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平成２８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１１月３日（木）午前１０時００分～１２時００分 

場 所    四街道市役所新館５階 第１会議室 

 出席者委員  内海﨑会長 櫛引会長代理 東委員 髙𣘺委員 福田委員 矢田部委員 

山﨑委員 渡部委員 川村委員 田島委員 羽田委員 松井委員  

欠席者委員  小澤委員 成田委員 野城委員 

 事務局出席者 石渡政策推進課長 荒巻主幹 井上主査補 木村主事 

 傍聴人    ０人 

 

――会議次第―― 

１ 開  会 

２ 会長あいさつ 

３ 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２７年度事業評価について 

 （２） その他 

４ 閉  会 

 

【事務局】：本日は、お忙しい中、ご出席いただきまして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２８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、１２名の委員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。なお、小澤委員 成田委員 野城委員につ

きましては、欠席のご連絡をいただいておりますので併せてご報告いたします。 

はじめに、内海﨑会長より、開会のご挨拶を頂戴したいと思います。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。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。 

 

（委員全員が承認） 
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【内海﨑会長】：次に、本日の会議録署名人を指名させていただきたいと思います。髙𣘺委

員と川村委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（両委員が承認） 

 

【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、公開といたしますが、

よろしいでしょうか。 

 

（委員全員が了承） 

 

【内海﨑会長】：それでは、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】：傍聴人はおりません。 

 

【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）第３次四街道市

男女共同参画推進計画の平成２７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】：ただ今、事務局より説明のありました内容に対し、ご意見・ご質問等はご

ざいますか。各課題について、ご意見を伺いたいと思います。まず、課題１の取り組み等

について、ご意見等がありましたら、ご発言ください。 

 

【櫛引委員】：№11の主な実施成果のデータにおける道徳教育研修会の開催とありますがテ

ーマはどのようなものでしたか。男女共同参画をテーマとして取り扱ったのでしょうか。 

 

【事務局】：データ記載のとおり、男女ともに、お互いに異性についての正しい理解を深め、

相手の人格を尊重するという、男女平等意識に関連したテーマを取り扱っています。  

 

【内海﨑会長】： №11及び12も含めて、学校教育の中の人権教育は非常に幅広いものです。

道徳の時間で男女共同参画をテーマとして扱うには時間が限られてしまう懸念があります。 

同様に№12の「学校における性教育の充実」については、授業を行う先生の意識によっ

て、その内容や効果などが変わってくると思います。よって、どの様な内容が取り上げら

れているのかを確認する必要があります。 

また、№9の保育所における取組についても、どの様な情報提供がなされたのかが不透明

です。 



3 

 

【櫛引委員】：男女共同参画に特化した教育、研修がなされたのかが、評価の対象であると

考えます。 

 

【渡部委員】：授業参観に参加する機会がありますが、そのような場で、児童生徒と一緒に

保護者に対して男女共同参画をテーマとした授業を行ってもらえればより浸透するのかな

という印象があります。 

 

【内海﨑会長】：引き続き、課題２の取り組み等について、ご意見等がありましたら、ご発

言ください。 

 

【渡部委員】：評価が２のものに産業振興課が多い印象を受けますが、その点、事務局はど

の様に考えますか。 

 

【事務局】：産業振興課の担当する取り組みは、かなりの部分が事業者への働きかけに対す

るものですが、現状としては、 事業者との接点が少なく、啓発に対する効果が計りづらい

状況にあります。このため、まずは、普及啓発を継続的に行っていくこととしています。

今後、より踏み込んだ取組を模索する余地があるため、評価を２としています。 

 

【渡部委員】：県や国と連携した取組ができれば、より効果的だと思います。 

  

【事務局】：ご提案の件につきましては、産業振興課へ情報提供し、今後の取組の参考にさ

せていただきたいと思います。  

 

【櫛引委員】：№24の「公共工事におけるポジティブ・アクションの推進」については、制

度としては整えているにもかかわらず、利用実績がないというのではもったいないと思い

ます。物品委託も含めて入札参加資格で加点方式を採用している例もあります。建設工事

にとどまらず、対象を拡大できれば、事業者への周知として効果があるのではないかと思

います。例えば、育児休業、介護休業制度において、法律に規定された以上の成果をあげ

る事業者への加点などが考えられます。 

 

【事務局】：現計画においては、あくまでも「公共工事におけるポジティブ・アクションの

推進」ということで、位置付けているものです。ご提案の件につきましては、実施の可能

性も含め、担当課と協議、調整の上、その対応を検討してまいります。 

 

【内海﨑会長】：他市町村の事例を調べていただき、なるべく早い段階で、適切な対応を期

待しております。 
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【内海﨑会長】：次に、課題３の取り組み等について、ご意見等がありましたら、ご発言く

ださい。 

 

【渡部委員】：№36の市民への取組と№37の事業所への取組の評価がそれぞれ4と2ですが、

この違いはどのように考えていますか。 

 

【事務局】：№37の取り組みは、事業所に対するものであり、市と事業者とでは、市商工会

を通じてでしか接点がなく、特に商工会に属さない事業所への普及・啓発が難しいことが

理由としてあります。よって、市としての普及・啓発活動が、市ホームページへの掲載に

とどまっているという状況です。 

 

【内海﨑会長】：今後は、どの様なアプローチが考えられるでしょうか。例えば個別に事業

所へアプローチすることは可能なのでしょうか。 

 

【事務局】：市内事業所の数から、それは非常に難しいと思います。また、各業種で組織し

ていた団体も、現在は解散しており、効果的な手法の模索に苦慮しているところです。 

 

【内海﨑会長】：現在の非常に厳しい経済状況により、事業所においては、事業継続に精一

杯で、ワーク・ライフ・バランスをはじめ、男女共同参画の推進に向けた取組までの余裕

がないかもしれません。 

 

【事務局】：その可能性は大いにあります。市内事業所の大半が中小企業であり、男女共同

参画の推進に向けた取組は簡単ではないと認識しています。その上で、できるところから

取り組んでいきたいと考えています。 

 

【内海﨑会長】：他の地域では、小さな事業所であっても女性の積極的採用や、ワーク・ラ

イフ・バランスの推進に取り組むことで、優秀な従業員の確保が生産性の向上につながり、

結果として業績を伸ばしている事業所もあります。地域ごとの特性に配慮しながら、でき

るところから、少しずつでも取り組んでもらえればと思います。 

 

【櫛引委員】：千葉県でも、ワーク・ライフ・バランスの推進に取り組む事業所を表彰する

制度がありますが、この様な取組があることを各事業所に周知することは可能でしょうか。 

 

【事務局】：個別に周知することは難しいですが、商工会だよりなどを通じて包括的に行う

ことは可能であると思います。 

 

【内海﨑会長】：他市においては、男女共同参画のメリットが実感できない、また、取組の
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ハードルが高いと感じている事業所が多くある、という印象を受けました。その様な事業

所に対し、男女共同参画の理解を更に促すことが必要だと思います。 

 

【内海﨑会長】：次に、課題４の取り組み等について、ご意見等がありましたら、ご発言く

ださい。 

 

【川村委員】：№52の実施上の課題の中で記載のある、訪問率100％を目指す必要があると

の記載について、訪問保健師の確保が難しく全戸訪問が達成できないとするならば、その

確保に努めてほしいと考えます。 

 

【内海﨑会長】：審議会として、訪問率100％を目指すため保健師の確保を行うことを要請

したいと考えます。虐待等の防止の観点からも是非実施を求めます。 

 

【東委員】：保健推進委員として、この取組に関わっていますが、各検診において児童虐待

などの疑いがあるケースに対しては、必要な対応を行っています。支援体制が不十分だと

するならば、その充実に努めて欲しいと思います。 

 

【事務局】：訪問率の100％を達成できない背景の一つには、保護者との訪問調整ができな

いケースも含まれていると思います。担当課と協力のもと、保護者の理解を得て訪問が可

能となるよう努めていきたいと思います。 

 

【櫛引委員】：ただいまの№52について、他市では、母子手帳に加え、父子手帳を交付して

いる例があり、非常に好評だと聞いています。女性だけではなく、男性にとっての男女共

同参画も必要であると考えます。 

また、同様に№54の性差医療に関する情報の収集・提供について、女性に対する検診結

果だけでなく、男性に対する検診のデータも掲載があると良いと思います。併せて、№52

の訪問率100％の分母がいくつで分子がいくつなのか、実施成果と課題との関連性が分かる

データの表記が必要だと思います。 

 

【内海﨑会長】：№58・59の実施成果のデータについて、性感染症と男女交際（デートＤＶ）

の問題が一緒の授業において行われているようです。この問題はそれぞれ独立して正しい

情報を生徒へ提供してほしいと思いますが、この二つは同じ授業の中で取り扱っているの

でしょうか。 

 

【事務局】：各学校とスケジュールの調整を行い、また、内容を精査した上で、同一の授業

の中で実施したものです。 
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【内海﨑会長】：性感染症が必ずしも男女交際に起因して感染するというものではないので、

別々の授業で行われることが望ましいと思います。 

 

【内海﨑会長】：続きまして、課題５の取り組み等について、ご意見等がありましたら、ご

発言ください。 

 

【内海﨑会長】：№63について、ＤＶ被害者の早期発見とは、具体的にどういったものでし

ょうか。 

 

【事務局】：ＤＶ相談12件のうちの4件が、児童及び配偶者等に対する暴力防止対策地域協

議会からの情報提供です。 

当協議会において、市におけるＤＶ相談窓口を周知したことが、関係機関からの情報提

供につながったものです。これにより、結果として早期発見に寄与したものと考えます。 

 

【内海﨑会長】：実施・成果のデータ欄に、他機関から情報提供があった旨の表記を加える

ことで、より分かりやすくなると思います。 

 

【櫛引委員】：一点目、№64の「ＤＶ被害者に接する職員の研修機会の確保」の「職員」に

は、実施・成果のデータにある民生・児童委員も含まれるという理解でよろしいですか。 

また、二点目、№66の「ケースに応じた相談・支援施策の研究」の実施・成果のデータ

の相談件数ですが、男性の5件は、被害者なのか、加害者なのか教えてください。 

三点目、№70の「庁内連携体制の強化」について、実施・成果のデータの関係機関に、

警察は含まれるのでしょうか。 

四点目、№72の「セクシュアル・ハラスメントやストーカー行為等の暴力防止に向けた

啓発の推進」についてですが、実施・成果のデータにおいて、市ホームページでのＤＶ相

談窓口の案内を掲載とのことですが、ＤＶ相談窓口において、セクハラも扱っているとい

うことでしょうか。 

 

【事務局】：まず一点目ですが、民生・児童委員は市の非常勤特別職であり、被害者と接す

る者という観点から、実績として記載させていただいています。 

また、二点目について、男性5件は、被害者として相談された件数です。 

三点目については、関係機関に警察も含まれます。 

四点目については、相談のケースに応じて、担当窓口をご案内しています。 

 

【内海﨑会長】：ＤＶ相談窓口と記載があるが、その他、ストーカーやセクハラの相談窓口

も記載したほうが、分かりやすいと思います。 
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【事務局】：相談業務については、基本的には個別の担当課で対応しますが、市民が判断に

迷う場合は、総合案内窓口で受け付けます。そこで、相談の内容によって、担当課へご案

内しています。 

 

【内海﨑会長】：プライバシーへの配慮が必要な内容を総合案内窓口で受け付けることに対

し、相談者は不安を感じるのではないかと懸念します。  

 

【渡部委員】：私は、人権擁護委員を務めておりまして、そこで各種の相談を受け付ける機

会がありますが、セクハラ相談は、四街道市ではあまり受ける機会がありません。また、

様々な相談自体も具体的にどう対処対応するべきなのかといった、踏み込んだ内容が多い

と実感しています。その意味では、質問の内容に応じて、市民の方々が、直接担当課に出

向くことが多く、総合案内窓口で一次的な相談をするケースは、少ないのではないかと思

います。危機管理課が、災害に対する窓口として一元的に担当するのと同様に、一括して

受け付ける担当課があるとありがたいと思います。 

 

【東委員】：総合案内窓口では、他の市民とも物理的に近く、やはり相談することに対し、

プライバシー面では不安を感じるのではと思います。プライバシーへの配慮が必要である

と思います。 

 

【事務局】：№72の補足ですが、政策推進課では、専門の相談員を配置して相談体制を整え

ているものではありません。具体的な取組の内容といたしましては、専門機関のご案内や

相談先の周知を図るといったものを想定しています。 

 

【櫛引委員】：市民に対し、分かりやすく相談窓口を明示する必要があると考えます。 

  

【川村委員】：セクハラ、ストーカー相談に行くとしたら人権相談へ行くと思うので、実際

の相談先の明示を行い、相談者が相談を行いやすい環境を整備すべきであると思います。 

 

【事務局】：総合窓口でのご案内は一次的なものでそこで全ての相談を担うものではござい

ません。セクハラの相談についても関係課と連携を図りながら協議していきたいと考えま

すので、わかりやすい表記については検討させていただきます。 

 

【内海﨑会長】：それでは最後に計画の推進について何かご意見はありますでしょうか。 

 

【川村委員】：№78の「教員等の職務分担における固定化された性別役割分担の解消」につ

いてですが、これについては、どの様な課題があって、それに対してどの様な取り組みを

想定しているのでしょうか。 
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【事務局】：例えば、校長や教頭といった管理職には男性が、また事務職員や養護教諭には

女性が多いといった職種によって性別に偏りが見られます。取り組みとしては、この様な

偏りの解消を目的としています。なお、教職員の人事権は、県教育委員会に属しており、

取り組みには限界がありますが、教務主任以下の人事配置については、校長に裁量権が委

ねられているので、その点から、働きかけを行っているところです。 

 

【川村委員】：校長の女性比率が低いのと同様に、教務主任に女性の比率が低いように思わ

れますが、校長になるための人事上の既定路線のようなものがあり、女性は、その路線か

ら外れてしまっていることが原因として考えられますか。 

 

【内海﨑会長】：公に教務主任を務めないと校長になれないといった明確なコース分けは無

いのですが、教務主任や生徒指導主任という職務の経験をバックグラウンドとした評価が

校長に至るまでのコースで重要視されていることはあると思います。反面、女性比率が比

較的高い研究主任の経験が校長につながっていないということです。 

 

【川村委員】：そうしますと、№78の実施・成果のデータが、実施した内容の裏付けとして

リンクしていないので、表現の工夫が必要だと思います。 

 

【事務局】：表現については、今後検討してまいります。 

 

【田島委員】：№80の「女性管理職の育成・登用」については、より積極的な推進を図るべ

きです。一つの形として前回の会議でも申し上げたとおり、専門的な部署を設置し、その

課長に女性を登用するなどといったことで推進を図るべきと考えます。また、仮に四街道

市として、管理職に適材な人材が不足しているということであれば、県から女性管理職を

受け入れるといった手法も視野に入れるべきであると提案したいと思います。 

 

【櫛引委員】：女性管理職を育てるという職場の風土の醸成がとても重要なことであると思

います。例えば、単に女性管理職ポストを与えるということにとどまらず、管理職になる

までに、管理職に必要な経験を積ませるということも大切だと思います。今回、計画の目

標値で女性管理職が5％のところ、10％超を達成したことは、非常に喜ばしいことですが、

それをどういった手法で達成したのかが、非常に興味深いので教えて下さい。 

 

【事務局】：職員構成も大きく影響すると考えられますが、これまで職員の意識啓発や能力

開発を図るため、各種研修を充実させてきたこと、また、市の人事評価制度の改善を行い、

より適切な評価手法を採り入れたこと、これらの取り組みを継続することで、今後も成果

が得られるものと考えています。 
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【川村委員】：女性管理職の割合の増加は、従前より注視していた項目であり、平成27年度

の目標値を大きく上回ったことは、大変評価できます。なお、女性管理職については、県

からの派遣も手法の一つとして考えられますが、むしろ、市の職員をしっかりと育成して

いくことが重要だと思います。 

 

【渡部委員】：全体として、評価が上がった取り組みについては、実施上の課題の記述をよ

り充実させて翌年度以降の糧にして欲しいと思います。一方で、前年度評価から下がった

取り組みについては、その原因を考察し、実施上の課題として、その改善策をより具体的

に記載するべきだと思います。 

 

【内海﨑会長】：ありがとうございました。次の議題にまいります。議題２のその他につい

てですが、事務局から何かありますか。 

 

【事務局】：審議会につきましては、例年、この事業評価について、第２回会議を開催し、

取りまとめた意見書案をご確認いただいておりましたが、今年度は、会長、会長代理と調

整の上で作成した意見書を委員の皆様に書面にて配付し、ご確認いただくことで、会議の

開催に代えさせていただきたいと考えています。皆様のご了承をいただければ、今年度は

本日が最後の会議開催となります。 

  

【会長】：それでは、今回のご意見を私と会長代理、事務局にて取りまとめ、その後、委員

の皆様に見ていただき、審議会の意見として提出するということでよろしいですか。 

 

（一同賛成） 

 

【内海﨑会長】：では、その他、何かありますでしょうか。 

 

【櫛引委員】：確認ですが、本日の欠席委員へも意見書の配付があるということでよろしい

でしょうか。 

 

【事務局】：欠席委員へも意見書の配付を予定しています。 

 

【内海﨑会長】：それでは本日の会議を閉会させていただきます。お疲れ様でした。 

 

（以上） 
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