
 

 

武蔵野市男女平等推進拠点 
武蔵野市立男女平等推進センター 

平成29年度事業概要 

武蔵野市立男女共同参画推進センターは、2017年（平成29年）４月に

武蔵野市立男女平等推進センターと改称しました。 
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男女平等に関する図書約2,000冊 

男女平等の推進に
関する情報紙をみ
ることができます。 

 ●施設平面図 

２．利用案内 

開館時間  ９：００～２２：００ 

休 館 日  木曜日・１２月２９日～１月３日 

 

 ●施設名・定員・設備等 
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施設名 定員 設備と機能 

①図書室  男女平等関連図書、雑誌、情報誌、行政資料の閲覧と貸し出し 

②交流コーナー ８名程度 学習や読書、打ち合わせ等に利用できるオープンスペース  

③掲示コーナー 
 国・地方自治体・市内及び各地の団体・グループ・個人のお知らせや催し物

などの案内を掲示してあります。 

④相談室 （17ページ参照） ４名 専門相談員と相談室での面談または電話で相談することができます。  

⑤会議室 38名程度 市民、市民団体等の会合やセミナーなど活動の場として使用できます。 

⑥印刷機（市民会館）  男女平等推進登録団体の活動に必要な印刷ができます。 

⑦団体活動用ロッカー  男女平等推進登録団体の活動に必要な物品等の保管ができます。  

＊①～⑤はどなたでも利用できます。⑥⑦は武蔵野市の男女平等推進に寄与する団体に限ります。 

詳細は当センターまでお問い合わせください。 

この壁面に各種団体の
イベント情報を掲示して
あります。 

市民会館１階見取り図 

Ⅰ．施設概要 

１．概要 

名 称 武蔵野市立男女平等推進センター (愛称 ヒューマンあい） 

所 在 地 東京都武蔵野市境２－３－７ 市民会館１階 

目 的 武蔵野市における男女平等社会の実現を目指す拠点施設として、男女平等に関する施策の総合的な

推進を図ります。 

開設年月日 １９９８（平成１０）年１１月１日 

占 有 面 積 １５９㎡ 



 

 

３．施設利用状況 

（１）平成29年度月別利用人数 

 

(２）平成29年度月別開館日数 

 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計 

会 議 室 194 259 240 263 290 255 267 298 264 323 356 256 3265 

情報交流コーナー 112 176 177 231 252 208 186 135 129 109 146 111 1972 

合    計 306 435 417 494 542 463 453 433 393 432 502 367 5237 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計 

開館日数 26 27 25 27 26 26 27 25 24 24 24 26 307 

●会議室利用案内  

利用できる人  市内在住、在勤、在学、市民団体（市民を含む団体） 

利用時間と使用料 
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午前 9時～12時  800円 

午後 13時～17時 1,200円 

夜間 18時～22時 1,400円 

全日 9時～22時 2,800円 

予約期間 使用料 内容 

① 

男女平等社会の実現に向けて活動する市民ま

たは市民団体が、男女平等の推進を目的として

使用する場合  

使用する日の属する月の2か月前の

月の初日から使用日の前日まで  
半額  

② ①以外の市民又は市民団体が使用する場合  
使用する日の属する月の２か月前

の月の20日から使用日の前日まで  

全額 

(社会教育関係団体、

公益的団体は半額) 

③ 
①・②以外の人が使用する場合  

（営利活動と認められるものは使用できません） 

使用する日の属する月の1か月前の

月の初日から使用日の前日まで  
全額  

予約申込   センター窓口で申込申請書に記入後、使用料をお支払いください。申請は、午前９時から午後８時ま

で受け付けます。会議室の空き状況は、電話でもお問い合わせいただけます。当日の受付はできま

せん。 

●コピー機・印刷機・ロッカー利用案内 

≪コピー機≫ 同じフロアーの市民会館印刷室にあります。（有料 １枚１０円 用紙 B５ A４ B４ A３） 

≪印刷機≫ 市民会館印刷室にあります。武蔵野市男女共同参画推進団体は割引料金で利用できます。最大Ａ３

を印刷することができます。用紙は持ち込みで、製版１回につき５０円 印刷枚数１００枚まで５０円、

それ以上は１００枚ごとに５０円プラスです。 

≪ロッカー≫ 武蔵野市男女共同参画推進団体として登録された団体が無料で１年間使用できます。28年度は４団

体でした。  

利用規定 



 

 

１．平成２９年度実施事業一覧 

Ⅱ．事業概要 
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19日(金） 19日(月） 8日(土）

22日（土)　　

17日(土)～29日(木) 24(月）～31日(月） 7日（月）～8日（火）
まなこ100号記念
パネル展

≪パネル展示≫ 市役所ロビー 図書選定
12日（月）～21日（水）24日(月）～８月７日(月）

市役所ロビー
23日(金）～26日(月）

武蔵野プレイス

24日（月） 22日（火） 20日（水）

100号発行

13日（土） 10日（土） ３日（月） 21日（月） 28日（木）
企画運営委員会① 企画運営委員会② 企画運営委員会③ 企画運営委員会④ 企画運営委員会⑤

17日（月） 23日（火） １2日（月） 7日（金）

28日（金） 18日（金）～ １日（金）～
施設整理 新規図書受入 防災関連図書展示
夏休み図書展示 シルバーウィーク

関連図書展示

講座

男女共同参画週間
事業実行委員会⑤

男女共同参画週間
事業実行委員会⑥

男女共同参画週間
事業実行委員会⑦

男女共同参画週間
事業実行委員会⑧

子どもの教育費どう
する？～ひとり親の
ためのマネーとライ
フのプラン～

月 4月 5月 6月 7月 8月事業名 9月

男女平等
推進審議会③

「その恋本当に大丈
夫？」デートDV出前
講座＠成蹊大学

まなこ100号記念
ミニトピックス展示
中央図書館

男女平等推
進センター
企画運営委

員会

男女共同参
画週間事業
実行委員会

男女平等
推進審議会②

事務関係

男女平等
推進審議会①

まなこ

男女平等
推進審議会

インターンシップの
受入

映画上映会「マダム・
イン・ニューヨーク」

後悔しない決断と選
択“セルフ・オー
サーシップ”という考
え方

イベント
等

男女共同参画
フォーラム
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15(日） 19日(日） ２日（土） 26日(金） 12日（月）

25日(土） ３日（日）
17日（土）

22（日）
９日（土）

18日（日）
31日（火）

19日（月）・26日（月）

13日(金)～18日(水） ８日（金）・10日（日）

８日（金）
27日（金）～29(日）

28日（土）

16日（月） 13日（月） 9日（金）

10１号発行 102号発行

30日(月） 20日（月） 18日(月） 29日（月） ６日（火）
企画運営委員会⑥ 企画運営委員会⑦ 企画運営委員会⑧ 企画運営委員会⑨ 企画運営委員会⑩

1３日（金）～18日（水）30日（木） テーマ別図書展示 ２４日（土）～
消防訓練 「伝記」 新規図書受入作業

27日（火）～
図書整理

男女平等に関する
意識調査

市民会館文化祭
図書展示

1月 2月 3月12月10月 11月

男女平等
推進審議会⑤

子育てフェスティバル
出張相談所

小さい子どもをもつ
お母さんのための講座

映画「シングルマン」
上映会とトークサロン

小さい子どもをもつ
お母さんのための講座

Let's　ハロウィン★
カラダオーケストラ

東京ウィメンズプラザ
フォーラムパネル展示

まなこ100号記念パ
ネル展
市民会館文化祭

≪パネル展≫
それってラブラブ？
～デートDVを考える～
7日～12日市民会館
ロビー
13日～19日武蔵野プ
レイスギャラリー
20日～24日市役所ロ
ビー
27日～12/4コピス吉
祥寺A館4階
≪関連図書展示≫
1日～26日中央図書
館
13日～30日 武蔵野
プレイスギャラリー

 むさしのにじいろ
電話相談

シングルマザー
座談会①

夜活★むさしの
メディア塾vol.1

Web広告と
ジェンダー表現

ハタラクカイギ2018
ジモトもワタシもよろ
こぶ「複業」って？

男女平等
推進審議会⑥

男女平等推進団
体交流会

源氏物語を読む～
四人の女君、それ
ぞれの決断と選択
～

男女平等
推進審議会④

取材と書くことの
レッスン

シングルマザー
座談会②

６日（火）・13日・（火）
20日（火）・27日（火）脱ＤＶの法律知識～別

居・離婚、子どものこと
～

Ｉ　ＬＡＤＹ　ｉｎ
むさしの

日本の憲法・家族法に見
る～女性とその地位～

本当の自分を取り戻す
夫婦モラハラからの脱出



 

 

２．男女平等推進施策 
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1）学習・研修 

◆デートDV出前講座 その恋本当に大丈夫？身近な問題としてデートDVを考える 

【日時】平成２９年６月１９日（月） １６：４０～１８：１０ 

【場所】成蹊大学 ３号館３０３教室 

【定員】１００名  【託児】なし 

【講師】西山 さつきさん （NPO法人レジリエンス副代表) 

【共催】成蹊大学 

内 容 参加人数 託児 

恋人に対し、なんとなく違和感を覚えることはありませんか。恋愛に対して「とらわれ」や「思い

こみ」はないでしょうか。好きな相手でも、イヤなことはイヤと言え、互いを尊重しあえるイイ関係

を築いていく方法を大学生と考えました。 

170名 なし 

内 容 参加人数 託児人数 

 インドのごく普通の専業主婦シャシが姪の結婚で出かけた初めてのニューヨーク。ひとり異国

で直面したのは、自分にくすぶる劣等感や無力感、そして家族へのモヤモヤとした不満でした。

そんな彼女が飛び込んだ英会話学校の4週間クラスをきっかけに、コンプレックスを克服し、ひと

りの女性としての自信と誇りを取り戻していきます。インド発・爽やか感動シネマ。 

30名 ５名 

◆ヒューマンあい映画上映会「マダム・イン・ニューヨーク」 

【日時】平成２９年５月１９日（金） １３：００～１５：００ 

【場所】男女平等推進センター会議室 

【定員】３５名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども８名 

◆後悔しない決断と選択～セルフ・オーサーシップという考え方～ 

【日時】平成２９年７月８日（土） １０：００～１２：００ 

【場所】武蔵野プレイスフォーラム 

【定員】４０名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども５名 

【講師】橋本 暢子さん （全米協会認定カウンセラー) 

内 容 参加人数 託児 

 自分の過去の決断パターンを知ることで、周囲と折り合いながらも自分の信念や価値観に

沿った決断と生き方を導く米国のセオリー、“セルフ・オーサーシップ”について学びました。 
50名 ４名 

◆「子どもの教育費、どうする？」～ひとり親のためのマネーとライフのプラン～ 

【日時】平成２９年７月２２日（土） １３：００～１５：００ 

【場所】男女平等推進センター 会議室 

【定員】３５名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども８名 

【講師】中島 智美さん （ＮＰＯ法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事) 

内 容 参加人数 託児人数 

 子どもの教育費の確保は、すべての親にとって大きな課題。特にひとり親の方は前倒しで計

画をたてる必要があります。不安や課題と向き合い、早めにそなえるための講座。 
11名 １名 

○武蔵野市立男女平等推進センター 講座・講演会 
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◆ Ｉ ＬＡＤＹ． inむさしの  国際ガールズデイ・ワークショップ 

【日時】平成２９年１０月２２日（日） １３：００～１５：００ 

【場所】武蔵野プレイス フォーラム 

【対象】１０代～２０代の女子（小学生を除く）限定３０名 

◆ Ｌｅｔ’ｓハロウィン★カラダオーケストラ 

【日時】平成２９年１０月３１日（火） １０：３０～１２：３０ 

【場所】市民会館集会室  

【定員】０～３歳児とその保護者 １５組   

【講師】南波 冴さん（インストラクター） 

◆源氏物語を読む～四人の女君、それぞれの決断と選択～（第33回市民会館文化祭） 

【日時】平成２９年１０月１５日（日） １０：００～１２：００ 

【場所】男女平等推進センター 会議室 

【定員】３０名   

【講師】竹内 寿恵子さん （元高校国語科教諭） 

内 容 参加人数 託児人数 

 千年の時を経ても、私たちを魅了し続ける『源氏物語』。桐壷、紫の上、朧月夜、浮舟。代表的

な女君それぞれの“生き方の選択”を読み、今を生きる私たちを見つめ直す。新しい視点の源

氏物語講座。 

３４名 なし 

内 容 参加人数 託児人数 

 助産師さんやＮＧＯスタッフ、大学生サポーターと、自分の身体や健康のこと、恋愛の悩みや

将来について話す。女子だけのワークショップ。 
８名 なし 

内 容 参加人数 

 だれもが持っている「カラダ」を存分に使い、リフレッシュしながら楽しい遊びができるワーク

ショップ、「カラダオーケストラ」。 子どもとのコミニュケーションを促進するだけでなく、保護者自

ら体を動かし、おなかから大きな声を出すことで心身ともにスッキリ !! 自宅でも簡単にできるボ

ディケアなども学びました。 

大人 

１６名 

子ども 

16名 

◆ シングルマザー座談会（第１回） 

【日時】平成２９年１２月２日（土） １０：００～１２：００ 

【場所】男女平等推進センター 会議室 

【定員】１０名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども１０名 

【講師】森岡 千恵子さん（武蔵野市子ども家庭支援センター 母子・父子自立支援員） 

【共催】子ども家庭支援センター 

内 容 参加人数 託児人数 

 「子どもが大きくなったらどんなことにお金がかかるの？」「ほかのシングルマザーの人たちと

話をしてみたい」等々、子どものこと、お金のこと、将来のこと…。同じ立場の皆さんと自由に語

り合いました。 

１２名 ６名 
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内 容 参加人数 託児人数 

 夫やパートナーの理不尽な激怒に身がすくむ思いをしたことはありませんか？相手を怒らせ

ないようにと、自分の行動まで制限してしまうことはありませんか？夫婦間やパートナーとの関

係で傷ついた心と生活を立て直し、本来の自分を取り戻すにはどうすればいいのか。周囲の支

援の方法も含めて考える講座。 

２０名 ３名 

◆ 本当の自分を取り戻す～夫婦モラハラからの脱出～ 

【日時】平成２９年１２月３日（日） １３：００～１５：００ 

【場所】男女平等推進センター 会議室 

【定員】３５名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども５名 

【講師】本田 りえさん（武蔵野大学非常勤講師 同大学心理臨床センター相談員） 

◆夜活★むさしのメディア塾 Ｖｏｌ．1 Ｗｅｂ広告とジェンダー表現 

【日時】平成３０年１月２６日（金） １９：００～２１：００ 

【場所】武蔵野プレイスフォーラム 

【定員】４０名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども５名 

【講師】田中 東子さん（大妻女子大学准教授・東京大学情報学環客員准教授） 

◆ 映画上映とトークカフェ「シングルマン（A single man）」 

【日時】平成２９年１２月９日（土） １０：００～１２：１５ 

【場所】市民会館 集会室 

【定員】８０名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども８名 

内 容 参加人数 託児人数 

 １６年間暮らしたパートナーのジムが交通事故で亡くなって８か月。その日、ジョージは深まる

孤独とともに、人生を自ら終わらせようとしたのだったが…。死を目前にした人生が、一瞬見せ

る輝きと愛の本質。天才トム・フォードが奇跡の映像美で描いた感動作。ベネチア国際映画祭

受賞作品。 

４６名 １０名 

内 容 参加人数 託児人数 

 新しい視点でＷｅｂ広告を検証する講座。身近なメディアであるＷｅｂ広告を取り上げ、日本の

メディアが抱える問題を批判的に検証し主体的に読み解いていく方法を学びました。 
２４名 １名 

◆ 取材と書くことのレッスン～市民の目で、見て、聞いて、書いて～ 

【日時】平成３０年２月６日・１３日・２０日・２７日（火）全４回 １０：００～１２：００ 

【場所】男女平等推進センター 会議室 

【定員】１６名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども５名 

【講師】中村 泰子さん（雑誌「くらしと教育をつなぐＷｅ」編集長） 

内 容 参加人数 託児人数 回 

分かりやすく文章を書くコツ＆私にとっての男女共同参画って何？ １２名 ４名 １ 

２ 取材と執筆のコツ（インタビューってどうやってやるの？） １１名 ３名 

３ 企画と編集のコツ １０名 ３名 

４ 文章の基礎力アップのために １２名 ３名 
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◆ シングルマザー座談会（第２回） 

【日時】平成３０年２月１７日（土） １０：００～１２：００ 

【場所】男女平等推進センター 会議室 

【定員】１０名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども８名 

【講師】森岡 千恵子さん（武蔵野市子ども家庭支援センター 母子・父子自立支援員） 

【共催】子ども家庭支援センター 

内 容 参加人数 託児人数 

 「子どもが大きくなったらどんなことにお金がかかるの？」「ほかのシングルマザーの人たちと

話をしてみたい」等々、子どものこと、お金のこと、将来のこと…。同じ立場の皆さんと自由に語

り合いました。 

９名 ６名 

内 容 参加人数 託児人数 

 いま、週末起業や２拠点居住など、好きなことや経験を活かしてもう１つの仕事をもつ働き方

を選ぶ人が増えています。そんな中から勤め先の仕事と“複業”を選択したゲストと講師のトー

クセッションを聞き、“複業”実践の第１歩としての「２枚目の名刺」づくりのワークショップをおこ

ないました。ジモトで社会貢献しつつ、きちんと稼げる“複業”ライフのヒントをもらう講座です。 

５３名 ４名 

◆ ハタラクカイギ2018ジモトもワタシもよろこぶ「複業」って？ 

【日時】平成３０年２月１８日（日） １０：００～１２：００ 

【場所】武蔵野プレイス フォーラム 

【定員】７０名  【託児】６か月以上学齢前までの子ども５名 

【講師】芦沢 壮一さん（スキルノート主宰ファシリテーター） 

【ゲスト】苔口 昭一さん（まちなか農家プロジェクト代表） 

【共催】生活経済課・高齢者支援課・子ども政策課 

◆ 小さい子どもを持つお母さんのための講座 

【日時】平成３０年２月１９日・２６日・３月１２日（月） １０：００～１２：００ 

【場所】男女平等推進センター会議室（第１回・３回） 市民会館２階講座室（第２回） 

【定員】２０名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども２０名 

【講師】荻野 佳代子さん（神奈川大学人間科学部教授） 

【ファシリテーター】吉田 洋子さん（NPO法人かながわ女性会議理事長・神奈川大学法学部講師） 

回 内 容 参加人数 託児人数 

１ 子育て中の今の私、今の気持ち  １４名 ８名 

２ ライフキャリアプランを考えよう  １２名 ６名 

３ 「自分らしい」未来のために、今できること  １０名 ７名 
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○武蔵野市男女共同参画週間事業 

武蔵野市制施行７０周年記念事業 男女共同参画フォーラム2017 期間 平成２９年６月１２日～６月２９日 

☆ テーマ「育てあうまち 武蔵野 ～条例でかわるあなたの未来～」  

◆ 映画上映会とアフタートーク 「さとにきたらええやん」 

【日時】平成２９年６月１７日（土） １０：００～１２：３０ 

【場所】武蔵野スイングホール 

【定員】１００名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども５名 

【トークゲスト】澁谷 智子さん（成蹊大学 文学部現代社会学科准教授) 

【企画】実行委員会 

内 容 参加人数 託児人数 

 日雇労働者のまち大阪釜ヶ崎で、35年間続く子どもたちの集いの場「子どもの里」。人情が色

濃く残るまちの涙と笑いのドキュメンタリー映画。コミュニティーの重要性と子どもの生きる力、さ

さやかだけれど愛情に満ちた日常の大切さを描いています。 

８６名 ４名 

◆ 記念トーク・座談会 「条例でかわるあなたの未来」 

【日時】平成２９年６月１８日（日） １３：３０～１５：３０ 

【場所】武蔵野スイングホール 

【定員】１８０名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども１０名 

【第一部 記念トーク】 

 小島 慶子さん （タレント・エッセイスト) 

【進行】 東 真理子さん （フォーラム実行委員会副会長）  

【第二部 座談会】 

 諸橋 泰樹さん（武蔵野市男女共同参画基本条例（仮称）検討委員会委員長 フェリス女学院大学教授） 

 沖藤 典子さん（ノンフィクション作家 相模原市男女共同参画推進条例委員会委員長） 

 丸山 麻帆さん（男女平等推進情報誌『まなこ』元編集委員） 

【進行】 小泉 曜子さん(元武蔵野市男女共同参画推進センター職員） 

【企画】 実行委員会 

内 容 参加人数 託児人数 

第一部：テレビや執筆活動で大活躍の小島慶子さんが“私らしく生きること”や“男女平等”につ

いて、日常の出来事や経験からお話しいただきました。 

第二部：今春、武蔵野市に男女平等社会を実現するための条例が誕生しました。そもそも条

例って何？これからの暮らしにどう影響するの？等々、私たちの素朴な疑問を解明するセッショ

ン。 

６５名 ４名 

◆講演「南太平洋の女性たち～女たちは元気で働きものです～」 

【日時】平成２９年６月１９日（月） １４：００～１６：００ 

【場所】武蔵野プレイス スペースＣ 

【定員】３０名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども５名 

【講師】福島 有子さん（国際パシイワディレクター）  

クレラ・R・サブさん（駐日フィジー共和国大使館二等書記官） 

【企画】パシイワ武蔵野グループ 
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内 容 参加人数 託児人数 

 フィジーを中心とした南太平洋の多様な国々の女性の生活を通して、自然や伝統を尊重しな

がら独自の男女役割分担意識を持って生きる様子をお聞きしました。 
２５名 ０名 

◆講演「ＳＮＳと炎上時代のジェンダー問題」 

【日時】平成２９年６月２３日(金） １９：３０～２１：３０ 

【場所】商工会館ゼロワンホール 

【定員】８０名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども３名 

【講師】勝部 元気さん（ソーシャルアクティビスト 株式会社リプロエージェント代表取締役) 

【企画】実行委員会 

内 容 参加人数 託児人数 

 ジェンダー問題を得意とする若手男性論客の勝部元気さんをお迎えし、ＳＮＳ時代におけるこ

れからの男女共同参画のあり方を考えました。 
３４名 １名 

◆トークイベント「まちを元気にする女性たち～多摩編～」 

【日時】平成２９年６月２４日（土） １３：３０～１６：００ 

【場所】武蔵野プレイス フォーラム 

【定員】８０名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども５名 

【企画・コーディネート】市川 順子さん（作ろう！みんなのｼﾞﾓﾄWa-shoiﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ世話焼き人）  

【パネリスト】小平市 橋本 直子さん(小平はぐくむプロジェクト「こだはぐ」代表・セラピスト） 

【パネリスト】三鷹市 ルモアン 直美さん（enchante de connect代表・つながりの調理人） 

【パネリスト】武蔵野市 奥野 依理子さん（「境おやこひろば」代表・プロボノ活動家） 

【企画】作ろう！みんなのｼﾞﾓﾄWa-shoiﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ 

内 容 参加人数 託児人数 

 自分の仕事と地域を結び付け、まちの活性化に取り組む３人の女性たちの活動を紹介する。

その上で、参加者自身の暮らしと働き方を再考し、地域とつながる「幸せのカタチ」を考える。 
３３名 ６名 

◆講演「パパと遊ぼう！～あそびを通じて学ぶパパの子育て術～」 

【日時】平成２９年６月２５日（日） １５：００～１６：３０ 

【場所】武蔵野プレイス フォーラム 

【定員】親子参加：２５家族 単身参加：１５名 

【講師】小崎 恭弘さん（大阪教育大学教育学部准教授 ファザーリング・ジャパン顧問） 

【企画】実行委員会 

内 容 参加人数 託児人数 

 お子さんと一緒に遊びながら、ご自身も３児（全員男の子）のパパである“子育てのプロ”小崎

恭弘先生から、子どもとの関わりのポイント、パパが子育てを楽しむためのコツを学ぶ。 
５０名 なし 
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◆「貧困の連鎖」をふせぐために・・・・“学習支援”に何ができるのか 

【日時】平成２９年６月２９日（木） １９：００～２０：３０ 

【場所】武蔵野プレイス スペースＣ 

【定員】３０名  【託児】６か月以上学齢前までの子ども５名 

【講師】西牧 たかねさん （調布市子ども若者総合支援事業運営委員 ) 

【企画】実行委員会 

内 容 参加人数 託児人数 

 子どもや女性の貧困、その結果生じる教育面での不利がまた「貧困の連鎖」を生んでいま
す。その連鎖を断ち切るために、私たちは今、何をすべきなのか。「学習支援」の役割と可能性
を考える。 

３０名 ３名 

◆男女共同参画週間事業実行委員会とは 

武蔵野市の委託を受け、平成29年6月に開催した「男女共同参画フォーラム」で講演会やパネル展示を行うため公募

で選ばれたメンバー７人で構成される委員会。 

◆男女共同参画フォーラムパネル展示 

【日時】平成２９年６月１２日（月）～２１日（水） 【場所】市役所ロビー 

【日時】平成２９年６月２３日（金）～２６日（月） 【場所】武蔵野プレイス ギャラリー 

【参加団体】○トランス☆プロジェクト ○日本女子大教育文化振興桜楓会武蔵野支部 

○日本パシイワ（日本汎太平洋東南アジア婦人協会）○まなこ編集委員会 

○むさしのジェンダー問題を考える会 ○むさしの男女共同参画市民協議会 

○無二の会 ○Wa-shoi パートナーシップ （五十音順） 

武蔵野市男女共同参画週間事業 

男女共同参画フォーラム2017 

育てあうまち 武蔵野 

～条例でかわるあなたの未来～ 

平成３０年１月刊行 

*報告書を作成しました* 
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○女性に対する暴力をなくす運動事業 期間11月12日～25日 

◆ 日本の憲法・家族法に見る 女性とその地位（女性に対する暴力をなくす運動事業） 

【日時】平成２９年１１月２５日（土） １５：００～１７：００ 

【場所】男女平等推進センター 会議室 

【定員】３５名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども５名 

【講師】清末 愛砂さん（室蘭工業大学准教授） 

内 容 参加人数 託児人数 

 歴史的・法律的観点から人権や家族を規定する憲法と家族法について、それに潜む女性差

別の問題と社会構造について、室蘭工業大学准教授清末愛砂さんにお話しいただきました。 
２０名 ２名 

◆ 脱ＤＶの法律知識～別居・離婚、子どものこと～（女性に対する暴力をなくす運動事業） 

【日時】平成２９年１１月１９日（日） １３：００～１５：００ 

【場所】男女平等推進センター 会議室 

【定員】女性３５名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども５名 

【講師】露木 肇子さん（弁護士） 

内 容 参加人数 託児人数 

 夫婦間の「支配」に気づいたとき。別居したいけど生活に不安があるとき。離婚にあたり、養育

費や子どもとの面会の取り決めが心配なとき。ＤＶ問題やモラハラ離婚を数多く手掛けている弁

護士さんによる、“イチから分かる”法律講座。 

１１名 ３名 

●「女性に対する暴力をなくす運動」期間 パネル展示及び関連図書展示 

◆「それってラブラブ」～デートＤＶを考える～ 

◇市民会館ロビー  １１月７日（火）～１２日（日） 

◇武蔵野プレイスギャラリー １１月１３日（月）～１９日（日） 

◇市役所ロビー １１月２０日（月）～２４日（金）        

◇コピス吉祥寺 Ａ館４階 １１月２７日（月）～１２月４日（月） 

協力 尼崎市女性センター・トレピエ  こうち男女共同参画センター「ソーレ」 

◆関連図書展示 

◇中央図書館 １１月１日（水）～２６日（日） 

◇武蔵野プレイス １１月１３日（月）～３０日（日） 
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○男女平等職員研修 

男女平等についての正しい理解と意識を高め、男女平等の視点を持って各事業・施策を推進する必要性・重要性に

理解が及ぶよう、市独自の職員研修を実施。（平成21年度～） 

開催日 演題 参加人数 場所 講師 

平成３０年 

１月２６日 

笑って考える男女平等社会 

～少子高齢社会を乗り越えよう  
３９名 ８０２会議室 

瀬地山 角さん 

（東京大学大学院 総合文化研究科教授）  

●東京ウィメンズプラザフォーラムパネル展示 （センター紹介パネルの展示） 

【日時】平成２９年１０月２７日（金）～２９日（日） 【場所】東京ウィメンズプラザ交流コーナー 

○啓発活動 

●子育てフェスティバル「産前産後★ママとパパのためのヒューマンあい出張相談所 」 

【日時】平成２９年１０月２８日（土） 10:00～15:00 【場所】市役所812会議室 

【相談員】助産師1名、心理カウンセラー1名 【相談実施件数】14/16件 

●武蔵野市男女平等の推進に関する条例ワークブック  

柔軟な心をもつ小学生の時期に、男女平等に関する理解と関心を深め、様々な気付きを促すことで、互いを尊重す

る心を育て、多様な選択肢のもと一人ひとりの個性や能力を十分に発揮できることを目的に、小学6年生を対象とし

て作成。  

●武蔵野市男女平等の推進に関する条例ガイド（ＨＰから閲覧できます） 

「武蔵野市男女平等の推進に関する条例」について、市民へわかりやすく周知・浸透させるため、ガイドブックを作

成。市役所、市政センター、図書館のほか、市内関係施設・団体、駅、医療機関、金融機関などに配布。 
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≪102号３月発行≫ 

特集 知っておきたいリプロのこと  

【主な内容】 

・ライフステージに合わせたリプロの知識が大切です。 

・世代間トピック 思春期 自分を大切に 

成熟期 自分で先回りしてたくさんの味方を見つけてほしい 

更年期 見落とされがちな男性の更年期障害 

●『まなこ』100号記念パネル展 

 【日時】平成２９年７月２４日（月）～３１日（月） 【場所】市役所ロビー 

 【日時】平成２９年１０月１３日（金）～１８日（水）（市民会館市民文化祭 作品展示） 【場所】男女平等推進センター 

●『まなこ』100号記念ミニトピックス展示 

【日時】平成２９年７月２４日（月）～８月７日（月） 【場所】中央図書館 

【配架本】男女平等に関するテーマの図書６３冊 

【利用】平均貸出数0.68回 最高貸出数2回 総貸出数43回、貸出のあった本の冊数33/63冊（約52%）、 

1開館日あたりの貸出冊数3.3冊 

≪100号７月発行≫ 

特集 「武蔵野市男女平等の推進に関する条例」ができました！  

【主な内容】 

・条例の基本理念紹介 

・市民とともに作りあげた「武蔵野市男女平等の推進に関する条例」 

・『まなこ』100号までのあゆみ  

○男女平等情報誌『まなこ』（ＨＰから閲覧できます） 

≪10１号12月発行≫ 

特集 どうなってるの？男性のワーク・ライフ・バランス  

【主な内容】 

・「課題は男性の働き方です」 

・男性のワーク・ライフ・バランス in むさしの 

・男女共同参画フォーラム2107 小島慶子さん講演より  

２）情報収集・発信 
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●所蔵図書 分類一覧（日本十進分類法に準拠 ＨＰから閲覧できます） 

ジャンル 分類番号 冊数 

 情報 郷土資料 
００７～０９０ 

※０２２を除く 
５１ 

 復 刻 版 0２２ １７ 

哲学 自己表現 心理 カウンセリング 生き方 宗教 １１６～１９１ １２４ 

 歴史 伝記 自伝 ２１０～２８９ ６５ 

 政治 国家 選挙 人権 地方行政 男女共同参画 戦争と平和 
３１２～３２９ １２５ 

 法律 憲法 民法 司法 国際連合 国際法 国際会議 

 経済 人口論 人口問題 会社・経営 保険 統計 社会 社会学 

  メディア 社会保障 
３３０～３６４ ７８ 

 働き方 労働 労働法 仕事 再就職 セクハラ 女性労働 
３６６ １６６ 

 ワーキングマザー 起業 

 ジェンダー 女性学 女性論 フェミニズム 女性解放 女性問題 

３６７ ７６６ 母性 世界の女性 地域女性史 女性史 男性問題 親子 家族 子ども 

中高年 結婚・離婚 性・性教育 

 社会病理 摂食障害 売買春 ＤＶ 性暴力 ３６８ １０４ 

 介護 社会保障 福祉 災害 市民活動 ３６９ ５６ 

 教育 教師 学習 社会教育 学校教育 幼児教育 家庭教育 ３７１～３７９ ６９ 

 習俗 葬送 人類学 ３８３～３８９ ５ 

４６０～４９８ ７０ 
 生命 生命科学 女性の身体 医療 女性医療 更年期 エイズ 

  病気 生殖 妊娠・出産 医師 

 環境 住居 家庭経営 下着 洋服 美容 ５１９～５９５ １１ 

 育児 ５９９ ３６ 

 テレビ 芸術 絵画 図案 写真 演劇 映画 護身術 言語 
６９９～８３３ ９３ 

 対談 辞典 

 文学評論 作家 小説 文学史 詩 戯曲 エッセイ 書簡 
９０１～ １５６ 

 手記 記録 ルポルタージュ 仏文学 

合        計                                              １９９２ 

 ※この他に子ども用図書２７４冊  

平成３０年４月現在 

●利用状況 

図書貸出冊数 ６５７冊 

貸出登録人数 １９１名 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合 計 

貸出冊数 ２２ ５ １２ 59 36 67 106 82 75 77 67 49 657 

貸出人数 １１ ３ ４ 24 14 31 50 37 35 37 31 22 299 

○図書・収集資料関連 
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〇行政資料等 

   武蔵野市刊行 各種統計・計画・調査報告書他、内閣府・都・全国各自治体・大学からの白書・事業概要・調査 

研究報告書等があります。 

〇購読雑誌 

   月刊女性情報、隔月刊女性展望、We learn、OPINION♀、婦人公論 

〇購読新聞 

ふぇみん 

〇DVD 

２９タイトル 

３)団体活動支援 

《ロッカー貸出》 

ロッカーを「武蔵野市男女平等推進団体」に貸し出しています。 29年度の利用団体は４団体でした。 

○男女平等推進団体活動補助金 

団体の活性化と市の施策を効果的に推進する為、市内の男女平等推進団体が行う男女平等社会実現に向けての研

修、調査、研究活動に対して、その経費の一部を補助（上限５万円）しています。（２９年度 ６団体 計271,724円） 

交付団体名 金額(円)  補助事業内容  

桜楓会武蔵野支部 31,798 講座「男女の二項対立を越えて ジョルジュ・サンドの自由への軌跡」 

生活クラブ グループ創 50,000 講座「大人になって初めて憲法を学ぶ人のための講座」 

婦人民主クラブ武蔵野支部 46,593 講座「家事労働を考える～女性の低賃金と貧困」 

日本の歴史と教育を考える会 50,000 
講座「現代における健康の考え方と健康長寿～男も女も生涯現役を目
指そう！～」 

境おやこひろば 50,000 親子あそび こどものおと 

むさしのジェンダー問題を考える会 43,333 講座「-じっくり女性史から考える-夫婦別姓・戸籍など家族のあり方」 

○男女平等推進団体交流会 

 【日時】 平成２９年１２月８日（金） １０：００～１３：００ 

【場所】 MIDOLINO＿ 

【定員】 ２０名 【託児】３か月以上学齢前までの子ども５名  

【ファシリテーター】 萩原 なつ子さん （立教大学社会学部 ２１世紀社会デザイン研究科 教授） 

内 容 参加人数 託児人数 

 男女平等推進団体の交流を深め情報交換の場とするため、ミニ講座とワールドカフェで

NetworkとKnotworkや男女平等の推進について実践的に学び、ランチ交流会を行いました。  
１７名 １名 

●武蔵野市男女平等推進団体（平成３０年３月現在１９団体） 

HBB（エイチビービー・Happy and Boon Buddy) 桜楓会武蔵野支部 共同参画むさしの 子どももおとなも楽しむ生活

プロジェクト（モモプロジェクト） 境おやこひろば 学校に行きづらい子どもの親のお茶の間「ジョナ」 生活クラブグ

ループ創  作ろう！みんなのジモト Wa-shoiパートナーシップ 西村会（点とマル） 日本の歴史と教育を考える会 

パシイワ武蔵野グループ ひまわりママ ひまわりも コスモスも 婦人民主クラブ武蔵野支部 まめっちょ むさしの

ジェンダー問題を考える会 無二の会 ゆう３（ゆうスリー） らっこの会 



 

 

18 

女性が暮らしの中で抱える様々な悩みについて、女性の専門相談員がお話を伺い、解決に向けて一緒に考えます。

平成２９年度より、市民活動推進課市民相談係から男女平等推進センターへと相談事業を移管しました。 

４）相談 

実施日時（毎月） 

相談時間（１回５０分） 

第１土曜日 ①午後 １時～ ②午後 ２時～ ③午後 ３時～ 

第２金曜日 ①午前 ９時～ ②午前１０時～ ③午前１１時～ 

第３月曜日 ①午後 ７時～ ②午後 ８時～  

第４火曜日 ①午後 １時～ ②午後 ２時～ ③午後 ３時～ 

≪女性総合相談≫ 

年度 回数 件数 相談員数 

平成２５（２０１３）年度 ２４ ３８ １ 

平成２６（２０１４）年度 ２４ ３８ １ 

平成２７（２０１５）年度 ２４ ３９ １ 

平成２８（２０１６）年度 ３０ ４２ １ 

平成２９（２０１７）年度 ４８ ７１ １ 

実施実績 

内容別件数 

年度 生き方 こころ からだ 家庭 暴力 人間関係 仕事 暮らし 法律 その他 計 

平成２６（２０１４）年度 １１ ８ ２ ３４ ３ ４ １ ４ ３ １ ７１ 

平成２７（２０１５）年度 １２ ７ ０ ４８ １ ０ ０ ０ ２ ０ ７０ 

平成２８（２０１６）年度 ５ ６ ２ ５４ １０ ５ １ １ ０ ７ ９１ 

平成２９（２０１７）年度 ９ ８ ２ ５３ ７ ５ ０ ３ ２ ０ ８９ 

※平成２９年の1月から3月は、市民相談係と男女平等推進センターを合わせた実施実績です。 

※平成29年1月～3月は市民相談係と男女平等推進センターを合わせた内容別件数です。 

≪むさしのにじいろ電話相談≫ 

家族や友人との関係、職場や学校のこと、性的指向・性自認に関する悩みなど。  

【日時】平成２９年１２月８日（金）・１０日（日） １６：００～２０：００ 

【相談件数】３件  
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５）調査研究 

≪武蔵野市男女平等に関する意識調査 ≫ 

調査目的 

「武蔵野市男女平等の推進に関する条例」に基づき、男女平等の推進に関する施策の総合的か

つ計画的な推進を図り、男女平等社会の実現を目指すため、平成３０年度末に策定予定の「武

蔵野市第四次男女平等推進計画」の基礎資料とする。 

調査対象 市内在住の満１８歳以上の市民 1500人 

調査期間 平成２９（２０１７）年１０月２日～１６日 

調査項目 質問項目２７問＋プロフィール６問 

調査方法 
郵送による無記名アンケート（郵送での調査票返送に加え、ウェブ調査画面にアクセスし回答す

る手段を用意） 

回収数及び回収率 ５３４人 35.6％ (回収数／配布数) 

調査結果 「武蔵野市男女平等に関する意識調査報告書」を参照。（HPに掲載あり） 

その他 報告書 200部 

≪男女平等に関する職員アンケート調査≫ 

調査目的 
男女平等に関する考え方や男女それぞれが働きやすい職場づくりに関する市職員の意識・実態

を把握し、男女平等推進計画策定及び特定事業主行動計画推進の基礎資料とする 

調査対象 特別職を除く全正規職員(派遣者、産休・育休取得者および休職者含む) 945人 

調査期間 平成２９（２０１７）年１１月２７日～１２月１１日 

調査項目 質問項目３６問＋プロフィール８問 

調査方法 

職員ポータル(内部システム)のアンケート機能を使用(無記名) 

※職員ポータルを使用できない保育園、派遣者等にはアンケート用紙を交換便で送付し、回収

を行う、派遣者、産休・育休取得者および休職者にはアンケート用紙を交換便・郵送にて送付

し、回収を行う 

回収数及び回収率 ４９３人 52.2％ (回収数／配布数) 

調査結果 「男女平等に関する職員アンケート調査報告書」を参照。 

その他 報告書 180部 



 

 

開催日 場所 主な会議内容等 

平成２９年４月２４日 市民会館 第２学習室  
年間スケジュールについて、第三次計画の推進状況に関する推進委

員会からの指摘事項について、市民意識調査の調査項目について  

平成２９年８月２２日 市民会館 会議室  
男女平等推進審議会の審議予定について、市民意識調査の調査項

目について、第三次男女共同参画計画の進捗状況の評価について  

平成２９年９月２０日 市民会館 第１学習室  
平成28年度第三次男女共同参画計画進捗状況について（基本目標

ⅠⅡ・Ⅳ）  

平成２９年１０月１６日 
武蔵野プレイス 

フォーラムＡ  

平成28年度第三次男女共同参画計画進捗状況について（基本目標

Ⅱ・Ⅲ中心）  

平成２９年１１月１３日 市民会館 第１学習室  
平成28年度第三次男女共同参画計画進捗状況について（基本目標

Ⅰ～Ⅳ総括）  

平成３０年２月９日 
男女平等推進センター

会議室  

男女平等推進審議会の審議予定について、計画策定の背景につい

て、計画の基本的な考え方と体系について、平成29年度市民意識調

査と職員意識調査について  

○男女平等推進審議会 

男女平等の推進について調査し、審議する目的で、学識経験者や公募市民12名以内で設置された審議会。 

任期：平成２９年４月１日～平成３１年３月３１日 

20 

 氏名 主な職歴・所属 区分 

 伊藤 隆子 武蔵野硝子株式会社代表取締役 事業所関係 

 大田 静香 武蔵野市助産師会会長 保健・医療 

 菅野 昭彦 公募委員（桜堤在住） 公募市民 

 木下 雅雄 武蔵野市教育委員会統括指導主事 学校教育 

◎ ● 権丈 英子 亜細亜大学副学長・経済学部教授 学識 

○ ● 小林 智子 弁護士（かえで通り法律事務所） 弁護士 

 
竹内 寿恵子 

※平成３０年２月９日から 
むさしの男女共同参画市民協議会会長 市民団体 

 
中村 敏子 

※平成３０年２月９日から 

特定非営利活動法人 女性のスペース結 

副代表理事 
相談関係 

● 
三上 義樹 

※平成３０年２月９日から 

高齢者介護総合福祉施設緑寿園 

緑寿園ケアセンター 施設長 
福祉関係 

● 
向井 一江 

※平成３０年２月８日まで 
むさしの男女共同参画市民協議会会長 市民団体 

 山田 睦美 公募委員（東町在住） 公募市民 

◎会長・○副会長・●武蔵野市男女平等に関する苦情処理委員会兼任 

敬称略・五十音順 

６）審議会等 
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開催日 場所 主な会議内容 

平成２９年５月１３日 
男女平等推進 

センター会議室  

自己紹介、委員長・副委員長の選出、今後の委員会の進め方について、セン

ターの目指すところ、次回委員会に向けて  

平成２９年６月１０日 
男女平等推進 

センター会議室 

男女性差別撤廃条約関係資料及び第三次男女共同参画計画を通じての意

見等、市民文化祭、国際ガールズデー、子育てフェスティバル、女性に対する

暴力をなくす運動の企画について  

平成２９年７月３日 
男女平等推進 

センター会議室 

男女共同参画フォーラム・その他講座等の報告、市民文化祭、国際ガールズ

デー、子育てフェスティバル、女性に対する暴力をなくす運動の企画につい

て、施策等に関する意見、図書選定について、バス研修について  

平成２９年８月２１日 
男女平等推進 

センター会議室 

市民文化祭・講座・図書購入等の報告について、団体補助金及び広報につい

て、女性に対する暴力をなくす運動の企画について、関連講座について  

平成２９年９月２８日 
男女平等推進 

センター会議室 

平成29年度下半期の講座について、平成30年度実施事業について、団体補

助金講座等について  

平成２９年１０月３０日 
男女平等推進 

センター会議室 
今後の講座予定、次年度の男女共同参画フォーラム実施体制について  

平成２９年１１月２０日 
男女平等推進 

センター会議室 

第四次計画策定にあたる当委員会の役割について、センター活動報告、来年

度の重点テーマと男女共同参画フォーラムのテーマについて  

平成２９年１２月１８日 
男女平等推進 

センター会議室 
男女共同参画フォーラムの記念講演・テーマ・公募について  

平成３０年１月２９日 
男女平等推進 

センター会議室 

男女共同参画フォーラムについて、次年度センター活動・重点領域３つについ

て 

平成３０年３月６日 
男女平等推進 

センター会議室 
男女共同参画フォーラムについて、次年度重点領域について  

○武蔵野市立男女平等推進センター企画運営委員会 

男女平等推進センターの運営に関して、地域から広く意見を求め、男女平等推進事業を推進するため、関係団体推

薦者や公募市民等の10名で設置。（平成29年度～） 

 名前  

◎ 大島 登志子 生活クラブグループ創 

 大野 真理子 公募市民 

 小西 美穂子 境おやこ広場 

 高坂 祐里子 婦人民主クラブ武蔵野支部 

 竹内 寿恵子 桜楓会武蔵野支部 

○ 中西 信介 公募市民 

 久富 明美 公募市民 

 二子石 薫 むさしのジェンダー問題を考える会 

 石井 由紀 センター職員 

 土屋 直子 センター職員 

敬称略 

◎委員長・○副委員長 



 

 

Ⅲ．資料 

●武蔵野市男女平等の推進に関する条例 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条―第８条） 

 第２章 男女平等の推進に関する基本的施策（第９条―第21条） 

 第３章 男女平等推進審議会（第22条） 

 第４章 男女平等に関する施策等に係る苦情の処理（第23条・第24条） 

 第５章 雑則（第25条） 

 付則 

我が国においては、個人の尊重と法の下の平等が日本国憲法でうたわれ、「女子に対するあらゆる形態の

差別の撤廃に関する条約」に基づく国際社会における取組とも連動しつつ、男女平等の実現に向けた様々な

取組が進められてきた。なかでも、男女共同参画社会基本法においては、男女共同参画社会の実現が21世紀

の最重要課題と位置づけられている。 

本市においても、昭和60年に婦人問題懇談会を設置し、以来「武蔵野市女性行動計画」をはじめ数次にわ

たる男女共同参画計画を策定し、総合的かつ計画的に男女平等を推進するための施策に取り組んできた。 

また、都市文化や市民活動及び事業活動の持ち味を生かし、一人ひとりを大切にした自治と連携のまちづ

くりを推進してきた。なかでも、昭和50年代における吉祥寺の環境浄化運動のさきがけとなる活動、平成10

年以降の男女共同参画を推進する拠点施設の運営などにおいて、女性が積極的な役割を担ってきた経緯があ

る。 

しかしながら、今なお、性別等による固定的な役割分担の意識、当該役割分担が反映された社会的慣行、

性別等に起因する暴力、政策等への参画格差、賃金格差、教育格差等、多くの課題が残されている。少子高

齢化、グローバル化、情報化などの変化が加速度的に進み、生き方や働き方が多様化する現代社会にあっ

て、こうした課題は、生きがいを実感できる社会や活力ある社会の構築を阻害する要因となるものであり、

課題解決のためには、教育や学習を含めた男女平等を推進するための様々な取組が必要である。 

全ての人が、互いの人権を尊重し、多様な性の在り方に関する理解を深めることで、性別等にかかわりな

く、それぞれの個性と能力を十分に発揮できる男女平等社会を実現し、次世代につないでいくため、この条

例を制定する。 
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○男女平等庁内推進会議 

男女平等推進計画を推進するとともに、庁内関係部課相互間の事務の緊密な連携を図ることを目的とする。 

開催日 場所 主な会議内容 

平成２９年６月２３日 

（幹事会） 
８１３会議室 

①委員会・審議会等への女性の参画状況調査の報告について 

②第三次男女共同参画計画の推進状況調査の報告について 

③男女平等に関する施策等に係る苦情の申し立てについて 

④その他（男女平等推進センターの今年度の取組等について、行政書式における

性別記載欄の状況について）  

平成２９年７月６日

（推進会議） 
４１３会議室  

①男女平等庁内推進会議幹事会の報告について 

②委員会・審議会等への女性の参画状況調査の報告について 

③第三次男女共同参画計画の推進状況調査の報告について 

④男女平等に関する施策等に係る苦情の申し立てについて 

⑤その他（男女平等推進センターの今年度の取組等について、行政書式における

性別記載欄の状況について）  



 

 

   第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女平等の推進について、基本理念を定め、武蔵野市（以下「市」という。）、市民及

び事業者等の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本的事項を定めることにより、男女平等の推進に

関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって男女平等社会を実現することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (1) 性別等 男女の別だけではない多様な性の在り方（性自認（自らの性別に関する認識をいう。）及び性

的指向（恋愛感情又は性的な関心がいずれの性別に向かうかの指向をいう。）を含む。）をいう。 

 (2) 男女平等 全ての人が、性別等にかかわりなく、その人権を尊重しつつ、社会の対等な構成員として、

自らの意思によって、あらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって平等に政治的、経

済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、責任を分かち合うことができることをい

う。 

 (3) 市民 市内に住所を有し、市内の学校に在学し、市内の事務所若しくは事業所に勤務し、又は市内にお

いて活動する個人をいう。 

 (4) 事業者等 営利と非営利とを問わず、市内において活動を行う法人その他の団体及び市内において事業

活動を行う個人をいう。 

 (5) 性別等による差別的取扱い 次に掲げる取扱いをいう。 

  ア 性別等を理由とする直接的かつ不合理な取扱い 

  イ 直接に差別的な条件、待遇差等を設けていないが、性別等による著しい不利益を被るおそれがある基

準、慣行等を適用する取扱い 

 (6) 親密な関係における暴力等 次に掲げる行為をいう。 

  ア ドメスティック・バイオレンス（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13

年法律第31号）第１条第１項に規定する配偶者からの暴力及び交際の相手方その他親密な関係にあ

り、若しくは親密な関係にあった者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃であって生命

又は身体に危害を及ぼすものをいう。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。） 

  イ ストーカー行為（ストーカー行為等の規制等に関する法律（平成12年法律第81号）第２条第３項に規

定するストーカー行為をいう。） 

 (7) 性に関するハラスメント 相手の意思に反する性的な発言、行動等が、相手又は周囲の者に対し不快感

を与え、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又は脅威を与えることをいう。 

 (8) リプロダクティブ・ヘルス 人間の生殖システム並びにその機能及び活動過程の全ての側面において、

単に疾病又は障害がないだけでなく、身体的、精神的及び社会的に完全に良好な状態であることをい

う。 

 (9) セクシュアル・ライツ 性に関することを自ら管理し、自由に、かつ、責任をもって決定でき、そのた

めの情報及び手段を得ることができる基本的権利をいう。 

 (10) メディア・リテラシー 新聞、テレビ、インターネットその他のメディアが伝える様々な情報を批判的

に読み解き、主体的に取捨選択して活用する能力及び当該メディアを適切に選択して自ら情報を発信す

る能力をいう。 

 (11) ポジティブ・アクション 性別等による格差を改善し、実質的な男女平等社会を実現するための積極的

な措置をいう。 

（基本理念） 

第３条 市、市民及び事業者等は、次に掲げる基本理念（以下「基本理念」という。）に基づいて、男女平等

社会の実現に向けた取組を推進するものとする。 

 (1) 全ての人が、性犯罪、親密な関係における暴力等その他の性別等に起因する暴力（以下単に「性別等に

起因する暴力」という。）、性別等による差別的取扱い、性に関するハラスメントその他の性別等に起

因する人権侵害（以下単に「性別等に起因する人権侵害」という。）を受けることなく、個人として尊

23 



 

 

重されること。 

 (2) 全ての人が、性別等による固定的な役割分担の意識並びに当該役割分担が反映された社会的な制度及び

慣行にとらわれることなく、個人の能力及び個性を発揮し、自らの意思と責任により多様な生き方を選

択できること。 

 (3) 全ての人が、性別等にかかわらず、社会の平等な構成員として、あらゆる分野における活動方針の立案

及び決定への平等な参画を確保されること。 

 (4) 全ての人が、性別等にかかわらず、それぞれの協力及び社会の支援の下に、家庭生活における活動と地

域及び仕事の場における活動との調和のとれた生活を営むことができること。 

 (5) 全ての人が、それぞれの性を理解し、及び尊重し合うとともに、リプロダクティブ・ヘルスに関する権

利及びセクシュアル・ライツを認め合い、生涯にわたり健康な生活を営むことができること。 

 (6) 全ての人が、国際社会及び国内における男女平等に係る取組を積極的に理解し、推進することができる

こと。 

 (7) 性別等に起因する困難を有する者だけでなく、知的又は精神的な障害があること等に加えて当該困難を

有することで複合的に困難な状況にある者への支援が行われるとともに、これらの者が安心して暮らせ

る環境の整備に向けた取組が行われること。 

 (8) 保育、幼児教育、学校教育、生涯学習その他のあらゆる教育及び学習の場において、男女平等社会を支

える意識及び態度の形成に向けた取組が行われること。 

 

（市の責務） 

第４条 市は、基本理念に基づき、男女平等を推進する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な措置

を講ずるものとする。 

２ 市は、男女平等の推進にあたっては、国及び他の地方公共団体と連携を図るとともに、市民及び事業者等

と協働するものとする。 

３ 市は、率先して男女平等の推進に取り組むとともに、市民及び事業者等の模範となるよう努めるものとす

る。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念に基づき、男女平等に対する理解を深め、家庭、学校、地域、仕事の場その他の社

会のあらゆる場において、男女平等を積極的に推進するよう努めるものとする。 

２ 市民は、市が実施する男女平等を推進する施策に協力するよう努めるものとする。 

（事業者等の責務） 

第６条 事業者等は、基本理念に基づき、その活動において男女平等を積極的に推進するよう努めるものとす

る。 

２ 事業者等は、市が実施する男女平等を推進する施策に協力するよう努めるものとする。 

（禁止事項） 

第７条 市及び事業者等は、その事業及び活動において性別等による差別的取扱いを行い、又はその職場等に

おいて性に関するハラスメントを行わせてはならない。 

２ 市民は、性別等に起因する人権侵害を行ってはならない。 

（公表される情報への配慮等） 

第８条 市、市民及び事業者等は、情報を公表する際には、性別等による差別的取扱い若しくは性別等による

固定的な役割分担の意識を助長し、若しくは是認させ、又は性別等に起因する暴力を誘発することのないよ

う配慮するものとする。 

   第２章 男女平等の推進に関する基本的施策 

（男女平等推進計画の策定） 

第９条 市長は、男女平等を推進する施策を総合的かつ計画的に実施するため、武蔵野市男女平等推進計画

24 



 

 

（男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号）第14条第３項の規定により市が策定する計画をいう。

以下「推進計画」という。）を策定するものとする。 

２ 市長は、推進計画の策定又は変更にあたっては、武蔵野市男女平等推進審議会（以下「審議会」とい

う。）に諮問するものとする。 

３ 市長は、推進計画の策定又は変更にあたっては、市民及び事業者等の意見を反映することができるよう、

適切な措置をとるものとする。 

４ 市長は、推進計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。 

（推進計画の年次報告） 

第10条 市長は、推進計画の実施状況について、年次報告を作成し、審議会の評価及び意見を添えて、これを

公表するものとする。 

（推進体制等） 

第11条 市は、男女平等を推進する施策を総合的かつ計画的に実施するため、必要な体制を整備するととも

に、財政上の措置を講ずるものとする。 

第12条 市は、武蔵野市立男女平等推進センター条例（平成27年12月武蔵野市条例第63号）第１条に規定する

武蔵野市立男女平等推進センター（以下「センター」という。）を、男女平等を推進するための拠点とす

る。 

２ 市は、センターにおいて、男女平等に関する相談への対応を行うほか、男女平等を推進するための事業を

行うものとする。 

３ 市は、センターのほか、男女平等に関する相談のうち、性別等に起因する暴力に関するものを受けるため

の窓口を設置する。 

４ 市は、前２項に規定する相談を受けたときは、必要に応じて関係機関と連携し、適切な措置を講ずるもの

とする。 

（調査研究） 

第13条 市は、男女平等を推進する施策の策定及び変更に必要な調査研究を行うものとする。 

（啓発、普及及び広報） 

第14条 市は、市民及び事業者等に対して、男女平等の推進に必要な啓発、普及及び広報活動を実施するもの

とする。 

２ 市は、市民及び事業者等に対して、男女平等に関して、メディア・リテラシーの向上が図られるよう、必

要な支援を行うものとする。 

（市民及び事業者等の活動に対する支援） 

第15条 市は、男女平等の推進に関する活動を行う市民及び事業者等に対し、情報提供その他の必要な支援を

行うものとする。 

（性別等に起因する暴力の根絶及び被害者への支援） 

第16条 市は、家庭、学校、地域、仕事の場その他の社会のあらゆる場における性別等に起因する暴力の根絶

に向けて必要な措置を講ずるとともに、性別等に起因する暴力により被害を受けた者に対し、必要な支援を

行うものとする。 

（家庭生活と社会生活との調和） 

第17条 市は、全ての人が、性別等にかかわらず、家庭生活における活動と地域及び仕事の場における活動と

の調和のとれた生活を営みながら、多様な生き方を選択し、実現できるよう必要な支援を行うものとする。 

（セクシュアル・ライツへの配慮及びリプロダクティブ・ヘルスに関する支援） 

第18条 市は、市民のセクシュアル・ライツに配慮するとともに、市民が生涯を通じてリプロダクティブ・ヘ

ルスを実現し、かつ、保持できるよう、教育、啓発その他の必要な支援を行うものとする。 

（教育及び学習に携わる者に対する支援） 

第19条 市は、保育、幼児教育、学校教育、生涯学習その他のあらゆる教育及び学習の場において、男女平等
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 社会を支える意識及び態度の形成に向けた取組が行われるよう、当該教育及び学習に携わる者に対し必要な

支援を行うものとする。 

（防災施策における男女平等の推進） 

第20条 市は、防災、災害対応、復興その他の災害に関するあらゆる局面において、男女平等の視点が確保さ

れるよう必要な措置を講ずるものとする。 

（ポジティブ・アクション） 

第21条 市は、第14条から前条までに定めるもののほか、社会のあらゆる分野における活動において、性別等

による格差が生じていると認められる場合には、ポジティブ・アクションを講ずるよう努めるものとする。 

   第３章 男女平等推進審議会 

第22条 男女平等の推進について調査し、及び審議するため、審議会を設置する。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、及び答申する。 

 (1) 推進計画の策定及び変更に関すること。 

 (2) 推進計画の実施状況の評価に関すること。 

 (3) 市が実施する男女平等の推進に関する施策又は男女平等の推進に影響を及ぼすと認められる施策につい

ての苦情（以下「苦情」という。）の処理の在り方に関すること。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、男女平等の推進に関すること。 

３ 審議会は、前項各号に掲げるもののほか、男女平等の推進のため必要があると認める事項について、市長

に意見を述べることができる。 

４ 審議会は、男女平等の推進に関して優れた識見を有する者及び公募による市民のうちから、市長が委嘱す

る委員12人以内をもって組織する。 

５ 審議会の委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げな

い。 

６ 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

７ 審議会の委員の報酬及び費用弁償は、武蔵野市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和36年２

月武蔵野市条例第７号）に定めるところによる。 

８ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。 

   第４章 男女平等に関する施策等に係る苦情の処理 

（苦情の申立て） 

第23条 市民及び事業者等は、市に対して、苦情を申し立てることができる。 

２ 苦情の申立ての窓口は、センターに置く。 

３ 市は、苦情について、公正かつ適切に対応するものとする。 

４ 前３項に定めるもののほか、苦情の申立てに関して必要な事項は、規則で定める。 

（苦情処理委員会） 

第24条 苦情について、公正かつ適切に対応するため、武蔵野市男女平等に関する苦情処理委員会（以下「苦

情処理委員会」という。）を設置する。 

２ 苦情処理委員会は、審議会の委員の中から市長が別に委嘱する委員３人以内をもって組織する。 

３ 苦情処理委員会の委員の任期は、審議会の委員の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 苦情処理委員会は、苦情の申立てに係る市の施策を実施する機関に対し、資料の提出及び説明を求め、必

要があると認めるときは是正その他の措置を講じるよう意見を述べることができる。 

５ 苦情処理委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とす

る。 

６ 苦情処理委員会の委員の報酬及び費用弁償は、武蔵野市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例に定
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平成９年５月９日要綱第21号 

改正 

平成15年４月１日 

平成26年４月１日要綱第17号 

平成27年４月10日要綱第92号 

平成28年３月２日要綱第29号 

平成29年４月１日要綱第40号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、男女平等社会の実現に向けて活動する男女平等推進団体（以下「団体」とい
う。）の登録について必要な事項を定めるものとする。 

（団体登録の基準） 

第２条 団体の登録に必要な基準は、次のとおりとする。 

(１) 男女平等社会の実現に向けての活動を主たる目的として、継続的かつ計画的に活動する団体
（次の行為を行うものを除く。）であること。 

ア 営利を目的とした行為又は当該行為を援助する行為 

イ 特定の政党、宗教又は教団を支援する行為 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定
する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になる
行為 

(２) 団体の組織及び運営に関し、次の要件を備えていること。 

ア 団体の構成人員が５人以上で、原則として構成員の２分の１以上が武蔵野市内に在住し、在勤
し又は在学していること。 

イ 団体の主たる活動の場が武蔵野市内であり、かつ、活動の本拠としての事務所を武蔵野市内に
有すること。 

ウ 団体の組織及び活動のための規約を有すること。 

（登録の申請） 

第３条 登録を希望する団体は、武蔵野市男女平等推進団体登録申請書（第１号様式）に団体の規約を
添えて市長に提出しなければならない。 

めるところによる。 

７ 前各項に定めるもののほか、苦情処理委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。 

   第５章 雑則 

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に存する男女共同参画社会基本法第14条第３項の規定により策定された武蔵野市男

女共同参画計画は、第９条第１項の規定により策定される推進計画となり、同一性をもって存続するものと

する。 

（様式 略） 
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（登録の認定） 

第４条 市長は、前条の申請に基づき、第２条に規定する基準に適合すると認めたときは、団体として
名簿に登録し、文書をもって当該団体に通知する。 

（名簿の公開） 

第５条 前条の規定により調製された名簿は、その写しを公開する。 

（登録の継続及び抹消） 

第６条 登録の継続又は抹消を希望する団体は、毎年４月末日までに武蔵野市男女平等推進団体登録継
続（抹消）届（第２号様式）を市長に提出しなければならない。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成９年５月９日から施行する。 

付 則（平成15年４月１日） 

この要綱は、平成15年４月１日から施行する。 

付 則（平成26年４月１日要綱第17号） 

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

付 則（平成27年４月10日要綱第92号） 

この要綱は、平成27年４月10日から施行する。 

付 則（平成28年３月２日要綱第29号） 

この要綱は、平成28年３月２日から施行する。 

付 則（平成29年４月１日要綱第40号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の武蔵野市男女共同参画推進団体登録要綱第４条の規定により認定された男女共同参画推進
団体は、改正後の武蔵野市男女平等推進団体登録要綱第４条の規定により認定する男女平等推進団体
となり、同一性をもって存続するものとする。 

第１号様式（第３条関係） 



 

 

●沿革 

＜むさしのヒューマン・ネットワークセンター開設まで＞ 

昭和60年４月 婦人行動計画関連事項の担当が市民活動課に決定 

昭和60年10月～61年12月  婦人問題懇談会（第一期）設置 

昭和61年12月 婦人問題懇談会（第一期）報告書提出 

昭和62年 市役所各課での提言への取り組みの検討（現状、問題点、実施方法など） 

昭和62年９月 婦人問題に関する意識調査実施 

昭和62年６月～63年９月 婦人問題懇談会（第二期）設置 

平成１年４月    児童婦人部児童婦人室婦人問題担当設置 

平成１年10月 婦人問題関係者会議開催 

平成２年５月 婦人関係施策について「市長と語る会」開催 

平成２年９月 『武蔵野市女性行動計画』策定 

平成３年２月 平成２年度女性関係行政推進会議開催 

平成３年２月 女性行動計画推進市民会議発足（第一期） 

平成４年３月 女性行動計画推進市民会議報告書提出（第一期） 

平成４年５月 平成４年度女性関係行政推進会議開催 

平成４年７月 女性行動計画推進市民会議発足（第二期） 

平成５年２月 武蔵野市女性問題に関する意識調査 

平成５年９月 女性行動計画推進市民会議報告書提出（第二期） 

平成６年３月 「むさしのヒューマン・プラザ」（仮称）基本構想検討委員会発足 

平成６年５月 平成６年度女性関係行政推進会議開催 

平成８年３月 「むさしのヒューマン・プラザ」（仮称）基本構想検討委員会報告書提出 

平成８年５月 平成８年度女性関係行政推進会議 

平成８年７月 女性行動計画推進市民会議発足（第三期） 

平成９年１月 武蔵野市男女共同参画に関する意識調査実施 

平成９年５月 平成９年度第１回女性関係行政推進会議 

平成９年10月 女性行動計画推進市民会議報告書提出（第三期） 

平成９年12月 平成９年度第２回女性関係行政推進会議 

平成10年３月 『武蔵野市第二次女性行動計画』策定 

平成10年５月 平成10年度第１回女性関係行政推進会議 

平成10年６月 女性行動計画推進市民会議発足（第四期） 

平成10年11月 
むさしのヒューマン・ネットワークセンター開設(管理及び運営をむさしのヒューマン・ネットワー

クセンター運営協議会に委託) 
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＜センター開設後＞ 

平成11年３月 「むさしのヒューマン・ネットワークセンターだより」創刊（運営協議会） 

平成13年５月 ホームページ開設（運営協議会） 

平成13年～14年 第五期武蔵野市女性行動計画推進市民会議設置 

平成14年８月 武蔵野市男女共同参画に関する意識調査実施 

平成15年１月 武蔵野市女性行動計画推進市民会議報告書（第五期）提出 

平成16年４月  『武蔵野市男女共同参画計画』策定 

平成17年８月 武蔵野市男女共同参画推進会議開催 

平成18年８月 武蔵野市男女共同参画推進会議開催 

平成19年８月～20年10月 武蔵野市男女共同参画推進市民会議設置 

平成20年７月 武蔵野市男女共同参画に関する意識調査実施 

平成20年１１月 武蔵野市男女共同参画推進市民会議報告書提出 

平成21年３月  『武蔵野市第二次男女共同参画計画』（平成21年～25年）策定 

平成21年４月 センター長配置 

平成21年５月 「条例を考える会」自主勉強会発足（運営協議会） 

平成21年５月 「センターのこれからを考える会」自主勉強会発足（運営協議会） 

平成21年７月 「センターだより」を「そよ風」に名称変更（運営協議会） 

平成21年９月～22年９月 武蔵野市男女共同参画推進市民会議（第二期）設置 

平成22年４月 会議室利用の団体登録制実施（運営協議会） 

平成22年７月 「協議会のあり方を考える検討会」自主勉強会発足（運営協議会） 

平成22年11月 「新センターを検討する会」発足（運営協議会） 

平成22年11月 武蔵野市男女共同参画推進市民会議（第二期）意見書提出 

平成23年９月～24年３月 武蔵野市男女共同参画推進市民会議（第三期）設置 

平成24年４月 武蔵野市直営に移行 

平成24年10月 武蔵野市男女共同参画推進委員会設置 

平成24年11月 武蔵野市男女共同参画に関する市民意識調査実施 

平成25年２月 武蔵野市男女共同参画に関する職員意識調査実施 

平成25年６月 男女共同参画フォーラム実施（第１回） 

平成26年３月 
『武蔵野市配偶者暴力対策基本計画』を包含した『武蔵野市第三次男女共同参画計画』（平成

26年～30年）を策定 

平成26年10月 平成26年度武蔵野市男女共同参画推進委員会設置(全４回) 

平成27年10月 平成27年度武蔵野市男女共同参画推進委員会設置(全５回) 

平成27年11月 武蔵野市男女共同参画基本条例（仮称）検討委員会設置(全12回) 
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平成27年12月 武蔵野市立男女共同参画推進センター条例制定 

平成28年10月 市民会館1階へ移転 名称を「武蔵野市立男女共同参画推進センター ヒューマンあい」に変更 

平成28年11月 平成27年度武蔵野市男女共同参画推進委員会設置(全４回) 

平成29年１月 女性総合相談開始 

平成29年３月 男女共同参画センター ヒューマンあいだより そよ風」最終号（Vol.56) 

平成29年４月 「武蔵野市男女平等の推進に関する条例」施行 

平成29年４月 武蔵野市男女平等推進審議会設置 

平成29年４月 「武蔵野市立男女平等推進センター ヒューマンあい」に名称変更 

平成29年10月 武蔵野市男女平等に関する市民意識調査実施 

平成29年11月 武蔵野市男女平等に関する職員アンケート調査実施 

平成29年12月 むさしのにじいろ電話相談（臨時）実施 
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● 所在地案内 

ＪＲ中央線・西武多摩川線「武蔵境」駅下車 

nonowa口より徒歩５分 

市民会館 １階 

武蔵野市立男女平等推進 

センター(市民会館１階) 

スイングビル 

す
き
っ
ぷ
通
り 

東小金井 三鷹 

アジア大学通り 

  

武蔵境駅 

武蔵野 

プレイス 

武蔵境市政センター 
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