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平成 29年度第２回千葉県男女共同参画推進懇話会 開催結果概要  

  
１ 日 時 平成 29 年 9 月 6 日（水） 午後２時～午後４時 
２ 場 所 千葉県自治会館 ９階 第２・３会議室 
３ 出席者 原田委員（座長）・花澤委員（副座長）・冨田委員・佐久間委員・星野委員・

綾部委員・小田川委員・藤ケ崎委員・齋藤委員・有馬委員・永嶋委員・ 
山本委員 

※以上 12 名    
４ 議事の概要  
【議題】 

（１）第４次男女共同参画計画に係る平成２９年度計画評価専門部会意見交換実施結

果について  

有馬計画評価部会長から報告 

  資料１に基づき、次の項目について報告が行われた。 
○第４次千葉県男女共同参画計画 平成２８年度事業評価シート 
 

意見交換  

（原田座長） 
ただいまの有馬部会長からの報告に対して、御意見や問題点の指摘などございましたらお願いし

ます。 
（山本委員） 

例えば、５６番については、教育庁関係は４０％、防災避難所運営については、防災の中で女性

の比率を３０％に増やすことでかなり女性の課題がクリアできるのではないでしょうか。この比率

が３０～４０％になると、ものが言いやすくなるので、女性を増やしてほしいです。すべての分野

で一律４０％はかなりきついと思いますので、きめ細かく設定してもよいと思います。教育の分野

においては４０％を超えています。「現場では増えている」という背景があると思いますが、教育庁

（本庁）では管理職の女性が３８名中２名だから、目標５％を達成したと言われますが、この設定

が５％なのはなぜでしょうか。教育現場の半分は女性なので、管理職にあたる女性がきっちりとい

ないと現場の先生たちの士気が上がらないので、この本庁管理職こそ３０％くらいに引き上げてほ

しいと思います。 
（有馬部会長） 

私たちも目標値を上げてほしいと意見を記載しましたが、担当課の方々と再度の意見交換をした

結果、教育現場と本庁とでは状況が違う、教育の現場と政策の現場で違いがあるということで、担

当課からは、５％を上げるのは非常に困難との回答がありました。 
（山本委員） 
  教育庁の課長級が３８名いるのであれば、せめて１５～６名女性がいれば何かが変わってきます。

５％では甘いと思います。現場の女性は増えていますが、中学・高校では校長先生は小学校に比べ

て減ってしまうので、まだ油断はできないです。 
  農山漁村の男女共同参画では、６３番が女性団体のネットワーク支援、６７番が農業委員に女性
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を、ということになっていますが、事前にこれについて県の担当者から資料を２、３日前にいただ

いたのですが、これによると、平成２８年度は９９５人中女性が７４人で、目標が３０％のところ、

７．５％の登用率となっています。１２団体中、女性はいません。働きかけがどうなっているのか

分かりません。農協については６６番で女性役員の登用を進めていますが、目標１５％に対して、

実績が７％、４０人中、木更津に１人委員がいるのみで、どうして７％になるのかわかりません。

家族経営協定を結んで頑張っている農家もたくさんあるので、農協自体が変わっていかなければい

けないと思います。積極的な働きかけをしてほしいと考えます。 
（原田座長） 
  これについて、有馬部会長、いかがですか。 
（有馬部会長） 
  ６３番から６７番までは、農山漁村について相当の時間をかけて、一つずつ担当課と意見交換を

しました。結果として、改善の情報は少なかったのですが、ただ努力されているところは伺えまし

た。６３番の実施結果で、「全市町村に女性農業委員の登用要望書を提出し、登用の動きが出てきた」

というところに注目しました。３年、５年経って数字が出ること期待したいと思います。相当の努

力をしないと状況の変化を見ることは難しいということは事実です。 
（原田座長） 
  綾部委員、市町村の状況と併せて、出てきた結果についていかがですか。 
（綾部委員） 
  農業委員に関しましては、選出方法が平成２８年度から改正されまして、平成２９年度は、私の

所属している富津では、私たちの仲間を推薦し、農業委員に登用してもらいました。平成２９年度

ですと、農業委員は全市町村に誕生しているのではないかと思っています。農協の女性理事は、先

日の話では、２農協のみがいないという話でしたので、これからこの２農協も女性理事が誕生する

のではないかと思っています。 
（原田座長） 
  「農山漁村」になっていますが、農業主体になっているようです。漁業の方はどうなっています

か。 
（有馬部会長） 
  事業名が「農山漁村」となっていますが、農業しか実施されていません。綾部委員の意見から学

ばせていただきました。綾部委員から説明をお願いします。 
（綾部委員） 
  事業名が「農山漁村…」ですが、ほとんどは農業についてです。漁協女性部は２団体のみです。

漁業においては、個人事業であることから女性の力が必要であるため、外部の活動に女性がなかな

か顔を出せない、高齢化で後継者がなく衰退しているという状況を聞いています。 
（事務局） 
  御指摘のとおり、現在漁業の部分が薄いので、農林水産部にこのことを伝え、今後の取組につい

て検討してもらうことにいたします。 
（原田座長） 
  ほかには、いかがですか。全部で２１項目あり、結果報告は６項目についてお話しがありました。

その他はいかがでしょう。 
（山本委員） 
  男女共同参画センター（以下「センター」という。）に関するアンケートの結果では、回答者の年
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齢構成について大体が５０代、６０代となっています。１０代、２０代や子育て中の女性、また、

これから働く女性の参加を促す形でのイベントの持ち方を検討してほしいと思いますが、何か意見

は出ていますでしょうか。 
（原田座長） 
  フェスティバルの参加者の年齢層が高かったということですが、何かイベントがある時などは中

高年の参加者が多いのですか。 
（事務局） 
  今回は聖徳大学が参加され、比較的若い方の参加がありましたが、全体的に若年層の参加がなか

なかなく、大きな検討課題であると考えています。 
（原田座長） 
  若い方への広報や参加を促す方法を考える必要がありますね。ほかにありますか。それでは、男

女共同参画計画の評価はこれで終了します。 
 
（２）千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画（第３次）に係る平成２９年度計画評価専

門部会意見交換実施結果について  

有馬計画評価部会長から報告 

  資料２に基づき、次の項目について報告が行われた。 
○千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画（第３次）平成２８年度施策評価シート 
 

意見交換  

（原田座長） 
１５項目の中から、６項目について報告がありました。男女計画とも関係するところがあります

が、継続的に見なければならない部分もあるかと思います。部会委員からは何か意見が出ましたか。 
（有馬部会長） 
 担当者も異動で変わることもありますし、部会委員も交替になりますが、２年、３年と評価して

いきますと私たちも事業が立体的に見えてきて、委員の意見交換の際に、的を射たというか、その

事業が成長しているとか、なかなか動きが見えない、あるいは衰退の方向に向かっていて形だけに

なっている、とか、施策項目は違うのにあれにもこれにも同じ事業がぶら下がっている、などが分

かってきます。そういうことで、意見交換をする時には、全体の流れの情報をいただいて、更に連

続的に事業を評価できる、理解することができましたので、今回は内容の濃い意見交換ができたと

思っています。 
（原田座長） 
  評価方法を変えてから変化が分かるようになりました。もっと継続的に、経過的なものを評価専

門部会でみることができるといいので、何か少しずつ考えていきましょう。 
  ほかに、何か皆さんの方からありますか。 
（山本委員） 
  施策コード６「ＤＶ被害者自立支援講座の実施」について、申込が少ないようです。本当に相談

しなければならない人、切羽詰まっている人は多いはずなのに参加者が少ないというのには何か理

由があるのですか。場所が行きづらいのか、加害者に分からないように行くのが難しいのか、その

辺のところがどういうことなのか、分かりますか。 
（事務局） 
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  自立支援講座については、被害者本人に参加していただくため、入所者あるいは直接相談に来た

方に声かけをさせてもらうのですが、参加者の安全を考えますと広報がなかなか難しい状況です。

参加者の募集方法などを検討していきたいと思います。 
（原田座長） 
  これまで評価を続けてきましたが、今後どのように施策に反映されていくのでしょうか。 
（事務局） 
  評価いただきました結果については、全体の事業がどうなっているかなど、すべて県の男女共同

参画白書に記載しています。男女共同参画計画の進行状況は、参考１－２に記載しているものが全

てであり、平成２８年度の結果及び平成２９年度の取組予定も記載しています。 
（原田座長） 
  今回の評価専門部会は、時期を早めて、来年度の予算編成が始まる前に開催させていただきまし

た。施策的に、次の計画に引き継ぐべき重点課題について、事務局としてはどのように考えている

か、事務局から何か発言はありますか。 
（事務局） 
  平成２８年度の評価結果から、単年度の結果に終わらず、それぞれ次の計画に引き継いでいくべ

き政策的重点課題について、事務局としてご提案したいと思います。 
男女共同参画計画においては、５６番「県が設置する審議会等への女性登用促進」と１７６番「千

葉県男女共同参画推進連携会議の充実」の２事業について、次期計画の策定を見据えて、政策評価

の観点から継続的に御検討いただきたいと考えています。 
５６番は、政策決定の段階で、男女双方の意見を適切に反映させることが重要であり、平成２９

年４月１日時点で審議会等における女性委員の登用率が３０．５％に達したところです。更なる働

きかけが必要で、女性登用率の低い審議会等を中心に、全体の底上げを図っていきたいと考えてい

ます。 
１７６番は、この組織は、本県における官民一体の取組をする中心的組織であり、女性の活躍を

進めるためにも、県の男女共同参画センターや地域推進員の方々との連携などを図りながら、継続

して検討する課題であると考えます。 
また、ＤＶ計画は第３次が今年度で終了し、今後第４次で評価いただくこととなりますが、これ

までの取組を踏まえ、４年後の策定作業を見据えながら、施策全体の計画を考えていく必要があり

ます。その中で、施策の１番「ＤＶ防止啓発活動の実施」と３番「若者を対象とした予防啓発」を

政策評価の観点から、継続的に御検討いただきたいと思います。 
１番の施策は、すべての根幹となる事業で、第３次から継続して行っており、一層の推進が求め

られます。 
３番の施策は、若年層に対しては、学校教育の中で浸透性が高く、将来的には未然防止につなが

る中核的事業であると考えています。 
どういう方策があるか、今後も重点課題として評価していただきたいと思いますので御提案申し

上げます。 
（原田座長） 
  この事務局の提案について、何かお聞きしたいことはございますか。 
（山本委員） 
  連携会議について、各部会の自主的活動を高めることが望ましい、との委員意見がありますが、

情報共有はどのようにやっていくのでしょうか。また、リーフレットなどによる早めのＤＶ対策は
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良いと思いますが、単にリーフレットを見るのと、ワークショップなどで考える場を設けるのとで

は異なります。体験をしていない学校がまだかなりあると思いますので、全部の学校に行きわたる

ような何か考えはありますか。 
（原田座長） 
  やっていないところの対応については、課題として出ていますので、今回の評価を生かしてもら

い、事務局には更に事業を進めていってほしいと思います。そのほかに御意見はありますか。 
  
（３）千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画（第４次）に係る計画評価の方法について  

有馬計画評価部会長から報告 

  資料３－１から３－４に基づき、次の項目について報告が行われた。 
○千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画（第４次）に係る事業評価について（案） 
○第４次ＤＶ防止基本計画評価方法について 
○事業評価シートの様式について 
○意見交換スケジュールについて 
 
意見交換  

（原田座長） 
  今後の評価についてどうするか、例えば資料３－２では案の１で行きたいということですが、何

かこれについて御質問はありますか。事務局からは何かありますか。 
（事務局） 
  事務局としましても、計画全体の継続性の観点から、評価専門部会の御提案どおりでお願いしま

す。 
（原田座長） 
  部会長からの報告に対して、御意見などいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 
（各委員） 
 「異議なし」の声あり 
 
（４）男女共同参画センター移転に伴う機能強化について  

事務局から説明 

  資料４－１から４－４に基づき、次の項目について説明を行った。 
○千葉県男女共同参画センターの概要について 
○千葉県男女共同参画センターの旧ちばキャリアアップセンターへの移転について 
○千葉県男女共同参画センター移転に関するアンケート最終集計結果（概要） 
○千葉県男女共同参画センター移転に関するアンケート最終集計結果 
 
（原田座長） 
  小田川委員ははじめての御参加ですが、センターへ行かれましたか。何か御意見や御質問はあり

ますか。 
（小田川委員） 
  何回かセンターに行ったことはあります。アンケート結果を見ますと、充実を希望する事業とし
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て、交流の場の提供や女性の就職講座の希望が多いようですが、親しみをもってセンターを利用し

たいという希望がアンケートの結果からよく分かります。 
（原田座長） 
  センターの利用についてはどう考えますか、藤ケ崎委員、いかがでしょうか。 
（藤ケ崎委員） 
  私の職場は６割以上が女性職員なのですが、センターの利用促進に向けて広報に期待したいです。

内容的にはすばらしい機能強化になってくるのではないかと期待しています。 
（齋藤委員） 
  資料４－４のアンケート結果を見ますと、男性、女性の別を集計されていますが、アンケートを

とる場合は、ＬＧＢＴの方に配慮してください。 
（事務局） 
  利用者アンケートは次の事業につなげたいので、御意見を踏まえまして、属性の見直しも含め、

見直していきたいと思います。 
（原田座長） 
  新しいセンターは、どこからも自由に入れるのですか。センターへ行ったら、まずどこに行けば

よいのでしょうか。 
（事務局） 
  移転後は、会議室と相談室以外は、自由に入っていただけます。正面の入口から入っていただけ

れば、閲覧コーナーにはレファレンサーを配置していますので、自由に御利用いただけます。 
（原田座長） 
  これから、移転後にどうするのか、ということで、「更なる充実」とは、具体的にはどのようなこ

とになりますか。 
（事務局） 
  今まで男女共同参画に興味がなかった方に何かのきっかけで立ち寄っていただくとか、子育て中

の方などの若い方、男性の方々など、男性も女性も双方にシンポジウムや地域活動などで利用して

いただきたいと考えています。 
（原田座長） 
  独立したセンターだけでなく、他の県の機関も入っているようですが、入りやすくなっています

か。 
（事務局） 
  ２階に中央県税事務所が入り、一般の方も同じ玄関から入ることになりますので、センターに関

心を持っていただけるような仕組みを何か考えられないかと思っています。 
（冨田委員） 
  ここに行ったらどのような体験ができるのか、自分にとってどのような有意義な情報が得られる

のだろうかなど、来館者が具体的な行動の青写真を描けることを期待しています。まだイメージが

分かりにくいですが。 
（山本委員） 
  改修前の施設を以前見ていますが、外観がおどろおどろしく、「ここに人が行くのか？」と思い見

学しました。外構から、どこまで変えられるか…開放的に作り替えられるのかが不安材料ですが、

今後どこまで開放的な形になるでしょうか。 
（事務局） 
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  設計については、県の資産経営課でやっており、同課に対して男女共同参画課では施設面につい

て要望をしてきました。その結果がこの図面になります。 
（永嶋委員） 
  外観はどうなるのでしょう。若い世代の場合、駐車場利用が難しいのはどうかと思います。周り

に駐車場を確保できるのか、駐車場が少ないことは、子育て世代には大変難しい問題です。 
（事務局） 
  外観は実施設計の方になりますので、資産経営課に確認したいと思います。駐車場の問題に関し

ましては、公共の交通機関の御利用をお願いしたいと思います。 
（星野委員） 
  センターには一度も行ったことがないので、行ってみたいと思います。看護職の集まる会合など

で、子育て中の方にセンターのことを知らせたいと思います。 
（原田座長） 
  佐久間委員、学生の方は男女共同参画に興味を持っていますでしょうか。 
（佐久間委員） 
  学生の男女共同参画への興味はどうでしょうか。ただ、いつでも誰でもが利用できる、というの

は良いコンセプトだとは思うのですが、不審者対策もセットで考えてほしいと思いますので、防犯

カメラはきちんと整備してほしいです。子育て中の人は関心があると思いますので、公民館やセン

ターのように、そういうのがあれば明るくなるのではないでしょうか。 
（花澤副座長） 
  千葉県経営者協会では、研修などをやる場合は自前の会場を使っているので、センターに行った

ことはありませんが、是非行ってみたいです。 
（原田座長） 
  委員の皆さんには、今後の議論の際にイメージがわきやすくなると思いますので、ご期待くださ

い。それでは、以上で、今回の懇話会を終了します。 
 


