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平成２８年度 第２回三郷市男女共同参画審議会 会議録 

開催日時 平成２９年２月２３日（木） １０：００～１２：００ 

開催場所 三郷市役所６階 第３委員会室 

委員の出席状況 

大竹 美佐子 会 長  出席      松本 身江子 委 員  出席 

荒井 英理子 副会長  出席      谷口 清   委 員  欠席 

山谷 佳史  委 員  出席      平田 由紀江 委 員  出席 

志子田 健一 委 員  出席      平野 琴子  委 員  出席 

篠田 健一  委 員  出席      小阪 秀和  委 員  欠席 

事務局 渡辺企画総務部長 益子参事 篠田主幹 

益子参事 開会宣言 

１．開  会 

（１）委嘱書交付式 

・委嘱書の交付 

・渡辺部長挨拶 

おはようございます。本日はお忙しい中ご出席いただき、誠にありがとうございま

す。また、日頃より市の男女共同参画事業の推進にあたりましてご支援を賜り、重ね

て感謝申し上げます。 

審議会の開催に先立ちまして委嘱書交付式を行いましたが、志子田委員におかれま

しては、男女共同参画審議会委員をお引き受けいただきまして、心より感謝申し上げ

ます。今後、市の施策の推進にあたりましてご支援を賜りたいと存じます。 

本市におきましては、性別に関わりなくすべての人が個人として尊重され、個性と

能力を発揮し活躍できる男女共同参画社会を実現するために、平成２８年３月「第４

次みさと男女共同参画プラン」を策定し、施策ごとに数値目標を定め、達成に向けた

取り組みを進めているところでございます。本日は、平成２７年度に計画最終年度を

迎えました第３次男女共同参画プランに位置づける施策に基づく事業の実施状況の

報告が主な議題となっております。委員の皆さまにおかれましては、本市の男女共同

参画社会づくりの推進のため、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げますと

ともに、委員の皆さまのますますのご健勝ご活躍を心よりご祈念申し上げまして、ご

挨拶とさせていただきたいと思います。 
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・大竹会長あいさつ 

おはようございます。先日、三郷市の成人式を拝見いたしましたが、最近よく報道

されるような「荒れる」ということはなく、とても穏やかで、新成人が司会をしてと

ても良い雰囲気の成人式でした。人口ピラミッドでみますと、三郷市は結構いびつな

形をしており、今後高齢者がどんどん増えていくのかなという心配もありましたが、

２０歳の若い人たちを見ておりますと、パワーをもらうような、これからの先行きに

期待を持ちたいというような感想を持ちました。若いかたは特に、男女共同参画とい

うことについて前向きな考え方を持っているかと思います。これからの男女共同参画

社会を進めていくために、皆さまのご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

２．議  題 

（１）男女共同参画社会づくりに関する施策の実施状況について 

（２）その他 

３ 閉 会 

審議内容 

（１）男女共同参画社会づくりに関する施策の実施状況について 

・事務局から平成２７年度の男女共同参画社会づくりに関する施策の実施状況のうち

主に自己評価Ｃ又はＤだった事業について報告 

・質疑 

志子田委員 今回の内容が平成２８年度版で平成２７年度実施の事業ということです

が、すでに平成２８年度もだいぶ過ぎていることから、報告の時期として

かなり遅れているのではないかという印象があります。 

事務局 おっしゃるとおりです。すでに平成２８年度の事業もある程度進んでいる

中で、平成２７年度の状況を反映させるのが、１年遅れの平成２９年度と

いうことになってしまっています。 

審議会につきましては年２回程度、７月頃と２月頃の開催としております

が、秋口頃に開催し、ご審議いただくのがスケジュールとしては良いのか

もしれません。各課からは春頃に実施状況の報告をしてもらっています。 

志子田委員 その年度中の３月までにまとめるということは難しいかと思いますので、

秋頃にできれば良いと思います。 

大竹会長 審議会の開催については、スケジュールが決まっているのでしょうか。 
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事務局 特に決まりはありません。毎年、その年の事業について各課での自己点検

をもとに審議会でご審議いただくものなので、平成２７年度の事業であれ

ば平成２８年度中に審議していただければ良いものです。スケジュールと

しては、審議会の時期を早めるのも良いかと思います。 

平田委員 「男女共同参画の視点で取り組んだこと」について、「年齢・性別に関わり

なく」や「男女ともに興味を持って参加できるように」等が記載されてい

る事業があり、その基本目標には、「男女が共にいきいき暮らせるまちづく

り」とあります。市が行っている事業の中で、「男女が共にいきいき暮らせ

るまちづくり」に入らないものはないのではないでしょうか。対象事業の

範囲が広すぎるのではないか、もう少し「男女共同参画とはどういうこと

か」ということを明確化して、男女共同参画の視点から、記載する事業を

絞ったほうが良いのではないか、と思いますが、いかがでしょうか。 

事務局 平田委員のおっしゃるとおり、かなり対象事業は広くなっております。 

今回の平成２７年度実施分事業というのは、第３次プランに基づく事業と

いうことから、前年度までと大きく報告事業を変更することはいたしませ

んでした。平成２８年度からは第４次プランとなりますので、大幅な事業

の変更はございませんが、第３次プランと比較して具体的な取り組み内容

をプラン内で定めていることから、よりプランの内容に沿った事業につい

ての実施状況をご報告できればと考えております。 

事務局 各課において様々な事業が行われている中で、確かに、そもそも性別を特

に意識しないで行われている事業も多数ございます。実情としてどのよう

な事業でも載せてしまっている部分があるという半面、各課が自分のとこ

ろで行っている事業について、自己検証と点検をしてもらうことで、男女

共同参画の視点を常に意識してもらうという効果が見込めるという面もあ

るかと思っています。 

平田委員 そういう効果があるということならば、例えば「男女共同参画の視点で取

り組んだこと」に「男女がみんな参加していれば良い」ということを載せ

るのではなく、プランに沿った取り組みの方法について報告してもらい、

残したほうが良いのではないかと思います。 

事務局 ありがとうございます。 
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平野委員 長寿いきがい課や生涯学習課などは、もともと「男女共同参画」という考

えはなくすべての事業が始まっていると思うので、担当課で対象となる事

業を絞り込んでいくのは難しいと思います。事業を絞り込むよりは、男女

共同参画についての意識付けとして、その視点をアドバイスしてはどうで

しょうか。これまでの報告書を見ても、内容がマンネリ化し、前年度と同

様の内容になっている事業等があります。平田委員がおっしゃったように、

書き方について工夫されたら良いと思います。基本的にはこのままの形で、

表現の仕方を変えると良いのではないでしょうか。 

平田委員 表現の仕方と言いますか、そういう視点を持っていただくということです

ね。視点を持っていただいたうえで、事業を実施していただかないと、こ

のような書き方になってしまいますよね。 

事務局 平野委員のおっしゃるとおり、報告書を見比べてはおりませんが、昨年度

のものをそのまま転記しているような課もあるかと思います。この実施状

況報告を何のために出しているのかを、こちらから担当課へしっかりアナ

ウンスしていく必要があると思います。プランに記載されている内容につ

いて、実際どのように取り組んだのか、書き方と言いますか、男女共同参

画に対する意識付け、視点を持ってもらうということが重要だと考えてお

りますので、そこを担当課にうまく伝えられればと思っております。 

大竹会長 課題についての記入は、数年前までは「特になし」が多くありましたが、

その点については、改善されてきていると思います。向上心を持って取り

組んでほしいというところから改善されてきていると思うのですが、確か

に、記入することによって男女共同参画の視点を持つという意識付けにも

つながりますし、向き合ってもらう意味があると思います。 

荒井副会長 昨年度の報告書と見比べてみますと、目標に対する達成度合いが昨年と比

べて今年はどうだったのか、どうしていくのかという部分が捉えられてい

ないように見受けられます。２６年度の数値を見て２７年度はこうであっ

た、だから２８年度はこうしていきたい、という課題は、毎年変わってく

るものだと思いますし、そういう意識付けが大切だと思います。 

達成率などを、各課で年度ごとに見比べられるような様式にすれば、課題

が浮き彫りになり、改善策も具体的になってくるのではないのでしょうか。 
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山谷委員 学校では、毎年行事があります。新たに赴任した学校の行事については、

昨年と変わったところ、反省したところが明示されないとわかりません。

ですから提案するときには、前年度の反省を出して、今年度は課題解決の

ためにここを変えました、と波線を引いてください、「ねらい」でも、この

行事をやることにはこういう「ねらい」があります、ということを明記し

てください、という方式にして意識付けをしました。 

男女共同参画事業の実績報告に関しても、実績の欄に、ここが昨年度の反

省を生かして頑張ったところです、と変化があったところにアンダーライ

ンを引くなどして、各課から示してもらうようにしてはどうでしょうか。 

志子田委員 ３５ページの「休日保育の実施の検討」ですが、Ｄ評価ということは、検

討すらしていないということでしょうか。ニーズが低いから検討すらして

いないということならば、事業として掲げる必要はないと感じます。 

事務局 「事業を検討している」ということについてＤ評価というのが妥当なのか

どうか、また、「休日保育の実施の検討」そのものがここに事業として掲げ

続けていて良いものかどうか、という２点ですね。ここで第３次プランか

ら第４次プランに変わるタイミングでもありますので、考えていきたいと

思います。 

志子田委員 ２９ページの「乳幼児家庭全戸訪問事業」ですが、実施率については大変

高いものですが、問題になるのは面接の実施ができていない６４件の方だ

と思います。これは別の問題になってくるかと思いますが、通常は何らか

の形で接点を持てるものだと思うので、面接できなかった６４件に対して、

相手が応じてくれないのでそれきりとなってしまうのか、その後何らかの

フォローがされているのか、率の問題ではなく、別の観点が必要だと思い

ます。 

松本委員 参加者のいる事業で、講座等は人数を予測した上で行うことが多いと思い

ますが、実施したことに対してのＡ評価なのか、目標とした人数に対して

のＡ評価なのか、実施報告から見えると良いと思います。 

たとえば、４０ページの「放課後子ども教室」については、Ａ評価となっ

ていますが、１年間を通しての登録者数としては少ないように感じます。

今後の取り組みとして、「学校の空き教室等の利用」としていますが、これ
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まで３か所で行ってきたものを増やすということが課題として入ってきて

いるので、これでＡ評価というのは、単に実施しましたということでの評

価なのかなと思います。先に想定人数を挙げた上で、達成できたかどうか

ということであれば、わかりやすいのではないでしょうか。 

事務局 これも、先ほど平田委員からご意見をいただいているとおり、その事業が

単に実施できた、というような達成ではなく、男女共同参画の視点から、

どのようにできたのか、想定人数に対してどうだったか、という部分につ

いても担当課に考えてもらうようにしたいと思います。 

松本委員 例えば、そこに「父親の参加者が何名」ということが書いてあれば、それ

を意識して行っているということがわかりますし、男女共同参画の視点か

ら、課題の挙げ方が変わってくるかと思います。 

山谷委員 例えば、４４ページに「親子講座」があります。まず「事業概要」があり

ます。次に、「男女共同参画の視点」を入れて、それに対して「実績」がど

うだったのか、この例で言えば、「土曜日開催で父親の参加を促している」

それに対して「父親の参加者何名」という実績がくるようにすると、すっ

きりするかと思います。 

平田委員 プラスして、各課に実績報告を依頼する際には、「男女共同参画の視点で取

り組んでください」ということで、プランや実施状況報告書のＰＤＦを送っ

てみると、少し変化があるかもしれませんし、効果的かと思います。 

事務局 ありがとうございます。 

荒井副会長 ４０ページの「放課後子ども教室」ですが、男女共同参画の視点として「安

全・安心な子どもの活動拠点の設置」となっていますが、男女共同参画の

目的ではないですよね。設置をしたことによって、おそらく「父親も母親

も働きやすい環境づくり」ということが目的だと思います。そういうこと

が、先ほど平田委員のおっしゃったような資料があると、気づけるのかも

しれません。子どものためにこの事業をやった、ということではなく、子

どもをこうすることによって親がどういう働き方ができるか、というとこ

ろまで結びつかないと意味がないと思います。 

平野委員 この事業は、実際には地域のかたがボランティアで参加して子どもたちと

交わっていると思うので、そこを書いてもらった方が良かったと思います。
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基本目標が「男女が共にいきいき暮らせるまちづくり」なので、「設置」と

いうことではなく、地域のかたがどのように係わったかということを盛り

込んだ方がわかりやすいし、それに対する評価をした方が基本目標とも合

致してくると思います。 

平野委員 各課から「書き方がわからない」というような問い合わせや、人権・男女

共同参画課から「これではわからないのでもう一度書き直して」というよ

うなやり取りはあったのでしょうか。 

事務局 担当課から特に問い合わせ等はありませんでした。おそらく、毎年出して

いるものなので、前年と同様な記述になりやすいのではないかと思います。

こちらからも、各課からの提出後すぐに内容を確認できてはいないので、

出し直しを依頼したことはありません。この資料につきましては、各課か

ら出てきたものをそのままお示ししています。 

平野委員 各課でも毎年担当者は変わると思いますし、担当が変わると意識も変わる

と思うので、なるべく流用を避けてもらうようにすると良いと思います。 

荒井副会長 ９ページの「課長補佐職への昇任方法を試験から選考に変更」ということ

で、女性の管理職の登用を推進するためということになっていますが、た

だ単に、女性を管理職員にするための帳尻合わせのようにも見えてしまい

ます。そういうことでなければ良いのですが、それならもう少し違った表

現の方が良いように思います。 

事務局 これまでは、管理職への昇任にあたっては、まず「試験を受ける」という

ことで本人の意思表示が必要でした。そこから、能力のある職員にその職

に就いてもらいたい、ということで「選考」に変更したものです。 

客観的に見て管理職へ登用できる能力があると思われる職員でも、これま

では、自分で昇格の意思表示をしないとその土俵に上がることができませ

んでした。「選考」になることで、本人の意思表示はなくても、能力のある

職員は管理職に昇格させることができるようになりました。 

大竹会長 「試験により」だと、自分から手を挙げて試験を受けなければならないの

で、女性はなかなか手を挙げない、という話を聞いたことがあります。周

りから「やってみませんか」「能力はありますよ」と言われることで「やっ

てみようかな」という気になるかもしれませんので、「選考」とすることは
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良いと思うのですが、やはりこの「事業概要」の書き方が適切ではないと

感じます。「より良いやり方になった」ということで良いのではないでしょ

うか。 

事務局 そのように伝わるような書き方をしたいと思います。 

志子田委員 大竹会長のお話を聞いてわかりましたが、これをそのまま読んでしまうと、

「女性は試験を受けても受からないので、別の観点で昇格させる」ように

受け取れます。 

大竹会長 そうですね。女性は試験を受けても受からないような誤解を与えます。 

事務局 能力のあるかたが適正にその地位に昇格する、という観点から「選考」に

変えたということですので、そのようなことが「事業概要」に書いてあれ

ば伝わりやすいでしょうか。 

荒井副会長 「課題」のところに、「女性職員の割合が低い」と書かれているので、低い

ので上げなければいけないから選考している、というとらえ方ができてし

まいます。やはり、表現の仕方が「男女共同参画」の視点からまだ遠いと

ころが気になりますね。 

大竹会長 ４１ページの「市民企画講座」は、「地域で支える子育ての環境づくり」の

対応事業でよろしいのでしょうか。実績を見ると、「キッズクッキング」以

外の講座については、子育てに関する内容ではないと思いますが。男女共

に生涯学習への参加を促す、ということかもしれませんが、「市民企画講座」

自体は、子育てに直結しているものではないと思います。 

事務局 たしかに、おっしゃるとおりですね。事業の施策の方向としては、５０ペー

ジ以降の「地域の中での男女共同参画の推進」の方が適切だと思います。 

松本委員 何に対しての自己評価なのか、どこを評価したのかを考えてしまうところ

があります。課題に対しての評価だと思いますが、そこが明確になってい

ないように感じます。男女共同参画の視点としては何がねらいなのかとい

うことが先に上がって、それに対しての評価ということを明示すれば、意

識もしやすいかと思います。 

事務局 まず男女共同参画の視点からの課題があって、それに対して実績はどう

だったか、という書き方に順序を変更したほうが良いですね。 

松本委員 そうすることで次への課題が上がってきて、それを受けてどうするか、さ
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らに次への評価につながっていくかと思います。 

志子田委員 報告書の中に「ＰＤＣＡ」の絵がかいてあります。これが回転していかな

ければいけないと思いますが、実際は毎年途中で切れてしまって、また新

たに始めているように感じます。本来は、何年も続けて回転させていくこ

とによって、レベルが上がっていくと思います。それが切れてしまうのは、

ねらいがはっきりしていないということがあるかと思います。 

平野委員 「男女共同参画の視点で取り組んだこと」に、前との相違点や改善点等を

書くようにしてはどうでしょうか。このように変更したということを具体

的に言葉として書くことによって、見る方も一目で分かりますし、書く方

もよりしっかりと意識付けができるのではないでしょうか。そこに取り組

んだ上での自己評価を行うと良いと思います。 

松本委員 取り組んだけれど効果がなかった、ということも実際には多々あると思い

ます。報告書には書きにくいのかもしれませんが、今後に向けてというこ

とを考えると、そういうことも書くようにしてはどうでしょうか。 

事務局 たしかに、実際やってはみたけれども効果がなかった、ということは多く

あると思います。松本委員がおっしゃるとおり、それも重要だと思います。

報告書としてはなかなか書きにくいところではありますが、書き方の工夫

等で、そこを引き継げれば良いと思いますね。 

大竹会長 他にご意見はありませんか。ないようでしたら、皆様の承認をいただきた

いと思います。議題（１）について承認いただけるかたは、挙手をお願い

いたします。 

委員 全員挙手。 

大竹会長 全員賛成で承認いただきました。ありがとうございました。 

審議内容 

（２）その他 

事務局 皆様には、２年間の任期で審議会委員をお願いしていたところですが、今

回の任期が６月３０日までということで、現任期における会議は今回を

持って終了となります。現委員の皆様には、第４次の男女共同参画プラン

作成にあたりまして審議を重ねていただき、おかげさまで無事策定するこ

とができました。誠にありがとうございました。 
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大竹会長 では以上で本日の議題の審議はすべて終了いたしました。ご協力ありがと

うございました。 

事務局 本日は、長時間にわたりましてご審議をいただき、ありがとうございまし

た。審議会の閉会にあたりまして、荒井副会長よりご挨拶をお願いいたし

ます。 

荒井副会長 これをもちまして、第２回三郷市男女共同参画審議会を終了いたします。

長時間、お疲れ様でした。ありがとうございました。 

 
【会議録署名】 
 
   平成   年   月   日     平成   年   月   日 

 

   氏名           印     氏名           印   

 

 


