
平成２５年度第１回男女共同参画審議会 議事録 

 

【開催日】平成２５年 7 月３１日 14:00～16：00 

【開催場所】ハイトピア伊賀 4 階 多目的室 

【出席委員】内山委員・塚本委員・和田委員・服部委員・岡森委員・峯委員・福岡委員・

豊岡委員・森田委員・東出委員・小林委員・西出委員・田間委員・稲垣委

員・今井委員・竹岡委員 （計 16 名） 

【市出席者】人権生活環境部長・人事課長・住民課長・障がい福祉課長（代理）・こど

も家庭課副参事・介護高齢福祉課長（代理）・健康推進課副参事・農林振

興課長（代理）・商工労働課長・都市計画課長・医療事務課長・学校教育

課長（代理）・農業委員会事務局長・人権政策・男女共同参画課長 

【傍聴者】なし 

 

○事務局 

 定刻となりましたので、ただいまから平成 25 年度第 1 回男女共同参画審議会を開会

いたします。 

 

（人権生活環境部長 あいさつ） 

 

 この審議会は、伊賀市情報公開条例第 35 条に基づき、会議の公開を行いますことと、

審議会等の会議の公開に関する要綱第 6 条に基づく議事概要作成のため、録音をさせて

いただきますので、ご了承ください。 

 本日は全委員 19 名のうち 16 名の委員の皆様のご出席をいただいており、半数を超

えておりますので、条例第 14 条第 2 項により当審議会は成立していますことをご報告

いたします。 

 それでは事項書に基づき、進めさせていただきます。 

 事項書２ 委員紹介ですが、前任の審議会委員の方々は平成 25 年 7 月 26 日に任期

満了され、このたび新たに委員をお願いさせていただき、伊賀市男女共同参画の取り組

みについてご指導賜りたいと存じます。 

 それでは委員の皆様をご紹介いたします。 

 三重大学 生物資源学研究科 准教授         内山 智裕 様 

 伊賀市教育研究センター職員             平岩 幸子 様 

 伊賀人権擁護委員協議会 代表           塚本 五十鈴 様 

 伊賀市民生委員・児童委員連合会 代表        和田 晴男 様 

 伊賀市商工会女性部 代表              服部 聖子 様 



 企業代表 中外医薬生産（株）            岡森 久剛 様 

 伊賀市ＰＴＡ連合会 代表              峯 美智子 様 

 農村女性アドバイザー 代表            福岡 ちえ子 様 

伊賀市小・中学校校長会 代表             豊岡 勇 様 

 地域代表 伊賀市上野南部地区 住民自治協議会    森田 文彦 様 

 伊賀公共職業安定所長                東出 昇治 様 

 伊賀北部農業協同組合 代表             山田 さよ 様 

 子育て中の父親                   小林 正朋 様 

伊賀市男女共同参画ネットワーク会議 代表      西出 孝子 様 

三重県環境生活部 男女共同参画・ＮＰＯ課      田間 文朗 様 

公募委員                      稲垣 康子 様 

公募委員                      今井 和子 様 

公募委員                      竹岡 順子 様 

公募委員                      山口 昭子 様 

以上、19 名の皆様で、任期は平成 25 年 7 月 27 日から 2 年間でございます。よろし

くお願いします。 

 

（事務局紹介） 

 

続きまして、事項書３ 会長・副会長の選出に移ります。 

この審議会の運営は、「伊賀市男女共同参画推進条例」に基づき行っております。こ

の条例第 13 条の６、および 13 条の７により、会務を総理していただく会長、会長を

補佐していただく副会長の選任をしていただきたいと思います。いかがいたしましょう

か。 

 

●委員 

 事務局一任でお願いします。 

 

○事務局 

 事務局一任のお声をいただきましたが、事務局としては会長を内山智裕様、副会長を

平岩幸子様にお願いしたいと考えております。いかがでしょうか。 

 

 （委員拍手） 

 

 拍手をいただきましたので、本審議会の会長を内山委員、副会長を平井委員にお願い

したいと思います。よろしくお願いいたします。 



  

 （会長あいさつ） 

 

○事務局 

 それでは伊賀市男女共同参画推進条例 第 14 条の規定により内山会長に会議の議長

をお願いいたします。よろしくお願いします 

 

●会長 

 それでは協議事項に入りたいと思います。 

 まず、「平成 25 年度伊賀市男女共同参画基本計画実施計画について」ですが、事務

局より説明をお願いします。 

 

○事務局 

 ご指名を受けましたので、平成 25 年度伊賀市男女共同参画基本計画実施計画につい

て説明させていただきますが、基本計画の 3 つの基本目標別に説明させていただきます

ので、委員の皆様には基本目標ごとに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。 

 まず、資料の訂正をお願いします。第 2 次伊賀市男女共同参画基本計画の７ページ、

事業番号２２ 地域団体等に対する慣行等の見直しの啓発 の事業内容をご覧くださ

い。カッコ内を「上野」と訂正いただきますよう、おねがいします。そして、審議いた

だきます前に、第 2 次伊賀市男女共同参画基本計画について、少しご説明させていただ

きます。伊賀市では平成 16 年 11 月の合併と同時に伊賀市男女共同参画推進条例を制

定し、平成 17 年に伊賀市男女共同参画都市宣言を行い、翌年 3 月に伊賀市男女共同参

画基本計画を策定いたしました。その後 5 年間に渡り、男女共同参画社会の実現に向け

た取り組みを行ってまいりましたが、少子高齢化の進展、家族形態の多様化など、男女

を取り巻く社会は急速に変化してきました。平成 23 年 3 月に策定した第 2 次伊賀市男

女共同参画基本計画では、男女共同参画社会の実現を理念として、今後の社会情勢の変

化に応じた施策や、伊賀市特有の課題に対応した内容となっており、平成 27 年度まで

の事業展開の礎となるものです。 

 資料の第 2 次伊賀市男女共同参画基本計画 平成 25 年度実施計画は、基本計画をも

とに単年度ごとに立てた実施計画となります。 

 次に資料 推進のための指標の達成度について です。第 2 次伊賀市男女共同参画基

本計画のリーフレットに指標項目として挙げてあります事業の実績数値の推移が記載

されています。この指標は、男女共同参画推進の進捗状況を数値として表しているもの

です。 

 続いて、第 2 次伊賀市男女共同参画基本計画の重点項目について です。5 年間で特



に力を入れていく事業 2 つについて記載されており、詳細は基本計画本冊の 17 ページ

から 19 ページで説明しています。1 つ目は女性のエンパワーメント、女性リーダーの

育成です。当市では女性リーダー養成連続講座、クローバーカレッジを開催しており、

5 年間で 100 名の女性リーダーを養成し、男女共同参画人材バンクへ登録後、審議会委

員や住民自治協議会役員への登用、伊賀市男女共同参画ネットワーク会議への参加を促

します。2 つ目はワーク・ライフ・バランスの推進です。仕事と生活の両立をはかるた

め、行政・企業や家庭生活における両立支援や、公的支援の拡大を目指します。 

 本日は平成 25 年度の実施計画について協議いただき、本年度末に開催予定の第２回

目の審議会では、その実績と評価について協議していただくこととなります。 

 では、平成２５年度実施事業の進捗について、主なものを説明させていただきます。 

１ページ目をご覧ください。基本目標Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 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、事業番号１ 審議会等委員の

女性登用の拡大 ですが、第２次伊賀市男女共同参画基本計画書の指標項目 審議会等

への女性登用率の平成２７年度の数値目標４０％と定めております。平成２５年３月３

１日現在の登用率は３１．４％となっており、平成２４年度の数値目標３４％には達し

ませんでした。対象審議会数は９１、うち女性委員がいない審議会が９でした。本年度

も女性登用率が４０％未満の審議会等については委員委嘱伺回付時に女性委員選任状

況調査票を提出してもらい、各担当課から女性を登用できない理由と今後の選任方針を

報告してもらい、団体等に対し積極的な女性登用を依頼するよう促します。また、登用

率２５％未満の審議会等について、担当課とヒアリングを行い、効果的な女性登用の方

法を考えます。 

 平成２５年度目標数値をご覧ください。今年度は、以上の事業を積極的に展開するこ

とから、５％アップの３６％の登用率を目指します。 

 事業番号２ 管理職への女性登用の拡大について、市の女性管理職の割合が平成２５

年４月１日現在で３３．３％ですが、一般行政職の管理職割合は、２２．０％となって

います。平成２５年度の一般行政職の管理職割合を０．５％アップの２２．５％としま

す。 

 事業番号３ 市女性職員の企画・立案能力の向上 ですが、政策立案研修や法務研修

において、監督職にある女性職員を中心に募集するなど、女性の受講者を優先すること

としています。 

 企業に向けた男女共同参画啓発推進のため、商工労働課や人権政策・男女共同参画課、

各支所住民福祉課が企業訪問を実施し、女性登用の推進やポジティブ・アクションにつ

いての働きかけを行います。同時に男女共同参画に関する研修会等への参加を要請しま

す。 

 基本施策２ 就労における男女共同参画の推進 では、全体を通して商工労働課がハ

ローワークなどと連携し、就職支援情報の提供を行います。事業番号１０，１１ 農林



振興課では、伊賀農業女性ネットワークへの支援を行うと同時に、女性認定農業者の育

成、家族経営協定の締結について推進します。平成２５年度数値目標は、女性認定農業

者２１人、家族経営協定締結件数２８件とします。 

 事業番号１２ 自営業に従事する女性への支援 については、指標項目「商工会議所、

商工会加入企業のうち女性の経営者数」の平成２５年度数値目標を２６０人と設定し、

積極的な自営業における女性の参画を拡大していきます。 

 事業番号１４ 再就職支援 については、県とハローワーク伊賀が共催する「女性の

ための就労支援相談（無料）」について、人権政策・男女共同参画課が再就職を希望す

る女性に広く情報提供します。 

 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、市民活動推進課が

住民自治協議会への訪問や、研修会の機会を利用して、運営委員会への女性の参画を働

きかけます。また、住民自治協議会研修会に女性の参加を要請します。 

 人権政策・男女共同参画課では、女性リーダー養成連続講座開催の情報を提供し、各

住民自治協議会から参加者を募集し、地域の核となる人材を育成していきます。また、

修了生の地元住民自治協議会へ修了生の氏名を報告し、地域活動において積極的な女性

の参画を促します。 

 指標項目 住民自治協議会運営委員会の女性の参画率 の平成２５年度数値目標は、

今年度も１８％と設定します。 

 基本施策４ 女性のエンパワーメント についてですが、事業番号１７ 男女共同参

画ネットワーク会議の充実 として、男女共同参画ネットワーク会議の会員が実行委員

会を組織し、６月８日（土）にハイトピア伊賀 生涯学習センターでフォーラムを開催

しました。男女共同参画週間にあわせて実施し、市民への意識啓発を図ると同時に新規

加入団体を募ります。指標項目「ネットワーク会議加入団体数」の今年の数値目標は４

２団体と設定します。 

 事業番号１８ 人材バンクの設置と活用 ですが、平成２３年度に人材バンクを設置

し、４３人が登録済みです。その人材を審議会等委員に登用するほか、各分野で活用で

きるよう支援します。 

 事業番号１９ 女性のリーダー養成講座の開催 についてですが、人権政策・男女共

同参画課では、第３期女性リーダー養成連続講座を計８回開催します。講座修了生に対

し、人材バンク登録や男女共同参画ネットワーク会議会員登録などを促します。指標項

目 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 の数値目標は、延べ６０

人と設定します。以上で、基本目標Ⅰの説明を終わります。 

●会長 

 ここで確認ですが、今回（の会議）は第２次（男女共同参画）基本計画実施計画につ

いて、委員のみなさんから質問やご意見等を出していただくという会議でよろしいです

ね。 



 今事務局の方から基本目標Ⅰについて説明していただきましたが、質問やご意見等あ

りましたら、お願いします。 

◆委員 

 事業番号１９の「女性リーダー」とは具体的にどういう女性を指すのですか？ 

○事務局 

 連続講座で基礎的な知識を得た方が、興味がある、または得意な分野の審議会等で意

見を述べてもらうというのが１つ目です。２つ目は、住民自治協議会や自治会で、女性

の役員への登用率がかなり低いということで、連続講座修了生に地域において核となっ

て活躍してもらうという意味合いがあります。 

◆委員 

 この講座は初めての取り組みですか？ 

○事務局 

 第２次の基本計画が策定された初年度から始めています。 

◆委員 

 自ら手を挙げて参加される方は、いますか？ 

○事務局 

 いらっしゃいます。 

◆委員 

 何名ぐらい受講されていますか。 

○事務局 

 だいたい平均して、１年２０名程度です。 

◆委員 

 女性リーダー養成連続講座についてですが、今回私も受講を勧められましたが、講座

の開催日と８回すべて受講しないといけない、ということがネックで、参加を見送りま

した。そのあたり、見直していただければ受講者が増えるのではないでしょうか。 

 もう１つ、事業番号１５のところで、「伊賀流自治の勉強会（４回）」とありますが、

これは自治会の役員向けのものなのか、一般の方でも参加できるのか、教えてください。 

○事務局 

 自治の勉強会について、これは住民自治協議会の取り組みに関する課題を分野ごとに

分けて研修をさせていただいたものです。参加については広く募っており、一般の方の

参加も可能です。自治協の方へ女性の参加を促すように依頼もしました。 

●会長 

 もう１点、リーダー養成講座についてはいかがですか。 

○事務局 

 日程の件については、第１期は毎週水曜日、第２期は毎週金曜日に開催しました。受

講生のアンケートで日程や時間の設定について聞いたところ、「そのままでよい」「（家



を）出にくい」など意見は分かれていました。開講時間は講師の都合もあり、現在のま

ま変更はできません。土日開催はしてみないとわかりませんが、平日だと現在のスケジ

ュールがベストではないかと思っています。 

◆委員 

 事業番号１５の数値目標「住民自治協議会運営委員会への女性の参画率１８％」とい

うのは、非常に達成が難しい数字だと思います。昨年度は地域の女性の参画率を上げる

取り組みを充分していただいたと思います。が、昨年度末の実績値が９．５％で、２３

年度よりも下がっている、力を入れて取り組んでもすぐに成果が出ない中で、今年度の

目標数値１８％に設定してあるのには、なにか策があるのですか。 

◆委員 

 確かに、各自治協女性の登用が少ない、そのとおりでして、どの自治協も自治会の会

長が集まって会議をしている状況です。各地区、女性の自治会長が非常に少なく、伊賀

市全体で２名と聞いております。自治協へ切り込んでいくのではなく、その下部にある

自治会の会長に女性が登用されるような取り組みを考えないと、効果が上がらないと思

います。 

○事務局 

 確かに、ハードルの高い目標設定です。昨年度、県のお力添えをいただきながら、自

治協の女性登用率を上げる取り組みをしましたし、各自治協へ女性登用の依頼もしまし

た。平成２３年度から自治協の新たな仕組みづくりへの取り組みをしているところで、 

高い目標かもしれませんが目標に向けて取り組んでいきたいと思います。 

 ただ、自治協によってはすでに２０％を超えて女性登用をされているところもありま

す。他の自治協もできないことはない、ということでこの目標数値を設定させていただ

きました。 

◆委員 

 事業番号５の企業の女性登用について、今年度初めての取り組みなのか、企業訪問の

対象事業所数が記載されているが、基準は何なのか、どういった聞き取りを行う予定な

のか、教えてください。企業訪問の前提となる条件があって初めて、一定のデータとな

るでは…と思い、質問させていただきました。 

○商工労働課長 

 企業訪問は新たな取り組みではなく、継続して行っている事業です。１０月中旬から

１１月上旬を目途に実施しています。訪問する企業の規模ですが、従業員数が３０名以

上の事業所を対象としています。男女問わず、公平な採用選考を依頼したり、女性の管

理職への登用状況を聞き取りながら、啓発を行っていくというところです。 

◆委員 

 企業訪問について、労基法改正によって性別に拘らず雇用を行っていると思うが、育

児制度などが従業員規程にあって、取得しやすい状況かどうか、ということは調査しな



いのですか。女性が働きやすい環境であるかどうか調べるわけではないんでしょうか。 

○商工労働課長 

 男女がともに働きやすい場として、ワーク・ライフ・バランスは必要であるかと思い

ますので、その取り組みについては聞かせていただいてますし、特に女性について、出

産に伴う休暇の制度があるかどうか、休暇取得後職場復帰しやすい環境であるかは確認

していますし、またそういった環境になるようお願いもしています。 

◆委員 

 商工労働課には、各事業所の就業規則が提出されていますね。 

○商工労働課長 

 提出はされていませんが、情報としては持っています。 

○事務局 

 女性の働きやすさという点については、基本目標３のところにも出てきますので、そ

ちらでまたお願いします。 

●会長 

 基本目標Ⅰについて、他によろしいでしょうか。 

◆委員 

 事業番号１２ 自営業に従事する女性への支援 というところで、事業内容にありま

す女性向けの起業セミナーは実際に開催されているのでしょうか。情報提供の方法はど

のようにされているのか、教えてください。 

○商工労働課長 

 特に女性を対象としたセミナーは、商工会の方では開催していないと聞いております。

ただ、男女関係なく参加できるものはあり、今年は新たに創業を考えている人を対象に

「創業塾」を開催します。連続４回の講座となっていますが、商工会・商工会議所で情

報の提供を行っています。 

●会長 

 ほか、いかがでしょうか。 

 では、次、基本目標Ⅱに移ります。 

 事務局、説明をお願いします。 

○事務局 

 それでは、基本目標Ⅱ 男女の人権の尊重 について、説明します。 

 基本施策５ 互いを尊重する意識づくり ですが、事業番号２２ 地域団体等に対す

る慣行等の見直しの啓発 ですが、人権政策・男女共同参画課と各支所住民福祉課が、

人権啓発地区別懇談会を開催し、固定的性別役割分担意識の解消について、地域の方々

と議論を深めます。 

 事業番号２４ 人権政策・男女共同参画課では、６月１５日にふるさと会館いがにお

いて、「三重県内男女共同参画連携映画祭」を実施し上映前にプレトークを行い、映画



を男女共同参画の視点から観るヒントを参加者に意識していただいてから、上映を行い

ました。作品はアニメ「メリダとおそろしの森」で、市内の親子２９６人が参加しまし

た。 

 事業番号２７ 人権相談の充実については、人権政策・男女共同参画課では、女性弁

護士による女性法律相談を、毎月１回計１２回実施します。また、こども家庭課では、

女性相談員、母子自立支援員、家庭児童相談員を配置し、困難を抱える女性の相談を受

け、関係機関と連携し支援を行います。 

 基本施策６ 学校・園（所）における男女共同参画のための保育・教育の推進では、

学校における男女共同参画の推進を、あらゆる学習や教育活動を通じて実践し、また、

保育園においても、保育士が研修に積極的に参加し、職員の意識向上を努めることとし

ています。指標項目「男女共同参画に関する授業を実施した小・中学校の割合」ですが、

今年度の数値目標は１００％と設定しました。 

 基本施策７ 男女共同参画の視点に立った学習活動の推進 事業番号３４ 講座等

を通じた男女共同参画の学習では、人権政策・男女共同参画課や各支所住民福祉課人権

政策担当者、公民館で「男女共同参画に関する講座」を行い、地域での学習の機会を提

供し、市民への意識啓発に努めます。 

 事業番号３６ 男女共同参画に関する情報の収集と提供についてですが、人権政策・

男女共同参画課では、人権政策・男女共同参画課では、国・県の啓発用チラシやリーフ

レットを庁内窓口・イベントで配布し市民に情報提供します。また、市内のイベント開

催時に、「男は仕事」「女は家事・育児・介護」と思わない市民意識調査を実施し、男女

共同参画に関する情報を収集します。 

 基本施策８ あらゆる暴力の根絶 の具体的施策１８では、暴力を許さない社会への

意識啓発 を行うため、各支所連携を取り、パンフレット、ＤＶ防止啓発資料等の配布

やパネル展を実施し啓発に努めます。 

 具体的施策１９ ドメスティック・バイオレンス被害者に対する相談の充実と支援 

では、ＤＶ被害者に対して、こども家庭課で女性相談員による相談業務を実施し関係機

関と連携して支援を行っています。また、庁内の担当各課が情報を共有し、被害者保護

の徹底を行います。 

 基本施策９ 人権としての性の尊重と健康支援の 事業番号５１ こころの相談窓

口の充実 では、人事課や健康推進課が、こころの健康問題を抱える市民、職員を対象

とした相談窓口を設置します。 

 また事業番号５３ ライフステージに応じた健康診断と健康相談の充実 では、いろ

いろな検診の機会に個別相談を行い、支援することとしています。数値目標として、平

成２５年度の子宮がん検診受診率２６％，乳がん検診受診率２３％と設定します。 

 事業番号５４ 妊娠・出産期に関する男性の理解の促進 では、妊婦教室を休日に開

催し、夫婦同伴の参加を勧めます。また、各種母子保健事業開催時には、出産・育児に



ついて男性の理解を促していきます。 

 以上で、基本目標Ⅱの説明を終わります。 

●会長 

 それでは、ご質問・ご意見等ありましたら、お願いします。 

◆委員 

 事業番号２９，３０のところで、実際学校で男女共同参画の授業を受けた子どもたち

がどう変化したか、何かお話いただけるエピソードがありましたらお願いします。 

○学校教育課 

 子どもの中には、家庭で「男のくせに」「女のくせに」と言われたりして、いわゆる

刷り込みがあったりします。学校の授業や掃除・当番活動などは、男が、女がというの

ではなく、特性を活かしながら自分のできることをする、思いやる気持ちを持ちながら

取り組む、ということで変わってきてると思います。スポーツでも、少し前まではサッ

カーは男の子とスポーツというイメージがあったように思いますが、これだけ女子サッ

カーが盛んになり、互いにするスポーツであると認識されるようになりました。 

 また子どもが学校で学んだことを家庭で話すことによって、家族が気づくことにもつ

ながります。 

○事務局 

 補足ですが、今年度市内のある小学校から、伊賀市の男女共同参画の取り組みについ

て授業をしてほしいという依頼を受けました。依頼主は女性の家庭科の先生でしたが、

男女共同参画について５時間割いて授業をされるということで、そのうちの１時間、市

のほうで授業しました。授業を受けた後の感想を見ると、女の子からは「消防士になっ

てもいいんだ」「サッカー選手になりたい」という感想があり、男の子の感想には「思

いっきり子どもを育ててみたい」というものがありました。学校で男女共同参画につい

て、がんばって取り組んでいただいているんだな、と感じました。 

◆委員 

 （事業番号２９～３１で）目標数値が１００％となっていますが、例えば家庭科の授

業で縫い物や編み物などについて、男女ともに受けられるようになっていますか。テレ

ビの放映で、世界で男女共同参画が自然に行われている国はアイルランドと紹介されて

いましたが、アイルランドは男女ともに同じカリキュラムで授業をしているそうです。 

ですので、そのあたりをお聞かせいただきたいと思います。 

○学校教育課 

 私たちが小学生のころは、男子が技術科、女子が家庭科と分かれていたところもあっ

たのですが、今は家庭科も授業で行っております。ただ、人権教育は難しいところがあ

って、授業の中だけでその話をしているだけではなく、教師が身をもって示すというと

ころが大事で、伊賀市では家庭科や音楽を男性の教師が担当することで、「男性でもで

きるんだ」「男性がしてもいいんだ」ということを子どもたちが感じ取れるような工夫



をしています。そして男子も女子も将来就きたい職業について胸を張って言えるように、

またそれを周りの子どもが「すてきだね」と言えるように取り組んでいます。 

 授業の中で男女共同参画の話をするだけでなく、日常生活のなかでも子どもが男女共

同参画について考えられる、そしてその疑問に教師が答えられるようにする、教師が身

を持って示していく、ということを各学校が工夫をして取り組んでいるという現状です。 

◆委員 

 会長のお連れ合いさんが東京に住んでいて、現在主夫をしている、というお話でした

が、男性が家庭のことをするとき、何が不得意とか何ができないということが出てくる

と思います。女性と男性が得意とすることは違ったりします。ですので、女性とはどう

いうものか、男性とはどういうものかを、身体的・精神的に、また性教育的なところも

もっとしていただいて、特に心の部分では男女共同参画といっしょに育てていって欲し

いと思うんです。男性も女性もお互いを尊敬できるようにしてほしいのですが、今学校

でそのあたりはどう取り組まれているか、お聞きしたいです。 

◆委員 

 うちの小学校では年間で学年別に学習計画を立てて、授業を行っています。学校ごと

で特色を持って取り組んでいると思います。 

○学校教育課 

 ご意見いただき、ありがとうございます。今の内容について、きちんと発信していき

たいと思います。 

●会長 

 ほかにご意見ございませんでしょうか。 

 それでは、基本目標Ⅲ ワーク・ライフ・バランス に移りたいと思います。 

 事務局の方から説明おねがいします。 

○事務局 

 それでは、基本目標Ⅲ ワーク・ライフ・バランス について、説明いたします。 

 基本施策１０ 仕事と家庭・地域生活のバランス支援では、事業番号５８ 伊賀市次

世代育成支援対策地域行動計画 についてですが、こども家庭課で、「伊賀市次世代育

成支援対策地域行動計画」の後期行動計画を推進し、子育て支援事業の進捗状況や達成

状況について検討することとしています。指標項目 市内小学校のうち放課後児童クラ

ブのある小学校の割合 は、今年度５０％としています。 

 人事課では、職員に次世代育成支援特定事業主行動計画についての、趣旨の徹底を行

い、職員の意識改革を進めることとしています。また、ノー残業デーの設定や育児・介

護休業の取得促進を図ることで、労働時間の短縮に努め、事業主としてワーク・ライフ・

バランスを推進します。事業番号６２では、指標項目 市男性職員の育児休業取得者数 

の今年度数値目標は１人としています。 

 事業番号６４ 男性の家事自立を目指す講座の開催 では、男性のための料理教室を



行います。 

 基本施策１１ 家庭における活動への男女共同参画の推進 事業番号６６ 介護に

おける男女共同参画の必要性の啓発についてですが、介護高齢福祉課では、要望のあっ

た住民自治協議会等に対し、出前講座を開催し、制度や男女共同参画の必要性について

啓発を行います。 

 事業番号６８ ひとり親家庭への支援では、母子自立支援員を配置し、安心して子育

てと就労の両立が図れるよう情報提供や相談業務を行います。 

 事業番号７０ 男性の介護技術の習得支援 では、介護高齢福祉課が、家族介護教室

を開催し、「介護は家族・地域で行うもの」と言う意識を高めます。 

 以上で説明を終わります。 

●会長 

 それでは、ご質問・ご意見等ありましたらお願いします。 

◆委員 

 事業番号５８のところで、放課後児童クラブの待機児童は、０ではないですよね。 

 今年度の数値目標を達成すれば、待機児童はなくなるのですか。 

○こども家庭課 

 放課後児童クラブについては、市内２５の小学校に通う児童が対象になります。現在

は１１校区に１４箇所設置しております。前年度１１月に利用の申請を受付しまして、

４月から利用していただくわけですが、今もっては待機児童はありません。 

◆委員 

 放課後児童クラブの定員は、いっぱいのところが多いですか。 

○こども家庭課 

 空いているところもあります。 

●会長 

 ちなみに、放課後児童クラブは伊賀市も公設民営でされているんですか。 

○こども家庭課 

 そうです。 

●会長 

 ということは、民営なので受け入れのルールはクラブごとで異なっているということ

ですね。夏休みのみの利用は受け付けないというところも、鈴鹿市ではあるんですが・・・ 

○こども家庭課   

 伊賀市ではそういうところはありません。 

◆委員 

 事業番号６２ 男性職員の育児休業の取得について教えてほしいのですが、目標１人

となっていますが、男性職員で育児休業の取得が可能な人はどれぐらいいるのかと、平

成２１年度で１人取得されていますが、その方が育児休業を取得した感想などがわかれ



ば教えていただきたいです。 

○人事課長 

 男性の育児休業取得者は、平成２１年度に１人取得して以降、昨年度まで１人もおり

ません。取得する期間ですが、やはり子どもが１歳になるまでは、母親のほうが休業を

取られます。そして、母乳が終わった１，２歳の時期に男性が休業を取られることが多

いです。ただ、収入とのバランスという問題がありますので、男性が進んで取得すると

いうところまで進んでいないという実情です。 

 対象はどれぐらいか、ということについて、女性の対象者は毎年４０人ぐらいおりま

すが、配偶者が民間で勤めているという男性職員の場合、出産されて保険等の手続きを

通して（育児休業を所得する対象であるかを）把握できるということで、現在どれぐら

いその対象となる男性職員がいるかは把握できていないというのが実情です。 

◆委員 

 先ほど待機児童という言葉がでましたが、保育園はどういう状況になっているのか、

お聞きしたいと思います。女性が働くためには必要なことなので、質問します。 

○こども家庭課 

 待機児童については、私立公立合わせて、４月時点で１３人でした。年齢は０歳・１

歳・２歳児となっています。３歳以上は０人でした。 

◆委員 

 男性職員の育児休業取得者１名ということについて、みなさんはどうお考えなのかと

思いまして…。男性が育児休業を取ることによって、家計が苦しくなるという事情もあ

るということですが、女性が大変なのは出産して１ヶ月～３ヶ月、ほどほとんど寝ない

状態で、最近は実家の協力が得られず核家族で産後過ごす方が多いです。以前ファミリ

ーサポートセンターでそういった方のお助けをさせていただいていたのですが、男性の

出産に対する意識をもっと変えてほしいなと思っていたので、この数字はショックです。 

 出産は病気ではないですが、妊娠中も産後も不安定な状態になる方がいます。特に産

後はいちばんサポートが必要な時期だと思うんです。もうちょっと子どもが大きくなっ

てから夫婦交代で取られるという方法もあると思うんですが、いちばん大事なのは出産

後すぐだと思うのです。お母さんの体が元に戻るまでは、もうちょっと男性の協力が必

要だと思います。ですので、その辺の男性の意識をもっと変えてほしいなと思います。 

●会長 

 確か制度的には、８週以内であれば両方休暇を取れると思うのですが、そこを含めて

ご説明願います。 

○人事課長 

 育児休業と育児休暇、それから出産時における特別休暇といろいろあります。先ほど

言いましたのは育児休業ということで、一定期間仕事を完全に休んでしまうものです。

産前産後のなかで、男性職員の配偶者の出産時における特別休暇の取得率は、平成２４



年度は８９．７％でした。出産後２日間特別休暇として取れます。年間５日取得できる

育児参加休暇もありますし、子の看護休暇も年５日間与えていますし、こういった休暇

を取得する男性職員が増えているのは事実です。 

●会長 

 私見で申し訳ありませんが、私は二人目の子どもが産まれたときに６週間休みを取り

ました。ただし、育児休業ではありませんでした。それは、大学のほうから育児休業は

やめたほうがいいと言われたからで、実際給料を計算すると何十万も損をする計算にな

ります。ということで、有給で休みました。産後の時期に男性がしっかり休む方法は制

度によっていろいろあり、それを柔軟に使うことで男性も育児に参加することができる

のかな、と思います。 

◆委員 

 事業番号６１ の真ん中のところ、 企業訪問を県やハローワークと連携して啓発し

くというのと、２ページの事業番号５の企業訪問は、同じ時期に行うのですか。 

○商工労働課長 

 お尋ねの件は、同時に行っていくということでご理解いただきたいと思います。時間

を短縮した働き方だとか、男女とも働きやすい場ということでワーク・ライフ・バラン

スについて、実例を交えながらわかりやすく啓発していきたいと考えますので、三重県

の「男女がいきいきと働く企業」の認定を受けた企業の成功事例を取り上げるなどして、

啓発していきたいと思っております。 

◆委員 

 男性の育児休暇の取得者が少ないということで、もう少し増えて欲しいと思います。

以前、「きらきら」で育児休暇を取った方のインタビューを載せていましたが、内容が

育児休業を取ってよかったというものでした。もう少し掘り下げて子どもとどういう風

に接したか、疲れたときはお姑さんなどに助けてもらった、などのエピソードも入れて

いただけたらと思いました。男性は生まれたばかりの赤ちゃんとどう接したらいいかわ

からず、恐々触ってるようなところがあると思うので、もっと柔軟な接し方があるとい

うところをＰＲできる記事にしたほうが良かったのかなと思います。 

○事務局 

 「きらきら」の編集について、男性の意識など機会をみてアンケートを取るなどして

記事にできたらと思います。「きらきら」というのは、男女共同参画センターの情報紙

で男女共同参画についての話題、取り組みなどを掲載しているものです。 

◆委員 

 子育てについて、子どもが小さい間は急に具合が悪くなったりしますが、そういった

ときに親が仕事を離れやすくしたり、それができないときは一時的に子どもを預けられ

る施設を考えていただくとか、そういう企画は男女共同参画ではされていないのでしょ

うか。 



○こども家庭課 

 企業内保育施設は認可外保育施設の一つですが、これが伊賀市には７箇所あります。

その保育施設の総定員数が１４１名ありまして、県と一緒に、緊急の場合病院にかかれ

るような体制をとっているなど、年１回同席し指導を行っています。また今後もそうい

ったことができてるかということを企業の方にもお話させていただいて、進めて生きた

いと思っています。 

●会長 

 その他、ご質問・ご意見いかがでしょうか。 

 それでは、今回の協議事項の一つ目はこれで終わりたいと思います。 

 次に協議事項２について、事務局からはいかがでしょうか。 

○事務局 

 事務局からはありません。 

●会長 

 それでは、委員の皆さんからはいかがですか。 

◆委員 

 今後の審議会のスケジュールが決まっていましたら、教えてください。 

○事務局 

 ２，３月ごろ、この実施計画に基づいた実績が各課から上がってきますので、その結

果を見て自己評価をするのですが、この実績と評価について皆さんにご協議いただくこ

とになります。ということで、今度みなさんにお集まりいただくのは、年が明けてから 

ということになります。 

◆委員 

 審議会のメンバー構成ですが、労働組合関係の方の意見を反映するような委員さんが

いてもいいのではないかなと思うのですが…。 

○事務局 

 今後、考えていきたいと思います。 

●会長 

 それでは協議事項が終了しましたので、これで平成２５年度第１回男女共同参画審議

会を終わらせていただきます。ありがとうございました。 


