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２０２１年１０月１９日 

 

団体名   杉並女性団体連絡会                                

                       所管課名  区民生活部男女共同参画担当          

 

協働提案書 

１ 提案事業名 
杉並区立男女平等推進センター・情報資料コーナーの整備と有効活用 

～区民がジェンダー平等について自ら調べ、学び、考えるための「場」の充実～ 

２ 課題の現状 

１）ジェンダー平等への関心の高まり 

国連が定めたＳＤＧｓには目標の一つとして「ジェンダー平等の実現」が掲げられ、すべ

てのＳＤＧｓを達成するための重要かつ不可欠な手段と位置づけられた。日本においても、

コロナ禍で明らかになった女性の失業、シングルマザーの困窮、DV の増加、森喜朗氏の

女性蔑視発言、LGBT 問題、選択的夫婦別姓、医学部入試の女性差別等のニュースが

次々報道される中で、身近に起こる多くの問題がジェンダー平等に関わっていることが明ら

かになり、人々の関心がこれまで以上に高まっている。 
 

２）男女平等推進センター 情報・資料コーナーの役割 

杉並区の男女共同参画の拠点施設である「男女平等推進センター」には「情報・資料コ

ーナー」がある。当コーナーは、男女共同参画、ジェンダー平等のあらゆるテーマに関する

図書及び行政資料や貴重な地域資料を所蔵し、区民自らが身近な問題から出発して「ジ

ェンダー平等」について調べ、学び、理解を深めるための専門図書館として大きな役割を

担っている。 

 

３）現状と問題点 

現状は、知りたいことについて書かれた本を探そうとしても探しにくく、専門知識を持って

図書を整理したり質問、相談に対応できる人もいないため、利用者にとって使いづらい状

況がある。具体的問題としては、以下の点があげられる。 

① 図書分類が一般の図書館や男女平等センターで使われる十進分類法と異なり、開

設当初に定めた独自な分類方法であるため検索しにくい。 

② 時代の変化に伴う新しいテーマ（例えば DV・デート DV、防災と女性、ヤングケアラ

ー・子どもの権利等）が分類しきれず、多くが「その他」に分類され探しにくい。 

③ 杉並区の女性たちの活動記録などの地域資料は研究者、学生のみならず一般市

民にとっても貴重で興味深いものだが、これらは閉架書庫に保存され目録化もされ

ていないため検索、閲覧ができない。 

④ 情報・資料コーナーにある図書資料を区民に知らせる機会が少ない。 

３ 解決したい課題 

① 分類・配架・表示を見直し、使いやすくする 

② 貴重な地域資料を見える場所に置き、目録化して検索しやすくする 

③ レファレンス（質問や相談を受けて、調べものに必要な図書・資料を探す手伝いをする

こと）を行い、利用者の満足度を高める 

④ 蔵書の有効活用 

※区内施設での貸出式図書展示、ブックリストの作成配布により、区民に蔵書を紹介 

※１F児童青少年センターに中高生向け書籍の貸出し、情報コーナー設置 

   ※蔵書を活用して読書会や著者講演会を開催   

４ 目標 

① 情報・資料コーナーがより使いやすくなり、図書や地域資料が活用されること。 

② 情報・資料コーナーの利用満足度が向上し、利用者が増加すること。 

③ 区民のジェンダー平等に関する理解と意識向上に役立つこと。 

令和 3年 10月 20日 

ＮＰＯ等活動推進協議会 
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事業内容 

１． 事業１年目（令和４年度） 

①分類の見直し： 図書館共通の十進分類法を基本に、男女平等推進センターの特徴を

加味した分類目録を作り、それを元に分類を見直しラベルを貼り替える。図書の蔵出しやラ

ベル貼り替えの作業には、杉女連会員の他、近隣の大学に通う学生などにも参加を呼び

かけ、所蔵図書や地域資料にふれてもらうきっかけとする。 

★ 分類見直し、ラベル作成、リスト入力： ５人×７回 

★ 図書 3500冊のラベル貼り替え： ６人×４ｈ×７回（作業中は利用者が入館でき

ない状態になるので、1週間以内を目途に極力短期で終わらせる。） 

 

②配架スペースの見直し： 開架部分と閉架部分の図書の並べかえを行う。これまで閉架

に保管されていた地域資料、団体資料は開架に移し、行政資料の配置も見直す。 

★ ７人×６ｈ×５回（ラベル貼り替え後、直ちに行う） 

 

③各種表示の改善： 情報・資料コーナーの書架案内板、交流コーナーの各種表示等を、

見やすくわかりやすいものに取り換える。 

★ ３人×４ｈ×５回 

 

④地域資料の目録化： 女性を中心とする地域住民の活動記録、会員団体等から提供さ

れた活動の記録（例えば公民館運動、原水禁署名運動など）を目録化し、検索可能な状態

にする。収集、整理には時間がかかるため、２年目も継続的に行う。 

     ★ ３人×４ｈ×10回（作業時間に増減あり） 

 

⑤ブックリスト作成： ブックリストを作成（隔月 1回）し、区民施設、１Ｆゆう杉並始め、区内の

小学校や中学校などに広く配布し、情報・資料コーナーの蔵書を紹介する。取り上げるテ

ーマや図書については担当課と定期的に編集会議を行い検討する。 

★ ５月から隔月１回 ３人 

 

⑥レファレンス： 週 1 回程度交流コーナーに在室し、利用者の質問や相談を受けて、ジェ

ンダー平等に関する図書・資料を探すお手伝いをする。レファレンスの質を高めるため、事

前に東京都ウィメンズプラザ等の専門家を招き講習を受ける。 

★ ８月から毎週 1回 ２人×３ｈ 

 

⑦貸出展示（※センターの図書を用いて、センター以外の施設で行うテーマ展示）： 11 月

は「女性に対する暴力をなくす運動」と「国際男性デー」の 2 テーマを合わせて 1 週間、3

月は「国際女性デー」をテーマに 1 週間実施する。図書の他にパネルなども展示。場所は

区役所ロビー、中央図書館ホール等。パネルは作成するか既存のものを掲示する。会場で

は展示図書リストなどの配布や男女平等推進センターの宣伝も行う。 

★ ３人×６ｈ×14日 

 

２． 事業２年目（令和５年度） 

①貸出展示：展示方式と場所は１年目と同じ。展示内容は 11 月「女性に対する暴力をなく

す運動及び国際男性デー」／３月「国際女性デー」に加えて、６月に「男女共同参画週間」

のテーマ展示を行い、計３回とする。各 1週間。 

★ ３人×６ｈ×21日 

 

②ブックリスト作成：内容は１年目と同じ ★５月から隔月 1回 3人 

   

③レファレンス：内容は１年目と同じ ★４月から毎週 1回 ２人×３ｈ 

 

④地域資料の目録化：内容は１年目と同じ ★作業時間は収集資料の量により増減あり 

 

 



3 

 

⑤情報・資料コーナーの図書を活用して事業を展開： 

a. 読書会：テーマを決めて本を 1 冊～複数冊選び、参加者全員で数回に分けて読

み合わせ、感想や意見を語り合いながら学ぶ。 

b. 著者を囲んで：ジェンダー平等の視点があり杉並にゆかりがある作家の講演等。 

候補者： 谷川俊太郎（詩人）、有吉玉青・角田光代（作家）、宮野聡子（絵本作

家）、こうの史代（『この世界の片隅に』原作者）等。 

 

⑥児童青少年センターを利用する中高生への働きかけ： 

a. １Fに情報紹介スペース（例えば掲示板）を設置。 

    b. 中高生向け図書を選び、定期的に貸出す。「２Fからのおすすめ」のポップ作成。 

スケジュー

ル 

① 事業１年目（令和４年度） 

 ・４～７月： 蔵書・分類の見直し、配架見直し、表示見直し 

 ・８月～： 地域資料目録化 

 ・５、７、９、11、１、３月： ブックリスト発行 

 ・８～３月： 図書資料のレファレンスを実施、原則週１回 

 ・11、３月： 貸出展示 

※11 月は「女性に対する暴力をなくす運動」と「国際男性デー」の２テーマを合わせた

展示とし、区役所ロビー、中央図書館等で計 1週間。３月は「国際女性デー」をテー

マに、区役所ロビー、中央図書館等で計 1週間。 

② 事業２年目（令和５年度） 

・５、７、９、11、１、３月： ブックリスト発行 

・４～３月： 図書資料のレファレンス実施、原則週１回。 

・６、１１、３月： 貸出展示 

※１年目の内容に、６月「男女共同参画週間」のテーマ展示を追加。区役所ロビー、

中央図書館等においてそれぞれ計 1週間。 

・４月～：地域資料目録化 

・６～９月：読書会 ２テーマ （1つのテーマについて数回開催する） 

・10～12月「著者を囲んで」 ２回 

事業の実施

体制 

実施拠点： 

男女平等推進センター 情報・資料コーナー 

 

人員体制： 

・統括責任者 1名 （杉並女性団体連絡会共同代表） 

・会計及び事務関係リーダー２名 

・分類見直しリーダー１名 （他区女性センターで司書経験 20年） 

・配架見直しリーダー1名 （自宅で文庫開設、元図書館協議会委員） 

・地域資料目録化リーダー1名 （ジェンダー平等教育専門家） 

・ブックリスト作成リーダー1名 （元中学校教員・司書教諭） 

・レファレンスリーダー2名 （ジェンダー平等教育専門家、婦人相談員経験者） 

・読書会リーダー1名 （読書会を長年運営） 

・「著者を囲んで」講演会リーダー1名 （コーディネーター経験 15年） 

 

実働メンバー： 

杉並女性団体連絡会加盟２７団体及び会員周囲の関係者 

事業経費 

概算額 

① 事業１年目（令和４年度）  

     約 265万 7000円（区負担額：241万 7000円、団体負担額：24万円） 

② 事業２年目（令和５年度）  

約 230万 5000円（区負担額：216万 3000円、団体負担額：14万 2000円） 

６ 
協働の必要性・

期待できる効果 

・ 「情報・資料コーナー」の管理は事業者に業務委託されているが、図書を扱う専門人材

がいないためこれまでは改善が難しかった。今回は、「当コーナーの改善と蔵書の有効活

用によって、区民がジェンダー平等について知りたいことを自ら調べ、考え、理解を深める
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環境を整えることが必要」との課題認識が担当課と提案団体の間で一致しており、協働事

業の枠組みを活用して十分に協議しながら進めることで、課題解決の効果が期待できる。 

 

・杉並女性団体連絡会は、前身である「杉並婦人団体連絡会」の設立から数えて 45 年の

歴史を持つ。設立以来、会員間の交流と男女共同参画社会実現のための学習、意識啓発

を目的として、各種講座、映画会、学習会、見学会など多岐にわたる活動を行ってきた実

績がある。（詳細は別紙参照） 

男女平等推進センターが 25 年前に開設されて以降、当連絡会はここを拠点施設として

定例会議、総会、講演会など数多くの集まりに利用してきた。その経験から、情報・資料コ

ーナーの価値と問題点がよくわかり、より良い施設の実現に意欲と熱意を持っている。ま

た、男女共同参画・ジェンダー平等の視点から環境、生活、教育、労働など様々な分野で

活動する約 30の団体会員、及び個人会員を有し、専門的知見を持つ人材が豊富である。 

以上の事から、本事業を担う団体側パートナーとして適任と考える。 

 

・当事業で得られる最大の効果は、「区民のジェンダー平等に対する理解と意識の向上」で

ある。区民がジェンダー平等の視点を持ってより良い人間関係を築くことは、より住みやす

い杉並区を作っていくことにつながる。 

７ 役割分担 

① 提案団体が担う役割 

・図書資料整備のための、分類・配架・表示の見直し、効率的な手順の検討、ラベル貼り替

え作業。 

・地域資料目録化のための、書庫資料と会員団体所蔵資料の調査、収集、及びその整

理、分類、目録作成、入力など。 

・ブックリスト発行のための、テーマ・選書の検討、編集、など。 

・貸出展示のための、テーマ・選書の検討、会場での案内。 

・読書会、講演会実施のための、本の選定、講師の選定と交渉、チラシや資料の作成、当

日の運営など。 

② 区が担う役割  

・各種広報媒体を活用し、情報資料コーナーを活用した取り組みについての周知を行う。 

・定例的、または臨時的に会議を主催し、事業内容を団体と協議・検討する。ブックリストの

発行については、発行の都度、編集会議を実施し、団体との意思確認を図る。 

・事業の実施により、センター受付等委託業者の請け負う業務との調整が必要な場合は、

区がその調整を図る。 

・他部署との調整や、団体が必要とする情報の収集・提供に協力する。 

③他の機関・地域活動団体などの協力 

・東京ウィメンズプラザ…情報・資料コーナーの改善にあたり、レファレンスについての講師 

を依頼するほか、情報提供や助言等の協力を仰ぐ。 

８ 

団体事業の展

望・今後の活動

展開 

・事業期間中の来館者が、情報・資料コーナーの価値やセンター利用のメリットに気づき周

囲に伝え合うことで、事業終了後の継続的利用者と新規利用者につながると考える。 

・本事業で新たな分類マニュアルを作成し、今後新着図書の分類に当たる担当者が専門

の知識を持たない場合でも、引き続き適切な分類を行えるようにする。 

・今後の活動 

① 会員からの寄付などによってレファレンス、ブックリスト作成などの事業を継続す

る。 

② 地域資料の調査・収集を継続し、引き続き内容の充実を図っていく。 

９ 自由欄 

公民館活動から始まった自由や平等への杉並区民の願いを新しい世代に受け継ぐため

に、男女平等推進センターの役割は大切です。情報・資料コーナーの整備を通してセンタ

ーを活性化し、ジェンダー平等の意識を広げるこの協働事業を、是非実現したく思います。 

 


