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第８回 府中市男女共同参画推進協議会 議事録 

 

 

■日 時  平成３１年１月２８日（月）午後３時３０分から５時まで 

■会 場  府中市役所北庁舎３階会議室 

■出席者  （委員） 

       諸橋会長、内海委員、糸井委員、今喜夛委員、杉本委員、徳原委員、内藤

委員、長屋委員、堀井委員、松本委員、向井委員、谷田部委員 

      （事務局） 

       中川市民協働推進部長、田代地域コミュニティ課長、三浦地域コミュニテ

ィ課長補佐、肥後男女共同参画推進係長、髙畑主任 

      （文化科学研究所） 

       瀬戸、小谷 

■欠席者  なし 

■傍聴者  なし 

■議 事  審議事項 

     １ 府中市男女共同参画の推進に関する事項について 

     ２ 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       

      その他 

■資 料  １ 府中市男女共同参画の推進に関する事項について（答申）（案） 

     ２ 平成３１年度府中市男女共同参画市民企画講座事業申請一覧 

     ３ 府中市男女共同参画市民企画講座事業選考点数配分表 

     ４  府中市男女共同参画市民企画講座事業選考採点表 

     ５ 平成３１年度府中市男女共同参画推進協議会の開催予定について 

     参考資料 平成３０年度府中市男女共同参画市民企画講座参加者数 

     参考資料 第７回府中市男女共同参画推進協議会議事録    

開会 

【会長】 

定刻になりましたので、第８回府中市男女共同参画推進協議会を開会いたします。まず、

事務局から本日の委員の出席状況等について、報告をお願いします。 

【事務局】  

本日はご多忙のところ、ご出席いただき、ありがとうございます。本日の出席状況でござ

いますが、全員にご出席いただいておりますので、本協議会は有効に成立していることをご
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報告いたします。なお、本日の傍聴希望者はございません。 

次に資料の確認をさせていただきます。 

（配布資料１から５の確認） 

事務局からは以上でございます。会長、よろしくお願いいたします。 

【会長】 

それでは、次第に沿って議事を進めます。 

前回の議事録につきましては、事前にご確認いただいておりますが、あらためて修正等で

お気づきになることはございますか。 

それでは、議事録は了承とし、事務局は公開の手続きをお願いいたします。 

次に、次第の１の審議事項(１)府中市男女共同参画の推進について、事務局からお願いい

たします。 

【事務局】 

資料１の「府中市男女共同参画の推進に関する事項について（答申）（案）」をご覧くだ

さい。この答申書案につきましては、前回の協議会で協議していただいた内容を、正副会長

と事務局で確認させていただいたものを事前に送付させていただいたものでございます 

（資料１の説明） 

以上でございます。 

【会長】 

ありがとうございました。順に見ながら、確定していきたいと思います。 

最初に、１ページの「はじめに」の部分で何かございますか。 

よろしいですか。では、３ページからの第６次計画についての部分について、何かご質問

はございますか。 

【委員】 

質問ですが、新計画のところの「目標Ⅰあらゆる分野における男女共同参画」「課題５国

際理解と国際交流の推進」とあるのですが、その下の施策も同じ「国際理解と国際交流の推

進」となっています。同じ表現、言葉でよいのですか。 

【会長】 

他は微妙にずらしてありますね。全く同じということもあるとは思いますが、どうでしょ

うか。具体的にはどのような事業が想定されているのですか。 

【事務局】 

３０、３１ページの事業です。 

【委員】 

前回の「国際社会への貢献」をそのまま課題にもってきたらどうでしょうか。 
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【事務局】 

それでは課題を「国際社会への貢献」に戻させていただきます。 

【会長】 

では、課題は「国際社会への貢献」とし、施策は「国際理解と国際交流の推進」とすると

いうことにいたします。他にございますか。細かいことですが、目標のローマ数字を縦にし

てください。 

【事務局】 

対応いたします。 

【会長】 

では、６ページまでは確定といたします。何かございましたら、後でご指摘ください。 

次に７ページからの第三者評価について何かご質問ございますか。 

【委員】 

文章の表現で気になったのですが、９ページ目の下から９行目の「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目標を設定していただきたいと考えます」と

いうのがちょっとひっかかります。「市民の皆さまに男女共同参画の推進が図られているこ

とがわかりやすい目標を設定していただきたいと考えます」としてはどうかと思うのですが、

いかがでしょうか。 

【会長】 

ちょっとくどい文章ですね。「市民が判断できる目標設定」ということですよね。 

【委員】 

 「男女共同参画の推進が図られているかどうか市民の皆さんが判断できる目標」でいかが

ですか。 

【会長】 

 「市民の皆さん」を後ろにもってくるということですね。「皆さんが」を「皆さんに」に

したらどうですか。「男女共同参画の推進が図られているかどうか市民の皆さんに判断でき

る目標を設定していただきたい」。事務局で整えていただきましょう。他に何かございます

か。 

【委員】 

 ８０ページの表ですが、審議会の男女比率ということが言いたい表だと思うのですが、表

題を入れたらどうでしょうか。我々はわかると思うのですが、表題を入れたほうが皆さんよ

くわかると思います。 

【会長】 

表題は必要ですね。入れていただきましょう。「審議会、附属機関等の構成員の男女比率」



4 

のような表題をお願いします。 

【事務局】 

先ほどの９ページの文章ですが、事務局として考えた言葉を申し上げます。「男女共同参

画の推進状況について、市民の皆さんが判断できるような、もしくは、市民の皆さんがわか

りやすいような目標を設定」というような案でいかがでしょうか。 

【会長】 

よろしいのではないでしょうか。 

【事務局】 

 調整させていただきます。 

【会長】 

では、８０ページに戻って、ここまではよろしいでしょうか。 

８１ページからの「センターの事業計画及び運営に関すること」及び、最終ページの「会

議の経過」について、何かご質問はございますか。 

【委員】 

８４ページの「オ各分野での男女共同参画の推進」の中に、「また」というのが３回あり

ます。 

【事務局】 

適切な言葉で調整いたします。 

【委員】 

８５ページの９行目に「折しも、今回の世論調査」とあるのですが、「意識調査」ではな

いのですか。 

【会長】 

「意識調査」で統一してください。ありがとうございます。 

【委員】 

ちょっとした言葉の修正なのですが、８４ページの１０行目「ひとりひとりの個性」、８

５ページ７行目「国民ひとりひとり」と「ひとりひとり」とあるのですが、普通、文章を書

く時は４ページ下から９行目の「一人ひとりの個性や能力」のように、最初が漢字で後がひ

らがなではないかと思うのですが。できたら統一されたらどうかと思います。 

【会長】 

これは、８４ページは意識調査の質問文が「ひとりひとり」になっているので、「ひとり

ひとり」でいくしかないですが、８５ページは「一人ひとり」にできますね。どうしますか。 

【委員】 

漢字が入っていたほうがよい気がします。 
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【会長】 

内閣府が出している「ひとりひとりが幸せな社会のために」はどちらですか。 

【事務局】 

ひらがなだと思います。 

本文中で使っているものについては、「一人ひとり」に統一してもよいと思うのですが、

問７につきましては、実際、意識調査ではひらがなで質問しておりますので、ここはひらが

なのままでよいと思います。 

【会長】 

それでよいと思います。では８５ページは「一人ひとり」にいたしましょう。 

【事務局】 

８５ページのところで、下から２つ目の段落で、「東京都のみならず」のところで、「条

例を策定」となっておりますが、条例は制定ですので、「制定」に変更させていただきます。 

【委員】 

８５ページの６行目の「男女間格差が激しい状態」とあるのですが、格差は「激しい」で

よいのでしょうか。悪くはないと思うのですが、もっとよい言葉があるのではないかと思う

のですが。 

【会長】 

男女間格差は「大きい」でしょうかね。「甚だしい」でもよいですかね。「格差が大きく

なっています」でよいですか。 

【委員】 

「格差が大きいことが顕著である」など、もう一言あるとよいのではないでしょうか。 

【委員】 

「拡大しています」ではどうでしょうか。 

【会長】 

前回１１４位が今回１１０位なので、拡大とは言い難いです。「差が顕著に見られます」

がよいですか。「格差が明らかだ」、「大きな格差が生じています」。事務局で調整お願い

します。他どうでしょうか。 

【委員】 

８５ページの３行目ですが、「様ざま」は漢字で「様々」でどうでしょうか。下から８行

目にもあります。 

【会長】 

「様々」にいたしましょう。他に何かありましたら、またご指摘いただくということで、

最終報告書として確定させていただきたいと思います。 
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「最後にどうしてもここ直してほしい」などありましたら、いつまで大丈夫なのですか。 

【事務局】 

今週末まででお願いいたします。 

【会長】 

それでは、「府中市男女共同参画の推進に関する事項について（答申）」は、ここまでと

いたします。 

次に、審議事項（２）「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」事

務局からお願いします。 

【事務局】 

平成３１年度府中市男女共同参画市民企画講座についてご説明いたします。 

（資料２、３及び４の説明） 

本日は、資料４の「市民企画講座事業選考採点表」の提出をお願いいたします。集計結果

を基に平成３１年度の市民企画講座の決定をさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。以上でございます。 

【会長】 

質問はございますか。 

【委員】 

事業４と事業６の講師が同じですが、それは問題ないのでしょうか。 

【会長】 

特に問題はなく、前例もあるということです。 

【委員】 

事業７の日時が７月６日の木曜日となっていますが、カレンダーで見ると７月６日は土曜

日です。６日が正しいのか、土曜日が正しいのか、確認をお願いします。 

【事務局】 

申請書の手持ちがございませんので、後ほど確認いたします。 

【委員】 

細かいことですが、事業３は６月８日に３人でなさるみたいですが、２回目と３回目の間

が１５分しかなく、土曜日だったら、３回目をもう少し遅くしたほうがより多くの方が参加

できるのではないかと思いました。 

【会長】 

この辺りは決まったら、意図などを確認して、事務局と相談してやっていただくというこ

とになります。これだけでは、よくわかりませんね。 

他にいかがでしょうか。では、採点していただきましょう。 
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採点の結果、平均以下だと「どうするか」ということになります。採用の基準がありまし

たか。 

【事務局】 

昨年度も協議させていただいたのですが、各項目が１０段階で３項目ありますので、１５

点以下だった時に、その講座を認めるかどうか協議していただくことになります。 

今回、協議会の期間が１か月早まったので、募集の期間が１か月前になりました。１０月

の登録団体の交流会の時に「市民企画講座の募集が早まります」とのお話はさせていただい

たのですが、広報を見逃した団体もありました。 

次に、参考資料「平成３０年度市民企画講座参加者数」の説明をさせていただきます。今

年度は１０講座がありまして、今のところ８講座が実施されております。参加者数は４３３

名で、内男性の参加者は８４名でございます。 

【会長】 

参加者が１０人以下というのは１つもありませんでしたね。「語りの会」はすごい動員数

ですね。「シングル女性の３分の１が貧困女子」も５７人とかなりの集客率で、成功と言っ

てよろしいのではないでしょうか。人権の講座があまりですね。特にご質問なければ、事業

報告ということでよろしいでしょうか。 

それでは、採点をお願いします。 

（委員の採点） 

事務局が集計していますが、議事を進めます。新年度、メンバーが多少チェンジするかも

しれませんが、４月以降のスケジュールを決めたいと思います。資料５に新年度の予定表が

あります。 

【事務局】 

今年度の任期は終わりですが、これから推薦団体には依頼をさせていただきます。１０月

までに計画策定について検討させていただきまして、１月以降に第三者評価の協議などがあ

ります。来年度は少しハードですが、１０回ほど協議会を開催することになっております。

つきましては、来年度もこのまま引き続き委員となっていただける方もいらっしゃると思い

ますので、４、５、６月の日程を調整いただければと思います。いかがでしょうか。よろし

くお願いいたします。 

【会長】 

４月ですが、２６日（金）午前１０時からでどうかと事務局と話しているのですが、いか

がでしょうか。とりあえず、４月２６日（金）１０時からで決めさせていただきます。５月

も決めておきますか。 

【事務局】 
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基本的には第４金曜日の午前１０時からと決めていただくと助かります。 

【会長】 

５月の第４金曜日だと２４日、もしくは第５金曜日の３１日でいかがですか。 

【委員】 

２４日は都合が悪いです。 

【会長】 

では、３１日か１７日。ちょっと前倒しで１７日にしますか。 

【事務局】 

実際には、１週間しか間がないことになるので、無理があると思います。 

【会長】 

３１日の午前中はいかがでしょうか。では、とりあえず、４月２６日と５月３１日で一旦

決めさせていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

前後いたしましたが、来年度市民企画講座の点が出ました。 

【事務局】 

合計点数が高いところですが、６番目の事業「パパと一緒にリトミック」が２７９点、次

が５番目の事業「マタニティ講座 産後クライシスに負けない！！」が２７０点、第３位は

１番目の「夫婦（カップル）間のコミュニケーション～怒りの感情の上手な伝え方～」が２

６７点です。４位が７番目の事業「自分を守ろう！目からウロコの護身術！」が２４６点、

５位が３番目の事業「市民のための知って得するくらしとおかねの１ＤＡＹセミナー＆無料

相談会」が２２７点、６位が４番目の事業「カラダも心もスッキリ元気教室～心が動く介護

予防教室～」が２１６点、最後が２番目の「五感をつかった ミラクル体験」が２０３点で

ございました。 

平均１５点で１２人いらっしゃるので、１８０点を基準とすると全事業クリアいたしまし

た。点数のご報告は以上でございます。 

【会長】 

ありがとうございます。１８０点の平均は超えているので、全部採択でよろしいでしょう

か。全部採択させていただいて、次年度に実施していただきたいと思います。 

それでは、追加募集などのご提案がございましたら、事務局からお願いいたします。 

【事務局】 

ありがとうございました。７事業が適しているとさせていただきます。 

なお、今回の事業の合計金額が予算に満たないことから、今後追加募集をし、次年度の協

議会に提案させていただきます。以上でございます。 

【会長】 
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わかりました。公募があれば、また我々が審査するということになります。それでは、追

加募集をしていただきましょう。 

それでは、次第４「その他」について事務局からお願いします。 

【事務局】 

それでは、今後の流れをお知らせいたします。 

本日「答申」の内容が確定しましたので、２月８日（金）午前１０時に、会長、副会長か

ら市長へ答申の内容を報告していただくこととなります。 

委員の皆さまには、後日、製本した答申書を送付させていただきます。 

２年に渡りご検討いただいた協議会も、本日で最終回となります。最後に事務局を代表し

まして、市民協働推進部長の中川よりご挨拶させていただきます。 

（中川部長挨拶） 

【会長】 

中川部長ありがとうございました。 

第６次計画が見えてきて、センターの名称も変わり、パートナーシップの要綱もできます

ので、府中市は大変の進展と言えると思います。 

今年度、実りの多い男女共同参画推進協議会を持つことができました。市民意識調査もで

きました。今後もこのデータはご活用いただきたいと思います。 

それでは、第８回男女共同参画推進協議会を閉会とします。 

本日はお疲れ様でございました。ありがとうございました。 


