
担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2019

　男女平等参画条例制定の必要性な
どを検討するため、改めて近隣自治
体の状況や条例化することのメリッ
トやデメリットについて調査を行っ
た。

条例制定自治体
特  別  区：15区/23区
東京26市：13市/26市

　他市にヒアリングをしたところ、条例を制
定することで男女平等に関する市の姿勢を示
すことができるというメリットはあるが、一
方で理念条例となるため、実行について強制
力がないという話があった。本市は男女平等
参画都市宣言及び男女平等推進計画を策定
し、男女平等についての姿勢を表明し推進し
ている。
　今後、条例の制定については、今回のヒア
リング結果を踏まえるとともに、社会情勢や
他市の状況に注視し引き続き検討していきた
い。

★★

2020
　男女平等参画条例制定の必要性な
どを検討するため、東京都の市部、
区部の状況について調査を行った。

条例制定自治体
特  別  区：15区/23区
東京26市：13市/26市

　本市は男女平等参画都市宣言及び男女平等
推進計画を策定し、男女平等についての姿勢
を表明し推進している。
　また、条例の制定のあり方については、第
5次計画策定時に、社会情勢や他市の状況を
注視しながら、検討していきたい。

★★

【めざすべき姿Ⅰ】【基本施策1】お互いを尊重し合う意識の醸成
【施策の方向Ⅰ－1－1】男女平等参画に関する教育、情報、学習機会の提供

No.1  「（仮称）男女平等参画条例」の制定検討

内容 :  町田市にふさわしい「（仮称）男女平等参画条例」の制定についての検討を行います。

対象 :  市民、事業者、市組織

男女平
等推進
セン
ター

資料3
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

指導課 2019

　授業では学習指導要領に基づき、
小学校第4学年の体育（保健）「育
ちゆく体とわたし」において体の発
育・発達について、中学校第1学年
の保健体育（保健分野）「心身の機
能の発達と心の健康」において身体
機能の発達や生殖にかかわる機能の
成熟についての指導を通して、男女
の特徴や異性の尊重、成長の個人差
についての理解を図った。
　また、特別の教科 道徳の学習に
おいて、男女間の在り方や互いの人
格の尊重、差別・偏見のない社会の
実現等について指導した。そのほ
か、各教科や、学級活動、児童生徒
会活動、学校行事などの特別活動、
個別の相談等、学校教育活動全体で
指導した。

・保健「育ちゆく体とわたし」
小学校の第4学年で4時間程度実
施。

・保健体育「心身の機能の発達
と心の健康」
中学校の第1学年で5時間程度実
施。

・特別の教科 道徳
小・中学校の全学年で35時間程
度実施。

　各学校では、学習指導要領、各学校の教育
課程及び学習指導計画に基づいて、それぞれ
の場面の特性を踏まえ、指導の対象に応じて
目標を明確にし、創意工夫して指導してい
る。その結果、発達段階に応じた知識・理解
を深め、自他を尊重する態度を育てることが
できていると考える。
　今後も、学校の実態や新学習指導要領の内
容を踏まえた指導を行っていくとともに、性
の多様性についてどのような指導が必要か、
検討していく。

★★★

対象 :  市民、市組織

No.2  男女平等の視点に立った教育と指導

内容 :  児童・生徒が性別にとらわれることなく、個性と能力を十分に発揮できるよう、学校教育の場において、男女平等の視点に立った教育
と指導を、性の多様性についても配慮しながら行います。
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指導課 2020

　授業では学習指導要領に基づき、
小学校第4学年の体育（保健）「育
ちゆく体とわたし」において体の発
育・発達について、中学校第1学年
の保健体育（保健分野）「心身の機
能の発達と心の健康」において身体
機能の発達や生殖にかかわる機能の
成熟についての指導を通して、男女
の特徴や異性の尊重、成長の個人差
についての理解を図った。
　また、特別の教科 道徳の学習に
おいて、男女間の在り方や互いの人
格の尊重、差別・偏見のない社会の
実現等について指導した。そのほ
か、各教科や、学級活動、児童生徒
会活動、学校行事などの特別活動、
個別の相談等、学校教育活動全体で
指導した。

・保健「育ちゆく体とわたし」
小学校の第4学年で4時間程度実
施。

・保健体育「心身の機能の発達
と心の健康」
中学校の第1学年で5時間程度実
施。

・特別の教科 道徳
小・中学校の全学年で35時間程
度実施。

　各学校では、学習指導要領、各学校の教育
課程及び学習指導計画に基づいて、それぞれ
の場面の特性を踏まえ、指導の対象に応じて
目標を明確にし、創意工夫して指導してい
る。その結果、発達段階に応じた知識・理解
を深め、自他を尊重する態度を育てることが
できていると考える。
　今後も、学校の実態や学習指導要領の内容
を踏まえた指導を行っていくとともに、性の
多様性についてどのような指導が必要か、検
討しながら進めていく。

★★
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2019
　父親と子どもを対象としたイベン
トや育児講座を実施した。

地域子育て相談センター5箇所
　実施回数：12回
　参加者数：126名（父親）

　2019年度は、全地域子育て相談センター
で実施し、実施回数、参加者数ともに大きく
増加した。参加者からは、概ね好評価をいた
だいている。今後も、父親が参加しやすい講
座を実施し、多くの方に参加いただくよう努
力していく。

★★★

2020
　父親と子どもを対象としたイベン
トや育児講座を実施した。

地域子育て相談センター5箇所
　実施回数：8回
　参加者数：82名（父親）

　2020年度は、全地域子育て相談センター
で計11回実施予定であったが、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により一部中止した。
親子でのスキンシップ、講師による講座等、
参加者のニーズに合ったプログラムを企画し
たことで、参加者から好評であった。
　また、新型コロナウイルス感染症対策のた
め、公園を利用するなど、工夫を行い実施し
た。

★★★

No.3   学習機会の提供と支援

内容 :   男女平等参画に関わるテーマについて理解を深めるための講座を実施します。また、自主的な学習活動に対して、場の提供など支援を行うとと
もに、保育・託児付きの事業を充実し、乳幼児をもつ親の参加を支援します。

対象 :  市民

子育て
推進課
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生涯学
習セン
ター

2019

市民大学HATSでの講座
1.人間学
2.法学
3.歴史

1.「男子校の現代家庭科教育」
の講座で16名が参加。
2.「『法の世界』からみた女性
の生き方・働き方」の講座で34
名が参加。「優生保護法は、誰
を、どのように傷つけてきたの
か」の講座で34名が参加。
3.「町田の女性と若者」の講座
で97名が参加。

1.振り返り：「家庭科教育に関するイメージ
が変わりました。」「わたしらの頃の家庭科
とはずいぶん違うのに驚きました。」等の感
想があり、受講生の意識に変化が見られたよ
うに思う。
2.振り返り：「ジェンダーの視点からのもの
のみかたについては良く分かった。」「優生
保護法の内容は理解出来たと思います。」等
の感想があり、女性や社会的マイノリティー
等の差別問題に理解を深めることができたよ
うに思う。
3.振り返り：「女性史は全く勉強した事がな
かったので、とても勉強になりました。」
「女性の視点から見た、大変興味深いお話あ
りがとうございました。」等の感想があり、
受講生の認識に変化が見られたように思う。

今後の目標：市民大学はタイムリーな話題や
課題を取り上げるため、必ずしも男女平等の
観点とは一致しないこともあるが、可能な範
囲で講座に取り入れたい。

★★★

生涯学
習セン
ター

2020
市民大学HATSでの講座
1.人間学

「人生百年時代の夫婦関係　卒
婚」の講座で40名が参加。

振り返り（感想）：
「男性の目線、女性の目線、夫の目線、妻の
目線、男性の思い、女性の思い、夫の思い、
妻の思い、お互い相手の内面、内心を理解す
ることはむずかしいこと。相手は変えられな
い、こちらが変わる努力が大切とこの年に
なって気が付き、思い方を変えると何だか楽
になりました。思いやり、優しさが大切。卒
婚、意義深く聞かせて頂きました。」等の感
想があり、受講生の意識に変化が見られたよ
うに思う。

今後の目標：
市民大学は各講座のテーマをもとに企画する
ため、男女平等の観点とは一致しないことも
あるが、可能な範囲で講座のなかで取り上げ
ていきたい。

★★★
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2019

　男女共同参画週間記念講演会、夫
の家事育児への携わり方を考える
「赤点パパの“子育てと仕事の両
立”行動デザインワークショップ」
などを実施した。
　男女平等推進センター運営委員会
が主催する「シネマでトーク」で
は、男女平等に関する映画を鑑賞
し、意見交換をして学習するという
取組みを行った。

開催講座数：19講座（内共催講
座8講座）
講座満足度：89％
シネマでトーク開催数：11回

　男女共同参画週間記念講演会では、女性の
エンパワーメントに関するお話をしていただ
き、これから社会に出るお子さんのいる方の
満足度が高い講演会となった。一般市民向け
セミナーだけではなく、登録団体企画講座、
職員向け研修の実施もできた。
　「シネマでトーク」は登録団体が自主的な
運営をしており、繰り返しいらっしゃる方も
いて、好評である。2019年度は男性向けの
家事育児について考える講座を初めて実施
し、満足度が高かった。今後も、市民のニー
ズに沿い、かつ社会情勢を踏まえた講座を実
施する。

★★★

2020

　新型コロナウイルス感染症の影響
で例年通りの事業実施が難しい中、
感染症対策を行いながら、怒りのコ
ントロール方法を学ぶ「アンガーマ
ネジメントで毎日笑顔」や、「女性
のための防災講座」などを実施し
た。
　例年、男女平等推進センター運営
委員会が主催する「シネマでトー
ク」は、新型コロナウイルス感染症
の影響により年間を通して中止と
なった。

開催講座数：14講座（内共催講
座4講座）
講座満足度：91.6％

　新型コロナウイルス感染症の影響で例年よ
り講座の実施回数は少なくなった。しかし、
感染予防のため外出がしづらくイライラしや
すい、運動不足になりやすい時期に、怒りの
コントロールを学ぶアンガーマネジメントの
講座、体を動かすピラティスの講座など、時
流に合ったイベントを実施することができ
た。
　今後も新型コロナウイルス感染拡大に関す
る状況を見極めながら、講座、講演会の実施
を検討していきたい。

★★★

男女平
等推進
セン
ター
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担当課 年度 取り組み内容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2019 広報まちだを活用した情報提供

【広報まちだへの掲載】
●電話による女性悩みごと相談
（家庭、人間関係、女性への暴
力）・LGBT相談　18回
●市の宣言　「男女平等参画都
市宣言（1日号）　12回
●広報掲載記事（特集記事）1
回（お知らせ、催し、ニュース
等）　24回
【町田市ホームページへの掲
載】
●19ページ（2020年3月31日
現在）

　広報まちだにほぼ毎号、市の宣言や、相談
先、男女平等に関する記事を掲載している。
2019年度は2月1日の「男女平等参画都市
宣言」の日に合わせ、2月1日号で2ページの
特集記事「一人ひとりがその人らしく」を掲
載した。今後も効果的にお知らせしていく。
　また、町田市ホームページにおいても、
トップページやセカンドページから該当ペー
ジへリンクを貼るなど、注目を引くようにし
ている。
　今後も利用者の目につくようなページ作り
をしていく。

★★★

2020
広報まちだ、ホームページを
活用した情報提供

【広報まちだへの掲載】
●電話による女性悩みごと相談
（家庭、人間関係、女性への暴
力）・LGBT相談　24回
●市の宣言　「男女平等参画都
市宣言（1日号）　13回
●広報掲載記事（特集記事）1
回（お知らせ、催し、ニュース
等）　20回
【町田市ホームページへの掲
載】
●23ページ（2021年3月31日
現在）

　広報まちだにほぼ毎号、市の宣言や、相談
先、男女平等に関する記事を掲載している。
2020年度は新型コロナウイルス感染症に関
する特集記事の中で、女性の相談窓口の紹介
について掲載した。今後も効果的にお知らせ
していく。
　また、町田市ホームページにおいても、
トップページやセカンドページから該当ペー
ジへリンクを貼るなど、注目を引くようにし
ている。また、新型コロナウイルス感染症に
係る相談窓口を案内する中で、男女平等推進
センターの窓口の紹介等を行った。今後も市
民ニーズをとらえた広報をしていく。

★★★

No.4  男女平等に関する情報や資料等の収集・提供

内容 :  広報まちだやホームページ等による学習機会の周知を行います。また、資料の収集・提供を行います。

対象 :  市民

広報課
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2019

　町田市教育委員会において、市内
小・中学校から人権教育推進委員を
委嘱し、「人権教育だより」の作成
を行った。
　また、学校図書館を活用し、書籍
の充実と発達段階に応じた読み聞か
せの活動を行った。
　国や都、市等の資料について、各
学校へ周知した。

人権教育リーフレット2019を
作成。
2020年度に配布。

　喫緊の人権課題を示し、事例や法令をまと
めた東京都教育委員会発行の「人権教育プロ
グラム」を基に研究を進めるとともに、「人
権教育リーフレット」の発行と配布を通して
人権感覚の啓発を全教職員へ行った。

リーフレットは年度ごとに作成し、内容を
最新のものにするようにしている。
　今後も、子どもたちが自他の大切さを認め
る教育を推進するとともに、子どもたちに対
して適切な配慮を行うよう教職員の人権感覚
を向上させる取組みを行っていく。

★★

2020

　町田市教育委員会において、市内
小・中学校から人権教育推進委員を
委嘱し、「人権教育リーフレット」
の作成を行った。
　また、学校図書館を活用し、書籍
の充実と発達段階に応じた読み聞か
せの活動を行った。
　国や都、市等の資料について、各
学校へ周知した。

2020年度人権教育リーフレッ
トを作成。
202１年度に配布。

　喫緊の人権課題を示し、事例や法令をまと
めた東京都教育委員会発行の「人権教育プロ
グラム」を基に研究を進めるとともに、、
「人権教育リーフレット」の発行と配布を通
して人権感覚の啓発を全教職員へ行った。

リーフレットは年度ごとに作成し、内容を
最新のものにするようにしている。
　今後も、子どもたちが自他の大切さを認め
る教育を推進するとともに、子どもたちに対
して適切な配慮を行うよう教職員の人権感覚
を向上させる取組を行っていく。

★★

指導課
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2019

・町田市講座イベント情報誌「生涯
学習NAVI」（季刊）の発行
・生涯学習センター内の情報資料
コーナーの整備・充実
・窓口、電話等による市民の学習相
談

　町田市講座イベント情報誌
「生涯学習NAVI」を年4回発行
し、「第20回まちだ男女平等
フェスティバル」など、男女平
等に関する講座・イベント情報
を提供した。また、「男女平等
推進センター情報紙『あなたと
…』」や「女性のための就職準
備セミナー」、「町田市仕事と
家庭の両立推進企業募集！」、
その他男女平等推進センター主
催講座各チラシなどの様々な男
女平等に関する情報や資料等
を、館内情報資料コーナーや市
民の学習相談などで広く周知
し、多様な生き方を支えるきっ
かけとなるよう学習情報の提供
を行った。

＜振り返り＞
　町田市講座イベント情報誌「生涯学習
NAVI」の配布施設の拡充や町田市ホーム
ページモバイル（スマートフォン版）の利用
促進を行った。また、館内情報資料コーナー
を整備し、学習情報や資料等の収集・提供の
充実を図った。

＜今後の目標＞
　今後は、より一層効果的な学習情報や資料
等の収集・提供方法について検討するととも
に、町田市ホームページモバイル（スマート
フォン版）の「生涯学習NAVI」の利用促進
やSNSを活用した情報提供など、更なる学習
情報の発信力の強化に取り組んでいきたい。

★★★

2020

・町田市講座イベント情報誌「生涯
学習NAVI」（季刊）の発行
・生涯学習センター内の情報資料
コーナーの整備・充実
・窓口、電話等による市民の学習相
談

町田市講座イベント情報誌「生
涯学習NAVI」を年4回発行し、
「第21回まちだ男女平等フェス
ティバル」など、男女平等に関
する講座・イベント情報を提供
した。また、「男女平等推進セ
ンター情報紙『あなたと…』」
や「女性のための就職準備セミ
ナー」、「町田市仕事と家庭の
両立推進企業募集！」、その他
男女平等推進センター主催講座
各チラシなどの様々な男女平等
に関する情報や資料等を、館内
情報資料コーナーや市民の学習
相談などで広く周知し、多様な
生き方を支えるきっかけとなる
よう学習情報の提供を行った。

＜振り返り＞
　町田市講座イベント情報誌「生涯学習
NAVI」の配布施設の拡充や町田市ホーム
ページモバイル（スマートフォン版）の利用
促進を行った。また、館内情報資料コーナー
を整備し、学習情報や資料等の収集・提供の
充実を図った。

＜今後の目標＞
　今後は、より一層効果的な学習情報や資料
等の収集・提供方法について検討するととも
に、町田市ホームページモバイル（スマート
フォン版）の「生涯学習NAVI」の利用促進
やＳＮＳを活用した情報提供など、更なる学
習情報の発信力の強化に取り組んでいきた
い。

★★★

生涯学
習セン
ター
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・ブックガイド「みんなでよも
うこどもの本」に、『数字はわ
たしのことば』　等、男女平等
を意識した資料4冊を紹介し
た。
・男女平等に関する資料を積極
的に購入し、新着図書として
YA(ヤングアダルト)通信に掲載
した。
・6月～7月に中央図書館YA
（ヤングアダルト）コーナーに
て、『もっと！自由になりた
い』をテーマとして、「男女共
同参画週間」を中高生でもわか
るようにアレンジしたポスター
を掲示し、その下に関連する資
料を並べて紹介した。
・5月～7月に金森図書館にて、
特集コーナーの偉人伝の中に、
「世界で最初のプログラマー」
等の資料を配架した。
また、10月～12月、YA特集
コーナーでは、「ティーンズ・
ボディブック」等、学生を対象
とした資料を選書して配架し
た。
・ブックトークを、11月に忠生
図書館が中学校1校、1月に鶴川
図書館が小学校1校行った。
「仕事」や「走る」をテーマ
に、目標を遂げた女性を描く資
料等を紹介した。その後、木曽
山崎図書館の特集コーナーでも
資料を並べた。
・小中学校の図書指導員（司
書）研修で、関連する資料を紹
介した。
・中央図書館で行われる映画会
で、「前向きな女性」を描いた
映画を4回上映した。

・「まちだ男女平等フェスティバル
報告書」「第4次町田市男女平等推
進計画進捗状況報告書」等の収集
・男女平等推進に関する図書の購入
・こども向けブックガイドに男女平
等を意識した資料の紹介
・男女平等に関する特集展示（中央
図書館、金森図書館）
・小中学校にて、ブックトーク開
催、資料展示（鶴川図書館、忠生図
書館、木曽山崎図書館）
・小中学校の図書指導員（司書）研
修で資料の紹介
・中央図書館で、映画会の上映

・町田市が行っている男女平等推進の取り組
みを、市民が身近に知ることができる環境を
整えた。
・ブックガイドで資料を紹介したり、特集
コーナーを設置することにより、男女平等の
意識を持ってもらう機会になった。
・夏休みの宿題の本を選ぶ時期に取組を行っ
たので、学生に男女平等に関する意義を周知
することができた。
・今後も男女平等推進への関連を意識した資
料を収集し、周知していくことが重要であ
る。

★★図書館 2019

-
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図書館 2020

・「まちだ男女平等フェスティバル
報告書」「第4次町田市男女平等推
進計画進捗状況報告書」等の収集
・男女平等推進に関する図書の購入
・男女平等に関する特集展示（中央
図書館、金森図書館、木曽山崎図書
館、鶴川駅前図書館）

・男女平等に関する資料を積極
的に購入し、新着図書として
「YA（ヤングアダルト）通信」
に掲載した。
・6月～7月に中央図書館特集
コーナーで、男女平等推進セン
ター共催で「男女共同参画週
間」の展示を行った。
・各館でテーマを設け、人種・
男女差別、ジェンダー、
LGBT、恋愛、思春期のから
だ、育児等幅広い資料の紹介・
展示を行った。
6月～7月　金森図書館児童コー
ナー　「この人、しってる？」
7月～8月　中央図書館YAコー
ナー　「もっと！自由になりた
い」
11月～1月　金森図書館YA特
集コーナー　「こんなとき、ど
うする？」
3月～4月　木曽山崎図書館特集
コーナー　「ジェンダーについ
て考える」
3月～4月　鶴川駅前図書館児童
特集コーナー　「自分らしく」

・町田市が行っている男女平等推進の取り組
みを、市民が身近に知ることができる環境を
整えた。
・「YA通信」で資料を紹介したり、特集
コーナーを設置することにより、男女平等の
意識を持ってもらう機会になった。
・夏休みの宿題の本を選ぶ時期に取組を行っ
たので、児童・学生に男女平等に関する意義
を周知することができた。
・今後も男女平等推進への関連を意識した資
料を収集し、周知していくことが重要であ
る。

★★
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2019

①男女平等推進センターだより発行
②男女平等推進センター運営委員会
編集情報紙「あなたと」発行
③男女平等関連図書の購入
④男女平等関連映像資料の購入

①発行数：115,000部
（新聞折り込み含む）
②発行数：27,400部
③書籍購入：26冊

書籍貸出：875冊
④DVD購入：4本

映像視聴：112本

①2019年度は1面でリプロダクティブヘル
ス・ライツを特集し、女性の体についてライ
フステージごとに気を付けるべきことを知っ
てもらう機会とした。また2、3面でまちだ
男女平等フェスティバル、4面でセンターで
行っている事業を紹介した。今後も市民の気
づきのきっかけになるような記事作成に努め
る。
②センター運営委員に、センターで行ってい
る講座や蔵書の紹介記事を作成していただ
き、広く市民に情報提供した。
③、④運営委員会からの意見を参考にした
り、男女平等参画に関するもので話題になっ
ている図書、DVDを購入した。

★★★

2020

①男女平等推進センターだより発行
②男女平等推進センター運営委員会
編集情報紙「あなたと」発行
③男女平等関連図書の購入
④男女平等関連映像資料の購入

①発行数：100,000部
（新聞折り込み含む）
②発行数：4,000部
③書籍購入：25冊

書籍貸出：285冊
④DVD購入：3本

映像視聴：109本

①新たな試みとして、タブロイド判4面の全
てを、まちだ男女平等フェスティバル実行委
員会に作成してもらうことで、市民目線で読
みやすい紙面ができた。
②センター運営委員に、センターで行ってい
る講座や蔵書の紹介記事を作成していただ
き、広く市民に情報提供した。新型コロナウ
イルス感染症の影響により、町内会自治会で
の回覧依頼ができず、発行数が減少した。
③、④男女平等参画に関するもので話題に
なっている図書、DVDを購入した。

★★★

男女平
等推進
セン
ター
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担当課 年度 取り組み内容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2019
・組織力向上研修として、「男女平
等参画社会形成研修-チームまちだ
の仕事術-」を実施した。

・対象職員：主事、主任、半日
研修、受講者数29人（男性16
人、女性13人）

・「男女共同参画社会形成研修」の研修受講
者の評価は、4点満点で意識向上度が平均
3.79点、研修満足度が平均3.72点であっ
た。「実際に時短勤務を使っている当事者の
考えや声を聞けてよかった」という意見や、
時短勤務をしている職員自身からも周囲へ対
する感謝の気持ちが聞かれた。今後も研修を
通じて全職員の意識啓発に努めていく。

★★★

2020

・組織力向上研修として、「ダイ
バーシティ推進研修（旧：男女平等
参画社会形成研修-チームまちだの
仕事術-）」を実施した。

・対象職員：主事、主任、半日
研修、受講者数27人
（男性18人、女性9人）

・男女平等の考え方をさらに拡大し、LGBT
や障がい者等を含めた多様性を組織の力にす
る方法を学ぶことを目的とし、「ダイバーシ
ティ推進研修」を実施した。
・研修受講者の評価は、4点満点で内容学習
度が平均3.81点、研修満足度が平均3.70点
であった。
・受講報告からは、「ダイバーシティとは、
人種、性別、障がい者等と理解していたが、
年齢、ライフスタイル、個人の考え方、家庭
環境等、様々な意味があることを学び、組織
力の向上につながることを理解できた」、
「今後行政に携わる中で必ず必要になる考え
方だと思う」、「職員課がこのようなテーマ
の研修を取り入れていることに組織としての
将来性を感じることができた」、等の意見が
見られた。
今後も研修を通じて全職員の意識啓発に努め
ていく。

★★★

No.5  職員の男女平等参画に関する意識を高めるための研修等の実施

内容 :  市役所職員の男女平等参画に関する意識を高めるための研修を充実します。

対象 :  市組織

職員課
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2019
①男女平等推進会議専門部会の開催
②メディアリテラシー研修開催
③LGBT研修開催

①開催回数：2回
②出席：職員55名
③出席：職員70名

①男女平等参画協議会、男女平等推進会議に
よる、男女平等推進計画進捗状況についての
総評や評価、各事業のコメントを報告した。
今後も計画推進の必要性を伝えていく。
②メディアにより形成された性別の固定概念
の影響を伝え、市の情報を発信する立場とし
て公正中立の目線・意識を持つよう促した。
③LGBTやSOGIの用語説明、講師自身の体
験を話していただき、セクシュアル・マイノ
リティを知る機会とした。また、トランス
ジェンダーが抱える悩み（名前や性別の変
更、外見と書類が食い違う時の対応など）も
説明していただき、職員として窓口対応や事
業立案等で適切な配慮ができるよう理解を深
めた。

★★★

2020
①男女平等推進会議専門部会の開催
②LGBT研修開催

①開催回数：2回（書面開催）
②出席：職員48名

①新型コロナウイルス感染症の影響により、
書面開催とした。男女平等参画協議会、男女
平等推進会議による、男女平等推進計画進捗
状況についての総評や評価、各事業のコメン
トを報告しした。今後も計画推進の必要性を
伝えていく。
②公的機関とも連携しているＮＰＯ法人のス
タッフを招き、世界や日本の状況、豊富な
データに基づく知識や、本人が性的少数者で
あったため、体験に基づくリアルな話もして
いただいた。定員を超えた参加希望があり、
満足度も高かった。性の多様性に関する知識
について、職員間でばらつきがあるため、今
後も引き続き研修会を実施し理解促進に努め
たい。

★★★

男女平
等推進
セン
ター
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担当課 年度 取り組み内容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

男女平
等推進
セン
ター

2019

①男女平等推進センター登録団体受
付実施
②登録団体企画の実施（登録団体が
企画・運営）
③登録団体懇談会の実施
④登録団体と公募の市民が実行委員
会となる男女平等フェスティバルの
開催
⑤登録団体、関係機関の代表、公募
市民で構成する男女平等推進セン
ター運営委員会開催

①2019年度登録団体：42団体
・活動室、多目的実習室優先利
用：519回
②登録団体企画
・父子でまなんであそぼう　ビ
ジュアルプログラミング「ビス
ケット」：参加13組（父子で1
組）
・防ごう！ 子ども・女性への暴
力を －虐待・DV・性暴力防止
を総合的に取り組むために－：
参加42人
③参加団体：38団体
④第20回まちだ男女平等フェス
ティバル参加者数：延べ1,926
人
：初来場者233人（アンケート
回答件数584枚中）
⑤会議開催回数：11回

①登録団体はセンター所管施設の優先利用が
でき、定期的な利用が継続的な団体活動を支
えている。新型コロナウイルス感染症の影響
により、3月に施設貸出を制限した。今後、
施設を安全に利用するための対応を考える必
要がある。
②登録団体が企画、講師交渉、集客、当日の
運営に携わり、日頃の活動の成果を発揮する
場となった。プログラミングの講座は、父子
での共同作業を楽しんでいる様子で、好評
だった。性暴力等防止講座は、被害者となり
やすい世代の方が多く参加しており、必要な
世代に啓発できた。
③懇談会は、日頃の活動状況について、情報
交換が行われた。日中仕事がある団体も参加
できるよう、夜の部も開催した。
④実行委員会が自主的に運営を振り返り、マ
ニュアル改訂をし、7月から会議を重ね、実
施された。参加者から好評で、より多くの方
に参加してもらえるよう望む声が多かった。
⑤センターの運営、情報紙「あなたと」の編
集、シネマでトークの運営、登録団体企画の
選定、登録団体懇談会の運営について話し合
われた。

★★★

対象 :  市民

No.6  男女平等推進団体・グループへの支援及び育成
内容 :  男女平等推進団体や活動グループに対して、活動の支援ならびに育成を行います。また、団体間の連携に向けた交流の場を提供しま
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男女平
等推進
セン
ター

①登録団体はセンター所管施設の優先利用が
でき、定期的な利用が継続的な団体活動を支
えているが、新型コロナウイルス感染症の影
響により、施設貸出の制限があり貸出回数が
減少した。
②登録団体が企画、講師交渉、集客、当日の
運営に携わり、日頃の活動の成果を発揮する
場となった。
「今、映画「キクとイサム」を観て考える」
では、映画鑑賞後、講師が、映画の内容を踏
まえて男女平等についての講演を行った。
「世界や日本の歌・歌詞を通してジェンダー
問題の歴史を考え深める」では、講師が、過
去から現代の流行歌におけるジェンダー観の
解説をしながら舞台上で歌ってくださった。
③新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、例年より広い会場を確保し、開催形式を
会議形式から総会形式に変更するなど、対策
を実施することで懇談会を開催することがで
きた。
④会議参加者をしぼる、メールなどオンライ
ンのやりとりを増やすなど、感染症対策を行
いながら実行委員会を中心に準備を行い、初
のオンライン開催でフェスティバルが実施さ
れた。講演の視聴回数は延べ827回、オンラ
インという新しい形式への取り組みにも好意
的な感想が寄せられた。
⑤センターの運営、情報紙「あなたと」の編
集、登録団体企画の選定、登録団体懇談会の
運営について話し合われた。なお、新型コロ
ナウイルス感染症の影響で、「シネマでトー
ク」は中止になった。
コロナ禍での女性問題について、委員から資
料の提供があり、活発な意見交換がなされ
た。

①2020年度登録団体：40団体
・活動室、多目的実習室優先利
用：280回
②登録団体企画
・今、映画「キクとイサム」を
観て考える：参加136人
・世界や日本の歌・歌詞を通し
てジェンダー問題の歴史を考え
深める：参加54人
③参加団体：32団体
④第21回まちだ男女平等フェス
ティバル視聴回数：延べ827回
⑤会議開催回数：10回（うち2
回書面開催）

★★★

①男女平等推進センター登録団体受
付実施
②登録団体企画の実施（登録団体が
企画・運営）
③登録団体懇談会の実施
④登録団体と公募の市民が実行委員
会となる男女平等フェスティバルの
開催
⑤登録団体、関係機関の代表、公募
市民で構成する男女平等推進セン
ター運営委員会開催

2020
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2019

・関連資料の購入
・YA（ヤングアダルト）通信
に掲載
・中央図書館中高生向けコー
ナーに展示

・ 「リプロダクティブ・ヘル
ス／ライツ」という言葉の意味
を理解してもらえるよう関連資
料を購入した。
・新着図書としてYA（ヤング
アダルト）通信に掲載した。
・中央図書館中高生向けコー
ナーで新着図書として紹介し
た。

・ 「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」という言
葉の意味を理解してもらえるよう関連資料を購入し
たが、「リプロダクティブヘルス／ライツ」という
言葉自体の認知度がまだ低いため、引き続き工夫は
必要であり、次年度は特集コーナーを設置する予定
である。
・資料の貸出回数等、利用者にどのように伝わった
か検証方法について引き続き検討していくことが課
題である。

★★

2020

・関連資料の購入
・YA（ヤングアダルト）通信
に掲載
・中央図書館中高生向けコー
ナーに展示

・ 「リプロダクティブ・ヘル
ス／ライツ」という言葉の意味
を理解してもらえるよう関連資
料を購入した。
・新着図書としてYA（ヤング
アダルト）通信に掲載した。
・中央図書館中高生向けコー
ナーで新着図書として紹介し
た。
・1月～2月に中央図書館特集
コーナーで「リプロダクティブ
ヘルス/ライツ」に関する資料
の展示を行った。

・ 「リプロダクティブヘルス／ライツ」という言葉
の意味を理解してもらえるよう関連資料を購入した
が、「リプロダクティブヘルス／ライツ」という言
葉自体の認知度がまだ低いため、引き続き工夫は必
要である。次年度は男女共同参画週間に合わせて特
集コーナーに展示する予定である。
・資料の貸出回数等、利用者にどのように伝わった
か検証方法について引き続き検討していくことが課
題である。

★★

【めざすべき姿Ⅰ】【基本施策3】生涯を通じた男女の健康支援
【施策の方向Ⅰ－3－1】性を尊重する意識の浸透

No.14  リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する意識啓発

内容 :  男女がともにお互いの性を尊重し合えるよう、リプロダクティブ・ヘルス／ライツの概念を広く普及させるための情報収集・提
供を充実します。また、若い世代を対象とした、性や生殖を含めた健康に関する講座を充実します。

対象 :  市民

図書館
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2019

①性に関する健康と権利の講座
「子どもたちの生と性を考える
～あなたを大切にするために
～」
②男女平等推進センターだより
「私たちのからだを大切にしよ
う！～リプロダクティブヘル
ス・ライツ～

①参加者：15名
②発行数：115,000部
（新聞折り込み含む）

①助産師を講師に迎え、現代の若者が性に関する知
識を知る方法、誤った情報を得る可能性があること
やデートDVについて学んだ。「性について、子供へ
のむき合い方のヒントがえられました。」などの感
想があった。
②ライフステージごとの女性の身体の変化について
の記事を1面に掲載した。

★★

2020
性に関する健康と権利の講座
「どうなっているの？思春期の
こころとからだ」

参加者：8名

　助産師を講師に迎え、現代の子どもたちの性知識
の入手経路、性的成熟が早まっている現状、若年妊
娠の現状など、若年層の性に関する現状について幅
広く学んだ。
　「正しい情報を伝えてあげることは、恥ずかしい
ことではないのだからしっかり伝えていこうと思い
ました。」などの感想があった。
　満足度が高い講座であるが、参加者が少ないた
め、広報など周知方法について今後検討していきた
い。

★★

男女平
等推進
セン
ター
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

指導課 2019

　保健学習としては、学習指導
要領に基づき、小学校第４学年
の体育（保健）「育ちゆく体と
わたし」において体の発育・発
達について、中学校第1学年の
保健体育（保健分野）「心身の
機能の発達と心の健康」におい
て身体機能の発達や生殖にかか
わる機能の成熟についての指導
を通して、男女の特徴や異性の
尊重、成長の個人差についての
理解を図った。
　保健指導としては、学級活
動、児童生徒会活動、学校行事
などの特別活動、個別の相談等
をとおして、身近な健康課題へ
の対処、日常的な健康に留意す
る行動等を身に付けるよう指導
を行った。
　また、総合的な学習の時間、
家庭科、理科、社会科、道徳、
小学校生活科などの教科等をと
おして、関連した内容について
指導を行った。

保健「育ちゆく体とわたし」
小学校の第4学年で4時間程度
実施。

保健体育「心身の機能の発達と
心の健康」
中学校の第1学年で5時間程度
実施。

道徳
小・中学校の全学年で35時間
程度実施。

　学校では、性に関する基礎・基本的な内容につい
て、発達段階に応じて、正しく理解させるととも
に、同性や異性との人間関係や、今後の生活で直面
する性に関する諸課題に対して、適切な意思決定や
行動選択ができるよう指導を行った。また、性教育
の充実のために、ゲストティーチャーの知識や経
験、養護教諭の専門性等を活用した指導を行った学
校もある。
　一方で、小・中学生の段階では個人の成長の違い
に大きな差があることや、誤った理解をしてしまっ
たり、知識だけが独り歩きをしてしまったりする懸
念があるなど、課題も見られる。また、東京都の
「性教育の手引き」の内容を踏まえ、家庭・地域と
も連携を図りながら、適切な性教育を実施してい
く。

★★★

対象 :  市民、市組織

No.15  人権尊重の視点に立った性教育の充実

内容 :  性教育に関する資料の収集や情報提供を行います。また、男女それぞれの人権と性を尊重する立場から指導を行います。
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指導課 2020

　保健学習としては、学習指導
要領に基づき、小学校第4学年
の体育（保健）「育ちゆく体と
わたし」において体の発育・発
達について、中学校第1学年の
保健体育（保健分野）「心身の
機能の発達と心の健康」におい
て身体機能の発達や生殖にかか
わる機能の成熟についての指導
を通して、男女の特徴や異性の
尊重、成長の個人差についての
理解を図った。
　保健指導としては、学級活
動、学校行事などの特別活動、
個別の相談等をとおして、身近
な健康課題への対処、日常的な
健康に留意する行動等を身に付
けるよう指導を行った。
　また、総合的な学習の時間、
家庭科、理科、社会科、道徳、
小学校生活科などの教科等をと
おして、関連した内容について
指導を行った。

保健「育ちゆく体とわたし」
小学校の第4学年で4時間程度
実施。

保健体育「心身の機能の発達と
心の健康」
中学校の第1学年で5時間程度
実施。

道徳
小・中学校の全学年で35時間
程度実施。

　学校では、性に関する基礎・基本的な内容につい
て、発達段階に応じて、正しく理解させるととも
に、同性や異性との人間関係や、今後の生活で直面
する性に関する諸課題に対して、適切な意思決定や
行動選択ができるよう指導を行った。また、性教育
の充実のために、ゲストティーチャーの知識や経
験、養護教諭の専門性等を活用した指導を行った学
校もある。
　一方で、小・中学生の段階では個人の成長の違い
に大きな差があることや、誤った理解をしてしまっ
たり、知識だけが独り歩きをしてしまったりする懸
念があるなど、課題も見られる。また、東京都の
「性教育の手引き」の内容を踏まえ、家庭・地域と
も連携を図ることや、医師などの専門家の協力を得
ながら、適切な性教育を実施していく。

★★★
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2019

・市内の大学生がHIVや性感染
症の知識や予防について学ぶ機
会を設ける（HIV大学連携）
・二十祭まちだで、チラシ等を
配布

・市内1大学（学生7名、教員1
名）が参加
・二十祭まちだで、「HIV/エ
イズのこと、正しく知っておこ
う！」ポケットティッシュ
（200部）、「20代で知って
いたい、と思うこと」リーフ
レット（50部）を配布

・引き続き、HIV、性感染症の情報発信、普及啓発
を継続していく。必要に応じて、各関係機関と連携
をとりつつ、普及啓発に努めていく。

★★★

2020

・世界エイズデーに合わせた職
員へのネックストラップ着用協
力依頼（新型コロナウイルス感
染症のため)
・HIV及びAIDSに関するポス
ター掲示による普及啓発(駅・カ
フェ）

・世界エイズデー、HIV及び
AIDSに関する認知度の向上
･即日HIV検査（2020年12月
6日）
検査件数25件

・新型コロナウイルス感染症の影響により急遽計画
修正を行い実施した。市民一人ひとりが性感染症予
防を意識した生活が送れるよう、新型コロナウイル
ス感染症の感染状況等を考慮しながら適宜検討及び
調整の上で進めていく。

★★

【めざすべき姿Ⅰ】【基本施策3】生涯を通じた男女の健康支援
【施策の方向Ⅰ－3－2】性差に応じた健康支援の充実
No.16  健康支援のための啓発及び講座の開催

内容 :  市民に対して、性感染症等予防に関する啓発活動を推進します。また、関係機関と連携し、若い世代に対して妊娠中の喫煙・飲
酒の害についての啓発活動を推進します。

対象 :  市民

保健予
防課
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2019

　女性へのライフスタイルに応
じた健康支援を目的としてヨガ
教室「子育てママのためのカラ
ダメンテナンス」講座を実施
し、妊娠出産前後の女性のスト
レス解消の場を提供した。

参加者：10人

　社会とのつながりが薄く、育児において孤立感を
感じやすい産前産後の女性同士が、ヨガで体をほぐ
しつつ、悩みや不安を共有したり、お互いをねぎら
うことで心のリフレッシュもできる場とした。「自
分をほめてあげる事の大切さがわかった」、「リフ
レッシュできた」という感想があり、心身ともに労
わる場とすることができた。
　今後もライフステージに応じた健康支援を行って
いく。

★★★

2020

　新型コロナウイルス感染症の
影響で運動不足になりがちな女
性の健康支援を目的としてピラ
ティス教室「女性のためのカラ
ダメンテナンス」講座を実施
し、女性の運動不足、ストレス
解消の場を提供した。

参加者：9人

　新型コロナウイルス感染症の影響で外出がしづら
く、運動不足になりがちな女性を対象に、ピラティ
スで体をほぐしながら、心理的なストレスにもアプ
ロ―チする内容で講座を実施した。

参加者の満足度が高く、この講座をきっかけに自
主グループが設立され、継続的な活動につなげるこ
とができた。

★★★

男女平
等推進
セン
ター

-22-



担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2019

・乳がん検診については、実施
可能な設備のある医療機関に協
力を求めた。

・子宮頸がん検診については、
精密検査依頼書の運用を開始し
た。

・乳がん予防月間（10月）に
合わせ、市職員がピンクリボン
ネックストラップを着用したほ
か、11月に開催された総合健
康づくりフェアでは、乳がんに
関するブース（ピンクリボン IN
MACHIDA　2019)を出展し
、乳がん検診の重要性を周知し
た。

・市外１カ所の医療機関（長津
田レディースクリニック）で乳
がん検診の受診を可能にした。

・精密検査依頼書の運用を開始
し、精密検査の把握改善を図っ
た。

・総合健康づくりフェアの来場
者数351人で、多くの方に乳が
ん検診の重要性を周知すること
が出来た。

　乳がん検診の実施医療機関が、市外1カ所増えたこ
とから、合計11カ所となった。また、子宮頸がん検
診は精密検査依頼書の運用を開始し、要精密検査の
把握体制を整えることができた。
　さらに、総合健康づくりフェアにて、乳がん検診
の重要性について多くの人に周知することができ
た。今後も受診勧奨や普及啓発活動を実施し、がん
検診の受診率向上を目指す。

★★★

2020

・乳がん検診については、実施
可能な設備のある医療機関に協
力を求めた。

・乳がん、子宮頸がん検診の受
診者数を増やすため、2019年
度よりも年齢層を広げて受診勧
奨はがきを送付した。

・新たに市外1ヵ所の医療機関
（聖マリアンナ医科大学　ブレ
スト＆イメージングセンター）
で乳がん検診の受診を可能にし
た。

・年齢層を広げて受診勧奨はが
きの送付したことで、2019年
度より、乳がん、子宮頚がん検
診の受診者数が増加した。

　乳がん検診の実施医療機関を、市外1ヵ所増やした
ことで、合計12ヵ所となった。また、コロナ禍にお
いてイベント等での普及啓発活動をする機会がな
かったが、年齢層を広げて受診勧奨はがきを送付し
たことで、2019年度よりも乳がん、子宮頸がん検
診の受診者数を増加させることができた。
　さらに、今後も受診勧奨や普及啓発活動を実施
し、がん検診の受診者を増やしていく。

★★

No.17  検査・検診体制の充実

内容 :  性感染症について、医療機関との連携のもと、検査体制の充実を図ります。また、女性特有のがん等、性差に応じた疾病につい
ても、

対象 :  市民

健康推
進課
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2019
・HIV定例検査
・HIV即日検査
・広報等による普及啓発

・HIV定例検査受検者数
HIV305件、梅毒301件、クラ
ミジア283件、淋菌283件
・HIV即日検査受検者数
HIV及び梅毒29件
・みんなの健康だより（2019
年11月1日号）に、HIV定例検
査情報を掲載

・引き続き、HIV、性感染症の情報発信、普及啓発
を継続していく。様々な広報媒体を活用し、周知を
図る。

★★★

2020 ・HIV及び性感染症検査の実施

・定例HIV検査（新型コロナウ
イルス感染症の影響により7月
のみの実施)
検査数30件
･即日HIV検査（2020年12月
6日）
検査件数25件

・新型コロナウイルス感染症の影響により急遽計画
修正を行い実施した。市民一人ひとりが性感染症予
防を意識した生活が送れるよう、新型コロナウイル
ス感染症の感染状況等を考慮しながら適宜検討及び
調整の上で進めていく。

★★

保健予
防課
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担当課 年度 取　り　組　み　内　容 取　り　組　み　実　績 振り返りと今後の目標 自己評価

2019
・性感染症や心身の健康などに
関する相談

・HIV相談　787件
・保健師等による健康相談
19,310件

・引き続き、性感染症や心身の健康などの相談事業
を実施していく。

★★★

2020
・性感染症や心身の健康などに
関する相談

・保健師等による健康相談
31,355件
・定例HIV検査(COVID-19の
影響により7月のみの実施)
検査数30件
・即日HIV検査（2020年12月
6日）
検査件数25件

・引き続き、性感染症や心身の健康などの相談事業
を実施していく。

★★★

保健予
防課

No.18  性や健康にかかわる相談体制の充実と関係機関相互の連携

内容 :  性や心身の健康にかかわる各種相談事業の充実とともに、多岐分野にわたる関係機関との相互の連携を強化します。

対象 :  市民
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2019
　女性悩みごと相談により女性
の抱える悩みごとを傾聴し、ア
ドバイスや情報提供を行った。

相談件数：214件
（女性悩みごと相談実施件数
2,064件中）

　本市の女性悩みごと相談の体制は、他市に比べ実
施日が多く、電話相談のあとに必要に応じて面接相
談や法律相談を行っている。具体的な相談内容につ
いては、年度末にかけてコロナウイルス感染症に関
する不安やマスクなどの予防グッズが手に入らない
という相談が多かった。
　事業内容としては、女性が抱える全般的な悩みご
とを傾聴、アドバイスを行い、必要に応じて情報提
供を行った。今後も適切に相談に対応していく。

★★★

2020
　女性悩みごと相談により女性
の抱える悩みごとを傾聴し、ア
ドバイスや情報提供を行った。

相談件数：271件
（女性悩みごと相談実施件数
2,166件中）

　本市の女性悩みごと相談の体制は、他市に比べ実
施日が多く、電話相談のあとに必要に応じて面接相
談や法律相談を行っている。、相談件数は年々増加
傾向にあり、相談窓口の周知が着実に進んでいる。
　具体的な相談内容については、新型コロナウイル
ス感染症の不安、ご自身の心身の健康について、通
院、医療機関との関係性についてなどが多かった。
　これらの相談に対し、傾聴、アドバイスを行い、
必要に応じて情報提供を行った。今後も適切に相談
に対応していく。

★★★

男女平
等推進
セン
ター
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