
 

 

平成 30年度 第１回胎内市男女共同参画推進委員会 議事録 

 

 

１．開催日時  平成 30年４月 27日（金） 午後１時 30分～３時 30分 

 

２．会 場  胎内市役所３０１会議室 

 

３．出席委員  安城委員、浮須委員、大島委員、坂上委員、虎岩委員（アドバイザ

ー兼任）、中川委員、布川委員、森岡委員、宮腰委員 

 

４．欠席委員  渡邉委員 

 

４．会議次第  別紙のとおり 

 

５．会議経過  別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第１回胎内市男女共同参画推進委員会 次第 

 

と き 平成30年４月27日（金） 

    午後１時 30分から 

ところ 胎内市役所 301会議室 

 

１ 開会あいさつ 

２ 自己紹介 

３ 正副委員長の選出 

４ 諮問書について 

５ 胎内市男女共同参画推進委員会について 

６ 議   事 

（１）今後のスケジュールについて【別紙１】 

７ 講   話  

演 題：「女性たちにとっての障害――規範体制の再生産を理解する――」 

  講 師：胎内市男女共同参画推進委員会 委員兼アドバイザー  

虎岩 朋加 先生（敬和学園大学 准教授） 

８ そ の 他  

  （１）第 2回胎内市男女共同参画推進委員会開催日程について 

     案： 月 日（ ） 午後 時 分～ 

９ 閉   会 



 

 

会 議 経 過 

 

事務局：  それでは定刻になりましたので、これから胎内市男女共同参画推進委員会

を開催いたします。 

     よろしくお願いします。今回の委員になられた皆様には、４月から平成 32

年３月まで委員として現在の第２次胎内市男女共同参画プラン 21 の見直し

を行い、第３次プランを平成 32 年度に向けて策定していただくということ

で、委員に委嘱させていただきました。２年間お世話になりますが、よろし

くお願いいたします。 

それでは、開会に先立ちまして、副市長よりあいさつ申し上げます。 

副市長：  ＜１．開会あいさつ＞ 

事務局：  ありがとうございました。 

続きまして、今日初めての顔合わせとなりますので、委員名簿に記載の順

番で自己紹介をお願いいたします。 

      ＜２．自己紹介＞ 

      ありがとうございました。 

続きまして、委員長、副委員長の選任を行いたいと思います。委員の互選 

となっておりますが、委員の皆様からご意見をご頂戴したいと思います。い

かがでしょうか。 

＜３．委員長、副委員長選任＞ 

 委員長に宮腰委員、副委員長に浮須委員ということで選任させていただき 

ました。それでは、２年間よろしくお願いいたします。 

次に、市長から委員長へ第３次プランの策定に向けた諮問書を渡されます 

ので、副市長が代理でお渡しいたします。委員長、どうぞよろしくお願いい

たします。 

  ＜４．諮問書の受け渡し＞ 

事務局：  ありがとうございました。 

      委員長及び副委員長はひな壇にお上がり下さい。 

      議事につきましては、委員長に進めていただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

続きまして、胎内市男女共同参画推進委員会について、役割や概要につい 

て説明いたします。 

      ＜５．胎内市男女共同参画推進委員会の説明＞ 

      まず、この胎内市男女共同参画推進委員会ですが、原則公開とさせていた

だきたいと考えておりますので、委員名簿や会議内容についてはホームペー

ジ等で公表させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいた

します。また、会議録についてもホームページで公表させていただいており



 

 

ますが、発言者については「委員」とさせていただきまして、「委員長」「副

委員長」につきましては、その通り記載させていただきますが、誰が発言し

たかわからないように公表させていただきたいと思いますので、活発なご審

議をよろしくお願いいたします。 

また、当委員会ですが胎内市の男女共同参画社会の推進にあたって、皆様

からご意見をいただくことを目的にですね、平成 25 年に条例を制定させて

いただきまして、平成 26 年１月に設置いたしました。その後委員の改選を

行いましたので、当時の第２次胎内市男女共同参画推進委員会の委員とここ

にお集まりの皆様とでは、委員が大きく様変わりしておりますので、委員兼

アドバイザーであります虎岩先生に委員研修といたしまして、この後１時間

程度、お話をいただくこととなっております。 

それでは、具体的に委員の皆様にどのようなことをご検討いただくことと

なっているかといいますと、以前に第２次胎内市男女共同参画プラン 21 と

いうことで紙冊子をお送りいたしましたが、こちらの見直し及び実施状況に

ついてご意見をいただきたいと思っております。また、市民意識調査を実施

し、前回おこなった意識調査と比較していきたいと思っております。また、

近年問題となっております DVや男女平等の意識づくりの中でセクシャル・

マイノリティについても盛り込んでいきたいと考えております。現在、女性

活躍について国会でも叫ばれておりますが、女性のみならず、性別に依拠し

ない働き方であったり、ワーク・ライフ・バランスの一層の推進についても

盛り込んでいけたらいいと考えております。 

現在の市の男女共同参画に関する事業の現状についてですが、市民に対し

てパネル展や講演会を通して啓発を行っているところであります。ですが、

市民向けの講演会以外の事業が実施数も少なく、参加者数も少ないという現

状があります。今後、次年度以降市民がより多く参加できるような一層の工

夫であったり、市民の関心が高まるような啓発が進められるよう、皆様のお

知恵をお貸しいただきながら考えてまいりたいと思います。 

今後、第３次プランができましても皆様とともに胎内市の男女共同参画を

進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

以上で概要説明を終わります。 

 

今ほど、推進委員会についての説明及び今後委員の皆様にご審議していた

だく概要について説明申し上げたところでありますが、ご意見、ご質問等ご

ざいましたら承りたいと思いますが、いかがでしょうか。 

委 員：  確認ですが、第３次プランを作るんですか。 

事務局：  はい、第２次プランの見直しを行いまして、第３次プランを策定いたしま

す。まったく、第２次と第３次プランで 180度違う計画というのはありえな



 

 

いという想定をしておりますので、いいものは踏襲する、改めるべきところ

は改めて見直しを掛け、第３次プランとするということをご理解いただきた

いと考えております。 

      ほかにございませんでしょうか。 

委 員：  １つよろしいでしょうか。新しいものについても入れながら見直しを行い

たいとおっしゃいましたが、その通りだと思います。市民向けについてもと

いうことでしたが、胎内市は職員向け研修というのはどのようになっていま

すでしょうか。といいますのは、土木であったり福祉であったりと今までの

施策はそのまま踏襲しながら、その時代にあったように少しずつ変えていく

ということなんでしょうけど、男女共同参画に関する施策っていうのは国の

政策の中でも、まだ新しい訳なんですよね。市民の意識改革も大事ですけど、

職員のものの見方というのが非常に大事なんですね。私も役目柄、県内の市

町村に職員研修としてあちこち行くんですけど、「目から鱗だった」という

感想もいただいております。職員研修が済んだ後の市町村の動きっていうの

が変わってきているという実例がありますので、胎内市ではどうしているか

ということをお伺いいたします。 

事務局：  はい、平成 26年度に防災と男女を混ぜ合わせた研修ですとか、平成 27年

度にはワーク・ライフ・バランスの研修を行っております。また、平成 28

年度につきましては、女性の活躍をテーマに 40歳以上の女性職員を対象に研

修を行いました。平成 29 年度には、40 歳以上の女性の方だけで活躍ってい

うことはないでしょうという前委員さんのお言葉受け止めましてですね、若

手職員を対象にということで研修を行いました。 

委 員：  わかりました。女性活躍は女性だけという視点は違うかなと思って、やは

り男性も含めて理解していただかないと女性は活躍しきれないと社会だと思

います。女性活躍のテーマだから、女性だけ聞けばいいというものでもない

と思いました。胎内市は頑張っていらっしゃると思います。 

事務局：  ありがとうございます。 

      それでは、議事に移りたいと思います。ここからは、委員長にバトンタッ

チしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員長：  それでは、皆様よろしくお願いいたします。 

早速議事に移りたいと思います。 

＜６．議事 （１）今後のスケジュールについて＞ 

今日の議事は、１議案だけでございます。今後のスケジュールについて、

別紙１についてご覧ください。第３次プランの策定に向けての会議予定とな

っております。それでは、事務局の方から説明願います。 

事務局：  はい、それではご説明いたします。 

第２次胎内市男女共同参画プラン見直しスケジュール（案）という紙をご



 

 

覧ください。平成 30 年４月から平成 32 年３月までのスケジュールを簡単に

書かせていただいております。この委員会の任期期間中ということになりま

す。 

スケジュール内には、プラン策定に関する委員会と第２次プランに関する

委員会と２つ枠がございます。プラン策定に関する委員会というのが、次期

プランであります第３次胎内市男女共同参画推進プラン 21 策定に関する委

員会です。第２次プランに関する委員会というのが、現在の計画（第２次胎

内市男女共同参画推進プラン 21）に関して、委員の皆様からご意見をご頂戴

するものとなっております。 

本日、平成 30年４月第１回男女共同参画推進委員会、次回第２回男女共同

参画推進委員会を６月に開催したいと考えております。その後、第３回、第

４回と続いておりますが、記載のとおりでございますので、このとおりでよ

ろしければ皆様にお諮りしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

委員長：  ありがとうございました。だいたい、２ヵ月に１回程度でしょうか。 

      先ほど、布川委員の方から第２次プランについてご質問があるということ

でしたが、この件については次回６月のところでお話いただくということで

よろしいでしょうか。 

事務局：  はい、そのようにお願いいたします。６月の委員会でお願いいたします。 

委員長：  それでは、ほかの委員さんもその時に質問、意見等がございましたら、次

回の際に出していただくということで、ご理解いただきたいと思います。 

そのほか、ご意見、ご質問ございますでしょうか。 

副委員長：  ８月の委員会で「策定委員会」となっておりますが、「推進委員会」とは

また違うものでしょうか。 

事務局：   大変失礼いたしました。誤字でございますので、訂正させていただきます。 

申し訳ございません。（訂正後のものを掲載） 

委 員：  １つだけ質問させてください。アンケート実施するとありましたが、スケ

ジュールだとどこらへんになりますか。 

事務局：  市民意識調査素案検討ということで、第３回の推進委員会にこちらから素

案をお示しいたします。 

委員長：  よろしいでしょうか。 

       それでは、第２次胎内市男女共同参画推進プラン 21見直しスケジュールの

案について、皆さんご賛同いただけますでしょうか。 

委員一同：  異議なし。 

事務局：  ありがとうございます。 

委 員：   関連する事項ですが、日程調整については事務局としてどうお考えですか。 

事務局：  そうですね、次回の開催日程ということで記載がありますが、スケジュー

ルにも 6 月とあります。事務局の方で３日ほど候補日を挙げさせていただい



 

 

て、全委員が参加できる日が１番いいですが、委員さんが一番多く参加でき

る日を決定するということでお願いしたいと思います。 

委 員：  条例設置ということですが、何人中何人で開催できるとかあるんですか。 

事務局：  委員会は 10人以内で組織するということになっております。委員会の成立

については、委員の過半数以上の出席がなければ開催することができないと

ありますから、５人以上の出席が必要となります。 

委 員：  ありがとうございました。 

委員長：  それでは、会議日程については委員会の開催があった際に次回の開催日を

決定するということでよろしいですか。 

事務局：  そうさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

委 員：  今、ここで決まって４月ですよね、次回６月となりますと、間があります

ので、その後駄目になる場合がありますよね。 

事務局：  そうですね、２ヵ月ごとに開催ということですので、例えば６月であれば

３日程度お示しして、その後２週間程度前にでも委員の皆様に参加可否につ

いて取りまとめして、開催案内をお送りするという形ではどうでしょうか。 

委 員：  今日は決まらないということですね。 

事務局：  委員の皆様はどうしたら１番よいでしょうか。 

委 員：  私は、今聞いてそういうやり方もあるのだと思いましたが、もう一度開催

案内を出すようであれば、その前に１度出席可能な日を聞いて決めるという

がいいのかなと思いました。 

事務局：  それでは、１ヵ月前くらいに３日程度案をお示しして、人数が多い日に決

定するということでよろしいでしょうか。２週間前だと会場の都合等もござ

いますので、どうでしょうか。よろしいでしょうか。 

委員一同：  異議なし。 

事務局：  順番が逆になってしまいましたが、委員会の次回開催日については、１ヵ

月程度前に委員の皆様に日程を３日間ほどお示して確認し、１番参加委員が

多い日を委員会開催日とします。そして開催案内を送付するということでお

願いしたいと思います。 

委員長：  では、よろしいでしょうか。 

      それでは、本日の議事は終わりましたので、ここで事務局に進行をお返し

たいと思います。 

事務局：  委員長ありがとうございました。 

      続きまして、当委員会のアドバイザーより、「女性たちにとっての障害―

規範体制の再生産を理解する―」と題して講話をいただきます。委員の皆様

のご理解を深めていただければと思います。それでは、よろしくお願いいた

します。 

アドバイザー：   ＜講話 「女性たちにとっての障害―規範体制の再生産を理解する―」＞ 



 

 

どうもご清聴ありがとうございました。 

事務局：  どうもありがとうございました。 

      委員の皆様長時間にわたり、ありがとうございました。以上で胎内市男女

共同参画推進委員会を閉会させていただきたいと思います。ありがとうござ

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

プラン策定に関する委員会 第２次プランに関する委員会

平成30年２月
市民公募委員募集記事掲載

（２月１日号広報）

平成30年４月
第１回推進委員会
・委嘱状の交付
・研修会の開催

胎内市男女共同参画推進委員決定
市民意識調査素案作成

平成30年６月
第２回推進委員会

・平成30年度　実施計画の報告

平成30年８月
第３回推進委員会

・市民意識調査素案検討

平成30年10月
第４回推進委員会

・市民意識調査票の作成
市民意識調査市民配布

平成30年12月 意識調査結果とりまとめ及び分析

平成31年２月

平成31年４月
第５回推進委員会

・市民意識調査結果分析
・計画見直しに向けて

計画修正作業

平成31年６月
第６回推進委員会

・平成31年度　実施計画の報告

平成31年８月
第７回推進委員会
・計画見直し

計画修正作業

平成31年９月

平成31年10月
第８回推進委員会
・計画見直し

計画修正作業

平成31年11月

平成31年12月
第９回推進委員会
・計画見直し
・最終確認

計画修正作業（最終確認）

平成32年１月 入札・製本依頼

平成32年２月

第２次胎内市男女共同参画プラン21見直しスケジュール（案）

男女共同参画推進委員会

年月 事務局

プラン完成


