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会議録 

 

○事務局（森永課長） 

・出欠席委員の確認（オンラインでの参加者７名の映像及び音声の送受信及

び委員の本人確認も含め、全委員の出席により会議の成立） 

・傍聴者の確認（傍聴者なし） 

・会議録の作成・公表・会議録を確認する委員など説明 

 

〇事務局（納富） 

・コロナ禍における会議に係る注意の説明 

・会議資料の確認 

 

○松葉口会長 

 それでは、議題１「第２次ちがさき男女共同参画推進プランの最終評価（案）

について」について事務局から説明をお願いします。 

 

〇事務局（納富） 

それでは、議題１「第２次ちがさき男女共同参画推進プランの最終評価（案）

について」、御説明いたします。資料は、資料２、資料３、そして本日配布させ

ていただきました、事前送付がありました委員からの意見の３点を使い、御説明

いたします。最終評価につきましては、前回、すべての委員が御参加いただきま

した第１回の協議会において、素案について協議をしていただき、その協議結果

を反映し、案としてまとめております。本日、この案について協議会で協議して

いただいたものが、市長への答申となります。 

まず、資料２及び資料３を御覧ください。素案から案への変更点について御説

明いたします。 

資料２ １４ページを御覧ください。第４段落、「同じ目標に向かって、市民

だけではなく、市や地域、事業者が共に取り組んでいく。」という文章に修正し

ています。 

次に、１８ページを御覧ください。第２段落、「ＤＶについて、年齢や性別を

問わず、正しい知識を持つことは、予防につながります。」という表現に修正し

ています。 

次に、２５ページを御覧ください。第６段落、「性別によって固定化したイメ

ージを持つことのない、積極的な情報発信」という表現に修正しています。 

以上が素案から案への変更点です。続きまして、事前にいただいた御意見・御

質問について、事務局から御回答できる部分を御回答させていただきます。信濃



委員からいただきました御意見のうち、まず９ページ、認可保育所の在籍者数の

目標値ですが、プラン策定時は、平成３１年度に３，２８１人を目標としていま

した。次に、１５ページを御覧ください、ページ下部の折れ線グラフには、目標

値として３，８００人の記載があります。現プランの計画期間のかなり早い段階

で、当初目標値を達成しており、平成３０年４月に策定した後期事業計画の段階

で、目標値を３，８００人に変更したため、９ページの当初目標値と、１５ペー

ジの目標値とで違いが出ておりました。そのため、１５ページのグラフの下に、

「後期事業計画策定時（平成３０年４月）に３，８００人に目標値を変更。」と

の注記をつける対応をしていければと考えております。また、現時点で、現プラ

ンの指標の変更はできませんが、次期プランの検討を進める中で、指標の検討を

する段階で、協議いただければと思います。 

次に、１０ページの活動指標についての御意見です。「現プランの基本目標、

目標に位置付けて」の部分ですが、読みにくいので別の表現にしてはとの御意見

です。基本目標と目標、それぞれに位置付けておりますので、「基本目標と目標」

というように「句点」ではなく「と」を間に入れる形で整理できたらと考えてお

ります。 

 次に、１４ページの１５行目は、誤字ですので、コミュニケーションツールと

修正します。 

同じページの１８行目については、「ただし」については、次から始まる文章

についての区切り、強調のために入れたものです。とって意味が通じなくなるも

のではございませんので、協議会で決定していただければと思います。 

次に、１６ページ１１行目、「就業、雇用」を、「就労、雇用」という表現に

ということですが、国の基本計画等においては、「就業は生活の経済的基盤であ

る」という表現をしているため、「就業」という表現をしております。「就業」

「就労」の言葉はどちらも「職についている」という状態をさしておりますので、

就労に変更をすることも問題はありませんので、こちらも協議会で決定してい

ただければと思います。 

次に１８ページ全体ですが、「基本目標３ 配偶者等に対する暴力の根絶」に

ついての評価にもう少し踏み込んだ評価をという御意見です。現在の評価は、何

が暴力であるのか、それを正しい知識として啓発していくこと、特に若年層に対

する啓発の必要性、また、相談ができるということを認知してもらうための取組

が必要であるという表現にさせていただいております。こちらに加筆する方向

性といたしましては、「女性に対する暴力の予防と根絶に向けて、女性に対する

暴力に関する認識の向上に加え、悪いのは被害者ではなく、加害者であり、暴力

を断じて許さないという考えを広めていくことが必要である。」ことなどが考え

られます。こちらの内容につきましても、協議会で協議していただければと思い



ます。 

２５ページの「ジェンダー平等」の日本語訳についてですが、この表現は、令

和３年４月からスタートしている茅ヶ崎市総合計画の記載と同じ表現としてお

ります。総合計画審議会で答申され、策定されたものとなっており、日本語訳は

委員からの御意見にありますように、国連、省庁、ユニセフなどでそれぞれ日本

語訳が異なっておりますが、本市の総合計画では、協議の結果として、この表現

としておりますので、今回、最終評価（案）でも用いております。対応といたし

ましては、この表現の後ろに、出典として、茅ヶ崎市総合計画と記載するか、ま

たは、１７の目標のひとつの後の文章を、「ジェンダー平等を実現しよう。」の

大項目のみとすること等が考えられます。こちらも、協議会で決定していただけ

ればと思います。 

以上、最終評価（案）について、いただきました御意見に対する事務局側の案

等を御提案させていただきました。よろしく御協議お願いいたします。 

 

○松葉口会長 

 はい、ありがとうございました。ということは、３点決める必要があるという

ことでよいでしょうか。 

 

〇事務局（納富） 

 はい。 

 

〇松葉口会長 

 はい、わかりました。それではまず、信濃委員から補足等ありましたらお願い

します。 

 

〇信濃委員 

はい、今事務局からの説明してくださった内容で大丈夫です。委員の皆様から

の御意見をいただければと思います。 

 

〇松葉口会長 

議題１の意見交換を始めます。終了予定時刻は、１５時００分といたします。

まず優先順として今の３点について検討し、そのあとまた御意見あれば伺うと

いう流れにしたいと思います。 

それでは、１４ページの下から２段落目の「ただし」の文言を入れるかいれな

いかについてですが、他に御意見がなければ、信濃委員の御指摘どおりに削除し

てよいのはないかと思いますが、いかがでしょうか。そのまま入れておいても良



いと思います。 

 

〇岸委員 

 コロナのことが記載されていて、コロナがあったからこうなったと言いたい

のだと思います。わかりにくい文書ではありますが、修正するほどではなく、

よく読めば意図は伝わると思います。 

 

〇松葉口会長 

 それでは、岸委員としては「ただし」は入れた方がいいですか。 

 

〇岸委員 

 どちらでもよいです。 

 

〇松葉口会長 

 なるべく修正は少ない方がいいと思いますので、「ただし」そのまま残す形

で信濃委員よいでしょうか。 

 

〇信濃委員 

わかりました。 

 

〇松葉口会長 

「ただし」はこのまま残す形にします。続いて、１８ページ、信濃委員からも

う少し踏み込んだ評価をとの御意見についてですが、先ほどの事務局からの説

明もありましたが、内容的には踏み込んだことを言っていると思いましたが、

信濃委員いかがでしょうか。 

ここの評価を踏み込むと、他の評価とのバランスはどうなのかとも感じます

がいかがでしょうか。むしろここで気になったのが、話がそれてしまい申し訳

ないのですが、２つ目のカッコ内女性のための相談室となっていますが、女性

に限定してよいのでしょうか。先ほどの事務局からの説明でも、女性に向けて

の暴力の話がありましたが、男性に向けてのパートナーからの暴力も最近話題

になっていますので、それは、茅ヶ崎市としては、圧倒的に女性だから盛り込

まなくてもよいということになるのですか。その辺りが私としては若干違和感

がありますが、事務局としてはいかがですか。 

 

〇事務局（森永課長） 

 会長からの御質問について回答します。まず、プランで位置づけているのが



女性のための相談室を知っているかという部分での表記となります。暴力に関

しては、今もほぼ女性が被害にあっているという状況です。相談窓口で言いま

すと、男女共同参画課としては女性の様々な相談を受けており、その中で暴力

の相談もあります。男性が被害を受けた場合は市民相談課が相談窓口になって

対応しております。市としては、暴力に対して男性も女性も受ける可能性があ

るということで窓口はどちらもございます。ただ、男女共同参画課では、特に

女性についての相談窓口を設けており、記載の目標値とさせていただいていま

す。 

会長がおっしゃるとおり、暴力は男女問わず受けているということは、国の

統計上にも出ていますが、ここの記載については、目標値についての最終評価

となるため、このような記載とさせていただいているところです。 

 

〇松葉口会長 

 今回は今までの流れもあるとおもいますので、このままでよいのではと思い

ますが、次期プランに向けては検討の必要があるのではと思います。逆に、男

性は市民相談課が窓口なのに、女性は別相談窓口となれば「市民ではないの

か」等デリケートな問題にも発展しかねないので、また次期プランに向けて検

討していければよいと思います。議論を戻し、信濃委員は事務局からの文言追

加についていかがでしょうか。 

 

〇信濃委員 

 他の部分の評価では次期プランに関するニュアンスが入っていたのですが、

この部分には入っていなかったので、ＤＶや配偶者等からの暴力の根絶につい

ては重要な事業だと思うので、この部分だけサラッとしているのが気になった

ので、もう少し踏み込んだ表現にして欲しいとの希望をしました。先ほど事務

局からの説明があった「悪いのは被害者でなく加害者である」といった一文は

入れてもらった方がいいと思います 

 

〇松葉口会長 

 それでは、先ほどの事務局からの提案でよいという事でしょうか。 

 

〇信濃委員 

 ただ、もう一度内容を確認したいです。 

 

〇松葉口会長 

それでは、もう一度、事務局からお願いします。 



〇事務局（納富） 

 はい。「女性に対する暴力の予防と根絶に向けて、女性に対する暴力に関す

る認識の向上に加え、悪いのは被害者ではなく、加害者であり、暴力を断じて

許さないという考えを広めていくことが必要である。」等の表現を考えており

ます。この表現が、このページのＤＶについての「特に若年層に対する取り組

みが必要です」の前に入ります。 

 

〇松葉口会長 

 はい、わかりました。ということですが、皆さんいかがでしょうか。 

 

〇信濃委員 

 そうしたら、先ほど会長がおっしゃったように、女性に限定することに違和

感があるなと思います。 

 

〇松葉口会長 

 それなら「女性」を削除するのはどうですか。 

 

〇信濃委員 

 女性だけの問題ではないので、女性に限定するのは違う感じがしますが、確

かに圧倒的に被害に遭うのは女性というのはあると思います。ただ、男性の方

が相談がしにくいという現状があるのかもしれないですし、相談窓口が「女性

のための相談」しか出てこなかったら、トランスジェンダーの人は相談する窓

口がないのかという話にもなるので、相談窓口として入口を狭めていることが

どうなのだとろうかと個人的に違和感が残ります。 

 

〇松葉口会長 

 そうですね、前回も同じ意見が出ていまして、例えば、資料３では、前回の

意見を踏まえて変更したところがあります。資料３の２番目は、男性女性を問

わずというところをトランスジェンダーの方を意識して、「年齢や性別を問わ

ず」に変更したにも関わらず、女性や男性と限定していることに違和感はあり

ますね。 

 

〇辰野委員 

 今お話を聞いて、「女性に対する」という言葉に違和感があるというところ

もありますし、「年齢や性別を問わず」という表現を使っている箇所があるの

で、ここでも「年齢や性別を問わずＤＶを根絶する」との表現にしてはどうで



しょうか。前文までの流れもあるので、こちらの方がしっくりくると思うがい

かがでしょうか。 

 

〇松葉口会長 

 皆様どうでしょうか。事務局としては、先ほど辰野委員がおっしゃったよう

に修正することは可能ですか。 

 

〇事務局（納富） 

 女性に対する暴力が多いということは、課長からお伝えさせていただいたと

おりですが、先ほど辰野委員がおっしゃったように、表現の修正はできると思

っております。 

 

〇松葉口会長 

 よく使う言葉としては、「あらゆる暴力の根絶」がありますが、そうすると

逆に女性の比重が弱まってしまうこともあるので、この表現だと一般化しすぎ

ですし、何かよい表現にできればと思いますが、修正案をメール等で送っても

らうことは可能でしょうか。 

 

〇納富 

 はい、本日御意見をいただいて、その内容を反映した修正案を一度皆様に御

提示し、決定するように進めさせていただきます。 

 

〇松葉口会長 

 そうですね。そのようにお願いします。１８ページはその対応とし、先に進

めさせていただきます。最後２５ページ第２段落目７行目、「ジェンダー平等

を達成し、すべての女性及び女児への権限付与と能力強化（エンパワーメン

ト）を図る」の表現に違和感があるが、茅ヶ崎市総合計画に記載されていると

いうことなので、出典を付けるという説明が事務局からありましたが、いかが

でしょうか。私としては出典が入れば問題ないと思いますが、信濃委員いかが

でしょうか。 

 

〇信濃委員 

 色々調べてみましたが、権限付与と能力強化という表現はすごく違和感があ

ります。 

 

 



〇松葉口会長 

 様々な機関で翻訳をされていて、権限付与という言葉も使っていたり使って

いなかったり、外務省の訳だと権限付与は使ってなく、単純に能力強化だけに

なっているんですね。ただ、茅ヶ崎市として入れている言葉をちがさき男女共

同参画推進プランだけ入れないわけにはいかないのではとも思いますね。 

 

〇信濃委員 

 そのとおりなので、出典を出していただきたいです。 

 

〇松葉口会長 

 どのあたりに一番違和感がありますか。 

 

〇信濃委員 

「能力強化」に違和感がありますが、どこでもこの表現を使っているんです

よね。 

 

〇松葉口会長 

 能力を強化すること自体がおかしいのではないかということですかね。この

辺りは議論すると長くなってしまいそうです。 

 

〇信濃委員 

 ここでこれ以上議論するのは難しいと思うので、出典を追加してもらえれば

よいです。 

 

〇松葉口会長 

能力を強化するの意味合いが、その人自身のボトムアップ的な強化ではな

く、一定の目論見に向かう能力を強化させようとする意図が働いているのでは

ないかという違和感ですかね。 

 

〇信濃委員 

 入試における差別とか点数操作等が実際に日本でもあり、それは能力を強化

するというよりは、そもそもの制度や仕組みがダメだったということなので、

能力の強化ではなく、正当に評価すること自体ができていなかったということ

ですよね。 

 

 



〇松葉口会長 

 それに関しては、また違う角度からの話になると思いますが、ここに書かれ

ていることは、制度についてではないです。ＳＤＧｓで言えば目標５「ジェン

ダー平等」に入っている一つのターゲットになりますが、ここで書かれている

ターゲットは制度ではなく、個人の能力を強化していくというターゲットでし

かないので、今おっしゃっていただいた制度については、別の箇所でしっかり

書くものであり、こことは視点が異なる感じがします。 

実際にジェンダー平等を達成するためには必要なことではあると思います。

すごく分かりやすくいうと、女の子だと学校にいけない現状をどうするか、と

いうことになります。とりあえずは、茅ヶ崎市の記載に統一するのでよいかと

思います。 

 

〇辰野委員 

 私の職場は女性比率が高く、管理職に占める女性の割合も比較的高いです。

その中で組合の執行委員を務めて分かったことがあります。それは、選出され

る執行委員は男性の割合が高いということです。女性は普段働いている他に育

児や介護等を担っており、組合の業務は負担に感じる人が多く、また選ぶ側も

配慮してしまうという現状があります。ジェンダーバランスの観点でもこれか

ら女性の意見を取り入れられるようにしていこうと改革を始めているところで

すが、これと、今の話が当てはまるのではと思いました。権限付与というの

は、女性の社会進出、組合で言えば組合員として女性も執行委員として関わっ

てもらうところだと思うし、能力強化というのは、教育的な部分ではないかと

思います。権限付与というのは、管理職であり、執行委員として活躍するとい

う視点で言えば、私はあまり違和感がありません。 

 

〇松葉口会長 

 はい、ありがとうございます。ＳＤＧｓの目標５のターゲットの中で書かれ

ているのは、辰野委員がおっしゃってくださった意図で書かれていて、私も特

に違和感はありません。茅ヶ崎市で書いてあるものを変えるわけにもいかない

ので、出典を付けてこのままでいく方針でよいでしょうか。出典をしっかり書

くということでお願いできますでしょうか。とりあえず、出ていた意見に対し

ては１点メールで確認する事項以外についてはこれですべて決定ということで

よいでしょうか。他に何かありますか。  

 

〇信濃委員 

 １６ページの就業や就労の表現はそのままでよいでしょうか。 



〇松葉口会長 

 はじめに事務局から説明いただきましたが、もう一度お願いいします。 

 

〇事務局（納富） 

 はい。就労と就業ですが、言葉としては職に就いているという意味合いでど

ちらも表現に使われる言葉となっております。国の男女共同参画基本計画に就

業は生活の経済的基盤であるという表現をしているため、こちらでも就業とい

う言葉を使わせていただいております。 

 

〇松葉口会長 

 信濃委員よろしいですか。 

 

〇信濃委員 

 はい。 

 

〇松葉口会長 

 ありがとうございます。それでは、先に出ていた意見についてはこれで決着

ということになりますが、他に皆様からの御意見等いかがでしょうか。 

 

〇青木委員 

 ３点ほど意見があります。 

１つは、１６ページの最終評価の所で、「【女性が職業を持つことについて

「子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい」と考える人の割合】は、

平成２８年度の３８．６％から、令和２年度には４９．８％まで増加し、目標

値（５０％）をほぼ達成」とありますが、これはプランの市民意識調査の中に

男女が共に家事・子育て・介護などに参加するために必要なことは何かと聞い

ているところがありますが、そこには「子育てなどの特別休暇制度の創設や時

間休暇をとりやすい就労環境の整備」というのが全体で３５．４％、「男女が

共に協力し家事・子育て・介護などを分担するように、幼児期からの家庭・学

校教育の機会の充実」が３１．４％とアンケート調査の中で比重を占めていま

す。戻りますが、最終評価に「例えば、家事・育児・介護等に全ての世代の男

性が参画できるように、男性に向けた啓発講座を実施することなどが考えられ

ます」とありますが、アンケート調査を見ますと講座の開催の希望というのが

２％くらいしかないです。つまり、最終評価として、男性が参加できるように

男性に向けた啓発活動講座を実施するということよりも、事業者や地域、教育

機関への男女共同参画に取り組む必要性を評価の中に盛り込んでいくことが、



次期プランの策定につながるのではないかと思います。学校は時代を担う子ど

も達が男女共同参画を推進する意識を育む基盤となる重要な場でもあります

し、その取り組みの意義は非常に大きいと考えています。また、学習指導要領

においても男女が共に社会に参画することや男女が協力して家庭を築くことの

重要性を指導することとされていることから、この最終評価についても、教育

機関の重要性についても言及する必要があるのではないかと考えました。これ

については先生のお考えもお聞きしたいと思っています。 

また、２点目として、２１ページ、男女が共に参画するまちづくりの推進と

いうところですが、先ほど辰野委員からもお話が出ていましたが、女性の意思

決定への参画拡大というのは地域における様々な組織においても課題になって

おり、茅ヶ崎市でも多くの女性が活躍しているが、様々な団体の代表は男性が

多いです。特に自治会においては、女性が皆無に近く、男性が多くを占めてい

ます。様々な分野の意思決定において、多様な視点が確保されることがあらゆ

る人が暮らしやすい持続可能な地域づくりにつながっていくのではないかと、

そういった意味で男女が共に参画するまちづくりの推進というのであれば女性

の意思決定過程への参画拡大を審議会委員に限定せずに地域における各組織全

体を包括する書き方で社会全体の課題というか、むしろ具体的に少し述べた中

で評価をしたほうがよいのではないかと思います。 

３点目は、１４ページですが、これは【男女共同参画の意識啓発の推進】の

ところにあたりますが、男性が育児休業の取得によって子育ての役割を積極的

に担うということは、固定的な性別役割担意識の解消といった観点からだけで

はなく、母親の孤立化や産後うつの防止、働き方の見直し、ひいては男女とも

に暮らしやすい社会づくりに資するものとして、非常に男性が育児休業に参画

するということは重要、大切と考えます。ここの表現の中にもう少し具体的に

女性の抱える問題を改善するという方向性に少し言及する中で、具体的に何か

改善していく取り組みが必要だという表現にするべきではないかと思います。

単にいろんな主体が取り組むだけでは、何をどう取り組むのかが分からず、や

はり女性の問題を具体的に改善していくことから、啓発やあるいは、男性の育

児休業の取得によって改善されるということが出てくるのではないかなと考え

ました。要点だけ申し上げました。よろしくお願いします。 

 

〇松葉口会長 

 はい、ありがとうございました。ページは前後しますが、重要な点順に１，

２，３とおっしゃってくださったということでよろしいでしょうか。 

 

 



〇青木委員 

 はい、そうです。 

 

〇松葉口会長 

 そうするとまず、１６ページのところの「例えば、家事・育児・介護等に全

ての世代の男性が参画できるように、男性に向けた啓発講座を実施することな

どが考えられます。」で、男性向けだけではなく、例えば事業者や特に教育機

関への啓発活動を強化するといった表現にしたほうがよいのではないかという

ことでしょうか。 

 

〇青木委員 

 そうですね。 

 

〇松葉口会長 

 みなさんいかがでしょうか。私としては入れてもいいと思いますが、教育機

関はわりと進んでいて、一番問題なのが家庭や事業者など社会の方が問題だな

と、教育に携わる者として感じます。社会に比べると学校はまだ平等となって

いるが、それが社会に出ていくと今までの慣例や通念と言ったものがまん延し

ていて、特に地域社会や学校を取り巻く保護者や地域が縛られているなと感じ

ます。 

 

〇青木委員 

 教育機関が問題と言っているわけではなく、教育機関が男女共同参画に対す

る教育をしていくことが求められているのではないかということです。市民ア

ンケート調査にもありますが、幼児期から家庭や学校教育の機会の中で男女共

同参画を意識付けていく教育が必要なのではないかとアンケート調査でも出て

います。当然、教育機関がそうではないという話ではなく、学校教育が学習指

導要領にも特に強調されている男女共同参画に向けての意識や重要性につい

て、子どもたちに指導していくことが求められているのではないかという内容

を盛り込むことが、講座を開くということだけではなく少し時間をかけながら

教育機関の中で調整していくことが求められるのではないかということが言い

たかったのです。 

 

〇松葉口会長 

 はい、それでは入れましょう。ただ、家庭科が男女共修になった時から、教

育として力を入れていますよね。その直後にジェンダーバッシングみたいなも



のは発生したりもしましたが、特に家庭科分野では中心になって、力をいれて

はいます。今回、学習指導要領で、強調されているとおっしゃっていました

が、ジェンダーのことより、ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）、ＳＤＧ

ｓを意識した教育に全体がシフトしていて、その一環としてジェンダーも入っ

ているという感じです。 

 

〇岸委員 

 今の議論は１６ページの最終評価の議論ですよね。確かに教育は大事なこと

ですが、ただ、ちがさき男女共同参画推進プランのこの部分は、あくまで女性

が職業を持つことについての話であって、もし、それを言うなら教育全般につ

いて男女共同参画って大事だよねって話であって、ここで取り上げる内容では

ないのではないでしょうか。ここでは、女性が職業を持つ上でネックになって

いるのは、家事、育児、介護が、女性にしわ寄せがいっている、だから男性も

理解してくださいねといったニュアンスのものではないかと理解しています。

ここに入れるのは場所か違うのではないかと思います。 

 

〇松葉口会長 

 私としては、どちらでもいいですが、このままでいくとしたら、内閣府の調

査でも、日本における男女共同参画に現状と課題として、共働きでも女性が家

事育児を圧倒的に担っている、男性がそれに関わっていないことが日本のとて

も大きな課題として挙げられていますので、そこの部分を強調して書いている

のかなと私はこれを読んだんですけれども、教育機関でもっとすべきというの

であれば、それはしたほうが良いことですから入れてもいいと思います。 

 

〇青木委員 

 私が今申し上げた根拠は、市民意識調査のアンケート結果を元に申し上げて

いるんですね。つまり、市民が求めていることは、講座を開催することよりも

家庭や学校教育の場で意識を醸成していく、もちろん他にもいろいろあるので

すが、ここではこれが重要ではないかと、アンケート結果を根拠に申し上げた

つもりです。 

 

〇松葉口会長 

 ありがとうございます。では、例えば、啓発講座を実施することをはじめ、

家庭や教育機関での意識高揚を図ることを通じてというようなフレーズを入れ

るということでどうでしょうか。すぐに文書が出てこないのですが、何か良い

表現はありますか。 



〇辰野委員 

 これは、家庭や教育現場に限らず、民間企業や各自治体に関してもジェンダ

ー平等意識やバランスの配慮や意識は広く広めていかなければいけませんし、

教育現場に限ったことではない気がします。 

 

〇松葉口会長 

 それは私もそう思いますが、アンケート調査の結果というのは、ここで使っ

ているアンケート調査ですか。 

 

〇青木委員 

 はい、プランの４０ページに市民意識調査の結果が出ていますが、教育現場

だけではなく、もちろん事業者もそうなんですが、アンケート結果の中には、

働くための制度問題や、例えば休暇を取りやすくするや就労環境の整備だとか

いうことも結果に大きく出ているんですね。そこまで文書に全部入れる必要が

あるかはわからないですが、私が思ったのは、最終評価のところで「例えば、

講座を開催することが考えられます」と、確かに講座を開催することもよいの

ですが、アンケート結果では講座の開催は２％くらいしか要求がないので、そ

れならばもう少し根本的な対策について、次のプランにつなげるための最終評

価だと思えば、そこに触れておくことも必要ではないかなと思います。 

 

〇岸委員 

 ただ、もし、青木委員がおっしゃるように、啓発講座というように「講座」

と書くから範囲がすごく狭くなってしまうので、「啓発を実施する」といった

ようなもう少し広い範囲になるように変えたらいかがですか。 

 

〇松葉口会長 

 そうですね、講座を開くことに限定しない表現に修正できますね。 

 

〇事務局（納富） 

 青木委員がおっしゃっている市民意識調査で「男女が共に家事・育児・介護

等に参加するためには何が必要ですか。」の答えとして、「夫婦や家族間での

話し合い」が一番高いです。 

こちらでは、講座に限定していますが、それは話し合いをした方がいいとい

った啓発の講座、啓発活動も含めていければと思っています。啓発はとても必

要なことですので、講座の開催の割合は少ないですが、夫婦や家族間での話し

合い、家庭や学校教育の機会の充実などを大事だと、市民の方は求めていると



いうアンケート結果になっていますので、今、岸委員がおっしゃったとおり、

必要なのは講座の開催というより、広く意識を啓発していく行為だと考えてお

りますので、講座に限定せずに、市民の皆様が必要なものがきちんと届くよう

な啓発活動や情報提供をするというような表現を変更させていただければと、

事務局としては考えております。 

 

〇松葉口会長 

 そうですね、もう少し広い意味での文脈に変更していただけるということで

すね。青木委員いかがでしょうか。 

 

〇青木委員 

 はい、今皆様がおっしゃった内容でよいと思います。ただ、次のプランにつ

なげるためですから、いろいろなところにアンテナを張って、最終評価を出し

ておくことが必要ではないかなと思います。 

 

〇松葉口会長 

 はい、ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。それでは、

こちらも修正したものをメールで送っていただく形でよいでしょうか。 

 

〇事務局（納富） 

 はい、そういたします。 

 

〇松葉口会長 

 それでは、２つめの２１ページの女性の意思決定過程への参画拡大につい

て、すみません、青木委員、概要をもう一度お願いします。 

 

〇青木委員 

女性の意思決定過程への参画拡大というのは茅ヶ崎市だけではないですが、

各組織においても課題にはなっていて、市議会などでもいろいろと質問されて

いますが、いろいろ活動している団体がたくさんあって、現場では活躍されてい

る女性がたくさんいるにも関わらず、団体代表に女性がいない、リーダーとして

登場してこないところに問題があるのではないかと思います。やはり、多様な視

点で様々な意見が確保されていくことが、持続可能な地域づくりにつながって

いくのではないかと思います。そうであれば、その意思決定過程の場に女性が参

画するということを、審議会委員に限定せずに、各組織全体を包括するような書

き方にできないかという提案です。 



評価の中では、２２ページ「審議会等の委員は、市民委員、学識経験を有する

者、団体からの推薦の委員などがありますが、団体からの推薦委員は、その団体

自体に女性が少ない、いないという現状から、審議会等の委員に女性が少ないと

いう結果につながり、それは社会全体の課題です。」となっており、審議会委員

のことに触れていますが、「基本目標５ 男女が共に参画するまちづくりの推

進」とあるので、ここに記載できるかわかりませんが、次のプランの策定に関わ

るということであれば、もう少し広い意味で、女性の意思決定機会への参画拡大

に触れてもいいのではないかと考えました。 

 

〇松葉口会長 

はい、ありがとうございます。これは報告書なので、報告書の文章ベースで話

をしていただく方が話は早いと思いますが、そうすると、２２ページの【市の審

議会等における女性委員の割合】を審議会ではなく、例えば、意思決定機会への

女性の参画拡大といった表現にしたらよいのではないかということですか。 

 

〇青木委員 

今回は最終評価なので、そこを書き換えられるかわかりませんが、審議会委員

の選出に向けて団体に女性が少ないという現状から審議会委員に女性が少ない

ということに触れて、結果それが課題になっているということが掲げられてい

るのですが、ただ審議会委員や団体代表に女性が出てこないということについ

ても課題としてただ書くのではなく、地域の各組織ではいろいろな問題があり、

女性のリーダーが出てこないことが問題であるというように、ここで触れても

いいのではないかと思います。 

 

〇辰野委員 

青木委員のおっしゃりたいことは、まちづくりの推進や様々な社会的な場面

で女性の意見や視点を積極的に取り入れた運営を行うべきだという一文を記載

して、例えば、そのために、「女性の意見や視点を積極的に取り入れるためにジ

ェンダーバランス男女比を等しくすることが望ましい」と定義づけると方向性

を示す形になると思いますが、どうでしょうか。 

 

〇松葉口会長 

それだといわゆる「アファーマティブアクションの導入」みたいな感じになり

ますよね。そこまで言ってしまってよいのか、議論しなければいけないことだと

思います。青木委員のおっしゃっていることは分かりますので表現を考えなけ

ればいけませんね。 



〇金子委員 

私も女性会としていろいろな角度から参画させていただいております。市の

まちづくり等でも、女性の経営者の方たちが参加をして発言をしているはずで

す。まちづくり等で女性の意見が聞けないというわけではなく、発言はしている

し、女性を拒んでいるわけではないと思います。 

女性会としてもいろいろな部分で参加させていただいて、発言もさせていた

だいています。審議会に限りませんが、女性が参加していないのではなく、意見

が通る通らないは別として、女性も参加しています。女性も入っていることをお

伝えさせてください。 

 

〇松葉口会長 

このままでも違和感はなしといった感じですか。 

 

〇金子委員 

先ほど青木委員がおっしゃったように、女性がもっともっと出なければいけ

ないとは、私も思います。ただ、女性が出られない状態ではないということは、

私自身がいろいろなところで感じてはいます。もっと女性の人も参加してくだ

さいと間口は広げてもらっているので、女性も参加しようと思えばどんどん参

加できるのではないかなとは感じます。 

 

〇青木委員 

今の御意見ですが、女性はむしろ活躍はたくさんされているんですね。民間企

業の場合は分かりませんが、地域組織において活躍している女性はたくさんい

るんですが、意思決定の場リーダーになかなかなれない組織もあるというとこ

ろなんですね。かなり限定的になってしまうかもしれませんが、女性が活躍して

いないのではなく、むしろ活躍しているにも関わらず意思決定の機関に参画で

きていないのではないかということを申し上げたかったのです。 

 

〇松葉口会長 

それもよくわかるんです。それが日本の課題なんですよね。意思決定できる場

に女性がいないということが、ジェンダーギャップ指数が、日本はいつも低いの

もそこがポイントという感じですね。これも表現を少し変えるだけで、青木委員

がおっしゃってくださっている内容も入れられるのではないかと思います。 

後は、解釈の問題で委員の割合だけでなく、意思決定過程への参画の拡大の一

言が文書のどこかに入っていれば、次期プラン策定にニュアンスが残っていく

のではないかと思いますが、そのあたり、市としてはいかがですか。 



〇事務局（納富） 

最終評価としましては、この指標「市の審議会等における女性委員の割合」と

いうものは、このカテゴリひとつの目標における指標として置いているもので、

この「審議会等」につきましては市の審議会、このプラン協議会等を指している

ことは事実ですが、これは市全体のプランとしての「男女が共に参画するまちづ

くりの推進」の一つの指標となっているものにすぎず、その評価を今していただ

いています。 

次期プランに向けて、青木委員、会長がおっしゃった意思決定過程の女性参画

の拡大の観点をこの中に含めていくことはできると思いますので、また御提示

させていただきます。 

 

〇松葉口会長 

はい、今回は初めからこの目標が指標として決まっているので変えることは

できないと思いますが、次回は例えば１０ページで基本目標や具体的な項目（説

明）が「市の審議会等における女性委員の割合」となっているところを、次期プ

ランでは「意思決定機関への」に変えることはできますか。 

 

〇事務局（納富） 

次期プランの指標の検討等の際にできるかと思います。 

 

〇松葉口会長 

 ここの項目自体が青木委員のおっしゃってくださった内容に変わっていけ

ば、「審議会等における女性委員の割合」の個所に「意思決定過程及び」等が入

るだけでも、評価指標のひとつに位置付いてくると思うので、そのような表現に

なるような一言を２２ページにいれるとよいのではないかと思いますが、いか

がでしょうか。ほかに意見があればお願いします。 

 

〇信濃委員 

 職場等でも「結婚するまでだよね。」「子どもが産まれたら今みたいな感じで

は働かない。」といったことが普通の会話の中で出てくるので、出られる場があ

るから出られるはずではなく、社会全体の問題として考えていかないといけな

いと思います。学校教育が進んだとしても、社会に出た後、職場等の環境が整っ

ていなければだめだと思うので、市や中小事業者も多い市内企業に対しても、文

言を追加してほしいと思います。 

 



〇松葉口会長 

 はい、おっしゃるとおりですよね。むしろ中小企業の方が男女差別といった

意識が強いですよね。大企業はそんなことは言えないですし、罰則規定を作っ

てしまえばいいのにとも思いますが、さすがにそこまではできないと思いま

す。しかし、抜本的に変えるのであればそれくらいやらないと、この問題は何

十年もやっていて全然変わらないとも思います。自分はジェンダー論を教えて

いるのに、学生たちは全然変わらないという苛立ちばかりが募る感じですの

で、また、次期プランのときはこの項目自体も変えるなど、促進していく方向

でできればいいのではないかと思います。 

 

〇髙草木委員 

もう時間がないところ申し訳ないのですが、まずこれを読ませていただい

て、よくまとめられているな、関係された方、大変御尽力されたなとまず敬意

を申し上げたいと思います。それからいろいろな御意見を今伺って、重なる部

分もあったので、私は２つほどお願いしたいです。 

まず、１２ページに関わるわけですが、男女共同参画推進センターの認知が

低いという部分ですが、これだけきちんと茅ヶ崎市の男女についての課題を推

進している場ですので、もっと自信をもってＰＲしていただいていいなと思い

ます。表現をどうするかはまたとして、次期プランではどこか適切な場所にセ

ンターのことをちりばめていただくと良いのではないかと思っています。本丸

を、もっと足元を固めていっていいんじゃないか、少し謙虚すぎる部分がある

のではと感じました。 

それからもう１点は、最後の総括の部分ですが、意識を変えていくことが一

番難しいなと私自身も思っています。先ほど会長さんがおっしゃったように何

十年かかったとしても、少しずつ進めていくことが大事だなと思っています。

例えば、私は出身母体は、人権擁護委員会です。人権擁護委員会も、今、ひと

つ課題を持っています。詳しいことは内部での調整が終わっていないので言え

ませんが、市民の方が日常耳にする言葉使いに人権を守るという観点でどうな

んだろうなと首をかしげるような表現があるんですね。それを変えていきた

い、それを変えても活動内容や市民の受け取りには一切影響がない、変わらな

いというものですが、長い間習慣として使ってきた言葉ですから、聞く側も当

たり前に思っているものです。私たちもいろいろなところに意見を聞きました

が、意外と違和感がないという意見が多いものです。この男女の課題もそうい

うものがたくさんあるような気がします。人権の方は、ひとつその言葉使いを

変えることによって、それを聞いている市民の方が、「あれ、変わったね。」

「なんだろう。」と思ってくれると、人権についての意識を深めてもらういい



チャンスになるんじゃないかと受け止めています。男女の課題においても、先

ほどから出ている審議会における女性の割合についても、例えば、可能な限り

茅ヶ崎市として努力目標として数字を出していくのも手かなと思います。数値

等を置くことによって、意識が動いていくことを積み重ねることが大事かなと

思います。会長が最初に書いてくださった「たゆまぬ」、「たゆまぬ取り組み

を」と最後まとめてくださっていますが、そういうことかなと思います。 

 

〇松葉口会長 

 はい、ありがとうございます。これは御意見として承るということでよろし

いでしょうか。 

 

〇髙草木委員 

 はい、結構です。 

 

〇松葉口会長 

 はい、ありがとうございます。最後おっしゃって下さった審議会の人数の指

標をいれてもいいのではないかとありましたが、他の自治体などでは例えば女

性の審議会比率は３０％にすると決めているところもあったりしますよね。そ

れもまた、今後の課題になるかと思います。 

最後、青木委員からの議題、１４ページの「市民、地域、事業者及び市が共

に取り組んでいくことが必要です。」の表現が、前回修正してこのようになり

ましたが、女性が抱えている問題をもっと改善していくような強調などが必要

なのではないかということをおっしゃっていたと思いますが、青木委員そのよ

うな理解でよろしいでしょうか。 

 

〇青木委員 

はい、そうですね。今おっしゃられたとおりだと思います。 

 

〇松葉口会長 

では、事務局でそのような文言を入れるなどの修正はできますか。 

 

〇事務局（納富） 

はい、会長がおっしゃった内容を踏まえて修正を加えさせていただきます。 

 

〇松葉口会長 

はい、わかりました。終了時間が近くなっており申し訳ありませんが、他の



委員の方、御意見等ございませんか。そうしましたら、４か所ほど修正箇所が

ありますが、修正した箇所を赤字にしてメールで送付していただくことはでき

ますか。 

 

〇事務局（納富） 

はい、皆様にメールでお送りさせていただきます。 

 

〇松葉口会長 

いつ頃修正案が提示され、いつ頃までに回答する必要がありますか。 

 

〇事務局（納富） 

 ２月４日の金曜日に修正案をメールでお送りしますので、１０日の木曜日に

御回答いただくスケジュールでよろしいでしょうか。 

 

〇松葉口会長 

はい、わかりました。回答は、承認する・しないという形でよいですか。 

 

〇事務局（納富） 

はい。 

 

〇松葉口会長 

はい、承知しました。そのような形で進めさせていただきたいと思います。 

それでは、議題１の方はこのような形でよろしいでしょうか。事務局からの修

正案に対し、皆さんで回答承認したものを、皆さんと協議した結果として、市

長への答申とするという流れになります。ここで、議題１は終了とさせていた

だきます。 

最後に議題２その他に移りますが、皆さんから何かお伝えしたいことはあり

ますか。ないようでしたら、事務局からまた何かございますか。 

 

〇事務局（納富） 

 資料４ 新型コロナウイルス感染症対策のためのちがさき男女共同参画推進

プラン協議会運営要綱の一部を改正する要綱を御覧ください。こちらは、令和

３年７月に決定したものですが、令和４年３月までの期限を、令和５年３月ま

で延長する改正をすることを御了承いただきたいと思いまして、御提案してお

ります。全庁的に、審議会等において期限の延長を行うものですが、いかがで

しょうか。 



〇松葉口会長 

はい、いかがでしょうか。問題ないですかね。 

 

〇辰野委員 

今まで各担当に分けて議論していく方法を取っていたと思いますが、それに

関しては、もうこのやり方で進めていくという感じなのでしょうか。 

 

○松葉口会長 

それについては、今の要綱改正の内容とは違う話ですか。 

 

○辰野委員 

以前は、担当ごとに議論していくというやり方を取っていたので、確認で

す。 

 

○事務局（森永課長） 

今までは各グループに分かれて議論をしていたという経緯があっての御質問

と思うのですが、来年度については次期プランについて議論していただくの

で、グループ分けをして議論をしていただくという流れではなく、今年度開催

させていただいた、このような形で進めさせていただきたいと思います。それ

に伴い、ＷＥＢ会議や書面会議になるという可能性を踏まえ、要綱の改正を御

提案させていただきました。 

 

○松葉口会長 

辰野委員としては、前回のあのような形の方が良いのではないかという意図

での御発言でしょうか。 

 

○辰野委員 

個人的にはどちらが良いというわけではないのですが、どれくらい各委員

が、この協議会に関わるかという熱量のようなものでいうと、事務局の方であ

る程度固めたものを、短時間で議論してまとめていくという方が、簡易的とい

えばそうなのですが、そこを皆さんがどう捉えるかという事だと思います。 

 

○松葉口会長 

その方法については、皆さんどっちがいいかなと気になっていたところで

す。それを諮るといった機会は特にはないのでしょうか。どういう方法で進め

るかといっても、以前の方法を知っている人と知らない人がいると思います。 



○辰野委員 

以前は、担当ごとに、信濃委員もよく御存じだと思うのですが、いくつもグ

ループを作って、決められたパートを議論して、進めていくような形だったと

思うのですが、そういう方法なのか、ある程度事務局で固めた方法で進めてい

くのか、どっちが良いとか悪いというわけではなくて、コロナの関係もあっ

て、接触を防ぐために、こういった形が望ましいと思っています。引き続き、

この方法で進めていくという方針で、私はそれで問題ないのかなと納得してい

ます。 

 

○松葉口会長 

そのあたり、信濃委員はいかがですか。 

 

○信濃委員 

会議の時間も限られていますが、気になっている点としては、出席率でした

り、発言しない、声が聞けない委員が出てしまっているというところです。以

前ですと、グループ間で話し合いをしなくてはいけないので、意見が反映され

なかったということはなかったと思います。委員がこの人数いる意味が薄くな

ってしまうのではないかなと思います。 

 

○松葉口会長 

私はお二人より後に入った委員だと思うのですが、途中から入って何の説明

もないまま、グループ分けされて、しかも話し合いも何もないという状態だっ

たので、訳も分からないまま終わってしまったという印象ではありました。そ

のため、むしろ今の方法の方が、全体像が分かっていいと思っています。これ

がいわゆる一般的な審議会としての流れではあると思います。逆に以前の方法

は私にとって新鮮だったというか、何をやっているのかわからないというのが

正直なところだったのですが、進め方に関しては、やはりそこにあった方法で

進めていくのが良いと思います。 

 

○辰野委員 

会長も経験されたかと思うのですが、以前は松本会長が、この男女という分

野に対して思いが強かったので、コロナ禍となる前は、市役所各部署の管理職

を会議室に集めて、我々委員と男女共同参画についてディスカッションすると

いう機会がありました。どういった経緯でその流れになっていたのかはわから

ないのですが、そのような場がとにかくあり、そうすると市の管理職の中でも

そういった意識が醸成されてきますし、個人的にはいい機会だったなと思いま



すし、松本前会長や椎野先生の思いが表れていたのではないかと思います。そ

ういうものが、このコロナ禍で失われてしまうというのがもったいないという

か、その気持ちを汲んであげられないのが寂しい気持ちになっています。 

 

○松葉口会長 

気持ちはわかります。私は市の職員を呼んで議論するという方法などについ

て、あまり上手ではないと思いましたが、熱量があったというのは、強く感じ

ていて、やはり松本会長の後に、私がなっていいのかと躊躇したところもあり

ました。松本会長のように市のことを熟知している方が、リードしていくのが

いいと、市の方にも言っていたのです。一度、話す必要があるのではないかと

個人的には思っていて、いかがでしょうか。ぜひ辰野委員に、以前から知って

いるわけですから、発言をお願いします。 

 

○辰野委員 

私は全然、松葉口先生を何か、そういう意味で言っているのではなくて、コ

ロナ禍で、そういう機会がゼロベースになっているというのを感じていまし

て、ゼロベースになってしまうのがもったいないと個人的には思っています。

他の方の意見も伺いたいです。 

 

○松葉口会長 

方法がガラッと変わってしまったことについて、事務局はいかがですか。 

 

○事務局（森永課長） 

以前が良かったと感じる委員がいる一方で、以前の進め方では、かなり厳し

いと感じる委員もいらっしゃったのも事実です。全員が納得する形というのが

難しい状況だと思います。その中で、今、物理的に皆様が集まってお話をされ

るのは、現実的ではないということもあります。現状、来年度プランを策定す

るといった状況で、丁寧な情報提供をさせていただきながら、少なくともこの

状況が収まるまでは、今のやり方で進めさせていただければと思っています。 

もう一つは、書面会議の方が、意見が言いやすいという御意見があったのも

事実でございます。一堂に会して、皆様の意見も聞ける、言えると感じる委員

がいる一方で、そうではない方もいらっしゃいます。全体として、できる最善

の策として、今、事務局が考えているのが、ＷＥＢ会議などの活用を含めての

進行です。 

ただ、皆様からの御意見も伺いたいので、今後、メールを送っていただく

際、進行について、御意見などある場合は、加えて送っていただきたいと思い



ます。以前の方法が良いという御意見が多数あるようでしたら、いつになるか

という具体的な時期は申し上げられませんが、状況を見ながら、再度検討して

いく流れになると思います。 

 

○松葉口会長 

では、率直な意見はメールで送っていただくという事でよろしいでしょう

か。現段階ではそれが良いと思います。良い方法などがあれば御提案いただき

たいと思います。 

 

○事務局（納富） 

 では、要綱については、改正ということでよろしいでしょうか。 

 

○松葉口会長 

 皆様、よろしいですか。 

 

○委員（全体） 

 了承します。 

 

○事務局（納富） 

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

事務局から続けて御報告をいたします。現プランの指標の管理と、次期プラン

に向けまして、市民を対象にアンケート調査を行っております。現在、集計中で

すが、現時点で４３．２％の回収率となっており、取りまとめた結果については、

改めて、協議会に御報告させていただきます。 

最後に、次回の協議会に日程ですが、来年度の５月を想定しております。なる

べく多くの委員に御出席いただけるよう、日程調整等してまいりますので、御協

力お願いいたします。 

本日は、オンラインと会議室での御参加となりましたが、充実した意見交換が

できたものと事務局としては受け止めています。今後も、対面会議やオンライン

など、方法を検討しながら運営等行っていきますので、よろしくお願いいたしま

す。以上です。 

 

○松葉口会長 

 ありがとうございました。では、修正案を４日までに送っていただいて、１０

日までに回答ということで、よろしくお願いいたします。その他にも感じている

ことなどありましたら、その時にでも、別の機会でもいいと思いますので、出し



ていただけたらと思います。 

それでは本日の会議はこれで終了といたします。円滑な会議進行に御協力い

ただきありがとうございました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。 


