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会 議 録

会 議 名 平成 28年度第１回野田市男女共同参画審議会

議題及び議題毎の

公開又は非公開の

別

１.会長及び副会長の選出について（公開）

２.第３次野田市男女共同参画計画の進捗状況について（公開）

日 時
平成 28年 12月 15日（木）

午後２時から午後３時まで

場 所 市役所８階 大会議室

出 席 委 員 氏 名

会 長 森田 邦子 遠藤 美和子

副会長 横川 しげ子 小松 朋子

委 員 上野 佐知子 木名瀬 セキ

中村 好枝 国松 実枝子

星野 淺治 田中 恵子

森山 典子 筒井 圭子

欠 席 委 員 氏 名
委 員 文道 尚子

服部 千絵子

事 務 局

鈴木 有（市長）

村 繁（副市長）

宮澤 一弥（企画調整課長）

桑村 典子（秘書広報課市民相談係長）

佐賀 忠（総務部次長(兼)人事課長）

大月 聡（総務課長補佐(兼)文書法規係長）

田路 欣順（管財課長）

松本 正明（営繕課長）

相塚 恒雄（市民生活課長補佐（兼）コミュニティ係長）

生嶋 浩幸（防災安全課長）

佐久間 進（商工観光課長）

山下 敏也（自然経済推進部参事（兼）農政課長）

根本 一弘（生活支援課長）

小林 智彦（障がい者支援課長）

直井 誠（保健福祉部次長(兼)高齢者支援課長）

井上 薫（保健福祉部主幹（兼）介護保険課長補佐）

富山 勝之（保健センター長）

伊藤 公夫（生涯学習部次長（兼）社会教育課長）
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金子 隆（中央公民館長（兼）振興係長）

横島 司（社会体育課長）

上原 定夫（青少年課長）

古澤 等（青少年センター所長）

寺田 幸生（興風図書館長）

長妻 美孝（学校教育部参事（兼）学校教育課長）

桑原 辰夫（学校教育部次長（兼）指導課長）

菅野 透（消防総務課長）

関根 徹（児童家庭部長）

平野 紀幸（児童家庭部次長(兼)保育課長）
小林 利行（児童家庭課長）

戸邉 卓哉（人権・男女共同参画推進課長）

広仲 真（人権・男女共同参画推進課主幹（兼）七光台会館

長）

植竹 晃（人権・男女共同参画推進課長補佐（兼）啓発係長）

富澤 充（関宿会館長）

中村 恵子（人権・男女共同参画推進課主査）

傍 聴 者 無し

議 事
第１回野田市男女共同参画審議会の会議結果（概要）は、次の

とおりである。

人権・男女

共同参画推

進課主査

開会

平成 28年度第１回野田市男女共同参画審議会を開会する。

事前に配布された次第に記載されている議事のほかに、４で「会議録等

のホームページへの掲載について」を追加させていただいている旨了承し

ていただく。

会議は、原則公開であり、市民に周知するため、ホームページに会議の

公開について知らせていること、また、会議資料及び会議録は、本庁舎及

びいちいのホール行政資料コーナーに配置し、自由に閲覧できること、さ

らに、会議録作成のため録音機を使用することを了承していただく。

本日は、文道委員、服部委員が欠席しているが、過半数の委員が出席し

ており、野田市男女共同参画審議会条例第６条第２項の規定により、本審

議会は成立していることを報告する。

傍聴者がいないことを報告し、会議途中であっても傍聴希望者があった

場合は、入室されることを了承していただく。

審議会の開会に先立ち、市長に挨拶をお願いする。
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市 長

人権・男女

共同参画推

進課主査

人権・男女

共同参画推

進課主査

仮 議 長

（市長）

委 員

仮 議 長

（市長）

委 員

仮 議 長

（市長）

上野委員

仮 議 長

（市長）

委 員

＜挨拶＞

９月１日から９月30日までの期間、公募委員２名の募集を行った結果、

応募者がなかったことを報告し、議事に先立って、委員委嘱後、初めての

会議のため、各委員の自己紹介をする。

＜委員順次自己紹介＞

ありがとうございました。

それでは、議事に入りたいと思いますが、議題（１）会長、副会長の選

出にあたり、条例の定めるところにより、審議会の議長は会長が務めると

ありますので、会長が選出されるまでの間、市長に仮議長をお願いします。

はじめに、議題１「会長及び副会長の選出について」を議題といたしま

す。

まず、会長の選出ですが、条例の定めるところにより、委員の互選によ

り選任するとあります。

どのような選出方法がよろしいでしょうか。

＜「指名推選」との声有り＞

ただ今、指名推選との御意見がありましたが、御異議ございませんか。

＜「異議無し」との声有り＞

御異議がないようですので、指名推選により、選出いたします。

どなたか、推選はございますか。

森田委員にお願いしてはいかがでしょうか。

ただ今、森田委員との声がありましたが、御異議ございませんか。

＜「異議無し」との声有り＞
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仮 議 長

（市長）

人権・男女

共同参画推

進課主査

森田会長

森田会長

委 員

森田会長

委 員

森田会長

上野委員

森田会長

委 員

森田会長

人権・男女

共同参画推

進課主査

横川副会長

それでは、会長に、森田委員を選出いたします。

会長と議長を交代いたします。

森田委員は、会長席に御移動をお願いします。

森田委員に会長就任の御挨拶をお願いします。

＜挨拶＞

それでは引き続き、副会長の選出に入らせていただきます。

副会長の選出ですが、条例の定めるところにより、委員の互選により選

任するとあります。

どのような選出方法がよろしいでしょうか。

＜「指名推選」との声有り＞

ただ今、指名推選との御意見がありましたが、御異議ございませんか。

＜「異議無し」との声有り＞

御異議がないようですので、指名推選により、選出いたします。

どなたか、推選はございますか。

横川委員にお願いしてはいかがでしょうか。

ただ今、横川委員との声がありましたが、御異議ございませんか。

＜「異議無し」との声有り＞

それでは、副会長に、横川委員を選出いたします。

横川委員は、副会長席に御移動をお願いします。

横川委員に副会長就任の御挨拶をお願いします。

＜挨拶＞
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人権・男女

共同参画推

進課主査

森田会長

総務課長

補佐

森田会長

総務課長

補佐

森田会長

森田会長

森田会長

総務課長

補佐

森田会長

ここで、市長におきましては、公務の都合で退席させていただきます。

それでは、先ほど事務局から説明がありましたが、議事に入る前に、次

第の４「会議録等のホームページへの掲載について」を先に審議したいと

思います。

この案件につきましては、総務課の職員から説明の申出がありました。

それでは、説明をお願いします。

＜会議録等のホームページへの掲載について説明＞

ただ今御説明をいただきましたが、項目が多いため、一つ一つ順を追っ

て質疑を行いながら進めていきたいと思います。

まずは、会議録について、改めて説明をお願いします。

＜会議録のホームページへの掲載について説明＞

委員の皆様、御質問、御意見など、ありますでしょうか。

＜質問等無し＞

ほかにないようであれば、多数決によって決定したいと思います。

会議録のホームページ掲載に賛成の方は挙手願います。

＜全員賛成＞

掲載することに決定します。

＜会議録のホームページへの掲載時期の取扱いについて説明＞

次に、会議資料をホームページに掲載するかどうかについて、説明をお

願いします。
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総務課長

補佐

森田会長

森田会長

森田会長

総務課長

補佐

森田会長

星野委員

森田会長

森田会長

森田会長

森田会長

＜会議資料のホームページへの掲載について説明＞

委員の皆様、御質問、御意見など、ありますでしょうか。

＜質問等無し＞

ほかにないようであれば、多数決によって決定したいと思います。

会議資料のホームページ掲載に賛成の方は挙手願います。

＜全員賛成＞

掲載することに決定します。

次の審議に移ります。委員名簿について説明をお願いします。

＜委員名簿のホームページへの掲載について説明＞

委員の皆様、御質問、御意見など、ありますでしょうか。

選出団体を出してもらいたくないという考えもあるか、全員に確認して

もらえばいいのではないですか。

ほかにないようであれば、最初に、委員名簿をホームページに公開する

ことについて、多数決によって決定したいと思います。

委員名簿のホームページ掲載に賛成の方は挙手願います。

＜全員賛成＞

掲載することに決定します。

次に掲載する名簿の形式について決定をしたいと思います。

Ａ案とＢ案の名簿のどちらがよろしいでしょうか。委員の皆様、ご質問、

ご意見など、ありますでしょうか。

ないようであれば、多数決によって決定したいと思います。挙手をお願
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森田会長

総務課長

補佐

森田会長

森田会長

人権・男女

共同参画推

進課長

森田会長

国松委員

社会教育課

長

国松委員

人事課長

います。

Ｂ案の名簿を掲載することに決定します。

ほかに判断や決定をすることはありますか。

御判断をお願いしたいことは以上です。

以上、会議録等のホームページへの掲載について、ここで皆さんに御決

定いただいたことにつきましては、お手元の資料の「野田市を良くする市

民の会」からの公開質問状の回答として、事務局で取りまとめをお願いし

ます。

議題２「第３次野田市男女共同参画計画の進捗状況について」を議題と

いたします。事務局より、説明をお願いします。

＜議題２ 第３次野田市男女共同参画計画の進捗状況について説明＞

ただ今、事務局より説明がありました、第３次野田市男女共同参画計画

の進捗状況につきまして、御意見、御質問等がございましたら、御発言を

お願いします。

公民館の運営委託、館長の配置状況をお聞きします。また、公民館長の

女性館長を増していくことを要望します。

公民館11館のうち１館が指定管理者。中央公民館は統括館として市職員

の館長、９館は嘱託による館長を配置しております。

市女性職員の管理職登用状況、人材育成の取組をお聞きします。

市女性職員の課長級は、平成27年度０人、平成28年度は３人。女性活躍

推進法に基づく市行動計画では、課長級の登用目標を平成31年度に８％と

しております。人材育成では、係長・主任主事級の女性職員の研修会に加
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国松委員

人権・男女

共同参画推

進課長

森田会長

森田会長

人権・男女

共同参画推

進課長

森田会長

森田会長

人権・男女

共同参画推

進課長

森田会長

えて、新たに平成28年度から勤務年数10年未満の女性職員を対象に研修会

を実施いたします。

第２次ドメスティック・バイオレンス総合対策大綱の見直し状況をお聞

きします。

現在、千葉県がＤＶ防止・被害者支援基本計画策定に係るパブリックコ

メントを実施していることから、県の計画を勘案してＤＶ被害者支援を行

っているＮＰＯ法人フレンドシップ青い鳥とＤＶ支援の現状を含めて、現

行の見直しを行うことを考えております。

それでは、御意見、御質問等につきましては、以上にとどめたいと思い

ます｡

引き続き、男女共同参画社会の実現に向け、各種施策に取り組んでいた

だきますよう、お願いします。

引き続きまして、「５ その他」に入らせていただきます。

事務局より説明をお願いします。

＜「その他」の議題無し＞

本日の案件は以上でございますが、皆様から、何か御意見等がありまし

たら、お願いします。

＜特に無し＞

それでは、事務局より、連絡事項等がありますか。

県主催の講演会チラシを配布しております。１月と２月に講演会があり

ますので、直接事務局へ申込をお願いします。

それでは、議長の任を、解かせていただきます。
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人権・男女

共同参画推

進課主査

これをもちまして、第１回野田市男女共同参画審議会を閉会とさせてい

ただきます。



