
1 

 

平成３０年度第１回調布市男女共同参画推進センター運営委員会議事録要旨 

 

日時 平成３０年６月２５日（月）午後６時から８時まで  

場所 市民プラザあくろす研修室３ 

出席者（敬称略）８人 

大槻委員，金子委員，中野委員，中村委員，平岡委員，堀委員，森委員，仁藤委員 

 

１ 開会 

 (1) 生活文化スポーツ部部長挨拶 

   男女共同参画推進センターの適切な運営のためにセンター運営委員が必要である。 

      市民の意見を施策，行政に反映していくという視点で取り組んでほしい。幅広い意

見をお願いしたい。 

   これから２年間よろしくお願いします。   

 

(2) 委員長及び副委員長の選出 

   委員長は互選により仁藤委員に決定。副委員長は委員長の指名により金子委員に決   

   定。 

 

２ 議事 

 (1)  センター運営委員会の概要について 

   男女共同参画推進センターの事業を適切に運営するという委員会の目的，女性活躍

推進法に定める任意協議会のテーマとして「地域における女性の就労について」を

位置づけたこと等を説明。 

 

(2)  男女共同参画推進センター事業について 

    ２９年１２月から３０年６月までの事業報告，及び３０年度実施予定のセンター事

業について事務局より説明 

委員長 事務局から報告があったように，デートＤＶ出前講座を第八中学校で開催した。 

中学校長の委員として，委員Ｄから何か意見は無いか。 

委員Ｄ 調布市の生徒たちは幼いイメージがある。何の警戒もなく，小学生と同じよう

に男女一緒に遊んでいる。何もわからないうちに被害に巻き込まれてしまった

りするのでどこかで知識としていれていくことが必要である。 

委員Ｃ 委員Ｄの話は非常に興味深い。自分にも中学生の娘がいるが，幼いと感じる。

男の子４人の中で女の子１人でも何も考えずに遊んでいる。性の違いをどう教

えればいいか悩むところがある。 

委員Ｄ 最近の子ども達は昔と傾向が異なる。昔は男女別で遊んでいたが，今は男女関

わらず一緒に遊んでいる。男４人の中に女１人でも意識してないのでは？  

委員長 グループ相談の内容はどうか。意見はあるか。 

委員Ａ すこやかとの連携はとれているのか？市民は情報をどうやって収集しているの

か？狙った対象者に情報は届いているのか？ 
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事務局 周知は，市報に加えホームページでの情報提供及びすこやか等公共施設へチラ

シを配布している。また，お子様向けのイベントであれば市内の保育園にチラ

シを配布する等ターゲットに合わせて情報提供を行っている。 

委員Ｆ ３月９日に実施したグループ相談「子育ては誰がするの？目指せ！イクメン

夫！？」の参加者は１人であるが，参加者は男性女性どちらか？ 

     男性への周知はどうなっているのか？男性は，市報やチラシを主婦と比較して 

  見ないと思う。男性を呼び込むのが課題では？ 

事務局 ３月９日のグループ相談はキャッチフレーズがぼんやりしていたという反省が 

ある。実際，３月１６日に実施した「コミュニケーションが上手になりたい女 

性集まれ！」や４月１３日に実施した「親子関係を良好にする秘訣ってなに？」

  では，目的がはっきりしていたため男性でも集客が良かった。また，相談を行 

う時間帯も夜間に実施する等工夫しているが，苦慮している。今後，時間帯や 

ネーミング等も工夫していく。 

委員Ｆ 男性を集客するためには，「カウンセラーと話しませんか？」と直接訴えるより， 

「料理を作りながら集まりませんか？」のように呼びかけ方を工夫した方がよ

いのではないか？ 

委員Ｃ 全体的に見て男性の参加が少ない印象。どの位の告知期間があり，どの位の応

募者数があったのか？ 

事務局 告知は概ね実施１ヶ月前の市報に出すので約１ヶ月間である。応募がいっぱい

になるというより，開催日当日までに定員に達するぐらいの人数に落ち着いて

いる殺到しているわけではない。 

委員Ｃ 女性も男性も集客が課題である。 

委員Ｅ 参加される方はいつも同じなのか？それとも毎回違う方が来るのか？ 

事務局 参加者は２パターンに分かれる。初めての参加の人もいれば，講座を受けてみ 

て別の講座も気になって参加する人もいる。 

委員Ｅ 口コミ等の効果はあるのか？ 

事務局 夫婦間の口コミはある。また，「アラフォー」というキーワードで検索してひっ 

かかったものに全部参加する人もいる。グループ相談が終わった後，仲良くな 

り参加者同士の繋がりが広がることもある。また，グループ相談の存在は知っ 

ているがまだ参加に踏み出せていない等潜在的ニーズもある。 

委員Ｆ 三鷹ネットワーク大学というところがおもしろい。有料・無料どちらの講座も

ある。また市外の人も参加可能。キーワードで検索にひっかかるようになって

いる。一回登録すると，どんどん情報がメールで送られてきておもしろいと思

う。 

委員長 三鷹ネットワーク大学は三鷹市の情報を送り届けるというやり方である。任意 

であるが参加者にメルマガを送付し情報提供等行っているようである。 

委員Ｃ もし，初めて参加した時にサロンの参加者が自分１人だけや２人しかいないと 

なると，他に受けたいものがあってもハードルが上がるのではないか？独り占

めできると思う人もいるが，自分なら参加しづらくなる。やはり，集客が大事

だと思う。 
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委員長 次回の委員会では，今の意見を踏まえてグループ相談事業の集客において工夫

したことを事務局から報告してもらいたい。 

委員Ｂ 講座や講演会とグループ相談事業で連携できないか？講演会の集客がとても良

いと感じるので，会場でグループ相談に関するアンケートをとって，グループ

相談の参加につなげる等できるのではないか。 

委員長 山崎ナオコーラ氏の講演会時にグループ相談のチラシを配布したら反響がとて

もよかったと聞いている。ご意見ありがとうございます。 

 

 (2) 地域における女性の就労について 

  事務局より，前年度の議論の振り返りとして，平成 28年度及び 29年度の議論のまと

めを報告した。内容は以下のとおり。 

・平成 28年度及び 29年度のセンター運営委員会では，女性の就労にかかる課題や

他の自治体の取り組み事例，企業や女性への光の当て方として「表彰」や「紹介」

という提案が出され，表彰・紹介の在り方等を議論した。 

・企業の表彰については，表彰方法や，表彰企業の選定基準・選定方法等を議論し

た。 

・女性の紹介については，共感できる働き方をしている女性の紹介方法や，紹介基

準等を協議した。 

委員長 今の報告で何か意見や質問はないか？⇒無し 

振り返りの内容は皆さんに理解いただけたと思う。 

  次に，前期の協議会を踏まえ，事務局側で表彰・紹介をする企業と女性の候補

について事前リサーチを実施したとのことである。まず，その理由を事務局よ

り報告願いたい。 

事務局 事前リサーチの理由は，以下のとおりである。 

 ・今後，公募するまたは，リレー方式をとるにしても，第１回目に紹介する企

業や女性が基準や起点となる。 

  ・対象候補となる企業や女性に男女共同参画及び今回の紹介事業について理解

をしていただくためには，事前の説明が必要である。 

  ・前期の協議会で，選定や紹介にあたっては，大学生などができないかとの意

見があり，連携大学で，センターと協力関係にある大学に打診したところ，映

画産業にヒアリングしたいとの希望があったため。また，学生のキャリア学習

の一環ともなる。 

  ・女性については，調布らしさの点では，映画と都市農業が挙げられるため。 

 

     以上の理由を踏まえ，事務局にて，以下のとおり企業と女性のリサーチを実施 

した。 

① 企業 株式会社高津装飾美術 

      ・映画のまち調布として特色のある会社である。 

      ・映画やテレビ，演劇で使用する「小道具」の分野で活躍する会社である。 

      ・産休育休制度を取得し，働き続けられる風土であるという話があった。 
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     ②女性 山内美香氏（山内ブドウ園の女性農業者） 

      ・デザイナーから転身し，祖父の代から続くぶどう園を継ぎ農業に専念。 

      ・農業女子プロジェクトメンバーであり，都市農業を推進。（調布らしさ）  

      ・農作物の収穫体験だけでなく，料理教室やワークショップの場として展開 

したいと考えている。 

      ・若手女性農業従事者との繋がりを希望している。 

      ⇒連携大学である明治大学農学部，桐朋学園の生徒，若手農業従事者などが 

取材にいくことを想定。 

 委員長 事務局からリサーチの報告をいただいた。より良いものがあれば，ご意見いた

だきたい。また，応募の仕方，評価基準についても意見がほしい。 

委員Ｂ 企業評価のリスクを検討した方が良いと思う。今後，表彰後にその企業が粉飾

決算をしてしまった，ブラック企業として告発された場合，市としてどうする

のか。 

また，多摩信用金庫でもＮｅｘｔ Ｆａｒｍｅｒというものをやっている。 

しかし，女性就農者が少ない。リレー方式では途切れるのではないか？ 

例として挙げた農家は４００年で２０代目であるが，１周期だいたい２０年周

期と考えると短と感じる。 

事務局 リレー方式については問題ないと考えている。リレーが途切れてしまったら新

しいステップに行く必要もある。 

委員長 リレー方式は，農家の女性だけでなく様々な職の女性を対象にすれば問題ない 

のではないか。 

委員Ｂ リレー方式は，プレッシャーがあるのでは？次誰にしようと考えたときに，最

初から引き受けるのを断られるリスクがでてくるのでは？ 

委員Ｅ リレー方式の紹介の周期はどのくらいを考えているのか？ 

事務局 昨年度の意見としては年２～３回程度。それも考えていく必要がある。 

委員Ｅ 年２～３回程度の紹介ならば，毎回別のジャンルの女性にした方が良いのでは

ないか？同じような内容や，内容が似通っているとつまらないのではないか？ 

委員Ｃ 企業の候補は賛成である。しかし，リレー方式は疑問が残る。レベル間や似た

ようなものばかりに偏ってしまうのでは。たしかにリレーは見込みがたちやす

く，安定して情報提供ができるというのはある。しかし，見る側はつまらない

のでは？ 

委員長 リレー方式は再検討する必要があるという意見をいただいた。他に意見のある

方はいるか？ 

委員Ｄ 高津装飾は産休・育休制度を取得し働き続けられる会社というのがポイントだ

と思う。産休・育休後も働き続けられる風土とあるが，表現があいまいではな

いか。数値で表すべきでは。 

委員長 委員Ｄより評価の根拠となる数値で示された方が良いという意見をいただいた。

他に意見はあるか？ 

委員Ｆ 数値で表わさなくても，取材によって生きた話がでてくるのでは？具体的な取

組や，その会社の考え方など。取材するということが大切ではないか。 
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委員長 数値で表す方法もあるが委員Ｆより，取材によって見えてくるものがあるので

はないかという意見をいただいた。 

委員Ｂ 委員Ｆより取材の中で見えてくるものがあるという話があり，委員Ｄより評価

の根拠となる数値が必要との話があった。 

     ただ，産休育休復帰率を数値化してしまうと「いやいや，うちの方が高いよ！」

と言ってくる企業もでてくる気がする。 

     「○○で賞」のように柔らかくしておく必要があるのではないか。 

委員長 前期においても，数値化に対して意見があった。学生のやわらかい頭で「○○

賞」を考えてくれたらいいと思う。 

委員Ａ 産休育休復帰や勤続日数等の制度というより，その企業の工夫の仕方等見方を

変えてみるのはどうか？ 

委員長 前任の方々の時も同様な意見があった。事務局が説明をした企業の「産休・育

休復帰率」は，企業を表わすために参考程度で載せたものと聞いている。事前

リサーチをした企業は，学生から「映画産業」を取材したいという要望に応じ

て事務局がリサーチを行った。 

委員Ｂ ２年間の中でスケジュールはどのように考えているのか？ 

委員Ｃ 表彰をやることが目的となってしまってはいけない。何のために表彰をするの

か，目的を明確にする必要がある。 

委員長 そもそも表彰の目的を忘れてはいけないという意見があった。 

委員Ｆ 表彰の目的は，企業の働きやすさ，働きがいがある会社ということをみんなに

伝えることでは。 

委員長 調布から都心へ働きに出る，ではなく，外から調布に働きにくる，また調布に

住んでいる人が調布で働くことができるようにしていこうという話だった。 

     もし委員から了承が得られれば，本格的に学生にヒアリングを行ってもらう方

向で問題ないか。 

委員Ｂ この委員会のタイムスケジュールが必要と感じる。どういうタイミングでどう

いう話を進めて，どこで表彰していくのかが明確になるとわかりやすい。 

     「今日の委員会はどこまで話を進めればいいのか」ということがわかるとやり

やすい。また，新しい委員の意見も取り入れやすいのでは。 

委員長 新しい委員の意見をもっと反映していきたい。例に挙げたブドウ園を見つける

のも苦労したと聞いている。表彰の目的を考えると年間３人は厳しいのではな

いか。別途，事務局からスケジュール案を作成・配布してもらいたい。また，

今年度中に１企業，１人ずつは紹介した方が良いと考える。１年スパンでやっ

ていくことでよいか。 

委員Ｄ 私たちの役割がイマイチわからない。企業を選定する機能でないことはわかっ

た。学生が調べる企業が決まった段階で賞を出すことが決まる。そして，この

企業に出す「○○賞」を考える機能なのか。 

委員長 この運営委員会のミッションは，企業をどのように決めていくかということで

ある。 
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委員Ｂ 学生とコラボするのは賛成である。しかし，学生が調べたところに決めるのか？

対象が狭くなってしまう気がする。もともとは，企業から公募をするのではな

かったか？ 

委員長 まずは，学生にやってもらったうえで，取組みを告知できるように進める方向

でよいか。もっと良いものがあればアドバイスが欲しい。この委員会はそうい

う役割である。 

委員Ｂ 第１回目はモデルケースとして，学生にやってもらったうえ，後に公募にうつ

るなら理解できる。 

委員Ａ 誰に向けて発信するか，というのは考えているのか？学生目線なのか？離職し

た女性目線なのか？ターゲットはどうなっているのか？ 

委員Ｆ 白百合の学生が継続してやるのか？ 取材をやるのは良いと思う。しかし，表

彰の基準などの整備をしないと。手を上げた企業が必ず表彰されるのは違うと

思う。 

委員Ｃ 目的が明確になっていない。目的次第で方向が変わってくる。 

     例えば，「企業があります」→この企業は「○○で賞」では，私は働きたいと 

思わない。 

     けれど，「企業があります」→こんな企業ですよ，という内容なら私は働きたい

と思う。 

副委長 以前も目的がぼんやりとしてしまっていた。 

委員Ｂ 企業を先に決めてしまうと，選定基準がそこに合わせたものになってしまう。 

委員Ｄ 基準が先にあって企業を選ぶことが必要ではないか？ 

委員長 大企業については，東京都の表彰事業など，他で紹介されていることから，中

小企業も紹介できるような仕組みに出来ないか。「若者が選ぶ○○」「働きたい

女性が選ぶ○○」というように様々な視点があると良いのではないか。 

委員Ａ わざわざ基準を設けなくても良いのでは。紹介でいいのではないか。表彰は重

い気がする。企業紹介ぐらいなら多くの企業が出そうな気がするが，表彰をし，

かつ年１回実施するのは重い気がする。 

委員Ｄ 表彰は重いことである。行政から選ばれるというのは，名誉なことであるが重

い。紹介の中の○○賞にした方が気軽で良いのではないか？ 

委員Ｃ 年１回の更新では市民は見落とす可能性が高い。表彰でなければリスクは減る

のではないか？もっと楽しいものが良いのではないか？ 

     やはり，動くには目的が大事になってくる。ここで決めないとどうにもならな

いのでは？ 

委員Ｆ 目的は，「調布ってこんな街でこんな企業がある」ということ知ってもらうこと

である。様々な企業を紹介しながら年間ベストがでるというのはどうか？ 

委員長 ＦＡＣＥＢＯＯＫのいいねの回数やホームページのアクセス回数などやりよう

はあるのではないか。これでは，タイムラグが発生してしまう問題があるが。 

委員Ａ イベントなどで，紹介した企業をパネル展示にして来場者にどの企業が良いか

シールを貼ってもらうようにしたらよいと思う。 

委員長 男女センターで実施している男女共同参画推進フォーラムで賞を決めること 
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はできるのではないか。委員の皆さん，その方向でいかがでしょうか。 

委員Ａ それなら，みんなで応援していけると思う。評価の見える化が出来てよいので

はないか？ 

委員長 次回の委員会まで日が空いてしまうため，別途，本日の委員会でいただいた意

見を事務局で取り纏めて報告してもらうこととする。 

    本日は有難うございました。 

 

（議事は以上） 

 

３ その他 

  あくろすだより創刊号の暫定版を配布。 

 

４ 事務連絡 

  次回の日程は９月２０日（木）午後６時から８時まで 


