
Ⅱ２(５)男女平等〔１６年度政策評価〕

政策名
（中項目）

政策分類
（略称）

所管部課
政策評価
担当部

政策目標

政策指標

指標１

指標２

指標３

政策指標の推移

年度実績 年度見込 年度見込 年度目標 年度目標

13 16 17 22

指標１ 未実施 85% 100% 　 100%
（達成度） (85.0%) (100.0%) (100.0%)
指標２ 38.0% 44.0% 55.0% 60.0% 100.0%
（達成度） (38.0%) (55.0%) (60.0%) (100.0%)
指標３ 29.50% 32% 35% 40%
（達成度） (73.8%) (80.0%) (87.5%) (100.0%)

【実績評価】（政策指標の推移から）

①政策評価

【総合評価】（今後の政策の方向性）

区の男女平等参画施策を具体的に推進するために策定した男女平等参画推進計画を着実に進める
とともに、計画の推進状況評価においては、評価基準や目標の設定なども明確にしながら施策の
充実を図る。
また、相談については、男女平等センターでのカウンセリング、保護課で受け付ける相談ともに
件数が増加し、相談内容も複雑多様化している。このような現状を踏まえ、男女平等センターの
相談事業については、利用しやすい相談体制を整える。さらにドメスティック・バイオレンスに
関する相談については保護課との連携を今以上に強化する必要がある。
男女平等参画推進施策は、あらゆる分野にわたっており、それぞれの施策が相互に関連するた
め、男女平等参画の視点に立った意識啓発は、施策を推進していくうえで極めて重要である。し
たがって啓発事業のテーマを魅力あるものとし実施方法等を工夫するとともに、多岐にわたる広
報メディア等を駆使して参加者を増やす必要がある。また、啓発対象を拡大したり講座やセミ
ナーという形態にとらわれない事業の展開を検討し、啓発の効果が上がるようにする。

(75.5%)

男女平等参画推進計画の推進、それに伴う計画の推進状況評価（一次評価、二次評価及び外部評
価）の実施、また委員会・審議会等における女性委員の割合の向上、さらには啓発事業の実施な
どにより、男女平等参画に関する問題意識は着実に浸透してきている。

男女平等参画推進計画推進状況評価における事業目標の達成度
内部評価及び外部評価において事業目標を「一部達成した」「達成した」とした事業
÷全事業（１８７事業）

啓発事業のうち、定員を設定して実施している事業の参加率（啓発事業参加率）
延べ参加者数÷参加予定人数（定員）の合計

未確定

30.20%

(79.1%)

(79.8%)

年度実績

平成16年度文京区政策評価表

年度実績

14

79.10%

男女が平等に、その個性と能力を発揮できるま
ちをつくる

区民部男女平等青少年課
福祉部保護課

地域社会を支え、発展させていく役割において、男女は平等であり、共に力をあわせ
ていく必要がある。男女が互いの人権や個性を尊重し、社会のあらゆる分野に参画し
て、個性豊かに生き生きと暮らせる地域社会の実現をめざす。

委員会・審議会等の女性委員の割合（女性の参画率）
女性委員数÷委員総数

Ⅱ基本政策
２自立と安心
（５）男女平等

区民部

31.90%
(44.0%) (47.0%)

15

47.0%

政策評価シート１



Ⅱ２(５)男女平等〔１６年度政策評価〕

政策名； 男女が平等に、その個性と能力を発揮できるまちをつくる

政策評価担当部の改革プラン （記入日 17 年 1 月 日）

（外部意見等）

学識経験者

区民意見・要望等（聴取した媒体等）

②改革プラン

①男女平等参画推進計画の推進については、評価方法や評価基準について見直しを行い、計画の全
事業を同じように評価する方法から、評価項目を絞った重点評価に変えていく。
②委員会・審議会等への女性の参画率については、推進計画の中に盛り込まれている内容であり、
計画を推進する中で達成率の向上を図る。
③啓発事業については、あらかじめ設定した定員に対する充足率（参加率）だけでなく、参加者数
自体を増やすために、身近で参加しやすい魅力ある事業を企画するとともに、幅広く参加者を募る
ために広報メディアを駆使したＰＲ活動を行う。
④相談事業については、ＰＲに努め、相談者が気軽に利用できる相談センターとして、幅広い相談
に対応できるよう関係機関とも連携しながら相談体制について検討を行う。
⑤女性への暴力に関する相談については、被害者の心理的ケアや就労・住居の確保などへの対応、
庁内の連絡、連携体制の一層の強化、東京都女性相談センター等における保護の受け皿の拡大に向
けた働きかけを行う。

政策評価シート２



Ⅱ２(５)男女平等〔１６年度施策評価〕

③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

14 15 17 22

指標 44% 47% 60% 100%

（達成度） (44.0%) (47.0%) (60.0%) (100.0%)

現状

課題

達成度： 方向性：

男女が平等に、その個性と能力を発揮できるまちをつくる

①男女平等参画の視点に立って、社会制度・慣行の見直し、意識の改革を行う。

男女平等青少年課

男女平等参画に関する啓発テーマの選定は難しいが、参加者アンケートによって啓発効果
も確認されているため、今後は講座やセミナーの参加者を増やすためにテーマの選定や実
施方法及び効果的なＰＲ方法について検討する必要がある。併せて、講座やセミナーとい
う形態にとらわれない啓発方法について検討する必要がある。

男女共同参画週間記念事業、男女平等参画セミナー及び出前型啓発講座の実施並びに啓発
誌の発行を通して、男女平等参画の意識啓発を行う。

啓発事業のうち、定員を設定して実施している事業の参加率
延べ参加者数÷参加予定人数（定員）の合計

男女平等参画社会を実現するためには、一人ひとりが男女平等参画の意識を有することが
不可欠である。社会がめまぐるしく変わる中で、その時々の男女の意識や社会の状況を把
握し、固定的な性別役割分業意識を是正し、男女平等参画の考え方を浸透させる。

ライフスタイル、働き方の問題、地域への参画、ドメスティック・バイオレンス、メディ
ア・リテラシーなど、その時々のタイムリーな話題を題材に男女平等参画の視点から啓発
事業を企画・実施しているが、いずれも参加率が低い。また、文京区女性団体連絡会が行
う啓発事業に対し、事業補助金を交付している。
なお、啓発事業において毎回実施する参加者アンケートにおいては、理解が深まった等、
啓発の効果があったことが明らかになっている。

有意義な啓発事業であっても、参加者が少なくては啓発の効果が上がらない。参加率を上
げることが最重要課題である。男女平等参画をめぐる社会情勢が変化するなかで講座やセ
ミナーという形態にとらわれずに啓発が行えるよう男女平等参画推進会議などを活用する
ことも検討する。また、文京区女性団体連絡会の行う男女平等センター事業と区事業の調
整（役割分担、統合など）も必要である。

平成16年度文京区施策評価表

男女平等青少年課

評価

今後、着実に成果の向上を図る達成度が低い

年度見込

16

(38.0%)

55%

(55.0%)

38%

年度実績

13

施策評価シート１① 



Ⅱ２(５)男女平等〔１６年度施策評価〕

③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

14 15 17 22

指標 69.05% 未確定 100% 100%

（達成度） (69.1%) (100.0%) (100.0%)

現状

課題

達成度： 方向性：

年度見込

16

80%

(80.0%)

未実施

年度実績

13

評価

今後、着実に成果の向上を図る達成しつつある

平成16年度文京区施策評価表

男女平等青少年課

男女が平等に、その個性と能力を発揮できるまちをつくる

②あらゆる分野における男女の均等な機会と待遇の確保を図る。

男女平等青少年課

１４年度から男女平等参画推進計画の目標設定、一次評価、二次評価、外部評価を全庁的
な取り組みの中で行ってきた。評価については、問題点もあるが、男女平等に関する問題
意識やそれに伴う施策は着実に浸透してきている。今後は、評価基準や目標設定などを明
確にしていくことで男女平等参画推進施策の充実を図る。

文京区男女平等参画推進計画の「Ⅱ あらゆる分野での男女平等参画の実現」に資する８
４事業について、男女平等参画を推進する視点から推進状況評価を行い、その結果を施策
及び各事業に反映させる。

男女平等参画推進計画推進状況評価において、事業所管課が目標を「達成した」「一部達
成した」と評価し、かつ、二次評価、外部評価において事業所管課の目標設定及び実績評
価（一次評価）に「異論がない」と評価した事業の割合

男女の固定的な役割分業意識及びそれを反映した慣行等により、主に女性が家庭生活や地
域生活において、また主に男性が働く場や政策・方針決定過程において責任を担ってき
た。このような不均衡を是正し、あらゆる分野において男女が平等に参画できるよう関連
する事業について男女平等参画の視点に立った推進状況評価を行う。

男女平等参画推進計画中の全事業について、事業所管課は事業本来の目標とは別に男女平
等参画の視点に立った目標を設定し、その目標に対する達成度を自己評価（一次評価）す
る。その一次評価の妥当性について男女平等参画推進委員会が二次評価を、男女平等参画
推進会議が外部評価を行っている。（１４年度事業から実施）なお、１５年度事業につい
ては、現在評価を実施中である。

目標設定が抽象的でわかりにくい、男女平等参画の視点からの目標が設定されていない、
評価基準が曖昧で正確な評価が困難である等、外部評価を行う男女平等参画推進会議から
意見が出され、評価の対象、方法、基準等について現在、検討中である。

施策評価シート１②



Ⅱ２(５)男女平等〔１６年度施策評価〕

③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

14 15 17 22

指標 31.90% 30.20% 35% 40%

（達成度） (79.8%) (75.5%) (87.5%) (100.0%)

現状

課題

達成度： 方向性：

男女が平等に、その個性と能力を発揮できるまちをつくる

③施策・方針決定過程への女性の参画の拡大を図る。

男女平等青少年課

男女平等参画の推進のため、男女いずれか一方の性が委員総数の４割未満にならないこと
を目標とすることが、「４割ルール」として、全庁的に定着しつつある。しかし、女性の
参画率は３０％を超えたところで横ばい状況である。今後は女性の参画率を増やすととも
に、現在女性委員が全くいない委員会・審議会をなくすことも目標に掲げ、取り組む必要
がある。

委員会・審議会等における委員の構成において、男女いずれか一方の性が委員総数の４割
未満とならないことを目標とする。

委員会・審議会等の女性委員の割合（女性の参画率）
女性委員数÷委員総数

区の方針決定に大きくかかわる委員会・審議会等における委員の構成について、男女同一
比率を理想とするが、女性の参画が少ない現状を踏まえ、委員の改選時期等をとらえ、委
員会・審議機関等の目的・正確に応じて、女性の積極的に登用する。

男女平等参画推進計画において「委員会・審議会等への男女平等参画の推進」が計画事業
として位置づけられており、毎年男女平等参画推進委員会及び同委員会幹事会へ女性委員
の割合を報告し、男女いずれか一方の性が委員総数の４割未満にならないよう、女性を積
極的に登用すること及び女性委員のいない委員会・審議会等はその状況を解消するよう要
望している。この結果、設置要綱などにより長の私的諮問機関として設置されている審議
会等では、女性の参画率は38.2％、女性のいない審議会等はゼロになった。しかし行政委
員会では女性の参画率は16.7％、女性のいない委員会が３委員会中２つ、附属機関では女
性の参画率が22.1％、女性のいない機関が21機関中５つと低い状況が続いている。

委員会・審議会等によっては、設置根拠となる法律・条令等によって委員の資格が定めら
れている場合があり、現実の分野別の男女比率が委員選任の際に反映されることになる
と、女性が委員となりにくい状況が生じてくる。また、５６の委員会・審議会等の中に
は、女性委員が全くいないところが１０ある一方で、女性が６割を超えるところが４つあ
る。あらゆる分野において、男女平等参画を推進する観点から、男女ともに、従来参画の
少なかった分野への参画が増えるようＰＲ及び啓発が必要である。

平成16年度文京区施策評価表

男女平等青少年課

評価

今後、着実に成果の向上を図る達成しつつある

年度見込

16

73.35%

32%

(80.0%)

29.50%

年度実績

13

施策評価シート１③ 



Ⅱ２(５)男女平等〔１６年度施策評価〕

③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

14 15 17 22

指標 26% 51% 70% 100%

（達成度） (26.0%) (51.0%) (70.0%) (100.0%)

現状

課題

達成度： 方向性：

男女が平等に、その個性と能力を発揮できるまちをつくる

④男女の職業生活と家庭・地域生活との両立支援を行う。

男女平等青少年課

公的相談事業であり、相談料が無料であることや、このような社会状況の中で相談件数は
増加傾向にある。男女平等センターの役割としてカウンセリングを行うことによって、精
神的自立支援を行い、相談者が納得できるまでカウンセリングを受けることもでき、精神
的安定にも役立っている。今後は現在のカウンセリングによる相談事業も含め、幅広く相
談に応じていけるよう関係機関との連携を強化する中で、相談体制について検討していく
必要がある。

男女平等センターにおいて、男女を問わず悩みをもつ方からの相談にカウンセラーが応
じ、相談者の精神的自立を支援する。また、利用しやすい相談体制を整える。なお、相談
内容によっては、法律相談などの専門相談の紹介や、他機関等との連携を行う。

男女平等センター相談事業の利用率（年間相談件数÷年間相談可能件数）

家庭や職場での人間関係、夫婦・親子などの家族関係、自分自身の生き方など、悩みをも
つ人が精神的に自立できるよう相談に応じ問題点を整理することを通して、相談者が自己
決定権を確立し、自分らしく生きることのできるよう支援を行う。

１３年度まで対象を女性に絞っていたが、センターの名称変更を機に、１４年度から男性
の相談にも応じることとし事業ＰＲ等を行った結果、男性の利用が年々増えている。（１
３年度＝４７２件中１４件、１４年度＝３６６件中２２件、１５年度＝５１８件中８８
件）カウンセリングによる精神的な自立支援であり、具体的な生活支援や医療等が必要と
思われる場合は、専門機関への相談を勧めている。
週３日の相談実施日のうち１日は午後８時まで対応しており、夜間の利用希望にも対応し
ている。

男女平等センターにおける相談事業は、委託により実施しているが、生活や価値観が多様
化し相談が複雑になる中で、有効な自立支援を行うために、関係機関と連携を強化する必
要がある。
悩みをかかえる人が増え、相談件数が増加することによって、施策指標の達成度が上がる
ことは、政策の推進とは逆行するが、相談事業が有効に利用されるようにすることは課題
である。

平成16年度文京区施策評価表

男女平等青少年課

評価

今後、着実に成果の向上を図る達成しつつある

年度見込

16

(34.0%)

60%

(60.0%)

34%

年度実績

13

施策評価シート１④



Ⅱ２(５)男女平等〔１６年度施策評価〕

③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

14 15 17 22

指標 185件 244件 260件 260件

（達成度） (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

現状

課題

達成度： 方向性：

年度見込

16

(100.0%)

260件

(100.0%)

181件

年度実績

13

評価

今後、着実に成果の向上を図る達成しつつある

平成16年度文京区施策評価表

保護課

男女が平等に、その個性と能力を発揮できるまちをつくる

⑤女性への暴力を防止し、その被害の救済を図る。

男女平等青少年課  保護課

ＤＶ被害に関する相談については婦人相談員が適切に対応しており、また、緊急避難が必
要な場合には、公的施設の活用や区の緊急一時保護事業により適切な保護を行っているこ
とから、達成度は１００％としたが、なお、潜在化している問題もあると考えられること
から、評価は「達成しつつある」とした。

夫等からの女性への暴力を防止し、その被害の救済を図る。

女性への暴力に関する相談件数
（達成度は、女性への暴力に関する相談が適切に処理された割合）

夫等から暴力を受けている母子又は女性（ＤＶ被害者等）の相談に応じ、施設等への入所
による心身の安全の確保、自立促進のための支援を行うとともに公的施設の利用が困難な
場合に、近隣のホテルへの宿泊やシェルター（民間保護施設）などを活用して緊急一時的
な保護を行う。

保護課内に婦人相談員（非常勤２名）を配置し、夫等からの暴力に関する相談に応じると
ともに、女性相談センターを経由した婦人保護施設への入所等による心身の安全の確保、
自立促進のための支援を行っている。緊急に暴力からの避難が必要な場合には、女性相談
センターと連携した一時保護を行うとともに、公的施設の利用が困難な場合には、近隣の
ホテルへの宿泊やシェルター（民間保護施設）などを活用して緊急一時保護を行ってい
る。

平成１３年の配偶者からの暴力及び被害者の保護に関する法律（ＤＶ法）の成立・施行
後、いわゆるドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）問題が顕在化し、それに伴い区への
相談件数も増加し、相談内容も複雑化してきた。平成１６年に、①配偶者からの暴力の定
義の拡大、②保護命令制度の拡充、③被害者の自立支援の明確化などを内容とするＤＶ法
の改正が行われたが、対策はまだ十分とはいえない。今後は、これまでの婦人相談員によ
る対応に加えて、被害者の心理的ケアや就労・住居の確保などへの対応、庁内の連絡、連
携体制の一層の強化、女性相談センター等における保護の受け皿の拡大に向けた働きかけ
などが必要となる。

施策評価シート１⑤



Ⅱ２(５)男女平等〔１６年度施策評価〕

③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

14 15 17 22

指標 62% 63% 70% 80%

（達成度） (77.5%) (79.7%) (87.5%) (100.0%)

現状

課題

達成度： 方向性：

年度見込

16

(82.5%)

65%

(81.3%)

66%

年度実績

13

評価

現行の成果の水準を維持する達成しつつある

平成16年度文京区施策評価表

男女平等青少年課

男女が平等に、その個性と能力を発揮できるまちをつくる

その他全般に関わる施策

男女平等青少年課

文京区女性団体連絡会による同センターの管理・運営は、センターの事業及び施設の管理
に区民の目線を取り入れたという点で先駆的な取り組みである。今後、検討課題となって
いる指定管理者制度の検討に当たっては、同連絡会の実績を勘案する必要がある。
また、平成１４年３月に女性センターから男女平等センターへと設置条例を改正、併せて
使用料及び減免規定を見直し、登録団体の使用料を全額免除から５割減額とした。しか
し、稼働率は大きく落ち込むことなく横ばいの状況が続いており、男女平等参画の拠点施
設として、確実に定着してきている。

文京区男女平等センターにおいて、区民に対し、男女平等参画に資する学習及び交流の機
会並びに活動の場を提供する。

男女平等センターの稼働率（施設使用件数÷施設使用可能件数）

男女平等参画を推進するための拠点施設として設置した文京区男女平等センターにおい
て、設置条例に定める事業を円滑に実施する。（設置条例に定めるセンターの事業：①学
習の機会の提供②相互交流の場の提供③自主的な活動等の支援④女性の社会参画支援⑤相
談事業⑥施設の使用に関すること）

平成３年度から今日に至るまで、区内女性団体の横断的組織である文京区女性団体連絡会
による男女平等センターの自主運営に事業補助金を交付するとともに、同連絡会にセン
ターの管理事務を委託しいる。同センターは、年末・年始及び清掃日を除き祝日も含め、
午前９時から午後９時３０分まで通年開館し、区民に学習や交流の場の提供している。ま
た同センターでは、男女平等参画に関する情報提供を目的に資料コーナーを整備し、資料
の貸し出しを行っている。

昭和６１年に開設した男女平等センターは、施設・設備に老朽化が目立ってきており、利
用に供する設備等は適宜更新や修理が必要である。
また、今後の施設の管理・運営方法については、地方自治法の改正により導入される指定
管理者制度を踏まえ検討する必要がある。

施策評価シート１⑥




