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はじめに 

府中市男女共同参画推進協議会（以下、「協議会」と言います。）は、平成３１年４

月２６日付で、府中市長から２年間の任期で「府中市男女共同参画計画の推進につい

て評価・検証を行うこと」、「府中市男女共同参画センターの事業計画及び運営に関す

ることについて検討を行うこと」、「その他男女共同参画の推進に関し、市長が必要と

認めること」の３点について、検討を行い、答申するよう諮問を受けました。 

この内の「府中市男女共同参画計画の推進について評価・検証を行うこと」及び「府

中市男女共同参画センターの事業計画及び運営に関することについて検討を行うこ

と」については、年度ごとに報告することとなっておりますので、提出いたします。 

なお、「府中市男女共同参画計画の推進について評価・検証を行うこと」について

は、「第６次府中市男女共同参画計画（以下、「第６次計画」と言います。）の策定」

及び「府中市男女共同参画計画推進状況評価報告書に関する第三者評価」について記

載し、「府中市男女共同参画センターの事業計画及び運営に関すること」については、

令和元年度の事業等の総評を行うほか、令和２年度以降の事業について、検討した結

果を記載しております。 

府中市男女共同参画推進協議会 

会 長  諸 橋 泰 樹 

副会長  内 海 房 子 

委 員  赤 羽 規予子 

委 員  安 藤 英 信 

委 員  糸 井 義 明 

委 員  今喜夛 トシヱ 

委 員  田 中 ゆかり 

委 員  徳 原 幸 三 

委 員  内 藤 ま り 

委 員  堀 井 聡 子 

委 員  松 本 千 穂 

委 員  向 井 佐知子 
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１ 府中市男女共同参画計画の推進について評価・検証を行うこと

について 

 (1)  第６次府中市男女共同参画計画の策定について 
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現行計画である第５次府中市男女共同参画計画（以下、「第５次計画」と言います。）

の計画期間が令和元年度をもって終了することに伴い、令和２年度以降も引き続き、

男女が性別にかかわらず、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

画社会の形成に寄与するため、第６次府中市男女共同参画計画（以下、「第６次計画」

と言います。）の策定について報告いたします。 

第６次計画（案）の作成にあたり、昨年度は、「府中市男女共同参画に関する意識調

査」を実施し、その結果をもとに第６次計画の体系図（案）について検討し、今年度

は、その体系図（案）をもとに各事業項目などについて検討いたしました。 

なお、第６次計画（案）は、令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間と

し、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あり、第５次計画を引き継ぐものとしています。 

本計画は、人権が尊重される社会の形成に努めるため、平成２６年１月に改定され

た「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づき、第５次計

画から引き続き、府中市における配偶者暴力対策基本計画として位置付けております。

そして、新たに「性的マイノリティヘの理解促進と支援」について施策及び事業項目

に追加しました。さらに、女性の活躍に向けた取組の推進を図るため、平成２７年８

月に制定された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、府中

市における女性活躍推進計画を新たに位置づけております。 

第６次計画を策定し、引き続き、男女が性別にかかわらず、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形成に寄与されることを期待します。 
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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

推進します。 

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「法の下の平等」（第 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」（第 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、地方公共団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、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。 

 

 

計画の期間 
 

本計画の計画期間は、令和２年度（2020年度）から令和６年度（2024年度）までの５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。 

 

 

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、府中市婦人行動計画、府中市女性行動計画、第３次、第４次、第５次府中市男女

共同参画計画を引き継ぎ、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協議会

の報告書や「府中市男女共同参画に関する意識調査報告書」により、市民の意見を十分尊重し

て策定したものです。 
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計画の目標 
 

本計画は、次の４つを目標とし、総合的な施策の展開を図ります。 

目標Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 

女性の社会参画は着実に進んでいますが、政策・方針決定の場をはじめ、各分野における現

在の日本の女性の参画状況は、国際的にみても低い水準にあります。 

男女共同参画社会を形成するためには、女性も男性も、社会の対等な構成員として、社会の

あらゆる分野に参画し、共に責任を担っていくことが前提条件となりますが、現在の日本の女

性の参画状況は、GGI（ジェンダー・ギャップ指数）1＊によると、世界 149か国中 110位（平

成 30年）と、女性の個性や能力が十分に生かされているとはいえません。 

図表１ ＧＧＩ（ジェンダー・ギャップ指数）の上位国及び主な国の順位 

順位 国 名 GGI 値 順位 国 名 GGI 値 

１ アイスランド 0.858  12 フランス 0.779 

２ ノルウェー 0.835  14 ドイツ 0.776 

３ スウェーデン 0.822  15 英国 0.774 

４ フィンランド 0.821  16 カナダ 0.771 

５ ニカラグア 0.809  51 米国 0.720 

６ ルワンダ 0.804  70 イタリア 0.706 

７ ニュージーランド 0.801  75 ロシア 0.701 

８ フィリピン 0.799  103 中国 0.673 

９ アイルランド 0.796  110 日本 0.662 

10 ナミビア 0.789  115 韓国 0.657 

世界経済フォーラム”The Global Gender Gap Report2018”より作成 

特に女性比率が低い政策・方針決定過程への女性の参画の拡大は重要な課題であり、府中市

の審議会等においても女性の参画をさらに促すとともに、管理職や審議会等への積極的な登用

促進が必要です。また、職場における女性の活躍推進や、近年の大規模災害の発生等により、

地域における災害対策への関心が高まっていることから、地域活動・防災活動の場における男

女共同参画の推進、男女共同参画意識を育む次世代の教育など、あらゆる分野における女性の

活躍の推進が必要です。それにより、国際社会の一員として共に協力しながら、多様性を認め

合い、それぞれ個性や能力を生かせる社会の実現を目指します。 

なお、この計画の目標Ⅰ課題１「社会・地域における様々な分野での女性活躍を推進する環

境づくり」、及び、課題 2「労働の場における男女共同参画」の各施策は、平成 27年度に成立

した「女性の職業生活における活躍に関する法律」（以下「女性活躍推進法」という。）に基づ

く、府中市における「女性活躍推進計画」に該当するものです。 

 

 

 

                                                             
1「世界経済フォーラム」が各国における男女格差を算定しているものです。本指数は、経済、教育、政治、保健の 4 つの

分野のデータから作成され、0 が完全不平等、1 が完全平等を意味しています。（内閣府男女共同参画局 HP） 

-課題- １ 社会・地域における様々な分野での女性活躍を推進する環境づくり 

 ２ 労働の場における男女共同参画 

 ３ 教育の場における男女共同参画 

 ４ 市民協働における男女共同参画 

 ５ 国際社会への貢献 
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目標Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの推進 

男女が共に社会のあらゆる分野に参画していくためには、仕事、家庭、地域活動にバランス

よく参画できる環境づくりが必要となりますが、私たちの意識の中に根強く残る、男は仕事、

女は家事・育児・介護等を担うという固定的な性別役割分担意識2＊が、女性の長期就労を阻む

一因ともなっています。 

性別、年齢、既婚・未婚、子どもの有無、働き方を問わず、自分らしく生きることができ、共

に職業生活、家庭生活、地域生活を両立していくためには、男性の家事・育児・介護参加のみ

ならず、長時間労働の是正を促すことや、育児・介護サービスの充実等が必要です。 

 

 

 

 

目標Ⅲ 人権が尊重される社会の形成 

配偶者や交際相手に対する暴力やセクシュアルハラスメントは、基本的人権を著しく侵害す

るものです。女性や子どもに対する暴力に関する法整備により、家庭内における暴力も基本的

人権の侵害であるという認識が徐々に広まってきていますが、一方で、重大な犯罪行為を含み、

女性や子どもに対する暴力は後を絶ちません。暴力が人権を著しく侵害するもので犯罪である

という認識を広く社会に徹底させ、暴力の防止に努めるとともに、被害者の自立を支援してい

くことが必要です。 

だれもが、生涯にわたって精神と身体の安全が保障される社会づくりが求められ、各人が互

いの身体的特徴を理解し、人権を尊重し、相手に対して思いやりを持つことが必要となります。

性別にかかわらず、生涯を通じて健康を自己管理するために、正確な知識や情報を入手し、自

己決定できるよう健康支援が必要であるという考えのもと、正しい性知識取得のための啓発と

ともに相談窓口の充実などに努めます。 

なお、この計画の目標Ⅲ課題１「配偶者等からの暴力の防止」各施策は、「配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成 26 年１月改定）」第２条の３第３項に基づく、

府中市における「配偶者暴力対策基本計画」に該当するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
2 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方のことです。（内閣府「男女共同参画社会に関する世論調

査」） 

-課題- １ 仕事と生活の両立支援 

 ２ 子育て支援・介護支援 

 

-課題- １ 配偶者等からの暴力の防止 

 ２ 人権の尊重 

 ３ 生涯を通じた健康支援 

 ４ 相談体制の充実 
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目標Ⅳ 男女共同参画社会づくり 

男女格差を是正する法律や制度の整備も進み、様々な分野で女性の活躍の場が広がっている

ものの、長い間私たちの意識の中で形成されてきた固定的な性別役割分担意識にとらわれた社

会構造や生活文化・慣習は、いまだ根強く残っています。 

平成 30年 9月に実施した「府中市男女共同参画に関する意識調査」（以下、「意識調査」と

いう。）の結果をみると、家庭における男女のあり方の理想と現状にはまだ大きな差があり、ま

た、男女共同参画に関することへの意識・関心が高くないことがわかります。このため、女性

だけではなく男性に対しての啓発も重視し、男女共同参画社会の実現が男女両方の課題である

という認識を広めるなど、さらに意識啓発を進めていくことが必要です。 

また、男女共同参画を進めるため、男女共同参画センター「フチュール」を活動拠点としな

がら、市民参加による「府中市男女共同参画推進協議会」と市役所の横断的組織である「府中

市男女共同参画推進本部」との連携を深め、府中市市政世論調査（以下、「世論調査」という。）

及び「意識調査」の要望に見えるような市民ニーズに応える施策の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

配偶者暴力対策基本計画及び女性活躍推進計画の策定 
 

第５次府中市男女共同参画計画では、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する

法律（平成 26年１月改定）」に基づき、府中市における配偶者暴力対策基本計画を策定しまし

た。第６次計画では、引き続き、暴力の根絶に向けた取組の推進、被害者に対する支援の充実、

自立支援体制の確立を図ることとします。また、第６次計画から「女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律（平成 27年８月制定）」に基づき、府中市における女性活躍推進計画を

新たに位置づけ、女性の活躍に向けた取組の推進を図ることとします。 

 

  

-課題- １ 男女共同参画意識の普及・啓発 
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男女が共に参画するまち府中プラン 体系図 
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目 標 課 題 

Ⅰ 

あらゆる分野にお

ける男女共同参画 

Ⅱ 

ワーク・ライフ・

バランスの推進 

Ⅲ 

人権が尊重される

社会の形成 

Ⅳ 

男女共同参画社会

づくり 

３ 教育の場における男女共同参画 

２ 子育て支援・介護支援 

１ 仕事と生活の両立支援 

１ 配偶者等からの暴力の防止 

４ 相談体制の充実 

３ 生涯を通じた健康支援 

２ 人権の尊重 

１ 男女共同参画意識の普及・啓発 

女性活躍推進計画 

配偶者暴力対策基本計画 

５ 国際社会への貢献 

４ 市民協働における男女共同参画 

２ 労働の場における男女共同参画 

１ 社会・地域における様々な分野での 

女性活躍を推進する環境づくり 
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施 策 

（１）政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 
（２）地域活動における男女共同参画の推進 
（３）安全・防災対策の推進 

（１）就業のための支援 
（２）職場での女性の活躍推進 
（３）市職員等の男女共同参画の推進 

（１）学校における男女共同参画の推進 

（１）市民活動の支援と人材育成 

（１）国際理解と国際交流の推進 

（１）相談窓口の充実 

（１）広報・啓発活動の充実 
（２）情報の収集・提供 
（３）推進体制の充実 

（１）性別・年代別に応じた健康保持・増進支援 

（１）暴力の根絶に向けた取組の推進 
（２）被害者に対する支援の充実 
（３）自立支援体制の確立 

（１）家庭内暴力等の根絶に向けた取組の推進 
（２）セクシュアルハラスメント等防止の推進 
（３）性的マイノリティヘの理解促進と支援 
（４）平和・人権意識の啓発の推進 

（１）保育サービス等の充実 
（２）ひとり親家庭への支援 
（３）地域での子育て支援 
（４）高齢者・障害者・介護者支援等の充実 

（１）職場と家庭における環境づくり 
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計画の内容 
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目標Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画  

 

課題１ 社会・地域における様々な分野での女性活躍を推進する環境づくり 
 

                  女性活躍推進計画 

 

【現状と課題】 

「意識調査」によると、家庭生活・職場・学校教育・地域社会など様々な分野の男女の地位

の平等感は、全体的に低くなっています。国や都の調査と比較しても、府中市の平等感と開き

があります。 

図表２ 男女の地位評価 

【東京都と国との比較－「男女の地位・立場は平等になっている」の全体の％－】 

 

 

 

 

 

 

 

 

市：府中市男女共同参画に関する意識調査報告書（平成 30 年） 

東京都：男女共同参画社会に関する世論調査（平成 27 年） 

国：男女共同参画社会に関する世論調査（平成 28 年） 

 

府中市の女性議員の割合をみると、２割強を占めています。国・都と比較すると、東京都は

３割弱と高く、国（衆議院）は約１割と低いですが、国（参議院）は約２割となっています。 

図表３ 府中市における女性議員の割合【東京都と国との比較】 

 府中市（令和元年 

７月１日現在） 

東京都（平成 30 年

12 月 31 日現在） 

国（平成 29 年 12 月１日現在） 

衆議院 参議院 

議会に占める 

女性の割合 
23.3％ 28.6％ 10.1％ 20.7％ 

東京都：「全国女性の参画マップ」（令和元年６月） 

  国：「女性の政治参画マップ 2018」（平成 30 年２月） 

 

  

府中市 東京都 国

(１) 家庭生活の場で 32.4 40.4 47.4

(２) 職場で 23.2 22.9 29.7

(３) 学校教育の場で 46.9 76.3 66.4

(４) 地域社会（町会・自治会など）で 29.3 46.2 47.2

(５) 政治の場で 6.9 16.8 18.9

(６) 法律や制度の上で 22.7 40.0 40.8

(７) 社会通念・習慣・しきたりなどで 8.5 21.0 21.8
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府中市が設置する審議会等における女性の委員の割合は、平成 26年度以降、32.0％前後を

横ばいで推移しています。平成 30年度は 31.6％となっており、第５次府中市男女共同参画計

画の目標値の 35.0％に達していません。 

 

図表４ 府中市が設置する審議会等における女性の委員の割合の推移（各年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「意識調査」では、女性の約４割、男性の約３割が「自治活動」「子育て関係の活動」「市の活

動」など、府中市の活動や地域活動に参加している一方、全体の約６割が「いずれにも参加し

ていない」と回答しています。地域活動に参加しない理由としては、全体では「仕事や職場の

付き合いなどで時間がとれない」が最も多く、女性では、男性と比較して「子育て、介護等の

家庭の事情により時間がとれない」が多く回答されており、興味があっても家庭の事情で地域

活動等に参加できないことがわかります。 

図表５ 市や地域での活動への参加状況（左）と不参加理由（右）（全体、男女別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府中市男女共同参画に関する意識調査報告書（平成 30 年） 

 

 

  

自治活動（町会・自治会、防
災、防犯、環境美化など）

子育て関係の活動（ＰＴＡ、子
ども会、子どもの見守りなど）

市の活動（文化センター・女
性センターの活動、民生委
員・審議会・協議会等の公募
委員・実行委員会の活動）
ＮＰＯ・ボランティア活動（高
齢者、障害者、在住外国人
の支援活動など）

その他

上記のいずれにも参加してい
ない

無回答

21.1 

13.6 

4.1 

3.0 

2.6 

63.5 

0.6 

19.2 

5.5 

1.7 

2.4 

4.5 

69.1 

1.4 

22.2 

18.6 

5.5 

3.2 

1.5 

59.8 

0.2 

0% 20% 40% 60% 80%

全体(N=772) 男性(n=291) 女性(n=473)

無回答

その他

仕事や職場の付き合いなど
で時間がとれない

興味がない

人間関係がわずらわしい

参加したい活動がみつから
ない

子育て、介護等の家庭の事
情により時間がとれない

市や地域の活動に参加した
いが、参加方法がわからな
い

40.8 

22.7 

19.6 

18.0 

12.7 

12.4 

13.9 

1.2 

44.3 

23.9 

20.9 

11.9 

4.5 

12.9 

12.4 

1.0 

37.8 

21.2 

18.7 

22.3 

18.7 

12.4 

14.8 

1.4 

0% 20% 40% 60%

全体(n=490) 男性(n=201) 女性(n=283)

32.2
31.8

32.6 32.1
31.6

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

(%)
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「意識調査」では、防災対策において「性別に応じてプライバシー（トイレ・更衣・授乳・就

寝スペース等）が確保できる避難所運営を行えるようにする」「災害に関する各種対応マニュア

ルなどに男女双方の視点を入れる」などが災害対策に男女双方の視点を生かすために重要なこ

ととして挙げられています。 

図表６ 災害対策に男女双方の視点を生かすために重要なこと（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府中市男女共同参画に関する意識調査報告書（平成 30 年） 

 

 

【施策の方向】 

府中市の審議会等の委員に占める女性の割合を高め、政策・方針決定過程への女性の参画を

拡大し、あらゆる施策に男女共同参画の視点が反映できるよう環境づくりを促進していきます。 

性別や年齢に関わらず、誰もが地域活動に参加し、暮らしやすい地域をつくるため、ボラン

ティア活動・市民活動の支援の充実を図ります。 

また、青少年の健全育成に係る取組や、防災活動における女性の地域安全リーダーを育成し、

女性の参画を進めるなど、地域の安全を守るとともに、災害時における避難所運営などに男女

双方の視点を生かします。 

 

 

 

 

  

N=772

防災分野の委員会や会議が、男女同数の構成になるよ

うにする

その他

どれも必要だとは思わない

無回答

性別に応じてプライバシー（トイレ・更衣・授乳・就寝ス

ペース等）が確保できる避難所運営を行えるようにする

災害に関する各種対応マニュアルなどに男女双方の視

点を入れる

災害対応や復興において男女双方の視点が生かされる

よう、災害現場の支援活動の中で男女のリーダーをバラ

ンスよく配置する

消防職員・警察官・自衛官・自治体職員などについて、防

災担当に男女がバランスよく配置されるよう、採用・登用

段階を含めて留意する

災害時における配偶者やパートナー、子どもに対する暴

力の防止策を講じたり、相談窓口を設置する

81.3

62.8

57.9

33.9

30.3

23.2

2.7

1.6

1.6

0% 20% 40% 60% 80%
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【施策】 

（１）政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

あらゆる分野において男女それぞれの意見が反映されるよう、政策・方針決定過程の場に男

女が共に参画できるようにします。 

また、審議会等の委員の構成を一方の性別に偏ることのないよう、市民公募枠の活用や新た

な人材を発掘、育成するなど、女性の積極的な登用を推進し、最終的には男女半数を目指しま

す。 

また、様々な手段による調査等の充実を図り、多くの意見を収集します。 

 

№ 事業項目 概要 担当課 

１ 

全ての審議会等に

おける男女それぞれ

の構成比率を 40％

以上に促進 

市の政策・方針・決定の場において、女性の参画を推

進するため、全ての審議会等において、委員の男女そ

れぞれの構成比率 40％以上を目指します。 

全庁 

政策課 

２ 
男女共同参画につ

いての調査 

市政世論調査等の中で男女共同参画に関する調査を

行います。 

広報課 

地域コミュニティ課 

 

（２）地域活動における男女共同参画の推進 

生活の基盤である地域において、固定的な性別役割分担意識にとらわれずに、男女共同参画

の視点に立った地域活動を推進します。 

 

№ 事業項目 概要 担当課 

３ 
コミュニティ活動等

への参加促進 

地域の各種団体等の方々と、性別・年代を超えた交流

とふれあいの場を広げるとともに、好事例を発信する

などコミュニティ活動を積極的に展開します。 

地域コミュニティ課 

４ 

市主催事業等の開

催における託児支

援 

子育て世代の市主催事業等の参加を促すため、保育

士の派遣を行います。 
地域コミュニティ課 

５ 

ボランティア活動の

支援及び各種講座

の充実 

ボランティア活動・市民活動の推進に取り組むととも

に、研修や講座を実施し、活動への参加意識の醸成

を図ります。また、生涯学習セミナーや生涯学習サポ

ーター制度等の充実を図り、学習したことを地域へ還

元する人を増やします。 

その他、府中ボランティアセンター、市民活動センター

「プラッツ」、生涯学習センターを運営し、ボランティア

活動に関する情報提供や制度を整備し、支援の充実

を図ります。 

協働推進課 

地域福祉推進課 

文化生涯学習課 
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№ 事業項目 概要 担当課 

６ 
ふちゅうカレッジ出

前講座の実施 

市民の要望に応じ、職員が講師として現地に赴き、男

女共同参画の推進に関するニーズに沿った講座を実

施します。 

地域コミュニティ課 

７ 

自主的なスポーツ・

レクリエーション活動

への指導者派遣 

地域でのスポーツ・レクリエーション活動に必要な指導

者を派遣します。 
スポーツ振興課 

８ 
障害のある人への

自立支援 

障害者が自立した地域生活をおくることができるよう、

障害者成人教室の実施を行うとともに、障害者就労支

援事業の拡充を図ります。 

障害者福祉課 

文化生涯学習課 

９ 
生きがい事業の充

実 

シニアクラブ及びシルバー人材センター等、高齢者が

地域社会で活躍できる場を整えます。 
高齢者支援課 

10 
介護予防への取組

の充実 

いつまでも自分らしく自立して生活するために、介護予

防に関する情報の提供や講座の開催、介護予防に関

する取組を実施します。 

高齢者支援課 

 

（３）安全・防災対策の推進 

地域の安全を守るために、一人ひとりが自分にできることを認識・実行し、日頃から地域の

つながり、助け合いによる青少年の健全育成に係る取組や防犯活動を支援し、女性の地域安全

リーダーについて積極的に情報発信します。 

また、大規模災害発生後の避難所生活においては、男女のニーズの違い等を踏まえた運営が

求められることから、平常時から、男女共同参画の視点に立った防災対策に取り組みます。 

さらに、地域の様々な団体が協働で取り組む防災訓練を実施します。 

 

№ 事業項目 概要 担当課 

11 
青少年の健全育成

のための環境づくり 

青少年の健全育成に良好な環境の確保及び非行の

防止を図るため、青少年対策地区委員会と協働し、事

業を実施するほか、青少年健全育成協力店への加入

依頼をします。 

児童青少年課 

12 
女性の地域安全リ

ーダーの育成 

地域安全リーダー講習会を開催し、女性の参加を継

続的に呼びかけます。 
地域安全対策課 

13 

男女双方の視点を

取り入れた防災対策

の推進 

学校・地域・行政が連携した防災訓練を実施するとと

もに、各小中学校の「避難所管理運営マニュアル」を

学校及び地域の特性に合ったマニュアルに更新する

ように推進します。 

防災危機管理課 
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H30市民調査
（N=772）

H26世論調査
（N=844）

東京都 国

結婚して子どもができても、
職業を持ち続けるのがよい

46.8 33.2 51.7 54.2

子どもが生まれたらいったん職を
辞め、子どもが成長したら
再び職に就くのがよい

29.8 41.7 29.2 26.3

結婚後も職に就き、子どもが
生まれた後は家事や育児に
専念するのがよい

3.9 5.2 7.0 8.4

結婚するまでは職に就き、
結婚後は家事に専念するのがよい

2.3 3.0 3.2 4.7

女性は職業に就かず、家事や育児、
介護などに専念するのがよい

0.0 0.9 1.0 3.3

特に考えはない 13.6 13.6

無回答 3.6 2.4

課題２ 労働の場における男女共同参画     女性活躍推進計画  

 

【現状と課題】 

女性の経済的・精神的・社会的自立のためには、就労は重要な手段です。近年、働く女性の

数は増加しており、平成 27 年に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活

躍推進法）」が制定されるなど、法の整備も進んでいますが、就業・雇用面での男女共同参画は

まだまだ十分とは言えない状況です。 

「意識調査」では、女性が職業を持つことについての考えは、「結婚して子どもができても、

職業を持ち続けるのがよい」が最も多く半数近くを占めています。経年比較でみると、平成 26

年度の「世論調査」では、「子どもが生まれたらいったん職を辞め、子どもが成長したら再び職

に就くのがよい」が最も多く、２番目が「結婚して子どもができても、職業を持ち続けるのが

よい」となっていましたが、平成 30 年度の調査で順位が逆転しました。国や都の調査と比較

すると、「結婚して子どもができても、職業を持ち続けるのがよい」の回答率がやや低くなって

います。 

図表７－1 女性が職業を持つことについての考え（全体、男女別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

府中市男女共同参画に関する意識調査報告書（平成 30 年） 

図表７－2 女性が職業を持つことについての考え 

【府中市「世論調査」との経年比較】と【東京都と国との比較】 

（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

市：男女共同参画に関する意識調査報告書（平成 30 年）、市政世論調査（平成 26 年） 

           東京都：男女共同参画社会に関する世論調査（平成 27 年） 

        国：男女共同参画社会に関する世論調査（平成 28 年） 

※府中市、東京都、国では選択肢の文章が若干異なる  

N

　全　体 772

男性 291

女性 473

性
別

46.8

48.1

46.5

29.8

27.5

30.4

3.9

5.5

3.0

2.3

3.1

1.9

0.0

0.0

0.0

13.6

12.7

14.2

3.6

3.1

4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

結婚して子どもができても、

職業を持ち続けるのがよい

結婚するまでは職に

就き、結婚後は家事に

専念するのがよい

結婚後も職に就き、子どもが

生まれた後は家事や育児に

専念するのがよい

子どもが生まれたらいったん

職を辞め、子どもが成長したら

再び職に就くのがよい

女性は職業に就かず、

家事や育児、介護などに

専念するのがよい

特に考えはない

無回答

子どもが生まれたらいった職を辞め、子ども 

が成長したら再び職に就くのがよい 

結婚後も職に就き、子どもが生まれた後は 

家事や育児に専念するのがよい 

結婚するまでは職に就き、結婚後は家事に  
専念するのがよい 
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「意識調査」では、女性が職業を長く持ち続けていくうえで、壁になっているものとして、

「家事・育児との両立が難しい」（31.1％）に続き、「子どもを預ける施設の数やサービスが不

足している」3*が 18.8％と多く、次いで「男性の理解や意識が不足している」の 8.5％と続い

ています。このように、職業を持ち続けたいと思う女性が増えている一方、職場や家庭の理解、

環境整備が進んでいないことが明らかになっています。 

図表８ 女性が職業を長く持ち続けていくうえで最も大きな壁（全体、男女別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府中市男女共同参画に関する意識調査報告書（平成 30 年） 

 

庁内管理職に占める女性職員の割合をみると、女性は全体の１割程度となっており、男女の

比率に差がみられます。 

図表９ 庁内管理職に占める女性職員の割合（令和元年度４月１日現在） 

管理職総数 112 人 

うち女性 13 人 

女性職員の占める割合 11.6％ 

 

【施策の方向】 

職業を持ち続けたいと思う人が増えている一方、職場や家庭の理解、環境整備が進んでいな

いことが明らかになっています。子育て等で離職した正社員女性等の復職支援や男性の育休取

得の促進等により、それぞれの個性や能力を生かし、希望に応じた多様な働き方ができるよう、

情報提供や就業・起業のための支援をします。その他に、起業やNPOでの活動、地域活動など

にチャレンジすることで輝いている女性や、チャレンジ支援等を行う団体等、モデル事業の紹

介を行うなど、情報発信に努めます。 

また、働く女性のキャリア形成を支援し、働き続けることができる環境づくりを推進します。  

                                                             
3 子どもを預ける施設の数やサービスに関する事業は、目標Ⅱ「ワーク・ライフ・バランスの推進」に記載しています。 

N

全体 772

男性 291

女性 473

31.1

33.7

29.2

4.7

2.4

6.1

4.7

2.4

5.9

18.8

19.2

18.8

2.5

1.4

3.0

8.5

8.6

8.7

5.3

5.2

5.5

2.1

2.1

2.1

8.7

9.6

8.3

3.1

5.5

1.5

10.6

10.0

11.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家事・育児

との両立が

難しい

家族の理解や協力が得にくい

女性自身の職業に対する

自覚（意欲）が不足している

男性の理解や意識が

不足している

育児・介護休業制度

などを利用しにくい

特にない

無回答

高齢者や病人介護がある

子どもを預ける施設の数や

サービスが不足している

その他

昇進・昇給や教育制度に男女の

不公平な取り扱いがある
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【施策】 

（１）就業のための支援 

就職、起業等を目指す女性がスムーズに第一歩を踏み出せるよう、労働に関する情報提供や

各種の講座等を開催するほか、支援を行います。 

 

№ 事業項目 概要 担当課 

14 

女性の就職支援講

座、起業のための講

座の実施等 

女性のための就職支援セミナー、起業のための講座

等を開催します。 

地域コミュニティ課 

経済観光課 

15 労働情報等の周知 

女性の就業や起業による女性活躍を推進するため

に、国や東京都から情報の提供を受け、労働関係法、

労働保険、就労に関するセミナー等の開催に関する情

報や、パンフレットやポスター、広報を通じて周知しま

す。 

住宅勤労課 

 

 

（２）職場での女性の活躍推進 

市内の事業所などへ女性のキャリア支援を行うとともに、管理職等への女性の登用を推進す

るなど、女性活躍推進を働きかけます。 

 

№ 事業項目 概要 担当課 

16 

指導的立場への登

用に向けた女性の

キャリア支援 

女性のキャリア支援及び管理職への登用を含めた意

識啓発の向上を図るための市民・事業者向けの研修

や講座等を実施します。 

地域コミュニティ課 

住宅勤労課 

17 

事業所に対する女

性活躍促進の積極

的な働きかけ 

事業所における男性中心の固定化した価値観や仕事

のやり方を見直し、女性が活躍できるような職場の意

識改革を促進するため、関係機関と連携し積極的な働

きかけを行います。また、取組内容を事業所に周知

し、働きやすい職場環境づくりを進めます。 

住宅勤労課 
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（３）市職員等の男女共同参画の推進 

職場内の慣行や固定的な性別役割分担意識のさらなる改善に取り組むとともに、性別にとら

われない職種・職域の拡大を図ります。また、女性職員の指導的立場や庁内組織の様々な分野

への積極的な参画を推進します。 

市職員に対して、研修等を通じて男女共同参画意識の徹底を図ります。 

 

№ 事業項目 概要 担当課 

18 
女性職員の参画意

識の向上 

女性職員の昇任試験受験を推奨し、市政への積極的

な参画を促します。 

全庁 

職員課 

19 

職員に対する意識

調査、研修会、講演

会の実施 

全職員を対象とした、男女共同参画に関するアンケー

トを毎年度実施するとともに、男女共同参画に係る研

修会や講演会を担当課と共催で実施します。 

職員課 
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課題３ 教育の場における男女共同参画 

 

【現状と課題】 

市内公立小学校・中学校における女性校長・副校長の占める割合は、小学校では校長は２割、

副校長は３割を超えていますが、中学校では校長・副校長ともに１割台となっています。 

 

図表 10 市内公立小学校・中学校における女性校長・副校長の割合（令和元年４月１日現在） 

 小学校 中学校 

学 校 数 22 校 11 校 

校 長 

男 性 17 人 10 人 

女 性 5 人 1 人 

女性の占める割合 22.7％ 9.1％ 

副校長 

男 性 16 人 9 人 

女 性 8 人 2 人 

女性の占める割合 36.4％ 18.2％ 

 

 

 

「意識調査」では、学校教育で特に必要な取組として、「ひとりひとりの個性や人権を尊重す

ることを学ぶ」が最も多く、「男女が協力して物事を進める必要性を学ぶ」「生活指導や進路指

導において、男女の別なく能力を生かせるよう配慮する」が続いています。男女別では、「男女

が協力して物事を進める必要性を学ぶ」「生活指導や進路指導において、男女の別なく能力を生

かせるよう配慮する」「性犯罪の加害者や被害者になることを防いだり、性産業に巻き込まれな

いための教育や相談を行う」「人権尊重の視点に立った性教育を充実させる」「DV（配偶者間で

の暴力）・デートDV（交際相手からの暴力）を防ぐための教育や相談を行う」で、男性より女

性の方が 10 ポイントほど上回っています。幼い頃から性別等に関わらず、一人ひとりの個性

や人権や生き方を尊重する教育が必要です。  
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図表 11 学校教育で特に必要な取組（全体、男女別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府中市男女共同参画に関する意識調査報告書（平成 30 年） 

 

 

「意識調査」によると、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方に対し、

「反対」または「どちらかと言えば反対」の割合が「賛成」または「どちらかと言えば賛成」を

18ポイントほど上回っています。 

図表 12 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方について（ 全 体 、 男 女 別 ） 

 

 

 

 

 

府中市男女共同参画に関する意識調査報告書（平成 30 年） 

  

男女が協力して物事を進める必要性を学ぶ

生活指導や進路指導において、男女の別なく能力を生か
せるよう配慮する

ひとりひとりの個性や人権を尊重することを学ぶ

教員の男女比を同数にしたり、管理職（校長や副校長）に
女性を増やしていく

その他

どれも必要だとは思わない

無回答

家庭や家族の多様なありかたについて学ぶ

性犯罪の加害者や被害者になることを防いだり、性産業
に巻き込まれないための教育や相談を行う

人権尊重の視点に立った性教育を充実させる

ＤＶ（配偶者間での暴力）・デートＤＶ（交際相手からの暴
力）を防ぐための教育や相談を行う

子どものメディア・リテラシーを高める教育を行う

教職員を対象とした男女共同参画の研修を実施する

71.1 

70.3 

58.7 

56.1 

42.1 

38.3 

34.6 

33.0 

28.1 

27.2 

3.4 

1.2 

1.6 

67.4 

64.6 

51.9 

53.3 

33.0 

32.3 

28.5 

32.3 

26.8 

23.7 

3.8 

2.7 

2.4 

73.4 

74.2 

63.0 

57.7 

47.1 

42.3 

38.3 

33.8 

29.4 

29.2 

3.2 

0.2 

0.8 

0% 20% 40% 60% 80%

全体(N=772) 男性(n=291) 女性(n=473)

N

　全　体 772

男性 291

女性 473

性
別

3.8

3.8

3.8

28.8

32.6

26.0

28.8

25.1

31.1

21.6

18.6

23.5

14.4

15.5

14.0

2.7

4.5

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 わからない 無回答
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【施策の方向】 

幼い頃から家庭・学校・地域の中で、人権意識や男女共同参画意識を育み、男女が社会のあ

らゆる分野に対等な構成員として参画していくことができるよう、男女共同参画の意識改革を

進めていくことが必要です。 

 

【施策】 

（１）学校における男女共同参画の推進 

性別にかかわらず、一人ひとりの個性や能力・適性等を大切にし、人権の尊重、男女の共同

参画、相互理解と協力の視点に立って学習の充実を図るとともに、学校教育における男女共同

参画を推進します。 

また、教職員にも男女共同参画の意識を高めるとともに、女性教員の管理職の昇任意欲を高

めるため、意識啓発等を行います。 

 

№ 事業項目 概要 担当課 

20 

学校教育における

男女共同参画の推

進 

教育活動全体を通して、性別に関わらず、一人ひとり

の個性や能力・適性等を大切にするとともに「児童の

権利に関する条約」や性教育・メディアリテラシー等に

ついての人権教育の啓発に取り組みます。 

指導室 

学務保健課 

子ども家庭支援課 

21 

学校における性的マ

イノリティに関する理

解の促進 

性的マイノリティに対する偏見や差別の解消等を目指

すため、適切な教育を行います。 
指導室 

22 
教職員の男女平等

意識の向上の推進 

職務及び資質の向上を目指した男女平等も含めた人

権研修を実施するほか、事例紹介等を通じた女性管

理職への昇任意欲の向上や意識啓発支援などに取り

組みます。また、女性教員が働きやすい学校環境の

整備に努めます。 

指導室 
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課題４ 市民協働における男女共同参画 

 

【現状と課題】 

男女共同参画社会の実現のためには、地域社会全体が課題を共有し、互いの役割と責任を果

たしながら、男女双方の視点を生かした主体的な取組を行っていくことが必要です。 

府中市では、市民と市との協働4*により、住みよいまちづくりを実現するための制度として、

平成 26 年には「市民協働の推進に関する基本方針」及び市民協働都市の宣言を、翌平成 27

年には「府中市市民協働推進行動計画」を策定するなど、協働によるまちづくりにおける基盤

整備を進めています。 

一方で、「世論調査」では、「協働」に興味があるかについては、４割強が興味がある（「興味

があるので、いろいろ知りたい」と「少し興味がある」の計）と回答しています。性別／年代別

でみると、興味がある割合は、40・50歳代の男性で５割を上回り、女性では４割台となって

いるなど、市民の関心は低くありません。 

図表 13 「協働」について興味があるか（全体、男女別、年齢別） 

（％） 

 興味があ
るので、
いろいろ
知りたい 

少し興味
がある 

あまり興
味がない 

興味が 
ない 

わから 
ない 

無回答 

全体（ｎ＝1,021） 9.0 36.2 28.1 6.6 19.0 1.1 

男性（ｎ＝480） 9.6 36.9 27.7 8.3 16.3 1.3 

女性（ｎ＝533） 8.1 36.2 28.5 5.1 21.2 0.9 

 
 

男
性 

18～29 歳（ｎ＝50） 4.0 22.0 28.0 18.0 26.0 2.0 

30～39 歳（ｎ＝79） 8.9 35.4 20.3 11.4 22.8 1.3 

40～49 歳（ｎ＝103） 8.7 41.7 30.1 7.8 11.7 0.0 

50～59 歳（ｎ＝98） 11.2 42.9 28.6 4.1 12.2 1.0 

60～69 歳（ｎ＝73） 11.0 37.0 34.2 9.6 8.2 0.0 

70 歳以上（ｎ＝77） 11.7 33.8 24.7 3.9 22.1 3.9 

 
 

女
性 

18～29 歳（ｎ＝62） 8.1 16.1 27.4 12.9 35.5 0.0 

30～39 歳（ｎ＝91） 4.4 37.4 24.2 2.2 31.9 0.0 

40～49 歳（ｎ＝114） 6.1 35.1 36.0 4.4 18.4 0.0 

50～59 歳（ｎ＝112） 6.3 42.0 25.9 3.6 21.4 0.9 

60～69 歳（ｎ＝66） 13.6 37.9 31.8 4.5 9.1 3.0 

70 歳以上（ｎ＝88） 12.5 42.0 25.0 5.7 12.5 2.3 

市政世論調査（平成 30 年） 

 

 

【施策の方向】 

市民協働による男女共同参画を進めていくために、市民活動の支援と人材育成とともに、男

女共同参画に関する協働事業の充実を図ります。 

  

                                                             
4 多様で多層な主体が情報を共有し、相互の立場や特性を認めつつ、対等の立場で、それぞれの役割を果たし、共通す

る課題の解決や社会的な目的の実現に向けて公益的な価値を相乗的に生み出すため、連携・協力すること。（市民協

働の推進に関する基本方針） 
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【施策】 

（１）市民活動の支援と人材育成 

能力開発や人材育成を目的とした講座や研修会を実施し、学習機会、人材育成や情報提供の

充実を図るとともに、様々な困難を抱える女性や、子育てや介護を行う女性に対する支援など、

女性のニーズに対応し、女性に寄り添って活動しているNPOや市民活動を支援します。また、

市民と協働で、男女共同参画に関する講座や男女共同参画推進フォーラム等を実施し、協働に

よる男女共同参画を推進します。 

 

№ 事業項目 概要 担当課 

23 
男女共同参画センター

「フチュール」の運営 

男女共同参画を推進する拠点施設である男女共同参

画センター「フチュール」を運営し、学習・交流の機会と

場を提供します。また、利用者を増やすため施設の周

知を図ります。 

地域コミュニティ課 

24 
市民の自主的活動

の支援 

市民企画講座等男女共同参画センター登録団体の自

主活動を支援するほか、市民が提案する市民活動支

援事業に助成金を交付する等、活動を支援します。 

地域コミュニティ課 

協働推進課 

25 

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 

市民活動センター「プラッツ」を中心に、市民と団体、団

体と団体をつなげるコーディネート機能の充実と団体

支援の強化を図ります。 

全庁 

協働推進課 

26 
協働による男女共同

参画の推進 

男女共同参画センター登録団体や自主グループとの

協働で、男女共同参画の推進に関する講座等を実施

するほか、実行委員会と協働で男女共同参画推進フ

ォーラムを実施します。 

地域コミュニティ課 

27 
男女共同参画関係

会議への参加促進 

全国規模の男女共同参画関係会議に市民を派遣しま

す。 
地域コミュニティ課 

５ 

ボランティア活動の

支援及び各種講座

の充実（再掲） 

ボランティア活動・市民活動の推進に取り組むととも

に、研修や講座を実施し、活動への参加意識の醸成

を図ります。また、生涯学習セミナーや生涯学習サポ

ーター制度等の充実を図り、学習したことを地域へ還

元する人を増やします。 

その他、府中ボランティアセンター、市民活動センター

「プラッツ」、生涯学習センターを運営し、ボランティア

活動に関する情報提供や制度を整備し、支援の充実

を図ります。 

協働推進課 

地域福祉推進課 

文化生涯学習課 
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課題５ 国際社会への貢献 

 

【現状と課題】 

男女共同参画社会基本法の基本理念の一つに「国際的協調」が掲げられており、国の男女共

同参画の推進のための取組は、国際的な動きとともに進められてきました。政治、労働、家庭、

地域等の各分野で世界の女性が直面している問題には、共通する部分も少なくないため、男女

共同参画社会の実現に向けて、国際的な動向についての理解と関心を深め、積極的に活用して

いくことが求められています。 

府中市の人口の推移をみると、日本人・外国人ともに増加傾向にあり、特に外国人の増加率

が高く、外国人住民数は人口の約２％を占めています。一方で、「意識調査」では、男女が共に

認め合い、いきいきと豊かに暮らせる社会を実現させるために、特に力を入れてほしいことの

中で、「各国の男女共同参画に関する取組について理解することや、日本の取組を発信するため

に、外国人との交流による情報交換などの国際交流を推進する」割合が 12.0％と低い状況で

す。 

図表 14 府中市の日本人・外国人別人口の推移（各年４月１日現在） 

 

年度 日本人（人） 外国人（人） 外国人比率 

平成 27 年 251,109 4,237 1.7% 

平成 28 年 252,894 4,424 1.7% 

平成 29 年 253,276 4,626 1.8% 

平成 30 年 253,627 4,940 1.9% 

平成 31 年 254,340 5,233 2.0% 

                                      府中市住民基本台帳人口 

 

図表 15 男女が共に認め合い、いきいきと豊かに暮らせる社会を実現させるために、 

特に力を入れてほしいこと（全体、男女別） 

（％） 

 全体 男性 女性 

各国の男女共同参画に関する取組について理解することや、

日本の取組を発信するために、外国人との交流による情報交

換などの国際交流を推進する 

12.0 7.9 14.6 

府中市男女共同参画に関する意識調査報告書（平成 30 年） 
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【施策の方向】 

市民一人ひとりが国際理解を深め、外国人との交流を通じて異文化を理解し、国際的視野を

もつことは、多文化共生5*の意識を醸成し、国際社会の一員として、多文化共生社会の形成、ひ

いては国際社会への貢献につながります。 

在住外国人が地域で充実した生活が送れるよう、日本人と交流する機会を提供し、日本の文

化を理解してもらうほか、相談窓口の充実を図ります。 

 

【施策】 

（１）国際理解と国際交流の推進 

府中国際交流サロンにおいて、日本語や日本の文化・習慣等を学習する機会や、各種イベン

トを通じて交流する機会を提供するほか、在住外国人や留学生等への語学や日常生活を支援す

るとともに、多文化共生の推進のため、外国人相談窓口の充実を図ります。 

また、平成４年に友好都市提携を結んだウィーン市ヘルナルス区とは、引き続き市民が参加

することのできる交流を継続し、多文化共生の推進に努めます。 

 

№ 事業項目 概要 担当課 

28 国際交流の推進 

友好都市ウィーン市ヘルナルス区と、青少年ホームス

テイ派遣事業などを通じて相互の交流を深めていきま

す。また、府中国際交流サロンにおいて、日本語学習

会や各種イベントを開催し、在住外国人との交流を深

めるほか、取組について SNS 等で発信していきます。 

協働推進課 

29 
在住外国人の託児

支援 

在住外国人が日本語学習会や講座に多数参加できる

よう支援するとともに、学習会の一部に託児を設けま

す。 

協働推進課 

30 
外国人相談窓口の

充実 

市役所の市民相談室で、公募の通訳ボランティアの協

力により、市政の相談に応じます。 
広報課 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
5 国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成

員として共に生きていくこと。（総務省「多文化共生の推進に関する研究会報告書」） 
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18.1 

65.9 

80.1 

67.9 
62.3 

67.6 
71.5 69.8 

62.7 

47.4 

31.9 

16.4 
8.6 5.6 2.7 

17.0 

67.3 

82.3 

71.8 
66.9 

71.5 
75.5 

72.7 
67.6 

52.7 

32.8 

21.4 

11.7 

5.6 
2.9 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

15～19歳20～24歳25～29歳30～34歳35～39歳40～44歳45～49歳50～54歳55～59歳60～64歳65～69歳70～74歳75～79歳80～84歳85歳以上

(％)

平成22年 平成27年

目標Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの推進 

 

課題１ 仕事と生活の両立支援 

 

【現状と課題】 

男女共同参画の推進のためには、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）6*の実現が

必要です。そのためには、家庭や地域において、男女が共に協力し合うという意識を持つとと

もに、性別にかかわらず、それぞれの価値観に応じた多様で柔軟な働き方を選択できる環境の

整備が求められます。 

女性の年齢階級別労働力率をみると、25～29 歳が最も高く、出産や子育て期にあたる 30

歳代で低くなり、40 歳代以降に再び高くなるＭ字カーブの傾向がみられます。平成 22 年に

比べて平成 27 年は、20 歳以降のほとんどの年齢で労働力率がやや高くなっており、働き続

ける女性が増えていることがわかります。 

図表 16 年齢階級別女性の労働力率の推移（府中市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務省統計局「国勢調査」（平成 22、27 年） 

  

                                                             
6
  現在の日本の働き方の「労働時間が長短二極化」「仕事と育児・介護との両立が困難」「地域活動への参加が難しい」

といった問題を改善するために、「仕事と生活の調和」をはかることです。具体的には、一人一人が生き生きと働くこと

ができるとともに、家庭や地域生活も充実させられること。（厚生労働省 HP） 
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図表 17－1 「仕事」、「家庭生活」、 

「個人の生活」の優先度 

【東京都と国との比較】 

図表 17－2 優先度について、現実

に最も近いもの 

【東京都と国との比較】 

「意識調査」によると、「仕事」「家庭生活」「個人の生活」の優先度について、『「家庭生活」

と「個人の生活」を優先したい』人が約２割で最も多く、次いで『「仕事」、「家庭生活」、「個人

の生活」すべてを優先したい』人が僅差で続いています。一方、現実では『「家庭生活」を優先

している』『「仕事」を優先している』人が２割を超えており、『「家庭生活」と「個人の生活」を

優先している』『「仕事」、「家庭生活」、「個人の生活」すべてを優先している』人は１割に満た

ず、ワーク・ライフ・バランスの希望と現実が乖離していることがうかがえます。 

国・都と比べると、府中市では「『家庭生活』と『個人の生活』」の優先度が高いことがうかが

えます。現実について、国や都の調査結果でも、「『家庭生活』を優先している」と「『仕事』を

優先している」が多くなっています。 

 

 

 

（％）                                      （％） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市：府中市男女共同参画に関する意識調査報告書（平成 30 年） 

東京都：男女共同参画社会に関する世論調査（平成 27 年） 

国：男女共同参画社会に関する世論調査（平成 28 年） 

  

府中市 東京都 国

「仕事」を優先したい 3.6 4.4 8.9

「家庭生活」を優先したい 17.9 15.7 25.5

「個人の生活」を優先したい 11.3 9.3 3.8

「仕事」と「家庭生活」を優先し
たい

19.3 21.9 30.5

「仕事」と「個人の生活」を優
先したい

6.1 7.4 4.7

「家庭生活」と「個人の生活」
を優先したい

20.7 12.2 9.7

「仕事」、「家庭生活」、「個人
の生活」すべてを優先したい

19.4 24.7 15.4

無回答 1.7 4.4

府中市 東京都 国

「仕事」を優先している 20.5 29.6 25.5

「家庭生活」を優先している 28.9 21.3 30.5

「個人の生活」を優先している 9.1 5.6 4.6

「仕事」と「家庭生活」を優先し
ている

17.1 17.6 21.6

「仕事」と「個人の生活」を優
先している

6.5 6.1 3.2

「家庭生活」と「個人の生活」
を優先している

9.7 6.8 8.0

「仕事」、「家庭生活」、「個人
の生活」すべてを優先してい
る

6.6 6.7 5.3

無回答 1.7 6.4
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18.1 55.6 25.3 0.9 事業所（N=746)

(%)

取り組んでおり、

十分な成果が出ている
無回答取り組んでいるが、

成果が十分でない

全く

取り組んでいない

東京都が平成 27 年度に実施した「企業における男女雇用管理と男性のワークライフバラン

スの取組に関する調査」によると、７割を超える事業所がワーク・ライフ・バランスに取り組

んでいますが、５割強の事業所は成果が十分でないと回答しています。取組内容は、「長時間労

働の削減」「有給休暇の取得促進」などが多くなっています。 

図表 18 ワークライフバランスへの取組状況（東京都） （事業所全体） 

 

 

 

 

 

東京都産業労働局「企業における男女雇用管理と男性のワークライフバランスへの取組に関する調査（事業所調査）」

（平成 27 年度） 

図表 19 ワークライフバランスへの取組内容（東京都）（事業所全体：複数回答） 

＜ワークライフバランスに取り組んでいる事業所＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都産業労働局「企業における男女雇用管理と男性のワークライフバランスへの取組に関する調査（事業所調査）」

（平成 27 年度） 

  

長時間労働の削減

有給休暇の取得促進

仕事と育児の両立支援

フレックスタイム、短時間勤務制度など
柔軟な働き方の導入

仕事と介護の両立支援

福利厚生制度の充実など、休暇の
過ごし方の支援

テレワーク（在宅勤務）など多様な
働き方の導入

その他

無回答 事業所（ｎ＝550）

77.5 

71.8 

51.8 

43.5 

31.3 

28.0 

6.4 

1.6 

2.0 

0 20 40 60 80 100

(%)
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「意識調査」では、ワーク・ライフ・バランス実現のために、有効な取組として、「長時間労

働の削減」「フレックスタイム、短時間勤務制度など柔軟な働き方の導入」が上位を占めていま

す。女性では、「仕事と育児の両立支援」も多く回答されています。 

図表 20 ワーク・ライフ・バランス実現のために、有効な取組（全体、男女別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府中市男女共同参画に関する意識調査報告書（平成 30 年） 

 

 

 

【施策の方向】 

恒常的な長時間労働を前提とするような男性中心型の労働慣行等の見直しと、ワーク・ライ

フ・バランスの理解を深めるための意識啓発を推進します。 

また、事業者に対しては、ワーク・ライフ・バランスへの理解を促進するため、啓発活動や

情報提供等を行います。府中市でも、職員のワーク・ライフ・バランスを推進し、育児・介護休

業等を取得しやすい職場環境づくりを進めます。 

 

  

長時間労働の削減

フレックスタイム、短時間勤務制度など柔軟な働き方の
導入

仕事と育児の両立支援

有給休暇の取得促進

無回答

仕事と介護の両立支援

テレワーク（在宅勤務等）などの多様な働き方の導入

管理職の意識啓発

福利厚生制度の充実など、休暇の過ごし方の支援

従業員の意識啓発

その他

51.0 

46.5 

46.4 

40.8 

33.8 

31.7 

27.7 

22.7 

20.2 

6.5 

3.1 

55.7 

37.8 

36.4 

43.3 

27.8 

30.9 

28.5 

22.0 

18.2 

7.6 

1.7 

48.2 

52.0 

52.9 

39.1 

37.6 

32.3 

27.1 

23.5 

21.6 

5.7 

4.0 

0% 20% 40% 60%

全体(N=772) 男性(n=291) 女性(n=473)
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【施策】 

（１）職場と家庭における環境づくり 

男女が性別によって差別されることなく、それぞれの価値観やライフステージに応じた多様

な働き方を選択できる環境の整備に向けて、市内外の関係機関と連携を図りながら、男性の育

児休暇取得等を促進するため、取組事例を発信するなど、男性の家事育児参画しやすい環境づ

くりに努めます。 

 

№ 事業項目 概要 担当課 

31 

長時間労働是正や

ワーク・ライフ・バラ

ンス推進に関する啓

発活動の充実 

長時間労働是正やワーク・ライフ・バランスの推進に関

する情報を、ポスター・パンフレット等により周知すると

ともに、セミナー等を実施し、市民の意識啓発を図りま

す。 

住宅勤労課 

地域コミュニティ課 

17 

事業所に対する女

性活躍促進の積極

的 な 働 き か け （ 再

掲） 

事業所における男性中心の固定化した価値観や仕事

のやり方を見直し、女性が活躍できるような職場の意

識改革を促進するため、関係機関と連携し積極的な働

きかけを行います。また、取組内容を事業所に周知

し、働きやすい職場環境づくりを進めます。 

住宅勤労課 

32 労働相談 
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・指導を行います。 
広報課 

33 
仕事と生活を両立す

る働き方の促進 

市職員のライフスタイルに合わせた時差勤務の活用

や、ノー残業デーにおける定時退庁の徹底などを通じ

て、仕事と生活を両立する働き方を促進します。 

全庁 

職員課 

34 

庁内における男性

職員の家事・子育て

への参画に関する

啓発 

ワーク・ライフ・バランスの研修や職員広報等による周

知を通じて、男性職員の出産支援休暇や育児休業の

取得を促進し、家事・子育てに参画しやすい環境を整

備します。 

職員課 

地域コミュニティ課 
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課題２ 子育て支援・介護支援 

 

【現状と課題】 

女性が長く働き続けるためには、多様な働き方に対応できる保育サービスや放課後子ども対

応が必要となるとともに、男性も子育てを担う社会環境を実現していく必要があります。 

府中市では、高い水準で推移する保育需要に応えるため、施設整備等による定員の増加を進

めており、待機児童数は平成 27 年度の 352 人から令和元年度は 146 人に減少しています

が、依然として待機児童の解消には至っておらず、引き続き施設整備等を進めていく必要があ

ります。 

図表 21 保育所入所待機児童数の推移（各年４月１日現在） 

（人） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

352 296 383 248 146 

 

 

平成 27 年度から学童クラブの対象児童が小学６年生まで拡充になりました。府中市では、

小学１年生から３年生及び障害児全ての受入れはできていますが、小学 4年生以上の待機児童

について、令和元年度は 19 人となっています。学童クラブへの入会を希望する児童が全て入

会できるよう取り組む必要があります。 

図表 22 学童クラブ入会児童数の推移（各年４月１日現在） 

（人） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

待機児童数 

（小学４～６年生） 
0 38 17 6 19 
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0 
3,000 3,300 

14,200 

30,200 

20,300 

3,400 700 
100 

1,100 500 

3,500 

6,500 

9,500 

2,700 100 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

10-15歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上

（人）

女性 男性

4,100

36,700

6,100

8003,800

17,700

29,800

今後ますます進行する高齢社会に対応するため、介護のための休暇制度や短時間勤務、始業・

就業時刻の繰上げ繰下げ制度等の整備が進んでいますが、現役世代の介護者が増加している中

で、仕事と介護の両立が難しく、介護のために仕事を辞めざるを得ない人もいます。就労状況

などの面から、結果として、介護の役割を女性が担っていることが依然として多いといえ、そ

の肉体的・精神的な負担は大きなものがあり、仕事と介護の両立という意味で女性が厳しい立

場に置かれる傾向にあります。 

社会生活基本調査によると、全国の介護者数は男女ともに増加しており、平成 28 年の介護

者数は約 700万人となっています。また、就業構造基本調査によると、全国の離職者のうち、

介護・看護を理由とする離職者数を年代別でみると、50歳代が最も多く、60歳代、40歳代

と続いており、いずれの年代でも女性が多くを占めています。 

図表 23－1 介護者数の推移（全国、男女別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務省統計局「社会生活基本調査」（平成 8、13、18、23、28 年） 

 

図表 23－2 介護・看護を理由とする離職者数（全国、男女別）（平成 28年 10月～29年 9月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務省統計局「就業構造基本調査」（平成 29 年） 

 

2,349 
2,982 3,329 

4,154 4,211 

1,353 

1,721 
2,008 

2,675 2,776 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

平成8年 平成13年 平成18年 平成23年 平成28年

（千人）

女性 男性

3,702

4,703

5,337

6,829 6,987
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市民に対してワーク・ライフ・バランスへの意識啓発に
関する講座等を実施する

その他

特にない

無回答

N=772
働き方の多様化に伴い様々なニーズに対応するため、
待機児童の削減や一時預かり等の保育サービスの充
実を図る

高齢者・障害者・介護者支援の制度充実、環境の整
備、情報の提供等を行っていく

男女とも仕事と生活を両立できるようにするため、企業、事

業所に対して環境整備を働きかけたり、研修等のワーク・ラ

イフ・バランスへの意識啓発に関する取組の推進をはかる

子育て支援ボランティア養成等、地域全体で子育て支
援に取り組めるよう仕組みづくりを進める

ワーク・ライフ・バランスへの理解を推進するため、パン
フレットやポスターの配布・掲示等により、事業者・労働
者双方への情報提供等を行う

55.6

48.7

38.3

34.2

13.9

8.4

4.5

8.0

2.3

0% 20% 40% 60%

「意識調査」では、ワーク・ライフ・バランスのとれた環境をつくるために、府中市に望むこと

として、待機児童の解消や一時預かり等の保育サービスの充実、高齢者・障害者・介護者支援の

制度や環境の整備などが多く回答されています。 

図表 24 ワーク・ライフ・バランスのとれた環境をつくるために、 

府中市に望むこと（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府中市男女共同参画に関する意識調査報告書（平成 30 年） 

 

【施策の方向】 

共働き家庭やひとり親家庭、在宅で子育てをする家庭に対応できる子育て支援策の充実を図

るとともに、地域社会全体で子育てを支え合う仕組みづくりを進めるなど子育て支援体制を整

備します。 

また、介護に関する多様なニーズに応じた福祉サービスの充実を図り、介護者負担の軽減に

努めるとともに、介護離職の防止のための支援に取り組みます。 

さらに、子育てと介護を同時期に行うダブルケアをしている人への支援に取り組むとともに、

男女が共に子育てや介護と仕事を両立できるよう、制度等の情報提供を行います。 

高齢者や障害のある人にとっても、一人ひとりが自分らしく生きていくための社会的な支援

体制の充実が必要です。 
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【施策】 

（１）保育サービス等の充実 

共働き家庭の増加や働き方の多様化に伴う様々なニーズに対応するため、待機児童の解消等、

保育サービスの充実を図ります。また、在宅で子育てをする家庭を支援するため、一時預かり

等のサービスを提供します。 

 

№ 事業項目 概要 担当課 

35 
一時預かり・定期利

用保育事業の拡充 

多様な保育ニーズに応え、一時預かり・定期利用保育

事業を実施する施設数を拡充します。また、既存施設

の定員を増やすとともに、定員増に向けて施設整備を

行います。 

保育支援課 

36 
病児・病後児保育事

業の実施 

病児保育を行った施設に対し補助を継続します。ま

た、利用者に対し、利用料及び診療情報提供書文書

料の一部を助成します。 

保育支援課 

37 

待機児童の解消等

低年齢児保育の充

実 

保育所新設等を進めるなど、今後も待機児童の解消

に努めていきます。 
保育支援課 

38 延長保育の拡充 私立保育所で延長保育時間の拡大を目指します。 保育支援課 

39 学童クラブの充実 

学童クラブへの入会を希望する児童が全て入会する

ことができるよう、放課後子ども教室との連携により対

応します。 

児童青少年課 
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（２）ひとり親家庭への支援 

仕事と家事の負担や経済的な負担がより大きくなるひとり親家庭に対して、安心して自立し

た生活を送ることができるよう、市営住宅の優遇抽せんの実施や技能習得のための費用援助等

を行います。 

 

№ 事業項目 概要 担当課 

40 

ひとり親家庭に対す

る市営住宅入居機

会の拡大 

ひとり親家庭の入居機会を増やすため優遇抽せんを

実施します。 
住宅勤労課 

41 

ひとり親家庭の自立

のための援助サー

ビスの実施 

ひとり親家庭の世帯に対して、状況に応じてホームヘ

ルパーを派遣します。また、自立を支援するためのセ

ミナー開催、母子家庭等自立支援教育訓練給付金の

支給等を行います。 

子育て応援課 

42 

母子及び父子福祉

資金、女性福祉資金

の貸付の実施 

貸付の必要性が高いひとり親家庭の母等に対して、適

切な貸付を実施します。 
子育て応援課 

 

（３）地域での子育て支援 

全ての子育て家庭に切れ目のない支援を行うため、子育て世代包括支援センター事業を実施

します。また、在宅で子育てをする家庭を支援し、地域において安心して子育てができる仕組

みづくりを進めるとともに、地域全体で子育て支援に取り組みます。 

 

№ 事業項目 概要 担当課 

43 
子ども家庭支援事

業の拡充 

子ども家庭支援センター事業、子ども家庭サービス事

業等、必要なサービスを適切に提供することに努めま

す。また、平成３０年度に開始した子育て世代包括支

援センター事業により、子ども家庭支援センターと母子

保健係が緊密に連携を図り、妊娠期からの子育て期

にわたる切れ目のない支援を行います。その他、子育

て支援ボランティア養成講座を開催します。 

子ども家庭支援課 

44 
ファミリーサポートセ

ンター事業の実施 

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ます。 

子ども家庭支援課 

45 
放課後子ども教室

の実施 

「放課後子ども教室」を市立小学校全校で実施しま

す。 
児童青少年課 
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№ 事業項目 概要 担当課 

46 
家庭教育学級の実

施 

保護者自ら取り組む学習会を府中市立小中学校ＰＴＡ

連合会に委託して実施するほか、小学生以下の子ど

もの保護者を対象に子育てに関する講座を実施しま

す。 

文化生涯学習課 

47 母子の健康支援 

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、妊娠期から子育て期にわたる切れ

目のない支援を行います。また、女性のための健康講

座を開催します。 

地域コミュニティ課 

子ども家庭支援課 

 
 

（４）高齢者・障害者・介護者支援等の充実 

男女が共に介護における役割を担っていくために、ホームヘルプサービス等の介護負担を軽

減し介護を支える仕組みを周知し、仕事と介護の両立等に有効な活用を促すとともに、高齢者

や障害のある人の自立や生きがい活動の支援等を行います。 

 

№ 事業項目 概要 担当課 

48 高齢者住宅の確保 

性別に関わらず、単身の経済的弱者に陥りやすい高

齢者に対し、安心して生活できる居住の場を提供しま

す。 

高齢者支援課 

49 

介護保険事業など

福祉サービスの充

実 

介護予防の取組の普及を図るとともに、介護が必要な

場合には、自立支援を目的とした介護保険・福祉サー

ビスを提供します。 

高齢者支援課 

介護保険課 

50 
介護に関する知識

や情報の提供 

パンフレットや講座、出張説明会、相談等により、制度

の周知を図り、介護に関する知識や情報を提供しま

す。 

地域コミュニティ課 

高齢者支援課 

介護保険課 

障害者福祉課 

51 
障害者（児）サービ

スの充実 

障害者（児）が受ける介護サービスについて必要な給

付を行うとともに、引き続き様々な支援を進めていきま

す。 

障害者福祉課 

８ 
障害のある人への

自立支援（再掲） 

障害者が自立した地域生活をおくることができるよう、

障害者成人教室の実施を行うとともに、障害者就労支

援事業の拡充を図ります。 

障害者福祉課 

文化生涯学習課 

９ 
生きがい事業の充

実（再掲） 

シニアクラブ及びシルバー人材センター等、高齢者が

地域社会で活躍できる場を整えます。 
高齢者支援課 
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目標Ⅲ 人権が尊重される社会の形成 

 

課題１ 配偶者等からの暴力の防止     配偶者暴力対策基本計画 

 

【現状と課題】 

DV とは、配偶者・パートナー等、親密な関係にある者から支配的に振るわれる暴力のこと

をいいます。特に、交際中の恋人間で起こる DVをデートDVといいます。殴る蹴る等の身体

的暴力だけではなく、次のようなものも含まれます。 

図表 25 DV の定義 

身体的暴力 殴る、蹴る、物を投げつける、首を絞める など 

精神的暴力 
大声で怒鳴る、無視する、実家や人との付き合いを制限する、殴るふりをす

る、バカにしたり人格を否定するようなことを言う、（大切な）物を壊すなど 

経済的暴力 
生活費を渡さない、外で働くことを妨害する、酒やギャンブルで生活費を使い

込むなど 

性的暴力 性行為を強要する、避妊に協力しない、見たくないポルノ雑誌等を見せるなど 

社会的隔離 外出や親族・友人との付き合いを制限する、交友関係を厳しく監視するなど 

その他 
「暴力をふるわれる方が悪い」と責任転嫁する、「この家の主は俺だ」など 

男性の特権を振りかざす など 

※近年はインターネットや携帯電話を使って誹謗中傷する、監視するなどの人権侵害も問題となっています。 

内閣府 HP をもとに作成 

 

DVは、その多くが家庭内で起こり、加害者に罪の意識が薄いことから、潜在化しやすく、被

害が深刻化しやすい特性があります。また、被害者の多くは女性ですが、DV は、直接暴力を受

ける人だけにとどまらず、その子どもにも多大な影響を与えます。「児童虐待の防止等に関する

法律」では、子どもの面前で DV を行うことは、直接子どもに向けられた行為ではなくても、

言葉や態度で心を深く傷つける行為であり、児童虐待であるとされています。 

平成 13 年に、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（DV 防止法）」が

施行され、配偶者からの暴力は重大な人権侵害であることが明文化されました。さらに平成 25

年に一部改正され、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に法律名が改

められ、配偶者間の暴力に限らず、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力についても法の

適用対象とされることになりました。 

その他に、近年では、DV を受ける母親から子どもへの虐待や、子どもを虐待する父親を母

親が容認し、虐待が見逃される問題が起きています。暴力を根絶するために、被害者支援とと

もに、加害者対策の検討が必要です。 
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令和元年６月、「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」

の改正に伴い、DV防止法の一部が改正され、令和２年４月１日に施行されます。DV防止法に

関連する部分は、次の４点です。 

  

１．DV被害者の保護にあたり、相互に連携協力すべき関係機関として「児童相談所」を 

明記。 

２．関係機関の保護の対象である被害者に「同伴家族」も含める。 

３．公布後３年を目途に、通報対象となる DVの形態7及び保護命令の申立てが可能となる被害

者の範囲の拡大についての検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずる。 

４．公布後３年を目途に、DV に係る加害者の地域社会における更生のための指導及び支援の

在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずる。 

 

東京都生活文化局による「東京都の配偶者暴力相談等件数の推移」によると、区市町村の相

談窓口への相談件数は、平成 28 年度まで増加傾向にありましたが、平成 29 年度はやや減少

しています。都支援センターへの相談件数は、横ばいで推移していますが、警視庁への相談件

数は増えてきています。また、府中市の配偶者暴力相談等件数は、平成 28 年度まで増加傾向

にあり、平成 30年度は 147件となっています。 

 

図表 26 配偶者暴力相談等件数の推移（東京都） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都生活文化局「東京都の配偶者暴力相談等件数の推移」（平成 29 年度） 

図表 27 男女共同参画センター「フチュール」における配偶者暴力相談件数の推移（府中市） 

（件） 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

69 97 139 137 147 

 

※平成 30 年度まではスクエア 21・女性センター  

                                                             
7 前ページ「図表２５ ＤＶの定義」参照 
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「意識調査」では、本人及び身近な人の DV体験者は全体の約２割を占めています。 

DV 体験者の約 3 割が「相談した」と回答しており、男女の割合は同程度となっています。

国の第４次男女共同参画基本計画における平成 30年時点での成果目標の中で、「配偶者からの

被害を相談した者の割合」の目標値（令和２年）を男性 30％、女性 70％としており、目標値

に対して府中市の女性の相談割合が低いため、相談割合を高める施策が必要です。 

DVの相談先は、「友人・知人」、「家族・親戚」等、身内が多くなっています。DVを相談し

なかった理由として、「相談しても無駄だと思った」が最も多く、「相談するほどのことではな

いと思った」「我慢すればやっていけると思った」が続いています。 

図表 28 あなたやあなたの身近な人のＤＶ体験回数（全体、男女別） 

 

 

 

 

 

府中市男女共同参画に関する意識調査報告書（平成 30 年） 

図表 29 ＤＶの相談経験（全体、男女別） 

 

 

 

 

 

府中市男女共同参画に関する意識調査報告書（平成 30 年） 

図表 30－1 ＤＶの相談先         図表 30－2 ＤＶを相談しなかった理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府中市男女共同参画に関する意識調査報告書（平成 30 年） 

  

N

　全　体 772

男性 291

女性 473

性
別

7.4

4.5

9.1

13.1

10.7

14.6

76.8

82.1

73.6

2.7

2.7

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

何度もあった １・２度あった まったくない 無回答

N

　全　体 158

男性 44

女性 112

性
別

32.9

31.8

33.9

10.1

6.8

11.6

22.2

15.9

24.1

34.2

45.5

29.5

0.6

0.0

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相談した

相談したかったが、

相談先を知らなかった
相談したかったが、

相談しなかった 相談しようと思わなかった 無回答

その他

無回答

市の人権相談

市の法律相談

子ども家庭支援センター

東京都女性相談センター

市のひとり親相談

東京ウィメンズプラザ

スクエア２１・府中市女性
センターの女性問題相談

n=52

友人・知人

家族・親戚

警察

医師

59.6

44.2

19.2

15.4

7.7

7.7

5.8

3.8

3.8

1.9

1.9

9.6

0.0

0% 20% 40% 60% 80% n=89

他人を巻き込みたくな

かった
相談する人がいな

かった

その他

無回答

相談しても無駄だと

思った
相談するほどのことで

はないと思った

我慢すればやってい
けると思った

自分にも悪いところが
あると思った

34.8

25.8

25.8

15.7

15.7

12.4

31.5

1.1

0% 20% 40%
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「意識調査」によると、ＤＶ対策・防止のために、今後、府中市の施策として必要な事業と

して、窓口を増やすなど相談しやすい条件整備、被害者の安全を守る体制の確立、被害者に対

する自立支援などが挙げられています。 

図表 31 ＤＶ対策・防止のために、今後、府中市の施策として必要な事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府中市男女共同参画に関する意識調査報告書（平成 30 年） 

 

【施策の方向】 

このような配偶者暴力の現状を踏まえ、被害者が暴力から逃れ、安全で安心できる生活が送

れるよう、被害者本人の意思を尊重し、状況に応じた支援を行うことが必要です。 

配偶者暴力の被害を潜在化させないよう、専門相談員による女性問題相談等の相談支援を充

実させるとともに、職員間における知識・情報の共有を図ります。 

また、DV を当事者だけの個人的な問題ではなく、男女共同参画社会の実現を阻害する重大

な社会問題として捉え、DV に関する正しい理解の促進と防止に向けた啓発の充実を図るとと

もに、関係機関等との連携により被害者の支援体制を強化します。 

 

  

N=772

その他

無回答

被害者支援に携わる人（警察、医師、相談機関職
員など）の意識向上を図る

親しい間柄であっても暴力は人権侵害であるという
意識の啓発をする

相談先や相談方法を記載したカードを、公共スペー
スにあるトイレなど、ひとりで手にとり、読みやすい
ところに配布し、気軽に相談できる入り口とする

学校で人権や男女共同参画に関する授業を実施
する

加害者にならないための事業を実施する

窓口を増やすなど相談しやすい条件整備をする

住民票等のプライバシー確保など被害者の安全を
守る体制を確立する

被害者に対する自立支援（子どもの養育、住宅の
確保、就労支援）などを行う

被害者を一時的に保護する施設（シェルター）を増
やす

被害の実態や被害者の支援策を多言語で市民に
広く知らせる

61.1

50.4

43.3

41.3

40.0

38.9

38.0

29.1

16.6

13.0

3.5

1.9

0% 20% 40% 60% 80%
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【施策】 

（１）暴力の根絶に向けた取組の推進 

配偶者等からの暴力は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であることや「配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の内容などについて、パープルリボン8*キャンペ

ーンや講座を通じて意識啓発を図り、ＤＶやデートＤＶ9*に関する理解と根絶に努めます。 

さらに、ＤＶ被害者支援対応マニュアルに基づく研修を実施し、市職員の共通認識を徹底し

ます。また、SNS等での発信が人権侵害につながる可能性がある等、メディアリテラシーの普

及・啓発に努めます。 

 

№ 事業項目 概要 担当課 

52 
暴力を防ぐための意

識啓発 

「女性に対する暴力をなくす運動期間」関連講座等の

意識啓発講座を開催し、意識啓発を図ります。また、

「児童防止虐待防止推進月間（11 月）」との連携や、被

害者に必要な情報提供を行います。 

地域コミュニティ課 

53 庁内連携の強化 

ＤＶ被害者支援対応マニュアルに基づく研修を実施

し、加害者に被害者の方の情報が漏れ伝わることの

ないように、庁内におけるマニュアルを徹底します。 

全庁 

地域コミュニティ課 

20 

学校教育における

男女共同参画の推

進（再掲） 

教育活動全体を通して、性別に関わらず、一人ひとり

の個性や能力・適性等を大切にするとともに「児童の

権利に関する条約」や性教育・メディアリテラシー等に

ついての人権教育の啓発に取り組みます。 

指導室 

学務保健課 

子ども家庭支援課 

 

 

  

                                                             
8 毎年、11 月 12 日から 11 月 25 日（女性に対する暴力撤廃国際日）は、「女性に対する暴力をなくす運動」期間として、

国や自治体において様々な意識啓発事業を実施しており、パープルリボンはそのシンボルとされています。（内閣府男

女共同参画局 HP） 
9 交際中の恋人間で起こるＤＶのこと。（内閣府「男女間における暴力に関する調査報告書」） 
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（２）被害者に対する支援の充実 

被害者が配偶者等からの暴力から逃れ、本人の意思に沿った自立に至るまでには、相談から

自立支援等まで、様々な機関からの支援を必要とするため、被害者に対して心身のケアを行い、

関係機関と連携しながら、ＤＶに関する相談や支援体制の強化を図ります。 

また、被害者の中には、被害にあっている認識がない場合もあり、被害者自身の気づきを促

すための情報提供や女性問題相談カード10*の配布等による相談窓口の周知を徹底します。 

 

№ 事業項目 概要 担当課 

54 相談体制の充実 

ＤＶに対する相談体制の強化を図るとともに、ＤＶ被害

者支援対応マニュアルの相談シートを活用し、各課と

連携を図り、二次被害の防止に努めます。 

また、市内公共施設女性トイレに女性問題相談カード

を設置し、相談窓口の周知を図ります。 

関係各課 

地域コミュニティ課 

55 
関係機関との連携

の強化 

ＤＶ対策連携会議等、関係機関と定期的に情報交換

の機会を持ち、連携の強化に努めます。また、配偶者

暴力相談支援センターに関する情報収集を行います。 

全庁 

地域コミュニティ課 

56 
民間シェルターへの

財政的支援 

ＤＶ被害者の緊急一時保護を行う民間シェルターから

の要請を受け、補助金交付を検討します。 
地域コミュニティ課 

 

 

（３）自立支援体制の確立 

ＤＶ被害者が自立した生活を送れるよう生活基盤を整えるため、公営住宅等の入居について

の情報提供等を行います。 

また、被害者が安全な生活を送るため、住所等が加害者に知られることのないよう、被害者

の個人情報の管理の徹底を図ります。 

 

№ 事業項目 概要 担当課 

57 
公営住宅への入居

の情報提供 

ＤＶ被害者に対し、公営住宅の入居についての情報提

供を行います。 
住宅勤労課 

58 
被害者の個人情報

の管理の徹底 

ＤＶ被害者の安全を確保するため、被害者の個人情

報の管理の徹底を図ります。 
総合窓口課 

 

 

 

  

                                                             
10 ＤＶ等の相談窓口を記載しているカードで、医療機関、公共施設、商業施設、トイレ等に置いています。（内閣府 HP） 
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課題２ 人権の尊重 

 

【現状と課題】 

家庭内での児童虐待をはじめ、介護者・要介護者間における暴力や虐待の事例が増加してい

ます。虐待に関する相談件数も増加しており、その背景には、核家族化や地域のつながりの希

薄化により、家庭が孤立しやすい状況に直面していることにあります。 

全国 210か所の児童相談所が児童虐待相談として対応した件数は、年々増加しており、平成

29 年度の合計は 133,778 件となっています。内容別では、心理的虐待件数が最も多く、次

いで身体的虐待が続いています。 

図表 32 児童相談所における児童虐待相談対応件数（全国） 

（件） 

内容別 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

（速報） 

身体的虐待 24,245 26,181 28,621 31,925 33,223 

ネグレクト 19,627 22,455 24,444 25,842 26,818 

性的虐待 1,582 1,520 1,521 1,622 1,540 

心理的虐待 28,348 38,775 48,700 63,186 72,197 

合計 73,802 88,931 103,286 122,575 133,778 

平成 29 年度の児童相談所での児童虐待相談対応件数（厚生労働省） 

 

東京都の養護者による高齢者虐待に関する相談・通報の状況をみると、年々増加しており、

平成 29年度は 3,587件となっています。 

図表 33 養護者による高齢者虐待に関する相談・通報の状況（東京都） 

（件） 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

2,761 2,959 3,056 3,243 3,587 

東京都福祉保健局「平成 29 年度 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく 

対応状況等に関する調査結果」（平成 29 年度） 

 

東京都における職場でのセクシュアルハラスメントの労働相談件数は増加傾向にあり、平成

30年度は 2,000件を超えています。 

図表 34 セクシュアルハラスメント労働相談件数の推移（東京都） 

（件） 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

1,162 1,198 1,555 1,569 2,036 

東京都労働局「労働相談及びあっせんの状況」（平成 30 年度） 
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全体（N＝772）

(1)不必要に身体に触られた

(2)容姿や体型などについて話題にされた

(3)性的な会話を聞かされたり、性的な絵・
　  写真等を見せられたり目に入る場所に
　  置かれたりした

(4)身体を執拗に眺めまわすような目で
　  見られた

(5)嫌がっているのに電話、手紙、Ｅメール等を
　  されたり食事に誘われたりした

(6)「男のくせに」「女のくせに」等の性差理由の
　　不快な言葉を言われた

4.1

12.8

5.8

3.1

3.1

7.4

17.0

25.5

14.1

9.8

9.8

23.3

74.4

57.4

75.6

82.5

82.4

65.3

4.5

4.3

4.4

4.5

4.7

4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

何度もある １・２度ある まったくない 無回答

N=772

その他

特に必要なことはない

無回答

正しい理解を深めるための教育を学校で行う

セクシュアルマイノリティであっても不利な取り扱い
をうけないよう法律や制度を整備する

相談・支援体制を充実させる

正しい理解を深めるための啓発活動を行政が行う

61.4

52.3

41.3

39.9

3.2

4.5

1.9

0% 20% 40% 60% 80%

「意識調査」では、セクシュアルハラスメントを受けた経験について、「容姿や体型などにつ

いて話題にされた」「『男のくせに』『女のくせに』等の性差理由の不快な言葉を言われた」など

の回答が多くなっています。 

図表 35 セクシュアルハラスメントを受けた経験（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府中市男女共同参画に関する意識調査報告書（平成 30 年） 

 

「意識調査」では、性的マイノリティの人々の人権を守るために必要な方策として、正しい

理解を深めるための学校教育、法律や制度の整備が半数以上、相談・支援体制の充実、行政に

よる意識啓発活動も約４割挙げられています。 

図表 36 性的マイノリティの人々の人権を守るために、必要な方策（全体） 

 

 

 

  

 

 

 
 

府中市男女共同参画に関する意識調査報告書（平成 30 年） 
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【施策の方向】 

男女共同参画社会の形成には、誰もが、お互いの特質を十分に理解し合い、人権を尊重しつ

つ相手に対する思いやりを持つことが大切です。DV、セクシュアルハラスメント、虐待等の行

為は、重大な人権侵害であり、男女共同参画社会の実現への妨げとなります。これらは、社会

的に許されない行為であることを広く周知徹底するとともに、その防止に向けた取組と相談体

制の充実を図ります。 

また、性的マイノリティに対する差別や偏見によって、当事者の方が様々な困難を抱える状

況は少なくないと言われています。多様な性のあり方を尊重する社会を実現するため、性的マ

イノリティの人々への理解の促進と支援に努めます。 

庁内においては、男女平等の視点に立った表現の使用について啓発を行います。 

 

【施策】 

（１）家庭内暴力等の根絶に向けた取組の推進 

子ども、高齢者、障害のある人等への暴力の予防と根絶のための情報提供、意識啓発の充実

を図るとともに、相談しやすい体制づくりを進めます。特に、児童虐待については、虐待を防

ぐための意識啓発や、相談しやすい体制づくりに努め、子育て家庭の孤立化を防ぐとともに、

育児不安や精神的不安の解消を図り、虐待の早期発見、早期対応や保護・自立に至るまでの総

合的な支援体制の整備を推進します。 

 

№ 事業項目 概要 担当課 

59 
児童虐待を防ぐため

の意識啓発 

１１月の児童虐待防止推進月間や市内イベントにおけ

る市民への普及活動や、学校や保育所、民生委員な

ど関係機関の研修を行い情報共有や意識啓発を図っ

ていきます。 

子ども家庭支援課 

60 
各種相談体制の充

実 

人権身の上相談（市民相談室）、女性問題相談（男女

共同参画センター「フチュール」）、母子家庭や寡婦・女

性が抱えている問題についての相談（子育て応援課）

を行います。また、子どもに関する相談、高齢者等の

福祉や権利擁護に関する相談、障害のある人の福祉

や地域生活についての相談を行います。 

広報課 

地域コミュニティ課 

子育て応援課 

子ども家庭支援課 

保育支援課 

児童青少年課 

健康推進課 

指導室 

高齢者支援課 

障害者福祉課 

 

61 
児童虐待防止への

対応 

児童虐待防止対応マニュアルを活用し、関係機関との

連携強化、情報共有を図り、早期対応により児童虐待

の重篤化を防止します。また、学校や保育所等との定

期的な情報交換を行い、さらなる児童虐待防止を図り

ます。 

子ども家庭支援課 
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（２）セクシュアルハラスメント等防止の推進 

セクシュアルハラスメント11*は、職場のみならず、学校や地域社会等、様々な場面において

起こり得るものです。加害者の無自覚な言動がセクシュアルハラスメントとなることもあり、

セクシュアルハラスメント防止に向けた意識啓発とともに、様々なハラスメントの防止に向け

た取組も重要であると言えます。 

セクシュアルハラスメント等は社会的に許されない行為であることを広く周知徹底するため、

普及啓発や相談体制の充実を図ります。 

また、雇用の場におけるセクシュアルハラスメント等の防止に向けては、労働者・使用者の

双方に対して普及啓発を行い、主体的な取組を促します。 

 

№ 事業項目 概要 担当課 

62 

職場・地域等におけ

るセクシュアルハラ

スメント等防止の推

進 

国や都と連携し、企業や地域に、セクシュアルハラスメ

ント防止ハンドブック等で広く情報提供を行うとともに、

講座や職員研修の中で啓発に努めます。 

住宅勤労課 

地域コミュニティ課 

63 
職員・教職員に対す

る研修会の実施 

全職員を対象としたセクシュアルハラスメント等防止研

修を実施し、セクシュアルハラスメント防止に係る意識

づけを行います。 

職員課 

指導室 

64 

職員・教職員のため

の相談窓口の安定

的な運用 

セクシュアルハラスメント等防止を推進するため、相談

しやすい体制を常時整え、苦情処理担当窓口の安定

的な運用を図ります。 

職員課 

指導室 

 

  

                                                             
11 職場において、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、身体への不必要な接触など、意に反する性的

な言動が行われ、拒否したことで不利益を受けたり、職場の環境が不快なものとなること。ハラスメントには、他に次の

ようなものもあります。（厚生労働省 HP） 

 

・パワーハラスメント（パワハラ） 

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超え

て、精神的・ 身体的苦痛を与えられたり、職場環境を悪化させられる行為をいいます。 

 

・妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱い、および妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関する 

ハラスメント 

妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等を理由として、事業主が行う解雇、減給、降格、不利益

な配置転換、契約を更新しない（契約社員の場合）といった行為を「不利益取扱い」といいます。また、妊娠・出産したこ

と、育児や介護のための制度を利用したこと等に関して、上司・同僚が就業環境を害する言動を行うことを「ハラスメン

ト」といいます。 
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（３）性的マイノリティへの理解促進と支援 

近年、性の多様性については徐々に社会的な認識が進んでいるものの、依然として、性的マ

イノリティ12*に対する差別や偏見によって、当事者の方が様々な困難を抱える状況は少なくな

いと言われています。性的マイノリティに対する偏見や差別の解消等を目指し、意識啓発を行

うとともに、平成 31年４月１日に施行されたパートナーシップ宣誓制度13*の周知に努めます。 

 

№ 事業項目 概要 担当課 

21 

学校における性的マ

イノリティに関する理

解の促進（再掲） 

性的マイノリティに対する偏見や差別の解消等を目指

すため、適切な教育を行います。 
指導室 

65 
パートナーシップ宣

誓制度の周知 

一方又は双方が性的マイノリティである 2 人の関係に

ついて、パートナーの関係にあることを証明するパート

ナーシップ宣誓制度を周知します。 

政策課 

 

（４）平和・人権意識の啓発の推進 

人権の尊重は、男女共同参画社会づくりの基盤となるものです。平和を願い、人権を大切に

する意識を高めるとともに、平和に関する学習や啓発事業を推進します。 

 

№ 事業項目 概要 担当課 

66 憲法講演会の開催 

基本的人権をうたっている日本国憲法に関する講演を

開催し、広く市民に憲法について考えてもらう機会を提

供します。 

文化生涯学習課 

67 平和展の開催 

市民が戦争・平和について考える一助として平和展を

開催します。また、平和啓発事業として、夏休み平和

子ども教室、パネル展等を実施します。 

文化生涯学習課 

22 

教職員の男女平等

意識の向上の推進

（再掲） 

職務及び資質の向上を目指した男女平等も含めた人

権研修を実施するほか、事例紹介等を通じた女性管

理職への昇任意欲の向上や意識啓発支援などに取り

組みます。また、女性教員が働きやすい学校環境の

整備に努めます。 

指導室 

20 

学校教育における

男女共同参画の推

進（再掲） 

教育活動全体を通して、性別に関わらず、一人ひとり

の個性や能力・適性等を大切にするとともに「児童の

権利に関する条約」や性教育・メディアリテラシー等に

ついての人権教育の啓発に取り組みます。 

指導室 

学務保健課 

子ども家庭支援課 

                                                             
12 性的指向及び性自認など、性のあり方が少数派の人のこと。一般的に、同性愛者、両性愛者、トランスジェンダー等が

含まれます。（法務省 HP「性の多様性について考える」） 

） 
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課題３ 生涯を通じた健康支援 

 

【現状と課題】 

女性は、思春期、妊娠・出産期、更年期、高齢期などのライフステージごとの身体的な変化

が大きく、女性特有の疾病等に留意する必要があります。 

府中市の子宮がん検診の受診率は、平成 25・26年度に 20％を超えたものの、平成 27年

度以降は 15％前後で推移しています。乳がん検診の受診率は、平成 25年度以降、東京都の平

均値と比べると高い値で推移しています。 

図表 37 子宮がん・乳がん検診受診率の推移（東京都・府中市） 

（％） 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

子宮がん 
府中市 10.5 21.1 21.1 15.0 14.5 

東京都 17.7 20.7 21.2 19.2 14.9 

乳がん 
府中市 14.0 24.2 29.7 24.5 25.8 

東京都 15.7 20.1 21.4 20.5 17.8 

東京都福祉保健局「北多摩南部保険医療圏 保健医療福祉データ集」（平成 26 年～30 年版） 

 

 

【施策の方向】 

男女共同参画社会の実現に向けては、男女が互いの身体的性差を十分に理解し合い、相手に

対する思いやりを持って生きることが重要です。 

特に、女性の身体には妊娠・出産のための機能が備わっており、男性と異なる身体上・健康

上の問題に直面することがあります。妊娠・出産が女性の心身に大きな影響を及ぼし、また、

その人生設計を大きく左右し得るものであることから、女性の自己決定が十分尊重され、健康

状態やライフステージに応じた的確な自己管理を行うことが重要となります。また、性別・年

代に応じ、リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康／権利）14*の視点に立

った、性に関する正しい知識や意識の啓発を行うとともに自分自身の心身の健康について適切

な知識を持ち、健康を維持できるよう、生涯を通じての健康支援を図ります。 

 

 

  

                                                             
14 人間の生殖システム、その機能と（活動）過程のすべての側面において、単に疾病、障害がないというばかりでなく、身

体的、精神的、社会的に完全な良好な状態にあることを指し、1994 年にカイロで開かれた国際人口開発会議の行動計

画で採択されました。（日本国際保健医療学会 HP） 

https://seesaawiki.jp/w/jaih/d/%b9%f1%ba%dd%bf%cd%b8%fd%b3%ab%c8%af%b2%f1%b5%c4
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【施策】 

（１）性別・年代別に応じた健康保持・増進支援 

男女の健康の維持と予防のために、健康診査や健康指導を行うとともに、健康的な食生活や

運動習慣の確立を目指し、自発的に健康づくりを努めることができるよう、それぞれのライフ

ステージに応じた健康支援を図ります。 

また、女性が主体的に妊娠・出産について自己決定することができるよう、リプロダクティ

ブ・ヘルス／ライツの普及啓発及び性感染症予防のための啓発活動を充実します。 

 

№ 事業項目 概要 担当課 

47 
母子の健康支援（再

掲） 

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、妊娠期から子育て期にわたる切れ

目のない支援を行います。また、女性のための健康講

座を開催します。 

地域コミュニティ課 

子ども家庭支援課 

68 
ライフステージに応

じた健康支援 

ライフステージに応じた健康診断や各種講座を実施す

るとともに、啓発等を行います。また、人間ドックの助

成などの周知を行います。 

健康推進課 

スポーツ振興課 

69 健康に関する相談 
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します。 
健康推進課 

10 
介護予防への取組

の充実（再掲） 

いつまでも自分らしく自立して生活するために、介護予

防に関する情報の提供や講座の開催、介護予防に関

する取組を実施します。 

高齢者支援課 

70 
リプロダクティブ・ヘ

ルス／ライツの啓発 

母子保健相談を通しての啓発のほか、両親学級など

の場で父親への啓発も行います。 
子ども家庭支援課 
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課題４ 相談体制の充実 

 

【現状と課題】 

男女共同参画センター「フチュール」における相談件数は、平成 28 年度まで増加傾向でし

たが、平成 29年度以降 1,000件台を推移しています。相談内容別では、「夫婦関係」「家族関

係」の相談件数は減少していますが、「自分自身」の相談件数は増加傾向にあります。 

図表 38 男女共同参画センター「フチュール」における相談状況の推移 

（件） 

相談内容 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

自分自身 88 130 147 144 163 

夫婦関係 275 284 300 228 247 

家族関係 238 214 325 158 181 

その他 723 703 729 552 454 

合計 1,324 1,331 1,501 1,082 1,045 

 

 

 

府中市の各種相談業務の中で、福祉総合相談は、高齢者人口に占める女性の割合が高いこと

から、女性の相談件数が多くなっています。 

相談内容が複雑化しているため、職員のさらなる能力向上を図るとともに、男女共同参画に

関わる相談について、関係機関との連携を深める必要があります。 

  



 

55 

【施策の方向】 

人権の尊重、男女共同参画の視点に立ち、女性が抱えている様々な問題を解決するためには、

相談体制の充実は欠かすことはできません。女性や児童等に対する暴力やいじめ、子育ての不

安や悩みを解決するため、それぞれの相談窓口の専門性の向上と関係機関との連携を促進し適

切な対応に努めるとともに、利用しやすい相談体制の充実を図ります。また、インターネット

による相談体制について研究します。 

 

【施策】 

（１）相談窓口の充実 

個々人が抱える様々な問題を解決するため、相談者が利用しやすい体制づくりや相談窓口の

周知を図り、関係機関と連携して専門的な視点から問題解決の支援を行います。 

 

№ 事業項目 概要 担当課 

60 
各種相談体制の充

実（再掲） 

人権身の上相談（市民相談室）、女性問題相談（男女

共同参画センター「フチュール」）、母子家庭や寡婦・女

性が抱えている問題についての相談（子育て応援課）

を行います。また、子どもに関する相談、高齢者等の

福祉や権利擁護に関する相談、障害のある人の福祉

や地域生活についての相談を行います。 

広報課 

地域コミュニティ課 

子育て応援課 

子ども家庭支援課 

保育支援課 

児童青少年課 

健康推進課 

指導室 

高齢者支援課 

障害者福祉課 

69 
健康に関する相談

（再掲） 

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します。 
健康推進課 

30 
外国人相談窓口の

充実（再掲） 

市役所の市民相談室で、公募の通訳ボランティアの協

力により、市政の相談に応じます。 
広報課 

64 

職員・教職員のため

の相談窓口の安定

的な運用（再掲） 

セクシュアルハラスメント防止を推進するため、相談し

やすい体制を常時整え、苦情処理担当窓口の安定的

な運用を図ります。 

職員課 

指導室 

32 労働相談（再掲） 
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・指導を行います。 
広報課 
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目標Ⅳ 男女共同参画社会づくり 

 

課題１ 男女共同参画意識の普及・啓発 

 

【現状と課題】 

男女共同参画センター「フチュール」は、平成 31年４月に「スクエア 21・女性センター」

から名称を変更しました。男女共同参画センター「フチュール」では、男女共同参画の視点に

立った、様々な意識啓発活動を実施するとともに、男女共同参画を推進する拠点として学習・

交流の機会と場を提供しています。また、男女共同参画についての各種講座を年間を通して開

催しており、毎年、男女共同参画推進フォーラムを開催する他、女性問題相談等の窓口を設置

しています。 

男女共同参画センター「フチュール」の来館者数・登録団体数・施設稼働率をみると、年間

来館者数は平成 27年度以降、登録団体数と施設稼働率は平成 26年度以降、減少しています。

男女共同参画センター「フチュール」で開催している各種講座と、男女共同参画フォーラムの

講座数と延べ参加者数をみると、各種講座・男女共同参画フォーラムともに増加しています。

各種講座の男性の参加者数も増加傾向ですが、全体の２割に達していません。男女共同参画社

会の実現のためには、男性の理解が不可欠であるため、男性が関心を持ちやすい講座を実施す

るなど、参加者数を増やす工夫が求められます。 

図表 40 男女共同参画センター「フチュール」の利用状況の推移 

（人・％） 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

年間来館者数 50,170 53,154 48,943 47,015 46,649 

登録団体数 129 125 124 119 110 

施設稼働率 40.8 38.7 37.6 37.3 33.8 

 

（講座・人） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

各種講座 

講座数 31 45 42 56 

延べ参加者数

（ ）内男性 
1,988（193） 2,720（325） 3,928（736） 4,746（933） 

男女共同参画

フォーラム 

講座数 25 27 21 22 

延べ参加者数 934 907 1,082 1,300 
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「意識調査」では、「施設を利用したことがある」は約 1割、「施設があることを知らなかっ

た」は約５割となっており、意識の普及・啓発とともに、男女共同参画センター「フチュール」

の来館者数、登録団体数及び施設稼働率を増やすため、施設周知が必要です。 

図表 41 男女共同参画センター「フチュール」の認知・利用経験（全体・男女別） 

 

 

 

 

 

 

府中市男女共同参画に関する意識調査報告書（平成 30 年） 

※スクエア２１・女性センターは、平成 31 年４月に男女共同参画センター「フチュール」に名称変更しました。なお、本調査

結果は「スクエア 21・女性センター」の認知度です。 

 

「意識調査」では、見たり聞いたりしたことがある言葉の中で、最も認知率が高い言葉は「パ

ワーハラスメント」で、そのほか、「セクシュアルハラスメント」「ストーカー規制法」「男女雇

用機会均等法」「マタニティハラスメント」の認知率が高い一方、「クォータ制」「ケアボス」「リ

プロダクティブ・ヘルス／ライツ」の認知率は低くなっています。「男女共同参画社会」の認知

率は５割強にとどまり、国の「男女共同参画社会に関する世論調査（平成 28 年）」の 66.6％

に及んでいません。 

図表 42 見たり聞いたりしたことがある言葉（全体） 

順位 
見たり聞いたりしたことがある 

言葉 
％ 順位 

見たり聞いたりしたことがある 

言葉 
％ 

１ パワーハラスメント 94.3 11 セクシュアルマイノリティ 52.6 

２ セクシュアルハラスメント 89.8 12 女性差別撤廃条約 40.8 

３ ストーカー規制法 88.7 13 女性活躍推進法 39.8 

４ 男女雇用機会均等法 82.6 14 配偶者暴力防止法 37.6 

５ マタニティハラスメント 82.3 15 メディア・リテラシー 26.0 

６ ＤＶ・デートＤＶ 79.5 16 イクボス 16.5 

７ ジェンダー 61.3 17 ポジティブ・アクション 12.7 

８ ＬＧＢＴ 58.7 18 クォータ制 6.1 

９ ワーク・ライフ・バランス 54.8 19 ケアボス 5.7 

10 男女共同参画社会 52.8 20 リプロダクティブ・ヘルス／ライツ 3.8 

府中市男女共同参画に関する意識調査報告書（平成 30 年） 

 

 

  

N

　全　体 772

男性 291

女性 473

性
別

10.8

3.4

15.2

39.9

36.1

42.3

47.7

58.8

41.0

1.7

1.7

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

施設を利用したことがある 知っているが利用したことがない 施設があることを知らなかった 無回答
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保育や高齢者・病人介護の施設やサービスを充実する

男女平等を目指した法律・制度の制定や見直しを行う

学校で男女平等教育を推進する

女性を取り巻く社会的通念や習慣の中の偏見や差別を改
める広報活動を充実する

男女ともにライフスタイルやライフステージに応じて柔軟な
働き方を選択できる環境を整備する

セクシュアルマイノリティへの意識啓発に関する講座やセ
ミナー等を実施する

その他

特にない

無回答

女性の就労機会を増やすことや、職業教育・訓練を充実
する

職場における男女平等について周知徹底を行う

女性を施策決定の場に積極的に登用する

女性の生き方に関する情報提供や交流の場、相談、教育
などを充実する

各国の男女共同参画に関する取組について理解すること
や、日本の取組を発信するために、外国人との交流によ
る情報交換などの国際交流を推進する

各種団体の女性のリーダーを養成する

54.1 

44.6 

36.1 

29.0 

26.7 

25.0 

24.5 

23.7 

21.1 

12.0 

9.8 

9.3 

3.2 

7.5 

2.3 

54.0 

34.4 

38.1 

28.2 

23.7 

20.6 

24.1 

22.0 

16.8 

7.9 

8.9 

8.6 

5.2 

11.7 

3.1 

55.0 

51.0 

34.7 

29.4 

28.5 

27.5 

24.7 

24.9 

23.7 

14.6 

10.6 

9.9 

1.9 

4.9 

1.9 

0% 20% 40% 60%

全体(N=772) 男性(n=291) 女性(n=473)

「意識調査」では、男女が共に認め合い、いきいきと豊かに暮らせる社会を実現させるため

に、特に力を入れてほしいこととして、「男女ともにライフスタイルやライフステージに応じて

柔軟な働き方を選択できる環境を整備する」が５割を超えて最も多く、「保育や高齢者・病人介

護の施設やサービスを充実する」「男女平等を目指した法律・制度の制定や見直しを行う」が続

いています。男女別では、「保育や高齢者・病人介護の施設やサービスを充実する」は、女性は

過半数を占めますが、男性は３割強で、男女差がみられます。 

また、「女性を取り巻く社会的通念や習慣の中の偏見や差別を改める広報活動を充実する」「職

場における男女平等について周知徹底を行う」「女性の生き方に関する情報提供や交流の場、相

談、教育などを充実する」は、いずれも２割台となっており、市民の関心を高めるためにも、

男女共同参画意識の普及・啓発が重要です。 

図表 43 男女が共に認め合い、いきいきと豊かに暮らせる社会を実現させるために、 

特に力を入れてほしいこと（全体、男女別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府中市男女共同参画に関する意識調査報告書（平成 30 年） 
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【施策の方向】 

男女共同参画の理念については、今後も引き続き周知を図っていく必要があり、男女共同参

画社会の実現のために、様々な媒体や機会を利用して広報・啓発活動に努めます。 

また、市民意識の調査や市内外の動向を把握すること等により、効率的な男女共同参画施策

の推進に努めます。 

庁内においては、男女平等の視点に立った表現の使用について啓発を行います。 

 

【施策】 

（１）広報・啓発活動の充実 

広報紙や市の出版物等を作成する際に、固定的な性別役割分担に基づいた表現など男女共同

参画の妨げにならない表現をしていくよう、職員への啓発を図ります。また、国や都の男女共

同参画における動向を注視するとともに、広報紙や啓発冊子、講座等を通じて、女性だけでな

く男性に対しても、男女共同参画社会についての周知や性差別等についての広報・啓発活動を

積極的に行います。 

 

№ 事業項目 概要 担当課 

71 

映像・活字等におけ

る適切な表現への

配慮 

「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

するよう働きかけます。 

全庁 

地域コミュニティ課 

72 
広報紙・啓発冊子等

での啓発の充実 

広く市民へ啓発するため、広報紙やテレビ広報等を活

用した啓発活動を実施します。 

広報課 

地域コミュニティ課 

73 

男女共同参画につ

いての講座等による

意識啓発 

男女共同参画センター「フチュール」で年間を通じて各

種講座を開催し、男女共同参画に関する啓発を行い

ます。 

地域コミュニティ課 
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（２）情報の収集・提供 

各種の施策の基礎資料とするために、女性問題についての国や都、他の自治体や団体等の動

向を把握するとともに、市民意識の実態等を調査し、各種の情報・資料の収集・提供に努めま

す。 

 

№ 事業項目 概要 担当課 

２ 
男女共同参画につ

いての調査（再掲） 

市政世論調査等の中で男女共同参画に関する調査を

行います。 

広報課 

地域コミュニティ課 

31 

長時間労働是正や

ワーク・ライフ・バラ

ンス推進に関する啓

発 活 動 の 充 実 （ 再

掲） 

長時間労働是正やワーク・ライフ・バランスの推進に関

する情報を、ポスター・パンフレット等により周知すると

ともに、セミナー等を実施し、市民の意識啓発を図りま

す。 

住宅勤労課 

地域コミュニティ課 

65 

パートナーシップ宣

誓 制 度 の 周 知 （ 再

掲） 

一方又は双方が性的マイノリティである 2 人の関係に

ついて、パートナーの関係にあることを証明するパート

ナーシップ宣誓制度を周知します。 

政策課 

 

 

（３）推進体制の充実 

府中市では、広く市民の意見を施策に反映させるため、市民参加による「府中市男女共同参

画推進協議会」及び市役所の横断的組織として「府中市男女共同参画推進本部」を設置してお

り、これらの男女共同参画を進めるための組織の充実を図ります。 

また、男女共同参画センター「フチュール」では、情報・学習の機会、人材の育成や交流等を

積極的に行い、男女共同参画の活動拠点としての機能と事業の充実を図ります。 

 

№ 事業項目 概要 担当課 

74 

男女共同参画の推

進に係る検討機関

の運営 

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、男女共同参画推進協議

会を運営し、その充実を図ります。 

地域コミュニティ課 

75 

男女共同参画の推

進に係る庁内推進

組織の運営 

男女共同参画の推進のため、市長を本部長として設

置する府中市男女共同参画推進本部を運営します。 
地域コミュニティ課 

23 

男女共同参画センタ

ー「フチュール」の運

営（再掲） 

男女共同参画を推進する拠点施設である男女共同参

画センター「フチュール」を運営し、学習・交流の機会と

場を提供します。また、利用者を増やすために施設の

周知を図ります。 

地域コミュニティ課 
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 (2) 府中市男女共同参画推進状況評価報告書に関する第三者評価 

について
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令和元年度 重点項目一覧（１０事業） 

事業項

目番号 
事業項目 担当課 ページ 

１ 

審議会等における男女それぞれの構成比率を 35％

以上に促進 

政策課 ６４ 

２１ 女性職員の参画意識の向上 職員課 ７６ 

３１ 男女平等教育の推進 指導室 ８２ 

４２① 男性職員の家事・子育てへの参画 職員課 ９０ 

４５ 待機児童の削減等低年齢児保育の充実 保育支援課 ９２ 

５９③ 介護に関する知識や情報の提供 介護保険課 １０２ 

６９① 児童虐待を防ぐための意識啓発 子ども家庭支援課 １１２ 

７０① 子どもに関する相談 子ども家庭支援課 １１４ 

７１ 児童虐待防止への対応 子ども家庭支援課 １１６ 

９３ 男女共同参画についての調査 地域コミュニティ課 １３４ 
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「府中市男女共同参画計画推進状況評価報告書」に関する第三者評価については、平

成２７年度から令和元年度までを計画期間とする第５次計画に掲載している９６の

事業項目の中から、１０事業を重点項目として選び、各施策への取組状況の把握と評

価及び改善策等の提言を行いました。この１０事業は、計画期間５年の間に全９６事

業のうち多くの事業を重点項目として評価及び改善策等の提言を行いたいとの考え

から、昨年度とは異なる事業を選びました。また、重点項目に該当する担当課の中か

ら、事業内容詳細の確認のために政策課を対象にヒアリングを実施しました。事業内

容について、担当課から話を伺うことは、評価及び改善策の提言を検討するうえで、

必要であることから、引き続き、ヒアリングの実施を希望します。 

さて、第三者評価を行った結果、Ｂ評価（良好に進展している）は４事業、Ｃ評価

（現状維持）は４事業、Ｄ評価（やや後退している）は２事業でした。昨年度と比較

し、Ｂ・Ｃ評価が１つずつ減り、Ｄ評価が２つ増えたことは大変残念に思います。提

言を反映し、評価が上がるなど、努力が感じられる事業がある一方で、相変わらず、

実績についての具体的記述が少なく、第三者として十分に評価できなかった事業もあ

りました。さらに、重点項目以外にも、実績や目標の記述がわかりづらく、推進状況

が不明な事業も見受けられました。府中市は男女共同参画宣言都市です。男女共同参

画のまちづくりを実現するためには各事業担当課のリーダーシップと、市民の皆さん

の協力が不可欠です。記載にあたっては、市民の皆さんが男女共同参画の推進が図ら

れているかの判断ができるよう、詳細に記載を求めます。 

各事業担当課におかれましては、これらの提言を次年度からの事業に積極的に反映

してください。男女共同参画宣言都市である府中市が男女共同参画のまちづくりを実

現するための施策をさらに推進されることを期待します。 



目　　標 　Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画

課　　題 　１　社会・地域における男女共同参画

施　　策 （１）政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

取組と実績
担当課
評価

1
重点
項目

政策課

　「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、女性委員の割合が全体の40％以
上となるよう努めた。なお、平成30年度に設置していた附属機
関等の委員の男女構成比については、別表のとおり。（女性委
員の割合（全体）：31.56％）

１

2 政策課

　すべての附属機関等に女性委員を登用するよう努め、全54機
関のうち51機関で女性委員を登用した。（94.4％）

１

3① 広報課

　直接的に男女共同参画社会に関わるテーマではなかったが、
「府中の魅力の発信と市民協働によるおもてなし～ラグビー
ワールドカップ２０１９、東京２０２０オリンピック・パラリ
ンピックへ向けて」、「市民と目指す協働によるまちづくり～
選挙推進運動を通じて今思うこと」をテーマとして市長と語る
会を計6回行なった。

３

3②
地域コミュニ

ティ課

　男女共同参画に関する意識調査を実施
　対象 18歳以上の市民　配布数 2,000票
  回収数 772票  回収率 38.6％
　・女性の市政への参加意識について、市の活動(文化セン
ター等の活動、民生委員・審議会・協議会等の公募委員・実行
委員会の活動)に参加している女性は5.5％であった。
　・政治の場において、地位・立場が「男女の地位・立場は平
等になっている」と回答した方は6.9％であった。

３

府中市男女共同参画推進協議会による第三者評価

【項目評価基準】
・　立てられた計画に基づき、着実に実行して 　　　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　　
・　担当課の自己評価は適切に行えているか 　　　Ｃ…現状維持
・　課題を適切に把握しているか 　　　Ｄ…施策がやや後退している

　　　Ｅ…後退している

　あらゆる分野において男女それぞれの意見が反映されるよう、政策・方針決定の場に
男女がともに参画できるようにします。また、審議会等の委員の構成を一方の性別に偏
ることのないよう、市民公募枠を活用するなど、女性の積極的な登用を推進し、最終的
には男女半数を目指します。
　また、様々な手段による広聴活動の充実を図り、多くの意見を収集します。

事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度

　　いるか

公聴活動の充実

公聴活動の充実

すべての審議会等に女性
委員の登用

64

審議会等における男女そ
れぞれの構成比率を35％
以上に促進



【担当課評価基準】

　　５…予定より大きな成果が出ている

　　４…予定した成果が出ている〈基準＝１00％の達成率〉

　　３…おおむね予定した成果が出ている

　　２…予定した成果があまり出ていない

　　１…予定した成果が出ていない

取組に対する今後の課題 計画及び目標

　今後も女性委員の積極的な登用を図る
べく、女性委員の構成比率が目標に達し
ていない附属機関の主管課に対し、次回
改選時には、女性委員の登用を行うよう
働きかけを行う必要がある。
　目標に達していない附属機関の情報提
供を行い、職員への周知徹底を行うとと
もに、委員の選出母体となる関係団体に
女性委員の推薦を依頼するなど、目標値
に近づけられるよう努める必要がある。

　「附属機関等の委員の選任に関する基準」
に基づき、女性委員の積極的な登用を図るべ
く、職員への周知徹底を行うとともに、委員
の選出母体となる関係団体に女性委員の推薦
を依頼するなど、目標値に近づけられるよう
努める。目標値は、第6次総合計画後期基本計
画で明記している「40％」とする。

　今後も女性委員の積極的な登用を図る
べく、女性委員の構成比率の目標に達し
ていない附属機関設置の主管課に対し、
次回改選時には女性委員の登用を行うよ
う働きかけを行う必要がある。

　「附属機関等の委員の選任に関する基準」
に基づき、女性委員の積極的な登用を図るべ
く、職員への周知徹底を行うとともに、委員
の選出母体となる関係団体に女性委員の推薦
を依頼するなど、すべての附属機関等に女性
委員を登用するよう働きかけを行っていく。
女性委員を登用する附属機関等を98％以上と
する。

　市長と語る会では、男女限らず、広く
市民からの意見を伺うことのできるテー
マの設定を行う。

　市長と語る会、市政世論調査を実施する。
　数値目標は困難。

　経年比較をするためにも、調査の継続
実施に向け検討が必要である。

　意識調査結果や男女共同参画推進協議会の
意見を踏まえ、第6次府中市男女共同参画計画
を策定する。

重点項目 評価

1 Ｄ

　女性委員の構成比は５年間横ばいが続いており、施策がやや後退していると判断し、この評価としました。
　この記載では、目標を達成する具体的な取組みがわかりません。担当課への働きかけだけでは改善されないのであれ
ば、委員の条件緩和やマニュアルの見直しが必要です。「目標が達成できないことは政策課だけの問題ではない」ことを
担当課にもわかってもらうよう努めてください。
　また、ヒアリングにおいても自己評価が「１」にも関わらず、目標の３５％を達成するための具体的な目標や前向きな
意見を聴けなかったことは残念です。女性も男性と同じように優秀な方はいますので、もっと積極的に人材を発掘する努
力をしてください。

　平成29年度実績より女性委員の
割合が0.5ポイント減少した。

　平成29年度実績より女性委員を
登用した審議会等の割合が1.5ポ
イント減少した。

　昨年度設定した目標である市民
意識調査を実施し、男女共同参画
に関する意見を聴取できたため。

　市政世論調査では、これまで平
成25年度、26年度に男女共同参画
社会を設問に取り上げており、市
民の意見要望の把握に一定の成果
がある。

評価の内容

65

判定理由及び改善策等の提言

30年度 令和元年度



目　　標 　Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画

課　　題 　１　社会・地域における男女共同参画

施　　策 （２）人材育成と活動支援

取組と実績
担当課
評価

4
地域コミュニ

ティ課

　登録団体の自主活動を支援するため施設を減額(平成30年12
月までは無料)で利用可能としている。
　登録団体数　H30　110団体
　　　　　　　H29　119団体
　　　　　　  H28　124団体

　第32回男女共同参画推進フォーラムの開催
　来場者数　H30　1,300人
　　　　　　H29　1,082人
　　　　　　H28　  907人

　男女共同参画市民企画講座事業を実施
　H30  10講座　390人(男性83人)
　H29  13講座　321人(男性30人)
　H28　 8講座　251人(男性30人)

　登録団体協働講座を実施
　H30　12講座　1,178人(男性144人)
　H29　 7講座  　310人(男性 46人)
　※29年度から実施事業

３

地域コミュニ
ティ課

　登録団体交流会
　H30 1回 76人(男性 2人) 38団体(参加率 35％)
　H29 1回 47人(男性 0人) 36団体(参加率 30％)
　H28 1回 80人(男性10人) 32団体(参加率 26％)

　男女共同参画推進フォーラム登録団体参加数及び参加者数
　H30　75団体(参加率 68％)　1,300人
　H29　70団体(参加率 59％)　1,082人
　H28  57団体(参加率 46％)　  907人

　登録団体協働講座を実施
　H30　8団体 12講座 1,178人(男性 144人)
　H29　2団体  7講座 　310人(男性  46人)
　※29年度から実施事業

３

協働推進課

　市民活動センターにおいて、各種講座、相談、交流会等を実
施し、人材・団体の育成やネットワーク促進、人や団体のコー
ディネートを実施した。
　登録団体数　431団体（平成31年3月末）

４

　能力開発や人材育成を目的とした講座や研修会を実施し、学習機会、自己啓発機会や
情報提供の充実を図るとともに、男女共同参画に係る市民活動を支援します。

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

66

市民の自主的学習活動の
援助

事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度

5



【担当課評価基準】

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

取組に対する今後の課題 計画及び目標

　継続した意識啓発活動の実施。
　参加者が少ない講座の内容について検
討する必要がある。

　男女共同参画推進フォーラム来場者数
1,430人
　市民企画講座　 430人
　協働講座     1,300人

　登録団体交流会、登録団体協働講座の
参加団体を増やし、団体同士の交流を深
めること。

　登録団体交流会、男女共同参画推進フォー
ラム、登録団体協働講座を継続して実施す
る。

　登録団体交流会参加(団体)者 55団体　80人
　男女共同参画推進フォーラム参加(団体)者
75団体　1,430人
　登録団体協働講座参加(団体)者 9団体
1,300人

　増加している市民活動団体それぞれの
組織基盤を強化し、活動の質を向上す
る。
無関心層に対し、市民活動への理解を促
進する。
　市民活動センターの認知度向上に伴い
団体だけでなく企業や金融機関など多様
なコーディネートの依頼も増えつつあ
り、要望に即したコーディネートに対応
できるよう、より幅広く機能を拡充す
る。

　引き続き、各種講座、相談、交流会等を実
施し、人材・団体の育成を継続する。
　コーディネート機能の拡充や、市民活動団
体の情報発信力の向上のため、登録団体ポー
タルサイトの改善を検討する。

評価の内容

　登録団体の参加率も年々増加
し、各講座を通じて登録団体の交
流及び活動支援に努めたため。
　

　市民活動センター登録団体数が
前年と比べて138団体増加し、人
材・団体の育成が着実に進んでい
るため。
　また、各種交流会やイベントを
きっかけに市民活動団体に参加す
る個人が少なくとも複数名把握で
きていることから、コーディネー
ト機能も果たしているため。

30年度 令和元年度

67

　昨年度設定したフォーラム参加
者の目標を達成した他、各講座の
参加者も増加し、市民への意識啓
発が順調に行えているため。



取組と実績
担当課
評価

6 協働推進課

　市民団体の企画提案型事業である市民提案型市民活動支援事
業助成を実施した。
　申請団体　17団体
　採択団体　8団体

　市民協働まつりを、企画委員・実行委員会形式で実施した。
　参加団体　110団体
　来場者　18,164名 ４

7
地域コミュニ

ティ課

　公民館講座の中で、自主グループのメンバーを講師とするな
ど、市民協働による講座を開催した。

３

8
地域コミュニ

ティ課

　男女共同参画社会の実現に関する団体・個人と交流を深め、
現在の日本が抱える女性問題について学ぶため、全国的な
フォーラムに府中市男女共同参画推進フォーラム実行委員を派
遣した。
　国立女性教育会館フォーラム
 　H30 3人　H29 3人　H28 3人

３

事業項
目番号

事業項目 担当課

29年度

68

男女共同参画関係会議へ
の参加促進

自主グループとの共催講
座の開催

市民との協働事業の推進



取組に対する今後の課題 計画及び目標

　今まで助成を受けたことがない団体か
らの申請を増やす。また、助成金がなく
ても活動が持続できるように団体による
自主財源獲得や収益事業の実施、協賛や
寄付の獲得など、多様な収益構造を持つ
団体を育成する。
　実行委員会への主体的な参画と、事業
全体を盛り上げる視点からの意見（アイ
デア）出しという意識を醸成すること。

　より幅広い層に助成制度を活用してもらえ
るよう、助成制度の改善検討や周知を徹底す
る。また申請団体の収益構造改善のために
ファンドやプロボノなどの仕組みを活用でき
るよう調査検討する。
　実行委員会での話し合いの際に、過去参加
してきた団体にはこれまでの経験を踏まえて
積極的に意見を出してらえるよう働きかけ
る。各エリアごとに企画委員とスタッフが入
り、丁寧な説明と、意見を出しやすい場づく
りを心掛け、参加者が協働まつりの集客や盛
り上がりを自分ごととしてとらえるように努
める。

　自主グループとの協働や、各文化セン
ターの連携を深めること。

　11講座(各文化センター1講座程度)

　市民団体を派遣できるかの検討が必
要。

　派遣回数1回を継続。

評価の内容

29年度
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30年度

　昨年度設定した計画どおり派遣
を実施したため。

　昨年度設定した目標に到達しな
かったが、今後も各圏域において
市民協働の視点や、受講者の集客
を増やすために時勢の動きを取り
入れ、人気講座を企画するなど、
講座の実施できたため。

　前年に比べ、市民提案型市民活
動支援事業助成の申請団体が3団
体増加したため。
　市民協働まつりについては、前
年度より参加団体・来場者ともに
増加したため。また、参加団体に
よる実行委員会の中で集客方法や
エリアごとの話し合いの場を設け
た結果、参加団体アンケートより
「協働の意味が理解できた」「参
加意識が高まった」等の意見が
あったため。



目　　標 　Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画

課　　題 　１　社会・地域における男女共同参画

施　　策 （３）地域活動における男女共同参画の推進

取組と実績
担当課
評価

9
地域コミュニ

ティ課

　文化センター圏域コミュニティ協議会委託事業を通して、地
域の各種団体等の方々と年代を超えた交流とふれあいの場を広
げ、コミュニティ活動を積極的に展開した。
　
　実施回数　     4,368回
　延べ参加者数 302,359人

　コミュニティ協議会役員男女比
　男性　363人（67％）
　女性　176人（33％）

　コミュニティ文化祭実行委員会委員男女比
　男性 　1人（ 5％）
　女性  21人（95％）

　ちびっ子ふれあい文化祭実行委員会委員男女比
　男性   1人（ 5％）
　女性  21人（95％）

３

10
文化生涯学習

課

　平成29年度を持って終了

11① 協働推進課

　市民活動センターにおいて、各種講座、相談、交流会等を実
施し、人材・団体の育成やネットワーク促進、人や団体のコー
ディネートを実施した。
　登録団体数　431団体（平成31年3月末）

４

11②
地域福祉推進

課

府中ボランティアセンターを運営し、活動に関する相談・紹
介・情報提供・研修等を実施した。

・ボランティア・協力会員入門研修　97名参加
・ボランティア連絡会　20名参加
・傾聴ボランティア講座　94名参加

３

社会教育関係団体の託児
室利用援助

コミュニティ活動等への
参加促進

ボランティア活動の支援

ボランティア活動の支援
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事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度

　生活の基盤である地域において、固定的な性別役割分業意識にとらわれずに、男女共
同参画の視点に立った地域活動を推進します。



【担当課評価基準】

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

取組に対する今後の課題 計画及び目標

　日頃文化センター及び行事に参加して
いない方々に参加してもらうことが課題
である。

　地域住民の交流とふれあいの場を広め、コ
ミュニティを活発にするため継続して実施を
する。また、より多くの方々に行事に参加し
ていただき、定着化を志す。
　天候に左右される事業も存在するが前年対
比で述べ参加数が95％を割らないようにした
い。

　府中グリーンプラザ託児室を使用して
いる。府中グリーンプラザの平成30年3月
31日付閉館に伴い、本事業は平成29年度
をもって終了。

　増加している市民活動団体それぞれの
組織基盤を強化し、活動の質を向上す
る。
無関心層に対し、市民活動への理解を促
進する。
　市民活動センターの認知度向上に伴い
団体だけでなく企業や金融機関など多様
なコーディネートの依頼も増えつつあ
り、要望に即したコーディネートに対応
できるよう、より幅広く機能を拡充す
る。

　引き続き、各種講座、相談、交流会等を実
施し、人材・団体の育成を継続する。
　コーディネート機能の拡充や、市民活動団
体の情報発信力の向上のため、登録団体ポー
タルサイトの改善を検討する。

新たな人材の登録を推進し、継続的な活
動と技術向上を支援する。

府中ボランティアセンターを運営し、活動に
関する相談・紹介・情報提供・研修等を実施
する。

　男女・年代を問わず、地域住民
の交流とふれあいの場を広め、コ
ミュニティを活発にするための場
を提供できたため。

　平成29年度を持って終了

　市民活動センター登録団体数が
前年と比べて138団体増加し、人
材・団体の育成が着実に進んでい
るため。
　また、各種交流会やイベントを
きっかけに市民活動団体に参加す
る個人が少なくとも複数名把握で
きていることから、コーディネー
ト機能も果たしているため。

ボランティア活動をしたい方と必
要とする方との双方の相談に対応
し、助言や連絡調整することで
様々なボランティア活動を支援し
た。
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30年度

評価の内容

令和元年度



取組と実績
担当課
評価

11③
文化生涯学習

課

　生涯学習センター指定管理者による学習ボランティア(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
動室の提供。

　ボランティア企画講座
　21講座、43回、延696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
　3講座、21回、延103人

３

12
文化生涯学習

課

　教養講座
　194講座　延21,794人

　スポーツ講座
　305講座　延39,857人
　
※上記の講座に下記の講座を含む。
・大学連携講座　4講座（外語大・農工大・明大）
・市民企画講座　 3講座
・ボランティア企画講座  　21講座

３

13
文化生涯学習

課

　31年3月末現在登録者　 84人

　30年度派遣依頼件数 　  9件

３

14
文化生涯学習

課

　31年3月末現在登録者　2,161人
　30年度中修了者　6人
　30年度登録者　  0人

２

15
文化生涯学習

課

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。
設置講座数56講座、実績43回、受講者数1,397人

３

16
文化生涯学習

課

　知的障害のある成人が、有意義な生活や自立への方法と余暇
の充実活動を学び、周りの人々とコミュニケーションを学ぶ講
座として実施する。
　15回　延べ出席882人 ３
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障害者成人教室（あすな
ろ学級）の実施

事業項
目番号

ふちゅうカレッジ１００
単位修得事業の実施

ふちゅうカレッジ出前講
座の実施

生涯学習サポーター制度
の充実

ボランティア活動の支援

生涯学習セミナーの開催

事業項目 担当課

30年度



取組に対する今後の課題 計画及び目標

　引き続き、ボランティアの活動支援に
取り組むとともに、市及び指定管理者が
市内大学等と連携することで、ファシリ
テーターの養成と生涯学習サポーターの
充実を図る。

　生涯学習センター指定管理者による学習ボ
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の提供。
　ボランティア企画講座
　20講座、40回、延650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
　3講座、20回、延100人

　新規利用者の開拓と市民ニーズにより
応えた講座等の企画が今後の課題として
挙げられる。

平成30年度実績を上回ることを目標とする。
　教養講座
　200講座　延20,000人

　スポーツ講座
　305講座　延40,000人

　登録は2年ごとに更新であるが、更新時
の平成26年度と平成28年度は登録者数の
減少傾向がある。しかし、平成30年度は
登録者数が増加しているため、引き続き
登録者数及び派遣依頼件数の増加を目指
す。

　登録者数は平成30年度実績を上回ることを
目標とする。
　登録者　90人

　派遣依頼件数　9件以上

　広報の工夫をするなどして新規登録者
の増加を目指す。

　平成30年度実績を上回ることを目標とす
る。

　30年度並に実施する。 40回程度の実績を目標とする。

　実施回数の見直しを行ったが、活動自
体は活発に行われている。

　実施回数の見直しに伴い、延出席人数の減
少が見込まれるが、800人程度を目標とする。
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　ボランティアスタッフを中心に
運営しており、市民協働の一つの
成功事例と評価できる。

令和元年度

　生涯学習活動への参加の動機と
しては、ある程度の成果を上げて
いるが、新規登録者数は減少して
おり、この制度の目新しさが欠け
ている。

　講座のコースは身近なものから
専門的なものまでラインナップが
充実している。
　30年度は、防災知識講座が人気
となっている。

　派遣依頼件数は横ばいである。

評価の内容

　ボランティア団体による講座の
企画、記録誌の作成、情報誌の作
成等を行うとともに、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お
り、指定管理者と協働しながら学
習センターにおいて活動した。
　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につい
ては平成30年度から指定管理者の
所管業務としているが、受講者数
の減少により講座数を絞って実施
している。しかし、内容は従来の
講演会形式からワークを推進する
など、より実践的なものと変化し
てきている。

　指定管理者による民間のノウハ
ウが発揮されており、直営時代か
ら比較すると講座数、受講者数と
もに増加しているが、平成30年度
は平成29年度と比較して受講者数
が減少した。

30年度



目　　標 　Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画

課　　題 　１　社会・地域における男女共同参画

施　　策 （４）安全・防災対策の推進

取組と実績
担当課
評価

17
地域安全対策

課

地域安全リーダー講習会を実施した結果、平成29年度には女性
の参加者は1名あったが、平成30年度は女性の参加者は居な
かった。直接的に市民と関わりがあり女性が多く勤めている地
域包括支援センターなどにも照会を進めたところだが参加者は
あらわれなかった。
平成30年度実績：参加者13人（男性13人／女性0人）

１

18
防災危機管理

課

・昨年度に引き続き、各避難所運営連絡会における女性の参加
を促した結果、平均参加率は30％であった。
・各連絡会では、女性視点の内容が協議され、また、一部の連
絡会では、授乳室や更衣室について、校舎の開放区域図に明記
するほか、避難所開設訓練時に、実際に設置するなどの対応を
している。

４

19 児童青少年課

　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99店、酒店
30店、たばこ店2店、たばこ・酒販売店3店、書店3店、ビデオ
店4店、ゲーム店2店、カラオケ店2店、刃物類販売店1店、イン
ターネットカフェ1店の計147店舗を指定し、体制の充実を図っ
た。
　青少年健全育成協力店研修会を年1回実施した。
　加入店に対し、府中市青少年健全育成広報紙を配付した。

３
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青少年の健全育成のため
の環境づくり

男女双方の視点を取り入
れた防災対策の推進

女性の地域安全リーダー
の育成

　地域の安全を守るために、一人ひとりが自分にできることを認識・実行し、日ごろか
ら地域のつながり、助け合いによる防犯活動を支援します。
　また、大規模災害発生後の避難所生活においては、男女のニーズの違い等を踏まえた
運営が求められることから、平常時から、男女共同参画の視点に配慮した防災対策に取
り組みます。
　さらに、地域の様々な団体が協働で取組む防災訓練を支援します。

事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度



【担当課評価基準】

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

取組に対する今後の課題 計画及び目標

女性が参加しやすく、若年層にも興味を
持たれるような講習会を企画する。

3割以上の女性参加と、若年層の参加者増加を
目標とする。

・連絡会は立ち上がっているものの、女
性視点の対応が未だ追いついていない連
絡会がある。
・未だ連絡会が立ち上がっていない地域
がある。

・既に立ち上がっている連絡会については、
引き続き、会の活性化を支援し、女性視点の
対応について促すとともに、情報提供をして
いく。
・未だ立ち上がっていない地域については、
連絡会の立ち上げを促すとともに、支援をし
ていく。
・各連絡会における女性の平均参加率を40％
となることを目標とする。

　コンビニエンスストア等、閉店や新規
開店など入れ替わりが多い店舗について
は、現状をよく把握したうえで積極的に
加入依頼をしていく。

　令和元年度は、青少年対策地区委員会と連
携しながら、未加入店舗の把握及び加入依頼
を強化していくとともに、活動を通じて青少
年健全育成の機運を高めていく。目標とし
て、青少年健全育成協力店への加入店舗数の
増加、その中でも特にカラオケ店やインター
ネットカフェ等、加入数が少ない業種の加入
増加を目指す。

75

　前年度に比べて、青少年健全育
成協力店への加入店舗数は微減し
たが、青少年健全育成協力店研修
会の実施や広報紙の配付等を通じ
て、青少年健全育成に対する周知
を図ることができた。

・前年度の目標値に対する達成率
は75％であったことから、予定し
た成果が十分に出ているとは言い
難い状況である。
・達成率は低かったものの、引き
続き女性視点の協議がされている
ことに加え、授乳室や更衣室につ
いて実際に対応を進めている連絡
会もあるため、そういった点で
は、成果が出ていると考えてい
る。

今後は、比較的女性が多く働く事
業所などに対して参加を求めてい
き、増加を見込んでいきたい。

令和元年度30年度

評価の内容



目　　標 　Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画

課　　題 　１　社会・地域における男女共同参画

施　　策 （５）市職員等の男女共同参画の推進

取組と実績
担当課
評価

20 職員課

　業務分担が性別や年代によって固定化しないよう、個人の能
力や適性に応じた職員配置と業務分担に努めた。

３

21
重点
項目

職員課

　昇任意識向上等の意識改革や職務への意欲推進を目的とし
て、女性職員研修（内部講師講話とディスカッション）を実施
したほか、女性活躍推進研修について、管理職向けは「女性が
活躍する組織づくり」をテーマに、女性一般職員向けは「仕事
の進め方」をテーマに実施した。

【平成30年度実績】
①昇任試験
・女性職員の昇任試験受験率（対資格者）
(1)課長補佐級（管理職）
　 6.7％(前年度6.9%)
(2)係長級（監督職）
　 5.6％(前年度9.1%)
・女性職員の最終合格者
(1)課長補佐級（管理職）
　 0人(前年度0人)
(2)係長級（監督職）
　 1人(前年度1人)
②研修
ア　女性職員研修（内部講師講話とディスカッション）
・実施回数　 1回
・対象者　入庁4年目以上の女性職員
・参加者　　12人
イ　女性活躍推進研修
○管理職向け
・実施回数　 1回
・対象者　管理職
・参加者　　18人（男性15人 女性3人）
○一般職員向け
・実施回数　 1回
・対象者　入庁6年目以上の女性職員
・参加者　　19人

２

府中市男女共同参画推進協議会による第三者評価

【項目評価基準】
・　立てられた計画に基づき、着実に実行して 　　　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　　
・　担当課の自己評価は適切に行えているか 　　　Ｃ…現状維持
・　課題を適切に把握しているか 　　　Ｄ…施策がやや後退している

　　　Ｅ…後退している
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女性職員の参画意識の向
上

事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度

　職場内の慣行や固定的な性別役割分業意識のさらなる改善に取り組むとともに、性別
にとらわれない職種・職域の拡大を図ります。また、女性職員の指導的立場や庁内組織
の様々な分野への積極的な参画を推進します。
　市職員・教職員に対して、研修等を通じて男女平等意識の徹底を図ります。

　　いるか

性別・年代の区別のない
業務分担の徹底



【担当課評価基準】

　　５…予定より大きな成果が出ている

　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉

　　３…おおむね予定した成果が出ている

　　２…予定した成果があまり出ていない

　　１…予定した成果が出ていない

取組に対する今後の課題 計画及び目標

　業務分担については、従来から特に意
識せずとも、性差や年代によることのな
い、個々の能力や得意分野を活かせる職
員配置を行っていることから、当該項目
における評価の意義が薄れてきている。

　数値目標設定不可。
　（課題はないが、今後も継続的に取り組ん
でいく必要あり。）

　意識啓発の研修等を実施するも、昇任
試験の受験率が伸び悩んでいるため、仕
事のやりがいだけに留まらず、経済的メ
リットも明示しながら、昇任意識の向上
を図っていく必要がある。

　平成28年3月に女性活躍推進法に基づく特定
事業主行動計画を策定し、「平成33年4月1日
時点で管理的地位にある職員に占める女性割
合を20％以上にする」との目標を掲げている
ことから、引き続き昇任制度の見直しや女性
職員を対象とした研修の実施による昇任意識
の向上等を図りながら、当該行動計画の推進
と合わせて、参画意識の向上に努める。
　なお、平成31年4月1日時点における「管理
的地位にある職員に占める女性割合」は
11.0％であることから、目標値である20％以
上の達成に向けて、段階的に取り組んでい
く。

重点項目 評価

２１ Ｄ

77

30年度 令和元年度

評価の内容

　性別や年代の差による職務遂行
上の問題等が発生しておらず、主
管部署からの特別な要望等もない
ことから、能力と適性に応じた職
員配置と業務分担が安定的に行え
ているものと捉えている。

　職層や年齢層、ポストの充足度
などの課題により、一部選考方式
の実施を見送ったことに加えて、
受験率も低下していることから、
目に見える形での昇任試験受験の
奨励の成果を出すことができな
かった。

判定理由及び改善策等の提言
　庁内管理職に占める女性職員の割合及び女性の昇任試験受験率が減少しており、施策がやや後退していると判断し、こ
の評価としました。
このままでは、２０％の目標達成は難しく、根本的にどこに問題があって女性管理職が増えないのかをもう一度考え直す
必要があります。課題解決のために、１年ごとの具体的な数値目標設定を行い取り組んでいただくとともに、女性職員の
本音をより具体的に引き出す努力や昇進者へのインセンティブの検討など物心両面での支援をお願いいたします。また、
女性にばかり負担がいかないよう、育児や介護の制度の充実など女性が働きやすい環境づくりに努めてください。



取組と実績
担当課
評価

22 職員課

　担当課と共催で、講義及びグループディスカッション形式で
の講演会を実施した。
【平成30年度実績】
・実施回数　　1回
・参加者　　 35人
 （男性20人 女性15人） ３

23
地域コミュニ

ティ課

　ワーク・ライフ・バランスに係る具体的な取り組みを検討す
るためのアンケートを実施した。
　回収率 H30 89.0％　H29 85.7％　H28 85.2％

３

24 指導室

　各研修の実施

　若手教員育成研修会　10回
　人権教育研修会　５回 ３

職員の意識調査の実施

職員に対する研修会、講
演会の実施

事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度

78

教職員の男女平等意識の
徹底



取組に対する今後の課題 計画及び目標

　今後も継続的な取組が必要なことか
ら、引き続き、担当課との共催で講演会
を実施する必要がある。

　一般職員対象に加え、管理職対象の研修も
担当課との共催で実施することにより、更な
る理解度の向上や意識啓を図る（いずれも各1
回実施）。

　庁内の調査であるにも関わらず、回収
率が90％を超えないこと。

　引き継き職員の意識調査を実施する。
　アンケート回収率90％以上

　今後も継続して実施する。 　各研修の円滑な実施。数値目標は難しい。

　具体的な取り組みの検討につな
がるデータを取得できたため。

　全職員を対象とした研修を実施
し、男女共同参画に係る理解を深
め、また自身のワーク・ライフ・
バランス実現のための意識啓発を
図ることができた。

30年度 令和元年度

評価の内容
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　研修会を予定どおり実施するこ
とができた。



目　　標 　Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画

課　　題 　１　社会・地域における男女共同参画

施　　策 （６）就業のための支援

取組と実績
担当課
評価

25
地域コミュニ

ティ課

　東京しごとセンター多摩、むさし府中商工会議所と共催し、
再就職支援セミナー等を実施し、講座の充実に努めた。
　H30　18回　247人
　H29　20回　336人
　H28　18回　312人

３

26①
地域コミュニ

ティ課

　未実施

１

26② 経済観光課

　むさし府中商工会議所において、起業に関する講座（創業
塾）を2回実施し、合計28名の参加があった

３

27 住宅勤労課

　国や東京都から情報の提供を受け、労働関係法、労働保険、
労働相談、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。また、ハローワーク府中からの求人情報を配布し
た。

３

起業のための講座の実施

労働情報の収集と提供

起業のための講座の実施

女性の就職支援講座の実
施

担当課

30年度

　就職、再就職、起業等を目指す女性がスムーズに第一歩を踏み出せるよう、労働に関
する情報提供や各種の講座開催等により支援を行います。

80

事業項
目番号

事業項目



【担当課評価基準】

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

取組に対する今後の課題 計画及び目標

　参加者が少ない講座もあり、講座内
容、周知方法等を検討する必要がある。

　参加者延べ50人を目標とする。

　講座の実施に向け、検討を進める。 　男女共同参画推進フォーラムや協働・共催
講座等も含め、起業に関する講座を検討し、
実施する。

　受講者数を増やすため、既に受講され
た方や実際に創業された方の感想を聞け
る機会を設けるなど、周知に力を入れ
る。

　創業支援等事業計画に基づき、創業塾等受
講者のうち、本気で起業を希望する方の2割程
度の創業を目指す。

　国や東京都から情報の提供を受け、労
働関係法、労働保険、労働相談、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、広報への掲載をする。
また、ハローワーク府中からの求人情報
を配布する。

　今後も国や東京都から情報収集・提供し、
幅広く活用いただけるよう努める。

　目標受講者数40名を超えること
はできなかったが、受講者の2割
の創業は達成され、受講者からも
好評をいただいている。

　国や都などの関係機関と連携
し、多くの情報を収集しつつ、セ
ミナーの開催やパンフレットの配
布等の情報提供を行った。

　未実施のため。

　継続した再就職支援等を実施
し、女性の就職を支援できたた
め。

30年度 令和元年度

評価の内容

81



目　　標 　Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画

課　　題 　２　教育の場における男女共同参画

施　　策 （１）学校における男女平等教育の推進

取組と実績
担当課
評価

28 指導室

　人権教育の一環として実施。条約に関係する法律など、様々
な教育活動の場面において実施。

３

29① 指導室

　発達段階に応じて指導している。

３

29② 学務保健課

　東京都や多摩府中保健所などの関係機関からの依頼により、
啓発活動資料やポスターを各学校等に配布し啓発活動に努め
た。 ３

30 指導室

　従前の指導を実施するとともに、SNS府中ルールに準じた、
適切な利用を促した。

３

31
重点
項目

指導室

　男女平等に関わる様々な課題については、単に知識として身
に付けさせるだけでなく、その解決を目指す実践的態度を育成
するように指導の充実を図った。
　男女平等教育については、学校の教育活動全体を通じて展開
することが大切であるため、学習指導要領に基づき、教育活動
全体を通して男女平等教育が適正に実施できるよう、人権教育
の年間指導計画等に位置付けている。

３

32 指導室

、体育・保健体育科、道徳、特別活動を通じて、性にかかわる
内容について計画的・継続的な指導を実施。

３

府中市男女共同参画推進協議会による第三者評価

【項目評価基準】
・　立てられた計画に基づき、着実に実行して 　　　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　　
・　担当課の自己評価は適切に行えているか 　　　Ｃ…現状維持
・　課題を適切に把握しているか 　　　Ｄ…施策がやや後退している

　　　Ｅ…後退している

事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度

学校教育における薬物・
飲酒等に関する教育・啓
発

情報の選択・活用（メ
ディア・リテラシー）の
普及・啓発

　性別にかかわらず、一人ひとりの個性や能力・適性等を大切にし、人権の尊重、男女
の平等、相互理解と協力の視点に立って学習の充実を図り、男女平等教育を推進しま
す。

男女平等教育の推進

82

「児童の権利に関する条
約」についての啓発

学校教育における薬物・
飲酒等に関する教育・啓
発

発達段階に応じた性教育
等の実施

　　いるか



【担当課評価基準】

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

取組に対する今後の課題 計画及び目標

　今後も継続して実施する。 　人権教育の一環として実施。数値目標は難
しい。

　今後も継続して実施する。 　発達段階に応じた適切な指導。数値目標は
困難。

　東京都や学校薬剤師との共同による啓
発活動の強化。

　各学校における薬物等の予防啓発活動を継
続して進める。

　今後も継続して実施する。 　引き続き、適切な使用について、指導する
とともに、家庭内でのルールづくりについて
啓発していく。数値目標は困難。

　今後も継続して実施。 　児童生徒の男女平等感の育成には、家庭の
養育姿勢や地域社会の在り方も深くかかわっ
ているため、学校では、家庭や地域の実態を
十分把握するとともに、関係機関との連携を
密にして、男女平等教育の適正な推進を図っ
ていく。

　今後も継続して実施。 　継続して実施。

重点項目 評価

３１ Ｃ

30年度

　各学校における薬物・飲酒等の
予防や身体に対する害等の啓発活
動が浸透してきた。

　取組と実績による。

　取組と実績による。
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令和元年度

評価の内容

　取組と実績による。

　取組と実績による。

　取組と実績による。

判定理由及び改善策等の提言

　昨年度より目標達成に向け、前向きな姿勢が表れているためこの評価としました。
　しかし、この記述のままでは、人権教育の年間指導計画などに位置付けた結果、何がどう実現・改善されたのか、貴課
が何を目標として活動するのかについて不明な点がありますので、引き続き、改善をお願いします。さらに、指導要領の
男女平等に関する内容がどうなっているのか、教科書選定にあたっても男女平等をどう取り込んだ教科書を選んだのか、
それに沿ってきちんと教育をしたのかなどの実績の報告を求めます。また、教員へのアンケートによる実態把握や指導的
立場からの課題を見つけ、目標を数値化する努力を期待します。
　様々なハラスメントが問題になっており、若年期における教育が与える男女平等に対する考えや意識付けは重要です。
子どもたち自身が人権を尊重し、男女共同参画意識を持って学校生活を送ることができるよう、環境を整えてください。



目　　標 　Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画

課　　題 　３　国際社会への貢献

施　　策 （１）国際理解と国際交流の推進

取組と実績
担当課
評価

33 広報課

　通訳ボランティアを公募登録してもらい、外国人の日常生活
全般をはじめ、市政相談まで幅広く相談に応じている。

　一般相談 相談件数
　①家庭生活  2件  ②くらし  0件
　③財産    　0件　④その他　0件
　  　　　　　　　　 　合計　2件
　市政相談 相談件数
　①生活環境  0件  ②くらし  7件
　③社会福祉・教育  6件　④その他  0件
     　　　　        　合計　13件

３

34 協働推進課

　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。
　また、府中国際交流サロン、東京外国語大学との協働によ
り、わかりやすい日本語を用いて外国人向けに公共施設に関す
る情報をまとめ、冊子として発行した。
・日本語学習会開催　187回
・学習者登録数
　男性   112人　女性   171人

３

35 協働推進課

　友好都市ウィーン市ヘルナルス区に高校生6名（男子2名、女
子4名）をホームステイ派遣した。

　府中国際交流サロンにおいて日本語学習会を開催した。
・ボランティア登録者数
　男性    42人 　女性   98人

　プラッツ内の国際交流サロンで英会話カフェ等イベントを開
催し、市民の国際交流を推進した。

３

84

事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度

外国人相談窓口の充実

国際交流の推進

在住外国人の支援

　在住外国人が地域で充実した生活が送れるよう、府中国際交流サロンにおいて、日本
語や日本の文化・習慣等を学習する機会や、各種イベントを通じて交流する機会を提供
するほか、相談窓口の充実を図ります。
　また、平成4年に友好都市提携を結んだウィーン市へルナルス区とは、引き続き市民が
参加することのできる交流を継続していきます。



【担当課評価基準】

　　５…予定より大きな成果が出ている

　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉

　　３…おおむね予定した成果が出ている

　　２…予定した成果があまり出ていない

　　１…予定した成果が出ていない

取組に対する今後の課題 計画及び目標

　市民への効果的な周知方法を検討す
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に努
める。

　基本は日本人ボランティアと外国人学
習者が１対1で学習を行っているが、学習
者が増えており、ボランティアが複数人
の学習者を教える状態が続いている。ま
た、学習者が学習に参加したい（参加で
きる）時間（夜）とボランティアが活動
したい（活動できる）時間が一致してお
らず、金曜日の夜に学習者の参加希望が
集中し、またボランティアの活動希望が
少なくなっている。

　国際交流サロン学習会実施計画
　186回

　プラッツ内の国際交流サロンでのイベ
ントの定期開催。

　友好都市ウィーン市ヘルナルス区への高校
生6名の派遣。
　日本語学習会の開催。（186回）
　日本語教授法研修の開催。
　国際交流イベントの開催。
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30年度 令和元年度

評価の内容

　相談に来た外国人に対して、適
切な助言・アドバイス等を行うこ
とができた。

　ホームステイ派遣を予定通り実
施した。
　府中国際交流サロンでは、学習
者とボランティアの人数を鑑み、
平成３０年度は新規ボランティア
の募集は行ず、現ボランティア向
け研修を行った。また、祭等での
活動のPRをしたこともあり、学習
者のボランティアに対する数が増
え、ボランティア余りが解消され
た。そのことによりボランティア
の活動意欲と能力を向上させ、学
習者にとってもより良い学習環境
を提供した。
　英会話カフェは定期開催し、新
規参加者もリピーターもいる毎回
定員を集めるイベントとなってい
る。またロシア料理教室等も多く
の市民が参加し、国際交流を推進
できた。

　年間を通して日本語学習会を定
期的に開催した。



目　　標 　Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画

課　　題 　３　国際社会への貢献

施　　策 （２）平和・人権意識の推進

取組と実績
担当課
評価

36
文化生涯学習

課

　30年度は、憲法週間に合わせて広報ふちゅうで告知をし、5
月15日に開催した。
参加者数　38名

３

37
文化生涯学習

課

　8月の終戦記念日や3月の東京都平和の日に合わせて戦争・平
和について市民に考えてもらう機会を提供するとともに、現在
の平和な社会を守っていくことの大切さを後世に伝えていくた
めに実施。
　合計参加者　8,533人

３
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　人権の尊重は、男女共同参画社会づくりの基盤となるものです。平和を願い、人権を
大切にする意識を高めるとともに、平和に関する学習や啓発事業を推進します。

憲法講演会の開催

平和展の開催

事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度



【担当課評価基準】

　　５…予定より大きな成果が出ている

　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉

　　３…おおむね予定した成果が出ている

　　２…予定した成果があまり出ていない

　　１…予定した成果が出ていない

取組に対する今後の課題 計画及び目標

　広く市民に憲法について考えてもらう
機会を提供するため、継続して開催す
る。内容、講師、会場等を検討し、多く
の方に参加してもらえるようにする。

　令和元年度は5月16日に実施済み。事前申し
込み制としており、約50人の申込みがあった
が、当日欠席者も多く、参加者は38名と少人
数であった。しかし、参加者からは大変好評
であった。次年度以降は、50名以上の参加を
目標とする。

　従来の平和啓発事業を継続して実施し
ていくとともに、戦争経験者が減少して
いるなかで、後世に語り継いでいくため
「府中市小学校連携平和事業」の実施法
を提供していく手法について検討してい
く。

　合計参加者　12,000人
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令和元年度

評価の内容

　「憲法ってなに？～だれもが尊
重される社会をめざして～」とい
うテーマで実施し、憲法の成り立
ちや役割などを自分たちの暮らし
に関係する身近な事例を通して説
明した。

　30年度は、例年の平和啓発事業
に加えて、市立の小学校モデル校
２校と連携して、市に関する教材
を使用し、市の職員が小学校に赴
いて授業を行う「府中市小学校連
携平和事業」を実施した。平和の
大切さを後世に語り継いでいくた
めの新たな取組を行うことができ
た。

30年度



目　　標 　Ⅱ　ワーク・ライフ・バランスの推進

課　　題 　１　仕事と生活の両立支援推進

施　　策 （１）職場におけるワーク・ライフ・バランスの推進

取組と実績
担当課
評価

38① 住宅勤労課

　男女が対等で働きやすい環境をつくるため、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、セミ
ナーの開催やパンフレットを配布し啓発に努めた。
また、国や都と連携し、労働環境が整備されるよう、雇用主に
対しても啓発活動に努めた。 ３

38②
地域コミュニ

ティ課

　職員に対し「ワーク・ライフ・バランス」の研修を行った。
　一般職員向け　受講者　35人
　H29 51人(男性30人)
　H28 48人(男性32人)

　管理職向け研修　104人
　※平成30年度から実施

　その他、「ワーク・はぁと・ライフ」を年2回発行し、庁内
へ配架。ワーク・ライフ・バランスに関する情報提供を行っ
た。

３

39 住宅勤労課

　都と連携し、使用者向けセミナーを３回開催したほか、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 2,500部作成、
中小企業事業所（ワークぴあ府中登録事業所）や市施設にて配
布し啓発に努めた。 ３
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　男女がともにそれぞれの価値観やライフステージに応じた多様な働き方を選択できる
環境の整備や長時間労働是正の啓発を図るとともに、庁内におけるノー残業デーを徹底
し、男性職員の主体的な家事・子育て等への参画を促進します。
　また、男女が性別によって差別されることなく、働きやすい環境を整備するため、市
内外の関係機関と連携を図りながら、事業者に対して情報提供及び啓発を行います。

長時間労働是正の啓発

啓発活動の充実と関係機
関との連携強化

啓発活動の充実と関係機
関との連携強化

事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度



【担当課評価基準】

　　５…予定より大きな成果が出ている

　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉

　　３…おおむね予定した成果が出ている

　　２…予定した成果があまり出ていない

　　１…予定した成果が出ていない

取組に対する今後の課題 計画及び目標

　男女が対等で働きやすい環境をつくる
ため、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
布し啓発に努める。
　また、国や都と連携し、労働環境が整
備されるよう、雇用主に対しても啓発活
動に努める。

　今後も国や東京都から情報収集・提供し、
幅広く活用いただけるよう努める。

　継続的な研修の実施や情報提供を行う
必要がある。

　職員研修　管理職向け　1回
　　　　　　一般職向け　1回
　「ワーク・はぁと・ライフ」2回発行

　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作
成、配布し啓発に努める。
　関係機関と連携し、長時間労働に関す
るセミナーの実施を検討する。

　今後も、国や都と連携し労働ハンドブック
の作成やセミナーの実施を通じて、啓発に努
める。
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　都と連携したセミナーの開催及
び労働ガイドブックの作成・配布
を行った。

令和元年度

評価の内容

　国や都などの関係機関と連携
し、多くの情報を収集しつつ、セ
ミナーの開催やパンフレットの配
布等の情報提供を行った。

　昨年度設定した目標を達成で
き、継続的に研修・情報提供を実
施しているため。

30年度



取組と実績
担当課
評価

40 住宅勤労課

　男女が対等で働きやすい環境を作るため、男女雇用機会均等
法、育児・介護休業法等について、セミナーの開催やパンフ
レットの配布等により啓発に努めた。

３

41 職員課

　毎週水曜日のノー残業デーの周知・徹底（当日の朝・夕にお
ける全庁放送及び所属長による声かけ、休暇制度に関する事務
連絡を発出する際における継続的な周知等）を行うとともに、
より柔軟な働き方を可能とする「時差勤務」を導入した。

３

42①
重点
項目

職員課

　職員報を活用し、育児休業についての制度周知及び実際に育
休を取得した男性職員へのインタビュー等を掲載することで、
男性職員への意識啓発を図った。

【平成30年度実績】
・出産支援休暇取得者　30人（取得率83.3％）
・育児休業取得者　4人

３

42②
地域コミュニ

ティ課

　職員に対し「ワーク・ライフ・バランス」の研修を行った。
　一般職員向け　受講者
  H30  35人(男性20人)
　H29  51人(男性30人)
　H28  48人(男性32人)

　管理職向け研修　受講者
　H30 104人
　※平成30年度から実施

　その他、「ワーク・はぁと・ライフ」を年2回発行し、庁内
へ配架。ワーク・ライフ・バランスに関する情報提供を行っ
た。

３

府中市男女共同参画推進協議会による第三者評価

【項目評価基準】
・　立てられた計画に基づき、着実に実行して 　　　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　　

・　担当課の自己評価は適切に行えているか 　　　Ｃ…現状維持

・　課題を適切に把握しているか 　　　Ｄ…施策がやや後退している

　　　Ｅ…後退している

男性職員の家事・子育て
への参画

事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度

男性職員の家事・子育て
への参画

事業者・労働者双方への
働きかけ

ノー残業デーの徹底

　　いるか
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取組に対する今後の課題 計画及び目標

　男女が対等で働きやすい環境を作るた
め、男女雇用機会均等法、育児・介護休
業法等についてパンフレットの配布等に
より啓発に努める。また、国や都と連携
し、雇用主や勤労者対象のセミナーを実
施する。

　今後も、労働環境が整備されるよう、雇用
主・勤労者の双方に対し啓蒙・啓発活動等を
進めていく。

　毎週水曜日のノー残業デーの定着を受
け、これを維持・継続していく必要があ
る。

　働き方改革を推進するための関係法律の整
備に関する法律が平成31年4月から施行され、
民間労働者については、時間外労働の上限規
制及び年5日以上の年次有給休暇の確実な取得
が罰則付きで制度化されたことを踏まえ、本
市においても同様の取組を実施していく。

　年度によって取得者に変動があるもの
の、引き続き制度の周知や、取得事例及
び体験談などを紹介しながら、育児休業
取得者の増加を目指す。

　育児休業の取得率が伸びない理由として、
職場を長期離脱することによる不安、収入な
どの経済面における影響への懸案などが背景
として挙げられると思われるため、短期間の
育児休業の取得や、育児休業手当金などの案
内を積極的に行っていくことで、一人でも多
くの男性職員の家事・子育てへの参画を促進
していく。

　職員全員が参加対象のため、研修の内
容も基礎的なこととなっているが、興味
をひきやすい研修内容となるよう検討が
必要である。

　研修テーマを絞る等の検討を行い、参加者
数の増加や満足度向上を図る。
　一般職員向け研修　1回  60人以上
　管理職向け研修　　1回 100人以上

 「ワーク・はぁと・ライフ」において、男性
の育児休業取得に関する特集記事の掲載な
ど、男性の家事育児参画に焦点を当て意識啓
発を図る。

重点項目 評価

４２① Ｂ

　制度周知等により、出産支援休
暇については高い取得率を維持で
きており、また、育児休業につい
ても4人が取得（平成29年度は取
得者なし）するなど、一定の取組
成果が得られている。

30年度

　昨年度設定した目標である管理
職向け研修を実施できたため。

判定理由及び改善策等の提言

令和元年度

評価の内容

　国や都などの関係機関と連携
し、多くの情報を収集しつつ、セ
ミナーの開催やパンフレットの配
布等の情報提供を行った。

　全庁的に取り組んできたことも
あり、各課はもとより、職員一人
ひとりに当該取組が定着してきて
おり、“働き方”や“ワーク・ラ
イフ・バランス”を意識した業務
の進め方の重要性が浸透してきて
いる。

　出産支援休暇取得者及び育児休業取得者が増加したことや、育休を取得した男性職員へのインタビューの実
施による意識啓発など、施策が良好に進展していると判断し、この評価としました。
　一方で、実績は年度ごとに変化していますが「取組に対する今後の課題」「計画及び目標」が昨年度と同じ
内容です。育児休業などの取得だけでなく、働きながら家事・育児参画ができる施策などを検討してくださ
い。また、今後は、休暇制度の内容や手当金の有無、取得人数以外に延べ日数も実績として記入してくださ
い。
　男性の育児休業取得者が100％となり、男性職員の家事・子育てが当たり前となることを期待します。
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目　　標 　Ⅱ　ワーク・ライフ・バランスの推進

課　　題 　２　子育て支援

施　　策 （１）保育サービスの充実

取組と実績
担当課
評価

43 保育支援課

　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。
【実施施設数】
（一時保育）
・私立保育園…22か所
・認証保育所… 7か所
・私立幼稚園…4か所
（定期利用保育）
・私立保育園…22か所
・私立幼稚園… 2か所

３

44 保育支援課

　 病児対応型実施施設数
・延利用人数…560人
・利用料助成件数…8件
・文書料助成件数…65件
体調不良児対応型（保育所）
・5施設

３

45
重点
項目

保育支援課

　依然として高い水準で推移する保育需要に応えるため、平成
31年4月の開設に向けて、私立の認可保育所3施設の開設準備を
進めた。
■認可保育所入所定員（平成30年4月1日現在運用定員）
　0歳　393人
　1歳　788人
　2歳　916人

３

府中市男女共同参画推進協議会による第三者評価

【項目評価基準】
・　立てられた計画に基づき、着実に実行して 　　　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　　

・　担当課の自己評価は適切に行えているか 　　　Ｃ…現状維持

・　課題を適切に把握しているか 　　　Ｄ…施策がやや後退している

　　　Ｅ…後退している
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一時預かり・特定保育事
業の拡充

病児・病後児保育事業の
実施

待機児童の削減等低年齢
児保育の充実

　共働き家庭の増加や働き方の多様化に伴う様々なニーズに対応するため、待機児童の
削減等、保育サービスの充実を図ります。また、在宅で子育てをする家庭を支援するた
め、一時預かり等のサービスを提供します。

事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度

　　いるか



【担当課評価基準】

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

取組に対する今後の課題 計画及び目標

　府中市子ども・子育て支援計画に基づ
き、引き続き多様な保育へのニーズの高
まりに対し、適切に対応していく。

【実施施設数】
（一時保育）
・私立保育園…25か所
・認証保育所… 8か所
・私立幼稚園…5か所
（定期利用保育）
・私立保育園…25か所
・私立幼稚園… 2か所

　病児対応型2施設及び体調不良児対応型
5施設の継続実施

　病児保育利用延人数　600人

　依然として低年齢児の待機児童が生じ
ており、府中市子ども・子育て支援計画
における計画値を超える保育需要に対応
するため、府中市子ども・子育て審議会
で承認された見直し後の計画値に基づ
き、施設整備を行う。

　令和2年4月1日において、対前年度同日比で
次のとおり低年齢児の定員増を図るため、施
設整備等を進める。
　0歳　  24人増
　1歳　　64人増
　2歳　　67人増

重点項目 評価

４５ Ｂ
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　27年度に策定した府中市子ど
も・子育て支援計画に基づき、
サービス提供体制の確保等に努
め、保護者の多様な保育ニーズに
応えることで、利用人数の増加に
つながった。
　また、幼稚園における一時預か
り事業及び定期利用保育を実施し
た。

　2施設で病児対応型を実施した
ほか、体調不良児対応型病児保育
を5か所（保育所）で実施した。

　平成31年4月1日現在の待機児童
数は146人となっており、施設整
備等による定員の増加や認可外保
育施設の利用者補助拡大等によ
り、昨年度比102名の減となって
いる。

30年度 令和元年度

評価の内容

判定理由及び改善策等の提言

　高い水準の保育需要に応え待機児童が着実に減少しており、施策が良好に進展していると判断し、この評価
としました。
　男女共同参画社会の実現に向けて、若い世代の方々が安心して子育てできる社会であることは大切ですの
で、引き続き、待機児童数の解消に取り組んでください。



取組と実績
担当課
評価

46 保育支援課

　延長保育実施保育所数（30年4月1日現在）
　19時　33か所
　20時　15か所
　22時　 2か所

３

47 保育支援課

　認証保育所定員数（30年4月1日現在）
　552人

　平成31年4月の開設に向けて、認証保育所1施設の開設準備を
進めたほか、新規開設園の運営事業者の公募を行った。

３

48 児童青少年課

　日中家庭に保護者がいない児童を預かる学童クラブと放課後
の児童の居場所を提供する事業である放課後子ども教室との連
携会議を行うとともに、共通プログラム、合同避難訓練を実施
した。入会児童数の増に対応するため、第一・第二学童クラブ
に分館の設置を進めた。また、各小学校の放課後子ども教室実
行委員会で放課後子ども教室との連携方策について意見交換を
行った。加えて、子ども・子育て審議会に放課後対策部会を設
置し、放課後児童の安全安心な居場所を確保するため、両事業
の安定的な運営に向けた検討を行った。
　入会児童数　2,039人（4月1日現在）

３
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学童クラブの充実

認証保育所のサービスの
充実

延長保育の拡充

事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度



取組に対する今後の課題 計画及び目標

　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。

　19時以上の延長保育
　全保育所

　依然として高い保育ニーズに対応する
ため、特に低年齢児の定員増を図ってい
く必要がある。

　令和元年10月の開設に向けて、認証保育所1
施設の開設準備を進める。

　入会を希望する1～3年生及び障害児す
べての受入を継続するため施設の確保が
課題である。
　学童クラブと放課後子ども教室の両事
業が連携して運営できるような施設の確
保及び共通プログラムの検討を要する。
　子ども・子育て審議会から受けた答申
に基づき、両事業の安定的な運営に向け
た具体的な取組の検討を行う。

　入会を希望する1～3年生及び、障害児すべ
ての受入れ。4年生以上の児童の受け皿の確保
を目指す。
　放課後子ども教室と学童クラブの両事業の
安定的な運営に向けた具体的な取組の検討に
着手する。
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　1～3年生及び、申請期限内に申
込みのあった障害児をすべて受入
れすることができた。
　第二学童クラブ分館の運用を平
成31年1月に開始した。また、第
一学童クラブ分館は令和元年度中
の運用開始に向け設置準備を行っ
た。
　今後入会を希望する4年生以上
の受け皿を放課後子ども教室と連
携して確保していく。
　待機児童数　19人（4月1日現
在）

　待機児童の多い0歳～2歳児にお
ける保育の確保方策として有効で
ある認証保育所の新規開設に向け
た準備を進めることができた。

　公私全保育所で19時以上の延長
保育を実施している。

30年度 令和元年度

評価の内容



目　　標 　Ⅱ　ワーク・ライフ・バランスの推進

課　　題 　２　子育て支援

施　　策 （２）ひとり親家庭への支援

取組と実績
担当課
評価

49 住宅勤労課

　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。

３

50 子育て応援課

【ひとり親家庭自立支援事業】
教育訓練給付金　5件
高等職業訓練給付金 11件
高卒認定　　　　　　0件
セミナー開催　2回

【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。
対象世帯数　27世帯
派遣回数　899回
派遣時間　4,198時間
派遣時間（付加）2,128時間
※参考
ひとり親家庭のうち、
児童扶養手当受給世帯数1,813件（H31.3時点）

３

51 子育て応援課

【母子及び父子福祉資金】
配偶者のいない、20歳未満の子どもを扶養している女性または
男性に貸付を実施した。91件
【女性福祉資金】
配偶者のいない女性で要件を満たす場合に貸付を実施した。1
件 ３
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　仕事と家事の負担や経済的な負担がより大きくなるひとり親家庭に対して、安心して
自立した生活を送ることができるよう、市営住宅の優遇抽せんの実施や技能習得のため
の費用援助等を支援します。

事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度

母子及び父子福祉資金、
女性福祉資金の貸付の実
施

ひとり親家庭に対する市
営住宅入居機会の拡大

ひとり親家庭の自立のた
めの援助サービスの実施



【担当課評価基準】

　　５…予定より大きな成果が出ている

　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉

　　３…おおむね予定した成果が出ている

　　２…予定した成果があまり出ていない

　　１…予定した成果が出ていない

取組に対する今後の課題 計画及び目標

　一般世帯より抽せん玉を多くし、当選
の可能性を高くしているが、募集戸数が
少ない場合、一般世帯の入居確率が低く
なり、世帯構成に偏りがでる可能性があ
る。

　数値目標の設定に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。）

【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。

【ひとり親家庭ホームヘルプサービス事
業】
　昨年度に引き続き、国・都制度の動向
を注視しながら、サービスが必要とされ
る方へ提供できるように、周知を行なっ
ていく。

【ひとり親家庭自立支援事業】
　教育訓練給付金　8件
　高等職業訓練促進給付金　10件
　高等学校卒業程度認定試験合格支援事業　2
件
　セミナー開催　2回

【ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業】
　派遣時間5,488時間
　派遣時間（付加）2,235時間

　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。

【母子福祉資金】新規92件
【父子福祉資金】新規 6件
【女性福祉資金】新規 2件
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30年度

　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
行った。

令和元年度

評価の内容

　優遇抽せんの実施により、一定
の効果が見込めている。

【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、母子自立支援プロ
グラムを活用して母子家庭等自立
支援教育訓練給付金や母子家庭等
高等職業訓練促進給付金の支給
等、自立支援を行った。

【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
場合等にホームヘルパーを派遣し
た。今後も、ひとり親家庭の世帯
に対して状況に応じた派遣を実施
していく必要がある。



目　　標 　Ⅱ　ワーク・ライフ・バランスの推進

課　　題 　２　子育て支援

施　　策 （３）地域での子育て支援

取組と実績
担当課
評価

52
子ども家庭支

援課

○子ども家庭支援センター事業延利用人数
　・交流ひろば　　　　　　　129,131人
　・リフレッシュ保育　　　　　3,100人
○子ども家庭サービス事業延利用人数
　・ショートステイ　　　　　　　119人
　・トワイライトステイ　　　　7,341人
　・母子（父子）緊急一時保護　　204人
○子育て支援ボランティア養成講座
　・ステップアップ講座　 1回
　・参加人数　　　　　　14人

３

53
子ども家庭支

援課

○取組
　市民同士が行う、子育ての相互援助活動をサポートするとと
もに、事業周知を工夫し、提供会員の増加に努めた。
○実績
　・会員数　　　2,264人
　　（内訳）依頼会員数　1,762人
　　　　　　提供会員数　　432人
　　　　　　両方会員数　　 70人
　・延活動件数　4,258件

３

54 児童青少年課

　市立小学校22校全校で、学童クラブと合同でお話し会や避難
訓練を行うなど一体的または連携して事業を実施した。
　開催日数　延べ5,110日
　総参加者数　161,276人

３

55
文化生涯学習

課

　ＰＴＡ家庭教育学級
　34回　1,558人

　全市的家庭教育学級
　4回4事業　63人

３
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　在宅で子育てをする家庭を支援し、地域において安心して子育てができる仕組みづく
りを進めるとともに、地域全体で子育て支援に取組みます。

事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度

家庭教育学級の実施

子ども家庭支援事業の拡
充

ファミリーサポートセン
ター事業の実施

放課後子ども教室の実施



【担当課評価基準】

　　５…予定より大きな成果が出ている

　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉

　　３…おおむね予定した成果が出ている

　　２…予定した成果があまり出ていない

　　１…予定した成果が出ていない

取組に対する今後の課題 計画及び目標

　交流ひろば事業については、引き続き
利用したい方が利用できるよう安定的な
実施が求められる。
　子ども家庭サービス事業についても、
必要とする方が確実に利用できる体制を
維持する必要がある。
　子育て支援ボランティア養成講座につ
いては、参加者数が減少を続けているた
め、実施内容や周知方法を見直し、活動
継続を支援できるよう努める。

　事業を継続して実施する。
　なお、事業の性質上、数値目標の設定がな
じまないものについては行わない。子ども家
庭支援センター事業延利用人数
○子ども家庭支援センター事業延利用人数
　・交流ひろば　　　　130,000人
　・リフレッシュ保育　　3,100人
○子育て支援ボランティア講座
　・ステップアップ講座　 1回
　・参加人数　　　　　　20人

　引き続き、依頼会員数に対する提供会
員数の不足を解消するため、提供会員の
確保に向けた事業の周知等の取組を進め
る。

　事業を継続して実施する。
　引き続き、事業をより広く周知できるよう
その方法を工夫し、提供会員の確保に努め
る。また、研修を通じて提供会員によるサー
ビスの質の向上を図る。
○目標
　・会員数　　　2,350人
　　（内訳）依頼会員数　1,800人
　　　　　　提供会員数　　450人
　　　　　　両方会員数　　100人
　・延活動件数　4,500件

　学童クラブと放課後子ども教室の両事
業の安定的な運営に向け、情報共有を図
るとともに、連携体制の強化を図る。

　教育委員会、学校と連携し、学童クラブと
放課後子ども教室の両事業が、連携して運営
できるような施設の確保を目指す。
　22校全ての小学校において、学童クラブと
一体的または連携して事業を実施し、学童ク
ラブと合同でスポーツイベントやお話し会、
避難訓練を行うなど、放課後児童の安全・安
心な居場所づくりに努める。

　引き続き、府中市立小中学校ＰＴＡ連
合会に委託して実施。実施するにあたっ
ては、説明会にて家庭教育の定義をご理
解いただくよう努める。
　また、全市的家庭教育学級は開催の時
間帯や内容を工夫するなどして参加者数
の増加を目指す。

　ＰＴＡ家庭教育学級
　33回以上　2,000人
　（各校1回以上）

　全市的家庭教育学級
　100人以上
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30年度

　ＰＴＡ家庭教育学級について
は、府中市立小中学校ＰＴＡ連合
会に委託し、幅広い内容で各校１
回以上の実施ができた。
  全市的家庭教育学級について
は、内容は好評であったが参加人
数が伸びなかった。4回とも平日
の午後に実施したが、午前中や土
日の講座を企画するなど時間帯の
工夫が必要だと感じた。

令和元年度

評価の内容

　交流ひろば事業の利用者数は減
少傾向にあるが、依然需要は大き
い。また、リフレッシュ保育の利
用者数は大きく伸びており、必要
に応じてサービスを提供すること
ができた。
　子ども家庭サービス事業につい
ては、徐々に減少しているが、必
要とする方にサービスが行き届く
ことが重要である。

　前年度と比較し、会員数が増加
しており、子育てに関する援助を
受けたい市民と行いたい市民の相
互援助への支援が進んでいると考
えられる。

　市立小学校22校全校で、学童ク
ラブと一体的または連携して事業
を実施し、放課後児童の安全・安
心な居場所づくりに努めた。



目　　標 　Ⅱ　ワーク・ライフ・バランスの推進

課　　題 　３　介護支援

施　　策 （１）　高齢者・障害者・介護者支援等の充実

取組と実績
担当課
評価

56 高齢者支援課

　老人クラブ、シルバー人材センターへ補助金を交付したほ
か、活動のPR協力を行った。
　老人クラブ
　90クラブ中女性会長9クラブ
　会員数6,030名うち女性3,786名
　シルバー人材センター
　会員数1,827名うち女性549名

３

57 高齢者支援課

　高齢者住宅入居者の女性の割合は81.2％である。
　単身になり経済的弱者に陥りやすい高齢女性に安心して生活
できる居住の場を提供した。

３

58① 高齢者支援課

　在宅で生活している65歳以上で「要介護３」以上に認定され
た方に自宅に理容師・美容師が訪問して調髪サービスを行っ
た。
延べ2,384人 ３

58② 介護保険課

　低所得者の方に、在宅介護サービスの自己負担の1/4を軽減
する府中市介護サービス利用料軽減事業を実施した。
　年度末対象者　2,719人

４

59①
地域コミュニ

ティ課

　在宅介護の基礎に関する講座を開催した。
　H30　3回 33人(男性5人)
　H29　3回 32人(男性3人)
　H28  1回 19人(男性3人)

３
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介護保険事業など福祉
サービスの充実

介護保険事業など福祉
サービスの充実

高齢者住宅の確保

生きがい事業の充実

介護に関する知識や情報
の提供

　男女がともに介護における役割を担っていくために、ホームヘルプサービス等の介護
負担を軽減し介護を支える仕組みを周知し、有効な活用を促すとともに、高齢者や障害
のある人の自立や生きがい活動の支援等を行います。

事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度



【担当課評価基準】

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

取組に対する今後の課題 計画及び目標

　地域による支えあいの体制構築、高齢
者の経験・知識を活用した生きがいづく
りのための活動の場や機会を創出できる
ように継続して支援を行う。

　事業の性質上、数値目標を設定することは
馴染まない。

　退去による空き部屋について入居者募
集を行う。

　事業の性質上、数値目標を設定することは
馴染まない。

　在宅で生活している65歳以上で「要介
護３」以上に認定された方の自宅に理容
師・美容師を派遣し、調髪サービスを実
施する。

　事業の性質上、数値目標を設定することは
馴染まない。

　引き続き制度の周知を図り、自立した
生活の実現のために、支援を必要とする
低所得者に制度を利用してもらうことが
求められる。

　事業の性質上、数値目標を設定することは
馴染まない。
　引き続き、市民やケアマネジャー等に、広
報やおとしよりの福祉、ケアマネジャー連絡
会等を通じて制度周知を実施し、低所得者の
支援につなげていく。

　参加者が少なく、十分な啓発を行えて
いないこと。講座内容・周知方法等を検
討する必要がある。

　意識啓発事業年間　1回以上
　参加者　40人以上
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　市内の病院と協働し、講座を実
施し、介護に関する意識啓発を行
うことができたため。

　実績が予算額をわずかに超えた
ことから、ほぼ見込みどおり介護
サービス利用時における低所得者
の利用者負担軽減を実施すること
ができ、自立した生活の実現のた
めの支援を行うことができたと考
えられるため。

　申請のあった対象者について
は、全員を決定し利用し・美容師
の派遣が出来ているため「３」を
選択した。

　入居者の多くが女性であるが、
住宅の困窮程度で入居者を決定す
るため性別でのバランスを考慮す
ることは困難である。

　老人クラブについては活動回
数、シルバー人材センターは契約
金額が伸びており、活動が活発化
していると言える。しかし、会員
数については、老人クラブで減
少、シルバー人材センターで微増
であり、会員の獲得が課題であ
る。

30年度 令和元年度

評価の内容



取組と実績
担当課
評価

59② 高齢者支援課

　「介護保険ガイド＆おとしよりのふくし」の発行等により情
報の提供に努めた。
　「介護保険ガイド＆おとしよりのふくし」発行部数　15,000
部（介護保険課分と合算） ３

59③
重点
項目

介護保険課

　介護保険ガイドの発行や、窓口相談や出張説明会等により情
報提供に努めた。
介護保険ガイド作成数　7,500部
出張説明会　1回（10人参加）
事業者相談数　1,111件
利用者相談数　  112件

３

59④ 障害者福祉課

【精神保健福祉啓発事業】
　メンタルヘルス講座の開催
　日時：平成30年12月19日（水）14時～16時30分
　テーマ：「障害のある人と一緒に暮らすということ」
　会場：バルトホール
　講師：河井文氏（府中市肢体不自由児者父母の会会長）
       栗山　惠久子氏（府中市手をつなぐ親の会会員）
　　　 野村　忠良氏（府中市精神障害者を守る家族会会長）

　参加者数：131名
  ガイドブック「メンタルヘルスナビ」の改訂版の配布
　300部
　府中市の精神保健福祉に関する課題の抽出、課題への取組に
ついて検討　定例会議11回

３

府中市男女共同参画推進協議会による第三者評価

【項目評価基準】

・　立てられた計画に基づき、着実に実行して 　　　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　　

・　担当課の自己評価は適切に行えているか 　　　Ｃ…現状維持

・　課題を適切に把握しているか 　　　Ｄ…施策がやや後退している

　　　Ｅ…後退している
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　　いるか

事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度

介護に関する知識や情報
の提供

介護に関する知識や情報
の提供

介護に関する知識や情報
の提供



取組に対する今後の課題 計画及び目標

　介護保険制度の案内や、国・都・市・
社会福祉協議会の福祉サービス等をまと
めた冊子「介護保険ガイド＆おとしより
のふくし」の発行等により情報提供を行
う。

　相談者等からの求めに応じて随時対応する
ことも多いため、目標の設定にはなじまな
い。

　出張説明会は、各団体からの要請に応
じて実施するため、本取組の内容につい
て、周知を一層の図っていきたい。

　引き続き、制度などの情報提供に努めてい
くが、各種相談等は要請に応じて随時対応す
ることも多いため、数値目標は設定しづら
い。
　そのため、気軽に相談しやすい体制づくり
などを図っていく。

【精神保健福祉啓発事業】
　ガイドブック「メンタルヘルスナビ」
に関して、今年度の協議の結果、課題
（内容の変更が頻繁でタイムリーに対応
できない、内容の全てでなく1部が必要な
方が多くいる、インターネットが普及し
ているなかネットで情報を得たい人がい
る、ガイドブックは1冊あたりのコストが
高い等）が挙げられた。課題に対応した
普及啓発方法が必要となる。

【精神保健福祉啓発事業】
　ガイドブック「メンタルヘルスナビ」のウ
エブ版の作成
　メンタルヘルス講座　開催

重点項目 評価

５９ Ｃ
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　出張説明会の回数は減りましたが、事業者・利用者相談数は増えているため現状維持と判断し、この評価と
しました。気軽に相談しやすい体制づくりが図れたと捉えられる一方で、情報の周知徹底ができていないか
ら、個別相談が増えているとも捉えられます。
　各団体の出張説明会の要請が減った原因を分析し、開催回数の増加を図るとともに、より多くの方に適切な
情報提供を行ってください。また、「評価の内容」「取組に対する今後の課題」「計画及び目標」の記載内容
が前年度と同じですので、来年度以降、工夫をお願いします。
　これからますますニーズが増える事業だと思いますので、引き続きの支援拡大に努めてください。

判定理由及び改善策等の提言

30年度 令和元年度

評価の内容

【精神保健福祉啓発事業】
　今年度は定例会議以外で、協議
会委員に対し、個別に各々の立場
から考える府中市の精神保健福祉
の課題をヒアリングする協力を得
ることができた。課題をまとめ、
定例会議で協議会全体で課題を共
有し、対策について意見交換をす
ることができた。
　今年度の講演会のテーマは抽出
した課題の1つである「対話の重
要性」について小中学校の協力も
得て、保護者にも周知し、広報だ
けでは参加にいたらない層の参加
が得られた。課題から普及啓発の
テーマを考え、来てほしい対象に
周知でき、アンケートの結果から
も概ね予定した成果が出ていると
評価する。

　各種福祉サービスの情報提供な
どによって、男女で役割を分けな
い支え合いのあり方について周知
を図ることができた。

　介護保険制度の案内や国・都・
市・社会福祉協議会の福祉サービ
スをまとめた冊子「介護保険ガイ
ド＆おとしよりのふくし」の作
成・配布、出前講座の実施等によ
り情報の提供を行った。



取組と実績
担当課
評価

60 障害者福祉課

【自立支援介護給付事業】
　居宅、施設で生活する障害者（児）が受ける介護サービスについて必要な給付を行った。
・訪問系サービス
①居宅介護　実人数390人　延利用時間80303.25間
②重度訪問介護　実人数65人　延利用時間371,098時間
③行動援護　実人数17人　延利用時間2,893.5時間
④同行援護　実人数52人　延利用時間9,358時間
・日中活動系サービス等
①生活介護　実人数467人　延利用日数101,048日
②療養介護　実人数38人　延利用日数13,260日
③短期入所　実人数270人　延利用日数9,361日
・居住系サービス
①施設入所支援　実人数158人　延利用日数55,572日

【自立支援訓練等給付事業】
　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
①自立訓練（生活訓練）実人数31人　延利用日数1,738日
②自立訓練（機能訓練）実人数3人　延利用日数268日
③宿泊型自立訓練　実人数13人　延利用日3,022日
④就労移行支援　実人数140人　延利用日数12,566日
⑤就労継続支援（A型)　実人数39人　延利用日数6,876日
⑥就労継続支援(B型）　実人数519人　延利用日数78,652日
⑦就労定着支援　実人数17人　述利用日数65日
⑧自立生活援助　実人数0人　述利用日数0日
・居宅系サービス
①共同生活援助　実人数222人　延利用日数61,970日

【障害児通所給付事業】
　通所施設を利用する障害児に対し、必要な給付を行った。
①児童発達支援　実人数289人　延利用日数20,475日
②医療型児童発達支援　 実人数28人　述利用日数1,727日
③放課後等デイサービス 実人数557人　述利用日数67,841日
④居宅型児童発達支援　実人数0人　述利用日数0日
⑤保育所等訪問支援　実人数1人　述利用日数1日

３

61 障害者福祉課

[障害者就労支援事業]
　心障センター「み～な」において就労支援等を行った。
　事業登録者  　392人
　就労支援　　4,138件
　生活支援　　5,501件
[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公園での清掃作業を
委託した。
　 21施設、延べ1,332日

４

104

事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度

障害者（児）サービスの
充実

障害のある人の就労支援



取組に対する今後の課題 計画及び目標

　今後も利用者の増が見込まれるため、
更なる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。

　必要なサービスを受給できるよう引き続き
サービス提供体制の確保に努める。事業の趣
旨から数値目標を定めるのは妥当ではない。

[障害者就労支援事業]
　障害のある方々の就労相談を通して、
就労の機会を提供するとともに、ジョブ
コーチや日常生活面での支援により、賃
金を得ることによる労働意欲、勤労意欲
の向上を図り、もって障害者の就労支援
を促進する。
[障害者清掃作業委託事業]
 今後、施設数も増えているため、公園清
掃での工賃確保を新規施設にも行き渡ら
せるようにすることが課題。

　事業の趣旨から数値目標を定めるのは妥当
ではない。
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30年度 令和元年度

評価の内容

　平成30年4月の制度改正によ
り、新たに就労定着支援、自立生
活援助、居宅型児童発達支援が開
始された。
障害福祉サービスについては居宅
介護、就労移行、就労継続支援、
共同生活援助等、利用日数が増と
なっている。また、障害児通所給
付費については、市内事業所数の
増もあり、利用者も大幅に増と
なっている。

[障害者就労支援事業]
　利用登録者数は年々増加し、そ
の相談内容は多様化している。事
業登録者も大きく伸びており、依
然障害者の一般企業への就労が厳
しい状況が続いている。
[障害者清掃作業委託事業]
　安定的な工賃収入の確保。



目　　標 　Ⅲ　人権が尊重される社会の形成

課　　題 　１　配偶者等からの暴力の防止

施　　策 （１）暴力の根絶に向けた取組の推進

取組と実績
担当課
評価

62
地域コミュニ

ティ課

　11月の女性に対する暴力をなくす運動に合わせて、講座を実
施した。
　1回　受講者数　25人（男性0人）
　その他、期間中にパープルリボンキャンペーンと題し、来館
者による紫カラーのオブジェの作成と市役所市民談話室に意識
啓発ポスターの掲示等を実施した。

　市内学校(東京農工大学、市立第二中学校、第四中学校、第
五中学校、第六中学校、第九中学校)と連携し、デートDV意識
啓発講座を実施した。
　6回 受講者数 968人(男性477人)

　デートDV・SNS世代の保護者向け講座を実施した。
　「思春期の子どもを取り巻く危険」
　2回　受講者数 12人（男性 2人）

　グループ相談事業「ほっとカフェ」を実施した。
　12回 受講者 15人(男性 0人)
　
 過去の総数
 H30 21回 1,020人(男性 479人）
 H29  7回 1,439人(男性 649人)
 H28  3回    60人(男性 　2人)

３

63
地域コミュニ

ティ課

　DV被害者マニュアル研修を1回実施し、庁内の連携を図っ
た。
　H30 47人
　H29 45人
　H28 42人

３
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　配偶者等からの暴力は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であることや「配偶者
からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の内容などについて、パープルリ
ボンキャンペーンや講座を通じて意識啓発を図り、ＤＶやデートＤＶに関する理解と根
絶に努めます。
　さらに、ＤＶ被害者支援対応マニュアルに基づく研修を実施し、市職員の共通認識を
徹底します。

事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度

暴力を防ぐための意識啓
発

庁内連携の強化



【担当課評価基準】

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

取組に対する今後の課題 計画及び目標

　継続した意識啓発活動を行うこと。府
中市内全ての中学・高校・大学への講座
実施ができていないこと。

　引き続き、女性に対する暴力をなくす意識
啓発講座（デートDV関連も含む）、意思啓発
ポスターや、パープルリボン関連事業を実施
する。
　女性に対する暴力をなくす意識啓発講座
（デートDV関連も含む）については、大学・
高校・中学校等での講座の開催を行う。
　延べ受講者数 1,000人

　参加した職員以外への意識啓発。 　年1回のマニュアル研修の実施
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30年度 令和元年度

評価の内容

　昨年度設定した計画どおり、市
内学校と連携したデートDV意識啓
発事業を実施できたため。

　昨年度設定した計画どおり　DV
被害者マニュアル研修を通し、職
員に共通認識の徹底を図ったた
め。



目　　標 　Ⅲ　人権が尊重される社会の形成

課　　題 　１　配偶者等からの暴力の防止

施　　策 （２）被害者に対する支援の充実

取組と実績
担当課
評価

64
地域コミュニ

ティ課

　女性問題相談カードを市内全公共施設の女性トイレに配架
し、女性問題相談の周知を図るとともに、市が作成した｢デー
トDVって知ってる？｣のリーフレットを公共施設23施設へ配布
し、意識啓発活動を行った。
　また平成30年度は女性問題相談の案内リーフレット「ひとり
で悩まないで-迷ったとき、困ったときに-」を更新し、各公共
施設へ配架した。 ３

65
地域コミュニ

ティ課

　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。

　市町村担当課長会議・担当者会議・女性のための相談に関す
る懇談会に出席 ３

66
地域コミュニ

ティ課

　東京多摩地域民間シェルター連絡会に補助金を交付した。

３

108

　被害者が配偶者等からの暴力から逃れ、本人の意思に沿った自立に至るまでには、相
談から自立支援等まで、様々な機関からの支援を必要とするため、被害者に対して心身
のケアを行い、関係機関と連携しながら、DVに関する相談や支援体制の強化を図りま
す。
　また、被害者の中には、被害にあっている認識がない場合もあり、被害者自身の気づ
きを促すための情報提供や女性問題相談カードの配布等による相談窓口の周知を徹底し
ます。

事業項目 担当課

30年度

民間シェルターへの財政
的支援

相談体制の充実

関係機関との連携の強化

事業項
目番号



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

取組に対する今後の課題 計画及び目標

　気軽に相談できる環境づくりについ
て、検討する必要がある。

　引き続き、相談体制の強化や関係機関・関
係部課との連携を図る。
　同じ悩みを抱える方と集まり、話をする
「ほっとカフェ」(グループ相談事業)につい
ては、興味を引くテーマを設定するととも
に、気軽に相談できる環境づくりに努める。

　各機関、素早い対応ができるよう、こ
れまで以上に関係を強化すること。

　連携会議を年1回実施
　市町村担当課長会議・担当者会議に出席
し、他自治体の施策等の情報収集

　他自治体の状況を踏まえ支援について
検討する必要がある。

引き続き補助金を交付し、同連絡会の運営・
活動を支援する。

109

　昨年度設定した計画どおり、継
続的に東京多摩地域民間シェル
ター連絡会に補助金を交付してい
るため。

30年度 令和元年度

評価の内容

　昨年度設定した計画どおり、女
性問題相談に関するリーフレット
の配架、グループ相談事業を実施
したため。

　昨年度設定した計画どおり、定
期的に関係機関との情報交換の会
議を開催し、連携の強化を図る。



目　　標 　Ⅲ　人権が尊重される社会の形成

課　　題 　１　配偶者等からの暴力の防止

施　　策 （３）自立支援体制の確立

取組と実績
担当課
評価

67 住宅勤労課

　公営住宅の入居時期や資格等をまとめたチラシを住宅勤労課
窓口と市政情報センターで配布し、情報提供した。また、広報
ふちゅうや市のホームページ・府中インフォラインで募集時期
を周知した。 ３

68 総合窓口課

　支援登録している被害者658人の個人情報を適正に管理し
た。住民票の写しの交付に際しては、請求権有無の確認、指定
の身分証での本人確認等を徹底し、交付を行った。また、公用
請求や第三者請求についても、電話連絡や注意喚起の付箋を付
ける等、取扱いについて注意を促し、交付した。
　生活援護課主催「生活困窮者支援連絡会」で主管課から依頼
を受け、ＤＶ被害における支援措置申出について説明を行っ
た。
※658人＝平成31年4月1日現在の人数

３

　ＤＶ被害者が自立した生活を送れるよう、生活基盤を整えるための経済的支援や各種
制度に関する情報提供等を行います。
　また、被害者が安全な生活を送るため、住所等が加害者に知られることのないよう、
被害者の個人情報の管理の徹底を図ります。

事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度

被害者の個人情報の管理
の徹底

公営住宅への入居の情報
提供
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【担当課評価基準】

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

取組に対する今後の課題 計画及び目標

　今後も、公営住宅の入居時期や資格等
をまとめたチラシを住宅勤労課窓口等で
配布し、情報提供していくが、対象の方
がDV被害者ということから積極的な情報
提供方法に限りがある。

　数値目標の設定になじまない事業である。
（今後も、情報提供を進め、幅広く周知でき
るよう努めていく。）

　住民基本台帳事務処理要領の一部改正
に伴い、支援措置対象者の除票の写し等
の交付について、取り扱いを検討する必
要がある。

　見込被害者660人の個人情報は、引き続き特
定の職員のみ扱うこととし、被害者の住民票
の写しや戸籍謄本等の交付については、細心
の注意をはらって交付する。また、マイナン
バー法の情報連携における取扱い等、各課で
情報共有が必要な事案については、適宜連絡
を取り合う等して、適切な情報連携に努め
る。
※660人＝平成31年4月１日現在の人数に見込
みを加えた人数

令和元年度

評価の内容

30年度

　住民票の写し及び戸籍謄本や附
票の交付の際は、特定の職員が確
認の上、発行制限解除・発行・再
度制限をし、取扱いは厳重にして
いる。

　公営住宅募集に関する市民から
の問合せ等は、特に募集時期が近
づいてくると、DV被害者も含め多
くの問合せ・相談があることか
ら、これまでの情報提供の効果が
発現しているものと考えている。
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目　　標 　Ⅲ　人権が尊重される社会の形成

課　　題 　２　人権の尊重

施　　策 （１）家庭内暴力等の根絶に向けた取組の推進

取組と実績
担当課
評価

69①
重点
項目

子ども家庭支
援課

○取組
　児童虐待防止マニュアル及びそのダイジェスト版を活用し、
関係機関との連携強化や情報共有の迅速化を図り、児童虐待の
防止に努めた。
　また、講演会や市内イベントでのチラシ配布等を通じて、関
係機関や市民に対し、児童虐待防止の普及啓発を行った。
○実績
　・関係機関向け研修会　2回
　・子育て支援講演会　　1回
　・普及啓発活動　　　　3回 ３

69②
子ども家庭支

援課

〇取組
　子育て世代包括支援センターを立ち上げ妊娠届け出時に看護
職による面談を実施し、支援が必要な妊婦を早期に把握し、電
話や家庭訪問により保健師がフォローすることができた。
〇実績
・妊娠届出数　1927件
・面接数　　　1899件
・面接未実施　　28件（流産・死産・転出等　12件、新生児訪
問等で
　　　　　　　　　　確認16件）

３

府中市男女共同参画推進協議会による第三者評価

【項目評価基準】

・　立てられた計画に基づき、着実に実行して 　　　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　　

・　担当課の自己評価は適切に行えているか 　　　Ｃ…現状維持

・　課題を適切に把握しているか 　　　Ｄ…施策がやや後退している

　　　Ｅ…後退している

児童虐待を防ぐための意
識啓発

児童虐待を防ぐための意
識啓発

　　いるか
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　家庭内暴力等について、その予防と根絶のための情報提供、意識啓発の充実を図ると
ともに、相談しやすい体制づくりを進めます。
　特に、児童虐待については、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握、育児
に関する不安や悩みの相談等による取組の充実とともに、早期発見、早期対応や保護・
自立に至るまでの総合的な支援体制の整備を推進します。
　また、高齢者、障害のある人への暴力の根絶に向けて、相談体制の充実を図ります。

事業
項目
番号

事業項目 担当課

30年度



【担当課評価基準】

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

取組に対する今後の課題 計画及び目標

　引き続き、児童虐待等への支援に不可
欠な関係機関との連携強化や情報共有の
迅速化を図る。
　普及啓発については、児童虐待の防止
をより広く周知できるよう、その方法の
検討を続ける。

　事業を継続して実施する。
　なお、事業の性質上、数値目標の設定はな
じまないため行わない。

　外国人への対応
　早期支援体制の充実

　要支援妊婦の的確な把握と早期支援の継続
　子ども家庭支援センター「たっち」・医療
機関等との連携
　産後ケア事業の開始

重点項目 評価

６９① Ｃ

　妊娠届の全数面接を実施し、妊
娠中から支援が必要な方を早期に
把握し支援を開始することができ
た。子ども家庭支援センター
「たっち」や医療機関とも連携を
図り支援することができた。

　連携に困難を感じる関係機関に
対し、新たに児童虐待防止マニュ
アル等を配布することで、連携強
化に取り組むことができた。
　普及啓発活動については、予定
どおり講演会や市内イベントでの
チラシ配布を行い、児童虐待防止
の普及啓発に努めることができ
た。

令和元年度30年度

判定理由及び改善策等の提言

　計画どおり着実な取組を行っているようですが目標に対し、普及啓発活動が減ってしまっているため、現状
維持と判断し、この評価としました。
　「数値目標の設定はなじまない」という記述ではなく、連携先や情報共有方法、どう迅速化していくのかな
ど、具体的に記述してください。
　相談件数の増加は、児童虐待の相談件数が増加し、啓発の結果かと思われます。社会的にも取り上げられて
おり非常に重要な取り組みですので、引き続き、情報が必要な人に届くよう情報提供を工夫していただくとと
もに、関係機関との連携強化に努めてください。
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評価の内容



取組と実績
担当課
評価

70①
重点
項目

子ども家庭支
援課

○取組
　子ども家庭支援センター「たっち」及び「しらとり」（夜間
相談のみ）において、子育てに関する総合相談を行った。
　また、市内小中学校に電話相談カードを配布し、児童自身か
らも相談しやすい体制づくりに努めた。
○実績
　・新規相談受理件数　1,171件
　　（内訳）育児相談　190件
　　　　　　児童虐待　281件
　　　　　　養育困難　458件
　　　　　　障害等　　 14件
　　　　　　保健相談　 68件
　　　　　　非行等　　　3件
　　　　　　育成　　　 74件
　　　　　　不登校　　 26件
　　　　　　その他　　 57件

３

70② 保育支援課

○育児相談（保育所）
○子育てひろば「ポップコーン」事業等
　34か所
　延参加人数：14,311人
（うち子7,439人）
○園庭開放
　週2回15か所
　延参加人数：6,687人
（うち子3,828人）
○地域子育て支援センター「はぐ」きたやま・さんぼんぎ
　延利用者数：9,777人
（うち子7,063人）

３

70③ 児童青少年課

　青少年自身やその保護者の子育ての悩みのほか、ひきこもり
やニート等の相談について相談を受付けることを目的に、子ど
も・若者総合相談を実施した。
▽子ども・若者総合相談
・青少年や子育ての相談
　面接相談　  6件（延べ14件）
　電話相談　  1件（延べ2件）
・ひきこもり等の相談
　面接相談   15件（延べ71件）
　電話相談　　3件（延べ3件）

３

府中市男女共同参画推進協議会による第三者評価

【項目評価基準】
・　立てられた計画に基づき、着実に実行して 　　　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　　

・　担当課の自己評価は適切に行えているか 　　　Ｃ…現状維持

・　課題を適切に把握しているか 　　　Ｄ…施策がやや後退している

　　　Ｅ…後退している
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子どもに関する相談

子どもに関する相談

子どもに関する相談

担当課

30年度
事業項
目番号

事業項目

　　いるか



取組に対する今後の課題 計画及び目標

　引き続き、相談しやすい体制づくりに
努め、育児不安や精神的不安の解消を図
り、子育て家庭の孤立化を防ぐ。

　事業を継続して実施する。
　なお、事業の性質上、数値目標の設定はな
じまないため行わない。

○育児相談（保育所）
○子育てひろば事業等
　34か所
○園庭開放　週2回15か所

  子育てひろば
　「ポップコーン」12か所
　「その他の事業」22か所
※子育てひろば
　「ポップコーン」事業等
　　開催事業数1,600回
　（園庭開放含む）

　子ども・若者総合相談について、更な
る周知及び内容の充実を図るとともに、
関係機関との連携強化を図る。

　チラシやホームページを活用した広報活動
や、子どもの自立に悩む家族向けのセミナー
を行い、新規相談の増加を目指すとともに、
相談者に対しては、継続的に相談を受付け、
助言や適切な支援機関の紹介を行う。
　また、若者の自立等支援に係わる効果的な
施策を検討する。

重点項目 評価

７０① Ｂ

　子ども・若者に係わる様々な相
談に応じ、関係機関の紹介や助言
等を行うことができた。

　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。
　

　前年度に比べ、新規相談受理件
数が増えている。特に、児童虐待
や養育困難に関する相談件数が増
加しており、児童虐待防止の普及
啓発が進んでいることが考えられ
る。
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30年度 令和元年度

評価の内容

判定理由及び改善策等の提言

　新規相談件数が増え、虐待予防の普及啓発や相談しやすい体制づくりの成果が出ており、施策が良好に進展
していると判断し、この評価としました。
取組と実績について、児童からどのような相談があったのか、相談者の男女別（父・母・祖父・祖母など）が
わかると良いです。
　また、「計画及び目標」について、「電話相談カードを引き続き配布」「たっちの相談員を増員」など、具
体的な内容を記述してください。
　今後は、新規相談に加え、継続相談数の推移分析や相談体制の維持・拡充を図り、児童虐待などの防止に努
めてください。



取組と実績
担当課
評価

70④
子ども家庭支

援課

〇取組
　「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

〇実績
相談件数
　保健相談　3514件
　栄養相談　  358件
　歯科相談　  72件

３

70⑤ 指導室

①教育ｾﾝﾀｰにおける教育相談の実施
②スクールソーシャルワーカーの配置
③全校に週1回スクールカウンセラーを配置

３

71
重点
項目

子ども家庭支
援課

〇取組
　「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

〇実績
相談件数
　保健相談　3514件
　栄養相談　  358件
　歯科相談　  72件

３

府中市男女共同参画推進協議会による第三者評価

【項目評価基準】
・　立てられた計画に基づき、着実に実行して 　　　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　　

・　担当課の自己評価は適切に行えているか 　　　Ｃ…現状維持

・　課題を適切に把握しているか 　　　Ｄ…施策がやや後退している

　　　Ｅ…後退している
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子どもに関する相談

子どもに関する相談

　　いるか

事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度

児童虐待防止への対応



取組に対する今後の課題 計画及び目標

　相談窓口の周知を継続していく。
  相談員の質の維持。

　急な相談に対応できる体制を維持する。
　前年同様に、相談を入口に相談内容に合わ
せ必要なサービス紹介や関係機関と連携を取
り支援していく。

　相談体制の拡充。 　関係機関と連携を強化し、相談体制の充実
に努める。
　数値目標は困難。

　相談窓口の周知を継続していく。
  相談員の質の維持。

　急な相談に対応できる体制を維持する。
　前年同様に、相談を入口に相談内容に合わ
せ必要なサービス紹介や関係機関と連携を取
り支援していく。

重点項目 評価

７１ Ｃ

117

　急な来所相談にも対応できた。
一時相談にとどまらず継続相談や
訪問を実施することができた。ま
た、必要時関係機関にも繋げるこ
とができた。

　関係機関と連携を図りながら相
談者の課題解決に努めた。

30年度

　マニュアルを活用し関係機関との連携強化・情報共有がうまくできている様ですが、個別ケース検討会議な
ども前年と同程度となっているため、現状維持と判断し、この評価としました。
　また、記載内容が前年度とほぼ同じ内容であり、「児童虐待の早期発見及び予防に努めることができた」に
ついても具体的な記述がなく、さらに、学校や保育所などとの定期的な情報交換についても内容・回数の記載
がありません。次回以降、もう少し工夫し、詳しく記述してください。
　引き続き、継続実施に努めていただくとともに、課題抽出や取組内容の検討をお願いいたします。

令和元年度

評価の内容

急な来所相談にも対応できた。一
時相談にとどまらず継続相談や訪
問を実施することができた。ま
た、必要時関係機関にも繋げるこ
とができた。

判定理由及び改善策等の提言



取組と実績
担当課
評価

72 高齢者支援課

　市と地域包括支援センターにおいて、主に高齢者の相談を受
け付けた。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、そのため女性に関する相談の割合が高く
なった。

　地域包括支援センターにおける
　女性に関する相談件数（実人数）
　　6,755件/10,513件（約64.3%）

【参考】高齢者（65歳以上の方）人口に占める
　　　　女性の割合　約56.1%

３

73 障害者福祉課

（事業実績　プラザ分）
＜内容＞（重複あり）
・福祉サービスの利用　 2,121件
・社会資源の活用　　　   117件
・医療・病気・不安解消 1,946件
・生活技術・就労　　　   430件
・その他　　　　　　　   869件

 (事業実績　あけぼの分）
＜内容＞（重複あり）
・福祉サービスの利用　 2,662件
・社会資源の活用　　　 1,344件
・医療・病気・不安解消 1,373件
・生活技術・就労　　　 1,610件
・その他　　　　　　　   369件

委託相談機関と合わせた相談件数
＜方法＞
・訪問　　　　　1,538件
・来所　　　　　4,405件
・同行　　　　　  441件
・電話　　　　 11,314件
・電子メール　　　255件
・個別支援会議　1,108件
・関係機関　　　7,719件
・その他　　　　  519件
＜内容＞（重複あり）
・福祉サービスの利用　14,068件
・社会資源の活用　　　 1,946件
・医療・病気・不安解消 9,204件
・生活技術・就労　　　 2,681件
・その他　　　　　　　        4,020件

３
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福祉総合相談

障害者相談支援事業

事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度



取組に対する今後の課題 計画及び目標

　支援が必要な方を把握し、支援に繋げ
るよう、相談窓口の更なる周知を図る必
要がある。
　また、受け付けた相談に対して適切な
助言等を行い、相談者の権利を擁護して
いくためには、関係機関との連携が不可
欠である。

　市と地域包括支援センターにおいて高齢者
等の相談を受け付けていくなかで、高齢の女
性や高齢の家族を持つ女性に関する相談に対
して適切な助言等を行い、相談者が安心して
生活できるように支援していく。

　女性の相談件数　7,000件程度

　相談支援事業を実施することにより障
害者やその家族の地域における生活支援
体制の充実を図るほか、高次脳機能障害
者支援事業として普及啓発や関係機関の
連携を強化し、高次脳機能障害者への支
援の充実を図る。

　事業の趣旨から数値目標を定めるのは妥当
ではない。

　不足なく相談業務を行うために
は、第一に相談窓口の周知が重要
である。昨年度の相談件数は前年
度と比べて微減したが、中期的に
みれば増加傾向であり、相談窓口
として地域包括支援センターが
徐々に認知されてきているものと
捉えている。そのため３を選択し
た。

　より良い支援を行うために市を
含めた関係機関等で学習会や出張
講座、関係機関連絡会などを開催
し当事業の広報・普及・啓発を
行った。事業利用者は毎年増加し
ており相談内容も多様化してきて
いる。このことから当事業の一般
への周知も広がり一定の成果が出
ているものと考えられる。

評価の内容

30年度
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目　　標 　Ⅲ　人権が尊重される社会の形成

課　　題 　２　人権の尊重

施　　策 （２）男女平等の視点に立った表現への配慮

取組と実績
担当課
評価

74 広報課

　29年度同様、「男女共同参画表現ガイドライン」に沿った適
切な表現に努めた。

３

75
地域コミュニ

ティ課

　市の発行物等を作成する際に、男女平等の視点を取り入れて
もらうため、表現ガイドラインを全庁共用キャビネットへ格納
し、職員がいつでも見られるようにしている。

２

76
地域コミュニ

ティ課

　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
料などの蔵書の充実に努めた。
　蔵書数　H30 8,062冊
          H29 7,967冊
　        H28 7,956冊

３

「表現ガイドライン」に
基づく適切な表現への配
慮

男女共同参画についての
情報・資料の収集・発信

映像・活字等における適
切な表現への配慮

30年度

担当課事業項目
事業項
目番号

　広報紙や市の出版物等を作成する際に、固定的な性別役割分担に基づいた表現などに
ならないよう、また積極的に男女平等や男女共同参画を促す表現をしていくよう、職員
への啓発を図ります。
　　また、国や都の男女共同参画における動向を注視するとともに、講座の開催等によ
る情報発信を行い、市民への意識啓発を図ります。
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【担当課評価基準】

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

取組に対する今後の課題 計画及び目標

　今後も、変化する社会情勢に合わせた
表現方法等を的確に把握し、対応する必
要がある。

　「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、変化する社
会情勢に合わせた表現方法等を把握、対応
し、表現方法等の全庁的な研修・周知を行
う。

　表現ガイドラインが平成23年度以降見
直しが行われていないこと。また、積極
的に活用してもらうための周知が行われ
ていないこと。

　表現ガイドラインの見直しにあたり、まず
は他自治体の動向等情報収集を行う。
　職員に活用してもらえるよう周知を行う。

　既存の資料・蔵書について、劣化・破
損しているものや、時代に合わない内容
のものがないかなどの見直を行い、必要
に応じて除籍する必要がある。
　また、男性の家事・育児参画等に関す
る専門書を増やす必要がある。

　既存資料・蔵書の見直し、新規資料・書籍
の収集を行う。

　表現ガイドラインが平成23年度
以降改訂されていないことや職員
に浸透していないことなどから、
男女平等の視点に立った適切な表
現の配慮が行われていない可能性
があるため。

　継続した情報提供を行えている
ため。

　広報誌等での表現については、
「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。

評価の内容

令和元年度30年度
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目　　標 　Ⅲ　人権が尊重される社会の形成

課　　題 　２　人権の尊重

施　　策 （３）セクシュアルハラスメント防止の推進

取組と実績
担当課
評価

77① 住宅勤労課

　国や都と連携し、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、ハンドブックで広く情報提供を行った。

３

77②
地域コミュニ

ティ課

　センター情報資料室に書籍・パンフレット・啓発ビデオ等の
各種資料を設置し、意識啓発に努めた。

３

78① 職員課

　対象を管理職と一般職員に分けて実施した。特に管理職につ
いては、ハラスメント防止の意識を徹底するため、全管理職を
対象に実施した。
【平成30年度実績】
○管理職対象
・実施回数　 1回
・参加者　 115人 (男性101人 女性14人）
○一般職員対象
・実施回数　 1回
・参加者　　26人（男性17人 女性9人）

３

78② 指導室

　服務事故の事例等を校長会などで周知するとともに、服務事
故防止月間の取組をはじめ、管理職から指導した。

３

79① 職員課

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

３

79② 指導室

　引き続き相談窓口を設置し、教職員には各学校の校長を通じ
て周知した。 ３職員・教職員のための相

談窓口の充実

　セクシュアルハラスメントは、職場のみならず、学校や地域社会等さまざまな場面に
おいて起こり得るものです。加害者の無自覚な言動がセクシュアルハラスメントとなる
こともあり、セクシュアルハラスメント防止に向けた意識啓発が重要であるといえま
す。
　セクシュアルハラスメントは社会的に許されない行為であることを広く周知徹底する
ため、普及啓発や相談体制の充実を図ります。
　また、雇用の場におけるセクシュアルハラスメントの防止に向けては、労働者・使用
者の双方に対して普及啓発を行い、主体的な取組を促します。

職員・教職員のための相
談窓口の充実

職場・地域等におけるセ
クシュアルハラスメント
防止の推進

職場・地域等におけるセ
クシュアルハラスメント
防止の推進

事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度

職員・教職員に対する研
修会の実施

職員・教職員に対する研
修会の実施
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【担当課評価基準】
　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

取組に対する今後の課題 計画及び目標

　国や都と連携し、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、ハンドブックで広く情報提供を
行うとともに、セミナーを実施する。

　国や都と連携し、セクシュアルハラスメン
トの問題についての周知を図っていく。

　講座実施の検討。 　引き続き、情報資料室に書籍・パンフレッ
ト等を設置するとともに、講座実施の検討を
行う。
　今後も情報提供等により、セクシュアルハ
ラスメントのない環境整備に努める。

　引き続き、各課への呼びかけを行って
いく。

引き続き、管理職対象及び一般職員対象のハ
ラスメント研修を各1回実施する。

　繰り返し、啓発していくことが重要で
あり、今後も引き続き、服務事故防止の
ために啓発していく。

　服務事故防止月間の取組などをはじめ、各
校の管理職からの指導を徹底する。数値目標
は困難。

　今後もセクシュアルハラスメント及び
パワーハラスメントに関する苦情処理体
制として相談窓口を設置し、両ハラスメ
ントの防止を推進することで、職員が快
適に働くことができる職場環境の実現を
図る。

　より相談しやすい環境の整備を図るため、
高い専門性と知識を身に付けた専門家による
外部相談窓口を開設し、対応していく。

　今後も継続して実施。 　引き続き相談窓口を設置する。　取組と実績による。

　いつでも相談ができる窓口体制
を整備し、必要な措置を講じるこ
とができている。

令和元年度

評価の内容

　企業・労働者がセクシュアルハ
ラスメントの問題について認識
し、取り組む必要があることか
ら、ポスター、ガイドブック、パ
ンフレット、ハンドブックで情報
提供を行う。

　昨年度設定した計画どおり、継
続的に、セクシャルハラスメント
防止の推進に努めたため。

30年度

　管理職対象は目標を大きく上
回ったが、一般職員は下回ったた
め。

　服務事故防止月間の取組などを
はじめ、各校の管理職からの指導
を徹底した。
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目　　標 　Ⅲ　人権が尊重される社会の形成

課　　題 　３　生涯を通じた健康支援

施　　策 （１）生涯を通じた健康保持・増進支援

取組と実績
担当課
評価

80①
地域コミュニ

ティ課

　共催講座
　「おなかの健康教室」
　共催：東京ヤクルト販売(株)
　参加者　7人

　「骨の健康教室」
　共催：雪印メグミルクグループビーンスターク・スノー(株)
　参加者　10人

　協働講座　15回　209人

　主催講座　2回　30人

　H30 8講座 256人
  H29 6講座 249人
　H28 6講座 255人

３

80②
子ども家庭支

援課

〇取組及び実績
3～4か月児健康診査　1,988人
6～7か月児健康診査　2,010人
9～10か月児健康診査 2,013人
1歳6か月児健康診査  2,149人
3歳児健康診査　     2,255人
乳幼児発達健康診査　  53人
乳幼児健康診査経過観察 278人
乳幼児精密健康診査　  　  247人
妊婦健康診査（14回）   23,281人
産婦健康診査　    　 1,973人
母親学級（１回コース） 225人
両親学級（半日コース）571人
妊産婦訪問指導　 　 　375人
新生児訪問指導     　2,107人
乳幼児訪問指導        324人
子育て相談室          3,944人
地域子育てクラス       110組
離乳食教室            1,376人
母子保健相談           723人
妊婦歯科健康診査     817人
親と子の歯みがき教室  221人
幼児歯科健診         3,524人
保育所等巡回歯科保健指導1,161人
産婦・乳幼児保健指導　　18人
母子栄養強化食品支給       401人
予防接種              56,480人

３

　男女の健康の維持と予防のために、健康診査や健康指導を行うとともに、健康的な食
生活や運動習慣の確立を目指し、自発的に健康づくりに努めることができるよう、それ
ぞれのライフステージに応じた健康支援を図ります。
　また、女性が主体的に妊娠・出産について自己決定することができるよう、リプロダ
クティブ・ヘルス／ライツの普及啓発及び性感染症予防や薬物乱用等の防止のための啓
発活動を充実します。

母子の健康増進

母子の健康増進

事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度
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【担当課評価基準】

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

取組に対する今後の課題 計画及び目標

　母子向けに特化した講座を実施できて
いないこと。

　主催・共催・協働講座を計10講座実施
　各講座の参加者1.1倍増を目標とする。

　健診未受診者を子ども家庭支援セン
ターと協力し把握に努めていく。

　発達支援体制の確立・関係機関への周
知

　第２子以降の離乳食教室の受け入れ体
制

　幼児歯科検診の充実

　通念を通しての実施。

　子ども家庭支援センターとの連携

　発達健診における児童精神科医の配置

　幼児歯科検診での栄養士による箸の使い方
教室（和食文化の推進）
　親子クッキングの試行年２回（食育計画）

30年度 令和元年度

評価の内容

　様々な企業や登録団体等と連携
により講座を実施し、受講者が増
加しているため。

　妊娠届での事業周知によりパパ
ママ学級の参加者が増加したが回
数を増やし対応することができ
た。
発達支援では、各私立保育園へ地
区担当保健師が伺い、保健ｾﾝﾀｰで
の発達支援事業について紹介をし
連携を図ることができた。
健診では虫歯の罹患率現象がみら
れており、幼児歯科健診の効果が
みられている。
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取組と実績
担当課
評価

81 健康推進課

　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います。
（実施率は予算上定員に占める受診者数）
　子宮頚がん検診 2,268人
　子宮頚がん検診（特定年齢受診勧奨）3,473人
　（83.9％）
　乳がん検診 2,094人（80.5％）
　乳がん検診（特定年齢受診勧奨）4,657人
 （91.8％）
　大腸がん検診 4,182人
　大腸がん検診（特定年齢受診勧奨） 4,647人
　（102.9％）
　肺がん検診　1,884人（99.1％）
　胃がん検診　4,401人（101.1％）
　喉頭がん検診 87人（96.6％）
　前立腺がん検診　73人（73％）
　骨粗しょう症検診　553人（92.1％）
　若年層健康診査　641人（85.4％）
 


３

82 健康推進課

　健康教育事業として、25回1,032人参加

３

83 高齢者支援課

　介護予防推進センターや各地域包括支援センターを介護予防
の普及啓発の拠点として、介護予防教室や講座などを実施し
た。
・介護予防教室利用者数
 介護予防推進センター　2,276人
 各地域包括支援センター　1,471人 ３

84
子ども家庭支

援課

〇取組
　平成29年度に実施したアンケートで、母同士・父同士の交流
の時間を増やしてほしいという要望が多数聞かれたことから、
交流の時間を30分間へと増やした。父親への啓発を目的とし
て、パパと子手帳を参加者に配布した。
　助産師相談では、授乳の相談のほか、母体の回復状況や家族
計画などの相談も行なった。

〇実績
助産師相談（母子保健相談） 723人
母親学級（年11回） 225人
両親学級 （年11回）571人

３

事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度

介護予防への取組の充実

リプロダクティブ・ヘル
ス／ライツの啓発

健康診査事業の充実

生活習慣病予防の充実
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取組に対する今後の課題 計画及び目標

　子宮頸がん検診は、40歳以上に勧奨す
ることで受診率の上昇が見込めると考え
ているが、疾患の特徴から若年からの受
診習慣が重要であり重点的に勧奨通知を
送付している。通知を送付しない対象者
にも受診の重要性を啓発する機会を増や
す必要がある。また、その他のがん検診
についても定期的な受診の啓発を推進す
る。

　各検診とも引き続き定員充足率100％を目指
す。
　検診等の受診率向上は、重点的な個別勧奨
が最も効果的であるため、他の事業と連携し
て、郵送物へ勧奨文書を同封して周知機会の
増加に努める。
　全戸配布している健康応援ガイド上に、引
き続きがん検診受診の必要性について掲載し
て啓発する。

　市が提供したい健康教育をひとりでも
多くの市民に受講してもらえるように、
内容の工夫はもちろんのこと、魅力的な
タイトルや講師選定に務める。

　各事業とも定員充足率100％を目指す。

　住民主体により介護予防の取組が行わ
れる場を増やしていけるよう、介護予防
推進センターや地域包括支援センターに
よる継続的な支援が必要と考える。

　介護予防教室や講座を行うとともに、住民
主体により介護予防の取組が行われる場を増
やしていけるよう支援する。

　父親への啓発について両親学級の内容
を更に検討していく必要がある。　。

　母親学級及び両親学級は、希望者全員受講
できる体制を維持するため、回数を見直し、
毎月1回、年12回実施し、定員を廃止する。
　母親の体調管理やメンタル面について掲載
したマタニティサポートブックを母子健康手
帳交付時に配布し、母親学級等で活用し、妊
娠中からの意識啓発を行っていく。両親学級
にて引き続き父親の育児参加への啓発を行っ
ていく。

　地域包括支援センターにおける
介護予防教室のあり方を見直した
ことにより、利用者数は減少した
ものの、住民主体による介護予防
の取組への支援を行うことができ
た。

　母親、両親学級は地域で子育て
を行っていくことに焦点をあて、
母親同士、父親同士で交流できる
内容にした。事業後のアンケート
では交流の時間について満足度の
高い意見が多かった。
　保健センターで母子健康手帳交
付時面接を全数行い、看護職が事
業を案内できるようになったこと
で、参加者が増加した。そのた
め。当初予定より母親学級、両親
学級の実施日を各１回増やし受講
希望者全員を受け入れることがで
きた。

30年度 令和元年度

評価の内容

受診率は上下しているが、おおむ
ね予定どおりの受診者数の実績
だったため。

　全ての事業で概ね定員を満たし
ており、予定どおりの実績だっ
た。
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取組と実績
担当課
評価

85 健康推進課

　薬物乱用防止については、イベント会場での啓発活動など、
様々な機会をとらえ、薬物乱用防止に関する意識啓発を行っ
た。また、市内中学校に対し、薬物乱用防止のためのポスター
や標語の募集を行った。

３

86
スポーツ振興

課

　女性のための運動教室実施
　教室数　　　　   7コース
　教室実施回数 　176回
　申込述べ人数　 732人
　参加延べ人数 5,842人 ３

87
スポーツ振興

課

　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。
　8回　延べ31人 ３

自主的スポーツ、レクリ
エーション活動への指導
者派遣

各種体操教室の実施

性教育及び薬物・飲酒・
喫煙等に関する教育・啓
発

事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度
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取組に対する今後の課題 計画及び目標

　学校を訪問し各問題についての啓発を
実施するのには人員的に困難と感じる。

　資料等を見直し平成29年度と同様の事業を
実施。

　参加率向上がやや低いことが今後の課
題である。

　女性のための運動教室実施
　教室数　　　　   7コース
　教室実施回数 　176回
　申込述べ人数　 750人
　参加延べ人数 6,000人

　これからも派遣制度の周知を図り、ス
ポーツの生活化を推進していく必要があ
る。

　地域でのスポーツ・レクリエーション活動
に必要な指導者を派遣する。　12回　延べ35
人

　目標値に届かない結果となった
が、延べ参加者数は増加している
ため3とした。

　申込延べ人数は概ね予定した数
となっているが、参加率がやや低
くなっている。参加率を向上させ
ることが今後の課題である。

　薬物乱用防止については、概ね
前年度通りの事業を実施すること
ができた。

評価の内容

30年度 令和元年度
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目　　標 　Ⅲ　人権が尊重される社会の形成

課　　題 　4　相談体制の充実

施　　策 （１）相談窓口の充実

取組と実績
担当課
評価

88 広報課

　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。
　労働条件　1件　就業規則  2件
　解雇　　　3件　賃金　　　4件
　退職金 　 1件  その他    6件
  合計   　17件

３

89① 広報課

　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。
　人権　　女性   9人 男性 　3人
　身の上　女性　21人 男性　12人
　小計　　女性　30人 男性　15人
　合計　　　　　           45人 ３

89② 地域コミュニ
ティ課

　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、女性問題相談案内リーフレットを3,000部作成し、
各公共施設へ配架した。

　相談体制　月曜日～金曜日（平日）午前9時～午後5時
　相談員3人（原則2人体制）

　30年度女性問題相談総件数　1,045件
　自分自身　       163件（15.6％）
　夫婦関係       　247件（23.6％)
　子ども(0～18歳) 　16件（ 1.5％）
　上記以外の家族   165件（15.8％）
　その他の人間関係 206件（19.7％）
　心身　           157件（15.0％）
　その他　          91件（ 8.8％）

　過去の相談総件数
  H29 1,082件
　H28 1,501件

３

89③ 子育て応援課

　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3,766件
相談内容　生活一般、児童、経済的支援、生活支援等
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。

３

90 健康推進課

　保健相談室（来所・電話・訪問）1,623件、その他の相談
211件　合計1,834件

３

　個々人が抱える様々な問題を解決するため、相談者が利用しやすい体制づくりや相談
窓口の周知を図り、関係機関と連携して専門的な視点から問題解決の支援を行います。

女性自身に関する相談

女性自身に関する相談

健康に関する相談

労働相談

女性自身に関する相談

事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度
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【担当課評価基準】

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

取組に対する今後の課題 計画及び目標

　市民への効果的な周知方法を検討す
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に努める。

市民への効果的な周知方法を検討する。 　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。

　夜間、休日等の相談や面談・電話以外
の相談方法の検討。

　引き続き現在の相談体制を維持し、有効に
活用されるよう周知活動を行うとともに、夜
間、休日等の相談や面談・電話以外の相談方
法の検討を行う。

　相談件数の増加が見込まれる。関係機
関との連携をさらに密にし相談に応じて
いく。

 関係機関と必要時には適切な情報共有を実施
し、連携を強化していく。

　件数は徐々に増えており、相談先とし
ての認識が広がってきた結果であると考
えられる。引き続き、相談窓口の周知を
進める。

　相談を希望する市民が安心して相談できる
体制を整える。

　昨年度設定した計画どおり、継
続した相談体制の確保と共に、
リーフレットを作成し、周知活動
にも努めたため。

　相談内容が複雑・多様化してい
る。適切な助言・支援ができるよ
う今後も対応していく。

相談を希望する市民が安心して相
談できる体制を整える。

　相談者に適切なアドバイス・助
言等が行えている。しかし相談は
増減があるため、東京都労働相談
情報センター等の活用も含めて対
応している。

令和元年度

評価の内容

30年度

　地域における人間関係や交流が
少なくなっているためか、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
来庁する相談者もいるが、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。
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目　　標 　Ⅳ　男女共同参画社会づくり

課　　題 　１　普及・啓発活動の推進

施　　策 （１）広報・啓発活動の充実

取組と実績
担当課
評価

91① 広報課

29年度同様、男女平等に関する事業について「広報ふちゅう」
に掲載し、市民への啓発の充実を図った。

３

91②
地域コミュニ

ティ課

　情報誌『スクエア21』を3回発行。
　また、広報ふちゅうに「男女共同参画週間」「女性に対する
暴力をなくす週間」の特集記事を掲載。 ３

92
地域コミュニ

ティ課

　主催講座
　28講座（延べ92回）　延べ受講者1,718人（男性151人）

　共催講座
　 6講座（延べ10回）　延べ受講者1,460人（男性555人）

　協働講座
　12講座（延べ55回）　延べ受講者1,178人（男性144人)

　市民企画講座
　10講座（延べ16回）　延べ受講者　390人（男性　83人）

　男女共同参画推進フォーラム
　全22講座+作品展示
　参加者1,300人(男性 54人)

　過去の総数
　H29 69講座 5,828人
　H28 72講座 3,627人

３男女共同参画についての
講座等による意識啓発

広報紙・啓発冊子等での
啓発の充実

広報紙・啓発冊子等での
啓発の充実

　広報紙や啓発冊子、講座等を通じて、女性だけでなく男性に対しても、男女共同参画
社会についての周知や性差別等についての広報・啓発活動を積極的に行います。

事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度
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【担当課評価基準】

　　５…予定より大きな成果が出ている

　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

取組に対する今後の課題 計画及び目標

　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。

　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、広報誌テレビ広報等を活用
し、広く市民へ啓発する。

　情報誌の配架先、閲覧方法などの検討 　情報誌を年3回発行
　広報ふちゅうに「男女共同参画週間」「女
性に対する暴力をなくす運動」の特集記事を
掲載する。

　男性の参加者を増やすこと。(H30は
16.3％)

　男性向けの講座の実施を検討する。
　男性の参加者は講座参加者の30％を目指
す。

　講座参加者が昨年度と比較し
10％減少であるが、H28と比較す
ると1.4倍であり、意識啓発が順
調に行えていると判断できるた
め。

　昨年度設定した計画どおり、登
録団体連絡会と連携しながら、情
報誌を作成・発行したため。

　男女共同参画社会の実現に向け
た市政の取組等について、広報誌
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。

30年度 令和元年度

評価の内容
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目　　標 　Ⅳ　男女共同参画社会づくり

課　　題 　１　普及・啓発活動の推進

施　　策 （２）情報の収集・提供

取組と実績
担当課
評価

93
重点
項目

地域コミュニ
ティ課

　男女共同参画に関する意識調査を実施した。
　対象 18歳以上の市民　配布数 2,000票
  回収数 772票  回収率 38.6％
　調査の結果「男女共同参画」の認知率　52.8％、「女性セン
ター」の認知率　52.3％等、男女共同参画に関する市民への周
知が不足していることが分かった。 ４

府中市男女共同参画推進協議会による第三者評価

【項目評価基準】
・　立てられた計画に基づき、着実に実行して 　　　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　　

・　担当課の自己評価は適切に行えているか 　　　Ｃ…現状維持

・　課題を適切に把握しているか 　　　Ｄ…施策がやや後退している

　　　Ｅ…後退している

男女共同参画についての
調査

　各種の施策の基礎資料とするために、女性問題についての国や他の自治体や団体等の
動向を把握するとともに、市民意識の実態等を調査し、各種の情報・資料の収集・提供
に努めます。

事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度
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【担当課評価基準】

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

取組に対する今後の課題 計画及び目標

　センターの認知率の低さが「男女共同
参画」の認知率の低さにもつながってい
ると考えており、まずはセンターの認知
率の向上が必要である。

　センターの周知活動については、啓発グッ
ズや案内リーフレットを作成し、各公共施
設、桜まつり、文化センター祭り等で配布す
る。
　また、意識調査については、第７次府中市
男女共同参画計画策定時にも実施できるよ
う、関係課との調整等を行っていく。

重点項目 評価

９３ Ｂ

30年度 令和元年度

評価の内容

　昨年度設定した計画どおり、初
めて課単独で男女共同参画に関す
る市民意識調査を実施したため。

135

判定理由及び改善策等の提言

　男女共同参画に関する市民意識調査を実施し、目標達成するとともに、センターの認知率など、府中市の現
状を把握できたため、施策が良好に進展していると判断し、この評価としました。
　調査の実施で終わるのではなく、結果を深く分析し、どうしたら府中市の男女共同参画意識が高まるのかを
検討してください。その他にも調査結果から様々な課題が見えてくると思いますので、今後の取組みやセン
ターの運営に活かしてください。



目　　標 　Ⅳ　男女共同参画社会づくり

課　　題 　１　普及・啓発活動の推進

施　　策 （３）推進体制の充実

取組と実績
担当課
評価

94
地域コミュニ

ティ課

　男女共同参画推進協議会を開催し、検討した内容について市
長に答申した。
　主な検討内容等
　・第6次府中市男女共同参画計画の策定について
　・第5次府中市男女共同参画計画の推進状況の評価
　・センターの事業計画及び運営についての検討
　開催回数　8回
　男女共同参画推進協議会委員
　12名（男性4名、女性8名）

３

95
地域コミュニ

ティ課

　重点取組事項として「職員を対象としたワーク・ライフ・バ
ランスの推進に向けた取組の実施について」「第６次男女共同
参画計画の策定について」の検討を行った。
　本部会議　2回
　幹事会　　3回
　専門部会　3回 ３

96
地域コミュニ

ティ課

　継続して登録団体活動支援、講座の実施等を行い、来館者数
増に努めた。

　平成30年度
　センター来館者数　46,649人（女性30,941人、男性　10,382
人、子ども5,326人）
　センター登録団体数110団体
　センター稼働率　33.8％

　過去の推移
　H29:来館者数47,015人(男性11,449人)、登録団体数119団
体、稼働率37.3％
　H28:来館者数48,943人(男性10,377人)、登録団体数124団
体、稼働率37.6％

２

男女共同参画の推進に係
る検討機関の運営

男女共同参画の推進に係
る庁内推進組織の運営

事業項
目番号

事業項目 担当課

30年度

　府中市では、広く市民の意見を施策に反映させるため、市民参加による「府中市男女
共同参画推進懇談会」及び市役所の横断的組織として「府中市男女共同参画推進本部」
を設置しており、これらの男女共同参画を進めるための組織の充実を図ります。
　また、「スクエア２１・女性センター」では、情報・学習の機会、人材の育成や交流
等を積極的に行い、男女共同参画推進の活動拠点としての機能と事業の充実を図りま
す。
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スクエア２１・女性セン
ターの運営



【担当課評価基準】

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

取組に対する今後の課題 計画及び目標

　第6次府中市男女共同参画計画を策定す
るため、事業項目等の検討を行う必要が
ある。

　次の内容について検討・評価を行う
　・第6次府中市男女共同参画計画の策定につ
いて
　・第5次府中市男女共同参画計画の推進状況
の評価
　・センターの事業計画及び運営についての
検討

　職員におけるワーク・ライフ・バラン
スを推進するためのPDCAサイクルによる
取組が適切に行われていない部署がある
ため、その改善が課題である。

　開催回数
　本部会議、幹事会、専門部会　各2回以上
　各課、PDCAサイクルを適切に行えるよう指
導する。
　第6次府中市男女共同参画計画の策定

　男性の利用者が少ないこと。
　稼働率が低いこと。

　来館者数　50,000人
　男性来館者数　11,000人
　施設稼働率　37％以上

　男性向け・親子向け講座を実施し、男性の
来館者数増を図る。

令和元年度

評価の内容

　昨年度設定した計画どおり男女
共同参画推進協議会を開催し、市
の男女共同参画の推進に寄与して
いるため。

　重点取組事項として、職員にお
けるワーク・ライフ・バランスを
推進するためのPDCAサイクルによ
る取組みや、第6次男女共同参画
計画の体系図（案）を作成したた
め。

30年度
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　来館者数、登録団体数、稼働率
が低下しているため。ただし、親
子向け講座を多く開催し、子ども
の来館者はH29から1.1倍となった
ため。



別表

人数
割合
（％）

人数
割合
（％）

1 府中市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議会 附属 11 7 63.6 4 36.4

2 府中市基地跡地留保地利用計画検討協議会 附属 9 8 88.9 1 11.1

3 府中市オンブズパーソン 附属 2 1 50.0 1 50.0

4 府中市情報公開・個人情報保護審議会 附属 10 9 90.0 1 10.0

5 府中市行政不服審査会 附属 5 4 80.0 1 20.0

6 府中市特別職報酬等審議会 附属 10 6 60.0 4 40.0

7 府中市公共施設マネジメントモデル事業検討協議会 附属 9 7 77.8 2 22.2

8 府中市防災会議 附属 29 24 82.8 5 17.2

9 府中市防災会議地震部会 附属 27 26 96.3 1 3.7

10 府中市国民保護協議会 附属 29 25 86.2 4 13.8

11 府中市市民協働推進会議 附属 11 8 72.7 3 27.3

12 府中市男女共同参画推進協議会 附属 12 3 25.0 9 75.0

13 府中市国民健康保険運営協議会 附属 17 15 88.2 2 11.8

14 府中市空家等対策協議会 附属 14 14 100.0 0 0.0

15 府中市環境審議会 附属 15 11 73.3 4 26.7

16 府中市環境保全活動センター運営委員会 その他 11 9 81.8 2 18.2

17 府中市自然環境調査員会議 その他 13 9 69.2 4 30.8

18 府中市コミュニティバス検討協議会 その他 16 11 68.8 5 31.3

19 府中市交通安全対策審議会 附属 23 19 82.6 4 17.4

20 府中市生涯学習審議会 附属 15 10 66.7 5 33.3

21 府中市文化財保護審議会 附属 10 9 90.0 1 10.0

22 国史跡武蔵国府跡保存整備活用検討会議 その他 18 17 94.4 1 5.6

23 府中市市史編さん審議会 附属 10 7 70.0 3 30.0

24 府中市立図書館サービス検討会議 その他 8 5 62.5 3 37.5

25 府中市美術品収集選定委員会 附属 6 3 50.0 3 50.0

26 府中市美術館運営協議会 附属 12 10 83.3 2 16.7

27 府中市民生委員推薦会 附属 14 9 64.3 5 35.7

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

29 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 附属 15 11 73.3 4 26.7

30 府中市在宅医療・介護連携会議 その他 25 10 40.0 15 60.0

31 府中市介護認定審査会 附属 60 37 61.7 23 38.3

32 府中市障害認定審査会 附属 14 9 64.3 5 35.7

33 府中市障害者計画推進協議会 附属 18 6 33.3 12 66.7

34 府中市障害者等地域自立支援協議会 附属 18 8 44.4 10 55.6

35 府中市保健センター運営会議 その他 7 5 71.4 2 28.6

36 府中市保健計画推進協議会 附属 9 6 66.7 3 33.3

37 府中市がん検診検討会議 その他 8 6 75.0 2 25.0

38 府中市子ども家庭支援センター運営委員協議会 その他 15 4 26.7 11 73.3

39 府中市要保護児童対策地域協議会 その他 47 26 55.3 21 44.7

40 府中市子ども・子育て審議会 附属 20 13 65.0 7 35.0

41 府中市子ども・子育て審議会 附属 6 5 83.3 1 16.7

42 府中市青少年問題協議会 附属 30 23 76.7 7 23.3

43 府中市放課後子ども総合プラン検討会 その他 11 7 63.6 4 36.4

44 府中市都市計画審議会 附属 17 15 88.2 2 11.8

45 府中市都市計画審議会部会 附属 7 7 100.0 0 0.0

46 府中市建築紛争調停委員会 附属 3 3 100.0 0 0.0

47 府中市土地利用景観調整審査会 附属 18 14 77.8 4 22.2

48 府中市緑の基本計画検討協議会 附属 10 7 70.0 3 30.0

49 府中市建築審査会 附属 5 3 60.0 2 40.0

50 府中市学校施設老朽化対策推進協議会 附属 14 11 78.6 3 21.4

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

52 府中市学校保健会 その他 20 12 60.0 8 40.0

53 府中市特別支援教育就学指導協議会 その他 46 25 54.3 21 45.7

54 学校施設早期改築着手校設計者選定委員会 附属 5 4 80.0 1 20.0

数 委員数計 男性計 割合(％) 女性計 割合(％)

附属機関 41 601 433 72.05% 168 27.95%

その他会議 0 245 146 59.59% 99 40.41%

計 41 846 579 68.44% 267 31.56%
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附属機関等の名称 種別

事業項目番号１　附属機関等の委員の男女構成比一覧

委員数

男性委員 女性委員
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２ 府中市男女共同参画センターの事業計画及び運営に関すること 

について 
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「府中市男女共同参画センターの事業計画及び運営に関することについて」は、今

年度の男女共同参画センター（以下、「センター」と言います。）事業及び今後のセン

ターの取り組みについて、検討を行いましたので、その結果を報告いたします。 

はじめに、平成３１年４月に「スクエア２１・府中市女性センター」が「府中市男

女共同参画センター『フチュール』」へ名称変更されました。当協議会でも施設名称の

変更について提言をしており、実現されたことは大変うれしく思います。 

そして、今年度は、市制６５周年、センター設立２５周年、男女共同参画都市宣言

２０周年でもあり、センターの主催事業である「第３３回男女共同参画推進フォーラ

ム」では、その記念として、基調講演にダイアモンド✡ユカイ氏をお招きし、府中市

内で親子向けカフェを経営されている藤本玄太氏と「府中で愛を語る」をテーマにト

ークショーを行いました。参加者数が多く、満足度も高い結果となり、当協議会とし

ても高く評価しております。 

続いて、今後も継続的に取り組んでいただきたい事業について提言いたします。 

まず、センターが委託事業として実施している市民企画講座については、今年度、

１０講座実施しており、継続的に専門性等を持つ団体と市が協働し、男女共同参画に

係る啓発や体験事業等が展開されました。一方で、毎年度、同じ内容の講座が続いて

おり、応募団体が固定化されているのではないかという懸念があります。より多くの

市内団体が応募し、様々な角度から男女共同参画を推進する事業となるよう工夫して

ください。 

次に、施設名称の変更に伴い、男性の利用者が１割程度増加していると伺いました。

近年、男性の家事・育児・介護参画など男性の意識啓発に関する需要が高まっていま
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す。今まで以上に男性向けの講座や情報発信を行うことで、男性利用者を増やすとと

もに意識の醸成に努めてください。また、男性に限らず、より多くの市民に利用して

もらえるよう、施設周知も併せて行ってください。 

最後に、女性問題相談については、近年もＤＶや虐待等による事件が多く、配偶者

等からの暴力に苦しむ方が絶えません。一人でも多くの被害者を救うためにも、女性

問題相談による継続的な支援を望みます。さらに、若年層への意識啓発として、若年

層に対するデートＤＶ意識啓発講座についても、学生たちは毎年度流動していきます

ので、こちらも継続的な実施を望みます。 

以上、様々な事業を展開することで、より多くの方がセンターを利用し、男女共同

参画の推進を行っていただくよう提案いたしました。次年度については、より深く検

討を重ね、答申いたします。 
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参 考 

 

会議の経過 

 開催日 内容（主な審議事項等） 

第１回 
平成３１年 

４月２６日 

・ 平成３１年度府中市男女共同参画市民企画講座事業について 

・ 第６次男女共同参画計画について 

第２回 
令和元年 

５月３１日 

・ 第５次府中市男女共同参画計画推進状況評価報告・第三者評価に

ついて 

第３回 
令和元年 

６月２８日 

・ 計画策定に関する事項について 

（目標Ⅰの検討） 

第４回 
令和元年 

７月２５日 

・ 計画策定に関する事項について 

（目標Ⅱ・Ⅲの検討） 

第５回 
令和元年 

８月１９日 

・ 計画策定に関する事項について 

（目標Ⅳの検討等） 

第６回 
令和元年 

９月９日 

・ 計画策定に関する事項について 

（全体確認） 

第７回 
令和元年 

１０月３日 

・ 計画策定に関する事項について 

（パブリック・コメント案の確認） 

・ 第三者評価ヒアリング、検討 

第８回 
令和２年 

１月９日 

・ 計画策定に関する事項について 

（パブリック・コメント結果報告） 

・ 「府中市男女共同参画の推進についての報告書」について 

（第三者評価、事業計画及び運営について）  

第９回 
令和２年 

１月３０日 

・ 府中市男女共同参画の推進に関する答申書の確認 

・ 市民企画講座の説明・採点 

 

 


