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平成２７年度第１回伊賀市男女共同参画審議会 議事録 

 

【 開 催 日 】平成２７年７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     時間がまいりましたので、今年度第１回の伊賀市男女共同参画審議会を始めさせていただきたいと

思います。 

        皆様方には、何かとご多用のところご参集いただき、ありがとうございます。平素は男女共同参画実現

に向けた事業にご協力・ご支援いただいておりますこと、この場をお借りしてお礼申し上げます。 

            私は、会議に入るまでの進行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ござい

ます。よろしくお願いいたします。 

        この審議会につきましては、伊賀市情報公開条例の第３５条に基づき、会議の公開をさせていただ

きます。また、審議会等の会議の公開に関する要綱第６条に基づき、議事概要作成のため会議の記

録を取らせていただきますのでご了承をいただきますとともに、マイクをお渡ししますので、マイクを通じ

てご発言いただきますよう、お願いいたします。 

        本日は、全委員１３名のうち１１名の皆様にご出席いただいており、半数を超えておりますので、男女

共同参画推進条例第 14条第 2項により当審議会が成立していることをご報告いたします。 

        また、ご都合によりまして、途中で退席される方がいらっしゃいますのでご了承いただきますようお願い

いたします。 

       それでは、事項書に基づきまして、進めさせていただきます。 

 

２．委員紹介 

 

事務局    事項書の２ 委員の紹介をさせていただきます。前任の審議会委員のみなさまには、平成 27年 7

月 26日で任期を終えられました。このたび、新たに皆様方に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、ご指導を賜りたいと存じます。 

       まず、三重大学大学院の研究科の教授 小林 正様、 

       次に、元幼稚園園長 吉藤 綾子様、 

       伊賀市民生委員・児童委員連合会代表 辻村 喜美様、 

伊賀市商工会女性部代表 川瀬 静子様、 

企業代表 中外医薬生産株式会社 岡森 久剛様、 

伊賀市小・中学校校長会代表  大西 徹様、 

伊賀市上野南部住民自治協議会 森田 文彦様、 

本日は欠席されております伊賀公共職業安定所長 和田 理様、 
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それと、同じく欠席ですが、伊賀北部農業協同組合代表の 縄手 誠様、 

伊賀市男女共同参画ネットワーク会議代表の 今井 和子様、 

三重県環境生活部男女共同参画・ＮＰＯ課の 和田 桃子様、 

公募委員 竹岡 順子様、 

公募委員 前川 清様、 

       以上、１３名の皆様方です。任期はこの７月２７日からの２年間でございます。 

       なお、委嘱状については、お手元のほうに置かせていただいておりますのでお受け取りください。 

       続きまして、事務局を紹介いたします。 

（事務局紹介） 

以上でございます。 

 

３．会長、副会長選出 

 

事項書３ 会長、副会長の選出です。 

この審議会の運営については「伊賀市男女共同参画推進条例」に基づき行っておりますが、第１３条

の６および第１３条の７によりますと、会務を総理していただく会長と、会長を補佐する副会長を選任す

るということになっております。 

       いかがいたしましょうか。 

 

委員     そちらのほうで案があれば。 

 

司会     ありがとうございます。事務局案といたしまして、会長を小林 正様、副会長を吉藤 綾子様にお願い

したいと思いますが、いかがでございましょうか。 

 

（満場の拍手あり） 

 

司会     ありがとうございました。それでは、ご承認をいただきましたので会長に就任される小林様からひとこと

ご挨拶をお願いします。 

 

（会長あいさつ） 

 

会長     前任の内山先生が東京の方の大学に転出されまして、後任として私が指名されました。初めてです

けどもよろしくお願いします。三重大学にでは工学部理工学科に所属してはおり、男女共同参画に関し

ては全学の男女共同参画推進専門委員会の委員をしています。工学部の中にも男女共同参画の委

員がありまして、そこで委員長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。 
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司会     はい、ありがとうございました。それでは続きまして事務局を代表しまして、人権生活環境部長の大橋

から、ごあいさつを申し上げます。 

 

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と申します。本日は、平成２７年度の第１回

の男女共同参画審議会ということで大変ご苦労さまです。先程来ご委嘱をさしていただいて、今回１３

名の方に伊賀市の男女共同参画についてご審議いただきます。どうかよろしくお願いをしたいと思いま

す。 

       男女共同参画を取り巻く情勢ということで、よく新聞で気にしては見ておるんですけども、まだまだ「女

性初」というのをよく目にします。今年に入って例えば海外ですと、イギリスのオックスフォード大学の学

長が８００年の歴史の中で初めて女性が学長になったと。イギリスもどちらかというと、男性優位の社会

ということ言われていますが、だいたい大学の１４％ぐらいが女性の学長ということです。アメリカでいいま

すと４６％ぐらいという風に言われています。日本はどうかといわれますと、3.5％と報告されています。 

       近いところですと、お隣の滋賀県議会の議会議長さんがこれも初めて県議会としては初めて女性議

長になられて、全国で福岡県に次いで２例目ということで、まだまだなかなか県議会のほうでも「その程

度なんだな」というようなところがあります。さらに、これもお隣の亀山警察署ですけども、ストーカーであ

るとか家庭内暴力防止であるとか青少年、健全育成を担当しているいわゆる「生活安全部門」の課長

が県警で初めて女性課長が登用されたというようなこともここ最近の新聞で言われています。 

       今、国のほうではですね「２０２０３０運動」といいまして、社会のあらゆる分野において指導的地位に

占める女性の割合を３０％となるよう期待をするというような中で、安倍首相の言葉は一応「女性活用

の推進」というようなことも取り組みがされております。 

       一方で我々伊賀市にも目を向けてみますと、実は審議会の登用率が２６年度実績で３１．１％となっ

ています。このあたりまできてからなかなか数字が上がりにくいという状況があります。伊賀市としては４

割を目指しておりますが、まだまだほど遠い段階です。さらに、地域に目を向けて見ますと「地域まちづ

くり」ということで住民自治協議会というのがあるんですけども、その「役員レベル」といいますと、まだまだ

０というような自治会もあります。 

       今、ちょうど市長が３９の自治協に「市長と語る会」ということで出向いており、私も一緒に随行させて

いただいてるんですけども、その中で「女性の参画が少ない」あるいは「皆無」というところがあって、なか

なかこう「まちづくりを進めていく上の女性の意見を聞きづらい」という状況もまだあり、そのあたりが伊賀

市の大きな課題かなと感じております。 

       本年で伊賀市の男女共同参画の第２次計画が終了し、来年から第３次の計画ということで、特に本

年度第３次の計画策定ということで委員の皆さん方に大変お世話になるわけですけども、どうかよろしく

お願いを申し上げまして私の冒頭のご挨拶とさせていただきます。どうか、よろしくお願いします。 

司会     それでは、男女共同参画推進条例第１４条の規定によりまして、これからの議事につきまして小林会

長に会議の議長をお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 
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会長     はい。では事項書の４番、協議事項で「平成２７年度伊賀市男女共同参画基本計画実施計画につ

いて」ということで、これを議題として始めさせていただきたいと思います。 

       基本計画には３つありまして、３つの基本目標別に説明をしますので、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存じますので、よろしくお願いします。 

       事務局のほうから説明をお願いします。 

 

４．協議事項 

（１）平成２７年度伊賀市男女共同参画基本計画実施計画について 

 

【事務局説明 ①－Ⅰ】 

 

事務局     お手元の資料でちょっと横長ですけれども「男女共同参画基本計画平成２７年度実施計画」をご

覧いただきながら、また別の資料で「推進のための指標の達成度」という１枚ものの資料もありますの

で、それも参考に見ていただきたいと思います。では、説明させていただきます。 

          まず、この計画は、平成１６年の１１月に伊賀市として合併した時に社会のあらゆる分野で男女の

人権が尊重される男女共同参画社会の実現をめざすということで「伊賀市男女共同参画推進条例」

が制定されまして、次の１７年に「伊賀市の男女共同参画都市宣言」を行い、そして１８年３月にこ

の計画の第１次計画を作らせていただいたところです。 

       その後、５年間にわたりまして、この第１次計画」ベースに、総合的、計画的な取り組みをしてまいり

ました。その後、社会情勢は少子高齢化がかなり進展しておりますし、家族形態も核家族化になっ

てきておりますし、男女を取り巻く意識の変化も相当目まぐるしくなっております。 

       そのようなことで５年間が過ぎまして、平成２３年３月には、翌年度からの「第２次の男女共同参画

基本計画」を作らせていただきまして、その基本計画においては「一人ひとりが、自立した人間として、

いきいきと活躍できる男女共同参画社会を実現する」ということを理念としました。そして、社会情勢

等を鑑みて、伊賀市特有の重点課題を盛り込んだ内容として、２３年度から２７年度の間、この事業

の推進の基本とさせていただいてきました。ただ、その基本計画が先ほどご挨拶にもありましたように

２７年度の末で終了ということでございまして、２８年度からは新たな「第３次計画」を策定した上で事

業を進めてまいりたいと考えております。 

       また「推進のための指標の達成度」についてですけども、「第２次伊賀市男女共同参画基本計画」

概要版（リーフレット）というものにも指標項目として上げておりますので、またご覧いただきたいと思い

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記させていただいております。 

       今から進めさせていただきますが、実施計画についてご協議いただいた上で、この、また今年度何回

か審議会があるんですけども、年度が終わりました後開催される審議会におきまして、実績と評価に

ついては協議のほうをいただくということになっております。今日は「計画についてのご協議」をお願い

したいと思います。 

また、この基本目標について、５年前に目標を定めまして、その目標にまだ到達していない場合
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は今年度の目標数値をそのままにしていただいてあります。ただ、既に目標を上回っているケースは、

新たに今年度の目標を少し上方修正した数字を資料に上げておりますので、そこの説明の時にご

覧いただきたいと思います。 

それでは実施計画書の１ページをご覧いただきながら進めていきたいと思います。 

基本目標１の あらゆる分野における男女共同参画の、基本施策１ 政策・方針決定過程への

女性の参画拡大ということで、事業番号１「審議会等委員の女性登用の拡大」についてですけれど

も、第２次の男女共同参画基本計画の指標項目「審議会等への女性登用率」の平成２７年度数値

は４０％と定めておりますが、平成２７年３月３１日現在の登用率が３１．１％とございまして、まだ到

達しておりません。今年度も、女性登用率が４０％未満の審議会については、委嘱伺回付時に「女

性委員の選任調査票」を作成していただいております。また、各担当課から女性を登用できない理

由や、今後女性委員を増やしていくための選任方針について報告をいただいております。そのような

ことで、委員の所属団体のほうにも積極的に女性を推薦していただくように促しております。特に登

用率が２５％未満という低い率の審議会については担当課に対してヒアリングを行っています。効果

的な女性登用の方法を積極的に検討しております。 

事業番号２の「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は今年の４月１

日現在３５．２％でございました。基本計画の数値目標の３０％は既に超えております。この今年度

はこの３５．２％が下がらないように取り組みを進めてまいります。また、一般行政職に限りますと、こ

の管理職の割合が、２８．７％にとどまっており、指標目標の３０％を下回っているため、これについ

ても向上をめざします。 

事業番号３の「市女性職員の企画・立案能力の向上」です。企画立案研修・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して、女性の受講希望者を優先していくこととしており

ます。 

２ページをお開きいただきまして、企業に向けた男女共同参画啓発推進の取り組みについて、商

工労働課、人権政策・男女共同参画課、各支所の振興課の人権政策担当を中心に全庁的な取り

組みと捉えて訪問予定企業数を拡大して、女性登用の推進、ポジティブ・アクションの周知取り組

みについて、働きかけていくこととしています。同時に、男女共同参画に関する研修会への参加につ

いても呼びかけを行うこととしています。 

次に３ページをご覧いただきまして、基本施策２２の「就労における男女共同参画の推進」につい

てですけれども、全体を通じて、商工労働課がハローワークと連携して就職支援情報の提供を行い

ます。事業番号１０番の「認定農業者制度、家族経営協定活用の促進」についてですけども、基本

計画の数値目標の女性認定農業者数１０人、家族経営協定締結件数２５件については既に達成

しています。今年度は認定農業者の女性数を１７人、家族経営協定件数を２９件を目標として、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

についてさらに推進していきます。 

事業番号１２番の「自営業の従事する女性への支援」についてですけども、基本計画における数

値目標の「商工会議所、商工会加入企業のうち女性経営者数」２０７人につきましては既に達成し
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て、２４９人となっています。今年度は２５０人を目標として、さらに自営業における女性の参画を促

進していきます。 

事業番号１４「再就職支援」について、いが若者サポートステーションと共催する「女性のためのパ

ソコン講座」において、当課が経済的に困難な状況にある女性で１５歳～３９歳までの求職者の方を

対象に情報を提供していきます。 

４ページの基本施策３をご覧いただきまして、「社会活動・地域活動への男女共同参画の促進」

について、地域づくり推進課では、住民自治協議会へ訪問する際に講演会、研修会等の情報提供

を行い、運営委員会の女性の参画を働きかけていきます。また、住民自治協議会研修会におきま

して、女性の参画を要請させていただきます。 

また、当課では「女性リーダー養成連続講座」を実施します。その開催の情報を提供するとともに、

各住民自治協議会からの参加を募集しておりまして、各地域の核となる人材を育成していきます。

また、その修了生につきましては、地元の住民自治協議会に修了生の氏名を報告しております。さ

らに、人権地区別懇談会という各地区で行っている事業のフォロー事業という事業において、そこで

開催される地区懇談会のリーダー研修会を、男女共同参画の視点を取り入れた内容とすることで、

地域活動における積極的な女性の参画を促します。 

次に、指標項目「住民自治協議会運営委員会の女性の参画率」ですけども、２７年度末の目標

数値が３０％なんですけれども、低い状態で厳しい状況ですが、少しでも近づけるように取り組んで

まいります。 

次、第５ページをお開きいただきまして、基本施策４「女性のエンパワーメント」について、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

行委員会を立ち上げて、市と共催でフォーラムを開催し、市民への意識啓発を図るとともに新規加

入団体を募ります。基本計画の指標項目の「ネットワーク会議加入団対数」は４５団体となっており

ますが既に達成しておりまして、今年度の数値目標を４８団体とさしていただいております。 

事業番号１８の「人材バンクの設置と活用」について、平成 23 年度に人材バンクを設置して、７３

人が登録済みです。審議会委員に登用するほか、各分野で活用できるように支援します。 

事業番号１９の「女性リーダー養成連続講座の開催」についてです。当課では、今年で５年目の

「女性リーダー養成連続講座」を全８回シリーズで開催します。修了生につきましては、人材バンク

登録あるいは男女共同参画ネットワーク会議会員登録などを促しております。指標項目の「女性の

エンパワーメントに関する研修の延べ受講者数」は、目標が１００人でございます。 

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。では、このⅠに関してご質疑、ご討論等よろしくお願いします。 

委員     いちばん気になりますこの「自治会の率」ですね。大変低いって。なかなか上がらないという理由が、

ところでも。前の会合の時には「自治協の会には、区長さんという、なんというんですか。区のリーダ

ーに女性が大変少ない。ほぼ０に等しいみたいなことがある」というようにお聞かせをいただきまし

た。 
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 そのような状況にある理由を、もしご意見お持ちの方がいらっしゃったらお聞かせいただきたいと思

います。 

委員     前回会議から続くと思うんですけれど、各まちの、伊賀市でいえば会長、町内会長、各郡部へ行けば

区長という名前がございます。そこで当番が１年に１回か２年に１回のそういう「選挙」があります。そこで

会長選挙みたいなものがあって選ばれてくるんですが、男性が会長になって出てくるのが多い。女性が

今、会長になってるのは２名ぐらいかな。 

事務局    ３人です。 

委員     伊賀市で３８地区の住民自治協議会があり、その会長は全て男性ですね、今現在。そして、その各

一つ一つの自治協には、いくつかの地区がありその中で自治協を運営しています。 

       その中に各専門部がございまして、各専門部の部長も、女性より男性が多いですね。我々の自治協で

は、副会長に女性を登用していますし、「女性部会」を作ってあります。 

       ほとんど各自治協の会合なんか見ていただきましたら、男性が主に選ばれて出てきているというのが

現状です。 

       ですから、今おっしゃられました委員の地元の町内会長はたぶん男性だと思います。皆さんお集まり

の、各自分たちの地区の自治会の役員体制どうなっているのかとまた思い出していただけたらと思うん

ですけれど、だいたい男性が「主」になっていると思います。 

       ただ、だんだんと平均寿命が高くなってきている問題で女性がどんどん入ってきてもらわないと、我々

男性っていうのはちょっとまた偏った考えを持っているかも分かりませんので、女性の方がどんどん入っ

ていただいた中で、そしてまた、女性の意見を聞きながら自治会運営していかないと、「男性だけの目

で運営している」というのはどうしてもがさつになってしまいますので、できるだけ女性の方に逆に各自治

会の役員になっていただいて、各自治会で女性の意見をどんどん聞かしていただきながら自治会運営

をしていきたいと思っています。そういうことは私こういう立場上、各自治会の方々には、町内会長さん

にはその旨いうふうに言っておりますけど。 

委員     先ほど質問した委員の意見に関連してなんですけれども。これを見せていただいて、一番この「自治

協に対する女性の参画率」というのが伸びてきていないなあっていうのが大きな課題だなあというふうに、

私も同意見です。これには男性の意識」も原因としてもちろんありますし、私たち「女性自身の意識」って

いうものも大きく影響していると思います。 

今、聞かしていただいたら３地区の女性自治会長さんが誕生をしているということですので、そのあたり

の誕生の経緯など「先進地に学ぶ」ということで、そういう事例を教えていただいたら嬉しいなと思います。 

会長     どなたかご存知の方はいらっしゃいませんか。 

事務局    答えになっているかどうか分かりませんが、昨年度ＮＰＯ団体と協働で地域活動（住民自治協議会）の

女性参画促進事業として、各自治協に参加されている女性と「クローバーカレッジ」を修了した女性を

対象にアンケート調査をしました。「一体、何が参加を阻んでいるのか」「どういった意識がそういう積極

的な活動を妨げているのか」「また、自治協としてもどういった情報提供をすれば活動してもらいやすく

なるのか」などについて研究するということでアンケートをして、また分析したものを分かりやすく１枚にし

たリーフレットを作りました。自治協の代表者会議等でお配りし、また支所においては支所の担当者から
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自治協へ啓発していただいています。 

こういった資料を見ながら、当事者としてどういう思いがあるのかを共有しながら、各自治協で話

し合いをする時にでも利用していただきたいということで進めさせていただいています。これをご覧い

ただきますと「そもそもどういうことをやっているか分からない」という意見、また女性側からすると「自

分にあまり自信がない」とか、「一生懸命入っていったんだけども、どうもうまく受け入れていただけな

かった」とかです。また、自治協のほうも「一生懸命誘っているが、なかなか積極的になっていただけ

ない」という意見もあります。それぞれの場合でいろいろ違うとは思いますが、情報共有をしながら参

画しやすい状態にしていくのが必要かなと思います。 

委員      分からないんですね。 

会長      すみません、私からちょっとお聞きしたいことがあるんですけれども。この「住民自治協議会運営委

員会の女性の参画率」というものの定義というのはどういう定義なんでしょうか。 

委員      自治協の役員構成から説明しないとだめですね。 

事務局     分かりにくいですけど。自治協の運営委員会、役員会ですね。 

会長      はい。 

事務局     いわゆる幹事会みたいな決定機関があります。そこには各地区の自治会長さんと専門部会の代

表者が入っていて、役員会を作るんです。「その中で、何人女性がいらっしゃるかの割合」です。 

会長      だから、例えばその「１つの自治会の中で女性の参画が増えてきたかどうか」っていう。年次変革と

いうのは分からなくて、結局そのトップが何％いるかぐらいしかここでは分からないということでしょうか。 

事務局    例えばこの指標によりますと、自治協議会の委員数は２，６８０人ですけども、女性委員は６６２人と

いうことですから、３割程度は女性委員が入っているっていうことは間違いないですけど。 

会長      はい。 

事務局     ただ、役員になられている女性は、まだ１５％しかないということですね。 

会長       女性委員数の経年、継続の変化みたいなのを取られてもいいんじゃないかと思うんですが。 

事務局    今、この指標として上げているのは、「政策決定の場に女性がどれだけ女性が入っているか」というこ

とで、住民自治協議会の役員に女性が占める割合を一つの指標にしています。以前は自治会長を指

標にしていた時代もあるんですけどもこれはまったく上がらないんですよね。 

会長      はい。 

事務局     ２人か３人。だいたい２７０か８０の自治会があるなかでです。「ちょっと幅をもたそう」ということで、指

標を住民自治協議会の運営委員にした訳です。 

ただ、住民自治協議会の運営委員がどういうふうに選ばれるかというと、やはり大半が自治会長で構

成されている中でというケースが多いので、同じような結果になる。自治会長以外の枠としていろんな

委員があるので、その中に女性委員が入っていると運営委員に上がってくるんですが、大半が自治会

長という状況では、なかなか数値を上げられないと思います。 

委員     この自治協の中で決定権を持っている役員の中での男女比率で、男性が多いのは「そら、そうだ」と

思いますけども、活動している人の男女の比率はもっと女性が多いんです。ただ、そういうふうに「意思

決定機関の人間の男女比率」と言われると、ぐっと少なくなります。 
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先般も市長がうちの地区の総会に来てもらって「この地区は女性の参加が多いなあ」と、市長は

喜んで帰っていきましたけど、活動している人のうち女性の数は多いと思います。部長がおっしゃら

れるように「決定機関の現場は」と言われると、確かに男性のほうが多いですね。女性の比率を上げ

ようと思うと、各地域の各町内で会長を女性に登用していかないと増えていかない。 

会長      だから、地道に地道に。まずは決定権のない女性の人数を増やし、意思決定の場における女性比

率は地道に上げてくしかないかなと思います。 

委員      ちなみに、民生委員は女性の方が多いですよね。 

委員      女性の民生委員・児童委員さん６割、男性４割。でも、各地区の民生委員の中で、協議会をしてい

るんですが、協議会長となると男性ばっかりなんです。 

伊賀市は全部で１４の地区の単位協議会長が集ります。その中で女性は２名だけです。私ともう１

人上野西部の協議会長さんと２人だけです。 

今回民生委員の代表で出席していますが、代表を選ぶに際して連合会の役員が会長１人、副会

長４人、書記１人６名いるうち、「男女共同参画の審議会へ誰が出席するか」ということについては、

事務局のほうから「特に女性を」ということは聞いていませんでしたが、私の意志で出かけてきました。 

民生委員としては、今後、私は来年の１１月までの任期です。そこで一斉改選があります。当然代

わりますけれども、できたら事務局のほうから「女性を出してください」という呼びかけをしてください。そ

うすると、連合会には２人必ず女性がおりますのでそのどちらかがこちらに来ます。そんなふうに、少し

ずつ意識を高めていくということが大切だと思います。 

あともう一つ、皆さんそれぞれ自分が住んでいる地域、自分のご自身のことを振り返ってください。

そうした時に、私の住んでいるところでは、区長を選ぶのは、２３区あるなかで１人なんです。「常会」に

出てくるのは、その家を構成している中で男性がほとんどです。その区長が集って住民自治協議会長

を決めます。男性しかないですよね。だから、一番根本となる一つの家庭、家族、そのなかで「男の役

割」「女の役割」そんなことを考えた時に、女性も意識を変えなけりゃいけないけども、それ以上に男

性が意識を変えていただかないと変わって行かない。区長は、女性はほぼ０です。郡部はそうだと思

います。皆さんお一人お一人ご自分の属するところで考えてみてください。 

委員      それを変えないと。 

委員      そうです、はい。そう、常日頃私は思っております。私も「区長代理」までしました。でも「区長さんだ

けはやめてよ」って、１回免除してもらいました。男女共同参画もちらつきながら。仮に女性が１人出て

行っても大変なんです。本当に女性は大変です。 

         そういう中で、意識を変えないことには「女の区長さん」は出ないと私は思いますが、皆さんいかがで

しょうか。 

委員      そう思います。 

委員      今、委員さんおっしゃられました自治会という中で、「自治協はこんな仕組みになっている」というお

話がありました。また合併時に自治基本条例が制定されてます。そんな中で自治会と自治協の違い」

いうと、自治会というのは、それぞれ家々が主体で、住民自治協議会とは、その地域に住む住人が主

体という位置づけです。 
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そんな中ですね、合併時に住民自治協議会を設立するときに自治会が主になってたことが間違い

だったかもしれません。だから、今でも自治会長が住民自治協議会の会長をされているところが大半

という状況になっています。しかし、公選制で選ばれるようにならないと、と思っています。 

それと、私もこの男女共同参画基本計画策定にも携って推進委員もしてきた中で、それぞれの担

当課が一生懸命になって計画を作ってきました。 

けれども、行政はやっぱりグローバルで横断的でなきゃいけない。そこで「横串を刺していけ」という

ようなことを言ってきました。担当課が一生懸命になってくれているが、他の課はそうでもなかったりす

る。 

だから今、一体その計画策定の中で、市役所の中ではたくさん計画あるかも分かりませんが、これ

は担当課だけが一生懸命になってるだけじゃなく、行政全体が計画の推進をしていかないと前へ進ま

ないわけです。だから「住民への啓発が一番足らない」こういうふうなことかと思いますが。 

そこらあたり、部長、どうですか。 

部長      はい。私もかつて、各住民自治協議会には回らせていただいたことがあります。でも、どこの地域も

「女性は高い能力を持っている人がたくさんいる」というのが分かっているんだけれども、「役員も十分

やっていける」というのも分かっててもなかなか「自治会長になる」とか、「団体あるいは地域の役員に

なる」という文化がまだまだこの伊賀の地にはできていないと感じました。「もう、その分野は触れない

でくれ」みたいな感じのところも結構ありました。 

          男女共同参画を推進していかないとだめだ、と分かっているけども、なかなか難しいんやわ」と言っ

て思考停止をしている。そのポイントを越えれば、と思うのですが。 

例えばですが「自治会長をするのがすべてや」とは言いませんけども、そういう方が何人も出てきた

らそういうことを経験される。おそらくどんな業界でも「女性がトップになった」というところがないところで

も、いろいろ新しい分野で女性トップの方が生まれてやっていけているんですよね。だから「そこへ踏み

込むか、踏み込まないか」という意識の問題かなあと。それを一体どうしたらいいのか、むしろ教えて

いただきたい、と思います。 

委員      私が感じるのは、行政が一体となって取り組もうとしているのか、そのあたりが以前より変わってきて

いるのか、というところです。 

部長      もちろん。これは数値目標も上げてですね。これは当然、担当課だけでやっていけることではないの

で、一体的に「そのあたりの意識付けがまだ弱い部分がひょっとしてあるのかな」と。それが進みにくい

ということであれば、そのあたりはさらに強化をしていく必要があるのかなというふうには思っておりま

す。 

委員      先ほのお話ですけれども、住民自治協議会に変わります、というのは一方的に行政のほうから言わ

れて、何十年と続いてきた「区長会」などと二本立てのような形で、当初は進んでいっていたんです。

住民自治協のほうにまだ皆さん意識を切り替えられていない。だから、行政として「替わってるもんや」

と思って話をしたら大きな間違いだと私は思います。何十年と続いてきたことが、一方的に市から言

われて「住民自治協にこれから変わります、規約も変えます。どうぞ。」って言われても難しいです。 

        いまだに住民自治協議会長と従来の自治会長を並行して置いてるところが多いのではないですか。 
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委員     多いね。うん、多いですね。 

委員     多いですね。難しいと思いますよ。もう一度その原点に返って、本当に一人一人の生活から意識をい

かに変えていくか。一つは「教育」でしょう。そういうふうなことを考えた時に、安直に目標を立てるの

はいかがなものかというふうに感じます。 

会長      いろいろご意見いただきましたが、ちょっと抽象的な話が多くてよくわからないところがありました。例

えば具体的に「こうしたらいい」という具体的なご提言はございますでしょうか。 

委員      先ほどのテーマですが、住民自治協議会の役員について。それにもし女性が１人２人入ったとしても、

変わらないと思います。なぜなら、その何人かの中の１人とか２人って女性が出たとしても、その意見

が通るのが非常に難しい。どうしたらその地域で女性の意見が通るとか女性が活躍できるかって、や

っぱり団体を作らないと駄目なんじゃないかなあと感じました。１人で駄目なら地域で何か活動をする

団体を作って、それで皆さんに女性はあんなことができるんだ、頑張っているんだというのを分かって

いただかないと。ただ、１人２人入ったところで何も変わらない、というような意見をみんなで話しました。

そのためには、女性も努力して「地域のためにこんなことをやってるんだ」ということを見せていかないと

いけない。ただ「役員に誰かを入れた」とかそういう話ではないという話をよくしてます。 

        でもなかなか働きながらやっていくのは大変なので、ある程度の年齢にならないと活動していけない

のかなと思います。仕事を終えて、とかやっぱり余裕のある方じゃないとそういう活動をするのも難しい

かなあと思います。でも、それでも各地域でいろんな活動をされている方もいて、実際に住民自治の

中にも入っていろんなことをされてるところもあります。だから、先進的なことをやっているところを見せ

ていただければ、「切り口」があるのかなあと思います。 

会長     これは「意識の問題」ということで、なかなかすぐには･･･ということなんですけど、例えば「推進のため

の指標の達成度」という１枚の紙がありますけども、そこのⅢの事業番号６５なんかを見てみますと、

「男は仕事」「女は家事・育児」と思わない市民意識の割合ということで、目標５０％というのを掲げて

たんですが、２２年度実績でこのアンケートで２４．４％だったのが、２６年度実績で４７．１％というふう

に上がってはいます。結局、理想的には１００％を目指すでしょうけども、こうやって段階的には確かに

上がってはいるので、地道な取り組みを進めていけば、何かしら成果が上がっていくのではないかなと

私は思ったのですが、いかがでしょう。 

委員      戻りますけれども、１番の「審議会の女性の登用率」っていうところの項目に関しましてちょっと質問

させてください。なかなか４０％には達してないっていうことで、男女共同参画課としてもいろんなところ

にヒアリングを実施して、向上に努めている」というふうなことをお聞かせいただきましたが、「なかなか

女性を登用できない理由」というのはヒアリングを通してどこにあるというふうにお考えでしょうか。教え

てください。 

事務局     ２５％に満たない審議会等へヒアリングをしております。そこで感じたこととしましては、その審議会自

体の構成委員に例えば「○○の長」などのあて職といいますか、そういった委員を構成員としていると

ころは多いです。そうしますと、団体の長をしておる方が審議会委員に自動的になるという委員構成

の審議会が非常に多いという感想です。 

         ですので、その団体の長に女性が上がってこない限り、女性が審議会には入れない審議会もござい
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ますので、そういったところには「必ず長でないといけないのか」というところを、根本的に考えていただ

く機会を設けていただき、例えば「○○の会の代表者」というような構成員のしくみにしていただくと、会

に属している方でしたらどなたでも代表になれます。その中で女性を半分、男性を半分というような形

で入れていっていただけるかな、というような話を昨年はさせていただきました。 

今後もまた審議会というもの自体の見直しもあるかと思いますので、必ずその「長でないといけない

のか」という部分については、全庁的に考えてる機会を設けて、男性も女性もどちらも構成員となれる

ような礎作りをしていきたいと当課では考えています。 

会長      よろしいでしょうか。 

委員      はい、ありがとうございました。この「審議会への女性の登用率」っていうのは、やっぱり三重県下では

伊賀市は１番なんですよね。 

事務局    ２５年度は１位でした。２６年度は少し順位のほう落としまして、３位以内に入っております。 

会長      よろしいでしょうか。 

委員      先ほど会長のほうから先に事業番号６５「男女の家庭生活の充実の支援」というところをちょっと触れ

ていただいて、それにつながってなんですけど、基本施策２「就労における男女共同参画の推進」の

事業番号９「働く女性の妊娠・出産にかかわる保護等健康管理の啓発」について、これは担当課が

健康推進課となっておりますが、こども家庭課にも関係してくると思うんです。 

         まずは「就労」ということですので、子どもを妊娠して出産し、その後に職場に復帰する場合、子ども

を保育所等に預けないと復帰ができませんよね。復帰できるかどうか、というところが一番の心配にな

ってます。出産した後にちゃんとまた仕事に復帰できるのか。 

         申請するにあたっても、申請したはいいが、結局はちゃんと子どもを預けることができるのかっていう

ところを家族の中でも話しています。１人目出産して、１人目預けられました。でも、２人目の出産で休

暇をとったら仕事を休んでる状態なので１人目の申請ができない、ということで「上の子も保育所に預

けられないわ、下の子もてがかかる」という状態を時々聞きます。今は本当に共働きがほとんどです。

出産した後にちゃんと子どもを保育できるところを確保してもらわないと、「就労における男女共同参

画の推進」なんてことはできないのでは、と思ってしまいます。 

         そのあたり健康推進課、こども家庭課からちょっと聞かしていただきたいと思います。 

会長     ちょっと聞き逃したんですけど、事業番号の何番ですか。 

委員      ９番です。 

会長      わかりました。 

こども家庭課長 

      保育所の件で、現在の状況等も踏まえてお答えをさしていただきます。現在、市内に３４の保育所・

保育園が公立・民間合わせてございます。それで、国のほうでやかましく言われているのは「待機児

童の解消」です。現在のところ私どもの伊賀市の中で待機されている方は複数名おられますが、この

待機をされてる方は「ここの保育所でないと困る」というご希望によるものです。ですので、希望の園が

今いっぱいなので待機をされているという状況の方はおられます。 

        それと出産に関することですが、保育所・保育園は出産であったり、ご内定いただいてる就労であっ
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たり、いわゆる「保育に欠ける度合い」や状況により、保育所への入所を私どもで判断さしていただい

ています。この「保育に欠ける度合い」の中で、出産される場合は産前・産後８週間は「保育に欠ける

度合い」は高い点数を付けることができるんですけども、例えば産後８週間を経過しますと、「保育に

欠ける度合い」は、国からも示されているとおり、どうしても低く判断されます。定員に余裕があるところ

につきましては、ちょっと「保育に欠ける」という状態が判断できたら文書をいただいておるところですが、

「１人目のお子さんが入所していて、２人目の子どもさんを妊娠されて出産される」と、それ以降のとこ

ろで２人目の子どもさんの入所についてもですね、定員に余裕があればご希望通りその園になるんで

すけども、定員がその時点でいっぱいという場合、兄弟別々の園で、とお願いしているケースも中には

ございます。 

委員      それは、改善するという方向にはあるんですか。 

こども家庭課 

    改善策としましては、定員の増加ですが、保育施設のハード的な部分に着手しなければならない部

分がございますので、現時点では非常に厳しい状況と考えております。 

会長      基本目標Ⅰ番、事業番号で言いますと２１番までですが、ここらへんでよろしいでしょうか。もしよろ

しければ今度、基本目標Ⅱ番の事業番号２２から続きを始めたいと思いますが。 

         次は基本目標Ⅱで男女の人権尊重ということで事業番号２２から説明をよろしくお願いします。 

 

事務局    それでは、６ページをお開きいただきまして、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。 

         基本施策の５番「互いを尊重する意識づくり」について、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、指標項目では「男は仕事」「女は家事・育児・介護」と思わない市民の割合が、

昨年度実施したアンケート調査におきまして、５年前の調査から２２．７ポイント増加して、４７．１％に

達しました。互いを尊重する意識は改善されていることが窺われますけれども、この割合がまだ半数

を超えておりませんので、５０％を超えていくように、当課と支所の振興課が、地区別懇談会等の場所

で固定的役割分担意識の解消に向けて地域の方々と議論を深めていきたいと思います。 

         事業番号２４「情報の理解 判断力を高める講座の開催」について、当課では、「三重県内男女

共同参画連携映画祭」を過日実施させていただきました。映画祭では上映前のプレトークにて、映画

を男女共同参画の視点から観ることを意識していただくことを伝え、映画を上映さしていただいており

ます。 

         また、事業番号２７「人権相談の充実」について、当課では女性弁護士による女性法律相談を、毎

月１回計１２回実施いたします。また、福祉相談調整課におきましては、女性相談員、母子・父子自

立支援員、家庭児童相談員を配置して、困難を抱える女性、ひとり親家庭などからの相談を受け、

関係機関と連携し、支援を行います。 

         次に、７ページを開いていただきまして、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」ですが、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するなどして、職員の意識向上に
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努めていきます。また、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」につき

ましては、今年度の数値目標が既に１００％なんですけども、今年度も目標を１００％と設定しておりま

す。 

         ８ページから９ページの基本施策７「男女共同参画の視点に立った学習活動の推進」について、事

業番号３４「講座等を通じた男女共同参画の学習」では、当課また各支所の振興課による「男女共

同参画に関する講座」を実施し、地域での学習の機会を提供し、市民の意識啓発に努めます。 

         また、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、当課では国・県の啓発

用チラシ、リーフレットを庁内の窓口、イベント等で配布し、市民への情報提供に努めます。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、情報

収集をします。 

         次に、１０ページ・１１ページをご覧いただきまして、基本施策８「あらゆる暴力の根絶」の、具体的施

策１８「暴力を許さない社会への意識啓発」について、各支所と連携を取りまして、パンフレット、ＤＶ防

止啓発資料等の配布、パネル展を実施して啓発に努めます。 

         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充実と支援」におきましては、ＤＶ

被害者に対して、福祉相談調整課で女性相談員による相談業務を実施し、関係機関と連携した支

援を行います。また、庁内の各担当課では情報共有を図り、被害者保護を徹底します。 

         次に、１２ページ・１３ページに移ります。基本施策９「人権としての性の尊重と健康支援」の具体的

施策２４「こころの健康支援」につきましては、人事課、健康推進課が、こころの健康問題を抱える市

民や市の職員を対象とした相談窓口を設置させていただいてあります。 

         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」につきましては、様々な

検診の機会に個別の相談を行い支援をします。また、基本計画の指標項目、子宮がん検診受診率

は目標の２０％を既に達成しており、今年度は２６％を目指します。乳がん検診受診率は２５％と設定

します。 

         事業番号５４「妊娠・出産に関する男性の理解の促進」について、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

促していくこととします。 

         以上で、基本目標のⅡの説明を終わります。 

 

会長      はい、ありがとうございました。では、基本目標Ⅱに関しましてご質疑、ご答弁をよろしくお願いしま

す。 

委員       あらゆる方面での取り組みが効果を表してきて、その「男は仕事」「女は家事・育児」と思わないとい

う市民意識の割合が高まっていると思いますし、自分自身の仕事を通して思いますことは、私は３６

年間幼稚園で仕事をしてきましたけれども、ほんとうに仕事を始めた当初は「お父さんの顔を知らない」

っていうことがほとんどだったんですけども、終わる頃には「知らないお父さんはほとんどいない」ってい

うふうにこう変わってきて、それが様々な保育所、幼稚園、小学校、中学校での取り組みとか保健師

さんの取り組みとかいろんな取り組みがこういう意識を変えてきたんだなあと実感しました。すごいこと
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だなあと思います。 

         １点質問ですが、この１１ページのあたりに、その「セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント

について」の研修が上がっているんですけれども、27年３月に出していただいた「市民意識調査」の報

告書の中で、「マタニティ・ハラスメント」の項目があったかと思うんです。マタニティ・ハラスメントに対

する周知度が、他のドメスティック・バイオレンスとかパワー・ハラスメントとかセクハラに比べてすごく低

いと総括してありました。 

         このマタニティ・ハラスメントについての取り組みとか、文言自体もどこにも上がっていないと思います

ので、その辺りどうお考えなのか教えてください。「子どもを産み、育てる」という一番大事なこと中で、

あってはならないことなんですけど、このマタニティ・ハラスメントがセクハラより相談件数としては増え

ていると聞いておりますし、そこらの取り組みはいかがでしょうか。 

会長     「増えてる」っていうのは、一般企業が特にっていうことでしょうか。 

委員     労働組合の調査の中で増えているというふうに。 

会長     はい。一般企業ですね。 

委員     企業ですね、はい。 

事務局    本日は２７年度実施計画の審議ということで、マタニティ・ハラスメントはあがってないですが、おっし

ゃるとおりマタニティ・ハラスメントは調査内容では上がってきておりますし、社会の中でそういう話題に

もなっていますし、女性が勤めていく上で出産に関してこういうハラスメントがあるという話も聞いてます

ので、３次計画では検討をと思っております。 

         今日はちょっと入っておりませんので。 

委員      今後言われてくるような。 

事務局     そうですね。 

委員      今回は入れないということですね。 

事務局     そうですね。 

委員      監視してもらわないと。そのための審議会でしょ。策定ですから。 

事務局    ２次計画の策定時は、５年前ですのでマタニティ･ハラスメントに関する施策はありませんでした。よっ

て、この実施計画には上がらず、今加えるというのも難しいです。 

委員     これ、審議会ですよね。今年度の目標について審議する場ですから、そこで出た意見で多くの方が

今まで「過去２年間３年間入ってないけども、入れたらどうか」って皆さんが思われるようでしたら、今

年最後の年でも入れてもいいのではありませんか。去年と比較してできなくも、それは皆さん了解済み

です。「意見ください」と審議会を開いているのに「違う。今年はもうしません」って。そんな話はいかが

なものでしょう。 

会長      マタニティ・ハラスメントというものが増えてるというこのデータというのはどこから見られたんでしょう

か。 

委員      マタニティ・ハラスメントで検索した中で、全労働組合の統計の中にそのパーセンテージが多いとい

うものが上がっておりましたし、女性リーダーの研修を受けさせていただいて、私は３期生の修了生な

んですけども、その中にも相談件数に関してマタニティ・ハラスメントのほうがセクシュアル・ハラスメント
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よりも増えているという実態を聞かせていただいたんです。 

         ですから、多くなっていると自分は認識しました。 

会長      例えばこの伊賀市のアンケートとかそういう中にはそういう項目が･･･ 

委員      ありました。 

事務局     この調査結果報告書の９７ページに載っています。「マタニティ・ハラスメントのことを知っています

か」という設問がありました。ですので、「増えてるかどうか」「そういう案件があるかどうか」という質問で

はありません。 

委員      「知らない」という人が多い。 

事務局     「知らない」は減ってきているとは思うんですけども、ここで発生件数がどうか、っていうのはちょっと

分からないです。 

委員       記述式の１４２ページの「女性の社会参画について」のこの一番下の１の、お１人の意見なんです

けれども。このマタハラについてものすごい憤りをここに書いてくれてあるんですね。 

この、ですが、このただ１人の人の意見ではあるんですけども「これは大事なことじゃないかな」と思

ったので発言させていただきました。 

会長       一人の意見では、水面下には。その下にはいっぱいあるとは思います。 

委員      腹立たしいもの、これ。 

委員      これは女性だけの問題じゃないから。 

委員      マタニティ・ハラスメントは、実際は子どもを身ごもって出産するまでは女性ですけど、家族の問題で

もあります。子どもを産んで育てるためには「そういうこと（マタニティ･ハラスメント）を女性が受けている」

ということは本当に大ｆ氏ことだと思います。 

         子どもは１歳か２歳の間に基本的な人格を形成される。それは、親子・家族間で形成されないと、

そのあと２歳以降人格形成を試みても、ほんとは駄目なんだっていうことをある本で読ましていただき

ました。 

ということは「産んですぐ」それから「２歳まで」っていうのはほんとに大事な時期であるということ。そ

れに対して、マタニティ・ハラスメントが就労の場で実際あって、働けない状態になるというのは、基本

的なところがなってない。それなのに少子化をいろいろ言ったところで･･･。本当に大事なところだと私

も思いますので、入れていただけるものなら入れていただきたいと思います。 

委員      このマタハラの問題、最近テレビでも取り上げていたと思います。職場で妊娠をしたことによって仕事

の場を奪われてしまうとか狭められてしまうとかいうことで話題になったようにも思いますし、「マタニテ

ィ・ハラスメント」という言葉が知られていないということは、そういったことしてしまう危険性が当然高い

ということにつながると思うんです。 

          ですから、やはり皆さんがご認識されるのであればやはり、この場は審議会の場ですので「この問題

について、何とかしていこう」という姿勢を示すことがとても大事なことだと思いますので、そういった方

向で事務局のほうも考えていただければと思います。 

会長      ご意見をお聞きしたところ、まず「職場の問題」と「家庭の問題」の両方あるかと思いますので、その

あたりは意識改革とか「企業ヘッドへの働きかけ」とかそういうのが必要ではなかろうかと思いますが。        
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委員      当社では女性が６割ぐらいを占めております。もちろん、妊娠した方もいらっしゃいますし、時短も毎

年１人ないし２人ずつですが、どんどん取られています。この計画には載ってないということに関しては

「行政が決めたことだからそうなのかなあ」とちょっと非常に客観的にしかさっき見てなかったんですけ

れども。 

         先ほどちょっとお話もありましたように、我々の一般企業からすれば普通はそれはもうマナーの１つで

ありましてそれほど意識はしていません。今、おっしゃるように非常にこう全国的にもそれが問題になっ

ているということであれば、行政のほうからの指導、啓発といったことで推進していただいたほうがいい

んじゃないかと考えます。 

会長     ありがとうございました。 

委員     伊賀市さんには、平素から男女共同参画の推進について県下でもトップクラスの取り組みをいつもし

ていただきましてどうもありがとうございます。 

        実は県のほうでも「マタニティ・ハラスメントに対する取り組み」っていうのを行っています。副会長がお

っしゃられたとおり、２６年に労働組合である連合様が任意でおこなった調査で「あなたは、マタニティ・

ハラスメントを経験したことがありますか」という問いに対して、手元に資料がないので正確でないかもし

れませんが、１４％程度の方がご経験されてるという結果でした。 

        特に妊娠中ですと、母体の健康管理にも関係してくる問題ですので、２年前から県もさせていただい

てるんですけれども、「企業の中での取り組み」っていうのがまず一つ大切な点っていうのと、あとはその

「企業の経営層の意識＋行政でいうと管理部門の意識＋職場の同僚の意識」というのもまた大きなも

のがあると思うんです。 

なので、今日はちょっと伊賀市の審議会の場ですので、県の取り組みはちょっと省略さしていただき

ますが、じゃあマタニティ・ハラスメントについてこれだけの委員の方々がそれぞれ思いをお持ちだと。そ

して、これから市としてどういう部署が担当して、どのような計画を立てて、単年度の取り組みで終わるこ

とのないようこれから先、どのように推進していくのかというのを一度市の中で揉んでいただいて、担当

部署ですとか、市としてどこに切り口を、企業にいくのか、それとも、就職前の高校生とか大学生にアプ

ローチするのか、女性自身なのか、職場の同僚なのか、そのあたりも一度ご検討いただいて、その上で

例えば来年度の第３次の計画の中で政策として打ち出していただくのもまた一つなのかなあと考えま

す。 

会長     はい、ありがとうございました。ということで、まずは本年度、単年度としての何か分析、対策等を考え

たことと、続きで次からの５ヵ年計画の中に盛り込むということでよろしいでしょうか。 

        あと、基本目標Ⅱに関しまして他によろしいでしょうか。 

ちょっと私から一つだけ質問があります。「人権相談の充実」っていうところで「女性弁護士による…」

事業番号２７あたりなんですけども。「女性弁護士による女性法律相談を実施しています」とか相談員と

かを配置しているとかそういうことでやられているんですけども。実際、どれくらいの人が相談に見えてい

るんでしょうか。困っている人が本当に来て、相談受けられているんでしょうか。 

事務局    失礼します。２６年度で去年のデータでいきますと、毎月一度この相談をさせていただきます。４名枠

です。 
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会長      はい。 

事務局    予約制です。 

会長      はい。 

事務局    ４名毎月満員になるほど希望する方はいます。その中で昨年は４４名の方に相談を受けていただき

ました。 

会長      はい。それは、「女性弁護士による女性法律相談」の話でしょうか。 

事務局    そうです、法律相談の話です。 

会長      「もう、毎月４名定員いっぱい」っていうことは、実はあぶれちゃった人がいるとかそういうことは考えな

いのですか。 

事務局    ２回目という方もいらっしゃいますが、月によりましてすごく件数が多い時もあります。そういった時に

は、２回目の方はご遠慮いただき、また空いた時にということで、１回目の方を優先にさせていただい

ています。 

         この弁護士による女性法律相談は、弁護士さんに相談をいただくまでの法的なものを相談内容とさ

れている方ということに限っています。その事前相談としましては市の女性相談員の窓口でまずお話

を聞かせていただきまして、女性相談員によります相談ということである程度解決をしていくというケー

スも多々あります。 

会長      事業番号２７にある下のほうが先にこう行われて、弁護士さんが必要な時は弁護士さんのほうに行く

という感じですか。 

事務局    はい、そのとおりです。 

会長      では、基本目標Ⅱに関してはよろしいでしょうか。次、行かせていただきまして、基本目標Ⅲの説明

をよろしくお願いします。 

 

【事務局説明 ①－Ⅲ】 

 

事務局    基本目標のⅢ、１４ページからになりますがご覧いただきたいと思います。ワーク・ライフ・バランスに

ついて、説明させていただきます。 

        基本施策１０「仕事と家庭・地域生活のバランスの支援」です。事業番号５８の「伊賀市次世代育成

支援対策地域行動計画の推進」についてですけども、こども家庭課では、「伊賀市次世代育成支援対

策地域行動計画」の後期行動計画に基づく事業の進捗を把握して、また、この計画を引き継ぎ２月に

新しく策定された「伊賀市子ども・子育て支援事業計画」に基づきまして、子育て支援の事業を実施、

検討することとしています。基本計画の指標目標「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」について、今年の目標を６０％としています。 

          事業番号５９「次世代育成支援特定事業主行動計画の推進」について人事課では、職員に対して

次世代育成支援特定事業主行動計画についての、趣旨の周知徹底を行い、意識改革を進めることと

しています。また、時間外勤務の縮減に向けた取り組み、年次休暇の取得促進など、事業者としてワ

ーク・ライフ・バランスを推進します。事業番号６２「育児・介護休業の取得促進」については、指標項
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目の「市男性職員の育児休業取得者数」の基本計画の今年度目標は３人となっております。 

          事業番号６４「男性の家事自立をめざす講座の開催」について、男性のための料理教室を実施しま

す。 

        １６ページをご覧いただきまして、基本施策１１「家庭における活動への男女共同参画の推進」の事

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、介護高齢福祉課では要望のあっ

た住民自治協議会に対しまして、出前講座を開催させていただき、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」について、福祉相談調整課では母子・父子自立支援員を配

置して、ハローワーク伊賀、家庭裁判所や三重県などの関係機関と常に連携を図り、個々の相談に応

じた資料の提供、自立に向けた必要な支援を行います。 

        事業番号７０「男性の介護技術の習得支援」ということで、介護高齢福祉課が男性の参加率３０％を

目標として家族介護教室を開催し、「介護は、家族・地域で行うものである」という意識を高めていきま

す。 

        以上で、基本目標Ⅲの説明を終わります。 

会長     はい、ありがとうございました。では、ご質疑、ご討論をお願いします。 

委員     事業番号６６「介護における男女共同参画」の出前講座というのは、具体的にどのぐらいの件数があ

ったんでしょうか。 

これは介護福祉課の方が講師としておいでになるのか、ちょっと具体的なことがもし分かりましたら。 

事務局    件数のほうは担当課がおりませんので分かりませんが、要望がありましたら市の職員が出前講座とい

う形で行かせていただきまして、制度の内容の説明、そういった介護に関係しての説明とか男女共同

参画の必要性等をお話をさせていただいております。 

こども家庭課 

    昨年度の実績で私が把握している範囲ということで答えさせていただきます。 

        まず、上野ふれあいプラザと青山保健センター、島ヶ原老人福祉センター、こういったところに出向き

まして、ケアマネージャーさんや民生委員・児童委員さんに対し、制度の説明等についてお話をさして

いただいたということがございました。 

会長     あと、よろしいでしょうか。 

委員     はい、質問です。男性も家事自立をしていかなければならないという家庭生活における両立支援の

推進のあたりで、ここに「男性のための料理教室を開催します」とありますけれども、どんな規模でどんな

ふうに。具体的に教えていただけたら。 

事務局    親子で参加していただきます、事業番号６４のところです。男性のための料理教室ということで、お父

さんにも取り組んでいただこうという料理教室です。 

         去年実施しましたのは「子どもさんと一緒に親子で料理の教室をしましょう」ということで、年２回させ

ていただきました。その前の年は年１回の実施で、すぐ応満員状態になりましたので、去年については２

回に増やしてさせていただきました。 

委員     昨年の参加者はどれくらいですか。 
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事務局    ２２組・４７名の方に来ていただきました。１１月と１月に実施しております。今年度も２回の予定をして

おります。 

委員     ありがとうございます。 

委員     実は、副会長さんと同じ地域に住んでいます。副会長さんグループが男の料理教室というのを開催し

てくれてるんです。そんな中で私も参加さしていただいてですね「これは何や」というたら、私はそれぞれ

妻もいれば、ばあさんもまだいるんですけど、我らの年代で「単身者と母親」という家庭が案外我々の地

域には多かった。そんな中で、「そのお母さんが亡くなってしもたら、一体どうなるんだろう」ということを

課題として、副会長さんのグループが男性対象の料理教室を開いてくれました。 

        もっと踏み込んで、単身者の男性と母親という世帯でその人のお母様が寝たきりになってしまったらど

うするんだろう」と、単身者の男性が介護ができるようになれば、ということまで考えていただいて取り組

みをしていただいています。 

委員     地域の中でそういうことって大事になってくるんじゃないかな、と思います。 

委員     私の属しております阿保地区住民自治協では、スポーツ健康部会さんで男の料理教室を昨年度開

いていただきまして、１４名の参加がありました。しかも、１，０００円会費を取って。２０名が目標だったら

しいんですが、１，０００円取ったのがだめだったのかは分かりませんが、１４名参加していただき他にも

健康のお話もセットで聞かせていただき、いい取り組みだったと思っております。 

委員     私の住んでいる猪田地区には、女性ばかりのボランティアサークル「ＩＤＡ彩」がありまして、そこでいろ

んな活動をしています。男女共同参画という視点からいろんな行事を運営しながら、「少しでもこの地

域のためになっていけば」というのと「そこに属している女性も元気になっていければ」ということで、今、

活動をしているところであります。 

委員     実は私が代表をさせてもらっている「男女共同参画ネットワーク会議」というところでも、昨年交流会に

男性の料理教室を運営している方を招いて、お話を聞かせてもらった時に、「退職して初めて料理の大

変さとかいろんなことが分かってきた」と。「働いてる時は一生懸命家族を支えるために頑張ってきたの

でそういう女性の苦労が分からなかったそうですが、初めてちょっと余裕が出て料理をすることによって

女性を理解することが少しずつできてきた」ということをおっしゃられてたと思います。それを聞いてだい

ぶ時間差はあると思いますが、夫婦というのは一緒にいて、どこで理解するかっていうのは分からない

んですけど、その時にまた女性のこと、女性も男性を理解して、お互いに分かり合える時が来ることによ

ってまた社会も変わっていくと思うので、そういうことを推進していただくのもいいんじゃないか、それもや

っぱり男女共同参画の推進になっていくんじゃないか」と感じました。 

会長     もう、ぜひともどんどん開いていただければと思います。よろしいでしょうか。 

委員     事業番号６２の指標項目「市男性職員の育児休業取得者数」。目標が３人のところ、達成度のＡ４横

紙を見さしていただきますと、平成２２年度実績以降ずっと０名のままなんですけれども、２７年度実績

で何か数字が上がってくる見込みがあるのかどうかというところを教えていただきたいと思います。 

人事課長   ちょっと厳しいご質問をいただきました。今年度特定事業主行動計画も延長になりましたもので、再

度、計画を立てさせていただきました。 

        確かに、市の職員の主たる生計者はほとんどの方が男性という状況の中、非常に取得率が悪いのは
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分かっているのですが、今年度からの５年間の特定事業主行動計画については、「男性の育児参加」

を一番の取り組みに掲げております。過大な目標かもしれませんけれども、取得していただきたい。また、

そういうふうに啓発していきたいというあくまでも「目標数値」ということでご理解していただければと思っ

ています。 

委員      どうもありがとうございます。おっしゃられるとおり、主たる生計者が男性の場合に「育児休業を取る」と

いうことが経済的にもかなりハードルが高いケースもございますので、一概に人数を言うべきなのではな

いかもしれないんですが。一番最初の「自治会の話」でもありましたとおり、女性が、これから男女が参

画していくには、男性の意識改革ってとても大事だと思うんです。 

        そういった中で、市の職員さんで、男性の方に育児休業を取ったことがない。男性に取られてる方が

いらっしゃらないという、その若い男性の意識がどうかと思います。 

「トップの方がどう考えるか」っていうのがとても大きいと思うんです。三重県知事は「育男」、育児男

子のプロジェクトを進めてまして、ご自身育休とか取られておりまして。 

委員     休暇だけでしょ、休暇。 

委員     そうですね。でも、三重県庁の男性職員の育児休業の取得率はすごい上がったんです。それまでは

市役所さんと同じで、男性で、男性職員で育児休業を取る者ってほとんどいなかったんですけれども、

知事が取られてから男性の育児休業の取得が増えました。、 

委員     ちょっと、気をつけて。知事は育児休業を取ったんじゃないんでしょ、休暇を。 

委員     休暇ですね、そうですね。はい、すいません。ただ、トップの方の意識が下の者にも通じるっていうもの

もございますので。 

そうですね、育児休暇でいえば、県庁職員は９０％取ってます。なので、もし休暇とかでは制度周知を

していただけると、と思います。 

会長     育児休業のほうは無給ということなんですけども、別で何か「補助」があると思うんですけども、そのあ

たりはどうなっていますか。 

人事課長  共済組合のほうから部分的に何割かの支給はさせていただいてます。 

会長     それは「どれくらいの割合」でとかは。そのような情報はもう、皆さんお持ちのなんでしょうか。 

人事課長  はい。 

会長     でも、やっぱり取らないっていうことなんでしょうか。 

人事課長  男性がですか。 

会長     はい。育児休業が０っていうんだけど、完全に無給じゃなく「補助」がくるわけだから、完全に(収入が)

０になるわけではないんですよね。 

人事課長  はい。 

会長     そのあたりは皆さんご存知の上でも、さらに取らないものかあまりそこらへんが周知されていないのか。

そのあたり、どうでしょう。 

人事課長  周知のほうはさせていただいております。ハンドブックも作ってですね、各課に配布もさせていただいて

おるところでございますが。 

会長     はい。 
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人事課長  やはり、まだちょっと行政職員、市役所の中ではその「男性が育児に参加する」というこの風土ってい

うんですか、なかなかまだ根付いていないと申しましょうか。 

          それではもう人事課としてもどんどん啓発して今年は男性が育児に参加していただくために頑張って

啓発を徹底していきたいというふうに考えております。 

        やはり、だんだん若い世代に世代交代していくので、そういう考え方の職員も増えてくるんではないか

なあ」というふうな期待もしているところですが、なかなか主たる生計となると「何割かカットされるだけで

もやっぱりきつい」という思いはあるような気がします。 

会長     具体的にどういう補助があるのか、そういうのはこう、分かってるんでしょうか。 

人事課長  ちょっと今、確かなことは言えないんですけども、おおよそ、概ね通常の給料の半額ぐらい。 

会長     こう補助で補填されると。 

人事課長  はい。 

会長     ハンドブックなんかにはもう「半額ぐらい」とかいうのは明記されてるんでしょうか。 

人事課長  そうだったと私は記憶しています。はい。 

会長     あと、それ以外にですね、ちょっともう無給になるから「次の年の税金がどう」とか「年金がどう」とか給

料以外の情報についても、明記されて、周知されているんでしょうか。 

人事課長 

       ちょっと今、ハンドブック持ってこなかったんですけれども、あまり金銭的なところの説明については、詳

しくは書いていなかったように記憶しています。どちらかといえば「こういうふうな休みが取れる」「こう

いうふうな取り方がでる」という説明のほうが主だったかというように記憶しています。 

会長     でも、一番お金が気になるところではあると思うので、お役所さんも企業さんもそうだと思うんだけども。

その何ちゅうか「補助がどれぐらいある」とか。あるいはですね「無給になったから、次の年の所得税

がどうだ」とか「年金がどうだ」とかいろいろ考慮すべき点はいっぱいあると思うんです。        

人事課長  そのあたり、啓発はしていきたいとは考えます。ありがとうございます。 

委員     男性の育児休業につきましては、一つは「直属の上司」これの理解が第一です。それからもう一つは、

特に人事課あたりは「そういった休暇を取った場合どうなるかっていうことを具体的にデータを上げてし

っかり周知徹底する」ということが大切です。 

        奥さんのほうも働いておれば、財政的な厳しさも変わってくると思うんです。ただ、子育て中心で旧態

依然とした家庭生活であれば、男性は割合取りづらいと思います。経済的なことを考えますとね。 

        しかし、最近の男性も女性も意識は変わってきています。だから、それに負けないようにしっかりＰＲす

るということですね。そのためには、直属の上司がやっぱりアンテナを高くして「うん、あそこどうなんかな

あ」と思うぐらいまでね、しっかりこう「追跡」というかおかしいけども、細やかに気配りをしていく。そういう

ふうな体制がぜひとも必要と思います。 

        私の時も、合計３人。男性の方が「育児休業を取りたいです」って言ってきました。そうした時に「どう

ぞ、大丈夫ですから。そして、待遇的なことは事務に行って聞いてください」と言いました。そんな場合は

女性もお勤めしてましたから「出産直後１年間は女性が取って、そしてその次に男性が１年間」取ります

というふうなケースが多かったです。 
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        だから、そのへんをよくよく分析されて、せっかく目標に上げてくれてますのでなるだけ達成できるよう

な手だてをしっかり考えていただきたいと切に思います。 

会長     ありがとうございました。企業さんはその辺りどうでしょうか。 

委員     公務員なら取れると思うんですけど、一般企業では取れない、取らないですよね。それは確かに「経

済的なこと」もありますけど、意識の中で公務員と民間では決定的に違いますから。「親方日の丸」と

我々とまた全然違う。それは絶対ないです。 

    確かに実際、当社でも「育児短時間」を取った男性がおりました。それは、周りの目を憚るとかそうい

うことではなくって、奥さんが実は公務員だったんですよ。奥さんがイニシアティブが非常に強くて、その

男性も全部奥さんになびいて「じゃ、取るわ」みたいな感じで３ヵ月間取りました。別に「それでどう」とい

うことではなくて非常に優秀な人間でやっております。 

   でも「育児休業」となりますと、たぶん彼もいくら奥さんがそういうふうに言われたとしても「たぶん、取ら

なかったんじゃないかな」と思います。我々の世代はもちろんですけど、今の若い３０代前半の人間で新

婚さんや、出産を控えてる子もいますけれども、まず「育児休業」と言う考えはないのではないかなと思

います。 

会長     ありがとうございました。 

委員     その「育児休業とか育児休暇を取らない」。なぜか。そこがほんとに私、憤りを感じるんですけど。 

        （生まれて間もない時期は）人としてはまだまだでき上がってない段階ですけれども、実は人生の中で

一番大事な時期なんですよね。それをやっぱり分かっていただかないと育児休暇とか休業を取得しよ

うという雰囲気にならない。そのあたりを皆さんには勉強していただきたい。 

         私、子ども支援をしているので、今の社会本当に人格形成が大事になってくるんじゃないかなあと、もう

切に思います。その元はやっぱり生まれてすぐ、先ほども言いましたけど、２歳までの一番大変な時期に

夫婦で、家族で子どもを、ものも喋れない時期なんですけどほんとうにその時期が子どもの脳にとって、

感性の一番大事、人として大事な時期なんですね。それをみんな大切な時期だと思っていただきたい。

「立って喋れるようになるまでの時期」ですね、それがほんとうに人として大事な時期。基礎的信頼感を

作らなければならない時期なので、そういう「人を育てる」というところを見直していかないと、社会はで

きていかないと思います。        

会長     ありがとうございました。ローマ数字３番に行きまして、他によろしいでしょうか。はい。では、ありがとうご

ざいました。事項書の４番、協議事項の「平成２７年度の計画、実施計画について」はこれで終わりたい

と思います。 

        「その他」ですけど、何か事務局さんのほうでありますでしょうか。 

 

（２）その他 

 

事務局    お手元にお配りした資料の中にピンク色のチラシがあると思います。女性のための課題解決能力講

座で「クローバー・カレッジ」と呼ばれております８回シリーズの教室がございまして、もう迫ってはござい

ますけども８月２１日の金曜日からスタートさせていただきます。 
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        一応、定員は２０名程度と募集させていただいてるんですけど、まだ少し枠が空いておりまして。もし、

お知り合い等の方で勧めていただける方がいましたらぜひ、お知らせいただいたり、お勧めいただけると

ありがたいと思いまして入れさせていただいております。よろしくお願いします。 

 

５．閉会 

 

会長     他はよろしいでしょうか。他に無いようでしたら、本日はこれをもちまして会議終了させていただきま

す。 

        長い間ありがとうございました。 

 

 

 


