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平成２５年度 第３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２６日（日）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 櫛引会長代理 渡邉委員 渡部委員 有川委員 

髙橋委員  山﨑委員 秋葉委員 川村委員  羽田委員 

松井委員 

 欠席者   押田委員 成田委員 松本委員 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 議  題  １ 

(１)第３次四街道市男女共同参画推進計画の答申について 

４ 答  申 

５ 副市長あいさつ 

６ 議  題  ２ 

(１)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 

(２)その他 

７ 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３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：おはようございます。ここ２日間、とても暖かくて過ごしやすい

ですが、今日あたりから寒くなるとのことですね。ちょうど２週間前くらいに
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なると思いますが、第３次四街道市男女共同参画推進計画に対して、いろいろ

なご議論をいただきました。事務局より計画案が示されておりますけれども、

今日は答申を迎えまして、最終的な詰めとなります。非常に厳しい日程の中で

委員の皆様にはご心労をおかけしていると思いますが、計画に関しては今日が

最後の議論になりますので、忌憚のないご意見を頂ければと思います。 

 

 ――議題１―― 

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。

渡邉委員と有川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～ 

 

渡邉委員、有川委員：～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１の（１）第

３次四街道市男女共同参画推進計画の答申について、事務局より説明をお願い

します。 

 

事務局：内容説明 
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内海﨑会長：ありがとうございました。それでは、事務局から説明がありまし

た答申案につきまして、委員の皆様からご意見、ご質問をいただきたいと思い

ます。まず、全体に関してご意見はありますでしょうか。特にございませんか。 

それでは、第３次四街道市男女共同参画推進計画に関する意見・要望対応表の

２番目、審議会終了後に『「めざす社会のすがた」について、現行計画を踏襲す

ることに疑問を感じるところである。次回の審議会において、再度委員の皆様

のご意見を伺いたい。」』とのご意見が出され、対案の提案も示されてのご意見

もございますが、「めざす社会のすがた」については前回、現行計画の「めざす

社会のすがた」を踏襲することでまとまりましたが、このような意見について、

いかがでしょうか。 

 

羽田委員：他市の文言を拝見しますと、四街道市の文言は少し違う感じがあり

まして、現行計画を踏襲するとのことでしたが、覚えづらいというか、ひとこ

とで頭に入れようとすると「性別にかかわらず」というのは入りづらいと思い

ました。具体的な案は思い浮かばないのですが、もう少しシンプルにした方が

よいのではないでしょうか。 

 

内海﨑会長：同じようなご意見でも、別のご意見でもよろしいですけど、他に

はありますか。本日が答申となりますので、具体的な提案を頂ければと思いま

す。 

 

川村委員：前回の会議において決定したので、それを覆すとしたら具体的な案

を出していただかないと、議論が進まないし、もしどうしても問題があるのな

らば、次期計画以降に考えていくことにしたらどうでしょうか。 

 

内海﨑会長：この議論は議事録にきちんと残しておいて、今後の審議会におい

て「めざす社会のすがた」をご議論いただきたいということも考えられます。

具体的な提案がないと難しいのかもしれませんね。他の委員の方は前回同様で

ということでよろしいですか。 

 

櫛引会長代理：前回あれだけ時間をかけて審議会としての結論を得たと思いま

すので、改めて議論するならば、なぜ現行計画の文言では駄目なのかというと

ころからもう一度掘り起こす必要があります。前回の結論でよいのではないか

と思います。 

 

渡部委員：答申案１－（１）の記載のとおり、市の姿勢を評価した上で議論を
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尽くしたことから、次期計画においても現行計画の「めざす社会のすがた」を

踏襲することでよいと思います。 

 

内海﨑会長：平成26年度より、松戸市の男女共同参画推進協議会に参加するこ

とが決まっております。松戸市の計画における「めざすまちの姿」は、男女共

同参画社会基本法第２条第１項を引用しています。その理由を担当者に聞いて

みたところ、都市宣言もしていない、条例も制定していない中で、法律の文言

は硬いですが不足なく「めざすまちの姿」としてふさわしいという判断でした。

議論の参考になると思いますが、いかがでしょうか。表記は大変難しいもので

すが、前回ご議論いただきましたとおり、なるべく誤解を受けないようにとい

うこと、いろいろな解釈とならないということで、現行の「めざす社会のすが

た」を踏襲するという結論に達しましたので、せっかくご提案いただいたとこ

ろではありますが、このままでよろしいですか。 

 

委員：～了承～ 

 

内海﨑会長：それでは、次期計画については現行計画を踏襲することとし、次

期計画以降については、今後の審議会でご議論いただいて、可能であれば市民

の皆様に親しみやすい表現のご検討をお願いします。それでは、答申案の（案）

を取りまして、本審議会の答申としたいと思います。よろしいでしょうか。 

 

委員：～了承～ 

 

内海﨑会長：ありがとうございます。それでは、議題２の前に答申がございま

すので、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局：それでは、ここで一旦会議を中断させていただき、これより答申書提

出の準備をさせていただきます。会長には、答申書を再度ご確認していただき、

会長印の押印をお願いしたいと思います。委員の皆様には準備が整うまでの間、

１０分ほど休憩をお願いいたします。 

 

 ――答申―― 

事務局：それではこれより、四街道市男女共同参画審議会内海﨑会長より答申

を頂戴したいと思います。内海﨑会長、武富副市長におかれましては、ご移動

をお願いいたします。 
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内海﨑会長：～答申書を読み上げ、武富副市長に手渡す～ 

 

事務局：ありがとうございました。それではここで、武富副市長より、お礼の

ごあいさつを申し上げます。副市長、よろしくお願いいたします。 

 

――副市長あいさつ―― 

武富副市長：それでは、お礼のごあいさつを申し上げさせていただきます。た

だ今、内海﨑会長より第３次四街道市男女共同参画推進計画案に対する答申を

頂戴したところでございます。会長を始め、委員の皆様におかれましては、公

私ともにご多忙の中、本市の新たな男女共同参画推進計画策定のために多大な

るご尽力を賜りましたことに対しまして、厚く御礼申し上げます。本日賜りま

した答申につきましては、そのご趣旨を真摯に受け止め、十分尊重させていた

だきまして、今後のパブリックコメントに活かしてまいりたいと考えておりま

す。最後になりますが、内海﨑会長を始め、委員の皆様のますますのご健勝と

ご活躍をご祈念申し上げますとともに、今後も引き続き市政運営にご理解、ご

協力を賜りますようお願い申し上げまして、はなはだ簡単ではございますが、

お礼のごあいさつとさせていただきます。本日はありがとうございました。 

 

事務局：ありがとうございました。以上をもちまして、答申を終了させていた

だきます。なお、武富副市長はこの後、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。 

 

――議題２―― 

内海﨑会長：続きまして、議題２の（１）に移ります。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です。本議題につ

きましては、前回会議においてすでに事務局より内容の説明がなされておりま

すので、今回は事務局の説明を省略いたします。それでは議題について、ご意

見、ご質問等はございませんか。 

 

秋葉委員：先ほど会長からお話のありました、我孫子市の男女共同参画都市宣

言は、四街道市では行っていないとのことですが、なぜでしょうか。 

 

事務局：まだ市の内部として、都市宣言をするかどうか具体的な議論がなされ

ていない状況です。この審議会において四街道市でも宣言するべきであると議

論がなされるのであれば検討していくべきだと思います。 
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秋葉委員：意識改革というのは市長の意識が高ければ付随していくものだと思

いますので、都市宣言をしていただくのが近道なのではないかなと思いました。

我孫子市は何年か前にストーカーに関する問題がありましたので、そのような

ところから男女共同参画に関する意識が高いのではないかと思います。四街道

市においても市が自らそのような方向に動いていただいたら、この審議会で議

論するより浸透するのではと思います。 

 

内海﨑会長：大変貴重なご意見だと思います。男女共同参画都市宣言を行って

いる自治体も増えてまいりましたので、そのひとつとして四街道市が取り組む

というのは大変すばらしいと思いますが、難しいことでしょうか。 

 

事務局：市町村の取り組み姿勢だと思うのですけど、宣言をすることによって

取り組みの推進を行うのか、機運が高まってから更なる推進という意味で行う

のかと、いろいろ方法はあると思います。当市の場合は、男女共同参画行政の

重要度に対する認識が大変低いのが現状です。市民意識調査を行いまして、３

６の施策分野について重要度を調査したところ、男女共同参画の分野は非常に

低い結果となりました。本来は全国的に見れば男女共同参画は重要度が高い施

策になるべきと思うのですが、この状況をどう捉えるかということで、重要度

の認識が低いから都市宣言をするということもあるでしょうし、ある程度、市

が推進して認識を高めてから宣言を行うという方法もありますので、そのあた

りを見極めていきたいと思います。 

 

内海﨑会長：事務局の回答がありましたが、このご意見に対して、事業評価に

関わってくる部分もあると思いますが、ご意見ありますか。 

 

有川委員：核兵器廃絶の都市宣言のイメージはありましたが、男女共同参画に

ついて都市宣言をすることを考えたことはありませんでした。ひとつひとつ宣

言をして、意識を高めていくというのもこれを機に考えていかなくてはと思い

ました。 

 

内海﨑会長：我孫子市は市長がリーダーシップをとって、教育委員会と一体に

なって、先ほど発言のあったストーカーの問題もありますけど、ＤＶに関して

も早くから取り組んでいるのですが、子育てや女性だけでなく男性の介護など

も男女共同参画に関わりますので、そのような視点でかなり早い段階で都市宣

言をしまして、その後、条例も制定しましたので、先進的であった気がします。

都市宣言をしたことによって市民の関心も高まってきたと思いますし、都市宣
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言をしたことによって条例の制定に結び付いてきたという経緯もあります。 

 

秋葉委員：市長のリーダーシップは大事ですね。 

 

内海﨑会長：２６年度は計画の策定など、取り立てて大きな課題はございませ

んので、もしかしたら都市宣言を議題にするのもよいのかもしれません。ほか

に、評価についてのご意見、ご質問をいただければと思います。 

 

櫛引会長代理：成果指標の目標達成効果率の「女性委員ゼロの審議会等の割合」

ついて、どの自治体も悩ましいところもあり鋭意努力しているところなのです

が、平成２４度実績で１４．３％となり、平成２３年度と比較して比率が上が

っているのですが、女性委員ゼロの審議会は数としていくつあるのですか。ど

のような審議会なのか、女性委員の登用が進まない理由をどのように分析して

いるのですか。これは市の推進で成果を挙げられるところだと思います。 

 

事務局：平成２４年度末の段階で、女性委員がゼロの審議会につきましては、

７つの審議会が女性委員ゼロとなっています。内訳は、四街道駅北口広場管理

運営協議会、四街道市入札監視委員会、四街道市国民保護協議会、四街道市地

区計画建築審議会、四街道市建築紛争調停委員会、四街道市環境審議会、四街

道市空き店舗活用補助事業検討委員会となります。女性委員がゼロである理由

として考えられるのは、例えば四街道駅北口広場管理運営協議会につきまして

は、関係者の方に委員として入っていただいておりまして、関係者に男性が多

いことが考えられます。また、審議会によっては委員数が３名から５名という

非常に少ないことや、委員の委嘱につきましても充て職として関係団体の会長

等にお願いしていることもあることから、そのような点で委員会によっては女

性の参画が進んでいない状況です。 

 

櫛引会長代理：そのような委員会に対して、市としての対策があると思うので

すけど、関係団体の長はまだまだ多くは男性が多い中で、「団体を代表する者」

とすれば、女性の推薦をお願いすることができると思います。それと調停委員

は弁護士などが委員になると思いますが、弁護士も最近は女性が増えてきてい

ると思いますので、そのあたりは人選について工夫できると思うのですが、ど

うでしょうか。 

 

事務局：関係団体に関しましては、行革推進課において審議会委員のチェック

を行っています。公募委員の選定審査も行革推進課で行っているところです。
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また、行革推進課が審議会の指針を示していまして、審議会については、「原則

として定数の７割を超えて一方の性で占めないように努めるものとする」とし

ておりまして、これを達成できない場合は例外の理由を示さなければならない

こととしています。関係団体については、例えば男女共同参画審議会について

は「関係団体の代表者」としています。この審議会の公募委員は女性が多いと

いうこともありまして、各代表の方になるべく男性をお願いしているところで

す。しかし、どうしても会長が委員となる傾向があります。また、四街道市に

関わりがある、この近辺に専門的な知識を持った方となると、建築関係では最

近は女性が増えていますが、男性が多いのが現状です。このように、指摘の判

断は一応させていただいている状況ですが、今後は例外を少なくするように努

めてまいりたいと思います。 

 

櫛引会長代理：県でも行っているのですが、女性人材リストを作成して、いろ

いろな分野にどのような方がいるのかを発掘しつつ、働きかけをしていくとい

う手法があると思います。市内の方でなければならないという規定でないとす

れば、そういったものを活用しつつ、どうしても建築関係などの、圧倒的に男

性が多い分野についてカバーをしていく手法を取らないと、理由を付されたと

しても「いない」で終わってしまうので、将来的な目標まで提示することも含

めて行うのがよいのではないでしょうか。 

 

内海﨑会長：人材発掘ですね。やってみたらいないだけでは繰り返しとなって

しまうので、工夫して施策を考えていかないとずっと同じになってしまいます。

そのあたりは事務局でお考えいただくということで、ほかにはどうですか。 

 

川村委員：成果指標の目標達成効果率の「市管理職に占める女性の割合／市職

員に占める女性の割合」は平成２１年度が０．２３、徐々に下がって平成２４

年度は０．１と後退していますが、ここは象徴的な数値であるため、ぜひ実数

を増やすように努力していただきたいと思いますが、実数としてはどのような

状況なのかをご説明いただけますか。 

 

事務局：目標達成効果率が下がっている理由ですが、現在の管理職の年齢が５

５歳前後であり、その職員が採用された３０年前は女性があまり採用されてい

ないこと、女性の場合、あくまで事務的な業務が中心だったこと、当時は男女

共同参画に関する法律や制度も少なかったこともあり、男は仕事、女は家庭と

いう意識がありまして、いろいろ理由はあると思いますが、女性が途中で辞め

られることも多く、女性の管理職への登用がなかなか進まない状況であると思
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います。ここ最近採用される女性については、法整備や意識改革もかなり進ん

でおりますので、今後は進展があるのではないかと期待はありますが、第３次

計画においても現在の管理職の下の層にも女性がいないため、成果は高く望め

ないと考えております。また、女性の管理職の職員数は、平成２５年４月１日

の段階で、全職員数が６３２名、内女性職員数は１６２名、課長級以上は１２

２名となりますが、課長級以上の女性は３名となり、定年などで１人でも減り

ますと数値が下がってしまいます。 

 

内海﨑会長：母数が少ないということと、人数が職域に対して男性が圧倒的に

多いとのことですが、対策というのは難しいのでしょうか。 

 

事務局：これは長期的に考えていく必要がありまして、２、３年の間で成果を

上げていくというのは現実的には難しいと思います。今までの職員の研修や育

児休業、介護休暇が男女ともになかなか浸透していなかったということもあり

ます。そのあたりは職員に対して周知をする必要がありますし、女性の管理職

の登用については、市長をはじめ各部長も認識しておりますので、今後もこの

計画を通して職員への推進を進めていきたいと思います。 

 

川村委員：基準値が課長職以上ということですが、管理職というのは課長以上

なのでしょうか。主任や係長などは管理職ではないのですか。 

 

事務局：四街道市の場合では課長のほかに、いわゆる課長補佐級も管理職扱い

となります。計画に位置付けている課長級というのは意思決定に対する参画と

いう意味で、課長級とさせていただいております。 

 

内海﨑会長：成果指標の目標達成効果率の「市職員の性別育児休業取得率」に

ついて、女性が１００％の取得に対して男性の取得率は少しずつ上がっていま

すが、「市職員の性別介護休暇取得状況」については男女ともにゼロとなってい

ます。先ほどの職員年齢構成からすると、介護の問題もあると思うのですけど、

この理由はわかりますでしょうか。 

 

事務局：推測となりますが、女性については先ほどの管理職の話から絶対数が

少ないため、男性については妻が介護をしているためではないかと思われます。 

 

内海﨑会長：市職員も含めて、介護・育児に関して、固定的性別役割分担の意

識が反映されていることにもなりますね。ただ、介護の問題は市の職員に関し
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てもそうですけども、男女共同参画の視点でしっかり取り組んでいかないと今

後大変な問題になってくると思いますので、介護の方はもう少しどうしてこう

なっているのか、なぜ希望者がいないのか、希望しなくてもいいのか、希望で

きないのかで状況が違ってきますので、丁寧に見ていく必要あると思いました。 

 

秋葉委員：課題２施策の方向（２）基本的施策②の「事業所への雇用労働に係

る男女平等推進に関する働きかけ」を手厚くやっていただきたいと感じました。

実施成果について★★になっていますが、事業所に対して男女平等の周知を行

うという点において、男女平等を推進する企業の評価として入札の制度を整え

ていることはとてもよいことであると感じました。今後、一般企業における男

女平等推進について、どのように取り組むのか気になります。 

 

内海﨑会長：これは市内の事業所の方々はご存じなのでしょうか。秋葉委員が

すごいなと思われたということは、周知があまり無かったのではということで

すよね。 

 

事務局：事業所に対する働きかけについては、第３次計画においても「公共工

事におけるポジティブ・アクションの推進」として、主任技術者になりうる女

性技術者を雇用している事業所に対して評価点を加点し、入札価格と評価点に

よる総合的な判断により業者を選定する取り組みを行います。 

 

内海﨑会長：このような取り組みを行う市町村はあまりないので、男女共同参

画推進の一環として宣伝するのもよいと思います。私から質問なのですが、Ｎ

ｏ．４１「子ども会育成会活動における男女共同参画の促進」とＮｏ．４２「Ｐ

ＴＡ活動における男女共同参画の促進」は社会教育課が担当となっていますが、

子ども会育成会やＰＴＡに働きかけるというのは重要であるため、ＰＲを積極

的に行う必要があると思われますが、なぜ実施なしとなっているのかわかりま

すか。 

 

山﨑委員：ＰＴＡ活動については、社会教育課としての事業というよりも、Ｐ

ＴＡ連絡協議会で行っていますので、私もこれをみたとき少し残念だと思いま

した。実際のところはＰＴＡの活動は女性の参画というよりも、どうやって父

親に参加してもらえるかが問題です。ＰＴＡ役員の会長数をみていただくと、

１６人中６人なっていますけども、各ＰＴＡの会長が男性、ほかの役員が女性

というケースが多いと思います。会長と会長代理が男性というのが稀でして、

各ＰＴＡでは父親が参加してもらえる努力をしているのですけれども、男性の
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会長が１人で動いてもなかなかできないこともあるので、ＰＴＡ連絡協議会の

中で、中学校区で父親に参加してもらう取り組みを今年度から合同で始めたと

ころです。このようなことに関して、社会教育指導員からアドバイスをいただ

きながら活動をしています。 

 

内海﨑会長：男性に参加していただこうという動きはあるわけですから、ＰＴ

Ａの自主的活動に対して積極的な支援を検討していただきたいと思います。ま

た、ＰＴＡの活動に関しましては、他市町村では家庭教育学級などの予算によ

り男性の参加を促す検証を実施していますので、取り組みを進展させるために

ご検討いただければと思います。 

 

羽田委員：取り組みＮｏ．５「男女共同参画に関するパンフレット等の発行」

について、市民に男女共同参画が浸透していない中、パンフレットによるＰＲ

は有効だと思いますが、情報紙やパンフレットはどのような方法で配布されて

いるのでしょうか。 

 

事務局：男女共同参画週間の啓発ポスターやチラシ等につきましては、主に市

役所に設置しています。また、市も構成員である四街道市男女共同参画フォー

ラム実行委員会が編集・発行している広報紙「和話輪」につきましては、１４，

０００部発行しまして、市役所、公民館、自治会回覧、小学校、中学校、幼稚

園等に配布を行いました。 

 

内海﨑会長：取り組みＮｏ．８８「セクシュアル・ハラスメントに係る市職員

からの相談の実施」について、対象は市職員だけですか。 

 

事務局：市職員のみとなります。 

 

内海﨑会長：相談窓口は誰が対応しているのでしょうか。また、市民の相談窓

口としてはＤＶ担当が相談窓口となるのでしょうか。 

 

事務局：人事課が担当となり、民間会社に委託して対応をしています。２４時

間の悩み事相談ということで、電話による相談となります。 

 

内海﨑会長：委託の場合でも、人事課が相談窓口だと言えないこともあります

から、人事課が最終的な責任を持つけれども、第三者が相談しやすいこともあ

りますから、方法として悪いことではないと思います。もう一点の、市民への
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セクシュアル・ハラスメントに対する相談についてはどうでしょうか。ＤＶの

相談窓口で対応しているのでしょうか。 

 

事務局：セクシュアル・ハラスメント等を対象とした相談窓口はありませんが、

相談を受けるとするならば、ＤＶ担当ではないかと思われます。セクシュアル・

ハラスメント防止に向けた啓発については産業振興課などにおいても行ってい

ます。 

 

内海﨑会長：ＤＶ担当課が間口を広げてセクシュアル・ハラスメントの相談を

受けると、デートＤＶなどが隠れていることもあるため、この取り組みはよい

と思います。例えば「ＤＶと女性の暴力（ストーカー、セクハラ含む）」などの

名称にすれば相談先がわかりやすいと思います。 

 

櫛引会長代理：委託先は公開されても問題ないと思いますが、どこでしょうか。 

 

事務局：資料が手元にないため、後ほど確認させていただきます。 

 

櫛引会長代理：では、あとで教えてください。 

 

内海﨑会長：委託先の選定に関しても人事課において配慮されていると思いま

すが、最初の相談窓口でどのように対応されたかによって、セクシュアル・ハ

ラスメントも含めて暴力の問題というのは被害者に対する２次被害が生じてし

まうことが多々あります。どのような組織が対応しているのかは非常に重要で

すので、情報をいただければと思います。 

 

有川委員：四街道市児童及び配偶者等に対する暴力防止対策地域協議会があり

まして、民生委員などが構成員となっていますので、身近な相談窓口があるこ

とを啓発するのもよいと思います。 

 

事務局：それにつきましては現計画から引き続き、新計画についても取り組ん

でまいります。 

 

内海﨑会長：それでは時間も迫ってまいりましたので、この会議の後に意見が

ありましたら、１月２９日（水）１７時までに事務局へご意見をお寄せくださ

い。その後、本日の皆様のご意見を踏まえまして意見案を作成し、次回ご提示

させていただきます。次に、議題２の（２）その他についてですが、事務局か
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ら何かありますか。 

 

事務局：第３次計画（案）につきましては、いただきました答申を尊重させて

いただきまして、修正等につきまして再度検討させていただきます。その後、

２月５日（水）から３月７日（金）まで、市民参加条例に基づく意見提出手続

き（パブリックコメント）を実施させていただく予定でございます。なお、答

申後の修正点につきましては、大変お手数ですがパブリックコメント案をご覧

いただければ幸いに存じます。また、「２４年度事業評価」につきましては、本

日いただきましたご意見を取りまとめ、意見案を２月１１日（火）開催予定の

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。 

 

――閉会―― 

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。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。長時間にわたり、お疲れ様でした。 

（以上） 

 

 

 

 

 

 


