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男女平等に関する図書約2,000冊 

男女平等に関する
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 

施設名 定員 設備と機能 

①情報コーナー  男女平等推進関連図書、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・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出来ます。  

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。 

⑤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。 

⑥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。  

＊①～④はどなたでも利用できます。⑤⑥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 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  男女平等社会のを実現を目指す武蔵野市の拠点施設として、情報発信・学習・交流の促進を行いま

す。 

開設年月日  １９９８（平成１０）年１１月１日 

移転年月日  ２０１６（平成２８）年１０月１日 

占 有 面 積  １５９㎡ 



 

 

３．施設利用状況 

（１）平成30年度月別利用人数 

 

(２）平成30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 175 308 237 372 354 397 418 436 294 352 484 256 4083 

情報交流コーナー 104 110 149 173 141 141 172 135 119 120 119 83 1566 

合    計 279 418 386 545 495 538 590 571 413 472 603 339 5649 

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 26 26 27 26 26 27 25 24 24 24 27 308 

●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 
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。30年度は４団

体でした。  

利用規定 



 

 

１．平成３０年度実施事業一覧 

Ⅱ．事業概要 

11日(金） 11(月） 21日(土） 4日（土） 30日（日）

12日(土）

15日(火）
転妻カフェinむさしの

16日(土)～24日(日) 4日（土）・6日（月）

≪パネル展示≫
4日（月）～15日（金）

市役所ロビー
18日(日)～24日(日)

武蔵野プレイス

10日(木） 25(月） 1日（水） 13日（木）

103号発行

9日(月） 18日（金） 26日（火） 23日（月） 7日（金）
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

27日（金）
新刊図書展示

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月事業名

講座

「その恋本当に大丈
夫？」デートDV出前
講座＠成蹊大学

イベント
等

事務関係

まなこ

男女平等
推進審議会②

男女平等
推進審議会

男女平等推
進センター
企画運営委

員会

男女平等
推進審議会①

インターンシップの
受入

男女平等
推進審議会③

男女平等
推進審議会④

第1回シングルマ
ザー座談会

人生100年時代。
女性のためのマネー
とライフのプラン

男女共同参画
フォーラム 武蔵野
プレイス・スイング
ホール・市民会館

思春期の男の子を
育てるお母さんへ ど
うなってるの？思春
期男子のココロとカ
ラダ

夜活★むさしのメ
ディア塾vol.2メディ
ア報道を読み解く

春のシネマ・カフェ
「ライオン～25年目
のただいま」



 

 

14(日） 17日（土） 9 日(日） 5日(火）

20(土） 15日（土）
9日（土）・16日(土）

19日（火）・26日(火）

10日（日）

12日（金）～17日（水） 9日（日）・11日（火） 12日（火）
男女平等推進団体
研修・交流会

16日（金）～19日(月) 20日（木）
27日（土）・28日（日） 武蔵野プレイス

20日(火)～25日(日)

市民会館
26日(月)～30日(金)

27日（土） 市役所ロビー
≪関連図書展示≫
1日(木)～30日（金）

22日（木）

12日（金） 5日（月） 20日（木） 30日（水）
市民意見交換会
(武蔵野プレイス）

104号発行 105号発行

22日（月） 26日（月） 17日（月） 22日（火） 12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

12日（金）～17日（水） 29日（木） 8日(金）～
消防訓練 テーマ別図書展示

23日(土）～
図書整理

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

子育ても自分の生
き方も！ママのため
のライフキャリア講
座

子育ても自分の生
き方も！ママのため
のライフキャリア講
座

家族のカタチ　これ
までとこれから～共
働きがつらいのは、
なぜ？

ハタラクカイギ2019
子どもの隣で『仕事
をする』という選択
肢

1日・8日・15日・22
日（全て金曜日）

3月10月

児童虐待から考え
る“家族幻想”が追
いつめるもの

11月 12月 1月 2月

知っておきたい法知
識 離婚調停のABC

センター紹介パネル
展示
市民会館文化祭

武蔵野市第四次男
女平等推進計画
(案)
市民意見交換会

男女平等
推進審議会⑤

むさしのにじいろ
電話相談

男女平等
推進審議会⑥

東京ウィメンズプラ
ザフォーラムパネル
展示

子育てフェスティバ
ル
センター紹介コー
ナーとミニ講座「パ
ンツデビュー、その
前に！」

源氏物語を読む
物語を流れる主旋
律「紫のゆかり」とは

男女平等
推進審議会⑦

第2回シングルマ
ザー座談会

映画「カランコエの
花」上映会とトークカ
フェ

職員研修　女性職
員の活躍推進に関
する講演会

「家族、子育て、そし
て仕事」

市民会館文化祭
図書展示

武蔵野プレイスギャ
ラリー・中央図書
館・吉祥寺図書館

女性に対する暴力を
なくす運動パネル展



 

 

２．男女平等推進施策 

○武蔵野市第四次男女平等推進計画 期間：令和元（２０１９）年度から令和５（２０２３）年度 

「すべての人が、互いに人権を尊重し性別等にかかわりなくいきいきと暮らせるまちづくり」 

本市では、平成29(2017)年３月に施行した「武蔵野市男女平等の推進に関する条例」に基づき、武蔵野市男女平等

推進審議会が男女平等施策の推進状況評価を行うことにより、課題を明らかにしながら事業を推進してきました。しか

し、社会慣行や政治の場などにおける男女の不平等感を感じている人は依然として多く、性別役割分担意識や男女間

の賃金格差などの問題が根強く残っています。 

このことから、「すべての人が、互いの人権を尊重し、性別等にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮して、生

涯にわたり、いきいきと暮らせるまち」の実現を目指し、男女平等推進施策を総合的かつ計画的に実施するため、第四

次男女平等推進計画を策定しました。 

▲ＨＰから閲覧できます。 



 

 

開催日 場所 主な会議内容等 

平成３０年５月１０日 
男女平等推進 

センター会議室 

第四次男女平等推進計画について(計画策定のスケジュールと計画の

体系、武蔵野市の現状、新基本目標Ⅰ・Ⅳ) 

平成３０年６月２５日 市民会館 第１学習室  
第四次男女平等推進計画について(新基本目標Ⅱ)、平成29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）、 

平成３０年８月１日 
男女平等推進 

センター会議室   
第四次男女平等推進計画について(新基本目標Ⅲ)、平成29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） 

平成３０年９月１３日 
武蔵野プレイス 

フォーラム  
第四次男女平等推進計画 提言書(骨子案)について、平成29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） 

平成３０年１０月１２日 
武蔵野プレイス 

フォーラム  
第四次男女平等推進計画 提言書(案)について、平成29年度第三次
男女共同参画計画進捗状況について 

平成３０年１１月５日 市民会館 第１学習室 
第四次男女平等推進計画 提言書(案)について、平成29年度第三次
男女共同参画計画進捗状況について 

平成３１年１月３０日 
男女平等推進 

センター会議室 
第四次男女平等推進計画(案)について、パブリックコメント・市民意見
交換会について 

○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 

 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 （Ｈ３０年３月３１日まで） 武蔵野市教育委員会統括指導主事 学校教育 

 小澤 泰斗 (H３０年４月１日から) 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 (H３０年２月９日から) むさしの男女平等推進市民協議会会長 市民団体 

 中村 敏子 (H３０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 (H３０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 (H３０年２月８日まで) むさしの男女平等推進市民協議会会長 市民団体 

 山田 睦美 公募委員（東町在住） 公募市民 

敬称略・五十音順 

◎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 



 

 

◆デートＤＶ出前講座「その恋本当に大丈夫？」（成蹊大学・武蔵野市共催） 

【日時】平成３０年６月１１日（月） １６：４０～１８：１０ 

【場所】成蹊大学 ３号館 ３０３教室 

【定員】１００名   

【講師】西山 さつきさん （ＮＰＯ法人レジリエンス 副代表) 

内 容 参加人数 託児人数 

 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

を築いていく道を探ります。  

７０名 なし 

◆夜活★むさしのメディア塾 Ｖｏｌ．２ メディア報道を読み解く 

【日時】平成３０年５月１１日（金） １９：００～２１：００ 

【場所】武蔵野プレイス フォーラム 

【定員】３５名  【託児】３か月以上未就学児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） 

内 容 参加人数 託児 

何気なく見ているニュース番組「あれ？」と思うことはありませんか？メディア報道を通して日

本のメディアが抱えている問題を検討し、主体的にメディアを読み解く力をつけていきます。   

前半で田中さんの講義、後半でワークショップとディスカッションを行いました。 

２１名 １名 

◆転妻カフェＩＮむさしの～転妻カフェしませんか？～ 

【日時】平成３０年５月１５日（火） １０：００～１１：３０ 

【場所】ＭＩＤＯＬＩＮＯ＿（緑町１－５－２０第一根岸ビル１Ｆ） 

【定員】１５名 【対象】パートナーの転勤によって武蔵野エリアに転入した方もしくは、これから転勤を控えている方  

【託児】３か月以上未就学児まで５名 【参加費】３００円（茶菓子代） 

内 容 参加人数 託児 

 転勤などパートナーの仕事の都合で新しく武蔵野エリアに住むことになった人たちの暮らしが

より良いものになるように、楽しくお茶しながら交流し、語り合う場を設けました。自分自身のこと

や子どもの学校のこと、新しい街のこと、今一番知りたいこと、困っていることなど、市内グリー

ンパーク商店街にあるカフェ、ＭＩＤＯＬＩＮＯ＿で語り合いました。 

１３名 4名 

内 容 参加人数 託児人数 

 ２５年間迷子だった男が、Google Earthで起こした奇跡とはー？世界が驚愕した感動の実話！

２５年の時間と１万キロの距離を超えた家族の愛と絆の物語の上映。 
５０名 １２名 

◆春のシネマ・カフェ「LION / ライオン～２５年目のただいま」 

【日時】平成３０年５月１２日（金） １０：００～１２：３０ 

【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 

○武蔵野市立男女平等推進センター 主催事業 



 

 

◆ どうなってるの？思春期男子のココロとカラダ 

【日時】平成３０年８月４日（土） １４：００～１５：３０ 

【場所】武蔵野プレイス ４階フォーラム 

【対象】小学５年生～中学生の男子の保護者または関心のある方                                     

【定員】５０名  【託児】６か月～学齢前まで５名                                                                                    

【講師】大田 静香さん(助産師 武蔵野市助産師会会長） 

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。 

４名 ２名 

◆ 人生100年時代。女性のためのマネーとライフのプラン 

【日時】平成３０年９月３０日（日） １４：００～１６：００ 

【場所】武蔵野市立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（ファイナンシャル・プランナー ＮＰＯ法人しんぐるまざぁず・ふぉーらむ理事） 

内 容 参加人数 託児人数 

 “運命をどう受けとめるかー” 

千年の時を経て今も輝き続ける『源氏物語』。「紫のゆかり」の女君、桐壷の更衣、藤壺、紫の

上、女三宮、その運命との向き合い方を通して、今も変わらぬ女性の生き方に思いを致す。 

新しい視点の源氏物語講座です。 

43名 なし 

◆ 源氏物語を読む～物語を流れる主旋律「紫のゆかり」とは～(第34回市民会館文化祭） 

【日時】平成３０年１０月１４日（日） １０：００～１２：００ 

【場所】武蔵野市立男女平等推進センター 会議室 

【定員】４０名   

【講師】竹内 寿恵子さん（元高校国語科教諭） 

◆ 第１回！シングルマザー座談会に来ませんか？ 

【日時】平成３０年７月２１日（土） １０：００～１２：００ 

【場所】武蔵野市立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 

【共催】子ども家庭支援センター 

内 容 参加人数 託児 

母と息子。異性であるが故に分からない事はありませんか？医療と性教育の現場で働く現役

の助産婦、大田静香さんに思春期男子の今について語っていただきました。 
５１名 １名 

内 容 参加人数 託児人数 

 いくつになっても、いつか一人になっても、充実した自分らしい暮らしを紡いでいきたい。そん

な女性のためのマネーとライフの計画と今からできる準備の講座。年金や介護、相続について

も考えます。 

３１名 ３名 



 

 

◆ 知っておきたい法知識～離婚調停のＡＢＣ（反ＤＶ週間事業 14ページ参照） 

【日時】平成３０年１１月１７日（土） １４：００～１６：００ 

【場所】武蔵野市立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】露木 肇子さん（多摩総合法律事務所弁護士） 

内 容 参加人数 託児人数 

 離婚する際「話し合いが成立しない」「親権をめぐって争いがある」などの理由で、家庭裁判所

で調停や裁判をして解決するケースが増えています。これらは、本来、解決のための手段で

す。基本的な知識をつけ、いざという時に備える講座。弁護士さんによる実際のケース分析を

通して、解決に向けた視点も学びました。 

１６名 ５名 

◆ 児童虐待から考える～“家族幻想”が追いつめるもの 

【日時】平成３０年１０月２０日（土） １４：００～１６：００ 

【場所】武蔵野市立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】杉山 春さん（ルポライター） 

内 容 参加人数 託児人数 

 相談件数が年間１３万を突破し、増え続ける児童虐待。何が現代の家族や個人をそこまで追

い詰めているのでしょうか。家族の規範と変容する実像から、この問題を見つめ直しました。 
39名 7名 

◆ シングルマザー座談会Ｖｏｌ．２ 

【日時】平成３０年１２月１５日（土） １０：００～１２：００ 

【場所】武蔵野市立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 

内 容 参加人数 託児人数 

当事者同士で、シングルマザーとしての様々な思いや悩みを、自由に語り合いました。 ５名 ４名 

内 容 参加人数 託児人数 

 第一部：とある高校2年生のクラスで、唐突に『LGBTについて』の授業が行われた。しかし他の

クラスではその授業は行われておらず、生徒たちに疑念が生じる。「うちのクラスに LGBTの人

がいるんじゃないか?」生徒らの日常に波紋が広がっていき…。思春期ならではの心の葛藤が

起こした行動とは…?「レインボー・リール東京～東京国際レズビアン＆ゲイ映画祭～」グランプ

リ受賞作品を鑑賞。 

第二部：３つのグループに分かれ、映画の感想や普段感じていることを話し合う。その後、原ミ

ナ汰さんのファシリテートで、それぞれのグループで話し合われたこと、映画の感想、LGBTにつ

いて学んだことや自身の体験について参加者で共有しました。 

３７名 1名 

◆ 映画「カランコエの花」上映会とトークカフェ 

【日時】平成３０年１２月９日（日） １３：００～１４：３０ 

【場所】市民会館集会室 

【定員】８０名  【託児】６か月以上学齢前までの子ども８名       

【第一部】映画上映 

【第二部】 トークカフェ ファシリテーター 原ミナ汰さん（ＮＰＯ法人共生ネット代表理事 ＬＧＢＴ法連合会共同代表）  



 

 

◆ 子育ても自分の生き方も！ママのためのライフキャリア講座 

【日時】平成３１年２月１９日・２６日・３月５日（火） １０：００～１２：００ 

【場所】男女平等推進センター会議室（第１回・３回） 市民会館第一学習室（第２回） 

【定員】２０名  【託児】６か月以上学齢前までの子ども１５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 子育て中の私、今の気持ち・・・  １３名 １５名 

２ ライフキャリアプランを考えよう！ １２名 １６名 

３ 自分らしい未来のために、今できること ９名 ９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３１年２月１日・８日・１５日・２２日（金）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】６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？ １１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？） ９名 ４名 

３ 企画と編集のコツ（自分の書きたいテーマは何？） １０名 ５名 

４ 文章の基礎力アップのために（ふりかえり） ９名 ５名 

◆ 家族のカタチ これまでとこれから～共働きがつらいのは、なぜ？ 

【日時】平成３１年３月９日・１６日（土） １４：００～１６：００ 

【場所】男女平等推進センター会議室 

【定員】３０名  【託児】６か月以上学齢前までの子ども１０名 

【講師】筒井 淳也さん（立命館大学産業社会学部教授） 

回 内 容 参加人数 託児人数 

１ 家族制度の変遷「家族のカタチ」 １２名 ４名 

２ 共働き家族の「未来のカタチ」 １３名 ６名 



 

 

◆講演＆ワークショップ わたしをもっと好きになろう！～自己肯定感を育んで「私らしさ」を再発見！～ 

【日時】平成３０年６月１７日（日） １０：００～１２：３０ 

【場所】武蔵野市市民会館 

【定員】４０名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども１５名 

【講師】岩堀 美雪さん（福井大学子どものこころの研究発達センター特別研究員・ 

一般社団法人「子どもの笑顔」代表理事）  

○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2018 期間 平成３０年６月１７日～６月２４日 

☆ テーマ「わたしたちが拓く、むさしのの未来」  

◆ 「女性画家の自画像ー激動の20世紀と自立への道のりー」 

【日時】平成３０年６月１６日（土） １４：００～１６：００ 

【場所】市民会館 集会室 

【定員】６０名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども１０名 

【講師】堀尾 眞紀子さん（文化学園大学教授・造形学部長) 

内 容 参加人数 託児人数 

 激動の２０世紀。男性中心社会の中で、絵画という創作活動を通じて、自己を確立していった

女性画家たちの道のりとその魂に迫る講座。 
４４名 １名 

治部 れんげさん（ジャーナリスト、昭和女子大学研究員） 

松下 玲子市長 

３児の子育て中の男性 

現役高校生男女各１名 

◆ 映画上映「未来を花束にして」とパネルディスカッション 「“わたし”から変える未来」 

【日時】平成３０年６月１７日（日） １３：００～１６：３０ 

【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１０名 

【第一部 映画上映】 １３：００～１４：５５ 

【第二部 パネルディスカッション】 １５：００～１６：３０ 

【モデレーター】 

【パネリスト】 

 

内 容 参加人数 託児人数 

第一部：１００年前の英国で、参政権を得るために闘った女性たちの実話を映画化。愛する我が

子には自分とは違う人生を歩んでほしいという思いで声をあげ、社会を変えるとともに自らも変

貌していくひとりの女性の姿を描いた感動作を鑑賞。 

第二部：“自分だけの思い”だと思っていたことが、既存の制度や仕組みを変える力になることが

あります。時代は変わっても、暮らしの中にある課題や自分の問題意識を活かして、小さな行動

を起こすことからすべてが始まります。このセッションでは、パネリストの皆さんの気づきと経験

をもとに、私たちにとって“身近な政治参画”とそのきっかけについて考えました。 

１１９名 １０名 

内 容 参加人数 託児人数 

 「みんなはもっとできているのに…」と比べてしまう他人と私の違い。でも、私は「私」のままでい

い！ 「女性だから」「ママだから」の縛りから、自分を解き放して、笑顔で一歩を踏み出すための

講座。 

３１名 １２名 

ひら 



 

 

◆ファミリーコンサート「わたしの生きる道」～音楽からのおくりもの♬～ 

【日時】平成３０年６月２４日（日） １５：００～１６：００ 

【場所】武蔵野スイングホール 

【定員】１００名 お子さん同伴可 

【講師】ｎｕｔｍｅｇ ナツメグさん （ミュージシャン) 

【企画】実行委員会 

内 容 参加人数 託児人数 

 普段の生活や子育てにおいて、何となく「男らしさ」「女らしさ」に違和感を覚えることはありま

せんか？トランスジェンダーでクマの女の子が出てくる絵本「くまのトーマスはおんなのこ」の読

み聞かせと、ＬＧＢＴ当事者である丸山さんによる講演を通じ、自分らしさや多様な性について、

感じて、気づきを深めるワークショップを開催しました。 

４１名 ５名 

◆「にじいろ親子絵本カフェ」自分のまま、その子のまま、生きること。 

【日時】平成３０年６月２４日（日） １０：３０～１２：３０ 

【場所】武蔵野プレイス４階 フォーラム 

【定員】４０名 【託児】６か月以上学齢前までの子ども５名 

【講師】丸山 真由さん（ｌａｇ（ラグ）代表） 

内 容 参加人数 託児人数 

音楽活動で築き、そして築かれた出逢い。それは大切な贈りもの。そんなナツメグ二人のお話
と音楽。子どもも大人も楽しめるコンサートです。オリジナル曲の他、皆さんご存知のカバー曲を
交えてお届けしました。 

３５名 なし 

◆武蔵野市男女共同参画週間事業の運営方法について 

平成30年度から運営方法を見直し、市民団体や市民で構成する実行委員会形式から、センターが企画運営委員会

の協力を得ながら「公募型」で事業を実施する方法に変更した。 

◆男女共同参画フォーラムパネル展示 

【日時】平成３０年６月４日（月）～１５日（金） 【場所】市役所 １階ロビー 

【日時】平成３０年６月１８日（月）～２４日（日） 【場所】武蔵野プレイス ギャラリー 

【参加団体】○HBB（Happy and boon buddy） ○日本女子大教育文化振興桜楓会武蔵野支部 

○共同参画むさしの ○境おやこひろば ○生活クラブグループ創 ○多様性を対話する。Lag（ラグ） 

○作ろう！みんなのジモト Wa-shoi パートナーシップ ○パシイワ武蔵野グループ  

○武蔵野ジェンダー問題を考える会 ○無二の会 

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2018 

わたしたちが拓く 

むさしのの未来 

平成３０年１０月発行 

*報告書を作成しました* 



 

 

○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３０年６月５日 

（幹事会） 

総合体育館

洋室研修室 

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第四次男女平等推進計画策定スケジュールについて 

④その他（行政書式における性別記載欄の状況について）  

平成３０年１１月６日

（幹事会） 
８１３会議室  

①武蔵野市第四次男女平等推進計画提言書（案）について 

②今後の日程について 

③その他 

平成３０年６月２５日

（推進会議） 
６０４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第四次男女平等推進計画策定スケジュールについて 

⑤その他（行政書式における性別記載欄の状況について） 

平成３０年１１月１６日

（推進会議） 
庁議室 

①武蔵野市第四次男女平等推進計画（案）中間まとめについて 

②今後の日程について 

③その他 

○女性に対する暴力をなくす運動事業 期間11月12日～25日 

◆ 知っておきたい法知識～離婚調停のABC（女性に対する暴力をなくす運動事業） 

【日時】平成３０年１１月１７日（土） １４：００～１６：００ 

【場所】武蔵野市立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８名 

【講師】露木 肇子さん（弁護士） 

内 容 参加人数 託児人数 

 離婚の際「話し合いが成立しない」とか「親権をめぐって争いがある」などの理由で家庭裁判所

を利用して“調停”をするケースが増えています。調停や裁判は、解決のための手段。いざとい

う時、恐れず進めるように、基本的なことを知る講座。 

１６名 ５名 

●「女性に対する暴力をなくす運動」期間 DV防止パネル展示及び関連図書展示 

◇武蔵野プレイスギャラリー １１月１６日（金）～１９日（月） 

◇市民会館ロビー １１月２０日（火）～２５日（日） 

◇市役所ロビー １１月２６日（月）～３０日（金）        

協力 尼崎市女性センター・トレピエ  東京ウイメンズプラザ NPO法人女性のスペース「結」 

◆関連図書展示 １１月１日（木）～３０日（金） 

◇中央図書館 

◇武蔵野プレイス 

◇吉祥寺図書館 

◆「パープル・ライトアップ」を実施 

パープル・ライトアップには、「（DVに対し）ひとりで悩まず、まずは相談をしてください。」というメッセージが込め

られています。運動期間中、東京タワーや商業施設、お城などでパープル色のライトアップを実施しています。

ヒューマンあいでも、センターが入っている市民会館の正門で期間中実施しました。 

内閣府のHPに紹介画像があります。 「内閣府 パープルライトアップ 武蔵野市」で検索してください。 



 

 

○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 

１１月２２日 

女性職員の活躍推進に関する講演・３

者トークセッション（登壇者：講師・武蔵

野市長・女性職員） 

６９名 ８１１会議室 
麓 幸子さん 

（日経BP社・日経BP総研フェロー）  

○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。（任期２年 平成２９年度・平成３０年度） 

開催日 場所 主な会議内容 

平成３０年４月９日 
センター 

会議室  

フォーラム企画について、重点領域について。ジェンダーギャップ調査内容報

告および今後の進め方、平成30年度の講座計画、センター認知度向上のた

めのアクションプラン、センターの図書機能について  

平成３０年５月１８日 
センター 

会議室 

センター活動講座および講座予定、女性相談事業、市民文化祭（源氏物語）、

今年度重点領域について  

平成３０年６月２６日 
センター 

会議室 

センター活動報告および講座予定、フォーラム実施報告、図書購入、ジェン

ダーギャップ調査、センター独自ＳＮＳ  

平成３０年７月２３日 
センター 

会議室 

センター活動報告および講座予定、ジェンダーギャップ調査、センターフェイス

ブック開設に向けて  

 氏名 所属 

◎ 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（Ｈ３０年１０月３１日まで） センター職員 

 吉田 晴代（Ｈ３０年４月１日から） センター職員 

 森田 千恵（Ｈ３０年１１月１日から） センター職員 

敬称略 

◎委員長・○副委員長 



 

 

●市民会館文化祭パネル展示 

【日時】平成３０年１０月１２日（金）～１７日（水） 【場所】市民会館１階廊下 

【内容】武蔵野市男女共同参画計画、センター、情報誌『まなこ』の紹介 

３．情報収集・発信 

●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３０年１０月２７日（土）・２８日（日） 【場所】東京ウィメンズプラザ交流コーナー 

●子育てフェスティバル 

「パンツデビューその前に！ちゃんと教えてあげたい、正しいトイレの仕方とプライベートパーツの洗い方 」 

【日時】平成３０年１０月２７日（土） １２：１０～1２：４０  

【場所】市役所８０１会議室  

【講師】太田 静香さん（武蔵野市助産師会会長） 

開催日 場所 主な会議内容 

平成３０年９月７日 
センター 

会議室 

センター活動報告および講座予定、フォーラム記録紙について、ジェンダー

ギャップ調査、人権週間について、センターフェイスブック完成  

平成３０年１０月２２日 
センター 

会議室 

センター活動報告および講座予定、次年度の男女共同参画フォーラム実施体

制について、ジェンダーギャップ調査、次年度フォーラム実施体制  

平成３０年１１月２６日 
センター 

会議室 

センター嘱託職員紹介、センター活動報告および講座予定、次年度企画運営

委員公募について  

平成３０年１２月１７日 
センター 

会議室 

センター活動報告および講座予定、ジェンダーギャップ調査、男女共同参画

フォーラムについて  

平成３１年１月２２日 
センター 

会議室 

ジェンダーギャップ調査、センター活動報告および講座予定、男女共同参画

フォーラムについて、補助金講座の要綱見直し  

平成３１年３月１２日 
センター 

会議室 
男女共同参画フォーラムについて、センター活動報告および予定  



 

 

≪１０３号７月発行 全８ページ フルカラー≫ 

【主な内容】 

・特集 地域活動を考える 

・キーワードは多様性と気付き 萩原 なつ子さんインタビュー  

・おしえて！みんなの地域活動 

・東京都女性活躍推進大賞受賞者インタビュー  

○男女平等推進情報誌『まなこ』（ＨＰから閲覧できます） 

≪１０４号1１月発行 全８ページ フルカラー≫ 

【主な内容】 

・特集 家事ハラって？  

・社会は、お金を稼ぐことと、命を支えることの両輪で回っています 

竹信 三恵子さんインタビュー 

・座談会 本音で語る家事労働 女性編・男性編 

≪１０５号３月発行 全８ページ フルカラー≫ 

【主な内容】 

・特集 子どもを取り巻く性的搾取 スマホに潜む危険性  

・嫌なことにはNOと言えるように 甲斐田 万智子さん 

・今も大事だけど、未来も大事だよ 橘 ジュンさん 

・寝た子を起こして、正しい知識を 小田 洋美さん 



 

 

●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 
５８ 

 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 
３１２～３２９ １２７ 

 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 ８０ 

 働き方 労働 労働法 仕事 再就職 セクハラ 女性労働 
３６６ １７４ 

 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 

３６７ ７９０ 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 ３６８ １０９ 

 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 ７４ 

 習俗 葬送 人類学 ３８３～３８９ ５ 

４６０～４９８ ７１ 
 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 
６９９～８３３ １１３ 

 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～ １６０ 

 手記 記録 ルポルタージュ 仏文学 

合        計                                              ２０７０ 

 ※この他に子ども用図書２７４冊  

平成３１年４月現在 

●利用状況 

図書貸出冊数 ４８２冊 

貸出登録人数 ２４０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 63 40 32 25 35 73 55 44 41 29 24 21 482 

貸出人数 26 19 20 14 17 31 25 22 17 14 12 11 228 

○図書・収集資料関連 



 

 

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 

３０タイトル 

４．団体活動支援 

○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（２２ページ参照）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。（８団体 計351,948

円） 

交付団体名 金額(円)  補助事業内容  

パシイワ武蔵野グループ 50,000 講座「台湾をもっと知るために―女性から眺めた台湾戦後史―」 

日本の歴史と教育を考える会 50,000 講演会「一緒に現代の子育てについて考えて見ませんか？」 

共同参画むさしの 48,394 
女性が自分の身体の主人公となるために 

 ～「潮風の村から」上映とトーク 

(一社）日本女子大学教育文化振興 

桜楓会 武蔵野支部 
37,133 私たちは社会にどう貢献して生きるか 

むさしのジェンダー問題を考える会 

生活クラブグループ創 共催 
37,058 

講座「大人のための絵本講座＠むさしの 

 ～絵本で考えるジェンダーの世界」 

むさしの男女平等推進市民協議会 37,963 「ベアテの贈り物」上映会 

HBB(Happy and Boon Buddy) 41,400 子育てワークショップ 
「Happy Parenting～教えて！あなたの国の子育て」 

境おやこひろば 50,000 講座「イマドキは幼児期から！ 
 ～パパ・ママで知ろう“子どもの性教育”」 

○男女平等推進団体研修・交流会 

 【日時】 平成３１年２月１２日（火） １０：００～１２：３０ 

【場所】 男女平等推進センター会議室 

【定員】 ２０名 【託児】６か月以上学齢前までの子ども５名  

【講師】 舩尾 豊子さん （特定非営利活動法人 男女平等参画推進みなと） 

渡部 岳さん（特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール） 

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、「社会をよくしたい、男女共同参

画のニーズを自分たちで解決したい」と活動をされている方を講師にお招きし、男女平等の推

進と団体活動について学びました。 

９名 ０名 



 

 

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。 

《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。 

５．相談 

《会議室貸出》 

男女共同参画推進センター ヒューマンあい では、会議室を貸し出しています。ぜひご利用ください。（３ページ参照） 

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午後 ６時～ ②午後 ７時～ ③午後 ８時～ 

第４火曜日 ①午前 ９時～ ②午前１０時～ ③午前１１時～ 

○対象：市内在住・在勤・在学の方  

○費用：無料 

○申込方法：相談実施日の前月１日より受付開始。男女平等推進センター（ヒューマンあい）の窓口又は電話で予約

を受け付けます。 

○電話番号：０４２２-３７-３４１０ 

当日の申し込みは、第１土曜日は午後３時まで。第２金曜日は午後８時まで。第４火曜日は午前１１時まで  

○秘密厳守 

≪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 

平成３０（２０１９）年度 ３６ ６８ 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 － ４８  １ － － － ２ －  ７０ 

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

平成２９（２０１７）年度  ９ ８ ２ ５３  ７ ５ － ３ ２ －  ８９ 

平成３０（２０１８）年度 ２６ １４ ９ ５６  ５ ９ ４ ６ ３ ３ １３５ 

※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３０年１２月９日（日）・１１日（火） １６：００～２０：００  【相談件数】５件  

女性がかかえる様々な悩みについて、法的なアドバイスが欲しいとき、経験豊かな女性弁護士に相談できます。 

○対象：市内在住・在勤・在学の方  

○費用：無料 

○申込方法：相談実施日の前月１日より受付開始。男女平等推進センター（ヒューマンあい）の窓口又は電話で予約

を受け付けます。1日が閉館日の場合は、翌開館日から受け付けます。 

○電話番号：０４２２-３７-３４１０  

○秘密厳守 

≪女性法律相談≫（平成３０年度より実施） 

実施日時 

相談時間（１回３０分 ４枠） 

毎月第１土曜日 ①午前１０時００分 ②午前１０時３０分 ③午前１１時００分 ④午前１１時３０分 

年度 回数 件数 弁護士 

平成３０（２０１８）年度 １２ ３２ １ 

実施実績 

※平成３１年度から相談時間が変更となっています。HPなどでご確認ください。 

６．調査研究 

≪「第四次男女平等推進計画（案）中間のまとめ」パブリックコメント≫ 

周知方法  

・市報12月15日号、市ＨＰに掲載。 

・「武蔵野市第四次男女平等推進計画（案）中間のまとめ 概要版」を男女平等推進センター、市

政資料コーナー、各市政センター・図書館・コミュニティセンターに配布。 

・全文を男女平等推進センター、各図書館、市ＨＰに閲覧用として配布 。 

募集方法  電子メール、ＦＡＸ、郵送、直接持参のいずれか  

募集期間  平成３０（２０１８）年１２月１５日～１２月２８日 

応募状況  ２人（３件） いずれも電子メールにて収受  

≪「第四次男女平等推進計画（案）中間のまとめ」市民意見交換会≫ 

周知方法  市報12月15日号、市ＨＰに掲載。チラシを市内公共施設や関係団体に配布。  

日 時  平成３０年１２月２０日 18時30分～20時00分 

会 場  武蔵野プレイス スペースＣ  

出席者  
武蔵野男女平等推進審議会会長・副会長、市民部市民活動担当部長、市民部市民活動推進課

男女平等推進担当課長  

参加人数  ５人  



 

 

●武蔵野市男女共同参画推進団体要綱 

（平成９年５月９日） 

最終改正 平成26年４月１日 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、男女共同参画社会の実現に向けて活動する男女共同参画推進団体（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) 男女共同参画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、武蔵野市男女共同参画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。 

（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 登録の継続及び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共同参画推進団体登録更

新（取消）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  

 この要綱は、平成15年４月１日から施行する。 

付 則  

 この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

 

（様式 略） 

Ⅲ．資料編 

●武蔵野市男女平等推進団体（平成３０年７月現在1９団体） 

・むさしの男女平等推進市民協議会 

・HBB（エイチビービー・Happy and Boon Buddy) 

・(一社）日本女子大学教育文化振興 桜楓会 武蔵野支部 

・学校に行きづらい子供の親のお茶の間「ジョナ」 

・共同参画むさしの 

・境おやこひろば 

・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 



 

 

●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。 

   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。 

  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。 

  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。 

  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。 

  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。 

  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 

  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。） 

  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。 

  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。 

  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。 

  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。 

  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。 

  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

重されること。 

  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。 

  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。 

  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。 

  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。 

  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。 

  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。 

  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

（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

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。 

  推進計画の策定及び変更に関すること。 

  推進計画の実施状況の評価に関すること。 

  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。 

  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

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） 

 



 

 

●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３年２月 男女共同参画情報誌「まなこ」創刊（児童婦人室 婦人問題担当） 

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) 

＜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 
『武蔵野市第三次男女共同参画計画』（平成26年～30年）を策定 

（『武蔵野市配偶者暴力対策基本計画』を包含） 



 

 

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） 

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 
女性総合相談を市民活動推進課市民相談係から男女平等推進センターに移行 

男女平等推進センターで相談事業を開始 

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７月 
男女平等推進情報誌「まなこ」１００号『「武蔵野市男女平等の推進に関する条例」ができまし

た』発行（市民部 市民活動推進課 男女平等推進センター） 

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～12月 男女平等に関する職員アンケート実施 

平成30年４月 女性法律相談開始 

平成31年３月 
『武蔵野市第四次男女平等推進計画』（令和元年度～令和５年度）を策定 

（『武蔵野市第二次配偶者暴力対策基本計画』・『武蔵野市女性活躍推進計画』を包含） 

● 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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