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令和元年度第１回四街道市男女共同参画審議会会議録（概要） 

 

 日 時    令和元年9月27日（金）午前10時00分～11時30分 

場 所    四街道市役所保健センター３階第２会議室 

 出席委員   市川委員 中村委員 行方委員 東委員  添田委員 

玉川委員 福田委員 安室委員 田島委員 羽田委員  

欠席委員   板倉委員 岩﨑委員 松井委員 鵜之沢委員 

 事務局出席者 荒巻政策推進課長 榎本課長補佐 岡田 

山崎子育て支援課長 藤井係長 

 傍聴人    ０人 

 

――会議次第―― 

１ 開  会 

２ 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30年度事業評価について 

 （２） その他 

３ 閉  会 

 

 

【事務局】：本日は、公私ともにご多忙の中、令和元年度第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。ただいまから令和元年度第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10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。 

はじめに、市川会長よりごあいさつをお願いいたします。 

 

（会長挨拶） 

 

【事務局】：ありがとうございました。ここで、委員の変更がございましたので、ご報告い

たします。前年度委員を務めていただいておりました千葉県男女共同参画課の福田有理委

員でございますが、人事異動により後任の板倉由妃子委員に変更となっておりますので、

ご報告申し上げます。 

なお、板倉委員、岩崎委員、松井委員、鵜之沢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。 

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項に会長が議長となる旨、規定されておりますので、市川会長に議事
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の進行をお願いいたします。 

 

【市川会長】：最初に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、「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、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） 

 

【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。 

 

（委員全員が承認） 

 

【市川会長】：本日の会議録署名人は、添田委員、羽田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） 

 

【市川会長】：添田委員、羽田委員よろしいでしょうか。 

 

（両委員が承認） 

 

【市川会長】：それでは、会議録署名人を添田委員、羽田委員にお願いします。 

 

【市川会長】：本日の会議の公開・非公開については、「四街道市審議会等の会議の公開に

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。 

 

（委員全員が承認） 

 

【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。
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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「（１）第３次四街道市男女共同参画

推進計画に係る平成30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】：それでは、説明をさせていただきます。まず、初めに議事の「（１）第３次四

街道市男女共同参画推進計画に係る平成３０年度事業評価について」でございます。 

 

第３次男女共同参画推進計画は、計画に登載した取組の適切な進行管理を行うため、毎

年度、取り組んだ実施状況について評価を行うこととしています。 

本日は、委員のみなさまに、四街道市の男女共同参画の平成３０年度の実施状況と評価

をご説明させていただき、その内容に対してご意見を頂戴したいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

  

最初に、お配りした資料の概要についてお知らせします。 

●資料１「第３次四街道市男女共同参画推進計画・評価結果表（平成３０年度）」でござい

ます。 

こちらは、計画を構成する９３の取組の評価結果を取りまとめたものでございます。 

●資料２「成果指標達成状況一覧」については、計画の課題ごとに設定した指標の進捗状

況を取りまとめたものです。 

●資料３「各委員会・団体等委員の女性比率表」については、目標値の設定はございませ

んが、委員会、団体等委員の女性比率の推移を毎年把握するものとして取りまとめた資料

でございます。 

次に参考資料として、 

●参考資料１「第３次四街道市男女共同参画推進計画の評価方法について」は、第３次推

進計画における評価方法と、その考え方をまとめた資料となります。 

●参考資料２は、計画の一部抜粋となっております。 

最後に「男女共同参画審議会名簿」をお配りしています。 

 

以上が本日の資料でございます。資料に不足等ございませんでしょうか。もし、不足が

ございましたら、お声掛けください。 

 

それでは、資料について説明します。はじめに、参考資料１「第３次四街道市男女共同

参画推進計画の評価方法について」をご覧ください。 
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こちらは、上段に第３次計画の体系を記載してございます。計画の全体像としましては、

中段の体系イメージにあるとおり、「めざす社会のすがた」の実現を目的に、以下、その実

現に向けた取組として、「課題」、「施策の方向」、「基本的施策」、そして、その下に、基本

的施策を実現するための具体的な９３の「取り組み」が位置付けられています。 

 

次に、下段の項目の評価をご覧ください。９３の取り組みについては、各年度で評価を

行うこと、計画は、実施・成果の内容により評価を行う旨、記載されているところです。 

次に、裏面をご覧ください。「１．取り組みの評価」でございます。こちらの１行目、２

行目に記載されておりますが、この計画の９３の取り組みは、主目的事業と関連事業の２

種類の事業がございます。 

 

主目的事業については、例えば、男女共同参画の意識の向上を図るため、研修を実施す

るなど、その事業内容が、直接、男女共同参画の推進を目的とする取り組みなど、これら

の事業が主目的事業となります。 

 

もう一方の関連事業については、例えば、市民に対する健康診断として、目的は市民の

ための検診ではございますが、実施する際は、男性女性の性差に配慮した検診、相談を行

うということで、主目的は異なりますが、取り組みの際、男女共同参画の推進に寄与する

取り組みを関連事業として位置付けております。 

この主目的事業と関連事業につきましては、その性質が異なることから、評価方法につ

いても異なるものとしています。 

 

具体的には、こちらに記載されたとおり、「主目的事業は、男女共同参画推進を主目的と

する事業」と「関連事業は男女共同参画推進が主目的ではないものの、事業の実施が男女

共同参画推進に寄与する事業」の２種類について、「取り組み内容」が実施されたかどうか

に主眼を置き、主目的事業については「男女共同参画が推進されたかどうか」、関連事業に

ついては「男女共同参画上の視点をもって事業に取り組むことができたかどうか」により

評価しています。 

 

評価の種類につきましては、「◎：計画を上回る取組」、「○：計画どおりの取組」、 

「●：計画は概ね取り組まれた（６～８割程度）」、「△：計画の取り組みに不足がある」、 

「▲：再検討（中止含む）」の5つの評価に加え、評価するための、取り組み自体がなかっ

た場合などは、「評価対象外」としています。 

 

 また、評価につきましては、前年度までの取り組みからの進捗についても評価の視点と

しているほか、「成果指標達成状況」や「各委員会・団体等委員の女性比率」も踏まえ、評

価としているところです。 
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 以上が平成３０年度の取り組みに対する評価の考え方でございます。 

 

 次に、各取り組みの評価についてご説明します。 

資料１「第３次四街道市男女共同参画推進計画・評価結果表（平成３０年度）」の１ペー

ジをご覧ください。 

こちらは９３の取り組みの評価結果をとりまとめた一覧でございます。 

表の一番右側に、達成度の項目を設けていますが、この達成度は、右上の※印にあるとお

り、「◎：計画を上回る取組、○：計画どおりの取組、●：計画は概ね取り組まれた」の全

体数から達成した数の占める割合としたものです。 

評価の結果、全９３の「取り組み」の評価について、（１）の課題ごとでの達成度は、計に

記載されておりますとおり、「◎：計画を上回る取組」が１４、「○：計画どおりの取組」

が３９、「●：計画は概ね取り組まれた」が１８、「△：計画の取り組みに不足がある」が

３、「▲：再検討（中止含む）」が０、「評価対象外」が１（前年度０）という結果でござい

ました。 

 

また、課題別の評価につきまして、課題２のあらゆる分野における男女共同参画の実現

においては、「△：計画の取り組み不足がある」が２件ございましたことから、達成度は９

０．９％、ついで、課題５のＤＶ等の暴力の根絶でも「△：計画の取り組みに不足がある」

が１件ございましたので達成度では９３．８％となっております。 

 

なお、（２）計画の推進では、「◎：計画を上回る取組」が０、「○：計画どおりの取組」

が１４、「●：計画は概ね取り組まれた」が２、「△：計画の取り組み不足がある」が２、「▲：

再検討（中止含む）」が０、「評価対象外」が０（前年度０）という結果でございまして達

成度は８８．９％となっております。 

 

 ２ページをご覧ください。こちらは、先ほどの全体事業のうち、４８の主目的事業を抽

出した表でございます。 

  

 ３ページはもう一方の４５の関連事業のみを抽出した表でございます。４ページをご覧

ください。課題１の体系表です。４ページと同様に、課題ごとの体系表を各課題の最初の

ページに設けています。 

 

５ページ以降は、計画の推進に位置付けられた№１から№９３までの取り組みについて、

その実施成果と評価を記載したものでございます。 

 

 それでは、評価方法について、例を挙げてご説明したいと思います。 
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 №１「男女共同参画に関する講座・研修の開催」をご覧ください。 

 取り組み内容については、「男女共同参画に関するだれもが参加しやすい講座や研修を開

催します」とされています。右側にございます「実施・成果」欄の内容では、「男女共同参

画フォーラム実行委員会主催講座等を開催し、男女共同参画に関する意識の向上を図っ

た。」としており、右側の実績欄に、講座の開催状況のデータ等を記入しています。 

さらに、右側にございます課題と記載された欄については、主目的事業のなかで、△以下

の取り組みと評価した事業に対して、その課題を記載しているところでございます。 

  

評価に戻りますが、こちらに記載された内容の結果、左側にございます「取り組み内容」

を実施したものとして、評価は「○：計画どおりの取組」としてございます。 

 

 続いて、下段の№２をご覧ください。 

この取り組み内容は、「講座・イベント等の開催において、託児サービスを充実すること

により子育て世代の男女の参加を促進する」とされています。 

実績では３回の講座のうち、託児を３回もうけることができましたが、託児の利用者は

１名にとどまったことから、取り組み内容に記載があります託児サービスを行ったが、参

加の促進ができたかという観点から、評価は「●：計画は概ね取り組まれた」としている

ところです。 

 

次に、関連事業の評価についてもご紹介いたします。 

№８国際交流等での男女平等意識の促進をご覧ください。取り組み内容といたしまして

は、姉妹都市交流を中心として、異文化を理解し、互いを尊重しあう国際感覚の醸成を促

進するとしています。 

右側の成果欄では、リバモア市への短期派遣事業のなかで、参加者が男女の役割の違い

等を発見、認識したとされています。実績においても参加者意見のなかで、男女平等に関

する意見が述べられていることがわかります。 

このような結果から、関連事業として男女共同参画の視点が盛り込まれているため、評

価としては、「○：計画通りの取組」としての評価とさせていただいております。 

以上の方法により、№９３までの取り組みについて評価を行っているところでございます。 

さらに、主なものについて抜粋して紹介いたします。 

この中で「◎：計画を上回る取組」となった取り組みについては、 

課題２の取り組み（9頁） №14「出席しやすい審議会等の開催」、 

（14頁）№33「男女共同参画の視点に立った防災計画づくり」、 

（14頁）№34「男女共同参画の視点に立った避難所の開設・運営」、 

（14頁）№35「消防団への女性の入団促進」、 

課題３の取り組み（17頁）№39「保育サービスの充実」、 

（17頁）№40「幼稚園における預かり保育の支援」、 
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（17頁）№41「ファミリー・サポート・センター事業の充実」、 

（18頁）№42「こどもルーム（学童保育）の充実」、 

（19頁）№46「障害のある人に対する支援体制の充実」、 

（19頁）№47「男性の家庭参画を促す講座等の実施」、 

課題４の取り組み（22頁）№51「パパママルームの開催」、 

課題５の取り組み（30頁）№73「防犯灯・街路灯の増設」、 

（30頁）№74「防犯パトロールの強化」、 

（30頁）№75「性犯罪を誘発する有害情報等の排除の実施」 

が、それぞれ資料に記載されておりますとおり、成果を上げたものとして判定しています。 

 

特に、昨年度から大きく前進した取組としましては、 

（9頁）№14「出席しやすい審議会等の開催」において、担当課による審議会所管課に対す

る適切な指導、所管課による適切な対応による委員出席率８割以上の審議会が75％から

91.9％に改善されたこと、 

（17頁）№41「ファミリー・サポート・センター事業の充実」において、例年ほぼ横ばい

で推移しておりました活動件数が前年度比112％、延べ活動時間が156％と大幅に増加した

こと、 

（19頁）№47「男性の家庭参画を促す講座等の実施」において、講座の参加者が29年度男

性37名の参加から30年度123名の参加に大きく拡充されたことが挙げられます。 

 

一方で、「△：計画の取り組みに不足がある」ものについては、 

課題２の取り組み（9頁） №16「自営業者における男女の経営参画の啓発」、 

（10頁）№19「団体等の運営における男女共同参画の働きかけ」、 

課題５の取り組み（28頁）№66「ケースに応じた相談・支援施設の研究」、 

（33頁）№82「市職員への育児・介護休業制度活用の普及・啓発」 

（36頁）№93「事業所市民意識調査の実施の検討」 

がそれぞれ資料に記載のとおり、成果が不十分であるものと判定しています。 

 

主な要因としましては、地域活動団体や事業所等への働きかけに関するものについては、

早期に成果を得ることできないものや成果を量ることが難しい分野となっていることが挙

げられます。 

また今回、課題２の取り組み（11頁）№24「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、該当する工事の発注がなかったことから、評価対象外としています。 

 

以上により、本市の平成３０年度の取り組みは、諸施策等の展開により、「めざす社会の

すがた」の実現に向け、取り組みレベルでは、実績、評価とも前進したものが見られるも

のの、依然として成果が不十分な取り組みも見受けられ、両者の間に温度差が生じていま
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す。このような課題が残された取り組みについては、その要因を分析、検証しつつ、具体

的な改善方法等を明らかにした上で、的確な対応策を講じる必要があるものと考えていま

す。 

 

以上が、平成３０年度事業評価の概要でございます。 

 

次に、資料２をご覧ください。こちらの表は、課題ごとの指標を一覧としたものでござ

います。表の見方でございますが、例えば課題１であればａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅと成果指標

の内容と、その右側に計画策定時の基準値を掲載しています。 

さらにその右側、現状値に、調査した内容を掲載しております。 

課題１につきましては、市民意識調査が必要な項目となっておりまして、５年に１回の

頻度で実施しておりますことから、現状値は平成２９年度のみの記載でございます。 

２７項目の指標がございますが、現時点では９項目程度の達成にとどまっております。 

 

次に、資料３をご覧ください。こちらは、各委員会・団体等委員の女性比率表でござい

ます。明確な目標値というものはございませんが、その推移について、状況を把握してい

るものでございます。 

 

以上でございます。 

 

【市川会長】：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、ご質問、

ご意見等ありましたらお願いします。 

 

【安室委員】：１点目、32ページの No.76 「市職員への意識啓発の実施」のダイバーシティ

の研修についてですが、参加者15名とのことですが、単年度15名で、今まで何名が研修を

受けてきたのか、ダイバーシティというと経営者層、管理監督者層からやっていくものと

思いますが、対象者の内訳はどのようになっていますか。 

２点目、33ページの No.80「女性管理職の育成・登用」についてですが、四街道市では女

性管理職４名4.9％ということですが、他市と、例えば千葉市などと比較して多いのか少な

いのか、またこの４名はどのポジションについていますか。 

続いて、３点目、No.81「市職員のワーク・ライフ・バランスの普及・啓発」についてです

が、ストレスチェックは50人以上の労働者がいる事業所に実施の義務がありますが、市職

員の回答状況、高ストレス者がどのくらいいるのか。について教えてください。 

 

【市川会長】：ただ今の質問に対しまして、事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局】： まず、１点目、32ページの No.76 「市職員への意識啓発の実施」のダイバー
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シティの研修についてですが、対象者と受講人数は、主幹、所長、課長補佐、副主幹、係

長を対象として年１回の研修を行っています。ダイバーシティ研修は、いろいろな研修の

中の一つとして行っており、男女共同参画の視点を盛り込んだ研修となっております。参

加者数は、29年度21名、30年度15名です。 

 

【安室委員】：ここ２年ぐらいで実施している研修ということですか。 

 

【事務局】：ダイバーシティ研修につきましては、直近２カ年の平成29、30年度に開催して

おりますが、その前の研修については、千葉県の職員を講師とした全体研修として、対象

を絞らず、管理職を含め一般職員が参加する男女共同参画に関する直接的な研修を行って

おりました。対象者を絞っていなかったため、以前の研修の方が、参加者数が多いという

結果になっています。 

また、庁内の研修として行っている研修、例えば課長研修等、いろいろ研修があるので

すが、その中で、ダイバーシティの観点がある研修、ハラスメント研修など行っておりま

して、実績の数字に表れないものもございます。 

 

２点目、33ページの No.80「女性管理職の育成・登用」についてですが、女性管理職４名

4.9％、前年度と比較すると女性管理職の中に退職者がいたため、減少となったものです。

他団体との比較につきましては、同様のデータを各団体集計しているとは限らず、この場

での回答はできません。また、女性管理職４名のポジションについては、手元に資料の用

意がないため、申し訳ございませんがこの場ではお答えすることができません。 

なお、課長相当職は７級の課長、主幹などですが、６級の課長補佐等としての登用が多

くなっており、主幹が減少している状況です。そのような事情がございまして、次に控え

ている女性職員はいるものの、実績、成果指標にあります「課長相当職以上の職員」の数

字には表れていないような状況でございます。 

 

３点目、No.81「市職員のワーク・ライフ・バランスの普及・啓発」について、ストレス

チェックの回答状況については、大変恐縮ですが、正確な回答率についてこの場ではお答

えすることができません。また、高ストレス者に関する情報は、私どもには知らされてい

ません。 

 

【市川会長】：他にご意見はございますか。  

 

【田島委員】：確認ですが、資料１、１ページ目、◎、○、△など評価が記載されています

が、評価の基準はあるのでしょうか。 

【事務局】：評価の方法でございますが、参考資料１、裏面の「１．取り組みの評価」に記

載させていただいております。まず、「◎：計画を上回る取組（前倒しで執行した場合を含
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む）」ですが、計画の内容を前倒しで実施した場合や、成果が大きいものについてこちらの

評価としています。 

続いて、「○：計画どおりの取組」については、計画通りに進んでいる取り組みについて

こちらの評価としています。 

また、「●：計画は概ね取り組まれた」については、６～８割程度の達成度のものとして

います。 

このような形で取り組み評価に関するイメージを作らせていただいております。 

 

また、評価を実施する際には、こちらの評価の仕方を記載したものを庁内に通知させて

いただいておりまして、まず、事業担当課での評価を行い、その後、事務局において、93

の取り組みを評価させていただいているところでございます。 

 

【田島委員】：評価方法についてはわかりました。５ページ以降の各取り組みについてです

が、ＰＤＣＡサイクルに沿って取り組みを行い、内容を改善していくということを考えた

ときに、課題を設定していないものが多くあります。どんな取り組みについても必ず課題

はあると思いますが、記載していないのはなぜでしょうか。 

 

【事務局】： 課題の欄につきましては、主目的事業の中で△以下となった取り組みについ

て、課題を記載させていただいております。以前においては、すべての取り組みに課題が

何かしら隠れていると考え、記載してきた経緯があるのですが、本評価表の文章量が膨大

となってしまうことから、市民の方にもできるだけわかりやすくご覧いただきたいという

気持ちがございますので、現在、表記の内容をシンプルにわかりやすく、そして、どうし

ても遅れている取り組みには、顕在している課題を記載させていただきました。 

 

【市川会長】：課題については、記載していないから、課題がないというわけではなく、進

んだ取り組みについてもさらに進めていくところも含めて、課題が残った取り組みを目立

たせているということでよろしいですか。 

 

【事務局】：はい。おっしゃるとおりです。 

  

【添田委員】： 平成29年度は全体の96％の達成、今回は95.9％達成されているということ

で、この計画のめざす社会の姿である「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」が達成されたという捉え方になると思いますが、実態はそうでは

ないのではないかと思います。そこのギャップがあるので、机上の空論と感じられ、この

評価自体がどうなのかなと思います。 

平成29年度以前も同様の評価をされているのですか。 

 



 

11 

 

【事務局】：第３次四街道市男女共同参画推進計画は、平成２６年度を初年度とする計画で

あり、これまで平成２６年度から平成２８年度までの３ケ年分については、現在と別の評

価方法を用いています。 

具体的には、関連事業の評価方法が異なっており、その評価については、男女共同参画

の視点を持って取り組み、その取り組みに対して、どのくらいの成果があったかという点

で、評価をしていました。 

このため、計画書に記載された取組内容をすべて計画どおり実施していても、成果につ

ながらない場合は、関連事業の評価が低くなる傾向があったことから、今回、平成２９年

度の評価からは、取り組みに際して、男女共同参画の視点を持って事業に取り組めたかど

うかに主眼を置く評価方法に改めたものです。 

 今回お示ししている達成状況につきましては、あくまでも計画での内容に対しての達成

状況でございます。ですから、先ほど添田委員がおっしゃられたように、市民の男女共同

参画の意識が高まったかと言われますと、そうではございませんので、引き続き長い年月

をかけ、認識を高めていく取り組みが必要であると考えております。 

  

 評価方法を変更した経緯について補足をさせていただきますが、例えば道徳教育、関連

事業でございますが、その取り組みに対する評価についての議論の中で、男女共同参画の

スキルを持った教師が道徳教育を行っているのであれば高い評価、男女共同参画のスキル

を持っていない教師が道徳教育を行っていたらそうではないというような議論がされてい

ました。そうなると、関連事業なのか主目的事業なのか区別がなくなってしまうことから、

事務局では男女共同参画の視点を持って道徳教育を行うことが重要であり、視点を持って

取り組まれている取り組みに関しては、一定の評価があって然るべきと考えております。 

しかし、道徳教育に伴って、生徒がどの程度理解したのか、１％なのか10％なのか、30％

なのか、その結果については、この評価の中には含まれておりません。計画に記載されて

いる取組についてどう取り組まれたのかについて、評価をさせていただいております。そ

れに伴って男女共同参画の意識が変わったかどうかについては、市民意識調査等で把握し

ているもので、平成24年度に行われた結果と平成29年度の結果を比較すると、あまり向上

はありませんでした。 

なぜかといいますと、男女共同参画は、長い間、男性はこうあるべき、女性はこうある

べきというような長い期間を経て確立してきた意識がありまして、女性は家事をするべき

だ、男性は、長時間労働するべきだ、女性は子育てするものだ、そういった考え方を持っ

ている方もいらっしゃいます。その意識は、本計画の取り組みを行って、達成度96％の評

価だから、変わっているのか、と言いますとそうは変わらないと思っています。 

このようなことから、取り組みを継続し、徐々に変化をつけていく、意識を向上させて

いくということに今取り組んでいるところです。ですから、どのように取り組まれたかと

いう視点で、前年度の取り組みに対して今年度の取り組みがどうであったかを比較してい

ます。評価を行うにあたり、評価者によってばらつきが出ないように、前年度にどう取り
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組んで、どういう評価があって、どのくらいの人数の方が参加されて、という実績を踏ま

えて、今年度の取り組みの実績、取り組みの結果がどうであったのかの評価を行っており

ます。このようなことから、95.9％の達成度であったから、本市の男女共同参画がものす

ごく進んでいるということでなく、まずは、どれだけ取り組んでいるかについての評価の

結果ということをご理解いただきたいと思います。 

 

【市川会長】ありがとうございました。他にご意見ご質問はございますか。 

 

【行方委員】：「●：計画は概ね取り組まれた」の取り組みを見ると、例えば、No.88「他市

町村との連携」についてですが、本当に連携を取っているつもりでやっているのかどうか、

一応会議は出ているのだけれども、実際には、実情の報告や事務事項の連絡の会議ではな

いでしょうか。そういった内容の会議についても、こちらの項目に含めているのでしょう

か。そうであれば不適切だと感じます。 

この計画は平成26年度から始まり、すでに5年間も取り組んでいるものでございますから、

市で何とかできる指標の数値が向上していない点については考えなければいけないと思い

ます。例えば、女性委員ゼロの審議会を０％に近づけるという指標ですが、平成26年度の

数値から改善されていません。男性の育児休暇の取得について、昨今話題になっておりま

すが、本当に男女共同参画に取り組んでいるのであれば市男性職員が率先して育児休暇を

取るべきと思いますが、実際には市男性職員の育児休暇の取得率は、職員に対する研修等

を行い、意識を高めているにもかかわらず、それほど向上していません。 

市で取り組むことができることについて、数値が改善していないことについてどうお考

えでしょうか。 

 

【事務局】：１点目、No.88「他市町村との連携」についてですが、ちば男女共同参画行政

担当者連絡会議につきましては、県下30市町村が、それぞれどのような事業を行っている

のか、その中で参加者が多かった事業はどういった事業であったかなど、効果の高かった

事業について情報交換しております。その中で我々も男女共同参画フォーラム事業を行っ

ておりますので、そういった情報交換をもとに、本市の事業に反映できるかどうか検討さ

せていただいています。 

また、市町村同士の連携の他、千葉県事業で男女共同参画地域推進委員事業というもの

がございまして、男女共同参画を主目的とした講座等を行っております。例えば、幼稚園

等での出前講座やＱｉｂａｌｌ（きぼーる）等で単発イベントを実施しています。そちら

に対して四街道市民の方にも推進委員として参画、ご協力をいただいているところです。 

先ほど、ご意見をいただきましたとおり、男女共同参画を進めていくことは大変である

と感じております。しかし、取り組みをやったからこれで終わりとなってしまいますと、

意識の改革が進みませんので、継続して粘り強く取り組んでいく必要があると考えている

ところです。 
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今、No.88「他市町村との連携」の部分でお話を申し上げましたが、千葉県の男女共同参

画地域推進委員事業を行う際に、出前講座で四街道市内の幼稚園に来ていただいて、その

幼稚園の保護者の方、人数的にはどうしてもお母さんが多くなってしまうのですが、そう

いった方々に対して講座等の開催も行っております。過去の開催の際に、旦那さんがどの

程度家事を行っているのか、普段、お母さん同士の会話の中では聞きづらいとおっしゃる

方々もおり、そういった情報について現実はどうなっているのか、近所の旦那さんは、こ

こまでやっているんだ、など、色々な情報を共有することによって、幼稚園から小学校に

お子さんが上がる際に、働きたいと考えるお母さんも多いので、幼稚園の時から、旦那さ

んとよく相談をして、お子さんが小学校に上がった時にお母さんが、働きに出られるよう

に、といったそんな講座も県と一緒に四街道市内の幼稚園で開催したこともございます。

こちらの講座は、参加された方々の評価が高かった講座でございますので、紹介をさせて

いただきました。 

 

２点目、審議会でございますが、公募委員として、市民の方々に手を挙げていただく必

要のある審議会がほとんどですが、応募要件にレポート等の提出がございまして、審議会

によっては女性の手が挙がらないといった状況もございます。このような状況の審議会に

つきましては、どう女性の興味を引くのか、有効な手段について、事務局としても頭を痛

めているような状況でございます。 

 

３点目の市職員の育児休暇の取得につきまして、育児休暇の対象になる職員については、

人事課から取得できる育児休暇の内容について、事前に情報提供を行っております。人事

課に半年ほどの休暇について相談に行き、実際に育児休暇を取得している職員もおります。

以前、当課にいた職員も1週間程度育児休暇を取得しておりました。期間の長短はございま

すが、実際に人事課の情報提供をもとに、育児休暇を取得した職員もおりますので、今後

も引き続き、対象の職員に対する事前の情報提供が重要であると考えております。 

 

【市川会長】：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。 

 

【羽田委員】：No.77「教員等への意識啓発の実施」についてですが、人権教育研修会19名

参加で、○評価です。参加者が少ないと感じますが、いかがでしょうか。 

 

【事務局】：No.77「教員等への意識啓発の実施」についてですが、参加した職員が少ない

とのご指摘でございますが、研修の形態として、対象者を広く取り行う研修ではなく、各

校１名と対象者を絞り、研修後、各学校で研修成果を他の教員に共有していただくという

役割を担っていただいているところです。 

また、研修の効果としては、参加者の90％以上の方が「有益であった」と回答しており、

評価については「○：計画どおりの取組」とさせていただいております。 
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【玉川委員】少し補足をさせていただきますが、市内に17小中学校ございますので、各校

１名を基本とし、少し多めに参加しているとのことで19名の参加となっています。研修を

受けた教員が学校に戻り、学校全体への研修を進めています。 

 

【市川会長】：他にご意見はございますか。それでは、私から確認でございますが、資料２

成果指標達成状況一覧「５．ＤＶ等の根絶」の「ｂ．ＤＶ等の被害経験（精神的、肉体的、

性的）があると回答した女性の割合」の指標についてですが、24年度の基準値があり、目

標値が調査ごとに減少するとなっておりますが、29年度の数値は上がっています。この数

値が上がったから、悪い評価なのか、ということについてですが、私はこの数値が上がっ

たことについては、自分がＤＶ被害を受けていることについて認識できるようになった、

今まで潜在していた部分が表に出てきたということで、悪いものではないと考えています。

こちらの項目については、ＤＶ被害というものをちゃんと認識できるようになり、一旦数

値が上がり、その後減少していくことが、この指標をみていくのには、重要ではないかと

考えています。 

まずは、社会の認識としてこういったＤＶがあり得る、自分が受けているのは、ＤＶか

も、と認識できること、またそれを訴える場所があることが重要であると思いますが、現

状を事務局ではどう認識しておられますか。 

 

【事務局】：ご指摘の通り、29年度の結果は、社会の認識が高まったことによるものと考え

ておりまして、市民意識調査は全数調査ではございませんが、１度経験された方について

は、被害を受けた事実は消失するものではないので、経験として積み上げられてしまうと

いう部分は実情としてやむを得ないと思っております。ＤＶに対する社会の認識が高まり、

その後も引き続き数値が上っていくことの懸念はありますが、事務局においても会長がお

っしゃった通りの認識でございます。 

 

【市川会長】：前回会議で話がありましたが、今女性が受けるＤＶだけでなく、男性が受け

るＤＶがあるとの話がありましたが、そちらについても対応いただいていることと思いま

す。 

ありがとうございました。他の委員からもご意見ございますか。 

 

（意見なし） 

 

【市川会長】：よろしいでしょうか。それでは、本日皆様から頂きましたご意見を踏まえま

して、事務局と私で調整の上、意見書として取りまとめたいと思いますがよろしいでしょ

うか。 

 

（委員全員が承認） 
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それでは、次に議事「（２）その他」について事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】：本日は皆様より率直なご意見を多数いただきまして、非常に参考になりました。

今後におきましては皆様のご意見を踏まえ、下半期に向けて全体で取り組んでまいります。

先ほど会長からお話ありました通り、本日いただきました審議会からのご意見を基にまず

事務局にて意見書案を作成し、会長と内容を調整の上、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。またその後、平成30年度の事業評価と

ともに、市ホームページにて公表する予定でございます。 

以上でございます。 

 

【市川会長】：ただいま事務局より説明がありましたが、全体を通してでも構いません、ご

質問、ご意見等ありましたら、お願いします。 

 

（質問、意見なし） 

 

【市川会長】：以上で令和元年度第１回四街道市男女共同参画審議会を終了します。皆様、

本日はお疲れさまでした。 

 

 

 

（以上） 

 

 

 

会議録署名人  添田 公造      

 

会議録署名人  羽田 秀子      

 

 


