
1 

 

第１回 坂東市男女共同参画審議会議事録（概要） 

 

開催日時   令和４年７月１５日（金） 

午前１０時～１１時５０分 

 

開催場所   坂東市役所３階大会議室 

 

出席者    坂東市男女共同参画審議会委員１４名、事務局４名 

欠席者    坂東市男女共同参画審議会委員６名 

 

会議内容 

１ 開会    

 

２ 委嘱状交付    

 

３ 諮問 

 

４ 市長あいさつ 

 

５ 自己紹介    

 

６ 会長あいさつ 

 

７ 議事    

（１）令和３年度坂東市男女共同参画推進事業報告について 

   資料１参照 

 

質 問 回 答 

【委員】 

審議会等における女性の登用率が減っ

てしまっている。増えなければならない

のに減ってしまっている理由を教えてほ

しい。 

 経験がない、分からないからと言って

女性が辞退してしまっている現状があ

る。勉強し、女性が参加できるよう、女

性への登用の持っていき方が重要になっ

てくると思う。 

 

【事務局】 

審議会自体の数が減ってしまっているた

め、女性の人数も減ってしまっている。新し

くできた委員会についても、構成上男性の

みになっている委員会もあるため、減って

しまっている。 
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【委員】 

ワーキングチーム１６名の構成と、調

査、検討内容を伺いたい。 

調査・検討内容が記載していないので、

口頭で説明してほしい。 

 学校・民生関係やらせてもらっていて、

女性保護者代表に意見を出していただい

ているので、この行政計画を中心に女性

委員を増やしていただくことで活性化に

つながると思うので今後もよろしくお願

いいただけたらと思う。 

 

 

【委員】 

審議会の女性登用の目標４０％となっ

ているが、現在２３．５％と大変差があ

るが、４０％の数字はどのように出され

た数字か。 

平成３０年からパーセンテージが減っ

てしまっている。地方自治法における委

員会についてはずっと横ばいになってい

るので、増やしていただきたいと思う。

委員会によっては難しいと思うが。 

 

【委員】 

 令和４年度の審議会・委員会メンバー

に対して増えるところはあるか。 

 

 

 

 

【委員】 

 審議会や委員会についての任期です

が、改選の際、辞められる方がいない限

り、新しい人が（女性）が入れないか。 

 

 

【議員】 

 事業報告について、国の基準はあると

 

【事務局】 

ワーキングチームは庁内各課から若手職

員１６名（１０名が女性。Ｒ３より１名女性

が増えている。）で構成されている。 

内容としては前回の第３次プランの内容

を確認してもらって、今回の第４次プラン

のアンケートの内容や設問の表現等、検討

してもらった。経年比較があるため、大幅な

変更はしないこととなった。 

 

 

 

 

【事務局】 

 国が謳っている数字が４０％となってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事務局】 

 令和４年４月１日現在は２６．２％と上

がっては来ている。また、女性人材バンクは

現在３２名登録いただいているので、審議

会の改選の際には各課への女性の登用をお

願いしている。 

 

【事務局】 

 任期については委員会ごとに違う。改選

のタイミングで、女性バンクを利用してい

ただくようお願いしている。 

 

 

【事務局】 

 市独自の取り組みはない。 
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思うが、坂東市独自の取り組みはあるか。

最近よく見かけるが、農業をしている若

い女性の方の意見も吸い上げたらどう

か。 

 働きやすいというところで、工業団地

内、通勤ルートに託児所等があると助か

るとの声も聞くので、参考までに。 

 引き続き市内の団体に、女性登用をお願

いしていく。 

 

【企画部長】 

 坂東インター工業団地にて、誘致したコ

スマックスジャパン（韓国）は世界的にアジ

アを含め１、２を争う企業。製造業は男性向

けが多いが、女性が働きやすい企業でもあ

る。 

 

（２）第３次ばんどう男女共同参画プラン進捗状況報告について 

   資料２参照 

 

質 問 回 答 

【委員】 

庁内だけの進捗状況か。今後は庁内だ

けではなく、各家庭や地域、職業別に行

ったらどうか。 

 

【事務局】 

第３次ばんどう男女共同参画プランの各

課の目標の進捗状況になる。 

 

 

【委員】 

 Ｎｏ．６２、６３の評価について 

 以前、利根川決壊の避難時に、避難所

にて若い妊婦さんがいた。避難所の担当

職員は男性のみ。書面開催で、評価がＡ

で、果たしてこれ以上修正はないでいい

のか。日本は男女共同参画の分野では世

界的に取り残されているが、今後、役所

の中から変えて行ってもらいたい。 

 

【委員】 

 やはり防災に関しては、水害とか未曾

有のいろんな災害がいつ起きてもおかし

くないので、そういったときに女性の意

見が出される女性リーダーっていうのを

しっかり確立させていきましょうってこ

と。先ほどおっしゃったように、男性に

はちょっと言いにくい悩みとか、女性が

安心して言葉を伝えられる体制にもって

いってもらいたい。 

【事務局】 

各課にそれぞれの目標に対して、実績と

評価を出してもらっている状況。今回、女性

の視点を踏まえた調整を行ったという点

で、評価がＡとなっている。 
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【委員】 

 Ｂの評価を注目してみていたが、今後

第７波の中、コロナウイルス感染拡大で

できなかったといつまでも言い続けられ

ない。アフターコロナの中、ＤＸやイン

ターネットを活用した何か考えがあるの

か。今後の対応は。 

ＬＩＮＥの登録者は現在どのくらい

か。 

 

 

【委員】 

 この先も予測がつかない事態の中、オ

ンライン、現地開催と混合で行う等、コ

ロナ禍でできなかったとはいつまでも言

ってはいられない。スマホなりインター

ネットなり、１、２回でもやれる範囲で

やっていく必要がある。 

【事務局】 

 ここ２年間はできなかったが、第７波に

より講習会講演会をやるのが難しい可能性

が出てきた。今後はＬＩＮＥや情報機器を

使用し、人を集めることができなければ啓

発という形で周知していく。 

２，７６９名の登録がある。 

 

 

 

 

【事務局】 

 国の方でも、今年の４月２６日にこれか

ら３年間、女性のデジタル人材育成プラン

が策定され、それに基づき、女性デジタル人

材育成に取り組むようになっているので、

それに沿って取り組んでいく予定。 

 

 

（３）第４次ばんどう男女共同参画プラン策定について 

   資料３-１、３-２参照 

 

質 問 回 答 

【委員】 

自宅に１，０００人送るのか。企業等

に配ってやってもらうことはできないの

か。回収率を上げるにはその方がいいの

では。 

 

【委員】 

抽出方法は国からの指定はあるのか。 

他市町村の調査はしたのか。 

意識が高い市民でないと、これだけの

ボリュームのものを回答してくれないの

では。坂東市民はこの前の選挙の投票率

も低いこともあるが、これが妥当と考え

るのはなぜか。 

国柄的、地域柄的に男女平等が認めら

【事務局】 

企業経由となると、反強制的になってし

まうのと、抽出方法が年齢、男女別にランダ

ムに選ぶ方向性なので、会社経由になって

しまうと、ある程度幅が狭くなってしまう。 

 

【事務局】 

 コンサルと相談しながら、年齢や性別に

偏りがなく、アトランダムに抽出する方法

でやらせてもらっている。 

 こちらの方でも送る側として、ある程度

枠を作るわけにもいかず、ありとあらゆる

人からの意見を集めデータで分析させてい

ただきたいという形になる。回答のお礼と

催促のお葉書を送り、若い年齢層にはＷＥ
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れていないのは報道でもわかるとおり。

格差を無くすには今の考え方だと、１０

０年、２００年かかってしまう。我々は

それをいかに５０年３０年１０年でやる

ために集まっている。日本が世界に肩を

並べるくらい男女格差が無くなるのは程

遠い。 

 

【委員】 

すでにアトランダムな抽出の準備はで

きている状態か。 

 

【委員】 

今までの考えを１８０度変えるのは難

しいとは思うが、これからのことを考え

ていくことは大切ではないか。気軽に答

えられるＷＥＢ回答はすごくいいと思

う。委員の言うように意識がない方にア

ンケートを答えてくれと言っても、なか

なか返ってこないのは事実だが、意識が

ある人の声だけがすべてではないのもあ

る。回答した人に簡単なものでもいいの

でインセンティブが必要ではないか。 

 

 

【委員】 

資料２にもあるが、事業所も含めた、

連携という意味では、企業には反強制に

アンケートを行ってもいいのでは。無作

為の市民向けと、企業向けと２本立てと

いう形で送るのはどうか。 

 

【委員】 

時間的にできないとなると、この会は

意味がなくなってしまうのでは。以前企

業にいたが、やはりパワハラ、セクハラ、

かなりある。出産後の就業に不安をかな

り抱えている。企業の方の意見も貴重な

意見だと思う。 

 

Ｂ回答を追加することで、回答率が上がる

ような形を取らせてもらっている。 

 

 

 

 

 

 

【事務局】 

 はい。もう抽出させていただき、発送する

形となっている。 

 

【事務局】 

 予算がつくものであるので、今後、アンケ

ートに回答してくれた方に特典を考えたい

と思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事務局】 

 今回は時間的に難しいので不可能に近

い。大変申し訳ない。企業を通して行った場

合、個人情報という話になったときに、職員

が何人いるのか調整も大変かなと思う。 
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【委員】 

向こう５年間でどう坂東市の数字を上

げていくかっていうことで、ここに議員

が３名出ているが、最終的に議会提出と

いう。市長から諮問をもらってやる以上

は、時間がないとのことでこれだけ意見

が出ているのに反映されないで済む問題

なのか企画部長に伺いたい。 

 

 

【委員】 

男女平等という言葉を使用しなくては

ならないのか。先ほどアンケートのお話

を聞いて、私はこの内容で十分かと思う。

委員は男女差をもっとスピーディに数値

を目標に近づけたいのだと思うが、男女

平等という言葉を使っている以上、なか

なか進まないのでは。男女平等というよ

りは人としてどう思うかという意識にも

っていったほうがいいのでは。そもそも

男女が平等とはみんなそれぞれ違ってい

ると思う。 

急激に数値を上げて中身がなかったら

意味がないと思う。自然に数値に近づけ

ていくことが大切なのでは。 

 

【委員】 

格差があるから女性が進出しやすい社

会をつくってこそ、女性目線の視点が必

要。スピーディにやろうと言っているの

は、少子化を頑張っていたがどうにもな

らない。男女格差は当然もっと国を挙げ

てやっているわけだから、少しずつやる

ということはどうか。日本はジェンダー

ギャップ指数、１４６か国中１１６位、

Ｇ７とアジア太平洋地域では最下位。で

きることはできるうちにやるという、あ

くまでも経営者の意見。最終的に議会が

合意をする案件。その代表で来ているの

で、審議会委員会の場が、まさに市民の

 

【企画部長】 

 非常にいろいろなご意見、それぞれの立

場でいただき、参考になった。 

 アンケートについて、５年前、前回のプラ

ン策定の時に皆さんに同じように調査させ

ていただいている。その後、市民の方々がど

ういう意識をお持ちなのか、変化や推移を

汲み取るものも必要だと思う。内容は、ほと

んど変わっていないが、設問の言葉遣いや、

先ほどありました、男女平等という言葉、一

昔前で言えば死語と言われるような言葉も

使っていたりしていた。内部では前回と同

じ項目でも言い回しの工夫をし、現代に合

わせるようにし、その上で前回の結果と照

らし合わせてどういう変化があるかを調査

したい。そのためにはある程度抽出方法も

同じではないと参考数値が得られないとい

うのも事実です。 

 しかし、もう一つの観点で、内部でそうい

う言葉の表現を時代に合っているものなの

かという話をしたというのに照らして言え

ば、調査の方法も現在の状況に合わせてす

べきだと思う。そういった意識に立っても

らう啓発の一つになるのではというご意見

をいただいていますので、参考数値として、

アンケートを市内企業に行ってもいいかと

思う。 

 特に市内には数多くの企業に進出してい

ただいている。つくばハイテクパークは１

６社、坂東インター工業団地は最終的に 

１７件、沓掛工業団地にも５社おいでいた

だいていますので、例えば、その中の坂東市

民を選んでもらうのではなく、そこにお勤

めの方々、市外の方もいらっしゃるかもし

れませんが、そういう方も含めて、非常に参

考意見にはなると思うので、タイムスケジ

ュール的に反映できるかどうかはわかりま

せんが、参考数値として重要だと思うので、

内部で調整させていただきたい。 
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意向を取り入れる大事な場なのでは。  

 

８ その他 

 

質 問 回 答 

【委員】 

第３次を第４次と表紙を変えるだけに

ならないように。 

 

 

 

９ 閉会 

 


