
 1 

平成 28 年度第４回木更津市男女共同参画推進委員会計画策定部会  

会議録  

 

１  日時   平成２８年１１月８日（火）午後２時から４時  

２  場所   木更津市役所駅前庁舎  ８階  バックヤード  

３  出席者  

青木健委員、中村みどり委員、小野久美子委員、  

木更津市：企画課  鴇田副主幹、井脇事務員  

子育て支援課  高橋副主幹  

４  議題及び公開非公開の区別   

（１）（仮称）きさらづ第４次男女共同参画プラン（案）について〔公開〕  

（２）その他〔公開〕  

５  傍聴人数  ０名（定員５名）  

６  配付資料  別紙のとおり  

７  会議概要  

◎開会（事務局：鴇田副主幹）  

委員の皆様には、お忙しいところご出席いただきまして、ありがとうございます。  

ただ今から、第４回木更津市男女共同参画推進委員会計画策定部会を開会します。  

本日の出席委員数は３名であり、半数以上の出席を得ておりますので、会議は成立い

たしました。  

本会議は「木更津市審議会等の会議の公開に関する条例」第３条の規定により、会議

は原則公開で行い、会議記録及び会議資料も公開となります。  

次に傍聴者につきましては、傍聴希望者はございません。  

また本日、曽根委員、小林委員の２名が欠席でございます。  

◎議事  

（事務局：鴇田副主幹）  

議題（１）（仮称）きさらづ第４次男女共同参画プラン（案）については、先日、郵送

にて資料をお送りいたしました。本日、「第２章の計画の基本的な考え方」のどの部分に

訂正があるのかを分かりやすく示したものを配付させていただきました。  

特に、最後の「計画の体系」については、会議で正確にお示しすることができなかっ

たので、ご確認ください。  

表の体系については、「基本目標Ⅰ」の主要課題の文言等が変わるという点、また「基

本目標Ⅳ  誰もが自立し安心して暮らせる生活環境づくり」の主要課題に、１つ追加で

「防災分野における男女共同参画を推進します。」が入ります。  

次に、事前に皆様にお配りしました課題別内容について「（２）地域活動における男女

共同参画の促進」の部分に、網掛けで、「女性の地域における防災活動等への参画促進」

がありますが、この内容については、防災の関係ですので地域活動のところと、２８ペ

ージの今回新規に加えました「主要課題３  防災分野における男女共同参画を推進しま

す。」の両方に掲載するのか、また、２０ページから２８ページのところに、内容を丸々

移動してしまうのか、結論が今日の時点で確認できなかったので、ここについては今後

最終的に資料をお送りする際に、改めて結論を示す形といたします。  

では、こちらから既に皆様にお送りいたしました資料「課題別施策内容」についてで
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すが、各課から挙げてもらった事業名等を入れ込んだものですが、何か気づいたことが

ありましたら、ご意見をいただきたいと思います。  

なお、トータルでは事業数が第３次計画よりも若干減少する見込みでございます。  

本日欠席でございます曽根委員からは、企画課に関する事業として、「市民意識調査」

及び「男女共同参画フォーラム」について入っているかの確認を受けました。  

このことについては、フォーラムの事業については入っていますが、意識調査に関し

ては、市全体で意識調査を実施する際、男女共同参画に関わる質問を入れ込んで実施さ

せていただきたい旨の回答をいたしました。それについては、３１ページに｢市民意識調

査を実施する際、男女共同参画に関する事項を盛り込みます。｣と記載してあります。  

以上、この２点について質問がありました。  

（小野委員）  

事業は各課が課題を考えて「こういうことをしよう」と出したことなので、委員とい  

っても私のような素人が判断するより、市の行政としての専門家が、こういうことを具  

体的にやっていこうと立案をして下さったことなら、よほどおかしいと思わない限りは  

実行していただければと思います。そういった実効性を考えたら、どの案件もこのまま  

で良いかと感じます。  

（事務局：鴇田副主幹）  

第３次の計画時と具体的実施目標の文言が、仮にあまり変わりなかったとしても、そ  

の年によっては、予算の関係等で事業に関する細かい部分は変わろうかと思います。  

そういったことから内容が同じに見えたとしても、色々とあるという部分をご了承願  

いたいと思います。  

（中村委員）  

ひとつひとつ細かく全然見ていなくて申し訳ないのですが、全体にパッと見た感じで  

は、前回よりも出てくるＤＶのことと、ＳＮＳ等の「時代に合わせたもの」は変えてい  

くべきで、それはすでにしっかり盛り込んで下さっているので、そういうところが出て  

きているのかと、そこに目がとまっていくくらいで、大雑把な見方ですけれど個々の文  

言については見ていません。  

（事務局：鴇田副主幹）  

高橋総括はいかがでしょうか。  

（子育て支援課：高橋副主幹）  

８ページのところで、生涯学習課の事業４つは無くなってしまうのでしょうか。また、

指標の空欄のところは、特になしということでしょうか。  

（事務局：鴇田副主幹）  

はい。生涯学習課の４つの事業は、無くなる形になります。また指標の空欄について  

は、特になしということです。  

「資料を提供します。」や「講師を派遣します。」、また「講座を開催します。」などは  

年に何回以上という形でやれそうな気はしますが、数値設定が難しいことと、年に１回  

というところは、それが目標設定であろうと思います。この中で指標の欄に記入がある  

のは、１４になります。  

例えば生涯学習課などは、ここでは４つ事業が消えていますが、新規で「基本目標Ⅰ」 

にあります「人権の尊重に関する意識の高揚」の部分に、追加している場合もあります。  

（青木委員）  

その他のものについても、各部署において検討して削られたということですよね。  

（事務局：鴇田副主幹）  

はい。またもう一度、各課に策定部会委員の方の意見を伝え、原案として提出し各課
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から意見を更にいただく予定でいます。  

（中村委員）  

細かいことですが、９ページの「男女共同参画情報紙（広報きさらづ折り込み）」とい  

うのは、名前が変わったということなのですか。  

デュエットの部分に、二重線が引いてあるのは、もう発行しないということなのでしょ

うか。  

（事務局：鴇田副主幹）  

いいえ。同じようなものは出す予定ですが、「デュエット」という名称の変更を検討し

ようかと考えておりまして。  

といっても、次の情報紙の名称などは決まっていませんが、名称を変える可能性がある

ため、今回は二重線を引いています。  

（中村委員）  

名前をそろそろ変えようかという意見が出てきているのですね。  

（小野委員）  

５年ほど前でしょうか。「デュエットプラン」というのは無くなったのですよね。無く

なったというか、計画の期間が終了したというか。  

（事務局：鴇田副主幹）  

そうですね。第 2 次計画までは、「デュエット」という名称でしたが、第３次計画から

は消えています。ただ、情報紙の名称としては残っていました。  

（中村委員）  

よく分かりました。そういうことなのですね。  

（小野委員）  

少し前から関わっていたせいか、この計画はいったん区切りで、「デュエットプラン」

というのは、私の頭の中では消えています。  

「デュエットプラン」は当初、長く使ってきた言葉ではありますが、また中身が変わ  

っていくということですね。  

（中村委員）  

では本当にそういう良い時期なのですね。  

（事務局：鴇田副主幹）  

まだ良い名称が決まっていませんが、他の市町村では「ハートフル」という言葉もあ

ったりしますね。計画の名称が使われていたりすることが多いようです。  

（小野委員）  

情報紙の名前とすると、千葉県だと「ｅパートナー」がありますね。  

デュエットの冊子というのは、それに近いものですよね。木更津らしい、男女共同参

画をイメージするような良いタイトルがあれば良いですね。  

また、10 ページに「男女共同参画に関する出前講座の実施」がありますけれど、市と

して実際に行われているのでしょうか。  

（事務局：鴇田副主幹）  

ここ数年の実施はございません。  

（小野委員）  

これは企画課が、企業やグループ、地域等の研修会に出向いて、もし要望があれば職

員が講師として、男女共同参画はこういうものだということを説明するのですよね。  

今までそのような企画が行われたということが、自分で認識したことがなかったので、

いつやっていたのかなと気になりまして聞いてみました。  

（事務局：鴇田副主幹）  

実際に今まで依頼はありませんでしたが、こちらから働きかけるということも正直あ

まり出来ていないのが現状です。  

（小野委員）  
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分かりました。やろうと思ってずっと計画は立てていたけれど、実際には「出前して

ください」という依頼が全く無く、実施していなかったということなのですね。  

（中村委員）  

「求めに応じて」というのはありますよね。  

でも、実際「こういうことができます。」ということくらいは、こちらから働きかけな

いといけませんよね。そこで初めて「じゃあ求めましょう。」となります。  

きっとメニューがなければ、出前はこないですよね。私はそう思います。  

（事務局：鴇田副主幹）  

特に、企画課の関係ですと、例えば「男女共同参画フォーラムを開催します。」や「男

女共同参画フォーラムの内容に盛り込みます。」等の内容が重複して載っています。  

それについて、あえて今までは、「再掲」とは記載せずにきましたが、これについては

どうでしょうか。他でも掲載している旨を、あえて記載しなくてよろしいでしょうか。  

（小野委員）  

そうですね。私はあえて記載しなくてよいと思います。  

全てをチェックして気付く人がいたとしても、そこまで見る人は少ないと思います。  

（事務局：鴇田副主幹）  

今回策定するにあたり、他の市町村の内容等も確認しましたが、市によっては、「再掲」

と記載してあるところもあります。  

意図としては、評価する事業がいくつかあって、評価が重複しないように、また分かり

やすくなるように、ということかと思います。  

（小野委員）  

その評価というのは、庁内各課が、この事業についてどこまで達成できたかという自

己評価のものさしにするという意味ですよね。  

（事務局：鴇田副主幹）  

また、その評価の報告書を、誰かが見た時に分かりやすくする意味もあるかと思いま

す。  

（小野委員）  

市として、ひとつひとつの事業をできるだけ細かく、実施した事業ごとに、自分たち

それぞれが評価して再検討した方がやりやすいというのであれば、市民はどちらでも良

いのではないでしょうか。  

そのことによって、具体的な評価等で進展していくために必要なのであれば、やってい

ただいて良いです。  

我々は一般市民として、「男女共同参画」と考えた時に、何回も出ていることは「そう

だよね」ということが多くなっていくような感じで浸透していけばよいので、あまりこ

だわっていないと思います。  

市の職員さんも、税金を使って実施することだから、やっぱりきちんと事業を行って、

評価もして、市のためになるようにと考えていらっしゃるでしょうから。  

そのためにやりやすい方法だといえば、それは取り入れていただいてよいと思います。  

私は市の職員さんたちも事業について、一生懸命やった結果の評価が具体的に出しやす

い方がやりやすいと思います。  

（事務局：鴇田副主幹）  

ページを重ねるよりは、再掲の案件をまとめて記載する方が、１つ見れば済むため、

市民に優しいかなと思いまして。  

ただ、計画の段階では、計画と評価では別物ですから、このままでも良いのかなと思っ

ております。  

（小野委員）  

こういう意図があれば、その再掲というのを採用してみてもよいのではないでしょう

か。  
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（事務局：鴇田副主幹）  

あとは、実際に入れ込んでみないとなんとも言えませんが、例えば入れたことによっ

て、再掲がたくさんあって、逆にうるさくなってしまうことも有り得ます。  

また別で、指標についてですが、表示自体は第３次と同じように実施目標のところに

入れ込むようにして、別紙で数値目標だけ独立させて表示させた方が分かりやすいと思

いますが、どうしょうか。  

（小野委員）  

そうですね。男女共同参画という概念で、指標ができるものは少ないですよね。  

実際は具体的に、チラシのように作成した部数や開催した回数など、そのようにはな

かなかできないことが多いので、この沢山あることの全てに指標という枠をやると、こ

のように指標がほぼなく空白な事が当たり前の状態になってしまうので、課題と具体的

事業内容等を、どの課がどのくらいやるのか程度にとどめておいて、ある程度しっかり

数値が出ているものに対しては、一覧で独立させた方が見やすいかもしれませんね。  

それか、第３次の時のように少し入れ込んで記載する形式はどうでしょうか。  

（事務局：鴇田副主幹）  

働きかけはしてみたものの、男女共同参画というのは、数字では入れづらいですよね。

啓発や周知などで、例を言えば、チラシを何部印刷するか等になってしまいますよね。  

（小野委員）  

無理してでも入れてしまった方が良いのか、市民の反応はどうでしょう。  

市民活動支援課が今、年間を通じて情報の提供を行うという事業で、１つ挙げています

けれど、常に情報提供を行うということだから、記載するのであれば、「１００％情報を

提供します」のような進行管理の表になってしまうし、でもそんなことを言ったら、ど

の課も目標に向かって１００％やろうという指標にはなるでしょうね。  

（子育て支援課：高橋副主幹）  

私も農業委員会にいたときに計画を作ったことがありましたが、その時は、例えば指

標はなかなか難しくて、これをみると各施策の一番細かいところで指標設定をしていま

すが、進行管理するものについてはもっと大枠で、例えばここで言うと基本目標の下の

「主要課題」のレベルで指標を設定していました。  

（事務局：鴇田副主幹）  

  もっと大枠ということですね。  

千葉県の計画でもそうですね。こと細かく載っているわけではないです。  

やはり男女共同参画はそういう性格のものなのかなと思い、進むごとに一つあるかない

か程度です。  

ただ千葉県は、事業数が木更津市とは比べ物にならないくらい多いので、結局指標を

合わせていくと、木更津市よりも多くなります。  

計画上で見ると、あまり１つの課に対して詳しくはやっていないです。  

（小野委員）  

数値化できる事業は数値で示せますが、例えば学校教育課などの部分で、「研修の徹底

や働きかけ」という内容を数値化しようとしても難しいことだと思います。  

（中村委員）  

そうですよね。数値化といっても、何にでも数値化できるというわけではありません

よね。  

（小野委員）  

何個か具体的に数値化しやすいところは、事業内容より具体的実施目標という中に入

れてここでは、指標のスペース無しでもよろしいかと思います。  

（中村委員）  

そうですね。そのように考えていくと、例えば２４ページ「保育・介護のための体制

整備」の待機児童数ゼロという記載がありますよね。  



 6 

これも指標というよりも、「事業内容及び具体的実施目標」のところに、「待機児童数ゼ

ロとすべくこのように実施する」などのように言葉に入れた方がスッキリする気がしま

す。  

皆、普通はゼロにすると思いますので、指標のところにゼロとはあえて記載しなくても

よいかと思います。  

例え、目標が文章の中に入っていても、全然問題は無いと思います。  

細かく数字を出した方が納得する場合と、実施目標の中に文章として入れ込んだ方が見

やすい場合とがあると思いますので、指標に縛られなくて良いのかなと思います。  

（小野委員）  

あとは市の職員さんが、事業実施後にどう自己評価をするか、ということですよね。  

指標をうまく表に出せないものも含め、各課が「７０％くらいは働きかけができた」な

どと評価を計算したことに対して、我々は、職員さん達が各事業をやった結果としてそ

れを受け止めます。  

「なんで具体的指標をもっとちゃんと入れないのですか。」と思う人もいるでしょうし、

そのような風潮があるかもしれないですが、男女共同参画なのだからそんなにこだわら

なくてもいいかと思います。  

（事務局：井脇事務員）  

指標の関連で１つ訂正なのですが、男女共同参画の冊子「デュエット」の指標につい

て、こちらの資料では、配付する世帯数を 43,000 戸と掲げていますが、広報きさらづ

は全戸配付を目標としているので、平成 33 年度までは、60,000 戸配付を目標として

います。  

恐れ入りますが、この場をお借りして訂正いたします。  

（青木委員）  

皆様の言う指標というのは何ですか。  

（事務局：鴇田副主幹）  

評価のための目印のようなものです。今回、各課にもう少し指標を挙げてもらいたい

との思いを込めて、指標欄を独立させて目立たせました。  

（青木委員）  

実際は挙がってこなかったということですね。  

（事務局：鴇田副主幹）  

はい。前回並みになってしまいました。  

（小野委員）  

「年に１回開催します。」や「随時情報提供します。」など、具体的に何かを指標欄に

入れるとした場合、もう少し引っ張り出せばなんとか指標は挙げてもらえるのでしょう

か。  

（事務局：鴇田副主幹）  

例えば、前回の進行管理より増やすというのも指標になるとは思いますので、その辺

については進行管理から出せると思います。  

（小野委員）  

改善や進展がどれくらいかについて出せるかということですね。それらをどうやって

表現させるかだと思います。  

企業の場合をみても、売り上げや事業、対前年比、何パーセント進展したのかなど、

そうしてでも、各課に自主的に指標を挙げるようお願いすれば、何とか考えてここに挙

げてくれるものなのでしょうか。  

（中村委員）  

そうですよね、指標をあげるヒントですよね。  

（小野委員）  

それがいいのか、また「そんなふうに表せないからこうする」というのと、どっちが
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良いのか、判断が難しいですね。  

（事務局：鴇田副主幹）  

２７年度の進行管理よりも１０％数値を上げたりですとか、進行管理の前年度事業の

結果を見て抽出するなど。ただ、これは５年間の指標ですよね。  

（中村委員）  

そうですね。前年度というのはできないですよね。  

（事務局：鴇田副主幹）  

どちらかというと５年間、平成２９年度からスタートして３３年度で終わりなので、

その５年間の間で、ここまで数字を持っていきたいという表現も難しいですよね。  

（小野委員）  

５年経ったらというのは、平成２０年、３０年に何パーセント削減などと目標を掲げ

て、ＣＯ2 削減目標のようなものです。  

それなら、具体的にこの５年間の間に「このくらいやります。」という指標を挙げても悪

くはないと思うのです。それに１年ごとに検証するということですので。  

（事務局：鴇田副主幹）  

そうですね。１年ごとに検証ですので、１年後に達成できても、引き続き事業を続け

ていくと思いますが。  

（小野委員）  

思ったようにいかなかったので、毎年ゼロというところも実績としてあっても、前後

するということもあるでしょうしね。  

（事務局：鴇田副主幹）  

そうですね。どちらがよいでしょうか。  

進行管理の最新はこれからなので、平成２７年度の進行管理の、例えば、各課等へ「何

回やりましたか。」と投げ、それに対して、「５年後に１０パーセント数字を上げます。」

などと挙げてもらったり、そういった働きかけがどこまでできるか分かりませんが、担

当課が決められないというのであれば、そういう方式で挙げてもらってやるしかないで

すよね。  

（小野委員）  

我々策定委員や市民目線でいえば、それの有無で、事業そのものが変わるということ

はないと思います。先程もお話しされた再掲などもありましたが。  

だから、むしろ行政側で事業を計画したものの、計画を立てっぱなしとなってはいけな

いでしょうし、５年間かけて第３次を基に、より進展させていくために、どうするかと

いう具体的なところがあった方が良いのであれば、やっていただいて結構です。こちら

で、「絶対やりなさい。」や「指標を付けなさい。」と言える問題ではないような気がしま

す。  

「もっと指標に沿って、計画したものを評価がゼロとはどういうことですか。」と言う人

もいるだろうし、色んな面を見ての考え方があるので、突っ込む人は突っ込んでくると

思います。  

ただ、主としてどちらかのスタンスをきちんと決めれば良く、「数値化は出来ない。」

と割り切ってやってみても良いと思います。  

私は、どちらかに決めてくだされば、それに異議なしです。  

 

 （全委員承諾）  

 

（事務局：鴇田副主幹）  

ありがとうございます。  

次に、今回の第４次計画が、特にＤＶ対策を盛り込むことについては、１つ加わった

ポイントです。  
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例えば、事業名等にあえて、現在「ＤＶ対策」と表示していませんが、対応している

箇所への表示は、あった方がよろしいでしょうか。  

５、６ページの子育て支援課は、市町村によっては、これはＤＶ対策の一つであるとい

うことをあえて表示をしているところもあります。かといって、子育て支援課のところ

が全てＤＶと言う訳にはいきませんが。  

（小野委員）  

要するに、ＤＶに関するところは太い文字で目立つようにするのですね。  

（事務局：鴇田副主幹）  

そういった感じにしようかと考えております。こちらにつきましては、子育て支援課

と協議して、表示方法を決めたいと思います。  

では次に今回は、第１章の計画の最初の方です。計画策定の趣旨、世界の動き、国の

動き、千葉県の取組、木更津市の取組について並べてあります。  

計画策定の趣旨について、課題の部分については同じで、社会的に少子高齢化・人口減

の社会等変化していますが、まだ役割分担の意識は依然残っています。  

千葉県の県民意識調査で、依然として７割の方が職場等で男性優遇である、と回答し

ており、第４次計画も引き続き策定するという流れであります。この流れについては、

第３次と同じですが表現を所々変えています。  

一番始めのところに今回、「オーガニックなまちづくり」を組み込みました。今、木更

津市ではこちらについて取り組んでおり、この中にある３つ方向性の中のひとつに「多

様なあり方、暮らし方を認め合う、自由で生きやすいまち」というのがありまして、こ

れが「多様」というところで、男女共同参画に繋がるため入れさせていただきました。

築いていくためには、男女ともお互いを個人として尊重し合い、誠実に関わり合うとい

う部分が大変大事である、という終着点は前回と同じになります。  

（中村委員）  

文章の真ん中の「将来に向けて」の部分は活きているということですか。  

（事務局：鴇田副主幹）  

活きています。いきなりオーガニックだと分かりづらいかもしれないと思いまして「将

来に向けて豊かで活力のある社会を築いていくために、また」に続きます。  

（小野委員）  

木更津市が目指す、「オーガニックなまちづくり」の方向性というのは、どこで具体的

に市民に示されているのでしょうか。市民は、木更津市は「オーガニックなまちづくり」

を目指しているというのを周知徹底されるのはいつぐらいからですか。  

（事務局：鴇田副主幹）  

２ヶ月くらい前から木更津市の広報に掲載しておりまして。あとはＨＰ等に掲載して

います。また、今月は「オーガニックシティフェスティバル」という大きなイベントが

あります。  

（中村委員）  

イベントも秋にやるようですし、市としても最新ですよね。  

（小野委員）   

逆に今年からという感じでしょうか。  

（事務局：鴇田副主幹）  

そうですね、今年からスタートする事業です。  

（小野委員）  

それならいいです。私も知らなかったと思いまして。  

（事務局：鴇田副主幹）  

世界の動きとか国の取組みとかの部分では、網掛けした部分がここ 5 年間の間で追加

になった事項を入れてあります。例えば第３次か第４次で入れたとか、あとは、世界の

動きは「ジェンダー」だったり、「女性活躍推進法制定」など、またＤＶ防止法が改正さ
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れた等、ここ５年間の大きな動きのみを網掛けの部分で追加してあります。  

この取組みの部分ですが、年表のように１つの表に、横に昭和何年、平成何年とあって、

縦軸に、世界、国、県及び木更津市が並列と、両方考えたのですけれど、表の方が分か

りやすいと思いましたが、いかがでしょうか。  

（小野委員）  

それが昭和５０年ですね。千葉県で、昭和５６年。だいたいこのくらいですよね。  

（青木委員）  

表だと見やすいです。言葉よりもずっと分かりやすいです。  

（小野委員）  

大きな流れでよいので、木更津市を少し大きめで一番左側にして、その時、国や世界

はどうだったかとした方が、分かりやすいのではないかと思います。  

木更津市が最初に、年代的に一番変わるとすれば、１９９０年でしょうか。  

（事務局：鴇田副主幹）  

そうですね。庁内に、係を初めて設置したのがスタートですね。推進体制を整備しま

した。正式に青少年係を設置したことが最初ですね。スタートは平成 2 年になってしま

うのですが。県や国は、もっと先ですよね。昭和があるので。世界は昭和 50 年からス

タート、国は昭和 52 年、県は昭和 56 年になりますね。  

（青木委員）  

無理に片面に４つではなくて、見開きで合わせて４つとすることはできませんか。  

（事務局：鴇田副主幹）  

そうですね。そうするとマスの大きさも大きくなるので、字の大きさを変えることな

くできそうですので、そのように検討いたします。  

次に木更津市の現状についてのところです。こちらはまだ国勢調査の最新データが取

り込めていないので、データ途中です。ほぼ第 3 次と同じ流れをたどるのではないかと

思います。この場合、高齢者人口が増えて、年少者が減り、世帯割合も、単独世帯が多

くなっていて、三世代はもちろん減っていっています。あとは、Ｍ字曲線はなだらかに

なります。  

それから傾向として変わりませんが、外国人のところは増えています。  

（小野委員）  

ここは、最新のデータを最終的には取り込むということですね。  

（事務局：鴇田副主幹）  

そうですね。新しいデータで作成いたします。では、冒頭の趣旨のところはオーガニ

ックでよろしいでしょうか。  

（小野委員）  

第４次は、２０１７年４月ですね。けれど今は２０１６年で、木更津市がこうして、「オ

ーガニックなまちづくり」宣言をして、一番新しいまちづくりのイメージですよね。  

（小野委員）  

市が「オーガニックなまちづくり」を掲げて、いつから「オーガニックなまちづくり」

を始めたのか知らない人にとって、少しずつでもやっていて、それが日の目を見てこう

なったのだと、少しわかりやすくなるのではないかと思います。  

（事務局：鴇田副主幹）  

いつからということをもう少しはっきり入れて修正します。  

（小野委員）  

ちょっとしたエピソードでも良いですので。載せていただいた方が、「これをこれから

先の未来の木更津の方向性にしていくというのが分かれば良いと思います。  

（事務局：鴇田副主幹）  

今後の予定ですが、今日頂いた意見で変更等をかけて、まず庁内の各課にも、原案をま

とめ、策定委員の皆様からこういう意見をいただきましたので、訂正があればということ
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で投げかけるのと同時に、推進委員の方全員に本当は会議を開ければよいのですが、出来

上がった資料を送付して、また意見を頂く流れにしたいと思います。  

それを受けて１２月の議会で原案の説明をさせていただき、年末から年明け１月にかけ

て、パブリックコメントを実施します。  

また、そこから意見が出ればそれに関係したところの内容を改善して、２月に策定部会

を開催してまとめた後に、２月下旬に推進委員会を開催して、その時には市長に答申と言

う形でプランを出します。そして３月の市議会で最終的な承認を受けるという形での流れ

を考えております。  

策定部会は今回が年内最後ですので、これから意見をいただくにあたっては、資料をお

送りしてお願いする形はあるかと思いますが、会議は年明けの２月頃ということでよろし

くお願いします。  

また、評価システムについて、今年７月の推進委員会の際に話が出ましたが、第４次計

画からの評価の見直しについて、現在、職員の方でも検討しているところであります。  

他の市町村の評価シートや報告書等を確認しており、木更津市として今出来る部分を探し

ています。  

今までですと、進行管理の分厚い報告書を皆さんにお示した後、来年どうしますかとい

う感じでしたので前に進めることを特に考えていきたいと思います。  

（小野委員）  

特に重点評価する事業についてはこういうものをと考えていらっしゃるのですか。  

（事務局：鴇田副主幹）  

例えば、２９年度計画初年度のＤＶ関連のこと。それから、女性活躍推進法に合ってい

る内容など、特に今年はこの啓発を進めようとかそういう部分ですよね。今全部で事業が

１１０以上あるので、その半分は難しいかも知れませんが、自分たちの力量に合った事業

をピックアップしていければと思います。  

また、評価シートの様式自体も、どこまで各課に自己評価してもらうかというのもあり

ます。今までですと、何パーセントでしたが、ABC 評価や５段階評価など評価の仕方も考

えていきたいと思います。  

（小野委員）  

色々案をお持ちのようなので、本当にどんどん出していただいて、やってみたら良いこ

とはしていただいた方が。何もやらないで前からこうだからと言ったまま何年も経つのが

一番良くないですよね、風穴がどこにも開かないので。  

色々な意見があるなら、やっていただいて、ダメならどんどん軌道修正していけばいい

ことで。失敗は成功の元ですしね。  

今までそういう意見さえも出ないまま、あの分厚い進行管理の資料があって、とりあえ

ず、「パラパラ」とめくったら、大体２～３意見が出て会議も終わりになってしまって。そ

こが本当に変わっていければ、それが何よりだと思いますので、今お持ちのアイディアを

どんどんやっていただいて、できることから進めていただければと思います。  

（事務局：鴇田副主幹）  

ありがとうございます。今日いただいた意見を修正しながら、まず計画を出した各課に

修正案を投げかけて、色々意見をもらいつつ、それから同時進行で皆さんを含めての推進

委員会委員の方々宛に、資料をお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。  

◎閉会（事務局：鴇田副主幹）  

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。  

以上をもちまして、「第４回木更津市男女共同参画推進委員会計画策定部会」を閉会いた

します。  

 

（終了時間  午後１５時４０分）  

平成２８年１１月８日  
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上記会議録を証するため下記署名する。  

平成２８年１１月   日  

木更津市男女共同参画推進委員会計画策定部会  

 部会長   


