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目 
的 

対 象 市民，事業所 
意 図 男女が互いを理解し，尊重し，性別にとらわれることなく，能力，個性を発揮できる 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ200＞ 

男女が個人として尊重され，社会のあらゆる分野で互いに対等なパートナーとして理解し合い，能力，個性を発揮で

きる男女共同参画社会の実現を目指します。 

 

ま ち づ く り 指 標 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
目標値 

（平成30年度） 

１ 男女共同参画啓発事業

の参加者数【☆】 
1,349人   1,836人 3,407人 2,032人 1,500人 

２ 家事や子育て，介護な 

ど家庭内での役割は男女が

共に担う必要があると考え

る市民の割合【☆，◎】 

95.7% 94.7% 96.1％ 94.7％ 95.0％ 

３ 男女共同参画推進セン 

ターを知っている市民の 

割合【☆】 

24.6% 25.2% 27.4％ 26.8％ 50.0％ 

 
◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 男女共同参画啓発事業の参加者数【☆】 
男女共同参画推進センターでは，講座，講演会，男女共同参画推進フォーラム「しぇいくはんず」を実

施し，地域や社会での男女共同参画の推進や，家庭内の固定的性別役割分担，ＤＶなどの社会的課題につ
いて啓発を行っています。平成２８年度に引き続き，関連所管との共催事業や，センターにこだわらず大
学，文化会館たづくりなどで事業を実施しました。子育て世代対象の講演会では，会場にキッズスペース
を，また，国際婦人デーに因んだ講演会では市内業者による軽食の販売などを行い，事業実施に工夫をし
ました。 
平成２８年度に実施した女性史シンポジウム参加者を除いた事業参加者と比較して，１５７人増加しま

した。  
２ 家事や子育て，介護など家庭内での役割は男女が共に担う必要があると考える市民の割合【☆，◎】 
市民意識調査では，家庭内における家事，育児介護などは男女がともに担うべきと考える市民の割合は

目標値に近いものの値を下回りました。 
東京都「平成２６年女性の活躍推進に関する都民の意識調査によると，女性は男性の３．６倍の時間，

家事，育児，介護を担っていることから，更なる啓発が必要です。 
３ 男女共同参画推進センターを知っている市民の割合【☆】 
 市民意識調査では，男女共同参画推進センターを知っている市民の割合が前年度から０．６ポイント減 
少しました。一方，男女共同参画フォーラムで幅広い年代の団体に参加を呼びかけ，参加者が２８４人増 
加しました。また，利用者は，急激に増加した昨年に比べ３４３人減少しました。 
 指定管理者が実施した自主事業の参加者の約半数は，初めて市民プラザあくろすに来たとのことから， 
あくろすの認知度の向上を図りながら，男女共同参画推進センターについても周知していきます。 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 



（施策№31 男女共同参画社会の形成） 

 
◆施策の成果向上に向けた主な取組実績（基本的取組別に記載） 
３１－１ 男女の人権の尊重と擁護 
 （◆人権を尊重する意識の醸成） 
男女共同参画推進フォーラムで，安冨歩氏による講演会「ありのままの私を生きる～男のフリをやめた

東大教授からのメッセージ」を開催し，６０人が参加しました。 
国際婦人の日を記念して２つの講演会「布が語る グアテマラの女性たち」（５２人参加），「ドラトー

ザン いつでもどこでも自分らしく～今を楽しむ自分革命」（１０６人参加）を開催しました。 
引き続き，若い世代への意識啓発として，公共施設のトイレにデートＤＶの具体例をイラストにして掲

示しました。学校教員を対象にＬＧＢＴに関する講座を開催しました。 
市役所職員の LGBTに関する意識啓発のため，データによる情報紙レインボーフラッグを２回発信し

ました。 
（◆あらゆる暴力の根絶） 
配偶者等から受ける暴力の相談は，平成２９年度は４37件ありました。また，市に寄せられたＤＶ又

はストーカー行為の被害者に対する支援制度申請件数は109件で，平成２８年度の８５件から増加して
います。 
夫からの DVをやめさせて，立ち直った経験を DV被害者自らが伝える座談会を市民団体と共催で実

施し，２４人が参加しました。 
多くの市民に，ＤＶ被害であるという認識がない当事者やその家庭の問題を身近に考え地域の課題とし

て捉えていただくため，文化会館たづくりエントランス及び男女共同参画推進センターにおいて，お花紙
で作成した約１，０００個を使用した笑顔の花をさかせよう展を実施し，お花紙ワークショックには 
２０２人が参加し，DVに関心を持つ機会を提供するとともに，デートDVをテーマにした通信を拡大し
て総合福祉センターの道路沿いに掲出しました。 
ＤＶに関わる団体や関連機関の代表によるネットワーク会議を開催し，調布市内の現状や情報交換を行

いました。平成２８年度の DVネットワーク会議でのご意見から，公立中学校１校でデート DVに関す
る授業を実施しました。そのほか，男女共同参画推進センター運営委員会の提言を反映して作成した，災
害時の避難所運営に関する資料を各避難所の新規担当職員に配布しました。 

３１－２ ワーク・ライフ・バランスの実現（総合戦略Ｅ－②） 
（◆ワーク・ライフ・バランスの推進） 
女性が働き続けるためには，女性自身の意識やスキル向上と，家族や職場の理解が必要です。女性対象

には，起業セミナー，パソコン講座，男女共同参画推進センターの相談担当講師による仕事や家事子育て
の両立，就職先の探し方などについての講座を実施しました。また，白百合女子大学でおこなっている「キ
ャリア研究」の授業の一環として出前講座を実施し，自らの生き方について考える機会を提供しました。 
（◆家庭生活への支援） 
家庭内での固定的性別役割分担の解消を啓発するため，山崎ナオコーラ氏による講演会「母ではなくて

親になる」を開催し，大人８２人が参加しました。当該事業実施にあたっては，保育室での保育のほか， 
会場内にキッズスペースを設置し，２５人の子どもが保護者とともに，会場ですごすことができました。 
平成２８年度から引き続き，乳児健診などで「このほんもよんでみて」を配布し，子育て世代に男女共

同参画について考える機会を提供しました。 
（◆地域ネットワークづくり） 
「来て，見て，話そう！」をテーマに市民団体と協働で講座，講演会，展示等のイベント（男女共同参

画推進フォーラムしぇいくはんず２０１７）を開催し，地域のネットワークづくりに努め，参加協力団体
は，２０団体，延べ１，１９５人が参加しました。 
男女共同参画推進センターの事業を地域に周知するため，社会福祉協議会が国領小学校で行ったイベン

ト「つながろう！地域の輪」にパネル展示しました。 
男女共同参画推進センター運営委員会では，女性活躍推進法の地域協議会として，地域における女性の

継続的な就労について検討し，様々な形で女性が自分らしく働く，または働きやすい職場を紹介する事業
の実施等の提案を受けました。 
３１－３ 男女共同参画社会への推進体制づくり 
（◆推進体制の充実） 
 男女共同参画推進センターでは，女性が直面している諸問題に対し，相談者自身が問題解決できるよう
支援するため，女性の生きかた，法律，ヘルスケア，仕事＆生活サポート相談を実施しました。生きかた
相談については，平成２８年度から引き続き，電話相談も実施しました。また，相談担当者による講座を
７月から月２回，テーマを変えて実施し，悩みの解消や相談事業の認知度向上に努めました。 
 また，センター内では，社会状況にあわせた展示，新着図書の紹介を行い，あくろす諸室の利用者にア
ピールすることができ，図書の貸出数は，前年度比で１．７倍に増加しました。 
（◆政策・方針決定過程への女性参画促進） 
 各種審議会や委員会における女性の参画率向上のため，市長メッセージ「女性の視点を市政へ」を引き
続き発信し，団体推薦による各種委員会メンバーに配慮を求めました。  
地域における男女共同参画の推進に向けては，市民との協働による男女共同参画推進フォーラム 

２０１７の企画・実施を通して女性リーダーの育成に努めました。 
 また，モデル事業所として，女性職員の昇任意欲の喚起や仕事と家庭生活の両立を推進するため，昇任
試験制度の見直し，メンター相談制度の継続実施，新任・各職層研修における「女性の活躍推進に関する
講義」，ナイスボス＆グッドパートナー研修や女性のためのキャリア開発セミナー，市町村職員研修所（男
女共同参画研修）や自治大学校への派遣研修等を実施するとともに，庁内に情報紙「ら・ら・ら」を配信
し，職員の意識啓発を行いました。 
 仕事と家庭生活の両立に加え，女性職員の活躍推進の取組を着実に進めていくため，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く「調布市特定事業主行動計画第六次行動計画」を推進しました。 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 



（施策№31 男女共同参画社会の形成） 

 
◆平成２７～２９年度における施策の成果 
（平成２７年度） 

・男女の人権の尊重と擁護の指数，男女共同参画啓発事業の参加者数は目標を超えた。 

 平成２７年度は他部署との共催や，子育てカフェや高校，大学などで事業を実施したことにより参加者数が増加したと考えられる。 

・ワーク・ライフ・バランスのまちづくり指標，家事や子育てなどの役割分担意識については，毎年高い数値で横ばいであるが，一 

方で，東京都の実態調査では，依然として半数以上の働く男女が家事や育児を女性が分担しており，継続した啓発が必要である。 

・男女共同参画社会の推進体制づくりの拠点である男女共同参画推進センターの利用者が２７５人増加した。 

 平成２６年度に１０周年記念祭を実施したことや，平成２７年度には子育て施設や民間施設，高校大学での出前授業などセンター 

にこだわらない事業実施し，センターの周知に努めた結果である。 

・災害時における男女共同参画推進センターの役割について，運営委員会で２年間にわたり検討し，提言書を受理した。 

・ウインドウシールを掲出したことから，今後認知度があがることが期待できる。 

（平成２８年度） 

・年間をとおして事業実施場所，通信のデザインや発行時期の工夫，男女共同参画推進センター内の配置変更などセンターの周知や

親しみやすい雰囲気づくりに努めた結果，認知度や利用者が増加した。 

・人権の尊重と擁護では，LGBTに関する講座やパネル展等をとおして教員や若い世代へ人権について考える機会を提供した。また，

配偶者やパートナーからの暴力防止についても，パネル展を実施し多くの市民へ現状の深刻さを伝えることができた。 

・ワーク・ライフ・バランスの実現については，男女共同参画推進フォーラムや講座を通じて女性が自らの意識を変えるきっかけや，

男性の家事育児への参加意識を促した。市民団体との協働，実施場所や関連課との連携などの工夫により多くの参加者に考える機

会を提供することができた。 

・男女共同参画社会への推進体制づくりについては，情報発信ツールとしての通信を活用し，事業のPRはもとより，男女共同参画

推進センター運営委員会による提言を多くの市民に効果的に伝えることができた。また，相談体制を充実し，電話相談を取り入れ

るなどにより現状に沿った取組を行った。 

・政策・方針決定過程への女性の参画率は市政について，参画率は依然として上がらないが，職員向けのデータ配信や人事課と共同

して取り組んだ結果，徐々に女性の昇任意欲が高まり，平成２９年度の女性管理職が１８人から２１人になった。 

（平成２９年度） 

・年間をとおして事業実施場所，通信のデザインや発行時期の工夫，男女共同参画推進センター内の配置変更などセンターの周知や

親しみやすい雰囲気づくりに努めたが，認知度及び男女共同参画推進センターの利用者は，前年とほぼ同様であった。 

・人権の尊重と擁護では，配偶者やパートナーからの暴力防止についても，パネル展を実施し多くの市民へ現状の深刻さを伝えるこ

とができた。若年層への啓発では，通信のテーマをデートDVとし，手に取りやすい漫画を使用した。また，公立中学校１校で出

前授業を実施した。 

 ・LGBTに関する講座やパネル展等をとおして教員や若い世代へ人権について考える機会を提供した。また，市役所職員の啓発の

ため，レインボーフラッグを２回配信した。 

・ワーク・ライフ・バランスの実現については，男女共同参画推進フォーラムや講座，グループ相談などを通じて一人ひとりが自分

らしく生きること，自分にあった趣味や時間，友人をもつことの大切さ，男性の家事や子育て参加などについて啓発した。 

・男女共同参画社会への推進体制づくりについては，情報発信ツールとしての通信を活用し，事業のPRはもとより，男女共同参画

推進センター運営委員会による提言を多くの市民に効果的に伝えることができた。市の職員については，男女共同参画について考

える情報を毎月定期的に配信し，意識啓発をはかった。 

・社会状況や，男女共同参画，人権等に関する週間や記念日，イベント等にあわせて男女共同参画推進センター内にパネルの掲示や

図書の展示を行った。平成２９年度から，展示テーマにあった選書について，調布市立図書館のアドバイス及び団体貸出を受け，セ

ンター内の図書の充実をはかった。 

・子育て中の市民も参加しやすいよう保育付で事業を実施した。子育て中の市民対象の講座について，会場内にキッズスペースを設

置し，参加者から好評であった。 

・指定管理者と協議し，指定管理者による自主事業を開始した。参加者の約半数が始めて施設を利用したとのこと，事業内容も好評

であり，親しみやすい施設運営や施設周知に効果があり，利用者は前年度と比較して５，１２９人増加した。 

・市の政策・方針決定過程への女性の参画率については，各種研修を通した職員の意識改革に加え，昇任試験制度の見直し，メンタ

ー相談制度の継続実施，職員のワーク・ライフ・バランスの推進などの様々な取組により，平成３０年度の課長職以上に占める女

性職員の割合が12.7%となり，昨年度より1.4ポイント増加した。 
 

◆施策の成果についての評価（平成２９年度） 

評価 ○ 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」 
○：「おおむね達成した。おおむね成果が得られた。」 
△：「目標達成までには至らなかった。予定した成果が得られなかった。」 

 
 
 
 

３ 平成２９年度の振返り及び現基本計画期間の取組状況（平成３０年度見込みを含む） — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策№31 男女共同参画社会の形成） 

◆まちづくり指標の目標達成見込み（平成３０年度見込みを含めた現基本計画期間における達成度）  
◎：「目標値達成に向け順調に推移」 

・次の区分により記号を記入   ○：「目標値達成は現状難しいが，前年度より向上する見込み」 

△：「目標値達成は現状難しく，前年度と同等又は悪化する見込み」 

・右欄【要因・課題】は各指標の達成度について補足説明（目標達成・未達成の要因・次期基本計画に向けた課題等）を記載 

（各指標名横の記号…☆：基本計画におけるまちづくり指標，◎：総合戦略における指標） 

１ 男女共同参画啓発事業の参加者数【☆】 
（目標値：1,500人 現状値：２０３２人） ◎ 

【要因・課題】 

 フォーラムの集客が年々増加している。 

 施設の収容力は２０００人が限界である。 

今後，事業の場所や日程の検討が必要である。 

２ 家事や子育て，介護など家庭内での役割は男女が共

に担う必要があると考える市民の割合【☆，◎】 
（目標値：95.0％ 現状値：94.7％） 

○ 

【要因・課題】 共働き家庭の割合が増加している

こと，また結婚や出産などのライフイベントによっ

ても，継続して就労する女性が増加する傾向にある。 

社会全体の意識が，女性が社会で働き続けること

や，環境整備が必要であることなどに向き始めた。 

一方で，実際に男性が家事育児介護に関わるため

の働き方改革は遅れている。 

３ 男女共同参画推進センターを知っている市民の割合

【☆】 
（目標値：50.0％ 現状値：26.8％） ○ 

【要因・課題】男女共同参画推進センターで実施す

る事業についても，市民プラザあくろすで実施する

という認識の市民が多い。平成３０年度は男女共同

参画推進フォーラムのポスターを初めて市内自治会

掲示板に掲示し，センターの存在を周知する。 

平成３０年度には認知度は向上すると考えられる。 

 
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む）における施策の取組状況 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

計画どおり・計画より進んだ取組等 

（現基本計画で予定した成果が十分得られる） 

今後の取組の方向   

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

① 全ての職員のワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組
（時間外勤務縮減をはじめとする働き方改革の推進等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 男女の人権との尊重と擁護に関する啓発について，男女共同
参画推進課が実施する事業への参加者は目標値を大幅に超

え，多くの市民に啓発することができた。 

① モデル事業所としても，全ての職員のワーク・ライフ・バラ 
ンスの実現に向けた取組（時間外勤務縮減等の働き方改革の推進

等）と合わせた，女性職員の活躍推進，また，女性受験者を増や

すなど，将来を担う女性職員の確保に向けた取組を引き続き進め

る。 

・国「地方公務員における女性活躍・働き方改革推進のためのガ

イドブック」や東京市町村自治調査会「多様化する働き方を踏ま

えた職場づくり調査研究報告書」等で調布市の取組が先進事例と

して多数紹介されている。 

・他市比較（男性職員の育児休業取得率，年次有給休暇平均取得

日数が26市中常時上位） 

② さらに，地域で活動する多様な団体と連携して，継続的な協
議の場をもち，一過性のものにならないよう努めていく。 

計画より遅れた取組等 

（現基本計画で予定した成果が得られない） 

遅れの理由や次期基本計画に向けた対応課題等 

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

① 家事や子育て，介護などの役割を男女ともに担う必要がある
意識の醸成については，高い数値で横ばいである。一方，男

性がこうした役割を担っている割合は低い状態にある。 

① 社会的な動きもあり，女性が継続して就労できる環境が整う
よう調布市全体に啓発していく必要がある。 

 

 
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）における施策の成果についての総括 

・男女共同参画推進啓発事業への参加者数は，年々増加しており，多くの市民に男女共同参画について，考える機会を提供できてい
る。 
・平成２９年度から実施している指定管理者による自主事業では市民プラザあくろすに初めてきた市民が約半数おり，施設の周知に
寄与するとともに，男女共同参画推進センターが行う事業，図書，パネル展示などを見る機会となり，新たな市民に男女共同参画に
ついて考える機会を提供している。 
・女性が社会で活躍し，自分らしくいきていくためには，家事，育児，介護などを男性も担っていくことが必要であるが，意識があ
っても，現実には難しい状況にある。今後，ますます意識啓発が必要である。 
・男女共同参画推進センターを知っている市民の割合については，平成２６年度の数値からは２．２ポイント上昇したが，目標は達
成していない。平成３０年度は，男女共同参画推進フォーラムのポスターデザインを，男女共同参画推進センターの存在を周知でき
るようなデザインとし，自治会掲示板に掲示を依頼したことから，認知度の向上が期待できる。 

評価 Ｂ 
【評価区分】 
現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）に対する進捗状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「計画以上に進捗した。 予定以上の取組成果が得られた。」    
Ａ：「計画どおりに進捗した。 予定した取組成果が得られた。」 
Ｂ：「概ね計画どおりに進捗した。 一定の取組成果が得られた。」  
Ｃ：「進捗にやや遅れがみられた。  予定した取組成果が得られなかった。」 
Ｄ：「進捗に大きな遅れがみられた。 ほとんど取組成果が得られなかった。」 



（施策№31 男女共同参画社会の形成） 

 
◆施策を取り巻く状況（施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

 
 
 

 
◆次期基本計画期間におけるポイント（平成３０年代を展望した施策の目指すべき方向） 
・2019・2020年を契機としたまちづくりへの多面的効果や施策における有形・無形のレガシーがあれば記載（冒頭に◎を記入） 
・市内の事業所に対して，従業員の働き方改革について，情報提供や支援を行う必要がある。 

・東京オリンピックの会場市として，ダイバーシティについて職員意識の向上，市民啓発が必要である。 

・第５次プラン策定にあたっては，人権の尊重はもとより，働く場所，地域，家庭での男女共同参画の推進について検討する必要

がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市政を取り巻く状況 左記を踏まえた市の対応課題等 

全
国
的
な
潮
流
・
傾
向
等 

① 国は２０２０年までにあらゆる分野で指導的立場に占める女性の割
合をすくなくとも３０％程度になるよう期待する。 

（平成15年6月20日男女共同参画推進本部決定） 

② 平成２８年 女性活躍推進法が施行された 
③ 多様な性LGBTに対する認知度が高まっている。 
④ 女性の職業生活における活躍促進に関する法律（平成28年4月）

が施行されるなど，女性の活躍を推進する法整備が進んでいる。 
また，男性中心，長時間労働を全体としたこれまでの働き方が男性
の家事・育児を阻害する（女性活躍の阻害）要因となっていること
から，抜本的な働き方改革が行われている。 

 

① 市長メッセージ 女性の視点を市政へ を発信
した。 

② 他の自治体に先駆けて，法が規定する地域協議
会を設置した。 

③ LGBTに理解を深める情報を毎月配信してい

る。 

④ 市内の企業や女性を紹介する事業を検討してい

る。 

 

都
や
近
隣
市
等
の
動
向
等 

① 都2020年に向けた実行プラン事業「ダイバーシティ 誰もが活躍
できるまち」，「ホストシティTokyoプロジェクト 人材育成・活躍
支援 働き方改革の推進」等 

② 平成３０年５月 都知事が「東京都オリンピック憲章にうたわれる
人権尊重の理念実現のための条例（仮称）」案を都議会定例会へ提出
する記者会見を行った。 

 

① 都等と連携した働き方改革（テレワーク，サテ
ライトオフィス等）の推進  

 

② 都の動向を踏まえた対応の検討が必要である。 
 

 

 

 

そ
の
他 

  

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ） 



（施策№31 男女共同参画社会の形成） 

◆施策における２つのアクション 
【アクション①】横断的連携による施策の推進 

 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
 
◆参考：調布市基本計画：参加と協働の視点～市民等に期待される役割～ 
 

・市民は，家庭や職場において，性別にとらわれることなく互いを尊重し，協力し合います。 

・業者は，ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて職場環境の整備を進めます。 

 

 
 
＜参考：基本的取組及び基本計画事業の体系＞ 

 
 
 
 

○施策の成果向上に向けた施策間連携・多様な主体との連携 

（施策を推進するうえで施策間の連携や多様な主体との連携を行うべき事項，それに向けて今後調整・検討すべき事項） 

・意思決定機関における女性の割合を高めるためには，地域の男性の意識，市役所の男性の意識を変えていく必要があることから， 

協働推進課，市民活動支援センター，産業労働支援センター，人事課などと連携し，家庭，地域，企業の意識改革を行う 

・男女共同参画推進フォーラムでは，年々参加団体や協力団体が増え，新しい主体となる地域の人材と連携することができてきた。 

この連携や協働の輪を継続していけるよう，フォーラム終了後も関係を保つ取り組みを行う。 

 

○施策の取組において市内外に向け特にアピールできる成果，地域資源，強みなど 

（施策における魅力の要素，魅力向上に向けた取組） 

・全ての職員のワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組（柔軟な働き方改革の推進等）と合わせた，女性職員の活躍推進等

の取組（総務省発行の女性活躍・働き方改革推進のためのガイドブックや東京市町村自治調査会，他県の調査研究報告書において，

調布市の取組が先進事例として多数紹介されている。） 

・他市に先駆けて，少人数によるグループ相談を実施している。 

・年に２回発行している通信「しぇいくはんず」が他市から好評をえており，内容の転載を求められた。 

・指定管理者による自主事業は好評である。平成３０年度からは本格実施しており，施設の魅力向上となっている。 

・この３年間で，施設が魅力ある，親しみやすい場所になり，施設自体が市の魅力となってきた。 

・国領駅に近く，産業労働支援センターが併設されており，今後更に女性の就労について市内企業に対する連携した取組が可能で

ある。 

・他市に先駆けて，女性活躍法の地域協議会を設置し，地域における女性の就労継続について検討してきた。今後，具体的な取り

組みを検討し，実行していく。 

（上記魅力の要素に関して改善・強化に向けて予定又は検討している取組・課題など） 

・グループ相談の拡大版を実施する。（男性も参加しやすい環境づくり） 

・女性の就労について，企業にこだわらず，多様な働き方について提案する事業を実施する。 

・指定管理者と連携して，男女共同参画推進センターを含む市民プラザあくろすの魅力を更に向上させる。 

 


