
平成３０年度 第１回豊川市男女共同参画審議会 議事録 

 

１ 日時 

平成３０年１０月１９日（金）午前１０時００分～ 

 

２ 会場 

   豊川市役所 議会運営委員会室（本庁舎３階） 

 

３ 議題 

 (１) 豊川市の女性登用率について  

(２) 豊川市男女共同参画基本計画の進捗状況について 

 (３) 平成３０年度男女共同参画関係事業について 

 

４ 出席者 

  ［男女共同参画審議会委員］ 

武田圭太委員、松下紀人委員、杉浦綾子委員、熊谷篤委員、橋本記久子委員、 

神谷典江委員、榊原節子委員、西川真治委員、 

 

桑野研吾市民部次長兼人権交通防犯課長 

  ［人権交通防犯課］ 

吉田信課長補佐、伊藤純子人権推進係長、橋本由紀子主事 

 

５ 会議の公開の可否 

  公開 

 

６ 傍聴者数 

  ２名 
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【人権交通防犯課長】 

 おはようございます。定刻になりましたので、只今から「平成３０年度第１回豊川市男女共同

参画審議会」を開催させていただきます。私は、市民部次長兼人権交通防犯課長の桑野でござ

います。本日はお忙しい中、男女共同参画審議会にご出席いただきましてありがとうござい

ます。また、日ごろは市の男女共同参画施策に格別なご理解とご協力をいただいております

ことを、改めて感謝申し上げます。 

本日は、中村委員と坂東委員がご都合により欠席となっておりますが、過半数の方がご出

席されておりますので、豊川市男女共同参画審議会規則第４条第２項の規定によりまして、

本会議は成立していることを申し上げます。 

続きまして、男女共同参画審議会委員の皆様のご紹介に移りたいと思います。 

お手元の資料１「豊川市男女共同参画審議会委員名簿」をご覧いただきたいと思います。

本日ご出席いただきました委員の皆様は、任期が２年でございますので、昨年度から引き続

きお願いをしている方でございますが、簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。最初に

武田会長、続いて松下副会長、続いて杉浦様からこの名簿の順にお願いしたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

それでは、武田会長よろしくお願いいたします。 

 

＜各委員自己紹介＞ 

 

【人権交通防犯課長】 

 ありがとうございました。それでは続きまして、事務局の紹介をさせていただきます。 

 

＜事務局自己紹介＞ 

 

【人権交通防犯課長】 

 よろしくお願いいたします。本来ですと市長に挨拶をいただくところですが、本日は東海

市長会のため、三重県桑名市へ行っておりますので、よろしくお願いいたします。また事務

局には市民部長の鈴木がおりますが、本日は桜ヶ丘ミュージアムで蜷川実花展の開場式を

ちょうど今やっておりまして、蜷川さんご本人が来られるということで、そちらへ出ており

ますので、あいにくこちらには来られませんので、ご理解いただきたいと思います。 

なお、蜷川実花さんは、ご存じの通り、先日亡くなった演出家の蜷川幸雄さんの娘さんに

あたる方でして、大変鮮烈な色彩が特徴の写真作家、映像作家であります。ミュージアムの

方で１１月１７日まで展示会をしておりますので、よろしければぜひご覧いただきたいと

思います。入場料は 1,000円となっております。よろしくお願いします。 

それでは、審議会の役割について、ご説明させていただきたいと思います。資料の６、豊

川市男女共同参画推進条例ですけれど、こちらに第３章があります。資料６の５ページ目で

す。男女共同参画審議会につきまして、基本計画の策定や推進に関する重要な事項及び施策
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について、調査審議することが主な役割となります。 

また、本会議は基本的に公開となっておりますので、ご理解の程お願いいたします。本日

は、傍聴される方が２名いらっしゃいます。傍聴される方には、「豊川市男女共同参画審議

会の傍聴に関する取扱い」、こちらは資料８となりますが、これをお渡しして、これに基づ

く傍聴をお願いしていることをご報告させていただきます。 

それでは、これからの議事進行につきましては、豊川市男女共同参画審議会規則に基づき

まして、武田会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【会長】 

 それでは、お手元の次第に従いまして、これから意見交換をしていきたいと思います。 

まず最初に、豊川市の女性の登用率についてということですので、事務局の方から説明を

お願いします。 

 

【人権推進係長】 

≪議題(１)豊川市女性登用率について≫ 資料を説明 

 

【会長】 

どうもありがとうございます。一応３０％を目安に数値を見ていただければと思うんで

すけども、基本的な見方としては、変化それから安定状況を手掛かりにして眺めていただけ

ればと思います。最後の説明のところでご紹介がありましたように、２０１４年（平成２６

年）以降はだいたい安定して３０％以上を維持しているので、そう意味では当初の３割目標

というのはほぼ堅実に達成できている印象があります。最後に事務局からご指摘がありま

したように、これからは３割の中身をいかに充実させていくのかという課題にそろそろ移

ってもいいのかなということと、併せて、会議自体の統廃合が並行してありますので変動、

状況の変化も見ながら、依然としてなかなか改善されていないという印象が外から見ると

受けられるものについてはですね、今後どのようにしていけばいいのかと改めて考えて行

けばいいのかなと思いますが、何かお気づきの点あるいはご質問等がございましたらお願

いいたします。 

 

【委員】 

豊川市は３０％以上いうのを目標にとても頑張られているなと、顕著に数字で表れてる

かなとお見受けします。ただ、要綱や規約等に基づき設置されている審議会等のこの部分、

私もメンバーに入っているものもあるんですけれど、充て職が結構入っています。充て職の

時に、私が充て職でこれを選ぶと言われた時に、女性の人でないといけないよとかそういう

ことは言われないんですよ。だから、人権交通防犯課が頑張って女性登用と言っていてもあ

ちらに響いていないのかなっていうのをすごくお見受けしました。この部分が２６．９２％
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と低いので、ここの部分の工夫をもう少しして、庁内で充て職の部分、女性をなんとか工夫

していただけないかっていうことの周知徹底を少し力を入れられたらどうかなと思います。

一番最後に、８位だということで、「あら、下がっちゃたのね」と思いますが、たぶん他の

自治体も同じような条件で、３０％を目標とか立てながらいろんな工夫をされていて数値

が上がっているのではないかと思うので、ぜひ豊川市も少しその辺の周知徹底を努力され

てはどうかなと私はお見受けします。お願いします。以上です。 

 

【会長】 

ありがとうございます。充て職の問題は、もう本当に根深くてですね、なかなか一長一短

にはいかないですが、今のご指摘について何か事務局の方で補足あるいは関連するような

説明などございますか。 

 

【人権交通防犯課長】 

このような審議会の委員をお願いする時に、女性の登用をお願いしますということは、こ

れまでも言ってきていますが、今のご意見を踏まえまして、充て職だからとそういった理由

もあるとは思いますけれども、その中でも女性を選んでいただくようにもう少し強くプッ

シュするようにしたいと思っております。 

 

【委員】 

自分が言われる時に「女性をお願いします」と言われたことがないんです。例えば、法令・

条例に基づき…の所に「防災会議」ってありますよね。ここで女性を減らしてはならぬと思

って私は入ってます。それは、自分が男女共同参画審議会委員で登用率を低くしてはならな

いと思っていたので、自分で手を挙げています。なので、そういう意識が女性の方にあれば、

充て職でっていう時もあるんだけれども、意外に今まで何十年ってある慣行で、どうしても

私なんかって言って手を挙げない方が多いので、何か文書でぜひとも女性で選んでいただ

きたいとかって書いてあるといいのかなと。そのへんのところが、充て職の部分だけですよ、

自治体が選ぶ人とは別件の話で、充て職って、私、民生児童委員の会で、あの団体には、充

て職がものすごいたくさん来るんですよ。どれを選ぶって自発的に選らんで決めている状

態なのが正直なところだったんですね。なのでたぶん、よその団体もそうなってるんだろう

なっていう傾向を私は感じるのでどうかなって思って意見させていただきました。 

 

【委員】 

なんで女性をお願いするのかっていうところが分からないと、ただ単純に女性の方を出

してくださいねって言われても、ちょっとクエスチョンだと思うので、やっぱり、ある程度

理由がついていないと簡単にはちょっと無理じゃないかなと。 

女性をお願いするにあたっては、女性の意見が欲しいとかちょっと理由があれば、出す方
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も手を挙げる人も出しやすい、出やすいのかなという感じも受けますけど。ただ単に登用率

のためだけの女性お願いしますではダメなので、どうして女性の人を出してほしいのかっ

ていうところの意見があれば、出やすい、出しやすいっていうのもあるのかなと思います。 

 

【会長】 

そうですね、数字だけではなくて、少し意味のところに踏み込んだ形で、なぜ女性の意見

がこの会に必要なのかという、そういう持ちかけ方がですね、もうちょっと必要ではないの

かと。 

 

【委員】 

さっき言った３０％の中身みたいなものを考えていくと変わってくるんじゃないかなと

いうのがありますね。 

 

【委員】 

そろそろ数字だけを追っている時代は過ぎていて、充実していかないといけないし、ずっ

と継承されていかなければ、今ここで頑張っている意味はないので、ちょっと違う切り口で

豊川市はやっていかなければいけない。数字だけは追わないと成果として出ないわけです

が、どういうことでってことを言ってぜひ登用できるような仕組みっていうのを作れたら

いいなって。登用して活躍できるっていうのが一番なので。そこの部分ですよね、活躍、そ

の意見が反映されて本当の意味での男女共同参画のいろいろな場面の審議会等になるって

いうのを目指していただきたいなと思います。 

 

【会長】 

どうもありがとうございました。他の方、いかがでしょうか。 

 

【会長】 

では、もう一点、専門的な知識がない等々で不適切、不適格だと、そういう理由づけとい

うことなんですけれども、もしそういうことであれば教育訓練とか、能力開発のようなもう

少し大きな仕組み、枠組みの中で、男性と同じように女性もそういう機会を享受できるよう

なですね、もう少し長い視野の中で育成していくというような観点が必要となってくるん

じゃないかと思うんですけども。その後もっといろいろなところを考えないといけないん

ですが、ただそういう理由であればですね、今のようなことに対する改善案とか改革みたい

なことを課題としては検討していただくという方向づけは、これは併せて必要ではないか

というふうに思うんですけども、いかかでしょうか。 
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【人権交通防犯課長】 

専門性について、資料３の（２）の表ですが、介護認定審査会が広域連合に移管されまし

て、それでなくなっております。女性委員が２９名もおられましたけれども、それは東三河

市町村で行う方に移管されたので、この２９名は減っておるという状況ですが、ここには女

性のケアマネさんですとか介護関係の方も大勢いらっしゃるので、ある意味でいうと女性

において専門知識が活きている分野だと思います。専門分野を広げていくような大きな流

れとすると、例えば、国ですとか愛知県は、いわゆる理系女子を育てる施策も行っておりま

すので、そういった取組も参考にしながら、できることがあれば取り組んでいきたいと思っ

ております。 

 

【会長】 

民間企業では、やっぱり女性の活躍推進とか管理職の登用とか、実践的な課題としては今

いろんなところで取りだたされていると思うのですが、そのあたりについて副会長さん何

かお気づきのこと、お考えなどございますか。 

 

【副会長】 

実際よく言われるのは、女性の就業率とか言われるとＭ字カーブになってると言って、や

っぱり結婚して出産で一旦職場を離れるとか、ここでもう当然スキルが落ちていってしま

うところがあって、次に来たときにも、なかなか正社員で、今は育休とかありますけれども

実際は、一般の中小企業だとなかなか復帰しても現場に来られないということもあります。    

今先生がおっしゃったように、どの段階で、本人が述べる時に述べるような機会の情報も与

えられてない中で、充て職ということになってしまうと、どうしてもその中で選ばざるを得

ないってこともあって、難しいこともありますので、審議会を設立するときに市の方から、

今も言われましたように周知徹底していただいて、従来こうだったからと慣例で当然来る

ものですから、それをやめていただくとか。私どもの会議所でも依頼があった時は女性を出

してくださいという話もあって、うちの女性職員を出しているということもあります。この

中の委員さんも今私どもの女性会や農協の女性部で活躍されておりますけども、女性が参

画できるようなご要望があれば、そういう形でさせていただこうと思っております。 

民間も、一般の会社の企業でも、女性の管理職とういのは実際どの程度か分かりませんけ

れども、多分だいぶ少ないと思います。 

 

【会長】 

数字だけじゃないところからもうちょっと踏み込みたいってことでですね、ぜひ他に立

ち入った形で、内容についてこれからもご検討いただければと思います。よろしくお願いし

ます。 
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【人権交通防犯課長】 

今年度が半年くらいで終わります。だいたい年度が変わる時が新しい委員さんを選ぶ、そ

ういう時期になりますので、そういう機会を捉えて、またアクションを起こしていきたいと

思っております。よろしくお願いいたします。 

 

【会長】 

他に何か、この議題１に関しましてお気づきのことがありましたら。 

農業委員会の件ですが、委員の数が１３名減になったっていう話だったのですけど、何か

こちらのことで事情等お分かりですか。 

 

【委員】 

あんまり聞いてはないですね。 

 

【会長】 

数値が大きかったものですから、お分かりのところがあればと思ってお聞きしました。 

他はよろしいでしょうか。 

そうしましたら、あとでもう一度全体にお目通しいただきたいと思いますので、次の議題

に移りたいと思います。 

議題の二番目は、豊川市の男女共同参画の基本計画をすでに施行されていますが、その進

捗状況についですね、どうなっているのかっていうことを事務局の方からお願いします。 

 

【人権推進係長】 

≪議題(２) 豊川市男女共同参画基本計画の進捗状況について≫ 資料を説明 

 

【会長】 

どうもありがとうございます。かなり丁寧にご説明してくださったので、特にＣ評価の事

業につきましては、ある程度事情をご理解いただけたのではないかと思います。 

今日の審議は、計画の策定ではなくてですね、既に立てられてる計画の実行状況について

お気づきの点があったらご意見をいただきたいということですので、そういったことを踏

まえたうえで、たくさんありますから、とりあえず基本目標の３のところまでで一旦区切ら

せていただいて、資料でいくと４０ページですね、４０ページまでのところで何かご意見等

があれば、まずそこで伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

【委員】 

個別事業番号６４の男女混合名簿の導入について、お聞きしたいと思います。事業実績で

は、混合名簿を作成しましたと記載があります。どこの学校でどのように活用されたかを教
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えていただきたいと思います。 

 

【委員】 

答えていいですか。まず、混合名簿の扱いですけども、おそらくどの学校も混合名簿自体

は持っていると思います。例えば中学校でお答えすると、中学校は混合名簿を、入学式の時

にそれを貼って意識させて並ばせるなんてことも、やっている学校もたくさんあります。と

ころがですね、いざ実際に学校生活が始まってしまうと、中学校の実情でいくと男女共修で

はない科目があります。そうすると、子どもの中では二つの名簿を頭の中に入れて生活しな

きゃいけない、そういうふうになってしまうので実情としては、男女混合名簿は入学式に貼

ったものを教室に掲示してその意識を掲げていますが、実際の生活では別々の名簿を使う

場面がとっても多いかなというのが中学校の実情かなと思います。私が今まで経験してい

る学校は、入学式で貼ったものを教室に掲示して意識はずっと持っていましたが、実際の教

科では体育なんかは絶対別なので、一緒じゃないものがあるので、だからと言って、男子は

男子、女子は女子と言うことはそれほど僕は感じないです。 

小学校ではですね、男女混合名簿を使っている学校はかなりあります。その名簿でやって

いる学校もあります。ところが、例えば豊川小学校さんは男女混合名簿でいろんなことをや

られておりますが、うちはやっていません。なぜかと言うと、うちは特別支援のクラスの子

が大変多くて、特別支援の中で男女混合名簿でやっているとそこで二つ覚えなきゃいけな

いです。二つ覚えて、健康診断やスポーツテストというのは別でやるもんですから、そうい

う時にじゃあこの名簿で並んでっていうことが情緒障害の子やグレーゾーンと呼ばれる子

には大変難しいんですよね。そういう意味では、実際なかなか難しいのが実情で、やりたく

てもできない、名簿自体はありますけど、なかなか活用できないのがうちの学校の実情です。 

ただ、今はジェンダーフリーの考え方を超えてですね、ユニバーサルデザイン的な事業を

やっていくということが多いですね。豊小学校でいくと、もうすぐ多目的トイレっていうの

ができるんですけど、男の子でも女の子でも自由に入れる、障害のあるなし、バリアフリー

を超えて入ることができる、それから、今小学生の中でも性同一障害傾向の子がいるんです

よね。男の子と一緒に着替えるのが嫌っていう男の子とか、そういう子はそこで着替えたり

だとか、そういうことも含めた教育をしていこうかなということを、計画をうちの学校はや

ろうとしています。以上です。 

 

【会長】 

ありがとうございます。よろしいですか。 

 

【委員】 

小学校と中学校の実情を聞くことができました。そこで教えていただきたいんですけど

も、卒業式で名前を呼ばれるかと思います。１組、２組、３組と順に、その時は男子が先で
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女子が後にという名簿でしょうか。 

 

【委員】 

入学式は混合でやっていることが多いですけど、卒業式は分かれてやることが多いです

かね、僕の経験でいくと。 

 

【委員】 

なるほど。 

 

【委員】 

はい、中学校はほぼ別々でやって男子が先にやる場面が多いですかね。小学校、うちは

別々でやっています。男子が先に。一つ、僕が教師始めた時と違うのは、全員「さん」で呼

んでいます。授業中もすべて「さん」で呼んでいます。だから、性差っていうのかな、そう

いったものを意識させないことで、豊小学校の職員は全員授業中も「さん」、ちょっと休み

時間は分かりません。もしかすると何かあだなみたいに呼んでる先生もいらっしゃるかも

しれませんが、授業中は必ず「さん」だし、公的な場では「さん」で。男の子も「さん」で、

女の子も「さん」という形で分けずにやるようになっていて、それを守っていない先生は一

人もいないと思います。他の学校も大体「さん」で呼んでいると思いますけど、そうじゃな

い先生もちょっとはいっらしゃるかもしれないですけど。 

 

【委員】 

ありがとうございます。学校生活をするにおいて、どうしても男子の名簿、女子の名簿を

使わざるを得ないという状況が学校にあるということはよく分かりました。ただそれが常

習化してしまって、卒業式まで男子が先、女子が後となると、やはり子どもたちに男子優先

っていう固定観念を植え付けてしまうことになります。 

 

【委員】 

たぶんこちらサイドの問題だけだと思うんですけど、混合とすることは簡単だと思いま

す。ただ、僕が長い間やっている中で、男女の性差で何かが決まってくるっていう場面はあ

んまりない、意識がない。なぜかというと、昔って生徒会長は男の子だったんですよ。今は、

中学校でも女の子の方が圧倒的に多い。僕が豊小学校に来てびっくりしたのは、児童会長は

ずっと女の子です。男の子はなれないですよ、逆に。ハキハキしてなかったりして。児童会

役員が男は何人、女は何人という決まりもないし、女の子がたくさんなっちゃたりとか、中

学校は立候補制度なので、女の子ばかりに移行しちゃって、今は女の子が多いですね。男の

子がちょろっとで。だから、子どもの中にもそういう意識が。昔は、中学校は級長が男だっ

たんですよ。副級長は女の子だったけど、今はそんなことは言わないし、全然関係なく子ど
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もの中でも男の子とか女の子とかっていう性差を意識しているっていう状況を、僕はここ

最近は特に感じないです。僕の個人的なことかも知れませんが。 

 

【委員】 

ありがとうございます。子どもの中にも性差を意識せずにのびのびと生活できていると

いうことは、とてもいいことだと思います。やはり、男女が別々の名簿を使ってしまう先生

側によると、「サッカー部に入りたい男子いる？」って聞いてしまって、サッカーをやりた

い女の子が「私がおかしいんじゃないか？」っていうふうに思ってしまうことが、昔はあっ

たと思います。特に、心と身体の性別が違う子にとっては、このような発言が続くと消えて

しまいたいっていう子どももいます。教育現場で、混合名簿を使うのが難しいとのご意見も

ありますが、先生が男子はこう、女子はこうっていうふうに色眼鏡で見てしまって、子ども

の個性を埋もらせてしまうことをすごく懸念をしていますので、ぜひ、まずは卒業式からで

も男女混合名簿の導入を豊川は１００％にして、個別事業番号１９７の男女共同参画宣言

都市になればいいなと思います。 

 

【会長】 

ありがとうございました。ご存知かもしれませんが、こういう会議、特に国際会議なんか

で今「チェアマン」という呼称は使っていなくて「チェアパーソン」になっています。「マ

ン」というのは問題があるということで、だんだん特にジェンダーとか性で区別をするって

いう感覚は、時間かかると思うんですけども、それでいいかなとふうに思っています。ちょ

っとまだ、運用の場面では問題が残るかと思いますが。 

 

【委員】 

 学校の教育の中でそういう授業があるので、やっています。小学生、難しいんですけど、

ＬＧＢＴのこととか、そういうことをやっていますので。 

 

【会長】 

ありがとうございました。他の方、いかがでしょうか、何か。 

 

【委員】 

あの、個別事業番号２番で、昨年もちょっとお話させてもらったんですが、「ゆい」に関

してなんですけど、私、審議会に参加させてもらってから郵送で家に届けていただけるので、

見させてもらったうえで、本当にいいものだなと思ったりだとか、いろいろ募集してるもの

には行ってみたいなとすごく感じているんです。それで、昨年も言いましたけれども、これ

を３，５００部発行して設置をしてますということなんですけども、どれくらい回収という

か、皆さんに取ってもらっているのかとか。一応Ａ評価ってなっているんですけど、要望と
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してはですね、情報を取りに来た人しか見ることができないというのはとてももったいな

いと思いますので、例えば、隣の豊橋市とかだと広報とかに、「花づな」かな、出している

と聞いたので、予算的なこともあると思うんですが、年に一回だとか、入れてもらったりし

てもいいかなと思いますし、例えば町内会の回覧版とかに挟んでいただければ皆さんに見

てもらえるかなと思って。何かそういうふうに情報提供の工夫をしていただけるのであれ

ば、もっといいものになるかなって思います。お願いします。 

 

【会長】 

何かございますか。お金の問題ですかね。 

 

【人権交通防犯課長】 

お金の問題もありますし、あと町内会の回覧もそうですが、今、町内会の負担がとても大

きいということで、なるべく町内会の仕事を減らそうという大きな流れがあります。ただ、

だから打診しないとかそういうことではありません。印刷部数の中でどれくらいストック

があるのかな。 

 

【男女共同参画担当者】 

ストックはあまりなくて、講座や講演会、イベントとか公共施設、銀行さんなどに配って

います。そのストックの中から回覧を回すっていうのはちょっと難しくて、もし回覧という

ことになれば、配布の詳細を検討する必要があるかなというふうに思います。 

 

【委員】 

 少ないよね。３，５００はね。 

 

【委員】 

ちょっといいですか。私毎回この「ゆい」については長きにわたり言っていると思うんで

すが、改善されないなと思って、予算のこともあるのでね。これをやっているのは市民部で

す。市民部で、他の部署で便りを出している、私がやっているところがあります。あれは全

戸配布で広報とよかわの中に入れ込めます。そういったところに、「ゆい」が出ましたよと

か、どこどこに配布されてますから見てくださいとか、同じ部内にそういうことをやってい

る係があるので、そういうとこと連携して利用して、あの便りの中に男女共同参画のことを

ちょっと入れ込むスペースをくれないかとか、そういった調整って部内でできるんじゃな

いですかって思います。そうすれば、予算もかからないし、「ゆい」のことが周知できる、

市民に。今のところ広報とよかわに折り込めていて豊川市は全戸配布、そういう成果をもっ

ています。５市町の中でも豊川だけです。全戸配布をちゃんとできているのは。なので、そ

の便りの中に少し入れ込むことが一つ提案。もう一つは、若者にこれをっていう時に紙でな
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くていいです。皆さん紙なんか何にも持ちませんし、見るといえばスマートフォンで見る、

だからその工夫。ここをクリックすると見れるよというような工夫で。少し学生さん達の支

援なんかもいただきながらそれを拡散していただく、というようなボランティアの育成を

して、この「ゆい」が３５００部であったとしても、こういう工夫ができているというよう

なことを始められないと何も変わらないで、また来年の審議会になるので、少し努力されて

はどうかなと提案したいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

【会長】 

ホームページからリンクはできますか。 

 

【人権交通防犯課長】 

「ゆい」は、ネットの方にも専門ページを持っておりますし、ＰＤＦでも載っています。

あとは、どのようにＰＲするかでだいぶ違うと思いますし、例えばＱＲコードを、いろんな

チラシにつけるだとか、そういったことはすぐにできます。そういったことを始めたいと思

いますし、それから、ご意見にあったのは市民協働国際課の便りだと思いますけれど、全戸

配布とは知らなかったので、確認してみます。 

 

【委員】 

ぜひ、全戸配布はうちだけです。豊川市だけなので、他は全戸配布したいけどできないよ

うな町が多くって、そこに予算をかけられないって言っていて。なぜかその市民協働の部分

だけは全戸配布って、よその自治体は羨ましいって言っているくらいで、予算ちゃんとつけ

てあります。なので、それちょっと調整してね、お金をかけなくてもできる工夫って数々あ

るので、庁内にせっかく一緒にいるので、頑張ってほしいなって思っています。 

 

【会長】 

いかがですか。よろしいですか。 

 

【委員】 

今、スマホで見る工夫っていうのをしていただければ、もうちょっと若い世代の方なんか

は多分興味があって、毎回毎回心待ちにしてくれるかなと思いますので、そういったふうに

進めていっていただきたいなと思います。ありがとうございます。 

 

【会長】 

そうしましたら、後半のですね、基本目標の４と５を含めて、全編にわたって残りのとこ

ろを中心にお目通しいただければと思うのですが。 
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【委員】 

すみません。先ほどのＱＲコードについて、補足させてください。 

ＤＶの情報っていうのは、当事者にとってはもう視界が狭い状態になっていて、どうしたら

いいか分からないっていう本人の状況ですので、広報とよかわに女性のページ、ＱＲコード

を毎回載せておくなど、いつでもスマホさえあれば情報が受け取れるような仕組みがある

といいなと思いました。 

 

【会長】 

どうもありがとうございました。他の方いかがでしょうか。 

 

【委員】 

すみません、評価がＡとＢとＣは理解できました。丁寧な説明ありがとうございました。

ただ、Ｂが極めて５０％に近いＢなのか、その数字ですよね。各課が出してきてるものに、

このＡＢＣに甘んじていると、ひょっとしてこのＢがとても低い数字のＢで出てきていな

いかっていうのがすごく不安になって、私たち委員はＡＢＣしかわからないので、その辺の

把握はできていますか。 

 

【会長】 

ありがとうございました。今のご指摘はここ２、３回続けて問題になっているかと思いま

すが、その点については今回事務局の方から改善案としてご提案があるということなので、

そちらの方を併せてお願いします。 

 

【人権交通防犯課長】 

私も今年度からこの職についておりますので、過去の議事録を読み、この各状況調査表で

ＡとかＢとか、どのように推移してきたかを３年分くらい遡らせて追いましたが、おっしゃ

る通りで、Ａって書いてあるけれども、Ｂって書いてあるけれども、それが本当にＡなのか

Ｂなのか分からないというご意見もありましたし、手段が成果になっているという厳しい

指摘もありました。事務局で目揃いをするためには、この中の事業をすべて詳細に追ってい

かないと厳しいわけですが、なかなかそこまでできない状況にあります。 

本日お配りしたのは、現行の豊川市男女共同参画基本計画進捗状況における個別事業評

価についての案ですけれど、お手元にあるかと思います。今は、Ａが１００％～８０％、Ｂ

が８０％未満から５０％、Ｃが５０％未満～２０％で、Ｄが２０％未満、実施年度がない場

合は、－（ハイフン）となっております。改善案として今回提案させていただくのが、前年

度実績についての担当課評価基準を、基本計画に基づき、基本目標や基本課題に向けた事業

の実施状況について評価する方法として、Ａは事業を大きく改善した、Ｂは事業を改善した、

Ｃは事業を維持した、Ｄは維持に至らなかったということとします。では改善がどのようで
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あったかは、この調査表の事業実績のところに詳細に書いていただいて、その部分について

審議会に評価していただくという案を考えました。 

市民協働国際課の会議には私も出ておりますので、そこでは、各委員さんに採点をしてい

ただくことになっていますが、大変負担であることも同時に認識しておりますので、そこま

では求めずに、何がどのように改善されているのかが分かった方がいいのではないかとい

う形です。 

その下になりますが、ご指摘にもありましたように、現行の評価は担当課の主観的な判断

が大きく働いております。これを目揃いすることは、それぞれの特有な事情があって困難な

場合もありまして、中には実施するだけですごく大変だった事業もあるでしょうし、ルーテ

ィンで実施しているだけっていうものもあるかもしれませんが、実施していれば同じよう

にＡになってしまう。個別事業それぞれにおいて、アウトカム指標を一つずつ設定すること

もなかなか難しい状況で、実施することが成果になっている項目も多くございます。２７年

度に基本計画を改定して以降、施策の体系において、何らかの事業を行っていこうという立

場からこの計画が始まりましたが、今は何らかの事業が実施されているという状況にあり

ます。 

では、ＡＢＣＤ評価は何のためにあるのかを考えますと、各事業の質の向上を目指すため

に実施するものと思います。でも、現在の評価方法ですと「～をやりました。Ａです。」と

言いますと、それ以上がないんです。従いまして、各事業の実績において改善が行われたか

どうか、行われたならどのように行われたかが分かる方が、皆さんにとっても分かりやすい

ですし、これを公表する際にも「こういうふうにやっているんだね」と分かりやすい、とい

うことで、恐縮ですが、提案させていただきたいと思います。今日の会議で決めていただか

なくても、また後ほど、スパンを区切って事務局にご意見を、例えばメールなどで取りまと

めをさせていただいて、年度中にまとめて、「次年度の評価はこれでどうか」という方向で

結構ですので、一度ご検討をお願いしたいと思っております。よろしくお願いしたします。 

 

【会長】 

ありがとうございました。いかがでしょうか。 

ご質問に直接というわけではないですが、関連する重要なご提案かと思ったんですけど、

どうでしょう。 

 

【委員】 

これを説明しようと思っていたんだな事務局は、と思って今聞いていました。１００％と

かよりも案の方が分かりやすいって思っています。Ｃばかりになると、これはまた非常に大

変な事態になるんですけども、それで行きましょうっていう気持ちなんですよね。 
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【人権交通防犯課長】 

各担当課が事業をたくさん持っております。何もしていないと、報告する時に、全部Ｃ、

Ｃ、Ｃとなるんですね。そうすると、これはまずいと思うんですよ、何かやらなきゃって。

そういう期待もあります。 

 

【委員】 

なるほど。ということは、行政が出す資料って「Ｃ」を嫌うんですよ。だから、そうなっ

ちゃったら大丈夫ですかと思って、「人権交通は何をやってる」ってなるといかんなと思っ

たんですけど。じゃあそれの啓発を兼ねて、この評価でいきましょうってことですかね。 

 

【人権交通防犯課長】 

新しく行った事業や改善策については、報告時に書き込んでくださいというお願いは、取

りまとめる時にしています。ところが、昨年度のデータがあるのでそれをコピーして貼り付

けて、少し変わったところを直して出してくる場合があって、しかもそれでＡになっている

と、もうそれで何も変わらなくなってしまいます。それは良くない。現行の評価方法がその

ままですと上積みはないということです。事務局の首を絞めることにもなりますが。 

 

【委員】 

 大変だよね、すごく。 

 

【委員】 

そういう意気込みならぜひ賛成させていただきたいし、改善されるよね。コピーをしてる

って私一目瞭然分かったんですよ。コピーしてそのままＡならＡでってやってるなって、す

ごく傾向として感じ取れましたので。先ほど会長も言われましたけど、ずっとパーセントで

大丈夫ですかっていうのは言われていたものですので、この辺で改善されると、委員として

は非常に嬉しいことです。大丈夫ですかとは思うんだけどね。 

 

【会長】 

このようにやっていただければ、事業の中に入っていく一つの切り口になると思うので、

発展的にはもっといろいろあり得るかと思うのですが、当面これでやっていただければ、私

としてはいいかな、と思うのですが。 

 

【委員】 

今まで何回も分かりにくいよっていう意見は出しながら来てるけど、これ見ても「何かな」

と思ってよく分からなかったけど、今説明してもらって、あ、こういうことねってよく分か

ったので、次が楽しみです。 
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【委員】 

 楽しみね。 

 

【委員】 

すごく心強いことだなって思いました。担当課がＣをつけていることに、どうにかしない

といけないじゃないかっていう意識が上がると思いますので、活用していただきたいと思

います。 

 

【会長】 

ありがとうございます。他の点を含めて何か、進捗状況につきまして、ございますかね。 

 

【委員】 

ちょっと聞きたいんですど、１４０のスポーツボランティア指導者の派遣っていうのが

あると思うんですけど、３０年３月３１日に廃止しましたとあるんですけれども、このスポ

ーツボランティア５１名っていうのは、市の指定されたスポーツボランティアの方ですか。 

 

【男女共同参画担当者】 

スポーツ課で登録の制度が行われていまして、登録したいですと申し出た方が登録して、

このボランティアをやってくださるという形です。 

 

【委員】 

私卓球の方のボランティアしているんですけど、音羽の方で。そういう人は入ってないん

ですね、これは。これとは関係ないんですね。 

 

【人権交通防犯課長】 

そうですね。卓球をするんだけど誰か指導者をっていう時に、スポーツ課を通して、ボラ

ンティアを派遣するというふうな形です。 

 

【委員】 

それを一切もう３０年の３月３１日には廃止したってことですね。 

 

【人権交通防犯課長】 

スポーツ課の判断でそうしたという報告です。 

 

【委員】 

それで「Ｃ」だとちょっとおかしいなって思って。「事業を維持した」じゃなかったです
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かね、Ｃは。なくなっちゃったものだから、Ｃ判定じゃないんじゃないでしょうかと思って。 

 

【委員】 

次の評価がそうなる、ということですよね。 

 

【委員】 

すみません。分かりました。 

 

【会長】 

その他、何かございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。そうしましたら、評価の点につきましては次回からですね、先ほど

ご提案いただいた方法でやってみるということで、見ていきたいと思いますので、お願いし

ます。 

 

【人権交通防犯課長】 

ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 

【会長】 

それでは、もう一つ、最後３番目の議題ですが、平成３０年度男女共同参画の関係事業に

ついてということで、事務局よりお願いします。 

 

【男女共同参画担当者】 

≪議題（３）平成３０年度豊川市男女共同参画関係事業について≫ 資料を説明 

 

【会長】 

ありがとうございます。何かご質問ございますか。 

 

【委員】 

お願いします。この推進事業はかなり一生懸命やられていて、いいなと私は思っています

が、よく市民の、特に子育てしている人から言われるのが、子どもに関する講座をやってく

れていても通常日の通常時間で、仕事をしているのに、そんな時には行けないってよく聞き

ます。男女共同参画を推進している部署の講座であるならば、その辺の工夫、毎回木曜日と

か、ずっと同じように毎年木曜日できている講座がありますので、運営団体の方と相談して、

土曜日にやるとかの工夫をしていった方が、現状仕事をしてない人対象になっているので、

ちょっとこれは一般の課がやる講座ではないので、工夫した方がいいのかなと。長年にわた

りこの調子できているなと思ったので、今回は届けたいと思いました。お願いします。 
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【会長】 

ありがとうございます。ご検討ください。 

 

【人権交通防犯課長】 

はい、検討させていただきます。 

 

【会長】 

他にありますか。 

よろしいでしょうか。それでは、最後に、もうちょっと言っておきたいことがございまし

たら、自由にご発言ください。 

 

【委員】 

先ほど、男女混合名簿のご意見があって、私は、豊川小学校なんですね、自分の地元が。

男女混合で卒業式とかいろいろやっています。それに関して、子どもたちは普通にやってい

るんですが、私毎回思うのが、ＰＴＡ会長は男の人、女性部長とかいうのがあるのかないの

か分かりませんが、女性部長とか言っちゃって、あれを見て子どもたちは刷り込まれていく

んだっていうのは感じます。刷り込み、知らない間の刷り込み。ＰＴＡ会長は男の人、女性

部長は女の人みたいな。だから、私たち大人の姿勢が悪いのであって、教育委員会も混合名

簿を作って一生懸命やっているので、その辺のところは、活用の場面で、先ほども言われた

ようにいろいろな場面があるって、これからも尽力されると思いますけれども、その辺は分

かってあげてほしいなっていうのがあるのと、大人の姿勢っていうのが、テレビでも刷り込

んでいきますよね、それと一緒でＰＴＡ会長は男の人っていうのがね。 

もう一点、自治会、町内会。あれもなぜか女の人が町内会長で出せない、あんなものは専

門性ではないですよ。だから、専門性がある登用とか登用じゃないとかってさっきも登用率

の辺で言われていたと思うんですけど、別にそれは女の人が町内会長だって何にも悪くな

い、だからそういうことを周知できる何かがあるといいな。というのは地域のことは地域で

って言われて、平成の合併の時ぐらいから、地域、地域って地方創生って言われていて、今

国で総合事業が始まっています。その時に、小さな核で町内会単位で見合わなければいけな

いっていう時に、活躍するのはけっこう女性がすごいです。そうした場合に、町内会長さん

に許しを得ないといけない、町内会長さんは男の人。だからその辺のところの仕組み作りみ

たいなものを、町内会の区長さんとかが女の人が出てくるような世の中っていうのを子ど

もに示す、っていうのが次代を担う子どもたちの慣行を直していく一つの提案なんじゃな

いのかな。別に男の人だって「わしが」なんて言って町内区長さんやっているわけではあり

ません。慣れ親しんだ行いがそういうことさせているなって思うので、少しその、ここで自

由意見ということなので、私特にそういうこと感じるので。総合事業がなかなか進まないん
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ですよ。男の人はプライドがあったり、いろいろして気の毒なようで、女の人は自由気まま

に何でもできるので、円滑に動いてしまって、だから、福祉部も区長会、連区長会とかそう

いうところに意見届けるのに結構苦労していると思うんです。だから、その部分を豊川市も

直していかないと総合事業は成り立っていかない、お互い様に見合っていくっていう意識

を根付かせるためには、お互い様イコール男女共同参画なので、男だろうが女だろうが障害

があろうがなかろうが、若かろうが歳だろうが、みんな一緒になって助け合うっていうのが

地域創生の一番の根幹にあると思うので、そういった部分で町内のこと、自治会自体も変わ

っていってほしいなと思っています。 

 

【会長】 

ありがとうございました。この啓蒙活動、生涯学習的な各講座の中ですね、どこかで少し

今のご意見が反映させたような新しい機会を作っていただけるといいかなと思います。 

ＰＴＡのことについてはどうですか。 

 

【委員】 

ＰＴＡ会長が男の人じゃないといけないということはなくて、僕は実際、女性の方が務め

られたのを知っていますが、ただＰＴＡ役の中で必ず女性部長っていうのがあるんです。そ

の役があるのは、ＰＴＡの組織の中で全国、県、市という形で流れているので、その形がど

うなっているのかっていうのはもう決まってあります。ＰＴＡ会長さんを女性がやられた

こともありますけども、なぜ女性部長があるのかは意識していない。初めて考えました。そ

れはもう上から降りてきてですね、はい。 

 

【会長】 

ありがとうございました。今のような新しい知見を皆さんで共有してですね、さらに具体

的なところで落とし込んでいくような方向でこれからも考えていきたいと思います。あり

がとうございました。 

では、他にございませんでしたら、これで本日は閉会したいと思います。 

どうも長い間ありがとうございました。 

 

【全員】 

ありがとうございました。 

 

【人権交通防犯課長】 

それでは、本日は大変貴重なご意見ありがとうございました。大変お疲れ様でした。 

少しお話をさせていただくと、現在の基本計画ですが、平成３２年度末までが計画期間とな

っておりまして、元号が変わりますので２０２０年度末になる訳ですが、新年度は男女共同
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参画に関する意識調査を行いまして、次の年度に新しい計画を策定するということで、今後

スケジュールを組ませていただきます。皆様にはその場その場でお世話になるかと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。本日は大変お疲れ様でした。 

 

【全員】 

ありがとうございました。お疲れ様でした。 

 

 

 


