
 

令和３年度第１回四街道市男女共同参画審議会 会議録 

 

 日 時    令和３年 10月 15日（金）14時 00分～15時 20分 

場 所    四街道市５階第１会議室 

 出席委員   市川委員 松原委員 長谷川委員 望月委員 添田委員 土井委員 

竹田委員 松田委員 花澤委員 田島委員 林委員 

欠席委員   伊藤委員 市原委員 中村委員 

 事務局出席者 石渡経営企画部長 森田経営企画部副参事 荒巻政策推進課長  

成田課長補佐 小貝係長 新堂主任主事 岡田主事 

小和瀬子育て支援課長 藤井課長補佐 田村主任主事 

 傍聴人    ０人 

 

――会議次第―― 

１ 開  会 

２ 委嘱状交付 

３ 市長あいさつ 

４ 会長選出 

５ 会長代理指名 

６ 議  事 

（１）第３次四街道市男女共同参画推進計画に係る令和２年度事業評価について 

（２）第４次四街道市男女共同参画の策定方針及びスケジュールについて 

（３）第４次四街道市男女共同参画推進計画骨子（案）について 

（４）その他 

７ 閉  会 

 

――会議の内容―― 

【事務局】：本日は、公私ともにご多忙の中、令和３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。 

会議に先立ちまして、初めに委嘱状の交付を行わせていただきます。本来であれば佐渡市

長より委嘱状を手交させていただくところですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観

点から、誠に失礼ながら委嘱状は、机上に置かせていただいておりまして、その場で交付を

させていただきたいと思います。 

席次に従い交付をさせていただきます。お名前をお呼びいたしますので、恐れ入りますが、

ご着席のまま、ご返事くださいますようお願い申し上げます。 

なお、委嘱状につきましては、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。それでは、佐渡市長より委嘱状を交付します。 
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～委嘱状交付～ 

 

【事務局】：また、中村委員、市原委員、伊藤委員につきましては、所用により本日欠席のご

連絡をいただいております。 

それでは、ここで佐渡市長よりごあいさつを申し上げます。 

 

【市長】：～市長挨拶～ 

 

【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】：それではこれより令和３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。本日は、委員定数 14 名のうち 11 名にご出席をいただいておりますので、会議が成立し

ていますことをご報告させていただきます。 

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。会長の選出までの間、佐渡市長

を仮議長として会長を選出させていただきますので、ご了承願います。なお、会長は男女共

同参画審議会条例第４条第２項に「会長は委員の互選による」と規定されております。それ

では、佐渡市長、よろしくお願いいたします。 

 

【市長】：それでは、会長の選出にあたりまして、仮議長を務めさせていただきます。しばら

くの間、ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

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。 

  

【土井委員】：～会長に市川委員を推薦～ 

 

【市長】：ただ今、市川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。 

 

【各委員】：～異議なし～ 

 

【市長】：市川委員、よろしいでしょうか。 

 

【市川委員】：～市川委員承諾～ 

 

【市長】：それでは、市川委員に会長をお願いしたいと思います。市川委員よろしくお願いい
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たします。会長が決定しましたので、仮議長の任を解かせていただきます。ご協力ありがと

うございました。 

 

【事務局】：市川会長は、議長席へご移動お願いいたします。それでは、市川会長よりごあい

さつをいただきたいと思います。市川会長、よろしくお願いいたします。 

 

【市川会長】：～市川会長挨拶～ 

 

【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きましては、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なっておりますので、市川会長にお

願いいたします。市川会長、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、佐渡市長は所用のため、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願います。 

 

～市長退席～ 

 

【市川会長】：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。 

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、となっており

ます。 

そこで会長代理は、本日欠席ではありますが、前回に引き続き中村委員にお願いしたいと

思います。 

中村委員には事前に了承いただいているということでよろしいですね。 

 

【事務局】：はい、事前に了承をいただいております。 

 

【市川会長】：それでは、本日は第１回の審議会となりますので、委員の皆様に自己紹介をお

願いしたいところではございますが、昨今の新型コロナウイルス感染症の状況等ございます

ので、会議時間を短縮するため、省略させていただきたいと思います。みなさまのご意見を

頂戴する際に少しお話いただければと思います。 

続いて、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。 

 

【各委員】：～承認～ 
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【市川会長】：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。 

 

【各委員】：～異議なし～ 

 

【市川会長】：本日の会議録署名人は、松田委員、林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。 

 

【各委員】：～異議なし～ 

 

【松田委員、林委員】：～承認～ 

 

【市川会長】：それでは、会議録署名人を松田委員、林委員にお願いいたします。 

本日の会議の公開・非公開につきましては、「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、会議資料につきましては、「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、会議次第につきま

しては、配布するものといたします。その他の資料につきましては、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、全て配布するものと

したいと存じますが、委員の皆様の意見をお伺いします。ご異議のある方いらっしゃいます

か。 

 

【各委員】：～異議なし～ 

 

【市川会長】：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。 

 

【市川会長】： それでは、議事に入ります。 

 本日の議事は、 

（１）第３次四街道市男女共同参画推進計画に係る令和２年度事業評価について 

（２）第４次四街道市男女共同参画の策定方針及びスケジュールについて 

（３）第４次四街道市男女共同参画推進計画骨子（案）について 

（４）その他 

です。それでは、議事（１）について、事務局より説明をお願いします。 

 



 5 

【事務局】：～議事（１）について  説明～ 

  

【市川会長】：ただいま事務局より説明がありましたが、ご質問、ご意見等ありましたら、お

願いします。 

 

【田島委員】：国としては、男女共同参画はなかなか進まないと言われていますが、四街道市

の推進計画全体としては、どのくらい進んでいますか。 

 

【事務局】：資料１－１の右下に取り組みの推進度ということで 90.5％という数字を表してい

ます。しかしながら、先ほどお話しましたとおり、成果指標としてはまだまだ進捗していな

いものが多いということで、今後も更に取り組みを進めていかなければならない状況です。 

 

【田島委員】：現実として、資料の中を見るとあんまり進んでいないと思いますが、データ上

は 90％とのことで進んでいるように見えます。また、内閣府の資料等を見ても、全体として

進んでいないように思います。四街道市においても、市役所の女性の数が少ないなど、あま

り進んでいないと思います。 

市民の立場から言うと、数字のマジックといいますか、なんかおかしいなと感じます。 

 

【市川会長】：ありがとうございます。取り組みというところでは、90.5％の推進度ですが、

先ほどご説明もありましたが、成果指標で見てみると、まだまだこれから努力が必要という

ことがご報告されました。田島委員としては実感的にはもっと頑張らないといけないという

ご意見と思います。 

ほかにご意見はありますか。 

 

【添田委員】：四街道市商工会を代表してまいりました添田と申します。資料１－３を見ると、

各会・団体等委員の女性比率が並んでいますが、これは公的な組織の女性比率ですが、民間

の企業のこういうようなデータは参考にされていますか。 

 

【事務局】：主立っていえば公務員の管理職の指標等については、把握をしています。把握で

きるものと、特に教育関係と各種行政機関の構成がどうなっているのかというところで、当

市として計画上、特にこれを指標としているわけではなくて、あくまでも今後どう移り変わ

っていくかという推移を見ていく参考の資料としています。 

 

【添田委員】：商工会に女性の比率を確認したところ、679 名のうち、代表者の性別判断で男

性 572 名、女性 107 名で、比率は男性 84％、女性 16％でした。こういうデータもあるので、

民間のデータを参考にされるのもいいのではないかと思います。 
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【市川会長】：具体的なデータをお示しいただきましてありがとうございます。 

 他にないようでしたら、次に議事（２）について 事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】：～議事（２）について  説明～ 

 

【市川会長】： ただいま事務局より説明がありましたが、ご質問、ご意見等ありましたら、

お願いします。 

 

【各委員】：～意見なし～ 

 

【市川会長】：ないようでしたら、次に議事（３）について 事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】：～議事（３）について  説明～ 

  

【市川会長】： ただいま事務局より説明がありましたが、ご質問、ご意見等ありましたら、

お願いします。 

 

【田島委員】：質問、意見が２つあります。男女の性別は英語でいうとジェンダーと言います

が、よく話題にあがる LGBTや性的マイノリティーについては、四街道市の男女共同参画計画

の資料においてはどのように理解すれば良いのでしょうか。 

もう一つは、参考資料３－１の左側の一番下のところに、SDGs について書いてあります。

SDGs は世の中の流れとして、テレビ・新聞に毎日のように出ているものになりますが、第４

次計画の中にぜひ取り上げてほしい。せっかくの機会ですから、四街道市が SDGsをやってい

ることは間違いないですから、強調して書いてほしいと思います。 

 

【事務局】：１点目につきましては、第４次の男女共同参画推進計画における目指す社会のす

がたにおきましては、「性別にかかわらず、だれもが個人として尊重され、個性を発揮できる

社会」とすることとしております。この「だれもが個人として尊重され、個性を発揮できる」

という部分が、LGBT を含めただれもがということで設定しています。詳細につきましては、

これから計画策定の中で調整していくことになると思います。 

２点目の SDGsにつきましては、13のゴールと 169のターゲットが設定されておりまして、

ゴール５において、ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを

図ると掲げられていることは認識しています。資料３の左側に、14のところで、SDGsの達成

に向け対策を講じる必要が生じているとしておりまして、今回お示しした骨子案の中では

SDGs という文言は出てきていませんが、国の第５次計画におきましては、男女共同参画・女

性活躍は分野横断的な価値として不可欠でありあらゆる分野において繁栄させていくことが

必要である、それが SDGsの実現において不可欠であるとされています。県の計画におきまし
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ても、本来勘案することとされております。四街道市の推進計画におきましても、国や県の

考え方を勘案しつつ、SDGs の考え方を踏まえまして分野横断的に取り組むことと考えており

ます。詳細につきましては、先ほど申しましたとおり、これから計画策定の中で調整してい

くことになると思います。 

 

【市川会長】：ありがとうございました。ほかにご質問、ご意見等ありましたら、お願いしま

す。 

 

【花澤委員】：初めて参加をさせていただきます。この計画は、意識改革といったような非常

に長い時間を覚悟してやらなければならないと思います。体制整備とか環境整備といったも

のは非常にスケジュール感が組みやすいと思いますが、そういったものに組み込んで一緒の

スケジュールでやらなければならないのがこの計画の難しいところでもあるなと感じている

ところです。私は高齢者世代でありますが、私の父親、母親世代だと、男は男らしく、女は

女らしく。母親も真剣に女性は、良妻賢母を旨とすべしということを本気に考えていて、今

考えるととんでもない話ですが、そういったことを私の世代では普通に教育していました。

そういうところで、男女共同参画問題、ジェンダーギャップの問題はジェネレーション問題

と密接に関連していると思います。我が国の要職に就いた方でも女性蔑視の発言を平気でし

てしまう。本人は悪気がないというところにこの問題の非常に難しいところを感じます。悪

気があればすぐに解決できると思いますが、悪気がないというのは、つまり意識の問題とい

うのが非常に長期的に取り組まなくちゃいけない点であり、その成果として、資料の中でも、

△の評価になっていましたけれども、自営業者の方の経営参画の問題など、これはある意味、

我々が手を加えていけるのだろうか、と非常に難しいところですよね。そういったところも

含めて、やはり辛抱強く取り組んでいかないといけないなということを感じました。 

 

【市川会長】：私も大学で教鞭をとっておりまして、母性看護学という分野を担当しておりま

すので、男女の結婚から妊娠・出産というあたりで、だいぶ実態としては変わってきている

というのは、日ごろから実習等を通して感じています。男性の育児参加、参加というとよく

ないと思いますので、男性が非常に出産を一緒にがんばろうとか、そのあとの育児について

も。ただ、やり方がわからないという問題があり、意識は変わってきている、変わってきた

世代なのだとは思いますが、まだまだ、実際には、お休みがとれてしっかりと育児ができる

時間があるかというと、そのあたりがもう少し変わっていく必要があるのかなと実感してい

ます。意識と制度と、それから実際にそれを実行に移せるかが課題だと思います。 

皆様それぞれのお立場からのご意見を頂戴できればと思いますが、ほかにいかがでしょう

か。 

 

【竹田委員】：千葉内陸バスの竹田です。バス会社というのはまた、男性の場所という認識を

みなさんお持ちなのですけど、今当社では 100 人ほどの乗務員がいますが、女性の乗務員は
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４名いらっしゃいます。昔はバスというのはハンドルが重たい、トラック等を運転してきた

人がなる等ありましたが、いまは、車両がオートマチックであったり、ハンドルもパワース

テアリングなど、女性でもかなり働きやすい環境になってきています。しかし、働いた後、

家に帰ってごはんの支度をしたり、洗濯をしたりしなければいけない、ということでやりた

いという方はいるのですが、やめていってしまう。そういったバス会社の現状があります。

また、休憩施設なども、出先の休憩施設等の整備が行き届かず、トイレが男女一緒などの問

題が発生していまして、やはり入ってきてもやめてしまう方も多い。資料を見させていただ

いて、DV防止計画がありますが、バス会社としては、事故の件数を減らしたいということで、

例えばこういう事故が何件あって、それを何件に減らしていくという、具体的な数値を目標

にしていますので、例えば、四街道市であれば DVの報告が何件あって、それを何件にして減

らしていくなど、もちろん０件が一番いいですが、そういった形にしてもいいのかなと感じ

ました。 

 

【市川会長】：具体的な事例を挙げてお話いただきまして、ありがとうございました。今の DV

の話ですが、私もこれは気になっているところなのですが、DV は表に出にくいというところ

もございます。まずは今自分が受けていることは、DV かもしれないという認識を持てて、そ

の上で助けを求められる。表に出てくることが悪いということではなくて、逆に件数が上が

ることも、もしかしたらいいことかもしれないとも思います。そのときにサポートする所が

あって、相談したら、プライバシーが守られた上で、その状況を改善していくという流れが

必要だと思いますので、その体制整備をさらに進めていただければと思います。 

他になにかありますか。 

 

【松田委員】：私が 30 代の頃、民間の会社に勤めている頃、ある日突然、役付になった。ど

うしてだろうと思ったときに初めて、政府のほうで男女共同参画が実施されますということ

を聞きました。それから 30年、40年経ってもまだこういうようなものを目指しながら、社会

は進んでいるのだなと思いました。 

 

【市川会長】：ありがとうございました。他にいかがですか。 

 

【田島委員】：私も 80 歳を超えていますが、今、千葉県で通訳のボランティアの研修を受け

ています。会員が 14 名いて、女性 10 名、男性４名。会長が女性で、とても優秀な方です。

優秀な女性を使わない手はないと思いますが、なかなか、チャンスが与えられていないと感

じます。そういう方々にこのような場に出てきてもらって、社会に貢献をしてもらう。ぜひ

そういう機会を作ってください。 

 

【市川会長】：ありがとうございました。他にご意見が無いようでしたら、議事（３）第４次

四街道市男女共同参画推進計画骨子（案）については、特に意見等はないものとさせていた
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だきます。 

 

【市川会長】：次に議事（４）その他 について 事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】：～議事（４）について  説明～ 

 

【市川会長】：ただいま事務局より説明がありましたが、ご質問、ご意見等ありましたら、お

願いします。 

 

【添田委員】：来月と 12 月に審議会を開催する予定とのことですが、来月の日程については、

候補日がありましたら、暫定でもいいので教えてください。 

 

【事務局】：現時点では 11月 19日を予定にしています。本日、骨子（案）について承認をい

ただきましたので、本日のご意見等も踏まえまして、計画（案）を作成します。場合によっ

ては、１週間ほど遅れる可能性もありますので、日程が決まり次第、委員の皆様には、ご連

絡をさせていただきます。 

 

【市川会長】：これで本日の議事は全て終了しました。事務局から何かありますか。 

 

【事務局】：特にありません。 

 

【市川会長】：委員の皆様、全体を通してご意見やご質問等はありませんか。 

無いようでしたら、以上をもちまして、令和３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、お疲れさまでした。 

 

 

（以上） 

 

 

 

会議録署名人   松田 美恵子   

 

会議録署名人    林  好美    


