
 

 

武蔵野市男女共同参画拠点 
武蔵野市立男女共同参画推進センター 

平成28年度事業概要 

むさしのヒューマン・ネットワークセンターは、武蔵野市立男女共同参画推進センターと

改称し、2016年（平成28年）10月に市民会館へ移転しました。 
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Ⅰ．施設概要 

１．概要 

名     称    武蔵野市立男女共同参画推進センター 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    男女共同参画社会のまちづくり実現を目指す武蔵野市の推進拠点施設として、情報発 

            信や学習、交流の促進を行います。 

開設年月日    平成１０年１１月１日 

移転年月日    平成２８年１０月１日 

  専 有 面 積    １５９㎡ 

センター会議室

事務室
相談室

図書・情報

コーナー

交流コーナー

男女共同参画に関する図書約1,900冊 

男女共同参画の 
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・情報コーナー  男女共同参画関連図書、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 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 35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  男女共同参画推進登録の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  男女共同参画推進登録の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は武蔵野市の男女共同参画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。 

センター会議室

センター
事務室

相談室

図書・情報

コーナー

吹き抜け

倉庫 印刷室

保育室

市民会館 事務室

EVロビー 玄関

武蔵野市立
男女共同参画推進センター

交流コーナー

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 



 

 

３．施設利用状況 

（１）平成28年度利用状況（４月～９月むさしのヒューマン・ネットワークセンター、10月～男女共同参画推進センター） 

 

(２）平成28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（人） 

会 議 室 167 160 189 151 113 21 174 331 247 303 421 207 2484 

情報交流コーナー 67 67 70 30 47 29 166 206 147 161 156 136 1282 

合    計 234 227 259 181 160 50 340 537 394 464 577 343 3766 

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（日） 

開館日数 25 23 26 25 26 24 27 26 24 24 24 26 300 

●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 

 

 

 

利用規定 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。  
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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 

男女共同参画社会の実現に向けて活動する

市民または市民団体が、男女共同参画の推

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  
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  



 

 

１．平成２８年度実施事業一覧 

Ⅱ．事業概要 
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29日（日） 6日（月） 3日（日）

30日（土）

18日(土)～25日(土) 2日（火）

18日（土）～7/4（月）

27日（水） 18日（水） 15日（水） 11日（月） 17日（水） 30日（金）

29日（月）

11日（月）

54号発行

97号発行

11日（月） ９日（土） 13日（月） 11日（月） 8日（月） 10日（土）
運営委員会⑪ 運営委員会⑫ 運営委員会① 運営委員会② 運営委員会③ 運営委員会④

14日（土）

1日（金） １1日（土） ７日（木）

５日（火） 17日・20日・22日
フォーラム作業

講座

事務関係

男女共同参画週間
実行委員会⑥

男女共同参
画週間事業
実行委員会

男女共同参画週間
実行委員会⑤

男女共同参画週間
実行委員会⑦

男女共同参画週間
実行委員会⑧

そよ風

まなこ

むさしの男女
共同参画市民

協議会
平成28年度総会・
懇親会

男女共同参画基本
条例検討委員会⑨

武蔵野市男女
共同参画推進

委員会
男女共同参画
推進委員会⑤

武蔵野市
男女共同参画
基本条例(仮
称)検討委員会

男女共同参画基本
条例検討委員会⑤

男女共同参画基本
条例検討委員会⑥

男女共同参画基本
条例検討委員会⑦

男女共同参画基本
条例検討委員会⑧

男女共同参画基本
条例検討委員会⑩

男女共同参画基本
条例検討委員会⑪

イベント
等

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＆商工会館

インターンシップの
受入

パネル展示
プレイスギャラリー
＆市役所ロビー

もっと伝わる・輝くコ
ミュニケーション！

「その恋本当に大丈
夫？」デートDV出前
講座＠成蹊大学

母から娘に伝えたい
「いのちと性のはなし」

事業名

子どもの
ネットトラブル

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
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12日（土） 28日（土） 4日（土）

1日（土） 書くことレッスン講座

19日（日） 11日(土) ５日(日)
DV離婚と子ども

20日（日）

２９日（土） 14日(火) 7日(火)
「“男”働き」講座

26日（土） 18日(土) 18日(土)

21日・28日（火）

25日(土)

27日（木） 11日（金）・12日（土）

ウイメンズプラザパネル展示

ＤＶ防止パネル展示

29日（土） 12日（土）～17日（水）

武蔵野プレイス

18日（金）～24日（水）

市民会館
25日（金）～12/2（金）

市役所ロビー

DV関連図書展示
中央図書館・プレイス

21日・25日・30日

12日（水）

31日（月）
市長へ提言書提出

21日（月） 19日（月） 2３日（月） ９日（木）

55号発行 56号発行（最終号）

98号発行 99号発行

17日（月） 14日（月） 10日（土） 16日（月） 13日（月） 11日（土）
運営委員会⑤ 運営委員会⑥ 運営委員会⑦ 運営委員会⑧ 運営委員会⑨ 運営委員会⑩

19日（月） 11日（水） 22日（木） 16日（木）

1７日（木） 24日(水)～

消防訓練 図書特別整理
22日（火）
選書会議

自分で描く終末のデザ
イン～任意後見人制
度の使い方～

小さい子どもを持つお
母さんのための講座

「ひとり親支援」から
見えてくること

小さい子どもを持つお
母さんのための講座

「待機児童問題」から
“女性の貧困”を考える

３日・10日・
17日・24日（金）

二足のわらじで
自己実現

一票の重み・生活と
政治はつながる
いま伝えたい若者と
女性へ　PTAから政
治の道へ　小池順
子のメッセージ

シングルマザー
座談会

私たちの男女共同
参画と推進センター

を考える

バス研修（婦人保
護施設いずみ寮）

男女共同参画週間
実行委員会②

男女共同参画週間
実行委員会③

男女共同参画週間
実行委員会④

男女共同参画週間
実行委員会①

男女共同参画基本
条例検討委員会⑫

男女共同参画
推進委員会①

男女共同参画
推進委員会②

映画「フレンチアルプ
スで起きたこと」上映
会とちょこっとトーク

男女共同参画
推進委員会③

男女共同参画
推進委員会④

10月 11月 12月
新センター
オープン

モラハラ・DV
相談ダイヤル

地域と暮らしと
ハタラクカイギ2017

ディズニーアニメの
ヒロインに学ぶ
メディアリテラシー

1月 2月

子育てフェスティバ
ルパネル展示

地元企業の女性と考え
るしなやかワークスタイル

家庭内
モラル・ハラスメント

3月



 

 

２．学習・研修事業 

○武蔵野市立男女共同参画推進センター  ヒューマンあい 企画事業 

◆子どものネットトラブル～SNS社会を賢く生き抜くために～ 

【日時】平成２８年５月２９日（日） １０：００～１２：００ 

【場所】武蔵野スイングホール スカイルーム 

【定員】４０名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども５名 

【講師】渡辺 真由子さん （メディアジャーナリスト) 

内 容 参加人数 託児人数 

 子どもがネット上のリスクから身を守るための力“リテラシー”とは？進化するSNS社会で、今、

大人は子どもに何を伝えたらよいのでしょうか。若者の性意識やコミュニケーションの変化も押

さえつつ考える講座。 

３１名 ０名 

◆母から娘に伝えたい「いのちと性のはなし」 

【日時】平成２８年７月３日（日） １０：３０～１２：３０ 

【場所】武蔵野プレイス スペースC 

【定員】３５名  【託児】なし 

【講師】大田 静香さん(武蔵野市助産師会会長） 

内 容 参加人数 託児人数 

 いま、思春期の予期せぬ妊娠・中絶、性感染症、性被害やデートDVなど性をめぐる様々な問

題が指摘されています。一方で女性の社会進出や現代の生活環境による妊娠・出産の高齢化

や不妊症の増加など女性のからだをめぐる変化は、彼女たちの未来に確実に影響を与えつつ

あります。性の現状を正しく知り、“性”について子どもともっと気軽に話すきっかけを作るため

に、日々いのちと向きあう助産師さんと考える講座。 

３１名 なし 

◆もっと伝わる★輝くコミュニケーション 心理学メソッドで分かるあなたの個性と“伝えるチカラ”向上法 

【日時】平成２８年７月３０日(土） ９：４５～１１：４５ 

【場所】武蔵野スイングホール １０階スカイルーム 

【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 米国ＮＹ州メンタルヘルスカウンセラー ＭＢＴＩⓇ認定ユーザー) 

内 容 参加人数 託児人数 

 人にクセがあるように、伝え方にもクセがあります。世界中で使われている性格分析ツール

（MBTI®）で自分や人のコミュニケーションのクセを知り、あなたに起こりやすい誤解やストレスを

分析。自分の個性を活かしつつ、性別や立場を超えて、周囲の人とより良い関係性を作る方法

を考える講座 。  

５３名 ５名 
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◆センター移転記念講演会 わたしたちの男女共同参画と推進センターを考える 

【日時】平成２８年１０月１日（土） １３：３０～１６：００ （１３：３０～移転記念セレモニー １４：００～講演会） 

【場所】武蔵野市立男女共同参画推進センター ヒューマンあい会議室 

【定員】５０名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども５名 

【講師】萩原 なつ子さん 

（立教大学社会学部／大学院21世紀社会デザイン研究科・教授 日本ＮＰＯセンター副代表理事) 



 

 

◆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２９年２月３・１０・１７・２４日（金） 全４回 １０：００～１２：００ 

【場所】武蔵野市立男女共同参画推進センター  ヒューマンあい 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 

 むさしのヒューマン・ネットワークセンターは、10月1日より「武蔵野市立男女共同参画推進セン

ター」と改称して市民会館１階に移転し、新たにスタートしました。武蔵野市民一人ひとりにとっ

て男女共同参画とは？地域における男女共同参画センターのあり方とは？この機会にあらた

めて考える講座。 

４９名 ０名 

◆わかっちゃいるけどやめられない、“男 ”働き ～やはり仕事も子育ても、両方したい～ 

【日時】平成２８年１０月２９日（土） １３：３０～１５：３０ 

【場所】武蔵野市立男女共同参画推進センター ヒューマンあい会議室 

【定員】３６名  【託児】６か月以上学齢前までの子ども５名 

【講師】田中 俊之さん （武蔵大学社会学部助教 ) 
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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？ １４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？） １４名 ５名 

３ 企画と編集のコツ(自分の書きたいテーマは何？) １３名 ４名 

４ 文章の基礎力アップのために（ふりかえり） １５名 ５名 

内 容 参加人数 託児人数 

 「働きつつ、子育てもしたい！」21世紀も16年、ワークライフバランスってどこの国のお話です

か？と秘かに思っているあなたへ。武蔵大学「学生が選ぶベストティーチャー賞」２年連続受

賞。田中俊之さんを講師に“男のこれから”を考える。 

２６名 ４名 

◆CINEMA PLACE～日曜の午後の映画会＆トークカフェ『フレンチアルプスで起きたこと』 

【日時】平成２８年１１月２０日（日） １４：３０～１７：００ 

【場所】武蔵野プレイス ４階フォーラム 

【定員】１００名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども５名 

【共催】（公財）武蔵野生涯学習振興事業団 

内 容 参加人数 託児人数 

 フランスの高級リゾートにやってきたスウェーデンの一家。絶景のテラスで昼食をとっていた

人々を人工雪崩が襲う。そのとき「一家の長」？のとった行動が、理想的に見える家族関係に波

紋を呼ぶ。バカンスは５日間。残された時間の中で、家族は再びひとつになれるのか？ 

７５名 

カフェ 

参加９名 

２名 

◆「ひとり親支援」から見えてくること “誰もが生きやすい”社会へ 

【日時】平成２９年２月１１日（土） １０：００～１２：００ 

【場所】武蔵野市立男女共同参画推進センター  ヒューマンあい 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】赤石 千衣子さん（NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長） 



 

 

内 容 参加人数 託児人数 

 現代の社会で「ひとり親家庭」がなぜ困窮するのか、なぜ生きづらいのか。地域の力を活用し

た支援の事例を紹介しながら“誰もが生きやすい社会”の姿を探る講座。 
２４名 ５名 

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

がしてみたい！」お金と制度をテーマに、同じ立場のみなさんで語り合う座談会。テーマ以外の

ことも自由に話し合いました。 

９名 ２名 

◆シングルマザー座談会 ～お金と制度～  

【日時】平成２９年２月１４日（火） １０：００～１２：００ 

【場所】武蔵野市立男女共同参画推進センター  ヒューマンあい 会議室 

【定員】８名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども５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 
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◆二足のわらじで自己実現！社会的複業のススメ  

【日時】平成２９年２月１８日（土） １４：００～１６：００ 

【場所】武蔵野商工会館 市民会議室 

【定員】３０名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども５名 

【講師】芦沢 壮一さん（スキルノート代表） 

【複業実践者】碓氷 美香さん(心のビタミンラボ みかんのカウンセリングルーム 代表） 

内 容 参加人数 託児人数 

 今や一つの仕事だけではなく、もう一つの仕事（役割）として二足のわらじを実践する働き方が

注目されています。実践者の方の公開インタビューや自己分析を通して、働くことや生活にかか

わる諸課題の解決にもつながる“社会的複業”ともいえる二足のわらじの魅力を知り、実践する

きっかけづくりの講座。「二枚目の名刺」作りのワークショップも行いました。 

３０名 １名 

内 容 参加人数 託児人数 

 そろそろ“何かを犠牲にしない働き方”を探しませんか。あなたの身近で働く等身大の女性たち

と、柔軟に働くためのヒントを探る講座。 
３６名 ４名 

◆地元企業の女性と考える しなやかなワークスタイル ～仕事も家族も自分も大事にしたい～ 

【日時】平成２９年３月４日（土） １４：００～１６：００ 

【場所】武蔵野商工会館 市民会議室 

【定員】６０名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども５名 

【講師】麓 幸子さん  （「日経WOMAN」元編集長、日経BP社執行役員） 

【パネリスト】横河電機（株） （株）すかいらーく 社員４名 

【共催】横河電機（株） （株）すかいらーく 

【後援】厚生労働省 



 

 

◆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２８年６月６日（月） １６：４０～１８：１０ 

【場所】成蹊大学 ３号館３０３教室 

【定員】１５０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 

恋人に対する違和感を覚えたり、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る、互いを尊重しあう対等な関係を築いていく道を探る。 
９６名 なし 

◆ディズニーアニメのヒロインに学ぶ メディアリテラシー 

【日時】平成２８年１１月２６日（土） １０：００～１２：００ 

【場所】武蔵野市立男女共同参画推進センター ヒューマンあい会議室 

【定員】３５名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども５名 

【講師】国広 陽子さん （元東京女子大学教授) 

◆「一票の重み・生活と政治はつながる いま伝えたい若者と女性へ」 ＰＴＡから政治の道へ 小池順子のメッセージ 

【日時】平成２９年１月２８日（土） １３：３０～１６：００ 

【場所】武蔵野商工会館 市民会議室 

【定員】６０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】小池 牧子さん （元「まなこ」編集長) 

内 容 参加人数 託児人数 

白雪姫、シンデレラ、眠れる森の美女、アナ雪…。世界中で大人気のディズニー・プリンセスた

ちは、それぞれの国、文化の中で、どのように時代を反映し、人々に受け入れられてきたのか。 

ジェンダー視点で読み解きながら、メディアの情報を主体的に読み解き、活用する能力＝メディ

アリテラシーについて考える講座。参加者同士のワークも実施。 

２３名 ３名 

内 容 参加人数 託児人数 

小池順子さん（1911～2007）は武蔵野市で女性初の教育委員です。ＰＴＡ活動の中で、校舎の

修理に「予算がない」という行政の回答に疑問を持ち、仲間と勉強を始めたことがきっかけで、

政治にかかわるようになりました。小池さんの講演会映像見た後、若者と女性の政治参加につ

いて参加者と話し合いました。 

７５名 ０名 

○むさしの男女共同参画市民協議会委託事業 

◆小さい子どもを持つ お母さんのための講座  

【日時】平成２９年２月２１日・２８日・３月７日（火） 全3回 １０：００～１２：００ 

【場所】武蔵野市立男女共同参画推進センター ヒューマンあい 会議室 

【定員】２０名  【託児】６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・神奈川大学法学部非常勤講師） 
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◆自分で描く終末のデザイン ～任意後見制度の使い方～ 

【日時】平成２９年３月１８日（土） １３：３０～１５：３０ 

【場所】武蔵野市立男女共同参画推進センター ヒューマンあい 会議室 

【定員】３０名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども５名 

【講師】谷家 幸子 さん  （行政書士) 

内 容 参加人数 託児人数 

 最後まで自分らしい生活を送るために。年を重ね判断能力が十分でないために、起こる様々

な不都合に備えて『任意後見制度』を学びました。 
２５名 ０名 

◆むさしの男女共同参画市民協議会とは 

男女共同参画の地域実現をめざして活動している市内の団体代表者や、男女共同参画に関心のある個人14名（平

成29年４月現在）で構成された協議会です。市から事業の一部委託を受け、ライフステージにおける課題を解決するた

め、男女共同参画推進センターと協働し、女性の再就職やDV防止の講座などを企画・実施しているほか、市の男女共

同参画週間事業実行委員会の中核を担っています。また、他の推進団体とのネットワーキングも進めています。 

内 容 参加人数 託児人数 

先進国の中でも群を抜いて高い日本女性の貧困率。非正規雇用の7割が女性に偏っている

現状。女性が個人では生きにくい社会構造となっている日本で、貧困を自分の問題として考え

た時、「同一労働同一賃金」や「保育園の増設」は、女性の就労継続にとって必須ではないで

しょうか。待機児童をなくし、働く母親が安心して住めるような社会にするには、どうしたらよいの

でしょう。保育園の専門家、猪熊弘子さんの話を聞く講座。 

３３名 ２名 

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 １３名 

２ ライフキャリアプランを考えよう  １６名 １５名 

３ 「自分らしい」未来のために…今できること  １５名 １４名 

◆働く母親が安心して住める社会とは…「待機児童問題」から“女性の貧困”を考える  

【日時】平成２９年２月２５日（土） １５：００～１７：００ 

【場所】武蔵野商工会館 市民会議室 

【定員】６０名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども５名 

【講師】猪熊 弘子さん（ジャーナリスト 東京都市大学人間科学部客員准教授 ） 
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内 容 参加人数 託児人数 

 意外にもジェンダーが根強いクラシック音楽の世界。その中で多くの女性作曲家たちが忘れら

れてきました。彼女たちの作品に光を当て、演奏でその実力を紹介しました。 
１１０名 ３名 

◆オトコの地域活動inむさしの ～ワーク・ライフ・ソーシャルで人生を楽しもう～ 

【日時】平成２８年６月１９日（日） １０：００～１２：００ 

【場所】武蔵野プレイス ４階 フォーラム 

【定員】６０名 【託児】３か月以上学齢前までの子ども５名 

【講師】川島 高之さん （NPO法人ファザーリング・ジャパン理事 NPO法人コヂカラ・ニッポン代表） 

【企画団体】武蔵野市男女共同参画週間事業実行委員会 

内 容 参加人数 託児 

 イクメン、イキメン、イクジイ、イクボス…。男性の家庭＆地域への参加や働き方の改革など、  

男性をとりまく状況は、日々、進化中！２０１６年の父の日に『オトコも地域で楽しもう ！』をテー

マに、男性の家庭や地域での活躍について考える講座。  

１６名 ２名 

◆LGBT職場環境アンケート報告会 「データを職場環境改善のチカラにin 東京 2016」 

【日時】平成２８年６月１９日（日） １４：００～１７：００ 

【場所】武蔵野プレイス ４階 フォーラム 

【定員】１００名 【託児】３か月以上学齢前までの子ども５名 

【司会進行】村木 真紀さん（特定非営利活動法人虹色ダイバーシティ 代表） 

【データ解説】平森 大規さん（ワシントン大学大学院社会学研究科 国際基督教大学ジェンダー研究センター ） 

【トークゲスト】石田 仁さん（日工組社会安全研究財団研究員 成蹊大学非常勤講師） 

永野 靖さん（永野・山下法律事務所 弁護士） 

【企画団体】NPO法人 虹色ダイバーシティ 国際基督教大学ジェンダー研究センター 

【共催】NPO法人 虹色ダイバーシティ 国際基督教大学ジェンダー研究センター 

内 容 参加人数 託児人数 

 上記、虹色ダイバーシティでは２０１３年から年１回、インターネット上で「ＬＧＢＴに関する職場

環境アンケート」を実施してる。２０１４年第２回から、国際基督教大学ジェンダー研究センターと

の共同研究として開催してきた。第４回となる２０１６年調査では2,300名近くの回答を得た。その

集計・分析の結果発表とそこから見えてくる日本の職場の課題について考えたトークイベント。 

６７名 １名 
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○武蔵野市男女共同参画週間事業実行委員会委託事業 

男女共同参画フォーラム 2016 

☆ テーマ「育てあうまち 武蔵野 ～子どもから始まる男女共同参画～」 期間 平成２８年６月１８日～７月４日 

◆ レクチャーコンサート クラシック音楽とジェンダー ～女性作曲家に光を当てる～ 

【日時】平成２８年６月１８日（土） １４：００～１７：００ 

【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 

【講師】小林 緑さん （国立音楽大学名誉教授) 

【演奏】吉川 真澄さん （ソプラノ) 河野 紘子さん （ピアノ) 

【企画団体】ジェンダー・条例の会 



 

 

内 容 参加人数 託児人数 

 子どもの未来が家庭の経済状況によって影響を受けています。子どもたちが豊かに育つため

に、地域でできることを考える講座。  
１０１名 １名 

◆記念講演会 子どもの貧困を考える ～あなたの近くにいる困っている子どもたち～ 

【日時】平成２８年６月２１日（火） １８：３０～２０：３０ 

【場所】武蔵野プレイス ４階 フォーラム 

【定員】１００名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども１０名 

【講師】阿部 彩さん （首都大学東京教授） 

【企画団体】武蔵野市男女共同参画週間事業実行委員会 

内 容 参加人数 託児人数 

 地域でも、家庭でも、仕事でも、ＰＴＡでも… あなたの「ジモト」で人とのコミュニケーションが、

うまくいく場合いかない場合、いろいろ経験した方も多いのではないでしょうか。では、その違い

はどうして生まれるのでしょう？どうもそのヒントは愛と想像力にありそうです。コミュニケーション

の達人と一緒に講座×ワークショップであなたのモヤモヤをすっきりさせる講座。 

２５名 １名 

◆やりたいことを実現させるためのコミュニケーション術☆ ～秘訣は愛と想像力！～ 

【日時】平成２８年６月２４日（金） １０：３０～１２：３０ 

【場所】武蔵野スイングホール スカイルーム 

【定員】４０名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども５名 

【講師】竹内 千寿恵さん （ＮＰＯ法人ＭＹstyle＠代表理事) 

【企画団体】Wa-shoiパートナーシップ 

内 容 参加人数 託児人数 

 女子高生であることがビジネスになる社会。大人の目には見えにくいネット社会や関係

性の貧困から、危険に取り込まれていく中高生。今、子どもたちにどんな危険が迫って

いるのかを考える講座。 

５６名 ０名 

◆親の知らない中高生のリアル ～JKビジネスの危険～ 

【日時】平成２８年６月２４日（金） １８：３０～２０：３０ 

【場所】武蔵野プレイス ４Ｆ フォーラム 

【定員】１００名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども５名 

【講師】仁藤 夢乃さん（女子高生サポートセンターColabo代表) 

【企画団体】武蔵野市男女共同参画週間事業実行委員会 

◆ネパール女性の活躍に見る震災復興と自立への道 

【日時】平成２８年６月２０日（月） １４：００～１６：００ 

【場所】武蔵野プレイス スペースＣ 

【定員】３５名 【託児】３か月以上学齢前までの子ども５名 

【講師】小嶋 美代子さん （日本パシイワ会員 （株）日立ソリューションズダイバーシティ推進センタ センタ長） 

【企画団体】 日本パシイワ 

内 容 参加人数 託児人数 

昨年４月の大震災から復興途上にあるネパールでは、いまなお様々な差別があります。自立

に向け活躍するひとりの女性の姿から、女性・生涯・貧困・子どもの課題を紐解きます。多様性

のある社会を築くために私たちができることを考える講座。 

２４名 ０名 
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◆あなたの「からだ」の声、聞こえていますか 

【日時】平成２８年６月２５日（土） １０：００～１２：００ 

【場所】武蔵野商工会館 市民会議室 

【定員】６０名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども５名 

【講師】吉留 桂さん（公益財団法人ジョイセフ 人材養成グループ シニア・プログラム・オフィサー） 

【企画団体】 男女共同参画週間事業実行委員会 

◆上映会＆トーク『ネファリアス～売られる少女たちの叫び～』 

【日時】平成２８年６月２５日（土） １４：００～１６：３０ 

【場所】武蔵野プレイス ４Ｆ フォーラム 

【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】山岡 万里子さん(ノット・フォー・セール・ジャパン代表) 

【企画団体】ノット・フォー・セール・ジャパン（NFSJ） 

◆男女共同参画フォーラムパネル展示 

【日時】６月１８日（土）～２７日（月） 【場所】武蔵野プレイスギャラリー 

【日時】６月２８日（火）～７月４日（月） 【場所】武蔵野市役所１階ロビー 

【参加団体】介護保険むさしの市民の会 シルバースプーン 日本女子大学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） ノット・フォー・セール・ジャパン 

ひまわりもコスモスも まなこ編集委員会 むさしの男女共同参画市民協議会 

武蔵野ブラショフ女性問題研究会 無二の会 Wa-shoiパートナーシップ （五十音順） 

内 容 参加人数 託児 

 卑劣な人身取引によって、性の奴隷にされている少女たちが世界中に存在します。彼女たち

はなぜ、どのようにして、そのような罠に陥ってしまうのか、どうすればこのような事態をなくすこ

とが出来るのか、映像とトークで考える講座。 

６１名 ３名 

◆「LGBTの子どもの過ごしやすい地域について考える」 

【日時】平成２８年６月２５日（土） １８：００～２０：００ 

【場所】武蔵野プレイス ４Ｆ 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】特定非営利活動法人ReBit  

【企画団体】武蔵野市男女共同参画週間事業実行委員会 

内 容 参加人数 託児 

 ＬＧＢＴ（同性愛者や性同一性障害者などの性的少数者）は国内人口の約７．６％約１３人に１

人いると言われます。また、性同一性障害者の約６９％は自殺願望を抱き、特にその高まりは第

二次成長期とも言われます。ＬＧＢＴの子どもが過ごしやすい学校・地域づくりのために今日から

できることを考える講座。 

３５名 ０名 
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内 容 参加人数 託児 

 生涯にわたり、女性の命と健康を守る（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）ために、私たちはどう

いう力を自分がもっているのか、アジア・アフリカ・中南米の国々で妊産婦や女性の命と健康を守

るための活動を行っているジョイセフの講師と共に学びました。 

２０名 0名 



 

 

◆家庭内モラル・ハラスメント ～子どもと自分自身を守るために～ 

【日時】平成２８年１１月１２日（土） １３：００～１５：００ 

【場所】武蔵野商工会館 市民会議室 

【定員】４０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 （臨床心理士。『「モラル・ハラスメント」のすべて』共著者 講談社) 

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？彼を怒らせな

いようにと、自分や子どもの行動まで制限してしまうことはありませんか？外から見えにくい家

庭内のモラル・ハラスメント。その本質は“支配と服従の関係”です。モラハラが子どもに及ぼす

影響とその対応についても考える講座。 

１４名 ４名 

◆DV離婚と子ども ～知っておきたい法律のこと 

【日時】平成２８年１１月１９日（土） １３：００～１５：００ 

【場所】武蔵野市立男女共同参画推進センター ヒューマンあい会議室 

【定員】３５名  【託児】３か月以上学齢前までの子ども５名 

【講師】露木 肇子さん （弁護士) 

◆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28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12人で構成される委員会。 

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2016 

育てあうまち 武蔵野 

～子どもから始まる男女共同参画～ 

平成２８年１１月刊行 

*報告書を作成しました* 

内 容 参加人数 託児人数 

 DVによる別居や離婚を経て、子どもと今までどおりの生活をしていきたい。あるいは、子ども

に変化を受け入れてもらって、新しい生活をはじめたい。子どもをめぐる親の不安や願いは、DV

が背景にあるときより切実です。離婚の前後に子どもに関係する法制度、特に養育費や面会交

流の問題についてどう向き合い対処していけばいいのか、専門の弁護士さんと考える講座。 

１９名 １名 
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○女性に対する暴力をなくす運動 連動企画 期間 １１月１２日～２５日 

１１月１２日（土）～１７日（木） 

●「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企画 

◆パネル出展：むさしの男女共同参画市民協議会 西原 理恵子 

◇武蔵野プレイスギャラリー 

◆パネル出展：NPO法人男女平等参画推進みなと  

◇市民会館ロビー        

◇市役所ロビー 

１１月１８日（金）～２４日（木） 

１１月２５日（金）～１２月２日（金） 



 

 

３．情報収集・発信 

○パネル展 

≪55号12月発行全６ページ≫ 

【主な内容】 

・トピックス（センターの愛称とシンボルマークについて）  

・講座報告  

・新着図書紹介と報告 

・講座予告 各種利用案内 

≪56号（最終号）３月発行全６ページ≫ 

【主な内容】 

・トピックス 

（「そよ風」も、センターもこの春に再出発します。 ） 

・講座報告  

・新着図書紹介と報告  

・各種利用案内 

○武蔵野市立男女共同参画推進センター ヒューマンあいだより「そよ風」（ＨＰから閲覧できます） 

●「第15回子育てフェスティバル 親子であそぼう！地域でつながろう！」パネル展示参加 

【日時】平成２８年１０月２９日（土） 【場所】武蔵野市役所 西棟 ８階 

●市民会館文化祭パネル展示参加 

【日時】平成２８年１０月１４日（金）～１９日（水） 

●東京ウィメンズプラザフォーラムパネル展示参加 

【日時】平成２８年１１月１１日（金）・１２日（土） 【場所】東京ウィメンズプラザ交流コーナー 
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○武蔵野市男女共同参画情報誌『まなこ』（ＨＰから閲覧できます） 

≪97号８月発行全８ページ≫ 

【キャリア教育って？】 

・キャリア教育とは、子どもの「生きる

力」を育むためのもの 

・子供たちの将来を“水路づけ”して

いませんか 

・市内中学校の職場体験から 他 

≪98号12月発行全８ページ≫ 

【家庭内モラルハラスメント】 

・“自分らしさ”を失ってませんか 

・「モラルハラスメント」という言葉を

知って離婚を決意 

・モラハラは精神的暴力―予防教育

が大事です― 他 

≪99号８月発行全８ページ≫ 

【女性・多様な視点からの防災】 

・防災は身近なもの―女性も防災の

主体となり、自分で自分を守ることが

大事 

・～被災者からの声～防災において、

男女共同参画の視点は不可欠です。 

他 

≪54号８月発行全８ページ≫ 

【主な内容】 

・トピックス（センターの移転と愛称・シンボルマーク募集について）  

・男女共同参画フォーラム報告 

・講座報告 

・講座予告 各種利用案内  

１１月１２日（土）～１７日（木） 

１１月１２日（土）～２７日（日） 

◆関連図書展示 

◇武蔵野プレイスギャラリー  

◇中央図書館 

◆モラハラ・DV相談ダイヤル（専門相談員による電話相談） 

１１月２１日（月）・２５日（金） １０：００～１２：００ 

１１月３０日（水） １４:００～１６：００ 

相談件数 １件 



 

 

●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 
５０ 

 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 １１６～１９１ １１８ 

 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 
３１２～３２９ １１９ 

 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 ７６ 

 働き方 労働 労働法 仕事 再就職 セクハラ 女性労働 
３６６ １５８ 

 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 

３６７ ７３２ 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 ３６８ １００ 

 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 ６８ 

 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 ３４ 

 テレビ 芸術 絵画 図案 写真 演劇 映画 護身術 言語 
６９９～８３３ ８２ 

 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～ １４９ 

 手記 記録 ルポルタージュ 仏文学 

合        計                                              １９１０ 

 ※この他に子ども向け図書２７４冊  

平成２９年３月現在 

●利用状況 

図書貸出冊数 1５９冊 

貸出登録人数 １１３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 １６ １ ２ １５ ５ ６ １３ ９ ２７ ２０ ２３ １５９ 

貸出人数 ９ ８ １ ２ ８ ３ ４ ８ ５ １２ １１ ７ ７８ 
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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 

〇ビデオ・DVD 

ビデオ ３７タイトル  DVD ２０タイトル 

４．団体活動支援 

５．相談 

《男女共同参画推進団体交流会》 

◇日時 平成２８年１０月２７日（木） 

◇行程 日本銀行貨幣博物館 ベテスダ奉仕女母の家婦人保護施設いずみ寮 他 

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。 

≪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。（３ページ参照） 

◆実施日時（平成29年１月～３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３月曜日 ①午後７時～ ②午後８時～ ③午後９時～ 

◆対象：市内在住・在勤・在学の方  

◆相談件数 ４件 

◆内訳 生き方 １ こころ １ 家庭 ２ 人間関係 ３ 仕事  １ その他 １ 

 ※一件に複数項目の内容を含む相談があるため、相談件数とは一致しません。 

≪印刷機≫  武蔵野市男女共同参画推進団体が利用できます。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年度の使用

は４団体でした。  
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●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 

●武蔵野市男女共同参画推進団体（平成29年３月現在21団体） 

HBB（エイチビービー・Happy and Boon Buddy) 桜楓会武蔵野支部 カラ＝西アフリカ農村自立協会 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） 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 東京都青少年の環境を守る会 武蔵野支部 西村会（点とマル） 日本の歴史と教育を考

える会 パシイワむさしのグループ 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 

Musashino International Club (MIC) むさしのジェンダー問題を考える会 武蔵野ブラショフ女性問題研究会 無二の

会 ゆう３（ゆうスリー） らっこの会 
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●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26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 

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) 
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● 施設案内図 

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 

平成28年10月 武蔵野市立男女共同参画推進センター条例施行 

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」に変更 

平成28年1１月 平成28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 
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