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平成２９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２９年１１月２３日（木・祝）午前１０時００分～１２時１５分 

場 所    四街道市役所新館５階 第一会議室 

 出席者委員  内海﨑会長 櫛引会長代理 東委員 矢田部委員 山﨑委員 野城委員 

川村委員 羽田委員 松井委員  

欠席者委員  小澤委員 成田委員 福田委員 髙𣘺委員 渡部委員 田島委員 

 事務局出席者 石渡政策推進課長 山﨑子育て支援課長 荒巻主幹 大坂主査補 木村 

 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２８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２９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、９名の委員に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、福田委員、髙𣘺委員、

渡部委員、田島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。 
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【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） 

 

【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。山﨑委員と松井委員

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２８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の取組等について、ご意見

等がありましたら、ご発言ください。 
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【川村委員】 

第３次四街道市男女共同参画推進計画・評価結果表（事業ごと）の№７、主な実施・成

果のデータの男性の料理教室についてお聞きします。この料理教室は、いつごろから実施

しているものでしょうか。また、募集人数は、何名くらいでしょうか。 

 

【事務局】 

料理教室の参加人数は、市内在住または在勤の方１５名の募集により行っております。 

また、料理教室については、主催の男女共同参画フォーラム実行委員会の前身組織から

数えましておおよそ１０年間継続的に実施しております。 

 

【川村委員】 

男性の料理教室という企画自体は、料理を通じて家庭への参画が行われているとすれば、

すばらしい企画であると思いますが、男女共同参画を実現する上で、料理をメインイベン

トとして毎年実施していてよいのかという疑問をもっていました。他の自治体のイベント

などを参考にして新たなイベントを試みてもよいのではないかと思います。 

 

【事務局】 

貴重なご意見をありがとうございます。男性のための応援料理教室は、あくまで年間複

数回行われているイベントの一つであり、料理教室に限らず、映画上映など他の形態によ

る男女共同参画を促進するイベントも実施しております。また、男性の料理教室は、毎年

とても人気のあるイベントであり、参加者にとっても満足度、また家庭への参画に前向き

な感想を頂戴しているイベントでございます。よって他のイベントとの相乗的な効果で男

女共同参画を推進できているイベントであると思われます。 

 

【櫛引委員】 

私自身、男女共同参画フォーラム実行委員会のメンバーなのですが、実行委員会の視点

から発言させていただきますと、現状、市民の料理教室へのニーズが高いと認識しており、

それが今の四街道での男女共同参画に必要な状況なのだと思っています。さらに、料理を

作るだけでなく、 調理後には、試食をしながら、男女共同参画の意識啓発として、グルー

プディスカッションを行い、参加者からお話を伺う中で、どのような企画が効果的である

か、実際の家庭への参画状況の確認など、男女共同参画の市民意識を把握する貴重な機会

となっていることも申し添えいたします。 

 

【川村委員】 

料理教室に関する企画意図は、承知しました。ただ、私の周りの方からのお話として、「旦

那様は、料理に限らず家のことを何もやらない」というような話を聞いております。です

から、料理に限らず、家事に関するイベントを実施することで、男女共同参画が進むもの
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と考えております。例えば、家庭での仕事として、洗濯などもあるかと思いますので、男

性向けの洗濯に関するイベントなどもよいのではないかと思いました。 

 

【東委員】 

保健推進委員でも料理教室を２年に１度行っています。以前は、男性の参加が皆無でし

たが、最近は増えているように感じています。たとえば、他の料理イベントなどとコラボ

レーションしたり、開催場所などを変化させて、現在参加できていない男性へのアプロー

チを試みることで、より多数の男性の料理に関する家庭参画の障壁を取り払えたらいいな

と思います。 

 

【内海﨑会長】 

表記として、男女共同参画の推進が図られたものであるのか、分かりづらいものが見ら

れます。例えば№9の主な実施成果のデータでは、不要に男女を区別するような保育があっ

たという報告を受けた回数の表記は不適切ではないかと思われます。不要に男女を区別す

るような保育とはどのような保育か、だれが報告するのか、報告義務はあるのかが本資料

でわからないので、表記を工夫する必要があると思われます。例えば「固定的役割分担意

識にとらわれるような保育については見られなかった」などの表記に変えられたほうがよ

いのではないかと思います。ただし、実際にどのような保育がされているのか、事務局は、

保育所へ見に行くことが大切であると思います。 

№10 主な実施成果の内容については、キャリア教育の推進を図ったとの記載があるが、

キャリア教育が性別にかかわらない進路の可能性を教育できているのかどうかがこの資料

の記載では不明です。職場体験の中身で、消防署に職場体験に希望する生徒が、男子だけ

であるとか、保育所への職場体験希望者には、女子だけといったことでは、男女共同参画

の促進にはつながらないと思いますので、本来的には、消防署にも女子生徒が参加したり、

保育所にも、男子生徒が参加することが必要だと思います。 

また、№11 では人権教育研修が行われていることは、確認できますが、人権の一部とし

て男女共同参画がありますが、果たして、人権教育の中で男女共同参画が取り扱われたの

かが読み取れません。同様に№12 では、主な実施成果の内容では「児童生徒が対等の立場

で互いを思いやる心情や態度を育んだ」とありますが、指導記録により、より具体的に心

情や態度を育んだ内容が分かるデータがあるのではないかと思いますので、その記載を入

れてもらいたいと思います。それと同時にセクシュアル・マイノリティーに関する教育に

ついても行われているのではないかと思いますので、実施しているのであれば記載する必

要があるのではないかと思います。 

 

【事務局】 

保育所への見学は、行っておりませんが、保育所の職員も男女共同参画に関する研修を

受講し、職員の理解促進を図りながら、保育を行っております。また、事務局としまして
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も、男女共同参画に関する事業に限らず、様々な事業を通じて、保育所に関して深く知る

機会があります。 

表記については、今のご指摘を踏まえて適切な表現を考えていきたいと思います。また、

№10 キャリア教育については、例えば、保育所では、男性保育士、消防署では、女性消防

士も在籍し、職場体験を行う上で、性別にとらわれることなく、生徒の希望に応じた職場

体験を提供し、生徒が進路を考える上で、性別にとらわれず、主体的に進路選択ができる

ように指導しているとの報告があがってきております。 

  

【櫛引委員】 

№９の主な実施・成果の内容で、固定的性別役割分担にとらわれることなく保育を行い

と記載がありますが、この保育の具体的な内容を記載することで、市民によりわかりやす

いものとなると思います。 

また、№２託児サービスの充実が取り組み内容にありますが、主な実施成果の内容では、

男女共同参画フォーラム実行委員会主催事業での託児サービスの提供は読み取れますが、

他部署などの女性参画を促進する事業でも、託児サービスの提供があるのかが不明瞭であ

り、実施されているのならば、記載いただけるとありがたいと思います。 

 

【内海﨑会長】 

次に、課題２の取組等について、ご意見等がありましたら、ご発言ください。 

 

【野城委員】 

表記についてですが、第３次四街道市男女共同参画推進計画・評価結果表（総評・課題）

の２ページ目、各課題の「実施」「成果」「課題」の記載ですが、記載内容が各課題の一部

事業の取組についてのみの記載となっています。つまり各論から記載が始まっていますが、

例えば、課題２に関する「実施」「成果」「課題」の記載で課題２に全体に対する総論とし

ての記載があるほうが、市民が見る際に理解がしすいのではないかなという印象を持ちま

した。 

 

【事務局】 

当該「実施」「成果」「課題」での記載については、課題に附属する各事業の取組におい

て、特に顕著な取組を取り上げているため、総論・各論表記という構成での記載とはなっ

ておりません。 

 

【野城委員】 

課題２に関する「実施」「成果」「課題」の記載では、文頭から「家族経営」との記載が

ありますが、市民が見る際に、家族経営とはなんだろうかとの疑問を持つと思いますので、

例えば「農業においては」など、用語の理解を助けるような記述を設け、市民が理解しや
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すい表記に努めてもよいのではないかと思います。 

 

【事務局】 

より市民の方々が理解をしやすいような表現を検討していきたいと思います。 

 

【櫛引委員】 

複数の質問となりますが、まず、№15、№16 の取組及び内容は、似通った内容であり、

実施成果・データでも似たようなデータですが、評価が３と２と相違があります。その違

いはどのような理由からでしょうか。 

次に、№17 の主な実施・成果の内容の記載で「農業経営における男女平等を促進した」

との記載がありますが、男女共同参画の誤りではないでしょうか。本計画を策定する段階

にて、男女平等と男女共同参画は、区別して使用したものと記憶しております。 

次に、労働の分野、例えば№20から№23についてですが、女性活躍推進法が近年施行さ

れましたが、計画策定時点で想定が無かった社会情勢も反映する必要性を感じていまして、

この法律に関連して何か実績はあったのでしょうか。 

次に、№24 総合評価方式の件数 0 件と記載がありますが、総合評価方式が実施されなか

った理由はなぜでしょうか。もっと総合評価方式を活用して欲しいという思いがあります。 

最後に、№34 各自治会単位などで避難所運営委員会というようなものがあるかと思いま

す。そのような避難所運営組織において、女性割合がどの程度なのかが、女性の視点に立

った避難所開設運営となるのかの分水嶺だと思います。 

 

【事務局】 

まず、№15と№16の違いについてですが、評価は、各取組が前年と比べてどのように進

捗が図られたのかを基準としており、前年度における各取組の評価の違いが結果として№

15と№16の差となっています。 

次に、№17 の「男女平等」との表記ですが、仰せのとおり、誤りですので「男女共同参

画」に修正させていただきます。 

次に、労働分野における女性活躍推進法に関連して実績を挙げたというデータは、今の

ところございません。よって２という評価となっています。 

次に、№24 総合評価方式の件数ですが、現在、公共事業については、一般競争入札によ

って行われており、総合評価方式によって行う対象となる建物などの工事がなかったため 0

件という記載となっています。 

最後に、№34 ですが、新たな地域防災計画を現在策定中です。同計画の中では、男女の

ニーズの違いに配慮した防災備蓄品の整備を行うほか、地域の防災体制としまして、自主

防災組織等の育成、指導を通じて男女共同参画の視点を踏まえた避難所の運営を行う旨の

記載がされるとの報告をうけております。 
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【内海﨑会長】 

№34 に関連して、避難所運営のマニュアルの中に男女共同参画の視点の表示を入れて欲

しいと思いますが、現在入っているものなのでしょうか。 

 

【事務局】 

地域防災計画を踏まえて防災マニュアルが出来上がっているため、男女共同参画の視点

を踏まえたマニュアルの作成となっておりますが、マニュアルへの記載があるのかどうか

については、確認いたします。その上で、仮に記載がなかったとすれば、現在地域防災計

画の見直しを行っており、それに基づいて作成されている防災マニュアルであることから、

同計画の見直しにあわせ、マニュアルの作成にあたり、男女共同参画の視点を踏まえた避

難所の運営を記載するよう担当課へ促していきたいと思います。 

 

【櫛引委員】 

ただいまの事務局の説明の総合評価方式に適合した工事が無かったとの回答ですが、保

育所は現在、市内で随時新規設立があると思いますが、これは対象ではないのでしょうか。 

 

【事務局】 

現在、新規設立の保育所は、民間運営であることから、対象外となっております。 

 

【櫛引委員】 

私も参加しております、四街道市男女共同参画フォーラム実行委員会では、防災・避難

所ノートというものを発行しました。これは、防災・避難所運営に関して男女共同参画の

視点を取り入れたものとなっており、自治会組織などで活用して欲しいと願っております。 

 

【内海﨑会長】 

№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ですが、審議会の委

員を募集する際に、託児を備えていますか。 

 

【事務局】 

担当課へ確認したところ、託児の要望が無かったことから、設置を行っておりません。 

 

【内海﨑会長】 

他市の事例では、託児を設置している旨を掲出した上で、委員を公募したところ、託児

があったから委員へ申し込みましたという女性の方がいらっしゃいました。要望の有無に

かかわらず、委員の公募の段階から託児を設置する旨掲出していただき、女性に限らず男

性も託児を利用し、審議会への参加をしやすい環境づくりに努めて欲しいと思います。 
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【内海﨑会長】 

次に、課題３ワーク・ライフ・バランスの推進について何かご意見がありますか。 

 

【野城委員】 

№40 幼稚園における預かり保育の支援といった取組における預かり保育を充実すること

は、ワーク・ライフ・バランスを逆に逸することにつながるのではないかと思います。つ

まり幼稚園で子供を預かる時間が長くなることで、保護者の労働時間が相対的に長くなり

ひいては、ワーク・ライフ・バランスを崩す結果になるのではないかと考えます。 

ワーク・ライフ・バランスの実現のための男女共同参画上の取組なのか、ワーク・ライ

フ・バランスが男女共同参画の実現に向けた取組なのか。結果と行った実施データが逆じ

ゃないかと感じてしまいます。 

 

【事務局】 

 ワーク・ライフ・バランスと男女共同施策は、大変密接な関係にあるものであると解釈

しております。その関係性については、どちらが手段でどちらが結果であるというもので

はなく、それぞれの実現が双方の結果をより高めるものであるとのことから、男女共同参

画の計画に取組として位置づけられているものです。 

 

【櫛引委員】 

ワーク・ライフ・バランスの認識について、あくまで男女共同参画の視点に立ってみた

ときに、性別にかかわらず家庭生活・地域生活と職業生活のバランスをとったものという

意味合いであり、男性女性それぞれが、思うような生活スタイルを実践するためにワーク・

ライフ・バランスが必要であると思います。例えば、女性が職業生活も充実させたいと思

っているにもかからず、託児を行う制度保障がないために、自分らしく生きること、自己

実現が達成できないといった場合に、託児制度を享受する環境整備が行われることで、自

己実現ができ、男女共同参画につながるものであり、ワーク・ライフ・バランスの実現が、

男女共同参画に資するものであるということだと思います。 

 

【内海﨑会長】 

№47 の主な実施・成果のデータの表記の仕方として、男性の参加者数の掲載があります

が、前回何人の参加で今回が何人の参加であったのかなど、参加者数の増減を示してもら

えますと取組の進捗がわかりやすくなるのではないかと思います。 

同様に№48 での主な実施・成果の内容で「男女が協力して子育てに関われるよう、学習

機会を提供した」との記載について、親子の講座で、お父さん、お母さんの参加の人数も

わかると取組の進捗がわかりやすくなると思います。 
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【川村委員】 

№48や№49を見ると評価が３となっていますが、主な実施・成果の内容やデータを見る

と比較的よく取組まれているという印象を受け、評価としては、４に近いのではないかと

感じ、評価方法に疑問が残ります。 

 

【内海﨑会長】 

評価方法については、計画策定時からの継続ですので、変更は難しいとは思いますが、

審議会からの意見書の記述の中で、評価にプラスする形の記述を加えることで同様の効果

が生まれるのではないかと思います。川村委員のご意見を踏まえながら、事務局、櫛引会

長代理と相談の上、意見書の作成をさせていただきたいと思います。 

 

 

【内海﨑会長】 

課題４について何かご意見はございますか。 

 

【櫛引委員】 

資料の表記の話になりますが、全体的に抽象的な表現にとどまり具体的表記を追加して

欲しいところがいくつかあります。例えば、№53の主な実施・成果の内容では、「性差に特

徴的な健康課題について健康教育を行った」とありますが、性差に特徴的とはどのような

ものなのか見えづらいと思います。また、№54 では、主な実施・成果のデータの記載で、

受診者数は記載があるが、その受診者数がどのような意味をもつのか、多いのか少ないの

か、見えづらくなっております。そこで、受診率の記載もあるとよりわかりやすいのでは

ないかと思います。検査項目によっては、目標となる受診率や全国平均などの受診率もあ

るものがあると思いますので、その結果との比較で、より取組の進捗が見えると思います。 

 

【事務局】 

従前からの課題ではございますが、可能な限り抽象的な表現をさけ、わかりやすい表記

に努めます。また、受診率に関しましては、資料「成果指標達成状況一覧」中で、基準値、

目標値とともに受診率を掲載しておりますが、取組記載の受診の種類と必ずしも対応して

いるものばかりではございません。紙面に限りがあり、資料の一覧性を害さない中で可能

な限り、市民のみなさまに見やすく、そして理解がされやすい表記に努めていきたいと思

います。 

 

【内海﨑会長】 

表記の工夫についてお願いしたいと思う取組がございます。№58、№59 ですが、内容と

しては、市内の中学校での生徒に対する教育を行ったとのことですが、具体的にどの学校

でどのような内容の授業があったのか情報を掲載していただけるようお願いします。 



10 

 

 

【内海﨑会長】 

課題５について何かご意見ありますでしょうか。 

 

【櫛引委員】 

№66の主な実施・成果の内容の記載で「性差なく相談を受けた」との記載がありますが、

ここは、「性別にかかわらず相談を受けられる体制を整えた」ではないかと思います。 

№74 の主な実施・成果のデータについては、実施の回数（アウトプット）を記載されて

いますが、成果であるアウトカムを可能な限り記載し、成果を求めてほしいと思います。

例えば、№74 の取組は、基本的施策として「性犯罪に対する安全対策の推進」に位置づけ

られているので、何回パトロールをしたから５という評価ではなく、一歩踏み込んで、性

犯罪が何件から何件に減少したとの記載を主な実施・成果のデータに掲載し、その結果、

評価としていくつとなるのかといった表記が望ましいと思います。 

また、№75 有害ビラといった表現が、主な実施・成果の内容やデータにありますが、現

在の性犯罪を誘発する有害情報は、SNS などに移行してきていると思います。例えば、計

画策定当初には、SNS などは有害情報の情報媒体としての認識が無かったものが、今は、

有害情報媒体の中心が SNSやインターネットであり、それに対する対応を行っているので

あればその記載も掲載してもいいのではないかと思います。 

 

【内海﨑会長】 

中学校、高校では、性犯罪の関係では SNSが主流となっており、情報リテラシーや SNS

をどう活用するのかということは、喫緊の課題であります。そこで、市としても、青少年

育成センターと協力し、SNS による性犯罪にどうまきこまれるのかを小学校などを通じて

情報提供を行い、保護者、家庭への啓発ができないものか、学校への働きかけができない

ものかと思います。 

 

【矢田部委員】 

学校では、青少年育成センターが中心となって啓発活動を多数実施していますので、そ

の内容を記載できると思います。 

 

【内海﨑会長】 

№64 の「DV 被害者に接する職員の研修機会の確保について」をはじめとした DV に関

する課題として、DV を防止することは、必ずしも DVを担当する課だけが担うものではな

いと思います。例えば、一見 DV と関係がない課で、保育の相談や介護の相談で市役所に

来た方が、話を聞いていくと、DVを疑われる事例の話が潜んでいたなどという可能性はあ

ると思います。ですから、DV関連職員だけの研修だけでなく、全庁的な研修が必要なので

はないかと思いますが、実施されているのでしょうか。 
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【事務局】 

№64 の主な実施・成果のデータ記載の講演は、各団体等の代表者（代表者部会）への研

修でありますが、代表者部会とは別に現場で対応にあたる職員を対象にした実務者部会を

行っておりまして、そこでは、広く庁内及び関連団体から参加を呼びかけています。また、

研修へ参加した職員が、資料を各所属へ持ち帰り、研修内容の周知を行っておりまして、

研修へ参加をしていない職員へもＤＶに関する情報の共有を図っております。 

 

【野城委員】 

児童虐待については子育て支援課が所管していると思いますが、DVは別途、女性支援の

ような課が行っているのかと思いましたが、DV も子育て支援課が所管しているものなので

しょうか。 

 

【事務局】 

基本的には、子育て支援課でＤＶの対応を行っておりますが、高齢者のＤＶの場合には、

高齢者支援課が行うこととなります。 

 

【内海﨑会長】 

続きまして、計画の推進の分野で何かご意見はございますか。 

 

【川村委員】 

№80 の平成２６年度の評価が課長相当職以上に占める女性の割合が４．４％で評価２と

なっており、平成２７年度は、１０．７％で評価が５であり、平成２８年度は、割合が１

０．６％となっておりまして評価５となっています。女性管理職の率としては減っている

ように思いますが、評価５というのは適正な評価なのでしょうか。 

また、女性管理職の登用はどう行っているのでしょうか。 

 

【事務局】 

№80 についてお配りしております、資料５に記載の通り、課長相当職以上に占める女性

の割合の目標値を達成していることから５として評価しています。 

女性管理職の人数については、１名退職し、前年から１名減となっています。 

また、登用方法についてですが、平成２８年度に人事評価制度を改め、目標値を設定し

評価につなげる人事評価システムを採用し、人材の公平な評価のもと適材適所の人員登用

を行っています。 

 

【川村委員】 

目標値が５％であり、現状値が１０％を超えているので評価５ということですが、人数
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としては、まだまだ足りないと感じます。目標値として達成し易い目標であり、満足でき

るものではないと考えています。より強固な執行部の体制を作っていって欲しいと思いま

す。 

 

【内海﨑会長】 

第３次四街道市男女共同参画推進計画策定時、国も第３次男女共同参画基本計画では、

１０％の目標でありましたので、目標値としては、適正であったと思いますが、現在の実

情に合わせて目標を超える取組を行っていただきたいと思います。 

 

【事務局】 

 目標値としては、達成していますが、更なる高いレベルを目指して欲しいというご意見

を賜らせていただき、前進を図りたいと思います。 

 

【川村委員】 

女性が管理職になりたくないという環境があるとしたら、女性の意欲を引き出すような

上司の姿勢として、女性管理職の育成が必要だと思います。 

 

【櫛引委員】 

№80 に関連しまして、人数、数だけでなく質（中身）も求めていかないといけないと思

います。適材適所の配置が必要ではありますが、例えば土木系部署や財政部署には男性が

配置され、福祉や子育て系部署には女性が多いといったジェンダーバイアスのかかる配置

にならないよう、真の適材適所での人事配置を行う人事制度の環境整備が必要であると思

います。 

 

【野城委員】 

意識調査の調査項目については、前回と同じものなのでしょうか。また、ワーク・ライ

フ・バランスの調査結果から市としてどのように事業所へ働きかけをしていかれますか。 

 

【事務局】 

市民意識調査の調査項目は、前回調査と比較して、少し表現的なものの変更があります

が、基本的には変更はございません。 

 今回の市民意識調査を、一つの指標として捉え、ワーク・ライフ・バランスに限らず、

市民意識の把握をするためのものであり、その結果として今後の男女共同参画推進計画の

進め方についての判断材料とする予定です。 

 

【内海﨑会長】 

調査票の作成を行う際には、前回の調査項目がどうであったか、そして今回の調査項目
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がどうなるのか事前に、本審議会へお知らせして欲しいと思います。例えば企業への男女

共同参画の働きかけで市が独自に取組むには難しいのではないかと思います。そこで、そ

のような調査項目を見直すべきであるといったアドバイスができたと思います。 

 

【事務局】 

繰り返しになりますが、経年での調査であり、項目などの変更を行いませんでした。今

回の市民意識調査は、中間年度での実施であり、その結果を踏まえて対応を考えることに

なると思いますが、その際、男女共同参画が浸透しているのかどうか、まだ浸透していな

いのであればどこを重点的に実施していけばよいのかといった一つの指標としたいと思っ

ています。その結果により、計画の見直しを進めていくかどうか判断したいと思います。 

 

【櫛引委員】 

 まず、意識調査が、国・県と比較して四街道市がどうなのかといったような四街道市の

位置づけを計る側面もあるのではないかと思います。その調査の中で、効果を計るポイン

トとなる設問というものはあると思いますので、その調査結果をしっかりと把握していく

ということが重要です。 

 また、計画の進捗を図る中で、新たに浮き彫りとなった課題を設問として取り入れる工

夫をお願いしたいと思います。市民意識調査結果が、今までの計画の推進結果に対する評

価と今後の計画策定に重要な調査結果となりますので、私ども審議会を活用していただき

たいと思います。 

 

【内海﨑会長】 

他市では、市民意識調査を実施する際に、調査の設問について審議会で審議をしている

事例もあります。他市の調査では、国、県でどうか、そして市ではどうかといったプロセ

スで作成されています。市民意識調査を作成するのであれば審議会に諮るべきであり、調

査内容について、設問を審議会で精査したものでないと、その調査に対する適正な評価が

難しいのではないかと思います。 

 

【事務局】 

 当然、調査票を作成するにあたり、国や県の調査項目を勘案、参考にして作成を行いま

した。計画の中間年度の調査であり、今回の調査は、新たな計画の策定に対する前段階で

の調査ではなく、経年の変化を分析し、計画見直しの必要性の有無を判断するものである

ことから、審議会とは別に、市独自での調査実施となりました。 

 

【内海﨑会長】 

では、改めて計画を策定する段階で市民意識調査を行うということですね。 
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【事務局】 

 はい、そのとおりでございます。 

 

【内海﨑会長】 

審議会を活用して欲しかったことに対する理由ですが、市民意識調査の用語が市民の

方々に馴染みが無いものがあるので、注釈をつけることが望ましいといったアドバイスが

できたと思いますし、正しい用語を利用した調査なのか、審議会での専門的チェックを行

えたと思いますことから申し上げました。 

今回の市民意識調査の結果報告書を作成する段階では、設問意図を入れていただくこと

でよろしいですか。また、回答者の属性（性別）について、男女のほかに、回答したくな

いという方への配慮も必要だと思います。 

 

【松井委員】 

第１次四街道市男女共同参画推進計画から携わらせていただいておりまして、今回の計

画が第３次計画であり、経年の変化を比較ができればいいと思いました。そうすることで、

過去からの男女共同参画の推進も見ることができますので、より推進状況の把握がしやす

いのかなと思います。 

 

【内海﨑会長】 

それでは次に議題の（２）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】 

平成２８年度の事業評価につきましては、本日いただきました審議会からのご意見をも

とに意見書を作成し、これらをホームページにて公表する予定でございます。なお、意見

書につきましては、会長・会長代理と内容を調整の上、作成し次第、委員の皆様には別途、

書面をもちまして通知させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

以上でございます。 

 

【内海﨑会長】 

ありがとうございました。本日の審議会についての意見書を事務局、会長代理と相談の

上作成してまいりたいと思います。 

最後に、皆様からご質問等ございませんか。 

 

【各委員】 

（各委員なし） 
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【内海﨑会長】 

無いようですので、以上で本日の日程については終了いたします。 

事務局に進行をお返しします。 

 

【事務局】 

本日は、お忙しい中、ご出席くださいましてありがとうございました。 

本審議会の開催につきましては、翌年２月５日で任期が終了いたしますことから、本日

が最後の会議となります。 

委員の皆さま方におかれましては、公私ともにご多忙の中、本市の男女共同参画審議会

委員をお引受けいただきありがとうござました。 

内海﨑会長におかれましては、委員の皆様からのさまざまなご意見をまとめていただく

など、本会運営にご尽力いただきました。また、委員の皆様におかれましても、さまざま

な角度からご議論いただきましたことに対しまして、この場をお借りして厚くお礼申し上

げます。 

今後とも、本市の男女共同参画の推進に対しまして、ご理解、ご協力を賜りますようお

願い申し上げまして、お礼のごあいさつとさせていただきます。２年間、ありがとうござ

いました。 

以上を持ちまして「平成２９年度第１回四街道市男女共同参画審議会」を終了いたしま

す。 

おつかれさまでした。 

 

 

（以上） 

 

 

 

 

 

会議録署名人  山﨑 英企       印 

 

 

 

会議録署名人  松井 美智子      印 

 


