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平成２５年度 第２回四街道市男女共同参画審議会会議録（概要） 

 

 日時  平成２６年 １月１３日（月）午前１０時００分～１２時１５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 櫛引会長代理 渡邉委員 渡部委員 有川委員 

       押田委員  髙橋委員  松本委員 山﨑委員 秋葉委員 

       川村委員  羽田委員  松井委員 

 欠席者   成田委員  吉川委員   

 事務局出席者  岡田経営企画部長 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 市長あいさつ 

４ 諮問 

５ 議  題 

(１)第３次四街道市男女共同参画推進計画（案）について 

(２)第２次四街道市男女共同参画推進計画の進捗状況と平成２４年度事業評価

について 

(３)その他 

６ 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２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１３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：おはようございます。本年新しい年を迎えまして、審議会もそれ

ぞれたくさんの課題を抱えております。本日は忌憚のないご意見を頂きたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。 
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 ――市長あいさつ―― 

事務局：ありがとうございました。次に、佐渡市長よりごあいさつを申し上げ

ます。市長、よろしくお願いいたします。 

 

佐渡市長：明けましておめでとうございます。本日は、大変お忙しい中、委員

の皆様におかれましては、平成２５年度第２回四街道市男女共同参画審議会に

ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。また、本市における男女

共同参画行政の推進に当たりまして、内海﨑会長をはじめ各委員の皆様に多大

なるご理解とご協力をいただいておりますことに対しまして厚くお礼を申し上

げる次第でございます。さて、男女共同参画社会基本法では、「男女が、互いに

その人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能

力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現」を緊要な課題と捉

え、その実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付けてい

るところでございまして、本市におきましても、これまで、男女共同参画社会

の実現に向け、さまざまな取組を計画的に推進し、着実な進展を図ってきたと

ころでございます。しかしながら、固定的性別役割分担意識の解消やワーク・

ライフ・バランスの実現など主要な課題について、一層の推進が求められる一

方、少子高齢化の進行や防災意識の高まり、配偶者等からの暴力の防止と被害

者への的確な対応に対する社会的要請の増大など、社会情勢の変化に伴う新た

な課題が生じているところでございます。このような状況を踏まえまして、本

市は平成２５年度までを計画期間として推進しております「第２次四街道市男

女共同参画推進計画」の施策を継承、発展させながら、さらなる男女共同参画

の推進を図るため、「第３次四街道市男女共同参画推進計画」を策定することと

したところでございます。本審議会におかれましても、これまで、本市の現状

や課題、第３次計画骨子案についてご審議いただいてまいったところでござい

ます。そして、委員の皆様からいただきました、様々なご意見を踏まえながら

取りまとめました、第３次四街道市男女共同参画推進計画（案）につきまして、

本日諮問させていただくこととなりました。委員の皆様におかれましては、男

女共同参画社会の実現に向けた本市における重要な指針となるこの計画案につ

きまして、ご審議いただき、皆様のご意見を、答申として賜りますようお願い

申し上げまして簡単ではございますが私からのごあいさつとさせていただきま

す。 

本日はご審議よろしくお願いいたします。 

 

 



3 

 

 

――諮問―― 

事務局：続きまして、四街道市男女共同参画審議会条例第２条に基づきまして、

佐渡市長より第３次四街道市男女共同参画推進計画（案）について諮問させて

いただきます。内海﨑会長、佐渡市長におかれましては大変申し訳ございませ

んが、お席の後ろに移動くださいますようお願いいたします。 

 

市長：～諮問文を読み上げ、会長に手渡す。～ 

 

事務局：ありがとうございました。内海﨑会長はご着席ください。なお、佐渡

市長はこの後、別の公務のため、大変恐縮ではございますがここで退席させて

いただきますことをご了承ください。 

 

 ――議事―― 

事務局：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、会議録における発言者名については前回同様、明記するも

の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。

松井委員と渡部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～ 

 

松井委員、渡部委員：～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～ 
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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）第３

次四街道市男女共同参画推進計画（案）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：ただ今、事務局より説明のありました男女共同参画推進計画（案）

に対し、委員の皆様にご意見、ご質問等を伺い、それらを踏まえて答申として

まとめていきたいと思います。まずはご質問ありますでしょうか。 

 

櫛引会長代理：指標における目標値の設定について、議題１資料１の４９ペー

ジ、1番目の「社会全体の中で男女の地位は平等であると思う人の割合」では国

の調査結果を基にして設定したというご説明でしたが、四街道市の市民意識調

査の結果ではなく、国の数値を参考としたのはどのような意図からでしょうか。 

 

事務局：この指標についての四街道市の市民意識調査では、国の調査と比べ、

低い結果であったため、国の数値を基準に目標値を設定することといたしまし

た。国の数値は平成２４年度の調査によるものであることから、これに一定程

度、数値を割増しした上で、５年後の H２９年度、８年後の H３２年度の目標

値を設定したところです。 

 

櫛引会長代理：課題３の「ワーク・ライフ・バランスの内容を知っている人の

割合」について、現況値が１９．３％に対し、平成２９年が２０．０％、平成

３２年が２１．０％となっていますが、これは、どのような設定方法なのでし

ょうか。 

 

事務局：本指標につきましては国の調査項目がなく、基準となる数値がないこ

とから、四街道市の市民意識調査の結果を基にして目標値を設定しています。 

 

秋葉委員：議題１資料１の５２ページの推移確認データですが、平成２４年度

末の数値は載っていますが、現行計画からどのくらい変化したのでしょうか。 

 

 

事務局：議題２資料３に現行計画における計画期間中の推移確認データが記載

されています。 
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川村委員：議題１資料１の７ページ、「男女の生涯を通じた健康づくりの支援」

についての取り組みの５４番に「性差医療」という単語があります。「性差医療」

という言葉を初めて目にしまして、一般的に使われている単語なのか疑問です

が、具体的にはどのような意味でしょうか。 

 

事務局：議題１資料１の３４ページをご覧ください。こちらに性差医療に関す

る用語解説を掲載しております。 

 

内海﨑会長：それでは、計画案についての皆様のご意見を伺いたいと思います。

まずは全体を通してご意見はありますでしょうか。特に、先ほど事務局からお

話がありました、「めざす社会のすがた」について、「あなたらしく、わたしら

しく、男女ともに活躍できる社会」と、現行計画から見直しがなされておりま

す。この「めざす社会のすがた」に関しては基本的なところですので、皆様の

意見をしっかりと反映させていきたいと思います。まず、現行計画から大きく

見直しがなされていることについてご質問はありますか。 

 

川村委員：今回の表記に変更としたことについて、その考え方を再度伺います。 

 

事務局：現行計画につきましては、男女共同参画社会基本法の前文に位置付け

られている内容を引用しています。事務局といたしましても、現行計画の「め

ざす社会のすがた」は、まさに法の理念を表現したものでございますので、そ

の趣旨を大きく変えるのは適当でないと認識しております。その一方で、わか

りづらいというご指摘もいただいておりますことから、現行の「めざす社会の

すがた」をわかりやすくという観点から見直ししたところです。具体的には、「だ

れもが個人として尊重され」を「あなたらしく、わたしらしく」、「個性を発揮

できる」を「活躍できる」としました。また、「男女」という表現ですが、こち

らにつきましては「男女」という装飾をすることにより、男女共同参画との関

連性を明確にしました。以上のことから、今回の「めざす社会のすがた」とさ

せていただいたところです。 

 

内海﨑会長：この表記について、ご意見はありますか。 

 

川村委員：これを読みまして、「あなたらしく、わたしらしく」という表現が、

はっきりと男女共同参画に結びつかないと感じました。「あなたらしく、わたし

らしく」というのは、全体の目標というより、個人の生き方に対してつながる

ようなイメージであると思います。事務局のご説明を聞いて、もっと四街道市
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らしいイメージが表現できればよいけれども、それが見つからないのであれば、

現行計画の「めざす社会のすがた」の方が目標をはっきりと表せると思います。 

 

秋葉委員：生き方の問題が基盤になると思いますので、「男女」という表記も出

てきますし、人生の根本的な考え方も表現されていて、事務局案の方が通じる

ものがありました。「めざす社会のすがた」というと、それを目指すために非常

に暗い道筋という印象を受けたのですが「あなたらしく、わたしらしく、活躍

できる」という表現に肩の荷が下りたような感じがしてよいと思いました。 

 

羽田委員：「男女共同参画社会」という言葉にはなじみがなく、それに対して「あ

なたらしく、わたしらしく、男女ともに活躍できる社会」は、これが「男女共

同参画社会」をすべて満たしているわけではないですが、一般的にわかりやす

い表現ではないかと思います。 

 

渡部委員：事務局案に賛成です。いろいろな方がいる中で、「あなたらしく、わ

たしらしく」というような一定の枠にはめない、それぞれ個性を発揮できる社

会であり、その上で男女が活躍できるのだという趣旨が活かされていると思い

ます。 

 

松井委員：平成１１年に施行された男女共同参画社会基本法は、立法当初はそ

の当時においては問題なかったと思うのですが、既に１５年経ているならば、

当時の理念というのは社会にある程度浸透していると思います。このことを踏

まえると、少しソフトランディングをしてわかりやすく表現した方がよいと思

いますので、今回の「めざす社会のすがた」は非常によいと思います。 

 

有川委員：今まで男女共同参画社会は難しい言葉だと思っていましたが、「あな

たらしく、わたしらしく」と出たときに、福祉的なイメージを思いついたので

すが、後半に「男女ともに」とあるため、男女共同参画を表していて、とても

身近であり、高齢化社会となり男女ともに長生きする時代であることから、こ

のぐらいわかりやすくした方が超高齢化社会に向かう社会においては大勢の方

が男女共同参画を対象と思ってくれるのではないでしょうか。 

 

櫛引会長代理：私は、「めざす社会のすがた」は１世紀に渡り確立していく大掛

かりなものである中で、四街道市がこれまで法に基づく計画としてきた「めざ

す社会のすがた」の基本は不変であることを踏襲すべきではないかと思います。

ただし、皆さんのご意見のように、わかりにくさはあるかもしれません。しか
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し、男女共同参画基本法の制定から十数年経って、本当に理念が浸透している

のか、市民の方がわかっていらっしゃるかというと、男女共同参画という言葉

もまだまだ浸透しきっていないところで、方向性は揺るがない形で定めつつ、

サブタイトルとして、「私たちはこのようにイメージしている」ということを掲

げることはよいと思います。もうひとつ気になったのが、「らしさ」が本当の意

味での男女共同参画を表現できているかというと、渡部委員から枠にはめない

表現ができるという意味でよいと思いますが、少し違うかなと。もうひとつは

「活躍できる」です。「できる」だからよいですが、「活躍しなければいけない」

という押し付け的なイメージが表現される気がします。もっとフラットで良く

て、当たり前の状況を皆様が作ることができれば、それが「男女共同参画社会」

なのではないかと思います。人権が尊重されるという意味では大前提なのです

けども、あまり押しつけないような形で表現していかないと、事務局は男女共

同参画の理念から趣旨を踏襲したとおっしゃっていましたが、みんなが一斉に

とにかく働いて、家庭でも夫婦が均等にと、そうではなくて、それぞれでよい

ということを表現し、押しつけ的なイメージを出さない方が理解していただけ

るのかなと思います。これらの観点から、現行の「めざす社会のすがた」を踏

襲していただいた方がよいのかなと思います。 

 

髙橋委員：私も今回の「めざす社会のすがた」を見たときに「活躍」という表

現にものすごく違和感がありました。今おっしゃったように、活躍しないとい

けないのではないか、普通に生活している人はどうなのか、と感じる表現だと

思いました。ですから、「あなたらしく、わたしらしく」はよいと思いますが、

「活躍」は引っかかりました。 

 

秋葉委員：「活躍」は、「いきいきと生きる」という意味でよいと思います。そ

のように捉えていました。 

 

川村委員：私は皆様と違うと感じましたけど、「あなたらしく、わたしらしく」

というのが、とても固定的であり、男女共同参画計画を掲げる計画の言葉とし

ては後退している表現に感じました。皆様と感じ方が違うと思いましたけど、

このように感じる方はいらっしゃるかなと思います。 

 

内海﨑会長：いろいろなご意見があってよいわけですし、感じ方だから難しい

ですね。 

 

松本委員：私はこの表現に違和感ないですね。 
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山﨑委員：現行計画の「めざす社会のすがた」はそこまで固い印象は受けませ

んでした。私はＰＴＡ連絡協議会会長として出席させていただいております。

ＰＴＡでは３年前から、毎年テーマを決めようということで、初年度は「連携」

というテーマでいろいろな行事を進めておりました。２年目になったときに変

更しようという意見があったのですが、毎年変えられるような軽い内容ではな

いということで、当分の間「連携」を続けていくことになりまして、３年目も

「連携」を掲げています。今回の提案も悪くはないと思うのですが、男女共同

参画としては、少しぼやけてしまうのかなと思います。「あなたらしく、わたし

らしく」という表現はよいのですが、障がい者やいじめなどに対するイメージ

が強く、男性の個性、女性の個性を活かそうという男女共同参画の趣旨が少し

曖昧になってしまうと思います。 

 

押田委員：最初に目にしたときは語呂が良くてわかりやすいと思ったのですが、

自分自身の生活を考えたときに、「わたしらしさ」は何かと思いまして、学校現

場や家庭でも、個人としてより「男らしく」や「女らしく」などにならないだ

ろうか、今はその言葉で悩んでいる子どもたちも多いので、「～らしく」という

表現は危ないかなと感じてきました。現行の表現は難しく、長いと思いますが、

意味が広がらずに伝わるように工夫するのがよいかなと思います。 

 

内海﨑会長：ちょうど半々くらいの賛否ですね。私の意見ですが、「あなたらし

く、わたしらしく」という表現は、よく教育現場で、子供たちの個性を尊重す

るときに、「男らしさ」、「女らしさ」から離れて使う場合もありますので、使い

方によると思います。とりわけ、道徳教育では「みんな違って、みんないいん

だよ」という表記の中で、生き方を示すようなときに教育現場で用いられ、子

どもたちを長い時間をかけて育てていくという中では大事な考えですが、今回

の「めざす社会のすがた」はこれを見て何を考えていただけるかということで、

人によって感じ方のばらつきが生じるのはなるべく避けた方がよいと思います。

また、「男女」という表記ですが、確かに基本法や国の基本計画には「男女」と

いう表記がたくさん出てきます。しかし、今は「男女」という性別をどのよう

に捉えるか、問題が出てきております。例えば、性同一性障害や、性分化疾患

の問題があります。最近のことですが、マイノリティと呼ばれる方々のさまざ

まな活動が出てきて、性別を問いなおす動きが少しずつ始まった時期であると

思われます。そうなると、「性別にかかわらず」という表記であれば、「男女」

という性別ではなく、それぞれの持って生まれた、例えば性同一性障害は、身

体は男性だが、気持ちは女性として扱ってほしいという性別に対する配慮にも
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広い意味では入ります。もう１つ、「活躍できる」より、「いきいきと生きてい

ける」の方が、事務局が持っている趣旨がはっきりすると思います。この審議

会だけでこれだけ分かれましたので、パブリックコメントでは多くのご質問が

寄せられる可能性があるということです。そのとき、私たちがある程度、統一

見解を持っていたほうがよいという印象があります。 

 

櫛引会長代理：会長からお話がありましたけれども、市民の方々にとってわか

りやすいというのは重要な要素ですが、その市民の方々が、この表現を見たと

きに、全く違った観点から捉えられてしまうのは、「めざす社会のすがた」とし

てはふさわしくないと思いますので、誤解を招かない表現に統一した方がよい

と、お話をうかがって思いました。この審議会で分かれるぐらいですから、も

っとばらつきが出ることが想定されますので、皆様にとって揺るがない男女共

同参画社会というのを、ここでまとめておく必要があると思います。 

 

内海﨑会長：平成３３年度までと長い計画に耐える表現にしなければならない

ので、審議会の委員も変わり、若い方や、障がいをお持ちの方、ご高齢の方で

すとか、いろいろな方が入っていらしたときに、認識が異ならないことが重要

です。ただ、事務局のわかりやすさを求めた表現を少し工夫して、先ほど会長

代理がお話されたように、現行計画の「めざす社会のすがた」にサブタイトル

を付ける表記をすることで、「この表現はこのような意味です」とするのもよい

と思います。 

 

秋葉委員：第３次計画が終了する平成３３年度には、会長がおっしゃったよう

に「男女」ではなく、「性別にかかわらず」になるのではないかと思いました。

性別にかかわらない共同参画の方がぴんと来ますね。 

 

川村委員：今の議論を通じて、「性別にかかわらず」という表現がとても考えら

れていると感じました。この表現は大事にしていきたいと感じたので、「めざす

社会のすがた」としては固いかもしれませんが、現行計画の方がよいのではと

思いました。「あなたらしく、わたしらしく」というのは「男らしく」、「女らし

く」、「主婦らしく」、「老人らしく」などに通じる気がして、私自身はそれが「め

ざす社会のすがた」とは思わないため、サブタイトル形式を採用としても、「～

らしく」は良くないと思います。 

 

秋葉委員：私は「～らしく」を「人間として」と捉えたので、良かったと思い

ました。 
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川村委員：「私らしく」と、常にそのように生きていきたいと思いますけど、公

から求められたくはないです。 

 

渡部委員：これだけいろいろな方々が住んでいる社会で「あなたらしく」と言

われると、無理に定義を付けず、いろいろな解釈ができる目標の方が多面的に

取り組めます。しかし、「活躍できる」は他の委員の方々がおっしゃるとおりで、

また、「男女」を区別する必要があるのかという問題はあります。いろいろな意

見を聴くと、「男女」という表記をするのは「めざす社会のすがた」としてはよ

ろしくないという気がしてきました。 

 

櫛引会長代理：川村委員がおっしゃったように、私も「～らしさ」はいろいろ

な捉え方をされてしまう可能性があるため、本来発信したい表現とは異なる、

誤解を招く使用は避けた方がよいと思います。「～らしさ」自体が差別を図るの

ではないかと懸念されます。先ほど押田委員からも、この表現ゆえに生きにく

さに悩んでしまう子どもがいるとするならば、市が表現するのは相応しくない

と思います。素直に「自分らしく」と考えていただければすごくよいと思いま

すが、今のようないろいろな要素が絡んでしまう中で、ストレートに表現した

ときに、危うさを感じてしまいます。 

 

内海﨑会長：「～らしさ」、「活躍できる」という表現をどうするかになりますが、

まずは第３次計画の「めざす社会のすがた」を「あなたらしく、わたしらしく、

男女ともに活躍できる社会」にすることに関していかがですか。 

 

有川委員：「性別にかかわらず」を取り、「だれもが個人として尊重され、個性

を発揮できる社会をめざして」でどうでしょうか。「性別にかかわらず」がある

と難しく感じますが、「だれもが～」からであれば、身近に感じてくると思いま

す。 

 

川村委員：私は現行計画のとおりでよいと思います。身近に親しみを感じる表

現でなくても、どのような意味だろうと考える契機になる表現であってよいと

思います。「性別にかかわらず」がなければ、審議会が目標としているものとは

離れてしまうのではないでしょうか。 

 

内海﨑会長：難しいですね。この数名の委員さんの中でこれだけ議論が出てい

ます。 
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渡部委員：初心に帰って、事務局がこのテーマを変えた理由をもう一度説明を

お願いします。 

 

事務局：現行の「めざす社会のすがた」については、長く、難しいため、わか

りやすい表現に変更するのがよいのではという意見が市民、当審議会の前身で

ある男女共同参画推進協議会、市内部においてもありました。このため、現行

計画の「めざす社会のすがた」は男女共同参画基本法の前文から引用されてい

ることを踏まえ、趣旨を変えずに、どなたにもわかりやすい表現を目指して作

成し、提案させていただいたところです。また、先ほどご意見がありました副

題を付す案も考えましたが、今回提案いたしました「めざす社会のすがた」は、

市内部でいくつもの案を検討した結果であり、それが賛否両論あるとすると、

現行計画の副題として、またはその逆として位置付けることは難しいと思いま

す。市といたしましては、今回の議論を踏まえると、現行の「めざす社会のす

がた」は達成されたわけではないので、これを踏襲することがよいのではと考

えます。 

 

内海﨑会長：いかがでしょうか。それでは、時間もずいぶん経ってまいりまし

たので、方向性を考えたいと思います。わかりやすいというのは非常に大事な

視点だと思います。ですが、わかりやすいというのは一方で誤解を招きやすい

ということでもあります。わかりやすい表現をすると、言葉本来が持っている

内容を伝えきれず、人それぞれによって解釈が異なってしまう。定義付けられ

た言葉を使用することが、大事だと思います。現行計画の「めざす社会のすが

た」は基本法の前文、あるいは「２１世紀の男女共同参画社会とは」を国でも

議論を経て、ようやく生まれた表記です。国のレベルでさまざまな議論があり、

これが最低限誤解を受けずに男女共同参画を実現する社会の姿として描き出し

たものだと考えます。この社会が男女共同参画推進計画で実現できたのかとい

いますと、なかなか難しい点があると思いますので、引き続き推進するのがよ

いと思います。わかりやすさを市民レベルで考えたときに、また表現について

は今回の議論を踏まえて考えていただく必要があると思いますが、皆様に親し

まれやすいようなものは、サブタイトルなどで示し、社会としては引き締まっ

た表現を用いるというのはいかがでしょうか。 

 

松井委員：先ほど事務局からサブタイトル形式も考えた上での現行を踏襲する

意向を汲み取ってもよいのではないでしょうか。 
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内海﨑会長：わかりやすさという点で、せっかく事務局が考えてくださった中

で、もう少しわかりやすさが伝わるのであれば、現行計画の「めざす社会のす

がた」の下にわかりやすいサブタイトルを付けてもよいのではないかというご

提案です。サブタイトル無しでもよいと思います。 

 

事務局：サブタイトルでよりわかりやすい表現をということなのですが、今回

の「めざす社会のすがた」はまさにわかりやすいという観点で検討し、提案さ

せていただいたところです。新たにサブタイトルを検討するということは、わ

かりやすい「めざす社会のすがた」を新たに検討することとほぼ同義になりま

す。また、サブタイトルを付すことにより、かえって現行計画の「めざす社会

のすがた」の趣旨を違えてしまう可能性もあるため、現行計画の「めざす社会

のすがた」ということであれば、このまま踏襲することがよいのではないかと

考えます。 

 

内海﨑会長：それでは、今の議論というのはとても大事な意見ではありますが、

現行計画の「めざす社会のすがた」が達成されていないこと、国の基本計画に

即したものであることから現行計画を踏襲するかたちで本審議会としては採用

させていただきます。 

 

委員：～了承～ 

 

内海﨑会長：それでは、次に計画の中身についてですが、ご意見はありますで

しょうか。 

 

秋葉委員：５２ページの推移確認データに掲載されている、自治会長が女性１

人であることや、子ども会育成会長は女性が多いといった性別の偏りが長い間

変わらない風土について、女性や男性の委員数を一定数にしなければならない

ようなペナルティを与えることはできるのでしょうか。 

 

事務局：自治会長や各団体の会長は、皆様の自発的な行為として就任していた

だいておりますので、任意の団体の自主性に基づいた活動に対し、行政が強制

することはできません。あくまでもこういった状況になっておりますというこ

とをお示しして、男女共同参画の趣旨を地道に働きかけていく。これが現状で

す。自治会やシニアクラブ等へは、議題１資料１の２１ページ、取り組みＮｏ．

２９や３０において働きかけを行わせていただきます。ペナルティについては、

例えば補助金等の削減というような話になるのかもしれませんが、それは趣旨
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が違いますので、難しいと思います。 

 

櫛引会長代理：自治会などとは異なりますが、直接的ではなくとも入札参加資

格制度など、インセンティブを与えることで男女共同参画を推進していくこと

はできるかもしれません。私からは先ほど質問させていただきましたが、「ワー

ク・ライフ・バランスの内容を知っている人の割合」について、知る、知らな

いというのは市がアクションを起こせば確実に上がっていくものと考えると、

いろいろな要素が総合的に関連する「社会全体の中で男女の地位は平等である

と思う人の割合」と同じ設定方法とすることは妥当でなく、もう少し目標値を

上げるべきであると思います。また、究極を目指すという意味でいうと、「審議

会等委員に占める女性の割合」、「女性委員ゼロの審議会等の割合」についても、

８年後は確実に０にしていくという積極的な目標を掲げるのはどうでしょうか。

これらについても市の取り組み次第だと思います。これらと同じような考え方

で、議題１資料１の９ページ「市職員の仕事と生活の両立の促進」についても、

職員は確かに促し進められる立場ですが、これを行うのは市ですから、あくま

でも市職員に対して市が「推進」するべきだと思います。計画の表現は、市が

主体となって進めるものについては「推進」を使うべきだと思います。企業や

市民の方には促進を使う区別が必要だと思いますので、ここは推進でいかがで

しょうか。もうひとつ、４３ページの推進体制の図ついて、「市民・市内事業所・

団体等との連携・協働」が市の下に描かれているため、いろいろな主体が横並

びで男女共同参画を推進することから、ここは市の横側に配置するべきだと思

います。「国・県・他市町村」は表現が難しいですが、真上にするよりは、斜め

上にするなど、中央集権的なイメージではなく、工夫していただき、取り組む

姿勢をはっきり伝えていただければと思います。 

 

内海﨑会長：私もワーク・ライフ・バランスの件については、まず知っていた

だくことが重要だと思いますので、もう少し頑張っていただけたらよいと思い

ます。もう少し設定方法を工夫しながら目標を上げる検討をしていただければ

よいかなと思います。 

 

 

事務局：「ワーク・ライフ・バランスの内容を知っている人の割合」の基準値で

ある１９．３％というのは、平成２４年度男女共同参画市民意識調査の「言葉

も内容も知っている」を根拠として設定しています。他団体の目標値を参照す

ると、「言葉を聞いたことはあるが、内容までは知らない」を含めて目標値を設

定しているところが多いところです。四街道市の場合ですと、「言葉を聞いたこ
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とはあるが、内容までは知らない」は３５．７％で、合計すると５０％を超え

る認知率となります。今回のご意見というのは、言葉だけの認知なのか、内容

まで理解してもらった上での目標値の設定かで数値が大きく変わってくると思

うのですが、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。 

 

櫛引会長代理：ここはワーク・ライフ・バランスに関する施策の上位指標とい

うイメージであることから、内容理解を求めていくという位置付けになると捉

えています。それでも、言葉を啓発していくことで、内容についても啓発する

ことができますので、もっと目標値を高く設定し、国も重点的に推進すること

から、市も国の施策とともに推進するのがよいでしょう。 

 

内海﨑会長：市の意気込みを示すというのであれば、言葉について５０％を超

える認知度があるならば、もう少し高めに目標を設定していただいてもよいと

思います。２つめの会長代理のご指摘である「促進」から「推進」についても、

協力に推進しましょうということで努力なさっていただいて、まずは市役所の

中から推進をしていただければと思います。それから、３つめの推進体制の図

ですけれども、確かに「市民・市内事業所・団体等との連携・協働」は市と協

力体制にあるということで横に配置し、「国・県・他市町村」についても真上で

はなくて、斜めに配置するなど、配置を検討していただくことでよいでしょう

か。 

 

川村委員：課題１資料１の５２ページ、小学校・中学校の「校長・教頭・主任」

を指標にした場合、問題はあるのでしょうか。 

 

事務局：学校関係は教育委員会が所管しているため、教員の任命権者は県であ

ることから、指標とすることは難しいと考えておりますが、市の教育委員会を

通じて校長や学校に対して働きかけを行う施策は現行計画から引き続き実施し

ます。 

 

内海﨑会長：指標とすることは難しいですが、推移確認データを載せるだけで

もデータが見られるようにすることによる効果があると思います。 

 

櫛引会長代理：川村委員の意見を受けるなら、教務主任、研究主任は現場で採

用できるとするならば、指標することはできると思いますが、校長、教頭も含

めてセットで考えるというのであれば難しいでしょう。 

 



15 

 

 

川村委員：小学校の教務主任、研究主任をみると、もしかしたら女性は教務主

任よりも研究主任という、女性のキャリアコースがあるかもしれないと感じま

した。しかし、県に権限があるとすると対応は難しいと思います。  

 

内海﨑会長：主任に関しては各学校現場が校務分掌を作成し、それに基づいて

決めています。校務分掌は性別の平等など、男女共同参画についてしっかりと

作成されているなかで、このような結果が出ていますので、数値が確認できる

だけでも男女共同参画の上では取り組みとして評価できると思います。 

 

有川委員：議題１資料１の２１ページ、取り組みＮ０．３１に関連することで、

四街道市はボランティアが多いと感じますが、ボランティア団体などの男女比

や代表者の性別を見てみたいと思います。他市町村の研修に参加したときなど、

他団体の委員長が、四街道市と性別が異なる場合もあり、どうなっているか知

りたいと思うのですが、載せることはできないのでしょうか。 

 

事務局：現在把握している団体だけでも膨大な数になること、運営状況等も変

わることもあるため、その動向をどこまで把握できるのかというのが大きな課

題です。どのように把握して、男女共同参画に反映させていくかというのは、

計画を進めていく中で検討していきたいと思います。 

 

内海﨑会長：文京区では、区役所に届けているボランティア団体やＮＰＯなど

の会長職や会員の男女比率を一覧表として作成しています。必ずしも区が働き

かけをできるわけではないのですが、男女共同参画推進に向けた意識を作る上

で効果的だと思います。身近なところで活動されている方々の情報を入れてお

くというのは大事だと思いますので、参考にしてください。 

 

有川委員：例えば民生委員の方々は、高齢化の影響と思うのですが、今までは

女性が多かったと思うのですけど、最近は男性も増えてきまして、ＮＰＯ、ボ

ランティア関係なく、知りたいと思いました。 

 

秋葉委員：私も賛成です。男女共同参画は意識の問題なので、いろいろな情報

が目に見えて分かる方が意識改革につながると思うので、一目瞭然でわかるよ

うにして、意識改革の力を惜しみなくしていただきたいと思います。 

 

山﨑委員：議題１資料１、１９ページの女性消防団員数はなぜ比率ではなく実
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数なのですか。 

 

事務局：印旛管内においても、女性消防団員はまだまだ少なく、佐倉市と印西

市が１７、８名いますが、四街道市では８名となります。比率により把握する

と、非常に数値が小さくなってしまうため、市としても、まずは１０人を目標

として、１０人を達成した段階で、もう少し上の目標値を設定していきたいと

考えています。 

 

山﨑委員：１０年スパンの割には少ないのではないでしょうか。条例定数が３

５４名、現状で２８０名弱ですから、このような数値から比率による設定はど

うでしょうか。 

 

事務局：現状では、男性分団員と女性分団員とにおいて、それぞれ役割を分け

ていることから、男性の消防団員を含めた割合ではなく、女性分団員に焦点を

当て、人数を目標値として設定させていただいたところです。 

 

内海﨑会長：それでは私から何点か気付いたことですが、議題１資料１の１９

ページ、取り組みＮｏ．１３「女性委員登用に向けたポジティブ・アクション

の推進」について、委員の方への保育サービスについてお考えいただきたいこ

と。９ページ、「市職員を対象としたセクシュアル・ハラスメント対策の推進」

について、「セクシュアル・ハラスメント」を８ページの「セクシュアル・ハラ

スメント等」の表記と統一した方がよいこと、８ページのＤＶ防止計画「③Ｄ

Ｖ被害者保護及び生活再建支援の充実」の取り組みＮｏ．６７に子どもに対す

る支援を位置付けること、これらを検討いただきたいと思います。最後に４ペ

ージの取り組みＮｏ．９の「保育所等」の「等」は幼稚園を想定していると思

うのですが、幼稚園の場合、私立幼稚園が多いこともありまして、取り組みが

抜け落ちることもあります。幼稚園が含まれるのであれば、保育士及び幼稚園

教諭の研修について、私立幼稚園協会に働きかけてしっかり取り組んでいただ

かないと、絵に描いた餅になると思うので、具体的に施策に盛り込んでいただ

きたいと思います。 

それでは、時間の都合もありますので、いったんここで打ち切らせていただ

いて、他にご意見がある場合は、事務局に連絡をお願いします。次回の開催は

１月２６日を予定していますので、いつぐらいまでに連絡をすればよろしいで

しょうか。 

 

事務局：１月１６日くらいまでにご意見がありましたら、連絡をお願いします。 
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内海﨑会長：意見につきましては、事務局が取りまとめ、私と会長代理に報告

いただいて内容を検証したいと思います。 

 

委員：～了承～ 

 

内海﨑会長：時間の都合により、議題（２）につきましては、事務局からの説

明のみとしまして、次回審議会においてご意見を伺うということでよろしいで

しょうか。 

 

委員：～了承～ 

 

内海﨑会長：それでは、議題（２）第２次四街道市男女共同参画推進計画の進

捗状況と平成２４年度事業評価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：時間の都合上、本日はここまでとしまして、次回の審議会にて、

ご意見を伺いたいと思います。 

次に、議題（３）その他についてですが、事務局から何かありますか。 

 

 

事務局：「第３次四街道市男女共同参画推進計画」につきましては、いただきま

したご意見を取りまとめ、答申案を作成し、次回の審議会にて、ご提示させて

いただきます。今後のスケジュールでございますが、１月２６日（日曜）１０

時から第３回審議会を開催し、答申をいただきたいと考えております。その後、

パブリックコメントを実施する予定でございます。 

また、「２４年度事業評価」につきましては、今回の審議会では時間の都合によ

り、ご意見をいただくことができませんでしたので、次回第３回審議会におい

て、ご意見をいただきたいと思います。いただきましたご意見は、意見案とし

て取りまとめをしまして、第４回審議会においてご提示させていただきたいと

考えております。なお、第４回審議会については、２月上旬を予定しておりま

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
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て四街道市男女共同参画審議会を終了します。長時間にわたり、お疲れ様でし

た。 

 

（以上） 

 

 

 

 


