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（参考様式３） 

会  議  録（要旨） 

 

会 議 の 名 称 令和元年度第１回（第７期）男女共同参画推進審議会 

開 催 日 時 令和元年６月２６日（水）午前１０時００分～１２時００分 

開 催 場 所 本庁舎５階５０１会議室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員）名取はにわ会長、村上浩副会長、朝倉順子委員、市村玲子委員、伊

藤太一、大石貴浩委員、藤原英俊委員、麻生和彦委員、梶祐子委

員、武江勇委員 

（市事務局）肥沼裕史市民部次長、荒井知子市民相談・交流課長、 

南波いつみ男女共同参画推進係長、若松摩吏奈、井上聰 

●欠席者：  なし 

傍 聴 の 可 否 可 

傍聴不可

の場合は

その理由 

 
傍聴者

数 
０人 

 

会 議 次 第 

 

1.開会 

2.議事 

（１）東村山市第 3次男女共同参画基本計画進捗状況調査（平成 30年度実績）

結果について（提言内容の検討） 

（２）提言書のとりまとめについて 

3.閉会 

問い合わせ先 

市民部市民相談・交流課男女共同参画推進係 

担当者  若松 

電話番号 ０４２-３９３-５１１１(内線：２５５７) 

ファックス番号 ０４２－３９３－６８４６(代） 

会  議  経  過 

１．開会 

 

２．議事 

（１）東村山市第 3次男女共同参画基本計画進捗状況調査（平成 30年度実績）結果について 

（提言内容の検討） 

 

【事務局】 

調査票 1「第 3次男女共同参画基本計画進捗状況調査」は、各所管が平成 30年度の実績について

自己評価したものを事務局で取りまとめたものである。 

提言書作成に向けて会議の時間に限りもあるため、意見をいただく担当を事務局で決めた。また、

担当項目以外に意見がある場合にも、ぜひお聞かせいただきたい。 

市長への提言書の提出は 10月上旬を予定している。 

また、調査票１の公表は「★上記に関する実績」より上の部分としていきたい。 

 

 

調査 2「庁内の男女共同参画」は、各所管からの男女共同参画が進んでいるかどうかの回答を部

単位でとりまとめたものである。 
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調査票 3「各目標の指標達成状況」は評価できる実績のあるもののみ、昨年度からの経年変化と

して取りまとめている。 

 

【会長】 

それでは、担当ごとに委員の皆様のご協力をお願いしご意見を頂戴していきたい。 

 

まずは、調査 1の目標Ⅰ「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進」について担

当委員より意見をお願いする。 

 

【委員】 

 目標Ⅰについては概ね改善されている印象がある。 

 

事業№1 評価が Aになり、かなり進んでいる。引き続き啓発していただきたい。 

 

事業№2 平成 28年度実施の「ワーク・ライフ・バランスに関する市内事業所及び従業員の意識・

実態調査」から 3年が経過し、状況や環境が変化している部分もあると思うので、この調査は定期

的に実施してはどうか。評価がＡになるにはどうしたら良いか検討しながら進めていっていただき

たい。 

 

事業№3 少子高齢化が進む中で女性活躍推進に関する取組みは大切である。評価項目の中にも、

女性活躍推進の取組みについて追加したとある。しかし実績を見ると、総合評価方式による契約企

業のうち「育児休業制度の有無」についての項目で加点対象となった企業は平成 29、30 年度とも

0件となっている。これから人手不足となっていく中で女性が活躍できるよう、今後の検討もされ

た方が良い。 

 

事業№4 男女共同参画フォーラムは、参加者の声として良い意見が出ている。これらの意見を加

えながら新しいセミナーに取り組んでいただきたい。 

 

事業№5 児童クラブ・育成室について、入会を希望したが受入できなかった児童が 100 人近くい

たとの記述が心配である。小学校の校内へ増設となった 4か所の児童クラブからさらに広げていく

必要があるのではないか。 

 

事業№6 全体的には改善されているように見えるが、評価が昨年度のＡからＢに下がっている原

因は何か。また、放課後子ども教室が 4校とあるが、全校で開けるよう取り組んでいただきたい。 

 

事業№9、10 前年度と比べて「ころころたまご」利用者数、「たんたんのおうち」の新規登録者数

等が減っているのは体制ができていないためか。 

 

事業№11 評価がＡになるように取り組んでいっていただきたい。事業者向けセミナーを開催して

いるが、小規模企業では介護休業、育児休業制度を認知していても取りづらい傾向があるが、東京

都は奨励金をかなり出しているので、この奨励金の情報をセミナーに加えると、中小企業の役に立

つのではないか。 

 

事業№12 認知症の方が増えていることから「行方不明捜索ネットワーク」はますます重要になっ

てくると考えられる。 

 

【会長】 

 ありがとうございます。では、次の担当委員に意見をお願いする。 

 

【委員】 

いくつかの事業で記述のある男女共同参画推進情報誌「ふぃ～りんぐ」について、39 号ではハ
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ラスメント特集があり、する側される側がハラスメントについて認識できるようなチェックリスト

や、父親の家事参加を促す「おとう飯」レシピの掲載もあり良かった。「ふぃ～りんぐ」について

知らない職員が多く、どこに置いてあるのかも認知されていない。市役所には用事のある場所にし

か行かないため、置いてあっても手に取ることは少ない。目につく場所や、老人ホームなどに配架、

掲示するなどしてアピールしていってはどうか。 

 

事業№2 セミナー時間を短縮して定期的に長く続けてみてはどうか。期間を空けて色々な方が参

加できるよう回数を増やすなどしてはどうか。 

 

事業№12 家族介護者教室に力を入れていっていただきたい。 

 

【会長】 

次に目標Ⅱ「あらゆる分野における女性の活躍の推進」に入る。 

 

【委員】 

全体として達成状況が昨年度と比べて下がった事業はない。 

 

事業№14、15 合同企業説明会や女性のための就職支援の就労支援は広く周知して引き続き実施し

ていただきたい。女性のための就職支援事業について、参加者から「今後こういうものもやってほ

しい」等の意見があれば事業に加えていっていただきたい。 

 

事業№17 市民相談・交流課の評価がＤとなっているが、男性女性問わず、起業には色々なことが

あり、様々な分野の方から話を聞くが、１回目で起業しましょうとはなかなかならないものである。

創業塾卒業生の女性比率が下がっているが、事業をやめれば起業への道がさらに閉ざされてしま

う。商工会と協力して継続、反復して続けていただきたい。 

 

事業№19 ツイッターフォロワー数はまだ少ないが、多種多様な情報化社会の中で新たな形で情報

公開をしていくのは良い。続けていけばフォロワー数も少しずつ増えていくと思われる。市民に向

けて既存のフェイスブックや「ふぃ～りんぐ」と併せてできる範囲で進めていっていただきたい。 

 

事業№21 男女共同参画研修受講者の男女比がもう少しで同じになる。継続して受講していただき

たい。男性の育児休暇取得率は 4件と増えた。さらに増えていくよう、様々な形でアプローチして

いただきたい。女性管理職については、なり手がいない背景には家族の問題、企業の施策など色々

な問題がある。大変そうな女性管理職を見て、従業員の女性が管理職になりたがらないといったこ

ともある。女性が管理職になりやすい環境づくりは非常に大変だと思うが、少しでもなりやすい環

境をつくれるよう、各部署と話し合い、知恵を振り絞りながら取り組んでいっていただきたい。 

 

事業№23 東村山市男女共同参画推進庁内会議は、審議案件なしのため未開催とあるが、審議案件

がないことはないと思う。会議を１度は開催していただきたい。 

 

【会長】 

ありがとうございました。私も担当として意見を述べたい。 

 

事業№14 Ａ評価になっているが、前年度と比べて、合同企業面接会開催数は減っており、面接会

利用者数も半分に激減している。どういうことか。 

 

事業№15 女性のための就職支援事業の無料公開セミナー延べ受講者数が若干減っている。Ａ評価

にはなっており、内容は素晴らしいのだと思うが、受講者を増やす方向で努力していただきたい。 

 

事業№17 創業塾卒業生や女性の卒業生が減っている。女性のための起業塾は比較的トレンドとな

っており各自治体が取り組んでいる。女性従業員として企業に入ってもなかなか出世できず、マミ

ートラックに入ってしまうなど本人の意図と合わないことがあるが、起業すれば自分が社長にな
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る。新しい分野で女性が起業して成功しているところもある。各自治体が取り組んでいるものの難

しい部分もある。人数が少なくなったらいけないというわけではないが、今後も引き続き工夫しな

がら進めていただきたい。 

 

市長から昨年度、庁内に女性就職支援につながる業者を導入するといった話があったがジョブシ

ェアセンターの概要や、ジョブシェアセンターにどれくらい女性が入ったかなどの実績が書かれて

いない。 

 

【事務局】 

女性に特化はしていないが、庁内にジョブシェアセンターを設け、短時間でもそこに来れば働け

るサービスを始めた。新しい事業で元々の第 3次計画に入っていなかったため、調査結果に反映さ

れずにいる。 

 

【会長】 

新しい事業で男女共同参画に資するものであれば載せていただきたい。 

 

事業№20 女性団体連絡会の構成や出席者数等の数値について情報が入っているとよい。女性団体

を通して市の情報が伝達され、双方の意見も求められると良い。 

 

事業№21 女性活躍推進法に基づき、女性の登用計画を内閣府に提出しているかと思う。男性と女

性のキャリアトラックは全く違うと指摘されている。男性が入ってくるとキャリアパスは自動で作

られるが、女性の場合は女性というだけで作られず、作ればポジティブアクションと言われる。日

本では先進国で最も家事育児介護が女性の方に重くなっている。男性に対してせめてフランス並み

に少しは家事育児してください、という目標も出ている。ただ環境を整えるだけではなく、色々と

提言や研究も出ているので、それらも参考にして具体的に進めていただければ、きっと到達できる

と思う。ぜひよろしくお願いしたい。 

 

事業№22 東村山市について心配している部分である。審議会における女性人数が少ない。昨年度

から男女比が横ばいである。達成できているとの回答に疑問がある。男女比率について確認するだ

けでは、女性委員は増えない。国は昭和 50年に 2.4％だったが、今は 37%を超えている。努力はし

てきているが、女性委員を増やす上で 3つの障壁がある。1つは、審議会委員に女性委員を出して

下さいというと、適当な女性がいませんという話になること。2つ目に、委員に女性をお願いしま

すというと、うちでは出すような女性はいませんと言われてしまう、それから、ポスト指定といっ

て、そのポストに女性がいませんと言われる、この 3つがずっと障壁となっており、この３つに対

してポジティブアクションを与えながら進めていく必要がある。女性がいないならば人を育てて下

さいと言う話になる。例えばこのような審議会の場で、最初は全くその専門ではない男性委員もた

くさんいる。それでも委員として審議会に出ているうちにそれなりの知見を持ちだんだんと専門家

となっていく。だから、まずそのような機会を与えていただきたい。また、うちの団体では女性が

出せないという話にはぜひ女性をお出し下さいといって出していただく。ポスト指定の際は、長で

なければいけないとは法律に書いていない場合、長に準ずる方でも良いと説得する。実際に県知事

は男性でも副知事には女性が比較的いるため、副知事の女性を出していただくことはよくある。そ

のように具体的に「いまは女性がいないかもしれませんが、次のときには女性を出して下さい」な

ど、計画を立てながら進めていかなくてはならない。定期的なフォローアップをしていただかない

と女性は増えないので、その努力をしていただきたい。 

 

事業№23 女性活躍推進法に基づく推進計画に資するものを作られており、年 1回は計画について

の確認や報告だけでも、短い時間であっても幹部の方も揃えて男女共同参画についての会議を開い

ていただくようお願いしたい。 

 

次に目標Ⅲ「安全・安心な暮らしの実現」に入る。 

 

【委員】 
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事業№24 内容をみるとＢ評価でも良いのではないか。がん検診は受ける人が少なかったとしても

ある程度頑張っている。全体を見るとおおむね受診率が上がっている項目も多い。また土日の集団

検診を実施することで受診機会の拡充を図り、徐々に減少傾向にあった受診人数を増加させること

に成功したなど評価できる。今後について、受診率が全体的には伸び悩んでいるとあるが、この状

況に対してどのようなことを考えているのかお聞きしたい。 

 

事業№25 相談者の満足度はどうか。また、相談時にアンケートを実施するなどしてニーズを把握

するような工夫はしているか。 

 

事業№26 幅広い世代を対象に考えて健康増進に努めており素晴らしい。 

 

事業№27 妊婦の合計面接率の増加、ほとんどの妊婦と関わりを持つことができている、電話によ

る健康相談、「父親ハンドブック」配付による父親の育児参加への啓発など評価できる。母子手帳

の交付数は前年度より減少しているのは人口減少と捉えれば良いか。 

 

事業№28 父親同士の情報交換ができたなど、子どものことで仲間作りができるのは子育てをして

いく中で良い取組みである。評価したい。 

 

事業№30 自立支援教育訓練後に就職ができているかなどの後追いはあるか。 

 

事業№32 具体的な内容がこの情報だけからでは見えない。委託先から定期的に報告は受けている

のか。また、利用者の満足度はどうなっているのか。ホームヘルプサービスは申請者数に対して利

用世帯数が少ないがこれが実態なのか。 

 

事業№33 対象者の増減がどれほどか気になった。 

 

事業№34 介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業の内容がこの記述からでは見えてこ

ない。介護に関する説明会の開催数が減っている。利用者対象の意識調査は行っているか、また高

齢者を抱える家族、利用する方々の満足度を知りたい。 

 

事業№35 障害福祉サービスについて、本人や家族による評価はどうか。また、グループホーム、

自立訓練所がそれぞれ 0か所と前年度から減っており、Ｂ評価に疑問がある。どこに力を入れて取

り組もうとしているのかが見えない。 

 

事業№37 緊急時の体制を整えておくことを予定しているとあるが、具体的にどのような呼びかけ

方法を考えているのか知りたい。 

 

事業№39 全ての小中学校にスクールカウンセラーが配置されており、学校、スクールカウンセラ

ー、市が連携につとめていることを評価したい。不登校、引きこもりが増えている中で、当事者で

ある子どもを継続的に見守っていける環境が整えられているのか、満足度が改善できているのか知

りたい。 

 

事業№40 虐待を未然に防ぐための非常に重要な事業である。 

 

事業№47 人権に関わる学習で素晴らしい。中学校についても進めていっていただきたい。 

 

事業№49 防災講座の参加者が少なく残念である。個人がどれだけ防災を自分事として捉えられる

かが重要であり、他市の取組みを参考にしながら講座の開催を継続して進めていただきたい。 

 

【会長】 

委員からの質問については、担当職員に質問内容を照会して回答いただけるよう事務局にお願い

する。 
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【事務局】 

回答できるものについては事務局で答え、答えられないものに関しては持ち帰りの宿題とさせて

いただきたい。 

 

【会長】 

では、次の担当委員に意見をお願いする。 

 

【委員】 

事業№33 令和元年度ふぃ～りんぐフェスで、児童虐待に関する新聞記事のパネル展示を女性団体

と男女共同参画推進係と共同で行った。東村山女性団体総会で、中央公民館で再度パネル展示でき

る可能性があることを知った。今後も市民団体と市が協同して啓発活動できれば良い。 

 

事業№37 外国人、女性であることは 2重の壁であることから、避難所運営連絡会では外国籍市民

に対する災害時の支援についてどのように考えているか。重要なテーマであり引き続き取り組んで

いただきたい。 

 

事業№39 子ども相談室の相談件数が増えているが、どのような相談があるのか。相談内訳がわか

ると良い。 

 

事業№41 自立相談についてはシングルマザーもいると思うが、内情や相談内訳が分かると良い。 

 

事業№43 相談の件数は上がっているが、多文化共生相談員による相談内訳が知りたい。 

 

事業№44 事業№41～43について、この女性相談の内訳のようにわかると良い。 

 

事業№47 講座の実施回数を増やし、中学校でも実施していただきたい。 

 

事業№49 防災会議、避難所運営連絡会、自主防災組織にどこまで女性の視点から発言されている

のか、マニュアルにどれくらい女性の視点が盛り込まれているのかが疑問である。昨年度東村山女

性団体主催の文化祭で、災害対策について女性市議と懇談会をしたが、第一線で取り組んでいる避

難所運営連絡会の副代表の女性が女性の視点の存在を知らなかったと発言されていたので、周知啓

発が必要である。令和元年度も東村山女性団体では、女性市議と女性の視点を入れた防災対策避難

所運営について、各避難所運営連絡会の女性メンバーにも声掛けをして勉強会を開こうとしてお

り、市とも共催できればと思う。ご検討をよろしくお願いする。 

 

【会長】 

ありがとうございました。 

次に目標Ⅳ「人権の尊重と男女平等意識の形成」に移る。 

 

【委員】 

事業№50 性同一性障害や性的指向・性自認に係る指導助言により教職員の意識を高めたのは良か

った。「ハンセン病」に係る学習は本市の特色ある教育であり、人権尊重の視点からも大切であり

評価できる。 

 

事業№51 男女共同参画に特化した視点での人権教育は難しいという話をきくが、男女共同参画の

視点で学校教育を行うことには大きな意味があるため、導入を願う。職場訪問・職場体験等のキャ

リア進路教育を推進する際、働くことの意義と共に互いの人権を尊重する事前指導の中に、常に男

女共同参画の視点に立った講話等の教育を積極的に導入願う。講師としては職場体験の事業所の中

に適任者がいるのではないか。 

 

事業№56 前年度と比べ取組みが大幅に進展した。実績は空欄になっているので、数値の記入もあ
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ると良い。 

 

事業№58 廃刊した「交流室だより」を十分補うだけのものを情報誌「ふぃ～りんぐ」は発信して

おり評価している。 

 

事業№59 公民館の職員やスタッフと場所や設備の利用・活用方法を話し合うことが課題となって

いる。引き続き公民館と連携を図りながら男女共同参画の意識啓発を図っていただきたい。 

 

事業№60 PTA活動、保護者会活動、地域イベントなどにおいて男性の参加が増えたのは良かった。

若い男性の参加は毎年の課題となっており、将来を見据えた児童生徒への社会参加を促す教育が重

要になってくる。地域ボランティアの方々を中心としたリーダーの育成が望まれる。 

 

事業№61 「自治会活性化委員会」の委員長に女性が選出されたことは非常に評価している。さら

に今後、委員にも女性が多く参画するよう働きかけていくことを期待する。 

 

事業№62 市長の「おとう飯サポーター」就任は、男性の家庭参加への支援・啓発に弾みがつくと

思われる。 

 

【会長】 

では、次の委員に意見をお願いする。 

 

【委員】 

男女平等について、職業によって印象が変わるかと思うが、保育園では朝夕、母父が協力して登

園をしているのを目にしている。 

 

事業№50 継続して実施していただきたい。 

 

事業№51 いのちを救うための SOSの発信について、SOSを受信できるよう教育者も子どもたちも

取り組みながら、互いに育っていけるよう引き続きお願いする。 

 

事業№54 生徒たちが接する情報源へのアプローチは重要であり評価している。続けていっていた

だきたい。 

 

事業№56 注目される事業であり、今以上に進捗していっていただきたい。 

 

事業№60 自営業か出社しなくていい仕事スタイルの父親が PTA に参加しているときいたことが

ある。男女共同参画の意識だけでは男性の PTA役員は増えていかないのではないか。働き方改革の

視点も含めながら見ていく必要がある。 

 

事業№62 「ふぃ～りんぐフェス」のコンセプトは興味深い。次回の報告が楽しみである。 

 

全体を通して、実績項目の実績値（数値部分）が空欄になっている事業が多い。数値がないとど

こまでどう達成できたのか、何を根拠に達成できたのか見えてこないので、「★上記に関する実績」

以下についても記載していただきたい。 

 

【会長】 

ありがとうございました。 

最後の項目、目標Ⅴ「推進体制の整備・充実」と「Ⅰ～Ⅴについての情報機能の整備・充実」に

移る。 

 

【委員】 

事業№63 「あなたの不満アンケート」では、男性の不満の 1番が相手の性格、女性は 1番が家事
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となっている。男性がいかに家事分担をしていないのか、それとも今の自分の家事分担に不満がな

いのか等、より掘り下げたところで次の講座設定などに繋げることで、より相互の理解も深まって

いくのではないか。 

 

事業№64 東村山男女共同参画公式ツイッタ―を見た。見た目がきれいで内容もよくわかる。フォ

ロワー数はまだ少ないが、続けていけばフォロワー数も増えていくのではないか。手元のスマート

フォンで情報収集ができ、非常に良い取組みである。 

 

事業№65 交流室フェスタ時の交流室内展示見学者数が増加しており、評価できる。展示物等に力

を入れていること、交流室紹介動画の上映などが実績につながっているのではないか。 

 

事業№66 LGBT 関連のドラマや情報発信が多くなってきており、仕事でも更衣室やトイレをどう

しようかなど企業からの相談がある。現在全く LGBT 関連に興味のないお子さんや、中年以降の方

も、手に取る機会がないと、啓発が進んでいかないので、関連書籍を色々と取り揃えたり、増やし

ていただきたい。また、お父さんと楽しむおはなし会に関しては、参加人数が昨年度から倍近くに

なっており、父親が子育てに少しずつでも参加しようと頑張っているように思われる。会社の理解

が、まだなかなか得られない状況であるとは思うが、父親の意識が変わることで少しずつ変わって

いく部分もある。期待を感じさせるような結果になっている。 

 

【会長】 

では、次の委員に意見をお願いする。 

 

【委員】 

事業№63 各種イベント等におけるアンケートなどでジェンダーに配慮した記載欄の設置やアン

ケート結果の次回実施内容への反映などは一義的には評価できる。一方、それは初期段階の第一歩

のように思われる。本来ジェンダー統計は、統計をとることによりジェンダー間の意識の隔たりや

格差や差別が浮き彫りになり、何が問題、課題なのかを導き出せるものを対象とする必要があり、

また、統計をとり続けることによってその対応施策の効果を確認することができる。国のジェンダ

ー統計では、課題を 12 分野に分けて、それぞれに具体的なジェンダー統計の成果目標と参考指標

を設定している。おそらくそれらの一部は自治体が分担する性格のものが含まれているのではない

だろうか。東村山市として取り組むべきジェンダー統計を考える時、1つには国や都が実施するジ

ェンダー統計の当該自治体に関する分の協力、もう 1つは市独自で市政や市民生活の向上ために必

要と考えるジェンダー統計があるのではないか。そういった次のステップも考慮し進めていただき

たい。 

 

事業№64 国、他自治体、関連機関の資料を収集し、それを広く市民に広報するため、市民相談・

交流課窓口を中核に、常時情報発信ができる市 HP 及びツイッタ―、時期を得て情報発信するイベ

ント、ふぃ～りんぐ等を通じた情報提供を継続していただきたい。 

 

事業№65 「多文化共生・男女共同参画推進交流室」は、熱意をもって年々各種活動を拡大・推進

しており評価に値する。一方、大目標である男女共同参画都市宣言の実現は「多文化共生・男女共

同参画推進交流室」の活用の延長線では実現できないため、その実現には別のアプローチが必要で

ある。例えば、東村山市がまだその段階に来ていないと考える原因が何なのかを明らかにして、そ

れを解消する等のアプローチが必要である。ぜひとも男女共同参画都市宣言実現のためによろしく

お願いする。 

 

事業№66 図書館における展示や子育て支援のための取組みなど、活動拡大の傾向にあり評価でき

る。特に、関係部署のニーズに合わせた図書情報や書籍の提供など積極的に実施しており、今回の

ふぃーりんぐフェスでも図書館に多大のご協力をいただいた。引き続き関連書籍の充実とその有効

活用の推進を継続していただきたい。 

 

【会長】 
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様々なご意見をありがとうございました。 

続いて、調査票 2について事務局から説明いただきたい。 

 

【事務局】 

調査票 2について、前年からほとんど変化がないのが現状である。前年度とグラフを比べても、

ほとんど同じである。下の解説部分で昨年度になかった意見は反映した。庁内の男女共同参画につ

いて、仕事の分担が性別にとらわれずにされているかの項目については良い数値をキープしている

が、ワーク・ライフ・バランスや女性管理職が増える努力についての項目は、努力はしているけれ

ども数値がなかなか伸びない状況が昨年度から続いている。 

 

【会長】 

調査票 2は市のユニークな素晴らしい取組みである。これについて何か意見はあるか。 

 

【委員】 

全体的には去年度と比べて変化はないが、少しずつは良くなってはいる。調査票 2の総合的な平

均点は平成 30年度で 3.74、平成 29年度は 3.72である。0.02しか上がってないようにみえるが、

毎年調査を実施している中でこれだけ上がっているのは評価できる。特に上がっているのは視点５

で、前年度は 3.59だが 30年度は 3.65で 0.06上がっている。調査票 2は、審議会が発足した当初

に、まず庁内において男女共同参画ができているか、足元から見なくてはというところから始まっ

た。 

 

【会長】 

昨年度までは個票も見せていただいて興味深かったが、今回は総括表だけである。 

 

【事務局】 

総括表の元になった個票があるため、後日、質問回答の書類を出すときに一緒にお送りする。 

 

【会長】 

もしよろしければいただきたい。個票には、ワーク・ライフ・バランスについて忙しい状況が個

別に出るなど、課ごとに実績があるので、むしろ調査票 2を庁内で、職員配置等に活用してはどう

か。本当にユニークな取組みで少しずつ平均点上がっているのは素晴らしい。ただ、女性管理職が

増えるよう努力しているかの項目について毎回グラフがどうしてこれほど凸凹しているのだろう

と思っており、しかもあまり変わらないというのは、それぞれの課の伝統があるのかなと色々思っ

たりしている。この辺りについて、なんとか全庁的にもう少し女性管理職を増やす努力ができるよ

うにしていただきたい。例えば低いところには意識改革をするなど。課の文化になっているところ

には文化を打ち破るような何かをするなど、考えていただけるとありがたい。 

 

【会長】 

最後に、調査 3の各目標の指標達成状況についても事務局から説明をお願いしたい。 

 

【事務局】 

3次計画の計画前の数値から計画最終年度の数値まで、どのような変化で目標に近づいていくか

経年変化を追った表になる。計画前の数値については「男女共同参画に関する市民意識調査」、「ワ

ーク・ライフ・バランスに関する市内事業所及び従業員の意識・実態調査」の数値を反映している、

計画の途中年度である平成 29年度、30年度については 2つの調査は行っていないため数値が拾え

ない項目については「-」で表示している。 

 

【会長】 

調査票 3について、何か意見あるか。 

 

【委員】 

庁内の女性管理職について、女性の比率が下がってきているのが気になる。また、男女共同参画
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に関する講座に参加した男性が平成 29 年度の 12 人から平成 30 年度は 2 倍以上に増えており、評

価できる。この数値がさらに上がっていけば良い。 

 

【会長】 

先ほどの調査票 1について、担当部分以外の事業について意見をお願いする。 

 

【委員】 

事業№47 デート DV 出張講座をぜひ中学校で実施いただきたい。もちろん高校全校での実施が先

だとは思うが、中学校でも実施できると思う。デート DV 出張講座について、中学校には働きかけ

ているか。校長先生の方からカリキュラムや時間数等色々な理由で拒否されるなどしているのか。 

 

【事務局】 

中学校に投げかけてはいるが、高校の全校実施が先であろうということで、令和元年度は 4校で

の実施が決まっている。明法高校も今年度から共学になったため、今年度はカリキュラムの関係で

実施できないが、令和 2年度はぜひ実施したいとのお話をいただいており、来年度は全校で実施で

きると思われる。高校では夏休み前をメインに実施している。全生徒が 1 回はデート DV 講座を受

講する方向で進んでいる。 

 

【会長】 

事業№3 女性活躍推進法が改正され、今 301 人以上の企業が女性登用計画をつくることになって

いるが、101人以上の企業が対象になってくるので、今後検討の予定はないとあるが、せめて法律

の執行状況などについてフォローアップをお願いするようにしていただきたい。 

 

その他、もし後で気が付かれたことがあれば、メール等で事務局の方に出していただければと思

うが、期限をいつにするか。 

 

【事務局】 

7 月 12 日(金)の 17 時必着でお願いしたい。調査 1～3 について、委員からの意見をもとに提言

書を作成する。ありがとうございました。 

 

（２）提言書のとりまとめについて 

【事務局】 

本日委員から質問いただいた項目については、各所管へ回答を依頼し市民相談・交流課に該当す

るものも取りまとめの上、調査票 2の個票と一緒に委員へ郵送する。 

 

提言書については、本日、委員から得た意見をもとに事務局で提言書（案）を作成する。なお、

提言書（案）をまとめた後に、会長にご一読いただき、委員へ郵送する。 

 

お目通し後、9月上旬に「第 2回審議会」を開催し、そこで提言書（案）について意見をいただ

き、9月下旬頃、提言を確定させる。 

 

また、提言確定後、10 月上旬に名取会長から渡部市長へ提言を手渡す「手交式」を行う。その

際、副会長をはじめ委員にもお時間が許せばぜひ「手交式」の場に同席いただきたい。日程が決ま

り次第、委員に連絡するので日程調整のご協力をお願いする。 

 

【会長】 

本日の各委員の意見をとりまとめ、事務局で提言書（案）を作成し、9月上旬の審議会で各委員

の意見をとりまとめて確定し、10月上旬には市長へ提言書を提出するという流れである。 

 

【事務局】 

「第 2 回審議会」の日程調整について 9 月 13 日（金）または 9 月 20 日（金）のどちらかで 10
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時から開催したい。日程が決まり次第連絡する。会場は多文化共生・男女共同参画推進交流室であ

る。 

 

３．閉会 

 


