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平成２７年度第２回伊賀市男女共同参画審議会 議事録 

 

【 開 催 日 】平成２７年８月２９日（金） 午後２時～ 

【開催場所】ハイトピア伊賀４階 多目的大研修室 

 

１ 開 会 

司会     ただいまから、平成２７年度の第２回の男女共同参画審議会を開催します。 

       審議会の議事に入りますまで進行役を努めさせていただきます、人権政策・男女

共同参画課の田中です。よろしくお願いいたします。なお、審議会につきましては、

伊賀市情報公開条例第３５条の規定に基づき、会議の公開を行います。また、審議

会等の会議の公開に関する要綱第６条によりまして議事概要を作成するため、録音

することをご了承願います。ご発言をいただく時には議長からご指名によりマイク

を渡さしていただきます。その上で発言をよろしくお願いいたします。 

       また、本日の審議会は、伊賀市男女共同参画推進条例に基づき運営していますが、

条例第１４条第２項によりまして、全委員１３名のうち、１１名のご出席いただき、

半数を超えておりますので、本日の会議が成立しておりますことをご報告さしてい

ただきます。 

       なお、前回の審議会から委員の変更ございませんが、今回初めてのご出席となる

委員について、紹介させていただきます。伊賀公共職業安定所の和田 理様です。

あと１名の方ですけども、伊賀北部農業協同組合から、縄手 誠様です。 

       それでは、会長の小林様からご挨拶をいただきたいとお願いしたいと思います。 

 

（会長あいさつ） 

 

会長     今日はどうもありがとうございます。和田さんと縄手さんは初めてなんでよろし

くお願いします。三重大学の小林と申します。工学部の所属ではあるんですけども、

全学の男女共同参画推進専門員をさせていただいております。審議会は初めてです

ので、いろいろとここで勉強させていただきたいと思いますのでよろしくお願いし

ます。 

      それから、今年は第３次の計画を立てる年度になりますので、何回かまた集ま

っていただくことになるかと思いますが、よろしくお願いします。以上です。 

 

司会     ありがとうございました。続きまして、人権生活環境部長 大橋から、ご挨拶申

し上げます。 

 

（部長あいさつ） 
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大橋部長   改めまして、皆さんこんにちは。人権生活環境部長の大橋でございます。 

       本年度は、第２次男女共同参画基本計画５ヵ年計画の最終年度でございまして、

第３次計画を策定する重要な年となっております。昨年１１月に、第３次の計画策

定の基礎資料とするための「男女共同参画に関する市民意識調査」を実施しまして、

市民意識の現状、また５年前の調査との比較等調査報告書にまとめたところでござ

います。国では、この４月に「第４次男女共同参画基本計画策定にあたっての基本

的な考え方（素案）」が示されました。その中には新たな取り組みとして「男性中

心型労働慣行等の変革と女性の活躍推進」「男女共同参画の視点に立った防災・復

興体制の確立」といった政策であるとか「女性参画状況の見える化を推進していく」

といった視点も盛り込まれております。いずれも、当市として取組んで行かなけれ

ばならない重要な項目でございます。 

       本日はまず、第３次伊賀市男女共同参画基本計画の策定について市から審議会に

諮問し、これを受けて審議会委員の皆様方には、来年４月からの第３次計画の策定

に向けて２次計画を実施しての成果や課題の検証や、意識調査結果を踏まえ伊賀市

が目指す男女共同参画施策の方向性や今後取り組むべき事業のあり方について、本

年度計画案をご審議いただき、市長に答申をいただくことになります。 

この後、意識調査結果の概要を説明させていただいたのちに新計画についての策

定方針、計画の体系、具体的施策と事業内容、今後のスケジュールについて説明を

させていただきます。 

       来年度から５ヵ年の市の男女共同参画施策のあり方を示す重要な計画となりま

す。皆様方から活発なご意見、慎重審議を賜りますことをお願い申し上げ、市とし

ての冒頭のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

司会     失礼いたします。それでは、市から男女共同参画審議会に対しまして、第３次男

女共同参画基本計画の策定について諮問をさせていただきます。 

 

司会     それでは、伊賀市男女共同参画推進条例第 14 条の規定により、小林会長に会議

の議長をお願いいたします。よろしくお願いします。 

 

会長     はい。それでは、会議に入りたいと思います。事項書にしたがいまして、事項書

の２番、協議事項（１）「第３次伊賀市男女共同参画基本計画について」を議題と

いたします。 

       現在の第２次計画は今年度で終了しますが、来年度から新たに５年間の計画を策

定するわけですのですが、まずは昨年の男女共同参画に関する意識調査の結果から

見える課題について、事務局から説明をお願いいたします。 
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事務局    お手元にあります、白いパンフレットの概要版を見ていただきながら聞いていた

だきたいと思います。昨年１１月に実施させていただきました「男女共同参画に関

する基本調査」についての概要版でございます。 

       昨年 11月に実施しました「男女共同参画に関する意識調査」について概要版を

基に報告します。 

１ページの「男は仕事、女は家事・育児・介護」という考え方に対して」では、

男女ともにどちらかといえばを含め、『そう思わない』と『そう思う』と感じる人

が約５割とほぼ同じ割合になっています。なお、男女ともに若い世代ほどどちらか

といえばを含め『そう思わない』と感じる人の割合が高く、中高年世代ほど『そう

思う』と感じる人の割合が高くなる傾向にあり、中高年世代の方に、性別による役

割分担の意識が残されていると言えます。 

また、５年前の前回調査と比較すると、どちらかといえばを含め『そう思わな

い』と考える人の割合が２２．７ポイント高くなっています。 

 

続いて、「女性の働き方について」では、「子どもができてもずっと職業をも

ち続けるのがよい」という「継続型」の割合が約５割と最も高く、次いで「子ども

ができたら辞め、大きくなったら再び職業をもつ方がよい」という「再就職型」の

割合が高くなっています。 

前回調査と比較すると、「継続型」の割合が１０．９ポイント高く、「再就職

型」の割合が５．９ポイント低くなっています。 

国の調査では「継続型」の割合が４７．５％、「再就職型」が３０．８％とな

っていますが、三重県の調査では「再就職型」が４３．０％、「継続型」が２６．

０％と逆の傾向になっています。伊賀市では国と同様に県よりも「継続型」の意識

が強いと言えます。 

 

２ページの「女性が働き続けていくうえで障害になっていること」では、全体

として「育児休業など制度の条件が整っていないこと」の割合が４割強と最も高く、

次いで「病人、高齢者等の看護・介護を女性が担わなければならないこと」の割合

が高くなっています。 

 

３ページをご覧下さい。「家庭での役割分担について」では、１２項目につい

てそれぞれどのように行っているかで、「主に夫」の割合が一番多いのは、一番上

のグラフにある「生活費の確保」のみです。 

「夫婦で同じくらい」の割合が一番多いのは２つで、下から４番目の「高額の

買い物や資産の管理」と、下から２番目の「子どもの教育方針・進路決定」でした。 

その他の９項目は、すべて「主に妻」の割合が一番多くなっています。 
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また、性別でみると、「夫婦で同じくらい」の割合は、女性よりも男性の方が

高い傾向にあり、男性の家事に参加しているという認識は、女性よりも強く、男女

の認識の違いがでています。 

 

４ページの「男女が共に家事や子育て、教育、介護および地域活動に参加してい

くために必要なこと」では、全体の黄色のグラフのうち上から５番目の「子どもの

病気や急な残業に対応できる保育施設・サービスが整備されること」の割合が最も

高く、次いでその３つ下の「夫婦の間で家事などの分担や協力することを十分に話

し合うこと」となっています。 

男女がともに家事や子育て、教育、介護および地域活動に積極的に参加していく

ためには、仕事と家庭生活の両立が重要です。そのためには、家事分担における男

女の協力体制や育児環境・職場環境の整備などのほか、仕事中心という社会全体の

仕組みや意識の改革が必要だと言えます。 

 

５ページをご覧下さい。「男女の地位の平等について」では、７項目のうち「学

校のなかで」と「法律・制度の上で」を除いた全ての項目で、どちらかといえばを

含め『男性の方が優遇されている』と感じる人の割合は女性の方が高くなっており、

男性優遇感をより強く感じていると言えます。 

 

６ページの「ドメスティック・バイオレンスを受けた経験」では、「暴力を受け

ることがある」の割合は男性よりも女性の方が高くなっています。 

「法律等の認知度」では、男女共同参画に関するいずれの法律等についても、内

容を知っている人の割合は４割強以下であり、特に「男女共同参画推進条例」と「男

女共同参画都市宣言」について「知らない」が５割以上になっています。 

 

７ページをご覧下さい。「男女共同参画を推進していく上で必要なこと」では、

「保育、介護の施設やサービスを充実する」と「男女が共に家庭生活と仕事やその

他の活動が両立できるような支援策を充実する」の声が高くなっており、サービス

や支援策の強化といった具体的な取り組みの強化が求められています。 

なお、この意識調査から見えてきた課題については、資料２の一番右にまとめて

あります。 

 

以上で意識調査の結果からみえる課題についての説明を終わります。 

 

会長     はい、ありがとうございました。続いて、第３次の計画策定方針について。パブ

リックコメントの結果について、事務局からご説明をお願いいたします。 
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事務局    それでは、パブリックコメントの結果について、説明させていただきます。 

 第３次伊賀市男女共同参画基本計画策定方針に関して、広報いが市、ケーブルテ

レビ放送及び市ホームぺージにおいて、4月 15日から 5月 14日までの間、パブリ

ックコメントを募集しました。 

 資料１をご覧ください。 

 策定方針といたしまして、平成 23 年 3 月に策定した「伊賀市男女共同参画基本

計画」を基本としつつ、男女共同参画社会形成をめぐる国・県の動きや、社会経済

状態の変化、またこれまでの施策の評価と検証を踏まえ、また、平成 26年 11月に

実施した「男女共同参画に関する意識調査」結果を計画に反映させ策定します。期

間は平成 28年度から平成 32年度までの５年間の期間を予定しております。 

 この計画は、平成 27年度中に策定するものとし、その時点のスケジュールは、

別紙１の通りですのでご覧ください。 

 計画策定の体制につきましては、別紙２の通りです。計画案について審議会

に対し、市長が諮問し、審議のうえ答申を受けることとなっております。また、市

民の意見や提案を反映させるため、パブリックコメントを実施し、計画策定への市

民参加に努めます。 

 以上の内容で意見を募集をいたしましたが、策定方針に関するパブリックコ

メントの応募はございませんでした。11月に予定している、計画の内容に関するパ

ブリックコメント実施の際には、多くのコメントが寄せられると思われますが、第

３次基本計画をこの手順で策定することに関しては、このとおり認めていただいた

と捉えています。 

 以上でパブリックコメントの結果についての説明を終わります。 

 

会長     はい、ありがとうございました。次は、第３次計画の骨格である「体系図」と、

「掲載事業とその概要及び指標（案）」について事務局さんから基本計画の３つの

基本目標別に説明をお願いいたします。それぞれの基本目標ごとに委員の皆様のご

意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

       では、説明をお願いします。 

事務局    はい、すいません。一旦この体系図とですね、今、議長さんおっしゃっていただ

いたように「体系図」とこのＡ４横の「概要及び指標」のページの３ページぐらい

までですね、説明さしていただいて、一旦ここでご審議を賜りたい。 

       資料２をご覧いただきたいと思います。先ほどもご覧いただきましたが、Ａ３の

横でございます。こちらのほうは、計画の体系について説明をさしていただいてお

ります。 

 資料２の左側は第２次伊賀市男女共同参画基本計画の冊子の 20～21 ページの体
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系図をそのまま写した現行の体系です。5 月 28 日と 8 月 5 日の庁内推進会議でこ

の基本施策と具体的施策の統合・削除・他の施策への移行・施策名変更について検

討し、資料 2の右側 新計画の体系（案）を作成しました。その右には意識調査か

らの課題を示しており、全体を通してわかりにくい表現を、なるべくシンプルでわ

かりやすい表現にしています。 

まず、伊賀市男女共同参画推進条例では、市、市民、事業者がそれぞれの責務を

自覚し、社会のあらゆる分野において、協働して取り組み、男女の人権が尊重され

る男女共同参画社会の実現を目標としています。基本理念は第１次・第２次計画と

同じく「だれもが輝く男女共同参画社会の実現」とし、基本目標も①あらゆる分野

における男女共同参画②男女の人権尊重③ワーク・ライフ・バランスの３本柱を継

承することとします。 

薄い色を付けてある部分が表現を改めた箇所で、黒色の部分は新しく設けた部分

です。 

 

まず、現計画の基本施策４「女性のエンパワーメント」が３「社会活動・地域活

動への男女共同参画の促進」に包括されることから、新体系ではまとめて具体的施

策に位置づけました。また、現計画の基本施策の６・７をまとめて５「学校教育・

生涯学習等における男女共同参画の推進」としました。現計画の具体的施策 18・

21は統合して 17「暴力を許さない社会への教育・意識啓発」としました。 

 新設した具体的施策８は、（平成 26年 5月 30日付け府共第 373号）内閣府男女

共同参画局長通知により防災・復興における男女共同参画の推進について、その重

要性に鑑み、積極的な取組みを推進するよう通知があったことから、「防災におけ

る男女共同参画の促進」を新設しました。また、具体的施策 26 には市民意識調査

から男女共同参画を推進していく上で最も必要だとされた「子育て・介護支援の充

実」を新設しています。 

 これにより、第３次計画の具体的施策の数は 27、基本施策の数は 9になります。 

 

 資料３をご覧ください。新体系図に基づき作成した「掲載事業とその概要及び指

標（案）です。 

 左側から順に、基本目標、基本施策、具体的施策、事業名、事業の概要、指標項

目、平成２６年度末の現況値、5年後の平成３２年度の目標値、そして、担当課を

記してあります。指標については、新計画を遂行していくにあたって、その成果が

明確に表せるもののみ明記してあります。 

 

ページをご覧ください。 

基本施策１「政策方針決定過程への女性の参画拡大」として、人権政策・男女共同
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参画課の「審議会等委員の女性登用の拡大」ですが、平成 26 年度末で、登用率が

31.1％と指標に達していないため、引き続き推進のための指標の目標を平成 32 年

度において 40％に達するように設定しております。  

 人事課では、引き続き管理職への女性登用の拡大を推進し、女性管理職の割合を

毎年 0.5％ずつ上げ、平成 32 年度の指標は 37.7％に設定しています。同時に一般

行政職における女性管理職の割合も同様に 31.2％を設定しています。また、性別

にとらわれず、それぞれの能力や適性に応じた配置を行い、女性職員の職域を拡大

します。 

その他では、企業に向けた方針決定の場への女性の参画拡大として、商工労働課や

人権政策・男女共同参画課、各支所の振興課が企業訪問を実施しさらなる女性登用

を啓発します。この企業訪問は、毎年実施していますが、女性登用やポジティブア

クションについて直接企業へ啓発することができる機会であり、積極的な登用事例

などの情報提供を行うこととします。 

 

基本施策２「雇用における男女共同参画の推進」では、商工労働課がハローワーク

等と連携し法令の周知徹底、労働相談の充実に努めます。 

２ページをご覧ください。農林振興課では、家族経営協定制度などを活用し農林業

における男女共同参画を促進します。指標として、伊賀市農業経営基盤強化促進協

議会委員に占める女性委員の割合を 30％に設定しています。自営業に従事する女

性への支援の指標としては、商工会議所・商工会加入企業のうち女性の経営者の割

合を 12％とし、関係機関を通じて女性は経営のパートナーであることを啓発し、

女性の活躍機会の拡大を目指します。 

また、結婚、出産・育児などで一旦退職した女性のための再就職支援として、商工

労働課や人権政策・男女共同参画課が、職業能力開発や再就職の情報提供や相談体

制の充実を図ります。 

 

基本施策３「社会活動・地域活動への男女共同参画の促進」では、平成 26 年度末

で、住民自治協議会運営委員会の女性の参画率が、15％と目標値に達していないた

め、引き続き平成 32年度において 30％に達するように目標を設定し、地域づくり

推進課と人権政策・男女共同参画課が住民自治協議会等へ、地域の意思決定の場へ

女性が参画することを促進していきます。 

具体的施策８「防災における男女共同参画の促進」では、男女共同参画の視点で、

避難所運営や備蓄品について検討を進めます。 

具体的施策９「女性のエンパワーメント｣では、男女共同参画ネットワーク会議の

充実として、平成 32年度の目標値を男女共同参画ネットワーク会議加入数 60とし

ています。現行の指標は団体数でしたが、近年個人会員も増えていることから団体
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と個人を含めた数で設定しました。また、女性リーダー養成講座の開催として、現

行の 8回連続講座を見直し、単発で各種講座を開催し、女性のエンパワーメントに

関する研修等の延べ受講者数の 32年度目標値を 300人とします。 

女性への起業支援として、商工労働課が関係機関と連携し起業を志す女性に対して

講座等の学習機会の提供を行います。 

女性の能力開発・スキルアップのための支援については、人事課と人権政策・男女

共同参画課が女性が政策や方針決定の場に参画できるよう、能力開発やキャリア形

成に向けた支援を行います。 

 

以上で、基本目標Ⅰの説明を終わります。 

 

 

会長     はい、ありがとうございました。それでは、１ページから３ページの中ほどまで

の基本目標Ⅰに対してご質疑等をお願いしたいと思いますが。 

       なるべく建設的なご意見を、できましたら、何か具体的に、なご意見をお持ちで

したらそれを言っていただけると分かりやすいのと、もし、ご異議等がございまし

たら、代替案等を言っていただけると議論の進みやすいかと思いますので、ひとつ

よろしくお願いします。 

        

委員     この基本政策１具体的施策２「企業や各種団体等お方針決定の場への女性の参画

拡大」について、今日の昼のニュースでも言ってましたが、女性の方が第１子を出

産すると、会社を辞める割合が６０％に上るということです。これをなくすように、

官民一体となって継続していけるようにする対策が国会で今、論議されてるところ

でございます。これは企業における役職の登用ということだと、私は思うんですけ

ども。 

       この企業が実際に、政府が統計を取ったら、約６割がもう第１子で退職してると

いうことですが、伊賀では子どもができると仕事を辞めざるを得ないという状況は

どのぐらいあるのかなと思います。と同時に、再度同じ会社へ勤めにくいっていう

ことで、また職を探さなきゃいけないという事態に陥ってるのかどうか。 

       第１子というか、お子さんできたらもう辞めざるを得ない状況っていうのはどの

程度あるのか、ということと同時に、これが２の項目の中で「女性が登用されてい

ろんな役職に就くパーセントを上げるように、各企業にお願いをする」っていうこ

とになってるんですけども、各企業で「女性の登用率」というか、「男性しか登用

していない」とか、そういうところの把握はできているのか。できるだけ「男性し

か、うちらはもう採れませんよ」ということは、男女共同参画の中でそれはもう「だ

め」ということになっていますが、現状女性の登用がどうなってるのか。いまだに
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正規社員にならずにパートなど非正規雇用の方も多い。できるだけ各企業に、正規

採用をするよう働きかけをしてもらうようなことも必要ではなかろうというふう

に思います。 

 

会長     一般企業の話ですね。 

委員     官民一体。 

委員     ちょっとテレビで見ていたら、お昼の時間に「女性の活躍推進法」というのが参

議院で可決されたと。間もなく法が施行されるであろうということでした。これは

「３００人以上の企業が、その登用率を公表しなければならない、また目標設定も

しなければならないというようなことが規定されているようです。 

       まず、そのあたりを踏まえて内容の精査をされてはどうかと思います。 

 

会長     まず今のご質問に対して、何かデータ等お持ちでしょうか。 

 

事務局    伊賀市としてのデータは持っていません。 

 

会長     はい。 

 

事務局    人権関係全般の企業連のようなものができると聞いておりますが、市としては調

査はしておりません。ですので、どれぐらいの方が就業されてて、どれぐらいの方

継続して就労されているかは、データとしてはない状態です。 

 

委員     女性が第１子のお子さんは生まれた時には退職してるっていうのがどの程度あ

るのか。特に官庁関係なんかはもう、たぶんそうはないと思うんですけどね。制度

がしっかりできてますから。ただ、民間のほうではそういうふうに辞めざるを得な

い状況にどの程度なってるかというのが把握されてるのかっていうことです。 

 

会長     こちらはまだ「そう思う」というだけで。実態を把握してるわけではなくって、

考え方の調査だけ、ということですね。 

 

事務局    「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性の活躍推進法）」です

ね。それが可決されたら、一定規模以上の会社については公表しなければいけませ

んし、後は努力義務になると思うんですけど。その情報でも分かると思いますが可

能な限り情報収集に努めたいと思います。 

 

委員     さきほどの委員の意見に賛成の立場でございますも。それから新しい法律もでき
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ることですし、新聞では共働きをしている府県のほうが、出生率が高いというよう

なニュースも見ておりますので。ぜひ、実現するように強くお願いをしたいと思い

ます。 

 

会長     可決されたら情報収集をされるということでよろしいわけですね。 

 

委員     前回の時もちょっとお聞かせいただいたかと思うんですけれど、事業番号１番の

「審議会等委員の女性登用の拡大」に関する目標値なんですけれども、この４０％

っていうのは達成するには難しい数値ではないかなあと前回も感じておりまして、 

      平成２１年度は２９．８％だったのが、現在まだ３１．１％にとどまっているとい

うあたり、担当部署によってその男女共同参画への意識の温度差っていうものもか

なりあるのかなあというふうに思いました。もし、４０％実現難しいようであれば、

この数値目標を下げるというのはいかがでしょうか。 

 

事務局    ４０％というのは、一応附属機関の委員の選任に関する要綱がありまして、一応、

４０％をクリアするというのが一つ謳われるんです。もちろん、４０％どころかも

う５０％以上女性委員のところもあります。逆にそれこそ１桁という残念な審議会

もありまして、合計するとこんな数字になってしまいます。ただ、全然無理という

ことでもないかなあと感じています。 

        

会長     これ、高い目標掲げていかれるということなので、１年ごとに見直されることで

すし、ちょっとそこで検討していただければそこでよろしいかとは思うんですけれ

ど。 

 

委員     具体的施策 1 の事業番号２「管理職の登用」ですけれども目標値が３７．７％、

一般行政職は３１．２％と。これの設定基準っていうのか、もともとの職員さんの

男女比率に対してどれぐらいのパーセントで考えているかっていうのが１つと。あ

と、ちょっととびまして１０ページ。次のページの大きな２番の６。事業番号でゆ

くと１１番、１２番ですけれども、私どもに関わる「職業能力開発」それから「再

就職支援」で、まずこの１１番の「職業能力開発」で技術の情報収集・提供を行っ

て、情報提供と相談体制の充実、ここでいう情報提供というのは、何をさしている

の、それともう１つその後の１２番の２行目の教育訓練に関する情報提供という、

教育訓練ってのは何を意図しているのか、ちょっとお聞きしたい。 

 

会長     すいません。まず１つ目、事業番号２番についてお願いします。 
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人事課    まず、ご質問の１点目。男女の比率ですが、正確な数値を持ち合わせておりませ

んけども。伊賀市の場合、女性の職員の数は多いほうで、４０数％女性です。それ

で４：６（しぶろく）ぐらいの割合です。その中でこのぐらいの割合を管理職に登

用していきたいと。 

       ただ、年齢構成にもよりまして、ちょっとまだ伊賀市の場合、年功序列的なとこ

ろが残っておりまして、なかなかその「若くして管理職に就く」ということができ

ていない状況ですけども、それを解消していきながら、しかも女性に活躍していた

だける場を広げていくということで可能な数値を上げさせていただきました。 

       ちなみに、平成３２年の目標の３５．２％から３７．７％に増やすっていうこと

は、４人管理職を増やそうということで、一般行政職員については５人増やそうと

いうふうな目標になっております。 

 

会長     よろしいでしょうか。 

 

委員     はい。 

 

会長     次に、事業番号１１、１２のご質問はどうでしょうか。 

     具体的にどのような方法で情報提供するかということですが。 

 

事務局    商工労働課のほうではですね、労働局やハローワークから提供される情報を広報

やホームページに載せて周知するということです。また労働相談窓口や労働相談会

などの情報をホームページや広報で提供します、ということです。 

 

委員    私、ちょっと思ったのは、１１番のほうはこの１行目。情報収集を行い、職業訓練

科目等の情報提供と相談体制の充実、ということであれば、職業訓練を指してると

思うんで、入れたほうがよいのではと思ったんです。 

      それと、１２のほうはこの「教育訓練に関する情報」というのは、何を想定してる

のか。いろんなこう、資格を取るための通信教育でということなのか。私もその、

費用についてのその「教育訓練給付制度」ということがあるので、そういうことを

言ってるのかどうかってのを確認したいんです。 

 

事務局    「教育訓練」っていうのは、社協でやっておりますパソコンを一定できるように

なっていただいて、就労に結び付けていただくというものです。ほとんどその上段

のほうは、県とか関係機関のほうからのチラシ等に書いてあるものを想定していま

す。 

       商工労働の関係の相談会を県でもやっていると思います。またフレンテみえさん
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からも情報が来ますので、周知するようなことを考えています。 

 

委員     事業名が「職業能力開発」となっているので、職業訓練的なものかなと。 

 

事務局    フレンテを通じていろんなチラシが入ってきます。その中に、再就職セミナーで

あるとか、そういった再就職に向けてパソコン等の講座等の情報が入ってきますの

で、そういったものを情報提供するというのをイメージして書いております。 

 

会長     公共職業安定所としては伊賀市と連携して、取組みとかそういうのはされてるん

でしょうか。 

 

委員     伊賀市との連携会議のようなものは出席をさせてもらってますが、細部までのそ

ういう情報交換はしていないですね。 

 

会長     例えばこう、今後連携を強めるようなご予定とかあるんでしょうか。 

 

委員     もし、そういうあれであれば、ここでいうその職業訓練制度についてのその情報

交換をして、その事項について提供していければなと思ってますけれど。私どもと

まだ連携してね、総合的に情報提供していければと思います。 

 

会長     関係が深いことですから、お互いに独立せず、連携されるともっと効果が上がる

んではないかと思います。 

 

委員     私たちの職場の中で、職業訓練というかスキルアップの通信講座の案内を職員に

向けてですね、３０ぐらいの講座をまとめたようなこんな冊子を、全職員に配布し

ています。ここの今いう「職業能力開発」とか、今、２１番にあります「能力のス

キルアップ」とかね、そういったこの、女性の例えば管理職向けの講座など、こう

いったものを含めたような冊子というかパンフレットを含めてというものは作成

されてますか。もしなかったら、非常にこう一覧ですね、見やすいなと思うんです

けど。 

 

事務局    今おっしゃってたのは、おそらくその従業員の方のスキルアップの話で、こちら

のほうは、一旦退職された方が、もう一度就職するにあたり必要なスキルを身につ

けていただく、という事業です。商工労働課の担当が今おりませんが、おっしゃる

とおり一覧表があると見やすいと思いますので、検討したいと思います。 
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会長     ちょっとよく分からなかったのですけども。だから、伊賀市としては「個人を相

手にしてる」ということで、農協さんの中で職員に対して情報を提供しているとい

うことですか。 

 

委員     ＪＡは企業体ですので、従業員全員にそういったスキルアップの講座パンフット

を配布し、その従業員へ自分の興味のある部分を、能力ある部分を選択して個人の

負担で受講するんですが、後で給付金が返ってきますので、それでスキルアップを

図っています。例えば「新しい、再就職をしたい」と思う時にこういうスキルアッ

プをしていったら、やっぱり採用が有利になるという状況もあると思うんです。そ

ういう時に、本人さんが望まれるような通信教育を集めたようなものがあればいい

と思います。 

 

会長     その講座を開く会社というのは、通信教育をしてるところというのは、どこが行

っているんですか。 

 

委員     いろいろあると思いますけども。例えば、日本能力開発…とかね、一般の企業さ

んがされていると思います。その通信教育は雇用保険に入られてる場合は補助が出

ると思いますが、雇用保険に入ってない場合は、給付金が出ないかもしれないので、

そのあたりは職業安定所さんからお願いします。 

 

委員     後でその費用が戻ってくるというのは、その「教育訓練給付金」っていう私ども

が取り扱ってる制度なんですけども、それはあくまで、委員がおっしゃられた「雇

用保険の被保険者の方が、通信教育受けてレベルアップした時の費用を補填します

よ」っていうもので、伊賀市さんのほうは「離職者に対する訓練」なんで、その費

用は全額実費っていう形になると思うんですけれども。 

 

会長     伊賀市としては、個人を対象ということでよろしいですかね。個人を対象という

ことは、ハローワークさんとかは連携はあるということでこれから考えてください。 

 

委員     「欲しい」というニーズに合った訓練をいかに早く、再就職させるかは、いかに

個人的努力でやってもらえるか。 

 

会長     すいません、ちょっと。 

 

委員     やはり、各企業が「欲しい人材」を早くリサーチして、ハローワークなり市が、

そのためのやはり予備知識を再就職される方に提供する。いち早く提供するってい



14 

 

うのは、絶えずレーダーを高くしていただいて、無職の方をなくしていくようにし

ていっていただきたいと思ってます。 

       私が言わせていただいたのもそうなんです。女性の「役職が、率がどうのこうの」

って言ってますけど、先に女性をどんどん登用してもらうようにしていただきたい

というのが私の願いで言わせてもらいました。 

 

会長     ちょっと私も質問なんですけれど。事業番号１３番の事業の概要のところですが、

最後のところに「…女性の参画率についての調査を行います」と書いてあったんで

すけども。 

       これっていうのは、例えばその右にあるように今、現状１５％で目標３０％と、

その指標で見るとあまり上がらないんだけども、本当はちゃんと女性が参画してく

っていう「裏の事情」を調査するというような意味なんでしょうか。 

 

事務局    この率参画率ですけども、１５％と３０％でちょっと厳しそうなんですけども、

この前の年は１０％程度でしたので、まだ「上がったかな」という感じでございま

す。そして後、自治協の中にはその意思決定機関の「運営委員会」と、その下にた

くさんの「実行委員」の「実行委員会」といって、教育であったり生活いろんな部

会がありまして、そちらのほうにはたくさん委員が入っていただいています。 

       ただ、その意思決定機関のほうになかなか入っていただいてないというのがこの

数字が低い原因でございまして、ここは「入れない」のか「入ろうとしない」のか

ちょっと微妙なんですけども、そちらのほうも啓発していきたいと考えています。

登用率は、その「決定機関への参加の率」でございます。 

 

会長     前回もありましたけど「下に隠れてるところをちょっと調べる」というようなそ

ういうニュアンスでしょうか。ありがとうございます。 

 

委員     私、実は、自治協の運営委員をやっております。なかなか女性が入らない状況で

腹が立ちまして。ここの場で前回いろいろお教えいただいて、非常にありがたくお

聞きしました。 

       それでうちの自治協には教育・文化部会というのがありまして、人権問題なんか

も熱心にやっておられます。それで「女性の人権についてもお話をするチャンスを

欲しい」ということで、この冊子、去年ユニバーサルデザイン同夢さんが市の補助

金事業としておやりになった事業らしいんですけど、これを運営委員会、各区長さ

ん含まれてますけど、配らせていただきました。その事前の段階として、こういう

ものとか、「ＹＯＵ」っていう地域情報誌があるんですけども、説明を書いた記事

がありましたので、それを教育・文化部会の運営部会でこの冊子を紹介をさしてい
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ただきました。 

       できれば今度、人権の会合を部長さんが「やりたい」とおっしゃっているので、

できるだけこういう市でのデータをお示しして、啓発を図っていただけるよう、「人

権の今度やられる会合は、できればリーダーさんを集めたい」とおっしゃってまし

たので、いいチャンスかなと思って。まだ始めていないので、事務局のほうにご相

談をして取組んでみたいなあと思っております。 

 

委員     まずは、これを「自治協のリーダーの皆さんに、その運営委員リーダーの皆さん

に見ていただく」そこから始めたいなあと思っております。配っただけではなくて。 

 

会長     ただ、なかなか「見て」と言われても、なかなか見てもらえないのが多いんで。

「ここはこうだから、こうしてください」とか言わないと、なかなか難しいと思い

ますが。 

 

委員     関連して、この１３番の事業ですけども。やはり、これが一番なかなか達成が難

しいっていうふうには私自身も感じていますし、その地域によってもすごく地域差

っていうのがあって。なかなか旧村部なんかに行くと「自治協の仕事はだいたい男

性が」っていう意識がすごく強いっていうふうに感じています。 

       そして、今後新設されるこの「災害における男女共同参画の推進、促進」ってい

うあたりもこの自治協への参画っていうのがものすごく大きく関連してくるなあ

というふうに聞かしていただいておりました。そのために、女性の参画が増えるよ

うに研修会や講座など、情報提供を計画していただいているようなんですけれど、

具体的な案はお持ちでしょうか。お尋ねします。 

 

事務局    私どもは人権全般について啓発を行っていますが、男女共同参画とか女性差別の

撤廃の関係も各地域で行われている懇談会等で取り上げています。実は、市内の中

でも１つ２つは３０％を超えてるところもありまして、また１６歳から６５歳未満

までの層の人口が減少しており、お一人お一人ができる能力を発揮して助け合うと

いう、地域福祉の話になってしまいますが、そういうところで「女性の視点」とい

うのはものすごく必要だということで取り組まれているところもあります。防災で

も一緒で「防災で女性の視点がなかったら、こんなことが起こりました」という事

例を紹介したら女性自身は参画しようと思ってくれるだろうし、男性も女性の視点

入れようと思ってくれるだろうと。そういったことを啓発していきたいと思います。 

 

会長     防災のなんですが、それは住民自治協議会が結構関係してることなんでしょうか。

その災害が起きた時地域の意見の集約とかいうのが、自治協議会というのが結構重
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くて、その中でそこにおける女性の比率を増やして「防災における対策を立てよう」

という、そんなような意味合いがあるんでしょうか。 

 

事務局    担当課にうかがっているのは、防災における避難所運営等について各地域でそう

いう勉強会を想定していってほしい」というように言ってましたので、まだ、自治

協ぐらいのエリアで研修会というか、計画というかをみんなで考えていけたら、私

どももそこで男女共同参画の視点を広く啓発していけたらと考えています。 

 

委員     この住民自治協議会のこともそうなんですけど、私は男女共同参画ネットワーク

会議の会長を今年度させていただくんですが、そのようになってきたっていうのは、

やっぱり先ほどもおっしゃいました「クローバー・カレッジ」というのがありまし

て、それが今回５年目でだいたい１００名ほどの受講者がありました。私は初回の

時に受けさせてもらって、そのおかげでここに来てるということなんです。自分で

もかなり意識が変わりまして「こういうところに参画していこう」という意欲が出

てまいりました。 

       ただ、残念なのは、その「クローバー・カレッジに男性が少ない」ということな

んですね。女性は、女性はたくさん受教、受講しているんですけど、その男女共同

参画という名が出ると、どうしても女性は「頑張ろう」と思うんですが、男性が少

ない。 

 

会長     「クローバー・カレッジ」は女性対象ですよね。 

 

委員     ごめんなさい。でもその時に感じたんです。「男性もこれは一緒に受けて欲しい」

と。「女性だけが意識改革してもどうなるものでもないし、これは一緒に意識を改

革していかないと。要は、こういう住民自治とかそういうところでも、女性ばっか

り意識改革して入っていっても男性の考えが変わらないんで、まったく現状が変わ

らないんじゃないかな」ということを女性は感じているんですね。 

       まずは、そこに示されたそのリーフレットですけど。これもどういうわけか、女

性はエプロンしてるんですよね。「なんでエプロンかな」と。もう、既にこの状態

でもう、差別ではないですけど「ちょっと違いませんか。女性はもう、エプロンし

て家事をするのが女性なんですよね」っていうところがもうありありと見えてきて

ますよね。なんで「まだまだ意識は低いんかなあ」ということも感じている人は多々

おります。 

       そういうところからやっぱり、根本的なところはなかなか改善はされていかない

ですけど、「クローバー・カレッジ」のようなものを女性だけではなくって、男女

が同じように受けて同じように意識改革していく必要があるんではないかという
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のを感じました。 

 

会長     今の「クローバー・カレッジ」のところは、事業番号でいうと１９番の話ですね。

ずっと対象は女性だったんですけど、これどうでしょうか。 

 

事務局    この５年間、女性に限らしていただきまして「連続講座」という形で１００名目

指して取組んでいきまして受講いただきました。その「受講者の声」というのも、

私どものほう毎年調査をさせていただきながら「今後の５年間、じゃあ、どんなふ

うに続けていこうか」と考えた時に、やはりおっしゃったように「男性にも聞いて

いただかないと、意識を持っていただかないと変わらない」という意見が多々ござ

いました。来年度以降の新計画につきましては、女性もこのままエンパワーメント

を続けますが「男性のほうにも焦点を当てた何かをしていかないといけないな」と

いうことで、事業番号１９番のところの指標の値の書き方も変わっており、内容が

違っておりますのでもうちょっと詳しく説明をさせてもらいますと、２６年度まで

は「女性に限っての８回の連続講座」ということで女性のエンパワーメントをメイ

ンにやってきました。３２年の目標値に入っております数字は、女性のエンパワー

メントの講座を今度は８回連続ではなくて、単発の講座をしていきまして５年間で

３００人を養成しようということです。数値が並んでおりますが、内容は変わって

おります。この３００人を目標にします女性とともに、指標には出てきてないんで

すが「男性用の講座」というものに力を注いでいきたいと思っております。来年度

以降５年間、また毎年毎年の計画は実施計画として審議会で審議いただきますが、

よいアイディアありましたら、こちらのほうにも寄せていただきたいと思っており

ます。 

 

会長     ちょっとすいません、逃しちゃったんですけど。「クローバー・カレッジの中に

男性を入れる」のか、それとも「別のもの」を･･･ 

 

事務局    「クローバー・カレッジ」は５年間で、これで一旦終了という形を取ります。 

 

会長    なるほど。この３００人の話は･･･。 

 

事務局    「クローバー・カレッジ」以外にですね、はい。違う形で単発の講座を考えてい

きたいと思っております。めざすところは「クローバー・カレッジ」と目標にして

きたものと同じ、女性のエンパワーメントをつけるというような内容の講座を単発

でやっていきたいと考えております。 
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会長     先ほどの、男性の意識も重要ということに関しては。 

 

事務局    「男性用の講座」っていうのもまた別に考えていきたいと思っております。もち

ろん、両方聞いていただく講座の設定というのもその単発講座の中へ入れていきた

いと思っております。 

 

会長     単発の中のいくつかは男女で。あるいは「女性のみ」とかそういうのもあってい

いんじゃないかとも思うんですが、どうですか。 

 

委員     まずはやっぱりそういう場で男女で意見を交換したいんですよね。「女性はこう

思っていますけど。その時、男性はどうですか」って。単発だとそういう共有し合

ったりとか、考えをその同じいうたら課題に対しての問題を解決するために歩み寄

るっていうことがなかなかできないと思うんですよ。 

       また、できましたら、男女が一緒に受けられるような講座を増やしていただくと

いいかなあと感じます。 

 

事務局    開催は単発で１回ずつの講座とする予定ですが、「男女入っていただけるような

講座の内容」っていうのは考えていきたいと思います。 

 

会長     活発なご意見ありがとうございます。ちょっと時間もおしてきましたので。もう、

これで今、事業番号１９あたりまで行きましたので、ここで基本目標Ⅰ番のほうは

ここで終わりにしまして次に行きたいと思いますが、よろしいか。 

 

       じゃあ、次はですね、基本目標Ⅱの説明をお願いします。３ページから７ページ

ですね。はい、お願いします。 

 

事務局   次に、基本目標Ⅱの 男女の人権尊重 について、説明させていただきます。   

３ページの基本施策４「男女共同参画を実現するための意識づくり」ですが、

男女共同参画に立った慣行等の見直しについては、人権政策・男女共同参画課及び

支所振興課が、人権問題地区別懇談会を通して啓発します。指標は引き続き「男は

仕事」「女は家事・育児･介護」と思わない市民意識の割合とし、平成 32年の目標

値を 55％超とします。  

男女共同参画の視点での情報発信・活用力の育成について、引き続き、男女共

同参画情報紙「きらきら」を発行します。生涯学習課では、青少年を有害環境から

守る取り組みを、広聴情報課では、男女平等・男女共同参画の視点に立って、市広

報紙の記事内容を点検します。 



19 

 

また、人権相談の充実につきましては、人権政策・男女共同参画課と福祉相談

調整課が連携し対応をしていきます。 

 

次に、４ページから５ページの基本施策５「学校教育・生涯学習等における男

女共同参画の推進」では、子どものころからの男女平等保育・教育の推進として、

すべての学校で男女共修で行う事業や実践交流を行います。また、保育園において

は男女平等保育の研究を推進し、保育士間における指導方法等の共有化を図ります。 

学校生活を通した男女共同参画の浸透として、引き続きすべての学校において

男女共同参画をテーマにした教育の実践を行います。職場体験・ボランティアなど

の体験活動の充実として、すべての学校において、性別にこだわることなく、将来

どのような仕事に就きたいのかを大事にしたキャリア教育を推進します。新たな指

標として、「職場体験を通して自分の生き方や進路を深く見つめなおすことができ

た生徒の割合」を設け、平成 32年度の目標値 90％を目指します。   

男女共同参画社会の実現に向けた生涯学習の推進として、人権政策・男女共同

参画課や各支所振興課で、男女共同参画をテーマとした講座やワークショップを行

い、市民の学習の機会を提供します。 

 

次に、５ページから６ページ 基本施策６「あらゆる暴力の根絶」では、人権

政策・男女共同参画課、こども家庭課、福祉相談調整課や学校教育課が、暴力を許

さない社会への教育・意識啓発を行い、DV や性犯罪等に関する法的知識の浸透や

学習機会を提供します。 

また、ＤＶ被害者に対する相談の充実と支援を人権政策・男女共同参画課、福

祉相談調整課、住民課が連携して実施し、前回の審議会でご指摘いただきましたマ

タニティーハラスメントを含め、セクシャルハラスメントの防止への取組について

は、学校教育課、人事課及び人権政策・男女共同参画課で進めていきます。 

 

次に、６ページから７ページの 基本的施策７「生涯を通じた健康づくり」で

は、出産や性に関する健康と人権の尊重については、健康推進課や学校教育課が啓

発や学習を推し進めていきます 

また、男女の性差に応じた医療相談を充実するため、健康推進課、市民病院が、

専門外来の情報提供を行います。  

それぞれのライフステージを健やかにすごすための健康診断、健康相談を充実

させます。指標は引き続き女性特有のがん検診受診率とし、平成 32 年度には子宮

がん、乳がん共に 28％の受診を目指します。  

以上で、基本目標Ⅱの説明を終わります。 
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会長     はい、ありがとうございました。では、ご質問等ございましたら。前回、マタニ

ティハラスメントの件でいろいろご意見いただきましたけど、それは盛り込まれて

るということです。 

 

委員     「男女の人権尊重」という基本目標の中で、事業番号どこに入るか分からないん

ですけども、最近、もう既に保育園あるいは小学校・中学校、このあたりに多様な

生き方、性同一性云々とかそういうふうな観点は、今回は入れられておりますでし

ょうか。 

       例えば、「子どもの中で外観は女の子やけれども、ズボンばっかりはいてる」と

かちょこちょこと現場ではそういうこと目の当たりにしているようでございます。

「多様な生き方」という観点で、大人の中にも今、世田谷区とかいろんなところで

話題に上っておりますけれども、「男女の人権尊重」っていいましょうか、「人と

して」というふうな観点で見た時に向こう５年間の方針であるならば、そういう視

点が盛り込まれたのかどうかということをお聞きしたいです。 

 

事務局    はい。今、男女共同参画の計画を審議していただいてますが、おっしゃってくれ

た「性的マイノリティ」と呼ばれてる人たちですけど、ある調査によりますと７％

～８％いらっしゃるということございますので、いわゆる学校現場でもそういった

配慮が必要ですし、企業等でも必要だと思います。 

       もう１つ、来年作る「人権施策総合計画」があるんですけども、その中にはもち

ろん取り上げて内容を書かしていただくんですけれど。この男女の計画はいろんな

女性差別のことであったり労働参画であったりということを書く計画にしたいと

思いますので、人権のほうで取り上げたいと思います。 

 

委員     先日ですね、「たけしの家庭の医学」というテレビ番組の編集してるディレクタ

ーの方とお会いしました。そのＡＤの方が伊賀の出身の方で、そのテレビ番組の中

で「忍にん体操」が健康にすごくいいということで、取材に来られたということで

した。 

       例えば、この「こころと健康の支援」とか、あるいは「ライフステージに応じた

健康診断とか健康相談」。せっかく有名になりつつある「忍にん体操」、そういっ

たものをもう少しこう、ＰＲしていくようなことは考えないのかなと思ったのです

が。 

健康推進課  今、言われましたように「忍にん体操」が今度、９月１５日の「たけしの本当は

怖い家庭の医学」という番組に取り上げられまして、先週４日間ほどかかけて伊賀

市のほうへ収録に来ていただきました。 
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       その中で、忍者の動きを採り入れた体操で、健康のづくりのための健康体操とい

うことで上野市時代に開発されたものを今、伊賀市に引き続いてさせていただいて

いるものです。 

       ケーブルテレビでも取り上げていただいて、去年は保育所全部回らせていただい

たり、今年につきましては、「忍にん体操」をしていただく団体、いろんな仲間の

方を募って出ていただいたりというような形でＰＲもさせていただいてます。全国

的にも結構いろんなところで取り上げていただいてる経緯もあるので、やはり私た

ちもそれを推進していくということが１つのツールとしてさせていただいてる部

分がございます。 

 

会長     はい。ここと違うところで推進されてるというようなところですよね。 

 

健康推進課  もちろんそうでございますし、「健康２１計画」という計画を伊賀市で持ってお

りますので、その中では「忍にん体操」について記述があり、「普及会」っていう

会があって、そちらのほうで普及もしていただいております。 

 

会長     こことは違うところで推進されてるということです。前回も質問したかもしれま

せんが、セクシャルハラスメントとかマタニティハラスメント等を防止するための

相談窓口が存在する、「伊賀市さんの中に存在する」ということでよろしいですよ

ね。その中で、例えばその中でセクシャルハラスメントがどれくらい何件、とかマ

タニティハラスメントの相談が何件というのは、実際どれぐらいあったんでしょう

か。 

 

人事課    今、ハラスメントの防止の要綱を策定中でございまして、その体制づくりをして

いる段階でございます。きちんとした相談体制、「伊賀市の職員の窓口」というも

のは、確立しているものはございません。 

 

会長     今、計画の「相談窓口の周知、対応担当者」等々は、この次の５ヶ年の中でこう

確立されるという予定ですね。 

 

人事課    そうです。 

 

会長     今は、「特にない」ということでよろしいんですか。 

 

人事課    役所に関しては。 
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会長     なかったということ。 

 

人事課    はい。今、策定に向けて準備中で、２７年度中に体制を作り上げる予定でござい

ます。 

 

会長     新しくできるという。 

 

人事課    はい。 

 

会長     まだ考え中ということなので、「相談があった時にはどうしたらいいか」、「具

体的にどう対応するか」っていうことは、あまり煮詰まってはいないというような

そんな感じですか。 

       具体的に相談があったら、「それに対してどうしようか」というところは･･･。 

 

事務局    今は、セクハラとマタニティハラスメントについてですね。 

 

会長     はい、そうです。 

 

事務局    ＤＶ等については相談窓口は設置されていますが、セクシュアルハラスメントや

マタニティハラスメントに関しては、市については今説明していただいとおりです

が、会社等に向けては啓発いかなければならないと思いますので、企業を訪問させ

ていただく時に言わせていただけたらなあと思っています 

 

会長     相談窓口は市にあるわけではなくて、別なところにあるということですか。どう

いうことでしょうか。 

そこは市ではなくって、労働基準監督署のほうに行ってください、ということを周

知するということ･･･ 

 

事務局    「元々起こらないような取組み」をお願いするのとともに、です。 

 

会長     市としては、起こらないような取組みっていうことを啓発し、起きた場合には適

切な窓口を、場所を周知するということですね。 

 

事務局    とりあえず、適切なご案内をするということはありますし。 

 

会長     市の中の人権課で例えば相談受けて、労働基準監督に行ってください、というよ
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うなこともありえるわけだし、そこのいろいろなケースが考えられるということで

よろしいですか。 

 

委員     今後、その各職場に相談窓口を置くことは、義務付けられているのではなかった

かな。職場で。例えばＪＡでしたら、総務部の部長が対応するという内規がありま

す。 

 

会長     働いている人すべてが相談できる窓口はあるんですかね。大きな事業所はあると

おもいますが、小さな事業所はどうなんでしょうか。 

 

事務局   事務局で整理させていただくとＪＡさんのように企業のなかでそのような事案が

起こったときの対応が決められている、というように相談体制が確立しているとこ

ろもあります。 

      私ども相談受けてるのは社内に相談できる場所がない方で、そういった方について

はお話を聞いて適切な窓口を紹介するとか、人権侵害ということであれば聞き取り

に行ったりします。社内で本当は、そういった窓口があるのが望ましいと思います。 

 

会長     だから、そういう恩恵に与れないような方には、市とかそういうところで窓口あ

るとありがたいなというようなことですね。 

        

委員     企業ではセクハラ窓口を設置しないといけない、行政はわかりませんが。県から

指導があってのことで、確か企業の規模は関係なかったと思います。弊社では社内

にセクハラの相談窓口と担当者の名前を書いたポスターの掲示なども行っていま

す。問題が大きくなれば労働基準監督署への相談も考えますが、社内で解決できる

よう体制を整えています。 

 

会長     特に市役所さんはとにかく全部を網羅しなくちゃいけないので、そういうんで

「あったら助かる」という方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですし、「作

っていただける」ということなので、ぜひともお願いしたいということでよろしい

かと思うんですが。 

Ⅱ番の【男女の人権尊重】に関しては、よろしいでしょうか。 

       はい。ありがとうございました。基本目標Ⅲについて、説明をお願いします。 

 

事務局   次に、基本目標Ⅱの 男女の人権尊重 について、説明させていただきます。   

３ページの基本施策４「男女共同参画を実現するための意識づくり」ですが、

男女共同参画に立った慣行等の見直しについては、人権政策・男女共同参画課及び
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支所振興課が、人権問題地区別懇談会を通して啓発します。指標は引き続き「男は

仕事」「女は家事・育児･介護」と思わない市民意識の割合とし、平成 32年の目標

値を 55％超とします。  

男女共同参画の視点での情報発信・活用力の育成について、引き続き、男女共

同参画情報紙「きらきら」を発行します。生涯学習課では、青少年を有害環境から

守る取り組みを、広聴情報課では、男女平等・男女共同参画の視点に立って、市広

報紙の記事内容を点検します。 

また、人権相談の充実につきましては、人権政策・男女共同参画課と福祉相談

調整課が連携し対応をしていきます。 

 

次に、４ページから５ページの基本施策５「学校教育・生涯学習等における男

女共同参画の推進」では、子どものころからの男女平等保育・教育の推進として、

すべての学校で男女共修で行う事業や実践交流を行います。また、保育園において

は男女平等保育の研究を推進し、保育士間における指導方法等の共有化を図ります。 

学校生活を通した男女共同参画の浸透として、引き続きすべての学校において

男女共同参画をテーマにした教育の実践を行います。職場体験・ボランティアなど

の体験活動の充実として、すべての学校において、性別にこだわることなく、将来

どのような仕事に就きたいのかを大事にしたキャリア教育を推進します。新たな指

標として、「職場体験を通して自分の生き方や進路を深く見つめなおすことができ

た生徒の割合」を設け、平成 32年度の目標値 90％を目指します。   

男女共同参画社会の実現に向けた生涯学習の推進として、人権政策・男女共同

参画課や各支所振興課で、男女共同参画をテーマとした講座やワークショップを行

い、市民の学習の機会を提供します。 

 

次に、５ページから６ページ 基本施策６「あらゆる暴力の根絶」では、人権

政策・男女共同参画課、こども家庭課、福祉相談調整課や学校教育課が、暴力を許

さない社会への教育・意識啓発を行い、DV や性犯罪等に関する法的知識の浸透や

学習機会を提供します。 

また、ＤＶ被害者に対する相談の充実と支援を人権政策・男女共同参画課、福

祉相談調整課、住民課が連携して実施し、前回の審議会でご指摘いただきましたマ

タニティーハラスメントを含め、セクシャルハラスメントの防止への取組について

は、学校教育課、人事課及び人権政策・男女共同参画課で進めていきます。 

 

次に、６ページから７ページの 基本的施策７「生涯を通じた健康づくり」で

は、出産や性に関する健康と人権の尊重については、健康推進課や学校教育課が啓

発や学習を推し進めていきます 
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また、男女の性差に応じた医療相談を充実するため、健康推進課、市民病院が、

専門外来の情報提供を行います。  

それぞれのライフステージを健やかにすごすための健康診断、健康相談を充実

させます。指標は引き続き女性特有のがん検診受診率とし、平成 32 年度には子宮

がん、乳がん共に 28％の受診を目指します。  

以上で、基本目標Ⅱの説明を終わります。 

 

 

会長     ありがとうございました。それじゃあ、ご質疑よろしくお願いします。 

 

委員     事業番号５７番についてお伺いしたいと思います。先日、私の住んでいる地域で

行われました「市長と語る会」に初めて出席いたしました。 

       その中でも「放課後児童クラブ」が私の地域にはありませんので、ぜひ作ってほ

しいというふうな意見を述べている若い女性の方がおりまして、４その中で市長さ

んのご回答、すごく前向きなご回答をいただいて「ありがたいことだなあ」という

ふうに思っております。 

       現在４４％から、５ヶ年で１００％にという目標が上がっておりますが、「どの

段階でどのぐらい増やしていくのか」とか、そういう何か具体的な案は上がってい

るのでしょうか。 

 

健康推進課  平成２６年度の実績なんですけれども、小学校区２５校のうち、放課後児童クラ

ブ設置校区数が１１でございました。それで４４％ということ。ただし、１校区に

２箇所ところが３箇所ありますので、クラブ数としては１４ということです。これ

が平成２７年、に３校減っております。そこへ、児童クラブの設置校区数は１４と

いうことで、３校去年から増えて、３つですね。増えております。それで、クラブ

数は１７です。 

       ということで、今年度が６４％となります。それで、３１年度には１００％にし

たいということですけれども、れが「子ども・子育て支援事業計画」と計画の中で

全校区への設置を掲げておりますので、これもめざして増やしていくという計画と

なっています。 

 

会長     よろしいですか。 

 

委員     関連ですけども。１００％をめざしていただくのはいいと思いますが。非常に世

の中悪くなってるので、ぜひ前倒しで達成していただきたいと思います。 
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会長     ちょっと質問なんですけども、これは設置割合が１００％ですね。じゃ、この「希

望者に対する充足率」みたいなのはどうなっているんでしょうか。 

 

事務局    今はデータがありませんので、また調べさせていただきます。  

 

会長     他に何かございますでしょうか。 

事業番号６６番の「介護教室等の男性参加者の割合」。この指標、現在３５％か

ら４０％というのありますが、これが新しくできたものですね。 

       これは、介護教室で、男女の中の割合が現在は３５をそれを４０に上げたいとい

うことです。今３５％もいるんですか。結構な数いるんですね。 

 

事務局    子どもの年代ではなく、いろんな年代の方がいらっしゃって、いろんな男女交ざ

って受けてくれてるんで、このぐらいの率になるのではないかと思います。 

 

会長    主催はどこがですか。 

 

事務局    介護高齢福祉課です。 

 

会長     市のほうですね。市が主催ですか。 

 

事務局    社協さんもされているそうです。 

 

会長     事業番号の６３の「男は仕事」「女は家事・育児・介護」と思わない市民意識の

割合っていうんで。確か、２２年度が２４．４％だったということですよね。昔は

２４．４で％、これが２６年で４７．１％で、大幅に上がっています。次は５５％

に、ということですね。 

       確かにこれ段々アップしてくと、それがなかなか同じようにこの比例で伸びては

いかないので、確かに段々苦しくはなっていくと思います 

 

委員     施策の内容とは少し違うんですけども、スケジュールの中で「パブリックコメン

ト」というものがございます。ここだけでお願いしても無理なのかもしれませんが、

期間が１ヶ月しかない。 

       個人で見れば「１ヶ月あったらいろいろできるんちゃうか」と思いますが、団体

で意見を出したい場合、月に１回しか定例会がなく、時間的に無理で結局は「出せ

ない」ということもあるんです。 

       それで、これは「市全体の問題」というよりは「行政機関全般に関する問題」か
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もしれませんが、男女共同参画のところでは先頭を切って、少なくとも２ヶ月間パ

ブコメ期間を設けていただければありがたいと思います。 

 

会長     資料４のスケジュールに関してはですね、後ほどその議論の時間がありますので。

その時に議論させていただきたいと思います。 

       Ⅲと、基本目標Ⅲについてもよろしいでしょうか。 

       じゃあ、ありがとうございました。では次に「第３次伊賀市男女共同参画基本計

画策定スケジュールについて」ということで、資料４ご説明をお願いいたします。 

 

事務局    それでは、スケジュールについてご説明いたします。 

 各種会議の日程調整をした結果、３月のパブリックコメント時のスケジュールか

ら開催月が動いている箇所がありますので、資料４をご覧ください。 

 8 月の 4 段目、男女共同参画審議会が本日の会議です。今後は、9 月 2 日の男女

共同参画ネットワーク会議との意見交換会、28 日の庁内推進会議を経て計画素案

の修正を重ね、10月 7日に第３回審議会を開催する予定です。 

庁内の総合政策会議と市政運営会議を経て 10 月中旬にはほぼ完成させ、中間案と

して議会に説明します。 

 11 月にパブリックコメントを募集し、12 月の中旬に推進会議を、12 月 25 日に

第４回審議会を開催し、１月の総合政策会議及び市政運営会議を経てさらに修正し、

来年３月に議会へ上程する予定です。 

 以上です。 

 

会長     したがって、ご意見いただいたパブリックコメントの時期は、もうちょっと。と

いうか、正確に言うと、例えば「何ヶ月何日」とか「何日間」とかそこらへんはど

うなん。 

 

事務局    なるべく長く期間を取らせていただきたいとは思うんですが、パブリックコメン

トに関する要綱につきましては「３週間以上」というふうに決められてたかと思い

ます。「３週間以上」というような決めがあったかと思うんです。 

       ３月に行わせていただきましたパブリックコメントにつきましても、ちょっと

「もうちょっと長めに」と思いまして、1 ヶ月間こちらのほうの計画に対しての、

策定方針に対するパブリックコメントの募集期間とさせていただきました。今度は

１１月になるんですが、１日からパブリックコメントを実施するということで事業

のほうを進めていきたいと思うんですが、「なるべく長く取れるようには」とは思

うものの、１２月の会議の日にちが迫っておりますので。それまでにその市民の皆

さんにいただいた答えの回答であるとか、それを受けての修正案・修正だとかをす
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る作業の時間を見せていただきまして。 

      なるべく、早く・長く取らせていただきたいと、心がけていきたいと思い。 

      

会長     でも、１１月１日から１２月入ってもまだ、もうちょっとは続く。事務局    

そうですね。その次回、 

 

会長     ちょっと、この矢印の長さどうやって見るかにもよりますけど。 

 

事務局    ちょっと見にくくてすいません。 

 

会長     １２月には入るんですよね。 

 

事務局    はい、そうですね。１２月の、 

 

会長     もう、初めのほうまでは。何日分かぐらいかは、 

 

事務局    何日かはやりたいなあと思うんですが。この推進会議自体の時間の設定の加減も

あります。「議会月」でもありますので、会議のほうを直前までパブリックコメン

ト取れるように。はい、努力したいと思います。 

 

会長     「１ヶ月と、もうちょっとぐらい」ということになりますかね、はい。あと、ス

ケジュールに関してはよろしいでしょうか。はい。では、スケジュールはこれで特

にないということで。ありがとうございました。 

 

 （２） その他 

 

会長     それで、最後に。事項書の協議事項２、協議事項（２）その他ということで。何

か事務局さんありますでしょうか。はい、ありますか。はい。じゃあ、あと委員の

方で何かございますでしょうか。よろしいですか、はい。 

       無いようでしたら、これをもちまして会議を終了させていただきます。長い時間

ありがとうございました。 
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