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平成２５年度 第１回四街道市男女共同参画審議会会議録（概要） 

 

 日時  平成２５年１０月１２日（土）午前１０時００分～１２時００分 

場所  四街道市役所こども保育課２階会議室 

 出席者委員 内海﨑会長 櫛引副会長 有川委員 押田委員 髙橋委員 

    渡邉委員  秋葉委員  川村委員 羽田委員 松井委員 

    渡部委員  

 欠席者   成田委員 吉川委員 山﨑委員 松本委員 

 事務局出席者  大野政策推進課長 阿部部主幹 井上副主査  

         秋山主任主事 

 傍聴人  ０人 

 

――会議次第―― 

１．開会 

２．会長あいさつ 

３．議題 

   （１）四街道市の男女共同参画の現状と課題について 

（２）第３次四街道市男女共同参画推進計画骨子（案）について 

   （３）その他 

４．閉会 

 

 ――開会―― 

事務局：本日はお忙しい中ご出席いただき、誠にありがとうございます。 

定刻となりましたので、ただいまから平成２５年度第１回四街道市男女共同参

画審議会を開催させていただきます。本日は１１名のご出席をいただいており

ます。四街道市男女共同参画審議会条例第５条第２項に規定する過半数に達し

ておりますので、本日の会議が成立しておりますことを、ご報告いたします。

会議に先立ちまして、内海﨑会長よりごあいさつをお願いいたします。 

 

 ――会長あいさつ―― 

内海﨑会長：皆様おはようございます。１０月とは思えない暑い中、委員の皆

様におかれましては、第１回四街道市男女共同参画審議会にお集まりいただき、

誠にありがとうございます。本日の会議では、「四街道市の男女共同参画の現状

と課題について」、「第３次四街道市男女共同参画推進計画骨子（案）」を議題と

してご議論いただきますが、委員の皆様におかれましては、忌憚のないご意見

をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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 ――議事―― 

事務局：ありがとうございました。それでは、早速議事に入らせていただきま

す。本審議会の議長は、四街道市男女共同参画審議会条例第５条第１項の規定

により、会長が議長となる旨、規定されておりますので、内海﨑会長に議事の

進行をお願いいたします。 

 

内海﨑会長：まず、会議録の作成ですが、「四街道市審議会等の会議の公開に関

する指針」により、審議会では会議録を作成することとなっております。なお、

会議録における発言者名については、「審議会等の会議の公開に関する指針の解

釈運用基準」の規定により、原則として明記することとなっておりますので、

本審議会においても明記する取扱いとしたいと存じますが、よろしいでしょう

か。 

 

委員全員：～異議なし～ 

 

内海﨑会長：次に、本日の議事録署名人を指名させていただきたいと思います。

川村委員と羽田委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

委員全員：～異議なし～ 

 

川村委員、羽田委員：～了承～ 

 

内海﨑会長：ありがとうございます。次に本日の会議の公開・非公開について

ですが、本日の会議は特に非公開にする場合には当たらないと考えますので、

公開といたします。 

 

委員全員：～異議なし～ 

 

内海﨑会長：それでは、会議次第に従い進めてまいります。議題の（１）四街

道市の男女共同参画の現状と課題について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局：内容説明 

 

内海﨑会長：ただいま、事務局より説明のありました内容について、ご意見、

ご質問等はございませんか。 
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羽田委員：検討委員会について詳細な説明をお願いします。 

 

事務局：検討委員会については、次期計画の策定にあたりまして、女性の視点

からの意見や若い世代からの意見を把握し、時代に即した計画にする必要があ

ることから、検討委員会を開催しまして必要な検討を行いました。委員につい

ては、幹事会の幹事が所属する職員の中から指名をすることとし、第１に女性、

第２に若年者を優先的に指名されるように依頼したところです。指名された委

員は２１名。男性８名、女性１３名です。委員会の本年度の検討事項は、重点

項目の選定、新規事業の提案、及び職員アンケートの検討などとなっており、

今年度は５回程度開催予定です。具体的な検討の進め方については、検討事項

ごとに事前に個人ワークを行った上で、検討委員会開催時のグループワークに

て意見を集約し、グループごとの結果を検討委員会で報告するものとしていま

す。また、検討委員会においては、各グループが報告した内容を整理した上で

意見交換を行い、最終的な検討結果を決定するものとしています。検討委員会

についてはすでに会議を３回開催しており、活発な意見交換がなされていると

ころです。今後も、本委員で議論された内容を計画策定にいかしてまいりたい

と考えております。 

 

渡部委員：検討委員会の平均年齢はどのくらいですか。 

 

事務局：平均年齢は算出していませんが、３０代前半から３０代半ばの方が中

心となっています。 

 

松井委員：年齢についてですが、委員が若すぎて年齢の高い方の意見が反映さ

れないということはないのでしょうか。 

 

事務局：年齢が高い職員は役職者が多く、幹事会や本部会において発言の機会

があるため、女性や若年者を関係各課に選定していただきました。事前に事務

局が想定した委員の男女比は偏りがなかったため、役職者が少ない女性を第一

に選んでいただいた結果、女性は２０代から４０代と幅広い年齢の職員が委員

となり、男性は比較的若い職員が委員となりました。男女比についても事務局

が想定した範囲内となりました。 

 

内海﨑会長：他にご意見がないようですので、続きまして議題（２）第３次四

街道市男女共同参画推進計画骨子（案）について事務局より説明をお願いしま

す。 
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事務局：内容説明 

 

内海﨑会長：ただいま事務局より説明のありました内容について、ご意見、ご

質問等はございませんか。 

 

羽田委員：計画期間が８年間というのはすごく長く感じますけれども、中間年

度などに計画は見直しされますか。 

 

事務局：進捗状況については毎年度調査を実施し、審議会の意見をいただいた

上で結果を公表する予定です。計画期間８年間の考え方は、国の計画期間が平

成３２年度まで、県の現計画が平成２７年度までとなりまして、県はその後も

５年間の計画が策定されるとすると平成３２年度までとなり、それらの動向を

勘案して市の第４次計画が策定できるように８年間と設定したところです。計

画の見直しについては、社会情勢の動向や進捗状況等により判断していきたい

と考えています。 

 

櫛引副会長：それならば、計画期間の欄にそのような旨を記載するべきだと思

いますので、検討をお願いします。 

 

内海﨑会長：確認なのですが、ワーク・ライフ・バランスは仕事と生活の調和

ですが、骨子案には仕事と家庭生活と「家庭」が追加されていますが、これは

何か意図があって入れたのでしょうか。生活は家庭だけでなく地域社会やいろ

いろなことが入ってきます。この部分について説明をお願いします。 

 

事務局：ワーク・ライフ・バランスについては仕事と家庭生活、仕事と地域生

活のバランスと定義されますが、骨子案での「仕事と家庭生活の両立支援」と

いう表記については、男女共同参画の視点から捉えたときに、まずメインで考

えられるのが男性と女性の家事に対する関わり方を重点的に考えていく必要が

あるのではないかということで、まずは男性が家庭に参画すること、女性が子

育てと仕事に対して両立しやすいような施策を行うこと、これらに重点を置き

たいということで、このような記載にさせていただきました。地域生活への参

画については課題２の「あらゆる分野における男女共同参画の実現」において

推進していきます。 

 

内海﨑会長：「家庭」を入れて男女の家事の分担に特化した場合、問題が起きて
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こないかという懸念があります。 

 

秋葉委員：狭まると思います。 

 

内海﨑会長：そうですね。一人暮らしの方や、男女のペアに入らない方もいま

すから、ここまで限定してしまうのはどうかと思いました。意図はわかりまし

たので、議論の中で考えていきたいと思います。 

 

有川委員：ワーク・ライフ・バランスの調査において労働といいながらも働い

ていない専業主婦もいますし、そのような方が担っている地域社会も入ってき

ます。働いている女性の働きやすい環境を作るだけでなく、家に居て子育てや

家事をしている女性の立場もどこかで拾っていただきたいと思います。 

 

内海﨑会長：地域での生活や専業で育児や介護をしている家庭の支援も必要で

すから、仕事と生活であれば地域や専業の人たちの支援や、定年退職された方

への支援も含まれますので、「家庭」を入れることについては、再度ご検討され

たほうが良いかなと思います。 

 

櫛引副会長：私も狭義になってしまうのではないかと思います。地域活動にお

ける男女共同参画というのは、あくまでも意思決定過程のことについてだと思

います。まずは地域活動も含めてバランスの取れた生活をいろいろな人が送れ

るようにしたいということをここに盛り込んでおかないといけないのではない

でしょうか。また、生活という概念はどれだけのボリュームがあるかが重要で

して、家庭生活や地域活動だけでなく、個人がエンパワーメントするための研

修や自己実現に向けたいろいろな活動も含めての生活ですので、相当広義な意

味合いがあるため、バランスの取れたというのはそれぞれの方にとっての自分

の生活と仕事を持つ、持たないも含めて、専業主婦の方であれば仕事として位

置づけても良いと思います。それくらいのボリューム感がないと、時代に逆行

してしまう懸念があります。 

 

渡部委員：私どもの地域社会では独居世帯が増えていまして、このような人た

ちについても考えていかないといけないので、ただいまの意見に賛成です。 

 

内海﨑会長：審議会の意見として、事務局は内容的なものも含めて生活を広い

意味で考えていただけますでしょうか。 
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櫛引副会長：教育のところで「男女平等教育・学習」という表現を使っていま

すが、おそらく文部科学省では男女平等教育というフレーズは使用していない

と思います。「男女平等の視点に立った」や「男女平等に関する」といった使い

方をしていて、男女平等教育というワンフレーズで使われているのをあまり見

たことがありません。そこを確認しているのか伺います。 

 

事務局：男女平等教育というフレーズについては、男女平等の視点に立った教

育という意味での表記となります。施策の名称につきましては、現計画を十分

に踏まえた上で検討を行い、特に支障のない限りは現計画と同様としています

が、ただいまの意見を踏まえて確認したいと思います。 

 

押田委員：学校では男女平等というよりはそれぞれの子どもたちの人権という

観点で教育をしていますので、男女平等に違和感がありました。 

 

内海﨑会長：教育の視点からすると、人権教育の中に男女の平等が入っていて、

使いやすさがあるので男女平等教育を使う場合が多いです。教育委員会におい

て使用にばらつきがありますが、領域としては人権教育の中の男女平等という

ことになるかと思います。もうひとつ、ジェンダー平等という教育をおっしゃ

る人もいますので、表記を工夫して「男女共同参画の視点に立った教育・学習」

で問題ないかと思いますが、他自治体等を確認していただければと思います。

そのほかで確認なのですが、現状と課題に「男性の視点に立った男女共同参画」

の記載がありますが、体系表上では基本的施策の「男性の家庭参画に関する相

談・学習機会等の提供」だけなのでしょうか。 

 

事務局：ここだけになります。 

 

内海﨑会長：これも家庭参画に限定されていまして、男性の視点の場合、もち

ろん家庭も大事ですけど、介護や地域活動などを表す工夫は考えられますか。 

 

事務局：基本的施策上では介護や地域活動については家庭の中にまとめていま

す。事業については介護や地域活動、子育て支援について位置付ける予定です。 

 

内海﨑会長：先ほどの家庭の議論もありましたので、工夫していただければと

思います。他にご意見ありますか。 

 

櫛引副会長：先ほどの男女平等について確認をさせていただきたいのですが、
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男女平等というのはひとつの教育のキーワードになっているので、そこは変え

ないでいただきたいのですが、そのまま教育や学習をつけてしまうのは懸念さ

れるという意味でして、国もそうなのですが、男女平等を推進する教育学習と

いう表現をしています。そういう意味では、他の男女共同参画施策とは違い、

あくまでも学校現場で平等を推進するというのがポイントだと思います。です

ので、そのキーワードは大事にしていただきたいということで、表現を見直し

ていただきたいと思います。 

 

事務局：男女平等教育という単語をそのまま使って良いのかという確認であっ

て、中身については了解されているということでよろしいですか。 

 

櫛引副会長：そうです。 

 

秋葉委員：労働の分野におけるというところで、私も男女平等を考えると地域

の計画も必要だと思いますが、企業が大きな軸になっているとも感じます。こ

の骨子案は市職員に対しての計画と、企業に対しての計画のボリュームの差が

大きく、市職員が優遇されていると思いまして、一般企業への男女共同参画の

推進は難しいものなのでしょうか。 

 

事務局：現状、事業所に対してどこまで働きかけることができるかというのは

市レベルでは限界があるというのが正直なところです。市役所における男女共

同参画の推進はボリュームがあると感じられたとのことですが、市役所が１事

業所としてだけではなく、市全体の模範となるように率先して取り組み、推進

体制を高めた上で、併せて事業所に対しても働きかけていけたら良いのでは、

という考えに基づいて今回の体系を作成したところです。事業所等に対しての

働きかけについては、取り組みを検討していかなければいけないと考えていま

す。 

 

秋葉委員：同じようにボリュームを増やしても差し支えないと思います。 

 

事務局：実際に、現行計画や他市町村の例を見ても、どのような働きかけが出

来るのかというのが非常に難しく、強制力をもって指導することができないこ

とから、イベント開催時に事業者へパンフレット等を用いての啓発などが事業

の中心になります。そのため、基本的施策を分けてしまうと事業が重なり、ど

の基本的施策についても啓発だけになる懸念があります。 
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秋葉委員：働きかけのほかに意識調査は行わないのですか。 

 

事務局：現行計画にも意識調査について検討する事業がありまして、次期計画

にも推進体制の強化という面で事業所に対する意識調査をどのように行えば良

いか検討する取り組みを載せる予定です。 

 

川村委員：私は事業所における男女平等の施策としては広報・啓発が中心にな

らざるをえないと思っています。事業所への取り組みにボリュームを持たせて

も、実際実行するのは難しいのではないかと思います。今回の方針として、重

点項目を中心に構築するのは良い事だと思います。市役所における男女共同参

画の推進は、一番取り組みしやすそうですが、一番難しいものでもあると思い

ます。本気で取り組めば評価ができるものなので、重点的に取り組んでいただ

きたいと思います。 

 

渡邉委員：父親の育児休暇の取得がまだまだ低く、民間の方がより低いと思い

ます。ワーク・ライフ・バランスの観点から男性への育児休業の支援を行って

ほしいです。また、ひとり親家庭が増加しているため、支援が必要だと思いま

す。 

 

事務局：男性の育児休業、介護休業について市役所でも実績が少ないのが現状

です。その制度を周知する、取得しやすい環境を整備することで休業を取って

いただきたいという働きかけを事業として位置付けていく予定です。男性に対

する介護・育児休暇については課題３施策の方向（３）基本的施策①「男性の

家庭参画に関する相談・学習機会等の提供」の中で事業として位置付けていき

たいと考えています。ひとり親家庭の支援につきましても、現状は女性の方が

多く、経済的な面からも男性が働いている家庭よりは収入が少ないという現状

を踏まえて、課題３施策の方向（２）基本的施策①「仕事と家庭の両立に向け

た子育て支援」に位置付けていきたいと思っています。 

 

内海﨑会長：他の自治体でも事業所への働きかけは非常に難しいです。企業表

彰などをすることによって、男女共同参画・男女平等を促進してもらおうとし

ていますが、なかなか企業からの応募が集まらないのが現状です。文京区の場

合は、男女共同参画の視点を持った企業を認定し、その企業の取り組みについ

て様々なところで周知を行うことや、区との契約時に男女共同参画に取り組む

企業に対してインセンティブを付与する制度を取り入れてようやく応募があり

ます。ここは難しいところですが必要なところでもあるので、他市町村を参考
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にして取り組みを進めてください。 

 

櫛引副会長：課題６の体制の強化は、推進体制を確立し他の課題それぞれの実

効性を高めるという意味で、課題としてではなく、別途独立した取り扱いにす

ることはできないのでしょうか。 

 

事務局：事務局もそのようにイメージしています。先ほど課題の順番を説明さ

せていただきましたが、意識から具体的な手法に移っていくイメージであり、

課題６については他の課題を横断的に補完するといった特殊性を踏まえ、一番

後ろに位置付けています。どのように表現するかについては検討したいと思い

ます。 

 

内海﨑会長：体系から取り出して独立させると、市民の方がご覧になったとき

に、市はこういう推進体制により男女共同参画に臨んでいるのだというのがわ

かりやすいと思います。 

 

松井委員：取り出すと、市役所における男女共同参画の取り組みが多すぎると

思いますので、もう少し検討した方がよいと思います。 

 

有川委員：民間から見ると、男性が育児休業を取れるのは公務員だからと言わ

れているくらいだから、現時点でも市役所における取り組みのウェイトが大き

いと思います。市が率先して取り組まなければいけないのはわかるのですが、

一般の企業にも力をいれて働きかけてほしいです。 

 

羽田委員：現状、市民は無関心で、男女共同参画が遅々として進みません。事

務局に女性がいないこと、四街道市には男女共同参画に関する条例がないこと

を考えると、市が検討委員会を設置し、取り組んでいるのは良いことで、市が

機能し、リーダーシップをとってもらいたいです。 

 

渡部委員：私は市の取り組みを独立させるのが良いと思います。 

 

川村委員：市が率先して男女共同参画に力を入れるのを数値で示せるようにし

なければならないと思います。次期計画はどのような評価方法になるかはまだ

わかりませんが、他の課題と同じように評価を行わないといけないと思います。 

 

秋葉委員：市と一般企業では規定のレベルが違うと思います。市は良くなって
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当然だと思います。 

櫛引副会長：私も公務員で、弁護するわけではないですが、公務員の職場にお

いても男性が育児休業を取得することについて随分変わってきてはいますが、

本人の問題もありますが、地域における自分のポジションなどいろいろなこと

も影響して取りづらさはそんなに変わらないと思います。評価については、推

進体制として独立させても、評価方法は他の課題と変わらないと思います。 

 

内海﨑会長：課題１から課題５は市民のための男女共同参画の推進でして、市

が進捗状況を評価します。課題６は同じような方針ですと、自分たちのために

自分のやったことを評価することになる可能性があると思います。だとすれば、

課題６を取り出して、推進体制の評価をすることは、誰が何のために行い、誰

が評価するのか、見たときにわかりやすいかもしれません。市が男女共同参画

の推進をしているのだから、市職員が市職員への推進をどれだけ行うのか示し

てください、というのを体系上明らかにするので、市としてはむしろ苦労する

方向になると思います。 

 

髙橋委員：私は民生委員なのですが、民生委員になる人がほとんど女性でして、

男性はなかなか地域に出てきてくれません。今までの会社生活から新しい生活

を始めようとしても、地域社会は女性の社会ですから男性が入っていけない実

情もあります。ですから、若い人たちの男女共同参画の推進も大切ですが、高

齢者の方の男女共同参画も大切だと思います。 

 

内海﨑会長：事業としてあるのかもしれませんが、骨子案だけをみると、高齢

者の視点、とりわけ男性の高齢者の視点が足りないと思っていました。また、

地域デビューがしづらいというのは、先ほどの家庭参画だけではないというの

を明確に表していると思います。市として支援していくのは重要なことです。 

 

渡邉委員：男性の方が地域社会へ入っていくことは難しいと思うので、生涯学

習などに関しては男女関係なくコミュニティを作れるため、課題２施策の方向

（３）地域における男女共同参画の促進に含めるのはどうでしょうか。 

 

内海﨑会長：課題１施策の方向（２）基本的施策②男女平等の視点に立った学

校教育・学習の推進は学校に特化せず、生涯学習も含めるのはどうでしょうか。 

 

櫛引副会長：そこは教育が学校であり、学習がその他の地域と受け止めていま

した。 
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内海﨑会長：もしそうならば、生涯学習の視点で男性が地域社会に入るときの

支援になるような学習の機会を提供すると明記するのがいいですよね。 

 

事務局：学習機会と書いてあるのは生涯学習の視点からの表記となります。生

涯学習につきましては、課題１施策の方向（１）基本的施策①市民への男女共

同参画に関する学習機会・情報の提供に位置付けていこうと考えています。 

 

内海﨑会長：外国人や障害を持った方への施策は体系表上からは見えないので

すが、事業は予定されているのですか。 

 

事務局：外国人に対しては、国際交流という観点で、例えば市民が外国人と関

わることにより、男女共同参画の意識の違いを学ぶ事業については計画の中に

位置付けていますが、外国人に対して男女共同参画の視点からの取り組みにつ

いては位置付けを予定していません。 

 

内海﨑会長：他市町村では防災の視点で、外国人と障害者への男女共同参画の

取り組みを位置付けています。このあたりはもしかしたら必要かもしれません。 

 

渡部委員：四街道市国際交流協会が日本語教室を開催していまして、参加する

方が多いです。このような交流を行う協会を支援するという取り組みがあれば

外国人への取り組みがカバーできるのではないかと思います。 

 

事務局：国際交流協会と連携して、毎年度アメリカのリバモア市へ姉妹都市の

交流を行っています。リバモア市へ派遣するときに男性の家庭への関わりにつ

いて観察するように指導しておりまして、実際に男性の家庭への関わりが日本

とは大きく異なり、驚いて帰ってくる方が多いようです。このような取り組み

は引き続き行います。 

 

内海﨑会長：まちづくりの観点から、障害者や外国人への男女共同参画として

の防災体制の強化・充実や性犯罪の防止があると思います。このように考える

と、全般的に取り上げられると思いますがどうでしょうか。 

 

川村委員：今の議論について必要性はわかりますが、それを男女共同参画推進

計画に位置付ける場合、具体的にどのように明記されていくのかがはっきりし

ないと難しいと思います。何もかも男女共同参画に盛り込むことはできないと
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思います。外国人や障害者は地域における男女共同参画に含まれていると認識

することが大事なのではないでしょうか。 

 

内海﨑会長：他に何かありますか。先ほどの庁内の体制について、体系表上か

ら独立させるのか、ここについてはどうですか。体系図を変更する必要性があ

ると思いますので、本日決めた方がよいと思います。 

 

秋葉委員：私は独立させて、事業所の部分を増やすのが良いと思います。 

 

渡部委員：私もそう思います。 

 

川村委員：お話を伺って、私も独立させるのがよいと思います。 

 

内海﨑会長：ではそのようにお願いしたいと思います。事務局の説明でもその

イメージで作成しているということなので、それを見える形にしていただいて、

評価も受けていただくということにさせていただきます。他に何かありますか。 

 

櫛引副会長：課題４施策の方向（１）基本的施策①は「妊娠・出産・子育て期」

となっていますが、もっと前段からの支援も含まれるのではないでしょうか。

将来母となる可能性を持つという概念は「性差に配慮した」とは別の問題だと

思いますし、父親への支援もとても大事です。その辺りが欠落していると思い

まして、これを独立させるのは構わないのですが、もう１つ基本的施策を増や

して、性に着目しつつ、これから親になる可能性のある人たちも含めるなど、

ボリューム感を持たせた方が良いかなと思います。 

 

内海﨑会長：性差に配慮した健康支援には男性も入るのですが、妊娠・出産・

子育て期の母子の支援だと非常に狭くなっているということですね。 

 

松井委員：母子を家庭に置きかえるのはどうでしょうか。 

 

櫛引副会長：ここは多分、母子保健のイメージだと思うので、事務局は特化し

たいのではないでしょうか。それはそれで１つあって良いのですが、基本的施

策を追加するほど事業がないということでしょうか。 

 

事務局：事業が少ないのが現状です。事業の選定に当たって、その事業をどこ

まで男女共同参画の計画に位置付けて取り組むのかというところで、事務局と
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しては男女共同参画の視点が可能な限り明確に説明できるものを計画に入れて

いきたいというのがありまして、その観点から言いますと、健康の分野は非常

に幅広いのですが、明確に説明できるものをどれだけ組み込めるかというと非

常に限りがありまして、櫛引副会長からも話がありました、妊娠・出産・子育

て期よりも前の男性の方に対する施策については、事業としては次期計画でも

検討していますが、基本的施策の中では、男性の家庭参画に対応する意味合い

で課題３施策の方向（３）基本的施策①男性の家庭参画に関する相談・学習機

会等の提供に位置付けています。 

 

櫛引副会長：風疹の予防接種は女性が受けていても男性が受けていないために

今日いろいろな問題が起きているという例もあります。これはまさに健康から

の視点の男女共同参画になると思うのですね。将来という部分についての健康

的なアプローチというのもありまして、将来子供を産みたいと思ったときに産

めるための取り組みは、健康という観点から位置付けておくと良いかなと思い

ます。 

 

事務局：事業数が非常に限られているということもあって、まとめて課題４施

策の方向（１）基本的施策②性差に配慮した健康支援に各種啓発や相談活動を

事業として位置付ける予定です。 

 

内海﨑会長：この辺りは事務局で考えていただくことにしましょうか。男性の

問題や性教育に関しても、性差に配慮した健康支援に位置付けることが可能だ

と思いますが、事業数が限られているため、そこは事務局に工夫していただき

ましょう。他にありますか。 

 

渡邉委員：課題５施策の方向（２）基本的施策①セクシュアル・ハラスメント

の防止に向けた意識啓発の推進について、ハラスメントはいろいろパターンが

ありますが、なぜセクシュアル・ハラスメントだけなのでしょうか。 

 

松井委員：パワー・ハラスメントもセクシュアル・ハラスメントに含まれます。

対価型セクシュアル・ハラスメントと環境型セクシュアル・ハラスメントがあ

りまして、パワー・ハラスメントは対価型セクシュアル・ハラスメントに該当

すると思います。 

 

内海﨑会長：「等」を活用してはどうでしょうか。マタニティ・ハラスメントや

モラル・ハラスメントなどいろいろなハラスメントありますが、全部入れるこ
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ともできると思います。または、用語説明を活用してわかるように工夫してい

ただきたいと思います。 

 

事務局：次期計画を策定するに当たっての視点ですが、例えばパワー・ハラス

メントは男女共同参画との関係性について、どのように論じていけばよいので

しょうか。セクシュアル・ハラスメントやマタニティ・ハラスメントは事業と

して取り上げるかどうかは別として関連は有ると思いますが、現計画は１１１

事業ありまして、非常に事業が多いと考えています。また、事業は男女共同参

画と１００％関連している事業、男女共同参画との関わりが非常に大きい事業

に加え、そうでもない事業、例えば外国人との共生は男女共同参画の視点がな

いわけではないのですが、それまですべて含めて考えてしまうと総合計画のよ

うになってしまう懸念があります。つきましては、今回の新計画については、

男女共同参画のポイントを絞って推進をした方が良いのではないかという考え

があります。１１１事業についても統合と廃止、新規の取り組みについてもこ

の方針により検討していますので、次回お示しした時にもっと範囲を広げるべ

きとの審議がされた場合、根本的な方針が食い違ってしまいますので、このこ

とについては今ご意見をいただいた方が良いと思います。 

 

内海﨑会長：１１１事業を整理統合して男女共同参画の視点に立った推進をす

るという趣旨からすると、先ほどのハラスメントについても根拠が薄くなるの

で、セクシュアル・ハラスメントに特化していきたいというご趣旨ですね。 

 

秋葉委員：基本的施策までしか記載されていないため、その先がわからないと

思っていました。 

 

内海﨑会長：あくまでも骨子案ですから、事業案が出たら、また骨子案を確認

するというのも必要になると思います。 

 

事務局：事業については現行の計画を基本としていますので参考にしてくださ

い。 

 

内海﨑会長：これも確認なのですが、性犯罪に対する安全対策の推進なのです

が、犯罪に対しての対策なのですか。 

 

事務局：事業としては現行計画にもあるのですが、防犯灯・街路灯の増設、防

犯パトロールの強化や青少年育成センターによる有害掲示物を撤去する事業を
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登載する予定です。 

 

櫛引副会長：市レベルでは限界があると思いますが、メディアリテラシーにつ

いて、インターネットも含めて非常に情報が氾濫している中、それを正確に読

み解くことや発信する能力が求められているのではないでしょうか。その辺は

骨子案だと見当たりませんが意識されていますか。 

 

事務局：現行計画には登載していません。次期計画においても事業を検討して

いるところです。 

 

内海﨑会長：他に意見が無いようですので議題（３）その他に移ります。事務

局から何かございますか。 

 

事務局：本日審議していただきました第３次四街道市男女共同参画推進計画骨

子を基に、第３次四街道市男女共同参画推進計画の策定を引き続き進めてまい

ります。今後のスケジュールにつきましては、１２月上旪に第２回の開催を予

定しておりまして、会議では「第３次四街道市男女共同参画推進計画の素案」

をお示しさせていただく予定でございます。その後、１月中旪から下旪にかけ

て、第３回と第４回を開催し、「計画の諮問、答申」と進めてまいりたいと考え

ております。なお、「２４年度事業評価」につきましては、第２回に評価結果を

報告させていただき、第３回にご意見をいただきたいと考えておりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

――閉会―― 

 

内海﨑会長：他にご意見はありませんか。ないようでしたら、これをもちまし

て四街道市男女共同参画審議会を終了します。皆様お疲れ様でした。  

 

（以上） 

 

 


