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【目黒区男女が平等に共同参画する社会づくり条例（抜粋）】

 
※ 年次報告書

（年次報告）

第９条 区長は、毎年、推進計画及び男女が平等に共同参画する社会づくりの推進に関する施策の進ちょく状

況を目黒区男女平等・共同参画審議会に報告し、その意見を付けて、これを公表するものとする。

※ 目黒区男女平等・共同参画審議会

（設置）

第１３条 男女が平等に共同参画する社会づくりを推進するための施策を総合的かつ計画的に推進するため、

区長の付属機関として目黒区男女平等･共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。

（所掌事項）

第１４条 審議会は、推進計画に係る男女が平等に共同参画する社会づくりの推進に関する施策について調査、

企画、立案等を行い、区長に意見を述べることができる。

２ 審議会は、区長の諮問に応じ、推進計画の評価、改定その他の重要事項について調査及び審議を行う。

３ 審議会は、目黒区男女平等・共同参画オンブーズの求めに応じて調査及び審議を行い、区長に意見を述べ

ることができる。

４ 審議会は、必要に応じて男女が平等に共同参画する社会づくりの推進に関して、区長に意見を述べること

ができる。 



Ⅰ-  
 

平成３０年９月３０日

目黒区長 青木 英二 様

目黒区男女平等・共同参画審議会

会長 神尾 真知子

「目黒区男女平等・共同参画推進計画」の

進捗状況の評価について（答申）

平成３０年６月１０日付け目総権第４４０号で意見を求められた標記の件について、本

審議会で審議した結果、別紙の結論に達しましたので、答申いたします。

以 上

Ⅰ-2 

 
 

１ 本答申の位置付け 

  目黒区男女が平等に共同参画する社会づくり条例（以下「条例」という。）第 14 条第 2項は、目黒

区男女平等・共同参画審議会（以下「審議会」という。）が、目黒区男女平等・共同参画推進計画（以

下「推進計画」という。）の事業評価を行うことを規定しています。 

条例が、審議会の所掌事項の一つとして事業評価を規定したのは、目黒区が推進計画に基づいて事

業を実施したのち、審議会が第三者の視点による事業評価を行い、次年度以降に目黒区がその事業評

価を活かして事業の展開を行うことにより、男女平等・共同参画社会づくりに貢献すると考えたから

です。 

事業評価は、推進計画が実施された平成 16 年度から行っており、本答申は平成 28 年度から実施さ

れている「目黒区男女平等・共同参画推進計画（平成 28 年度～平成 32 年度）」（三期目）の平成 29

年度の事業実績とその成果を評価したものです。 

推進計画を推進していくための仕組みは、以下の図のとおりです。 

 
  なお、平成 28 年度から実施されている推進計画において、新たに設けられた「分析の着眼点」及

び「事業」については、「New」という表記をしました。 

 

２ 事業評価の方針・方法 

第 2 章の「Ⅰ 評価の方針」「Ⅱ 評価の方法」により事業評価を行います。評価の基準や評価段

階の表示方法について平成 23年度から平成 27年度までの推進計画の評価方法から一部変更していま

すので、詳しくは第 2章をお読みください。なお、評価にあたっては以下の点に留意しています。 

① 事業評価をわかりやすく示します。 

★の数で評価結果を表現し、計画全体の進捗状況をレーダーチャートで示します。 

② 客観的な評価に努めます。 

数値目標を含んだ「分析の着眼点」を明記し、事業実績報告及び区民意識調査報告に基づいた

分析を行い、その分析の結果を、評価に反映します。大項目の評価は、中項目の★の数から総合

的に導き出します。 

③ 事業に対する改善点などを提言します。 

各中項目の冒頭に、審議会から所管課へのメッセージとして「提言」を掲載します。 

 

３ 事業評価の対象－関連事業について  

本答申では、男女平等・共同参画の実現を主たる目的とする事業（以下「主目的事業」という。）

のみならず、男女平等・共同参画の推進に関連する事業（以下「関連事業」という。）についても対

第 1章 基本的な考え方 

男女平等・共同参画

社会の実現に向けて 

 
 

 
 

事業改善 事業実施 

公表 

フィードバック 評価・提言 

各所管課による

次年度に向けた

事務改善 

事業評価の報告 

区民への公表 

各所管課への 

フィードバック 

推進計画に基

づく事業の実

施 

審議会による前

年度の事業評価

と次年度に向け

た提言 

【推進計画を推進していくための仕組み】 
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平成３０年９月３０日

目黒区長 青木 英二 様

目黒区男女平等・共同参画審議会

会長 神尾 真知子

「目黒区男女平等・共同参画推進計画」の

進捗状況の評価について（答申）

平成３０年６月１０日付け目総権第４４０号で意見を求められた標記の件について、本

審議会で審議した結果、別紙の結論に達しましたので、答申いたします。

以 上
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１ 本答申の位置付け

目黒区男女が平等に共同参画する社会づくり条例（以下「条例」という。）第 条第 項は、目黒

区男女平等・共同参画審議会（以下「審議会」という。）が、目黒区男女平等・共同参画推進計画（以

下「推進計画」という。）の事業評価を行うことを規定しています。

条例が、審議会の所掌事項の一つとして事業評価を規定したのは、目黒区が推進計画に基づいて事

業を実施したのち、審議会が第三者の視点による事業評価を行い、次年度以降に目黒区がその事業評

価を活かして事業の展開を行うことにより、男女平等・共同参画社会づくりに貢献すると考えたから

です。

事業評価は、推進計画が実施された平成 年度から行っており、本答申は平成 年度から実施さ

れている「目黒区男女平等・共同参画推進計画（平成 年度～平成 年度）」（三期目）の平成

年度の事業実績とその成果を評価したものです。

推進計画を推進していくための仕組みは、以下の図のとおりです。

 
なお、平成 年度から実施されている推進計画において、新たに設けられた「分析の着眼点」及

び「事業」については、「 」という表記をしました。

２ 事業評価の方針・方法

第 章の「Ⅰ 評価の方針」「Ⅱ 評価の方法」により事業評価を行います。評価の基準や評価段

階の表示方法について平成 年度から平成 年度までの推進計画の評価方法から一部変更していま

すので、詳しくは第 章をお読みください。なお、評価にあたっては以下の点に留意しています。

① 事業評価をわかりやすく示します。

★の数で評価結果を表現し、計画全体の進捗状況をレーダーチャートで示します。

② 客観的な評価に努めます。

数値目標を含んだ「分析の着眼点」を明記し、事業実績報告及び区民意識調査報告に基づいた

分析を行い、その分析の結果を、評価に反映します。大項目の評価は、中項目の★の数から総合

的に導き出します。

③ 事業に対する改善点などを提言します。

各中項目の冒頭に、審議会から所管課へのメッセージとして「提言」を掲載します。

３ 事業評価の対象－関連事業について

本答申では、男女平等・共同参画の実現を主たる目的とする事業（以下「主目的事業」という。）

のみならず、男女平等・共同参画の推進に関連する事業（以下「関連事業」という。）についても対

第 章 基本的な考え方

男女平等・共同参画

社会の実現に向けて

  

 
 

事業改善 事業実施

公表

フィードバック 評価・提言

各所管課による

次年度に向けた

事務改善

事業評価の報告

区民への公表

各所管課への

フィードバック

推進計画に基

づく事業の実

施

審議会による前

年度の事業評価

と次年度に向け

た提言

【推進計画を推進していくための仕組み】
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１ 本答申の位置付け 

  目黒区男女が平等に共同参画する社会づくり条例（以下「条例」という。）第 14 条第 2項は、目黒

区男女平等・共同参画審議会（以下「審議会」という。）が、目黒区男女平等・共同参画推進計画（以

下「推進計画」という。）の事業評価を行うことを規定しています。 

条例が、審議会の所掌事項の一つとして事業評価を規定したのは、目黒区が推進計画に基づいて事

業を実施したのち、審議会が第三者の視点による事業評価を行い、次年度以降に目黒区がその事業評

価を活かして事業の展開を行うことにより、男女平等・共同参画社会づくりに貢献すると考えたから

です。 

事業評価は、推進計画が実施された平成 16 年度から行っており、本答申は平成 28 年度から実施さ

れている「目黒区男女平等・共同参画推進計画（平成 28 年度～平成 32 年度）」（三期目）の平成 29

年度の事業実績とその成果を評価したものです。 

推進計画を推進していくための仕組みは、以下の図のとおりです。 

 
  なお、平成 28 年度から実施されている推進計画において、新たに設けられた「分析の着眼点」及

び「事業」については、「New」という表記をしました。 

 

２ 事業評価の方針・方法 

第 2 章の「Ⅰ 評価の方針」「Ⅱ 評価の方法」により事業評価を行います。評価の基準や評価段

階の表示方法について平成 23年度から平成 27年度までの推進計画の評価方法から一部変更していま

すので、詳しくは第 2章をお読みください。なお、評価にあたっては以下の点に留意しています。 

① 事業評価をわかりやすく示します。 

★の数で評価結果を表現し、計画全体の進捗状況をレーダーチャートで示します。 

② 客観的な評価に努めます。 

数値目標を含んだ「分析の着眼点」を明記し、事業実績報告及び区民意識調査報告に基づいた

分析を行い、その分析の結果を、評価に反映します。大項目の評価は、中項目の★の数から総合

的に導き出します。 

③ 事業に対する改善点などを提言します。 

各中項目の冒頭に、審議会から所管課へのメッセージとして「提言」を掲載します。 

 

３ 事業評価の対象－関連事業について  

本答申では、男女平等・共同参画の実現を主たる目的とする事業（以下「主目的事業」という。）

のみならず、男女平等・共同参画の推進に関連する事業（以下「関連事業」という。）についても対

第 1章 基本的な考え方 

男女平等・共同参画

社会の実現に向けて 

 
 

 
 

事業改善 事業実施 

公表 
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事務改善 
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区民への公表 

各所管課への 
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【推進計画を推進していくための仕組み】 
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１ 本答申の位置付け

目黒区男女が平等に共同参画する社会づくり条例（以下「条例」という。）第 条第 項は、目黒

区男女平等・共同参画審議会（以下「審議会」という。）が、目黒区男女平等・共同参画推進計画（以

下「推進計画」という。）の事業評価を行うことを規定しています。

条例が、審議会の所掌事項の一つとして事業評価を規定したのは、目黒区が推進計画に基づいて事

業を実施したのち、審議会が第三者の視点による事業評価を行い、次年度以降に目黒区がその事業評

価を活かして事業の展開を行うことにより、男女平等・共同参画社会づくりに貢献すると考えたから

です。

事業評価は、推進計画が実施された平成 年度から行っており、本答申は平成 年度から実施さ

れている「目黒区男女平等・共同参画推進計画（平成 年度～平成 年度）」（三期目）の平成

年度の事業実績とその成果を評価したものです。

推進計画を推進していくための仕組みは、以下の図のとおりです。

 
なお、平成 年度から実施されている推進計画において、新たに設けられた「分析の着眼点」及

び「事業」については、「 」という表記をしました。

２ 事業評価の方針・方法

第 章の「Ⅰ 評価の方針」「Ⅱ 評価の方法」により事業評価を行います。評価の基準や評価段

階の表示方法について平成 年度から平成 年度までの推進計画の評価方法から一部変更していま

すので、詳しくは第 章をお読みください。なお、評価にあたっては以下の点に留意しています。

① 事業評価をわかりやすく示します。

★の数で評価結果を表現し、計画全体の進捗状況をレーダーチャートで示します。

② 客観的な評価に努めます。

数値目標を含んだ「分析の着眼点」を明記し、事業実績報告及び区民意識調査報告に基づいた

分析を行い、その分析の結果を、評価に反映します。大項目の評価は、中項目の★の数から総合

的に導き出します。

③ 事業に対する改善点などを提言します。

各中項目の冒頭に、審議会から所管課へのメッセージとして「提言」を掲載します。

３ 事業評価の対象－関連事業について

本答申では、男女平等・共同参画の実現を主たる目的とする事業（以下「主目的事業」という。）

のみならず、男女平等・共同参画の推進に関連する事業（以下「関連事業」という。）についても対

第 章 基本的な考え方

男女平等・共同参画

社会の実現に向けて

  

 
 

事業改善 事業実施

公表

フィードバック 評価・提言

各所管課による

次年度に向けた

事務改善

事業評価の報告

区民への公表

各所管課への

フィードバック

推進計画に基

づく事業の実

施

審議会による前

年度の事業評価

と次年度に向け

た提言

【推進計画を推進していくための仕組み】



Ⅰ

象としました。なぜなら、関連事業も、男女平等・共同参画社会づくりに重要な役割を果たしている

からです。

本答申は、関連事業については、その事業本来の目的という視点から評価したものではなく、男女

平等・共同参画社会づくりという視点で評価しています。今後も関連事業の実施において、男女平等・

共同参画の視点を持って事業を推進してほしいと思います。

４ 結語

条例第 条は、男女が平等に共同参画する社会づくりの推進を、区の主要な政策と位置付け、施策

を策定し、総合的かつ計画的に推進するものとしています。

上記の条例第 条及び第 条 項の趣旨に基づき、審議会による事業評価を次年度の事業実施に

反映し、担当課だけではなく、区全体の所管課が一丸となって、推進計画の事業を効果的に実施する

ことを期待します。それによってこそ、男女平等・共同参画が着実に推進されると確信しています。

Ⅰ

 
 

Ⅰ 評価の方針

 
１ 基本的な考え方

推進計画の実施期間である平成 年度から平成 年度までの間、毎年度の事業実績（進捗状況）

とその成果を第三者機関である審議会が評価します。特に、成果の評価をすることが重要となります。

また、審議会としての事業評価は、区より提出されたデータ（「事業実績報告」及び「区民意識調査

報告」）に基づいて、客観的に行うこととします。

２ 評価の単位

評価は、最終的には大項目（目標）としてどうであったかを問いつつ、具体的には大項目を構成す

る中項目（課題）を単位に行います。中項目はいくつかの小項目（施策の方向）から、小項目はいく

つかの事業で構成されています。

３ 主目的事業と関連事業

事業には、主たる目的が「男女平等・共同参画」の推進にあると読み取れる主目的事業と、主たる

目的は他の課題の解決・対応にあるが、その目標・方法・結果又は成果が男女平等・共同参画の推進

に関連すると読み取れる関連事業があります。たとえば、「中項目２ ２ 子育て支援」の「施策の方

向① 多様な保育サービスの充実」は、「保育を必要とする子どもに対する児童福祉の充実」が主たる

目的ですが、同時に、多様な保育サービスの充実は、働く人々の仕事と生活の両立を支援し、男女平

等・共同参画社会づくりに重要な役割を果たすことになります。

主目的事業と関連事業は、異なる観点で検討します。主目的事業は、原則として事業の成果、場合

によっては事業の実施状況に注目します。関連事業は、主要な政策目的が何であれ、その目標・方法・

結果又は成果において、男女平等・共同参画の推進との関係が読み取れるかに注目します。

４ 中項目単位の評価

中項目単位の評価は、中項目を構成する主目的事業及び関連事業をそれぞれ上記３に記した観点で

検討し、それらを総合して行います。

５ 大項目としての総括

大項目の評価は、大項目を構成する中項目につき上記４の評価を行った上で、それらを総括して行

います。

大項目の中で、重点項目に指定されている中項目は、大項目として総括するときに重点的に着目し

ます。

大項目（目標） 重点項目に指定されている中項目（課題）

１ あらゆる分野における男女平

等・共同参画の推進

１－１ 政策決定及び意思決定過程への男女平等・共同参画の

推進

２ ワーク・ライフ・バランス（仕事

と生活の調和）の推進
２－１ 仕事と生活の両立支援

３ 人権が尊重される社会の形成 ３－２ 配偶者等からの暴力の防止

４ 男女平等・共同参画の推進の強化 ４－３ 区民、事業者等との協働事業の充実
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象としました。なぜなら、関連事業も、男女平等・共同参画社会づくりに重要な役割を果たしている

からです。

本答申は、関連事業については、その事業本来の目的という視点から評価したものではなく、男女

平等・共同参画社会づくりという視点で評価しています。今後も関連事業の実施において、男女平等・

共同参画の視点を持って事業を推進してほしいと思います。

４ 結語

条例第 条は、男女が平等に共同参画する社会づくりの推進を、区の主要な政策と位置付け、施策

を策定し、総合的かつ計画的に推進するものとしています。

上記の条例第 条及び第 条 項の趣旨に基づき、審議会による事業評価を次年度の事業実施に

反映し、担当課だけではなく、区全体の所管課が一丸となって、推進計画の事業を効果的に実施する

ことを期待します。それによってこそ、男女平等・共同参画が着実に推進されると確信しています。
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Ⅰ 評価の方針 

 
１ 基本的な考え方 

推進計画の実施期間である平成 28 年度から平成 32 年度までの間、毎年度の事業実績（進捗状況）

とその成果を第三者機関である審議会が評価します。特に、成果の評価をすることが重要となります。 

また、審議会としての事業評価は、区より提出されたデータ（「事業実績報告」及び「区民意識調査

報告」）に基づいて、客観的に行うこととします。 

 

２ 評価の単位 

評価は、最終的には大項目（目標）としてどうであったかを問いつつ、具体的には大項目を構成す

る中項目（課題）を単位に行います。中項目はいくつかの小項目（施策の方向）から、小項目はいく

つかの事業で構成されています。 

 

３ 主目的事業と関連事業 

事業には、主たる目的が「男女平等・共同参画」の推進にあると読み取れる主目的事業と、主たる

目的は他の課題の解決・対応にあるが、その目標・方法・結果又は成果が男女平等・共同参画の推進

に関連すると読み取れる関連事業があります。たとえば、「中項目２-２ 子育て支援」の「施策の方

向① 多様な保育サービスの充実」は、「保育を必要とする子どもに対する児童福祉の充実」が主たる

目的ですが、同時に、多様な保育サービスの充実は、働く人々の仕事と生活の両立を支援し、男女平

等・共同参画社会づくりに重要な役割を果たすことになります。 

主目的事業と関連事業は、異なる観点で検討します。主目的事業は、原則として事業の成果、場合

によっては事業の実施状況に注目します。関連事業は、主要な政策目的が何であれ、その目標・方法・

結果又は成果において、男女平等・共同参画の推進との関係が読み取れるかに注目します。 

 

４ 中項目単位の評価 

中項目単位の評価は、中項目を構成する主目的事業及び関連事業をそれぞれ上記３に記した観点で

検討し、それらを総合して行います。 

 

５ 大項目としての総括 

大項目の評価は、大項目を構成する中項目につき上記４の評価を行った上で、それらを総括して行

います。 

大項目の中で、重点項目に指定されている中項目は、大項目として総括するときに重点的に着目し

ます。 

大項目（目標） 重点項目に指定されている中項目（課題） 

１ あらゆる分野における男女平

等・共同参画の推進 

１－１ 政策決定及び意思決定過程への男女平等・共同参画の

推進 

２ ワーク・ライフ・バランス（仕事

と生活の調和）の推進 
２－１ 仕事と生活の両立支援 

３ 人権が尊重される社会の形成 ３－２ 配偶者等からの暴力の防止 

４ 男女平等・共同参画の推進の強化 ４－３ 区民、事業者等との協働事業の充実 
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１ 基本的な考え方

推進計画の実施期間である平成 年度から平成 年度までの間、毎年度の事業実績（進捗状況）

とその成果を第三者機関である審議会が評価します。特に、成果の評価をすることが重要となります。

また、審議会としての事業評価は、区より提出されたデータ（「事業実績報告」及び「区民意識調査

報告」）に基づいて、客観的に行うこととします。

２ 評価の単位

評価は、最終的には大項目（目標）としてどうであったかを問いつつ、具体的には大項目を構成す

る中項目（課題）を単位に行います。中項目はいくつかの小項目（施策の方向）から、小項目はいく

つかの事業で構成されています。

３ 主目的事業と関連事業

事業には、主たる目的が「男女平等・共同参画」の推進にあると読み取れる主目的事業と、主たる

目的は他の課題の解決・対応にあるが、その目標・方法・結果又は成果が男女平等・共同参画の推進

に関連すると読み取れる関連事業があります。たとえば、「中項目２ ２ 子育て支援」の「施策の方

向① 多様な保育サービスの充実」は、「保育を必要とする子どもに対する児童福祉の充実」が主たる

目的ですが、同時に、多様な保育サービスの充実は、働く人々の仕事と生活の両立を支援し、男女平

等・共同参画社会づくりに重要な役割を果たすことになります。

主目的事業と関連事業は、異なる観点で検討します。主目的事業は、原則として事業の成果、場合

によっては事業の実施状況に注目します。関連事業は、主要な政策目的が何であれ、その目標・方法・

結果又は成果において、男女平等・共同参画の推進との関係が読み取れるかに注目します。

４ 中項目単位の評価

中項目単位の評価は、中項目を構成する主目的事業及び関連事業をそれぞれ上記３に記した観点で

検討し、それらを総合して行います。

５ 大項目としての総括

大項目の評価は、大項目を構成する中項目につき上記４の評価を行った上で、それらを総括して行

います。

大項目の中で、重点項目に指定されている中項目は、大項目として総括するときに重点的に着目し

ます。

大項目（目標） 重点項目に指定されている中項目（課題）

１ あらゆる分野における男女平

等・共同参画の推進

１－１ 政策決定及び意思決定過程への男女平等・共同参画の

推進

２ ワーク・ライフ・バランス（仕事

と生活の調和）の推進
２－１ 仕事と生活の両立支援

３ 人権が尊重される社会の形成 ３－２ 配偶者等からの暴力の防止

４ 男女平等・共同参画の推進の強化 ４－３ 区民、事業者等との協働事業の充実
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推進計画の実施期間である平成 年度から平成 年度までの間、毎年度の事業実績（進捗状況）

とその成果を第三者機関である審議会が評価します。特に、成果の評価をすることが重要となります。

また、審議会としての事業評価は、区より提出されたデータ（「事業実績報告」及び「区民意識調査
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２ 評価の単位

評価は、最終的には大項目（目標）としてどうであったかを問いつつ、具体的には大項目を構成す
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つかの事業で構成されています。

３ 主目的事業と関連事業

事業には、主たる目的が「男女平等・共同参画」の推進にあると読み取れる主目的事業と、主たる

目的は他の課題の解決・対応にあるが、その目標・方法・結果又は成果が男女平等・共同参画の推進

に関連すると読み取れる関連事業があります。たとえば、「中項目２ ２ 子育て支援」の「施策の方

向① 多様な保育サービスの充実」は、「保育を必要とする子どもに対する児童福祉の充実」が主たる

目的ですが、同時に、多様な保育サービスの充実は、働く人々の仕事と生活の両立を支援し、男女平

等・共同参画社会づくりに重要な役割を果たすことになります。

主目的事業と関連事業は、異なる観点で検討します。主目的事業は、原則として事業の成果、場合

によっては事業の実施状況に注目します。関連事業は、主要な政策目的が何であれ、その目標・方法・

結果又は成果において、男女平等・共同参画の推進との関係が読み取れるかに注目します。

４ 中項目単位の評価

中項目単位の評価は、中項目を構成する主目的事業及び関連事業をそれぞれ上記３に記した観点で

検討し、それらを総合して行います。

５ 大項目としての総括

大項目の評価は、大項目を構成する中項目につき上記４の評価を行った上で、それらを総括して行

います。

大項目の中で、重点項目に指定されている中項目は、大項目として総括するときに重点的に着目し

ます。

大項目（目標） 重点項目に指定されている中項目（課題）

１ あらゆる分野における男女平

等・共同参画の推進

１－１ 政策決定及び意思決定過程への男女平等・共同参画の

推進

２ ワーク・ライフ・バランス（仕事

と生活の調和）の推進
２－１ 仕事と生活の両立支援

３ 人権が尊重される社会の形成 ３－２ 配偶者等からの暴力の防止

４ 男女平等・共同参画の推進の強化 ４－３ 区民、事業者等との協働事業の充実
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Ⅱ 評価の方法 
 
１ 基本的視点と評価の流れ

① 平成 年度は、図のように、平成 年度の事業の進捗状況とその成果を評価します。

 
評価に際しては、区の所管課が提出した平成 年度の「事業実績報告」と、平成 年度に実施

した事業の成果が反映されている翌平成 年度の「区民意識調査報告」によって、平成 年度の

事業の進捗状況及びその成果を測ります。

※各項目の評価の記載においては、「事業実績報告」を「事業実績調査」、「区民意識調査報告」

を「区民意識調査」と表記します。

② 評価の流れは下図のとおりです。

２ 評価の基準

① 施策が成果をあげたかどうか、成果はどの程度であったかを測る“ものさし”として「指標」を

設定することとします。指標は推進計画の掲げる「課題ごとの指標」（下表 ）を使用します。評価

の出発点となる「課題ごとの指標」の基準値は、推進計画（平成 年度～平成 年度）が始まる

前の「事業実績」（平成 年度）及び「区民意識調査」（平成 年度）の結果を用います。

（表 ） ★重点項目

目標

（大項目）
課題（中項目） 課題ごとの指標 基準値

目標値
（平成 年

度）

１

あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る

男
女
平
等
・
共
同
参
画
の

推
進

★
政策決定及び意思決

定過程への男女平

等・共同参画の推進

区が設置する付属機関や私的諮問機

関（以下、「付属機関等」と言う）

の女性委員の割合

％ ％

地域、団体活動の充実

と男女平等･共同参画

の促進

地域の活動や行事での男女平等意識

「男女平等である」と思う人の割合
％

％

以上

働く場における男女

平等・共同参画の促進

労働・雇用・職場での男女平等意識

「男女平等である」と思う人の割合
％

％

以上

平成 年度の審議会による評価

平成 年度

事業実績報告

平成 年度

区民意識調査報告

事業の進捗状況 事業実施による成果

中項目の評価①

中項目ごとに分析の

着眼点を設定 

中項目の評価②

分析の着眼点に基づ

き各事業を分析し、

実施内容や成果に着

目して総合的に評価 

大項目の評価

中項目の評価から総

合的に判断（重点項目

に重きをおいて判断） 
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１ 基本的視点と評価の流れ

① 平成 年度は、図のように、平成 年度の事業の進捗状況とその成果を評価します。

 
評価に際しては、区の所管課が提出した平成 年度の「事業実績報告」と、平成 年度に実施

した事業の成果が反映されている翌平成 年度の「区民意識調査報告」によって、平成 年度の

事業の進捗状況及びその成果を測ります。

※各項目の評価の記載においては、「事業実績報告」を「事業実績調査」、「区民意識調査報告」

を「区民意識調査」と表記します。

② 評価の流れは下図のとおりです。
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① 施策が成果をあげたかどうか、成果はどの程度であったかを測る“ものさし”として「指標」を

設定することとします。指標は推進計画の掲げる「課題ごとの指標」（下表 ）を使用します。評価

の出発点となる「課題ごとの指標」の基準値は、推進計画（平成 年度～平成 年度）が始まる

前の「事業実績」（平成 年度）及び「区民意識調査」（平成 年度）の結果を用います。

（表 ） ★重点項目

目標

（大項目）
課題（中項目） 課題ごとの指標 基準値

目標値
（平成 年

度）

１

あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る

男
女
平
等
・
共
同
参
画
の

推
進

★
政策決定及び意思決

定過程への男女平

等・共同参画の推進

区が設置する付属機関や私的諮問機

関（以下、「付属機関等」と言う）

の女性委員の割合

％ ％

地域、団体活動の充実

と男女平等･共同参画

の促進

地域の活動や行事での男女平等意識

「男女平等である」と思う人の割合
％

％

以上

働く場における男女

平等・共同参画の促進

労働・雇用・職場での男女平等意識

「男女平等である」と思う人の割合
％

％

以上

平成 年度の審議会による評価

平成 年度

事業実績報告

平成 年度

区民意識調査報告

事業の進捗状況 事業実施による成果

中項目の評価①

中項目ごとに分析の

着眼点を設定 

中項目の評価②

分析の着眼点に基づ

き各事業を分析し、

実施内容や成果に着

目して総合的に評価 

大項目の評価

中項目の評価から総

合的に判断（重点項目

に重きをおいて判断） 
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教育及び学習の場に

おける男女平等・共同

参画への理解促進

学校教育での男女平等意識

「男女平等である」と思う人の割合
％

％

以上

２

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

（
仕
事
と
生
活
の
調
和
）
の
推

進

★ 仕事と生活の両立支

援

子育て支援

介護支援

固定的な性別役割分担意識

「反対・どちらかといえば反対」と

思う人の割合

％
％

以上

家庭生活（家事・育児・介護）での

男女平等意識

「男女平等である」と思う人の割合

％
％

以上

共働き家庭での家事分担

「主に妻が行っている」人の割合
％

％

以下

３

人
権
が
尊
重
さ
れ
る

社
会
の
形
成

人権を尊重する意識

の醸成
身体的暴力の被害経験者の割合 ％ ゼロ

★
配偶者等からの暴力

の防止

セクシュアル・ハラス

メントの防止

セクシュアル・ハラスメントの被害

経験者の割合
％ ゼロ

生涯にわたる性と生

殖に関する健康と権

利の理解促進と健康

支援

妊娠や出産をめぐる女性の健康と権

利が「尊重されている」と考える人

の割合

－
％

以上

４

男
女
平
等
・
共
同
参
画
の

推
進
の
強
化

計画の推進体制の充

実

区の男女平等・共同参画施策を「ど

れも知らない」人の割合
％

％

以下

目黒区男女平等・共同参画センター

を知っている人の割合
％

％

以上

計画の進行管理

－ － －★
区民、事業者等との協

働事業の充実

国、東京都、他自治体

との連携

② また、上記の「課題ごとの指標」のほかに審議会独自の“ものさし”として、次の「審議会独自

の目標」（下表 ）を設定します。評価の出発点となる指標の基準値は、「課題ごとの指標」と同様

に、推進計画（平成 年度～平成 年度）が始まる前の「事業実績」（平成 年度）及び「区民

意識調査」（平成 年度）の結果を用います。

（表２）

課題（中項目） 審議会独自の目標 基準値 目標値

１－１ 政策決定及び意思決

定過程への男女平

等・共同参画の推進

男女どちらかの委員のみの付属機関等の数

※この目標は、可能な限り早期に達成されること

を求める。ただし、対象となるのは会議体形式

の付属機関等とする。 ゼロ

（対象外となる付属機関等）

・子どもの権利擁護委員 ・景観アドバイザー

・男女平等・共同参画オンブーズ
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区の女性管理職の割合 ％
％

（平成 年度）

２－１ 仕事と生活の両立支

援

２－２ 子育て支援

２－３ 介護支援

家事・育児・介護を「主に妻が行っている」

と回答する人の割合が年度ごとに減少する

家事 ％

育児 ％

介護 ％

③ 「指標」及び「審議会独自の目標」を盛り込んだ「分析の着眼点」を各中項目に設定します。分

析の着眼点は、中項目の評価を記載した頁に記載してあります。

３ 評価段階の表示

中項目及び大項目の評価結果は次のように★の数によって表します。なお、中項目の評価について

は、前年度からの事業の進捗や成果が★一つ分に及ばない場合に、例外的に★半分（0.5 単位）の評
価をする場合があります。 

評価段階 内容

★★★★★ 達成・十分である 
★★★★ 概ね十分である 
★★★ ある程度の成果（関連）は認められるが未だ課題がある 
★★ 不十分である 
★ 極めて問題がある 

 
４ 評価作業における留意事項

（１）数値目標と評価の視点

各年度において「課題ごとの指標」と「審議会独自の目標」の達成度合いを評価する際には、目

標値に達しているかという視点のみではなく、進捗状況も加味して評価を行います。これは、「課

題ごとの指標」と「審議会独自の目標」が平成３２年度までの達成を目指しているためです。

ただし、中項目１ １で掲げている「男女どちらかの委員のみの付属機関等の数 ゼロ」という

審議会独自の目標は早期達成を求めているので目標値への到達を重視します。また、この目標につ

いては、該当する付属機関等があった場合は名称をあげてコメントを付します。なお、この目標の

対象となるのは「男女平等・共同参画審議会」などの会議体形式の付属機関等のみとし、「男女平

等・共同参画オンブーズ」「子どもの権利擁護委員」などの区民から相談を受け問題解決を行うこ

となどを主な職務とする付属機関等については、対象外とします。

（２）評価の客観性

事業評価は「事業実績報告」と「区民意識調査報告」のデータに基づいて客観的に行います。さ

らに、審議会での議論を踏まえて、評価の客観性に留意しながら評価を行います。

（３）推進計画に掲載されている事業のうち、未着手のものがある場合

推進計画に掲載されている事業のうち、未着手の事業については、重点評価項目であるか否かに

関わらず、必ずコメントを付します。

Ⅲ 提言の意義

評価の内容を加味した上で、中項目単位で審議会から各所管課への「提言」を掲載します。「提言」

は、審議会から所管課へのメッセージであり、本事業評価において最も重要なものです。所管課には、

審議会からのメッセージを真摯に受け止め事業の実施に努めていただきたいと思います。
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区の女性管理職の割合 ％
％

（平成 年度）

２－１ 仕事と生活の両立支

援

２－２ 子育て支援

２－３ 介護支援

家事・育児・介護を「主に妻が行っている」

と回答する人の割合が年度ごとに減少する

家事 ％

育児 ％

介護 ％

③ 「指標」及び「審議会独自の目標」を盛り込んだ「分析の着眼点」を各中項目に設定します。分

析の着眼点は、中項目の評価を記載した頁に記載してあります。

３ 評価段階の表示

中項目及び大項目の評価結果は次のように★の数によって表します。なお、中項目の評価について

は、前年度からの事業の進捗や成果が★一つ分に及ばない場合に、例外的に★半分（0.5 単位）の評
価をする場合があります。 

評価段階 内容

★★★★★ 達成・十分である 
★★★★ 概ね十分である 
★★★ ある程度の成果（関連）は認められるが未だ課題がある 
★★ 不十分である 
★ 極めて問題がある 

 
４ 評価作業における留意事項

（１）数値目標と評価の視点

各年度において「課題ごとの指標」と「審議会独自の目標」の達成度合いを評価する際には、目

標値に達しているかという視点のみではなく、進捗状況も加味して評価を行います。これは、「課

題ごとの指標」と「審議会独自の目標」が平成３２年度までの達成を目指しているためです。

ただし、中項目１ １で掲げている「男女どちらかの委員のみの付属機関等の数 ゼロ」という

審議会独自の目標は早期達成を求めているので目標値への到達を重視します。また、この目標につ

いては、該当する付属機関等があった場合は名称をあげてコメントを付します。なお、この目標の

対象となるのは「男女平等・共同参画審議会」などの会議体形式の付属機関等のみとし、「男女平

等・共同参画オンブーズ」「子どもの権利擁護委員」などの区民から相談を受け問題解決を行うこ

となどを主な職務とする付属機関等については、対象外とします。

（２）評価の客観性

事業評価は「事業実績報告」と「区民意識調査報告」のデータに基づいて客観的に行います。さ

らに、審議会での議論を踏まえて、評価の客観性に留意しながら評価を行います。

（３）推進計画に掲載されている事業のうち、未着手のものがある場合

推進計画に掲載されている事業のうち、未着手の事業については、重点評価項目であるか否かに

関わらず、必ずコメントを付します。

Ⅲ 提言の意義

評価の内容を加味した上で、中項目単位で審議会から各所管課への「提言」を掲載します。「提言」

は、審議会から所管課へのメッセージであり、本事業評価において最も重要なものです。所管課には、

審議会からのメッセージを真摯に受け止め事業の実施に努めていただきたいと思います。
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Ⅰ 平成 年度の評価

平成 年度から平成 年度まで実施する目黒区男女平等・共同参画推進計画の第 回目の評価

です。

「大項目１ あらゆる分野における男女平等・共同参画の推進」、「大項目２ ワーク・ライフ・バ

ランス（仕事と生活の調和）の推進」「大項目３ 人権が尊重される社会の形成」はいずれも★★★

の「ある程度の成果（関連）は認められるが未だ課題がある」と評価し、「大項目４ 男女平等・共

同参画の推進の強化」は★★★★の「概ね十分である」と評価しました。

大項目の総合評価は、いずれも 年度と変化はありません。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 章 事業評価結果

大項目ごとの進捗状況

年度

年度

※28・29年度の評価が同じであるため評価ポイントは同位置にあります。 

【大項目 】

人権が尊重される社会の形成

【大項目 】

男女平等・共同参画の

推進の強化

【大項目 】

ワーク・ライフ・バランス

仕事と生活の調和 の推進

【大項目 】

あらゆる分野における

男女平等・共同参画の推進
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Ⅱ 評価をする上での今後の課題

 
審議会における評価検討の過程で、以下の意見が出されました。

・「中項目 働く場における男女平等・共同参画の促進」の「分析の着眼点」に、「男女の賃金格差」

という項目があってよいのではないか。

・「男女の賃金格差」は社会的に大きな問題だが、区で実施できる事業かどうかという観点からは、審

議会での議論とするのは厳しいのではないか。

・「中項目 仕事と生活の両立支援」の「分析の着眼点」に、「目黒区内の事業所の長時間労働の是

正」という項目があってよいのではないか。

また、民間の実態把握が難しければ、「区職員の長時間労働の是正」を「分析の着眼点」としてもよ

いのではないか。

・毎年の提言の中で、特に今年度はここを強調して区長に答申するということをしてもよいのではない

か。 
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Ⅱ 評価をする上での今後の課題

 
審議会における評価検討の過程で、以下の意見が出されました。

・「中項目 働く場における男女平等・共同参画の促進」の「分析の着眼点」に、「男女の賃金格差」

という項目があってよいのではないか。

・「男女の賃金格差」は社会的に大きな問題だが、区で実施できる事業かどうかという観点からは、審

議会での議論とするのは厳しいのではないか。

・「中項目 仕事と生活の両立支援」の「分析の着眼点」に、「目黒区内の事業所の長時間労働の是

正」という項目があってよいのではないか。

また、民間の実態把握が難しければ、「区職員の長時間労働の是正」を「分析の着眼点」としてもよ

いのではないか。

・毎年の提言の中で、特に今年度はここを強調して区長に答申するということをしてもよいのではない

か。 
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男女平等・共同参画推進計画 事業体系

年度評価 ページ

大項目１ あらゆる分野における男女平等・共同参画の推進 ★★★ Ⅰ

中項目１－１ 政策決定及び意思決定過程への男女平等・共同参画の推進 ★★ Ⅰ

中項目１－２ 地域、団体活動の充実と男女平等・共同参画の促進 ★★ Ⅰ

中項目１－３ 働く場における男女平等・共同参画の促進 ★★★ Ⅰ

中項目１－４ 教育及び学習の場における男女平等・共同参画への理解促進 ★★★ Ⅰ

年度評価 ページ

大項目２ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進 ★★★ Ⅰ

中項目２－１ 仕事と生活の両立支援 ★★★ Ⅰ

中項目２－２ 子育て支援 ★★★ Ⅰ

中項目２－３ 介護支援 ★★★ Ⅰ

年度評価 ページ

大項目３ 人権が尊重される社会の形成 ★★★ Ⅰ

中項目３－１ 人権を尊重する意識の醸成 ★★★★ Ⅰ

中項目３－２ 配偶者等からの暴力の防止 ★★★ Ⅰ

中項目３－３ セクシュアル・ハラスメントの防止 ★★★ Ⅰ

中項目３－４ 生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利の理解促進と健

康支援
★★★ Ⅰ

年度評価 ページ

大項目４ 男女平等・共同参画の推進の強化 ★★★★ Ⅰ

中項目４－１ 計画の推進体制の充実 ★★★ Ⅰ

中項目４－２ 計画の進行管理 ★★★★ Ⅰ

中項目４－３ 区民、事業者等との協働事業の充実 ★★★ Ⅰ

中項目４－４ 国、東京都、他自治体との連携 ★★★★ Ⅰ



大項目１ あらゆる分野における男女平等・共同参画の推進

Ⅰ

 
 
【大項目の総評】 ★★★ ある程度の成果（関連）は認められるが未だ課題がある

大項目１は、男女が社会の対等な構成員として政策や意思決定過程に平等に関わりあう環境の整備を

目指した施策である。

年度事業の成果をみると、区は各所管課に対して設置する付属機関等の女性委員の割合向上を依頼

するなど継続的な働きかけをしているが、目標値 ％に届く付属機関等は 割に満たない。女性委員ゼ

ロや 割に満たない付属機関等も依然として存在する。地域活動においても住区住民会議代表者と町

会・自治会長の女性割合は依然として 割程度で推移している。また、区の女性管理職割合は、女性活

躍への取組の成果として僅かに向上したが目標値には未だ隔たりがある。区の継続的な努力は認められ

るが、評価をあげるのは難しい。

本項目の目標達成には男女平等意識の向上がポイントであるが、区は女性が働く場としての事業者への

情報提供や学校教育・社会教育の場における様々な教育・研修など継続的に実施して啓発に努めている。

年度は、メディア・リテラシー向上にむけた社会教育「ＣＭにおける男女平等・共同参画」講座でグ

ループ討議をとり入れる新しい試みも実施されており評価できる。パンフレットやホームページなどを通

して意識の向上を図る努力も継続されている。

このように区は男女平等意識の向上を目指した事業を展開しているにも関わらず、 年度区民意識調

査では、「地域活動や行事」「労働・雇用・職場」「学校教育」など全ての場において「男女平等であると

思う人の割合」が、 年度調査より低下した。低下の理由として、調査時期の社会状況の影響などが考

えられるが、重要なことは社会背景に左右されない男女平等意識の定着を図ることである。あらゆる場・

あらゆる機会において区民が男女平等であると実感できる環境整備に向けて、区の更なる取組を望む。

以上により、評価は「ある程度の成果（関連）は認められるが未だ課題がある」とした。

・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 
年度から 年度の推進計画における新規事業番号と、新たな分析の着眼点には「 」と併記

【中項目】１－１ 政策決定及び意思決定過程への男女平等・共同参画の推進

《★重点評価項目》

指標の目標値

区が設置する付属機関や私的諮問機関の女性委員の割合 【 ％】

審議会独自の目標値

男女どちらかの委員のみの付属機関等の数 【ゼロ】

区の女性管理職の割合 【 ％】

提言 

○ 政策決定及び意思決定過程への男女平等・共同参画の推進に向けた取組を強化してほしい事業

。

政策企画課の各所管課への働きかけは継続的に行われているが、女性割合 ％を達成してい

大項目１ あらゆる分野における男女平等・共同参画の推進
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【大項目の総評】 ★★★ ある程度の成果（関連）は認められるが未だ課題がある

大項目１は、男女が社会の対等な構成員として政策や意思決定過程に平等に関わりあう環境の整備を

目指した施策である。

年度事業の成果をみると、区は各所管課に対して設置する付属機関等の女性委員の割合向上を依頼

するなど継続的な働きかけをしているが、目標値 ％に届く付属機関等は 割に満たない。女性委員ゼ

ロや 割に満たない付属機関等も依然として存在する。地域活動においても住区住民会議代表者と町

会・自治会長の女性割合は依然として 割程度で推移している。また、区の女性管理職割合は、女性活

躍への取組の成果として僅かに向上したが目標値には未だ隔たりがある。区の継続的な努力は認められ

るが、評価をあげるのは難しい。

本項目の目標達成には男女平等意識の向上がポイントであるが、区は女性が働く場としての事業者への

情報提供や学校教育・社会教育の場における様々な教育・研修など継続的に実施して啓発に努めている。

年度は、メディア・リテラシー向上にむけた社会教育「ＣＭにおける男女平等・共同参画」講座でグ

ループ討議をとり入れる新しい試みも実施されており評価できる。パンフレットやホームページなどを通

して意識の向上を図る努力も継続されている。

このように区は男女平等意識の向上を目指した事業を展開しているにも関わらず、 年度区民意識調

査では、「地域活動や行事」「労働・雇用・職場」「学校教育」など全ての場において「男女平等であると

思う人の割合」が、 年度調査より低下した。低下の理由として、調査時期の社会状況の影響などが考

えられるが、重要なことは社会背景に左右されない男女平等意識の定着を図ることである。あらゆる場・

あらゆる機会において区民が男女平等であると実感できる環境整備に向けて、区の更なる取組を望む。

以上により、評価は「ある程度の成果（関連）は認められるが未だ課題がある」とした。
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。
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る付属機関等は ％（ ）である。付属機関等の全体割合も目標値には及ばない。女性委員

ゼロや 割に満たない付属機関等も依然として存在する。今後も共同参画の重要性を積極的に
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○ 女性職員のキャリア形成への対応やワーク・ライフ・バランスの推進を目的とした研修制度の更
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・女性委員の割合が ％に達していない付属機関等の女性委員割合を上げる取組がなされて

いるか

・男女どちらかの委員のみの付属機関等がなくなったか

・区の女性管理職の割合が ％になったか

分析

≪着眼点①≫ 政策決定及び意思決定過程への男女平等・共同参画の度合いの実績はどうか

・区が設置する付属機関等の女性委員の割合が ％になったか
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≪分析①≫ 政策企画課は、 年 月 日付けの男女平等・共同参画オンブーズからの指摘を受け、

年度から継続的に、毎年実施する付属機関等の設置状況の調査とともに、各所管課に対し、「関係

団体へ可能な限り女性委員を推薦すること」を明記した依頼書を送付すること、及び「付属機関等の
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一方、付属機関及び私的諮問機関の委員の女性割合は 年 月 日現在で全体として ％と、
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は 年度と同じ「公害健康被害補償診療報酬審査会」と「大気汚染障害者認定審査会」の 機関であ

る。残念なことは、 年度新設の 私的諮問機関のうち「産業振興ビジョン改定懇話会」の女性委員

は ％（ 人中 人）で１割に満たない。なお、公募による区民等の委員は、ほぼ半数が女性委員

となっている事業 。
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人権政策課は、付属機関等の女性委員の割合を向上させるために制定した「付属機関等への女性の

参画を促進するためのガイドライン」に、国立女性教育会館の「男女共同参画人材情報データベース」

を活用するよう明記し、各所管に情報提供を依頼する際にデータベースの活用を推奨している事業 。

年 月 日現在の区常勤職員 人のうち女性職員は 人であり、女性職員割合は ％

と、 年 月 日（ ％）とほぼ同程度である。管理職総数に対する女性管理職の割合は、 年

月 日は ％で 年同月（ ％）から上昇したが、審議会独自の目標値である ％には届いて

いない。

管理職昇任選考の受験者 人に占める女性数においては、 年度は 人であり、女性割合は ％

と 年度の ％から減少している。なお、女性合格者は、 年度は 人中 人であり 年度の

人中 人から減少した。

総括係長選考では女性受験者は 年度 人（ ％）から 年度は 人（ ％）、女性合格者は

年度の 人（ ％）から 年度は 人（ ％）と減少した。なお、主任主事昇任選考では女

性受験者は 年度の 人 ％ から 年度は 人（ ％）となり、女性合格者は、 年度

の 人 ％ から 年度は 人（ ％）であった事業 。採用 年目職員を対象としたキャリ

ア形成支援研修 参加職員 人、うち女性 人 及び女性活躍推進研修 参加女性職員のみ 人 を実

施し、各研修にて、「特別区女性課長・係長の活躍紹介集」や「昇任制度の概要」などを配布した事
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業 。また、職員のキャリア形成への対応、及びワーク・ライフ・バランスの推進を目的とした

「メンター相談制度」 実績 年度 件、 年度 件 、及びメンターを対象とした研修では、 年

度は若手職員との交流会として実施した 受講者：若手職員 人うち女性 人、先輩職員 人うち

女性 人 事業 。

女性の就労支援講座としてマザーズハローワーク東京と共催で行った「再就職のためのおしゃべり

サロン」 参加者 人・女性のみ の他、これからキャリアを築こうと考えている女性を対象に女性の

キャリアアップ講座「自分らしく働くキャリア設計」 参加者 人・女性のみ を行った。また、男

女共同参画週間に合わせたパネル展示を総合庁舎西口ロビーで 年度から継続して行っている。さら

に、 年度からの推進計画改定に伴い、男女が共に参画することを応援するキャッチフレーズを来場

者自らが貼り付けることができる参加型の展示パネルの掲示も継続して行った事業 ・ 。

女性リーダー育成のための派遣研修は、女性団体リーダー国内研修への助成（ 人：石川県）と「日

本女性会議」への参加助成（ 人：苫小牧市）という形で継続して実施された事業 。

評価 

★★

評価の理由

区は継続的に各所管課に対し、所管の委員会における女性委員の積極的な選出を依頼し、委員改選

時は改選結果の報告を求めるなど、女性委員割合の向上に向けた努力が認められる。女性を対象とし

た就労支援講座やキャリアアップ講座、区若手女性職員を対象とした女性活躍推進研修など女性の人

材活用に向けた取組も継続的に実施されている。

しかしながら、付属機関等の委員の全体に占める女性割合は基準値より増加しているが、新設の私

的諮問機関も含めて目標値の ％には及ばない。審議会独自の目標値「男女どちらかの委員のみの付

属機関等の数 ゼロ」に対しても女性委員ゼロの 機関は 年度と変わらない。また、区の女性管

理職割合も僅かに増加したが、目標値の ％には届いていない。区の継続的な取組みは評価できるも

のの、本項が「重点評価項目」とされていることに鑑みると、評価を上げることは難しい。

以上のことから、評価は「不十分である」とした。

使用したデータ

事業実績報告（ 年度・ 年度）
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【中項目】１－２ 地域、団体活動の充実と男女平等･共同参画の促進

指標の目標値

地域の活動や行事での男女平等意識「男女平等である」と思う人の割合 【 ％以上】

提言 

○ 地域活動における男女共の参加が見込まれる幅広い講座の開催を継続して欲しい事業 ・ ・

。

各所管課の開催する講座の参加者は増加しており、地域活動参画への拠点になっている。今後

も高齢者や子育て世代、また働く男女のライフスタイルに合わせた講座の継続的な実施を望む。

○ 男女平等・共同参画センターを中心に活動する登録団体等のサポートに、より一層力を入れて

ほしい 事業 ・ ・ ・ 。

男女平等・共同参画の主旨の理解と意識啓発のため、男女平等・共同参画センターを拠点に活

動する区民や登録団体に対して、活動活性化のためのアドバイスを行うなど、支援体制をさらに

強化してほしい。

○ 地域活動の意思決定に関する男女平等・共同参画を前進させるため、男女平等意識の向上を促

す施策を検討してほしい事業 。

区民意識調査によると地域の活動や行事での男女平等意識は目標の 50％に届かない。また、住
区住民会議代表者や町会・自治会長に女性が占める割合は依然として１割程度である。今後は高

齢化社会に対応した問題や、防災、子育てなど、地域主体の共助がより重要性を増すと考えられ

ることから、男女平等意識を高めて地域活動の意思決定に女性の積極的な参加を促す具体策を検

討してほしい。

分析の着眼点 

① 地域活動の意思決定への男女の等しい参画があったか

② 地域活動への男女共の参加があったか

③ 地域活動における男女平等・共同参画の意識啓発のための区の取組は行われたか

④ 地域の活動や行事での男女平等意識 「男女平等である」と思う人の割合が ％以上に

なったか

分析 

≪着眼点①≫ 地域活動の意思決定への男女の等しい参画があったか

≪分析①≫ 住区住民会議代表者の 年度の女性割合は、 年度の ％（ 人中 人）から１人

増の ％（ 人中 人）となったが、町会・自治会長の 年度の女性割合は 年度と同様 ％

（ 人中 人）であり、依然として低いままである事業 。

≪着眼点②≫ 地域活動への男女共の参加があったか

≪分析②≫ 「働く男女が参加しやすい講座等の開催」の点では、講座の開催数や参加人数は課ごと

に増減はあるものの、人権政策課、産業経済・消費生活課、スポーツ振興課、保健予防課や生涯学習

課などで幅広い内容の講座が開催されている。男性の育児参加を促す保健予防課の「パパの育児教室」

は 年度より「パパママの育児教室」に改称し、回数も年 回から年 回に増やして実施された。

参加者は 年度の延べ 人（男性 人、女性 人）から 年度は延べ 人（男性



大項目１ あらゆる分野における男女平等・共同参画の推進

Ⅰ

【中項目】１－２ 地域、団体活動の充実と男女平等･共同参画の促進

指標の目標値

地域の活動や行事での男女平等意識「男女平等である」と思う人の割合 【 ％以上】

提言 

○ 地域活動における男女共の参加が見込まれる幅広い講座の開催を継続して欲しい事業 ・ ・

。

各所管課の開催する講座の参加者は増加しており、地域活動参画への拠点になっている。今後

も高齢者や子育て世代、また働く男女のライフスタイルに合わせた講座の継続的な実施を望む。

○ 男女平等・共同参画センターを中心に活動する登録団体等のサポートに、より一層力を入れて

ほしい 事業 ・ ・ ・ 。

男女平等・共同参画の主旨の理解と意識啓発のため、男女平等・共同参画センターを拠点に活

動する区民や登録団体に対して、活動活性化のためのアドバイスを行うなど、支援体制をさらに

強化してほしい。

○ 地域活動の意思決定に関する男女平等・共同参画を前進させるため、男女平等意識の向上を促

す施策を検討してほしい事業 。

区民意識調査によると地域の活動や行事での男女平等意識は目標の 50％に届かない。また、住
区住民会議代表者や町会・自治会長に女性が占める割合は依然として１割程度である。今後は高

齢化社会に対応した問題や、防災、子育てなど、地域主体の共助がより重要性を増すと考えられ

ることから、男女平等意識を高めて地域活動の意思決定に女性の積極的な参加を促す具体策を検

討してほしい。

分析の着眼点 

① 地域活動の意思決定への男女の等しい参画があったか

② 地域活動への男女共の参加があったか

③ 地域活動における男女平等・共同参画の意識啓発のための区の取組は行われたか

④ 地域の活動や行事での男女平等意識 「男女平等である」と思う人の割合が ％以上に

なったか

分析 

≪着眼点①≫ 地域活動の意思決定への男女の等しい参画があったか

≪分析①≫ 住区住民会議代表者の 年度の女性割合は、 年度の ％（ 人中 人）から１人

増の ％（ 人中 人）となったが、町会・自治会長の 年度の女性割合は 年度と同様 ％

（ 人中 人）であり、依然として低いままである事業 。

≪着眼点②≫ 地域活動への男女共の参加があったか

≪分析②≫ 「働く男女が参加しやすい講座等の開催」の点では、講座の開催数や参加人数は課ごと

に増減はあるものの、人権政策課、産業経済・消費生活課、スポーツ振興課、保健予防課や生涯学習

課などで幅広い内容の講座が開催されている。男性の育児参加を促す保健予防課の「パパの育児教室」

は 年度より「パパママの育児教室」に改称し、回数も年 回から年 回に増やして実施された。

参加者は 年度の延べ 人（男性 人、女性 人）から 年度は延べ 人（男性

大項目１ あらゆる分野における男女平等・共同参画の推進

Ⅰ

人、女性 人）と大幅に増加した。また、社会教育館ごとの各種講座の参加者も 年度の延べ

人（男性 人、女性 人）から 年度は延べ 人（男性 人、女性 人）と男女とも

に参加者が増えている事業 。

保育付き講座の開催は、事業数 件、実施回数延べ 回、保育者数延べ 人、保育児数延べ

人（うち 歳未満児延べ 人）で、 年度の事業数 件、実施回数延べ 回、保育者数

延べ 人、保育児数延べ 人（うち 歳未満児延べ 人）と比べ、延保育児数は減少したが

保育者数・ 歳未満保育児数は増加している事業 。

講座等における保育従事者登録事業の点では、登録者が 年度の 人から 人に減少したが、

保育者向けフォローアップ・意見交換会 参加者 人 を実施して、一時保育制度、保育の心構えにつ

いて再確認したり、疑問点、困っていること、改善すべきことなどを一時保育登録者と協議・共有し

たりするなど、積極的な施策を継続している事業 。

登録団体への支援では、青少年プラザ主催のウィンターフェスティバルにおいて実施した男女平

等・共同参画センター運営委員会企画イベント「誰でもウェルカム！カフェ」の場で参加団体を募り

団体相互の交流を支援した（参加団体 団体）。男女平等・共同参画センター利用登録団体は、 年

度は 年度同様 団体であった。男女平等フォーラム では、登録団体の紹介冊子を作成・配

布し、団体活動の周知に努めた。また、センター講座開催後の自主グル―プの組織化を支援し、登録

団体の育成にも引き続き努めている事業 。

学習・交流の場の提供としての男女平等・共同参画センターの会議室等の利用の状況では、会議室

の利用回数は 年度 回（ 年度 回）、研修室の利用回数は 年度 回（ 年度 回）、

保育室の利用回数は 年度 回（ 年度 回 とほぼ変わらない状況であった事業 。また、

年度から男女平等・共同参画センター資料室の女性史に関わる貴重資料（約 点）を開架とし、

閲覧・複写サービスを行うとともに、ホームページにその一覧を掲載して区民への周知に努めている。

資料室の蔵書数やＤＶＤを増やし資料室をメールマガジン「キラリねっと」で周知した。貸出冊数は

年度の 冊から 年度は 冊に増加した事業 。

女性リーダー育成のための派遣事業は、 年度に引き続き国内研修 人 に助成したほか、「日本

女性会議 とまこまい」への参加費等の一部助成（ 人）も行っている事業 。

講師派遣等支援事業のうち「申請社会教育学級」は、団体参加が 団体（ 年度 団体）、学習

会回数 回（ 年度 回）、参加者延べ人数 人（ 年度 人）であった。婦人学級、

連合団体、主婦大学への派遣事業では、講習回数 回（ 年度 回）、参加者 人（ 年度

人）であった事業 。

≪着眼点③≫ 地域活動における男女平等・共同参画の意識啓発のための区の取組は行われたか

≪分析③≫ 東京商工会議所目黒支部、目黒区産業連合会及び目黒法人会を訪問し、ワーク・ライフ・

バランス推進企業等支援事業のパンフレット配布依頼や、従業員の地域活動への参加促進を含めたワ

ーク・ライフ・バランス推進のための啓発を行った。また、ワーク・ライフ・バランス推進企業等支

援事業を申請した事業者に対して、効率よく仕事を行う結果生じた時間を地域活動に充てることで企

業のイメージアップにつながるなど、ワーク・ライフ・バランス推進の有用性を説明し、啓発を行っ

た事業 。

防災課では、目黒区地域防災計画の前提として、男女双方の視点に配慮した防災対策を推進してい

くことにし、地域住民による避難所運営組織について女性の参画を図り、担当ごとに男女の責任者を

置き、男女のニーズの違いを考慮した視点のもと、各種会議や防災対策講演会などを進めている。ま
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た、スポーツ振興課も、地域のスポーツ活動を担うための会合を実施する際には、働く男女の都合に

配慮し、構成員が参加しやすい時間帯に開催している事業 。避難所運営協議会立ち上げ時に、男女

ともに参画することの重要性の啓発に努めるとともに、「避難所運営協議会の手引き」に、男女双方の

視点や複数の女性の参画の重要性、避難所運営の構成員に男女の偏りがないよう留意する必要性など

について記述している事業 。

≪着眼点④≫ 地域の活動や行事での男女平等意識 「男女平等である」と思う人の割合が ％以上

になったか

≪分析④≫ 年度の区民意識調査の「地域の活動や行事での男女平等意識」について、「男女平

等である」と答えた人の割合は ％（ 年度は ％ と 年度と同じ程度まで低下しており、

目標値の ％には及ばない。

評価 

★★

評価の理由

区は、関係各課連携の下、保育付き講座を設けるなど「働く男女が参加しやすい講座等の開催」を

継続的に実施しており、その内容も幅広い。また、男女平等・共同参画センターの 登録団体の活

動を支援しその周知にも引き続き努めている。地域活動における男女平等・共同参画の意識啓発につ

いてもワーク・ライフ・バランス推進企業等支援事業推進のための事業を継続して実施している。

しかしながら、地域活動の意思決定への女性の参画においては、住区住民会議及び町会・自治会の

代表者における女性の割合が依然として１割程度である。さらに区民意識調査「地域の活動や行事で

『男女平等である』と思う人の割合」は 年度の ％から、 年度は ％と低下しており、目

標の ％以上には及ばない。

以上のことから、評価は「不十分である」とした。

使用したデータ

事業実績報告（ 年度・ 年度）

区民意識調査報告（ 年度・ 年度）

37.5%

41.6%

37.4%

20%

30%

40%

50%

28年度 29年度 30年度

地域の活動や行事での男女平等意識

「男女平等である」と思う人の割合

目標値（ ％）以上

基準値 
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配慮し、構成員が参加しやすい時間帯に開催している事業 。避難所運営協議会立ち上げ時に、男女

ともに参画することの重要性の啓発に努めるとともに、「避難所運営協議会の手引き」に、男女双方の

視点や複数の女性の参画の重要性、避難所運営の構成員に男女の偏りがないよう留意する必要性など

について記述している事業 。

≪着眼点④≫ 地域の活動や行事での男女平等意識 「男女平等である」と思う人の割合が ％以上

になったか

≪分析④≫ 年度の区民意識調査の「地域の活動や行事での男女平等意識」について、「男女平

等である」と答えた人の割合は ％（ 年度は ％ と 年度と同じ程度まで低下しており、

目標値の ％には及ばない。

評価 

★★

評価の理由

区は、関係各課連携の下、保育付き講座を設けるなど「働く男女が参加しやすい講座等の開催」を

継続的に実施しており、その内容も幅広い。また、男女平等・共同参画センターの 登録団体の活

動を支援しその周知にも引き続き努めている。地域活動における男女平等・共同参画の意識啓発につ

いてもワーク・ライフ・バランス推進企業等支援事業推進のための事業を継続して実施している。

しかしながら、地域活動の意思決定への女性の参画においては、住区住民会議及び町会・自治会の

代表者における女性の割合が依然として１割程度である。さらに区民意識調査「地域の活動や行事で

『男女平等である』と思う人の割合」は 年度の ％から、 年度は ％と低下しており、目

標の ％以上には及ばない。

以上のことから、評価は「不十分である」とした。

使用したデータ

事業実績報告（ 年度・ 年度）

区民意識調査報告（ 年度・ 年度）

37.5%

41.6%

37.4%

20%

30%

40%

50%

28年度 29年度 30年度

地域の活動や行事での男女平等意識

「男女平等である」と思う人の割合

目標値（ ％）以上

基準値 
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【中項目】１－３ 働く場における男女平等・共同参画の促進

指標の目標値

労働・雇用・職場での男女平等意識「男女平等である」と思う人の割合 【 ％以上】

提言 

○ 事業者への男女平等意識の啓発・情報提供として、事業者の実情に即した参加しやすい催しの

開催や素材提供を望む事業 ・ 。

働く場における男女平等意識の醸成には事業者の理解が重要であるため、「ワーク・ライフ・バ

ランス推進啓発講座」や「セクシュアル・ハラスメント防止基礎講座」などの事業者への啓発・

情報提供の継続を望む。長時間の研修等の実施が困難な各事業者に対しては短時間でも視聴可能

なＤＶＤ素材の提供などが望まれる。

○ 区の具体的取組事例などを開示して、区内事業者が女性の活躍推進に積極的に取組めるよう支

援してほしい事業 ・ 。

「目黒区女性職員活躍推進計画」に係る取組として、女性管理職をロールモデルとした「ワー

ク・ライフ・バランスの推進に向けて」 取組事例集 を職員向けに周知し女性職員の昇任意欲醸

成に取組んでいる区の事例を区内事業者に開示するなど、働く場での女性の活躍推進を支援して

ほしい。

分析の着眼点 

① 事業者への啓発・情報提供が効果的に行われたか

② 女性の起業・自営や就労への支援があったか

③ 働く場としての区において男女平等・共同参画は推進されたか

④ 労働・雇用・職場での男女平等意識 「男女平等である」と思う人の割合が ％以上に

なったか

分析  

≪着眼点①≫ 事業者への啓発・情報提供が効果的に行われたか

≪分析①≫ 東京商工会議所目黒支部、目黒区産業連合会及び目黒法人会を訪問し、ワーク・ライフ・

バランス推進企業等支援事業のパンフレット配布依頼や、従業員の地域活動への参加促進を含めたワ

ーク・ライフ・バランス推進のための啓発も行った。また、ワーク・ライフ・バランス推進企業等支

援事業を申請した事業者 社、 年度： 社 に対して、ワーク・ライフ・バランス推進の有用性を

説明し、啓発を行った。また、目黒区男女平等条例を推進する会と共催で、ワーク・ライフ・バラン

ス推進啓発講座「フランスの家族政策に学ぶ、ワーク・ライフ・バランス最新事情と私たちの働き方」

を実施し、一般区民及び事業者に対してのワーク・ライフ・バランス推進のための啓発を行った（参

加者：男女 人）。目黒法人会との共催では、パワー・ハラスメント防止講座を実施し、様々なハラ

スメント防止に向けて、職場ですぐに生かすことができる方法を解説した（参加者：女性 人、男性

人）。事業 ・ 。また、総合庁舎内や区民センター内にパンフレット棚を設置し、東京都労

働相談情報センターニュース、東京都中小企業振興公社などのパンフレット、セミナーや講演会等の

開催のチラシを配布し、事業者の理解促進を図った事業 。
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≪着眼点②≫ 女性の起業・自営や就労への支援があったか

≪分析②≫ 東京労働局マザーズハローワーク就職支援ナビゲーターを講師に招き、女性の就労支援

講座「再就職のためのおしゃべりサロン」 参加者 人・女性のみ を開催した。また女性のキャリア

アップ講座「自分らしく働くキャリア設計」（参加者 名・女性のみ）を実施した。さらに女性限定

ではないが、「実践めぐろ創業塾」（参加者延べ 人：女性 人、男性 人）を 日間、「実践めぐ

ろ創業塾（兼業・副業型）」（参加者延べ 人：女性 人、男性 人）を 日間実施した事業 。

起業に関する相談「創業相談室」の相談件数は、 件（女性 人）で 年度の 件（女性 人

から増加した。比較的女性の進出しやすいサービス業等の創業相談が増えてきているため、女性の利

点を生かせる職種の新情報には特に留意し、時代のニーズに適合した助言を行っている事業 。

女性の起業家や自営業者への支援として各種融資事業が実施された。また、離職者に対する生活再

建の支援としての総合支援資金の貸付は、生活支援費 件（うち女性 件）であった事業 。

ワークサポートめぐろにおける就労相談事業として、就職ミニ講座の延べ参加者は 人となって

おり、そのうち女性は 人で、男女共に参加者は減少傾向にあった。就労支援セミナーは 年度

回実施され、働いている人、働きたい人対象のセミナーへの女性参加者は、 人中 人、概ね 歳

以上の仕事を探している人対象のセミナーへの女性参加者は 中 人だった事業 。

≪着眼点③≫ 働く場としての区において男女平等・共同参画は推進されたか

≪分析③≫ 区は、平成 年 月に改定した「人材育成・活用基本方針」により、これまで以上に

女性職員の参画を促進していく事を示し、 年 月には、管理職における女性比率を 年度までに

％にすることを目指す目標を盛り込んだ「目黒区女性職員活躍推進計画」を策定しており、職員配

置の性別における偏りの解消に努め、女性職員の勤労意欲の向上と昇任意欲の醸成を図った。また「人

材育成・活用基本方針」の方向性に沿って、人事異動の実施にあたっては職員の異動希望を踏まえた

上で、各所属の男女のバランスに極力配慮するとともに、従来からの男性職員の配置が多い部門には

積極的に女性職員の配置を行った。「目黒区女性職員活躍推進計画」に係る取組として、女性管理職

をロールモデルとした「ワーク・ライフ・バランスの推進に向けて」 取組事例集 を職員向けに引き

続き周知し、女性職員の昇任意欲醸成に取り組んだ事業 。

性的マイノリティについての理解を深めるため、職員に対してＬＧＢＴに関する書籍の貸出を実施

し、庁内システムを通じて周知した（貸出件数：図書 件）。また、セクシュアル・ハラスメントが

起こった場合の苦情・相談担当と処理の流れを周知した事業 。「セクシュアル・ハラスメント防止

研修」を人事課と共催で実施し、主に管理職を対象とした説明会を 回実施した。また、映像資料（Ｄ

ＶＤ）視聴型の研修を、全職員を対象として 年度に引き続き実施した。研修参加者は延べ

人（説明会参加者： 人、映像視聴者 人）となり、 年度延べ 人（講義参加者 人、映

像視聴者 人）から大幅に増加した。この研修は、平成 ～ 年度の か年をかけて全職員の視

聴を予定している事業 。さらに、主に管理職を対象とした評価者説明会では「妊娠、出産、育児ま

たは介護に関するハラスメント防止」に関する啓発を実施した（管理職、管理職候補者 人）事業

。

≪着眼点④≫ 労働・雇用・職場での男女平等意識 「男女平等である」と思う人の割合が ％以上

になったか

≪分析④≫ 区民意識調査において「労働・雇用・職場で『男女平等である』と思う人の割合」は、

年度は ％となり、 年度の ％より低下した。目標値の ％以上には大きく届かない結果

となった。
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≪着眼点②≫ 女性の起業・自営や就労への支援があったか

≪分析②≫ 東京労働局マザーズハローワーク就職支援ナビゲーターを講師に招き、女性の就労支援

講座「再就職のためのおしゃべりサロン」 参加者 人・女性のみ を開催した。また女性のキャリア

アップ講座「自分らしく働くキャリア設計」（参加者 名・女性のみ）を実施した。さらに女性限定

ではないが、「実践めぐろ創業塾」（参加者延べ 人：女性 人、男性 人）を 日間、「実践めぐ

ろ創業塾（兼業・副業型）」（参加者延べ 人：女性 人、男性 人）を 日間実施した事業 。

起業に関する相談「創業相談室」の相談件数は、 件（女性 人）で 年度の 件（女性 人

から増加した。比較的女性の進出しやすいサービス業等の創業相談が増えてきているため、女性の利

点を生かせる職種の新情報には特に留意し、時代のニーズに適合した助言を行っている事業 。

女性の起業家や自営業者への支援として各種融資事業が実施された。また、離職者に対する生活再

建の支援としての総合支援資金の貸付は、生活支援費 件（うち女性 件）であった事業 。

ワークサポートめぐろにおける就労相談事業として、就職ミニ講座の延べ参加者は 人となって

おり、そのうち女性は 人で、男女共に参加者は減少傾向にあった。就労支援セミナーは 年度

回実施され、働いている人、働きたい人対象のセミナーへの女性参加者は、 人中 人、概ね 歳

以上の仕事を探している人対象のセミナーへの女性参加者は 中 人だった事業 。

≪着眼点③≫ 働く場としての区において男女平等・共同参画は推進されたか

≪分析③≫ 区は、平成 年 月に改定した「人材育成・活用基本方針」により、これまで以上に

女性職員の参画を促進していく事を示し、 年 月には、管理職における女性比率を 年度までに

％にすることを目指す目標を盛り込んだ「目黒区女性職員活躍推進計画」を策定しており、職員配

置の性別における偏りの解消に努め、女性職員の勤労意欲の向上と昇任意欲の醸成を図った。また「人

材育成・活用基本方針」の方向性に沿って、人事異動の実施にあたっては職員の異動希望を踏まえた

上で、各所属の男女のバランスに極力配慮するとともに、従来からの男性職員の配置が多い部門には

積極的に女性職員の配置を行った。「目黒区女性職員活躍推進計画」に係る取組として、女性管理職

をロールモデルとした「ワーク・ライフ・バランスの推進に向けて」 取組事例集 を職員向けに引き

続き周知し、女性職員の昇任意欲醸成に取り組んだ事業 。

性的マイノリティについての理解を深めるため、職員に対してＬＧＢＴに関する書籍の貸出を実施

し、庁内システムを通じて周知した（貸出件数：図書 件）。また、セクシュアル・ハラスメントが

起こった場合の苦情・相談担当と処理の流れを周知した事業 。「セクシュアル・ハラスメント防止

研修」を人事課と共催で実施し、主に管理職を対象とした説明会を 回実施した。また、映像資料（Ｄ

ＶＤ）視聴型の研修を、全職員を対象として 年度に引き続き実施した。研修参加者は延べ

人（説明会参加者： 人、映像視聴者 人）となり、 年度延べ 人（講義参加者 人、映

像視聴者 人）から大幅に増加した。この研修は、平成 ～ 年度の か年をかけて全職員の視

聴を予定している事業 。さらに、主に管理職を対象とした評価者説明会では「妊娠、出産、育児ま

たは介護に関するハラスメント防止」に関する啓発を実施した（管理職、管理職候補者 人）事業

。

≪着眼点④≫ 労働・雇用・職場での男女平等意識 「男女平等である」と思う人の割合が ％以上

になったか

≪分析④≫ 区民意識調査において「労働・雇用・職場で『男女平等である』と思う人の割合」は、

年度は ％となり、 年度の ％より低下した。目標値の ％以上には大きく届かない結果

となった。
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評価 

★★★

評価の理由

事業者への啓発、情報提供は継続的に行われており、女性の起業・自営や就労への支援、講座、就

労相談事業なども着実に行われている。また、「目黒区女性職員活躍推進計画」に沿った取組も継続

的に実施されており区の努力は認められる。

本項は、 年度報告ではセクハラ防止研修の改善など区の様々な取組を評価して★ つの「概ね十

分」としたが、区民意識調査で 年度に ％に上昇した「労働・雇用・職場で『男女平等である』

と思う人の割合」が、 年度調査では ％と低下しており、目標値の ％以上には及ばない。区

の継続的な努力は認められるものの目標値との隔たりは依然として大きい等の理由から、★を１つ下

げるに至った。

以上のことから、評価は「ある程度の成果 関連 は認められるが未だ課題がある」とした。 
使用したデータ

事業実績報告（ 年度・ 年度）
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【中項目】１－４ 教育及び学習の場における男女平等・共同参画への理解促進

指標の目標値

学校教育での男女平等意識「男女平等である」と思う人の割合 【 ％以上】

提言 

○ 学校教育の場での男女平等教育を引き続き推進してほしい事業 ・ ・ ・ 。

区民意識調査において、男女平等意識の醸成には小・中・高における学校教育が重要であると

の区民の認識が高まってきていることに基づき、引き続き男女平等教育の充実を望む。

○ 働く場としての学校における男女平等・共同参画に向けた取組を強化してほしい事業 。

管理職全体に占める女性割合は ％（小学校は ％、中学校は ％）である。管理職

選考において有資格者 人（女性 人、男性 人）のうち、受験者は 人（女性 人、男

性 人）で、女性の受験する割合が低い。働く場として受験しやすい体制を整えるなど環境改善

に努めてほしい。

○ 男女平等・共同参画の視点からメディア・リテラシー教育のさらなる充実を望む事業 ・ 。

学校におけるメディア・リテラシー育成では、情報モラル教育として情報の収集、発信におけ

る個人の責任や情報モラルについて理解させるための教育の充実が図られ、その際、男女平等・

共同参画の視点を考慮した指導も行われており、その継続が求められる。また、社会教育におい

て 年度は「ＣＭにおける男女平等・共同参画」講座においてグループ討議をとり入れるなど

新しい試みも実施されておりその成果が期待される。今後ますます情報化社会の進展に伴う受発

信における適切な判断力が問われることとなることから、学校や社会教育の場でのメディア・リ

テラシー教育の充実を望む。

分析の着眼点 

① 教育活動において、男女混合名簿の使用を含めた男女平等教育が推進されているか

・学校教育について「男女平等である」と思う人の割合が ％以上になったか

② 働く場としての学校において、男女平等・共同参画が推進されているか

③ 生涯学習において、男女平等教育が推進されているか

④ メディア・リテラシー教育において、男女平等・共同参画の視点があるか

分析 

≪着眼点①≫ 教育活動において、男女混合名簿の使用を含めた男女平等教育が推進されているか

・学校教育について「男女平等である」と思う人の割合が ％以上になったか

≪分析①≫ 男女混合名簿の使用は、全区立小・中学校で継続して実施されている事業 。教員を対

象とする研修は、 年度同様、目黒区内全教職員の必修研修として、ｅラーニングによる人権教育推

進の研修を実施し、人権課題の様々な視点で啓発に努めた。教育課題研修としては、各学校の人権教

育担当者等を対象にした人権教育研修会を開催し、人権尊重教育推進校における授業参観、研究協議

等を通して、児童・生徒の学習や生活の場面等の教育活動全体において、男女が互いの違いを認めつ

つ、個人として尊重される教育を推進している指導の実際に触れることで、人権教育における指導力

の向上を図った事業 。

人権尊重教育推進校である宮前小学校、第七中学校で人権に関する校内研究を進めた。男女平等・

共同参画の意識を含めた人権に関する取組として、宮前小学校では「自分も相手も大切にする育成を
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【中項目】１－４ 教育及び学習の場における男女平等・共同参画への理解促進

指標の目標値

学校教育での男女平等意識「男女平等である」と思う人の割合 【 ％以上】

提言 

○ 学校教育の場での男女平等教育を引き続き推進してほしい事業 ・ ・ ・ 。

区民意識調査において、男女平等意識の醸成には小・中・高における学校教育が重要であると

の区民の認識が高まってきていることに基づき、引き続き男女平等教育の充実を望む。

○ 働く場としての学校における男女平等・共同参画に向けた取組を強化してほしい事業 。

管理職全体に占める女性割合は ％（小学校は ％、中学校は ％）である。管理職

選考において有資格者 人（女性 人、男性 人）のうち、受験者は 人（女性 人、男

性 人）で、女性の受験する割合が低い。働く場として受験しやすい体制を整えるなど環境改善

に努めてほしい。

○ 男女平等・共同参画の視点からメディア・リテラシー教育のさらなる充実を望む事業 ・ 。

学校におけるメディア・リテラシー育成では、情報モラル教育として情報の収集、発信におけ

る個人の責任や情報モラルについて理解させるための教育の充実が図られ、その際、男女平等・

共同参画の視点を考慮した指導も行われており、その継続が求められる。また、社会教育におい

て 年度は「ＣＭにおける男女平等・共同参画」講座においてグループ討議をとり入れるなど

新しい試みも実施されておりその成果が期待される。今後ますます情報化社会の進展に伴う受発

信における適切な判断力が問われることとなることから、学校や社会教育の場でのメディア・リ

テラシー教育の充実を望む。

分析の着眼点 

① 教育活動において、男女混合名簿の使用を含めた男女平等教育が推進されているか

・学校教育について「男女平等である」と思う人の割合が ％以上になったか

② 働く場としての学校において、男女平等・共同参画が推進されているか

③ 生涯学習において、男女平等教育が推進されているか

④ メディア・リテラシー教育において、男女平等・共同参画の視点があるか

分析 

≪着眼点①≫ 教育活動において、男女混合名簿の使用を含めた男女平等教育が推進されているか

・学校教育について「男女平等である」と思う人の割合が ％以上になったか

≪分析①≫ 男女混合名簿の使用は、全区立小・中学校で継続して実施されている事業 。教員を対

象とする研修は、 年度同様、目黒区内全教職員の必修研修として、ｅラーニングによる人権教育推

進の研修を実施し、人権課題の様々な視点で啓発に努めた。教育課題研修としては、各学校の人権教

育担当者等を対象にした人権教育研修会を開催し、人権尊重教育推進校における授業参観、研究協議

等を通して、児童・生徒の学習や生活の場面等の教育活動全体において、男女が互いの違いを認めつ

つ、個人として尊重される教育を推進している指導の実際に触れることで、人権教育における指導力

の向上を図った事業 。

人権尊重教育推進校である宮前小学校、第七中学校で人権に関する校内研究を進めた。男女平等・

共同参画の意識を含めた人権に関する取組として、宮前小学校では「自分も相手も大切にする育成を
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目指して～かかわり合う活動を通して～」、第七中学校では「思いやりの心と他者理解を深め、社会に

貢献する生徒の育成～他者理解の態度を育む人権教育の推進～」を主題とした研究発表会を開催した。

学校では、教育活動全体を通じて男女平等・共同参画の考え方を身に付けた児童・生徒を継続して育

成している。また、教員の人権感覚を高める取組も継続して実施し、「目黒区子ども条例」の趣旨を生

かした人権感覚チェックシートなども活用している事業 。また 年度に引き続き、社会科を中心

に教育活動全体を通じて、男女平等・共同参画の意識を醸成する授業を実践している。一例として、

小学校 年生 では国連での女子差別撤廃条約の採択や男女雇用機会均等法の施行など、人権に関す

る国内外の取組について、中学校では女子差別撤廃条約の批准や男女共同参画社会基本法の制定によ

り、男女の平等が進んできていることについて学んでいる事業 。

区民意識調査において、学校教育について「男女平等である」と思う人の割合は、 年度・ 年度

と ％台で推移していたが、 年度調査では ％と低下していた。一方、同調査で「あなたは、

男女平等・共同参画を推進するために、今後、区は特にどのようなことに力を入れたらよいと思いま

すか。 ○は つまで 」という問いに、「学校での男女平等教育の推進」と答えた人の割合は ％

（ 年度 ％）と 年度の 番目から 番目となった 番は「保育・育児支援施策の充実」 ％ 。

加えて、「家事の分担が一方の配偶者に偏らないようにするためには、特にどんなことが必要だと思い

ますか。（○は３つまで）」の問いに「学校教育の場で、家事などは男女が共に担っていくことである

と教えること」と回答した割合は ％であった。これらの結果は、男女平等意識の醸成には小・中・

高における学校教育が重要であるとの区民の認識が高まってきていることがうかがえる。

≪着眼点②≫ 働く場としての学校において、男女平等・共同参画が推進されているか

≪分析②≫ 女性の管理職（小・中学校長、副校長）数は、区立の小学校 校・中学校 校の全

校 人中、 年度（ 年 月 日）は全体で 人（ ％）と 年度（ 年 月 日）と変わり

はない。管理職ポストのうち女性管理職の割合を小・中学校ごとに見ると、小学校における女性管理

職割合は ％（ 人中 人）であり、中学校における女性管理職割合は ％（ 人中 人）

と隔たりが見られることも変わりない。

管理職選考における女性教員の受験割合は、有資格者 人（女性 人、男性 人）のうち、
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受験者は 人（女性 人、男性 人）で、女性の受験する割合は低い。しかし合格者は 人中 人が

女性であった。事業 。

≪着眼点③≫ 生涯学習において、男女平等教育が推進されているか

≪分析③≫ 生涯学習における男女平等教育として、区内全小・中学校において道徳授業地区公開講

座を開催し、道徳の授業を地域の住民に公開することで男女平等教育のための知識・情報を広く伝え

ている。また、授業参観だけでなく、道徳授業に関する意見交換会や住民の参加できる講演会も実施

し、学校の発行する学校だより（各学校のホームページで公開）にその取組を掲載している事業 。

学童保育事業運営に当たっては、職員の男女比が約 ： である状況を踏まえ、役割分担等につい

て常に男女平等の視点を持って事業を行った。また、保育課では男女平等の視点に立った保育の実践

のための自己啓発を促したほか、引き続き保育職員に対する研修の充実に努めている事業 。

社会教育講座の開催については、開催前にホームページやチラシ・ポスターで情報提供を行ってい

る。情報提供時は、男女平等の視点に立ったイラストを使用するなどの配慮をしている事業 。

様々な行事や講座が各所管で開講されており、保育付きの行事や講座の開催実績は、延べ 回、

事業数 件実施され、保育児数延べ 人（うち 歳未満児延べ 人）に対して、保育者数延

べ 人が保育を行った事業 。

参加型の啓発として、父親と子どものコミュニケーションを図るため、男性向け家事育児講座「パ

パと子どものにこにこ掃除塾」が実施され、 人（父親 人、女の子 人・男の子 人）の参加者が、

家事の良いところ、嫌なところを再認識して実習から掃除のコツを学んだ事業 。

≪着眼点④≫ メディア・リテラシー教育において、男女平等・共同参画の視点があるか

≪分析④≫ 学校教育におけるメディア・リテラシー教育の推進については、児童・生徒のメディア・

リテラシーを育成する事業が引き続き実施された。また、情報モラル教育では情報の収集、発信にお

ける個人の責任や情報モラルについて理解させるための教育の充実を図っている。その際、男女平

等・共同参画などの人権尊重の観点を踏まえた指導を進め、児童・生徒が「男は仕事、女は家庭」と

いった固定的な性別役割分担意識を解消し、適切に判断できるように、教員が指導している事業 。

社会教育におけるメディア・リテラシー教育として、男女共同参画週間企画講座「ＣＭにおける男

女平等・共同参画」を実施し、マス・メディアが果たす役割について学び、ＣＭ映像を鑑賞後、グル

ープ討議を行った（参加者 人：女性 人、男性 人）。事業 。

評価  

★★★

評価の理由

全小・中学校での男女混合名簿使用や、男女平等・共同参画の考え方を身に付けた児童・生徒の育

成など継続されている。目黒区内全教職員の必須研修としてｅラーニングによる人権教育推進の研修

の実施など男女平等・共同参画への理解促進が継続されている。生涯学習においても男女平等教育に

向けて様々な取組が継続的に実施されている。 年度は、メディア・リテラシー向上にむけた社会教

育「ＣＭにおける男女平等・共同参画」講座ではグループ討議をとり入れるなど新しい試みも実施さ

れており評価できる。

しかしながら、区民意識調査において「学校教育について『男女平等である』と回答した割合」は

年度・ 年度と維持していた ％台を切る結果となり、目標値の ％以上には届かない。さらに、
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働く場としての学校における管理職全体に占める女性割合は ％（小学校は ％、中学校は

％）と 年度と変わらず、中学校の女性の管理職割合は依然として低い。

以上のことから、評価は「ある程度の成果 関連 は認められるが未だ課題がある」とした。

使用したデータ

事業実績報告（ 年度・ 年度）

区民意識調査報告（ 年度・ 年度）
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【大項目の総評】 ★★★ ある程度の成果（関連）は認められるが、未だ課題がある

 
大項目 は、男女平等・共同参画を実現するための基盤となる政策であり、ここに掲げられている

事業によって、女性も男性も仕事と生活の両立が可能となる。

区は、積極的に各種事業を行っており、 年度と比較して成果が見えた事業もある。特に入所待機

児童数が 人から 人へと約 ％に減少させたことは高く評価できる。しかし、今なお待機児童

が多数いること、特別養護老人ホームの入所待機者数が増加していること、男性参加者が増えている

講座もあるが全体として男性の参加は低調であることなどから、 年度より評価をあげることはむず

かしい。

固定的性別役割分担意識（男女には社会や家庭などで性別による固定的な役割があるという考え

方）については、「反対」「どちらかといえば反対」と回答した人の割合は ％で、 年度の ％

とほぼ変化がない。実際に、家庭生活（家事・育児・介護）における男女平等・共同参画の分担がで

きているかを見ても、「主に妻が行っている」割合も 年度と比べて大きな変化はみられない。

以上のとおり、事業は継続して実施されているが、成果という点で課題があるので、「ある程度の

成果（関連）は認められるが未だ課題がある」と評価した。

 
・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 

年度から 年度の推進計画における新規事業番号と、新たな分析の着眼点には「 」と併記 

【中項目】２－１ 仕事と生活の両立支援 《★重点評価項目》

指標の目標値

固定的な性別役割分担意識に「反対・どちらかといえば反対」と思う人の割合 【 ％以上】

家庭生活（家事・育児・介護）での男女平等意識「男女平等である」と思う人の割合【 ％以上】

共働き家庭での家事分担「主に妻が行っている」人の割合 【 ％以下】

審議会独自の目標

家事・育児・介護を「主に妻が行っている」と回答する人の割合が年度ごとに減少する

提言 

〇 事業全体において、成果につながるような工夫をしてほしい事業 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

。

事業は着実に行われているが、そのことが成果につながっていない。すぐに成果が出る事柄で

はないにしても、目標値を意識した取組みを考えてほしい。たとえば、「共働き家庭で『主に妻が

家事を行っている』と回答する人の割合を ％以下」とする目標値に関して、共働きカップル向

けの講座などが考えられるのではないだろうか。

○ 家事・育児・介護の場面における男性の参画を促す事業に、実際に男性が多く参加するように
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工夫をしてほしい事業 ・ 。

男性の参加者が増えている講座もあるが、全体としてみると低調である。しかし、「パパママの

育児教室」は、夫婦参加で回数が増えたことにより男性参加者も増えており、育児に関する男性

の関心の高さがうかがえる。もし受講希望者がもっといるのであれば、回数を増やすことも検討

してもよいのではないか。家事や介護についても男性参加者を増やす取組みを検討してほしい。

分析の着眼点  

① 固定的な性別役割分担意識は改善したか

・固定的な性別役割分担意識に「反対・どちらかといえば反対」と思う人の割合が ％以上に

なったか

② 家庭生活における男女平等・共同参画が推進されたか

・家庭生活（家事・育児・介護）での男女平等意識「男女平等である」と思う人の割合が ％

以上になったか

・共働き家庭で、家事を「主に妻が行っている」と回答する人の割合が ％以下になったか

・家事・育児・介護を「主に妻が行っている」と回答する人の割合が年度ごとに減少している

か

③ 事業者に対して、ワーク・ライフ・バランスの啓発は適切になされているか

④ 男性に対して、ワーク・ライフ・バランスの啓発は適切になされているか

分析

≪着眼点①≫ 固定的な性別役割分担意識は改善したか

・固定的な性別役割分担意識に「反対・どちらかといえば反対」と思う人の割合が

％以上になったか

≪分析①≫ 区民意識調査によれば、固定的な性別役割分担意識に「反対」と回答した人の割合は、

％、「どちらかといえば反対」の人の割合は ％、合計 ％だった。男女別に、「反対・どち

らかといえば反対」の人の割合を見てみると、女性は ％、男性は ％だった。

このように、固定的性別役割分担意識に反対する回答の割合は、目標値の ％に近いところまでき

ているが、足踏み状態である。
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≪着眼点②≫ 家庭生活における男女平等・共同参画が推進されたか

・家庭生活（家事・育児・介護）での男女平等意識「男女平等である」と思う人の割

合が ％以上になったか

・共働き家庭で、家事を「主に妻が行っている」と回答する人の割合が ％以下に

なったか

・家事・育児・介護を「主に妻が行っている」と回答する人の割合が年度ごとに減

少しているか

≪分析②≫ 区民意識調査において、家庭生活（家事・育児・介護）での男女平等意識について、「男

女平等である」と回答した人の割合は、全体で ％だった。 年度は ％だった。また、男女

別にみると、男性は ％が「男女平等」と回答しているのに対し、女性は ％しか「男女平等」

と回答していない。
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また、家庭内での家事・育児・介護の分担については、次のような結果となった。

まず、家事（炊事・洗濯・掃除など）の分担については、「主に妻が行っている」と回答した共働き

家庭の人の割合は、 ％となり、 年度の ％から割合が低下している。しかし、 ％以下とい

う目標値には及んでいない。

次に、家庭（共働きとは限らない）での家事の分担についてだが「主に妻が行っている」と回答し

た人の割合は ％（平成 年度 ％）、育児対象者がいる家庭での育児の分担については、「主

に妻が行っている」と回答した人の割合が ％（平成 年度 ％）、介護対象者がいる家庭での

介護の分担については、「主に妻が行っている」と回答した人の割合は ％（平成 年度 ％）

となっており、家事及び育児における割合は低下しているが、介護における割合は増加している。
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≪着眼点③≫ 事業者に対して、ワーク・ライフ・バランスの啓発は適切になされているか

≪分析③≫ 目黒法人会にワーク・ライフ・バランス推進企業等支援事業パンフレットの配布を依頼

した際に、目黒法人会から、区内の中小企業におけるワーク・ライフ・バランスの取組に関する情報

を収集した。目黒区男女平等条例を推進する会と共催でワーク・ライフ・バランス推進啓発講座「フ

ランスの家族政策―女性の家庭生活と職業生活の両立支援策」を実施した（参加者 人）事業 。

そのほかの事業者向け啓発事業として、ワーク・ライフ・バランスの啓発に関するＤＶＤの貸出が

行われた（ 件）事業 。また、前年度より新規事業として、「ワーク・ライフ・バランス推進企業

等支援事業」を実施し、ワーク・ライフ・バランスを推進するため、区内の中小企業等にアドバイザ

ーを派遣した（ 件）事業 。

子育てや介護を担いながら働くための意識啓発の事業としては、男女平等・共同参画センター情報

誌「であいきらり 号」で、子連れ出勤制度を導入している会社を紹介した（発行部数 部）。

また、総合庁舎内にパンフレット棚を設置し、マザーズハローワーク東京の事業概要のチラシ、東京

しごとセンターや東京都労働相談情報センターのニュース、セミナー等開催チラシ、その他、労働に

関するセミナーや講演会のチラシなどが配布された事業 。 年度は新しい試みとして、保育園職

員の年次有給休暇取得促進の取組みを行った事業 、事業 。

≪着眼点④≫ 男性に対して、ワーク・ライフ・バランスの啓発は適切になされているか

≪分析④≫ 年度は、講座内容が見直され、家事や子育て、介護の分野に男性の参画を促すための

啓発事業として、男性の家事育児講座は例年の回数に戻り 回から 回となり、「パパと子どものに

こにこ掃除塾」が開催され、６人（父親３人、女の子１人、男の子２人）が参加した事業 ・ 。ま

た、 月の男女共同参画週間に合わせ、目黒区総合庁舎西口ロビーで目黒区男女平等・共同参画推進

計画や計画に基づく施策内容、目黒区男女平等共同参画オンブーズの紹介などを行うパネル展示を実

施し、男女が共に参画することを応援するキャッチフレーズを来場者が自ら貼り付けることができる

参加型の展示パネルの掲示も継続して行われた事業 。

産業経済・消費生活課は、 年度より１つ増え合計６つの講座を実施した。参加者の延べ人数は、

人（女性 人、男性 人）であった。内容は、「国産大豆で味噌仕込み」（ 日間）、「使いこな

そう！インターネットバンキング」「子どもが変わる！片づける力を育てるコーチング」「気になる結

露！窓から考える快適生活」「賢く実践！いまどきの正しい省エネ」「油をミカタに摂り入れよう！」

だった。男性の参加は各講座とも少なかった。また、保健予防課及び碑文谷保健センターは、「パパ

ママの育児教室」（ 年度より「パパの育児教室」から名称変更）は、 年度の 回（土曜 回、

日曜 回）から 年度は 回（土曜 回、日曜 回）開催し、参加者は延べ 人で、夫婦

での参加だったので男女半々だった。なお、碑文谷保健センターでは、育児教室や か月、 か月育

児学級などに参加した男性には、沐浴や着替えの方法などを指導した。介護教室では医師からミニ講

話を行った。地域ケア推進課では、家族介護教室 回 を平日のみならず土・日にも開催し、延べ参

加人数 人（ 年度 人）のうち男性は 人（ 年度 人）だった。 年度よりも延べ参加者で

人、男性参加者で 人増加している。生涯学習課では、各社会教育館が、家事、育児、介護に関

する全 講座を開催し、男性も参加しやすい曜日や時間の工夫をした。内容は、「子どもに身につけ

させたい生きる力」「イライラしない親になる！～アドラー流子育てから学ぶ～」「子どもを健やかに

育む『おおい』とは？～どのように子どもの過ごす環境を整えることができるのか？～」「親子で学
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びを楽しもう！子どもの力を引き出す自主学習ノートのはじめ方」「知ろう作ろう和食のいろは」「親

の言葉が子どもを変える」だった。参加者は 延べ 人で、そのうち男性は 人だった事業 。

評価 

★★★

評価の理由 

年度の事業のなかで、職員が子育てや介護を担いながら働くための環境整備のための事業として

「保育園職員の年次有給休暇取得促進」の取組みを新たに行ったことが注目される。事業者や男性に

対するワーク・ライフ・バランスの啓発事業は着実になされている。「パパママ育児教室」の開催回

数は、 年度は 回増え、参加者数も増加している。

他方、固定的性別役割分担意識は大きな変化はなく、家庭生活における男女平等・共同参画の推進

についても十分な成果があがっていない。

以上のことから、評価は「ある程度の成果（関連）は認められるが未だ課題がある」とした。

使用したデータ

事業実績報告（ 年度・ 年度）

区民意識調査報告（ 年度・ 年度）
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【中項目】２－２ 子育て支援

指標の目標値

家庭生活（家事・育児・介護）での男女平等意識「男女平等である」と思う人の割合【 ％以上】

審議会独自の目標

育児を「主に妻が行っている」と回答する人の割合が年度ごとに減少する

提言 

○ 入所待機児童の数がゼロとなるように、引き続き事業を継続してほしい事業 ・ ・ ・ 。

平成 年度に向けて保育所の待機児童数ゼロとする取組みは着実に行われているが、ゼロを達

成できるように取り組んでいってほしい。学童保育クラブについても、需要を見据え、計画的に

整備に取り組んでいってほしい。

保育士の確保が保育園増園のネックのひとつになっているので、区が率先した姿勢を示すため

にも、目黒区の保育園が保育士にとって働きやすい職場となるように、中項目 －１の事業 と

の連携は不可欠である。

また、きめ細かい保育サービスの充実もはかってほしい。

分析の着眼点 

① 家庭生活における男女平等・共同参画が推進されたか

・家庭生活（家事・育児・介護）での男女平等意識「男女平等である」と思う人の割合が ％

以上になったか

・育児を「主に妻が行っている」と回答する人の割合が年度ごとに減少しているか

② 男女が共に就労や社会参加と子育てとを両立できるための育児支援は推進されているか

③ ひとり親家庭に対する支援は推進されているか

④ 女性に偏りがちな育児を地域全体で支える仕組みづくりが推進されているか

分析

≪着眼点①≫ 家庭生活における男女平等・共同参画が推進されたか

・家庭生活（家事・育児・介護）での男女平等意識「男女平等である」と思う人の割

合が ％以上になったか

・育児を「主に妻が行っている」と回答する人の割合が年度ごとに減少しているか
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≪分析①≫ 育児を「主に妻が行っている」という割合は ％となっており、年度ごとに減少して

いる。なお、家庭生活（家事・育児・介護）での男女平等意識「男女平等である」と思う人の割合に

ついては、中項目２－１分析②で言及しているため、記載を省略する。

※家庭内での育児の分担「主に妻が行っている」の割合は、区民意識調査の結果から、「該当

なし」「無回答」と回答した人を除いた数を分母として、「主に妻が行っている」と回答した

人を分子として算出している。

≪着眼点②≫ 男女が共に就労や社会参加と子育てとを両立できるための育児支援は推進されて

いるか

≪分析②≫ 男女が共に就労や社会参加と子育てを両立できるための育児支援の代表例は、保育所入

所待機児童対策と考えられる。この点、保育課では、認可保育園を 年 月からさらに 園増やし

園とし、定員も 人増やし 人とした。延長保育事業も全園で実施している。入所待機児童

数は、 年 月 日現在で 人と、 年 月 日の 人よりも 人減少した事業 。病気等

で一時的に保育を必要とする場合に、区立保育所で就学前の子どもの保育を行う緊急一時保育の利用

は、件数が 件、日数は延べ 日だった。その内、病気による利用が最も多く、日数は延べ

日（全体の ％）、件数は 件（全体の ％）だった事業 。地域型保育事業としては、小規

模保育が ヶ所（定員 人）、事業所内保育所が１ヶ所で実施されたが、 年度に居宅訪問型保育

事業を開始し、 年度は 人の利用があった事業 。

子育て支援課では、学童保育クラブの入所申請超過対策として受入人数の増加及び保育環境の改善

を図るため、受入れ人数の拡充を図り、全体の入所定員 人に対し、入所児童数は 人、待

機児童数は 人となった。なお、入所定員より入所児童数が上回っているのは、目黒区の学童保育

クラブの入所定員については、法令や条例で定める児童１人当たりの面積基準等に基づく定員よりも

下回った定員を規則により設定しており、法令や条例の基準に違反しない範囲内において、入所定員

を超過して受け入れているためである。 人の待機児童に対しては、ランドセル来館等の対策をとっ

ている。平成 年度に向けて、平町児童館学童保育クラブ及び烏森住区センター児童館第二学童保

育クラブの新設整備を図り、拡充対策を行った事業 。

シルバー人材センターが行う育児支援サービス事業の受注件数は 件と 年度の 件から
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≪分析①≫ 育児を「主に妻が行っている」という割合は ％となっており、年度ごとに減少して

いる。なお、家庭生活（家事・育児・介護）での男女平等意識「男女平等である」と思う人の割合に

ついては、中項目２－１分析②で言及しているため、記載を省略する。

※家庭内での育児の分担「主に妻が行っている」の割合は、区民意識調査の結果から、「該当

なし」「無回答」と回答した人を除いた数を分母として、「主に妻が行っている」と回答した

人を分子として算出している。

≪着眼点②≫ 男女が共に就労や社会参加と子育てとを両立できるための育児支援は推進されて

いるか

≪分析②≫ 男女が共に就労や社会参加と子育てを両立できるための育児支援の代表例は、保育所入

所待機児童対策と考えられる。この点、保育課では、認可保育園を 年 月からさらに 園増やし

園とし、定員も 人増やし 人とした。延長保育事業も全園で実施している。入所待機児童

数は、 年 月 日現在で 人と、 年 月 日の 人よりも 人減少した事業 。病気等

で一時的に保育を必要とする場合に、区立保育所で就学前の子どもの保育を行う緊急一時保育の利用
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模保育が ヶ所（定員 人）、事業所内保育所が１ヶ所で実施されたが、 年度に居宅訪問型保育
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を図るため、受入れ人数の拡充を図り、全体の入所定員 人に対し、入所児童数は 人、待

機児童数は 人となった。なお、入所定員より入所児童数が上回っているのは、目黒区の学童保育

クラブの入所定員については、法令や条例で定める児童１人当たりの面積基準等に基づく定員よりも

下回った定員を規則により設定しており、法令や条例の基準に違反しない範囲内において、入所定員

を超過して受け入れているためである。 人の待機児童に対しては、ランドセル来館等の対策をとっ

ている。平成 年度に向けて、平町児童館学童保育クラブ及び烏森住区センター児童館第二学童保

育クラブの新設整備を図り、拡充対策を行った事業 。

シルバー人材センターが行う育児支援サービス事業の受注件数は 件と 年度の 件から
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件増加した。事業の内訳では産前産後の家事援助が 件で最も多かったが、ベビーシッターも

件あった事業 。地域で育児の援助を行うファミリー・サポート・センター事業の活動件数は

件（延べ利用件数 件）であり、 年度より件数で 件、延べ利用件数で 件増加した。フ

ァミリー・サポート・センターの協力会員登録数は、 人で 年度の 人から増えている。利用

会員登録数は 人と、 年度とほぼ同じである事業 。子どもショートステイ事業の利用者数は、

延べ 人（ 年度延べ 人）、利用日数は延べ 日（ 年度延べ 日）となった事業 。

≪着眼点③≫ ひとり親家庭に対する支援は推進されているか

≪分析③≫ ひとり親家庭に対する各種支援は引き続き行われている。ひとり親家庭に対する児童扶

養手当の支給世帯数は 世帯（ 年 月 日現在）である。母子または父子相談は、 件で

このうち父子相談は 件だった。また、母子及び父子家庭の経済的自立を支援するため、修学など

に必要な資金の貸付 母子及び父子福祉資金 は 件（このうち父子 件）実施され、 年度の 件

（このうち父子 件）より 件増えた事業 。ひとり親家庭ホームヘルプサービスの派遣回数は、延

べ 回だったがすべて母子家庭だった。なお、 年度の延べ 回よりも大幅に増えている事業

。ひとり親家庭への家賃助成は 世帯（継続 世帯、新規 世帯）で、新規は 年度の 世

帯より 世帯増加した事業 。

≪着眼点④≫ 女性に偏りがちな育児を地域全体で支える仕組みづくりが推進されているか

≪分析④≫ 子ども家庭支援センター ほ・ねっとひろばでの活動の場の提供は登録 団体（ 年度

団体）に対し 回（ 年度 回）行い、利用者数は延べ 人（ 年度延べ 人）あった事業 。

年度に引き続き、育児期の親たちのネットワークづくりや交流のための支援も行われた。妊娠中の

母親やそのパートナーに対し、妊娠・出産・育児に関する講座や実習、交流会を実施し、仲間づくり

を支援するハローベビークラス、ハローベビーサロンは 回実施され、延べ参加人数は 人だ

った（ 年度は 回、 人）。母親同士の交流を図るフレッシュママの集いは、実施回数 回、

延べ参加人数 人（ 年度は 回、 人）、育児学級は、実施回数 回、延べ 人（

年度は 回、延べ 人）だった。また、碑文谷保健センターの多胎児懇談会は 回開催され、

延べ参加人数は 人だった（ 年度は 人）事業 。

子育てひろばの利用者数は、延べ 人（うち父親利用 人）だった。ほ・ねっとひろば相

談は、 件（ 年度は 件）だった。子ども家庭支援センター係の相談件数は 件と、 年度

の 件より増加した。なお、相談のうち、虐待受理件数の占める割合が引き続き多く、 年度は、

件だった 年度 件 事業 。生涯学習課は、引き続き、各中学校区での地域教育懇談会の活

動を支援し、活動経費を一部負担したり、同懇談会代表者会を年に 回実施したりした事業 。上目

黒児童館では、「子育てひろば」を開設し、開所回数 回、参加者は延べ 人であった。その

他、児童館相談件数は、延べ 件だった。子育てふれあいひろばは 保育園で実施され、家庭で保

育している保護者の子育て支援を行った。利用者数は 組 人で 年度の 組

人から減少した事業 。

子育て支援課では、子育て情報の提供事業として、子育て情報ポータルサイトの運営のほか、区民

目線による子育て情報の各種発信がなされたが、そのうちイベント情報 件は 年度の 件から

大幅増になり、区からのお知らせ 件は 年度の 件から増になったが、キッズレポート は

件（ 年度 件）、すくナビ記事 件（ 年度 件 と減少している。児童館だよりは 年度同
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件増加した。事業の内訳では産前産後の家事援助が 件で最も多かったが、ベビーシッターも

件あった事業 。地域で育児の援助を行うファミリー・サポート・センター事業の活動件数は

件（延べ利用件数 件）であり、 年度より件数で 件、延べ利用件数で 件増加した。フ

ァミリー・サポート・センターの協力会員登録数は、 人で 年度の 人から増えている。利用

会員登録数は 人と、 年度とほぼ同じである事業 。子どもショートステイ事業の利用者数は、

延べ 人（ 年度延べ 人）、利用日数は延べ 日（ 年度延べ 日）となった事業 。

≪着眼点③≫ ひとり親家庭に対する支援は推進されているか

≪分析③≫ ひとり親家庭に対する各種支援は引き続き行われている。ひとり親家庭に対する児童扶

養手当の支給世帯数は 世帯（ 年 月 日現在）である。母子または父子相談は、 件で

このうち父子相談は 件だった。また、母子及び父子家庭の経済的自立を支援するため、修学など

に必要な資金の貸付 母子及び父子福祉資金 は 件（このうち父子 件）実施され、 年度の 件

（このうち父子 件）より 件増えた事業 。ひとり親家庭ホームヘルプサービスの派遣回数は、延

べ 回だったがすべて母子家庭だった。なお、 年度の延べ 回よりも大幅に増えている事業

。ひとり親家庭への家賃助成は 世帯（継続 世帯、新規 世帯）で、新規は 年度の 世

帯より 世帯増加した事業 。

≪着眼点④≫ 女性に偏りがちな育児を地域全体で支える仕組みづくりが推進されているか

≪分析④≫ 子ども家庭支援センター ほ・ねっとひろばでの活動の場の提供は登録 団体（ 年度

団体）に対し 回（ 年度 回）行い、利用者数は延べ 人（ 年度延べ 人）あった事業 。

年度に引き続き、育児期の親たちのネットワークづくりや交流のための支援も行われた。妊娠中の

母親やそのパートナーに対し、妊娠・出産・育児に関する講座や実習、交流会を実施し、仲間づくり

を支援するハローベビークラス、ハローベビーサロンは 回実施され、延べ参加人数は 人だ

った（ 年度は 回、 人）。母親同士の交流を図るフレッシュママの集いは、実施回数 回、

延べ参加人数 人（ 年度は 回、 人）、育児学級は、実施回数 回、延べ 人（

年度は 回、延べ 人）だった。また、碑文谷保健センターの多胎児懇談会は 回開催され、

延べ参加人数は 人だった（ 年度は 人）事業 。

子育てひろばの利用者数は、延べ 人（うち父親利用 人）だった。ほ・ねっとひろば相

談は、 件（ 年度は 件）だった。子ども家庭支援センター係の相談件数は 件と、 年度

の 件より増加した。なお、相談のうち、虐待受理件数の占める割合が引き続き多く、 年度は、

件だった 年度 件 事業 。生涯学習課は、引き続き、各中学校区での地域教育懇談会の活

動を支援し、活動経費を一部負担したり、同懇談会代表者会を年に 回実施したりした事業 。上目

黒児童館では、「子育てひろば」を開設し、開所回数 回、参加者は延べ 人であった。その

他、児童館相談件数は、延べ 件だった。子育てふれあいひろばは 保育園で実施され、家庭で保

育している保護者の子育て支援を行った。利用者数は 組 人で 年度の 組

人から減少した事業 。

子育て支援課では、子育て情報の提供事業として、子育て情報ポータルサイトの運営のほか、区民

目線による子育て情報の各種発信がなされたが、そのうちイベント情報 件は 年度の 件から

大幅増になり、区からのお知らせ 件は 年度の 件から増になったが、キッズレポート は

件（ 年度 件）、すくナビ記事 件（ 年度 件 と減少している。児童館だよりは 年度同
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様 件 館× か月 で推移し堅調だった事業 。

評価 

★★★

評価の理由 

区は、子育て支援のために種々の事業を行っている。子育ての情報発信にも取り組んでいるし、「育

児を主に妻が行っている」と回答する人の割合は年度ごとに減少している。また、この 年間で保育

園を 園増やし、定員も増えている。平成 年 月までに待機児童数をゼロにするという目標を立

て、実際に待機児童数が大幅に減少していることは高く評価できるものの、ゼロには至っていない。

このようにみてくると、事業の推進が着実に行われ、成果が見られるものもあるが、子育て支援の

中核である入所待機児童対策において十分な成果が出てない。

以上のことから、評価は「ある程度の成果（関連）は認められるが未だ課題がある」とした。

使用したデータ

事業実績報告（ 年度・ 年度）

区民意識調査報告（ 年度・ 年度）
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【中項目】２－３ 介護支援

指標の目標値

家庭生活（家事・育児・介護）での男女平等意識「男女平等である」と思う人の割合【 ％以上】

審議会独自の目標

介護を「主に妻が行っている」と回答する人の割合が年度ごとに減少する

提言 

○ 介護を社会的に支援する政策を引き続き充実していってほしい事業 。

保育園の待機児童数ほどは注目されていないが、特別養護老人ホームの入所待機者数は 人

となっている。財源からの制限があることは承知しているが、施設の充実の取組みも継続してい

ってほしい。また、介護保険サービス等を利用した在宅介護の充実及び家族介護者への支援をは

かっていってほしい。

○ 男性の介護への参加をうながす取組みをさらに進めてほしい事業 。

男性も参加しやすいように、土・日にも家族介護教室を開催していることはよいと思うので、

その他、男性が参加したく思うような講座等の開催や広報・宣伝等の情報提供の方法を検討して

ほしい。

分析の着眼点

① 家庭生活における男女平等・共同参画が推進されたか

・家庭生活（家事・育児・介護）での男女平等意識「男女平等である」と思う人の割合が ％

以上になったか

・介護を「主に妻が行っている」と回答する人の割合が年度ごとに減少しているか

② 高齢者の自立支援と社会参加のための事業は適切に行われたか

③ 女性に偏りがちな介護を地域全体で支える仕組みづくりが推進されているか

分析  

≪着眼点①≫ 家庭生活における男女平等・共同参画が推進されたか

・家庭生活（家事・育児・介護）での男女平等意識「男女平等である」と思う人の割

合が ％以上になったか

・介護を「主に妻が行っている」と回答する人の割合が年度ごとに減少しているか
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【中項目】２－３ 介護支援

指標の目標値
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審議会独自の目標
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提言 

○ 介護を社会的に支援する政策を引き続き充実していってほしい事業 。

保育園の待機児童数ほどは注目されていないが、特別養護老人ホームの入所待機者数は 人

となっている。財源からの制限があることは承知しているが、施設の充実の取組みも継続してい

ってほしい。また、介護保険サービス等を利用した在宅介護の充実及び家族介護者への支援をは

かっていってほしい。

○ 男性の介護への参加をうながす取組みをさらに進めてほしい事業 。

男性も参加しやすいように、土・日にも家族介護教室を開催していることはよいと思うので、

その他、男性が参加したく思うような講座等の開催や広報・宣伝等の情報提供の方法を検討して

ほしい。

分析の着眼点

① 家庭生活における男女平等・共同参画が推進されたか

・家庭生活（家事・育児・介護）での男女平等意識「男女平等である」と思う人の割合が ％

以上になったか
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② 高齢者の自立支援と社会参加のための事業は適切に行われたか
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≪着眼点①≫ 家庭生活における男女平等・共同参画が推進されたか

・家庭生活（家事・育児・介護）での男女平等意識「男女平等である」と思う人の割
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・介護を「主に妻が行っている」と回答する人の割合が年度ごとに減少しているか
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≪分析①≫ 介護を「主に妻が行っている」という割合は ％と、基準値（ ％）よりも低い数

値になっているが、 年度よりも割合が増加している。なお、家庭生活（家事・育児・介護）での男

女平等意識「男女平等である」と思う人の割合については、中項目２－１分析②で言及しているため、

記載を省略する。

※家庭内での介護の分担「主に妻が行っている」の割合は、区民意識調査の結果から、「該当

なし」「無回答」と回答した人を除いた数を分母として、「主に妻が行っている」と回答し

た人を分子として算出している。

≪着眼点②≫ 高齢者の自立支援と社会参加のための事業は適切に行われたか

≪分析②≫ 高齢者のための自立支援事業は引き続き行われた。高齢福祉課では、相談内容により、

包括支援センターをはじめとする関係所管及び民生委員、事業者、施設、病院などの関係機関と連携

して、引き続き相談事業の充実を図った。高齢福祉課の高齢者センター相談の件数は、健康相談が

件と 年度の 件より大幅に増加したが、生活相談は 件で 年度の 件から大幅に
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大項目２ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進

Ⅰ

老人いこいの家の利用者は、延べ 人 女性 人、男性 人 で、 年度

人 女性 人、男性 人 よりも約 人増加した。高齢者向け事業が各種行われ、いず

れも盛況だが、特に、介護予防事業（ 回）は 人（女性 人、男性 人）の参加

があった。世代間交流事業は 回実施され 年度の 回よりも回数は若干増え、参加者は延べ

人（女性 人、男性 人）と増加した事業 。

シルバー人材センターの会員数は 人（ 年度は 人）で、就業延べ人員は 人（

年度は 人）だった事業 。

≪着眼点③≫ 女性に偏りがちな介護を地域全体で支える仕組みづくりが推進されているか

≪分析③≫ 高齢福祉課で行っている介護施設に関する相談件数は 件だった。施設の入所状況は、

養護老人ホームについては、入所者数が 人、入所待機者数が 人で、特別養護老人ホームにつ

いては、入所者数が延べ 人、入所待機者数が 人だった。特別養護老人ホームについては、依

然として多くの人が入所を待っている。地域ケア推進課では、介護に関する相談や高齢者保健福祉サ

ービスなどの情報提供を昨年に引き続き行った。その中で、介護保険サービスの利用や必要に応じた

訪問保健相談事業の導入などを実施した。家族介護教室 回 を開催したが、平日働いている人や男

性も参加できるように土・日も開催している。参加者は延べ 人 男性 人、女性 人 であった。

障害福祉課では、家族介護を日常的に無理なく継続できるよう、相談者の立場に立ったきめ細やかな

効果的な障害福祉サービスの活用や介護環境の改善について、助言・サービス紹介等を行い、介護者

の負担軽減を図った。また、相談支援事業所の指定を区が行い、区民にとって身近で専門的な相談が

できる窓口の整備充実を図った。さらに、重症心身障害児者在宅レスパイト事業は、延べ利用者数

人、延べ利用回数は 回と、 年度（延べ利用者数は 人、延べ利用回数は 回）より延べ利用

回数が大幅に増加した事業 。

保健予防課で継続的に実施されている認知症家族自主グループへの支援や認知症高齢者相談の利

用は活発だった。なお、高齢者や認知症にかかわる他部署からも専門相談を依頼されることがあった。

碑文谷保健センターでも、精神保健総合相談や随時の認知症高齢者相談が引き続き実施された事業

。高齢者の在宅生活を支援するため、在宅支援ヘルパーの派遣、寝具乾燥・消毒サービス、出張理

美容サービス券の支給、紙おむつの支給を行った事業 。また、高齢者の介護支援及び生活支援を目

的に介護保険制度の充実に努めた事業 。

新規事業として、区有地を活用した特別養護老人ホームの整備や国有地を活用した事業者による特

別養護老人ホーム整備の支援に取り組んでいる事業 。

評価 

★★★

評価の理由

介護支援の事業はほぼ例年どおり着実に行われている。しかし、特別養護老人ホームへの入所待機

者数は減少していない。また、家庭内の介護の分担を「主に妻が行っている」割合は減少していない。

以上のことから、評価は「ある程度の成果（関連）は認められるが未だ課題がある」とした。

使用したデータ

事業実績報告（ 年度・ 年度）

区民意識調査報告（ 年度・ 年度）
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大項目３ 人権が尊重される社会の形成

Ⅰ

 

【大項目の総評】 ★★★ ある程度の成果（関連）は認められるが今だ課題がある

女性に対するあらゆる暴力防止に向けた啓発事業・支援事業は着実に実施され、多様な性のあり方

に対する啓発活動も適切に実施されている。一方、本項目「人権が尊重される社会の形成」の中項目 2
「配偶者からの暴力の防止」は重点項目に位置づけられているが、30年度の意識調査によれば、配偶
者からの身体的暴力の被害経験者の割合は 4.2％であった。これは、指標の目標値の「身体的暴力の被
害経験者の割合ゼロ」には近づいてはおらず、引き続き、配偶者からの暴力被害の根絶に向けた啓発

及び相談事業の充実が望まれる。また、同意識調査のセクシュアル・ハラスメントの被害経験者の割

合は 8.6％であり、男女別に見ると女性 13.7％、男性 1.8％と女性の被害経験者の割合が高く、場所は
職場である割合が 73.8％と圧倒的に高かった。従って女性の働く場となる事業所への働きかけや啓発
活動が有効であると思われる。 
また、リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利の理解促進

と健康支援）についても、様々な施策が実施されているが、考え方の普及は未だ十分とは言えず、同

意識調査によれば、妊娠や出産をめぐる女性の健康と権利が「尊重されている」と考える人の割合は

52.4％であり、目標値の 90％以上には近づいていないため、より一層の啓発活動が必要である。 
以上のことから、評価は「ある程度の成果（関連）は認められるが未だ課題がある」とした。 
・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 

年度から 年度の推進計画における新規事業番号と、新たな分析の着眼点には「 」と併記 

【中項目】３－１ 人権を尊重する意識の醸成

提言

○ 人権を尊重する意識の醸成を図り、家庭内暴力を始めとするあらゆる暴力について、その未然

防止のため、より一層の啓発及び相談事業の充実を望む事業 。

男女の平等な社会活動への共同参画を推し進めるにあたっては、女性に対する暴力及び家庭内

暴力は他者への人権を尊重していないという意識を醸成することが必要である。そのための啓発

事業の継続を望む。

○ 児童虐待を防止し、発見する取組みを検討してほしい事業 。

管轄は品川児童相談所であったが、平成 年 月に香川県から目黒区に引っ越してきた 歳の

子どもが親の虐待により死亡する痛ましい事件が発生した。目黒区としても児童虐待を防止する

ような取組みや、児童虐待を受けたと思われる子どもを発見した者は、児童相談所等に通報義務

があること（児童虐待防止法 条、児童福祉法 条）を区民に啓発するなどの取組みを検討して

ほしい。

○ 多様な性のあり方に関して社会的理解を促進するための学習プログラムの実施を望む事業 。

性的マイノリティー（少数者）を含む多様な性のあり方についての理解を深め、だれに対して

も差別なく共に生きるという包摂の精神を育む学習プログラムの実施を望むとともに、他区の先

進的な事例などの研究・検証なども進めてほしい。
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大項目３ 人権が尊重される社会の形成

Ⅰ

分析の着眼点  

① 女性に対する暴力及び家庭内暴力防止に向けた啓発が行われているか

② 多様な性のあり方についての啓発が行われているか

分析  

≪着眼点①≫ 女性に対する暴力及び家庭内暴力防止に向けた啓発が行われているか

≪分析①≫ 女性への暴力防止講座として「ストーカー問題への対処法（講義）」と「護身術（入門

編）実践」を開催（全 回、参加者延べ女性のみ 人）、目黒区ＤＶ防止関連機関連絡会議の開催（

回、出席者 人）があった。 年度に引き続き、男女平等・共同参画センター資料室でのＤＶ防止

啓発パネルの常設展示、中学生向け人権教育プログラム「デートＤＶ予防プログラム」が第一中学校・

第十中学校で実施され、女性 人、男性 人の合計 人が参加した。また、総合庁舎及び男女平

等・共同参画センターの女性トイレに相談カードを設置する事業や、「女性に対する暴力をなくす運

動」期間に合わせた、総合庁舎西ロビーでのＤＶ防止パネル展も引き続き実施された事業 。

各種相談事業については、こころの悩みなんでも相談への相談件数 件のうちＤＶ件数

件・その他の暴力 件、法律相談への相談件数 件のうちＤＶ件数が 件であった。また、区内

か所の地域包括支援センターにおいて、高齢者の総合相談・支援業務などとともに高齢者虐待防止な

どの権利擁護業務を行ったところ、暴力（虐待）に関する通報相談件数が 件、虐待と判断し対応

した件数が 件（そのうち配偶者からの虐待は 件）あった。生計が困難な者、今後の生計に不安

を感じている者等に、関係機関と連携し、生活保護相談を実施したところ、相談件数 件中ＤＶ

に関するものは 件であった。 年度から実施した、生活保護に至らない生活困窮者に対する関係機

関や地域の社会資源等と連携した包括的な相談支援事業では、新規受付件数 件のうち、ＤＶ・虐

待に関するものが 件あった事業 。

高齢者虐待防止に関しては、通報・届出窓口の周知やパンフレットの配布などの普及・啓発活動を

実施した。研修会としては、民生・児童委員、介護支援専門員、介護サービス事業所職員などを対象

とした「高齢者虐待防止地区研修会」が 回開催されて、 人の参加者を集めた。高齢者虐待防止

のための基礎講座として職員研修を全 回実施し、延べ 人が参加した事業 。

≪着眼点②≫ 多様な性のあり方についての啓発が行われているか

≪分析②≫職員に対する性的マイノリティについての啓発のため、ＬＧＢＴに関する図書及び啓発用

ＤＶＤの貸出を実施し、貸出の周知を庁内システムを通じて行った。（貸出件数 図書： 件 ＤＶＤ：

件）。また、人権政策課は第八中学校との共催で性的マイノリティ理解促進講座「もっと知りたいＬ

ＧＢＴ～性の多様性と人権～」を実施し、ＬＧＢＴ当事者である講師を迎え、ＬＧＢＴの子どもや若

者たちが自分らしく、前向きに生きていく事ができる社会づくりについて講座を実施した（参加者

中学生 人（男女）。また、目黒区民センター社会教育館において、「子ども・大人の性的マイノリ

ティを知ろう！～１人１人違う性の多様性を学ぶ～」という講座を全２回実施し、参加者は延べ

人（女性 人、男性 人）であった事業 。

年度に区民意識調査の設問に加えられた、性的マイノリティという言葉を知っていると回答した

人の割合は、全体で ％であった。また、自分は性的マイノリティではないかと考えたことがある

と回答した人の割合は、全体で ％（女性 ％、男性 ％）であった。
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第十中学校で実施され、女性 人、男性 人の合計 人が参加した。また、総合庁舎及び男女平

等・共同参画センターの女性トイレに相談カードを設置する事業や、「女性に対する暴力をなくす運

動」期間に合わせた、総合庁舎西ロビーでのＤＶ防止パネル展も引き続き実施された事業 。

各種相談事業については、こころの悩みなんでも相談への相談件数 件のうちＤＶ件数

件・その他の暴力 件、法律相談への相談件数 件のうちＤＶ件数が 件であった。また、区内

か所の地域包括支援センターにおいて、高齢者の総合相談・支援業務などとともに高齢者虐待防止な

どの権利擁護業務を行ったところ、暴力（虐待）に関する通報相談件数が 件、虐待と判断し対応

した件数が 件（そのうち配偶者からの虐待は 件）あった。生計が困難な者、今後の生計に不安

を感じている者等に、関係機関と連携し、生活保護相談を実施したところ、相談件数 件中ＤＶ

に関するものは 件であった。 年度から実施した、生活保護に至らない生活困窮者に対する関係機

関や地域の社会資源等と連携した包括的な相談支援事業では、新規受付件数 件のうち、ＤＶ・虐

待に関するものが 件あった事業 。

高齢者虐待防止に関しては、通報・届出窓口の周知やパンフレットの配布などの普及・啓発活動を

実施した。研修会としては、民生・児童委員、介護支援専門員、介護サービス事業所職員などを対象

とした「高齢者虐待防止地区研修会」が 回開催されて、 人の参加者を集めた。高齢者虐待防止

のための基礎講座として職員研修を全 回実施し、延べ 人が参加した事業 。

≪着眼点②≫ 多様な性のあり方についての啓発が行われているか

≪分析②≫職員に対する性的マイノリティについての啓発のため、ＬＧＢＴに関する図書及び啓発用

ＤＶＤの貸出を実施し、貸出の周知を庁内システムを通じて行った。（貸出件数 図書： 件 ＤＶＤ：

件）。また、人権政策課は第八中学校との共催で性的マイノリティ理解促進講座「もっと知りたいＬ

ＧＢＴ～性の多様性と人権～」を実施し、ＬＧＢＴ当事者である講師を迎え、ＬＧＢＴの子どもや若

者たちが自分らしく、前向きに生きていく事ができる社会づくりについて講座を実施した（参加者

中学生 人（男女）。また、目黒区民センター社会教育館において、「子ども・大人の性的マイノリ

ティを知ろう！～１人１人違う性の多様性を学ぶ～」という講座を全２回実施し、参加者は延べ

人（女性 人、男性 人）であった事業 。

年度に区民意識調査の設問に加えられた、性的マイノリティという言葉を知っていると回答した

人の割合は、全体で ％であった。また、自分は性的マイノリティではないかと考えたことがある

と回答した人の割合は、全体で ％（女性 ％、男性 ％）であった。
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評価 

★★★★

評価の理由 

児童虐待の事件があったが、各種啓発事業は着実に実施されている。講座への参加者や各種相談件

数も多く、若い世代に向けた取組みも 年度に引き続き展開され、性的マイノリティに関する取組

も実施されており評価できる。

以上のことから概ね十分であるとした。

使用したデータ

事業実績報告（ 年度・ 年度）

区民意識調査報告（ 年度・ 年度）
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【中項目】３－２ 配偶者等からの暴力の防止 《★重点評価項目》

指標の目標値

身体的暴力の被害経験者の割合 【ゼロ】 

提言 

〇 身体的暴力の被害経験者の割合をゼロに近づけるため、引き続き啓発及び相談事業を継続して

ほしい事業 ・ 。

区民意識調査によれば、配偶者からの身体的暴力の被害経験者の割合は 4.2％であった。これは、
指標の目標値の「身体的暴力の被害経験者の割合ゼロ」には近づいてはいない。引き続き配偶者

からの暴力被害の根絶に向けた啓発及び相談事業の充実を望む。

〇 ＤＶ被害を未然に防止するための意識向上を促す啓発活動やＤＶ被害者が相談窓口を利用しや

すいような情報提供の工夫を望む事業 ・ ・ 。

区民意識調査によれば、配偶者からの暴力の防止及び被害者支援のために必要なことについて

は、「家庭内や交際中でも暴力は犯罪であるという意識づくり」という回答が全体で 49.2％と最も
多く、次に「相談機関の紹介や暴力を受けた時の対処の方法などの知識の提供」34.4％であった。 
これらを踏まえ、ＤＶ被害者が相談窓口の情報を入手しやすい環境の整備と、ＤＶ被害に関する

意識向上のための学習機会を充実させて欲しい。なお、身体的暴力のみならず、精神的暴力・性

的暴力・経済的暴力（生活費を渡さないなど）・社会的暴力（友人との付き合いを制限されるなど）

もＤＶに含まれるという意識づけが必要である。 
〇 青年期の学生や生徒に対してデートＤＶ防止のためのワークショップなどの実施を望む事業 。

交際相手への暴力であるデートＤＶに関しても、若者に適した形態の講座の実施を望む。

分析の着眼点 

① ＤＶの未然防止と早期発見に向けた啓発事業は充実しているか

・デートＤＶ防止の啓発が行われているか

② ＤＶの被害経験率は低下しているか

・身体的暴力の被害経験者の割合はゼロに近づいているか

③ ＤＶ被害者支援事業が、「相談」から「自立支援」に至るまで、充実したものとなり得ているか

④ ＤＶ防止及び被害者支援の各事業において、関係機関、団体等との連携は強化されているか

分析

≪着眼点①≫ ＤＶの未然防止と早期発見に向けた啓発事業は充実しているか

・デートＤＶ防止の啓発が行われているか

≪分析①≫ 女性のための自己表現トレーニング「グループカウンセリング」を全 回（ 回 日、

延べ 日間）実施し、延べ 人（ 年度合計 人）が参加した。 年度に引き続き、「女性に

対する暴力をなくす運動」期間に合わせ、目黒区総合庁舎西口ロビーでＤＶ防止の啓発や参加型のパ

ープルリボン掲示を行うＤＶ防止パネル展を開催した事業 。

相談先については、めぐろ区報への掲載、公営掲示板等へのポスター掲示及び庁外施設でのチラシ

の配布等のＰＲを行ったほか、ＤＶの被害につながる事例を含め、早期の相談がしやすくなるよう法

律相談などのＰＲに努めるとともに、個別の相談内容に応じた関係機関の紹介を行った。区内 か所
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【中項目】３－２ 配偶者等からの暴力の防止 《★重点評価項目》

指標の目標値

身体的暴力の被害経験者の割合 【ゼロ】 

提言 

〇 身体的暴力の被害経験者の割合をゼロに近づけるため、引き続き啓発及び相談事業を継続して

ほしい事業 ・ 。

区民意識調査によれば、配偶者からの身体的暴力の被害経験者の割合は 4.2％であった。これは、
指標の目標値の「身体的暴力の被害経験者の割合ゼロ」には近づいてはいない。引き続き配偶者

からの暴力被害の根絶に向けた啓発及び相談事業の充実を望む。

〇 ＤＶ被害を未然に防止するための意識向上を促す啓発活動やＤＶ被害者が相談窓口を利用しや

すいような情報提供の工夫を望む事業 ・ ・ 。

区民意識調査によれば、配偶者からの暴力の防止及び被害者支援のために必要なことについて

は、「家庭内や交際中でも暴力は犯罪であるという意識づくり」という回答が全体で 49.2％と最も
多く、次に「相談機関の紹介や暴力を受けた時の対処の方法などの知識の提供」34.4％であった。 
これらを踏まえ、ＤＶ被害者が相談窓口の情報を入手しやすい環境の整備と、ＤＶ被害に関する

意識向上のための学習機会を充実させて欲しい。なお、身体的暴力のみならず、精神的暴力・性

的暴力・経済的暴力（生活費を渡さないなど）・社会的暴力（友人との付き合いを制限されるなど）

もＤＶに含まれるという意識づけが必要である。 
〇 青年期の学生や生徒に対してデートＤＶ防止のためのワークショップなどの実施を望む事業 。

交際相手への暴力であるデートＤＶに関しても、若者に適した形態の講座の実施を望む。

分析の着眼点 

① ＤＶの未然防止と早期発見に向けた啓発事業は充実しているか

・デートＤＶ防止の啓発が行われているか

② ＤＶの被害経験率は低下しているか

・身体的暴力の被害経験者の割合はゼロに近づいているか

③ ＤＶ被害者支援事業が、「相談」から「自立支援」に至るまで、充実したものとなり得ているか

④ ＤＶ防止及び被害者支援の各事業において、関係機関、団体等との連携は強化されているか

分析

≪着眼点①≫ ＤＶの未然防止と早期発見に向けた啓発事業は充実しているか

・デートＤＶ防止の啓発が行われているか

≪分析①≫ 女性のための自己表現トレーニング「グループカウンセリング」を全 回（ 回 日、

延べ 日間）実施し、延べ 人（ 年度合計 人）が参加した。 年度に引き続き、「女性に

対する暴力をなくす運動」期間に合わせ、目黒区総合庁舎西口ロビーでＤＶ防止の啓発や参加型のパ

ープルリボン掲示を行うＤＶ防止パネル展を開催した事業 。

相談先については、めぐろ区報への掲載、公営掲示板等へのポスター掲示及び庁外施設でのチラシ

の配布等のＰＲを行ったほか、ＤＶの被害につながる事例を含め、早期の相談がしやすくなるよう法

律相談などのＰＲに努めるとともに、個別の相談内容に応じた関係機関の紹介を行った。区内 か所
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の地域包括支援センターにおいて、高齢者の総合相談・支援業務などとともに高齢者虐待防止などの

権利擁護業務を行ったところ、暴力（虐待）に関する通報相談件数が 件、虐待と判断し対応した

件数が 件（そのうち配偶者からの虐待は 件）あった。 年度に引き続き、「見守りネットワー

ク」、「高齢者見守り訪問事業」と「見守りサポータ養成講座」の 事業を一体的に推進し効果的な事

業展開を行った。「見守りサポータ養成講座」は 回開催し、参加者は約 人であった。 年度から

の見守りネットワークの対象拡大に伴い、ネットワークへの参加を希望する関係団体や協力事業者が

大幅に増え、地域における見守りの輪が大きくなった。見守りネットワークでも、引き続き、警察署

及び消防署などの関連機関との連携を強化して支援体制の充実を推進した。また、ＤＶ等の相談窓口

を明示したリーフレットや携帯用カードの配置も継続して実施した。さらに、生活保護相談のなかで

も、ＤＶに関する相談を受け付けており、生活保護に至らない生活困窮者に対し、関係機関や地域の

社会資源等と連携し、包括的な相談支援事業を実施したところ、新規受付件数 件のうち、ＤＶ・

虐待に関するものが 件あった事業 。

中学生向け人権教育プログラム「デートＤＶ予防プログラム」が 年度も実施され、女性 人、

男性 人の合計 人が参加した事業 。

≪着眼点②≫ ＤＶの被害経験率は低下しているか

・身体的暴力の被害経験者の割合はゼロに近づいているか

≪分析②≫ 区民意識調査における身体的暴力の被害経験者の割合※①は全体で ％であった。 年

度までは、被害を受けた期間を限定せずに調査した結果のため、 年度以降の割合と単純に比較する

ことは困難である。

 
※①身体的暴力の被害経験者の割合は、区民意識調査において身体的暴力を受けたことが「何

度もあった」「一、二度あった」と回答した人を合わせた数値（平成 年度調査より）。

※②被害経験の対象期間は、回答時点から過去 年間としている（平成 年度調査より）。平

成 年度までの調査では期間を限定していない。

また、この１年間で受けた被害経験の割合については、「精神的暴力」は全体で ％、「性的暴力」

は全体で ％となっている。
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≪着眼点③≫ ＤＶ被害者支援事業が、「相談」から「自立支援」に至るまで、充実したものとなり

得ているか

≪分析③≫ 区では、区民の声課、人権政策課、保健予防課、碑文谷保健センター、高齢福祉課、生

活福祉課、子ども家庭課において、様々な相談事業を実施し、その中で、ＤＶ被害の相談を受け付け

ている。ＤＶ被害者に対し、個別の相談内容に応じた関係機関の紹介、関係所管との連携が引き続き

実施された事業 。

目黒区ＤＶ防止関係機関連絡会議に参加し、情報交換を行い、情報管理、早期の相談など関係各課

との連携を強化した。また、ＤＶ被害者のうち、生活保護に至らない生活困窮者に対し、生活の不安

や困りごとの解決に向けた総合相談事業を実施するとともに、ＤＶ被害者のうち、生計が困難で生活

保護の要件に該当する場合は、本人の申請に基づき適正・迅速な生活保護の適用を行った。また、保

護を必要とする女性に対する更生相談が実施され、女性相談件数延べ 件（うち暴力被害に関する

相談 件）、母子相談件数延べ 件（うち暴力被害に関する相談件数延べ 件）となっている

事業 。

ＤＶ被害者等の緊急一時保護施設の利用は 世帯延べ 日であった事業 。

なお、区民意識調査によれば、ＤＶ被害経験者のうち、「誰（どこ）にも相談しなかった」と回答

した人の割合は全体で ％（ 年度 ％）、女性 ％（ 年度 ％）、男性 ％（ 年度

％）と多い。相談先は全体で「友人、知人」（ ％）、「家族、親族」（ ％）、など身近な人

に相談したという回答の割合が多く、区の相談窓口などの公的な相談窓口の利用は低い。相談しなか

った理由としては、「相談するほどのことではないと思ったから」という回答の割合が全体で ％（

年度 ％）と最も多く、次に「相談しても無駄だと思ったから」が ％（ 年度 ％）、「我

慢すればこのまま何とかやっていけると思ったから」が ％（ 年度 ％）、「自分にも悪いと

ころがあると思ったから」が ％（ 年度 ％）、「相談できる人がいなかったから」という回

答は全体で ％（ 年度 ％）となっている。

さらに、ＤＶ防止・被害者支援として必要な対策を尋ねる設問では「家庭内や交際中でも暴力は犯

罪であるという意識づくり」という回答が全体で ％と最も多かった。次に、「相談機関の紹介や

暴力をうけたときの対処の方法などの知識の提供」（ ％）、「身近で起きている暴力に気づいたら、

周囲の人が通報することが必要であるという啓発」（ ％）、「学校におけるお互いの性を尊重する

教育」（ ％）、「被害者へのカウンセリングや相談など、精神的に自立するための支援」（ ％）

と続く。

≪着眼点④≫ ＤＶ防止及び被害者支援の各事業において、関係機関、団体等との連携は強化されて

いるか

≪分析④≫ 年度に引き続き、東京都のＤＶに関する職務関係者研修に参加し、さらに、東京都の

「配偶者暴力に関する区市町村事業調査」に協力し、東京都から取りまとめた結果の提供を受け、情

報を共有し、東京都との連携を図った事業 。

目黒区ＤＶ防止関連機関連絡会議にて、講義「ストーカー被害相談への対応等について」を行い、

情報交換を行うなど、関係機関との連携を図った事業 。

評価 

★★★
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≪着眼点③≫ ＤＶ被害者支援事業が、「相談」から「自立支援」に至るまで、充実したものとなり

得ているか

≪分析③≫ 区では、区民の声課、人権政策課、保健予防課、碑文谷保健センター、高齢福祉課、生

活福祉課、子ども家庭課において、様々な相談事業を実施し、その中で、ＤＶ被害の相談を受け付け

ている。ＤＶ被害者に対し、個別の相談内容に応じた関係機関の紹介、関係所管との連携が引き続き

実施された事業 。

目黒区ＤＶ防止関係機関連絡会議に参加し、情報交換を行い、情報管理、早期の相談など関係各課

との連携を強化した。また、ＤＶ被害者のうち、生活保護に至らない生活困窮者に対し、生活の不安

や困りごとの解決に向けた総合相談事業を実施するとともに、ＤＶ被害者のうち、生計が困難で生活

保護の要件に該当する場合は、本人の申請に基づき適正・迅速な生活保護の適用を行った。また、保

護を必要とする女性に対する更生相談が実施され、女性相談件数延べ 件（うち暴力被害に関する

相談 件）、母子相談件数延べ 件（うち暴力被害に関する相談件数延べ 件）となっている

事業 。

ＤＶ被害者等の緊急一時保護施設の利用は 世帯延べ 日であった事業 。

なお、区民意識調査によれば、ＤＶ被害経験者のうち、「誰（どこ）にも相談しなかった」と回答

した人の割合は全体で ％（ 年度 ％）、女性 ％（ 年度 ％）、男性 ％（ 年度

％）と多い。相談先は全体で「友人、知人」（ ％）、「家族、親族」（ ％）、など身近な人

に相談したという回答の割合が多く、区の相談窓口などの公的な相談窓口の利用は低い。相談しなか

った理由としては、「相談するほどのことではないと思ったから」という回答の割合が全体で ％（

年度 ％）と最も多く、次に「相談しても無駄だと思ったから」が ％（ 年度 ％）、「我

慢すればこのまま何とかやっていけると思ったから」が ％（ 年度 ％）、「自分にも悪いと

ころがあると思ったから」が ％（ 年度 ％）、「相談できる人がいなかったから」という回

答は全体で ％（ 年度 ％）となっている。

さらに、ＤＶ防止・被害者支援として必要な対策を尋ねる設問では「家庭内や交際中でも暴力は犯

罪であるという意識づくり」という回答が全体で ％と最も多かった。次に、「相談機関の紹介や

暴力をうけたときの対処の方法などの知識の提供」（ ％）、「身近で起きている暴力に気づいたら、

周囲の人が通報することが必要であるという啓発」（ ％）、「学校におけるお互いの性を尊重する

教育」（ ％）、「被害者へのカウンセリングや相談など、精神的に自立するための支援」（ ％）

と続く。

≪着眼点④≫ ＤＶ防止及び被害者支援の各事業において、関係機関、団体等との連携は強化されて

いるか

≪分析④≫ 年度に引き続き、東京都のＤＶに関する職務関係者研修に参加し、さらに、東京都の

「配偶者暴力に関する区市町村事業調査」に協力し、東京都から取りまとめた結果の提供を受け、情

報を共有し、東京都との連携を図った事業 。

目黒区ＤＶ防止関連機関連絡会議にて、講義「ストーカー被害相談への対応等について」を行い、

情報交換を行うなど、関係機関との連携を図った事業 。

評価 

★★★
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評価の理由 

啓発事業や支援事業、関連機関との連携は 年度に引き続き充実しており、「デートＤＶ予防プロ

グラム」も継続して実施され評価できる。しかし、指標の目標値の「身体的暴力の被害経験者ゼロ」

には近づいていない。

以上のことから、評価は「ある程度の成果（関連）は認められるが未だ課題がある」とした。

使用したデータ

事業実績報告（ 年度・ 年度）

区民意識調査報告（ 年度・ 年度）
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Ⅰ

【中項目】３－３ セクシュアル・ハラスメントの防止

指標の目標値

セクシュアル・ハラスメントの被害経験者の割合 【ゼロ】 

提言 

〇 セクシュアル・ハラスメントの被害経験者の割合をゼロに近づけるために、区内の事業所に対

して啓発のための働きかけを積極的に実施してほしい事業 。

意識調査によれば、セクシュアル・ハラスメントの被害経験者の割合は 8.6％となっており、こ
れを男女別に見ると女性 13.7％、男性 1.8％であり、女性の割合が高く、場所は職場である割合が
圧倒的に多い。従って女性の働く場となる事業所への働きかけや啓発活動を積極的に実施してほ

しい。また、区の相談事業に関しては関連機関との連携体制の整備を整え、引き続きキメ細かな

対応を望む。

分析の着眼点 

① セクシュアル・ハラスメント防止に向けた啓発事業は充実しているか

② セクシュアル・ハラスメントの被害経験率は低下しているか

・セクシュアル・ハラスメントの被害経験者の割合はゼロに近づいているか

③ セクシュアル・ハラスメントの被害者に対する相談事業は充実しているか

分析 

≪着眼点①≫ セクシュアル・ハラスメント防止に向けた啓発事業は充実しているか

≪分析①≫ 総合庁舎や区民センター内にパンフレット棚を設置し、セミナーや講演会等の開催チラ

シを配布した。 年度は、人権政策課と目黒法人会との共催で「パワー・ハラスメント防止講座」を

実施し、参加者は延べ 人（女性 人、男性 人）であった。セクシュアル・ハラスメント防止に

関するＤＶＤの貸出は 件であった事業 。

地域・学校に対する啓発の点では、女性への暴力防止講座（全２回）「ストーカー問題への対処法

（講義）」と「護身術（入門編）実践」を実施した（参加者 延べ 人（女性のみ）事業 。職員に

対する研修では、人権政策課と人事課の共催で、「セクシュアル・ハラスメント防止研修」を実施し、

主に管理職を対象とした説明会（ 回）の中で、セクシュアル・ハラスメントや新たにマタニティ・

ハラスメント防止に関する資料の配布を行った。また、全職員を対象とした映像視聴型の研修を

年度に引き続き実施した。（平成 ～ 年度の か年をかけて視聴予定）研修参加者は延べ

人（説明会参加者 人（管理職及び管理職経験者）、映像視聴者 人）。また、新規研修（若葉

コース）として、新規採用職員向け研修の「働きやすい職場づくり」のカリキュラムの中で、セクシ

ュアル・ハラスメント防止ガイドブックを使用し、セクシュアル・ハラスメント（自身の言動に気を

注意すること、職場の一員として気を付けること）や苦情・相談員制度について説明し、セクシュア

ル・ハラスメント防止の必要性を周知した（対象 年度新規採用職員、経験者採用職員、任期付採

用職員、講師 人事課長、受講者 名）事業 。

≪着眼点②≫ セクシュアル・ハラスメントの被害経験率は低下しているか

・セクシュアル・ハラスメントの被害経験者の割合はゼロに近づいているか
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【中項目】３－３ セクシュアル・ハラスメントの防止

指標の目標値

セクシュアル・ハラスメントの被害経験者の割合 【ゼロ】 

提言 

〇 セクシュアル・ハラスメントの被害経験者の割合をゼロに近づけるために、区内の事業所に対

して啓発のための働きかけを積極的に実施してほしい事業 。

意識調査によれば、セクシュアル・ハラスメントの被害経験者の割合は 8.6％となっており、こ
れを男女別に見ると女性 13.7％、男性 1.8％であり、女性の割合が高く、場所は職場である割合が
圧倒的に多い。従って女性の働く場となる事業所への働きかけや啓発活動を積極的に実施してほ

しい。また、区の相談事業に関しては関連機関との連携体制の整備を整え、引き続きキメ細かな

対応を望む。

分析の着眼点 

① セクシュアル・ハラスメント防止に向けた啓発事業は充実しているか

② セクシュアル・ハラスメントの被害経験率は低下しているか

・セクシュアル・ハラスメントの被害経験者の割合はゼロに近づいているか

③ セクシュアル・ハラスメントの被害者に対する相談事業は充実しているか

分析 

≪着眼点①≫ セクシュアル・ハラスメント防止に向けた啓発事業は充実しているか

≪分析①≫ 総合庁舎や区民センター内にパンフレット棚を設置し、セミナーや講演会等の開催チラ

シを配布した。 年度は、人権政策課と目黒法人会との共催で「パワー・ハラスメント防止講座」を

実施し、参加者は延べ 人（女性 人、男性 人）であった。セクシュアル・ハラスメント防止に

関するＤＶＤの貸出は 件であった事業 。

地域・学校に対する啓発の点では、女性への暴力防止講座（全２回）「ストーカー問題への対処法

（講義）」と「護身術（入門編）実践」を実施した（参加者 延べ 人（女性のみ）事業 。職員に

対する研修では、人権政策課と人事課の共催で、「セクシュアル・ハラスメント防止研修」を実施し、

主に管理職を対象とした説明会（ 回）の中で、セクシュアル・ハラスメントや新たにマタニティ・

ハラスメント防止に関する資料の配布を行った。また、全職員を対象とした映像視聴型の研修を

年度に引き続き実施した。（平成 ～ 年度の か年をかけて視聴予定）研修参加者は延べ

人（説明会参加者 人（管理職及び管理職経験者）、映像視聴者 人）。また、新規研修（若葉

コース）として、新規採用職員向け研修の「働きやすい職場づくり」のカリキュラムの中で、セクシ

ュアル・ハラスメント防止ガイドブックを使用し、セクシュアル・ハラスメント（自身の言動に気を

注意すること、職場の一員として気を付けること）や苦情・相談員制度について説明し、セクシュア

ル・ハラスメント防止の必要性を周知した（対象 年度新規採用職員、経験者採用職員、任期付採

用職員、講師 人事課長、受講者 名）事業 。

≪着眼点②≫ セクシュアル・ハラスメントの被害経験率は低下しているか

・セクシュアル・ハラスメントの被害経験者の割合はゼロに近づいているか
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≪分析②≫ 区民意識調査からセクシュアル・ハラスメント被害経験率については、 年度まで過去

年間の経験を調査してきたが、 年度からは年次推移を詳細に捉えるため過去 年の経験を調査し

た。それを踏まえて年次推移をみると、セクシュアル・ハラスメントを受けたと回答した人の割合は

全体で 年度 ％、 年度 ％であった。男女別にみると 年度は、女性 ％、男性 ％、

年度では、女性 ％、男性 ％であった。セクシュアル・ハラスメントを受けた場所は、全体

で「職場」が圧倒的に多かった（全体 ％）。「地域社会」と答えた割合は全体で ％であった。

※被害経験の対象期間は、回答時点から過去 年間としている（平成 年度調査より）。平成

年度までの調査では過去 年間。

≪着眼点③≫ セクシュアル・ハラスメントの被害者に対する相談事業は充実しているか

≪分析③≫ 各種相談事業としては、「こころの悩みなんでも相談」への相談件数 件のうちセ

クシュアル・ハラスメントに関する相談が 件（ 年度 件）パワー・ハラスメントに関する相談

件であった。セクシュアル・ハラスメントに関する各種相談事業は継続的に行われている事業 。

区職員のセクシュアル・ハラスメントに関する相談については、セクシュアル・ハラスメント防止

研修や研修内容をまとめたＤＶＤ視聴の際に、職場内でセクシュアル・ハラスメントが起こった場合

の苦情・相談担当（相談機関として、人権政策課長、人事課長などで構成される「苦情・相談員」を

設置している）と処理の流れを周知した。庁内ホームページにセクシュアル・ハラスメント防止に関

するページを掲載したり、庁内システムで苦情・相談員の連絡先を掲示したりするなど、相談体制に

ついての周知を図った。なお、性的マイノリティに係わる対応も図る必要があることから、 年度は

目黒区「職場のセクシュアル・ハラスメント防止に関する指針」（平成 年 月制定）と共に苦情処

理要領に性的マイノリティに対する対応を加え必要な改正を行った事業 。 
区民意識調査では、セクシュアル・ハラスメントの防止及び被害者支援のために必要な対策を尋ね

る設問で、「セクシュアル・ハラスメント防止に向けた事業者や事業主の意識改革」という回答の割

合が全体で ％となり、次に「セクシュアル・ハラスメントの被害者やそのまわりの人が相談でき

る相談窓口の整備」（ ％）、「学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する教育」

（ ％）となった。
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評価 

★★★

評価の理由 

啓発事業や相談事業は着実に実施されている。また、区も積極的に職員に対して「セクシュアル・

ハラスメント防止研修」を行うなど、その防止に努めている。

しかし、セクシュアル・ハラスメントの被害経験者の割合は目標値のゼロには近づいていない。

以上のことから、評価は「ある程度の成果（関連）は認められるが未だ課題がある」とした。

使用したデータ

事業実績報告（ 年度・ 年度）

区民意識調査報告（ 年度・ 年度）
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しかし、セクシュアル・ハラスメントの被害経験者の割合は目標値のゼロには近づいていない。

以上のことから、評価は「ある程度の成果（関連）は認められるが未だ課題がある」とした。
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【中項目】３－４ 生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利の理解促進と健康支援

指標の目標値

妊娠や出産をめぐる女性の健康と権利が「尊重されている」と考える人の割合 【 ％以上】 

提言 

〇 リプロダクティブ・ヘルス／ライツの考え方の周知に努めてほしい事業 ・ ・ ・ ・ 。

意識調査によれば、妊娠や出産をめぐる女性の健康と権利が「尊重されている」と考える人の

割合は、52.4％であり、目標値の 90％以上には、近づいていない。言葉の意味も含めて、区民に
対して、より解りやすい広報活動に努めてほしい。 
〇 性や健康に関する学習機会の充実と相談事業の利用を促進してほしい事業 ・ ・ ・ 。

年齢や性別を問わず学習機会を設けてリプロダクティブ・ヘルス／ライツの基本的な考え方の

普及を図ることや、相談事業の活用促進に向けた積極的な情報提供を望む。 
〇 学校や家庭・地域団体等との協働や連携による学びの場の創出を望む事業 。

29年度の家庭教育学級・講座 6講座は、いずれもリプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する
テーマが取り上げられ、参加者も多かった。若い世代やその親に対して、性や健康に関する情報

及び学習機会を提供するため、このような区立小・中学校ＰＴＡへの委託事業などは、より広く

区民への理解促進を図るために有効であると考える。今後も同様の講座の継続を望むとともに、

学校や家庭・地域団体等とのさらなる協働や連携を進めてほしい。

分析の着眼点 

① リプロダクティブ・ヘルス／ライツの考え方の普及に向けた啓発事業は充実しているか

・児童・生徒・学生に対するリプロダクティブ・ヘルス ライツの啓発がなされているか

② 妊娠や出産をめぐる女性の健康と権利が尊重されているか

・妊娠や出産をめぐる女性の健康と権利が「尊重されている」と考える人の割合が ％以上に

なったか

③ 性や健康に関する情報及び学習機会の提供や相談事業の充実は図られているか

④ 女性の生涯を通じた健康支援に向けて、多様なライフステージに対応した形で、情報提供から

相談までの各種事業が行われているか

分析 

≪着眼点①≫

リプロダクティブ・ヘルス／ライツの考え方の普及に向けた啓発事業は充実しているか

・児童・生徒・学生に対するリプロダクティブ・ヘルス ライツの啓発がなされているか
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Ⅰ

≪分析①≫女性への暴力防止講座（全 回）を開催し、「ストーカー問題への対処法」と「護身術（入

門編）実践」についての講座を行った（参加者 延べ 人（女性のみ））事業 。保健予防課や碑文

谷保健センターでの講座において、リプロダクティブ・ヘルス／ライツの視点が取り入れられた形で

様々な関連事業が継続されている。参加者は、保健予防課と碑文谷保健センター合計で、妊産婦訪問

指導が延べ 人、ハローベビークラス、ハローベビーサロンが延べ 人となった。パパママ

の育児教室は 年度同様、両親での参加（ただし、妊婦のみ、パパのみの参加も可）として実施し、

延べ 人が参加した事業 。また、「女性のための自己表現トレーニング」は、 年度は全 回

（ 回 日、延べ 日間）で延べ 人の参加であった事業 。

区民意識調査では、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」の考え方を知っている人の割合は全体

で、 ％（女性 ％、男性 ％）であった。小・中学校では、児童・生徒の発達段階に応じた

系統的な性教育が継続的になされるよう指導している。また、小・中学校それぞれの養護部会におい

て、テーマの一つとして性教育を掲げ、情報交換を行った事業 。

≪着眼点②≫ 妊娠や出産をめぐる女性の健康と権利が尊重されているか

・妊娠や出産をめぐる女性の健康と権利が「尊重されている」と考える人の割合が ％

以上になったか

≪分析②≫ 区民意識調査では、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」という考え方を踏まえて、妊

娠や出産をめぐる女性の健康と権利が尊重されていると考える人の割合は ％であった。

  
※妊娠や出産をめぐる女性の健康と権利が「尊重されている」と考える人の割合は、区民意識調

査において「十分に尊重されている」「ある程度尊重されている」と回答した人を合わせた数

値。

「あまり尊重されていない」「尊重されていない」という回答では、女性 ％、男性 ％と男

女差がみられた。また、そう思う理由として「いつ何人子どもを産むか産まないかという判断をする

際、経済的な理由により制約を受けることが多いから」という回答と、「妊娠・出産などに関する男性

への知識の普及が遅れているから」が共に ％で、次に「子どもを産まないという選択を、まわり

から理解してもらえないから」 ％と続いている。
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大項目３ 人権が尊重される社会の形成

Ⅰ

≪着眼点③≫ 性や健康に関する情報及び学習機会の提供や相談事業の充実は図られているか

≪分析③≫ 女性のための健康推進講座「女性ホルモン（思春期から妊娠前）とライフサイクル」を

開催し（参加者 人（女性のみ））、リプロダクティブ・ヘルス／ライツの理念及び思春期から出産前

の女性ホルモンの分泌と女性特有の健康課題・解決方法や、出産に向けての身体作り（栄養等）と心

のあり方を解説した。ＨＩＶ抗体検査時（受検者 人）に性感染症予防のパンフレット等を渡し、

情報提供を実施した。また、エイズ予防月間（ 月）に、区職員へのレッドリボンシールの配布、区

施設での垂れ幕の設置、啓発パネル・ポスター展示、パンフレット配布等の啓発を実施した。家庭教

育学級・講座の中で、以下の内容で全 講座を実施し、参加者は延べ 人であった。「生きるため

の心（性）の教育～思春期を迎える子どもについて知っておきたいこと～」（参加者 人）、「子ども

の健やかな成長のために 家庭でできる性教育」（参加者 人）、「大切なあなたへ 生命と性の伝え

方～命の大切さ、心と体を守る性教育を親から子にどう伝えますか？」（参加者 人）「これから大

人になるあなたへ～伝えたい、いのちと性の話～」（参加者 人）、「親子で話す生命と性のあれこれ」

（参加者 人）、「中学生が最後の砦 親子で向き合う思春期の性」（参加者 人）事業 。

相談事業は、各種事業が継続的に実施されている。保健予防課と碑文谷保健センターでは、 年度

に引き続き、子どもの健康相談、精神保健相談、栄養相談、歯科相談、思春期青年期の親の会、健康

づくり健診での個別相談、依存・家族問題相談も実施し、各種相談の機会に、健康や性及びからだに

関する相談を受けた事業 。

≪着眼点④≫ 女性の生涯を通じた健康支援に向けて、多様なライフステージに対応した形で、情報

提供から相談までの各種事業が行われているか

≪分析④≫ 歳以上の目黒区国民健康保険加入者及び後期高齢者医療制度加入者を対象とした生

活習慣病予防を主眼とした特定健康診査（対象者合計 人、女性 人、男性 人）、

保育付きの健康づくり健診（年 回、受診者 人）、胃がん検診（ ～ 歳対象、年 回、受診

者 人）が実施された事業 。

ハローベビークラス（ 回、延べ 人）、妊産婦訪問指導（延べ 人）、新生児訪問指導（延

べ 人）、未熟児訪問指導（延べ 人）、乳児健診（延べ 人）、母子手帳の交付（ 人）

のように、妊娠・出産期に関わる情報提供や健診は継続的に実際されている。また、平成 年度か

ら妊婦面接相談（ゆりかご・めぐろ）を開始し、すべての妊婦を対象として保健師などの専門職が妊

娠や子育て相談を行った（面接者 人）事業 。病院等の助産施設に入院することが必要な低

所得世帯の妊産婦の分娩費用を支給した（ 件）事業 。

めぐろスポーツまつりで骨密度測定を行い、必要に応じて健康相談を実施し、厚生中央病院地域健

康フェスティバル で、受動喫煙の害等の知識の普及・啓発を行った。また、生活習慣病予防の

ため、糖尿病予防教室や脂質異常改善教室なども行っている事業 。

男女平等・共同参画センター資料室に女性のための医療に関する図書などを整備している（女性の

医療に関する図書は 年 月 日現在 冊）。また、様々な部署で、区民からの問合せに対し、

必要に応じて女性医師のいる医療機関等を紹介するなどの施策も継続的に実施されている。男女平

等・共同参画センターの相談事業のうち、「からだの相談」は相談者数 人、相談件数 件であっ

た事業 。



大項目３ 人権が尊重される社会の形成

Ⅰ

評価 

★★★

評価の理由 

「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」（妊娠や出産を巡る健康と権利）が尊重されていると考え

る人の割合は ％であり、目標値の ％以上には未だ至っていないものの、情報提供から相談ま

での各種事業は多様なライフステージに応じた形で、 年度に引き続き着実に実施されている。また、

小・中学校それぞれの養護部会においては、性教育をテーマの一つとして取上げて情報交換を行い、

児童・生徒の発達段階に応じた適切な性教育を継続的に行っている。

さらに、生涯学習課が 29 年度に区立小・中学校ＰＴＡに事業を委託して実施した家庭教育学級・
講座 6 講座（28 年度は 2 講座）は、いずれもリプロダクティブ・ヘルス／ライツに関するテーマが
取上げられ、参加者も合計 338人（28年度は合計 147人）と多かった。より広く区民の理解促進を
図るためには、このように学校や家庭・地域団体等との協働や連携を進めることも有効であると考え

られることから、昨年よりも★１つ評価を上げた。

以上のことから、評価はある程度の成果（関連）は認められるが未だ課題があるとした。

使用したデータ

事業実績報告（ 年度・ 年度）

区民意識調査報告（ 年度・ 年度）
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評価 

★★★
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大項目４ 男女平等・共同参画の推進の強化

Ⅰ

 
 
【大項目の総評】 ★★★★ 概ね十分である

大項目４に含まれる４つの中項目のうち、 つが★★★★、 つが★★★となった。昨年より

★★★★の中項目が一つ減ったが、その要因は区外の事業者との協働事業が 年度は実施がなかった

ことに起因するものであって、全体としての仕組みや活動の充実度合いは十分な水準にあると評価で

きる。従って、大項目の総評は、★★★★の「概ね十分である」とする。

全体に仕組みは完成しているが、その仕組みをさらに進化させる視点を忘れてはならない。そのため

には、他の自治体や事業者を含む他の組織との情報交換・連携が欠かせない。この点におけるより一層

積極的な活動を期待したい。加えて、施策認知度の変わらぬ低さの打開に向けては、社会全体の情報入

手方法の変化を捉えたＰＲ方法の抜本的な見直しを進めることを提案する。

・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 
年度から 年度の推進計画における新規事業番号には「 」と併記 

【中項目】４－１ 計画の推進体制の充実

指標の目標値

区の男女平等・共同参画施策を「どれも知らない」人の割合 【 ％以下】

目黒区男女平等・共同参画センターを知っている人の割合 【 ％以上】 

提言

○ 男女共同参画施策や男女共同参画センター、オンブーズ等の認知を高めるためのＰＲ方法を

新たな視点で見直したうえで実行してほしい。事業 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

世の中全般では男女共同参画に関する話題も多く、決して問題意識を持たれていない領域では

ないが、区民における区の男女共同参画関連施策等への認知は低いままである。若者を中心に情

報入手の方法が大きく変わってきているなか、区のＰＲ手法は追いついていっていないのではな

いか。情報をどのように届けたら効果的かについて、方法論の抜本的な革新を望む。

分析の着眼点 

① 区における全庁的な男女平等・共同参画推進体制が効果的に機能しているか

② 区民の男女平等・共同参画社会づくりについての認知及び理解が進んでいるか

・区の男女平等・共同参画施策を「どれも知らない」人の割合は ％以下になったか

③ 男女平等・共同参画センターは、拠点施設として、区民や事業者への周知・啓発事業を充実・

拡大しているか

・目黒区男女平等・共同参画センターを知っている人の割合は ％以上になったか

④ 男女平等・共同参画審議会、男女平等・共同参画オンブーズ及び男女平等・共同参画推進

所管は連携して成果をあげているか

大項目４ 男女平等・共同参画の推進の強化



大項目４ 男女平等・共同参画の推進の強化

Ⅰ

分析 

≪着眼点①≫ 区における全庁的な男女平等・共同参画推進体制が効果的に機能しているか

≪分析①≫ 「人権・男女平等推進担当者会議」は、総務部長及び人権・男女平等に係る関係所管の

課長（計 人）で構成され、人権関係事業の連絡調整及び調査研究を所掌する全庁的な推進機関で

あり、 年度は 回開催された事業 。そのうち１回の内容は、「平成 年度男女平等・共同参画

の推進に関する年次報告書について」であり、人権政策課長が、同会議の席上で、審議会の提言一覧

を配布して、審議会の答申を踏まえて各種事業を実施するように改めて関係所管あてに依頼を行っ

た。

≪着眼点②≫ 区民の男女平等・共同参画社会づくりについての認知及び理解が進んでいるか

・区の男女平等・共同参画施策を「どれも知らない」人の割合は ％以下になったか

≪分析②≫ 年度の区民意識調査によると、「区の男女平等・共同参画施策を『どれも知らない』

と回答した人の割合」は全体で ％であり、 年度の ％と比べて若干割合が増加した。

個別施策のうち認知率が最も高いのは、「『男女が平等に共同参画する社会づくり条例』を制定して

いること」の ％であり、最も認知率が低いのは「区長の付属機関として『男女平等・共同参画審

議会』を設置していること」の ％であった。「区長の付属機関として『男女平等・共同参画オンブ

ーズ』を設置していること」も ％とほぼ同様に認知率が低かった。この傾向は 年度と同じであ

る。

 
≪着眼点③≫ 男女平等・共同参画センターは、拠点施設として、区民や事業者への周知・啓発事業

を充実・拡大しているか

・目黒区男女平等・共同参画センターを知っている人の割合は ％以上になったか

≪分析③≫ 年度の区民意識調査によると、『男女平等・共同参画センター』を運営し、各種講座

や相談事業を実施していること」の認知率が ％と増加したものの、目標値である ％には未だ開

きがある。
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大項目４ 男女平等・共同参画の推進の強化

Ⅰ

分析 

≪着眼点①≫ 区における全庁的な男女平等・共同参画推進体制が効果的に機能しているか

≪分析①≫ 「人権・男女平等推進担当者会議」は、総務部長及び人権・男女平等に係る関係所管の

課長（計 人）で構成され、人権関係事業の連絡調整及び調査研究を所掌する全庁的な推進機関で

あり、 年度は 回開催された事業 。そのうち１回の内容は、「平成 年度男女平等・共同参画

の推進に関する年次報告書について」であり、人権政策課長が、同会議の席上で、審議会の提言一覧

を配布して、審議会の答申を踏まえて各種事業を実施するように改めて関係所管あてに依頼を行っ

た。

≪着眼点②≫ 区民の男女平等・共同参画社会づくりについての認知及び理解が進んでいるか

・区の男女平等・共同参画施策を「どれも知らない」人の割合は ％以下になったか

≪分析②≫ 年度の区民意識調査によると、「区の男女平等・共同参画施策を『どれも知らない』

と回答した人の割合」は全体で ％であり、 年度の ％と比べて若干割合が増加した。

個別施策のうち認知率が最も高いのは、「『男女が平等に共同参画する社会づくり条例』を制定して

いること」の ％であり、最も認知率が低いのは「区長の付属機関として『男女平等・共同参画審

議会』を設置していること」の ％であった。「区長の付属機関として『男女平等・共同参画オンブ

ーズ』を設置していること」も ％とほぼ同様に認知率が低かった。この傾向は 年度と同じであ

る。

 
≪着眼点③≫ 男女平等・共同参画センターは、拠点施設として、区民や事業者への周知・啓発事業

を充実・拡大しているか

・目黒区男女平等・共同参画センターを知っている人の割合は ％以上になったか

≪分析③≫ 年度の区民意識調査によると、『男女平等・共同参画センター』を運営し、各種講座

や相談事業を実施していること」の認知率が ％と増加したものの、目標値である ％には未だ開

きがある。
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大項目４ 男女平等・共同参画の推進の強化

Ⅰ

男女平等・共同参画センターの周知及び利用促進のために、 年度に引き続き、ホームページやメ

ールマガジンでの施設のＰＲ、情報誌「であいきらり」の誌面上での男女平等・共同参画センターの

拠点施設としての機能の紹介や登録団体の紹介、全ての講座で男女平等・共同参画センターの事業紹

介、青少年プラザが主催するウィンターフェスティバルでの男女平等・共同参画センター運営委員会

企画イベント「誰でもウェルカム！カフェ」を実施し多数（ 名）を動員、また駅の広報スタンド

に講座チラシの設置を行い、 年度は、男女平等フォーラム でのパンフレット配布と参加者へ

の男女平等・共同参画センターのＰＲ及び啓発物品の作成と講座等開催時の配布を行った事業 。

資料室は 年度から図書購入を再開し、 年度の蔵書数は、 冊（ 年度 冊新規購入）、

貸出者数は 人（ 年度は 人）、貸出冊数は 冊（ 年度は 冊）と増加した。一方、資

料室来館者数は 人（ 年度は 人）と減少した。また、所蔵の女性史に関わる貴重資料（約

点）を 年度から開架とし、閲覧・複写サービスを開始するとともに、ホームページにその一覧

を掲載している事業 。

相談事業については、「こころの悩みなんでも相談」の相談者は、 年度より 人減少し 人

となり、相談件数は 件増加し 件（うちＤＶ件数 件、その他暴力 件）となっている。

「法律相談」は相談日数が 日であり、相談件数は 件（うちＤＶ件数 件）とほぼ 年度並みで

あった。「からだの相談」は、相談日数が 年度と同様の 日で、相談者は 年度より 人減少し

て 人、相談件数は 件少ない 件だった。「女性のための自己表現トレーニング『グループカウ

ンセリング』」の延べ参加者は、 年度より 人減少し 人だった事業 。

講座については、 年度は 講座（連続講座 講座、単発講座 講座）と 年度よりも講座数

が 講座増えたが、延べ回数は 年度と同じ 回だった。参加者は 年度より大幅に増加し

人多い、のべ 人であった。「男女平等フォーラム 」は、講演とミニ・シンポジウムで、参加

者数は 人で、 年度より 人増加した事業 。

男女平等・共同参画センターの会議室等の 年度の利用率は、会議室 ％（ 年度 ％）、

研修室 ％（ 年度 ％）、保育室 ％（ 年度 ％）と、いずれもほぼ前年並みであっ

た。印刷機の利用回数は、 回（ 年度 回）であった事業 。

登録団体への支援では、青少年プラザ主催のウィンターフェスティバルにおいて実施した男女平
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等・共同参画センター運営委員会企画イベント「誰でもウエルカム！カフェ」の場で参加団体を募り

団体相互の交流を行った（参加団体 団体）。男女平等・共同参画センター利用登録団体は、 年度

は 年度同様 団体であった。男女平等フォーラム では、登録団体の紹介冊子を作成・配布し、

団体活動の周知に努めた。また、センター講座開催後の自主グル―プの組織化を支援し、登録団体の

育成にも引き続き努めている事業 。

≪着眼点④≫ 男女平等・共同参画審議会、男女平等・共同参画オンブーズ及び男女平等・共同参画

推進所管は連携して成果をあげているか

≪分析④≫ 年度第 回審議会にオンブーズが出席し、審議会・オンブーズ・人権政策課の三者の

情報交換を行った事業 。

評価 

★★★

評価の理由

定着した男女平等・共同参画推進体制のもと、事業は着実に実施されている。また、男女平等・

共同参画オンブーズとの情報交換も行われている。また、『男女平等・共同参画センター』を運営

し、各種講座や相談事業を実施していること」の認知率も若干増加したものの、「区の男女平等・

共同参画施策を『どれも知らない』人の割合」は増加し、両者とも目標とはまだ開きがある。

以上のことから、評価は「ある程度の成果は認められるが未だ課題がある」とした。

使用したデータ

事業実績報告（ 年度・ 年度）

区民意識調査報告（ 年度・ 年度）
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等・共同参画センター運営委員会企画イベント「誰でもウエルカム！カフェ」の場で参加団体を募り

団体相互の交流を行った（参加団体 団体）。男女平等・共同参画センター利用登録団体は、 年度

は 年度同様 団体であった。男女平等フォーラム では、登録団体の紹介冊子を作成・配布し、

団体活動の周知に努めた。また、センター講座開催後の自主グル―プの組織化を支援し、登録団体の

育成にも引き続き努めている事業 。

≪着眼点④≫ 男女平等・共同参画審議会、男女平等・共同参画オンブーズ及び男女平等・共同参画

推進所管は連携して成果をあげているか

≪分析④≫ 年度第 回審議会にオンブーズが出席し、審議会・オンブーズ・人権政策課の三者の

情報交換を行った事業 。

評価 

★★★

評価の理由

定着した男女平等・共同参画推進体制のもと、事業は着実に実施されている。また、男女平等・

共同参画オンブーズとの情報交換も行われている。また、『男女平等・共同参画センター』を運営

し、各種講座や相談事業を実施していること」の認知率も若干増加したものの、「区の男女平等・

共同参画施策を『どれも知らない』人の割合」は増加し、両者とも目標とはまだ開きがある。

以上のことから、評価は「ある程度の成果は認められるが未だ課題がある」とした。

使用したデータ

事業実績報告（ 年度・ 年度）

区民意識調査報告（ 年度・ 年度）
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【中項目】４－２ 計画の進行管理

提言 

○ 更なる進化に向け、進行管理の仕組みについて外部視点での定期的な点検を行ってほしい。

事業 ・ ・ ・

「事業実施→評価・提言→フィードバック→事業改善」のサイクルが定着してきており、進行

管理の仕組みは整ってきているが、更なる進化にむけて国・東京都をはじめとした他の自治体や

企業などの事例の情報を収集し、研究し、改善を図ってほしい。

分析の着眼点 

① 男女平等・共同参画推進計画が実施、評価、改善される仕組みが機能しているか

② 男女平等・共同参画審議会による計画の進捗状況の評価が行われ、改善に向けた意見を提出

できたか

③ 年次報告書が作成され、公表されたか

分析 

≪着眼点①≫ 男女平等・共同参画推進計画が実施、評価、改善される仕組みが機能しているか

≪分析①≫ 区民意識調査は、 年度も着実に行われ、調査対象数を 増やし、 としたこと

によって回答者数が 年度より 人増えて 人となった事業 。

また、事業実績調査においては、「審議会の提言を受けて改善した部分の積極的な記載を求める」

ことを明記するなど、仕組みの改善に対する意識を高める工夫が 年度から引き続きなされている

事業 。

なお、 年度も引き続き「男女平等・共同参画推進計画」の改定の準備年度ではなかったので、「男

女平等・共同参画推進に関する職員意識調査」は実施されなかった事業 。

≪着眼点②≫ 男女平等・共同参画審議会による計画の進捗状況の評価が行われ、改善に向けた意見

を提出できたか

≪分析②≫ 年度は全 回の審議会、全 回の小委員会が開催された。 回の審議会と 回の小委

員会で推進計画の事業評価案が作成され、審議会による審議を経て事業評価が区に答申された事業

。

≪着眼点③≫ 年次報告書が作成され、公表されたか

≪分析③≫ 上記の「審議会答申」「男女平等・共同参画に関する事業実績報告（ 年度）」「男女平

等・共同参画に関する意識調査報告（ 年度）」の つを収録した年次報告書を 部作成し、公表

した。 年度と同様、審議会答申の概要を区報、全文をホームページに掲載し、周知を図り、また各

所管課、関係団体、 区・ 市に送付した事業 。

評価 

★★★★

評価の理由 
男女平等・共同参画推進計画を各部署が実施、審議会が評価、その評価を所管課が庁内で共有し

改善につなげる仕組みが整っている。特に 年度は区民意識調査のサンプル数を 増加させる
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など継続的に強化も図られているほか、これを公表し、他の自治体にも共有するなど計画の進行管

理に関する基本的なアクションが行われている。

以上のことから、評価は「概ね十分である」とした。

使用したデータ

事業実績報告（ 年度・ 年度）

 

【中項目】４－３ 区民、事業者等との協働事業の充実 《★重点評価項目》

提言 

○ 区民・事業者との協働事業の更なる充実を図ってほしい。事業 ・ ・

企業との協働事業を単発的なものとしないため、ネットワークの充実や新たな開催方法（区職

員と企業の共同のセクシュアルハラスメント研修等）の検討を進めてほしい。

分析の着眼点 

① 区民・区民団体等との協働事業が実施され、成果をあげたか

② 事業者等との協働事業が実施され、成果をあげたか

分析 

≪着眼点①≫ 区民・区民団体等との協働事業が実施され、成果をあげたか

≪分析①≫ 男女平等・共同参画センター運営委員会は、団体推薦 人、公募委員 人、行政からの

委員 人から構成され、センターの運営自体が、区民と区の協働によって行われている事業 。

男女平等・共同参画センター運営委員会の企画により、目黒区男女平等フォーラム 「フィンラ

ンド流 子育て、働き方、暮らし方」（講演・ミニシンポジウム：参加者 人）、及び「誰でもウェ

ルカム カフェ」（講座：参加者 人）が実施された。運営委員会による積極的な企画提案や講座・

講演実施の協力がなされ、区民と区との協働が深まった。また、区民団体との協働事業として、目黒

女性団体連絡会と共催で朗読劇「セブン」を実施し、 人が参加したほか、目黒区男女平等条例を推

進する会と共催でワーク・ライフ・バランス推進啓発講座「フランスの家族政策に学ぶ、ワーク・ラ

イフ・バランス最新事情と私たちの働き方」が行われ、 人が参加した。事業 。

≪着眼点②≫ 事業者等との協働事業が実施され、成果をあげたか

≪分析②≫ 事業 は新規事業であり、平成 年度までの推進計画における事業 のうち、「事

業者等との協働」を独立させたものである。 年度は、目黒法人会と共催で、ワーク・ライフ・バラ

ンス推進講座及びセクシュアル・ハラスメント防止基礎講座を実施したが、 年度は「パワーハラス

メント防止講座」を実施した。また、「ワーク・ライフ・バランス推進企業等支援事業」の実施に向

け、 年度と同様に、産業関係５団体にパンフレット配布の協力を依頼した。

マザーズハローワーク東京との協働として「再就職のためのおしゃべりサロン」を子どもと一緒に

参加できるように子どもコーナーで、講師と直接悩みを相談できる座談形式で２回実施した。参加者

は２回計で７人（ 年度は 人）だった。

年度に実施した資生堂ジャパン株式会社と協働の企画講座「親子のスキンケア教室～資生堂子ど

もセミナー特別版」は 年度には実施されず、企業との協働事業は行われなかった事業 。
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など継続的に強化も図られているほか、これを公表し、他の自治体にも共有するなど計画の進行管

理に関する基本的なアクションが行われている。

以上のことから、評価は「概ね十分である」とした。

使用したデータ

事業実績報告（ 年度・ 年度）

 

【中項目】４－３ 区民、事業者等との協働事業の充実 《★重点評価項目》

提言 

○ 区民・事業者との協働事業の更なる充実を図ってほしい。事業 ・ ・

企業との協働事業を単発的なものとしないため、ネットワークの充実や新たな開催方法（区職

員と企業の共同のセクシュアルハラスメント研修等）の検討を進めてほしい。

分析の着眼点 

① 区民・区民団体等との協働事業が実施され、成果をあげたか

② 事業者等との協働事業が実施され、成果をあげたか

分析 

≪着眼点①≫ 区民・区民団体等との協働事業が実施され、成果をあげたか

≪分析①≫ 男女平等・共同参画センター運営委員会は、団体推薦 人、公募委員 人、行政からの

委員 人から構成され、センターの運営自体が、区民と区の協働によって行われている事業 。

男女平等・共同参画センター運営委員会の企画により、目黒区男女平等フォーラム 「フィンラ

ンド流 子育て、働き方、暮らし方」（講演・ミニシンポジウム：参加者 人）、及び「誰でもウェ

ルカム カフェ」（講座：参加者 人）が実施された。運営委員会による積極的な企画提案や講座・

講演実施の協力がなされ、区民と区との協働が深まった。また、区民団体との協働事業として、目黒

女性団体連絡会と共催で朗読劇「セブン」を実施し、 人が参加したほか、目黒区男女平等条例を推

進する会と共催でワーク・ライフ・バランス推進啓発講座「フランスの家族政策に学ぶ、ワーク・ラ

イフ・バランス最新事情と私たちの働き方」が行われ、 人が参加した。事業 。

≪着眼点②≫ 事業者等との協働事業が実施され、成果をあげたか

≪分析②≫ 事業 は新規事業であり、平成 年度までの推進計画における事業 のうち、「事

業者等との協働」を独立させたものである。 年度は、目黒法人会と共催で、ワーク・ライフ・バラ

ンス推進講座及びセクシュアル・ハラスメント防止基礎講座を実施したが、 年度は「パワーハラス

メント防止講座」を実施した。また、「ワーク・ライフ・バランス推進企業等支援事業」の実施に向

け、 年度と同様に、産業関係５団体にパンフレット配布の協力を依頼した。

マザーズハローワーク東京との協働として「再就職のためのおしゃべりサロン」を子どもと一緒に

参加できるように子どもコーナーで、講師と直接悩みを相談できる座談形式で２回実施した。参加者

は２回計で７人（ 年度は 人）だった。

年度に実施した資生堂ジャパン株式会社と協働の企画講座「親子のスキンケア教室～資生堂子ど

もセミナー特別版」は 年度には実施されず、企業との協働事業は行われなかった事業 。
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評価 

★★★

評価の理由 

区民との協働事業、事業者との協働事業はそれぞれ行われているが、事業の成果としてみると動員

が少ない点と、昨年行われた事業者としての企業との協働事業が 年度は行われなかった。

以上のことから、評価は「ある程度の成果は認められるが未だ課題がある」とした。

使用したデータ

事業実績報告（ 年度・ 年度）
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【中項目】４－４ 国、東京都、他自治体との連携

提言 

○ 国・東京都・他自治体との情報交換を継続して行うことに加え、目黒区の現在の事業評価の仕

組みを積極的に発信してほしい。事業 ・

一般に、仕組み等を事例として発信することによって、情報が集まりやすくなることが多い。

目黒区の仕組みとここまでの成果について、整理のうえ発信を強化することを通じて、より多く

の情報収集行うとともに、他自治体との連携を深めてほしい。

分析の着眼点 

① 国や東京都と、施策の連携や情報交換などを行っているか

② 他の自治体との男女平等政策に関する情報交換等の連携はとれているか

分析 

≪着眼点①≫ 国や東京都と、施策の連携や情報交換などを行っているか

≪分析①≫ 国との連携として、内閣府主催の研修・説明会・事業に参加し、情報を収集した。

また、東京都主催の研修・事業にも参加し、情報を収集した。内閣府・東京都が行う各種調査に対

して協力するとともに、相互に情報提供・情報交換を実施した。 年度とほぼ同様な参加となってい

るが、内閣府主催の啓発研修に新たに参加したり、 年度に新たにアンケートや調査に回答したりし

ている。なお、内閣府や東京都、東京弁護士会等外部の主催の研修・説明会・事業への参加数は、
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≪着眼点②≫ 他の自治体との男女平等政策に関する情報交換等の連携はとれているか

≪分析②≫ 年度に引き続き、他自治体との情報交換、特別区女性政策主管課長会における各区の

施策の取組状況や課題についての情報交換を行った。 年度は、会議等の出張の際、渋谷区男女平等・

ダイバーシティセンター、文京区男女平等推進センター、愛知県女性総合センターを見学し、情報収

集を行った事業 。

評価 

★★★★

評価の理由 
外部研修等への積極的な参加等、国、東京都、他の自治体との連携が積極的に行われている。以

上のことから、評価は「概ね十分である」とした。

使用したデータ

事業実績報告（ 年度・ 年度）
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資料 諮問文

目 総 権 第 ４ ４ ０ 号

平成３０年６月１０日

目黒区男女平等・共同参画審議会会長 あて

目黒区長 青木 英二

「目黒区男女平等・共同参画推進計画」の

進捗状況の評価について（諮問）

目黒区男女が平等に共同参画する社会づくり条例第１４条第２項の規定に基づ

き、平成３０年９月までに、標記の件について意見を求めます。

以 上
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資料 答申検討の経緯

 
年 月 日 会 議 名 審 議 内 容

平成 年 月 日
第 回

男女平等・共同参画審議会

諮問

情報連絡会等

平成 年 月 日

第 回

男女平等・共同参画審議会

小委員会

審議

・｢目黒区男女平等･共同参画推

進計画」の進捗状況（平成

年度分）の評価について

平成 年 月 日

第 回

男女平等・共同参画審議会

小委員会

審議

・｢目黒区男女平等･共同参画推

進計画」の進捗状況（平成

年度分）の評価について

平成 年 月 日

第 回

男女平等・共同参画審議会

小委員会

審議

・｢目黒区男女平等･共同参画推

進計画」の進捗状況（平成

年度分）の評価について

平成 年 月 日
第 回

男女平等・共同参画審議会

審議

・｢目黒区男女平等･共同参画推

進計画」の進捗状況（平成

年度分）の評価について

・平成 年度「答申 案 」につ

いて

平成 年 月 日

第 回

男女平等・共同参画審議会

小委員会

審議

・｢目黒区男女平等･共同参画推

進計画」の進捗状況（平成

年度分）の評価について

平成 年 月 日
第 回

男女平等・共同参画審議会

審議

・平成 年度「答申」決定

平成 年 月 日
目黒区男女平等・共同参画審議会から答申

（提出は 月 日）
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資料 答申検討の経緯
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資料 ■目黒区男女平等・共同参画審議会委員名簿

（任期：平成 年 月 日～平成 年 月 日）

氏 名
性

別
肩書 ・ 選出団体等 備 考

学

識

経

験

者

岩田

いわた

拓

たく

朗

ろう
男 弁護士

神尾

かみお

真知子

まちこ
女 日本大学法学部教授

会長

小委員会委員

小出

こいで

誠

まこと
男

資生堂ジャパン 株式会社

メディア統括部長

副会長 
小委員会委員長 

小 林

こばやし

富佐子

ふさこ
女 社会保険労務士

山田

やまだ

省 三

しょうぞう
男 中央大学大学院法務研究科教授

区

内

関

係

団

体

等

大 本

おおもと

郁子

いくこ
女 目黒区男女平等条例を推進する会 小委員会委員 

片

かた

渕

ぶち

茂

しげ

治

はる
男 公益社団法人 目黒法人会

福 谷

ふくたに

秀 樹

ひでき
男 目黒区立中学校ＰＴＡ連合会

佐 藤

さとう

睦 子

むつこ
女 目黒区立小学校ＰＴＡ連合会

石 塚

いしづか

英 子

ひでこ
女 目黒女性団体連絡会

公

募

区

民

久保

くぼ

鈴 子

すずこ
女 区民（公募） 小委員会副委員長 

戸 口

とぐち

由美子

ゆみこ
女 区民（公募）

福 田

ふくだ

雄 彦

たけひこ
男 区民（公募）

宮 田

みやた

修

おさむ
男 区民（公募）

森 下

もりした

麻奈美

まなみ
女 区民（公募）

 


