

災害支援ボランティ
ア研修会

78

親子ボランティア教
室（秋のＶ教室）

3

5

H21.7･
12

出張ボランティア教
室

一日ボランティア体
験（秋のＶ体験）

H21.5,
9

月1回

79

H21.11
～12

随時

H21.10

H21.11

⑬

9

109
「夢バンク」一日ボ
ランティア教室

ボランティア懇談
会・連絡会

⑭

⑯

⑰

3

79

5,655 随時

⑦

2

H21.7
～8

H22.9･
12

H22.5･
8

食事サービスボラン
ティア研修会

災害支援ボランティ
ア研修会

64

随時

⑨ 1,798

防災ボランティア訓
練

⑮

ボランティア交流会

H21.8
先生のボランティア
研修

⑩

⑮

12

⑯ 148

　府中ボランティアセンター（社会福祉協
議会）を中心にボランティア活動の推進に
取組んだ。

期間

1

　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。
　63回 ３団体

　「在宅学習ビデオ」の新規作成は行わず、
既存のビデオの貸出のみを行った。
　ＶＴＲ貸出2本

172

29

2

　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。

19

21年度の取組と実績(ａ)

　「在宅学習ビデオ」の新規作成は行わ
ず、既存のビデオの貸出のみを行った。
　ＶＴＲ貸出7本

　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。

1

2

H21.10
～

H22.2

2

22年度の取組と実績(ａ)

12

3

①

第30回ボランティア
講座（体験学習支援
V、傾聴V、食事サー
ビスV）

H22.7･
10～12

夏のボランティア体
験学習

11

H22.6
～7

2

5

　社会教育関係団体が、府中グリーンプラ
ザ託児室を使用する際に助成を行った。
　85回 ５団体

H21.10

252

19

通年

129

食事サービスボラン
ティア研修会

H22.8

174

178
H22.10

～
H23.2

ボランティア活動の支
援
(013)-②

参
加
者

141

2

29

　府中ボランティアセンター（社会福祉協議
会）を中心にボランティア活動の推進に取組
んだ。

③

第31回ボランティア
講座（体験学習支援
V、傾聴V、食事サー
ビスV）

H22.3

①

事　　業
実
日
数

期間事　　業
参
加
者

13

3

3
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担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

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。

生涯学習
スポーツ

課

２

　新規作成がないため、前年度
と比較して、ＶＴＲの貸出数が
大幅に減少している。

生涯学習
スポーツ

課

３

　府中ＮＰＯ・ボランティア活
動センター登録団体数が目標値
に達しなかったが、新たに高校
生向けのプログラムを行うなど
事業の幅を広げることができた
ため３とした。
　今後は団体ニーズの調査結果
を基に、事業展開を行う。

市民活動
支援課

　ＶＴＲの貸出を行う。

夢バンクボランティア
教室

⑫

⑪

夏のボランティア体験

30人

⑧

親子ボランティア教室

精神保健福祉ボラン
ティア入門講座

80人

一日ボランティア体験

100人

30人

30人

②

ボランティア交流会

朗読ボランティア研修
会

70人

2

出張ボランティア教室

⑤

1,300人

⑦

20人

防災ボランティア訓練

　各種講座については毎年必要
とされている内容を実施。入門
講座は引き続き分野別の実施と
し、傾聴ボランティア講座も好
評を得ている。
　団塊の世代、特に男性へのア
プローチとしてＨ21年度に「座
『男』会」を実施し、参加者に
企画から関わっていただくよう
すすめている。
　夏のボランティア体験学習は
申込み方法の変更や、メニュー
の工夫もあり、参加者がかなり
増加している。
　Ｈ23年度は精神保健福祉ボラ
ンティア入門講座・親子ボラン
ティア教室も組入れ、より一層
メニューの充実をはかりたい。
　一方秋のイベントに合わせた
一日ボランティア体験は、参加
者が減少傾向にあるためＰＲ等
を工夫し実施したい。
　出張ボランティア教室は依然
として学校からの依頼が多く、
引き続き協力ボランティアの募
集及び研修等による育成に努め
今後も継続してメンバーの充実
をはかりたい。
　福祉教育の推進については引
き続き市内全学校の指定を目指
していく。さらに学校と地域と
の連携につながるような働きか
けをしていきたい。

精神保健福祉ボラン
ティア入門講座

事業参加者数

第32回ボランティア入
門講座

100人

1

20人

近隣５市共催講座

⑧

災害支援ボランティ
ア研修会

　ＶＴＲの貸出を行う。
　５本

23年度計画（ｃ） 数値目標（ｄ）

③

①

H23.7～8

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

　事業実施回数100回

　府中ＮＰＯ・ボランティア
活動センターを中心に、市民
と団体、団体と団体とをつな
げる、コーディネート業務の
充実と、ニーズに合わせた団
体支援の強化を図る。

　センター登録団体数100
団体を目指す。

近隣５市共催講座 1

③

親子ボランティア教
室

随時

月1回

3

100人

②

第32回ボランティア
講座

⑥

H24.1～3

29

2

⑨

災害支援ボランティア
研修会

⑩

３ 地域福祉
推進課

④

5,000人

H23.7～8

事業・期間
（期間が無い場合は

未定）

実
日
数

① 8

夢バンクボランティ
ア教室

3
朗読ボランティア研修会

ボランティア交流会

H23.10

夏のボランティア体
験

防災ボランティア訓
練

2

5

H23.5・8

一日ボランティア体
験

H23.10～11

④

⑩

⑥

⑦

⑤

出張ボランティア教室

H23.7～8

⑫

H23.10～11

―

⑪ 12

⑨
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事業項目

ボランティア活動の支
援
(013)－③

生涯学習セミナーの開
催
(014)

児童･生徒のボランティア活動普及事
業
協力校39校（通年）市内・小･中･高
校
連絡会参加者43名

⑳

※ボランティア活動の支
援
(013)-②

2

3

児童・生徒のボランティア活動普及
事業
協力校39校（通年）　市内・小・
中・高校　連絡会参加者51名

6,272

2

1
「夢バンク」ＰＲ
座「男」会

37

教養セミナー…19講座、93回、延14,146人
実技セミナー…49講座、263回、延4,294人
スポーツセミナー
　　　…11講座、81回、延2,147人
ボランティア企画講座
　　　…5講座、16回、延891人
市民企画講座…11講座、33回、延1,305人
その他…4講座、100回、延837人

　学習ボランティア（学習情報、パソコ
ン、陶芸、写真等）の活動支援。
　ボランティア活動室を提供。
　
　養成講座・研修　4講座、5回、延56人

H22.3

　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。
　
　ボランティア研修　2講座、3回、延77人
　
　生涯学習ファシリテーター養成講座・サ
　ポーター養成講座を実施。
　
　2講座、16回、延447人

1

21年度の取組と実績(ａ)

10
H21.10
～12

⑱

22年度の取組と実績(ａ)

⑱
児童・生徒のボラン
ティア活動紹介展

⑲

H23.13
「夢バンク」ＰＲ
座「男」会

⑲

2

教養セミナー…16講座、88回、延13,655人
実技セミナー…42講座、223回、延3,628人
スポーツセミナー
　　　…10講座、74回、延2,082人
ボランティア企画講座
　　　…5講座、24回、延2,045人
市民企画講座…4講座、17回、延982人
その他…3講座、116回、延557人

H22.2 2
児童・生徒のボラン
ティア活動紹介展

ボランティアリー
ダー研修

※

4,150 H23.2
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担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

４

　講座の企画、記録誌の作成、
情報紙の作成等を行うと共に、
パソコン・陶芸講座等の講師を
務めるなど研修の成果が出てい
る。
　ボランティア団体の成熟に伴
い、従来市が実施してきた各種
研修を当該ボランティア団体が
自主的に開催できるようになっ
てきている。ボランティア活動
のさらなる活性のため、生涯学
習ファシリテーター養成・サポー
ター養成講座を実施した。

生涯学習
スポーツ

課

３

　前年度と比較して、講座数等
減少したものの大学や府中の森
芸術劇場等との連携講座やボラ
ンティア企画講座・市民企画講
座など幅広い講座の運営を図っ
た。

生涯学習
スポーツ

課

３

児童・生徒のボラン
ティア活動普及事業連

絡会
50人

H24.1

⑯1

3

随時

H23.8

⑯
地域福祉
推進課

80人

ボランティアリーダー
研修

ボランティアリー
ダー研修

2⑰

　前年度に引き続き生涯学習
サポーター養成講座を実施す
る。ファシリテーター養成講
座は、初級・中級に分けて実
施する。

児童・生徒のボラン
ティア活動紹介展

⑱
児童・生徒のボラン
ティア活動普及事業

協力校40校

ボランティア懇談
会・連絡会

75人

⑭⑭

⑮

先生のボランティア研
修

⑮

数値目標（ｄ）

150人

ボランティア懇談会・
連絡会

先生のボランティア
研修

2⑬

23年度計画（ｃ）

2

　大学や府中の森芸術劇場等
との連携講座や、ボランティ
ア企画講座・市民企画講座を
充実する。

20人

⑰

6,000人

⑱

児童・生徒のボラン
ティア活動紹介展

　生涯学習セミナーの講座
数等を維持するとともに、
大学や府中の森芸術劇場等
との連携講座やボランティ
ア企画講座・市民企画講座
を充実する。
　大学連携講座…３講座
　劇場連携講座…２講座
　市民企画講座…３講座
　ボランティア企画講座
　　　　　　　…５講座

　ボランティア研修を実施
する。
　2講座、4回、延100人

　生涯学習ファシリテー
ター養成・サポーター養成
講座を実施する。
　
ファシリテーター養成講座
　初級
　　…１講座８回、30人
　中級
　　…１講座８回、20人
　サポーター養成講座
　　…１講座５回、30人

10

食事サービスボラン
ティア研修会

H23.5・12

⑬

食事サービスボラン
ティア研修会
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事業項目

生涯学習サポーター制
度の充実
(015)

ふちゅうカレッジ100
単位修得事業の実施
(016)

ふちゅうカレッジ100
出前講座の実施
(017)

　　④　安全・防災対策の推進

事業項目

地域安全リーダーの育
成
(018)

男女双方の視点を取り
入れた防災対策の推進
(019)

　　⑤　市職員の男女共同参画の推進

事業項目

性別・年代の区別のな
い業務分担の徹底
(020)

　地域安全リーダー講習会を開催した。
開催日：平成21年6月21日（土）
参加者数：38名（女性5名、男性33名）

22年度の取組と実績(ａ)

21年度の取組と実績(ａ)

　総合防災訓練において避難所運営訓練を実
施し、授乳所やトイレといった女性のプライ
ベートに配慮したスペース作りをした。

　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40回

　22年3月末現在登録者1,827人
　　修了者21人
　　登録者100人

　総合防災訓練において住民主体となる避
難所運営訓練を実施したが、会場が小学校
で、主体となって運営したのが小学校の保
護者組織だったため、子供主体の訓練に
なってしまい、男女双方の視点における避
難所のあり方や備蓄計画を立てるまで至ら
なか た

21年度の取組と実績(ａ)

男性

　地域安全リーダー講習会を開催した。
開催日：平成23年3月27日（日）
参加者数：48名（女性2名、男性46名）

　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。

　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。

22年度の取組と実績(ａ)

98

21年度の取組と実績(ａ)

　23年3月末現在登録者71人

3

22年度の取組と実績(ａ)

20

　市民の要望に応じ、職員が講師として現地
に赴き、市の業務などについて講座を実施し
た。
　58コース準備、実績24回

　23年3月末現在登録者1,965人
　　修了者15人
　　登録者82人

最終合格者受験者

　22年3月末現在登録者64人

924女性

　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。
　平成２２年度課長補佐級（管理職）昇任試
験実施状況は次のとおり。
 


51

資格対象者

　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。

女性職員の参画意識の
向上
(021)
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担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

職員課

３

　専門的知識・技術を持つ市民
と今後学ぶ市民との間で相互の
生涯学習の機会を提供した。

生涯学習
スポーツ

課

３

　前年度と比較し、登録者数ほ
ぼ横ばいで、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。 生涯学習

スポーツ
課

３

　市民からのリクエストが年々
増えており、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。

生涯学習
スポーツ

課

　

担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

１
　女性の参加者数が全体の５％
にも満たないため評価を１とし
た。今後は女性の参加を多く呼
びかけたい。

地域安全
対策課

２

　男女双方から見た避難所の運
営訓練を実施したものの、その
運営マニュアルの作成までには
至らなかった。 防災課

担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

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。

職員課

　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。

数値目標（ｄ）

　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。

　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。

 実績
 70コース　50回

　女性の参加者20％を目標
とする。

　登録者数等を維持する。

　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。

　平成22年度から「第２次府
中市生涯学習推進計画」に基
づき「学び返し」を推進する
ため、「生涯学習サポーター」と
して名称を変更し、さらなる
活用と紹介・相談体制を充実
させる。

 登録者数等を増やす。
 登録者80人

　登録者数等を維持する。
　修了者15人
　登録者82人

３

数値目標（ｄ）

　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。

　平成23年12月に地域安全リー
ダー講習会を開催予定。

　継続的に総合防災訓練の避
難所運営訓練において、女性
のためのスペース作りを組み
込む。
　また、避難所運営マニュア
ルの作成を進める。

全庁
職員課

総合防災訓練　１回

　女性職員の昇任試験受験
が参画意識の推進となるよ
う、受験率向上を目指す。

23年度計画（ｃ）

23年度計画（ｃ）

23年度計画（ｃ） 数値目標（ｄ）
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事業項目

性別によらない職種・
職域の拡大
(022)

　（2）働く場における男女共同参画

　　①　就業のための支援

事業項目

女性の就職支援講座の
実施
(023)

起業のための講座の実
施
(024)－①

起業のための講座の実
施(024)－②

保険福祉人材センター
の充実
(025)

21年度の取組と実績(ａ)

　「女性のための起業講座～入門編」(2
回、参加者数23人）を開催し、自ら事業を
起こそうとするひとり起業について学ん
だ。
　定員42人に対し23人応募。
　受講者平均満足度84.6％
　また、この講座の受講者たちの一部が、
女性センターの登録団体として独自に勉強
会を開催し、活動している。

　「女性のための起業セミナー　40代からの
お仕事発塾～一生続けられるマイワークを作
ろう」（全2回、参加者数延53人）を開催
し、自ら事業を起こそうとするひとり起業に
ついて学んだ。
　定員40人に対し41人応募。
　受講者平均満足度88.6％
　受講者出席率　65％
　

　22年度も東京しごとセンター多摩と共催し、再
就職支援セミナー「１日でわかる再就職のポイン
ト」を実施する等、講座の充実に努めた。

難病患者等ホームヘ
ルパー養成研修

1H22.11

H22.6

①

事　業
人
数

期　間 事　業

①

4

1

⑧

関係者研修
（特別講演会）

階層別研修
（専門研修）

4

1

視覚障害者移動支援
従事者養成研修

期　間

　むさし府中商工会議所事業
　開業支援セミナー
　受講者　32名（女性10名、男性22名）

実
日
数

②

人
数

56
H23.3

2

H23.2

福祉のしごと
相談・面接会

H23.178

フォローアップ研修

H23.3

⑩

⑨

　④～⑩は参加者数

67

⑥

⑤ 介護支援専門員研修

③

⑦

④

視覚障害者移動支援
従事者養成研修

訪問介護員養成研修
（２級課程）

22年度の取組と実績(ａ)

33 27

44

22年度の取組と実績(ａ)

H22.925

15 H22.11

　むさし府中商工会議所事業
　開業支援セミナー
　受講者　48名（女性20名、男性28名）

関係者研修

訪問介護員養成研修
（２級課程）

H21.6
～9

52

精神保健福祉研修

2

21年度の取組と実績(ａ)

　21年度も東京しごとセンター多摩と共催し、再
就職支援セミナー「１日でわかる再就職のポイン
ト」を実施する等、講座の充実に努めた。

24

実
日
数

介護支援専門員
（現任者）研修

⑥

H21.6

39

51 ② H22.9

27

難病患者等ホームヘ
ルパー養成研修

　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。

1

H22.6
～10

　④・⑤は｢東日本大震災｣の影響により中止

　①～③の人数は、修了者数

1

H22.1

2

2

H21.12

H21.11
～12

1

H21.7

4

H21.9

17

フォローアップ研修

23

29

⑦

関係者研修

H22.3

精神保健福祉研修

2

2

　④～⑩は参加者数

③

⑧

⑤

④

63

階層別研修
（専門研修）

76

H21.11

　①～③の人数は、修了者数

H21.9

⑩ H22.3
福祉のしごと
相談・面接会

⑨

H22.3

関係者研修
（特別講演会）

38

112 1
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担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

職員課

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。

全庁
職員課

担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

２

　東京しごとセンター多摩と共
催の再就職支援セミナー「１日
でわかる再就職のポイント」は
定員50名に対し、参加者が34名
であり、昨年度と比較し参加者
が減ったことからこの評価にし
た。今後とも再就職を支援する
講座等、女性の就職支援講座の
充実に努める。

市民活動
支援課

３

　21年度目標であった応募者が
定員を上回ること、及び平均満
足度80％以上を達成した。需要
がある内容で、受講者から好評
であったが、出席率が65％と低
かったため評価を３とした。

市民活動
支援課

３

　受講者数のうち41％が女性の
参加であった。受講者数も増加
したが、女性の受講者率も増加
した。景況状況が回復に向かっ
ていると考えられ、評価は３と
した。

経済観光
課

地域福祉
推進課

70　人

　平成22年度は、平成21年度と
同等の研修を計画し開催した。
　研修のテーマについてはニー
ズを把握しながら実施している
ところであるが、職員を参加さ
せる事が難しい事業所等もある
と思われるため、今後は運営委
員会でも内容とともに実施時期
や日程等も検討が必要である。
　また、「東日本大震災」の影
響により計画停電等もあり、一
部の研修を中止とした。
　引き続き、人材確保・定着の
ための研修を実施するとともに
ＰＲにも努めていきたい。

定　員

40　人

　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。

　受講者の追跡調査を行な
い、その結果を基に適切な
目標を設置したい。

　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。

　起業講座を１講座以上実施
する。受講者同士の交流を深
めネットワークを構築するこ
とを狙いに連続講座とする。
　また、主婦層だけではなく
現在就労していて起業に興味
を持っている女性に向け、夜
間や土日などの講座開催を実
施したい。

　前年と同様に開催を予定。 　起業を希望する、より多
くの方の受講を目指す。

関係者研修
　(特別講演会)

80　人

⑦

④

精神保健福祉研修

　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。

⑩

⑤

20　人

②

③

Ｈ23.12

1

⑧

⑤

各　80　人

⑥

①

40　人

80　人

各　20　人

20　人
30　人

①

４

⑦

2

実
日
数

27

H23.6～9

H23.9～10

介護支援専門員研修

なし

⑨

視覚障害者移動支援
従事者養成研修

H23.11

②

③

H23.9

難病患者等ホームヘ
ルパー養成研修

1

4

23年度計画（ｃ）

事　業
期　間

数値目標（ｄ）

数値目標（ｄ）

訪問介護員養成研修
（２級課程）

　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。

23年度計画（ｃ）

④

H23.11

H23.11

⑥
関係者研修

1

2
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事業項目

労働情報の収集と提供
(026)－①

労働情報の収集と提供
(026)－②

　　②　労働環境の整備

事業項目

啓発活動の充実
(028)－①

啓発活動の充実
(028)－②

保険福祉人材センター
の充実
(025)

　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
や就労・生活支援の案内、中小企業への助成
金についてのパンフレットを配布し啓発に努
めた。

　第４次計画から新たに盛り込まれた事業
である。仕事と生活の調和（ワーク・ライ
フ・バランス）の普及啓発のための講演会
を実施した。
・男女共同参画週間記念講演会　　1回
・男女共同参画職員研修　　　　　1回

　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。

　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
　
　22年度は、５年に１度の職員意識調査を実
施し、ワーク・ライフ・バランス等に関する
職員の意識を調査した。

22年度の取組と実績(ａ)

22年度の取組と実績(ａ)

　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。

21年度の取組と実績(ａ)

2

0

労働相談の充実
(027)

1

相談件数

21年度の取組と実績(ａ)

内　容

 就業規則

 労働福祉

　国、東京都から情報の提供を受けた労働
関係法、労働保険（労働者災害補償保険・
雇用保険）、労働相談、労働関係機関、就
労に関するセミナー、キャリアアップ講
習、就職面接会等のパンフレットを配布及
びポスターの掲示、広報への掲載をした。

　国、東京都から情報の提供を受けた労働関
係法、労働保険（労働者災害補償保険・雇用
保険）、労働相談、労働関係機関、就労に関
するセミナー、キャリアアップ講習、就職面
接会等のパンフレットを配布及びポスターの
掲示、広報への掲載をした。

 労働組合・労使関係

 合計

0 不況関連事項

相談件数

1

　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。

11

 労働条件

　労働条件、労使関係など労働全般の相談に
社会保険労務士が助言・指導を行った。

　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。

1

 解雇

1

 退職金

内　容

 労働条件

0

0

 雇用

 合計

1

1

 その他

 賃金

2

7 その他

 賃金不払

6
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担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

３

　国や都などの労働機関と連携
して多くの情報を収集し、各種
のパンフレットの配布や広報へ
の掲載で広く情報の提供を行っ
た。

住宅勤労
課

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。

市民活動
支援課

担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

　

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。

住宅勤労
課

４

　ワーク・ライフ・バランスの
基本概念と取り組み方を講演会
や研修を通じて啓発できた。22
年度はワーク・ライフ・バラン
ス等に関する職員の意識調査を
実施した。今後も正しい知識と
高い意識を醸成するため、さら
なる普及に努める。

市民活動
支援課

数値目標（ｄ）

　ワーク・ライフ・バランス
の実現のため、さらなる意識
改革、職場環境の醸成に努め
る。

　男女が対等で働きやすい環
境をつくるため、仕事と子育
てなど家庭生活が両立できる
雇用環境を実現する参考資料
として、パンフレット等を配
布し啓発に努める。

４

広報課

　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。

地域福祉
推進課

フォローアップ研修

　国、東京都から情報の提供
を受けた労働関係法、労働保
険、労働相談、労働関係機関
就労に関するセミナー、キャ
リアアップ講習、就職面接会
等、パンフレットの配布及び
ポスターの掲示、広報への掲
載を行う。

　今後も、周知等を積極的
に行い、市民の方々に幅広
く活用されるよう、充実し
た情報の提供に努める。

　引き続き、国や東京都から
の情報について、積極的に提
供を進める。

　啓発事業のため、数値目
標の設置不可。

⑩ 1

　毎月第4木曜日午後2時～4
時に市民相談室で実施する

Ｈ24.2

23年度計画（ｃ）

２

Ｈ23.6/Ｈ24.1

数値目標（ｄ）

3

4

福祉の仕事
相談面接会

　啓発事業年間1回以上開
催。

23年度計画（ｃ）

Ｈ24.1

　相談は増減があり適切な
目標が定めにくいため、適
切な助言・アドバイス等を
行える相談体制の充実と市
民への効果的な周知を目標
とする。

　平成21年度で東京都労働相談
情報センターの相談員派遣が終
了となり、22年度から社会保険
労務士による労働全般の労務相
談に変更したが、相談実績は前
年度と比べ減少しているため評
価を２とした。
　今後の課題は、労務相談のさ
らなる周知を図る。

階層別研修
　(専門研修)

⑧

⑨
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事業項目

長時間労働是正の啓発
(029)

ノー残業デーの徹底
(030)

関係機関との連携の強
化
(031)

　（3）家庭との両立支援

　　①　子育て支援の充実

事業項目

一時保育の拡充
(032)

子ども家庭支援事業の
拡充
(033)

21年度の取組と実績(ａ)

　国、東京都における相談窓口の案内と市
内の労働関係機関と連携した地域雇用問題
連絡会議を開催し、情報収集と資料の提供
を実施した。
　また、急速に悪化している雇用情勢を踏
まえ、市独自の緊急雇用支援対策として求
職活動中の若年者を対象に「若年者就労支
援セミナー」を関係機関と連携し予約制に
より実施した。
　申込者が37人あり30人の参加があった。

・子ども家庭支援センター事業
　　年間開館延べ日数　353日
　　ひろば事業年間利用者　99,460人
　　相談件数（新規）　664件

・子ども家庭サービス事業年間延利用人数
　　ショートステイ　　　　201人
　　トワイライトステイ　4,959人
　　子育てスタート支援　　　5人

・子育て支援ボランティア養成講座
　　参加延数　69人

　母親の出産や保護者の病気、育児疲れ、
そして断続的な就労により、子どもの養育
が一時的に困難な家庭に対して子どもを預
かり、保護者の多様な保育ニーズに応え
た。
　・私立保育園…12か所
　・公立保育所…1か所
　・認証保育所等…5か所
　・延利用人数…19,966人

　母親の出産や保護者の病気、育児疲れ、そ
して断続的な就労により、子どもの養育が一
時的に困難な家庭に対して子どもを預かり、
保護者の多様な保育ニーズに応えた。
　また、特定保育事業を利用する保護者に対
して利用料の一部を助成した。
　・私立保育園…12か所
　・公立保育所…1か所
　・認証保育所等…6か所
　・延利用人数…18,297人
　・延助成人数…6,799人

　国、東京都における相談窓口の案内と市内
の労働関係機関と連携した地域雇用問題連絡
会議を開催し、情報収集と資料の提供を実施
した。
　また、急速に悪化している雇用情勢を踏ま
え、市独自の緊急雇用支援対策として求職活
動中の若年者を対象に「若年者就労支援セミ
ナー」を関係機関と連携し予約制により実施
した。
　申込者が120人あり83人の参加があった。

・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　117,031人
　　相談件数（新規）　　830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　　　　385人
　　トワイライトステイ　6,047人
　　子育てスタート支援　　 22人

・子育て支援ボランティア養成講座
　　参加延数　44人

　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、男女共同参画週間記念講演会「明日
から使える時間管理術～残業を減らして家族
と過ごそう」を実施し、残業を減らすように
啓発をした。

　市職員に対し毎週水曜日の朝夕に、庁内
放送で水曜日のノー残業デーを周知徹底し
た。
　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。

　法に定める労働時間・時間外労働の最低基
準の実現、働く女性に関する法律などを内容
とした労働ガイドブックを 3,000部作成し、
中小企業勤労者サービス公社に加入している
事業所（1,370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（430部)で配
布し啓発に努めた。

22年度の取組と実績(ａ)

22年度の取組と実績(ａ)21年度の取組と実績(ａ)

　法に定める労働時間・時間外労働の最低
基準の実現、働く女性に関する法律などを
内容とした労働ガイドブックを3,000部作成
し、中小企業勤労者サービス公社に加入して
いる事業所(1,345部)、市政情報センター
(250部)、各文化センター（550部）、  女
性センター（150部）、  市民相談室（250
部）、住宅勤労課（455部）で配布し、啓発
に努めた。
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担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

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。

住宅勤労
課

４

　22年度は男女共同参画週間記
念講演会「明日から使える時間
管理術～残業を減らして家族と
過ごそう」を実施し残業を減ら
すように啓発をしたため、この
評価とした。庁内におけるノー
残業デーの認知度も上がってお
り、概ね達成されている。

全庁

３

　関連機関との連携、資料の収
集と広く情報提供が行えた。
「若年者就労支援セミナー」参
加者のアンケートからセミナー
の内容が参考になったと好評の
声があった。

住宅勤労
課

担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

３

　新たに認証保育所１か所で一
時保育を実施ししたほか、特定
保育事業を利用する保護者に対
する利用料の助成を開始した。
　今後も利用者にとってより利
用しやすい環境を整備していく
必要がある。

子育て
支援課

３

　ひろば事業は、例年より利用
が少なかった21年度に比べ、猛
暑等の影響もあり利用者が増加
した。
　子ども家庭サービス事業は事
業の周知もあり全体としては増
加したが、トワイライトステイ
事業について高倉保育所に利用
者が集中する状況が続いた。
　今後も事業のＰＲを行い、利
用者の増加を図っていく。

子育て
支援課

　引き続き、法に定める労働
時間の最低基準を実現、働く
女性に関する法律などを内容
とした、労働ガイドブックを
3,000部作成し、 長時間労働
是正の啓発に継続して推進す
る。

　事業を継続実施していく
とともに、実施施設数の増
に努める。

　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。

　引き続き、庁内放送等の
取組を行う。

23年度計画（ｃ）

　緊急雇用対策として、就労
支援セミナーなどの実施を関
係機関と連携し実施する。
　参加人員の増加に努める。

交流ひろば利用者数
　　106,500人
子育て講座等への参加者数
　　1,060人
トワイライトステイ事業
　　しらとり2,400人
　　高倉　3,800人
子育て支援ボランティア養
成講座　参加延数80人

　一時保育実施か所数
・私立保育園…12か所
・公立保育所…1か所
・認証保育所等…8か所

　子育て家庭の支援事業とし
て更なる周知と実施方法の改
善を図り、利用しやすいサー
ビスを提供していく。

　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。

数値目標（ｄ）

　労働ガイドブックを
3,000部作成し、中小企業
勤労者サービス公社をはじ
め各公共施設などで配布し
啓発を進めていく。
　

数値目標（ｄ）23年度計画（ｃ）
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事業項目

病後児保育事業の拡充
(034)

ファミリーサポートセ
ンター事業の充実
(035)

低年齢児保育の充実
(036)

延長保育の拡充(037)

認証保育所のサービス
充実(038)

学童クラブの充実
(039)

21年度の取組と実績(ａ)

認証保育所定員数
　265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　1,700人（４月１日現在）

　「放課後子ども教室」を市立小学校22校全
校で実施した。
　開催日数　延べ5,438日
　総参加者数　112,449人

認可保育所入所定員
　（4月1日現在運用定員）
　0歳　337人
　1歳　582人
　2歳　696人

待機児童数（4月1日現在）
　212人

認証保育所定員数
　281人

　学童クラブへの入会を希望する児童がす
べて入会することができるよう、既存の施
設の他に小学校の空き教室を確保し、運営
の充実を図った。
　入会児童数　1,765人（４月１日現在）

　「放課後子ども教室」を市立小学校22校
全校で実施した。
　開催日数　延べ5,424日
　総参加者数　114,274人

　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、事業
等の周知を工夫し提供会員の増加に努め
た。
・会員数　1,255人
　　　依頼会員902人
　　　提供会員268人
　　　両方会員85人
・活動件数　5,180件

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

　病気回復期にある子どもを預かる病後児
保育とともに、病中の子どもを預かる病児
保育を実施した。

・病後児保育室しらとり
　　開所日数241日、利用延人数12人

・病児保育室日野クリニック
　　開所日数277日、利用延人数477人

　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、事業等の
周知を工夫し、提供会員の増加に努めた。
・会員数　1,385人
　　　依頼会員1,002人
　　　提供会員294人
　　　両方会員89人
・活動件数　5,938件

認可保育所入所定員
　（4月1日現在運用定員）
　0歳　309人
　1歳　526人
　2歳　632人

待機児童数（4月１日現在）
　273人

　病中の子どもを預かる病児保育を実施する
医療機関に補助を行った。
また、新たに病児・病後児保育を開設する保
育所に対し、その施設の内装費等について補
助を行った。

・病児保育室日野クリニック
　　開所日数281日、利用延人数599人

・病児・病後児保育施設整備１か所

・病後児保育は平成21年度をもって終了。

22年度の取組と実績(ａ)

延長保育実施保育所数
　19時　26か所
　20時　 8か所
　21時　 1か所
　22時　 2か所
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担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

４

　就労と子育ての両立支援とし
ての本事業への要望は高く、平
成21年度から開始した医療機関
併設型の病児保育事業の利用は
今年度も大幅に拡大した。
　また、23年度の開設に向けて
病児保育施設を整備した保育所
に対し、都補助金を活用して内装
費等の一部について補助を行っ
た。

子育て
支援課

４

　延長保育等の実施により保育
園への送迎は減少しているが、
学童クラブへの送りや帰宅後の
預かり、習い事等の送迎が増加
するなど、ニーズにあった支援
の提供に努めた。提供会員は増
加しているが、子育て中の世代
の会員に加え活動時間に余裕の
ある提供会員を増やし、活動の
充実を図りたい。

子育て
支援課

２

　毎年、保育所の定員を増やし
てきているものの、入所希望者
が増加する中、特に低年齢児の
待機児童が生じている。
　保育所新設等を進めているが
平成23年度4月1日現在の待機児
童数は232人と増加した。 今後
も待機児童の解消に努める。

保育課

３

　公私全保育所で19時以上の延
長保育を実施している。公立３
施設で20時延長を行っているが
利用が少ない状況がある。また
全体として利用者の減少傾向が
ある。

保育課

３

　既存施設の定員を増やすとと
もに、23年度の定員増に向けて
施設整備を行った。
　認可保育所の待機児童が生じ
ている中、引き続き拡大を図っ
ていく。

保育課

３

　学童クラブへ入会を希望する
児童がすべて入会することがで
きた。
　保護者への就労支援及び放課
後児童健全育成の観点から、引
き続き入会を希望する児童が全
員入会できるよう努める。

児童青
少年課

病児保育利用延人数
　1,100人

　事業のＰＲ方法を工夫
し、多彩な提供会員の増加
を図っていく。

　平成26年度目標
　認証保育所定員
　575人

　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、今後も事業の推進
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。

　平成26年度目標
　認可保育所入所定員
　0歳　383人
　1歳　649人
　2歳　760人

　19時以上の延長保育
　全施設

　認可保育所入所定員（4月1
日現在運用定員）
　0歳　334人
　1歳　606人
　2歳　717人

延長保育実施保育所数
　19時　26か所
　20時　 9か所
　21時　 1か所
　22時　 2か所

　総会員数　1,400人
　活動件数　6,550件

数値目標（ｄ）23年度計画（ｃ）

　市内２か所の病児保育施設
の継続実施。

　認証保育所定員数
　370人
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　　②　ひとり親家庭への支援

事業項目

ひとり親家庭に対する
市営住宅入居機会の拡
大
(040)

ひとり親家庭の自立の
ための援助サービスの
実施
(041)

母子福祉資金及び女性
福祉資金の貸付の実施
(042)

　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 126/621
　　　　　　　　　　　↓
ひとり親入居者数/新規入居者総数　2/37

【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　23世帯
　派遣回数　1,410回
　派遣時間　8,321時間

【ひとり親家庭自立支援事業】

①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。
　3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。
　11件
③ひとり親家庭自立促進セミナー
　ひとり親家庭の自立を促進するため、セミ
ナーを開催した。
　2回

【母子福祉資金】
　配偶者のいない、20歳未満の子どもを扶
養している女性に貸付を実施した。
　51件
【女性福祉資金】
　配偶者がいない女性で、要件を満たす場
合に貸付を実施した。
　2件

　一般世帯より抽せん玉を多くし、当選の
可能性を高くする優遇抽せんを実施した。

ひとり親申込み者数／申込み総数 96/384
　　　　　　　　　　　↓
ひとり親入居者数/新規入居者総数　6/35

22年度の取組と実績(ａ)

【ひとり親家庭ホームヘルプサービス事
業】

　ひとり親家庭となった直後またはひとり
親家庭の保護者等が、仕事及び一時的な傷
病等で育児等日常生活に支障がある場合、
ホームヘルパーを派遣した。
　派遣世帯　32世帯
　派遣回数　1,468回
　派遣時間　8,116時間

【母子家庭自立支援給付金】

①自立支援教育訓練給付金
　就業を目的とした教育訓練に関する講座
の受講終了後に、受講料の一部を支給し
た。
　1件
②高等技能訓練促進費
　就業を容易にするために必要な資格を取
得するための養成機関で修業した母子家庭
に経済的支援を行った。
　7件

21年度の取組と実績(ａ)

【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。
　75件
【女性福祉資金】
　配偶者がいない女性で、要件を満たす場合
に貸付を実施した。
　5件
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担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

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。

住宅勤労
課

３

【ひとり親家庭ホームヘルプ
　　　　　　　サービス事業】
　
　保護者に仕事があるが、子ど
もが傷病等で日常生活に支障が
ある場合等で、ホームヘルパー
を派遣した。今後も、母子家庭
等の世帯に状況に応じた派遣を
実施していく必要がある。

【ひとり親家庭自立支援事業】

　ひとり親家庭の自立を総合的
に支援するため、セミナーの開
催を行った。また、母子家庭に
は、母子自立支援プログラムを
活用して、母子家庭自立支援教
育訓練給付や母子家庭高等技能
訓練促進費の支給等自立支援を
行った。

子育て
支援課

４

　母子家庭の母等の経済的自立
と児童の福祉増進を図るため、
貸付を行う。

子育て
支援課

　貸付の必要性が高い母子
家庭の母等に対して、適切
な貸付を実施していく。

　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。

【ひとり親ホームヘルプ
　　　　　　サービス事業】
　
　派遣時間9,681時間
　派遣時間（付加）3,550時
間
　派遣回数1,657回

【ひとり親家庭
　　　　　　自立支援事業】
　
　教育訓練給付金　8件
　高等技能訓練促進費　13件
　セミナー開催　2回

　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。）

数値目標（ｄ）

【母子福祉資金】
　新規40件
【女性福祉資金】
　新規5件

【ひとり親ホームヘルプ
　　　　　サービス事業】
　
　国・都制度では月12回１
日８時間の制限があるが、
必要に応じて派遣回数・時
間数の上乗せを市の判断で
実施する。

【ひとり親家庭
　　　　　自立支援事業】
　
　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。

23年度計画（ｃ）
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　　③　高齢者・障害者・介護者支援等の充実

事業項目

高齢者住宅の確保
(043)

生きがい事業の充実
(044)

高齢者の就労支援
(045)

介護保険制度と福祉
サービスの充実(046)

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。

70,605.5時間

22年度の取組と実績(ａ)

307

682.5時間

生活介護

実人数

行動援護

　高齢者住宅136戸のうち女性入居者81.3%、
男性入居者18.7％
　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。

居宅介護

257,122.5時間

実人数 延べ利用時間訪問系サービス

　介護保険制度を市民に周知するために、出
張説明会を実施し、情報提供に努めた。

　説明会4回　出席者　63人

訪問系サービス 実人数

461時間

延べ利用時間

日中活動系
　　サービス等

居宅介護

　老人クラブの補助育成や、在宅高齢者世
帯保養事業、高齢者等保養施設利用助成事
業を実施した。高齢者の必要に応じた事業
を実施することにより、結果として助成の
福祉向上を図った。保養施設利用助成につ
いては、保養休養の場等を提供し、助成の
健康増進に貢献した。今後も生きがいづく
りに関する事業の充実、推進を図りたい。

21年度の取組と実績(ａ)

　高齢者住宅136戸のうち女性入居者
82.1%、男性入居者17.9％
　単身になり経済的弱者に陥りやすい高齢
女性に対し、安心して生活できる居住の場
を提供した。

　老人クラブの補助育成や、在宅高齢者世帯
保養事業、高齢者等保養施設利用助成事業を
実施した。高齢者のニーズに則した事業を実
施することにより、結果、女性の福祉向上に
つなげた。特に保養施設の利用助成は、女性
の利用者も多く、女性の健康増進や生きがい
づくりに大きく貢献できた。

248,812時間

行動援護 2

重度訪問介護

194

実人数

生活介護

児童デイサービス 44

　シルバー人材センターを通じ引き続き高齢
者の雇用を創出し、女性の生活基盤の安定確
保に務めた。
　就労実績208,885人
　（会員数　女性530人、男性1,386人）

　引き続き会員数の増加と就業機会の確保・
拡大に努めた。（女性会員は約27％）

施設入所支援

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。

5,023日

1

短期入所

療養介護

旧法入所施設支援

居住系サービス

共同生活介護

39人施設入所支援

5,343日

156人

実人数

1

298

延べ利用時間

65児童デイサービス

365日

重度訪問介護

旧法通所施設支援

延べ利用時間

130人

151 3,255日

54人

285

55

98人

103人

居住系サービス

188

29,576日

365日

実人数

105人

実人数

62人

旧法入所施設支援

旧法施設支援

療養介護

共同生活介護

　介護保険制度を市民に周知するために、
出張説明会を実施し、情報提供に努めた。

　説明会4回　出席者　131人

49

56,367日

実人数

5

日中活動系
　　サービス等

5,060日

92,272.5時間

旧法通所施設支援

短期入所

旧法施設支援

　シルバー人材センターを通して高齢者の
雇用を創出することにより、女性の安定し
た生活の確保に努めた。
　就労実績212,899人
　（会員数　女性509人、男性1,388人）

　引き続き会員数の増加と就業機会の確
保・拡大に務めた。（女性会員は約26％）

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。

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
日中活動系

　　サービス等
実人数 延べ利用日数

自立訓練(生活訓練) 2 330日 自立訓練(生活訓練) 2 338日

就労移行支援 41

就労継続支援(A型) 3 448日 就労移行支援 60 4995日

就労継続支援(A型) 8 1,284日

5,348日 自立訓練(機能訓練) 1 48日

就労継続支援(B型) 155 20,019日

居住系サービス 実人数

就労継続支援(B型) 225 26,030日

居住系サービス 実人数

共同生活援助 45人

障害者福祉サービスの
充実
(047)

共同生活援助 51人
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担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

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。 高齢者

支援課

３

　生きがいづくりに関する事業
は効果測定が難しいところもあ
るが検証を重ねたうえで、今後
の事業展開を検討していくこと
が重要である。

高齢者
支援課

３

　女性会員の入会促進について
は、女性の特性を生かした、介
護・福祉サービスや子育て支援
等の新規事業の開拓に取り組む
など、女性の就業希望に応えら
れるように引き続き指導する。

高齢者
支援課

３

　家庭内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。 高齢者

支援課

23年度計画（ｃ） 数値目標（ｄ）

　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22年度同様 136戸とす
る。

　今後の生きがいづくり事
業の展開は、事業の実施効
果の検証を重ねつつ、活動
の場や機会を創出する地域
づくりへとつなげていける
ように取り組む。

　事業の性質上、数値目標
を設定することは馴染まな
い。

　健康で、働く意欲のある
高齢者の入会を積極的に呼
び掛け、会員の増強に努め
るとともに、会員の男女比
率を男性70％・女性30％に
なるようシルバー人材セン
ターに対し働き掛けてい
く。

　会員の男女比率を男性
70％・女性30％とする。

　自治会、各種団体からの
要望に応じ適宜説明会を開
催する。

　第４期の最終年度となり
制度の周知が図れていると
考えますが、引き続き要望
に応じて適宜説明会を開催
したい。

①
４

①　自立支援介護給付事業
①-２　自立支援訓練等事業
　 22年4月障害者自立支援法の改
正により低所得者の利用者負担額
が 0円となったことにより、利用
者の負担が軽減されサービスの利
用が促進された。
　また、新体系サービスへの移行
や障害者の地域移行も徐々に進ん
でおり、介護給付費、訓練等給付
費ともに日中活動系サービスや居
住系サービスの利用が増えている
ことにも表れている。
　障害のある方の社会参加を更に
推進していくために、今後予定さ
れている障害者自立支援法の廃
止、同法に代わる新たな法の制定
等、依然流動的な制度の中で利用
者への安定的なサービス提供体制
を確保していくことが必要であ
る。

①　自立支援介護給付事業
①-２　自立支援訓練等事業
　法改正により、10月から新た
に重度視覚障害者を対象とした
同行援護や、共同生活介護及び
共同生活援助の家賃助成といっ
たサービスが実施される。
　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
サービスを受給できるようサー
ビス提供体制の確保に努める。

①　自立支援介護給付事業
①-２　自立支援訓練等事業
　事業の趣旨から、数値目
標を定めるのは妥当ではな
い。

①－２
４

障害者
福祉課
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事業項目

②知的障害者短期入所事業
　知的障害者（児）の保護者や家族が、病
気や出産などで介護ができないとき、一時
施設に保護を行った。
　
　なごみ　350人　延べ861日

② 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。
　入退所者の移動は無かった。
　入所更正施設（府中市枠）18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　277人　　延べ利用時間　30,432時
間

④　心身障害者福祉タクシー事業
　2,559人に対し、利用券を助成した。

⑥　心身障害者自動車ガソリン等費用助成事業
　ガソリン及び軽油の税額相当分を1,029人に
助成した。

⑤　車いす福祉タクシー事業
　延べ6,429人に対し、走行時間料金を助成し
た。

①－３　移動支援事業
　屋外での移動が困難な障害者等について、外
出のための支援を行った。
　実人数 237人　延べ利用時間 23,221時間

⑥　心身障害者自動車ガソリン等費用助成事業
　ガソリン及び軽油の税額相当分を1,013人に
助成した。

⑤　車いす福祉タクシー事業
　延べ6,370人に対し、走行時間料金を助成し
た。

③　入所施設の整備機能の充実
　自立支援法の新体系移行に向け、基準に適合
させるための施設整備及び短期入所の個室化改
修工事を実施した。
　退所者が２名生じたため公募して補充した。
　入所更正施設（府中市枠）18人

⑦　重度身体障害者緊急通報システム
　ひとり暮らし等の重度身体障害者18人に対し
て緊急通報システムを設置し、古い機器は新し
い機器に交換し、生活の安全を確保した。

②　障害者日常生活用具給付事業
　視覚障害者用拡大読書器、居宅生活動作補助
用具、電気式たん吸引器、入浴補助用具、特殊
寝台他27品目の他、ストマ用具の給付及び助成
　3,502件　42,680,683円

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298日　日帰り68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　353人　　延べ　959日

介護者の負担軽減サー
ビスの充実
(048)

②　障害者日常生活用具給付事業
　視覚障害者用拡大読書器、電気式たん吸引
器、特殊寝台、入浴補助用具他26品目の他、スト
マ用具の給付及び助成
　3,360件　37,203,128円

⑦　重度身体障害者緊急通報システム
　ひとり暮らし等の重度身体障害者18人に対し
て緊急通報システムを設置し、機器については
年に１回保守点検を行い、生活の安全を確保し
た。

①障害者(児)緊急一時入所事業
　介護者が疾病等の理由により、家庭での
保護が困難になった場合に、一時施設に保
護を行った。
　
　心身障害者福祉センター
　宿泊284日　日帰り82回

④　心身障害者福祉タクシー事業
　2,461人に対し、利用券を助成した。

21年度の取組と実績(ａ) 22年度の取組と実績(ａ)

障害者福祉サービスの
充実
(047)
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担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

①－３

５

①-３　移動支援事業
　介護給付費等に合わせ、 22年4
月より市町村民税非課税世帯の利
用負担無料化を行い、また利用の
範囲の拡大を行った結果徐々に利
用が伸びてきている。今後も引き
続き支援を継続していく。
　

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5％増を
達成し、 約15％の増となった。

３

③　安定した運営を継続できてい
るためこの評価とした。今後も施
設の整備を充実させ、安定した基
盤を図る。

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

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。

４

⑥　外出の際に車を利用する障害
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。

３

⑦　ひとり暮らしの重度身体障害
者の緊急時の対応に備え、利用者
の安全な生活が確保できた。

４

①緊急一時入所事業のニーズは
非常に高い。
　介護者が疾病等で不在となっ
た場合の障害者(児)の避難先と
して、今後も維持していく必要
がある。

４

②市で確保している部屋と調布
市・三鷹市とで共有している部
屋を有効に使用できた。

障害者福
祉課

④　引き続き、23年度も利用者
の負担を軽減し、外出支援を進
めていく。

④　年々利用人数が増加し
ているので、23年度におい
ても助成対象者は 2,500人
を超えると推測される。

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。

③ 運営基盤の整備を進める。
　引続き府中市の利用枠を維持
していく。

⑦　現状を維持しながら、
該当者への案内を進める。

⑤　引き続き、23年度も利用者
の負担を軽減し、外出支援を進
めていく。

⑥　引き続き、23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。

数値目標（ｄ）

⑦　継続利用者の使用機器の保
守管理及び新規該当者への適切
な利用案内を進めていく。

②　各特別支援学校での制
度紹介を充実させる。
　5％増

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。

①現状維持。
　レスパイト目的の利用につ
いては、法内ショートステイ
を案内し、真に必要な方に本
事業のサービスを提供する。

①宿泊　300泊
　日帰り 70回

23年度計画（ｃ）

②介護者の休養利用が少ない
為利用案内を進める。

①なごみ　355人
　延べ　　960日

①－３　移動支援事業
　引き続き移動支援を行うこと
によって、障害者の社会参加を
促していく。

①-３　移動支援事業
　21年度から22年度にかけ
ての実績は約15％増となっ
ているが、23年10月から同
行援護が実施されることに
伴い、自立支援介護給付費
に対象者が移行することが
考えられるため、23年度は
10％増に留まると考えられ
る。

障害者
福祉課

⑤ 年々利用人数が増加して
いるので、23年度の延べ利
用者数は6,500人を超えると
推測される。

⑥　年々助成対象者が増加
しているので23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。
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事業項目

単位は人数　　（　）内は修了者 単位は人数　　（　）内は修了者

6養成 3

19

 (30)

④　プール開放（郷土の森総合プール）
　障害者のレクリエーション事業として参
加者相互の親睦を図った。
　開催日　21年8月4日
　参加人数　173人（女性70人、男性103
人）

②　軽スポーツ大会
　開催日　21年5月16日
　場所    府中市民陸上競技場
　総参加人数
　　　1,151人(当日参加者・運営協力者)

④　プール開放（郷土の森総合プール）
　障害者のレクリエーション事業として、参
加者相互の親睦を図った。
　開催日　22年8月3日
　参加人数　337人(女性153人、男性184人）

②　軽スポーツ大会
　開催日　22年5月22日
　場所    府中市民陸上競技場
　総参加人数
　　　964人(当日参加者・運営協力者)

夜

夜

 (20)

-

① 手話講習会
　手話通訳者やボランティア活動の担い手
を養成した。
　期間：21年5月12日～22年3月16日
　全40回　142人（123人）

③　障害者（児）休養事業
　市の保養施設及び指定保養施設（5か所）
の利用にあたり、宿泊料を助成した。
　利用泊数　延べ749泊
　利用人数　延べ553人

養成

③　障害者（児）休養事業
　市の保養施設及び指定保養施設(6か所)の
利用にあたり、宿泊料を助成した。
　利用泊数　延べ633泊
　利用人数　延べ493人

12

 (23)

初級昼

26

 (14)

昼

夜

22

（24）

昼

中級 夜 36

上級上級

中級

上級

-

17

夜

昼

夜

34

[障害者就労支援事業]
　心障センター「み～な」において就労支援
等を行った。
　
　就労支援　　延べ4,626人
　生活支援　　延べ2,248人

15 （15）

夜

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。
　
　21施設、延べ1,220日

[知的障害者雇用事業]
　主に市施設での清掃等軽作業に従事し
た。
　
　雇用14人(女性５人、男性９人)
　延べ3,002.5日

29  (21)

初級

初級

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：22年5月11日～23年3月8日
　全40回　149人（116人）

[障害者就労支援事業]
　心障センター「み～な」において就労支
援等を行った。
　
　就労支援　　延べ4,599人
　生活支援　　延べ2,441人

[障害者清掃作業委託事業]
　福祉作業所などの授産活動の一つとして清
掃作業を委託した。
　
　21施設、延べ1,220日

[知的障害者雇用事業]
　主に市施設での清掃等軽作業に従事した。
　
　雇用14人(女性5人、男性9人)
　延べ3,098日

19

30

中級

（20）

32

（17）

（24）

初級

昼

昼

 (12)

中級

上級 夜 （10）

21年度の取組と実績(ａ) 22年度の取組と実績(ａ)

社会参加促進事業の充
実
(050)
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担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

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。ただ
し、定員数の確保、拡充につい
ては現在の市の財政状況からみ
ると、難しい面がある。

４

[障害者就労支援事業]
　障害者の就労支援は、障害者
施策の重点事業であり、本市に
おいても拡充を図っていく。

３

②　参加者数も例年並みであり
安定している。今後は、参加者
の確保、当事者以外の市民の参
加増や、競技内容の充実につい
て工夫が必要である。

３

③　多くの障害者が、外泊の機
会を得ることができた。今後と
も利用機会の拡大に向けて制度
の周知に努める。

３

④　気温30度を超える中、前年
比94％増の入場者となった。
　入場者からは、一様に「楽し
かった」「ありがとう」と感謝
の言葉もあり、事業目的を達成
できたものと考えるが、入場で
きない一般利用者への周知に努
める必要がある。

障害者
福祉課

①　受講者数は増加したが、修了
者数は昨年に比べて減少した。
　修了者数が増加するようにカ
リキュラムの見直し等が必要で
ある。

３

[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。

[障害者就労支援事業]
　就労支援　延べ5,000人
　生活支援　延べ2,500人

②　22年度と同様に、例年通
り事業を実施する。日中体を
動かす機会が少ない障害者に
とって、有意義に活動できる
事業として今後も継続して実
施していく。

数値目標（ｄ）23年度計画（ｃ）

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

②参加人数　1,100人

③　すべての障害者と付添者
の利用料を助成し、より多く
の障害者が利用できるよう進
めていく。

③利用泊数
　　　　延べ850泊
　　利用者数
　　　　延べ600人

④　事業の周知を徹底し、よ
り多くの障害者が参加するよ
う努め、障害者同士の交流、
健康増進機会の拡大を進めて
いく。

④参加人数　300人

障害者
福祉課
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事業項目

社会参加促進事業の充
実
(050)

障害者成人教室（あす
なろ学級）の実施
(051)

　（4）国際社会への貢献

　　①　国際理解と国際交流の推進

事業項目

その他

女性

0

　知的障害をもつ成人が、有意義な生活
や、自立への方法と余暇の充実活動を学び
周辺の人とのコミュニケーションを学ぶ講
座として実施する。
　21年度実績　19回、延べ出席891人

区分

合計

⑤　WaiWaiフェスティバル
　開催期間　　22年12月3日～5日
　場所　　　　府中グリーンプラザ
　作品展　　　3日～5日　3日間
　コンサート　4日
　基調講演　　4日
　施設紹介・物品販売　4日
　総来場者数　2,392人

29

合計

生活環境

　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。

8合計

　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。

0

くらし
3

0

年金届出・相談件数 31,966
85,000

区分 件数

国民年金特集号配布部数

　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186回

7

男性

53人

合計

103人

2

在住外国人女性の支援
(054) 学習者登録数

相談
件数

4
家庭生活
くらし 2

市政相談

0

5

外国人相談窓口の充実
(053)

年金制度の情報提供
(052)

広報誌掲載回数 24

　広報紙や各種パンフレット、国民年金特
集号の配布、ホームページなどの媒体によ
る年金制度の案内を行うとともに、市民へ
の年金記録問題等の年金の相談にも対応し
た。

社会福祉・教育

その他
0

一般相談

　広報紙や各種パンフレット、ホームページ
などによる年金制度の案内を行うとともに、
市民への年金記録問題等の年金の相談にも対
応した。
※国民年金特集号は平成21年度末にて終了。

0

財産

相談
件数

その他

広報誌掲載回数

0

21年度の取組と実績(ａ) 22年度の取組と実績(ａ)

年金届出・相談件数 31,992

市政相談

 ⑤　WaiWaiフェスティバル
　開催期間　　22年1月15日～17日
　場所　　　　府中グリーンプラザ
　作品展　　　15日～17日　3日間
　コンサート　15日
　映画会　　　16日
　施設紹介・物品販売　16日
　総来場者数　2,191人

0

女性

一般相談
相談
件数

財産
0くらし

件数

家庭生活

0

　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。
　22年度実績　19回、延べ出席1,121人

0
3

相談
件数

くらし
社会福祉・教育

生活環境

学習者登録数

207人

　府中国際交流サロンの日本語学習会で、
多数の外国人女性を支援した。また、学習
会のうち週２回、託児を設け、子育て中の
女性が学習会に参加しやすい環境を提供し
た。
・日本語学習会開催188回

男性

その他 0

119人

21年度の取組と実績(ａ) 22年度の取組と実績(ａ)
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担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

３

⑤　全体的に安定した来場者数
があり、また今年度は障害者週
間に開催することができ、より
充実した啓発活動を行うことが
できた。今後はより一層の障害
者施設・作業所・団体等への協
力体制を依頼し内容の充実した
開催を目指す。

障害者
福祉課障

害者
福祉課

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か
ぎ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。

生涯学習
スポーツ

課

担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

　年金相談件数は、昨年より若
干増加している。
　現在の経済状況の影響もあり
保険料の免除・減免、納付猶予
の申請および相談は増加してい
る。将来的に無年金者が出ない
よう年金制度の周知、各種届出
書の受付及び相談業務の実施に
努める。

　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。

２

３

３

⑤　会場の都合上前回より開
催日程等若干縮小して開催す
ることとなるが、より内容面
の充実を図り障害啓発活動の
促進をはかる。さらに、関係
者以外の一般来場者の集客に
も努めるよう、より親しみや
すい事業内容を展開する。

⑤参加人数　2,000人

　23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。

　21年度ベースを継続

　国の法定受託事務のため
市独自の数値目標は難しい
ものと考える。
　例年とおり前年度実績値
を目標とする。

保険年金
課

　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。

　相談は増減があり適切な
目標が定めにくいため、適
切な助言・アドバイス等を
行える相談体制の充実と外
国人への効果的な周知を目
標とする。

広報課

23年度計画（ｃ） 数値目標（ｄ）

市民活動
支援課

　日本語習得は日本で生活する
在住外国人にとって重要な問題
である。特に仕事を持たない外
国人女性にとっては、日本語を
習得でき交流や情報を得られ簡
易な相談ができる場が必要であ
る。
　府中国際交流サロンはそれら
女性を支援する場として重要な
役目を担っており、今後もサロ
ンでの支援を充実させていく。
　さらに外国人女性が地域の中
で日本人と交流を深めていける
よう検討していく必要がある。

　日本語学習会に在住外国人
女性が多数参加できるよう支
援していく。
　その一つとして、日本語学
習会のうち週２回、託児を設
ける活動を継続し、子育て中
の女性が学習会に参加しやす
い環境を提供していく。
　また、地域全体で外国人女
性を支援できるような環境を
整えていく。

　日本語学習会に登録する
在住外国人女性の人数を維
持し、さらに増加させてい
く。
　また日本語学習会開催時
の託児の実施回数を維持し
ていく。

23年度計画（ｃ） 数値目標（ｄ）

　年金相談員による相談業務
の充実を図るため、時間差を
設け、空白時間が生じないよ
う職員とあわせて窓口体制を
整備する。また、各種届出関
係は年金事務所との連携をよ
り密なものにして、的確な事
務処理ができるよう努める。
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事業項目

　　②　平和・人権意識の推進

事業項目

憲法講演会の開催
(056)

平和展の開催
(057)

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みの推進

事業項目

暴力を防ぐための意識
啓発
(058)

ＤＶ防止の情報・資料
の収集と提供
(059)

女性の国際交流の推進
(055)

日本語学習会参加者数（年間延べ）
・外国人学習者　4,730人
・日本人ボランティア　4,372人

ボランティア登録者数

　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６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、日本語習学習の支
援と交流を行った。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。

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、日本語学習
の支援と交流を行った。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。

　女性センター情報資料室に、ＤＶに関す
る図書等を積極的に収集、配架した。
　また20年度と同様に、ＤＶ被害者が誰に
も知られず、相談機関が認知できるよう、
女性センター女性トイレにチラシを設置
し、情報提供に努めた。

　22年度は相談機関の周知のため、女性問題
相談カードを作成し、市内公共施設の女性ト
イレに配架をした。女性問題相談カードを見
て相談をしに来た方もおり、効果がみられた
と考えられる。

22年度の取組と実績(ａ)

　11月の、女性に対する暴力をなくす運動に
合わせて、お茶の水女子大学等非常勤講師の
吉川真美子氏による法律から考える「女と男
のよりよい関係～ＤＶ防止法を中心に～」講
座を実施した。
　また、女性問題相談カードを作成し、市内
公共施設の女性トイレに配架した。
　ＤＶ被害者に向けて女性問題相談の周知を
図ったことにより、女性問題相談の新規相談
者が増加し、効果があったと考えられる。

　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。
　1講座・出席者55人

39人 95人

日本語学習会参加者数（年間延べ）
・外国人学習者　4,371人
・日本人ボランティア　4,092人

ボランティア登録者数

男性

44人 122人

女性 女性男性

21年度の取組と実績(ａ)

　11月の、女性に対する暴力をなくす運動
に合わせて講座を開催し、認定フェミニス
ト・カウンセラーの小柳茂子氏によるア
サーティブトレーニングに関する講座を実
施した。

　毎年８月に戦争・平和について市民に考
えてもらう機会を提供し、現在の平和な社
会を守っていくことがどんなに大切なこと
なのかを考えていくために実施。
　夏休み子どもバスツアー、パネル展、映
画会・講話、平和コンサート
　合計参加者 14,091人

　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。
　1講座・出席者21人

22年度の取組と実績(ａ)

　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　12,134人

21年度の取組と実績(ａ)

21年度の取組と実績(ａ) 22年度の取組と実績(ａ)
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担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

１

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

生涯学習
スポーツ

課

４

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

スポーツ
課

担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

３

　女性に対する暴力を防ぐため
の講座を、様々な角度から開催
することで、ＤＶに対する問題
意識を共有し、啓発活動に努め
た。
　また、女性問題相談カードの
設置場所拡大について検討をし
ていく。

市民活動
支援課

４

　ＤＶ防止のための啓発・情報
提供は重要な取組である。ＤＶ
被害者に相談機関の周知を図る
ため、女性問題相談カードを作
成し、市内公共施設の女性トイ
レに配架をした。

市民活動
支援課

　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４人、男性２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。

３ 市民活動
支援課

　23年度については、年度
当初に既に実施済み（「１
００人の村、あなたもここ
に生きています」）。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

23年度計画（ｃ） 数値目標（ｄ）

　現在まで毎年５～６人の高校
生をヘルナルス区へ派遣してお
り、今後も継続して６人を派遣
する。
　在住外国人が安心して日常生
活を送ることがきるために日本
語、日本の文化・習慣の習得を
することは不可欠であり、府中
国際交流サロンでの日本語学習
会における市民ボランティアの
役割は非常に大きい。
　市内外国人登録者が 4,000人
を超え市内でも国際化が進む昨
今、ますますその需要が増える
と思われる。また、日本語学習
会が「日本語を教える・学ぶ
場」に特化せず、日本語学習
会、交流活動等、国際交流サロ
ン全般の活動を通して、日本人
と外国人の相互理解と相互学び
の場になることが望まれる。

　平和都市宣言25周年記念事
業として、夏休み子どもバス
ツアー(7月）、パネル展、映
画会・講話(8月)、記念誌
（戦争体験談）の発行（9
月）、 平和コンサート(3月)
の実施。

　合計参加者10,000人

23年度計画（ｃ） 数値目標（ｄ）

　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。
　また、市内公共施設の女性
トイレに女性問題相談カード
の補充をし、引き続きＤＶ被
害者に向けて女性問題相談の
周知を図っていく。

　年１回以上啓発講座を開
催する。

　今年度はより積極的に資料
収集に努めたい。
　また、女性トイレ等に設置
する女性問題相談カードを作
成し、市民が相談しやすい環
境を整える。

　数値目標の設定は難しい
がより充実した資料の提供
に努める。

23年度計画（ｃ） 数値目標（ｄ）
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事業項目

児童虐待を防ぐための
意識啓発
(060)

「児童の権利に関する
条約」についての啓発
(061)－①

「児童の権利に関する
条約」についての啓発
(061)－②

関係機関との連携の強
化
(062)

　　②　売買春・性の商品化の防止に対する取組みの推進

事業項目

性の商品化防止の啓発
(063)－①

性の商品化防止の啓発
(063)－②

社会環境浄化のための
調査及び支援
(064)

21年度の取組と実績(ａ) 22年度の取組と実績(ａ)

　各関係機関との連携を図り、被害者保護
のための情報交換および被害者の相談、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。

　児童虐待防止への対応
　府中市要保護児童対策地域協議会の実施
　代表者会議　　　　　　　　　　 1回
　実務者会議兼児童虐待相談事例進行管理
分科会　 　　　　　　　　　　　　　7回
　個別事例検討会　　　　　　　 146回
　関係機関研修会　　　　　　　　 1回
　内部研修会　　　　　　　　　　 7回
　子育て支援講演会　　　　　　　 1回
　育児支援家庭訪問　　　　　　 989回

　育児不安や育児の負担感から来る児童虐
待を防ぐことを目的に、妊娠し、母子健康
手帳の発行を受けるときから、支援窓口の
紹介が行えるよう、パンフレット等の配布
を充実した。また、支援の必要な母子につ
いて関係機関との連携を図った。

　22年度は男女共同参画表現ガイドラインの
改正をし、性を強調した広告等の防止を啓発
した。

　社会科の授業で「個人の尊厳と基本的人権
の尊重」等について、発達段階に応じた指導
が行われた。

21年度の取組と実績(ａ)

　小・中学生へ、人権尊重教育の一環とし
て指導した。

　地域と行政等が協力して、青少年の健全
育成に良好な環境の確保及び非行の防止を
図ることを目的として、15年９月に青少年
健全育成協力店指定制度を発足。市内のコ
ンビニ店79店、書店３店、ゲーム店２店、
ビデオ店１店、カラオケボックス店２店、
酒・たばこ販売店36店、携帯電話販売店２
店、刃物類販売店１店の、 計126店舗を指
定し体制の充実を図った。
　社会環境浄化活動の一環として、不健全
図書自動販売機等に関して、不健全図書収
納の有無、届出の有無、自主規制状況等に
ついて市内３か所・14台の設置状況調査
を、実施した。

　人権尊重教育の中で指導した。

　21年度は実施していない。

　児童虐待防止への対応
　府中市要保護児童対策地域協議会の実施
　代表者会議　　　　　　　　　　 1回
　実務者会議兼児童虐待相談事例進行管理分
科会　　　 　　　　　　　　　　　6回
　個別事例検討会　　　　　　　 124回
　関係機関研修会　　　　　　　　 1回
　内部研修会　　　　　　　　　　 6回
　子育て支援講演会　　　　　　　 1回
　育児支援家庭訪問　　　　　　 923回

　児童虐待を防ぐためには妊娠期からの母性
を育むことが重要であることから、 平成22
年 7月から、母子健康手帳交付時に提出する
妊娠届（母子保健法）の裏面にアンケートを
盛り込み、不安の強い妊婦や若年妊婦などの
声をひろいあげサポートや相談支援につなげ
た。また、要支援家庭の把握につなげ、関係
機関との連携を図っている。

　各関係機関との連携を図り、ＤＶ被害者保
護のための情報交換及びＤＶ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。

　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
83店、書店３店、ゲーム店２店、ビデオ店４
店、カラオケボックス店２店、酒・たばこ販
売店36店、携帯電話販売店２店、刃物類販売
店１店の、計133店舗を指定し体制の充実を
図った。
　社会環境浄化活動の一環として、不健全図
書自動販売機等に関して、不健全図書収納の
有無、届出の有無、自主規制状況等について
市内３か所・14台の設置状況調査を、実施し
た。

　性の商品化防止の啓発について、直接的に
指導することはないが、長期休業中の生活指
導等で性に関わる問題への指導を行っている

22年度の取組と実績(ａ)
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担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

３

　アンケートの実施により具体
的な相談につながるきっかけと
なっている。
　相談窓口の充実をはかるとと
もに、地域からの情報や関係機
関との連携を充実する。 健康推進

課

４

　児童虐待相談事例進行管理を
適切に行なうため、実務者会議
の充実を図った。
要保護児童に対する共通の認識
を持ち、適切な対応を行なうた
め、関係機関を対象に「個人情
報管理」についての研修会を実
施した。

子育て支
援課

３

　人権教育は各校の教育課程に
位置付け、適正に実施されてい
る。また、社会科の授業の中で
学習指導要領に基づき実施され
ている。

指導室

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。今後とも連携の強化に努
める。
　また、引き続き、二次被害の
防止に努める。

市民活動
支援課

担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

３

　22年度は男女共同参画表現ガ
イドラインの改正をし、性を強
調した広告等の防止を啓発した
ためこの評価とした。

市民活動
支援課

３

　各学校で、生活指導を中心に
性に関わる問題への指導を行っ
ている。 指導室

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。

児童青
少年課

23年度計画（ｃ） 数値目標（ｄ）

　子育て支援課に保健師が配
置となり、市役所での母子健
康手帳交付が総合窓口課から
子育て支援課に変更し、保健
師が対応する。
　若年等ハイリスク妊婦の状
況把握を充実し、関係機関と
も連携し適切な支援を実施す
る。育児不安を抱える母子の
支援を関係機関と連携して実
施する。

　育児不安からの虐待防止
につなげられるよう、様々
な機会をとらえ、意識啓発
につなげる。

　今後も、学習指導要領に基
づき、教科学習等を通して人
権教育の一環として、実施す
る。

　児童虐待防止対応マニュア
ルの有効的な活用を行い、関
係機関との連携強化を図る。
また、学校や保育所等との定
期的な情報交換を行い、児童
虐待防止に努めていく。

　内容的に、数値化は難し
い。

　市立小中学校３３校で実
施。

　連携会議を年１回開催し
情報を共有することで、二
次被害の防止に努める。

23年度計画（ｃ） 数値目標（ｄ）

　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。

　今後も適切な指導を行う。 　児童・生徒の問題行動で
性非行が無いことが望まし
い。

　23年度はＤＶ被害者支援の
ための庁内連携の強化につい
て検討するため、関係各部署
と会議を開催する。

　青少年健全育成協力店へ
の加入店舗数を、 150店舗
とする。

　今後は、継続して青少年を
とりまく環境を把握し、幅広
い職種に加入依頼をしていく
必要がある。
　そのため23年度は、酒・た
ばこ販売店、ゲーム店を中心
に健全育成協力店への加入依
頼を図っていく。
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　　③　セクシュアル・ハラスメント防止の推進

事業項目

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

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

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

職員・教職員に対する
研修会の実施
(066)－①

職員・教職員に対する
研修会の実施
(066)－②

職員・教職員のための
相談窓口の充実
(067)－①

職員・教職員のための
相談窓口の充実
(067)－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。

22年度の取組と実績(ａ)

　関連機関と連携し、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
ト等および、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。

　全職員を対象としたセクシュアル・ハラ
スメント防止研修を７月２１日に２時間の
講演会方式で実施し、３０人が受講した。

21年度の取組と実績(ａ)

　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。

　平成22年度は5年に1度の職員意識調査を行
い、セクシュアル・ハラスメントに対する意
識を調査した。
　また、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
置した。

　教職員は、年間２回の服務事故防止月間の
いずれかで、管理職等から指導を受け、防止
についての意識を高めている。

　年２回、市立小・中学校全33校で、服務
事故防止月間の取組の中で実施した。

　指導室に相談窓口を設置。

　全職員を対象としたセクシュアル・ハラス
メント防止研修を７月１４日に２時間の講演
会方式で実施し、３３人が受講した。

　教職員は、年間２回の服務事故防止月間の
いずれかで、管理職等から指導を受け、防止
についての意識を高めている。

　市立小・中学校全33校において、人権尊
重教育研修及び服務事故防止研修の中で実
施した。

　関連機関と連携して、企業や地域に、男女
雇用機会均等法のポイント等について、ポス
ター、ガイドブック、パンフレットおよび、
セクシュアルハラスメント防止ハンドブック
を広く情報提供を行った。

　指導室を相談窓口とした。

　引き続き４人の担当者（男２人、女２人）
による苦情処理担当窓口を設置し、相談しや
すい体制を整えた。
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担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

３

　職場での男女の差別や、セク
シュアルハラスメントは、相談
や訴訟の増加を見ると、既に解
決された問題とはいえない。企
業・労働者がセクシュアルハラ
スメントの問題を認識し、その
防止に取り組むため、啓発活動
を継続して行う必要がある。

住宅勤労
課

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２２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。

市民活動
支援課

３

　日常業務の自己点検の意識を
高めることができた。
　毎年の実施のためにマンネリ
化を防ぐ必要がある。 指導室

３

　毎年度、全職員を対象とした
セクシュアル・ハラスメント防
止研修を実施しセクシュアル・
ハラスメント防止に対する意識
づけが図られた。今後も継続的
な取組みが必要なことから、引
き続き、全職員を対象とした研
修を実施していく。

職員課

３

　日常業務の自己点検の意識を
高めることができた。
　毎年の実施のためにマンネリ
化を防ぐ必要がある。 指導室

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。

職員課

３

　相談体制の充実に努める。

指導室

23年度計画（ｃ） 数値目標（ｄ）

　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。

　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。

　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。

　年間２回の服務事故防止月
間のいずれかで、管理職から
の指導を受け、自己点検の意
識を高める。

　服務事故防止研修
　市立小・中学校33校で実
施。

　全職員を対象とした、セク
シュアル・ハラスメント防止
研修を実施する予定である。

　毎年度、セクシュアル・
ハラスメント防止研修を実
施する。

　年間２回の服務事故防止月
間のいずれかで、管理職から
の指導を受け、自己点検の意
識を高める。

　服務事故防止研修
　市立小・中学校33校で実
施。

　セクシュアル・ハラスメン
ト防止の推進のため、相談し
やすい体制を、常時整えてお
く。

　相談数の件数を上げるこ
とがこの取り組みの主旨と
は言えないが、気兼ねなく
相談できるよう、引き続き
相談しやすい体制を常時整
えておく。

　指導室に相談窓口を継続設
置。

　相談を受けた場合には迅
速な対応を行う。
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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

事業項目

乳幼児訪問指導

11人

乳幼児経過観察健康診査

283人

両親学級（半日コース）

6～7か月児健康診査

予防接種

参加人数

妊産婦・乳幼児保健指導

2,804人

22年度の取組と実績(ａ)

予防歯科指導教室

保育所等巡回歯科保健指導

36,251人

妊産婦・乳幼児保健指導

556人

758人

幼児歯科検診

母子栄養強化食品支給

離乳食教室 1,148人

41人

予防接種

母子栄養強化食品支給

予防歯科指導教室 601人

11人

589人

地域子育てクラス

 25,509人

2,462人2,401人幼児歯科検診

2,815人保育所等巡回歯科保健指導

14人

親と子の歯みがき教室

2,265人

幼児食教室 104人

母子保健相談 931人

151人

1,145人

子育て相談室

279人

母子の健康増進
(068)－②

3～4か月児健康診査 2,371人

6～7か月児健康診査 2,181人

産婦健康診査

777人

親と子の歯みがき教室 278人

妊婦歯科健康診査

乳幼児経過観察健康診査 188人

乳幼児発達健康診査

2,337人

26,195人妊婦健康診査（14回）

9～10か月児健康診査

552人

子育て相談室 3,865人

2,207人

3歳児健康診査

両親学級（半日コース） 567人

2,095人

1歳6か月児健康診査

2,164人

乳幼児精密健康診査

23,829人

421人

159人

妊婦歯科健康診査

新生児訪問指導　※

144人

2,160人

159人

妊産婦訪問指導

乳幼児訪問指導452人

ママクラスクッキング 58人

母親学級（4回コース）1,321人 1,194人母親学級（4回コース）

 581人

4,388人

地域子育てクラス

253人

57人

855人

106人

1,875人

805人

講座名講座名 回数

リプロダクティブ・
ヘルス／ライツ講座
「Love's　Body～自
分のカラダと向き合

う～」

幼児食教室

母子保健相談

妊婦健康診査（14回）

2,254人

離乳食教室

ママクラスクッキング

産婦健康診査

2,209人

2,273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。

1

乳幼児精密健康診査

42人乳幼児発達健康診査

9～10か月児健康診査

1歳6か月児健康診査

3歳児健康診査

2,110人

21年度の取組と実績(ａ)

回数

2

リプロダクティブ・
ヘルス／ライツ講座
「めざせ女子力Ｕ

Ｐ！女性の健康を考
えよう！」

妊産婦訪問指導

　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

2,166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。

新生児訪問指導

　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。

参加人数
母子の健康増進
(068)－①

32人
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担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

　22年度数値目標で掲げた４か
月児までの全戸訪問は、子育て
支援課におしらせのパンフレッ
トや連絡票を置くなど協力体制
をとり、実績の増加につながっ
た。 （平成 21年度訪問率実績
75.2%から、平成22年度89.7%に
増加）。
　里帰りでの出産で他市にいる
場合や、入院中、転出などの乳
児も含まれることから、全戸訪
問に近いと評価した。

(注)平成22年度の数値目標とし
た「４か月児までの全戸訪問」
の実績は、左実績の※欄「新生
児訪問数」。

　また平成22年度は、 4月に日
本脳炎予防接種の 3歳児への積
極的勧奨（個別通知）が再開さ
れ、 8月には、予防接種法の改
正により平成17年から差し控え
ていた接種不足分を接種できる
ようになったことで、接種者数
が大幅に増加し、実績増につな
がっている。
　予防接種については、今後も
各種予防接種の年齢要件の見直
しやワクチンの承認が行われる
ことで、対象者の増加が見込ま
れ、それに伴って市の財政負担
の増加も課題となっている。

　22年度は、講座を全２回講座
とし、受講者に興味を持っても
らいやすいように内容を工夫し
たが、延受講者数が32人であっ
た。
　今後は、より多くの方が参加
し自らの健康管理について関心
を持っていただく内容を検討す
る。

３

23年度計画（ｃ） 数値目標（ｄ）

　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

４

　乳幼児の健康診査、相
談、および教育事業を実施
し、事業を通じての個々の
成長把握に努めながら、異
常の早期発見や健康の保
持・増進に努める。妊娠早
期から支援の必要な家庭が
把握できるよう、母子健康
手帳発行時のアンケートや
保健師面談を活かして、子
育て支援課保健師とも連携
し、適切な支援につなげ
る。

　

　妊娠届から母子健康手帳
発行につながる際の相談体
制の強化と周知をはかる。

健康推進
課
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事業項目

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

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

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

生活習慣病、要介護に
対する予防の充実
(071)

各種体操教室の実施
(072)

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)

22年度実績

 229人
（すべて女性）

子宮がん検診
（クーポン券）

2,568人
（すべて女性）

肺がん検診  262人

 3,079人

 5,469人
（すべて女性）

2,524人
（すべて女性）

胃がん検診 3,671人

喉頭がん検診  104人

 4,066人
（すべて女性）

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

乳がん検診
(クーポン券)

子宮がん検診

 86人

2,489人
（すべて女性）

3,606人

2,669人
（すべて女性）

大腸がん検診  2,975人

乳がん検診 2,684人
（すべて女性）

 265人

骨粗しょう症検診
 421人

（すべて女性）

　各種がんや骨粗しょう症等の早期発見、治
療のための健康診査等、予防に重点をおいた
健康指導を行う。

 583人

健康診査事業の充実
(069)

区分

子宮がん検診

乳がん検診
(クーポン券)

喉頭がん検診

若年層健康診査

乳がん検診 3,084人
（すべて女性）

骨粗しょう症検診

胃がん検診

肺がん検診

子宮がん検診
（クーポン券）

大腸がん検診

21年度実績

　東京都薬物乱用防止指導員とともに、さく
らまつり・商工まつり・福祉まつり等で、啓
発活動を行った。また、市内の中学校に対し
て、薬物乱用防止ポスター及び標語の募集を
行い、ポスター38件・標語68件の応募があり
健康まつりで展示した。

　各種がんや骨粗しょう症等の早期発見、
治療のための健康診査等、予防に重点をお
いた健康指導を行う。

区分

　薬物乱用防止教育については、教育課程に
位置付け、セーフティ教室等の中で市立小・
中学校33校が実施した。

　保健の授業を中心に指導するとともに、
警察と連携して、セーフティ教室で薬物乱
用防止、喫煙防止などの取組みを市立小・
中学校全33校で実施した。

　女性の健康づくりを目的に総合体育館にお
いて体操教室等を実施。
　５コース、4,831人

　多摩府中保健所と共同して、啓発活動に
努め、特に啓発資料を各学校に配布し講演
会や研修会に参加した。エイズの街頭キャ
ンペーンにも参加した。

　多摩府中保健所と共同して、啓発活動に努
め、啓発活動資料やポスターを各学校等に配
布した。

　運動実践や、食生活改善を目的とした調
理実習を取り入れ、実践的な教育事業を実
施した。（186回、延べ参加者4,942人）

　東京都薬物乱用防止指導員とともに、さ
くらまつり・商工まつり・福祉まつり等
で、啓発活動を行った。また、市内の中学
校に対して、薬物乱用防止ポスター及び標
語の募集を行い、ポスター40件・標語 527
件の応募があり健康まつりで展示した。

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

　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。
　16回、延44人

　各種検診において予防等の啓発を行う教育
を実施するとともに、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。（225回、延べ参加
者5,661人）

21年度の取組と実績(ａ) 22年度の取組と実績(ａ)
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担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

３

　薬物乱用の恐ろしさ、特に健
康を害したり、犯罪に陥る可能
性が高いことを思春期の多くの
中学生に周知し、自覚してもら
うことが課題である。

健康推進
課

３

　各学校における、エイズ、薬
物、飲酒・禁煙の予防啓発が浸
透してきたことを評価し、３と
した。

学務保険
課

３

　薬物乱用防止教育は、重点課
題と位置付け取り組んだ。
今後も保健学習等の中で継続的
に学習指導を行う。 指導室

３

　乳がん検診時教育がクーポン
検診の増加により、実施回数・
参加者とも増加した。 健康推進

課

３

　前年度と比較して、参加人数
は若干増加している。更なる参
加者の増加を目標に実施してい
きたい。

生涯学習
スポーツ

課

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。

生涯学習
スポーツ

課

23年度計画（ｃ） 数値目標（ｄ）

2,456人

　子宮がん検診については、21
年度はクーポン券と35・40・45
歳の節目検診の受診券を送付し
ていたが、22年度からは節目検
診の送付をなくしたため受診者
数が減少している。
　乳がん検診については、通常
の検診については、受診者が減
少しているが、クーポンの検診
については、後半に検診申込み
が殺到し断る状態だったので、
申込み方法等の周知に関し、改
善が必要。
　その他のがん検診にについて
は、受診者横ばいである。
　また、府中市では、がん検診
の精度管理において、陽性反応
的中度の許容値を守っているこ
と、要精検者へのフォローを行
い未把握率が低いこと等は評価
できる点である。

3,500人

4,000人

　早期発見・早期治療のため
の各種がんや骨粗しょう症検
査、生活習慣の改善を行うた
めの若年層健康診査等、予防
に重点を置いた事業を行う。

　各検診とも、定員に対す
る受診率を高め、前年度と
同様以上の受診者数を目標
としたい。
　また、市民への検診の周
知の中でその必要性も合わ
せて啓発していく。

２

区分

子宮がん検診

子宮がん検診
（クーポン券）

乳がん検診

健康推進
課

4,300人

2,599人

23年度計画

115人

肺がん検診

喉頭がん検診

胃がん検診

骨粗しょう症検
診

乳がん検診
(クーポン券)

270人

500人

3,000人大腸がん検診

若年層健康診査

　働く世代の大腸がん検診（41・
46・51・56・61歳）実施予定。

　各種イベントにおいて啓発
活動を推進し、市民に薬物乱
用の防止を周知していく。

　引き続きポスター及び標
語の応募を中学校に働きか
けていく。

　多摩府中保健所や関係機関
と共同して啓発活動に努め、
ポスター等各学校に配付し講
演会や研修会に参加する。

　引き続き各学校における
エイズ、薬物、飲酒・喫煙
の予防啓発を継続して進め
る。

880人

　教育課程に位置付けたセー
フティ教室や、保健学習の中
で、適正に実施する。

　市立小・中学校33校で実
施

　肺がん・乳がん・骨粗しょ
う症検診等での検診時教育を
充実するとともに、運動実践
や調理実習など生活改善を目
的とした実践的な教育事業を
実施予定。

　健康教育の内容充実を図
り開催回数249回とする。

　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

　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。

　指導者の派遣回数を増や
す。
　20回、延60人
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　　②　年齢に応じた性に関する正確な知識の取得

事業項目

リプロダクティブ・ヘ
ルス／ライツの啓発
(074)

性に関する情報の収
集・提供
(075)

女性学講座の中での知
識の提供・啓発
(076)

学校教育の中での知識
の提供・啓発
(077)

　（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

事業項目

映像・活字等における
適切な表現への配慮
(078)

「表現ガイドライン」
に基づく適切な表現へ
の配慮
(079)

マスコミに対する働き
かけや要望
(080)

　女性センターが主催したいきいき女性セミ
ナー「女性のリクスマネジメント～ピンチを
力に！～」では、女性の人生の中で起こりう
る様々なリスクへの対処法を学ぶことを目的
とし実施した。
　その他、様々な視点から女性問題に関する
講座を実施した。

　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。

　女性センターが主催したいきいき女性セ
ミナー「 story～オンナの人生を楽しむ
～」では、女性の歴史をテーマに様々な人
の人生経験を聞くことを通して自分の生き
方を見直すことを目指した。
　その他、様々な視点から女性問題に関す
る講座を実施した。

　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

　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なった。

　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、第23回府中市男女共同参画参画フォー
ラムでは、各新聞社に周知を行った。

　20年度同様「男女共同参画表現ガイドラ
イン」に沿った適切な表現に努めた。

　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。

　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５件

　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。学習指導要
領には「性に関する適切な態度や行動の選択
が必要となることを理解できるようにする」
とあり、また「指導に当たっては、発達の段
階を踏まえること、学校全体で共通理解を図
ること、保護者の理解を得ることなどに配慮
することが大切である」とされる。

22年度の取組と実績(ａ)21年度の取組と実績(ａ)

　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。

　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、母子保健相談を通して
受胎調節や不妊解決法等の啓発を行うほか、
両親学級などの場で、父親への啓発も行なっ
た。

21年度の取組と実績(ａ) 22年度の取組と実績(ａ)

　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。22年度は「男女共同参画表現
ガイドライン」を改正し、より男女平等に関
して適切な表現を啓発した。

　21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。
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担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

２

　相談できる場の提供と、不妊
治療などの医療機関情報などを
収集し、充実をはかる。 健康推進

課

３

　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。
　今後も、相談窓口の周知徹底
を図っていく。

児童青
少年課

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。

市民活動
支援課

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。

指導室

担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

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
の成果は得られていると考え
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。

広報課

４

　22年度は「男女共同参画表現
ガイドライン」を改正し、より
男女平等に関して、適切な表現
を啓発したため、この評価とし
た。

市民活動
支援課

２

　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、
働きかけを行ったが、22年度は
テレビ広報や各新聞社に周知も
しなかったため、この評価にし
た。

市民活動
支援課

数値目標（ｄ）

　母子保健相談（来所相
談・妊産婦訪問・産婦健康
診査等の助産師による相
談）や新生児訪問を通して
受胎調節や不妊相談等の啓
発を行う。

　特に助産師への相談場面
が有効であるケースが多い
ことから、専門性を活かし
て対応していく。

　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
を積極的に行い、市民から
幅広く活用されるように努
める。

23年度計画（ｃ）

　時勢にあった講座を実施で
きるように、内容を精査し、
また、講師に打診する際は意
図を明確に伝える。
　多くの参加者があるように
広報活動等に努める。

　講演会形式の講座につい
て定員の80％以上の参加が
あることを目標とする。

　市立小・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。

23年度計画（ｃ） 数値目標（ｄ）

　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。

　引き続き「男女共同参画表
現ガイドライン」を活用した
配慮に努め、全庁的な普及に
努めたい。

　数値で測れる項目ではな
いため、設定不可。
　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。

　今後とも、市広報誌をはじ
め、テレビ放映や取材等でも
要望していく。

　数値で測れる項目ではな
いため、設定不可。
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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

事業項目

情報の選択・活用（メ
ディア・リテラシー）
の普及・啓発
(081)－①

情報の選択・活用（メ
ディア・リテラシー）
の普及・啓発
(081)－②

インターネット講座の
開催
(082)－①

インターネット講座の
開催
(082)－②

　（4）　相談体制の充実

　　①　相談窓口の充実

事業項目

　女性センター主催講座「草食系男子・お
嬢マンが『男女共同参画』を変える！」に
おいて、協調性があり恋愛に積極的ではな
い男性（草食系男子・お嬢マン）が出現し
た社会情勢や時代背景等を踏まえて男女共
同参画を学ぶ講座を実施した。

　引き続き、60歳以上の女性を対象とした
インターネット入門講座を実施した。
　定員18人に対して、86人の応募があり、
需要の高さがうかがえた。

身の上

48

21年度の取組と実績(ａ)

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。

　インターネットの問題について社会科や
技術家庭科等の教科・領域で指導するとと
もに学級活動の場面で指導を行なった。
　セーフティ教室では情報モラルをテーマ
に取り上げた。

　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。
　講座では、インターネットや電子メールの
利用方法についての内容を講義した。
　定員18人に対して、84人の応募があり、需
要の高さがうかがえた。

22年度の取組と実績(ａ)

　女性センター主催講座「もしも裁判員に選
ばれたら…？」において、裁判員制度が導入
されたことを受け、性犯罪や、ＤＶ殺人等の
事件を通して女性の人権を考え、メディア・
リテラシー能力を養う講座を実施した。

女性

40

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

78

合　計

女性自身に関する相談
の充実
(083)－①

合計 84

小計 64 20

内　容

17

　インターネットの問題について社会科や技
術家庭科等の教科・領域で指導するとともに
学級活動の場面で指導を行なった。
　セーフティ教室や生活指導主任会で情報モ
ラルに関わる講話、情報提供を行い、各校で
の活用を促した。

男性

57

21年度の取組と実績(ａ)

人権

　パソコンボランティアを講師とした、イ
ンターネット・電子メール入門を実施し、
情報化への対応とパソコン機器に親しむ機
会を提供した。
　２講座・８回・延133人

　前年度と比較して、参加人数は若干増加し
ている。更なる参加者の増加を目標に実施し
ていきたい。

身の上

人権 3

22年度の取組と実績(ａ)
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担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

３

　定員70人に対して受講者が27
人であった。
　市民が興味を持ちやすい分野
を題材とすることでメディア・
リテラシーの普及・啓発ができ
た。

市民活動
支援課

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。
　携帯電話を使用する上での、
マナーやルール、トラブルへの
対処方法など啓発を図った。

指導室

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4.67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。

市民活動
支援課

３

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

生涯学習
スポーツ

課

担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

広報課

　地域社会における人間関係の
稀薄化のためか、近隣関係・家
族間の悩み事やトラブルが増加
している。そのため何度も来庁す
る相談者もおり、適切な助言・アド
バイス等が行えている。
なお、今後も人権思想の普及啓
発活動については、法務局と連
携を取りながら進めていく。

　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。

　相談は増減があり適切な
目標が定めにくいため、適
切な助言・アドバイス等を
行える相談体制の充実と市
民への効果的な周知を目標
とする。

　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。

インターネット入門講座の内
容の充実を図る。

　インターネット入門講座
の参加者を増やす。
　２講座・延140人

４

23年度計画（ｃ） 数値目標（ｄ）

23年度計画（ｃ） 数値目標（ｄ）

　より多くの方に興味を持っ
ていただける題材で講座を１
回以上実施する。

　定員の80％以上の参加。

　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、セーフティ教室や生活
指導主任会等でも取り組む。

　教育課程への位置付け、
市立小・中学校33校で実施
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事業項目

女性自身に関する相談
の充実
(083)－③

健康に関する相談の充
実(084)

相談件数 栄養相談　　　　　372件

歯科相談　　　　　120件

　母子家庭や寡婦・女性が抱えている問題
について、専門相談員による相談を実施し
た。
　
　相談件数　2,102件

　「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

　「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。

保健相談　　　　3,295件

歯科相談　　　　　124件

保健師・看護師・栄養士
歯科衛生士

栄養相談　　　　　446件相談件数

相談担当

保健相談　　　　3,896件

子どもに関する相談の
充実
(085)－①

相談体制

相談担当
保健師・看護師・栄養士
歯科衛生士

月曜日～金曜日
午前８時半～午後５時

(3)　ＤＶ対策連携会議１回　実際にあっ
た事例を検証し、意見交換を行った。

仕事

女性自身に関する相談
の充実
(083)－②

　女性を取り巻く社会状況を見据えた上で、
自分らしい生き方を見つけるための援助をし
た。また、ドメスティック・バイオレンスや
セクシュアル・ハラスメントに対する相談に
も対応した。
　また、女性問題相談カードを作成し、市内
公共施設の女性トイレに配架した。
(1)　相談体制　月曜日～金曜日（平日）
　　　　午前9時～午後5時
　　　　相談員2人（月・火は1人）
(2)　22年度女性問題相談総件数　1,040件

85件（8.2%）

子ども(0～18歳) 19件（1.8％）

283件（27.2％）

219件（21.1％)

心身 121件（11.6％）

その他の人間関係

上記以外の家族

夫婦関係

　歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、栄養
士、歯科衛生士による相談事業を実施。
（273回、延べ相談者数1,548人）

自分自身

81件（7.8％）

　医師、保健師、栄養士、歯科衛生士によ
る相談事業を実施。
　(267回、延べ相談者数1,222人)

133件（12.8％）

　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　2,415件
　相談内容　生活一般、児童、経済的支援・
　　　　　　生活援護、その他
　対応策　　相談内容により課題解決に必要
　　　　　　な支援策の情報提供等を行っ
　　　　　　た。

22年度の取組と実績(ａ)21年度の取組と実績(ａ)

　女性を取り巻く社会状況を見据えた上
で、自分らしい生き方を見つけるための援
助をした。また、ドメスティック・バイオ
レンスやセクシュアル・ハラスメントに対
する相談にも対応した。
(1)　相談体制　月曜日～金曜日（平日）
　　　　午前9時～午後5時
　　　　相談員2人（月・火は1人）
(2)　21年度女性問題相談総件数　1,021件
(3)　ＤＶ対策連携会議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。



106 

担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

３

　引き続き複雑・多様化する相
談に対応するため、専門相談員
２人体制で対応してきたが、相
談件数の増に伴い対応が困難に
なってきている。 子育て

支援課

３

　健康相談事業のチラシ配布等
により、保健相談室が周知され
相談件数が増加している。

健康推進
課

健康推進
課

健康推進
健康推進

課

健康推進
課

健康推進
課

健康推進
課

健康推進
課

健康推進
課

　相談内容が多種多様化してい
る。必要なケースに、適切な助
言や支援につながるよう関係機
関との連携強化が重要となって
いる。

　相談体制等については、同
内容で継続する。
　引き続き、ＤＶ対策連携会
議を開催し、各機関との連携
を密に取ることで、二次被害
の防止に努める。

　相談件数の目標を数値化
することは、困難であるた
め、市民が相談しやすい環
境を整えることを目標とす
る。
　二次被害については、引
き続き、起こさないように
努める。

４ 市民活動
支援課

23年度計画（ｃ） 数値目標（ｄ）

　認識している限り、女性問題
相談において、二次被害が発生
していないことを評価した。
　また女性問題相談カードを作
成し、ＤＶ被害者に向けて女性
問題相談の周知を図った結果、
女性問題相談カードによる新規
相談が3件あった。

　相談件数が増加することが
見込まれるため、３人体制と
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　３人

　歯科医師、薬剤師、保健師、
看護師、栄養士、歯科衛生士に
よる相談事業を行う。

　実施回数は、前年度とほ
ぼ同様の272回とする。
　

　相談の内容も多岐にわたっ
ているほか、匿名での相談も
あり、職員の相談対応のスキ
ルアップの向上を含め、情報
の収集と適切な助言、指導に
つなげます。

　相談に対応する職員の研
修受講や情報の共有化によ
る相談対応技術向上と関係
機関との連携。特に、対応
する側にコミュニケーショ
ン能力が求められる場面も
多いことから、事例検討会
の場など活用したい。

２
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事業項目

子どもに関する相談の
充実
(085)－③

子どもに関する相談の
充実
(085)－④

子どもに関する相談の
充実
(085)－⑤

福祉総合相談
(086)

　教育センターにおける教育相談の実施
　　(電話相談527件、来室相談396件)
　全小学校を巡回相談員が訪問
　　（相談件数5,435件）
　全小学校にメンタルフレンドを配置
　全中学校・小学校３校にスクールカウン
セラーを配置
　スクールソーシャルワーカーを配置

その他

育成

育児 214

224

育児

新規相談件数　830件
延べ支援回数　18,264回

養育困難 186

虐待

22年度の取組と実績(ａ)

育成

区分

その他

129 47

件数

保健

障害

　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。

40

21年度の取組と実績(ａ)

664

　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。

子どもに関する相談の
充実
(085)－②

虐待

保健 34 合計

障害 34

区分区分

○育児相談（保育所）
○子育てひろば「ポップコーン」事業等
　29か所
　延参加人数：14,445人（内児童7,493人）
○園庭開放
　週１回15か所
　延参加人数：8,168人（内児童4,416人）

養育困難

830

197

区分 件数

新規相談件数　664件
延べ支援回数　19,826回

7024

72 合計

件数

30

件数

193

　教育センターにおける教育相談の実施
　　(電話相談463件、来室相談396件)
　全小学校を巡回相談員が訪問
　　（相談件数4,951件）
　全小学校にメンタルフレンドを配置
　全中学校・小学校３校にスクールカウンセ
ラーを配置
　スクールソーシャルワーカーを配置

　21年度と同様に、市、地域包括支援セン
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。女性に特化した相
談窓口ではないが、高齢者人口は、女性の比
率が高く、必然的に女性に対する相談件数の
割合が多くなっている。
　主な相談内容は「介護保険に関すること」
が、13,000件程度（男女含む、延べ件数）と
相談の約35％をしめている。

　H22女性の相談実人数　7,201件/11,401件
　　（約63%）
　75歳以上高齢者の男女比率（4:6）

○育児相談（保育所）
○子育てひろば「ポップコーン」事業等
　29か所
　延参加人数：13,474人（内児童7,047人）
○園庭開放
　週１回15か所
　延参加人数：8,725人（内児童4,698人）

　青少年・子ども相談を受けている。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
　　　　　　 (女性問題と兼任、
　　　　　　　　　月・火は１人)
(2)22年度青少年・子ども相談件数　39件

　青少年・子ども相談を受けている。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
　　　　　　（女性問題と兼任、
　　　　　　　　　月・火は１人）
(2)21年度青少年・子ども相談件数　40件

　20年度と同様に市、在宅介護支援セン
ターを中心に高齢者の相談を受け付けてい
るなかで、高齢の女性や高齢の家族をもつ
女性の相談を積極的に受け、必要に応じて
適切なアドバイスを行うなど女性が安心し
て生活を送れるよう相談業務の充実を図っ
た。
　市庁内で福祉相談担当者連絡会議を開
催、庁内の関係機関との連携を深めた。

　平成21年度女性の相談件数　6,072件
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担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

４

　情報交換、交流の場を提供す
る中で、保育士等による相談が
なされている（生活、睡眠、栄
養、健康･発達、遊び、排泄、かか
わり等）。市内全域で行われてお
り、身近な相談場所としても機
能している。
　また、必要に応じ子ども家庭
支援センター、保健センターと
連携し、支援を行う。
　平成22年度は、東日本大震災
後、休止した。

保育課

３

　相談内容に応じて診療機関を
紹介する等適切なアドバイスが
されている。
　今後も相談窓口の周知を図っ
ていく。 児童青

少年課
市民活動
支援課

３

　教育センターの各種相談は、
学校及び関係機関等と連携し、
相談者の抱える課題解決に努め
た。課題は、学校や教育相談や
スクールカウンセラーなどの心
理職、関係機関との連携を更に
深め、地域の特性を踏まえた、
効率的な支援体制の構築。

指導室

３

　人口比率の関係もあり、全体
の相談件数の内、６割が女性か
らの相談。
　虐待対応においては55件の案
件中38件が女性と７割の被虐待
が女性であった。
　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。

高齢者
支援課

23年度計画（ｃ）

　今後も相談窓口の周知等
を積極的に行い、市民から
幅広く活用されるように努
める。

　レベルアップ分
①スクールカウンセラー配置
校の拡大（小学校を3校から8
校に）
②巡回相談の充実（スクール
カウンセラー未配置校への定
期訪問を月2回から週1回に）

　数値目標は困難。

　女性からの相談件数
　6,500件程度

数値目標（ｄ）

　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。

　市、包括支援センターを中
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
に適切なアドバイスを行うな
ど、安心して生活を送れるよ
う相談業務を行っていく。

　子育てに関する総合相談を実
施した。
　定期的な支援が必要な家庭に
は、育児支援家庭訪問事業を導
入するなど、育児不安や負担の
軽減、精神的不安の解消、児童
虐待の予防に努めた。また関係
機関や児童相談所と連携を取り
ながら児童虐待相談への対応と
支援を行った。
　更に、関係機関向けに、児童
虐待防止マニュアルの改訂版を
作成した

○育児相談（保育所）
○子育てひろば事業等
　29か所
○園庭開放　週１回15か所

子育て
支援課

　身近な所で子育てに関す
る相談が出来る場所を設
け、育児不安や精神的不安
の解消に努めるとともに、
定期的な継続支援が必要な
家庭には訪問員やヘルパー
の派遣を行う。
　児童虐待の未然防止を図
るため、子育て支援課に新
たに保健師１名を配置し、
母子健康手帳の交付事務を
総合窓口課から移管するこ
とで妊娠期からの支援体制
を強化し、育児不安等の軽
減に努める。

　内容的に数値化は難し
い。

　平成26年度目標
　子育てひろば「ポップ
コーン」11か所

４
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　　②　関係機関との連携

事業項目

関係機関との連携の促
進
(087)

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

事業項目

男女平等教育の推進
(088)

人権尊重教育推進校の
設置
(089)

性別にとらわれない進
路指導の充実
(090)

発達段階に応じた性教
育等の実施
(091)

教職員の男女平等意識
の徹底
(092)

　教員に対して男女平等を含む人権教育や
道徳の授業に関する研修を実施した。

22年度の取組と実績(ａ)21年度の取組と実績(ａ)

　ＤＶに対する連携体制の強化のため、庁内
の関係機関と連携会議を実施し、二次被害防
止に向けた情報交換を実施した。
　また、関連する法律の改正点、研修、その
他の情報があった場合、速やかに庁内関係機
関に情報提供し、対応に反映できるよう努め
た。
　更に、庁内の相談業務を担当している部署
で構成する「福祉関係相談担当者連絡会議」
では、ＤＶに関する情報提供等を通じて、当
該会議の担当部署職員の啓発に努めた。

　ＤＶに対する連携体制の強化のため、庁
内の関係機関と連携会議を実施し、二次被
害防止に向けた情報交換を実施した。
　また、関連する法律の改正点、研修、そ
の他の情報があった場合、速やかに庁内関
係機関に情報提供し、対応に反映できるよ
う努めた。
　更に、庁内の相談業務を担当している部
署で構成する「福祉関係相談担当者連絡会
議」では、ＤＶに関する情報提供等を通じ
て、当該会議の担当部署職員の啓発に努め
た。

21年度の取組と実績(ａ) 22年度の取組と実績(ａ)

　市立中学校２年の全生徒が、５日間の職
場体験を実施した。
　一人一人の個性を尊重し、能力・適正を
生かした進路を選択できるようにした。ま
た、固定的な性的役割分業観を払拭し、職
業を自分の基礎として位置付けた指導を行
なった。

　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ことがで
きた。

　東京都人権尊重教育推進校は近隣５市にお
いて持ち回りで指定されており、22年度は市
内の学校の指定は無かった。

　各校の教員からなる、人権教育推進委員
会を設置し、男女平等教育を含めた人権教
育の視点から各教科等の指導内容・指導方
法の工夫・改善を行うとともに、学校の教
育活動全体を通じて男女平等を意識した指
導を推進した。

　東京都人権尊重教育推進校は近隣５市に
おいて持ち回りで指定されており、21年度
は市内の学校の指定は無かった。

　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を行った。

　市立小・中学校全校で、学習指導要領に
従い、保健の授業を中心に、児童・生徒の
発達段階に応じた指導を行った。

　市立小・中学校全33校で、学習指導要領に
従い、保健の授業の中で児童・生徒の発達段
階や特性に応じた指導を実施した。

　市立中学校２年の全生徒の５日間の職場体
験を実施した。
　人権尊重教育を基盤として、能力・適正を
生かした進路を選択できるようにする。
また、性別に基づく固定的な役割分担意識に
対する意識を高めることができた。
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担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

２

　ＤＶに関する連携体制につい
ては、庁内連携体制は概ね順調
に強化が進んでいるものの、外
部機関も含めた連携を検討する
必要があることから、この評価
とした。 市民活動

支援課

担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

３

　学校の教育活動全体を通じて
男女平等を意識した指導を行い
また、委員会を通じて小・中学
校の連携を意識した人権教育の
実践を展開した。

指導室

３

　指定はされていないが、各学
校で人権教育を実施した。

指導室

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。
　今後も継続し、性別に基づく
固定的な役割分担意識に対する
意識を高める。

指導室

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。 指導室

３

　教育委員会の実施する研修の
ほかに、学校での自主的な取組
みも行っている。 指導室

23年度計画（ｃ） 数値目標（ｄ）

　今後も継続し、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。

　数値化は困難。

　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。

　男女平等を含めた人権教育
や道徳の授業に関する研修を
継続して実施する。

　市立小・中学校33校で実
施。

　男女平等を含めた人権教
育や道徳の授業に関する研
修を継続して実施する。

　人権教育の推進 　数値化は難しい。

　人権尊重教育を基盤として
能力・適正を生かした進路を
選択できるようにする。
　また、性別に基づく固定的
な役割分担意識に対する意識
を高める。

　市立中学校２年の全生徒
が、５日間の職場体験を実
施。

　引き続き、庁内各機関との
連携に努める。
　23年度はＤＶ被害者支援の
ための庁内連携強化について
検討するため、関係各部署と
会議を開催する。
　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
せる。
　また、類似する会議への
参加により、共通する課題
の発見と解決や、さらなる
連携の強化に努める。

23年度計画（ｃ） 数値目標（ｄ）
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　　②　地域・家庭における男女平等の推進

事業項目

学習・啓発講座の実施
(093)

家庭教育学級の実施
(094)

雇用主・労働者双方へ
の働きかけ
(095)

　　③　行政職員の男女平等への意識改革

事業項目

職員に対する研修会、
講演会の実施
(096)

職員広報等での啓発・
情報提供
(097)

職員の意識調査の実施
(098)

　男女雇用平等推進のために、広く職場に
おける男女平等について国や都と連携し
て、雇用主・労働者双方への意識啓発をポ
スター、チラシ、ガイドブック等により実
施した。また東京都の労働行政機関等と連
携し「雇用・雇止めのトラブル」をテーマ
に労働者・労働組合・事業主・人事労務担
当・関心のある一般都民を対象に労働セミ
ナーを府中グリーンプラザで実施し、申込
者 121人中79人の参加があった。

　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と連携して、
「ワーク・ライフ・バランス」をテーマの労
働セミナーを今年度は国分寺の労政会館にて
開催し、80人の申込みがあり、60人の参加が
あった。

　22年度は5年に１度実施する府中市職員の
男女平等に関する意識調査を行った。
　また毎年度実施する簡易アンケートも行った。

　全職員を対象とした男女共同参画講演会
を10月8日に2時間の講演会形式で開催し、
44人（女性22人、男性22人）が受講した。
　内容は、アウェアデートＤＶ防止教育プ
ログラム認定講師の藤岡登美子氏による
デートＤＶに関する講演で、職員の意識を
啓発することを目的とした。

21年度の取組と実績(ａ) 22年度の取組と実績(ａ)

21年度の取組と実績(ａ) 22年度の取組と実績(ａ)

　保護者が、家庭教育に関する学習を一定
期間にわたって計画的、継続的かつ集団的
に学習する事業として府中市立小中学校Ｐ
ＴＡ連合会に委託して実施した。
　委託校33校、実施回数36回、
  参加者1,938人

　保護者が、家庭教育に関する学習を一定期
間にわたって計画的、継続的かつ集団的に学
習する事業として府中市立小中学校ＰＴＡ連
合会に委託して実施した。
　委託校33校、実施回数42回、
  参加者2,212人

　固定的な性別役割分業意識を是正し、男
女が共にワーク・ライフ・バランスを実現
できる社会の形成のため、その意識の見直
しを啓発できる各種講座を実施した。

・女性のための簡単大工講座　5回　69人
・男性のための料理講座　　　1回　12人

　固定的な性別役割分業意識を是正し、男女
が共にワーク・ライフ・バランスを実現でき
る社会の形成のため、その意識の見直しを啓
発できる各種講座を実施した。

・女性のための簡単大工講座　4回　73人
・男性のための料理講座　　　1回　12人
・男女共同参画週間記念講演会　1回　22人

　全職員を対象とした男女共同参画講演会を
11月30日に２時間の講演会形式で開催し、41
人（女性26人、男性15人）が受講した。
　内容は NPO法人全国女性シェルターネット
共同代表の土方聖子氏によるＤＶの現状と二
次被害防止に関する講演で、職員の意識を啓
発することを目的とした。

　平成20年度に、職員のためのワーク・ラ
イフ・バランス啓発パンフレットを作成し
たことを受けて、このパンフレットによ
り、職員にワーク・ライフ・バランスの概
念がどのように啓発されたか、また、その
推進状況について調査した。

　平成22年度は、職員のワーク・ライフ・バ
ランスに対する意識啓発及び醸成を目的とし
て、職員対象情報誌「ワーク・はぁと・ライ
フ」を作成した。

　職員の意識調査は５年毎に実施している
ため、21年度は実施していないが、職員に
対するワーク・ライフ・バランス推進状況
調査を実施した。



112 

担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

３

　女性のための簡単大工講座お
よび男性のための料理講座につ
いては定員以上の応募があり、
性別役割分業是正に対する取組
と市民のニーズが合致した講座
を実施できたと思われる。
　また、22年度の男女共同参画
週間記念講演会では、ワーク・
ライフ・バランスの意識啓発の
ため時間管理術や残業の減らし
方について講演をした。

市民活動
支援課

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。

生涯学習
スポーツ

課

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。

住宅勤労
課

担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

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。

職員課

３

　職員対象機関紙を作成した。
今後年２回をしていく。
　引き続き、様々な角度から職
員への意識啓発を行うため、情
報提供に努めたい。

市民活動
支援課

４

　５年に１度実施している職員
の男女平等に関する意識調査調
査を実施することで、職員の意
識を調査できたことから、この
評価とした。
　今後は、５年度毎の調査に併
せて毎年度簡易的なアンケート
を実施することにより、職員の
意識の動向を経年で確認してい
く。

市民活動
支援課

23年度計画（ｃ） 数値目標（ｄ）

　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

　男女雇用平等推進のため、
広く職場における男女平等に
ついて国や都と連携して、雇
用主・労働者双方への意識啓
発をポスター、チラシ、ガイ
ドブック等により継続して推
進する。

　雇用主・労働者双方への
意識啓発をポスター、チラ
シ、ガイドブック等により
継続して推進する。

　職員向けの男女共同参画に
関する機関紙を年２回発行す
る。職員にワーク・ライフ・
バランスの意識が高まるよう
に様々なテーマを取り上げて
いく。

　今後とも、より職員の意
識向上に努めたい。

　簡易的なアンケートを毎年
度実施する。職員の男女平等
の意識を経年で確認し調査結
果を今後の施策に反映させて
いく。

　男女の地位の平等感につ
いて、男女平等だと感じる
人の割合　50％

　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。

　啓発講座の内容を見直し、
より意識を醸成できる講座を
実施するとともに、男女が共
に地域や家庭に参画できるよ
う、ワーク・ライフ・バラン
スの意識啓発にも努めたい。

女性のための大工講座
　　　　…４回
男性のための料理講座
　　　　…１回
ワーク・ライフ・バランス
関連講座
　　　　…１回

23年度計画（ｃ） 数値目標（ｄ）
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　（2）普及・啓発活動の推進

　　①　広報・啓発活動の充実

事業項目

広報紙・啓発冊子等で
の啓発の充実
(099)

女性問題についての講
座等による意識啓発
(100)

　　②　情報の収集・提供

事業項目

女性問題についての調
査
(101)

21年度の取組と実績(ａ) 22年度の取組と実績(ａ)

22年度の取組と実績(ａ)

　女性センターで年間を通して各種講座を開
催し、女性問題等に対する啓発に努めた。
　一例として、市政参画講座において、女性
が地域社会の中で、積極的にリーダーシップ
をとり、様々な場面において発言しながら地
域の活性をになっていけるように学ぶ講座を
実施した。

区分 在庫数
(21年度末)

雑誌 - 830人

女性問題についての情
報・資料の収集・提供
(102) 在庫数

(20年度末)

- 598人

利用者数

図書 7,702冊

利用者数

7,781冊 1,156人

207本 272人
ＤＶＤ  9枚
ＶＴＲ

1,247人

294人

区分

207本
雑誌

ＶＴＲ
ＤＶＤ

図書

 9枚

　女性センター情報資料室に各種資料を配
備し、来館者の利用に供した。

 
 
 
 

　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。

　

21年度の取組と実績(ａ)

　女性問題や男女共同参画に関する調査は
市政世論調査を5年に1度（前回実施は平成
17年度）実施し、またその他特例事項があ
れば、その都度調査をしているため、21年
度は実施しなかった。
　

　22年度は女性問題や男女共同参画に関する
調査として5年に1度行っている（前回実施は
平成17年度）市政世論調査を実施し、男女共
同参画社会について調査をした。

　女性センターで年間を通して各種講座を
開催し、女性問題等に対する啓発に努め
た。
　一例として、メディアリテラシー講座に
おいて、話題の、草食系男子の出現からみ
る男女共同参画との関わりについて考察す
る講座等、多くの方が関心を持つ話題を
テーマに女性問題についての講座を実施し
た。

　21年度同様、男女平等に関する事業につい
て「広報ふちゅう」に掲載し、市民への啓発
の充実を図った。

　20年度同様、男女平等に関する事業につ
いて「広報ふちゅう」に掲載し、市民への
啓発の充実を図った。



114 

担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

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、
広報紙等で取り上げ、市民への
情報発信を行っていることから、
一定の成果は得られていると考
える。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。

広報課

３

　今後も女性問題についての講
座の実施を目指すことから、こ
の評価とした。

市民活動
支援課

担当課
評価

評価の内容と今後の課題
（ｂ）

担当課

４

　5年に1度実施する市政世論調
査で、男女共同参画社会につい
て調査をしたため、この評価と
した。22年度の調査結果を今後
の施策に役立てたい。

市民活動
支援課

市民活動
支援課

市民活動
支援課

市民活動
市民活動
市民活動
市民活動
市民活動

　引き続き、女性問題講座に
ついて、より多くの方が興味
を持つテーマを研究し、実施
する。

　女性問題講座の定員の、
80％以上の参加者の確保に
努める。

　22年度の市政世論調査の
結果を、今後の施策に役立
てたい。
　また、引き続き女性問題
についての調査を行い、本
市独自の問題についても調
査し、問題解決に努めた
い。

　数値目標の設定が困難で
あるため、設定しない。
　引き続き調査を行うこと
で施策に反映し、また、女
性問題についての研修等に
積極的に参加し、能力向上
に努める。

３

　利用者の需要、および女
性センターの趣旨に合致す
る資料を収集するように意
識し、情報提供に努める。

　22年度と比較し、利用者
数の増加に努める。
 
 
 
 
　

区分

図書
雑誌

　広く市民へ啓発するた
め、広報紙、テレビ広報等
を活用した啓発活動を実施
する。

23年度計画（ｃ） 数値目標（ｄ）

　男女共同参画社会の実現
に向け、具体的な行動等に
ついて啓発する。

数値目標（ｄ）

400人

利用者数

1,300人
650人

ＶＴＲ

　図書の在庫数は減少している
が、利用者数が全体的に増加し
ているため、評価を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
するように意識し、より活用さ
れる施設としたい。

23年度計画（ｃ）
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５ 計画の推進 
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 庁内推進体制の整備（２３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  ９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２３年４月１日～平成２５年３月３１日 

         （第６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 府中市庁舎建設検討協議会 類似機関 20 17 85.0 3 15.0

2 府中市オンブズパーソン 附属機関 2 1 50.0 1 50.0

3 府中市情報公開審査会 附属機関 5 3 60.0 2 40.0

4 府中市個人情報保護審査会 附属機関 5 3 60.0 2 40.0

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

6 府中市特別職報酬等審議会 附属機関 10 6 60.0 4 40.0

7 府中市国民健康保険運営協議会 附属機関 17 14 3 17.6

8 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

9 府中市市民活動推進協議会 類似機関 13 8 61.5 5 38.5

10 府中市営住宅集会所のあり方検討協議会 類似機関 7 4 57.1 3 42.9

11 府中市観光振興プラン検討協議会 類似機関 15 13 86.7 2 13.3

12 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

13 府中市文化財保護審議会 附属機関 10 9 90.0 1 10.0

14 府中市生涯学習審議会 附属機関 15 8 53.3 7 46.7

15 府中市スポーツ振興推進計画及びスポーツ施設検討協議会 類似機関 8 7 87.5 1 12.5

16 府中市美術品収集選定委員会 附属機関 6 5 83.3 1 16.7

17 府中市美術館運営協議会 附属機関 12 7 58.3 5 41.7

18 府中市民生委員推薦会 附属機関 14 7 50.0 7 50.0

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

20 府中市介護認定審査会 附属機関 50 30 60.0 20 40.0

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

22 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

23 府中市障害認定審査会 附属機関 13 8 61.5 5 38.5

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

25 府中市障害者等地域自立支援協議会 類似機関 18 8 44.4 10 55.6

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

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

28 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

29 府中市子ども家庭支援センター運営協議会 類似機関 15 5 33.3 10 66.7

30 府中市次世代育成支援行動計画推進協議会 類似機関 18 10 55.6 8 44.4

31 府中市要保護児童対策地域協議会 類似機関 26 21 80.8 5 19.2

32 府中市青少年問題協議会 附属機関 30 25 83.3 5 16.7

33 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

34 府中市防災会議 附属機関 27 23 85.2 4 14.8

35 府中市国民保護協議会 附属機関 29 25 86.2 4 13.8

36 府中市環境審議会 附属機関 15 10 66.7 5 33.3

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

38 コミュニティバス検討協議会 類似機関 13 9 69.2 4 30.8

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

40 府中市廃棄物減量等推進審議会 附属機関 14 9 64.3 5 35.7

41 府中市都市計画審議会 附属機関 17 17 100.0 0 0.0

42 府中市土地利用調整審査会 附属機関 5 4 80.0 1 20.0

43 府中市景観審議会 附属機関 10 7 70.0 3 30.0

44 府中市建築紛争調停委員会 附属機関 3 2 66.7 1 33.3

45 府中市建築審査会 附属機関 5 4 80.0 1 20.0

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

47 府中市学校保健会 類似機関 20 13 65.0 7 35.0

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

50 府中市学校給食センター施設整備検討協議会 類似機関 17 10 58.8 7 41.2

51 学区域見直し検討協議会 類似機関 13 11 84.6 2 15.4

52 府中市文化施設における指定管理者候補者選定会議 類似機関 5 4 80.0 1 20.0

53 府中市福祉施設における指定管理者候補者選定会議 類似機関 7 6 85.7 1 14.3

727 494 68.0 233 32.0

100% 68.0% 32.0%

附属機関 26

類似機関 25

計 51

男性委員

　計

女性委員

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

平成２２年３月３１日現在

審議会、協議会等の名称 種別 委員数
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