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平成 30 年度第 3 回浜松市男女共同参画審議会 会議録 

 

 

1 開催日時   平成 31 年 3 月 11 日(月) 午後 1時 30 分から午後 3時 30 分まで 

 

2 開催場所   浜松市役所 本館 8階 第 4委員会室 

 

3 出席状況 

（1）出席   犬塚協太委員、杉島章弘委員、鈴木康弘委員、 

鈴木由貴委員、谷口卓委員、平口良子委員、谷野富久恵委員、 

山下正剛委員、山本みさ子委員、吉林久委員 ※50 音順 

（2）事務局  山下昭一市民部長、鈴木江利子ＵＤ・男女共同参画課長、 

近藤雅訓ＵＤ・男女共同参画課長補佐 

清水幸則共同参画グループ長、森田毅彦主任 

 

4 傍聴者    2 人（一般：0 人、記者：2人） 

 

5 議事内容   第 3 次浜松男女共同参画基本計画における進捗管理について  

 

6 会議録作成者 近藤道子 

 

7 記録の方法  発言者の要点記録（録音の有無：有） 

 

8 配付資料 （１）次第 

 （２）進捗状況報告及び評価の概要について（平成 30 年度事業実施

に対する評価）資料 1 

 （３）第 3次浜松市男女共同参画基本計画点検・評価シート 

 

9 会議記録   次頁以降のとおり 
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1 開会 

近藤課長補佐 

 第 3 回男女共同参画審議会を開催する。 

 
2 議題 

第 3 次浜松市男女共同参画基本計画における進捗管理について 

犬塚会長 

事務局から説明のあった議題の「第 3次浜松市男女共同参画基本計画における進捗管

理について」何か、ご意見、ご質問等あるか。 

杉島委員 

 質問が 2 つある。1つは、平成 30 年度の事業の結果が出るのはいつか。2つ目は、全

44 事業に対して評価し、審議会に諮りコメントをもらうという流れで良いのか。 

清水グループ長 

 まず 30 年度の実績が分かるのは、新年度になってからである。数字が固まったタイミ

ングで審議会に説明、報告をさせてもらう。また審議会では、重点施策に係る事業の点

検評価指標シートに基づき、全 44 事業に対して評価をいただきたいと考えている。 

吉林委員 

 2 点ある。1点は点検評価シートの欄にある「不明」は、どういうことを想定している

か。2点目は、「附属機関」とはどういうところか。 

清水グループ長 

 「不明」については、事情により事業の取組ができなかった、または評価が数字とし

て表れなかったことを想定している。 

鈴木課長 

 「附属機関」とは、浜松市の場合は、協議会、懇話会を含めない。純粋に審議会、ま

たは区の協議会を言う。 

山本委員 

 進捗状況は、数字で表れてくる。数字だけであれば審議会で評価する必要がないと思

う。審議会では、どういうところを評価すれば良いのか。 

清水グループ長 

各課で目標があるが、その事業の実施について男女共同参画の視点から「より推進に

効果があったとか、視点を変えてこうしたら取組を広げられるのではないか」等のご意

見をいただきたいと考える。 

鈴木課長 

 補足をする。各課の評価は、自己評価になるので多少甘目になってしまう。皆さんに

ご審議いただいた意見を各課に戻すことも考えている。例えば自分の課では、「計画通り」

と捉えていても、違う視点で「もう少しスピードを持って実施したらよい」という意見

があれば、評価は下がるということも想定している。 

犬塚会長 

多くの男女共同参画事業の評価に関わってきた経験でいうと、多くの自治体では、各

担当事業課がいろいろな事業を年度ごとに行い、審議会は、資料とともに報告だけ受け

て了承するというやり方だ。一般的に自己評価が甘くなることがあるし、各事業課が担

当課以外の男女共同参画の施策を積極的にやりたがらない傾向もある。審議会は、市民
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の意見を反映しながら行政の内部だけでなく、客観的な評価を得られる貴重な場である。

自己評価が、その内容にあっているかどうか、できるだけ審議会の皆さんに別の視点で

評価してほしい。例えば、目標が 3回であっても実績が 2回であったとする。しかし目

標を下回っても、「重要な内容の取組をした」とか「新しい取組をした」との根拠の中身

が入っていると評価は肯定的に変わる。そういうところを検討してもらうと良い。評価

を数字で表せるものは、数字を挙げていき、数値で表せない場合は、評価の根拠を簡潔

に言葉で押さえる。計画の実行性は、「その年度に評価が終わったら終わり」でなく、翌

年度の施策に組み込んでＰＤＣＡサイクルをすることに意味がある。外からの視点で根

拠が正しいかどうかを見ていくことが必要だと考える。 

鈴木課長 

 これまでの計画では、事業、数値を出して「結果こうでした」という報告をしてきた。

この計画を策定した時点で、評価についても変えていこうと考えた。ただ、計画を策定

したときに、評価の仕方については審議会で諮ることができなかった。今回改めて、新

年度の計画に併せて、30 年度の評価方法を出していきたい。評価の時期は 6月以降にな

る。それまでに皆様方に、どう評価をしてもらうのが良いかご審議していただきたい。 

杉島委員 

 「担当課の目標、目的」を着手する前段階に入れるとより良いのでは。 

犬塚会長 

 事業により「単年度ごとの目標か、積み上げて最終年度に達成するか」によって評価

が違うので、事業内容に即しながら「こういう目標なのでこの年度はここだ」と分かる

ような書き方を考えてほしい。 

平口委員 

 最初から 7か年の計画を想定して作成したのか。 

鈴木課長 

そうである。一般的に基本計画が 10 年、実行性のある行動計画が 5年である。作成時

に「国の計画も 5 年なので 5 年で」というご意見もいただいが、女性活躍推進法が 10

年の時限立法なのでその終わりを意識した。しかし、3 年目で女性活躍推進法も見直し

に入っている。そこで今は基本計画を 7年としているが、国の動きをみながら前倒しの

改定を考えている。 

山下委員 

 評価する際の事業内容の添付資料は、どのくらいのボリュームになるのか。 

鈴木課長 

 事務局の案として、事前に審議会の皆様に数値が入ったシートを送付する。具体的に

皆様から「どんなことをしたか、どんな改善に至ったか」等の意見、質問を出してもら

い、審議会の中でお答えをしていき、それを踏まえて評価していくことを考えている。 

犬塚会長 

このシートは、7 年間の評価が一枚で分かるが、記入する欄が 2 行しかない。だから

判断する根拠が必要になるのは分かる。一般的に評価シートは、2 種類ある。1つは、一

瞥して全体が分かるようにしてあるものだか、その根拠になる資料を別冊でつける必要

がある。2つ目は、「評価の根拠と今後の課題」のスペースを広げて、さらに「根拠」と
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「今後の課題」を 2 つに分けるやり方だ。これならば、別冊をつける必要はない。でも

その場合、最終年度にどう推移したかの別冊をつける必要がある。いずれにしても共通

しているのは、数量的なものであれ言葉で説明してもらい、根拠を示すことは必要だと

いうことである。個人的には、根拠が一目で分かる構成のものがよいと思う。皆さんの

ご意見を伺いたい。 

谷野副会長 

 正しい評価をするためには、実際行ったものが次年度以降も継続的にどういう風に生

かされているのか、積み重ねが分かる情報もあるといいと思う。それを各課や取り組ん

だ事業所や関連部署にフィードバックして共有すれば、長いスパンで実績として残ると

思う。 

杉島委員 

 事務局としては、7 年後、この評価シートの 44 事業のマスが全部埋まっているイメー

ジか。7年後を考えた場合、もう少し絞れないのかと思う。44 全ての事業課が、あるか

といえばないのでは。事業ごとに評価は必要だが、例えば「課」のくくりで年度報告を

してまとめてもらい、ボリュームを減らしてなおかつ、きちんとした評価ができるよう

に考えていただきたい。 

谷野副会長 

 44 事業の優先順位をつけていくことはできるか。 

鈴木課長 

 優先順位としては、資料 5 ページの成果指標である。7 つの施策の方向で 8 つの現状

値の数値が入った項目を最も優先すべきだと考える。 

谷野副会長 

 資料 5ページの現状値の数字は、現状値をもう一度検証したうえで、評価に入ってい

ければいいのでは。 

鈴木課長 

この数値は、計画を策定した時の数字である。数値の入った 1事業に対して詳細なワ

ンペーパーをつけて評価していただくことでよろしいか。 

谷野副会長 

現状値を把握して、数値だけでなく裏に隠れている課題や地域性を見ながら評価した

い。 

犬塚会長 

事業の評価数を減らしたいという方向にきているが、審議会はそれぞれの専門分野を

代表した人が集まっている。たくさんの事業があっても、自分の専門や関心があるもの

は、それほどたくさん無い。絞り込むことは効率的に見えるが、専門分野以外を評価す

ることにもなり、実際に全部を見る人はいない。審議会は、行政以外の立場の人が施策

に対して意見が言え、フィードバックできる貴重な機会である。そういうことから、最

低でも 44 事業の評価をしたい。1 ページについて 2つの事業を載せて評価し、また、109

事業のうち重点施策 44 事業を除いた残りの 65 事業の評価に対しても、審議会としては

意見を言うチャンスがないと捉えず、意見が出たら何らかの形で担当課に伝える手立て

が必要であると考える。 
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吉林委員 

見直しという意見が出たが、社会情勢により適宜見直す、または新しい項目、例えば

ＬＧＢＴ、人権の問題等の含みを持たせることも必要だと思う。 

犬塚会長 

その場合は、「評価の根拠と今後の課題」の「今後の課題」に記入してもらうと良い。

例えば、4 月に「働き方改革関連法」が施行する。具体的に休暇取得が義務化され、長

時間労働の是正対応が迫られている。現場の行政、企業からのワーク・ライフ・バラン

スに対してのアドバイスのニーズが非常に高まっている。このように急に法律が動き出

すと、随時、制度の変更や新しい計画や取組の見直しや必要性を担当課にはたらきかけ

ることができる。 

山下委員 

「109 事業の中から 44 事業を評価してください」との意見が出たが、審議会委員は、

自分の興味ある得意分野を含めて 109 事業全てを評価するのが良いのでは。その 109 事

業の中から、事務局が数を決めて「評価をしてください」とし、評価が無いものに関し

ては、審議会が「肯定をしている、問題がない」と評価している形の方が良いのでは。 

犬塚会長 

そうなると評価の仕方が変わってくる。事務局は、どう考えているか。確認だが、44

事業についてのみ評価をしてもらうということか。残りの 65 事業については、具体的な

評価をする資料は作るのか。 

鈴木課長 

皆様にお諮りした段階では、重点施策の 44 事業と考えていた。しかし、浜松市では、

各課がそれぞれの分野で個別計画を持っている。各課は、施策の事業シートに落とし込

んで管理をしているので、109 の事業がどう動いているのか、数字を出すのは可能であ

る。今回効率を求めるのか、それとも全部の事業に対してご審議をいただくのが望まし

いのか、ご意見を伺いたい。 

犬塚会長 

どちらにしても、自己評価は各課でおこなう。例えばやり方として、審議会の皆様に

必ず目を通してもらうのは、重点課題の 44 事業にする。各課であらかじめシートを作成

してもらい、委員が意見を出す。44 事業以外でも自分の専門、関心のある事業に対して

は、あらかじめ意見をいただいておく。そうすれば、109 事業全てを見なくても、各委

員が聞きたいという事業に関しては、一通り網羅する。いかがか。 

杉島委員 

今までの私の発言は、事業の評価数を減らしたいのが本意ではない。計画の中に「事

業の点検、見直し等を確実に行っていく」とある。7 つの施策に対し、成果指標とモニ

タリング指標と事業フィードバック指標が定義づけられると思うが、その 7つの骨子に

対して掘り下げるアプローチが必要だと思う。それが 109 事業に分類されている中で、

44 事業に対してはコメントをいただきたいという意思を事務局から依頼していただく

という形の方が納まりが良いのではと考える。また、方法としては、単年度の実績につ

いて委員がフォーカスを当てざるを得なくなるので、詳細資料と審議する資料を分ける

のはどうか、というのが提案である。「44 事業に対して審議会で審議していただきたい
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ので、詳細はこちらにある。ただ 7つの施策に対してこういう風に結びついているので、

興味あるところから追っていただければ」という形で審議会委員へ依頼すれば分かり易

い。もう一点、109 事業もこの内容であれば、事業自己評価なので必ず存在するはずで

ある。そこでこのフォーマットに、一行まとめればよいだけである。そういう資料を副

読資料として提示し、審議会にオーダーしていただければ、成果もモニタリングも事業

の進捗状況も一覧できるので、計画に対して毎年アウトプットを見ていくことができる。 

犬塚会長 

杉島委員のご意見を整理し確認すると、あらかじめ 44 事業に絞るのではなく 109 事業

全ての資料を作ってもらう。審議会委員には、7 つの成果指標に係る事業を評価しても

らうということか。 

杉島委員 

少し違う。44 事業ありきで審議してきたが、7 つの基本施策に対して元々は、109 の

事業がある。その事業は、必ず 7つのカテゴリーに対して割り当てられる分類がある。

その 7つに対してその進捗状況を記載するということだ。そして事務局は、必ず審議し

てほしい必須な事業を選択する。それが 44 に限らないということだ。最終成果として、

7つの基本施策に対して総合評価をする。 

犬塚会長 

そうなると重点施策を評価するのではなく「7 つの柱からどれをセレクトしていくの

か」が課題になってくる。重点施策なら根拠が分かっているので合理的な説明になるが、

「7 つ全部の根拠をどう絞り込むか」が問題になってくる。 

別の観点から他の自治体の例をあげる。担当課により、男女の計画に関わっている数

に差がある。数がたくさんありかつ重点施策に関わっている課には、優先的に関わって

回答してもらい、一方 1つしか関わっていない担当課もあるという「担当課ベース」の

やり方もある。 

鈴木由貴委員 

流れに逸れるが一点確認がある。モニタリング指標には、男性相談の件数があるが成

果指標には男性の健康診断の要受診率やがん検診受診率の指標がないので男女の観点か

ら入れても良いのではと思う。 

また先ほどの評価についてだが、109 事業に対して目を通す準備は必要だが、限られ

た時間の中なので、個人の意見としては、44 事業の評価で十分だと考える。 

鈴木課長 

女性特有のガンの受診率が低く、静岡県でも「ピンクリボンキャペーン」を積極的に

行っている。そこで本市でも受診率をあげたいという理由で目に見える成果指標とした。

一方、男性が従来弱音を吐けず、相談件数が伸びないことから、生きづらさから解放さ

れて男性の相談が伸びると良いという期待を込めた。ここでは視点を変えて女性と男性

を分けたという経緯がある。 

犬塚会長 

予定時間をオーバーしたので、そろそろ評価の仕方のまとめに入る。 

109 の事業全部が大事なので、全事業について自己評価の資料を作成していただいた

方がよい。そのうえで杉島委員のご意見もあるが、ここで 7つの施策に分類するのは難
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しい。妥協案になるが、来年度は事務局案の 44 事業の重点的施策について評価していた

だく。そして、委員には 109 事業全ての資料がお手元に届く。また、44 事業以外にも関

心ある事業を「その他聞きたい事業」として事前に出してもらう。来年度は、この形で

スタートして、今後偏りがある場合は修正していくということで提案する。 

山本委員 

賛成である。確認であるが、44 事業については詳しい資料をいただいて、残りの 65

事業は 1行だけの評価でいいと思うが、それでいいのか。 

犬塚会長 

 作る側が「同じことなので全部同じにする、または、今の案にする」かによる。それ

については、会長預かりとさせていただく。各課の動きや事務局との打ち合わせを踏ま

えて最終的にどちらにするか報告する。 

 

3 その他 

谷野副会長 

平成 30 年度男女共同参画推進フォーラム参加の報告 

 

4 閉会 

犬塚会長 

本日の議事を終了する。 

近藤課長補佐 

 以上をもって、第 3回の審議会を閉会する。 


