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目 
的 

対 象 市民・事業所 

意 図 
人権の大切さについて理解を深め，一人一人の人権を尊重する 
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 

市民一人一人が，個人の能力，環境，個性について偏見を持つことなく，理解を深める中で人権が尊重され，性別に
関わりなく男女が社会のあらゆる分野で対等なパートナーとして理解し合い，能力，個性を発揮できる社会の実現を
目指します。 

 

まちづくり指標 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 目標値 
平成30年度 

１ 人権教育・啓発事業への参加者数
【☆】 

7,544人 7,671人 7,648人 8,549人 
2万7,000人 
（4箇年累計） 

（平成27～30年度） 
２ 男女共同参画啓発事業の参加者数
【☆】 

1,836人 3,407人 2,032人 3,171人 1,500人 

３ 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【☆，◎】 

94.7% 96.1％ 94.7％ 95.6％ 95.0％ 

４ 男女共同参画推進センターを知っ
ている市民の割合【☆】 

25.2% 27.4％ 26.8％ 2８.０％ 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 人権教育・啓発事業への参加者数【☆】 
 小・中学生の「人権作文」「人権メッセージ」「人権の花」運動等の人権啓発事業を実施する中で人権擁護委員の活
動を支援しました。また，市内小・中学校への学校訪問，小学校朝礼での人権講話の他，平成３０年度は東部公民館
で多文化共生をテーマにした事業を実施しました。  
人権教育・啓発事業への参加者数は８，５４９人で，目標値の達成状況は１１６．３％となりました。 
２ 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」を実施するほか，
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２９年度に引き続き，関連所管との共催事業や，センターに留まらず，大学・文化会館たづくりなどで
事業を実施しました。 
講演会等では，自分らしく性別に捉われない生き方を考える映画の無料上映会，新しいシニア・女性の生き方・多

様化する家族の暮らし方を考えるトークショーを実施しました。また，ワーク・ライフ・バランスについての理解を
深める市職員対象の講演会も実施しました。 
意識啓発のための講座では，子育て世代対象のパパとママのべびぃケア講座，女性のキャリア研究についての講演，

起業への支援に繋げる女性のための起業セミナー，女性の生き方について考える手織りのワークショップ等を実施し
ました。様々な講演会や講座を実施し，特に男女共同参画推進フォーラムの参加者が昨年に比べ５４７人増加するな
ど，参加者数は目標値の２倍を超えました。 
３ 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や育児，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を
上回りました。目標値は上回ったものの，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。 
４ 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１．２ポイント増加しました。
男女共同参画推進フォーラムでの参加者が５４７人増加するなど，利用者は２万人を超え，昨年に比べ大幅に増加し
ました（２，２６４人増）。 
 指定管理者が実施した自主事業の参加者の約半数が，初めて市民プラザあくろすを訪れた方であり，更なるあくろ
すの認知度向上を図りながら，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。 

 
《参考》基本計画（令和元年度～令和４年度）における「まちづくり指標」 

まちづくり指標 まちづくり指標の考え方 現状値 目標値 

１ 人権教育・啓発事業への

参加者数 
人権教育・啓発事業の積極的な取組により，現状の参加者数を増
加させることを目標とした。 

7,648人 

（平成29年度） 

3万1,000人 

（4箇年累計） 

(令和元～4年度) 

２ 市の審議会や委員会に

おける女性の割合 

調布市男女共同参画推進プラン（第4次）改訂版（平成
29(2017)年度～令和3(2021)年度）に基づき，市の審議会等
における女性の割合を40.0％に増加させることを目標とした。 

31.6% 

（平成30年度） 

40.0% 

（令和4年度） 

１ 平成３０年度の振返り — 現状把握  



（施策31 人権の尊重・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【基本計画（令和元年度～令和４年度）の基本的取組毎に記載】 

３１－１ 人権尊重の社会づくり 

（◆人権教育・啓発事業の推進） 
全ての人の人権が尊重されることを目指し，市立小・中学校に人権教育推進委員会を設置し，人権教育

に関する課題の協議，授業研究，東京都人権尊重教育推進校の訪問，人権週間に伴う各学校の取組，「人
権教育ニュース」の発行，「人権教育指導資料」の作成などに取り組み，全教職員の人権に対する理解・
意識の向上とともに児童・生徒に対する人権教育の推進を図りました。 
人権擁護委員の啓発活動である「中学生人権作文コンテスト」，小学生の「子どもたちからの人権メッ

セージ」発表会及び「人権の花」運動の実施などを支援しました。また，平成３０年度は，東部公民館で
多文化共生をテーマにしたパネルディスカッションや箏のコンサートを人権擁護委員と協力して実施し
ました。 
「人権週間」（１２月４日から１０日）等では，各種媒体を通じ「人権尊重」意識の啓発を行いました。 
また，人権擁護委員が小・中学校を訪問し，いじめ・体罰・不登校など，子どもの人権について意見交

換を行うとともに，小学校では，朝礼などで子どもたちに人権についてわかりやすく話し理解してもらえ
る機会を提供しました。 
若い世代への意識啓発として，デートDVをテーマとしたセンター通信（しぇいくはんず）を発行し，

市内中学校や若い世代が利用する施設等に配布しました。また，公立中学校２校で，デートDVに関する
講座を実施し２３６人が出席しました。DV等の人権尊重について考える機会として，文化会館たづくり
エントランス等でパープルリボンキャンペーンを９日間に渡り実施し，ワークショップには４２３人が参
加しました。 
（◆人権相談の内容・支援体制の充実） 
児童・生徒や保護者に対し，教育相談所，子ども家庭支援センター，スクールカウンセラー，ソーシャ

ルワーカーなど心理，教育，福祉，医療に係る各種機関・専門家の連携・協力により，相談者に対する支
援を行いました。高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターにおいて，高齢者に対する支援に努
めるとともに，保護を必要とする高齢者のために，引き続き，緊急一時保護施設を確保しました。 
虐待やＤＶに関する相談を実施したほか，東京都や人権教育推進委員会などとの連携による被害者の保

護や支援を行い，障害者虐待防止センターにおいても障害者に対する保護や支援に努めました。職員に対
しては，LGBTに関する理解を深める情報紙をデータ配信しました。 
人権擁護委員を相談員とする「人権身の上相談」の実施，「人権擁護委員の日（６月１日）」に合わせ６

月第１月曜日に特設相談窓口を設置するとともに，他の専門相談窓口等との連携など，相談者への適切な
支援に努めました。 
職員に対しては，人権啓発研修への派遣やハラスメント防止啓発活動などの実施により，「人権の尊重」

に関する職員の理解と意識の向上を図るとともに，人権施策推進都市町村連絡会の活動を通じて，人権施
策・支援体制の充実を行いました。 

 
３１－２ 男女共同参画社会の実現 

（◆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，働く女性の人生相談を実施し
ました。生きかた相談については，電話相談も実施しました。また，相談担当者によるグループ相談「ほ
っとサロンしぇいくはんず」を昨年度から引き続き月２回程度，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。 
女性の職業生活における活躍を推進する取組として，市内で自分らしく働く女性を紹介する事業（わが

まち調布の輝き女性（びと））を開始し，市報等で紹介しました。 
また，センター内では，社会状況にあわせた展示，来館者に伝えたいテーマの図書の展示や新着図書の

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，男女センターの認知度向上につながりま
した。 
（◆政策・方針決定過程への女性参画促進） 
各種審議会等の女性参画率向上のため，市長メッセージ「女性の視点を市政へ」を引き続き発信し，各

種委員会メンバーに配慮を求めました。さらに取組を進めるため，男女共同参画プラン推進協議会等で検
討を重ねた結果，委員会等の男女比について各担当職員が検証できるよう，平成３１年３月からチェック
表の運用を開始しました。 
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２０１

８の企画・実施を通して女性リーダーの育成に努めました。 
モデル事業所としては，計画期間の最終年次となる特定事業主行動計画（第六次）行動計画を着実に推

進し，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，昇任試験制度の内容の見直し，
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。 
また，これまでの取組状況や職員満足度調査等を踏まえた検討を行い，全ての職員が能力を十分に発揮

できるよう，これまでの取組成果の継続に加え，新たな取組を推進するため，「調布市職員ワーク・ライ
フ・バランス推進プラン（第七次行動計画）」を策定しました。 

  

２ 平成３０年度の振返り — 取組実績（ＤＯ）  



（施策31 人権の尊重・男女共同参画社会の形成） 
 
 
◆平成３０年度における施策の成果についての総括 
・教育委員会の啓発事業，男女共同参画推進センターの事業，人権擁護委員の活動を中心に連携事業を展開したことにより，人権

教育・啓発事業への参加者数は８，５４９人となり，目標値１１６．３％となった。また，平成３０年度は東部公民館で多文化共

生をテーマにパネルディスカッションや箏のコンサートを人権擁護委員と協力して実施した。 

・女性の職業生活における活躍を推進する取組として，市内で自分らしく働く女性を紹介する事業（わがまち調布の輝き女性（び

と））を開始し，市報等で紹介する等，女性が活躍できる場や様々な働き方の情報を提供することができた。 

・年間を通した事業の実施，通信のデザインや発行時期の工夫，図書・資料コーナーの充実等により，男女共同参画推進センター

の周知や親しみやすい雰囲気づくりに努め，男女共同参画推進センターの利用者が，2，２00人を超える増加となった。 

・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，パープルリボンキャンペーンを実施し，暴力を許さな

い意識啓発を行った。若年層への啓発では，通信のテーマをデートDVとし，手に取りやすいイラストデザインとした。また，公

立中学校２校で出前授業を実施した。 

・自分らしく性別に捉われない生き方を考える映画の上映や，新しいシニア女性の生き方，多様化する家族の暮らし方を考えるト

ークショーを実施したほか，市役所職員のＬＧＢＴに関する啓発のため，情報誌「レインボーフラッグ」を配信した。 

・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・講演会・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，友人を持つことの大切さ，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では，情報誌や事業チラシ等について，テーマや対象毎に配布先を見直すことで，より効

果的な事業広報による啓発を行った。市の職員に対しては，男女共同参画について考える情報を配信し，意識啓発を図った。 

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

来館者に伝えたいテーマの図書の展示や新着図書の紹介を行い，センター内の図書の充実を図った。 

・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。また，和室を利用したグループ相談を行い，保育を利用しなくて

も親子一緒に相談が受けられる場の提供が，子育て中の相談者から好評であった。 

・指定管理者による自主事業が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，自主事業の参加者は前年

度と比較して１，５７４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，女性職員が活躍できる職場環境の整備に加え，各種研修を通した職員の

意識改革に加え，昇任試験制度の内容の見直し，メンター相談制度の充実やロールモデル集の発行などの女性職員の活躍推進を図

る様々な取組により，平成３１年４月時点の課長職以上に占める女性職員の割合が１４．０％となり，昨年度より１．３ポイント

増加した。 

評価 Ｂ 
【評価区分】平成３０年度の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

Ｓ 
◎ 

Ａ 
Ｂ ○ 
Ｃ 

△ 
Ｄ 

＊平成３０年度行政評価における施策の成果についての評価：３段階 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」，○：「概ね達成した。概ね成果が得られた。」，△：「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。」 

 
◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における取組状況・課題・今後の方向 
・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 

（基本計画で予定した成果が十分得られた） 

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男女の人権とそ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。 

③人権教育・啓発事業の推進 

①「調布市職員ワーク・ライフ・バランス推進プラン（第七次行

動計画）」に基づき，全ての職員が能力を十分発揮できるよう，

働き方の見直しにつながる取組を進め，仕事と家庭生活との両

立・調和支援を推進する。 

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。 

 

③引き続き人権啓発事業（多文化共生など）に取り組む。 

計画に対して進捗に遅れが生じた取組等 

（基本計画で予定した成果が得られなかった） 

左記の理由や今後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モデル事業所としての市の政策・方針決定過程（課長職以上）

への女性の参画の拡大 

 

②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

識については，高い数値で横ばいである。一方，男性が実際に

こうした役割を担っている割合は低い状態にある。 

①全ての職員のワーク・ライフ・バランスの実現や女性の活躍推

進の障壁ともなる，時間外勤務等を前提としたこれまでの働き

方の改革を推進する必要がある。 

②社会的な動向等を踏まえ，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。 

 

３ 平成３０年度の振返り及び基本計画期間（平成２７～３０年度）の取組状況 — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策31 人権の尊重・男女共同参画社会の形成） 

 
 
◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における施策の成果についての総括 
（平成２７年度） 

・多摩東部地域の１３市の人権擁護委員で構成された多摩東人権啓発活動地域ネットワーク協議会等と調布市の主催による人権啓発

事業「講演と映画の集い」を調布市で開催し，併せて，調布市が独自で作成した「人権啓発リーフレット」を参加者へ配布した。 

（平成２８年度） 

・女性が社会で活躍し，自分らしく生きていくためには，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，より一層の意識啓発が必要である。 

（平成２９年度） 

・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の参加者の約半数が，初めてあくろすを訪れた方であり，施設の周知に

寄与するとともに，センターが行う事業，図書や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。 

（平成３０年度） 

・多文化共生をテーマにしたパネルディスカッションや箏のコンサートを人権擁護委員と協力して実施した。 

・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。 

評価 Ａ 
【評価区分】基本計画期間４年間の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

 
◆施策を取り巻く状況（計画策定後の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） 
◆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 

 

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「２１世紀は人権の世紀」との提唱を受け，国連を中心に人権の視

点を強化する考えが広がってきている。 

②平成１６年１２月「犯罪被害者等基本法」成立 

③平成２８年５月いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」成立 

④平成２８年１２月「部落差別解消推進法」成立 

⑤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

割合を少なくとも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） 

⑥平成２８年４月女性活躍推進法が施行された。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。 

⑦多様な性に対する認知度が高まっている。 

⑧平成３０年６月候補者男女均等法が施行された。政治分野における

男女共同参画の推進に関する法律（平成３０年６月）が施行されるな

ど，国や自治体の政策立案や決定に男女が共同して参画する機会が確

保されることが，多様な国民意見が的確に反映されるために一層重要

と位置付けられ，その上で政治において，男女の候補者数の目標を定

めるなどの努力義務を規定した。 

⑨女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正

する法律案が令和元年５月２９日に参院本会議可決（事業主の範囲の

拡大，パワーハラスメント・セクシュアルハラスメント等の防止に関

する努力義務が定められ，事業主に対して防止のための相談体制の整

備等が義務付けられた。） 

①様々な人権課題について人権擁護委員と連携し，啓発活

動に取組む必要がある。 

②犯罪被害者への支援についての対応 

③ヘイトスピーチ対策における，具体的な対応 

④部落差別解消推進法の成立後の対応 

⑤市長メッセージ「女性の視点を市政へ」を発信した。 

 

 

⑥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。 

市内で自分らしく働く女性を紹介する事業（わがまち調布

の輝き女性（びと））を開始し，市報等で紹介しているが，

さらなる啓発活動が必要である。 

 

⑦LGBTの理解を深める情報を職員に配信している。 

⑧委員会等の選定の際，男女比について各担当職員が一考

できるよう，平成３１年３月からチェックシートの運用を

開始した。今後，その効果検証を行う必要がある。 

 

 

 

⑨「調布市職員ワーク・ライフ・バランス推進プラン（調

布市特定事業主行動計画第七次行動計画）」では，令和４

年度末までに課長職以上に占める女性職員の割合を 20％

以上とする目標を設定し，取組を進める。 

都
や
近
隣
自
治
体
等
の
動
向
等 

①都では「東京都人権施策推進指針」に基づき，人権に関する相談・

救済・啓発・教育等の取組を実施。 

②平成３０年１０月多様な性の理解の推進やヘイトスピーチの解消

などを目指す「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念

の実現を目指す条例」制定 

③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 

④近隣自治体において同性パートナーシップ制度の検討が進められて

いる。都内における「同性パートナーシップ公的認証制度」実施自治

体は，5区1市（渋谷区・世田谷区・中野区・豊島区（平成３１年４

月開始）・江戸川区（平成３１年４月開始）・府中市（平成３１年４月

開始）） 

⑤平成３０年１２月「国立市人権を尊重し多様性を認め合う平和なま

ちづくり条例」制定 

①都と各区市町村で組織される「人権施策推進連絡会」が

設置され，人権施策の推進を一層図っていく必要がある。

②都の動向を踏まえた対応の検討が必要であり，注視して

いく。 

 

③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 

 

④多様な性については，人権課題として，全庁的に取組を

進めていく。具体的な制度等については，所管部署も含め，

調査検討を進める必要がある。 

 

 

⑤人権基本条例の制定状況について他自治体の動向等を

注視する必要がある。 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ）  



（施策31 人権の尊重・男女共同参画社会の形成） 

◆基本計画期間（令和元年度～令和４年度）における中期的な取組の方向 
※基本計画の期間において重点的に取り組むべき事項（引き続き／より一層／新たに／ 推進すべき取組等） 

※2019年・2020年を契機としたまちづくりやレガシーの創出に向けた取組は，冒頭に「○印」を記入 

○東京 2020大会の開催を通じて，市民一人一人が人権の大切さについて理解を深め，相互に人格と個性を尊重しながら障害者差

別等のない共生する社会を実現するとともに，将来を担う子どもたちがあらゆる場において，人間性豊かに成長できるよう，人権意

識が広く社会に浸透する啓発事業の取組を推進する。 

・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。 

○東京２０２０大会の会場立地市として，ダイバーシティ（多様性の尊重）について職員意識の向上，市民啓発が必要である。 

・男女共同参画推進プラン（第５次）策定に当たっては，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。 

・令和元年度は，あくろすの開館１５年目を迎え，指定管理者と協力して安全安心の施設運営に努めるとともに，産業労働支援セン

ター・市民活動支援センターと協働で記念イベントを実施するなど，更なるあくろすの周知につながる取組を行う必要がある。 

・女性職員の活躍推進に向け，メンター制度の運用や人材育成上の課題を踏まえた各種研修・派遣研修の実施など，継続した取組を

進めるとともに，新たに職場ごとの職員配置の男女バランスの差を少なくする検討や男性も含めたキャリアプランの支援に係る取組

を推進します。 

 

 
◆令和２年度における重点的取組，新規又は拡充の検討を要する取組 
※重点プロジェクトに関連する取組は，冒頭に「☆印」を記入 

※新規の取組は，冒頭に「◎印」を記入 
◎男女共同参画推進プラン（第５次）策定に向けた準備として，市民意識調査等を実施予定。 

・配偶者暴力防止等対策ネットワーク会議を有効活用するなど，広域的な支援を行うための関係機関との連携強化を検討する。 

・庁内における審議会・委員会等の女性の参画率の向上のためのチェックリストの活用等について，その効果・検証を実施予定。 

・働く女性への理解促進，地域における女性の就労に関連した事業を実施予定。 

・固定的性別役割分担に関する啓発事業を実施予定。 

 

◆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 
○施策の成果向上に向けた庁内横断的な連携や多様な主体と連携した取組，それに向けて今後調整・検討すべき事項 

・相談者への適切な支援を行うためには，人権擁護委員と関係機関等との連携の強化が必要であり，個人情報の取り扱いには十分

配慮しながら推進していく。 

・人権を守る施策として虐待の対応・支援は，対象者だけでなく，家族全体の支援を要するため，子ども，障害，高齢，ＤＶなど

に関係する課の横断的連携が必要であり，虐待のない地域づくりには，地域福祉や地域振興など様々な地域関係団体等との関係を

強化する必要がある。また，障害者差別解消法に基づき障害理解を促進させ，障害者差別のない共生社会の実現に向け関係課と協

力していく必要がある。 

・意思決定機関における女性の割合を高めるためには，一人一人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，企業に向けた啓発に取り組む。 

・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の連携が進んでいる。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組を行う。 

 

 

 
≪重点プロジェクトを横断して取り組む４つの連携テーマの推進≫ 

 ■連携テーマ3 「2019年・2020年を契機としたレガシーの創出」 

・女性活躍の視点において，女性が地域で活躍する機会の拡大に向けた取組の検討が必要である。 

・パープルリボン・オレンジリボン事業における関係課との連携・充実を図り，ＤＶ等の暴力の未然防止の意識啓発の促進を

図るほか，情報を共有するなど，支援関係機関の連携を図る必要がある。 

 

 

■連携テーマ4 「パラリンピックレガシーの創出」 

・パラリンピックを契機とした，ジェンダー平等の促進，バリアがない共生社会の実現のための具体的取組の検討が必要であ

る。 

 

 
  

そ
の
他 

①平成３０年第３回調布市議会定例会において「同性パートナーシッ

プの公的認証についての陳情」が採択された。 

①他自治体の動向等を踏まえつつ，人権にかかわる問題と

して，組織的な対応が求められる。 



（施策31 人権の尊重・男女共同参画社会の形成） 

 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆施策とＳＤＧｓの１７の目標との関係 

         

●   ● ●   ●  

        

 

●      ● ●  

※ＳＤＧｓの１７の目標（ゴール）や１６９のターゲットと基本計画の各施策を構成する基本的取組等の方向との関連性（参考資料⑦

を参照）を踏まえ，施策と１７の目標との関係を示しています。 
 

 
◆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。 

・事業所は，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。 

 

○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。） 

・男女共同参画推進センターでは，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回程度発行しているセンター通信「しぇいくはんず」が他市から好評を得ており，内容の転載を求められた。 

・平成３０年度から本格実施した市民プラザあくろすの指定管理者による自主事業は，参加者も大幅に増え好評である。 

・男女共同参画推進センターが，親しみやすいセンターとなってきた。 

・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。 

・人権擁護委員と協力して実施した多文化共生事業では，外国人をパネリストに加え，また，多くの外国人の来場者もあった。 

 

 

（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。 

・女性の就労について，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。 

 


