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第１回和光市男女共同参画推進審議会議事録 

 

日時：平成 17 年 7 月 6 日（水） 

午後 2時 00 分～午後 4時 00 分 

場所：庁議室 

 

■出席者(9 名) 

望月会長、諸橋副会長、木戸委員、細尾委員、渡井委員、星野委員、阿南委員、根岸委員、芳川委員 

■欠席者(3 名) 

柴田委員、塚田委員、平賀委員 

 

1．委嘱式 

（1）委嘱 

事務局     ただ今から和光市男女共同参画推進審議会委嘱式を行う。 

 

―――― 市長から出席の各委員に委嘱書の授与 ―――― 

 

（2）市長あいさつ 

野木市長   あいさつ 

 

事務局     市長は、所用があるためここで退席させていただく。 

 

 

―― 市長、退席 ―― 

2．平成 17 年度第 1 回会議 

（1）委員自己紹介 

事務局     これより和光市男女共同参画推進審議会第 1 回会議を開会する。本来、会長に会議の

進行をお願いするところだが、本日は第 1 回の会議ということで、後ほど会長・副会長

さんを選出させていただくため、それまでは私の方で進行を務めさせていただく。 

        それでは会議次第に基づき、2 番の平成 17 年度第 1 回会議（1）委員自己紹介からお

願いする。名簿の順に自己紹介をお願いする。 

 

望月委員    国立保健医療科学院の望月である。専門は公衆衛生で、20 年近く勤務しているが、男

女共同参画の観点はどちらかと言うとまだまだであるので、これを機に勉強させていた

だき、研究面から意見させていただきたい。 

 

諸橋委員    大学の教授をしている。専門は、コミュニケーションやメディア、それからジェンダ

ー、女性学、あるいはポストコロニアリズムという植民地主義の後の世界情勢等であり、

その分野で講義や研究をしている。和光市とは縁があり、先々代くらいの担当の方々と

一緒にプランを作ったり、あるいはアドバイザーとして何代かにわたって『おるご～る』

の編集の手伝いなどをしていた。今回は、縁があって審議会に加わらせていただいたが、

多少は専門的なものを持った者として何かお役に立てればと思っている。 

 

木戸委員    『NPO 法人わこう子育てネットワーク』の木戸である。諸橋先生とは『おるご～る』

の時に委員として一緒に活動していたので縁を感じている。実りある会になるように頑

張りたいと思う。 

 

細尾委員    『ジェンダー・アイ和光』を結成したのが今から 7 年位前。ジェンダー・アイ和光と

いうのは男女共同参画社会を考える会で、まさにこの会議でやろうとしていることをず

っと勉強してきた会である。その後、第 5回の『おるご～る』の編集委員として携わり、
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その後、和光市の男女共同参画わこうプラン作りに携わってきた。そして昨年と一昨年

には条例作りにも携わり、今回の 2 年間、今までやってきたことを役立てていけたらと

思っている。 

 

渡井委員    和光市ボランティア連絡会の渡井である。前回条例を作る時の男女共同参画協議会で、 

やはりボランティア連絡会から参加していた。また引き続きお世話になるがよろしくお 

願いしたい。 

 

星野委員    理化学研究所の星野である。今は人事企画課という所で各種人事制度の施策、採用関

係、それから職員の研修等を主に担当している。何かサジェスチョン等が出来ればと思

っているのでよろしくお願いしたい。 

 

阿南委員    公募委員の阿南妙子である。7 年前に奈良県から和光市に越してきた。仕事は持って

いないが、幼稚園や小学校の役員をしたり、また家族で何か人の役に立てることをと思

い、ファミリーサポートセンターの協力会員をやっており、3 年目になる。今回応募し

た動機は、身近にいる同年代、あるいはかなり歳の離れた先輩方が、一緒に住んでいる

夫などから暴力を受けていたりするという話があり、自分はいつも聞くだけなのだが、

そういう形で何か自分に出来ることがないかと思い、今回応募させていただいた。2 年

間勉強しながら、少しでもお役に立てればと思っている。 

 

根岸委員    名簿の 11 番の根岸彩子である。昨年まで和光市男女共同参画協議会委員をしていた。

そこで学んだことが、審議会委員として役立てられればと思っている。 

 

芳川委員    名簿の最後の芳川である。和光市男女共同参画わこうプラン推進委員として、『おるご

～る』の編集をしたり、男女共同参画フォーラムの司会に携わっていた。しかし、『おる

ご～る』なども一生懸命作っても 1 年経つとどうなるかというと、市民の皆さんに配っ

て、それが終わったら全国のお知り合いの所に配ったりして、そしてその後は何となく

処理して終わるというような格好になってしまう。こういうことをやっている自治体は

全国で 300 ヵ所くらいあるということだが、だいたいの所が同じようなことをやってい

るということなので、それは非常にもったいないと思う。そこで私は「いつ・どこの市

町村が・何というテーマでやったのか」というようなデータベースを作りたくて提案し

た。諸橋先生は「おもしろそうだからやってみれば」と言ってくださったのだが、そう

いう所ではなかなか乗りが悪い。男女共同参画会議というものの総元締めをやっている

みたいなのだが、とにかく 100 数十万円くれればそういった情報紙の整理が出来るとい

うことである。それをやると次に作る時にはそのデータベースをちょっと引っ張れば、

「これは前にどこでやっていたことだった」というようなことが分かるわけである。そ

してそのデータを取り寄せることでまた一段深いものが出来たりするので非常に良いと

思ったのだが。ただ、どうも乗りが悪いということから考えて、もう一段上の委員会と

いうようなものがあると聞いたので、そこへ持ち込めばもう少し高い所から考えられる

のではないかと思い、この審議会委員に応募させていただいた。 

 

 

（2）事務局自己紹介 

事務局     続いて、事務局の自己紹介をさせていただく。 

 

横内部長    男女共同参画の行政の事務を担当しているのが政策課という所である。その政策課を

所管している部署を企画部といい、私は、その企画部の部長をつとめている横内であ

る。 

        市民からのご要望なりご意見なりをお聞きし、和光市男女共同参画推進条例がここで

施行された。市の目指すべき行政の指針が明らかとなり、またそれを市民の皆様にも

感じていただけるような、そしてこれからお願いする意識調査を踏まえて計画とはど
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うあるべきかということになろうと思う。そういうことも含めて、今後ともよろしく

お願いする。 

 

成田課長    政策課長の成田である。政策課長になったのは昨年の 4 月で、条例作りを 1 年間一緒

にやらせていただいた。まだ 1 年程度なのでそれほど知識がないが、皆さんと一緒に

やらせていただきたいと思うのでよろしくお願いする。 

 

萩元課長補佐  政策課福祉課兼課長補佐の萩元である。このような会議は不慣れなため、皆さんにご

迷惑をかけるかと思うが、ご協力をよろしくお願いする。 

 

牧野統括主査  政策課副主幹兼人権・文化担当統括主査の牧野である。2 年間という期間だが、今年

度はすでに 7 月になっているため、年度としては丸 1 年はない。その中で今年度はわ

こうプランの見直しを進めていただこうと考えているので、忙しくなるが、皆さんの

知恵を拝借し、より良い計画が出来上がることを願っている。よろしくお願いする。 

 

工藤      政策課人権文化担当の工藤である。男女共同参画を担当し 6年目になる。昨年度は、

条例制定などに携わっていた。まだまだ不十分でありご指導いただく点もあるかと思

うがよろしくお願いする。 

 

事務局     続いて、平成 18 年 3 月 31 日まで専門的な立場から指導や助言をいただき、また事務

局を支援し、男女共同参画プランの見直しを進めていくコンサルタント会社インテー

ジを紹介する。 

 

――インテージ各担当の紹介―― 

 

 

（3）会長、副会長の選出 

事務局     続いて、会議次第（3）に基づき、会長、副会長の選出を行う。どなたか会長をお願い

できる方はいるか。 

        ＜会長志願者なし＞ 

        いらっしゃらないようならば事務局案として、これまで医療面などで幅広くご活躍さ

れてきた国立保健医療科学院の望月様にお願いしたい。皆様いかがか。 

 

―― 拍手・承認 ―― 

事務局     望月委員、よろしいか。 

 

望月委員    はい。 

 

事務局     それでは望月委員に会長をお願いする。次に副会長だが、どなたかお願いできるか。 

        いらっしゃらないようならば、事務局の方から案として諸橋先生はいかがか。 

 

諸橋委員    私でよろしければ。 

 

事務局     それでは諸橋先生に副会長をお願いしたい。よろしくお願いする。 

 

―― 拍手・承認 ―― 

 

 

―― 会長・副会長、席の移動 ―― 

 

事務局     それでは会長となった望月氏に一言お願いしたい。 
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望月会長    この度の会長を引き受けるにあたって、先ほど自己紹介で申し上げたように、この問

題は研究者としては全くの素人である。そうは言うものの、バックグラウンドは医学な

のだが、実は数年前にジェンダーの問題はやっていて、それ以来おぼろげな関心は持ち

続けている。これも縁かと思い、プランをより良い方向に進めていくことの役に立てれ

ばとお引き受けした次第である。私が今回この委員になったのも、私個人というより厚

生労働省の機関である国立保健医療科学院という組織全体の 1 つの社会的使命、そして

和光市の市民の一員になってまだ日が浅いのだが、研究所という立場から和光市の行政

や市民の方たちのために役に立てればという、そういう気持ちを組織としても持ってい

る。非常に至らない点も多かろうと思うが、一緒に仕事ができたらと思う。 

        実は今日わざわざ押入れから引っ張り出してきたのだが、これは数年前に国連の女性

の地位委員会に参加した時に購入したバッグで非常にこの言葉が気に入ったので紹介し

たい。「Women hold up half the sky――女性は天の半分を支えている」という言葉が書

いてある。これも何かの縁かなと思う。そういう観点から取り組んでいきたいと思うの

でよろしくお願いする。 

 

事務局     それでは、諸橋副会長にも一言お願いする。 

 

諸橋副会長   副会長ということで指名をいただいたので、会長をサポートしながら手伝いができれ

ばと思っている。ちなみに「天の半分は女性が支えている」というのは、たぶん中国の

言葉だと思うが、非常に良い言葉だと思う。確かに人間の半分の性別は女性が占めてい

るわけで、昨今は性別は括りにならず、天の半分は男であったり女であったり、昨日ま

で女性だったけど今日から男性だとか、男性だったけど今日から女性になるとか、色々

な人たちで成り立っているので、おそらくこれからは「天は多様な人々が支える」とい

う時代になるのだろうと思う。和光市も様々な人たちで成り立っている地域であるので、

外国人あるいは買い物に来た人など様々な人たちとともに新しいものが作れればいいな

と思うし、ぜひ 21 世紀にも 22 世紀にも通用するプランが皆さんとともに出来ればいい

と思っている。よろしくお願いする。 

 

（4）資料及び調査内容等説明 

事務局     これからの議事進行は望月会長にお願いする。 

 

望月会長    ここから私が議事進行を務めさせていただく。たくさんの資料が手元にあると思うが、

まずは事務局から資料についての確認と説明をお願いする。 

 

事務局     次第 2 の（4）に資料及び調査内容等説明とあるが、その前に、今回、望月委員が会長

に決まりましたので、市長の方から諮問書が届いているため、横内部長から皆様に諮問

書をお渡ししたいと思う。 

 

横内部長    市長は所用があるので、私の方から諮問書を代読させていただく。 

 

―― 諮問書読み上げ、諮問書各委員へ配布 ―― 

 

 

事務局     皆様にはコピーをお渡しするので、そちらをお読み頂きたい。続いて、膨大なる資料

だがその説明をさせていただきたい。 

 

―― 資料説明 ―― 

 

一応これで行政のついての位置づけと審議会の位置づけ、条例、男女共同参画わこう

プランについてということで説明させていただいたが、何かご質問等はあるか。 
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望月会長    もし差し支えなければ施行規則について説明をお願いする。 

 

事務局     施行規則については、参考 4 ということでお付けした。こちらについては苦情や相談

があった際に苦情処理委員としてどのように動いていくか、そういった細かい事項を定

めている。苦情・相談を受けた際の様式だとか、その申し出に対してどのように答えを

出すのかというようなことが書いてある。 

 

諸橋副会長   参考 3 の意識調査に関してだが、すでに 2,000 人を対象に実施して 23 日から回収され

ていているということで、最終的にはどういう形で取りまとめて、いつ頃資料として提

供するのか。 

 

事務局     現在、意識調査を実施しており、おおよそだが現時点では 500 くらい回答がある。7

月 11 日までということでまだ時間があるので、そちらを全て取りまとめ、後ほどスケジ

ュールの説明をするが、7 月下旬くらいに第 2 回の会を考えているので、その前に皆様

の方に中間報告もしくは結果ということで提案させていただきたい。 

 

諸橋副会長   それはインテージが取りまとめるのか。 

 

事務局     インテージの支援を得る。 

 

望月会長    全体調査もそうだと思うが、行政の調査というのはなかなか回収率が上らないという

のが問題だ。今回の調査は郵送して郵送で回収するということだが、私も被対象者なっ

ても忘れたりするので、そういう時の回収の仕方についてはどのように。督促状を出す

とか……。 

 

インテージ   実は督促のハガキをお礼状を兼ねて全員の方にお送りさせていただいている。誰から

返って来たのか分からない形で回収しているので、お返しいただいてない方に個々にご

連絡するということができないため、全員の方に「ご協力ありがとうございました」と

いうお礼状を兼ね、「もしまだご投函されていない方は、少し遅れても結構ですのでぜひ

ご投函ください」という趣旨のハガキを全員の方にお送りしている。 

 

望月会長    読みとしては、だいたいどれくらいの回収率を考えいるのか。 

 

インテージ   4 割と読んでいる。この手の調査では 5 割を超えるというケースは、正直に言ってな

かなかそこまでいかないというのが実態である。もちろん 5 割は超したいというところ

ではあるが、限られた予算で行うという条件があり、何度もハガキを送るということも

難しく、督促のハガキは 1 度ということで行っている。 

 

諸橋副会長   800 件くらいあると……。 

 

インテージ   800 件くらいの回収があれば男女別で多少回収率が下がったとしても、片方で 300 程

度は確保できると思うので、それくらいあれば分析も可能かと思う。 

 

望月会長    あまり回収率が低い場合は、回答者のバイアスというか偏りが出てしまい、とても熱

心な方が返すのか、あるいは熱心だけれども項目によってはちょっと書きたくなという

ような所もあるのかと。今回の調査項目を見ても、前回と違って踏み込んだ内容もある

と思うので、そのへんのデータの解釈の仕方ということもあると思う。そういったこと

から、できればそれを補足するような調査もあったほうがいいのではないかと個人的に

は思うが、もう少し質的な調査も必要ではないかと思う。ではこれで事務局からの資料

説明は終了ということだが、今までの資料説明について他に何か質問があるか。 
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芳川委員    頼まれたことや言われたことをやるということで、あまり自分たちの方から発議する

ようなことはない、というような感じに読めたのだが違うか。それを聞きたいと思う。   

要するに、諮問されるということは聞かれたことに答えればいいので、こちらから発議

するようなことはないのかということなのだが。 

 

望月会長    諮問に答える上での質問とか発議ということであれば、当然そういうこともあると思

うが、事務局はいかがか。 

 

事務局     一応、審議会の位置づけとしては、先ほどの条例の第 18 条にあるように市長の付属機

関として位置づけられている。例えば行動計画とか男女共同参画推進に関する重要事項

について諮問させていただき、それについて調査・審議していただくということで考え

ている。また、第 2項としまして審議会、男女共同参画推進に関する実施状況について、

例えば調査・研究などを行って市長の方にご意見などをいただくことも条例では定めて

いる。 

 

諸橋副会長   この 18 条を読むと、必要に応じて我われが調査・研究報告を市長へ答申するとなって

いるが、例えば我われが何らかのテーマを与えられて、それをもって調査とかレポート

をここに上げていくというのはなかなか難しいと思うが。 

 

事務局     この審議会については、例えば今回は、男女共同参画わこうプランの見直しというこ

とであるので、先ほどの意識調査の結果とか、そのプランに基づいた施策の評価の結果

などの情報を、その都度計画案ということでこちらの方から審議内容として提出させて

いただき、そちらについて調査・審議をしていただくという考えである。 

 

望月会長    例えば事務局からご提示いただく資料を我われが精査して、もし足りないものがある

とすればそれを事務局に諮り、可能はものは迅速的に実施していただくというようなこ

ともあるわけか。 

 

事務局     もちろん言っていただければ可能な限り資料はお持ちする。 

 

望月会長    計画の見直しというのは非常に大きな事業だと思うし、最初の計画策定に携わった方

もいらっしゃると思うが、新しい時代の流れとか、今の行政施策の評価などについても

客観的な視点が求められるため、そういうことを考えると、もう少し突っ込んでやらせ

ていただいてもよいのではないか。 

 

諸橋副会長   そういう意味では芳川委員の言われたことを全面否定するものではなくて、審議会で

必要があれば審議する必要があるだろうと思う。私が地元で引き受けている小金井市の

審議会では、もともと依頼を受けた審議内容は評価システムについてだが、やって行く

うちに「今の施策でこれはダメだよ、あれはダメだよ」という洗い出しが始まってしま

い、評価システムについてはそっちのけで、新しい方向で審議が動いているというよう

なこともあるので、この 18 条の 2項などについては、審議を進めて行く中で多少こうい

うことを考えたいというような提案ができるということを否定するものではないと思う。 

 

望月会長    他に何かご意見があるか。今日は初回ということで具体的な作業までは分からないと

思うのだが、今のようなことを踏まえて次回から精力的に進めていきたいと思う。では

事務局から今後のスケジュールについてお願する。 

 

事務局     スケジュールについてご説明させていただく。 

 

―― スケジュール説明 ―― 
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出来れば本日 8 月、9月、10 月の第 2 回、3 回、4 回までの会議開催日程を検討してい

ただきたい。 

―― スケジュール調整 ―― 

事務局     では私の方でまとめて申し上げる。8月は、23 日の 10 時から、9 月は 30 日の 10 時か

ら、10 月は 25 日の 2 時からということでよろしいか。 

 

―― 各委員、了承 ―― 

 

星野委員    今回は 1 度策定されたわこうプランを見直したいということである。それというのは

約 5 年経過したとか男女共同参画ということが背景にあると思うのだが、すでに事務局

の方に対して市民の方々からこのプランに対して問題点などが挙がってきているのかど

うか。逆に事務局の方がこれはまずいということを意識されて今回見直しをやりたいの

か、そのへんについてお聞きしたいと思う。 

 

事務局     まず市民からの意見だが、これまでについては直接的にはご意見をいただいたことは

なかったと思う。2 番目のご質問の事務局の方からどのような見直しをということだっ

たが、男女共同参画推進条例と言うのはプラン策定の後に制定されたものなので、基本

理念やわこうプランの基本目標等の位置づけ的なものがずいぶんと変化する可能性があ

る。また、小さな項目的な所では、庁内で事業を進めていく施策の範囲というのが変わ

ってきているため、そのへんも大幅に変更していかなければいけないと思う。また、推

進体制についても、これまでは男女共同参画協議会というものがあったがこれが廃止に

なり、付属機関として本審議会がその位置づけになるので、そのへんの推進体制的なも

のも少しずつ変化していくと思う。 

資料をかなりたくさん配ったのだが、現在、国の方でも基本計画が改定が進められて

おり、こちらの方にも様々な中間整理のポイントに対するご意見があった。それについ

てどのように解決するかについてはまだ定まっていないのだが、いろいろと取り組むべ

き問題等が新たに浮上しており、そのへんも検討していかなければならないというとこ

ろがある。平成 12 年に策定を進めていた時の段階と現在の状況では、社会状況的もかな

り変わっており、今回、意識調査を実施したので、今までやった意識調査と今回やった

意識調査と比較できるものがあれば、そのへんでも多少取り組むべき重要とするものが

変わってくるのではないかと思う。それについての資料も次回の会議までに準備させて

いただきたいと思う。 

 

星野委員    「なぜ」という部分がぶれてしまうと、きっとゴールもぼやけてしまうと思うのでお

聞きした。 

 

望月会長    今の質問に関連して次の時に申し上げようかと思っていたのだが、このプランを拝見

すると良く書かれてはいるが、これをどう評価したらいいのかと。数値目標もないし、

どこまで達成すれば良しとするのか、そういうことが最初のプランには書かれてない。

だから、今回の見直しでそこまで含めて作業するとなると、相当の作業になると思うし、

ベースラインをどうするかということで新たに調査が必要になるかもしれない。しかし、

とりあえず今可能なデータでベースラインが作られてそれでやるのか。あるいは目標と

か施策の基本方向みたいなものまで全部見直さなければいけないのか。シビアに見れば

そういう気がするのだが、それについてはどのようにお考えか。見直しというのは、評

価をしてより良いものに直していくということだが、その評価が難しいと思う。 

 

事務局     確かに今回の次世代育成計画では数値的なものが入っていて具体的なものもあったり

するので、流れとしてはなるべく具体的にとは考えている。確かに男女共同参画の数値

的な目標はわこうプランには特に掲載していない。そのへんは条例も施行されたという

ことで、また詳しく審議していただきたい。 
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望月会長    見直しにおいて数値目標は新たに設けないのか。評価の仕方もこの審議会で同時に考

えていきつつそれを使って見直すという作業だと、これは相当根を詰めてやらないと難

しいのではないか。 

 

星野委員    今、理研では評価制度を導入し、年度当初に各人が目標管理表というものを作ってい

る。その時に我われ人事部の方から各人に注意事項として「推進する」とか「検討する」

とか「努力する」という言葉は使うなと言っている。つまり、頑張ったとか努力目標的

なことを匂わす表現はもうやめてほしいということを言っており、何がキーポイントか

と言うと「何を・どこまで・いつまでに」ということを書きなさいと。そこがぶれてし

まうと、これは我われもよく陥りがちなのだが、プランがゴールでそのプランができた

という所で満足してしまい、そこが到達点になってしまうと長時間の議論も分厚い資料

もそこで終わってしまう。ここでまとまるものはただの通過点であって、そこから先、

本当にどういうことを施策として実行していくかという方に足を置いたほうが私はいい

と思っている。市民の方に配る広報的なものには、なかなか数字というのは書きづらい

ということもあると思うが、そこは「推進する」とか「検討する」ということで構わな

いが、個人レベルというか課レベルの中では「検討する」とか「頑張る」とか「努力す

る」ということではなくて、「何を・どこまで・いつまでに」ということを明確にしてお

かないと、たぶん進まないのではないかという気がする。 

 

事務局     今、男女共同参画わこうプラン以外にも、和光市の総合振興計画の後期基本計画の方

で審議会を開催することになっており、そちらでも去年市民参加のワークショップを行

った。その中には市の職員も何人か入ってワークショップを行ったのだが、その中で今

お話にあった目標値を出せないかという意見があったので、重点目標という形で一部目

標値を定めたような形で、今、素案作りを進めているところである。現状の数値が分か

ればいいが、現状の数値と将来の目標数値となると調査するまでにだいぶ時間がかかる

ので、成果目標みたいな形が出せるところについては、このプランについても出せれば

いいなと考えている。ただ、必ず目標値が出せるかどうかについては、今の段階ではは

っきり言えないところなのだが、基本計画においても出せるところは出すということで

進めている。どうしても市の計画というのは計画だけであって、ほとんどが数値がない

ままになってしまうような形が多いので、市民の方々からはどうしても数値的なものを

出してほしいという要望が強いので、出せるところは出していきたいと考えている。 

 

望月会長    厚生労働省の検討施策で『健康日本 21』という 21 世紀の国民健康づくり施策がある

が、今まで健康づくりということも「健康づくり」と言うだけで計画の形になっていな

かった。この 2000 年から 2010 年にかけて初めて 10 年計画ということで、2010 年まで

にいろいろな健康に関する数値を掲げてやるというこということになったわけである。

これは非常に画期的なことだったが、5 年経ってフタを空けてみたらほとんどの目標値

が後退していた。それで非常に厳しい現実を行政が受け止めて、何が足りなかったのか

とか、あるいはもしかしたら最初の目標の立て方が間違ったのかもしれないと。だから、

やはり全ての目標に数値をつけることは難しいかもしれないが、問題を共有するために

もおっしゃったようなどれを重点目標にして、必要なもので出来るものはしていけたら

と思う。また、新たに調査を起こさなくてももしかしたら既存のデータで使えるものが

あるかもしれないし、あるいは現場の方々が一番その問題を認識していらっしゃると思

うので、それを数値化して我われと共有できて、そして市民の方々も共有することがま

ず施策の第一歩ではないかと思う。なぜその条例なのか、なぜ男女共同参画社会が必要

なのか、その根本の部分をまず全体の社会が共有するということを初めのきっかけとし

て、実態はこうなんだということを形にしていただけたらと思う。もし本市の実態がな

かったとしても、埼玉県の自治体でもいいかもしれないし、日本の実態でもいいかもし

れないし、諸外国ではどうなっているのか、そういうことがもしかして意識を高めるた

めのきっかけになるのではないかと思う。次回までということは大変かもしれないし、

今すぐではなくてもご自身のデータとか知識をお持ちだったら、ぜひお出しいただいて
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使っていきたい。 

 

事務局     今、市の中で事務事業評価ということをやっているのだが、これは少し視点が違うと

ころもあり、その評価に沿った形であればもちろん公表できる。ただ、これが男女共同

参画プランと視点が合っているかどうかちょっと分からないので、そのようなものを見

ていただいて「このような形で出してください」という審議会の意見であれば出せるも

のは出していきたいと思う。 

 

諸橋副会長   先ほども少し申し上げたが、今年度の小金井の審議会は評価システムを作れというこ

とで始まったのだが、やはり難しい。男女共同参画というのは目標値も立てづらくて、

明日にも水道管が引かれるというような話ではないので、評価というのは非常に難しい

と思う。それで丸だの三角だのペケなどつけるとか、あるいは作文になるか。そして市

側の全庁的な評価システムの一部に、男女共同参画の視点があるかないかという大きな

枠の中に、1 つか 2 つの男女共同参画の視点の項目を入れてもらうような努力をしてい

ると、今はそんなことで進めている最中である。それも記入しづらくて、どれにもオー

ルマイティーに使える男女共同参画の視点で、それが絶対的な評価の中で男女共同参画

の視点があるかないか、あるいはそれに努力したか、評価したのか評価していないのか、

そういったことはなかなか難しいと思う。細かいことは忘れてしまったので、次回くら

いまでに、小金井の全体的な行政評価の中で男女共同参画の視点をどう入れているかと

いう見本の紙があると思うので、参考までに持ってきたい。一方、私たちの審議会では、

今のプランの評価をもう少し質的にやっていこうということで、私たちが見た範囲では

今やっている最中のプランのどこに問題があるかという洗い出しの作業をするというこ

とで、これは膨大な作業になってくる。「誰さんは来週までに問題を洗い出してください」

というふうに分担制を引いて、今ちょうど提案が終わったところなのだが、確かに負担

は大きい。 

 

芳川委員    我われの立場というのは内部評価なのか。話を聞いていてもよく分からないのだが、

どっちなのか。 

 

事務局     審議会というのは市長から諮問を受けた外部組織である。 

 

望月会長    数値目標の話になるが、数値目標というのはあくまでも指標であり、それを利用して

本当の目標を見ていくためのデータだと思う。だから、それが達成されたからと言って

終わりではないし、指標という位置づけをしていただければ、新たな調査とか、あるい

は目標に書かれてはいるけれど絶対指標にはしにくいというものがあったとしても、そ

の手前のものとして利用出来るものは見つかってくると思う。 

 

諸橋副会長   川崎市が 3、4年前に作ったジェンダー指標というものがあって、それは数字になるも

のもあるだろうし、意識調査で男女共同の意識がどれくらい変わったかという資料にも

なると思うが、おもしろい試みをやっていて、市民から聞いてこれが指標になるかなら

ないか、市役所職員から聞いてそれが指標になるかならないかということが書いてある。 

 

事務局     本来この計画は 2 年くらいかけて作り直すものだが、今回は 1年でやっていただくこ

とになっている。ただ、指標の部分というのは本当に今のひとつの流れであるし、市民

が分かりやすい計画ということでいえば、やはり数値で見ることだと思う。せっかくご

意見を出していただいたので、この 1 年のスケジュールの中で、可能であればぜひそう

いう形でやっていただければと思う。また、良いデータがあったらぜひ参考にさせてい

ただきたい。 

 

阿南委員    私自身は主婦なので限られた中での資料しかないのだが、それでも自分なりに勉強を

していて、先日も DV の講座を受けて来たが、そこでかなり数字的な資料をいただいた。
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その中にはいろいろな市や県や国で、どのくらいの割合で DV が起こっているのか、そう

いったことも載っている。ただ、それを見てもまだまだ具体的に分かるということでは

なくて、例えば、市の女性相談が現在は週 1 回行われているそうなのだが、実際にどれ

くらいの方が相談に来られているのかとか、また、男女で名簿を分けるということを大

和中学では行っていると伺っているが、それについても市では・県では・国ではという

形で出されている。私的にはそういった現状を知りたいと思っているのだが、それをど

こで勉強したらいいのか分かりかねるので、そこをまず資料としていただければと思う。

そこから和光市としてあるいは一個人として何が出来るのか、そういうことを考えてい

けるのではないかと思う。 

 

根岸委員    企画して具体化していく上で評価することは大切なことだと思う。評価して、改善し

て前進する。そういう意味で評価方法を考えていく必要があると思う。2 点目として、

アンケートの内容というのは、前のわこうプランの時に作ったものと全然違うのか。わ

こうプランが出来る前と和光市の実態はこんなふうに変わったというように、その辺を

関連させないといけないと思う。それを踏えて、和光市男女共同参画推進が施行され現

在に至っている。こうした流れの中で、市民がどう変わってきたか、その変容のデータ

が必要ではないか。長い年月をかけてきていると思うので、その実態をしっかりととら

えて見直しを図っていく必要があると思う。 

 

阿南委員    私はこの男女共同参画という言葉を初めて見た時に、申し訳ないが何のことだかよく

分からなかった。そういった所に携わっていない人たちだと、こういった言葉もなかな

か難しいと思う。例えば、こういった紙をいただいて読んでもとても難しいと思うので、

１年かけてこのわこうプランを見直した段階で、それをどう市民の方たちに情報として

流していくか。その流し方というのは、例えば文章であっても１枚のポスターであって

もなかなか難しいと思う。先日伺ったのだが、例えば女性相談の小さい紙をトイレの個

室に置いておいてそれを持って行ってもらうとか、そういった取り組みというか意識啓

発ということについては、この場ではなく市の方で考えていただけるのか。ここではそ

ういった意見を言うのではなく、あくまでも見直しをするということなのか。 

 

 

事務局     諸橋副会長の方から川崎市センターのお話があったが参考にしたいと思う。また、阿

南委員の方から DV の講座に出られたということで、市の女性相談の実数や市の小学校・

中学校でどのような名簿を使っているのかとか、そういった数値的なものは出来る限り

お出ししたい。また、根岸委員が言われた意識調査の数値については、現在、実施して

いるので、次回までに前回のものと今回のものを比較したものを出来る限りお出しした

いと思う。ただ、それの分析には時間がかかるので、中間的なものになるのか完成版と

してお渡しできるか分からないのだが、そういったものの変化というのは数値でお出し

したい。また、阿南委員の方から女性相談ということで、例えばパンフレットの配置の

仕方等についてご意見があったが、この会議については全て会議録として残しており、

最終的には市の答申ということでまとめて、そのもの自体も市長の方に答申するので、

事務局としてはそういうご意見も含めて検討していきたい。あくまでもテーマはわこう

プランの見直しであるが、その中で出てきたご意見というのは参考にさせていただきた

い。 

 

渡井委員    先ほど阿南委員の方から、どのようにして市民に情報を伝えていくのかというご意見

があったが、時間的にみてそれをこの中でやっていくのは難しいのではないかと思う。

ただ、私も今日ここに参加して、やはりそれが一番大事なことだと思っている。講座を

開いたり、またこういった重要なお知らせがあっても、どれだけの市民の方が目を通し

ているのか。実は先日の DV の講座には私も参加したが、市民の方が 4、5 名くらいとい

う状況で、また、その前の暮しに関係する講座も 2 名だったということを伺っている。

せっかくこういった条例が出来て、こういった場で審議会したものをどういった形で皆
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さんに知らせていくか、やはりそれが一番大事な問題なのではないかと思う。時間的に

厳しいが、市の方でもそういった重要な情報をどうやって市民の方に伝えていくか、そ

れを考えていくことも 1 つの課題ではないかと思う。 

 

細尾委員    私は前回のプラン作りや条例作りに携わってきたが、皆さんが今までお出しになった

ご意見を、まったくその時点でもはがゆく思っていた。プランが出来てしまえばそれで

終わり、条例が出来てしまえばそれで終わりと――まあそれはこれからの課題なのだが、

ではそれをどうやって市民に意識付けしていくのか、どうやってその評価を私たちの目

で見ることができるのか、そういうことがいつも疑問だったし、消化不良で精神的に良

くないなと、そんなふうに思いながらずっと活動してきた。そのへんがとてもジレンマ

だったが、今、皆さんからいろいろなご意見を伺って、そこを今度は進めていけるんだ

と思って本当に今日は元気になった。私が今まで一生懸命やった部分で分かる範囲で、

どういうふうな数値目標を掲げるのがいいのか、これどういうふうに市民の皆さんの生

活の場で活かしていって、より良い自分の生活を送っていただくことができるのか、そ

ういった視点で参加させていただきたいと思う。 

 

望月会長    木戸委員、何かあるか。 

 

木戸委員    特に話すことはないが、皆さんのご意見を聞いていて勉強させていただきたいと思う。 

 

望月会長    子育てネットワークには何人くらいの人が関わっているのか。 

 

木戸委員    コアなメンバーですと全体数としては 40 名くらいである。 

 

望月会長    皆さん市民の方か。 

 

木戸委員    ほとんどの人が子育ての当事者である。 

 

望月会長    そういう方々の意識というか、この問題に関する実態という認識の仕方とか、そうい

うこともぜひ吸い上げて発表してほしい。他に何かおっしゃりたいことがある方はどう

ぞ。 

 

諸橋副会長   今回の意識調査の項目を見ていると、どうも全体的に変わっているような感じで、前

回と同じものがあるか、あれば比較になるのだが。ただ、わこうプランに引用されてい

るデータを見ると――でも確か別に報告書があったので、それと比べてみればいいと思

うが、ただ設問が変わってしまっていると、意識が良くなったのか悪くなったのか分か

らないと思うが、とにかく似たようなデータで前回と比べていただけたらと思う。今回

の設問も良く出来ていると思うのだが、やはり、同じ設問を何回も何年も聞いていくと

いうことが指標にもなるので。 

 

インテージ   項目を検討する過程におきましては、当然、前回の調査表をベースにしながら検討を

始めたのだが、10 年近く前に行われた調査だったということもあり、今の時代に同じ聞

き方をすること自体に少し違和感があるという部分があった。確かにご指摘のようにダ

イレクトに前回と比較できる部分はほとんどないと思う。ただ、国や県の調査表をベー

スにして同じ聞き方をしている部分もあるので、そういう意味では和光市の特徴を洗い

出すという部分は可能かと思う。 

 

望月会長    今のお話を念頭に置いて、今回のデータについて解析する必要があると思う。確かに

年を経た和光市市内での比較は難しい部分があるが、よその自治体とか国の自治体と比

較して、和光市の現状が良いのか悪いのかというところで資料を用意していただければ

と思う。それにつけても、最初に芳川委員が自己紹介の時におっしゃっていたように、
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いろいろな自治体で取り組んでいる状況がデータベースの中に入っていると作業がしや

すいと思うが、実態としてはないのか。私の分野でも同じ状況があり、隣りで似たよう

なことをやっているのに全然知らないということがある。和光市の中で実現は無理だと

しても、何か方向性として必要だというような、せめて提言でもできればいいと思うが。

データというか情報の共有化というのは、どんな立場でも一番大事なことだと思う。      

他にご意見やご質問がありますか。 

 

諸橋副会長   この審議会というか、和光市全体の委員会もそうですが公開のものか。 

 

事務局     審議会は全て公開で、議事録も公開である。 

 

望月会長    議事録はどういう形で公開するのか。 

 

事務局     市の情報コーナーがあるのでそこで公開する。 

 

望月会長    そこで閲覧できるのか。 

 

事務局     前回の男女共同参画協議会については、名簿は当然載っているが、委員さんの意見は

A 委員、B 委員というようにアルファベットで記載させていただいた。そういう形ではお

出ししていたが、ただ流れとしては審議会の全ての審議は公開ということで、できれば

お名前を載せた形でと思っている。ただこれは全てではなく、一度委員さんの方にお返

し、これで掲載していいかどうかの確認をしましてお出しするということで考えている。 

 

望月会長    そうするといい間違えた所などは修正できるわけか。 

 

事務局     各委員に確認していただく。 

 

諸橋副会長   傍聴の方の発言の機会とか、メモする機会などはあるのか。 

 

事務局     傍聴者はない。 

 

諸橋副会長   何もなしか。 

 

望月会長    今日も傍聴の方が 1 名いらっしゃるがどういう形で事前に知られたのか。 

 

傍聴者     今日はインターネットで見て来た。今日の日付と開催時間が出ていて、とにかく直接

来てくださいと書いてあったので。私も前回協議会委員をやっていました関係上、興味

があった。ただ、初回から 3 名も欠席する人がいて非常に腹が立った。次回から来てく

れるように十分に勧告してほしい。 

 

事務局     当市の場合は和光市市民参加条例があり、これは全国でもかなり進んだ例だと思う。

基本的に審議会というのは責任を持って委員になっていただいたということを前提にし

ているので、お名前も含めて会議の内容を公表させていただきたい。そこらへんを本日

ご了解いただきたいと思っている。前回の協議会ではお名前まで出すことは難しいとい

うことだったのだが、ただ担当所管の他の審議会は全てお名前が出ているので、できれ

ばこの審議会は条例でも位置づけられていることなので、お名前まで公開することをお

願いできればと思っている。 

 

望月会長    今の事務局のお願いに対して異議のある方はいらっしゃるか。 

 

諸橋副会長   協議会などでは、例えば、前回条例を作った時の発言とか微妙な言い回しとか、それ
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を成立させるのも大事であるから、誰が何を言ったのかということがあまり分からない

方がいいのではないか、という戦略的なこともあったかもしれないが、条例に位置づけ

られている審議会であれば公表する必要はある。 

 

望月会長    よろしいか。 

 

根岸委員    公開する前にきちっと確認できるということであるので、公開するのはいいと思う。

そうすれば間違いもきちっと訂正できるし、発言の意図するところや取り方ということ

もあるので、それを個人個人で確認する機会が与えられるということで、公開してもい

いと思う。 

 

望月会長    それでは公開することについては、それに従ってということで。それではそろそろ時

間になったので、最後に事務局の方から何かあるか。 

 

事務局     今回、資料をたくさん出させていただいたが、まだまだお配りしなければならない資

料もたくさんある。国の方から出した男女共同参画社会についての報告だとか、中間整

備のポイントなどはかなり参考になると思うので、こういう意見もあるのだとか確認を

しながら、また国としてはこういうことを考えているということも把握しながら検討し

ていただければと思う。 

 

星野委員    次にこういう資料を見たいとか、そういったことはこの場で事務局に言っておいた方

がいいのか。 

 

事務局     おっしゃっていただければ、会議の前にご用意できるものがあれば用意する。 

 

星野委員    今、私が持っているダイジェスト版で、それを開いていただくと一番右側に施策の基

本方向として 10 数個書いてあるが、これのもう少しブレイクダウンしたもので、何をや

ったのかという資料があるのか。 

 

事務局     こちらにつきましてはちょっと説明不足だったのですが、男女共同参画わこうプラン

の冊子がございますので、そちらには各事業で何をしているかということが書いてある。 

 

星野委員    それは何をやったかということか。何をやりたいかということではなくて、何をやっ

たかという所が大事である。 

 

事務局     こちらの男女共同参画わこうプランで、施策をどのようにしたかという報告について

は、現在、平成 16 年度のものを取りまとめようと思っている。現在、それについて調査

表を作っているので、それが調査し終え確定したら皆さまの方に結果として報告したい。

ただ、平成 15 年度については、何課ではどういう項目をしたのかということで、例えば

何々講座を開催したとか、また、広報を流すにしてもどういう形で流したのかとか、ご

指摘にありましたような具体的なものではないが、次回までにお出ししたいと思う。 

 

望月会長    それでは時間になったので、今日の会議は終了させていただく。たくさんの貴重なご

意見を糧として、次回もよろしくお願いする。 

 

閉会 

 


