男女が共に生きるまち八王子プラン（第 3 次）

−平成３０年度（２０１８年度）

評価報告書−

令和元年（２０１９年）１１月

八王子市

はじめに

男女共同参画社会基本法では、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21世紀の我が国の最重要課題と位置づけています。
八王子市では、平成11年（1999年）4月に「人がひととして尊重され、いきいきと暮らせる男女共
同参画社会の形成」をめざして、10か年計画の「男女が共に生きるまち八王子プラン」を策定し、
平成16年（2004年）3月に後半の5か年を見据えた改定を行いました。平成21年（2009年）3月には、
配偶者等からの暴力防止対策の強化など、新たな課題への対応に向けた第2次プランを策定して、男
女共同参画施策を積極的に推進してきました。
その後、平成26年度（2014年度）から令和5年度（2023年度）までを計画期間とする「男女が共に
生きるまち八王子プラン（第3次）」（以下「第3次プラン」という。）を策定し、平成27年（2015
年）に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以下「女性活躍推進法」という。）
が施行されたことに伴い、平成29年（2017年）2月に女性活躍推進法の趣旨を反映させるため第3次
プランの一部改定を行い、第3次プランに掲げる施策を推進してきました。さらには、若年層の性暴
力被害の多様化や、格差、貧困の問題など社会情勢の変化や課題に対応するために、平成31年（2019
年）3月に「男女が共に生きるまち八王子プラン（第3次）2019改定版」を策定しました。
この報告書は、第3次プランに掲げている61の取組の平成30年度（2018年度）における事業実績に
ついて、第三者機関である八王子市男女共同参画施策推進会議からの意見等をもとに評価したもの
です。また、平成30年度（2018年度）は、第3次プランの計画期間の前期5か年（平成26年度【2014
年度】〜平成30年度【2018年度】）が経過したことから、5年間の総評も行いました。この評価結果
及び総評を踏まえ、男女共同参画社会の実現に向け、さらなる施策の推進に努めていきます。
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1．体 系 図
●基本目標● ⼈がひととして尊重されいきいきと暮らせる男⼥共同参画社会の実現をめざして
重点課題

策

(1)学校教育等における男⼥平等意
識の向上と男⼥共同参画の推進

施策の方向
①幼児期からの男⼥平等教育の推
進
（取組№1）
②学校教育における男⼥平等教育の
推進
（取組№2〜3）

(2)市⺠や⾏政における男⼥平等意識
の向上と男⼥共同参画の推進

③男⼥共同参画推進のための意識
啓発
（取組№4）
④男⼥共同参画推進のための情報
提供
(取組№5)
⑤⾏政における男⼥共同参画の推進
（取組№6〜8）

２

あらゆる分野への
男女共同参画の推進

男女平等意識を確立し︑あらゆる分野で

男女が参画できる社会

１

(1)政策・⽅針決定過程への⼥性の
参画の推進

⑥市の審議会等への⼥性参画の推進
(取組№9)
⑦政策・⽅針決定過程への⼥性の参画推進に
向けた啓発と情報提供

(取組№10)

⑧⾏政における⼥性参画の推進
（取組№11）
(2)防災分野における男⼥共同参画
の推進

⑨男⼥共同参画の視点に⽴った災
害対策の推進 （取組№12〜13）

(1)配偶者等からの暴力を許さない
意識づくり

⑩配偶者等からの暴力防止のための
啓発と情報提供（取組№14〜16）

(2)相談体制の強化と被害者保護・
自立支援の充実

⑪相談体制の強化

（取組№17）

⑫被害者の安全確保のための支援
(取組№18〜22)
⑬被害者の自立支援体制の充実
(取組№23〜27)
⑭配偶者暴力相談支援センター機能
の検討
（取組№28）

２

女性の性と生殖に関する
健康と権 利の確 立

男女が互いに人権を尊重し暴力のない社会

配偶者等 からの
あらゆる 暴力の 根絶

めざす姿

１

男女平等 と男女 共同
参画の意 識づく り

めざす姿

施

(3)関係機関との連携強化

⑮関係機関等との連携による被害者
支援の強化
（取組№29〜30）

(1)妊娠・出産と性に関する基本的
理解の促進

⑯妊娠・出産と性にかかわる健康について

(2)ライフステージに応じた⼥性の
健康支援

⑰妊娠・出産と性にかかわる健康への
支援の充実
（取組№35〜36）

(3)⼈権尊重の意識づくり

⑱性の商品化やセクシュアル・ハラス
メント防止に向けた啓発と情報提供
(取組№37〜38)

4

の啓発と情報提供 （取組№31〜34）

施

重点課題

めざす姿

仕事と 生活 の調和 ︵ワ ーク・ ライ フ・バ ラン ス︶が 実現
し︑男女が安心して︑いきいきと生活できる社会

仕事と生活の調和︵ ワーク ライフ バランス︶
の実現のための意識づくり

１

･
･

男女 が共 にいき いきと
働くため の環境 の形成

２

策

(1)ワーク・ライフ・バランスを実現
するための意識啓発

施策の方向

⑲市⺠へのワーク・ライフ・バランスにつ

いての意識啓発と情報提供（取組№39）

⑳事業者へのワーク・ライフ・バランスに

ついての意識啓発と情報提供
（取組№40〜41）

㉑⾏政におけるワーク・ライフ・
バランスの推進（取組№42〜43）
(2)男性の家庭生活や地域活動への
参画促進

㉒男性に対する家庭生活への参画のため
の知識習得の推進 （取組№44〜45）

㉓男性の地域活動への参画促進
（取組№46）
(1)多様な働き方を支援するための
環境の整備

㉔子育て支援の充実
（取組№47〜54）
㉕介護への支援の充実
(取組№55〜57)
㉖出産・⼦育て、介護等のために、離職した
⼥性への就労⽀援

(取組№58〜60)

㉗⼥性の就業継続やキャリア形成

男女共同参画の

推進

の促進
(1)

プランの進⾏管理

(2)

男⼥共同参画センターの運営

(3)

国・東京都等との連携
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(取組№61)

2. 指標・数値目標
第３次プランでは、計画の進捗度を的確に把握、評価することで、男女共同参画社会の実現に
向けた取組を計画的に推進するために、数値目標を設定しました。

体系
めざす姿１

指標・数値目標
重点課題１ 男女平等と男女共同参画の意識づくり
学校教育の場において「男女平等である」と思う人の割合

男女平等意識を
平成30年度（2018年度）目標
確立し、あらゆる
66.8％
→
75％
分野で男女が参 現状
平成29年度（2017年度） 男女共同参画に関する市民意識・実態調査（八王子市）
画できる社会

令和5年度（2023年度）目標

80％

性別による固定的な役割分担に「反対・どちらかといえば反対」と思う人の
割合
平成30年度（2018年度）目標

現状

55.1％

→

60％

令和5年度（2023年度）目標

70％

平成29年度（2017年度） 男女共同参画に関する市民意識・実態調査（八王子市）

重点課題２ あらゆる分野への男女共同参画の推進
市が設置する審議会等における女性委員の割合
平成30年度（2018年度）目標

現状

33.1％

(男女共同参画課調べ）

→

40％

令和5年度（2023年度）目標

50％

（平成30年度（2018年度）末）

市の職員昇任選考における女性職員の受験率
平成30年度（2018年度）目標

現状
（職員課調べ）

めざす姿２

17.5％

→

13％

令和5年度（2023年度）目標

14％

（平成30年度（2018年度））

重点課題１ 配偶者等からのあらゆる暴力の根絶
配偶者等から何度も暴力を受けたことがある人の割合

男女が互いに人
権を尊重し暴力
現状
のない社会

平成30年度（2018年度）目標

21.2％

→

0％

令和5年度（2023年度）目標

0％

平成29年度（2017年度） 男女共同参画に関する市民意識・実態調査（八王子市）

配偶者等から一、二度暴力を受けたことがある人の割合
平成30年度（2018年度）目標

現状

28.8％

→

0％

令和5年度（2023年度）目標

0％

平成29年度（2017年度） 男女共同参画に関する市民意識・実態調査（八王子市）

重点課題２ 女性の性と生殖に関する健康と権利の確立
「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」という言葉の認知度
平成30年度（2018年度）目標

現状

2.6％

→

5％

令和5年度（2023年度）目標

10％

平成29年度（2017年度） 男女共同参画に関する市民意識・実態調査（八王子市）

乳がん、子宮頸がん検診の受診率
平成30年度（2018年度）目標

現状

乳がん検診受診率48.1％
→
子宮頸がん検診受診率 40.7％

50％

令和5年度（2023年度）目標

50％以上

平成28年度（2016年度） 八王子市 がん予防・がん検診に関する調査（40〜69歳のデータを分析）、地域保健・健康増進事業報告

セクシュアル・ハラスメントの被害経験者の割合
平成30年度（2018年度）目標

現状

7.7％

→

平成29年度（2017年度） 男女共同参画に関する市民意識・実態調査（八王子市）
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0％

令和5年度（2023年度）目標

0％

体系
めざす姿３

指標・数値目標
重点課題１ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現のため
の意識づくり

仕事と生活の調 理想の生活と現実の生活が一致している人の割合
和（ワーク・ライ
平成30年度（2018年度）目標
フ・バランス）が
41.1％
→
30％
実現し、男女が 現状
第50回（平成30年（2018年））市政世論調査
安心して、いきい
きと生活できる 家事を男性・女性両方で平等に担っている人の割合
社会
平成30年度（2018年度）目標

現状

14.9％

→

30％

令和5年度（2023年度）目標

40％

令和5年度（2023年度）目標

40％

平成29年度（2017年度） 男女共同参画に関する市民意識・実態調査（八王子市）

重点課題２ 男女が共にいきいきと働くための環境の形成
保育施設入所申込児童数に占める待機児童数の割合
※平成27年4月に「子ども・子育て支援新制度」が本格施行されたことにより、平成27年4月からは①認可保育所②認定こど
も園③家庭的保育④小規模保育⑤事業所内保育の5施設における割合とする。
平成30年度（2018年度）目標

現状

0.2％

→

0％

令和5年度（2023年度）目標

0％

（平成30年度（2018年度））

育児休業制度を利用したかったができなかった人の割合
平成30年度（2018年度）目標

現状

12.7％

→

10％

令和5年度（2023年度）目標

5％

平成29年度（2017年度） 男女共同参画に関する市民意識・実態調査（八王子市）

介護休業制度を利用したかったができなかった人の割合
平成30年度（2018年度）目標

現状

8.2％

→

10％

令和5年度（2023年度）目標

5％

平成29年度（2017年度） 男女共同参画に関する市民意識・実態調査（八王子市）

「男女共同参画社会」という言葉の認知度
男女共同参画
平成30年度（2018年度）目標
の推進
現状
55.1％
→
65％

令和5年度（2023年度）目標

80％

平成29年度（2017年度） 男女共同参画に関する市民意識・実態調査（八王子市）

「男女共同参画センター」を知っている人の割合
平成30年度（2018年度）目標

現状

17.8％

→

平成29年度（2017年度） 男女共同参画に関する市民意識・実態調査（八王子市）
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30％

令和5年度（2023年度）目標

40％

3. めざす姿に対する評価
男女共同参画施策推進会議において、まず、第 3 次プランに掲載されている全 61 の「取組」につ
いて、27 の「施策の方向」レベルごとに所管課の進捗状況を確認しました。その結果から傾向を読
み取って分析し、13 の「施策」レベルに対して意見を付しました。
それを踏まえて、市では、6 つの「重点課題」及び 3 つの「めざす姿」に対する評価を行いました。
評価の結果は、★の数で表しました。
評価
★ ★

★

評価の基準
施策が良好に進展している

★ ★

施策が概ね進展している

★

施策があまり進展していない

（1）めざす姿に対する評価結果

めざす姿１
評

価

男女平等意識を確立し、あらゆる分野で男女が参画できる社会
★

★

＜評価理由と今後の方向性＞
男女共同参画意識を醸成する取組として、多くの市民が利用する場所でのパネル展示や映画会の
実施など、積極的に啓発活動を行うことができた。今後も様々な立場の人に情報が伝わるよう、市
民の利便性を考慮したツールを使用するなどして情報発信を行うとともに、啓発活動のさらなる充
実、発展に努めていく。
男女共同参画社会を実現するためには、政策・方針決定過程に男女が対等に参画することが必要
不可欠である。附属機関等への女性の参画率は目標に達しておらず、また、女性管理職の割合は微
増しているものの、主査職昇任における受験率は減少傾向にある。あらゆる分野で女性の登用の促
進が図られるよう、女性の登用が依然として進まない原因を探るとともに、引き続き情報提供や意
識啓発に力を入れ、女性が参画しやすい環境づくりに努めていく。
＜男女共同参画施策推進会議から出された主な意見＞
○ 人権尊重の視点からも、先入観による固定的役割分担意識を植え付けないよう、幼少期から保育
や教育の場で配慮していくことは大切である。そのためにも現場にいる教職員が男女共同参画意
識を持って子どもに接していくことが重要である。適切な指導や対応ができる教職員を育成する
ためにも、継続的かつ質の高い研修の実施を望む。
○ 防災対策については、女性の視点を取り入れた避難所運営マニュアルを整備している点は評価で
きる。近年は大規模な災害が頻発していることからも、訓練を重ね、災害時に混乱のないよう市
職員だけでなく市民にも広く取り組んでいってもらいたい。訓練の際にも、男性・女性それぞれ
の特性を活かし、お互いに協力しやすい仕組みを作ることで、災害時により具体的に対応できる
内容としてもらいたい。

8

めざす姿２
評

価

男女が互いに人権を尊重し暴力のない社会
★

★

＜評価理由と今後の方向性＞
配偶者等からのあらゆる暴力の根絶や人権を尊重するための意識づくりにおいては、講演会、各
種講座、若年層を対象とした啓発など様々な取組を実施しており、例年に引き続き参加者からの満
足度も高いことから、一定の成果があったと考える。一方で、重大な人権侵害である性の商品化の
問題やセクシュアル・ハラスメント等の性暴力は多様化している。こうした女性に対するあらゆる
暴力を根絶するためには、社会全体で暴力を許さない意識を高めていくことが重要であり、今後も
継続的に意識啓発や情報提供などの積極的な働きかけを行っていく。
ＤＶ被害者に対する支援においては、情報管理の徹底はもちろん、被害者の状況に応じた適切な
対応ができたと考える。引き続き、情報管理を徹底し、相談窓口及び支援機関等の情報を積極的に
周知するとともに関係機関とのさらなる連携強化に向けた取組を進め、切れ目のない支援に努めて
いく。
リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）の視点に立った各施策の取
組については、女性のライフステージに応じた健康に関する理解を深めるための意識啓発等を実施
した。引き続きライフステージごとの課題に応じた健康支援の充実を図り、女性が生涯を通じて心
身ともに健康な生活が送れるよう取組を積極的に行っていく。
＜男女共同参画施策推進会議から出された主な意見＞
○被害を受けている方が潜在的に多くいることから、被害を最小限に留めるためには、相談に対し
て早期に関係機関と連携し、危険な状況を見逃すことなく的確な判断を行い、瞬時に対応できる
よう支援体制を固めることが必要である。
○ＤＶ被害者と子どもに対する就学支援をきめ細かく行うことは、人権尊重の観点からとても大切
な取組である。引き続き情報管理の徹底をお願いしたい。
○自立支援の取組はとても重要であるが、講座への参加をためらう方が多くいると思う。そうした
方へのきめ細やかな個別具体的な支援が必要である。
○ＳＮＳ等変わりつつあるメディア環境にも対応し、性被害の未然防止の観点からより効果的な対
策がとれるよう、取組の強化を図ってもらいたい。
○思春期の子どもが性に対する正しい知識を持つことは、とても重要なことだと思うので、多くの
方が参加できるように工夫しながら、継続した取組を行うことが必要である。
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めざす姿３
評

価

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）が実現し、男女が安心
して、いきいきと生活できる社会
★

★

＜評価理由と今後の方向性＞
ワーク・ライフ・バランスについて、市民や事業者に対する様々な講座や情報提供による意識啓
発を実施しており、一定の成果があったものと考える。ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて
は、中小企業の実態や非正規労働者などの多様な働き方の実情も踏まえた上で施策を講じていくこ
とが求められるため、市として主体的な取組を行っていく必要がある。
男女が共にいきいきと働くための子育て支援や介護の支援について、保育所の受け入れ態勢の充
実や介護に関する知識の普及など、市民ニーズに合った施策を実施することができた。誰もが安心
して働くことができるよう、今後も積極的に取組を実施していく。
＜男女共同参画施策推進会議から出された主な意見＞
○市の職場におけるワーク・ライフ・バランスについて、部署により年間の年次有給休暇の取得状
況に大きな偏りがある。取得率の悪い部署について対策を講じ、行政が手本となるよう主体的に
ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて取り組んでいくことが必要である。
○ワーク・ライフ・バランスを推進していく上で、生活の基盤を支えている地域に意識を向けてい
くことも大切だと思う。幅広い世代が地域活動に参加し、誰もが住み心地のよい市になるよう積
極的に取組を進めてもらいたい。
○地域の中で、男女がともに子育てに参画できる環境を作っていくことが重要である。そのきっか
けとして、知識を習得してもらうための講座の実施はとても有意義であり、今後も積極的に取り
組んでもらいたい。
○地域で育児をサポートしていくために、ファミリー・サポート・センター事業の実施は重要な事
業であるが、責任など多くの課題がある。課題の把握に努めるとともに、人材の育成など、サポ
ート体制の構築に力を入れていくことが求められる。
○高齢化社会の中で、高齢者が長く健康な状態を維持していくことは大切なことである。介護予防
のためにも、高齢者一人ひとりに対して、食事や運動に関する意識を高めていく取組を充実させ
てもらいたい。
○女性の就業支援についてはとても良い取組を実施している。今後も他の部署と連携しながら事業
周知を行うとともに、事業の充実に努めてもらいたい。

（２）評価全般について
（男女共同参画施策推進会議から出された主な意見）
◆男女が共に生きるまち八王子プラン（第３次）の取組に対する事業評価については、取組の実施状
況だけでなく成果や効果を示すなど創意工夫するとともに、会議で行った評価については、施策に
反映・活用される仕組みがつくられることを望みます。
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◆男女共同参画社会の実現に向けて一役を担う市の職員が男女共同参画に対する高い意識を持つこ
とは重要です。これまで定期的に継続して研修を実施してきたことにより職員の意識改革が図られ
てきています。今後も男女平等及び人権尊重の意識を理解し、男女共同参画の視点を持った職員の
育成を望みます。
◆平成 29 年度市民意識・実態調査の結果からみても、市民に少しずつ男女共同参画の意識が浸透し
てきています。これは講座や講演会など様々な方法で意識啓発を行い、あらゆる機会を捉えて情報
提供に取り組んできたことの成果と評価します。男女共同参画の意識の定着を図るには長期的な展
望に立った取組が必要です。引き続き、市民が男女共同参画の視点の理解を深め、広く市民に男女
平等意識の醸成が図られるよう取組に期待します。
◆男女が共に生きるまち八王子プラン（第３次）に基づき、男女共同参画の推進に取り組み、一定の
成果は得られています。しかし、固定的性別役割分担意識、あらゆる分野への女性の参画やワーク・
ライフ・バランスなどにおいては未だに様々な課題が見られます。また、社会情勢の変化から新た
に多様な課題が生じています。これらの課題に対応すべく支援を必要とする人に向け、適切な支援
のアプローチがより一層必要です。これまでの男女が共に生きるまち八王子プラン（第３次）にお
ける成果や社会情勢の変化に伴う新たな課題を踏まえて、男女共同参画社会の実現に向けて男女が
共に生きるまち八王子プラン（第３次）２０１９改定版の取組を着実に実行されていくことを望み
ます。
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4. めざす姿に対する 5 か年の振返りと今後の展開
「男女が共に生きるまち八王子プラン（第 3 次）」の計画期間 10 か年（平成 26 年度【2014 年度】
〜令和 5 年度【2023 年度】）のうち、平成 30 年度（2018 年度）に計画期間前期 5 か年を経過したこ
とから、5 か年の振返りと今後の展開についての総評を行いました。

めざす姿１

男女平等意識を確立し、あらゆる分野で男女が参画できる社会

男女平等と男女共同参画の意識づくりに関しては、講演会や講座、職員研修の実施、情報紙「ぱ
れっと」等による情報提供を行うなど、様々な機会を捉えて積極的に男女共同参画意識の推進に取
り組んできた。平成 24 年度（2012 年度）に実施した本市における男女共同参画に関する市民意識・
実態調査によると「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という固定的性別役割分担意識に
ついて、
「反対」が 47.6％であったのに対し、平成 29 年度（2017 年度）調査では「反対」が 55.1％
と半数を上回り、少しずつではあるが市民の中にも男女共同参画意識が浸透してきていると言える。
しかし、平成 24 年度（2012 年度）と平成 29 年度（2017 年年度）の市民意識・実態調査からみる
「男女の地位の平等感」については、大きな数値の変化はなく、
「学校教育の場」は 6 割半ばが「男
女平等である」と感じているのに対し、
「社会全体」の分野では「男性の方が優遇されている」と感
じている割合が 7 割を超えている。
「男女平等ではない」と市民が感じている分野が未だにあること
から、男女共同参画に関する意識啓発は無論のこと、男女の平等意識もさらに高めていく必要があ
り、慣例や慣習等も変えていけるよう取組を進めていくことが求められる。
また、あらゆる分野への男女共同参画の推進に関しては、政策方針・決定過程への女性の登用に
取り組んできたものの、市が設置する附属機関等における女性の割合は目標値に届いていない。女
性管理職の割合は増加傾向にあるが、主査職へ昇任する女性の割合は減少しており、防災分野につ
いても、自治会や消防組織への女性の登用は低いのが現状であり、女性の登用が依然として進んで
いない。偏りなくあらゆる分野において男女が対等な立場で参画し、男女共同参画の視点を取り入
れていくことが重要である。女性の参画を進めていくためにもさらに取組を強化していく。

めざす姿２

男女が互いに人権を尊重し暴力のない社会

配偶者等からのあらゆる暴力の根絶に向けた取組として、市では講座や職員対象の研修、パンフ
レット等を通じてＤＶ及びデートＤＶを防止するための意識啓発や情報提供、また、被害を早期発
見するために関連所管との連携や相談体制の強化に向けた取組を進めてきた。
ＤＶに関する相談は年々増加傾向にあるが、これは切れ目のない対応等により、これまで潜在化
していた声を拾い上げてきた結果とも言える。
一方で、配偶者等からの暴力被害の実態について、平成 29 年度（2017 年度）の市民意識・実態調
査では、配偶者等からの暴力を受けた被害者のうち、
「相談しなかった」人の割合は 57.7％と半数を
超えており、その理由も「相談するほどのことではないと思ったから」が 72.6％と最も高くなって
いる。この傾向は平成 24 年度（2012 年度）の調査結果と比較しても大きな変化はなく、依然として
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ＤＶ被害が潜在化しやすい状況が変わらずに続いている状況である。今後もＤＶ防止のための意識
啓発や情報提供を進めるとともに、相談しやすい体制づくりや関係機関の連携による被害者の保護
と支援の強化を引き続き行っていく。
女性の性と生殖に関する健康と権利については、ライフステージごとの課題に応じた健康支援な
ど、積極的に取り組んできた。女性が自らの性に対して主体的な生き方を選ぶことができる社会が
求められる中、「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」の考え方に基づく女性の健康づくりの取組や
妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を実施していくとともに、小・中学生を対象に性にかか
わる健康や妊娠・出産等についての意識啓発を行っていく。
また近年では、若年層における性暴力被害や性的指向・性自認など性に関する偏見や差別などの
実態も浮き彫りになってきている。今後は若年層を中心により多くの市民に向けて、暴力の根絶に
向けた一層の意識啓発と、偏見や差別を無くし、多様な性について理解が深まるような情報提供や
啓発講座等を実施していく。

めざす姿３

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）が実現し、男女が安心
して、いきいきと生活できる社会

ワーク・ライフ・バランス実現のための意識づくりとして、市民や事業者、職員に対する講演会
や研修の実施、仕事と子育ての両立支援に取り組む企業の紹介など具体的な施策を進めてきた。特
に、昨今「働き方改革」が求められている中、男性自身が家庭生活や地域活動におけるワーク・ラ
イフ・バランスについての認識を深めるための取組を実施し、自分らしい生き方を選択できるよう
取組を推進しているところである。
平成 29 年度（2017 年度）の市民意識・実態調査では、
「ワーク・ライフ・バランスの認知度」は
52.8％となっており、平成 24 年度（2012 年度）の調査結果の 47.3％からわずかではあるが認知度
が高くなってきている。しかし、平成 30 年度（2018 年度）八王子市市政世論調査結果によると、
「理
想と現実の生活が一致していない人」の割合が 5 割近くとなっていることから、一人ひとりが自ら
の望むバランスでワーク・ライフ・バランスが実現できるよう、さらなる取組を行っていく必要が
ある。
働き続けたい女性への支援としては、女性の就業継続やキャリア形成のための講座を実施し、女
性の活躍推進における取組を進めているところである。また、多様な働き方を支援するために、誰
もが安心して働くことができるよう子育て支援や介護への支援の充実を図ってきた。子育て支援に
ついては、保育施設の待機児童数は年々減少しており一定の効果が出てきていると言えるが、近年
は仕事と介護の両立が男女ともに課題となっている。市民意識・実態調査では、
「育児休業・介護休
業制度の認知度」について、平成 24 年度（2012 年度）と平成 29 年度（2017 年度）で介護休業制度
の認知度はやや高くなってきているものの、数値に大きな変化はなく、制度を利用したことがある
割合についても大きな変化は見られなかった。誰もがいきいきと生活できるよう、今後も各種制度
の周知・啓発に努めるとともに、多様な働き方を支援するための取組を行っていく。
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5. めざす姿１
重点課題ごとの評価結果

めざす姿１ ― 重点課題１
めざす姿

1

男女平等意識を確立し、あらゆる分野で男女が参画できる社会

重点課題

1

男女平等と男女共同参画の意識づくり

【評価結果】
重点課題

1

★

★

【評価理由】
学校教育だけでなく、幼少期から男女平等意識を形成するための環境が必要であるため、
子どもに関わる教職員への研修等を実施した。今後も継続的に教職員等への啓発を行ってい
く。
市民に向けた取組については、講座の実施だけでなく、講演会や映画会の開催、図書館で
のテーマ展示など積極的に実施することができた。より多くの市民に向けて情報提供できる
よう、ホームページやSNSなど、市民が利用しやすいツールを活用していく。
市の職員に対する研修については、毎年テーマを変えながら実施しており、講義形式の研
修だけでなく、eラーニング研修についても内容が充実してきている。時間や場所を選ばず
に受講できるeラーニング研修は全職員に対して啓発できるため、より効果的に男女共同参
画意識の向上が図られている。

〜体系図〜
重点課題

施 策

施策の方向

1
意男
識女
づ平
く 等
り と
男
女
共
同
参
画
の

（1） 学校教育等における男女平等意識の
向上と男女共同参画の推進

① 幼児期からの男女平等教育の推進
（取組№1）
② 学校教育における男女平等教育の
推進 （取組№2〜3）

（2） 市民や行政における男女平等意識の
向上と男女共同参画の推進

③ 男女共同参画推進のための意識
啓発（取組№4）
④ 男女共同参画推進のための情報
提供（取組№5）
⑤ 行政における男女共同参画の推進
（取組№6〜8）
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めざす姿１ ― 重点課題１ ― 施策（1）
【施策に対する男女共同参画施策推進会議の意見】
施策

(1)

学校教育等における男女平等意識の向上と男女共同参画の推進

・学校教育の現場に立つ教職員だけでなく、児童館や学童保育所などの職員に対しても男女平等につ
いての指導を行っているのは大変評価できる。児童や幼児に接している職員の男女分け隔てない平
等な対応が、性別による固定的な観念を植え付けないようにするために必要なことであり、継続的に
男女平等意識や人権尊重意識の高い職員の育成を望む。
・公立施設の職員に対しては研修によって意識啓発がなされているので、今後は私立幼稚園や保育
園などの職員も対象とした啓発活動を展開していってもらいたい。
・人権尊重に重点をおいた道徳教育を行っていくことは、子どもたちに対して男女共同参画の意識を高
めることや、いじめ防止に繋がる。また、授業時間以外の学校生活においても子どもの人権や個性を
尊重する特別活動を各学校でしっかり行ってもらいたい。

【施策の方向】
施策の方向 ①幼児期からの男女平等教育の推進
No.

取組名

幼稚園、保育所、児童館、学童保
1 育所等職員の男女共同参画につ
いての意識づくり

概要

所管課

幼児期からの男女平等教育をすすめるため、幼
稚園、保育所、児童館、学童保育所等職員の男
女共同参画に関する理解を深めるための意識
保育幼稚園課
啓発をさまざまな方法で行います。
○男女共同参画への理解を深めるための研修 児童青少年課
の実施
○チラシ・パンフレットによる男女共同参画につ
いての意識づくり

施策の方向 ②学校教育における男女平等教育の推進
No.

取組名

概要

所管課

男女共同参画への理解を深めるための、教職
員を対象とした研修等を実施します。
教職員の男女共同参画についての ○男女平等教育をすすめるための教職員研修
2
意識づくり
の実施
○人権教育推進委員会において女性の人権問
題を扱った研究授業の実施

指導課

教育活動のあらゆる場面で、男女共同参画の
視点に立った指導を行います。
○男女平等教育の総合的、系統的な推進
男女共同参画の視点に立った学校
3
〇男女平等を知識として身につけるだけでなく、
教育の実施
知識に基づき行動できる児童・生徒の育成
○男女共同参画の視点に立った進路指導の充
実

指導課
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めざす姿１ ― 重点課題１ ― 施策（1）
【所管課の取組】
【所管課の取組の見方】
・「施策の方向に向けた進捗度」欄
「○」：順調に進捗している 「△」：少し進捗している 「×」：あまり進捗していない
・「次年度の展開」欄
「現状維持」・・・・・・・現状の取組を継続する
「見直し（改善）」・・・より良くする方向での見直し又は現状の取組を拡充する

No. 1

幼稚園、保育所、児童館、学童保育所等職員の男女共同参画についての意識づくり

30年度（2018年度）
取組

幼稚園、保育所の職員に対し様々な方法で男女共同参画に関
する意識啓発を行うことにより、職員の男女共同参画に関する理
解を深める。
また、保育所自己評価において男女平等意識の確認を行う。
（公立）

30年度（2018年度）
取組の実績

公立保育園の園長会を通じ、日頃の園運営の中で公立保育園
職員への男女共同参画に関する意識啓発の実施を依頼し、男女
共同参画に関する理解の促進に努めた。
また、「性差への先入観による固定的な観念や役割分業意識を
植え付けないように保育の中で配慮する」ことを公立保育園の自
己評価項目に設定し、男女平等意識の確認を行った。
保育幼稚園課

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

公立保育所において、性差への先入観による固定的な観念や
役割分業意識の有無等について自己評価を経年で実施し、男女
平等意識の確認を行ってきた。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

公立保育園の園長会において、男女共同参画課が主催する研
修会等の周知をし参加率を高める等、男女共同参画に関する理
解の促進に努める。私立保育園に対しては男女共同参画課と連
携し、情報提供を行っていく。
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めざす姿１ ― 重点課題１ ― 施策（1）
No. 1

幼稚園、保育所、児童館、学童保育所等職員の男女共同参画についての意識づくり

30年度（2018年度）
取組

児童館、学童保育所職員に対し男女共同参画に関する意識啓
発を行う。
①児童館職員に適宜、男女共同参画に関する理解を深めるため
の研修を実施する。
②学童保育所指定管理者に対し、業務仕様書で男女雇用機会均
等法等に基づき業務をするよう定め、職員へ意識啓発を促す。ま
た、学童保育所指導員に対し理解を深めるための研修を実施す
る。

30年度（2018年度）
取組の実績

児童館、学童保育所職員に対し男女共同参画に関する意識啓
発を行った。
①児童館長に対し、男女共同参画に関する理解を深めるための
研修を実施した（13人参加）。なお、館長より各職員へ意識啓発を
促した。
②学童保育所指定管理者に対し、業務仕様書で男女雇用機会均
等法等に基づき業務をするよう定め、職員へ意識啓発を促した。 児童青少年課
また、学童保育所指導員に対し理解を深めるための研修を実施
した。

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

児童館、学童保育所職員に対し、男女共同参画に関する理解
を深めるための研修を経年で実施しており、職員に対する意識啓
発が十分にできた。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

児童館職員及び学童保育所指導員に対し、男女共同参画に関
する意識啓発と理解のための研修を継続していく。
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めざす姿１ ― 重点課題１ ― 施策（1）
No. 2

教職員の男女共同参画についての意識づくり

30年度（2018年度）
取組

学校における男女共同参画の推進を図り、男女平等の視点に
立った教育を推進するため、学校長を始めとする教職員が男女
共同参画の理念を深く理解し、男女共同参画意識を高めることが
できるよう、研修を充実させる。
【主な働きかけ】
・指導力パワーアップ研修、各職層研修等において、人権の尊
重、男女の平等、性的マイノリティ、相互理解・協力についての指
導の充実を目指した研修を計画、実施する。
・男女共同参画の理念、ジェンダー（社会的性差）の定義や規定
についての教職員研修を年３回実施する。

30年度（2018年度）
取組の実績

各種職層研修において、男女共同参画の重要性について、継
続的に指導を行った。
【主な働きかけ】
・人権の尊重、男女の平等、性的マイノリティ、相互理解・協力に
ついての指導の充実を目指した研修を計画し、夏季休業期間中
に実施する指導力パワーアップ研修（男女共同参画課と共催）や
各職層に応じた研修等において、年３回実施した。

施策の方向に向けた
進捗度

指導課

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

各職層研修や夏季の教員研修において、男女平等や性的マイ
ノリティ、相互理解をテーマに取り上げ、教職員における男女共
同参画についての意識づくりを進めてきた。
また、各年度人権教育推進委員会において、男女共同参画意
識を高めることができるテーマを取り上げ、平成26年度（2014年
度）〜平成28年度（2016年度）は研究授業を実施し、成果報告書
を取りまとめた。平成29年度（2017年度）及び平成30年度（2018年
度）の人権課題は「子ども」のうち「いじめ」をテーマとして研究を
行い、平成29年度（2017年度）は男女共同参画についても取り上
げたが、研究提言までは実施しなかった。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

・改めて、人権教育推進委員会において男女共同参画意識を高
めることができるテーマを取り上げるとともに、各種職層研修にお
いても取り上げることで、教員の意識の向上を図る。
・より多くの研修において、男女共同参画について取り上げ、教員
の意識の向上を図る。
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めざす姿１ ― 重点課題１ ― 施策（1）
No. 3

男女共同参画の視点に立った学校教育の実施

30年度（2018年度）
取組

学校教育の場において、あらゆる場面で、男女共同参画の視点
に立った指導を行い、知識に基づき行動できる児童・生徒の育成
に努める。学校教育活動全体を通して、人権の尊重、男女の平
等、相互理解・協力についての指導の充実を図るとともに、自立
の意識を育む教育、一人ひとりの個性や能力を尊重し、児童・生
徒が主体的に学び、考え、行動する姿勢を育む教育を推進する。
①道徳や特別活動について適正な指導計画立案に向けた指導
助言を行う。
②進路指導、性に関する指導について、固定的な性別役割分担
意識にとらわれず、生徒一人ひとりが主体的に進路を選択する能
力・態度を身に付けられる指導が行えるよう、指導助言を継続的
に行う。

30年度（2018年度）
取組の実績

①市立の全小・中学校において、道徳や特別活動の年間指導計
画に男女平等について位置付け、計画的な指導を実施し、児童・
生徒の意識の向上を図った。
②市立の全中学校の進路指導主任教諭を対象とした研修会にお
いて、性別役割分担意識にとらわれることなく、自分の個性と能
力に応じた進路選択をする必要性について教員に周知した。

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

経年を通じ、市立の全小・中学校における年間指導計画に男女
平等の意識を盛り込み、適正な指導を実施することで児童・生徒
の意識の向上を図ってきた。また、進路指導や性に関する指導に
ついて固定的性別役割分担にとらわれることのないよう、教員へ
の周知啓発も行った。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

道徳や特別活動の授業及び進路指導において、男女平等教育
について継続的に指導していく。
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指導課

めざす姿１ ― 重点課題１ ― 施策（2）
【施策に対する男女共同参画施策推進会議の意見】
施策

(2)

市民や行政における男女平等意識の向上と男女共同参画の推進

・より多くの市民が興味を持ちやすい映画を通じて、男女共同参画意識を啓発したことは評価できる。男
女共同参画について多くの市民に関心を持ってもらえるよう、今後も映画だけでなく、専門知識を有する
著名人を講師に招くなど様々な手法を用いて啓発に力を入れていってもらいたい。
・市主催の講座だけでなく、学園都市大学「いちょう塾」や関係機関主催講座においても講座の参加者
に対する託児を行っており、子育て世代に学びの場を提供する良い支援である。今後も様々な方が参
加しやすい環境整備の支援や工夫を望む。
・講座開催日を土日にするなど、市民が参加しやすいよう配慮している点は評価できる。今後はさらに
講座周知にＳＮＳ等を活用するなど、より多くの方に情報が行き届くようにしてもらいたい。
・学園都市大学「いちょう塾」など、より一層大学と協力し、男女共同参画に関する理解を深めるための
講座開催ができるよう努めてもらいたい。
・男女共同参画に対する意識が浸透するよう、男女共同参画に関する職員研修を毎年継続して実施し
ている点は評価できる。今後も定期的に開催し、なおかつ質の高い研修の実施を望む。
・男女共同参画の推進に向けて様々な市民の活動との連携を図り、より効果的な施策を期待する。

【施策の方向】
施策の方向 ③男女共同参画推進のための意識啓発
No.

取組名

概要

所管課

固定的性別役割分担意識の見直し等、男女共
同参画に関する理解を深めるための講座を実
学園都市文化課
施します。
男女共同参画の視点に立った講座 ○男女共同参画に関する講座等の実施
男女共同参画課
4
等の実施
○生涯学習関連所管による男女共同参画の視
点に立った講座の実施
学習支援課
○自主グループの育成
○託児サービスの実施

施策の方向 ④男女共同参画推進のための情報提供
No.

取組名

概要

所管課

固定的性別役割分担意識の見直し等、男女共
同参画に関する理解を深めるための情報の収
集と提供を行います。
男女共同参画に関する情報の収集 ○広報、ホームページ、情報紙「ぱれっと」等に 男女共同参画課
5
と提供
よる情報の提供
図書館
○資料情報コーナーによる情報提供
○図書館における男女共同参画に関する蔵書
の充実と情報提供
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めざす姿１ ― 重点課題１ ― 施策（2）
施策の方向 ⑤行政における男女共同参画の推進
No.

取組名

概要

所管課

6 職員研修の充実

職員を対象とした、男女共同参画に関する理解 男女共同参画課
や認識を深めるための研修を実施し、男女共同
職員課
参画意識の向上を図ります。

7 職員に向けた情報提供の充実

行政情報ネットワークや職員研修（Web 講座
等）を通して、男女共同参画に関する情報提供 男女共同参画課
を行います。

職員が性別にかかわらず、能力を発揮できる職
場づくりを推進します。
性別によらない職務分担等の推進
○性別による区別のない職場環境づくり
8
○男女共同参画の視点に立った印刷物・出版
物の作成
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全課

めざす姿１ ― 重点課題１ ― 施策（2）
【所管課の取組】
No. 4

男女共同参画の視点に立った講座等の実施

30年度（2018年度）
取組

市民の男女平等意識を醸成し男女共同参画の推進を図るた
め、八王子学園都市大学「いちょう塾」において、固定的性別役割
分担意識の見直し等、男女共同参画に関する理解を深めるため
の講座を実施する。
そのために、大学コンソーシアム八王子加盟校に講座提供の依
頼をし、開講につなげる。同時に各大学等に受講者にわかりやす
いタイトル付けの依頼を行うなど、受講者数の確保につなげる。
また、託児サービス付の講座を増やすことで、男女共同参画推
進のための意識啓発へ向けて取り組んでいく。

30年度（2018年度）
取組の実績

学園都市大学「いちょう塾」の開講にあたっては、大学コンソー
シアム八王子加盟25大学等の学長宛に科目提供依頼を行ってお
り、その中で男女共同参画に関する理解を深めるための講座の
提供を依頼している。平成30年度(2018年度）開講講座では各大
学等から講座の提供がなかったため、実施することができなかっ
た。
一方、託児サービス付きの講座は全234講座のうち92講座提供
することができ、男女共同参画推進のための意識啓発を図った。

施策の方向に向けた
進捗度

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

△

次年度の展開

現状維持

「いちょう塾」における男女共同参画の視点に立った講座につい 学園都市文化課
て、平成26年度（2014年度）及び平成27年度（2015年度）は人数
が集まらず1講座のみの開催だったが、平成28年度（2016年年
度）は2講座開催することができ、平成29年度（2017年度）には男
女共同参画の視点も含めたビジョンフォーラムを実施した。平成
30年度（2018年度）は各大学等からの講座提供がなく開催するこ
とができなかったため、講座開催に向けた積極的な働きかけが求
められる。
H26年度：1講座開講（参加者：7名、延べ21名）
1講座開講中止（受講者が5名未満）
H27年度：1講座開講（参加者：7名、延べ21名）
1講座開講中止（受講者が5名未満）
Ｈ28年度：2講座開講（参加者：12名、延べ36名）
Ｈ29年度：市制100周年記念ビジョンフォーラム
「生涯学習フォーラム」実施

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

引き続き、大学コンソーシアム八王子加盟校に八王子学園都市
大学「いちょう塾」での男女共同参画に関する理解を深めるため
の講座の提供を依頼していく。
また、今後は男女共同参画を専門分野とする講師へ個別に依
頼をするなど、講座開講に向けた取組の検討が必要である。
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めざす姿１ ― 重点課題１ ― 施策（2）
No. 4

男女共同参画の視点に立った講座等の実施

30年度（2018年度）
取組

固定的性別役割分担意識の見直し等、男女共同参画に関する
理解を深めるための講座等を開催し、学習の機会を提供する。
①男女共同参画の理解を深めるための啓発講座等の実施
②自主活動グループの育成
③託児サービスの実施
④女と男のいきいきフォーラム八王子の開催

30年度（2018年度）
取組の実績

①固定的性別役割分担意識を見直す講座、男女共同参画につい
て理解を深める講座、女性のエンパワーメントにつながる講座な
ど多岐に渡る講座を実施した。
・男女共同参画週間記念講演会
「女性の貧困 男性の貧困〜誰もが生きやすい社会とは〜」
外6講座を実施。（参加者延べ1,045名）
②自主活動グループの活動発展や交流を図るための講座等を
実施した。
・「チャレンジ企画」支援事業 1講座（参加者16名）
・自主活動グループ 2グループ結成
③学習等の活動ができる環境をつくるための託児サービスを
実施した。
・ほっとタイムサービスの実施 利用人数789名
・ほっとタイムサービス以外時の託児 利用人数60名
④第28回女と男のいきいきフォーラム八王子を開催した。
男女共同参画課
参加者181名

施策の方向に向けた
進捗度

〇

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

男女共同参画に関する理解を深めるための機会の提供につい
ては、女性の働き方や生き方がテーマとなっている映画会の実施
や、講演会に専門知識を有する著名人を講師として招くなど、より
多くの方に「男女共同参画」について考えてもらうきっかけとなる
よう工夫して実施している。男女共同参画推進のための意識啓発
に関する講座は、平成26年度（2014年度）が全6講座・参加者299
名だったのに対し、平成30年度（2018年度）は全7講座・参加者
1,045名と増加している。また、平成26年度（2014年度）及び平成
30年度（2018年度）ともに参加者の満足度も90％以上と高く、質の
高い講座を提供できていると言える。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

今後も参加者からの高い満足度を維持していくとともに、時節に
応じて理解を深めてもらいたいテーマを探り講座を企画していく。
申込者が定員に達していない講座については、周知方法も合わ
せて工夫していく。
また、講座だけでなく情報紙の作成やイベント時のパネル展の
開催など、機会を捉えて「男女共同参画」についての周知啓発を
図る。
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めざす姿１ ― 重点課題１ ― 施策（2）
No. 4

男女共同参画の視点に立った講座等の実施

30年度（2018年度）
取組

30年度（2018年度）
取組の実績

男女共同参画課とより一層の連携を深め、共催講座を実施する
など、男女共同参画の視点に立った講座の充実を図り、参加者
の理解を深める。
また、働く男女が講座等に参加しやすい環境を整える。

・男女共同参画の視点に立った講座を実施した。
（1）女性のための健康講座「骨盤メンテナンスヨガ」ほか8講座
（2）「生き甲斐の心理学」ほか1講座
（3）「小学生の子育て・しつけ 〜教育費・不登校・コミュニケーショ
ン〜ほか1講座
（4）映画上映会「マダム イン ニューヨーク」「マイ・インターン」
（男女共同参画課と共催）
延べ講座受講者数 614人、講座アンケートの満足度85.2％、延
べ映画観覧者509人
・夜間、土日曜日、休日に開催した講座…88講座 延べ受講者数
6,266人
・ほっとタイムサービス… 273回実施、延べ利用者数 789人

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

女性のための健康講座や子育て講座など、男女共同参画の視
点に立った講座を実施してきた。また、平成29年度（2017年度）及
び平成30年度（2018年度）には男女共同参画課と共催して映画会
を実施するなど、関連所管と連携した講座を開催することができ
た。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

前期5年間の取組を継続して実施するとともに、男女共同参画
課と連携した事業実施をさらに拡充する。このことにより、改定プ
ランの「めざす姿」実現に向けた市民への周知・啓発効果を高め
る。
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学習支援課

めざす姿１ ― 重点課題１ ― 施策（2）
No. 5

男女共同参画に関する情報の収集と提供

30年度（2018年度）
取組

固定的性別役割分担意識の見直し等、男女共同参画に関する
理解を深めるための情報の収集と提供を行う。
①男女共同参画週間にあわせてパネル展を実施する。
②ホームページや広報を介して男女共同参画及び講座の情報提
供を行う。
③男女共同参画情報紙「ぱれっと」を広報に折りこみ、全戸配布
する。
④「男女共同参画センターだより」を年3回発行し、市内各施設で
配架する。
⑤資料情報コーナーによる情報提供を行う。

30年度（2018年度）
取組の実績

①男女共同参画週間（6/23〜29）に、八王子駅南口総合事務所
内でのパネル展の実施や、図書館における関連図書コーナーの
設置など情報提供を行った。
②ホームページや広報に、男女共同参画に関する情報や講座の
情報を掲載し、情報提供を行った。
③男女共同参画情報紙「ぱれっと」を作成し、広報に折り込み全
戸配布した。（1月15日号、281,545部）
④「男女共同参画センターだより」を年３回発行し、市内各施設で
配架した。
⑤資料情報コーナーに女性情報誌や他市の事業計画など様々な 男女共同参画課
資料を配架し情報提供を行った。

施策の方向に向けた
進捗度

〇

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

男女共同参画に関する意識づくりのため、講座だけでなく、パネ
ル展やホームページなどで適宜情報提供を行っている。また、男
女共同参画情報紙「ぱれっと」や「男女共同参画センターだより」
では、社会の情勢にあったテーマを取り上げ周知を図っている。
その結果、男女共同参画に関する市民意識・実態調査では、固
定的性別役割分担意識「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、「反対」とした人が平成24年度（2012年
度）は47.6％であったのに対し、平成29年度（2017年度）は55.1％
と半数を超えており、男女共同参画への理解を深めるための啓
発が浸透してきていると言える。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

男女共同参画に関する理解を深めていくには長期的な取組が
必要とされるため、今後も機会を捉えて継続的な情報提供を行
い、意識の改革を促していく。
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めざす姿１ ― 重点課題１ ― 施策（2）
No. 5

男女共同参画に関する情報の収集と提供

30年度（2018年度）
取組

①市内全図書館において、男女共同参画に関する蔵書の充実と,
男女共同参画に対する理解を深めるための情報提供を継続して
行うことにより、市民の男女平等意識を醸成する。
②平成29年度（2017年度）に引き続き、男女共同参画週間にあわ
せて市内全館において「男女共同参画週間テーマ展示」を行う。
関連図書を目立つ場所に見やすく展示し、貸出しすることで、図
書館利用者への意識啓発を行う。

30年度（2018年度）
取組の実績

①男女共同参画に関する蔵書の充実をはかり、市民の男女平等
意識の醸成に努めた。
②男女平等参画週間にあわせ、市内全図書館において「男女共
同参画週間テーマ展示」と題し、関連図書を目立つ場所に見やす
く展示し、貸出しすることで、図書館利用者への意識啓発を行っ
た。

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

①男女共同参画の関連図書の収集に努めるとともに、第3次見直
しに伴い、人権を尊重する意識の醸成と擁護にかかわる図書の
収集を行った。
②テーマ展示も例年全館で継続して行うことで、図書館利用者へ
の意識啓発を行っており、平成30年度（2018年度）からは、関係
所管との「行政連携テーマ展示」として位置づけることで、所管と
の連携が密になったことでPR効果が向上した。（平成30年度
【2018年度】は、全館で「男女共同参画週間」テーマ展示は１６６
冊、「女性に対する暴力をなくす運動」LGBTテーマ展示では１２８
冊が貸出された）
③多くの利用者がテーマ展示に関心を持つよう、ホームページへ
の掲載やリストの作成を通じて、PRに努めてきた。図書館ＨＰの
展示リストから、テーマ展示図書の予約も可能になり、非来館利
用者の利便性も向上した。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

①男女共同参画に関する蔵書の充実を図り、市民の男女平等意
識の醸成に努める。
②男女平等参画週間にあわせ、市内全図書館において「男女共
同参画週間テーマ展示」と題し、関連図書を目立つ場所に見やす
く展示し、貸出しすることで、図書館利用者への意識啓発を行う。
③関連所管との連携を図り、関連所管のパンフレット等の配布や
ホームページの掲載により周知効果を高める。
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図書館

めざす姿１ ― 重点課題１ ― 施策（2）
No. 6

職員研修の充実

30年度（2018年度）
取組

30年度（2018年度）
取組の実績

市職員を対象とした、男女共同参画に関する理解や認識を深
めるための研修を実施する。
管理職向け職員研修を実施した。
・「ＬＧＢＴ職員研修〜管理職に求められる多様な性についての理
解と対応〜」
（参加者145名）
ＤＶ被害者サポートに関わる窓口職員・関連職場職員研修を実
施した。
・「二次加害を起こさないために〜ＤＶ・デートＤＶを正しく理解する
〜」
（参加者93名）
職員課と協力し、以下の研修を実施した。
・「女性職員のためのキャリアデザイン研修（主事級）」
（参加者25名）
・「女性職員のためのキャリアデザイン研修（主任級）」
（参加者20名）
男女共同参画課

施策の方向に向けた
進捗度

〇

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

すべての市職員が男女共同参画の視点を持って業務に取り組
むことを推進するため、主にワーク・ライフ・バランスをテーマとし
た研修を継続的に実施している。
一般職員だけでなく、隔年で管理職を対象とした研修も実施して
いる。平成28年度（2016年度）は「管理職に求められる男女共同
参画の視点」をテーマに実施し、参加率63.8％、満足度59％だっ
たのに対し、平成30年度（2018年度）は「ＬＧＢＴ職員研修〜管理
職に求められる多様な性についての理解と対応〜」を実施し、参
加率は81.9％、満足度77％となっており、質の高い研修を提供で
きたと言える。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

本市における男女共同参画を推進するためには、すべての市
職員が男女共同参画の視点を持つことが重要である。そのため、
今後も継続して職員研修を実施し、職員の男女共同参画意識の
向上を図っていく。
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めざす姿１ ― 重点課題１ ― 施策（2）
No. 6

職員研修の充実

30年度（2018年度）
取組

市職員の男女共同参画に関する理解や認識を深めるために、
東京都市町村職員研修所で実施の「男女共同参画社会形成研
修」に入所2年目（77名の予定）の職員を派遣する。

30年度（2018年度）
取組の実績

東京都市町村職員研修所で実施の「男女共同参画社会形成研
修」に70名が参加し、男女共同参画に対する知識の修得と意識
の向上を図ることができた。

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

市町村職員研修所における「男女共同参画社会形成研修」は
経年で実施している。5ヵ年の平均参加率は9割を超えており、職
員の男女共同参画に対する理解と意識の向上に寄与することが
できていると言える。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

引き続き男女共同参画に対する知識の習得と意識の向上を図
るため、本研修に対して職員を派遣する。
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職員課

めざす姿１ ― 重点課題１ ― 施策（2）
No. 7

職員に向けた情報提供の充実

30年度（2018年度）
取組

①全職員を対象にeラーニング研修を実施し、男女共同参画に関
連する事項についての知識を習得してもらう。
②新人職員研修において、男女共同参画に関するアンケートを実
施し、意識付けを行う。

30年度（2018年度）
取組の実績

①eラーニング研修において「ＬＧＢＴ基礎研修」を実施し、全職員
に対してＬＧＢＴに関する知識を習得してもらうことができた。
（3,178名受講、eラーニングシステムでの受講率71.9％）
②新人職員研修において、男女共同参画に関するアンケートを実
施し、意識付けを行った。（53名）

施策の方向に向けた
進捗度

〇

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

職員に対する男女共同参画の意識づくりについては、主に研修
を通じて広く啓発しているところである。
eラーニング研修は、平成29年度（2017年度）までは一般職員を 男女共同参画課
対象にＤＶやワーク・ライフ・バランスなど男女共同参画に関する
テーマを取り上げ実施し、受講率も計画初年度の平成26年度
（2014年度）が78.3％だったのに対し、平成29年度（2017年度）は
85.7％と年々上がってきている。平成30年度（2018年度）はＬＧＢＴ
基礎研修と位置づけ、一般職員だけでなく嘱託員、特例臨時職員
にも対象を拡げ、受講率は71.9％だったが、より多くの職員に対し
意識付けが図れたと言える。
新人職員に対するアンケートも経年実施しているが、本アンケー
トで集計した内容を活かすところまではいかなかったため、集計
内容を見て、DVに関する職員研修を新人職員の必須研修とする
など、検討していく必要がある。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

eラーニング研修については、引き続き社会情勢にあったテーマ
を選び実施していく。また、新人職員のアンケートについても、集
計した内容から職員の意識が希薄となっている分野を職員研修
のテーマとして取り上げるなど、その活用方法についても検討を
行い、引き続き実施していく。
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めざす姿１ ― 重点課題１ ― 施策（2）
No. 8

性別によらない職務分担等の推進
30年度（2018年
度）取組の実績

30年度（2018年度）取組
①男女の区別のない事務分担とする。
性
別
職
に
場
よ
環
る
境
区
づ
別
く
の
り
な
い

②男女ともに、子の看護休暇、育児休業、介護休暇等が取り
やすい職場環境にする。
③性別を意識せず、職務に専念できる環境にする。
④昇任・昇格選考を受験することについて、男女を問わずチャ
レンジできるようにする。

全ての所管課で
取組を実施した。

⑤男女を問わず、個々の能力が発揮できるようにする。
っ

に男
立女
版 共
物た同
の印参
作刷画
成物の
・ 視
出点

⑥印刷物・出版物のイラスト等について、性別に基づく固定観
念にとらわれない表現にする。
全課

⑦男女がバランスよく登場するように印刷物・出版物を作成す
る。
⑧男女ともに、安易にアイキャッチャー（注目させるための視
覚的要素）としないようにする。

施策の方向に向けた
進捗度

〇

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

計画期間の前期5か年全てにおいて、全所管で「性別による区
別のない職場環境づくり」、「男女共同参画の視点に立った印刷
物・出版物の作成」の取組を実施することができた。チェック項目
については、時勢に合ったものとなるよう見直しを行い、全所管課
において固定的性別役割分担意識の解消に向けて取り組むこと
ができている。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

各取組項目に該当する・しないにかかわらず、引き続き全所管
課において職員が性別にかかわらず能力を発揮できる職場づくり
の必要性を認識し、主体的に推進するようにしていく。
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めざす姿１ ― 重点課題２
めざす姿

1

男女平等意識を確立し、あらゆる分野で男女が参画できる社会

重点課題

2

あらゆる分野への男女共同参画の推進

【評価結果】
重点課題

2

★

【評価理由】

附属機関等への女性の参画率の向上に向けて、目標値に達成していない所管に対しヒアリ
ングを行うなど、積極的に働きかけを行った。今後も女性の登用を推進するため、職員に対
し意識付けをしていくとともに、委員等になる女性の人材発掘などの工夫をしていく。
町会・自治会の女性役員や、女性管理職の割合からは女性の参画が十分に推進されている
とはいえない。政策・方針決定過程への女性の参画の必要性について理解の促進を図るため
の意識啓発及び情報提供を継続的に実施し、女性が参画しやすい環境づくりに繋げていく。
防災対策については、男女共同参画の視点に立った防災講座などを実施した。災害が発生
した際、マニュアルに沿って行動することはもちろんのこと、防災対策の取組の中に女性の
視点を取り入れるなど、さらなる意識の醸成を図っていく。

〜体系図〜
重点課題

施 策

施策の方向

2
共あ
同ら
参ゆ
画る
の分
推野
進へ
の
男
女

（1） 政策・方針決定過程への女性の参画
の推進

⑥ 市の審議会等への女性参画の推進
（取組№9）
⑦ 政策・方針決定過程への女性の参画
推進に向けた啓発と情報提供
（取組№10）
⑧ 行政における女性参画の推進
（取組№11）

（2） 防災分野における男女共同参画の
推進
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⑨ 男女共同参画の視点に立った
災害対策の推進（取組№12〜13）

めざす姿１ ― 重点課題２ ― 施策（1）
【施策に対する男女共同参画施策推進会議の意見】
施策

(1)

政策・方針決定過程への女性の参画の推進

・審議会等への女性委員の登用について、潜在的な人材の掘り起こしが必要である。登用する側の意識
改革を促すとともに、委員に適した女性の人材の掘り起こしに向けた取組に期待する。
・女性管理職を増やしていくためには、受験を妨げている要因を究明することは元より、昇進意欲の妨げ
となっている「キャリアアップへの不安」の解消に向けて、ロールモデルとなる女性管理職を講師に起用し
ての研修や、女性職員同士の交流会、メンター制度の導入など、具体的かつ効果的な取組を行ってもら
いたい。
・町会・自治会における女性役員の割合が低い現状にある。活動参加者は女性が多いことを踏まえ、女
性自身の意識改革を促すとともに、女性の登用を促進する積極的な取組に期待する。

【施策の方向】
施策の方向 ⑥市の審議会等への女性参画の推進
No.

取組名

9 審議会等への女性委員の登用推進

概要

所管課

審議会等委員の改選や新たな審議会等の設置
において、女性委員の登用を積極的にすすめま
す。

全課

審議会等の改選及び設置時期を把握し、女性
委員の登用を推進するための働きかけを強化し 男女共同参画課
ます。

施策の方向 ⑦政策・方針決定過程への女性の参画推進に向けた啓発と情報提供
No.

取組名

概要

所管課

政策・方針決定過程への女性参画の必要性を
市民に対する女性の参画推進のた 市民に向け発信します。
男女共同参画課
10
めの意識啓発と情報提供
○情報紙「ぱれっと」等による意識啓発と情報提
供

施策の方向 ⑧行政における女性参画の推進
No.

取組名

概要

所管課

女性のキャリア形成につながる人材の育成を行
います。
男女共同参画課
女性管理職登用促進のための意識
○女性職員のためのキャリアデザイン研修の実
11
啓発と人材育成
職員課
施
○職員を対象とした研修等の実施
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めざす姿１ ― 重点課題２ ― 施策（1）
【所管課の取組】
【所管課の取組の見方】
・「施策の方向に向けた進捗度」欄
「○」：順調に進捗している 「△」：少し進捗している 「×」：あまり進捗していない
・「次年度の展開」欄
「現状維持」・・・・・・・現状の取組を継続する
「見直し（改善）」・・・より良くする方向での見直し又は現状の取組を拡充する

No. 9

審議会等への女性委員の登用推進
30年度（2018年度）
取組の実績

30年度（2018年度）取組

（女性の参画率が40％以上
となった所管課の割合）

①附属機関等の委員等に占める女性の割合について、40％以上
とする。

35.9%

②新たに附属機関等を設置する場合、設置時において女性の割
合を40％以上とする。

66.7%

施策の方向に向けた
進捗度

△

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

附属機関等がある所管課のうち、女性委員等の参画率40％以上
を達成できた所管課は、平成26年度（2014年度）の28.3％から平成
30年度（2018年度）は35.9％と増加傾向にあるが、平成30年度
（2018年度）目標値の40％には届かなかったことから、さらなる積
極的な働きかけが必要である。
一方で、新たに附属機関等を設置する場合については、平成26
年度（2014年度）の25％から平成30年度（2018年度）は66.7％と6割
を超える所管課で40％以上を達成することができており、少しずつ
ではあるが、職員の意識も向上している。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

市が設置する附属機関等における女性の割合について、令和5
年度（2023年度）までに50％とする目標値を定めている。今後は女
性委員の参加率の低い所管課へのヒアリングを行うとともに、委員
等の改選・附属機関等の設置の時期を捉え、これまで以上に積極
的な働きかけを行っていく。
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全課

めざす姿１ ― 重点課題２ ― 施策（1）
No. 9

審議会等への女性委員の登用推進

30年度（2018年度）
取組

30年度（2018年度）
取組の実績

附属機関等における女性の参画率を上げるため、委員等の改選
時等に行う事前協議でのヒアリングで、女性の登用について所管
課から関係機関へ働きかけをするように伝える。また、所管課へ選
任方法等について助言を行う。
さらに、定期的に職員ポータルの全庁掲示板に「附属機関等へ
の女性の参画促進要綱の遵守について」を掲載し、事前協議を徹
底するよう所管課へ働きかける。
附属機関等の委員改選時等の事前協議において、女性の参画
率が目標である40％に満たない所管課に対しヒアリングを実施し、
選任方法等について助言を行い、女性の登用について所管課から
関係機関等へ働きかけるよう伝えた。また、全所管課へ女性の参
画率の状況、女性の参加率の向上に向けた取組の依頼、事前協
議の徹底について周知を行った。
・事前協議件数 35件

施策の方向に向けた
進捗度

△

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

附属機関等の委員改選時等の事前協議において、目標値に満
たない所管課に対しヒアリングを実施し、助言を行ってきた。
分野によっては、女性の有識者等が少数である状況から女性の
登用が進んでいない附属機関等が見受けられるものの、女性の参
画率は、平成26年度（2014年度）の33.4％に対し、平成29年度
（2017年度）では33.8％と緩やかに上昇してきており、女性の意思
が社会の政策・方針決定過程に反映されてきていると言える。引き
続き、女性の登用促進に向けた取組が必要である。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

政策・方針決定過程への女性の参画は必須であることから、「市
が設置する附属機関等における女性の割合」の目標である50％に
向けて、引き続き、全所管課に対し参画率向上に向けた積極的な
取組について働きかけを行っていく。また、女性の参画率の高い自
治体に対し情報収集を行い、本市に適した選任方法等を研究する
など女性の登用の向上を図っていく。
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男女共同参画課

めざす姿１ ― 重点課題２ ― 施策（1）
No. 10

市民に対する女性の参画推進のための意識啓発と情報提供

30年度（2018年度）
取組

政策・方針決定過程への女性の参画の必要性を市民に向けて発
信するため、以下の取組を行う。
①男女共同参画センターで発行する男女共同参画情報紙「ぱれっ
と」により女性の参画推進のための意識啓発や情報提供を行う。
②女性情報誌の収集及び配架

30年度（2018年度）
取組の実績

①男女共同参画情報紙「ぱれっと」に八王子市の附属機関等への
女性の参画状況を掲載した（1月15日号、281,545部）。
②資料情報コーナーに女性情報誌や他市の情報紙など様々な資
料を配架し情報提供を行った。

施策の方向に向けた
進捗度

〇

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

政策・方針決定過程への女性の参画推進については、男女共同
参画センターが毎年発行している男女共同参画情報紙「ぱれっと」
にて附属機関等への女性の参画情報を掲載している。女性の参画
状況は計画初年度である平成26年度（2014年度）の33.4％から、
平成29年度（2017年度）の33.8％と微増しているが、より一層の取
組強化が必要と言える。また、町会・自治会に対し、チラシ「町会・
自治会活動での女性の参画・活動について」を配布し、女性の参
画に関して取組を促した。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

男女共同参画情報紙「ぱれっと」の全戸配布を通じて市民への情
報提供を行ったが、今後も機会を捉えて、政策・方針決定過程へ
の女性の参画推進への意識啓発、情報提供を継続的に行ってい
く。
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男女共同参画課

めざす姿１ ― 重点課題２ ― 施策（1）
No. 11

女性管理職登用促進のための意識啓発と人材育成

30年度（2018年度）
取組

政策・方針決定過程に女性が参画することの必要性を理解し、昇
進やキャリアアップへの不安を払拭するために職員研修を実施す
る。

30年度（2018年度）
取組の実績

・主事向け職員研修を職員課と協力して実施した。
「女性職員のためのキャリアデザイン研修（主事級）」
（参加者25名）
・主任向け職員研修を職員課と協力して実施した。
「女性職員のためのキャリアデザイン研修（主任級）」
（参加者20名）

施策の方向に向けた
進捗度

〇

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

女性管理職登用促進については、eラーニング等のweb講座や男
女共同参画職員研修の中で意識啓発を図ってきたところである。 男女共同参画課
平成29年度（2017年度）からは職員課と協力して、主事及び主任級
の女性職員を対象としたキャリアデザイン研修を実施している。参
加者からは、「自分自身のキャリア形成について考える機会となっ
た」「今後のキャリアについて、より明確な目標を設定することがで
きた」といった意見があり、キャリアアップへの不安解消など意識の
醸成につながっている。
女性に対する職員研修はもちろん、全職員を対象とした意識改
革のための研修についても、関係所管と連携を図り実施していく必
要がある。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

平成27年（2015年）に女性活躍推進法が施行され、女性管理職
の登用率等について目標数値が定められている中、女性管理職
の登用を進めるには、職員全体の意識を改革し働き方を変えてい
くことや人材育成が必要である。今後もより効果的な研修内容を模
索し、継続して行っていく。
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めざす姿１ ― 重点課題２ ― 施策（1）
No. 11

女性管理職登用促進のための意識啓発と人財育成

30年度（2018年度）
取組

①平成29年度（2017年度）に大きく内容変更した「女性職員のため
のキャリアデザイン研修」の継続実施と昇任試験対象者への管理
職からの働きかけの継続。
②採用者に占める女性の割合が向上するよう、女性受験者の増加
を目的に、採用説明会へ積極的に女性職員を派遣する。

30年度（2018年度）
取組の実績

①「女性職員のためのキャリアデザイン研修」を男女共同参画課と
共催して実施した。
実施方法を見直し、平成29年度（2017年度）に引き続き職層別に
実施するとともに課長職や主査職の協力のもと内容の充実を図
り、女性職員のさらなる意欲向上を図った。
・主任級 参加者20名 ・主事級 参加者25名
②採用者に占める女性の割合を増やすため、採用説明会へ女性
職員を参加させた。
【参考】
・主査職昇任における女性職員の受験率
（平成30年度【2018年度】3.8％ 男性8.9％)
・女性管理職の数（H30【2018】.4.1現在 22人）
・女性管理職の割合（H30【2018】.4.1現在 13.0%）

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

見直し（改善）

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

平成28年度（2016年度）までは、先輩女性職員をロールモデルと
して迎えてパネルディスカッション等を実施していたが、平成29年
度（2017年度）からは職層別に女性職員のキャリアデザインへの意
欲向上につながる研修内容となるよう充実を図った。
女性管理職の割合は平成26年度（2014年度）の9.3％から平成30
年度（2018年度）の13.0％と増加傾向にあるが、主査職へ昇任する
女性職員の受験率は平成26年度（2014年度）7.1％から平成30年
度（2018年度）の3.8％と減少傾向にある。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

女性管理職の割合は増加傾向にあるものの、主査職受験率は
減少しているため、当該対象者の意欲向上を図る新たな研修等の
導入などについて検討を行う。
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職員課

めざす姿１ ― 重点課題２ ― 施策（2）
【施策に対する男女共同参画施策推進会議の意見】
施策

(2)

防災分野における男女共同参画の推進

・近年は大きな災害が頻繁に発生しているため、防災のノウハウに女性の視点が必要不可欠である。災
害時の避難所運営に男女が協力することの重要性を出前講座等で伝えている点は評価できる。町会・自
治会などが行っている取組について把握し、男女共同参画の視点が不十分なところには再度啓発を行う
など、積極的に取り組んでもらいたい。
・女性の視点を取り入れた避難所マニュアルを整備していることは評価できる。引き続き訓練を重ね、災
害時に混乱のないような体制作りに取り組んでもらいたい。
・町会・自治会と連携し、より効果的に地域市民に対して、災害対策に対する男女共同参画の意識啓発
を行ってもらいたい。

【施策の方向】
施策の方向 ⑨男女共同参画の視点に立った災害対策の推進
No.

取組名

概要

所管課

市の防災に関する講座等において、男女共同
参画の視点に立った災害対策の必要性につい 男女共同参画課
災害対策に関する男女共同参画の
ての意識啓発をすすめます。
12
意識啓発
防災課
○はちおうじ出前講座等の実施
○チラシ・パンフレットの作成・配布
男女共同参画の視点に立った避難
性別の違いに配慮した避難所運営マニュアル
13 所運営マニュアルの整備と備蓄の充
の整備や災害用備蓄物資を充実します。
実
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防災課
避難所担当部

めざす姿１ ― 重点課題２ ― 施策（2）
【所管課の取組】
No. 12

災害対策に関する男女共同参画の意識啓発

30年度（2018年度）
取組

防災に関する講座等を実施することにより、男女共同参画の視
点に立った災害対策の必要性についての意識啓発を図るため以
下の取組を行う。
①男女共同参画の視点に立った防災に関するパンフレットを配架
し、情報提供を行う。
②男女共同参画の視点で考える防災講座を実施する。
③男女共同参画情報紙「ぱれっと」に、男女共同参画の視点から
考える防災対策を特集で掲載する。

30年度（2018年度）
取組の実績

①男女共同参画の視点に立った防災に関するパンフレット「わたし
を守る防災対策」を配架し、市民への情報提供を行った。
②男女共同参画の視点で考える講座を実施した。
・家族のいのちを守る防災講座〜日用品が防災グッズに大変身
〜（参加者19名）
・防災コミュニティ講座「災害を知る〜誰もが安心して過ごせる避
難所生活」（【公財】八王子市学園都市文化ふれあい財団協力講
座）（参加者：40名）
③男女共同参画情報紙「ぱれっと」に男女共同参画の視点から考
える防災対策について特集し、広報はちおうじとともに各戸配布・ 男女共同参画課
周知を行った。

施策の方向に向けた
進捗度

〇

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

講座の実施やパンフレットの配架による情報提供を行い、災害対
策に関する男女共同参画の必要性について意識啓発を図ってい
る。平成30年度（2018年度）には、男女共同参画情報紙「ぱれっと」
に男女共同参画の視点から考える防災対策をトピックとして取り上
げ、市民に周知したところである。
また、男女共同参画の視点に立った防災講座の5か年の平均満
足度は96％と高く、質の高い講座を提供できていると言える。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

防災講座の実施等を通じて、男女共同参画の視点に立った災害
対策に取り組むための意識啓発を継続的に行う。
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めざす姿１ ― 重点課題２ ― 施策（2）
No. 12

災害対策に関する男女共同参画の意識啓発

30年度（2018年度）
取組

市民が男女共同参画の視点に立った災害対策の必要性を理解
し、災害発生時に実行できるようにする。
①地域で行う防災訓練や出前講座などにおいて、防災に対する取
組に女性の視点を盛り込むことの大切さや、避難所運営に男女が
協力して携わることの重要性を伝える。
②防災における女性の視点について啓発するパンフレットを配架
する。
③女性の発想を活かした防災ノウハウを掲載した「東京くらし防災」
（東京都発行）を防災課や男女共同参画課の窓口のほか、市民セ
ンター等で引き続き配布し、防災意識の啓発を行う。

30年度（2018年度）
取組の実績

①出前講座の実施 回数46回
②女性の視点啓発パンフレットの配架 150部を、当課窓口や男女
共同参画課交流コーナーに配架した。また必要に応じ出前講座で
配布した。
③女性の発想を活かした防災ノウハウを掲載した「東京くらし防災」
（東京都発行）を防災課や男女共同参画課の窓口のほか、市民セ
ンター、市民部事務所、図書館、体育館、保健福祉センターで配布
し、防災意識の啓発を行った。

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

出前講座は経年で行い、前期5ヵ年で計202回の出前講座を実施
することができた。
今後も女性が主体的に災害対策に取り組むための意識啓発が
必要である。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

市民が災害対策の必要性を理解し、女性や災害時要配慮者の
視点に立った防災対策の推進に取り組む。
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防災課

めざす姿１ ― 重点課題２ ― 施策（2）
No. 13

男女共同参画の視点に立った避難所運営マニュアルの整備と備蓄の充実

30年度（2018年度）
取組

①女性視点に配慮し策定した避難所運営マニュアルに基づく訓練
等を実施する。
②プライバシー等に配慮した災害用備蓄物資を充実することによ
り、女性等の視点に配慮した防災対策を推進する。

30年度（2018年度）
取組の実績

①ＨＵＧ（避難所運営ゲーム）や仮設トイレ設営など避難所開設・運
営に関する防災訓練等を実施した。
②防災倉庫にプライベート空間への配慮としての簡易更衣室や間
仕切りといった災害用備蓄物資を備蓄することにより、女性等の視
点に配慮した防災対策の強化を図った。

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

防災課
避難所担当部

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

各年度防災倉庫にプライベート空間への配慮としての簡易更衣
室や間仕切りといった災害用備蓄物資を備蓄することにより、女性
等の視点に配慮した防災対策の強化を図ってきたところである。
避難所運営において、女性が参画し、男女共同参画の視点での
配慮を行うことが求められる。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

発災時における対応を円滑にするため、避難所運営マニュアル
に基づく対応について訓練等を通じて習熟していく。
女性等の視点に配慮した防災対策を推進するため、プライバシー
等に配慮した災害用備蓄物資を充実する。
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６. めざす姿２
重点課題ごとの評価結果

めざす姿２ ― 重点課題１
めざす姿

2

男女が互いに人権を尊重し暴力のない社会

重点課題

1

配偶者等からのあらゆる暴力の根絶

【評価結果】
重点課題

1

★

★

【評価理由】

ＤＶ・デートＤＶ防止のための啓発や情報提供に関する取組では、講演会をはじめ、情報
紙の発行、若年層を対象とした出前講座などを積極的に実施した。今後も若年層を含めた幅
広い世代に対し、ＤＶについて理解を深めてもらうための取組を継続していくとともに、声
を上げやすいよう意識啓発と情報提供を行っていく。
相談体制については、関係機関との連携による切れ目のない支援を行い、ＤＶ被害者の個
人情報の保護を図りながら安全を確保している。ＤＶ被害は潜在化しやすいことから、ＤＶ
被害者が一人で悩むことなく早期の支援につながるよう相談窓口の一層の周知を図るなど、
相談しやすい環境を整えていく。

〜体系図〜
重点課題

施 策

施策の方向

1
配
偶
者
等
か
ら
の
あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
根
絶

（1） 配偶者等からの暴力を許さない意識
づくり

⑩ 配偶者等からの暴力防止のための
啓発と情報提供（取組№14〜16）

（2） 相談体制の強化と被害者保護・自立
支援の充実

⑪ 相談体制の強化（取組№17）
⑫ 被害者の安全確保のための支援
（取組№18〜22）
⑬ 被害者の自立支援体制の充実
（取組№23〜27）
⑭ 配偶者暴力相談支援センター機能
の検討（取組№28）
⑮ 関係機関等との連携による被害者
支援の強化（取組№29〜30）

（3） 関係機関との連携強化
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めざす姿２ − 重点課題１ − 施策（1）
【施策に対する男女共同参画施策推進会議の意見】
施策

(1)

配偶者等からの暴力を許さない意識づくり

・ＤＶに対する認知度は高いと思うが、警察や行政機関に相談することをためらう人が多くいる実態があ
る。そうした人が悩みを抱えたまま我慢することが無いよう、相談窓口の対応や体制などについて情報発
信を続けていくことが必要である。
・デートＤＶについて大学の新入生ガイダンスにおいて直接啓発を行っていることは、評価できる取組で
ある。若者に問題意識を持ってもらう機会を多く作ってもらいたい。
・関係機関職員がＤＶに対し正しく認識し理解することは、行政が行っている対策の成果に繋がると思う
ので、今後も引き続き職員を対象に研修を実施し、より一層ＤＶに対する理解を深めていってもらいたい。

【施策の方向】
施策の方向 ⑩配偶者等からの暴力防止のための啓発と情報提供
No.

取組名

概要

DVについての認識を深め、防止するための啓
発をさまざまな方法で積極的に行います。
ＤＶを防止するための意識啓発と情
〇情報紙、ホームページ等による、意識啓発と
14
報提供の充実
情報提供
〇講演会、研修等の実施

所管課

男女共同参画課

15

デートＤＶを防止するための意識啓
発と情報提供の充実

デートDVについての認識を深め、防止するため
の啓発をさまざまな方法で積極的に行います。 学園都市文化課
〇情報紙、ホームページ等による、意識啓発と
男女共同参画課
情報提供
〇教育現場等に出向いての講座等の実施

16

関係所管職員の理解を深めるため
の研修の実施

DV被害者の支援にかかわる職員の理解を深
め、二次加害を防止するための研修を実施しま 男女共同参画課
す。
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めざす姿２ − 重点課題１ − 施策（1）
【所管課の取組】
【所管課の取組の見方】
・「施策の方向に向けた進捗度」欄
「○」：順調に進捗している 「△」：少し進捗している 「×」：あまり進捗していない
・「次年度の展開」欄
「現状維持」・・・・・・・現状の取組を継続する
「見直し（改善）」・・・より良くする方向での見直し又は現状の取組を拡充する

No. 14

ＤＶを防止するための意識啓発と情報提供の充実

30年度（2018年度）
取組

ＤＶについての認識を深め、防止するための意識啓発と情報提
供を積極的に行う。
①「女性に対する暴力をなくす運動」期間にあわせて講演会とパネ
ル展を実施する。
②DV防止のための出前講座を実施する。
③「男女共同参画センターだより」にて情報提供を行う。

30年度（2018年度）
取組の実績

① 「女性に対する暴力をなくす運動」期間にあわせてDVを防止す
るための意識啓発と情報提供を図った。
・ 講演会「漂流する少女たち〜デートDV・性暴力の背景にあるも
の〜」の実施（参加者50名）
・ 八王子駅南口総合事務所においてパネル展を実施（期間11月
12日〜26日）
②DV防止のための出前講座を実施した。
・ＤＶ出前講座「医療現場でのＤＶ被害の発見と対応」（八王子市
立看護専門学校）を実施（参加者37名）
③「男女共同参画センターだよりvol.42」にて講演会やパネル展、
関連図書についての情報提供を行った。

施策の方向に向けた
進捗度

〇

次年度の展開

現状維持
男女共同参画課

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

ＤＶを防止するための意識啓発と情報提供については、様々な機
会を捉えて継続して行っており、特に講演会では、参加者アンケー
トで「大変良かった」又は「良かった」と回答した人が、計画期間内
の実施年度全てにおいて90％以上を占めており、満足度の高さか
らも効果的であったことがわかる。また、申込者数は定員を下回っ
ていることがあることから、集客に工夫が必要である。
平成29年度（2017年度）に実施した市民意識・実態調査の結果か
ら、配偶者等からの暴力の被害者のうち、「相談しなかった」人の
割合が57.7％と高いことや、その理由も「相談するほどのことでは
ないと思ったから」が72.6％と最も高いなど、ＤＶ被害が潜在化しや
すい状況が変わらずに続いている。そのため、被害者が声を上げ
られるよう意識啓発のさらなる取組が必要となっている。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

今後もあらゆる機会を捉えて、継続的にＤＶを防止するための意
識啓発と相談窓口の周知等の情報提供を行い、暴力はいかなる
理由があっても許されるものではないという意識づくりをこれまで以
上に積極的に進めていく。
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めざす姿２ − 重点課題１ − 施策（1）
No. 15

デートＤＶを防止するための意識啓発と情報提供の充実

30年度（2018年度）
取組

①各大学等の担当者が集まる、大学コンソーシアム八王子の「大
学等連携部会」において、男女共同参画課職員による、デートDV
防止のための啓発と情報提供の場を設ける。
②大学コンソーシアム八王子加盟25大学等の新入生ガイダンスに
おいて、学生に対してデートＤＶについての情報提供を実施する。
③大学コンソーシアム八王子発行の新入生向け情報誌「ビッグウ
エスト」にデートＤＶについて掲載し、加盟校の新入生に配布する。

30年度（2018年度）
取組の実績

①平成31年(2019年)3月19日、大学コンソーシアム八王子「大学等
連携部会」において、男女共同参画課職員による学生向けデート
DVパンフレットの配架の依頼及び出前講座についての情報提供を
行った（参加24校）。なお、欠席1校へは資料を送付した。
②大学コンソーシアム八王子加盟校のうち8校の新入生ガイダンス
において、計7,361名の学生に対してデートＤＶについての情報提
供を実施した。
③大学コンソーシアム八王子発行の新入生向け情報誌「BIG
WEST 2018」にデートＤＶについて記事を掲載し、加盟25大学等の
新入生に配布した。（発行部数：40,000部、新入生25校計26,300
名）

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

大学コンソーシアム八王子の「大学等連携部会」に参加する大学
は年々増加傾向にあり、デートＤＶ防止について広く情報提供でき
ている。
また、新入生ガイダンスでのデートＤＶの情報提供は経年で実施
しており、直接学生に対しての周知啓発ができていると言える。
《新入生ガイダンス》
H26年度：10校12,365名（新入生計25,661名）
H27年度：10校10,903名（新入生計27,403名）
H28年度：10校15,054名（新入生計26,443名）
H29年度：10校14,486名（新入生計26,411名）
H30年度： 8校 7,361名（新入生計26,300名）
※新入生計の数字はＨ25･Ｈ26は23校、それ以降は25校

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

今後も「大学等連携部会」での情報提供及び、学生一人ひとりに
まで情報が届くよう、大学等にデートＤＶに関するパンフレット等の
配架について依頼していく。
また、新入生ガイダンスについては、八王子市の紹介等の時間を
設けていただくよう各大学等に働きかけ、より多くの学校にて新入
生ガイダンスが実施できるように努力していく。
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学園都市文化課

めざす姿２ − 重点課題１ − 施策（1）
No. 15

デートＤＶを防止するための意識啓発と情報提供の充実

30年度（2018年度）
取組

デートDVについての認識を深め、防止するための意識啓発と情
報提供を様々な方法で積極的に行う。
① 指導課と連携し、小中学校の教職員を対象としたデートDV防止
講座を実施する。
② デートDVに関するリーフレット等を講座開催時に配布するととも
に、各大学で配布する。

30年度（2018年度）
取組の実績

① 市立小・中学校の教職員を対象にデートDV防止講座を実施し
た。
研修名：生活指導主任研修〜教職員のためのDV理解と現場対応
について〜（参加者95名）
② 高校生・大学生向けに作成したデートDVに関するパンフレット
等を講座開催時等に配布するとともに、各大学で配布した。

施策の方向に向けた
進捗度

〇

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

デートＤＶを防止するための若年層に対する取組では、デートDV
予防のための出前講座を実施し、参加者アンケートで「大変良かっ
た」又は「良かった」と回答した人が、計画期間内の実施年度全て
において95％以上であり満足度も高く、多くの学生に理解を深めて
もらうことができた。
また、指導課と連携した教員へのデートDV防止のための研修で
も、参加者アンケートで「大変良かった」又は「良かった」と回答した
人が、計画期間内の実施年度全てにおいて85％以上であり、満足
度は高い。参加者数については、当初10名ほどで課題となってい
たが、教職員の研修に組み入れたことで参加者数が100名前後と
大幅に増加させることができ、より多くの教職員にデートDVに関す
る理解を深めてもらうことができた。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

若年層に対するDV防止のための啓発はとても重要である。デー
トDVに関する理解を深めるための情報提供や、出前講座等を実施
するとともに、より多くの学生に啓発できるよう、引き続き関係機関
と積極的に連携し、未然防止・早期発見につながるよう働きかけを
行っていく。
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男女共同参画課

めざす姿２ − 重点課題１ − 施策（1）
No. 16

関係所管職員の理解を深めるための研修の実施

30年度（2018年度）
取組

30年度（2018年度）
取組の実績

施策の方向に向けた
進捗度

①ＤＶ被害者の支援に関わる市職員がＤＶやデートＤＶに関する理
解を深め、日常業務でDV被害者に接する際の二次加害を防止す
るために、研修を実施する。
②ＤＶ被害者の支援に関わる関係機関の職員がDVやデートDVに
関する理解を深めるために、DV被害者支援関係機関担当者会に
おいて、講義や事例検討等を行う。

①DV被害者サポートに関わる窓口職員・関連職場職員研修を実
施した。
「二次加害を起こさないために〜ＤＶ・デートDVを正しく理解する
〜」 参加者93名
②DV被害者支援関係機関担当者会（全3回実施）において、講義
により理解を深めるとともに、事例検討等を通して、各関係機関が
お互いの業務の連携について確認しながら実践的にDV・デートDV
の理解を深めることができた。
男女共同参画課
〇

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

DV被害は外部から発見しづらく、また、その環境下で育った子ど
もへの影響が大きいなど、被害が潜在化・複雑化しやすいという特
徴がある。これまで実施してきた研修や事例検討会では、DVの特
徴や実態を的確に捉えたテーマで実施しており、研修の満足度に
ついても80％以上となるなど、DVに関して理解を深めてもらう機会
を提供することができた。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

今後も、ＤＶ被害者の支援に関わる市職員の理解を深めるため
の研修や実践的なテーマに沿った事例検討会等を実施するととも
に、国や東京都の制度等有用な情報を積極的に提供し、二次加害
の防止とDV被害者への適切な対応ができるよう能力向上のため
の働きかけを行っていく。
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めざす姿２ − 重点課題１ − 施策（2）
【施策に対する男女共同参画施策推進会議の意見】
施策

(2)

相談体制の強化と被害者保護・自立支援の充実

・相談員の質の向上により、相談がきめ細かく行われたことで、これまで表に現れなかった声が吸い上げ
られ相談件数が伸びたことは、大いに評価できる。相談員が様々な相談対応の経験を重ね、相談者に寄
り添った適切な対応を継続していってもらいたい。
・DV等の加害者からの住民票や戸籍の附票等の交付請求を拒むことで被害者の保護を図る支援措置
件数が増えていることから、常に的確な判断ができる体制の強化を図り、誤って情報の流失が起こらな
いよう情報管理の徹底をお願いしたい。
・今後も、外国人の居住が増加していくことが予測されるので、外国人も日本人と同じようにサポートでき
る体制を確保することは重要である。
・ＤＶ被害に遭い自立支援が必要な方に対する制度の活用が図られるよう、関係機関と連携し広く情報
提供をしてもらいたい。

【施策の方向】
施策の方向 ⑪相談体制の強化
No.

17

取組名

概要

各相談事業におけるＤＶ被害者の早期発見及
DV被害者の早期発見と支援のため
び関係機関との連携強化により被害者支援を
の相談の実施
行います。

所管課
男女共同参画課
総務課
市民生活課
高齢者福祉課
障害者福祉課
生活自立支援課
大横保健福祉
ｾﾝﾀｰ
東浅川保健福祉
ｾﾝﾀｰ
南大沢保健福祉
ｾﾝﾀｰ
保健対策課
子ども家庭支援
ｾﾝﾀｰ
子育て支援課
教育支援課

施策の方向 ⑫被害者の安全確保のための支援
No.

取組名

概要

所管課

関係機関と連携、協力しDV被害者の安全確保 高齢者福祉課
を図ります。
障害者福祉課
18 DV被害者の安全確保のための支援
○緊急一時保護の実施及び支援
○情報管理の徹底
生活自立支援課
DV被害者の緊急一時保護を行う民間シェル
ターに対し、補助金を交付することにより、運営
民間シェルターへの運営支援による
の安定を図り、DV被害者の安全確保につなげ 男女共同参画課
19
被害者の安全確保
ます。
○民間シェルターに対する補助金の交付
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外国人ＤＶ被害者の安全確保のため、関係機
外国人DV被害者のための通訳等の 関と連携、協力して支援を行います。
20
支援
○外国人への相談に関する情報提供
○外国人のための相談の実施と通訳の支援
DV被害者の安全を確保するため、住民基本台
住民基本台帳事務における支援措 帳事務において被害者の申出に基づき、加害
21
置
者からの住民票の写し等の請求を拒むことによ
り、支援を行います。

22

ＤＶ被害者の子どもの就学に関する手続きにつ
児童・生徒の安全確保と就学に関す
いて支援を行います。また、ＤＶ被害者とその子
る支援
どもの情報管理を徹底します。

多文化共生
推進課
男女共同参画課

市民課

教育支援課

施策の方向 ⑬被害者の自立支援体制の充実
No.

取組名

概要

所管課

DV被害者に対し、自立に向けた就労等の支援 男女共同参画課
被害者の就労等における支援の実 を行います。
生活自立支援課
23
施
〇就労等自立に向けた講座の実施
〇生活の自立に向けた支援
子育て支援課

24

子どもを養育するＤＶ被害者に対し、関係所管と
被害者の子育てに関する手当支給
子育て支援課
連絡調整を行い、子育てに関する手当支給の
の手続きに対する支援
手続きについて支援を行います。

DV被害者の国民健康保険加入等の手続きに
被害者の国民健康保険加入等の手 ついて関係機関と連絡調整を行い、保険証の
25
続きに対する支援
交付及び医療機関等の受診に支障がないよう
支援を行います。

26 被害者の住宅に関する支援

27

保育所、学童保育所等の入所に関
する支援

市営住宅の入居相談のほか、関係所管と連絡
調整を行い、住宅を探すための情報提供を行い
ます。
DV被害者が養育する子どもの保育所、学童保
育所等の入所に関する支援を行います。
○認可保育所等の入所に関する手続きの支援
○学童保育所の入所に関する手続きの支援
○ＤＶ被害者等に関する情報管理の徹底

保険年金課

住宅政策課

保育幼稚園課
児童青少年課

施策の方向 ⑭配偶者暴力相談支援センター機能の検討
No.

28

取組名
配偶者暴力相談支援センター機能
の検討

概要

所管課

配偶者等からの暴力の防止及びＤＶ被害者の
保護を図るため、配偶者暴力相談支援センター 男女共同参画課
機能を備えるよう検討を行います。
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【所管課の取組】
No. 17

ＤＶ被害者の早期発見と支援のための相談の実施

30年度（2018年度）
取組

女性の抱える様々な悩みや問題について、相談員による電話で
の総合相談と、専門の女性相談員による専門相談を実施すること
により、DV被害者を早期発見し、関係機関との連携によりDV被害
者支援を行う。

30年度（2018年度）
取組の実績

全相談件数3,498件（うちＤＶ相談件数 722件）
（内訳）
・女性のための専門相談 432件
（うちＤＶ相談件数 156件）
・女性のための総合相談 3,066件
（うちＤＶ相談件数 566件）

施策の方向に向けた
進捗度

〇

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

DV相談件数について、過去5年間でみると、500件〜600件を推 男女共同参画課
移していたが、平成30年度（2018年度）は700件を超える結果となっ
ている。これは、相談員による相談者の実情に合わせた親身な対
応により、これまで潜在化していた声を的確に拾い上げた結果と言
える。また、女性のための専門相談や総合相談を通じて、関係機
関につなぐなど、切れ目のないきめ細やかな対応を行ったことで、
DV被害の早期発見・早期支援にもつながった。
相談機能を有する男女共同参画センターの認知度も平成24年度
（2012年度）の16.5％から平成29年度（2017年度）の17.8％と上がっ
てきている。DV被害者が相談しやすい環境を整えるため、引き続
きの周知が必要である。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

DV被害の潜在化・深刻化を防ぐため、引き続き相談者が声を上
げやすいよう、あらゆる機会を通じて相談事業の周知を図っていく
とともに、関係機関との切れ目のない支援のための連携を強化し
ていく。
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No. 17

ＤＶ被害者の早期発見と支援のための相談の実施

30年度（2018年度）
取組

月1回の人権相談及び年2回の特設人権相談を実施するにあた
り、男女平等の視点に立ち、関係機関と連携してＤＶや虐待の防
止、支援を行う。

30年度（2018年度）
取組の実績

月1回の人権相談及び年2回（6月・2月）の特設人権相談を実施。
(年間で15件の相談があったが、市では相談の詳細記録は把握し
ていない。）

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

毎月10日に人権相談、6月と2月に特設人権相談を経年で実施
し、恒常的に相談できる場を提供した。
【人権相談件数】
Ｈ26年度：15件 Ｈ27年度：7件 Ｈ28年度：12件 Ｈ29年度：9件
Ｈ30年度：15件

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

毎日の生活の中で人権問題ではないかと思われた時に気軽に
相談できる場を提供することで、ＤＶや虐待の早期発見につなげ
る。

No. 17

総務課

ＤＶ被害者の早期発見と支援のための相談の実施

30年度（2018年度）
取組

30年度（2018年度）
取組の実績
施策の方向に向けた
進捗度

①弁護士による「法律相談」や ②カウンセラーによる「あなたの心
の相談室」の実施、③必要に応じ、適切な関係機関に案内すること
で、ＤＶ被害者への相談体制の強化と支援の充実に寄与する。
DV関連相談者数
①法律相談
1件/1,501件中
②あなたの心の相談室 29件/980件中
○

次年度の展開

現状維持

DV被害者への相談体制として、弁護士による法律相談やカウン
セラーによる相談を経年で実施してきた。法律相談は減少傾向に
あるが、カウンセラーによる相談は増加傾向にあるため、今後も相
談体制を整えていく。
前期5か年の振返り
（成果や課題など）

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

ＤＶ/相談者数
Ｈ26年度
Ｈ27年度
Ｈ28年度
Ｈ29年度
Ｈ30年度

法律相談
5/1,626
0/1,593
11/1,481
4/1,455
1/1,501

心の相談室
4/988
13/1,002
27/948
22/974
29/980

引き続き①弁護士による「法律相談」や ②カウンセラーによる
「あなたの心の相談室」を実施し、③必要に応じ、適切な関係機関
に案内することで、ＤＶ被害者への相談体制の強化と支援の充実
に寄与する。
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No. 17

ＤＶ被害者の早期発見と支援のための相談の実施

30年度（2018年度）
取組

DVを含む高齢者虐待の早期発見のため、施設職員、ケアマネ、
介護サービス事業者などに、高齢者虐待防止研修を実施し、意識
の向上を図ることで、市への通報又は届出を促す。また、市や高齢
者あんしん相談センターでＤＶや虐待に関する通報・届出や相談を
受けた場合は被害者の保護や加害者の支援をするため「成年後
見制度利用」や「介護サービスの導入」など適切な対応を行う。

30年度（2018年度）
取組の実績

高齢者虐待防止研修 8回開催 747人参加
虐待通報等件数
37件（配偶者からによる虐待）

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

H26年度 虐待防止研修：2回／385人 通報件数：30件
H27年度 虐待防止研修：8回／1,022人 通報件数：34件
H28年度 虐待防止研修：8回／866人 通報件数：25件
H29年度 虐待防止研修：8回／770人 通報件数：35件
H30年度 虐待防止研修：8回／747人 通報件数：37件
【成果】
施設職員等への定期的な研修を実施することにより、正しい理解
が進み、地域で支援や相談に従事する立場からの早期発見・早期
支援が進んだ。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

今後も施設職員、ケアマネ、介護サービス事業者など各相談事
業者への虐待防止研修を実施し、ＤＶを含む高齢者虐待の早期発
見のための対応力の向上や関係機関との連携強化を図っていく。
また、市や高齢者あんしん相談センターでＤＶや虐待に関する通
報・届出や相談を受けた場合、被害者の保護や加害者の支援をす
るため、「成年後見制度」や「介護サービス」等を活用し、適切な支
援に努めていく。
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No. 17

ＤＶ被害者の早期発見と支援のための相談の実施

30年度（2018年度）
取組

市指定の相談支援事業所5か所と連携し、気軽にいつでも相談で
きる体制を整え、障害者やその家族からの相談を受ける中で、DV
や虐待の防止や支援を行う。

30年度（2018年度）
取組の実績

市指定の委託の相談事業所5か所と連携して相談体制を整え、
DVや虐待の防止とその支援を行った。
・相談事務所5か所で受けた権利擁護(DV含む虐待・差別等)相談
件数 154件(うちDV相談 5件）

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

市指定の相談支援事業所5か所と連携し、誰もが気軽に相談でき
る体制を整えてきたことにより、権利擁護に関する相談件数が平成
30年度（2018年度）は減少したものの、年々増加傾向にある。
（H27年度：144件 H28年度：155件 H29年度：198件 H30年度：
154件）

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

引き続き市指定の委託の相談事業所（5箇所）と連携を密にし、Ｄ
Ｖや虐待の早期発見と支援を行っていく。

No. 17

障害者福祉課

ＤＶ被害者の早期発見と支援のための相談の実施

30年度（2018年度）
取組

ネットワークを活用し、被害者の安全と生活の安定に向けた支援
をする。
①電話相談、面接相談による助言、情報提供を行う。
②各関係機関と連携し、速やかな救出を目指す。
③婦人連絡会等のさまざまな研修機会を通じて、相談員の資質向
上を図る。

30年度（2018年度）
取組の実績

①電話・面接相談を通じて、被害者の状況に応じた助言や情報提
供を行うことにより、被害者が不安を解消し、安全な生活に繋がる
選択ができるよう支援した。
②警察、東京都女性相談センター等と連携を図ることにより、緊急
一時保護へと繋がった。
③毎月、連絡会で研修を重ねることで相談員の能力向上が図れ
生活自立支援課
た。

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

研修等の機会を通じて、相談員の能力向上を図ることにより、被
害者の状況に応じた支援を重層的に行うことができた。一方で、関
係機関の担当者が変わったことにより、連携体制に緩みが生じると
ころもあったことから、組織としての役割分担をあらためて整理・明
確化する必要がある。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

被害者が安心して相談できる環境の整備を進め、潜在化・深刻
化しやすい暴力被害の早期発見に繋げる。
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No. 17

ＤＶ被害者の早期発見と支援のための相談の実施

30年度（2018年度）
取組

①電話相談や家庭訪問などの保健事業を通してＤＶが疑われる
ケースがあった場合、必要に応じて関係機関や専門機関につない
でDV被害者の支援を行う。
②職員のスキルアップのための研修参加及びセンター内研修の充
実を図る。

30年度（2018年度）
取組の実績

①相談業務、健診業務等保健事業を通してＤＶが疑われたケース
に対して相談対応し、必要に応じて関係機関につなぐなど、支援を
行った。
大横保健福祉
※保健福祉センターにおけるＤＶ相談件数 47件
ｾﾝﾀｰ
内訳：大横（9件）、東浅川（13件）、南大沢（25件）
②職員（保健師等）がDV等の基礎知識及び対応を学ぶ外部研修 東浅川保健福祉
ｾﾝﾀｰ
に参加し、センター内連絡会等で共有を行った。

施策の方向に向けた
進捗度

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

No. 17

○

次年度の展開

現状維持

南大沢保健福祉
ｾﾝﾀｰ

妊娠期からのかかわりが始まる中で、相談しやすい体制づくりに
力を注いできた。主には母子保健を通してのＤＶ被害者への支援と
なるが、地区担当保健師名を妊娠期から伝えていくことで相談につ
ながっていったと思われる

引き続き、相談窓口として支援体制を整えていく。

ＤＶ被害者の早期発見と支援のための相談の実施

30年度（2018年度）
取組

保健所における精神保健福祉相談を通して、ＤＶ被害者からの相
談に対応した場合、関係機関と連携し被害者の支援に努める。
①専門医による精神保健福祉相談の実施。
②保健師による精神保健福祉相談（電話・面接・家庭訪問等）の実
施。

30年度（2018年度）
取組の実績

①専門医相談 45回 117件
②保健師による精神保健福祉相談 10,958件
その内、ＤＶ相談件数 延べ63件（＊デートＤＶ4件含む）に対応
した。

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

精神保健福祉相談数は増加しており、個々の家庭状況に応じて
適切な機関と連携しながら支援している。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

相談内容が複雑困難化する中、緊急性や病状のアセスメントを
行いながら、関係機関と連携し支援につなげて行く。
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No. 17

ＤＶ被害者の早期発見と支援のための相談の実施

30年度（2018年度）
取組

子どもと家庭に関する相談時に、DVに関する内容が含まれること
が判明した場合、関係機関と連携し、DV被害者と子どもの支援に
努める。

30年度（2018年度）
取組の実績

子どもと家庭に関する相談時に、DVに関する内容が含まれてい
た場合には、被害者の意向を配慮しながら関係機関と連携し、DV
被害者と子どもの支援に努めた。
DV相談件数75件（75家庭）（きょうだいを含めた対応延べ児童数
146名)

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

DVの相談件数は平成26年度（2014年度）の25件から平成30年度
（2018年度）は75件となっており、今後もＤＶ被害者とその子どもの
支援に努めていく必要がある。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

DV場面を目撃することは子どもにとって心理的虐待にあたるた
め、子どもの安全を守るためにもDV被害を受けている可能性を念
頭に置きながら、相談に応じていく。
子どもと家庭に関する相談時にDVに関する内容が含まれていた
場合には、関係機関と連携し、DV被害者と子どもを支援していく。

No. 17

子ども家庭支援
センター

ＤＶ被害者の早期発見と支援のための相談の実施

30年度（2018年度）
取組

ひとり親家庭の相談を通して、DV被害者を発見した場合、関係機
関と連携し被害者とその子どもの支援に努める。

30年度（2018年度）
取組の実績

ひとり親家庭の相談の中で、DVの相談も含まれていたため、母
子・父子自立支援員がDVに関する相談・情報提供を行った。
・DV相談件数 ４５件

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

H26年度：20件、H27年度：6件、H28年度：20件、H29年度：44件、
H30年度：45件と相談件数が年々増加傾向にある。その都度母子・
父子自立支援員が適切な関係機関につなぎ、被害者とその子ども
の支援をすることができた。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

引き続きひとり親家庭の相談の中で、DVの悩みがないか、常に
確認するよう徹底する。
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子育て支援課

めざす姿２ − 重点課題１ − 施策（2）
No. 17

ＤＶ被害者の早期発見と支援のための相談の実施

30年度（2018年度）
取組

①教育相談を通してＤＶ被害者を発見した場合、迅速に関係機関
と連携し被害者とその子どもの支援に努める。
②スーパーバイザー（※相談員に対して、より高い専門的な立場か
ら、助言・指導を行う者）を活用した事例検討会を実施する。
③医師を活用した事例検討会を実施し相談員の資質向上に努め
る。

30年度（2018年度）
取組の実績

①３０年度は、主訴ではないが、「配偶者暴力」が相談内容に含ま
れていた相談が４件あった。心理の専門的な立場からの心のケア
や今後の対応についての助言、また関係機関との連携による支援
を行った。
②スーパーバイザーによる事例検討会の実施 年６回
③医師による事例検討会の実施 年２回
教育支援課

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

子どものことを相談する中で、主訴ではないものの配偶者からの
暴力のことが相談員との間で共有することができ、ケアにつながる
意味は大きいと考える。また、スパーバイザーや医師による事例検
討会の実施を通して、相談員のケース理解や対応力の向上を図る
ことができた。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

今後も引き続き、教育相談を通してDV被害者を発見した場合に
は、迅速に関係機関と連携し被害者とその子どもの支援に努める
とともに、事例検討会を通した相談員の資質向上を図る。
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めざす姿２ − 重点課題１ − 施策（2）
No. 18

ＤＶ被害者の安全確保のための支援

30年度（2018年度）
取組

①介護事業者や医療機関等、業務上本人の状況を確認できる関
係機関と連携を図り、本人の意向を確認、または判断能力のない
高齢者については客観的判断により、適切な対応を行う。
具体的には、施設等と契約を締結し、ベッドを確保するとともに、
緊急時の一時保護の受入れ先を確保し、状況により被害を受けて
いる高齢者本人の保護を実施する。
②施設職員、ケアマネ、介護サービス事業者などに、高齢者虐待
防止研修を開催し、周知・啓発する。

30年度（2018年度）
取組の実績

①市内施設と契約を締結し、緊急時に一時保護の受入をするため
の床を確保するとともに、対応が必要な高齢者に対し、高齢者本
人の保護を実施した。
②施設職員、ケアマネ、介護サービス事業者などに、高齢者虐待
防止研修を開催し、周知・啓発に努めた。
・高齢者虐待防止研修（８回開催 747人参加）

施策の方向に向けた
進捗度

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

○

次年度の展開

現状維持
高齢者福祉課

H26年度
H27年度
H28年度
H29年度
H30年度

虐待防止研修：2回／385人
虐待防止研修：8回／1,022人
虐待防止研修：8回／866人
虐待防止研修：8回／770人
虐待防止研修：8回／747人

【成果】
施設職員等への定期的な研修を実施することにより、正しい理解
と適切な対応の実施を広めてきた。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

被害者の安全確保のため、引き続き介護事業者や医療機関等、
業務上本人の状況を確認できる関係機関との連携を密にし、本人
の意向の確認または判断能力のない高齢者についての客観的判
断を通じて、適切な対応・支援を行っていく。
また、施設職員、ケアマネ、介護サービス事業者等を対象に、今
後も高齢者虐待防止研修を開催し、日頃からの対応力向上に努め
ていく。
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めざす姿２ − 重点課題１ − 施策（2）
No. 18

ＤＶ被害者の安全確保のための支援

30年度（2018年度）
取組

緊急一時保護の体制を維持し、DV等に対応できる体制を整え、
関係機関と連携し、協力してDV被害者の安全確保を図る。

30年度（2018年度）
取組の実績

被虐待者の安全確保のため施設への一時保護を実施した。
・保護件数 2件
・保護日数 18泊分

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

保護件数及び保護日数は例年大幅な変化はない。相談を受ける
中で分離すべきか、障害福祉サービス提供が有効なのか的確な
状況判断が必要であり、そのためにも職員のスキルアップが必要
であると考える。
（H26年度：1件3泊分 H27年度：1件9泊分 H28年度：4件15泊分
H29年度：2件10泊分 H30年度：2件18泊分）

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

引き続き、職員のスキルアップを図り、ＤＶ等に対応できる体制を
整えるとともに、虐待の早期発見早期対応はもちろんのこと、虐待
を未然に防ぐための積極的な周知徹底を図る。

No. 18

障害者福祉課

ＤＶ被害者の安全確保のための支援

30年度（2018年度）
取組

関係機関とのスムーズで緊密な連絡調整を行い、情報管理を徹底
してDV被害者やその子どもへの適切な対応を行う。
①一時保護施設の利用援助及び緊急一時保護者の支援を行う。
②安全確保のため関係機関への情報提供及び意見書等の発行を
行う。

30年度（2018年度）
取組の実績

①警察等関係機関と連携し、緊急一時保護として東京都女性相談
センター等への入所支援を行った。
緊急一時保護１５件
② 住民基本台帳支援措置（閲覧等制限）の意見書発行や同伴児
童がいる場合に教育委員会レベルの転校手続きを支援し、DV被
害者の安全確保を図った。
生活自立支援課

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

関係機関との連絡調整の緊密化、情報の共有化が進み、安全確
保の必要性の高い被害者を緊急一時保護に適切に繋ぐことができ
た。
一方で近年被害の実態把握が困難なケースが見受けられる。緊
急性や危険性の有無を適切に判断し、実態に即した支援を実施す
る必要がある。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

関係機関との連携強化を進め、支援体制を整えて、被害者の安
全確保のための緊急一時保護に適切に繋げる。
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めざす姿２ − 重点課題１ − 施策（2）
No. 19

民間シェルターへの運営支援による被害者の安全確保

30年度（2018年度）
取組

①DV被害者の緊急一時保護を行う多摩地域の民間シェルターに
対し、補助金を交付することにより、運営の安定を図り、DV被害者
の安全確保につなげる。
②DV被害者の生活支援のため、多摩地域の民間シェルターに物
資の提供をする。

30年度（2018年度）
取組の実績

①DV被害者の緊急一時保護を行う多摩地域の民間シェルターに
対し、補助金を交付した。
②庁内及び民間団体に物資の提供を呼びかけ、集まった物資を多
摩地域の民間シェルターに提供した。

施策の方向に向けた
進捗度

〇

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

DV被害者の緊急一時保護を行う民間シェルターに対し補助金を
交付し、また、庁内及び庁外に呼びかけ、物資の提供を行ってき
た。
DV被害者支援は広域的な支援を必要とするものであり、民間団
体がこれまでに培ってきたノウハウを活かしたDV被害者の緊急一
時保護や自立支援活動は、公的機関の受け皿としての役割を担っ
てきたと言える。引き続き民間団体におけるＤＶ被害者支援を継続
し、DV被害者の安全確保を図っていく必要がある。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

民間団体のもつノウハウを活かしたDV被害者の緊急一時保護に
よる安全確保や自立支援を図っていく。
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男女共同参画課

めざす姿２ − 重点課題１ − 施策（2）
No. 20

外国人ＤＶ被害者のための通訳等の支援

30年度（2018年度）
取組

外国人市民に対し、相談に関する情報提供を行うとともに、必要
な場合はＤＶ被害者に対する通訳等の支援により、外国人ＤＶ被害
者の安全を確保する。
①「在住外国人のためのサポートデスク」の設置 （八王子国際協
会に委託）
②「外国人のための無料専門家相談会」の実施 （八王子国際協
会に委託）
③「語学ボランティア」の派遣等による通訳・翻訳（八王子国際協会
の事業）
④多文化共生推進課職員及び多文化共生推進事業協力員の派
遣等による通訳・翻訳
⑤外国人向け情報誌にＤＶに関する内容を掲載する。

30年度（2018年度）
取組の実績

①「在住外国人のためのサポートデスク」におけるDV相談（1件）
②「外国人のための無料専門家相談会」を実施（年1回）し、女性の
ための相談を受けるコーナーを設置（DVに関する相談件数1件）
③DV被害者からの相談における「語学ボランティア」の派遣等（0
多文化共生推進
件）
課
④DV被害者からの相談における多文化共生推進課職員及び多文
化共生推進事業協力員の派遣等（通訳0件）
⑤外国人向け情報誌にDVに関する内容を掲載し、啓発に努めた。

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

在住外国人サポートデスクや外国人のための無料専門家相談会
など、外国人市民のための相談を受け入れる体制を整えた。
また、DV被害者からの相談時に通訳が必要な際は、語学ボラン
ティアや多文化共生推進事業協力員を派遣する取組により外国人
市民が相談しやすい環境を整え、外国人ＤＶ被害者の潜在化を防
ぐことができた。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

引き続き、相談窓口や通訳の派遣体制を整えるとともに、外国人
市民へ周知を図っていく。
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めざす姿２ − 重点課題１ − 施策（2）
No. 20

外国人ＤＶ被害者のための通訳等の支援

30年度（2018年度）
取組

関係機関と連携、協力して支援を行うことにより、外国人DV被害
者の安全確保に取り組む。
①外国人向けの情報誌「Ginkｇo」にDVと相談に関する情報を掲載
する。
②外国人のための相談を実施する。
③相談に関する案内が掲載されている男女共同参画センターパン
フレットについて、翻訳版を用意し、必要に応じて配布する。
④関係機関と連携し、DV講座を開催する。

30年度（2018年度）
取組の実績

①外国人向け情報誌「Ginkｇo」にDVと相談に関する記事の掲載を
依頼し、11月号に掲載した。
②外国人のために無料生活相談会に相談員を派遣した。
③相談に関する案内が掲載されている男女共同参画センターパン
フレットについて、翻訳版（英語、中国語、ハングル）を必要に応じ
て配布した。
④八王子国際協会が開催する語学ボランティア研修会にて、語学
男女共同参画課
ボランティアを対象にDV講座を実施した。（参加者11名）

施策の方向に向けた
進捗度

〇

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

外国人へのDV支援に関する取組としては、外国人向け情報誌や
外国人のための無料生活相談会等を通じた継続的な取組を行っ
ており、関係機関と連携を図りながら、適切に対応してきた。外国
人への対応には言葉の壁など特有の問題があるので、引き続き関
係機関との密な連携を行いながら、DV被害者の支援を図っていく
必要がある。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

外国人DV被害者のための支援については、引き続き、情報提供
を行うとともに、今後、どのような支援が必要なのか、関係機関と情
報共有を図りながら実態に応じた柔軟な対応を検討していく。
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めざす姿２ − 重点課題１ − 施策（2）
No. 21

住民基本台帳事務における支援措置

30年度（2018年度）
取組

30年度（2018年度）
取組の実績

施策の方向に向けた
進捗度

①ＤＶ、ストーカー等の加害者からの住民票や戸籍の附票等の交
付請求についてこれを拒むことにより、被害者の保護を図る。
②近隣自治体や警察等相談機関との情報交換や連携を充実さ
せ、事務の円滑な執行を図る。

①支援措置件数・支援対象者数
・本市への申し出に基づく支援措置 238件 476人
・他市からの通知に基づく支援措置 336件 597人
②情報交換会及び連携会議
・近隣自治体による情報交換会
・相談機関との連携会議
○

1回
1回

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

平成26年度（2014年度） 支援申出309件、支援対象者 573人、
平成30年度（2018年度） 支援申出574件、支援対象者1,073人で
あり、申出件数・対象者数ともに約2倍となっている。
この間、通知文書や担当者会を通じて研修を行い、事務の精度
を維持してきた。
今後も申出件数・対象者数の増加が見込まれるが、確実な支援
を継続していくことが必要である。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

支援申出に係る相談・受付から住民票や戸籍の附票の写しの請
求拒絶に至るあらゆる場面で的確な判断と正確な事務処理を行う
ために、事務の見直しを図り、研修の機会を複数設ける。
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市民課

めざす姿２ − 重点課題１ − 施策（2）
No. 22

児童・生徒の安全確保と就学に関する支援

30年度（2018年度）
取組

①ＤＶ被害者の子どもの就学に関する手続きについての支援を実
施及び被害者の子どもの情報管理の徹底
②ＤＶ被害者の安全確保及び生活の安定のための支援の実施

30年度（2018年度）
取組の実績

①ＤＶ被害により住民登録が行えない場合、居住地を確認すること
で学校への就学手続きが行えるように対応するとともに、「学齢簿
システム」のフラグや備考欄に入力し、住所・氏名変更などについ
ての情報管理の徹底を図った。
②関係機関の紹介、就学援助制度の案内を行った。
教育支援課

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

「学齢簿システム」を活用し、住所・氏名変更などについての情報
管理の徹底を図ったことで、ＤＶ被害者とその子どもの安全確保に
努めてきた。また、窓口での就学手続き、関係機関の紹介、就学
援助制度の案内により、適切な支援が行われた。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

DV被害者とその子どもの情報管理を徹底する。また、DV被害者
の子どもの就学に関する手続きについて引き続き支援を行う。

No. 23

被害者の就労等における支援の実施

30年度（2018年度）
取組
30年度（2018年度）
取組の実績
施策の方向に向けた
進捗度

DV被害者の自立を支援するために、講座を通じて就業等様々な
支援制度について情報提供する。
DV被害者を対象に就労等自立に向けた講座を実施した。
講座数：6回連続講座 延べ参加者30名
〇

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

ＤＶ被害者を支援する講座は、平成26年度（2014年度）〜平成28
年度（2016年度）は年に1回、心のケアを中心とした講座を開催して
いたが、平成29年度（2017年度）からは全6回の連続講座とし、弁 男女共同参画課
護士による法律講座やコミュニケーション能力を高める講座など、
より被害者の自立の助けとなるようテーマを広げて実施した。
ＤＶ被害者支援講座は周知に制約があることや、申込者の心の
状態によっては参加が難しいことなどもあり、例年参加者が少数で
あるが、参加人数も平成29年度（2017年度）は延べ26名、平成30
年度（2018年度）は延べ30名と増加し、本講座の周知が図れてい
ると言える。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

自治体にはＤＶ被害者の心のケアの促進と、社会復帰の一歩を
踏み出し、自分自身の人生の再構築と再出発ができるよう支援し
ていくことが求められるため、今後も支援の必要な方に情報が行き
届くよう、周知方法や講座内容を工夫して実施していく。
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めざす姿２ − 重点課題１ − 施策（2）
No. 23

被害者の就労等における支援の実施

30年度（2018年度）
取組

あらゆる社会資源を活用し、関係機関と協力して、DV被害者の
状況に応じた就労等の自立に向けた支援や助言を行う。

30年度（2018年度）
取組の実績

ＤＶ被害者の自立した生活に向けて、関係機関と連携し、個々の
状況に応じた相談・支援を行った。
具体的には、就労支援員等の面談を通じて、ハローワーク、NPO
法人、民間企業と連携して被害者の状況に応じた就労支援メ
ニューを選定し、就労につなげ自立を支援した。また、東京チャレ
ンジネットと連携し、居宅を確保した。

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

平成26年度（2014年度）までは就労支援員（嘱託員）による支援
を実施していたが、平成27年度（2015年度）の生活困窮者自立支
援制度の開始に伴い、本人に合った求人を開拓するオーダーメー
ド型の就労支援が進んでいる。
あらゆる社会資源の活用や、関係機関との連携強化を進めて、多
くの選択肢の中から、被害者の状況に応じた具体的な自立支援策
を提案した。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

被害者の置かれた個々の状況に適切に対応できるよう、関係機
関と連携してさまざまな就労先を確保するとともに、自立支援に繋
がる相談・支援を行う。

No. 23

生活自立支援課

被害者の就労等における支援の実施

30年度（2018年度）
取組

30年度（2018年度）
取組の実績

施策の方向に向けた
進捗度

各関係機関と連携し、母子生活支援施設入所や就労支援が必要
なＤＶ被害者の把握に努め、支援を行っていく。

DV被害者の生活の安定を図るため、母子生活支援施設の入所
者やDV被害者に対して、自立に向けた支援を行った。
・平成29年度（2017年度）からの継続入所者 ＤＶ被害者 ２世帯
・平成30年度（2018年度）入所者 ＤＶ被害者 １世帯
子育て支援課

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

母子生活支援施設入所者や就労支援が必要なＤＶ被害者に対
し、関係機関と連携し就労先や今後の生活などの自立に向けた支
援を行ってきた。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

引き続き、関係機関と連携し、母子生活支援施設入所や就労支
援が必要なDV被害者に対して、自立に向けた支援を行っていく。
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めざす姿２ − 重点課題１ − 施策（2）
No. 24

被害者の子育てに関する手当支給の手続きに対する支援

30年度（2018年度）
取組

児童手当申請時においてDV被害者による申請者に対し、児童
扶養手当の遺棄による申請の案内を書面にて周知する。

30年度（2018年度）
取組の実績

「遺棄」の支給要件に該当する場合、DV避難者が児童扶養手当
の申請対象になることを児童手当認定時に周知した。
Ｈ30年度（2018年度）実績
上記要件で継続受給中：４件
上記要件における新規申請：０件
(「遺棄」の支給要件：父または母が引き続き１年以上遺棄している
児童。
※父または母が児童と同居しないで監護義務を全く放棄している
場合、事実関係を総合的に勘案して判断する。)

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

児童扶養手当の遺棄による支給要件は、児童の父または母が引
き続き１年以上遺棄している場合であるため、児童手当申請や支
援相談等において被害者の把握と事実関係の確認を行い、申請
案内や周知を図ってきた。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

引き続き支援相談窓口等と連携をとりながら窓口並びに書面で
制度周知を図る。

No. 25

子育て支援課

被害者の国民健康保険加入等の手続きに対する支援

30年度（2018年度）
取組

DV被害者の国民健康保険加入等の手続きについて関係機関と
連絡調整を行い、保険証の交付及び医療機関等の受診に支障が
ないよう支援することにより、ＤＶ被害者を適切に医療につなげる。
また、情報連携による情報漏えいを防ぎ、DV被害者の個人情報を
保護する。

30年度（2018年度）
取組の実績

関係機関との連絡調整や情報提供を行い、DV被害者が適切な
支援を受けられるような手続き等を行った（8件）。
また国民健康保険システムにおいてDVフラグが表示された被害
者に関して電話で問い合わせがあった際や郵送でのやり取りが必
要な際には、各課と連携をして、個人情報を漏らさないように細心
の注意を払った。
さらに、情報連携による個人情報漏えいを防止するため、相談が
あった際は自動応答フラグや非開示フラグを設定し対応した。

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

Ｈ26年度：11件、Ｈ27年度：10件、Ｈ28年度：18件、Ｈ29年度：7
件、Ｈ30年度： 8件の国民健康保険加入実績あり。
避難先で安心して医療機関を受診できるよう支援を行った。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

今後もDV被害者が医療機関等の受診に支障がないよう、保険証
の交付・関係機関との調整等を行い、ＤＶ被害者を適切に医療に
つなげる。
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保険年金課

めざす姿２ − 重点課題１ − 施策（2）
No. 26

被害者の住宅に関する支援

30年度（2018年度）
取組

相談に訪れたＤＶ被害者に対し、必要に応じて、男女共同参画課
や生活自立支援課など、相談者が必要とする業務の所管課を紹
介・案内するなど、居住場所確保のための情報提供や相談のサ
ポートを行う。
平成30年度にDV被害者を含めた「市営住宅の緊急一時使用に
関する取扱い要領」の改正を検討する。

30年度（2018年度）
取組の実績

相談に訪れたＤＶ被害者に対し、公営住宅の申込方法の説明等
の入居支援を行った。話の傾聴が必要であったり、緊急を要すると
判断した時には、自立支援課の婦人相談員に引継いだり、男女共
同参画課を紹介するなど、相談者に合わせた柔軟な対応を行っ
た。
「市営住宅の緊急一時使用」対象者にＤＶ被害者を加えるととも
に、市営住宅入居者募集においてポイント方式を導入しＤＶ被害者
に加点することとした。
また、男女共同参画課が主催するＤＶ職員研修に担当者を積極
的に参加させ、ＤＶに対する理解を深めた。

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

市営住宅について、一時使用制度の見直しやポイント方式の導
入等、ＤＶ被害者の住宅確保につながる対策を実施することで自
立支援の充実を図ってきた。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

住宅確保につながる制度の周知を図るとともに、相談者の心情を
理解できるように職員が庁内研修等に積極的に参加し個々のスキ
ルアップを図り、ＤＶ被害者の自立支援体制のさらなる充実を図
る。

70

住宅政策課

めざす姿２ − 重点課題１ − 施策（2）
No. 27

保育所、学童保育所等の入所に関する支援

30年度（2018年度）
取組

ＤＶ被害者の自立や生活の安定を図るため、ＤＶ被害者やその子
への対応として、保育施設の入所手続の相談に対して、情報提供
や連絡調整等の連携を関係機関と密にしたうえで、適切な助言を
するとともに適切な判断を行うための支援をする。対応にあたって
は、安全に配慮するとともに、情報管理や文書等の取扱いに十分
配慮する。

30年度（2018年度）
取組の実績

ＤＶ被害者やその子への対応として、保育施設の入所手続の相
談に対して、子ども家庭支援センターや児童相談所と連絡を取り、
情報提供や連絡調整等において連携し、適切な判断をするための
助言を行った。対応にあたっては、個人情報の保護に十分配慮し
た。

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

ＤＶ被害者やその子への対応として、個人情報の保護に十分配
慮しながら関係機関と連絡調整を行い、保育施設入所手続きのた
めの相談支援を行ってきた。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

保育所等の入所に関する手続きにおいて、今後もDV被害者やそ
の子への対応をする中で、様々な事案に対応できるよう関係機関
との連携を密に図っていく。

No. 27

保育幼稚園課

保育所、学童保育所等の入所に関する支援

30年度（2018年度）
取組

ＤＶ被害者が養育する子どもの学童保育所の入所に関する手続
きの支援を実施することにより、ＤＶ被害者の自立や生活の安定を
支援する。

30年度（2018年度）
取組の実績

ＤＶ被害者の自立や生活の安定を支援するため、ＤＶ被害者が
養育する子どもの学童保育所の入所に関し、関係機関と連携し、
個人情報の適切な取り扱いを行った。

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

ＤＶ被害者が養育している児童の学童保育所入所にあたって関
係機関とも連携し、必要に応じて相談にも応じてきた。また、個人
情報の適切な取り扱いについて新規職員に指導しており、適切な
支援が図られていると言える。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

引き続き、DV被害等があると申し出た申請者が安心して子ども
を預けられるよう個人情報の適切な取り扱いに努め、ＤＶ被害者の
自立や生活の安定を支援する。
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児童青少年課

めざす姿２ − 重点課題１ − 施策（2）
No. 28

配偶者暴力相談支援センター機能の検討

30年度（2018年度）
取組

配偶者からの暴力の防止及びDV被害者の保護を図るため、東
京都女性相談支援センター及び警察署との連携を充実させるとと
もに、庁内関係所管の支援内容を各所管が理解し、連携して支援
を行うことで配偶者暴力相談支援センター機能を果たす。

30年度（2018年度）
取組の実績

DV被害者支援連絡会議（年1回）及びDV被害者支援関係機関担
当者会（年3回）を実施し、関係機関相互の連携を図るとともに、各
関係機関が具体的な支援内容についての相互理解を深め、支援
にあたれるようにした。会議では「生活困窮者自立支援制度」、「性
犯罪被害者に対する支援制度」等について情報共有を行った。
個別の案件については、DV被害者それぞれの事情に合わせ、適
切な関係所管と連携して対応を行った。
男女共同参画センターで相談業務を実施する職員と生活自立支
援課の女性相談員において、ＤＶ相談業務の実践的な内容につい
て情報提供及び意見交換を行うなど相互の理解を深め、連携を強
化した。

施策の方向に向けた
進捗度

男女共同参画課

〇

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

DV被害者支援連絡会議及びDV被害者支援関係機関担当者会
を継続的に実施し、各関係所管の支援内容について相互理解を深
めてきた。また、関係所管相互による連携が図られていることでＤ
Ｖ被害者に対する適切な支援が行われており、配偶者暴力相談支
援センター機能を果たしてきていると言える。引き続き、関係機関
相互による日常的に緊密な連携を図り、ＤＶ被害者に対し適切な
支援の対応に努める必要がある。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

引き続き、各関係所管の支援内容について相互理解を深めると
ともに、ＤＶ相談業務等の実践的な内容について情報提供及び意
見交換を行い、情報共有するなど日常的に緊密な連携を図り、ＤＶ
被害者に対し適切な支援を行うことで配偶者暴力相談支援セン
ター機能を果たすよう努めていく。
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めざす姿２ − 重点課題１ − 施策（3）
【施策に対する男女共同参画施策推進会議の意見】
施策

(3)

関係機関との連携強化

・日常的に様々なＤＶが発生している状況の中で、いざという時に手遅れとならないよう、警察との連携は
不可欠である。瞬時に素早い対応ができるよう連携強化を図っていただきたい。
・実践的な研修を行うことで、関係部署の担当者の支援への姿勢がより強固になっていくことは大変評価
できる。今後も続けてもらいたい。
・ＤＶ被害者に対する支援について、各支援機関が持つ機能が存分に発揮されるよう、連携を深めてほし
い。
・相談内容によっては、他の機関に繋げることが必要である。命に関わる重要なことも含まれている場合
もあるので、橋渡しをするような丁寧な対応が行えるよう、日頃から関係機関との円滑な相談体制を整備
してもらいたい。

【施策の方向】
施策の方向 ⑮関係機関等との連携による被害者支援の強化
No.

取組名

概要

所管課

29

ＤＶ被害者支援連絡協議会を通じ、情報の共有
警察・女性相談センター等関係機関
を図り、ＤＶの防止、早期発見、被害者の自立に 男女共同参画課
との連携
向けて連携を強化します。

30

DV被害者支援を行う民間団体への ＤＶ被害者支援を行う民間団体に対し活動場所 男女共同参画課
支援
の確保等の支援を行います。
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めざす姿２ − 重点課題１ − 施策（3）
【所管課の取組】
No. 29

警察・女性相談センター等関係機関との連携

30年度（2018年度）
取組

DＶ被害者の相談から自立に向けた切れ目のない支援を行うた
めに、 関係機関と情報を共有し、DV防止、早期発見、被害者の自
立に向けて連携を強化する。
①ＤＶ被害者支援連絡会議の実施
②DV被害者支援関係機関担当者会の実施
③相談業務に従事する職員を対象に実務的な研修を実施する。

30年度（2018年度）
取組の実績

①ＤＶ被害者支援連絡会議を実施した。年間1回
・本市の生活自立支援課から、生活困窮者自立支援制度などに
ついて講義を受け、ＤＶ被害者の支援について理解を深めた。
・各機関と情報交換することにより、連携の強化を図った。
②DV被害者支援関係機関担当者会を実施した。年間3回
・外部講師によるＤＶ被害者のサポートに関わる職員研修を実施
した。また、警視庁犯罪被害支援室より性犯罪被害者に対する支
援制度について講義を受け、DV被害者支援等に関する理解を深
めた。
・テーマを絞った事例検討を行い、各機関の支援内容について具
体的に共有し、連携の強化を図った。
③男女共同参画センターで相談業務を実施する職員と同センター 男女共同参画課
が実施する専門相談業務の相談員において、ＤＶ相談業務の実践
的な内容について情報提供及び意見交換を行うなど相互の理解を
深め、連携を強化した。

施策の方向に向けた
進捗度

〇

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

DV被害者支援連絡会議及びDV被害者支援関係機関担当者会
を継続的に行い、各関係機関相互の支援内容について知識を深
めるとともに情報を共有し、適切な連携が図られてきたことによりＤ
Ｖ被害者に対する円滑な支援に繋がっていると言える。引き続き、
関係機関との連絡・連携体制を維持していく必要がある。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

今後もDV被害者支援連絡会議及びDV被害者支援関係機関担
当者会を継続的に行い、各関係機関相互の支援内容について知
識を深め、情報共有することで、被害者に対する円滑な支援に繋
がるよう関係機関相互の連携強化に努めていく。
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めざす姿２ − 重点課題１ − 施策（3）
No. 30

ＤＶ被害者支援を行う民間団体への支援

30年度（2018年度）
取組

DV被害者支援を行う民間団体への支援を行うことで、ＤＶ被害者
の状況に応じた切れ目のないきめ細かい対応を行う。
①ＤＶ被害者支援を行う民間団体への活動場所を確保する。
②民間団体の活動内容の周知を行う。
③民間団体へDV被害者支援に関する東京都からの情報を提供す
る。

30年度（2018年度）
取組の実績

①DV被害者支援団体に対し、年間を通じて活動場所の提供を行っ
た。
2団体 各月2回
②DV被害者支援を行う民間団体の活動内容を周知した。
（広報・男女共同参画センターだより・男女共同参画情報紙
「ぱれっと」への掲載、カード配架、ポスター掲示）
③DV被害者支援を行う民間団体に対して、研修など、東京都から
の情報を随時提供した。

施策の方向に向けた
進捗度

〇

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

DV被害者に対する自立支援を目的とした相談を実施する民間団
体に対し、ＤＶ被害者への継続的な支援が行えるよう活動場所の
提供や活動の周知、また、ＤＶ被害者の支援を行ううえで必要とす
る情報の提供などの支援を行ってきた。官民の協働によりＤＶ被害
者に対する切れ目のない支援が行われていると言える。引き続
き、ＤＶ被害者に応じた支援が行えるよう民間団体に対し支援を
行っていく必要がある。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

引き続き、官民の協働によるＤＶ被害者に対応した相談支援を実
施するため、ＤＶ被害者支援を行う民間団体に対し活動場所の提
供や活動の周知などの支援を継続して行っていく。また、民間団体
による継続的な支援を必要とするＤＶ被害者もおり、様々な機会を
通して支援情報を提供していく。
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男女共同参画課

めざす姿２ − 重点課題２
めざす姿

2

男女が互いに人権を尊重し暴力のない社会

重点課題

2

女性の性と生殖に関する健康と権利の確立

【評価結果 】
重点課題

2

★

★

【評価理由】

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）に関する意識啓発や
情報提供については、様々な機会を捉えて理解を深めるための講座等の取組を行ったが、よ
り多くの人が参加できるようさらなる工夫が必要である。また、ライフステージに応じた女
性の健康づくりに関する支援については、性にかかわる健康支援としての検査・検診の取組
や地域に密着した健康相談など継続的な支援を実施している。引き続き、定期的に各種検
査・検診を受ける機会を提供できるよう積極的な働きかけを行っていく。
人権尊重の意識づくりに関する取組では、セクシュアル・ハラスメント等に加え、ＳＮＳ
の利用をきっかけとした性暴力被害などの実態があるので、関係機関とのより一層の連携を
図り、その防止に向け継続した情報提供と意識啓発を積極的に進めていく。

〜体系図〜
重点課題
2
健女
康性
との
権性
利と
の生
確殖
立に
関
す
る

施 策

施策の方向

（1） 妊娠・出産と性に関する基本的理解
の促進

⑯ 妊娠・出産と性にかかわる健康につ
いての啓発と情報提供
（取組№31〜34）

（2） ライフステージに応じた女性の健康
支援

⑰ 妊娠・出産と性にかかわる健康への
支援の充実（取組№35〜36）

（3） 人権尊重の意識づくり

⑱ 性の商品化やセクシュアル・ハラスメ
ント防止に向けた啓発と情報提供
（取組№37〜38）
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めざす姿２ ― 重点課題２ ― 施策（1）
【施策に対する男女共同参画施策推進会議の意見】
施策

(1)

妊娠・出産と性に関する基本的理解の促進

・母子の健康に関する取組は、地域の中で定着していくことが必要だと思うので、保健師等による妊婦へ
の継続した支援の仕組みを構築してもらいたい。
・高校生が妊娠してしまうことにより、中絶をしたり、退学せざるを得ないという実態がある。性に関する情
報提供と同時に、行政としてバックアップするような施策を講じてもらいたい。
・正しい知識を習得するためには、発達段階に応じた幼児期からの性教育の実施が必要である。
・学習指導要領に基づいた性教育の実施とともに、中学生から避妊の必要性など実態を踏まえた性教育
の実施が求められる。
・ＳＮＳによる性被害が問題視されている。未然防止の観点からも対策等について継続的な情報提供や、
学校等による指導の呼びかけが必要である。

【施策の方向】
施策の方向 ⑯妊娠・出産と性にかかわる健康についての啓発と情報提供
No.

取組名

概要

所管課

女性の性の健康に関する理解を深めるための
意識啓発と情報提供を行います。
女性の性の健康に関する意識啓発
男女共同参画課
○講座の実施
31
と情報提供
○情報紙、ホームページ等による意識啓発と情
報提供
大横保健福祉
ｾﾝﾀｰ

32 母子の健康に関する情報提供

妊娠期からの母子の健康に関する情報提供を
行います。
○「親と子の保健バッグ」の配布

東浅川保健福祉
ｾﾝﾀｰ
南大沢保健福祉
ｾﾝﾀｰ

適正な性教育を実施することにより、妊娠など
性にかかわる健康への理解を児童期から促進
学習指導要領に基づいた適正な性
します。
33
教育の実施
○各学校における学習指導要領の趣旨を踏ま
えた性教育の実施
性被害から青少年を守るための意
34
識啓発と情報提供の充実

青少年の性被害等について青少年健全育成団
体等への情報提供や意識啓発を行います。
○青少年育成指導員等による地域パトロール
の実施
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指導課

児童青少年課

めざす姿２ ― 重点課題２ ― 施策（1）
【所管課の取組】
【所管課の取組の見方】
・「施策の方向に向けた進捗度」欄
「○」：順調に進捗している 「△」：少し進捗している 「×」：あまり進捗していない
・「次年度の展開」欄
「現状維持」・・・・・・・現状の取組を継続する
「見直し（改善）」・・・より良くする方向での見直し又は現状の取組を拡充する

No. 31

女性の性の健康に関する意識啓発と情報提供

30年度（2018年度）
取組

妊娠・出産と性にかかわる健康についての意識啓発と情報提供
を行うことにより、女性の性の健康に関する理解を深める。

30年度（2018年度）
取組の実績

・女性の性の健康に関する講座を実施した。
「母と娘で学ぶ 女の子のからだの変化と月経のお話」
２回実施
８月開催 参加者20組（40名） ３月開催 参加者18組（37名）
「40歳からのフレッシュアップ講座〜心もからだも健康に〜」
参加者23名（延べ60名）
・女性だけでなく、男性の性に関する知識や理解を深めてもらう
ための講座を実施した。
「思春期の男の子の身体とココロの変化のお話」
保護者向け 参加者25名

施策の方向に向けた
進捗度

〇

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）
の観点からも、女性自身が自らの体と健康に関する正しい知識を
学ぶための講座は重要な事業であると捉えており、経年で実施し 男女共同参画課
ている。また、平成26年度（2014年度）には全戸配布している男女
共同参画啓発紙「ぱれっとvol.35」で「女性の健康」をテーマとし広く
市民に啓発を行った。
講座「母と娘で学ぶ」は平成26年度（2014年度）〜平成30年度
（2018年度）の5か年に8回実施しているが、全てにおいて定員を超
える申込みとなっており、希望者全員が受講できない状況にあるこ
とは課題である。
講座「思春期の男の子」は、「母と娘で学ぶ」の受講者から「男の
子版も開催してほしい」との要望に応え、平成27年度（2015年度）
から開始した。
また、両講座の5か年の平均満足度は、講座「母と娘で学ぶ」が
97.2％、講座「思春期の男の子」96.7％と非常に高く、自分自身の
身体を知ることで、自分を大切にすることの理解促進が図られてい
る。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

講座「母と娘で学ぶ」は、希望者全員が受講できるよう、定員や催
回数を増やすなどの対応をしていく。
講座「母と娘で学ぶ」・「思春期の男の子」に参加している保護者
のほとんどが女性であるため、男性の保護者の参加を促すために
も土・日での開催を検討する。
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めざす姿２ ― 重点課題２ ― 施策（1）
No. 32

母子の健康に関する情報提供

30年度（2018年度）
取組

30年度（2018年度）
取組の実績

女性が生涯にわたる健康な生活を送るために、妊娠期から切れ
目のない母子支援を行う。
①母子健康手帳交付時に、妊娠期から産後の体の変化や相談先
等、健康に関する情報を封入した「親と子の保健バッグ」「親子の
健康ガイド」等を配布。
②保健師等の専門職が「妊婦面談」を実施。妊娠、出産、育児等の
相談、情報提供および要フォロー者の早期支援。面談後育児パッ
ケージの配布。
③妊娠期の教育(パパママクラス(平日・休日)の継続実施。
④平成30年（2018年）8月〜産後ケア事業開始。

①母子健康手帳交付時に「親と子の保健バッグ」を配布した。妊娠
届出数3,398件。
②「八王子版ネウボラ（※）」の妊婦面談の実施。合計2,715件 妊
婦面談率79.9％
大横保健福祉
妊娠・出産への不安等を抱えている方には、地区担当保健師が継
ｾﾝﾀｰ
続的に相談等の支援を行った。また、必要に応じて関係機関と連
携を図った。
東浅川保健福祉
ｾﾝﾀｰ
③妊娠期の講座（パパママクラス(平日・休日)、プレママ料理教室
等）を実施した。合計69回
（※）「八王子版ネウボラ」とは妊娠期から子育て期にわたるまでの
切れ目のない支援の仕組み。

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

妊娠初期から、保健師・助産師などの専門職種が面談することに
よって、安心安全な妊娠出産育児が展開できるようになってきたと
思われる。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

引き続き、女性のライフスタイルに合った母子保健サービスの展
開を行っていく。
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南大沢保健福祉
ｾﾝﾀｰ

めざす姿２ ― 重点課題２ ― 施策（1）
No. 33

学習指導要領に基づいた適正な性教育の実施

30年度（2018年度）
取組

各学校において学習指導要領の趣旨を踏まえた性教育を実施す
ることで、児童・生徒が性に関する正しい知識を得ることができるよ
うにする。そのために、性教育の適正な実施について、市立小・中
学校に性教育の全体計画及び年間指導計画の作成を義務付け、
児童・生徒の発達段階に応じた指導を実施していく。

30年度（2018年度）
取組の実績

市立の全小・中学校において、性教育の全体計画及び年間指導
計画を作成（市教育委員会に提出）、計画に基づいた授業を実施
し、性に対する正しい知識について指導を行った。
市教育委員会は、学校訪問した際に授業観察を行い、実施状況
を把握した。

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

市立の全小・中学校において性教育の全体計画及び年間指導
計画を作成し、計画に基づいた授業を経年で実施している。また、
市教育委員会が学校訪問をした際に事業観察を行い実施状況を
把握し、必要に応じて指導・助言を行ってきた。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

今後も性教育の全体計画、年間指導計画に基づいた指導を継続
して実施していく。

No. 34

指導課

性被害から青少年を守るための意識啓発と情報提供の充実

30年度（2018年度）
取組

都や警察署などから性被害防止に繋がると考えられる情報提供
があった場合に、青少年の健全育成を担う関係団体に情報提供を
行うとともに、性被害防止に対する課題検討を行う。

30年度（2018年度）
取組の実績

都や警察署などから得た性被害防止に関する情報提供があった
場合に青少年健全育成を担う青少年対策地区委員会、青少年育
成指導員会、青少年問題協議会に対し情報提供を行った。
また、青少年問題協議会の検討会では、八王子市青少年健全育
成基本方針平成31年度重点目標を策定する際に性被害防止も含
め検討した。

施策の方向に向けた
進捗度

児童青少年課

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

関連機関と連携し、青少年の健全育成を担う団体への情報提供
を経年で実施している。昨今はＳＮＳの利用をきっかけにした違法
行為や犯罪への巻き込まれも目立つようになってきており、ＳＮＳ
の利用に関する注意喚起も実施している。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

ＳＮＳの利用に関して注意喚起してきたが、注意喚起する対象者
が年々入れ替わっていくため、引き続きＳＮＳの利用に関する注意
を喚起していく。また、青少年の健全育成を担う関係団体が男女共
同参画の意義を持って行動できるよう、今後も情報提供を行う。
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めざす姿２ ― 重点課題２ ― 施策（2）
【施策に対する男女共同参画施策推進会議の意見】
施策

(2)

ライフステージに応じた女性の健康支援

・子宮頸がんの検査やワクチンの接種についての情報提供を引き続き行っていく必要がある。
・市民の健康に対する意識啓発を促し、病気だけでなく、生活習慣に関わることについて、生涯を通じて
総合的に情報提供、相談、検診等のサポートが必要である。
・若い世代から後期高齢者まで、各ライフステージに応じた健康相談等の各種取組を継続し、日々の生
活の中に定着するよう取り組んでもらいたい。

【施策の方向】
施策の方向 ⑰妊娠・出産と性にかかわる健康への支援の充実
No.

取組名

35 検査・検診の実施

概要
性にかかわる健康支援及び女性特有の疾病を
早期に発見するための検査・検診を実施し、健
康支援の充実を図ります。
○各種検査・検診の実施
○検診を推進するための啓発の実施

所管課

成人健診課
保健対策課

大横保健福祉

妊娠、出産、更年期等女性特有の体の変化に
ｾﾝﾀｰ
応じた健康相談を行うことにより、各ライフス
女性のライフステージに応じた健康 テージにおいて健康を維持できるよう支援を行 東浅川保健福祉
36
ｾﾝﾀｰ
相談
います。
○あかちゃん訪問や乳幼児健診を通した女性
南大沢保健福祉
の心身の健康に関する情報提供や相談の実施
ｾﾝﾀｰ
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めざす姿２ ― 重点課題２ ― 施策（2）
【所管課の取組】
No. 35

検査・検診の実施

30年度（2018年度）
取組

女性特有の疾病を早期に発見するための検査・検診を実施する
ことにより、健康支援を行う。
①市民健康の日（ 5月20日）に実施する「健康フェスタ・食育フェス
タ」にブース出展。NPO法人ブレイブサークルから「大腸トンネル探
検隊」をリースし、がん予防・がん検診の普及啓発を訴える。
②5月18日 国・新たなステージに入ったがん検診支援事業等によ
るがん検診無料クーポン券約56,000通発送
③6〜11月 がん検診受診再勧奨実施
④女性の健康週間である３月第一週を念頭に開催時期を検討しつ
つ、女性の健康をテーマに講演会等のイベントを企画。市民のが
んへの理解、がん検診の重要性・普及啓発を図る。

30年度（2018年度）
取組の実績

①5月20日 市民健康の日「健康フェスタ・食育フェスタ」においてＮ
ＰＯ法人ブレイブサークルから「大腸トンネル探検隊」をリースし、
ブースを出展。大腸がんへの理解、検診の重要性を訴えた。
②5月18日 国・新たなステージに入ったがん検診支援事業等によ
る、がん検診無料クーポン券55,962通発送
③6〜12月 がん検診受診再勧奨実施
【女性の受診者数】
・胃がんエックス線検診…2,989人
・胃がん内視鏡検診…3,930
人
・肺がん検診…14,140人 ・大腸がん検診…31,574人
・乳がん検診…12,234人
・子宮頸がん検診…18,477人
・特定健康診査…25,312人 ・18‑39歳…633人
○乳がん検診受診率26.8％ ○子宮頸がん検診受診率24.7％
④平成31年（2019年）３月15日、東京純心大学看護学部、現代文
化学部４年生を対象に卒業記念イベント「これから社会にはばたく
君へ」を開催。産婦人科医の講演や、保健師によるグループワーク
により、これから社会に出て行く上で、がんを含めた婦人科系疾患
の正しい知識をもち、予防や婦人科かかりつけ医の重要性を認識
し、主体的に健康づくりに取り組むきっかけ作りとなった。

施策の方向に向けた
進捗度

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

○

次年度の展開

現状維持

○乳がん・子宮頸がんにおける本市市民全体の推定受診率の推
移
・ 乳がん 30.2%（H22年度）→48.1%（H28年度）
・ 子宮頸がん 35.0%（H22年度）→40.7%（H28年度）
※市民意識調査（40〜69歳のデータから）
○乳がん・子宮頸がんにおける精密受診率の推移
・ 乳がん 97.0%（H24年度）→97.6%（H28年度）
・ 子宮頸がん 90.4%（H24年度）→95.9%（H28年度）
女性特有の疾病を早期に発見するための検査・検診の受診率
は、国の目標値50%に向け徐々に上がってきており、検査・検診の
重要性及び普及啓発が図られている。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

・引き続き、がん検診、健康診査の受診率の向上、また、がん検診
の精密検査受診率90%（国の目標値）の維持を目指し、疾病の早期
発見・早期治療による市民の健康増進に寄与する。
・がん予防の視点はもちろん、がん患者支援についても、両中核病
院に設置されたがん相談支援センターと情報交換をする中で、基
礎自治体として行うべき支援を検討していく。
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成人健診課

めざす姿２ ― 重点課題２ ― 施策（2）
No. 35

検査・検診の実施

30年度（2018年度）
取組

性に関する検査や相談により健康支援を行う。
①エイズ・ピア・エデュケーター（※）によるＨＩＶ・性感染症の普及啓
発
②HIV・性感染症の無料検査（毎水曜日）及び相談（随時）
※エイズ・ピア・エデュケーター：同世代の若者に対して普及啓発を
行う大学生等。ＨＩＶ／エイズ及び性感染症の予防や感染者への理
解について対象者と共に学び考える活動を保健所と一緒に行う。

30年度（2018年度）
取組の実績

①学生天国や大学祭等において、エイズ・ピア・エデュケーターに
よるHIV・性感染症の普及啓発を実施した。また、感染症事業にお
ける健康教育の機会を通じ、HIV・性感染症の普及啓発を実施し
た。
②HIV・性感染症検査の無料検査・相談を実施した。
（H30年度 HIV検査件数1537件、相談3358件/年）
大学生に向けてSNSを活用した検査の周知を実施

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

エイズ・ピア・エデュケーション事業を通し、若者が広く集まる場に
おいてエイズ予防の啓発活動を実施した。また、検査の周知方法
もSNSを活用するなど工夫したが、今後も若い世代に対し、さらに
どのような場や手段がより効果的であるか検討する必要がある。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

検査件数や相談件数は、年々増加している。今後も、関係所管と
連携し、若い世代に情報が届くよう周知方法等について検討してい
く。
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保健対策課

めざす姿２ ― 重点課題２ ― 施策（2）
No. 36

女性のライフステージに応じた健康相談

30年度（2018年度）
取組

妊娠・出産・子どもの健診等のイベント時に母自身の健康に関す
る情報提供や相談を行う。
①妊娠期の教育の際、母（及びパートナー）の健診や生活習慣の
改善の重要性を伝え、必要に応じ健康相談を実施する。
②出生連絡カード、乳児医療証からの出生情報をもとに、生後4か
月までのあかちゃん訪問の際、母の体調や気持ちに対する相談、
身体の変化や健康に関する情報提供を行う。
③乳幼児健診時に、特定健診およびがん検診等の勧奨を行う。

30年度（2018年度）
取組の実績

①妊娠期の教育（パパママクラスほか）の際に、母（及びパート
ナー）の健診の必要性や生活習慣の改善等について説明した。
（パパママクラス等参加 69回、1,196人）
②あかちゃん訪問では、母子の健康状態と児の発育・発達の確認
を行った。また母の体調・気持ちに対する支援を行った。
・訪問実施件数（市全体・延件数） 3,568件
大横保健福祉
ｾﾝﾀｰ
（未熟児訪問83件、あかちゃん訪問2,724件、新生児訪問761
件）
③乳幼児健診時において、特定健診及びがん検診の推奨を行っ 東浅川保健福祉
ｾﾝﾀｰ
た。
・1歳6か月児・3歳児健診 144回、7,303人
南大沢保健福祉
ｾﾝﾀｰ

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

あかちゃん訪問や妊娠期の教育は経年実施している。平成28年
度（2016年度）からは「八王子版ネウボラ」として妊娠期からの子育
て期にわたるまでの切れ目のない支援を実施する中で、母親の心
身の健康に対する情報提供、相談・助言を行っている。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

引き続き「八王子版ネウボラ」を推進し、母親の健康支援を行う。
産後うつの予防と早期支援を強化するため、新生児訪問等の際に
質問用紙を用いたスクリーニングを行う。
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めざす姿２ ― 重点課題２ ― 施策（3）
【施策に対する男女共同参画施策推進会議の意見】
施策

(3)

人権尊重の意識づくり

・「性の商品化」や「メディアリテラシー」等について、多くの市民に関心を持ってもらえるよう、分かりやす
い言葉で呼びかけ、まずは問題意識を持ってもらうことが必要である。
・セクシュアル・ハラスメントの防止には、人権尊重の高い意識づくりが必要である。今後も意識啓発の取
組を地道に行ってもらいたい。
・ＪＫビジネス等、性の商品化は海外メディアからも指摘されている。引き続き、講座実施の他に中学・高
校などへの出前講座等で意識啓発を図っていく必要がある。

【施策の方向】
施策の方向 ⑱性の商品化やセクシュアル・ハラスメント防止に向けた啓発と情報提供
No.

37

取組名

性の商品化やメディアリテラシー等
についての意識啓発

概要

所管課

性の商品化が人権侵害であることやメディアリ
テラシーについての理解を深めるための意識啓
男女共同参画課
発を行います。
○講座の実施
○チラシ、情報紙の作成・配布

セクシュアル・ハラスメント防止のための意識啓
発及び情報提供を行います。
男女共同参画課
セクシュアル・ハラスメント防止につ
○情報資料の収集と提供
38
いての意識啓発と情報提供
安全衛生管理課
○関係機関と連携した講座の実施
○職員対象のハラスメント防止研修の実施
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めざす姿２ ― 重点課題２ ― 施策（3）
【所管課の取組】
No. 37

性の商品化やメディアリテラシー等についての意識啓発
性の商品化やメディアリテラシー（※）について意識啓発するため
の講座を実施する。

30年度（2018年度）
取組

30年度（2018年度）
取組の実績

施策の方向に向けた
進捗度

※メディアリテラシー：メディアの特性や利用方法を理解し、適切な
手段で自分の考えを他者に伝達し、あるいはメディアに流れる情報
を取捨選択して活用する能力

・男女共同参画の視点で考えるメディアリテラシーの講座を実施し
た。
「【保護者対象講座】子どもとＳＮＳトラブル〜知っておこう！スマ
ホ社会の現実と対応〜」 （参加者23名）
・東京都性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援事業について、市
のホームページや新たに市内の大学生を対象とする情報紙
「BIGWEST2019」（平成31年【2019年】4月1日発行）へ掲載するため
の調整を行った。
・「男女共同参画センターだよりvo.42」に性犯罪に対する刑法改正
について掲載した。
〇

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

「メディアリテラシー」という言葉自体、あまり聞き慣れない単語で
あるためか、例年申込者数は定員に満たない状況である。そのた
め、平成26年度（2014年度）はジャーナリストを講師として招き、平
成29年度（2017年度）にはディズニー映画を題材とするなど、興味
を惹きそうな内容となるよう工夫した。5か年の平均満足度も94.8％
と高く、質の高い講座を提供できている。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

今後も、市民の方が興味を惹かれそうなテーマで講座を実施し、
より多くの市民の方に 「メディアリテラシー」を周知・啓発していく。
また、国や東京都などの性の商品化やメディアリテラシーに関す
る情報提供を行っていく。
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男女共同参画課

めざす姿２ ― 重点課題２ ― 施策（3）
No. 38

セクシュアル・ハラスメント防止についての意識啓発と情報提供

30年度（2018年度）
取組

セクシュアル・ハラスメント防止のための資料を収集し、情報提供
する。

30年度（2018年度）
取組の実績

男女共同参画週間パネル展において、セクシュアル・ハラスメント
についての情報が掲載された資料を配架し、情報提供を行った。

施策の方向に向けた
進捗度

〇

次年度の展開

現状維持
男女共同参画課

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

毎年、男女共同参画週間パネル展の際にはセクシュアル・ハラス
メントについて資料を配架し、市民の方へ積極的に周知を行ってい
る。また、平成28年（2016年）12月に発行した「男女共同参画セン
ターだよりVol.36」でセクシュアル・ハラスメントについて特集し、紙
面を市内各施設へ配布し、周知に努めた。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

セクシュアル・ハラスメントは未だ無くならない課題であるため、継
続的な意識啓発が必要である。そのため、引き続きセクシュアル・
ハラスメント防止に関する情報の提供を行っていく必要がある。
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めざす姿２ ― 重点課題２ ― 施策（3）
No. 38

セクシュアル・ハラスメント防止についての意識啓発と情報提供

30年度（2018年度）
取組

①セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントを含むハラスメ
ントの基礎知識を学び、その問題の意味と本質を正しく認識すると
ともに、ハラスメントのない職場環境を推進するために研修を実施
する。また、研修において性的マイノリティについても周知する。
②本市に設置されているハラスメント相談窓口及び苦情処理委員
会についての役割を周知する。（特に非正規職員へのさらなる周
知を図る。）
③管理職を対象として、改めてハラスメント防止に対する周知を行
う。

30年度（2018年度）
取組の実績

①一般職対象ハラスメント防止研修は、平成30年（2018年）12月13
日・17日、平成31年（2019年）1月17日・24日・29日に計10回実施
し、787名が受講した。
・相談員相談受付件数 平成30年度（2018年度） 3件
②嘱託員及び臨時職員に辞令書等を交付する際には、ハラスメン
ト研修資料の内容を周知するようにしている。
③管理職対象としては、平成30年（2018年）5月に開催した安全衛
生研修の中でハラスメント防止に関する内容を取り入れ、周知を
安全衛生管理課
行った。

施策の方向に向けた
進捗度

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

○

次年度の展開

現状維持

管理職対象のハラスメント研修は、隔年で外部講師を招き実施し
ている。過去5年間の内容は、「アンガーマネジメント」をテーマにし
たものや、ハラスメントの法的背景、事例解説等を詳細に行ったも
のなど、管理職の日々のマネジメントに生かせる内容を取り上げて
いる。相談件数に関しては年度によって差があるものの、窓口や
相談員についての情報は広く周知を続けている。
相談窓口を周知することは継続し、職場内でのラインケアの重要
性についても、管理職を中心として周知を行っていく。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

※ラインケア：労働者と日常的に接する管理監督者が、心の健康
に関して職場環境等の改善や労働者に対する相談対応を行うも
の。
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７. めざす姿３
重点課題ごとの評価結果

めざす姿３ ― 重点課題１
めざす姿

3

重点課題

1

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）が実現し、男女
が安心して、いきいきと生活できる社会
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現のための
意識づくり

【評価結果】
重点課題

1

★

★

【評価理由】

ワーク・ライフ・バランスの周知や啓発、男性の家庭生活や地域活動への参画促進につい
ては内容を工夫して実施した。その一方で、多様な働き方も踏まえ、実態に見合ったワー
ク・ライフ・バランスの実現が求められており、市職員はもちろん、市民及び事業者の意識
改革を含め積極的な施策推進を図っていく。
育児休業及び介護休業制度については、研修等を行い周知・啓発に取り組んだ。引き続き
職員が取得しやすい環境を整備し、組織的に支援ができるよう着実に施策を進めていく。

〜体系図〜
重点課題

施 策

施策の方向

1
た ラ仕
めイ事
のフと
意 ・ 生
識バ活
づラの
く ン調
り ス和

（1） ワーク・ライフ・バランスを実現するため
の意識啓発

⑲ 市民へのワーク・ライフ・バランスにつ
いての意識啓発と情報提供
（取組№39）

のワ
実
現ク
の ・

（2） 男性の家庭生活や地域活動への参画
促進

⑳ 事業者へのワーク・ライフ・バランスに
ついての意識啓発と情報提供
（取組№40〜41）

︵
︶

㉑ 行政におけるワーク・ライフ・バランス
の推進（取組№42〜43）

ー

㉒ 男性に対する家庭生活への参画の
ための知識習得の推進
（取組№44〜45）
㉓ 男性の地域活動への参画促進
（取組№46）
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めざす姿３ ― 重点課題１ ― 施策（1）
【施策に対する男女共同参画施策推進会議の意見】
施策

(1)

ワーク・ライフ・バランスを実現するための意識啓発

・社会的に働き方改革に向けた機運は高まっていると思うが、人手不足にある中小企業においては、雇
用環境において多くの課題を抱えていると思う。企業の雇用環境の改善に向けて、関係機関と連携しな
がら対策を進めていってもらいたい。
・男女ともにワーク・ライフ・バランスを推進していくためには、職場と家庭の問題だけではなく、家事、育
児等に関する家庭内での男女の役割分担のあり方の見直しについて啓発していく必要がある。市として
様々な手法を用いて周知・啓発に努める必要がある。
・男性が育児休業を取得できる環境整備を推進することは、大変重要なことである。職員への意識改革と
合わせ、組織的に支援できるよう施策を着実に進めてもらいたい。

【施策の方向】
施策の方向 ⑲市民へのワーク・ライフ・バランスについての意識啓発と情報提供
No.

取組名

概要

所管課

市民のワーク・ライフ・バランス及び女性活躍推
進についての理解を深めるための啓発と情報
ワーク・ライフ・バランス及び女性活 提供をさまざまな方法により積極的に行いま
男女共同参画課
39 躍を推進するための意識啓発と情 す。
○講座の実施
報提供
○チラシ・パンフレット・情報紙の作成･配布
○ホームページによる情報提供

施策の方向 ⑳事業者へのワーク・ライフ・バランスについての意識啓発と情報提供
No.

取組名

概要

所管課

事業者を対象としたセミナー等の開催により
ワーク・ライフ・バランス及び女性活躍推進につ
ワーク・ライフ・バランス及び女性活 いての意識啓発を行います。
男女共同参画課
40 躍推進のための関係法規等の周知 ○関係機関と連携したセミナー等の開催
産業政策課
と意識啓発
○事業者向けワーク・ライフ・バランス啓発パン
フレット及び女性活躍推進に関する資料の作
成・配布
仕事と子育ての両立支援に取り組む企業を積
極的に紹介し、企業におけるワーク・ライフ・バラ
ンス及び女性活躍推進を支援します。さらに、企
業自身の主体的な取組を促進させるしくみと環 男女共同参画課
境を整備します。
ワーク・ライフ・バランス及び女性活 ○子育て応援企業への情報提供
子どもの
41
しあわせ課
躍を推進する企業の紹介と支援
○ワーク・ライフ・バランスを推進する企業の紹
介
契約課
○ワーク・ライフ・バランス推進企業表彰制度の
検討
○公共調達において事業者の男女共同参画の
取組を評価
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施策の方向 ㉑行政におけるワーク・ライフ・バランスの推進
No.

42

取組名

職場におけるワーク・ライフ・バラン
スの推進

概要
各職場において、ワーク・ライフ・バランス推進
に向け取り組みます。
全所管に対し、ワーク・ライフ・バランス推進の
取組を働きかけます。

所管課
全課
男女共同参画課
安全衛生管理課

育児休業及び介護休暇制度を周知するととも
に、制度を利用しやすい職場環境づくりをすす
男女共同参画課
育児休業及び介護休暇制度の周知 めます。
43
と取得に向けた職場の環境づくり
〇行政情報ネットワーク等を利用した育児休業
労務課
や介護休暇制度の周知
○育児休業者の復職を支援する研修の実施
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【所管課の取組】
【所管課の取組の見方】
・「施策の方向に向けた進捗度」欄
「○」：順調に進捗している 「△」：少し進捗している 「×」：あまり進捗していない
・「次年度の展開」欄
「現状維持」・・・・・・・現状の取組を継続する
「見直し（改善）」・・・より良くする方向での見直し又は現状の取組を拡充する

No. 39

ワーク・ライフ・バランス及び女性活躍を推進するための意識啓発と情報提供

30年度（2018年度）
取組

市民への意識啓発と情報提供を様々な方法により積極的に行う
ことにより、ワーク・ライフ・バランスについての理解を深める。
①ワーク・ライフ・バランスの意識啓発のための講座等を実施す
る。
②男性の育児参画を目的として、父親の育児休業取得を勧める
リーフレットを作成し、母子手帳の交付を申請した市民に配布して
いる「親と子の保健バッグ」に同封することにより、出産を予定して
いる市民に直接配布する。
③「女と男のいきいきフォーラム八王子」開催時に、ワーク・ライフ・
バランスに関する情報提供を行う。
④ホームページにおいて、ワーク・ライフ・バランスの周知を行う。

30年度（2018年度）
取組の実績

①ワーク・ライフ・バランスに関する講演会及び女性の働き方を考
える映画会を実施した。
・講演会「女性の貧困 男性の貧困〜誰もが生きやすい社会とは
〜」
（参加者：190名）
・映画会「マイ・インターン」 （参加者：338名）
②父親の育児休業取得促進リーフレットを配布した 400枚×12か
月
③「女と男のいきいきフォーラム八王子」において、ワーク・ライフ・
バランスに関する講演会を実施した。
男女共同参画課
・講演会「木久蔵の仕事と子育て これがわたしの二刀流」
（参加者：106名）
④ホームページにおいて、ワーク・ライフ・バランスの周知を行っ
た。

施策の方向に向けた
進捗度

〇

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

市民へのワーク・ライフ・バランス及び女性活躍を推進するため
の意識啓発及び情報提供は、講演会やイベントでの展示など様々
な手法で毎年行っている。特に平成30年度（2018年度）は、より多く
の方が参加しやすい映画会「マイ・インターン」を実施し、女性の働
き方について考える機会とした。また、「親と子の保健バック」に同
封している育児休業を勧めるリーフレットの配布は経年実施してお
り、幅広い手法で意識啓発及び情報提供ができていると言える。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

ワーク・ライフ・バランス及び女性活躍推進に関する意識啓発や
情報提供は、今後も「男女共同参画週間」や「女と男のいきいき
フォーラム八王子」などのイベント、講演会や映画会など、機会を
捉えて広く市民に周知し、実現を図っていく。
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No. 40

ワーク・ライフ・バランス及び女性活躍推進のための関係法規等の周知と意識啓発

30年度（2018年度）
取組

30年度（2018年度）
取組の実績

事業者に対して、労働関係法規等の周知と意識啓発を行うことに
より、ワーク・ライフ・バランスについての理解を深める。
①事業主や人事担当者を対象に、関係機関と連携してワーク・ライ
フ・バランスの啓発を促すセミナーを実施する。
②事業者向けワーク・ライフ・バランス啓発リーフレットを作成し、配
布する。

①男女雇用平等セミナー（産業政策課を通じて東京都労働相談情
報センターと共催）を実施した。
1日目：女性活躍推進における法知識と制度運用
2日目：働きやすい職場づくりを可能にするマネジメント
延べ参加者92名
②はちおうじ就職ナビ掲載企業（284社）及び 八王子商工会議所会
員企業（1,389社）へ、事業者向けワーク・ライフ・バランス啓発リー
フレットを配布した。また、併せて女性活躍推進法に関する情報を
提供し、一般事業主行動計画の策定を促した。

施策の方向に向けた
進捗度

〇

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

事業者に対するワーク・ライフ・バランス及び女性活躍推進のた
めの取組については、例年、東京都労働相談情報センターと共催
により、労働関係法規や社会情勢の変化等を踏まえたテーマに
沿ってセミナーを実施し、関係機関との連携した取組を継続して
行ってきた。
また、事業者へのさらなる働きかけを行うため、関係所管と連携
し「はちおうじ就職ナビ掲載企業」や「八王子商工会議所会員企業」
への啓発リーフレットの配布など、多くの事業者への啓発の機会を
作ることができ、積極的に働きかけを行うことができた。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

ワーク・ライフ・バランス及び女性活躍推進のためには、事業者に
おける自主的な取組が不可欠である。そのため、引き続き関係所
管と密な連携を図り、ワーク・ライフ・バランスを推進することで得ら
れるメリットや女性活躍推進のための関係法規等をより多くの事業
者に対して周知・啓発していく。
また、産業政策課等関係機関と連携を図り、女性活躍推進法に
関する情報提供を行っていく。
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No. 40

ワーク・ライフ・バランス及び女性活躍推進のための関係法規等の周知と意識啓発

30年度（2018年度）
取組

①東京都労働相談情報センターとの共催により労働法制等に関す
るセミナーを実施する。
②Ｗebサイト「はちおうじ就職ナビ」等において、ワーク・ライフ・バ
ランスに積極的に取り組む企業の認定制度や助成金制度、相談窓
口について周知を図る。

30年度（2018年度）
取組の実績

①事業主・労務担当者を対象に、最新の労働法制やハラスメントな
ど、男女ともに働きやすい職場づくりに関するセミナーを実施。（4
回、参加者290名）
②就職ナビを活用し、企業に対して随時情報提供を行った。

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

関連機関と連携して事業者対象のセミナーを継続して実施し、
ワーク・ライフ・バランスの周知啓発を進めてきた。また、各種イベ
ントやホームページでワーク・ライフ・バランスについての情報提供
を適宜行ってきた。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

より多くの事業者に育児・介護休業の取得やハラスメント防止な
どのワーク・ライフ・バランスに関する意識を持ってもらうため、今後
も関係機関と連携したセミナーの実施や各種制度等を活用した意
識啓発の取組を継続的に行っていく。

No. 41

産業政策課

ワーク・ライフ・バランス及び女性活躍を推進する企業の紹介と支援

30年度（2018年度）
取組

企業におけるワーク・ライフ・バランスの推進を図る。
①ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を紹介する。
②ワーク・ライフ・バランス推進企業表彰制度についての検討を行
う。

30年度（2018年度）
取組の実績

①男女が共にいきいきと活躍するための様々な取組を行っている
企業・団体について、ホームページや男女共同参画情報紙「ぱ
れっと」などを活用し紹介した。
②表彰制度を実施している自治体を参考にして、制度についての
検討を行った。

施策の方向に向けた
進捗度

〇

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

企業におけるワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、具体的 男女共同参画課
な取組を行っている企業を訪問し、仕事と生活の両立のための取
組や従業員一人ひとりが能力を最大限発揮するための職場づくり
の工夫についてヒアリングを行い、そのノウハウをホームページや
情報紙「ぱれっと」などで継続的に紹介してきた。しかし、ワーク・ラ
イフ・バランスや女性活躍のための取組を行っている企業の情報
がいまだ少なく、紹介できる企業数が増えない状況である。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

事業者へのワーク・ライフ・バランスや女性活躍のための取組に
ついての意識啓発を図るためには、実際に長時間労働の削減など
働き方の見直しをして効果を出している企業を紹介していくことが
最も効果的である。そこで、関係機関とのこれまで以上の積極的な
情報共有を図りながら、仕事と子育ての両立支援に取り組む企業
や女性活躍を推進している企業の情報収集を行い、紹介できる企
業をさらに増やしていくための取組を行っていく。
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No. 41

ワーク・ライフ・バランス及び女性活躍を推進する企業の紹介と支援

30年度（2018年度）
取組

子育て応援企業におけるワーク・ライフ・バランス推進の取組を市
民に知ってもらうため、さまざまな媒体を活用して、取組内容を紹
介する。
子育て応援企業の交流の場を設けて事業者間で情報共有がで
きるようにし、ワーク・ライフ・バランスの推進を図る。

30年度（2018年度）
取組の実績

市のホームページや子育てガイドブックにおいて、子育て応援企
業におけるワーク・ライフ・バランス支援の取組を紹介した。

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

子育て応援企業の登録事業所数は平成26年度（2014年度）の
162事業所（90団体）から平成30年度（2018年度）の188事業所（108
団体）と増加しており、企業への周知啓発を着実に進めた。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

引き続き、登録事業所数の拡充と取組内容の周知を図り、働きな
がら子育てがしやすい環境の整備を行っていく。

No. 41

子どものしあわ
せ課

ワーク・ライフ・バランス及び女性活躍を推進する企業の紹介と支援

30年度（2018年度）
取組

30年度（2018年度）
取組の実績

施策の方向に向けた
進捗度

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

「八王子市における総合評価方式の適用ガイドライン（工事契
約）」に基づき、今後も、「男女共同参画の推進状況」を評価項目
（選択項目）としていくことで、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を
推奨するとともに、意識啓発を図っていく。
総合評価方式対象の案件に「男女共同参画の推進状況」を評価
項目（選択項目）として選択し、ワーク・ライフ・バランス等推進企業
の推奨を図った。
※平成３０年度（２０１８年度）総合評価方式の対象案件４０件のう
ち、評価項目で「男女共同参画の推進状況（女性活躍推進法に基
づく認定取得等）」を選択した案件は８件。
○

次年度の展開

現状維持

【実績】
Ｈ29年度（2017年度）
・総合評価対象案件数：16件
・選択案件数：3件
Ｈ30年度（2018年度）
・総合評価対象案件数：40件
・選択案件数：8件
平成29年度（2017年度）より選択項目の一つとして「男女共同参
画の推進状況」を設定しており、年間を通じてコンスタントに評価項
目として選択している。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

「八王子市における総合評価方式の適用ガイドライン（工事契
約）」に基づき、今後も、「男女共同参画の推進状況」を評価項目
（選択項目）としていくことで、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を
推奨するとともに、意識啓発を図っていく。
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No. 42

職場におけるワーク・ライフ・バランスの推進
30年度（2018年度）
取組の実績
(取組を実施した
所管課の割合)

30年度（2018年度）取組
①‑1全職員が年次有給休暇を年間13日以上取得する。（年間）

30.8%

①‑2全職員の年間時間外勤務時間数を360時間以内にする。（年間）

73.9%

②ワーク・ライフ・バランスを尊重し合える職場の環境をつくる。

98.5%

③業務を効率的に進めるよう、職場全体で工夫する。

100.0%

④特定の担当や個人に業務が偏らないようにする。

96.9%

⑤時間外勤務が恒常的にならないようにする。

95.4%

⑥仕事以外の生活（家庭、地域、趣味等）に関われる時間を取る。

100.0%

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

計画期間の前期5か年において、ワーク・ライフ・バランス推進に
向けた取組を全課のうち概ね9割以上の高い割合で実施できてい
る。
平成30年度（2018年度）から安全衛生管理課において、全庁共
通目標を定め取組を始めたところであり、有給休暇取得日数や時
間外勤務時間数の目標を達成できるよう、取組内容を工夫して実
施する必要がある。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

各職場においてさらに取組を推進するために、有給休暇取得日
数や時間外勤務時間数の目標を達成できるよう、今後も継続して
職場におけるワーク・ライフ・バランスの推進を図っていく。

No. 42

全課

職場におけるワーク・ライフ・バランスの推進

30年度（2018年度）
取組

職場におけるワーク・ライフ・バランスを推進するために、全所管
に対し、ワーク・ライフ・バランス推進の取組を働きかける。

30年度（2018年度）
取組の実績

全所管に対して、男女共同参画課で作成したワーク・ライフ・バラ
ンスを推進するための取組一覧表を各職場に掲示して、ワーク・ラ
イフ・バランスの推進に取り組むよう働きかけた。

施策の方向に向けた
進捗度

〇

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

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図るた
め、ワーク・ライフ・バランスを推進するための取組一覧表を職場に 男女共同参画課
掲示して職員に周知し、各職場において取組を推進するよう継続
的に働きかけを行った。
職場におけるワーク・ライフ・バランスをさらに推進していくために
も、職員研修をはじめその他の効果的な取組を検討し、引き続き
職員や職場に働きかけを行っていく必要がある。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

職員一人ひとりのワーク･ライフ･バランスについての理解を深め
るとともに、各職場、職員のワーク･ライフ･バランスの実現に向け
た環境整備を推進していく。そのために、取組一覧表の掲示や職
員研修等を継続的に実施し、着実な意識改革と、職場で取組を実
践してもらうよう、今後も積極的に働きかけを行っていく。
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No. 42

職場におけるワーク・ライフ・バランスの推進

30年度（2018年度）
取組

市の安全衛生活動を行う７つの事業場ごとに、半期ごとに所属の
ワーク・ライフ・バランスの推進目標達成状況の検証を行うことによ
り、行政におけるワーク・ライフ・バランスの推進及び意識向上を行
う。

平成30年度（2018年度）は、ワーク・ライフ・バランスの推進目標
を2つ定め、各所管共通目標とした。
①全職員が年次有給休暇を年間13日以上取得する。
②全職員の年間時間外勤務時間数を360時間以内にする。
各事業場の達成率は以下のとおり。
30年度（2018年度）
取組の実績

施策の方向に向けた
進捗度

・本庁舎等事業場 全51所管（①74.5%、29.4% ②96％、76.4%）
・福祉三部事業場 全21所管（①42.9%、9.5% ②71.4%、57.1%）
・子ども家庭部 全7所管（①43%、29% ②57％、43％）
・環境二部等事業場 全11所管（①73％、73％ ②91％、82％）
・水循環部事業場 全4所管（①100％、0％ ②100％、100％）
・都市建設四部事業場 全22所管（①64％、50％ ②95％、95％） 安全衛生管理課
・教育委員会事業場 全18所管（①38.9%、22.2％ ②61.1%、72.2%）
※（ ）内数字は、前が上半期、後が年間の達成率

△

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

平成29年度（2017年度）までは、各所管ごとにワーク・ライフ・バラ
ンス目標を策定し、取組を行っていた。目標が異なる中で達成率を
出していても、取組に差があり、全庁的な課題が見えづらいのでは
ないかという意見が安全衛生委員会で話し合われ、平成30年度
（2018年度）からは全庁共通目標を定め取組を始めたところであ
る。共通目標にしたことで、達成率に差が生じていることが分かっ
た。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

今後3年間は、共通目標での達成状況をみていき、取組を確認し
ていく。職員安全衛生委員会でも、共通目標にしたことで判明した
課題を認識し、各事業場単位での取組につなげていく。
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No. 43

育児休業及び介護休暇制度の周知と取得に向けた職場の環境づくり

30年度（2018年度）
取組

①育児休業及び介護休暇制度の周知と取得に向けた職場の環境
づくりを進めるため、若手女性職員を対象にキャリアデザイン研修
を実施する。
②全課で取り組むべき性別によらない職務分担やワーク・ライフ・
バランスの推進に向けた取組一覧表を周知する。

30年度（2018年度）
取組の実績

①ライフイベントを意識しながら働くきっかけとなる研修を職員課と
協力して実施した。
「女性職員のためのキャリアデザイン研修（主事級）」
（参加者25名）
②性別によらない職務分担やワーク・ライフ・バランスの推進に向
けた取組一覧表を全課に周知した。

施策の方向に向けた
進捗度

〇

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

職員への育児休業及び介護休暇制度の周知については、eラー
ニング等のweb講座を通じて、ワーク・ライフ・バランスの推進や男
性職員の育児休業取得促進に努めてきた。しかし、育児休業及び
介護休暇制度の周知と取得に向けた職場の環境づくりには、全職
員の知識習得と理解が必要であり、その実施方法については、関
連所管と連携して行う等検討していく必要がある。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

職員の育児休業・介護休暇取得率の向上には、職場全体での取
組が求められるため、制度の周知を含めた啓発研修は今後も継続
して行っていく。また、その実施にあたっては関連所管と連携し、制
度の取得と周知に向けた職場の環境づくりを組織全体で進めてい
く。
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めざす姿３ ― 重点課題１ ― 施策（1）
No. 43

育児休業及び介護休暇制度の周知と取得に向けた職場の環境づくり

30年度（2018年度）
取組

市の職員の育児休業・介護休暇取得を促進し、ワーク・ライフ・バ
ランス実現を支援する。
①育児休業明けにおける職員の不安を軽減するため、育児休業
者復帰支援研修を実施する。
②育児休業者復帰支援研修への参加の意義を伝え、参加率を高
めていく。
③市男性職員の育児休業取得率を向上させる。（目標値：13％）
④すくすくサポートブックの改訂

30年度（2018年度）
取組の実績

①育児休業者復帰支援研修の実施
育児休業中の制度改正や育児支援制度について説明を行った。
年1回開催、対象者32名中28名受講した。
②育児休業者復帰支援研修参加率の向上
参加率 87.5％（Ｈ29年度 92.9％）※欠席者へは後日説明を実
施。
③市男性職員の育児休業取得率の向上
市男性職員育児休業取得率 23.8％（Ｈ29年度 25.9％）
市男性職員育児休業対象者 42名、取得者 10名、
平均取得日数 194.7日
④すくすくサポートブックの改訂
最新の制度を反映した内容に改訂し、窓口等で配布することで制
度のさらなる周知に努めた。

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

平成26年度（2014年度）には取得率4.9%であった男性の育児休
業取得率が、平成30年度（2018年度）には23.8%となり、5年間で大
幅に向上した。これは社会的な意識の変化に加えて、eラーニング
でのイクメン研修やすくすくサポートブック等での制度周知に一定
の成果があったことを示す指標であると考える。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

引き続き制度内容についての周知を進めていくことはもちろん、
男性の育児休業取得率が増加傾向にある中で、男性が育児休業
に入ることが少数ではなく、一般的であることを周知していくことで、
取得しやすい職場環境や職員の意識醸成に寄与し、相乗的に取
得率の向上に繋げていきたい。
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労務課

めざす姿３ ― 重点課題１ ― 施策（2）
【施策に対する男女共同参画施策推進会議の意見】
施策

(2)

男性の家庭生活や地域活動への参画促進

・男性の意識改革で、家事や育児に関わることが当たり前の社会になってもらいたい。
・市の男性職員の育児休業取得率が増加傾向であることは取組の成果の表れであると思うが、民間企
業へも広げていくための施策を考える必要がある。
・地域との繋がりを持ちながら夫婦が協力して子育てをしていくことは、大変重要だと思う。市として常時、
子育てに関する情報提供ができる体制を整備していくことが必要である。

【施策の方向】
施策の方向 ㉒男性に対する家庭生活への参画のための知識習得の推進
No.

取組名

概要

所管課

男性に対する家事・育児・介護に関
男性が家事・育児・介護等、家庭生活に積極的 男女共同参画課
44 する知識習得のための講座等の実
に参画するための講座を実施します。
児童青少年課
施
大横保健福祉
ｾﾝﾀｰ

育児に参画するための妊娠期から
45
の講座等の実施

妊娠期から講座等により、父親の積極的な育児
参画を図ります。
東浅川保健福祉
ｾﾝﾀｰ
○妊娠期の母親、父親を対象とした講座の実施
○「父親ハンドブック」の配布
南大沢保健福祉
ｾﾝﾀｰ

施策の方向 ㉓男性の地域活動への参画促進
No.

取組名

概要

所管課

男性の地域活動への参加のきっかけとなる講
座等の実施や生涯学習を支援する人材の養成
協働推進課
地域活動への参加を促すための機 を行います。
46
会の提供
○地域活動に参加するきっかけとなる講座等の 生涯学習政策課
実施
○「生涯学習コーディネーター」養成講座の実施
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【所管課の取組】
No. 44

男性に対する家事・育児・介護に関する知識習得のための講座等の実施

30年度（2018年度）
取組

男性が家事・育児・介護等、家庭生活に積極的に参画できるよう
に、子育て世代や中高年の男性を対象に具体的な知識や技術の
習得ができる講座を実施する。

30年度（2018年度）
取組の実績

男性が家事・育児・介護等、家庭生活においてその役割を主体的
に果たすことができるように、具体的な知識や技術の習得ができる
講座を実施した。（全5講座 延べ参加者数224名）
＜主な開催講座＞
・「シルバーエイジを迎える男性の料理教室『男の腕まくり』」
・「パパと一緒に工作と楽しい昔遊び」
・「男性のための介護講座〜仕事を続けることこそ親孝行〜」

施策の方向に向けた
進捗度

〇

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

男性に対する家事・育児・介護に関する講座は、父子で参加する 男女共同参画課
料理講座や、男性のための介護講座などを経年実施している。特
に、平成29年度（2017年度）には、「自分で作る介護食講座」や「男
性のためのお片付け術講座」を実施するなど、男性の家庭生活へ
の参画促進に寄与できるような企画を追加で開催した。
ただ、経年実施している父子対象の料理講座及び60歳以上を対
象とした料理講座については、毎年定員を超える応募があるのに
対し、介護講座はほぼ毎年定員を下回っており、講座によって申
込み状況にばらつきが見受けられる。働いている男性も講座に参
加しやすくなるように開催時期の工夫をしていくとともに、今後も新
たな講座を企画していく等、固定的性別役割分担意識について考
え直す機会の提供に努めていく必要がある。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

固定的性別役割分担意識について考え直す機会の提供や具体
的な知識・技術の習得に役立ててもらえるよう、今後も継続的に講
座等を実施し、男性が家庭生活に参画するきっかけをつくる。
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めざす姿３ ― 重点課題１ ― 施策（2）
No. 44

男性に対する家事・育児・介護に関する知識習得のための講座等の実施

30年度（2018年度）
取組

男性が育児など家庭生活に積極的に参画できるように、子育て
世代の男性を対象に具体的な知識や技術の習得ができる講座の
実施や子どもとのふれあいの機会を提供する。

30年度（2018年度）
取組の実績

男性が育児など家庭生活においてその役割を主体的に果たすこ
とができるように、子育て世代の男性を対象に具体的な知識や技
術の習得ができる講座の実施や遊びを通した育児参加の機会を
提供した。
・「講座（3講座 参加者68人）『親子でリトミック』」 外
・「遊びをとおした育児参加機会の提供（52回 参加者893人）『サン
デーパパ』」外

施策の方向に向けた
進捗度

児童青少年課

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

子育て世代の男性を対象とした講座や子どもとのふれあい事業
を開催することで、子どもへの関わり方を学び、体験する機会を提
供してきた。「遊びを通した育児参加」については、参加人数が平
成29年（2017年）の723人から平成30年（2018年）は893人と増加し
ており、講座の周知も図れていると言える。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

男性が育児など家庭生活に積極的に参画できるように、子育て
世代の男性を対象に具体的な知識や技術の習得ができる講座の
実施や子どもとのふれあいの機会を今後も継続して提供していく。
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No. 45

育児に参画するための妊娠期からの講座等の実施

30年度（2018年度）
取組

妊娠期の教育等の機会を通じ、父親の育児における役割を学
び、主体的にかかわることができるよう意識向上を図る。
①妊娠届出時、父親ハンドブックを配付
②妊娠期の講座(パパママクラス)を開催。父親が妊娠期から出産
後までの女性の心と体の状況について知り、家庭での子育てにお
ける役割やその技術を学ぶ。
③グループワークを通じて地域における父親の役割を参加者同士
で考える機会を持つ。

30年度（2018年度）
取組の実績

①父親ハンドブックを妊娠届時、親と子の保健バックと一緒に配付
した。
②妊娠期の講座における父親の参加者数 549人
大横保健福祉
内訳：大横（180人）、東浅川(191人）、南大沢（178人）
ｾﾝﾀｰ
③パパママクラスでは、家庭内・地域での父親の役割等を考えるグ
東浅川保健福祉
ループワークを実施し、参加者同士の交流を行った。
ｾﾝﾀｰ

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

パパママクラスの土曜日開催については申し込みが多数の場
合、午前・午後と２回教室を開催し、料理教室についても父親が参
加しやすい土曜日に企画するなど工夫した結果、妊娠期の講座に
おける父親の参加者数は増加傾向にある。育児に参画する意識
ついてはグループワークやアンケート結果にも表れており、今後も
父親の役割について学ぶ機会を継続して実施する必要がある。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

引き続き妊娠期の教育等の機会を通じ、父親の育児における役
割について主体的にかかわることができるよう学ぶ機会を増やし
意識向上を図る。
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南大沢保健福祉
ｾﾝﾀｰ

めざす姿３ ― 重点課題１ ― 施策（2）
No. 46

地域活動への参加を促すための機会の提供

30年度（2018年度）
取組

地域活動への参加のきっかけとなるよう企画された、①②の事業
において、地域の中で生きがいをもって生活する気づきにつなげる
ための事業であり、その効果を把握するため、ニーズの実態を把
握した。
① はちおうじ志民塾
・9月8日（土）の入塾式から2月23日（土）の卒塾式まで計16回を開
催（予定）
② お父さんお帰りなさいパーティー（オトパ）
・第21回南大沢オトパ 9月15日（土）（予定）
・第22回八王子オトパ 3月9日（土）（予定）

30年度（2018年度）
取組の実績

地域活動への参加のきっかけとなるよう企画された、①②の事業
において、地域の中で生きがいをもって生活する気づきにつなげる
ことができた。
① はちおうじ志民塾
・9月8日の入塾式から2月23日の卒塾式まで計16回の講座を開催
・21名の卒塾生には、地域活動のきっかけとなるよう講座を開催
② お父さんお帰りなさいパーティー（オトパ）
・第21回南大沢オトパ 9月15日（土）参加者220名
・第22回八王子オトパ 3月9日（土）参加者200名
⇒計 420名

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

協働推進課

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

地域活動への参加のきっかけとなるよう、「はちおうじ志民塾」や
「お父さんお帰りなさいパーティー」を実施した。特に、平成30年度
（2018年度）からは誰もが市民活動に参加し、家庭や地域活動に
参加するため、以下の2点について参加者からアンケートをはじ
め、事業実施の効果を計測した。
①地域活動を見つけるために、初めてイベントに参加した人数 76
名
②興味を持った地域活動の団体数 延べ372団体

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

男性の地域活動への参加きっかけとなるよう、今後も講座の実施
及び、地域活動団体の紹介を継続する。
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No. 46

地域活動への参加を促すための機会の提供

30年度（2018年度）
取組

①生涯学習を支援する人材を養成するために、「生涯学習コーディ
ネーター養成講座」を開催し、地域で活動する市民の支援を行う。
②出前講座については、幅広く市民に周知し活用を促す。

30年度（2018年度）
取組の実績

①市民の生涯学習活動を支援する人材を養成するために、「生涯
学習コーディネーター養成講座」を開催し、14名が受講し、13名が
修了した。
②出前講座では、133講座を展開し、23万人を超える方が受講し
た。また、出前講座冊子も増刷するなど、周知に努めた。

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

①5ヵ年延べ受講者数81名、修了者数73名
課題：参加者数が減少傾向にあること。
②延べ受講者数Ｈ26年度：279,800名→Ｈ30年度：237,528名
※Ｈ30年度に集計方法を変更した団体があったため、
数値が大幅に減少している。

振返りを踏まえた上で
の今後の展開

①養成講座の受講者数を増やし、地域活動に参画する市民の増
加を図るため、地域の生涯学習課題を踏まえたカリキュラムの見
直しや周知の方法を検討する。
②多くの市民に利用してもらうため、内容の充実や周知の拡大を
図る。
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生涯学習政策課

めざす姿３ ― 重点課題２
めざす姿

3

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）が実現し、男女
が安心して、いきいきと生活できる社会

重点課題

2

男女が共にいきいきと働くための環境の形成

【評価結果】
重点課題

2

★

★

【評価理由】
子どものためのショートステイやトワイライトステイ、一時保育及び病児病後児保育等の
充実により、多様な働き方を支援するための取組を実施することができた。今後も市民ニー
ズを把握しきめ細やかに対応できる体制を構築していく。
ひとり親家庭への支援については、講座の参加者が少ないことが課題である。必要な方に
支援が行き届くよう、情報の提供方法や講座内容を検討していく。
介護に関する基礎知識は講座等により普及することができているが、急速に高齢化社会が
進んでいく中では、自立支援や介護予防の促進が不可欠である。介護者の負担軽減となるよ
うな積極的な取組を実施する。
女性の就業支援やキャリア形成促進については、他部署とも連携した取組を実施すること
ができた。今後も事業の充実に努めるとともに、多面的な支援を実施していく。

〜体系図〜
重点課題

施 策

施策の方向

2
働男
く 女
たが
め共
のに
環い
境き
のい
形き
成と

（1） 多様な働き方を支援するための環境
の整備

㉔ 子育て支援の充実
（取組№47〜54）
㉕ 介護への支援の充実
（取組№55〜57）
㉖ 出産・子育て、介護等のために、
離職した女性への就労支援
（取組№58〜60）
㉗ 女性の就業継続やキャリア形成
の促進（取組№61）
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めざす姿３ ― 重点課題２ ― 施策(1)
【施策に対する男女共同参画施策推進会議の意見】
施策

(1)

多様な働き方を支援するための環境の整備

・待機児童の解消が図られていることは大いに評価できる。今後も市民ニーズを踏まえて子育てしやすい
環境を推進し、市の魅力を高めていってもらいたい。
・障害児保育、一時保育、病児病後児保育について、市民ニーズを踏まえて施策の充実を図ることは大
切なことだと思う。相談における市民のニーズも的確に把握し充実を図ってもらいたい。
・ひとり親家庭について、父子家庭と母子家庭でニーズが異なるため、それぞれの状況に応じた支援が
望まれる。
・これからますます高齢化社会が進展していく中で、介護についての取組はより重要になっていくと思わ
れる。仕事と介護の両立に向けて、視野を広げて自分に合った働き方が選択できるような取組の充実を
図っていくことが必要である。
・再就職につながる支援について、企業が求める就職に必要なスキルを習得するための講座を盛り込ん
でいくことが就職率に繋がっていくと思う。一般事務への就職に偏ることなく、幅広い情報とスキルの習得
につながる内容となるよう検討してもらいたい。
・女性のキャリアアップのためには、妊娠・出産しても働き続けることができる環境や制度整備が不可欠
である。ニーズを的確に把握し、積極的な支援を期待する。

【施策の方向】
施策の方向 ㉔子育て支援の充実
No.

取組名

47 保育所等の受け入れ態勢の充実

概要

所管課

保育所等の受け入れ定員の拡大を図ることによ
り、保護者が安心して働くことができる環境を整
備します。
○待機児童解消に向けた取組の実施

子どもの
しあわせ課

保護者が安心して子育てをしながら働くことがで
きるよう、保育サービスの充実を図ります。
障害児保育、一時保育、病児病後児
保育幼稚園課
○障害児保育
48
保育の充実
○一時保育
○病児病後児保育
地域での育児の相互援助活動であるファミ
ファミリー・サポート・センター事業の リー・サポート・センター事業により、子育ての支 子ども家庭支援
49
センター
実施
援を行い、保護者と子どもの生活の安定を図り
ます。

50

子どものためのショートステイ、トワ
イライトステイの充実

保護者の疾病、仕事等により一時的に子どもの
養育が困難な状況となった場合に、子どもを宿
泊を伴って預かるショートステイや夕方から夜間 子ども家庭支援
センター
預かるトワイライトステイにより、保護者と子ども
の生活の安定を図ります。
○ショートステイ、トワイライトステイの利用促進

学童保育所等の受け入れ態勢を強化し、児童
学童保育所等の受け入れ態勢の充 の居場所を確保することにより子育て支援を行
51
実
います。
○緊急時の保育等、学童保育の充実
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児童青少年課

めざす姿３ ― 重点課題２ ― 施策(1)

親子ふれあい広場、親子つどいの
52
広場の充実

「親子ふれあい広場」「親子つどいの広場」の利
用を通し、子育てに対する支援を行います。
子ども家庭支援
センター
○養育に対する助言
○父親の育児への積極的参加の促進

経済的に厳しい状況に置かれることの多いひと
り親家庭の生活安定と社会的自立を支援しま
す。
男女共同参画課
ひとり親家庭の就労に向けた支援の
○ひとり親家庭の就労に向けた講座の実施
53
実施
○ハローワークと連携した就労支援や、就労に 子育て支援課
結びつく可能性の高い資格取得に向けた給付
金の支給による自立に向けた支援
日常生活を営むのに著しく支障のあるひとり親
54 ひとり親家庭ホームヘルパーの派遣 家庭に対し、ホームヘルパーの派遣を行い、生
活の安定を支援します。

子育て支援課

施策の方向 ㉕介護への支援の充実
No.

取組名

55 介護に関する知識の普及

56

高齢者、障害者のためのショートス
テイ、緊急一時保護の実施

概要
働く男女が安心して仕事と介護を両立できるよ
う、介護サービスについての知識の普及に努
め、介護に関する知識や技術の向上を図りま
す。
○はちおうじ出前講座や講演会の実施
○広報やパンフレットによる周知
○家族介護教室等の開催
介護者の疾病や冠婚葬祭等、一時的に介護が
困難な状況となった場合に、ショートステイや緊
急一時保護により、高齢者、障害者と家族の生
活の安定を図り、介護者の負担を軽減します。
○高齢者緊急一時保護事業
○高齢者の生活支援ショートステイ
○心身障害者（児）認定短期入所
○心身障害者（児）の日中一時支援
○心身障害者（児）の緊急一時家庭保護

所管課

高齢者福祉課
介護保険課

高齢者福祉課
障害者福祉課

高齢者いきいき
課

57 自立支援及び介護予防の促進

高齢者が要介護状態とならず自立した生活が
おくれるよう、介護予防の意識づくりをすすめる 高齢者福祉課
とともに、健康を維持するための支援を行いま
大横保健福祉
す。
ｾﾝﾀｰ
○介護予防教室の開催
○家族介護者教室の開催
東浅川保健福祉
ｾﾝﾀｰ
○自立した生活機能維持のための介護予防の
普及啓発の実施
南大沢保健福祉
ｾﾝﾀｰ
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めざす姿３ ― 重点課題２ ― 施策(1)
施策の方向 ㉖出産・子育て、介護等のために、離職した女性への就労支援
No.

取組名

概要

所管課

出産・子育て、介護等のために、離職した女性
の就業につながる知識の習得や意識向上を図
男女共同参画課
就業支援のための講座の実施と情 ります。
58
報提供
○再就職等をめざす女性を対象としたセミナー
産業政策課
や講座等の実施
○チラシやパンフレットによる情報提供

59 女性の起業への支援

起業をめざす女性に対する支援を行います。
○女性の起業に向けた講座の実施
○創業塾等による創業支援
○資金面による創業支援

男女共同参画課
産業政策課
企業支援課

就業を希望する女性に対し、八王子しごと情報
館において、ハローワークと連携して情報提供 男女共同参画課
八王子しごと情報館での情報提供と
と就業のための支援を行います。
60
就業支援
産業政策課
○しごと情報館相談員による職業相談
○子育て中の女性が利用しやすい環境の提供

施策の方向 ㉗女性の就業継続やキャリア形成の促進
No.

61

取組名

女性の就業継続やキャリア形成の
促進への支援

概要

所管課

事業者や働きたい女性を対象としたセミナー等
の開催により女性の就業継続やキャリア形成を 学園都市文化課
支援する。
男女共同参画課
○女性の就業継続やキャリア形成を促進するた
めのセミナー等の開催
産業政策課
○関係機関と連携したセミナー等の開催
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めざす姿３ ― 重点課題２ ― 施策(1)
【所管課の取組】
【所管課の取組の見方】
・「施策の方向に向けた進捗度」欄
「○」：順調に進捗している 「△」：少し進捗している 「×」：あまり進捗していない
・「次年度の展開」欄
「現状維持」・・・・・・・現状の取組を継続する
「見直し（改善）」・・・より良くする方向での見直し又は現状の取組を拡充する

No. 47

保育所等の受け入れ態勢の充実
児童の受け入れ態勢の拡充を図ることにより、保護者が安心して
働くことができる環境を整備し、保育定員を170名分拡大する。

30年度（2018年度）
取組

①認可保育所7園（新設2園、増改築等3園、分園設置2園）の施設
整備を行う。
②小規模保育施設3園（新設2園、改修1園）の施設整備を行う。

認可保育所及び地域型保育事業の施設整備を行い、保育定員
の拡大を積極的に進め、新たに145名分を確保した。
30年度（2018年度）
取組の実績

施策の方向に向けた
進捗度

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

①認可保育所3園（新設1園、分園設置1園、増改築1園）の施設整
備を実施。
②小規模保育施設2園（新設1園、改修1園）の施設整備を実施。
○

次年度の展開

見直し（改善）

平成26年度（2014年度）時点では144名の待機児童がいたが、保
育施設の整備を進めた結果、入所申込児童数を上回る保育施設
の定員確保ができた。
保育施設の受入状況（平成31年４月１日現在）
入所申込児童数：11,388人 保育施設定員：11,719人

振返りを踏まえた上
での今後の展開

今後は、安全な保育環境の確保及び保育の質の向上のため、老
朽化した民間保育施設の整備を行っていく。

111

子どもの
しあわせ課

めざす姿３ ― 重点課題２ ― 施策(1)
No. 48

障害児保育、一時保育、病児病後児保育の充実

30年度（2018年度）
取組

障害児保育、一時保育、病児病後児保育の充実を図ることにより、保護
者が安心して子育てをしながら働くことができる環境を整備する。
①一時保育及び病児・病後児保育室の拡充を図る。
②保育園・幼稚園において、気になる児童に対して巡回発達相談を行うと
ともに、併せて障害児への保育を実施する保育士への支援を行う。
③市立千人保育園において土曜日の一時保育を試行実施する。

30年度（2018年度）
取組の実績

①一時保育実施 25園、病児・病後児保育室4か所
②巡回発達相談実績 300回（認可保育所262回、幼稚園38回）
③市立千人保育園利用実績 延1,140名

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

平成26年度（2014年度）から比較すると、一時保育実施施設は24
園から25園、病児・病後児保育施設は3箇所から4箇所と拡充を
図ってきた。巡回発達相談についても286回から300回と増加して
おり、保護者が安心して子育てをしながら働くことができる環境整
備に努めた。

振返りを踏まえた上
での今後の展開

保護者が安心して子育てをしながら働くことができるよう、保育
サービスの充実を図っていく。
・市民ニーズを調査把握し施策へ反映
・市立千人保育園において土曜日の一時保育を試行実施の継続
・ＪＲ八王子駅周辺における、病児・病後保育施設１施設の開設

No. 49

保育幼稚園課

ファミリー・サポート・センター事業の実施

30年度（2018年度）
取組

保護者と子どもの生活の安定を図るため、地域での育児の相互
援助活動であるファミリーサポート事業による子育て支援を行う。
①ＰＲ活動に力をいれ提供会員数の増加を図る。
②依頼会員希望の方への説明会を毎月行う。
③保育士等の資格のない提供会員登録希望者の講習会を年2回
行う。

30年度（2018年度）
取組の実績

①民生委員定例会等で、事業の説明と提供会員の募集を行った。
②毎月１回説明会を行い会員数の増加を図った。
参加人数 250人。
③提供会員希望の方への講習会を2回（各3日間）行った。
延べ参加人数 95人。

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

・子どもを預かる提供会員が不足しており、新たな方法での周知が
必要である。
・地域住民による相互援助のボランティア活動である事業の趣旨を
機会を捉えて説明していく必要がある。

振返りを踏まえた上
での今後の展開

保護者と子どもの生活の安定を図るため、地域での育児の相互
援助活動であるファミリーサポート事業による子育て支援を行う。
具体的には、ＰＲ活動に力をいれ提供会員数の増加を図る。
また、依頼会員希望の方への説明の機会を増やし、保育士等の資
格のない提供会員登録希望者への講習会は年2回以上行う。
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子ども家庭支援
センター

めざす姿３ ― 重点課題２ ― 施策(1)
No. 50

子どものためのショートステイ、トワイライトステイの充実

30年度（2018年度）
取組

ショートステイやトワイライトステイを実施し、ライフスタイルに合
わせた保護者と子どもの生活の安定を図る。
①ショートステイ（施設・家庭）、トワイライトステイの実施
②ショートステイ養育協力家庭事業の受託家庭数増に向けたPR強
化

30年度（2018年度）
取組の実績

①ショートステイやトワイライトステイを実施し、保護者と子どもの生
活の安定を図った。
ショートステイ（施設・家庭）実施件数 846件
トワイライトステイ実施件数 216件
②養育協力家庭募集のPRを行った。
受託家庭数 4家庭

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

養育協力家庭について、平成27年度（2015年度）の14家庭から、
平成28年度（2016年度）が7家庭、平成29年度（2017年度）が5家
庭、平成30年度（2018年度）が4家庭と減少傾向にあるため、受託
者数増に向け、ファミリー・サポート・センターの事業説明会、はち
バスや北口通路の掲示板を利用した事業のPR等周知を強化す
る。

振返りを踏まえた上
での今後の展開

引き続き、ファミリー・サポート・センターの事業説明会、はちバス
や北口通路の掲示板を利用し、PRするとともに、家庭的保育事業
者にも周知を図り、更にPRを強化する。

No. 51

子ども家庭支援
センター

学童保育所等の受け入れ態勢の充実

30年度（2018年度）
取組

学童保育所等の受け入れ態勢を充実し、児童の居場所を確保す
ることにより子育て支援を行う。
平成30年度（2018年度）は以下の学童保育所を拡充予定。
恩方東学童保育所（元木小学校内）

30年度（2018年度）
取組の実績

施設の新築・増築等により１67名の定員を増員し、受け入れ態勢
の充実を図った。（以下実績）
恩方東学童保育所新築（+10人）、第四小学童保育所第四クラブ開
設（定員33人）、秋葉台学童保育所第四クラブ開設（定員40人）、由
木東小学童保育所第三クラブ開設（定員40人）、片倉台学童保育
所定員見直し（+5人）、子安学童保育所第一クラブ定員見直し（+30
人）、千人町学童保育所第三クラブ定員見直し（+1人）、七国小学
童保育所第三クラブ定員見直し（+8人）

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

児童数が減少しているものの、学童保育所を必要とする世帯が
増加傾向にあるため、待機児童対策として、学童保育所のニーズ
が高い小学校区に施設整備を行っている。
平成26年度（2014年度）
78施設 定員6199人 申請数5578人 待機児童数193人
平成30年度（2018年度）
85施設 定員6788人 申請数6262人 待機児童数172人

振返りを踏まえた上
での今後の展開

低学年児童等、放課後の適切な居場所として学童保育所の必要
性が高い児童のために、施設の適正配置に努める。
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めざす姿３ ― 重点課題２ ― 施策(1)
No. 52

親子ふれあい広場、親子つどいの広場の充実

30年度（2018年度）
取組

①「親子ふれあい広場」「親子つどいの広場」の利用を通し、 養育
に負担や困難を感じている家庭について、助言及び支援を行う。
②広場スタッフにスキルアップ研修を実施し、広場機能を充実させ
ていく。

30年度（2018年度）
取組の実績

①「親子ふれあい広場」「親子つどいの広場」の利用を通し、 養育
に負担や困難を感じている家庭について、助言及び支援を行っ
た。
親子つどいの広場利用者件数 72,827件
親子ふれあい広場利用者件数 71,030件
広場の相談件数 8,277件
②広場スタッフに対してファミリー・サポートセンター事業や子ども
の事故予防についての研修を実施した。
研修参加者数 38名

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

広場の利用者数は、平成26年の（2014年度）の155,183件から平
成30年度（2018年度）の143,857件と減少しているものの、子育て支
援員を配置する広場を広げており、子育てに関する相談件数は伸
びている。

振返りを踏まえた上
での今後の展開

①「親子ふれあい広場」「親子つどいの広場」の利用を通し、 養育
に負担や困難を感じている家庭について、助言及び支援を行う。
②広場スタッフへのスキルアップ研修の実施や、子育て支援員を
配置する広場の拡充など、広場機能を充実させていく。

No. 53

子ども家庭支援
センター

ひとり親家庭の就労に向けた支援の実施

30年度（2018年度）
取組

ひとり親家庭の生活の安定と社会的自立のため、生活や就労に
対する不安を解消するための講座を実施する。

30年度（2018年度）
取組の実績

ひとり親の中でも特に経済的に厳しい状況に置かれることの多い
シングルマザーを対象に生活の安定と社会的自立を支援する講座
を行った。
・「シングルマザー応援講座」
（参加者延べ11名）
・「養育家庭体験発表会」（子ども家庭支援センターと共催）
（参加者延べ151名）

施策の方向に向けた
進捗度

〇

次年度の展開

現状維持
男女共同参画課

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

ひとり親家庭の就労に向けた支援として、就職へのアドバイスや
子どもの就学支援制度等を講義する「シングルマザー応援講座」を
経年で実施した。子育て支援課と連携し、ひとり親家庭の支援制度
についても効果的な案内ができており、参加者満足度は毎年90％
以上に達している。しかし、参加者数は伸び悩んでいるため、講座
の周知方法について検討していく必要がある。

振返りを踏まえた上
での今後の展開

ひとり親家庭の中でも、シングルマザーは特に経済的に厳しい状
況に置かれることが多いことから、女性の抱える不安を解消し、前
向きに再就職に臨んでもらえるよう支援していく。
ひとり親家庭には、継続的な支援と情報提供が欠かせないが、プ
ライバシーに配慮した適切な周知方法を模索していく。
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めざす姿３ ― 重点課題２ ― 施策(1)
No. 53

ひとり親家庭の就労に向けた支援の実施

30年度（2018年度）
取組

経済的に厳しい状況に置かれることの多いひとり親家庭の母ま
たは父に対し、就労に向けた事業を行い、生活安定と社会的自立
を支援する。
①要支援者とともに生活課題の改善に向けた支援計画策定を行う
「母子・父子自立支援プログラム策定等事業」により、ハローワーク
等と連携し就業相談・就業支援を行う。
②「母子家庭等就労・自立支援センター事業」の中で、就職に必要
な知識や技能の習得のため、就業講習会等を実施する。
③就職に向けた資格取得のため「母子家庭等自立支援給付金事
業」を実施し、自立に向けた支援を行う。

30年度（2018年度）
取組の実績

キャリアコンサルタントの資格をもつ就業支援専門員が、きめ細
やかな就労支援を行った。
①ハローワーク等と連携した就労支援者。
７３名（うち「自立支援プログラム策定等事業」４２名）
②「母子家庭等就労・自立支援センター事業」の中で、就職に必要
な知識や技能の習得のため、パソコン講習会等を実施した。
・セミナー８回開催９８名参加
・パソコン講習会１６回開催１２３名参加
③就職に向けた資格取得のため「母子家庭等自立支援給付金事
業」を実施し、自立に向けた支援を行った。
・高等職業訓練促進給付金支給者 ３４名
・自立支援教育訓練給付金支給者 ３５名
・高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 ０名
（広報はちおうじ・ホームページ・ひとり親家庭のしおりなどで周知
を図り、相談はあったが、利用に至らなかったため。）

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

平成27年（2015年）4月から母子家庭等就労・自立支援センター
事業を実施し、その中でセミナーや講習会を開催してきた。また、
平成29年（2017年）からはキャリアコンサルタントの資格を持つ就
業支援専門員を任用し、よりきめ細やかな就労支援を行っている。
就職に向けた資格取得のための「母子家庭等自立支援給付金
事業」については、この５ヵ年、対象や支給年数が拡充されており、
多様な働き方を支援するための環境が整備されてきている。

振返りを踏まえた上
での今後の展開

ひとり親家庭の母または父に対し、就労支援事業について今ま
で以上に周知を図ることで利用者を増やし、自立支援を進めてい
く。
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めざす姿３ ― 重点課題２ ― 施策(1)
No. 54

ひとり親家庭ホームヘルパーの派遣

30年度（2018年度）
取組

①日常生活を営むのに著しく支障のあるひとり親家庭に対し、ホー
ムヘルパーの派遣を行うことにより、生活の安定を支援する。
②ひとり親家庭ホームヘルパー派遣の制度について、広報・ホー
ムページ・メールマガジンで案内を掲載し周知を強化する。
③アンケートを実施し、利用者の実態を把握する。
④利用者を増やす。

30年度（2018年度）
取組の実績

①日常生活を営むのに著しく支障のあるひとり親家庭に対し、ホー
ムヘルパーの派遣を行うことにより、生活の安定を支援した。
・利用世帯：21世帯
・派遣回数：470回
②ひとり親家庭ホームヘルパー派遣の制度について、広報・ホー
ムページ・メールマガジンで案内を掲載し周知した。
③アンケートを実施し利用者の実態を調査した。
④ヘルパー事業者との協議を行い、契約業者を増加しサービスの
安定化を図った。

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

利用世帯はH26年度：24件、H27年度：21件、H28年度：22件、H29
年度：18件、H30年度：21件と横ばいであるが、ひとり親家庭の親が
安心して就労するための支援となり、生活の安定の一助を担うこと
ができた。

振返りを踏まえた上
での今後の展開

ひとり親家庭の相談の中で、ホームヘルパー派遣の必要性を確
認しながら、制度を周知し、利用を促していく。

No. 55

子育て支援課

介護に関する知識の普及

30年度（2018年度）
取組

働く男女が安心して仕事と介護を両立できるよう、介護に関する
知識や技術の向上を図り、介護への支援をするため、市内17か所
の高齢者あんしん相談センターにて、随時家族介護者教室を継続
実施する。（家庭で高齢者を介護していくうえで、役に立つ介護や
病気の知識、介護保険や福祉サービスの利用の仕方などを学
ぶ。）

30年度（2018年度）
取組の実績

高齢者あんしん相談センター運営事業として、家族介護者教室を
開催し、意識づくりを進めるとともに、知識や技術の向上を図った。
高齢者あんしん相談センター17か所で実施（延べ 274回実施）

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

経年各センターで実施したことで、多くの市民が参加できた。しか
し数多くの教室を開催するため、会場確保が難しいことが課題であ
る。
家族介護者教室開催回数
H26年度：373回、H27年度：439回、H28年度：385回、H29年度：399
回、H30年度：274回

振返りを踏まえた上
での今後の展開

今後も、働く男女が安心して仕事と介護を両立できるよう、高齢者
あんしん相談センターにて、随時家族介護者教室を継続実施し、
介護に関する知識や技術の向上を図っていく。
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めざす姿３ ― 重点課題２ ― 施策(1)
No. 55

介護に関する知識の普及

30年度（2018年度）
取組

介護に関する理解を深め、知識や技術の向上を図るために、
「はちおうじの介護保険」パンフレットを事務所や高齢者あんしん相
談センターなどに設置し、身近な地域で情報を手に入れる体制を
整え、介護保険制度の周知を図る。

30年度（2018年度）
取組の実績

介護に関する理解を深め、知識や技術の向上を図るために、
「はちおうじの介護保険」パンフレットを事務所や高齢者あんしん相
談センターなどに設置し、身近な地域で情報を手に入れる体制を
整え、介護保険制度の周知を図った。
（事務所 14か所、高齢者あんしん相談センター 17か所で配布し
た。）
（参考：福祉施設のショートステイを実施している事業所数 28か
所）

施策の方向に向けた
進捗度

介護保険課

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

介護保険制度の周知を図るため、「はちおうじの介護保険」パン
フレットを事務所及び高齢者あんしん相談センターなどに設置し、
身近な地域で情報を手に入れる体制を整えた。
介護離職等が問題視される中、介護と仕事を両立していくため、
介護サービスが必要となった方がスムーズに利用することが出来
るよう、引き続き介護保険制度の周知を図っていくことが必要であ
る。

振返りを踏まえた上
での今後の展開

引き続き、「はちおうじの介護保険」パンフレットを事務所や高齢
者あんしん相談センターなどに設置し、身近な地域で情報を手に
入れる体制を整え、介護保険制度の周知を図る。
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めざす姿３ ― 重点課題２ ― 施策(1)
No. 56

高齢者、障害者のためのショートステイ、緊急一時保護の実施

30年度（2018年度）
取組

ショートステイや緊急一時保護により、高齢者と家族の生活の安
定を図り、介護者の負担を軽減することにより、介護への支援をす
るための環境整備に努める。
①介護者や本人の理由により在宅での生活が一時的に困難と
なった高齢者に対して、ショートステイを実施する。
②家族等からの虐待等により保護を要する高齢者に対して、施設
において一時保護を実施する。
③一時保護をするにあたり、必要に応じて老人福祉法の規定に基
づく権限(措置)を行使する。

30年度（2018年度）
取組の実績

①生活支援ショートステイ事業の実施 28件／871日
②緊急一時保護事業の実施
7件／33日
③老人福祉法に基づく権限行使（措置） 39件／5,753日

施策の方向に向けた
進捗度

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

○
H26年度
H27年度
H28年度
H29年度
H30年度

次年度の展開

①21件／332日 ②10件／233日
①25件／1,063日②5件／56日
①34件／561日 ②5件／54日
①28件／1,314日②5件／24日
①28件／871日 ②7件／33日

現状維持
③21件／3,773日
③19件／3,165日
③22件／2,940日
③26件／4,496日
③39件／5,753日

【成果】
ショートステイや緊急一時保護の実施により、高齢者のいる家族に
おいて生活の安定が図られ、介護に携わる家族等の負担が軽減さ
れた。

振返りを踏まえた上
での今後の展開

介護者の疾病や冠婚葬祭等で一時的に介護が困難な状況と
なった場合に、高齢者の生活支援ショートステイや緊急一時保護
事業等の実施により、高齢者と家族の生活の安定を図り、介護者
の負担軽減と、支援をするための環境整備に努めていく。
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めざす姿３ ― 重点課題２ ― 施策(1)
No. 56

高齢者、障害者のためのショートステイ、緊急一時保護の実施

30年度（2018年度）
取組

認定短期入所や緊急一時家庭保護等により、障害者(児)と家族
の生活の安定を図り、介護者の負担を軽減する。

30年度（2018年度）
取組の実績

虐待通報のうちDVに該当すると思われる案件については、関係
機関と情報共有し、面談を実施しながら介護者の疲れの軽減を図
れるよう当事者の保護を行う等の調整を行った。
・保護件数 １件

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

虐待通報のうち、DVに該当すると思われる案件については、速
やかに関係機関と情報共有をし、必要な支援の提供を行った。
（H26年度：1件 H27年度：2件 H28年度：3件 H29年度：0件 H30
年度：1件）

振返りを踏まえた上
での今後の展開

障害者(児)と家族の生活の安定を図り、介護者の負担を軽減す
るために障害福祉サービスを有効的に活用していく。

No. 57

障害者福祉課

自立支援及び介護予防の促進

30年度（2018年度）
取組

介護保険の要支援認定者等を対象に、専門職が短期間（3〜6か
月程度）で集中的に行う通所型の介護予防サービスを9会場で実
施する。
また、本サービスの有効性等を検証し、代替事業への移行を含
め、検討を行う。

30年度（2018年度）
取組の実績

介護保険の要支援認定者等を対象に、専門職が短期間（3〜6か
月程度）で集中的に行う通所型の介護予防サービスを実施した。
９会場 4,343人参加

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

見直し（改善）
高齢者いきいき課

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

自立支援及び介護予防については平成26年度（2014年度）〜平
成28年度（2016年度）までは高齢者を対象に介護予防教室を実施
した。
平成29年度から介護保険の要支援認定者等を対象に、専門職
が短期間（3〜6か月程度）で集中的に行う通所型の介護予防サー
ビスを実施した。
Ｈ29年度 ５会場 2,424人参加
Ｈ30年度 ９会場 4,343人参加

振返りを踏まえた上
での今後の展開

これまでの事業の有効性を検証し、引き続き高齢者が要介護状
態とならず自立した生活が送れるよう、介護予防の意識づくりをす
すめるとともに、健康を維持するための介護予防教室を開催する。
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めざす姿３ ― 重点課題２ ― 施策(1)
No. 57

自立支援及び介護予防の促進

30年度（2018年度）
取組

高齢者が要介護状態とならず自立した生活が送れるよう、介護
予防の意識づくりを進めるとともに、健康を維持するための支援を
行うために、市内17か所の高齢者あんしん相談センターで、介護
予防教室を継続実施する。（高齢者の方々が、寝たきりにならず自
宅でいつまでも元気で暮らせるための教室で、体操や音楽、レクリ
エーションなどのプログラムを行う。）

30年度（2018年度）
取組の実績

高齢者あんしん相談センター運営事業として、介護予防教室を開
催し、意識作りを進めるとともに、知識や技術の向上を図った。
17か所で実施（延べ1,150回実施）

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

経年各センターで実施しており、開催回数も増加傾向にあるた
め、多くの市民が参加できた。ただ、数多くの教室を開催するため
会場確保が難しいことが課題である。
介護予防教室開催回数
H26年度：907回、H27年度：862回、H28年度：910回
H29年度：1,113回、H30年度：1,150回

振返りを踏まえた上
での今後の展開

今後も、高齢者が要介護状態とならず自立した生活が送れるよ
う、介護予防の意識づくりを進めるとともに、高齢者あんしん相談セ
ンターにて介護予防教室を継続実施し、高齢者が健康を維持する
ための支援を行っていく。
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高齢者福祉課

めざす姿３ ― 重点課題２ ― 施策(1)
No. 57

自立支援及び介護予防の促進

30年度（2018年度）
取組

要介護・要支援者にならず、健康的な生活を送るための意識啓
発を図る。
①要介護・要支援状態にならないための運動等を実践する介護予
防教室を実施
②高齢期の健康づくりに関する情報提供の場として講座、講演会
を実施
③自治会、老人会等に出向いた「八王子けんこう体操」の普及を実
施

30年度（2018年度）
取組の実績

①要介護・要支援状態にならないように、介護予防教室を実施し
た。参加者数 3,226人
内訳：大横（308人）、東浅川（996人）、南大沢（1,922人）
②高齢期の健康づくりに関する情報提供の場として、講座・講演会
等を実施した。
・介護予防講座(講座・講演会)の参加者数 961人
大横保健福祉
内訳：大横（ 202人）、東浅川（200人）南大沢（ 559人）
ｾﾝﾀｰ
・健康づくりサポーター養成講座等の参加者数 726人
内訳：大横（ 248人）、東浅川（ 243人）、南大沢（ 235人)
東浅川保健福祉
ｾﾝﾀｰ

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

見直し（改善）

各保健福祉センターにおいて、要介護・要支援状態にならないた
めの介護予防教室や講座・講演会を継続して実施できた。（平成26
前期5か年の振返り
（成果や課題など）

年度（2014年度） 256回 4,586人→平成30年度（2018年度） 186回
4,187人）

管轄の地域住民とともに地域の特性を生かした、介護予防事業
を推進できた。
①国の動向を踏まえ、来年度以降は、「フレイル（※）予防」に重点
を置き、事業を実施していく。
②「八王子けんこう体操」の普及啓発に力を入れていく。
振返りを踏まえた上
での今後の展開

※フレイル：健康な状態と要介護状態の中間にあたり、加齢によっ
て心身の活力（筋力、認知機能、社会とのつながりなど）が低下し
た状態です。適切な治療や予防を行うことで生活機能の維持・向
上が可能です。
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南大沢保健福祉
ｾﾝﾀｰ

めざす姿３ ― 重点課題２ ― 施策(1)
No. 58

就業支援のための講座の実施と情報提供

30年度（2018年度）
取組

出産・子育て、介護等のために離職した女性を対象として講座の
実施と情報提供を行うことにより、再就職につながる知識の習得や
意識向上を図る。

30年度（2018年度）
取組の実績

出産・子育て、介護等のために離職した女性を対象として、ハ
ローワーク八王子や東京しごとセンター多摩とも連携し、再就職に
繋がる講座の実施及び情報提供を積極的に行った。（全9講座 延
べ参加者数282名）
＜主な開催講座＞
・「女性のための再就職スタートアップコース 〜再就職デビューに
向けてセルフプロデュース〜」
・「仕事と子育てを両立したい方のためのパソコン講習」（産業政策
課と共催）

施策の方向に向けた
進捗度

〇

次年度の展開

現状維持
男女共同参画課

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

男女がともに仕事と家庭生活を両立し、充実した生活を送るため
には、出産や子育てのために離職した女性の再就職を支援する必
要があることから、関係機関との連携による講座の実施や情報提
供に努め、多様な働き方を実現する環境整備を行ってきた。
特に、平成30年度（2018年度）には、これまで実施してきた「ビジ
ネス基礎講座」の代わりに、東京しごとセンター多摩と共催して連
続5日間で構成されている「再就職サポートプログラム」を実施し、
再就職を目指す女性にエクセルやワードのパソコン実習などを含
めた、より実用性の高い内容の講座を提供することができた。平成
31年（2019年）3月に行った後追い調査では、参加者の44％が就職
しているという結果となっており、より就職に結びつくような講座内
容の検討が必要である。

振返りを踏まえた上
での今後の展開

女性の就労支援を充実するため、継続的な講座の実施や情報提
供を行う。また、関係機関との連携を強化し、さらなる再就職につ
ながる知識の習得と意識向上を目指していく。
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めざす姿３ ― 重点課題２ ― 施策(1)
No. 58

就業支援のための講座の実施と情報提供

30年度（2018年度）
取組

ハローワーク八王子（八王子しごと情報館マザーズコーナー）との
共催により、出産・育児・介護等のために離職した方や、仕事と家
庭の両立をめざす方に対し、就業に関する知識の習得支援や、就
職に結びつく支援を行う。
①パートタイムセミナー
②パソコン講習会
③就職面接会

30年度（2018年度）
取組の実績

①パートタイムセミナー 3回、参加者84名、託児利用11名
②パソコン講習会 1回（全3日）、募集10名、参加10名、託児利用
6名
③就職面接会 1回、企業5社、求職者22名、採用7名、託児利用4
名
ミニ面接会 3回、企業各回1社、求職者23名、採用6名、託児利
用3名

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

ハローワーク八王子と連携している「パート・タイム・セミナー」は
経年で実施している。平成29年（2017年）、平成30年（2018年）に
は、ハローワーク八王子のマザーズコーナーとの共催により、就労
に直結する就職面接会を実施することができた。

振返りを踏まえた上
での今後の展開

今後も、求職者と企業両者のニーズに合うマッチングイベントを
継続的に実施する。
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産業政策課

めざす姿３ ― 重点課題２ ― 施策(1)
No. 59

女性の起業への支援

30年度（2018年度）
取組

30年度（2018年度）
取組の実績

施策の方向に向けた
進捗度

多様な働き方の一つとして、起業をめざす女性を支援し、起業に
繋げるため、以下の取組を行う。
①起業に役立つ知識習得や情報提供の場としての講座を実施す
る。
②働く女性のネットワークづくりを支援するため、講座参加者に自
主活動グループの結成を促す。

①起業を目指す女性に対する支援のため講座を実施し、サイバー
シルクロード八王子と連携しながら起業に役立つ情報提供に努め
た。
・「女性のための小さな起業セミナー」 延べ参加者52人
②働く女性のネットワークづくりを支援するため、講座参加者に自
主活動グループの結成を促し、講座終了後に結成することができ
た。
・自主活動グループ 1グループ結成
男女共同参画課

〇

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

起業は、年齢や性別に関わりなく、能力や経験を十分に発揮する
ための一つの手段として、また、自分の裁量で仕事ができる働き方
として注目されている。そのため起業講座の申込者数は例年定員
を上回っており、関心の高さが伺える。満足度も5か年全てで100％
となっており、講座内容も充実したものが提供できていると言える。
参加者の意欲も高く、サイバーシルクロード八王子が開催してい
る「本気の創業塾」を講座内で案内しているが、毎年参加者がいる
状況である。また、複数回講座であるため、受講者同士の交流も
盛んであり、自主活動グループを結成し、良い情報交換の場を提
供・支援できている。

振返りを踏まえた上
での今後の展開

起業講座の応募倍率が例年高いことからも、市民の関心は高く
需要があると考えられる。そのため、今後も継続して講座を実施
し、起業を目指す女性の支援を行っていく。
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めざす姿３ ― 重点課題２ ― 施策(1)
No. 59

女性の起業への支援

30年度（2018年度）
取組

創業を担当している企業支援課と連携して、起業を目指している
女性に対して、低利融資のあっ旋を行い、融資に伴う信用保証料
の補助、利子補給を行う。

30年度（2018年度）
取組の実績

創業支援資金融資件数40件中、女性創業者が2件
（信用保証料の補助 2件、利子補給 2件）

施策の方向に向けた
進捗度

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

○

次年度の展開

現状維持

創業支援資金融資については経年で実施しており、平成29年度
（2017年度）にあっ旋限度額を500万円引き上げ、従来と同様に利
子補給及び信用保証料補助を行い、創業に対する支援を拡充し
た。

産業政策課

Ｈ26年度からＨ28年度 融資あっ旋限度額 500万円
Ｈ29年度からＨ30年度
〃
1,000万円
振返りを踏まえた上
での今後の展開

No. 59

引き続き、創業を担当している企業支援課と連携し、女性の起業
を支援する。

女性の起業への支援

30年度（2018年度）
取組

30年度（2018年度）
取組の実績

創業塾等により、起業をめざす女性に対する支援を行う。
①創業支援全般の取組として、市・商工会議所・サイバーシルク
ロード八王子・多摩信用金庫・日本政策金融公庫が共同で、各々
の創業支援メニューをワンストップで提供する「起業家応援プロジェ
クト八王子」を運営。その事業の一環として「八王子創業スクール」
と創業支援事業の中核である「本気の創業塾」を昨年度に引き続
き実施。女性起業家への情報提供としては、7月に男女共同参画
課が実施する女性向け起業入門講座で創業塾の概要説明を行
い、具体的に創業しようとする方の参加を促す。
②参加対象を創業（プチ創業）へ向けて一歩踏み出そうとしている
未創業の女性のみに絞った「女性のための創業セミナー」を実施
する。
①「八王子創業スクール」
・開催時期：6〜7月（参加10名 うち女性5名）
「本気の創業塾」
・開催時期：9〜10月（参加21名 うち女性13名）

企業支援課

②「女性のための創業セミナー」開催回数：計2回
・開催時期：4〜6月（参加11名）
・開催時期：1〜3月（参加14名）
施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

平成27年度（2015年度）より開始した八王子創業スクールについ
ては、平成28年度（2016年度）を除き全ての年度で、参加者の半数
以上を女性が占めた。また、女性のための創業セミナーについて
も、年度によっては定員を超える申込があり、女性の起業に関する
意識の高さが表れていた。

振返りを踏まえた上
での今後の展開

上記から、女性の起業に関する意識の高さが伺えることから、事
業内容を見直しつつ、引き続き女性の起業支援を実施する。
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めざす姿３ ― 重点課題２ ― 施策(1)
No. 60

八王子しごと情報館での情報提供と就業支援

30年度（2018年度）
取組

子育て中の女性が八王子しごと情報館で求職活動をする際に、
「ほっとタイムサービス」内での託児を行い、安心して求職活動でき
るように支援する。

30年度（2018年度）
取組の実績

子育て中の女性が八王子しごと情報館で求職活動する際に
「ほっとタイムサービス」を利用した人数 41名

施策の方向に向けた
進捗度

〇

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

子育て中の女性が八王子しごと情報館で求職活動する際に
「ほっとタイムサービス」を利用した人数は、計画初年度であるＨ26 男女共同参画課
年度が53名、Ｈ27年度が23名、Ｈ28年度が27名、Ｈ29年度が27名
で、初年度から比べると次年度以降の利用人数が伸び悩んでい
た。
Ｈ30年度は、3回実施したハローワーク八王子が主催する「しごと
情報館マザーズミニ面接会」などの講座にて「ほっとタイムサービ
ス」の周知を行い、周知啓発活動に努めたため、利用人数が41名
と増加しており、子育て中の女性の就業支援につながっていると言
える。

振返りを踏まえた上
での今後の展開

子育て中の女性が安心して求職活動ができるよう、今後も八王
子しごと情報館で求職活動をする女性の託児を行っていく。

No. 60

八王子しごと情報館での情報提供と就業支援

30年度（2018年度）
取組

市ホームページや女性の集まる場所において、八王子しごと情
報館のマザーズコーナーを周知し、利用促進を図る。

30年度（2018年度）
取組の実績

各種イベント開催時や市ホームページ等を活用してマザーズコー
ナーの周知を図るとともに、マザーズコーナー利用者に対し、ハ
ローワーク八王子との協働により就職支援を行った。

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

就業相談は経年で実施しているところであり、キッズコーナーや
託児機能を備えているマザーズコーナーは子育て中の方の支援窓
口として必要性が高いため、今後もイベント時やホームページなど
で随時周知を図っていく必要がある。

振返りを踏まえた上
での今後の展開

子育て中の方の就職を支援するため、継続してマザーズコー
ナーの利用促進を図っていく。

126

産業政策課

めざす姿３ ― 重点課題２ ― 施策(1)
No. 61

女性の就業継続やキャリア形成の促進への支援

30年度（2018年度）
取組

八王子学園都市大学「いちょう塾」において、女性の就業支援や
キャリア形成を促進するための講座を提供する。
そのために、大学コンソーシアム八王子加盟校に講座提供の依
頼をし、開講につなげる。同時に各大学等に受講者にわかりやす
いタイトル付けの依頼を行うなど、受講者数の確保につなげる。

30年度（2018年度）
取組の実績

八王子学園都市大学「いちょう塾」において、ITに関する講座や
語学に関する講座など、女性の就業支援やキャリア形成を促進す
るための講座を実施した。
IT活用演習：2名受講（全15回、延べ30名）
コンピュータネットワークを楽しもう：4名受講（全6回、延べ24名）
初めてのビジネス英語（前期講座）：8名受講（全8回、延べ64名）
初めてのビジネス英語（後期講座）：8名受講（全8回、延べ64名）
学園都市文化課

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

平成29年度(2017年度)はwebプログラミングに講座を実施した
が、平成30年度（2018年度）にはITに関する講座だけでなく、ビジネ
ス英語講座など幅広く女性の就業継続やキャリア形成に寄与する
講座を実施することができた。

振返りを踏まえた上
での今後の展開

大学コンソーシアム八王子加盟校に対する八王子学園都市大学
「いちょう塾」への科目提供依頼において、今後も女性の就業支援
やキャリア形成を促進するための講座の提供を依頼していく。
併せて、各加盟校に受講者にわかりやすいタイトルを付すよう依
頼し、受講者の拡大につなげていく。
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めざす姿３ ― 重点課題２ ― 施策(1)
No. 61

女性の就業継続やキャリア形成の促進への支援

30年度（2018年度）
取組

働いている女性向けにスキルの向上やキャリア形成を促すため
の講座の実施と情報提供を行うことにより、今後も働き続けたいと
いうモチベーションの向上を図る。

30年度（2018年度）
取組の実績

働き続ける女性を対象にスキル向上やキャリア形成を促すため
の講座を実施した。
講座数：2講座（延べ6回 延べ参加者122名）
「女性のためのリーダー育成講座〜磨こう！私の仕事術〜」
「働く女性応援講座 職場で役立つアンガーマネジメント〜怒りの
コントロールと効果的な叱り方〜」

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

働く女性を支援する講座は、平成27年（2015年）のコミュニケー
ション術の講座から始まり、平成28年（2016年）には仕事と子育て
の両立講座、女性リーダー育成講座を開催した。その後、平成29 男女共同参画課
年（2017年）にはアンガーマネジメント講座を開催し、計画前期5か
年の後半は、働いている女性が職場で直接活かすことができる知
識を習得するための講座を主に開催した。
経年で実施している女性リーダー育成講座とアンガーマネジメン
ト講座はいずれも満足度が90％以上と高くなっている。特に女性
リーダー育成講座については、申込者数も初年度の平成28年度
（2016年度）は定員を下回る18名だったのに対し、平成30年度
（2018年度）は定員の24名の申込みがあり、広く本講座の周知を図
ることができたと言える。社会のニーズに対応し、講座内容を見直
しながら、今後も働く女性を支援する企画を行っていく必要がある。

振返りを踏まえた上
での今後の展開

「働く女性」を対象とした講座の需要は年々高まっている。講座ア
ンケートには「働いている女性を対象とした講座をもっと開催してほ
しい」や「働いている人が参加しやすい土・日の講座開催を多くして
欲しい」という声も多く、今後は従来の講座内容や開催日の見直し
だけでなく、新たな講座の企画を図っていく。
また、関係所管と連携し、市内企業に周知するなど、働いている
女性に情報が届くよう周知方法についても検討していく。
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めざす姿３ ― 重点課題２ ― 施策(1)
No. 61

女性の就業継続やキャリア形成の促進への支援

30年度（2018年度）
取組

①東京都労働相談情報センターとの共催により労働法制等に関す
るセミナーを実施する。
②市ホームページや各種チラシ等を通じ、女性の就業継続やキャ
リア形成に役立つセミナーや各種イベント情報の周知を図る。

30年度（2018年度）
取組の実績

①労働者を対象に、最新の労働法制やハラスメントなどに関する
セミナーを実施した。（2回、参加者127名）
②随時情報提供を行った。
産業政策課

施策の方向に向けた
進捗度

○

次年度の展開

現状維持

前期5か年の振返り
（成果や課題など）

女性の就業継続やキャリア形成促進については、関連機関と連
携したセミナーの開催や各種イベントの情報提供を実施しており、
女性の就業とキャリア形成に寄与している。

振返りを踏まえた上
での今後の展開

女性の就業継続・キャリア形成に関し、継続的に情報提供を図り
ながら、労働法制に関しても、法改正・制度改正に合わせ、常に最
新の情報を労働者に提供していく。
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８． 男女共同参画の推進

第 3 次プランの推進に当たっては、男女共同参画課を中心とした庁内組織の連携のもと取
組を進めています。八王子市男女共同参画施策推進会議による進行管理も継続して行い、
着実に事業を実施していきます。さらに、市職員一人ひとりの男女共同参画の視点に立った
取組や市民との協働により、第 3 次プランの実効性を高めていきました。
今後は、平成 31 年（2019 年）3 月に策定した「男女が共に生きるまち八王子プラン（第 3 次）
2019 改定版」に基づき、さらなる取組を進めていきます。

（1）プランの進行管理
第 3 次プランの進行管理に当たっては、学識経験者、公募市民等から組織された八王
子市男女共同参画施策推進会議において、参加者からいただいたご意見等を参考とし
て評価報告書を作成しました。評価結果は、次年度以降の施策に反映していきます。

（2）男女共同参画センターの運営
男女共同参画施策推進の拠点である「男女共同参画センター」のさらなる周知を図る
とともに、男女共同参画の視点に立った講座等や相談業務などその機能を充実させ、よ
り効果的に事業を展開しました。

（3）国・都との連携
男女共同参画社会の実現に向けた課題には、市だけでは解決できないものが多く存
在しており、法や制度の整備に向け、国や東京都との連携を図っています。また、他自
治体との情報共有を図っていきます。
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９. 資料

（1）令和元年度（2019 年度） 八王子市男女共同参画施策推進会議 開催経過
日時

令和元年（2019 年）6 月 27 日（木） 午後 6 時〜

場所

男女共同参画センター
（1）「男女が共に生きるまち八王子プラン（第 3 次）」平成 30 年度（2018 年度）の

議題

評価について
（2）センター事業等について
（3）その他

日時

令和元年（2019 年）8 月 16 日（金） 午後 6 時〜

場所

男女共同参画センター
（1）めざす姿 1 にかかわる評価理由に対する意見について

議題

（2）めざす姿 2 にかかわる評価理由に対する意見について
（3）めざす姿 3 にかかわる評価理由に対する意見について
（4）その他

日時

令和元年（2019 年）10 月 4 日（金） 午後 6 時〜

場所

男女共同参画センター
（1）重点課題 1〜6「★」付けと評価理由の確認、めざす姿 1・2・3 の「★」付けと

議題

評価理由及びめざす姿ごとの 5 か年の振返りと今後の展開について
（2）その他
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(2) 男女が共に生きるまち八王子プラン参考数値
プランの取組実績を経年で比較した数値を表すことで、男女共同参画社会の形成がどの程度実現した
かを客観的に示しています。
統計を年度ごとに行っていない数値については、平成14、19、24、29年度に実施した「男女共同参画
市民意識・実態調査」の数値を比較しています。
参 考 数 値
小中学校の女性管理職の割合（校長及び副校長）
26年度
27年度
28年度
29年度
30年度
年度
（2014年度） （2015年度） （2016年度） （2017年度） （2018年度）
割合（％）
14.5
14.5
15.3
16.2
15.2
（学校教育部教職員課調べ）
性別による役割分担意識にとらわれない人の割合
家事・育児・介護について、「男女とも平等に分担するのが望ましい」という選択肢を１つ
以上選んだ人の割合
14年度
19年度
24年度
29年度
年度
（2002年度） （2007年度） （2012年度） （2017年度）
割合（％）
48.3
51.5
52.2
50.3

め
ざ
す
姿
1

女性差別撤廃条約の用語周知度
14年度
19年度
24年度
29年度
年度
（2002年度） （2007年度） （2012年度） （2017年度）
割合（％）
24.1
20.2
23.0
市職員の管理職に占める女性の割合（課長相当職以上）
26年度
27年度
28年度
29年度
30年度
年度
（2014年度） （2015年度） （2016年度） （2017年度） （2018年度）
割合（％）
9.8
10.1
11.5
12.6
13.0
（職員課調べ）
審議会等委員に占める女性の割合（あて職含む）
26年度
27年度
28年度
29年度
30年度
年度
（2014年度） （2015年度） （2016年度） （2017年度） （2018年度）
割合（％）
33.4
32.4
32.9
33.8
33.1
（男女共同参画課調べ）
町会・自治会長への女性の参画率（会長）
26年度
27年度
28年度
29年度
30年度
年度
（2014年度） （2015年度） （2016年度） （2017年度） （2018年度）
割合（％）
7.6
8.6
8.3
10.0
7.8
（協働推進課調べ）
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参 考 数 値
ＤＶ被害を受けた人の割合
配偶者又は交際相手から何度も暴力を受けた体験者の割合
14年度
19年度
24年度
29年度
年度
（2002年度） （2007年度） （2012年度） （2017年度）
割合（％）
22.7
18.2
20.9
21.2
ＤＶ被害を受け相談しなかった人の割合
配偶者又は交際相手から暴力を受けたが相談しなかった体験者の割合
14年度
19年度
24年度
29年度
年度
（2002年度） （2007年度） （2012年度） （2017年度）
割合（％）
50.4
51.2
56.6
57.7
め
ざ
す
姿
2

市職員のＤＶに関する研修への参加者数（被害者への二次加害防止）
26年度
27年度
28年度
29年度
30年度
年度
（2014年度） （2015年度） （2016年度） （2017年度） （2018年度）
人数
55
23
76
76
93
（男女共同参画課調べ）
女性のための相談件数（男女共同参画センター ）
26年度
27年度
28年度
29年度
30年度
年度
（2014年度） （2015年度） （2016年度） （2017年度） （2018年度）
件数
2,560
2,301
2,423
2,662
3,523
（男女共同参画課調べ）
リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）の認識度
14年度
19年度
24年度
29年度
年度
（2002年度） （2007年度） （2012年度） （2017年度）
割合（％）
3.3
2.6
2.6
女性の労働力率
満15歳以上の人口のうち、就業者と完全失業者（就業していないが、就職活動をしている

め
ざ
す
姿
3

失業者）の合計を指す。
17年度
22年度
27年度
年度
（2005年度） （2010年度） （2015年度）
割合（％）
45.0
43.8
48.2
（国勢調査報告より）
職場における男女間差別の有無
職場において、仕事の内容や待遇面で、女性は男性に比べ不当に差別されていると思わ
れている方の割合
14年度
19年度
24年度
29年度
年度
（2002年度） （2007年度） （2012年度） （2017年度）
割合（％）
11.0
8.2
15.3
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参 考 数 値
女性の平均勤続年数
都内事業所における女性の平均勤続年数
26年度
27年度
28年度
29年度
30年度
年度
（2014年度） （2015年度） （2016年度） （2017年度） （2018年度）
年数
9.3
9.2
8.8
9.0
9.2
（東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告書より）
市男性職員の育児休業取得率
26年度
27年度
28年度
29年度
30年度
年度
（2014年度） （2015年度） （2016年度） （2017年度） （2018年度）
割合（％）
4.9
15.2
27.3
25.9
23.8
（労務課調べ）
高齢者（65歳以上）における男女の所得格差
（千円）
26年度
27年度
28年度
29年度
30年度
年度
（2014年度） （2015年度） （2016年度） （2017年度） （2018年度）
男性
2,359
2,345
2,458
2,381
2,300
女性

480

505

476

511

509

格差

1,879

1,840

1,982

1,870

1,791

※1人あたり年間所得額 千円未満四捨五入
め
ざ
す
姿
3

（住民税課調べ）

母子家庭自立支援プログラム件数
児童扶養手当を受給中で仕事を探している方のプログラムを作成し、ハローワークに同行
して、就職活動の支援を行った人数
26年度
27年度
28年度
29年度
30年度
年度
（2014年度） （2015年度） （2016年度） （2017年度） （2018年度）
人数
53
53
50
64
42
（子育て支援課調べ）
子育てサークル数
年度
団体数

26年度
27年度
28年度
29年度
30年度
（2014年度） （2015年度） （2016年度） （2017年度） （2018年度）
35
34
27
30
31
（子ども家庭支援センター調べ）

学童保育所における待機児童数の推移（各年4月1日現在）
年
待機児童数

27年
（2015年）
327

28年
（2016年）

29年
（2017年）

370

283

30年
（2018年）
172

31年
（2019年）
215

（児童青少年課調べ）
保育施設における待機児童数の推移（各年4月1日現在）
年
待機児童数

27年
（2015年）
144

28年
（2016年）

29年
（2017年）

139

107

30年
（2018年）
56

31年
（2019年）
26

（子どものしあわせ課調べ）
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参 考 数 値
保育施設における一時保育実施園

め
ざ
す
姿
3

※平成26年度（2014年度）までは認可保育所の数。平成27年度（2015年度）より、
①認可保育所②認定こども園③家庭的保育④小規模保育⑤事業所内保育の5施
設の数。
26年度
27年度
28年度
29年度
30年度
年度
（2014年度） （2015年度） （2016年度） （2017年度） （2018年度）
園数
21
22
25
25
25
（保育幼稚園課調べ）
ショートステイを実施している事業所
※医療施設、小規模多機能型居宅介護を含む。
26年度
27年度
28年度
29年度
30年度
年度
（2014年度） （2015年度） （2016年度） （2017年度） （2018年度）
件数
51
54
55
56
58
（高齢者いきいき課調べ）

136

（3）八王子市男女共同参画施策推進会議開催要綱
（趣旨）
第１条

八王子市における男女共同参画に関する総合的な施策の推進について、外部の

視点からの意見又は助言を求めるため、八王子市男女共同参画施策推進会議（以下「会
議」という。）を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
（意見を求める事項）
第２条 会議において意見又は助言を求める事項は、次のとおりとする。
（１） 「男女が共に生きるまち八王子プラン」の策定及び見直しに関する事項
（２） 「男女が共に生きるまち八王子プラン」の進捗状況の評価に関する事項
（３） 前項に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要と認められる事項
（参加者）
第３条

会議の参加者は、地域、労政、教育などの学識を有する者６名以内、及び公募

等による市民４名以内、合計１０名以内をもって構成する。
（会議への参加の期間）
第４条 会議への参加を依頼する期間は、最初の依頼から２年以内とする。
（座長）
第５条 会議に座長を置き、座長は会議を進行する。
（意見の聴取等）
第６条

市長は、必要があると認めたときは、参加者以外の者の出席を求め、意見若し

くは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
（庶務）
第７条 会議の庶務は、市民活動推進部男女共同参画課において行う。
（補足）
第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
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附

則

この要綱は、平成 16 年 9 月 1 日から施行する。
附

則

この要綱は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。
附

則

この要綱は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
附

則

この要綱は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
附

則

この要綱は、平成 23 年 5 月 1 日から施行する。
附

則

この要綱は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
附

則

この要綱は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
附

則

この要綱は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
この要綱は、平成 38 年 3 月 31 日限り、その効力を失う。
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