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平成２７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２８年２月６日（土）午前１０時００分～１１時５０分 

場 所    四街道市保健センター３階第２会議室 

 出席者委員  内海﨑会長 櫛引会長代理 東委員 小澤委員 髙𣘺委員 

成田委員 福田委員 矢田部委員 山﨑委員 野城委員 

渡部委員 川村委員 田島委員 羽田委員 松井委員 

 事務局出席者 佐渡市長 藤森経営企画部長 鈴木政策推進課長  

荒巻副主幹 井上主査補 木村主事 

 傍聴人    ０人 

 

――会議次第―― 

１ 委嘱状交付 

２ 市長あいさつ 

３ 開  会 

４ 会長選出 

５ 会長あいさつ 

６ 会長代理指名 

７ 会長代理あいさつ 

８ 会議録署名人の指名 

９ 議  事 

（１） 第３次四街道市男女共同参画推進計画に係る平成２６年度事業評価について 

 （２） その他 

10 閉  会 

 

 

【事務局】：本日は、公私ともにご多忙中、平成２７年度第１回四街道市男女共同参画審議

会にご出席いただき、誠にありがとうございます。これより会議に先立ちまして、委嘱状

交付式を行います。 

それでは佐渡市長より、委嘱状を交付させていただきます。交付に際しましては、席次

に従い交付させていただきます。なお、委嘱状については最初の方のみ全文を読み上げさ

せていただきますのでご了承ください。 

恐れ入りますが、私がお名前をお呼びしましたら、その場でご起立ください。その後、

市長より委嘱状を受け取られましたら、順次ご着席ください。 

 

（委嘱状交付） 
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【事務局】：それでは、佐渡市長よりごあいさつを申し上げます。 

 

（市長あいさつ） 

 

【事務局】：次に、職員の紹介をさせていただきます。 

 

（職員紹介） 

 

【事務局】：本日は、委員定数１５名全員のご出席をいただいておりますので、会議が成立

しておりますことをご報告させていただきます。それでは、これより会議次第に沿って順

次進めさせていただきます。 

 なお、会長の選任までの間、佐渡市長が進行をさせていただきます。佐渡市長、よろし

くお願いいたします。 

 

【佐渡市長】：それでは、これより平成２７年度第１回四街道市男女共同参画審議会を開会

いたします。 

 

【佐渡市長】：はじめに、会長の選出を行いたいと思います。四街道市男女共同参画審議会

条例第４条第２項の規定によりまして、会長は委員の互選となっております。どなたか、

ご意見がありましたらお願いします。 

 

【櫛引委員】：前回任期の際にも会長としてご活躍されました内海﨑委員を推薦します。 

 

【佐渡市長】：ただ今、櫛引委員から、内海﨑委員に会長をお願いしたらいかがかというご

意見がございましたが、皆様いかがでしょうか。 

 

（委員全員が承認） 

 

【佐渡市長】：内海﨑委員、よろしいですか。 

 

（内海﨑委員承諾） 

 

【佐渡市長】：それでは、内海﨑委員に会長をお願いしたいと思います。内海﨑委員よろし

くお願いいたします。 

会長が決定しましたので、内海﨑会長に議長席へお移りいただきます。 

 

（内海﨑会長、議長席へ移動） 
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【事務局】：それでは、内海﨑会長よりごあいさつをいただきたいと思います。内海﨑会長、

よろしくお願いいたします。 

 

（会長あいさつ） 

 

【事務局】：ありがとうございました。この後の会議の進行については、男女共同参画審議

会条例第５条第１項により、会長が議長となることとしておりますので、内海﨑会長にお

願いいたします。内海﨑会長、よろしくお願いいたします。 

なお、大変申し訳ございませんが、佐渡市長は公務のため、会議の途中ではございます

がここで退席させていただきますので、ご了承ください。 

 

（市長退席） 

 

【内海﨑会長】：それでは、次に会長代理を決めさせていただきたいと思います。会長の代

理については、男女共同参画審議会条例第４条第４項により、あらかじめ会長が指名する

委員となっています。会長代理は、豊富な識見をお持ちの櫛引委員にお願いしたいと思い

ますが、櫛引委員よろしいでしょうか。 

 

（櫛引委員承諾） 

 

【内海﨑会長】：委員の皆様、よろしいでしょうか。 

 

（委員全員が承認） 

 

【内海﨑会長】：それでは、櫛引会長代理よりごあいさつをいただきたいと思います。櫛引

会長代理、よろしくお願いいたします。 

 

（会長代理あいさつ） 

 

【内海﨑会長】：ありがとうございました。それでは会議を進めさせていただきます。最初

に会議録の作成ですが、「四街道市審議会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。 

 

（委員全員が承認） 
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【内海﨑会長】：それでは、会議録には発言者名を明記することといたします。会議録署名

人については、私から指名させていただきますが、よろしいでしょうか。 

 

（委員全員が承認） 

 

【内海﨑会長】：本日の会議録署名人は、東委員、渡部委員にお願いしたいと思いますが、

委員の皆様いかがでしょうか。 

 

（委員全員が承認） 

 

【内海﨑会長】：東委員、渡部委員よろしいでしょうか。 

 

（両委員が承認） 

 

【内海﨑会長】：それでは、会議録署名人を東委員、渡部委員にお願いします。 

 

【内海﨑会長】：本日の会議の公開・非公開については、「四街道市審議会の会議の公開に

関する指針」により、公開とさせていただきます。また、会議資料については、「四街道市

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、傍聴人の閲覧に供す

るものとしますが、このうち、会議次第については、配布するものといたします。その他

の資料については、本審議会の判断によるものとされております。私といたしましては、

本日の資料については、すべて配布するものとしたいと存じますが、委員の皆様のご意見

をお伺いします。 

 

（各委員の意見なし） 

 

【内海﨑会長】：それでは、本会議は「公開」とし、傍聴人に資料を配布することとします。

事務局は傍聴の方がいらっしゃいましたら入室させてください。 

 

【事務局】：傍聴人はいません。 

 

【内海﨑会長】：それでは議事に入ります。本日の議事（１）第３次四街道市男女共同参画

推進計画に係る平成２６年度事業評価について、事務局より説明をお願いします。 

 

（資料に基づく事務局説明） 

 

【内海﨑会長】：ありがとうございました。ただ今、事務局より説明がありましたが、ご質
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問、ご意見等ありましたらお願いします。 

 

【田島委員】：私は以前、「市政に市民参加を」という趣旨で設立された四街道市まちづく

り市民会議のメンバーとして、市に対し様々な提言をまとめてまいりました。その中で、

四街道市の男女共同参画を進める上で重要な組織について、男女共同参画推進課を設置す

べきとの提言を行いました。この件に関し、その後の市の取組経過や検討状況を確認させ

てください。 

 

【事務局】：四街道市の男女共同参画施策を所掌するのは、政策推進課です。男女共同参画

社会の実現に当たっては、全庁横断的な取組が必要となりますことから、本市では、専門

的な課ではなく、市長を本部長とする四街道市男女共同参画推進本部を設置し、その推進

を図っているところです。また、これに加え、市の施策に専門的な知見や市民の意見を反

映するため、四街道市男女共同参画審議会を設置しています。なお、これらの運営に係る

庶務も政策推進課が担当しています。 

 

【内海﨑会長】：この件については、それぞれの市によって対応は様々です。専門的な課を

設置する市もあれば、子育て担当課において所管する市もあります。政策部門が担当し、

全庁的な取組として推進本部を設置する四街道市の形態は、市の考え方が反映した結果だ

と理解していますが、他に何かご意見はありますか。 

 

【事務局】：四街道市として、どのような推進体制がより効果的なのかを検討した上での形

態であり、ご理解いただければと思います。 

 

【内海﨑会長】：第３次計画では、計画の推進に関する施策を、その体系において、他の課

題から独立した分野として設定しています。これは、計画において、市が男女共同参画の

推進に対し、積極的に取り組む責務があることを明確にしたものです。その点を踏まえ、

本審議会としても、今後の調査、審議に当たっては、市が計画の推進に取り組んでいるか

について、しっかりと評価していきたいと思います。専門的な課の設置については、今後、

検討していただければと思います。 

 

【櫛引委員】：市民から見た場合、政策推進課が男女共同参画施策を所掌しているというの

は、看板として見えにくいところがあるのではと思います。そのような意味で、きちんと

事務分掌上において、市民から男女共同参画が見えるような工夫をしていただくことが重

要であると思います。一方で、政策推進課では総合計画を所管しており、そのような課が

男女共同参画施策を所掌するということにおいては、全庁的な網掛けが期待できると思い

ますので、今の体制が最適とは申しませんが、是非、市民に対しての「見える化」を図っ

ていただきたいと思います。 
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【事務局】：市としても、計画の趣旨に基づき、推進体制の強化、充実に努めてまいります。 

 

【田島委員】：私としては、市民から見てより分かりやすいものとなるよう、専門的な課を

設置していただきたいと思います。今後も市に対し働きかけていきたいと思います。 

 

【内海﨑会長】：ありがとうございました。他にご意見、ご質問等はありますか。 

 

【野城委員】：２点ほど評価の方法について確認させてください。１点目は評価の主体につ

いてです。各取り組みの評価は誰が行っているのでしょうか。それぞれの取り組みについ

ては、担当課が自己評価を行うのでしょうか。その場合は、どのように客観性を持たせる

のでしょうか。 

２点目は評価の内容についてです。例えば、取り組みには普及、啓発にとどまるものと、

実施まで求められるものとがあります。それぞれの性質の違いが評価にどのように影響す

るのでしょうか。取り組みの内容とそれに対する評価について、これで２は厳しいのでは

ないか、また、これで本当に５なのか、というような疑問が残るものが見受けられます。 

 

【事務局】：１点目の評価主体については、はじめに、実施担当課より報告された取り組み

の内容をもとに、協議、調整を行いながら、事務局にて評価案を作成します。その後、市

の幹部職員で構成する四街道市男女共同参画推進本部において、幹事会、本部会と段階的

な調査、審議を行い、市の評価として決定します。さらに、この市の評価結果については、

本審議会にご報告し、委員の皆様のご意見を伺うこととしています。 

また、２点目の評価内容についてですが、今回は第３次計画の初年度評価ということも

ありまして、第２次計画での取り組み内容はどうだったのか、そして、その評価はどうで

あったのか。これと今年度の取り組み内容とを比較し、前計画の評価とのバランスを踏ま

えながら、客観的な評価を行ったところです。これら評価手法については、様々なご意見

をいただくところですが、市としましては、より適切な評価につながるよう、引き続き、

努めてまいります。 

 

【櫛引委員】：評価は、output（実施）と outcome（成果）の両面から行うことが重要であ

ると思います。評価は実施内容に成果指標の到達度を加味して行うとのことでしたが、例

えば、№39の「保育サービスの充実」では、取り組みが進んだということで、評価は５と

判定されていますが、成果指標の到達度を見ると、保育所の待機児童数は基準値より増え

ています。サービスの充実という点では、これだけでは判断できませんが、このような取

り組みは、もっと成果を重視した評価にすべきと考えます。 

 

【事務局】：この取り組みについては、市の最上位計画である総合計画前期基本計画を前倒

しした上で、新たな保育施設を整備し定員数を増やしたこと、また、市では認可外保育施
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設を利用する児童の保護者に対し、認可保育所の保育料との差額を補助していますが、こ

の補助率を拡充したことなど、これらの実施内容と成果とを総合的に勘案して評価５と判

定したところです。 

 

【内海﨑会長】：№39の「保育サービスの充実」の内容を拝見しますと、ここに明記されて

いる休日保育、病児・病後児保育については、非常にニーズが多いものですが、これらの

サービスについては、２６年度に実施できておらず、今後の課題として検討することとさ

れています。また、櫛引委員よりご指摘のありました、成果指標における待機児童人数も

基準値と比べて増えています。それにもかかわらず評価は５となっています。これでは、

市民の皆様が素直に公表資料を見た場合、実績や成果が上がっていないのに、本当に評価

が５なのか、という印象を与えてしまう可能性があると思います。事務局からのご説明が

あって、はじめて評価の経緯は理解できましたが、説明なしに市民の皆様がそこまで理解

することは難しいと思います。 

 

【田島委員】：数値をもって評価対象とする場合においても、値のみにとらわれることなく、

市民の皆様が何を求めているのかに配慮しながら、実施した内容までを詳細に評価してい

くことが重要だと思います。 

 

【事務局】：病児・病後児保育については、現在、その実施に向けて医療機関と協議、調整

を行っているところです。また、成果指標の待機児童人数については、その捉え方が変更

され、対象が拡大されたこともあり、人数としては増えてしまっています。これらを含め、

公表資料の記載方法等については、今後、検討してまいります。 

 

【川村委員】：№80「女性管理職の育成・登用」については、男女共同参画推進に当たって

の象徴的な取り組みであると思いますが、評価は２と判定されており、とても残念です。

資料についても、現在は何が課題となっているのか、そして、課題解消に向けて何をすべ

きなのかなど、他の取り組みと比べても具体的な記述が乏しいと感じました。このままで

は、いつまでたっても成果が上がらないのではと心配です。このような状況となっている

要因には、人事管理の問題だけでなく、職場環境や職員一人ひとりの意識の問題も含まれ

ているように思います。 

 

【内海﨑会長】：この件に関しましては、他の自治体では様々な取り組みがなされており、

それらを参考にして具体的な改善策を検討していくことは可能であると思います。 

 

【事務局】：女性管理職の育成・登用については、人事担当課とも連携し、対応策を検討し

ながら取組を進めているところですが、女性職員の絶対数が少ないことなどにより、早期

に成果を上げることは難しい状況となっています。 
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なお、２６年度に実施した職員を対象とする意識調査では、「管理職になりたいか」とい

う設問に対し、理由は様々ですが、大部分の女性職員は「希望しない」と回答しており、

今後は、その要因や背景等を詳細に分析し、改善策につなげていきたいと考えています。 

 

【内海﨑会長】：人事制度上、管理職への登用に当たってのシステムが構築されているにも

かかわらず、男女の意識において、そこに大きな差が生じているのであれば、そのシステ

ム自体を公平性の観点から見直していかなければなりません。間接差別の問題です。その

点も含め、この取り組みについては、もう少し踏み込んだ記述が必要であると思います。 

 

【櫛引委員】：川村委員のご意見に関連して、女性管理職の登用についてですが、女性職員

の絶対数が少ないということであれば、管理職に登用する前からの下地作りとして、将来

の成果につながる取組が必要であり、そういった点を見せていくことも重要なのではと思

います。 

また、四街道市の人事制度については、公平であるとのことですが、実際に職員の意識

調査において、これだけ大きな差が生じているということは、四街道市役所の風土の問題

や、それ以前に社会全般としての風土の問題があるかもしれません。そのような風土の部

分が醸成されていない中で、制度のみを整えても成果にはつながらないと思います。女子

差別撤廃条約においても、社会通念、慣習、しきたりまで見ていく必要があるとされてい

ます。そのような意味では、女性の管理職への登用においても、女性職員の職域拡大や職

員全体の意識の醸成など、配慮すべき要素は多岐にわたると思いますので、それらに対す

る人事上の方針や、これら課題解消に向けた具体策を的確に把握した上で、この部分につ

いては、もう少し掘り下げた記述をしていくべきであると思います。実は、そのように感

じた取り組みは他にも見受けられます。 

さらに、事業評価に当たっては、男女共同参画の視点から、その成果がどうだったのか

ということが重要であり、資料の記述を見ると、その視点が反映されていない取り組みも

見受けられます。特に関連事業については、主目的事業との性質の違いに配慮しながら、

男女共同参画の視点に基づいた記述について意識すべきであると思います。 

 

【事務局】：ご指摘いただきました件については、資料の全体的な記述方法として、工夫し

てまいりたいと思います。 

なお、四街道市の人事管理についてですが、職員の意識調査では、昇任や昇格、人事異

動等における男女差について、過半数の職員が「性別での差はない」と回答しており、今

後、職員の意識醸成がさらに進めば、女性管理職は増えていくものと考えます。 

 

【田島委員】：やはり女性職員の絶対数が少ないことが大きな要因となっていると思います。

女性が負っているハンディキャップに配慮しながら、絶対数の増加につながる取組が必要

であると思います。 
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【内海﨑会長】：ありがとうございました。他にご意見、ご質問等はありますか。 

 

【田島委員】：基本的な質問なのですが、男女共同参画の趣旨としては、仮に女性の能力が

男性より劣っていたとしても、あえて登用していこうとするものなのか、それとも、能力

のある女性を男女平等の観点から積極的に登用しようとするものなのか、どちらなのでし

ょうか。 

 

【内海﨑会長】：四街道市はどのように考えますか。 

 

【事務局】：四街道市では、性別にかかわりなく、個性や能力を十分に発揮できるような環

境づくり、これを進めることが男女共同参画の趣旨だと考えています。 

 

【内海﨑会長】：個人の能力をどのように捉えるかは難しいと思いますけれども、性別が、

その個人の生き方や職業選択、あるいは日常生活の中で、阻害要因にならないようにする

ことが男女共同参画の大きな目的であると私は思っています。本人の認識は関係ありませ

ん。本人が性別による不利益に気付くことなく、結果として被害が拡大している場合を含

め、性別が個人の生き方や能力発揮の妨げにならないようなシステムや環境を整えていく

こと、これが男女共同参画の目的とすべき内容の一つだと思います。 

 

【櫛引委員】：男女共同参画社会基本法には、積極的改善措置、いわゆるポジティブ・アク

ションの項目が盛り込まれており、これは皆様ご承知のことと思います。その解釈ですが、

能力が同じであるならば、これまで女性が参画することのなかった分野に積極的な登用を

進めていきましょう、というものが一つあります。これは能力が同じであるという前提で

す。一方で、これまで女性が様々な場面で制限を受けてきたがゆえに、例えば、研修の機

会の提供など、平等にそのチャンスが与えられなかったとしたならば、女性職員の能力向

上を図るという意味で、積極的に機会を与えていきましょう、という考えもあります。 

したがいまして、田島委員のご質問にありました両方が、そのケースによっては有り得

ると思います。結論としては、男女平等を目指す共同参画であると考えています。 

 

【内海﨑会長】：個人の能力をどのように見るかということは、非常に重要であると思いま

す。 

私は人権教育が専門なのですが、教育の平等が、きちんと個人に担保され、また、その

機会が与えられてきたのかどうか、そして、それを一人ひとりで見た時に能力が十分に発

揮できているのかどうかは、個々の置かれた状況や背景によって変わってきます。これを

性別で考えてみると、やはり女性については社会的に様々な場面で、そのようなチャンス

や機会が得られずに、結果として能力の形成に偏りが生じてしまうということもあると思

います。 
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 ある国立大学では、男女で学力にどのような違いがあるのかを調査しておりまして、小

学５年生から中学３年生までの男女を対象として、その学力の推移を見ていくというもの

です。昨年、学会で中間報告がなされたのですが、国語では、すべての学年において女子

が男子を約１０点上回っており、算数と数学では、はじめは男子と女子とに差はないもの

の、中学３年生の段階では女子の方が高くなるという結果でした。それにもかかわらず、

女子は理工系にほとんど進学していません。それは、明らかにその後の高校生活等におい

て、様々な働きかけがなされた結果、女子が理工系に進学しなくなっている、これをジェ

ンダー・トラックといいますが、個々の能力に関係なく、そのようなジェンダーによる棲

み分けが結果的に起きてしまっていることを示しています。このように、能力をどう捉え

ていくかが重要で、これをケースごとにきちんと見ていく必要があると思います。 

 

【川村委員】：先ほど事務局より説明のありました職員の意識調査では、多くの女性職員が

管理職への登用を希望していないとのことでした。この結果については、女性職員は単に

意欲がないということではなく、置かれた状況によって意欲が持てないということの反映

として捉えていただき、その背景や要因は何であるのか、それを解消するためにはどうす

べきなのかをしっかりと検証し、今後の取組につなげていただきたいと思います。 

 

【東委員】：私は市の保健推進員として活動している関係上、職員の方々とかかわることが

多いのですが、やる気のある優秀な女性職員が家族の介護が理由で退職してしまうことが

ありました。意識調査の結果には、このような家族の事情でやむを得ず管理職への登用を

希望できないというケースも含まれるのではと思います。 

 

【内海﨑会長】：公務員は介護休業制度が整っているにもかかわらず、これを利用する環境

づくりが進んでいないのでは、というご指摘だと思います。この問題は、これから男性に

とっても大きなものになってくると思います。 

 

【田島委員】：課題等に対する分析については、もう少し深く詳細に原因等を究明した上で、

それに対する改善策を検討していただけると良いと思います。 

 

【櫛引委員】：資料の作成に当たっては、取り組みの再掲があると思いますので、市民の皆

様から見て分かりやすい表記の工夫をしていただきたいと思います。 

 

【内海﨑会長】：他にご意見、ご質問等はありますか。委嘱後の初めての会議でこれだけの

資料を理解することは非常に難しいと思いますので、会議終了後にご意見やご質問を受け

ることは可能でしょうか。 

 

【事務局】：来週中であれば対応可能です。 
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【内海﨑会長】：それでは、さらに資料を確認した結果、お気付きの点がある場合について

は、来週中に事務局までご連絡をお願いします。そこでのご意見を含め、ご議論等の内容

を私と会長代理とで確認させていただき、事務局と調整しながら意見書として取りまとめ

てまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（委員全員が承認） 

 

【内海﨑会長】：それでは、次回の審議会において、取りまとめた意見書を皆様にご確認い

ただきたいと思います。 

次に議事（２）その他ですが、事務局から何かありますか。 

 

（次回開催等について事務局説明） 

 

【内海﨑会長】：ありがとうございました。ただ今の事務局による説明について、ご質問等

はありますか。 

 

【内海﨑会長】：全体を通してご質問等はありますか。 

無いようでしたら、以上で、平成２７年度第１回四街道市男女共同参画審議会を終了し

ます。本日は、お疲れ様でした。 

 

 

（以上） 

 

 

 

 

 

 

会議録署名人   東 夏子         

 

 

 

会議録署名人   渡部 洋         

 


