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平成２６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２７年 １月１２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 渡部委員 渡邉委員 

宮下委員 髙𣘺委員 福田委員 吉川委員 秋葉委員 

羽田委員 松井委員  

 欠席者   有川委員 成田委員 山﨑委員 川村委員 

 事務局出席者 阿部政策推進課長 鈴木主幹 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） 第２次四街道市男女共同参画推進計画の評価について 

 （２） 第３次四街道市男女共同参画推進計画の進行管理について 

（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２６年度第１回四街道市男女共同参

画審議会を開会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。寒さが厳しい中、お集まりいただきまして

ありがとうございます。新しい年を迎えまして、第３次四街道市男女共同参画

推進計画の初年度がそろそろ終わる時期となりました。本日の議題は計画の進

行管理手法等がございますので、皆様、どうぞ忌憚のないご意見をいただけれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。 

 

事務局：ありがとうございました。それでは、議事に入ります前に、委員の変
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更がございましたので、ご報告いたします。まず、「いんば農業協同組合」より

選出の松本委員に変わりまして、今回から「千葉みらい農業協同組合」常務理

事の福田様にご就任いただきました。また、「四街道市小中学校長会」より選出

の押田委員に変わりまして、今回から旭小学校校長の宮下様にご就任いただき

ました。 

 

 ――議題―― 

事務局：それでは、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：（了承） 

 

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。

髙𣘺委員と秋葉委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

両委員：（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：（了承） 

 

内海﨑会長：それでは議題に入りたいと思います。議題（１）第２次四街道市

男女共同参画推進計画の評価について、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：ありがとうございました。それでは事務局からの説明についてご
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質問等はございますか。 

 

秋葉委員：基本的なことについて伺いたいのですが、評価はいつ、どのように

行われたのか伺います。 

 

事務局：１１１の事業について各担当課がありまして、取組結果について調査

を行い、疑義があるものについては担当課に直接確認した上で、事務局案を作

成し、担当課長で構成される幹事会及び市長、副市長、各部長等で構成される

推進本部会において評価を決定しています。 

 

秋葉委員：推進本部に女性はどの程度いるのでしょうか。 

 

事務局：１１１の事業の１つとして管理職登用という取組がありまして、そち

らの達成度が低いということも含めてなのですが、推進本部に女性はいません。

また、幹事会も昨年度までは女性が１名いましたが、今年度はいません。 

 

秋葉委員：ある程度男性目線ということなのですね。 

 

事務局：課長級の女性管理職職員は２５年度末で４名おりまして、課長職の職

員は昨年度１名でした。その職員も定年退職しまして、現在はいない状況です

が、調査シートの作成に当たっては、女性職員も携わっていますので、一定程

度、女性目線が反映されていると思っております。 

 

羽田委員：総評は★★ですが、１１１のうち９６の事業が★★★であるにも関

わらず、総評で評価が下がるのはなぜでしょうか。 

 

事務局：体系表の末端になります事業の評価を算出し、それらの評価の平均値

が１つ上の段階である基本的施策の評価となります。他の段階についても１つ

下位の段階の平均値となります。平均値の算出に当たっては、小数点以下をす

べて切り捨てているため、上位段階に行くほど評価が下がる傾向にあります。 

 

渡部委員：今の質問は非常に重要でして、約８７％が★★★以上であるにも関

わらず、総合評価が★★★とならないのは、大変誤解を生む可能性があると思

います。第１次計画では総合評価はどのくらいだったのでしょうか。第２次計

画が終わりまして、１０年経っても★★というのは、何をやっているのだと思

われるのではないでしょうか。 
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事務局：第１次計画では明確な評価を行っておりませんでした。第２次計画策

定に当たって、このように目に見える評価を導入したところです。この評価方

法につきましては、審議会の前身である男女共同参画推進協議会でご審議いた

だきまして、平成２１年度に決定したところです。今のご質問は、私どもも非

常に感じているところであり、こちらについては、市民の方をはじめとした一

般の方々に誤った印象を与えてしまうというところもありますので、全体の評

価というものを考える必要があります。その辺りについては、議題２でご説明

させていただきます。 

 

渡部委員：このような評価方法を決めましたので仕方がないと思いますが、５

年経って★★というのは、この計画に無理があったのではという結果を生むと

思います。平均値を切り捨てと仰いましたけれども、例えば半黒星という評価

もしていかないと、次の５年もまた★★という評価に終わりかねないと思いま

す。そのような計算をやってみたらいかがでしょうか。約８７％が★★★以上

の評価を受けている中で、残りの１３％が影響して★★というのは少し心配で

す。 

 

内海﨑会長：これに関連して何かありますでしょうか。 

 

櫛引委員：切り捨てなのでこういった結果が出ていると思います。例えば、四

捨五入という考え方もあったと思いますが、基本は厳しく評価することでスタ

ートしたと思います。第１次計画はこのような評価はしていなかったと思うの

で、しっかりと評価をして次に繋げていくというのを考える必要があったため、

先ほども申し上げた厳しく評価するというのが否めないと思います。適正かど

うかというのは、評価が見えた段階で決めていけばよいということだったと思

います。 

 

内海﨑会長：ほかに何かありますか。 

 

渡部委員：課題が５つある中で、課題１、課題２、課題３の評価が悪かったと

いうことでは、四街道市の男女共同参画はかなり遅れている感じがします。大

切な、重要な課題を最初に持ってくると思いますので、非常にもったいない。

皆さんの努力がもったいない印象を受けます。 

 

 

内海﨑会長：評価結果表を開いたときに、課題の最初の３つが★★というのは

市民の方への印象が悪いということですね。ほかにご意見等ありますでしょう
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か。それでは私からよろしいでしょうか。３人の委員からポイントを突いたご

意見がありましたが、その辺を勘案いたしましても評価方法を変えることは難

しいと思います。しかし、総合評価としては★★となっているけれど、実際は

いろいろな取組をこの５年間行っていますので、★★★以上の評価が９６事業

あるなど、取組が進んでいることを強調して表記していただくのはどうでしょ

うか。良い評価を得ているところがありますので、もう少し事務局で考えてい

ただきまして、かなり進んでいる部分もあるというところを表記することは可

能であると思うのですが、この点についてはいかがでしょうか。 

 

渡部委員：そのようなことができれば、もっとよい評価ができると思います。 

 

内海﨑会長：ここは審議会ですから、ご異論がなければ事務局に工夫していた

だくということでよろしいですか。難しいとは思いますが、少し具体的な例を

挙げていただいて、もう少し実態に即した内容の評価にしていただくというこ

とでよろしいでしょうか。 

 

委員：（異議なし） 

 

内海﨑会長：それでは、評価を上げるような文章としていただきたいと思いま

す。ほかにご意見はありますでしょうか。 

 

櫛引委員：総評については総合評価となりますので、実態に即した表記とする

のはよいと思いますが、総括的なところなので、あえて言わせていただきたい

のですけれども、取組が進んでいるところ、進んでいないところが見えてきて

いると思うので、例えば、事業所、自治会への取組の評価が高くないため、そ

れらについてもコメントしていただけるとよいと思います。 

 

内海﨑会長：★の取組もあることから、それらについても勘案していただきた

いと思います。 

 

それでは議題（２）第３次四街道市男女共同参画推進計画の進行管理について、

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：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

たことについてご意見、ご質問等はありますか。 
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櫛引委員：５段階評価にするということで、評価の目安が記載されていますが、

評価３に当たる「一定程度」がどの程度の基準になるかによって、評価４や評

価２の印象が変わってくると思います。つまり、「一定程度」と「概ね」でどれ

だけの差がイメージできるのかということと、「十分」という表現は私なら１０

０％を超えると捉えるため、極端にいうと１００％はその下になってしまいま

す。ここに記載されている評価の到達度をイメージすると、「概ね」を８０％と

したときに、「一定程度」が６０％～７０％ということで、ある意味普通と考え

るということになると思うのですけども、事務局はどのように考えているので

しょうか。 

 

事務局：これは非常に難しいことで、数値が出ている指標を評価する場合は非

常にわかりやすいですが、そうではない取組をどのように評価するのかという

ことを考えると、５年間である段階まで行う取組と、毎年度、ある程度達成で

きてしまう取組によって異なります。これらすべてを一律のルールに当てはめ

るのは難しいことから、計画に位置付けている取組内容や性質によって、判断

するものと考えているところです。 

 

内海﨑会長：このような意見ですが、いかがですか。取組の評価については担

当の方が行うのですか。評価をする担当によってばらつきが出てくる可能性が

あると思います。これは仕方がないということなのでしょうか。 

 

事務局：内容や性質によって、事務局と担当課で調整します。調整が難しい場

合は、推進本部がございますので、そこで段階的に議論していくことになりま

す。自治会への取組については、取り組む手法によって評価が変わってきます。

通知を行った程度を「一定程度」とするのか、自治会を訪問して説明したのを

「十分」とするべきか。これは、今までの取組や他市の状況などを踏まえた上

での評価になってくると思います。 

 

櫛引委員：私も会長の発言と同じことを懸念しました。担当課の基準で回答し

てしまうと、課ごとに差が出てしまうと思います。長期で取り組む場合、年度

単位の計画があると思いますので、それに対して評価をしていくわけですから、

最終目標が５０として、１年目に３０やるのか１０やるのかというのは、それ

ぞれあると思います。事務局がある程度の基準を持った上で各課に伝えていな

いとばらつきが抑えきれなくなることから、事務局としてのイメージを固めて

提示していただくという意味合いで、基準はどこにあるのかと質問したつもり

でした。 
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事務局：資料が膨大になっていますので、審議会ではお示ししておりませんが、

それぞれの取組のデータを担当課に照会しております。周知のためのイベント

等を何回実施したなどの活動実績や、事業効果を計るためのアンケート等の結

果を踏まえ、担当課と評価を調整しております。協議の結果、評価を下げる場

合があります。 

 

櫛引委員：自己評価と他者評価を協議して、審議会に提示しているということ

でよろしいですか。 

 

事務局：そのとおりです。審議会にお示しする前段で、担当課と協議した結果

が適正であるかについて、統一的な視点で推進本部において審議しています。 

 

秋葉委員：例えば自治会の会長や校長先生の一定割合を女性にするという目標

は設定できるのでしょうか。 

 

事務局：これらについては、市では目標を設定できないため、推移確認データ

として計画書に掲載しています。 

 

秋葉委員：市が目標を設定できるものはあるのですか。 

 

事務局：市の管理職の女性割合などは、第２次計画に引き続き第３次計画にお

いても設定しています。 

 

秋葉委員：教育委員も難しいということでしょうか。 

 

事務局：執行機関が異なり、任命権の形態も異なることから、教育委員会、選

挙管理委員会、農業委員会については、その推移を把握しているところです。 

 

松井委員：評価結果について、取組は５段階評価ですが、なぜ基本的施策以上

は４段階評価に変わるのでしょうか。 

 

事務局：取組の評価を平均すると、最低は１．０点、最高は５．０点となり、

１．０～１．９点、２．０～２．９点、３．０～３．９点、４．０点～５．０

点と間の数値が存在するため、４段階となっています。また、基本的施策以上

を４段階評価にしたのは、５段階評価の場合、３の評価に集中する傾向がある

ため、４段階評価としました。 
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櫛引委員：こだわるわけではないのですが、「一定程度」と「概ね」の差がどの

程度の差となるのでしょうか。また、「十分」は私のイメージですと「十二分」

であることから、文言が意味する程度について確認したいです。ここでいう「あ

まり取り組まれていない」というのは、「ほとんど取り組まれていない」と同じ

という考え方もできますし、「ほとんど」と「全く」が一緒だという考え方もあ

ります。 

 

内海﨑会長：市民の方をはじめとした一般の方々が見て、イメージできるのか

ということ、次期計画策定時に、どのような課題が見えてくるのかということ

について考える必要があります。この評価の目安について、ご意見をお願いし

ます。 

 

松井委員：評価１～評価５はそれぞれ０～２０％、２１％～４０％、４１～６

０％、６１％～８０％、８１％～１００％と読み取っていました。 

 

秋葉委員：評価５は１２０％程度だと思っています。 

 

内海﨑会長：事務局としてはどのように考えているのでしょうか。 

 

事務局：それぞれの取組ごとで難易度や性質が異なるため、統一のルールで評

価することは難しいと考えております。また、取組の中でも男女共同参画に直

接関わってくる主目的事業と、間接的に関わってくる関連事業がありまして、

特に関連事業については、本来の事業目的がありますので、男女共同参画を推

進した結果、その目的の達成を妨げることのないよう、取組ごとの性質を見る

とともに、これまでの経過や他市町村の状況を踏まえ、柔軟に評価していきた

いと思います。ただ、ある程度の統一的なルールは必要になってくると思いま

すので、どのような視点で取り組めば男女共同参画に寄与していくのかという

判断基準は、担当課と事務局で取組ごとに調整したいと考えています。 

 

櫛引委員：私はその後段部分が評価されるべきだと思いまして、例えば待機児

童の解消が達成できたとしても、男女共同参画の視点で取り組むことができな

かった場合、事務局としては評価をするべきではないと思います。ですから、

いわゆるその事業自体の達成度を見るのではなくて、男女共同参画の視点から

見たときの評価をするべきだと思いますので、関連事業はそういった視点で評

価をするべきと思っています。 
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秋葉委員：私もそのように思います。男女共同参画というのは精神的なもので

あると思うので、知るというか、考えていかなければならないと思います。 

 

髙𣘺委員：精神的というと、評価の基準がますますわからなくなってしまうと

思います。やはりある程度の数値的なものは必要であると思います。 

 

秋葉委員：それを否定しているわけではないです。 

 

渡部委員：関連事業において、関連部分は達成できたが本来の事業目的が達成

できなかった場合はどうなるのですか。 

 

事務局：関連事業の場合は本来の事業目的の成果が上がったとしても、男女共

同参画上の評価が高いとは限らないと考えます。又はその逆の可能性もありま

す。 

 

渡部委員：ある程度数値を示さないと、担当の方は異動することもあるわけで

すから、この文言では判断が難しいと思いました。 

 

内海﨑会長：推進本部に女性はどれくらいいるのですかという質問がありまし

たけれど、性別による評価のばらつきがある可能性も高いです。決して男性が

男女共同参画の視点が低いということではなくて、経験が異なりますから、そ

のような意味では評価の場面に女性が一定程度いる必要が本来はあるわけです。

そういったところで評価がなされることを前提に考えると、委員の皆様からの

意見のように、ある一定程度の数値を提示することによって、ばらつきを防ぐ

ことができるのではないかという意見がまとまりかけていると判断したいので

すが、よろしいですか。 

 

渡部委員：基礎となる５段階評価の文章表現と数値の整合性を考えることも重

要になってくると思います。 

 

渡邉委員：数値での評価は客観的指標になるので提示したほうが明確だと思い

ますが、「一定程度」と「概ね」がどの程度の差があるのかよくわからないので、

３段階目を「前年度程度と同様」として、５段階目を「積極的に取り組めた」

など、具体的な文言にすることで、数値との整合性がとれるのではないでしょ

うか。 

 

事務局：そのご意見についても検討しましたが、第２次計画の評価では、２１
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年度と比べてどの程度推進できたかという視点で評価を行っておりまして、例

えば、ある取組において、前年度にイベントを１回実施し、次年度にも同様の

実施状況であったとします。仮に他団体では年間５回実施していた場合に、本

市においては前年度と同様の取組を行ったから評価３としてよいかという懸念

がありまして、やはり５回を目指していくべきではないかという考えがありま

した。また、逆に、当市が他団体よりイベントの回数が多い場合、昨年度と同

じ回数を行った場合に評価３でよいかという考えもあります。このように社会

的基準を加味する必要があるのではないかということで、ご指摘の文言は採用

しないこととしました。 

 

宮下委員：いろいろな取組を多く行えば評価されるだろうという事務局の意見

がありましたが、学校教育でいえば、ほかにもやることがありますので、学校

も困ってしまうと思います。例えば研修会の開催など、今までどおり継続的に

行うことが重要だと思います。評価については、綿密に打ち合わせをして決め

ていただくのがよいと思います。 

 

内海﨑会長：取組の評価の目安の表記方法について、再度検討していただくと

いうことでよろしいですか。他市の例ではＡ～Ｆの評価をしているのですが、

３段階目であるＣは６０点として、６０点以上が推進できたと評価する最低ラ

インとしています。１段階目になると採点していません。このように、文言の

隣に何パーセント程度という数値を記載してもらいますか。それとも、数値は

内部資料としますか。 

 

渡部委員：この段階では判断できないので、２６年度の取組で実際に評価した

例があればわかりやすいと思います。 

 

内海﨑会長：事務局は事例を作成する時間的余裕はありますか。 

 

事務局：２５年度事業であれば可能です。わかりやすい例を探してお示しした

いと思います。 

 

内海﨑会長：では、２５年度事業の中から探していただいて、その例をお示し

ください。ほかに何かございますか。 

 

櫛引委員：指標の達成度を踏まえて評価をすると考えているようですけど、指

標と事業の評価をどのように組み合わせるのでしょうか。例えば、５対５の比

率なのか、あくまで参考とするのでしょうか。その当たりはどのように考えて
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いるのですか。 

 

事務局：９３の事業があるのですが、そのすべてにおいて指標を設定している

わけではないので、担当課の判断や、事務局の判断を積み重ねることによって

客観性を高めていくことしかないと思います。例えば、評価３の取組と評価５

に相当する指標がある場合、評価を３又は４とするかについては、担当課、当

課、推進本部を通じて決定し、その結果を審議会がどのようにご判断されるか

というところで客観性を持たせるしかないと考えています。 

 

櫛引委員：何かしらの形で盛り込むとしても、その割合については明確にしな

いということですか。 

 

事務局：明確にすることは難しいと思います。指標についても、設定はしてい

ませんが重要度がありますので、それらをすべて数値化するのは困難であると

思います。 

 

櫛引委員：本来なら指標も重要度があって然るべきだと思いますが、アウトカ

ムの指標とアウトプットの指標を分けず、事業の評価に混ぜようとするのなら

ば、指標は指標として分けて考えてもよいと思います。 

 

事務局：これらを分ける場合、実績値と成果値、これらは異なりますので、成

果値が出しにくいものもあることから、加味させるとしたら、その割合などは

ある程度曖昧なものとするしかないと思います。場合によっては分離してもよ

いとは思いますが、その場合は成果値を事業の評価にどのように入れていくの

かという問題があります。 

 

内海﨑会長：分離して評価しているところもあります。市民の方が見たときに、

実績値なのか成果値なのかをわかるようにして、成果値が出ないものはその旨

を表記する方法もあります。基準がなく、評価の中に入れた場合、評価の基準

が変わってくる可能性があります。 

 

事務局：指標自体が実績値と成果値が混在していることや、成果値を出すこと

が非常に難しいもの、市民意識調査のように毎年行わない取組もあります。ま

た、成果が出ている指標については、指標の成果を評価表に掲載することから、

分離する意味があまりないのではと考えます。 

 

櫛引委員：文言として評価するときに、指標の要素も入ってくるということで
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すね。また、指標は指標として掲載するということは分離しているということ

ですね。 

 

事務局：そのとおりです。 

 

櫛引委員：わかりました。それは前計画から踏襲されるということで理解しま

す。 

 

内海﨑会長：ほかに何かありますか。 

 

櫛引委員：計画書にある中間年度に見直しを行うということについて、今一度

行う予定なのか確認します。 

 

事務局：次回の市民意識調査を平成２９年度に行う予定ですので、その結果と

評価を踏まえて、見直しの必要性を判断します。 

 

内海﨑会長：よろしいでしょうか。これまでの意見につきましては、事務局に

て対応を願いたいと思います。それでは議題（３）その他について事務局より

説明をお願いします。 

 

事務局：本日ご審議いただきました「第２次四街道市男女共同参画推進計画の

評価」につきましては、いただきました意見を取りまとめ、意見案を次回審議

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。また、「第３次四街道

市男女共同参画推進計画の進行管理」につきましては、資料を作成させていた

だくとともに、いただきましたご意見を踏まえ、会長並びに会長代理と相談さ

せていただきながら、次回までに精査させていただきます。なお、次回の開催

につきましては２月７日に開催を予定しております。近日中に改めて書面でご

通知いたしますので、ご確認の程、よろしくお願いいたします。本日はもう一

点、２月１日に開催する男女共同参画フォーラム事業について、ご紹介させて

いただきます。 

 （フォーラム事業紹介） 

 

内海﨑会長：ありがとうございます。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。よろしいでしょうか。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。 

 



13 

 

 ――閉会―― 

 

 

（以上） 

 

 

 


