
 

平成２９年度 第２回府中市男女共同参画推進協議会 次第  

 

 

 

日 時：平成２９年７月７日（金）  

       午後２時  

場 所：府中市女性センター 会議室  

 

 

 

 

１ 審議事項  

 (1)  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  

  

 

 

 

２ その他  

 

 

 

 

【配布資料】  

資料１ 平成２９年度 府中市男女共同参画計画推進状況評価報告第三者評価   

    重点項目（案）  

資料２ 平成２９年度 男女共同参画推進協議会の開催予定について  

 

 

 



平成29年度　府中市男女共同参画計画推進状況評価報告第三者評価　重点項目（案）　

Ｈ２９年度新規重点項目 Ｈ２８年度重点項目

目
標

課
題

施
策 担当課

男女共同参画
の推進に関す
る事項につい
て（答申）

Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画
１　社会・地域における男女共同参画

（１）政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

1 政策課 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

2 政策課 すべての審議会等に女性の委員の登用 ６ページ

3 広報課 公聴活動の充実

（２）人材育成と活動支援

4 地域コミュニティ課 市民の自主的学習活動の援助

5 地域コミュニティ課/協働推進課 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

6 協働推進課 市民との協働事業の推進

7 地域コミュニティ課 自主グループとの共催講座の開催

8 地域コミュニティ課 男女共同参画関係会議への参加促進

（３）地域活動における男女共同参画の推進

9 地域コミュニティ課 コミュニティ活動等への参加促進

10 文化生涯学習課 社会教育関係団体の託児室利用援助

11 ① 協働推進課 ボランティア活動の支援

11 ② 地域福祉推進課 ボランティア活動の支援

11 ③ 文化生涯学習課 ボランティア活動の支援

12 文化生涯学習課 生涯学習セミナーの開催

13 文化生涯学習課 生涯学習サポーター制度の充実

14 文化生涯学習課 ふちゅうカレッジ１００単位修得事業の実施

15 文化生涯学習課 ふちゅうカレッジ出前講座の実施

16 文化生涯学習課 障がい者成人教室（あすなろ学級）の実施

（４）安全・防災対策の推進

17 地域安全対策課 女性の地域安全リーダーの育成

18 防災危機管理課 男女双方の視点を取り入れた防災対策の推進

19 児童青少年課 青少年の健全育成のための環境づくり

（５）市職員等の男女共同参画の推進

20 職員課 性別・年代の区別のない業務分担の徹底

● 21 職員課 女性職員の参画意識の向上 １６ページ

22 職員課 職員に対する研修会、講演会の実施 １６ページ

23 地域コミュニティ課 職員の意識調査の実施

24 指導室 教職員の男女平等意識の徹底

（６）就業のための支援

25 地域コミュニティ課 女性の就職支援講座の実施

26 ① 地域コミュニティ課 起業のための講座の実施

26 ② 経済観光課 起業のための講座の実施

27 住宅勤労課 労働情報の収集と提供

事業項目
番号 事業項目名

21

資料１

1



Ｈ２９年度新規重点項目 Ｈ２８年度重点項目

目
標

課
題

施
策 担当課

男女共同参画
の推進に関す
る事項につい
て（答申）

２　教育の場における男女共同参画

（１）学校における男女平等教育の推進

28 指導室 「児童の権利に関する条約」についての啓発

29 ① 指導室 学校教育における薬物・飲酒等に関する教育・啓発

29 ② 学務保健課 学校教育における薬物・飲酒等に関する教育・啓発

● 30 指導室 情報の選択・活用（メディア・リテラシー）の普及・啓発 ２０ページ

31 指導室 男女平等教育の推進 ２０ページ

32 指導室 発達段階に応じた性教育等の実施

３　国際社会への貢献

（１）国際理解と国際交流の推進

33 広報課 外国人相談窓口の充実

● 34 協働推進課 在住外国人の支援 ２２ページ

35 協働推進課 国際交流の推進

（２）平和・人権意識の推進

36 文化生涯学習課 憲法講演会の開催

37 文化生涯学習課 平和展の開催

Ⅱ　ワーク・ライフ・バランスの推進
１　仕事と生活の両立支援推進

（１）職場におけるワーク・ライフ・バランスの推進

38 ① 住宅勤労課 啓発活動の充実と関係機関との連携強化

38 ② 地域コミュニティ課 啓発活動の充実と関係機関との連携強化 ２６ページ

● 39 住宅勤労課 長時間労働是正の啓発 ２６ページ

40 住宅勤労課 事業者・労働者双方への働きかけ

41 職員課 ノー残業デーの徹底

42 ① 職員課 男性職員の家事・子育てへの参画

42 ② 地域コミュニティ課 男性職員の家事・子育てへの参画

２　子育て支援

（１）保育サービスの充実

43 保育支援課 一時預かり・特定保育事業の拡充

44 保育支援課 病児・病後児保育事業の実施

45 保育支援課 待機児童の削減等低年齢児保育の充実 ２８ページ

46 保育支援課 延長保育の拡充

47 保育支援課 認証保育所のサービスの充実

48 児童青少年課 学童クラブの充実

（２）ひとり親家庭への支援

49 住宅勤労課 ひとり親家庭に対する市営住宅入居機会の拡大

50 子育て支援課 ひとり親家庭の自立のための援助サービスの実施 ３０ページ

51 子育て支援課 母子及び父子福祉資金、女性福祉資金の貸付の実施

（３）地域での子育て支援

52 子育て支援課 子ども家庭支援事業の拡充

53 子育て支援課 ファミリーサポートセンター事業の実施

54 児童青少年課 放課後子ども教室の実施

● 55 文化生涯学習課 家庭教育学級の実施 ３２ページ

事業項目
番号

30

34

事業項目名

55

39
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Ｈ２９年度新規重点項目 Ｈ２８年度重点項目

目
標

課
題

施
策 担当課

男女共同参画
の推進に関す
る事項につい
て（答申）

３　介護支援

（１）高齢者・障害者・介護者支援等の充実

● 56 高齢者支援課 生きがい事業の充実 ３４ページ

57 高齢者支援課 高齢者住宅の確保

40 再 住宅勤労課 事業者・労働者双方への働きかけ

58 ① 高齢者支援課 介護保険事業など福祉サービスの充実

58 ② 介護保険課 介護保険事業など福祉サービスの充実

59 ① 地域コミュニティ課 介護に関する知識や情報の提供

59 ② 高齢者支援課 介護に関する知識や情報の提供 ３４ページ

59 ③ 介護保険課 介護に関する知識や情報の提供

59 ④ 障害者福祉課 介護に関する知識や情報の提供

57 障害者福祉課 障害者（児）サービスの充実

58 障害者福祉課 障害のある人の就労支援

Ⅲ　人権が尊重される社会の形成
１　配偶者等からの暴力の防止

（１）暴力の根絶に向けた取組の推進

62 地域コミュニティ課 暴力を防ぐための意識啓発 ３８ページ

63 地域コミュニティ課 庁内連携の強化

（２）被害者に対する支援の充実

64 地域コミュニティ課 相談体制の充実

65 地域コミュニティ課 関係機関との連携の強化

66 地域コミュニティ課 民間シェルターへの財政的支援

（３）自立支援体制の確立

25 再 地域コミュニティ課 女性の就職支援講座の実施

50 再 子育て支援課 ひとり親家庭の自立のための援助サービスの実施

51 再 子育て支援課 母子及び父子福祉資金、女性福祉資金の貸付の実施

67 住宅勤労課 公営住宅への入居の情報提供

● 68 総合窓口課 被害者の個人情報の管理の徹底 ４２ページ

事業項目
番号

68

56

事業項目名
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Ｈ２９年度新規重点項目 Ｈ２８年度重点項目

目
標

課
題

施
策 担当課

男女共同参画
の推進に関す
る事項につい
て（答申）

２　人権の尊重

（１）家庭内暴力等の根絶に向けた取組の推進

69 ① 子育て支援課 児童虐待を防ぐための意識啓発 ４４ページ

69 ② 健康推進課 児童虐待を防ぐための意識啓発

70 ① 子育て支援課 子どもに関する相談

70 ② 保育支援課 子どもに関する相談

70 ③ 児童青少年課 子どもに関する相談

70 ④ 健康推進課 子どもに関する相談

70 ⑤ 指導室 子どもに関する相談

● 71 子育て支援課 児童虐待防止への対応 ４６ページ

72 高齢者支援課 福祉総合相談

73 障害者福祉課 障害者相談支援事業

（２）男女平等の視点に立った表現への配慮

74 広報課 映像・活字等における適切な表現への配慮

75 地域コミュニティ課 「表現ガイドライン」に基づく適切な表現への配慮

76 地域コミュニティ課 男女共同参画についての情報・資料の収集・発信

（３）セクシュアルハラスメント防止の推進

77 ① 住宅勤労課 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

77 ② 地域コミュニティ課 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

78 ① 職員課 職員・教職員に対する研修会の実施 ５０ページ

78 ② 指導室 職員・教職員に対する研修会の実施

79 ① 職員課 職員・教職員のための相談窓口の充実

79 ② 指導室 職員・教職員のための相談窓口の充実

３　生涯を通じた健康支援

（１）生涯を通じた健康保持・増進支援

80 ① 地域コミュニティ課 母子の健康増進

80 ② 健康推進課 母子の健康増進

81 健康推進課 健康診査事業の充実

82 健康推進課 生活習慣病予防の充実

83 高齢者支援課 介護予防への取組の充実

84 健康推進課 リプロダクティブ・ヘルス／ライツの啓発 ５４ページ

● 85 健康推進課 性教育及び薬物・飲酒・喫煙等に関する教育・啓発 ５４ページ

86 スポーツ振興課 各種体操教室の実施

87 スポーツ振興課 自主的スポーツ、レクリエーション活動への指導者派遣

71

事業項目
番号

85

事業項目名
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Ｈ２９年度新規重点項目 Ｈ２８年度重点項目

目
標

課
題

施
策 担当課

男女共同参画
の推進に関す
る事項につい
て（答申）

４　相談体制の充実

（１）相談窓口の充実

88 広報課 労働相談

89 ① 広報課 女性自身に関する相談（人権身の上相談）

89 ② 地域コミュニティ課 女性自身に関する相談（女性問題相談） ５６ページ

89 ③ 子育て支援課 女性自身に関する相談（母子・寡婦・女性相談）

90 健康推進課 健康に関する相談

70 ①再 子育て支援課 子どもに関する相談

70 ②再 保育支援課 子どもに関する相談

● 70 ③再 児童青少年課 子どもに関する相談 ４４ページ

70 ④再 健康推進課 子どもに関する相談

70 ⑤再 指導室 子どもに関する相談

72 再 高齢者支援課 福祉総合相談

73 再 障害者福祉課 障害者相談支援事業

Ⅳ　男女共同参画社会づくり
１　普及・啓発活動の推進

（１）広報・啓発活動の充実

91 ① 広報課 広報紙・啓発冊子等での啓発の充実 ５８ページ

91 ② 地域コミュニティ課 広報紙・啓発冊子等での啓発の充実

92 地域コミュニティ課 男女共同参画についての講座等による意識啓発

（２）情報の収集・提供

● 93 地域コミュニティ課 男女共同参画についての調査 ６０ページ

76 再 地域コミュニティ課 男女共同参画についての情報・資料の収集・発信

（３）推進体制の充実

94 地域コミュニティ課 男女共同参画の推進に係る検討機関の運営

95 地域コミュニティ課 男女共同参画の推進に係る庁内推進組織の運営 ６２ページ

96 地域コミュニティ課 スクエア２１・女性センターの運営

【参考】担当課別重点項目件数
Ｈ２９年度 Ｈ２８年度

件数 担当課 件数
政策課 0 政策課 1
職員課 1 職員課 2
広報課 0 広報課 1
総合窓口課 1
協働推進課 1 市民活動支援課 4
地域コミュニティ課 1 ---- 0
住宅勤労課 1
文化生涯学習課 1
高齢者支援課 1 高齢者支援課 1
健康推進課 1 健康推進課 1
子育て支援課 1 子育て支援課 2
保育支援課 0 保育支援課 1
児童青少年課 1
指導室 1 指導室 1

計 11 計 14

担当課

事業項目
番号

70③

95

事業項目名
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回数 日時 曜日 時間 第三者評価 男女共同参画の推進に関する事項 その他

第１回 ５月２６日 金 午前１０時～ 女性センターの事業報告 市民企画講座決定の報告

第２回 7月7日 金 午後２時から４時
平成２９年度重点項目について
評価方法についての確認

第３回 １０月１３日 金 午前１０時～正午
担当課ヒアリング（１～２課）
第三者評価（前半）の協議

第４回 11月17日 金 午前１０時～正午
第三者評価（前半）の確認
第三者評価（後半）の協議

第５回 １２月２２日 金 午前１０時～正午

第三者評価（後半）の確認
第三者評価報告書（案）全体の確認
（女性センターの事業計画・運営につい
ての文書案を含む）

男女共同参画の推進に関する事項について

第６回 2月16日 金 午後４時から６時
最終確認
（平成２９年度重点項目について）

次期計画について事前説明 市民企画講座の説明・採点

平成２９年度　男女共同参画推進協議会の開催予定について

資料２


