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Ⅰ．施設概要 

１．概要 

名     称    むさしのヒューマン・ネットワークセンター 

所  在  地     東京都武蔵野市境２－１０－２７  武蔵境市政センター２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    １９９８年（平成10年）１１月１日 

  専 有 面 積    １０４㎡ 

 ●施設平面図 

新聞等 行政資料 

書架 

貸出ロッカー 

ＴＶ 

会議室 

絵本 

男女共同参画の 
情報紙をみること
ができます。 

各種団体のイベント 

情報を掲示しています。 

市報や新聞等が 

閲覧できます。 

情
報
紙 

書
架 

受
付 

コ
ピ
ー 

印
刷
機 

トイレ 

給
湯 

１Ｆへ 

１Ｆ入口 

階
段 

男女共同参画に関する図書約1,800冊 

２．利用案内 

開館時間  月～土曜日 ９：３０～１７：００ 

休 館 日  日曜日・祝日 １２月２８日～１月４日 

 

 ●施設名・定員・設備等 

 

施 設 名 定  員 設    備 

ミーティングスペース 

    （情報・交流コーナー） 
１５名程度 

資料コーナー 

図書コーナー 

絵本コーナー（マットあり） 

掲示板 

会  議  室 ２５名 
テレビ、ビデオ、マイク､ハンガー、机、椅子、 

ホワイトボード､茶器セット 

印刷関連作業   コピー機、印刷機､カッター､作業台 

団体活動用ロッカーコーナー   １団体につき１個 
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３．施設利用状況 

（１）平成27年度月別利用状況（会議室・情報交流コーナー） 

 

(２）平成27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 150 151 138 187 98 188 142 161 186 157 176 169 1903 

情報交流コーナー 91 72 112 48 57 61 44 63 44 51 55 79 777 

合    計 241 223 250 235 155 249 186 224 230 208 231 248 2680 

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 26 26 23 26 23 22 21 24 26 291 

●会議室利用案内  

利用できる方    武蔵野市に在住、在勤、在学の登録団体 

費    用       無料 

 

利 用 時 間       月～土曜日 (午前利用) １０：００～１３：００ (午後利用) １３：３０～１６：３０ 

 

利 用 規 定    会議室はあらかじめ登録した団体に貸出します｡また、会議室の利用については、施設の構造上、制

限する場合があります｡１団体につき月２回まで利用できます。 

           27年度の会議室利用登録団体は男女共同参画推進団体と合わせて32団体でした。 

 

予  約  申  込    利用日の２ヵ月前の同一日から利用日の前日まで受け付けます。２ヵ月前同日が閉館日の場合、 

その前日に予約することができます。 

予 約 方 法     来館または電話で予約できます。 

 

●コピー機・印刷機・ロッカー利用案内 

≪コピー機≫    Ｂ５～Ａ３ １枚１０円 

≪印刷機≫    Ｂ５～Ａ３を印刷することができます。（紙は持ち込みです） 

              製版１回につき１００円 

              印刷枚数１００枚まで１００円、それ以上は１００枚ごとに１００円プラス。 

              （武蔵野市男女共同参画推進団体は半額） 

≪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。 

27年度使用団体は６団体でした。  
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１．平成２７年度実施事業一覧 

Ⅱ．事業概要 
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16日（土） 22日（月） 5日（日） 11日・18日・25日

21日（木）

20日(土)～28日(日) 10日（月）

20日（土）～7/6（月）

51号発行

94号発行

20日（月） 9日（土） 18日（土） 17日（月） 19日（土）
運営委員会⑫ 運営委員会② 運営委員会③ 運営委員会④

18日（月）
運営委員会①

19日（火） 1日（月） 10日（月） 14日（水）

11日・15日・19日
フォーラム作業
18日（木）

16日（水）
選書会議

武蔵野市男女
共同参画基本
条例(仮称)
検討委員会

むさしの男
女共同参画
市民協議会

平成27年度総会
・懇親会

武蔵野男女共
同参画推進委

員会

そよ風

事務関係

男女共同参画週間
実行委員会⑨

男女共同参画週間
実行委員会⑧

映画「マダム・イン・
ニューヨーク」上映
会とフリートーク

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

イベント
等

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⑥

男女共同参画
フォーラム　武蔵野
プレイス、市民会館
＆商工会館

パネル展示
プレイスギャラリー
＆市役所ロビー

インターンシップの
受入

事業名

講座

貧困女子時代の
マネー管理術

8月 9月月 4月 5月 6月 7月

まなこ

小さい子どもを持つ
お母さんのための

講座

「その恋本当に大丈
夫」デートDV出前講
座＠成蹊大学

怒りと上手に
つきあう方法
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7日（土） 19日（土） 14日（木）・21日（木） 5日・19日・26日 3日（木）
別れを選ぶその前に書くことレッスン講座
29日（金） 8日（月）
書くことレッスン講座 12日(土)

15日（日）
9日(火)・16日（火）

25日(金)

23日（水） 6日（金）・7日（土） 1日（火）
ウイメンズプラザパネル展示 亜細亜大学生来訪
ＤＶ防止パネル展示 4日（水）
12日（木）～18日（水）

武蔵野プレイス

18日（水）～25日（水）9日（水）
市民会館 第一中学生徒来訪
27日（金）～12/3（木）

市役所ロビー

DV関連図書展示
中央図書館・プレイス

28日（土）
子育てフェスタパネル展示

16日（月） 21日（月） 25日（月） 18日（木）

26日（水） 24日（火） 12日（火） 4日（木）

52号発行 53号発行

95号発行 96号発行

19日（月） 14日（土） 21日（月） 16日（土） 15日（月） 19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

22日（火） 7日（火） 4日（木） 11日（金）

18日（水） 28日（木）13:30 11日(金)～31日（木）

消防訓練 選書会議 図書特別整理

男女共同参画基本
条例検討委員会①

男女共同参画基本
条例検討委員会②

男女共同参画基本
条例検討委員会③

男女共同参画基本
条例検討委員会④

男女共同参画週間
実行委員会④

男女共同参画
推進委員会③

男女共同参画
推進委員会④

男女共同参画
推進委員会①

男女共同参画
推進委員会②

センター利用者
懇談会

男女共同参画週間
実行委員会②

女たちが「あたりまえ
の幸せ」を手に入れ
るために

家庭内支配
モラハラを知る講座

映画「隣る人」上映会
と企画者のアフター

トーク

女性の視点で考えて
みる避難所生活と

それから

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①

1月 2月10月 11月 12月

“イマドキ家庭科”が
未来を変える

シングルマザーの
ためのし・ご・と
応援講座

3月

バス研修（台東区
男女平等推進プラ
ザはばたき21）

現代メディアの中の
性差別を考える

樋口恵子講演会
人生１００年時代の
自分丸航海術



 

 

２．学習・研修事業 

○むさしのヒューマン・ネットワークセンター企画事業 

◆「貧困女子」時代のマネー管理術 ～老後一人でも幸せに生きていけますか？～ 

【日時】平成２７年５月１６日（土） １４：００～１６：００ 

【場所】武蔵野プレイス ３階スペース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】花輪 陽子さん （ファイナンシャル・プランナー) 

内 容 参加人数 託児人数 

 単身女性の3人にひとり、シングルマザー等のひとり親世帯や65歳以上の半分が貧困状態の

現在。リストラ、介護、離婚等を機に貧困状態になる可能性は誰にでもある中、将来への不安

の軽減や夢の実現に向けて、貯蓄、節約術、社会制度等のお金の管理知識を学ぶ。 

３５名 ５名 

◆映画上映とトーク・カフェ『マダム・イン・ニューヨーク』 

【日時】平成２７年５月２１日（木） １３：００～１６：００ 

【場所】武蔵野プレイス ４階 フォーラムA 

【定員】4０名  【託児】６か月以上～学齢前までの子ども１０名 

内 容 参加人数 託児人数 

 ひとりの女性が異国でコンプレックスを克服、自信と誇りを取り戻す物語。上映後、感想などを

話し合うカフェスタイルの懇談会を開催。 
４３名 １０名 

◆怒りと上手につきあう方法 “怒りのコントロール術”で日々の暮らしを変える！ 

【日時】平成２７年７月５日（日） １３：００～１５：００ 

【場所】武蔵野市民会館 講座室 

【定員】4０名  【託児】６か月以上～学齢前までの子ども１０名 

【講師】高田 しのぶさん （一般社団法人日本アンガーマネジメント協会 公認ファシリテーター) 

内 容 参加人数 託児人数 

 米国生まれのアンガーマネジメント（怒りのコントロール術）で、怒りの連鎖を断ち切り、自分や

家族のイライラとの上手なにつき合い方を学ぶ。 
４２名 ６名 

◆樋口恵子講演会 人生100年時代の“自分丸”航海術 

【日時】平成２７年１１月７日（土） １４：００～１６：００ 

【場所】武蔵野市役所 西棟 8階 811会議室 

【定員】１５０名  【託児】６か月以上～学齢前までの子ども５名 

【講師】樋口 恵子さん （評論家 NPO法人「高齢社会をよくする女性の会」理事長  

東京家政大学名誉教授 同大学女性未来研究所所長) 

内 容 参加人数 託児人数 

人生100年といわれる現代。家族のあり方やとりまく環境が急激に変わってきた中で、これから

の人生をより気持ちよく元気に生きていくためには自分自身がどうあるべきか、たくさんのヒント

を得るための講演会。 

１４４名 ０名 
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◆家庭内支配～モラハラを知る講座 

【日時】平成２７年１１月１５日（日） １３：００～１５：００ 

【場所】武蔵野プレイス ３階スペース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】本田 りえ さん （臨床心理士、講談社『「モラル・ハラスメント」のすべて』著者) 

内 容 参加人数 託児人数 

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。あなたの

周囲にひそむモラハラに気づき、支配のトンネルから抜け出るための講座。 
３３名 ５名 

◆「別れ」を選ぶそのまえに 

【日時】平成２８年１月１４日（木）・ ２１日（木） １４：００～１６：００（全２回） 

【場所】武蔵野商工会館 第一・第二会議室 

【定員】各３０名  【託児】３か月以上～学齢前までの子ども５名 

【講師】第１回 長谷川 能扶子さん （キャリア・カウンセラー、Cマインド代表) 

第２回 露木 肇子さん （弁護士、多摩総合法律事務所 ) 

内 容 参加人数 託児人数 回 

『気持ちを整理しよう』 不安と正面から向き合ってみる。今の自分を見つめ直す等、“別

れの不安”を冷静に分析する講座。 
１３名 ３名 １ 

２ 
『おさえておきたい法律の基礎知識』 結婚・離婚をめぐる環境は少しづつ変化していま

す。関係する基本的な法律と、最近の問題やリスクについて知る講座。  
１６名 ３名 

◆シングルマザーのための し･ご･と応援講座 （子ども家庭支援センター共催） 

【日時】平成２８年２月９日（火）・１６日（火） １０：００～１２：００ （２回連続講座） 

【場所】武蔵野市民会館 第１学習室 

【定員】各２０名  【託児】３か月以上～学齢前までの子ども１０名 

【講師】森岡 千惠子さん （武蔵野市子ども家庭支援センター 母子・父子自立支援員) 

内 容 参加人数 託児人数 回 

【準備編】自分に合った環境・条件で働くために  

～仕事を見つけるまでにできること～ 
４名 ０名 １ 

２ 
【実践編】あなたの個性と長所をアピールする方法 

～応募書類の作成から面接を受けるまで～  
５名 ０名 

内 容 参加人数 託児人数 

災害時の避難所の運営には老若男女のみならず障害のある人々等多様な人々を対象とした生

活者の視点が不可欠です。大震災に自ら直面し、地域の災害対応・復興に深く関わってこられ

た講師から女性の視点から現場の様子や課題、そして復興への歩みなどを学ぶ。 

８６名 １名 

◆今、大震災が起こったら・・・女性の視点で考えてみる 避難所生活とそれから 

【日時】平成２８年３月２５日（金） １４：００～１６：００ 

【場所】武蔵野市役所 西棟 8階 811会議室 

【定員】１５０名  【託児】３か月以上～学齢前までの子ども５名 

【講師】清原 桂子さん （ひょうご震災記念21世紀研究機構参与 神戸学院大学現代社会学部教授) 
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◆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 （成蹊大学共催） 

【日時】平成２７年６月２２日（月） １６：４０～１８：１０ 

【場所】成蹊大学 ３号館102教室 

【定員】２００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) 

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。 
８５名 なし 

◆小さい子どもを持つお母さんのための講座 

【日時】平成２７年９月１１日・１８日・２５日（金） １０：００～１２：００（３回連続講座） 

【場所】市民会館 第１学習室 

【定員】各２０名  【託児】６か月以上～学齢前までの子ども 

【講師】第１回・２回 加藤 千恵さん （東京女学館大学教授) 第３回 中島 惠さん （臨床心理士) 

◆現代メディアの中の性差別を考える 

【日時】平成２７年１２月１９日（土） １０：００～１２：００ 

【場所】武蔵野商工会議所 ４階 ゼロワンホール 

【定員】４０名  【託児】６か月以上～学齢前までの子ども５名 

【講師】諸橋 泰樹さん （フェリス学院大学教授) 

内 容 参加人数 託児人数 

情報社会の中で生活に欠かすことのできないメディア。そこに表現されている「女」と「男」の情

報のあり方を立ち止まって考え、ジェンダーの偏りに気づき、批判力をつけてメディアと付き合う

ことの大切さを考える講座。 

２７名 ４名 

◆映画『隣るひと（となる・ひと）』上映会とアフタートーク 

【日時】平成２８年２月８日（月） １３：３０～１５：３０ 

【場所】武蔵野プレイス ４階 フォーラム 

【定員】６０名  【託児】６か月以上～学齢前までの子ども５名 

【講師】稲塚 由美子さん  （『隣る人』企画者・民生児童委員) 

内 容 参加人数 託児人数 

親と暮らせない子どもたちと、隣りあう保育士たち。ある児童養護施設の日常を追う８年間のド

キュメンタリーと企画者の講演。第９回文化庁映画賞・文化記録映画部門大賞受賞作品。 
１００名 ５名 
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内 容 参加人数 託児人数 回 

子育て中だからこそ自分の時間を大事にしたい ２１名 ２０名 １ 

２ 私と子ども・夫・親・ママ友の関係は難しい ２１名 ２０名 

３ ストレスを増やさないコミュニケーション １８名 １５名 

○むさしの男女共同参画市民協議会委託事業 



 

 

◆“イマドキ家庭科”が未来を変える 

【日時】平成２８年３月３日（木） １０：００～１２：００ 

【場所】むさしのヒューマン・ネットワークセンター会議室 

【定員】２５名  【託児】６か月以上～学齢前までの子ども５名 

【講師】齋藤 弘子 さん  （家庭科教育研究者連盟代表) 

内 容 参加人数 託児人数 

家庭科の男女共修から２０年以上たち、夫婦像にもたらされた新たな変化を学ぶ。 ２７名 ５名 

◆今どきの女たちが「あたりまえの幸せ」を手に入れるために 無頼化って何？ 

【日時】平成２８年３月１２日（土） 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】６か月以上～学齢前までの子ども５名 

【講師】水無田 気流さん  （詩人・社会学者) 

内 容 参加人数 託児人数 

幸せになりたい、でも生きづらいと感じている女性へのメッセージ。現状を打破する働き方、暮ら

し方を社会制度の見直しとともに提示する。 
４０名 ４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28年５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、むさしのヒューマン・ネットワークセンターと協働し、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 

 「自分らしい生き方」ができるまちへ。男女平等参画条例は、そのためのルール。パネリストと

一緒に考える。 
３４名 ０名 

○武蔵野市男女共同参画週間事業実行委員会委託事業 

☆ テーマ「育てあうまち 武蔵野」 期間 平成２７年６月２０日～２９日 

◆武蔵野市に男女平等参画条例ができたら ～その条例どう味方してくれるの～ 

【日時】平成２７年６月２０日（土） １３：３０～１５：３０ 

【場所】武蔵野プレイス １階 ギャラリー 

【定員】３０名  【託児】６か月以上～学齢前までの子ども５名 

【パネリスト】岡橋 葉子さん （岡橋マーケティング研究所代表) 

河合 充子さん （多摩市の男女平等条例を考える会責任者) 

栃折 暢子さん （武蔵野市教育委員会委員・主任児童委員) 

掘込 泰三さん （子育て主夫ネットワーク「レノンパパ」) 

【ファシリテータ】二子石 薫さん  （武蔵野市男女共同参画推進委員会委員) 

【企画・運営】むさしの男女共同参画市民協議会「ジェンダー・条例を考える会」 
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内 容 参加人数 託児人数 

 第１部ではワークライフバランス先進国として知られるフィンランドと日本の架け橋として活躍す

る坂根シルックさんをお招きし、フィンランドの子育てや共働き事情のお話を伺う。第２部では市

民パネリスト３名とシルックさんを交え、今後の日本のワークライフバランス、子育てと仕事の両

立について会場の皆さんとディスカッションする。  

４９名 ４名 

◆フィンランドに学ぶ子育てと仕事の両立のヒント 

【日時】平成２７年６月２１日（日） １０：３０～１２：３０ 

【場所】武蔵野プレイス ４階 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】坂根 シルックさん （東京農工大学リーディング大学院特任准教授） 

【ファシリテータ】小倉 環さん （ワーキングペアレンツ) 

【企画・運営】ワーキングペアレンツ 

内 容 参加人数 託児人数 

華麗な同性結婚式の挙行、家庭内性虐待の告白本出版など、一身を投げ出して社会にアピー

ルしている東小雪さんが、タブー視されて語られてこなかった性的少数者、幼時性虐待をわかり

やすく説き明かす。  

８３名 ４名 

◆多様な性を理解する2015 ～レズビアン･性虐待サバイバーである私～ 

【日時】平成２７年６月２１日（日） １４：００～１６：００ 

【場所】武蔵野プレイス ４階 フォーラム 

【定員】１００名  【託児】６か月以上～学齢前までの子ども５名 

【講師】東 小雪さん （元タカラジェンヌ・LGBTアクティビスト) 

【企画・運営】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 

絶滅に瀕している野生のアフリカゾウを保護するため、ケニヤの地方で住民の生活を向

上させ、洋裁技術取得支援などで地域女性を活性化している研究者が、アフリカゾウと

地球環境の関わりを語る。 

27名 ０名 

◆ケニヤの女性の現状・野生動物との暮らし 

【日時】平成２７年６月２３日（火） １４：００～１６：００ 

【場所】武蔵野プレイス ３階 スペースC 

【定員】４０名  【託児】６か月以上～学齢前までの子ども５名 

【講師】中村 千秋さん （NPO 法人サラマンドフの会代表) 

【企画・運営】 ラフィキ （日本獣医生命科学大学サークル） 

◆ジェンダーの視点から読む源氏物語 最も幸福に見える女性が最も不幸な訳とは～紫式部からの消息～ 

【日時】平成２７年６月２５日（木） １０：００～１２：００ 

【場所】武蔵野商工会館 第1第2合同会議室 

【定員】４０名  【託児】６か月以上～学齢前までの子ども５名 

【講師】竹内 寿恵子さん （元高校国語科教諭) 

【企画・運営】 男女共同参画週間事業実行委員会 
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内 容 参加人数 託児人数 

 光源氏の栄華と苦悩、彼を取り巻く女性たちを、ジェンダーの視点から解き明かす講座。原文

朗読で日本語の美しさを味わう時間も設ける。その後月一回の連続講座として継続。 
41名 ２名 

◆心をひらくわらべうたの世界 子どももおとなも  一緒にうたってあそんでわらって ワクワク・ドキドキ 

【日時】平成２７年６月２７日（土） １０：３０～１２：００ 

【場所】市民会館集会室 

【定員】親子１５組 

【講師】高橋 京子さん （音楽家・コダーイ芸術教育研究所) 

【企画・運営】まめっちょ 

内 容 参加人数 託児 

 ピアノ伴奏と巧みなリードにより、子どもたちだけでなくお母さんもお父さんも、歌って遊んで、

全身でわらべうたを楽しんだ。 
４３名 なし 

◆記念講演会 母娘関係から家族を見る 

【日時】平成２７年６月２７日（日） １３：３０～１６：００ 

【場所】武蔵野プレイス ４階 フォーラム 

【定員】１５０名 【託児】６か月以上～学齢前までの子ども５名 

【講師】信田さよ子さん （原宿カウンセラーセンター所長 臨床心理士) 

【企画・運営】 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 

母娘関係の第一人者、信田さよ子さんが、この問題が学問的に注目されるようになった経緯か

ら、社会的な拡がりとその意味、個人がこじれた母娘関係を解決する方法までを語る。 
１３５名 ４名 

◆講演と映画 イスラムをジェンダーからとらえる 

【日時】平成２７年６月２８日（日） １０：００～１６：２５ 

【場所】武蔵野プレイス ４階 フォーラム 

【定員】各回１００名 【託児】６か月以上～学齢前までの子ども５名 

【講師】平井文子さん （獨協大学講師) 

【映画】「少女は自転車に乗って」 (2012年/サウジアラビア/97分/２回上映)  

【企画・運営】 婦人民主クラブ武蔵野支部  

内 容 参加人数 託児人数 

講演：いま、世界の注目を集めているイスラム世界。その中は一様ではありません。 ジェンダー

に視点をあて、イスラムの現代を理解するとともに、これからを展望する。  

映画： サウジアラビア初の女性監督 ハイファ・アル=マンスールの作品 を上映しました。因習の

中で強く生きようとする少女ワジダとその母を感動的に描いた作品。  

のべ127名 のべ５名 
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◆おやこあそび「こどものおと」 

【日時】平成２７年６月２８日（日） １０：１５～１１：１５ 

【場所】市民会館集会室 

【定員】つかまり立ち～３歳の子どもと親 ３０組  

【先生】林 長子さん （元ピアノ講師)  

吉田 孝子さん （元幼稚園教諭・保育士)  

小澤 園子さん （元幼稚園教諭・保育士)  

【企画・運営】境おやこひろば  

内 容 参加人数 託児 

音楽や色々な素材を使って、親子であそぶ。ピアノ演奏に合わせて身体をめいっぱい動かしたり

（リトミック）、歌を歌ったり、紙芝居をみたり．．．。普段平日に開催している「こどものおと」を、男

女共同参画フォーラムにあわせて休日に開催。 

７１名 なし 

◆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27年6月に開催する「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13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２７年６月２０日（土）～２９日（月） 【場所】武蔵野プレイスギャラリー 

【日時】平成２７年６月３０日（火）～７月６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 日本女子大教育文化振興桜楓会武蔵野支部 

日本パシイワ ひまわりもコスモスも Musashino International Club (MIC)  

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 （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2015』 

育てあうまち 武蔵野 

平成２７年１０月刊行 

*報告書を作成しました* 
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３．情報収集・発信 

○パネル展 

≪51号８月発行全８ページ≫ 

【主な内容】 

・トピックス（“子どもの貧困”を直視する）  

・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  

≪52号12月発行全６ページ≫ 

【主な内容】 

・トピックス 

（女性活躍推進法は 働く女性の味方になるか？） 

・講座報告  

・新着図書紹介と報告 

・講座予告 各種利用案内 

≪53号３月発行全６ページ≫ 

【主な内容】 

・トピックス 

（非正規、パートタイムで働く１３０万円の壁が １０６万円の壁に！ ） 

・講座報告  

・新着図書紹介と報告  

・これからの催し物 センター移転に関して センター利用案内 

○むさしのヒューマン・ネットワークセンターだより「そよ風」（ＨＰから閲覧できます） 
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●男女共同参画フォーラムパネル展示（前ページ参照） 

●「第14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２７年１１月２８日（土） 【場所】武蔵野スイングホール 

●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２７年１１月６日（金）・７日（土） 【場所】東京ウィメンズプラザ交流コーナー 

●「女性に対する暴力をなくす運動」期間 DV防止パネル展示 

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  

◇市民会館ロビー        

◇市役所ロビー     

関連図書展示 

◇武蔵野プレイスギャラリー  

◇中央図書館           

平成２７年１１月１２日（木）～１８日（水） 

平成２７年１１月１８日（水）～２５日（水） 

平成２７年１１月２７日（金）～１２月３日（木） 

 

平成２７年１１月１２日（木）～１８日（水） 

平成２７年１１月１２日（木）～２５日（水） 



 

 

●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 
４５ 

 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 １１６～１９１ １１３ 

 歴史、伝記、自伝 ２１０～２８９ ６３ 

 政治、国家、選挙、人権、地方行政、男女共同参画、戦争と平和 
３１２～３２９ １１６ 

 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 
３６６ １５２ 

 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 

３６７ ７１８ 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 ８６ 

 介護､社会保障、福祉、災害､市民活動 ３６９ ４５ 

 教育、教師、学習、社会教育、学校教育、幼児教育、家庭教育 ３７１～３７９ ６３ 

 習俗、葬送、人類学 ３８３～３８９ ５ 

４６０～４９８ ６９ 
 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 ３２ 

 テレビ、芸術、絵画、図案、写真、演劇、映画、護身術、言語、 
６９９～８３３ ６０ 

 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～ １４７ 

 手記、記録、ルポルタージュ､仏文学 

合        計                                              １８２０ 

 ※この他に子ども用図書２７４冊  

平成２８年４月現在 

●利用状況 

図書貸出冊数 180冊 

貸出登録人数 137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 １９ １３ ７ ９ ７ １０ ４ １５ ８ ２７ ３５ ２６ １８０ 

貸出人数 ９ ８ ５ ６ ５ ５ ３ ７ ７ １１ １１ ７ ８４ 
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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♀、季刊女も男も、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（HPから閲覧できます） 

４．団体活動支援 

《会議室貸出》 

会議室は「武蔵野市男女共同参画推進団体」と「会議室利用登録団体」に貸出しています。会議室の利用について

は、施設の構造上、制限する場合があります｡１団体につき月２回まで利用できます。 27年度の会議室利用登録団

体は１１団体でした。 

《ロッカー貸出》 

ロッカーは「武蔵野市男女共同参画推進団体」に1団体につきロッカーひとつを貸し出しています。 27年度の利用団

体は６団体でした。 

《男女共同参画推進団体交流会》（むさしの男女共同参画市民協議会委託事業) 

◇日時 平成２７年１０月２３日（金） ◇行程 台東区男女平等推進プラザ「はばたき２１」 樋口一葉記念館 他 

Ⅲ．資料編 

●武蔵野市男女共同参画推進団体（平成27年6月現在21団体） 

HBB（Happy and Boon Buddy)（＝幸せで愉快な仲間たち） 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 女性史武蔵野グループ 生活クラブ・グループ創 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 

ピアカウンセリングむさしの ひまわりママ 婦人民主クラブ武蔵野支部 まめっちょ Musashino International Club 

(MIC) 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 ワーキングペアレンツ 

●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 

次ページに続く 
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 (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） 
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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12月 武蔵野市立男女共同参画推進センター条例制定 
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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３分 

武蔵境市政センター ２階 

（平成28年10月 市民会館1階へ移転予定） 

スイングビル 

むさしのヒューマン・
ネットワークセンター 

す
き
っ
ぷ
通
り 

武蔵境駅 

市民会館 

東小金井 三鷹 

アジア大学通り 

N 
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男女共同参画担当 
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