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平成２５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２６年３月２７日（木） 午後２時～ 

【開催場所】ハイトピア伊賀４階 多目的室 

 

１． 開会 

司会      皆様、こんにちは。大変お待たせいたしましたが、定刻となりましたので、ただい

まから、平成２５年度第２回伊賀市男女共同参画審議会を開会させていただきます。 

        何かとご多用のところご出席いただきましてありがとうございます。委員会の議事

に入るまで進行役を務めさせていただきます人権政策・男女共同参画課の福永でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

        この審議会の開催は「伊賀市男女共同参画推進条例」に基づき運営しておるところ

でございますが、条例の第１４条２項によりまして、委員の半数以上出席があれば成

立するとのことで、全委員さん１９名のうち、本、ただいま１０名の委員さんのご出

席をいただいておりますので、半数を超えておりますことで、本日の会議は、成立し

ていますことをご報告申し上げます。 

        さて、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（会議録）の

作成のために、録音をさせていただきますので、ご了承賜りたいと存じます。したが

いまして、発言の時は、恐れ入りますがマイクをお渡しいたしますので、必ずマイク

を通してご発言いただきたいと思います。 

         

２．あいさつ 

司会      それでは、初めに伊賀市男女共同参画審議会会長の内山様からご挨拶をお願いした

いと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

議長      皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました、会長を務めさせていただい

ております内山と申します。今回、私もこの伊賀市の男女共同参画審議会の委員を拝

命して２回目となりますが。 

今回は、いわゆる「基本計画」がどのように達成できているのかを皆様のご意見い

ただきながら確認していくという回でございますので、活発なご意見をいただければ

と思っております。 

        よろしくお願いします。 

司会      ありがとうございました。続きまして、伊賀市男女共同参画推進会議会長の前川人

権生活環境部長から、ご挨拶いただきます。 

部長      皆さん、こんにちは。伊賀市の人権生活環境部長の前川です。皆様方には何かとご

多用の中、伊賀市男女共同参画審議会にご出席いただきまして誠にありがとうござい
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ます。 

      日頃は、伊賀市の男女共同参画社会の推進のために格別のご尽力を賜っております

ことを、この場をお借りいたしまして厚く御礼申し上げます。 

      この伊賀市男女共同参画でございますが、平成２３年３月に第２次の「伊賀市男女

共同参画基本計画」を策定いたしまして、３年を経過しようというところでございます。

この間、市、全庁挙げて取り組んできたところでございます。そうした中でちょっと一

例を紹介させていただきますが、この基本計画の中で「市の女性管理職の割合を３０％

とする」という数値目標を挙げております。 

      この中で平成２５年４月１日現在、市の女性管理職の割合は３３．３％となってお

りまして、内閣府調査によると全国で１５番目、市に限定すると６番目に高いという割

合になっております。また昨日、平成２６年度の人事異動の内示が発表されましたが、

女性部長が一般行政職で２名誕生しております。そして、女性管理職数も昨年よりの３

３．３％から３３.９４％に伸びています。 

      本日は、本年度全庁挙げて取り組んでまいりました事業についてご審議いただきた

いと思います。冒頭にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。 

 

３．委員紹介 

司会     ありがとうございました。事項書に基づきまして委員の紹介をさせていただきます。

このたび伊賀市民生委員・児童委員の改選により、一名の委員の交替がありましたので、

お手元に配布させていただきました名簿をご覧いただきたいと思います。 

       ４番目の、伊賀市民生委員・児童委員連合会代表の辻村 喜美（つじむら きみ）様

でございます。前任者の残任期間となりますので、任期は平成２７年７月２６日までで

ございます。伊賀市男女共同参画の取組につきまして、ご指導を賜りたいと存じます。

辻村様どうぞよろしくお願いいたします。 

委員     ただいま紹介していただきました、辻村 喜美でございます。なにぶん初めてでござ

いますので、皆様、どうかよろしくお願いいたします。 

司会     ありがとうございました。それでは、協議事項に移らせていただきます。協議事項は、

伊賀市男女共同参画推進条例の第１４条の第１項の規定によりまして、内山会長様に会

議の議長をお願いしたいと思いますので。会長様、どうぞよろしくお願いします。 

 

議長     はい。それでは、進めさせていただきたいと思います。協議事項今日は２つございま

すが、１つ目でございます。「平成２５年度伊賀市男女共同参画基本計画実施、実施事

業の進捗状況について」ということでまずは事務局からご説明いただきたいと思います

が。 

もう皆様、お手元におそらくこの大き目の資料あると思いますが。量が多いことでご

ざいまして何回かに分けて説明いただきたいと思っておりますので、そういう形でよろ
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しくお願いいたします。 

 まずは、事務局のほうからご説明をお願いいたします。 

事務局      はい。それでは事務局のほうから説明に入らせていただきますが、その前にお願いさ

せていただきます。２つ資料の差し替えをお願いいたします。 

         １つ目は「平成２５年度事業の進捗状況」Ａ３の大きなのですけれど。それの１４ペ

ージ目を、皆様の各お席のほうに配布しておりますものと入れ替えていただきたいと思

います。これは、資料を送付した後に実施した事業について、事業実績等を追加させて

いただきました。 

         もう１つですが「評価ランクの割合と昨年の比較表」、Ａ４の１枚ものでございます

けれども、それも同じく後日、送付後に実施した事業についての評価を入力いたしまし

た。 

         それでは、基本目標ごとに説明をしてまいりたいと思います。一つの基本目標が終わ

りましたら、その都度、質疑応答に入りたいと思っております。どうぞ、よろしくお願

いします。 

         では、最初１ページ目をご覧くださいませ。 

         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して、事業番号１の「審議会等委員の女性登用の拡大」の「事

業の実施内容」・「事業の効果・課題」をご覧いただきたいと思います。平成２５年度

も、女性委員の登用率が４０％未満の審議会等については、「審議会等の女性委員選任

状況調査票」の提出を依頼し、女性委員を増やせない理由及び今後の選任方針を調査い

たしました。 

         また、９５ある審議会等のうちで、登用率が２５％未満の審議会等が５つありまして、

そのうちの４つの担当課に対しヒアリングを行いました。各担当課とも女性委員の登用

率向上について、高い意識を持っていますが、委員を選出する団体構成員に女性が少な

い現状があり、特に住民自治協議会役員に女性登用を働きかけるなど抜本的な対策を検

討していく必要があります。また、ヒアリング後に「女性委員登用率の数値目標」の提

出を依頼しました。この「女性委員登用率の数値目標」による平成２７年度末の数値は、

５審議会等の中で、登用率の伸び率が最小の審議会で８％、最大の審議会で２０％上昇

する予定でございます。 

         しかしながら、改選時期が審議会ごとに違うため、数値として表れるものはもう少し

先になります。今後、その目標に向け継続した取組が実施されるよう、啓発を続けてい

きます。 

         「目標数値」・「実績数値」をご覧ください。今年度は３６％の登用率を目標といた

しておりますが、平成２６年３月１０日現在では、３１.３％で、昨年度実績３１.４％

と比べると横ばいで、３６％の目標には達しておりません。自己評価といたしまして「Ｄ」

の「取り組みが不十分」としました。 
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         事業番号２ 管理職への女性登用の拡大について、平成２５年４月１日の定期人事異

動では３３.３％で、すでに指標を達しています。これは、保育士、看護師などの女性

の割合が高い職種を含んだ割合でありまして、一般行政職においては、女性職員の年齢

構成関係もあり、大幅な改善が見込めない状況です。目標数値の維持が厳しい現状の中、

自己評価は「Ｂ」となっています。 

         事業番号３ 市女性職員の企画・立案能力の向上については、全国的な女性リーダー

養成のための研修に１人が参加し、女性としてのキャリアデザインの形成や、マネージ

メント能力の向上に繋がったと考えています。評価は「Ｂ」としています。 

         ２ページから３ページでは、企業に向けた女性登用等、男女共同参画推進のため、人

権政策・男女共同参画課や商工労働課、各支所の担当課と連携し企業訪問を実施しまし

た。女性を登用することのメリットを伝えることで、考える機会を持ってもらうことが

できました。しかし、企業により取り組む姿勢に差があり、今後も継続的に啓発を続け

ていく必要があります。評価は「Ｂ」及び「Ｃ」としました。 

         ４ページの、基本施策２「就労における男女共同参画の推進」に移ります。事業番号

１０ 認定農業者制度、家族経営協定活用等の促進 では、「認定農業者研修会」を開

催し、女性にも農業経営について学習する機会を提供しました。認定農業者の女性数は、

２１人と昨年から１人増え、女性の参画促進に熱心に取り組むことができました。一方

で、家族経営協定が２７件で、昨年と同じ件数となっています。目標数値をほぼ達成し

ていることから、評価は「Ｂ」としています。 

         事業番号１２ 自営業に従事する女性への支援 及び８ページの事業番号２０ 起

業を支援する情報提供及び必要な知識等の獲得機会の提供 では、商工会等が実施した

「創業塾」開催についての情報を広報誌に掲載することで、８人の女性の参加がありま

した。女性の経営者は２５６人と目標数値を少し割っています。評価は「Ｂ」です。 

         ５ページの事業番号１４ 再就職支援では、県等と共催で「女性のためのパソコン講

座」や「女性のための資格の取り方、活かし方」の講座を開催しました。パソコン操作

や履歴書などの応募書類や面接の対処法、自分のＰＲの仕方などを説明しました。実用

的な知識を伝えることで、自信をもって就職活動をしてもらえるようになります。今後、

さらにどう就職につなげていくかが課題です。評価は「Ｂ」としています。 

         ６ページをご覧ください。 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、事業番号１５の自治会・住民自治協議会等における男女共同参画の推進につき

ましては、市民活動推進課が、各住民自治協議会に訪問した時に女性の参画を呼びかけ、

女性部会が立ち上がったところもありましたが、住民自治協議会の運営委員会の女性参

画率は、９.５％と昨年と同じ低い結果になりました。 

         また、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が２月に終了しま

した。修了生の地元住民自治協議会への修了生名の報告等、役員に登用していただくよ

うお願いする予定です。評価は「Ｄ」です。 
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         ７ページをご覧ください。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、ネットワーク会議会員と共催で６月８日土曜日に男女共同参画フォーラム「いきい

き未来いが 2013」をハイトピア伊賀 生涯学習センターで開催しました。参加者数が２

２１人で、多くの中高年の方が参加されました。今年度は、弁護士の菊地幸夫さんを講

師に迎え、ご自身の体験談から、ワーク・ライフ・バランスや男性の育児参加について

の啓発ができました。なお、登録団体が２団体増え、評価は「Ａ」です。 

         事業番号１８ 人材バンクの設置と活用 についてですが、「伊賀市男女共同参画人

材バンク」に「女性リーダー養成連続講座」修了生を含む１９名を追加登録いたしまし

た。また、審議会委員への登用された人数は６人。今後、さらにバンクのＰＲを行い、

活用してまいります。評価は「Ｂ」です。 

         事業番号１９ 女性のリーダー養成講座の開催ですが、人権政策・男女共同参画課で

は、基本計画の重点施策である「女性リーダー養成講座」を計８回開催しました。受講

者は１６人、修了生は１６人です。いろんな分野から講師を招き、質の高い講義内容で、

受講生も熱心に取り組みほとんどの受講生が修了しました。 

         修了後は、伊賀市男女共同参画人材バンクへの登録、審議会等委員への推薦、男女共

同参画ネットワーク会議会員の登録、住民自治協議会等への報告をし、女性リーダーを

活用してまいります。評価は「Ｂ」です。 

         以上で基本目標Ⅰの説明を終わらせていただきます。 

議長        はい、ありがとうございました。それでは質疑に移りたいと思いますが、ただいまご

説明いただいたことにつきましてご質問・ご意見等ありましたらお願いいたします。ち

なみに、今触れなかったところでもこの今ページですね。載ってるところで少し疑問等

があれば出していただければと思います。 

          いかがでしょう。まず、取っ掛かりとしてですね、先ほど「市役所における管理職の

割合が全国的に高い」というお話がございましたけれど、理由は何かあるんでしょうか。 

事務局       人事課の方の力もあると思うんですけれども、企画立案ですとか、ああいうプレゼン

テーション能力に関する研修の募集を「庁内ＬＡＮ」、庁内でネットが繋がっているん

ですんけども、女性の該当する役職の方にまず優先的に募集をかけていただいている、

という工夫をされているということと、性別による昇格ということを考えずに、同等の

能力があれば男性でも女性でも昇格できるように考えていらっしゃると。あと、適材適

所を念頭に置いて、女性職員・女性の管理職を配置されているということです。 

議長        はい、ありがとうございます。ちなみに、先ほど自己評価Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄとありまし

たけれども、その意味は最初のページをめくっていただいたところに、自己評価Ａ・Ｂ・

Ｃ・Ｄ・Ｅそれぞれどいう意味かということは説明ありますので、ご覧いただければと思

います。 

          Ａは「充分に」、Ｂが「かなり」、Ｃが「ある程度」、Ｄが「不十分」、Ｅは「でき

なかった」。これは、なかなか数字で示すことが難しい取組もございますので、こういっ
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た「やや、この主観が入ってしまう」というか、こういった言い方になってしまいますけ

ども、今回は市役所の方が「自己評価」という形で、このＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅでご判断い

ただいたということになります。 

          ご質問・ご意見いかがでしょうか。自由にさしていただいて、お願いします。先ほど

話ありましたけども、マイクでお話いただければと思っております。   

委員        失礼いたします。私、伊賀市男女共同参画ネットワーク会議の代表の西出と申します

けれども、事業番号１７のところに、いろいろとまとめていただいておりまして。今、課

長さんがおっしゃっていただいたんですけれども、目標の４２団体を４３団体でクリアで

きたということで、非常に今年度満足しております。評価もＡをいただきまして本当にあ

りがとうございます。また、さらなる２７年度までの目標がありますので、さらなる努力

をさしていただきたいなと思うんですけれども。ここにおいでの皆さんもネットワーク会

議に入っておられる方もたくさんみえられますのでほんとに心強いんですけれども。 

          ちょっとＰＲ的になるんですけども。昨年「いきいき未来いが 2013」をやりましたが、

また今年も「いきいき未来いが 2014」ということで、６月の２８日の土曜日にふるさと

会館いがで大々的にやろうと思っております。今年は、講師先生には三重県知事の奥様の

武田美保さんをお迎えいたしまして、ちょっと「スポーツの関係」とかね。オリンピック

もまた東京決まりましたので、そんな意味も込めましてぜひ講演をお聴きしたいなと思っ

ておりますので。 

          ごめんなさい。ちょっとＰＲ的になってしまいましたけども、それでますますですね、

この参加人数２２１名にもまして。昨年はちょっとハイトピア伊賀の５階でしたものでね。

少し狭かったので、ほんとにあんまり募集をかけられなかったんですけども。今回はふる

さと会館いがということですので、どんどん来ていただけたらなと思います。 

          ますます団体さんの絆を深めていただいて、一致団結の下やりたいなと思いますので。

今年のテーマは「一歩ふみ出そう、ともに生きる伊賀のまち」と決めておりますので、ど

うぞ皆さん、たくさん来ていただければと思います。 

          ごめんなさい、私の団体のことで申し訳ありません。 

議長         はい、ありがとうございます。あと、今年度はＡでしたし、来年度に向けてもしっ

かりと取組を進められてということだと思います。よろしくお願いします、ありがとう

ございました。はい、他のご意見・ご質問等あればお聞きいたします。いかがでしょう

か。 

           それでは、私のほうから確認ですが。「リーダー養成講座」ってございますよね。

これは基本的に、これを修了された方を例えば「審議会等でご活躍いただく」とか、も

しくは「住民自治協議会のほうでもご参画いただく」というようなこの講座をひとつ出

発点にして、いろんなところで女性の方にご活躍いただくためのしくみづくりというふ

うな理解でよろしいわけですね。 

           ちなみにこれ、開催を今後続けていくにあたって何か「課題」とかは認識されてい
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ることございますか。「いやいや。これ、続けていくと続々と受講者がいらっしゃる 

というふうに考えてよろしいか、ということなんですけど。 

事務局        はい。一応計画が５年計画でして、今年で３年目なんです。あと２年で一応、目標

人数が１００名を目標としてるんですけれども、そういうところを度外視して、たくさ

ん応募していただくくらいなほうがありがたいです。 

広く伊賀市全域から応募いただけるように、また、住民自治協議会のほうで活躍して

いただけるように周知、募集要項の周知等も工夫していきたいと思っております。 

議長        はい、ありがとうございます。関連してでも関連してなくてもいいんですが、他にご

ざいますか。 

委員        「女性リーダー連続講座」私、第１期生で受講さしていただいたんですけど、どうで

しょうかね、あと２回ありますよね。ちょっと、年々受講者も減ってきてるようなんで

すけど。今後あと、どんな感じで進んでるんでしょうかね。 

          評価はＢという評価なんで、受講さしていただいた内容についても私、非常によかっ

たと思うんですね。できるだけ、募集定員は２５人ですよね、ぐらいでしたよね。 

事務局       ２０名程度。 

委員        ２０名程度。あのね、「もう少し皆さんに来ていただければな」と思うんですけど。 

事務局       募集要項の周知を徹底したいと思います。 

議長        はい。内容につきましては非常に高い評価を今お話いただきましたので、まずは「受

講していただく」というところでさらに努力していただきたいと思います。。 

委員        すいません、それに関連していいですか。 

議長        お願いします。 

委員        すいません、度々すいません。私も「女性リーダー養成講座」昨年お声がけをいただ

いたんですけれども。ちょうどその１回目がですね、用事がありまして行けないというこ

とで「じゃあ、もう全然駄目だな」と思って諦めまして。 

          やっぱり８回もありますとね、これ、全部を出席するっていうのはかなり至難の業で

はないかな」と思うんですけども。今、今井さんもおっしゃったように優等生で卒業され

た方もおられるので、私なんかまずその先に「年間通じて大丈夫かな」と思うんですけれ

ども。欠席とかいうのは全然駄目だったりするので、受講すると修了したいので。また、

募集をありましたら考えてみたいなと思っております。 

          それと、先ほど課長さんおっしゃっていただいたように。この養成講座を受けた受講

生がですね、また住民自治協議会のほうへ反映される、ということをお聞きいたしました。

地域へ帰ると、本当に「別個」っていいますか、私たちの地域もあんまり女性中心ではご

ざいませんで。もう、区長からして男性で、男性の「政治」ていいますかね、そういうま

ちのことをやってるんですけれども。なかなかここへ私が参加させていただいてるのはほ

んまに「個人的なこと」ていうか、「なんか上野へ行ってやってんなあ」ぐらいにしか思

われなくって。なかなか自分の地域まで「じゃあ、あの人はこんなんやってるから」って
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いうのが浸透してないように思います。 

          今課長さんおっしゃってくださったように、そういうふうに反映されるというのは非

常に地域にもまた「頑張ってやろうかな」ていう意欲も生まれますので、ぜひぜひよろし

くお願いしたいと思います。 

議長        はい、ありがとうございました。いまのご意見についてコメントございますでしょう

か。 

事務局       はい、ありがとうございます。住民自治協議会のほうを担当してます、市民活動推進

課のほうと一緒になって市民センターを通じてですけれども、登用、女性登用のほうをお

願いに回らせてもらったりしてるところですので、そういうところからもまた意見を述べ

てまいりたいと思います。 

議長        はい、ありがとうございます。「ちなみ」の話になってしまうんですが。私、鈴鹿に

住んでおりますけれども、この前の東日本大震災をきっかけにですね、あまりないほうが

いいんですけれども、いわゆる避難所生活になることが起こりえると。その時に男女共同

参画ができていないと、避難所の運営に非常に支障が生じるということで、「そういった

防災を考えた時に男女共同参画の視点がないとですね、立ちゆかなりますよ」というとこ

ろをきっかけにもうちょっと自治会活動等にコミットする、しっかり入れていこうという

話が例えばあったりするんですけれど。 

          伊賀の場合は「津波」っていう話になかなかならないと思いますが、そういった「何

かのきっかけ」を使ってですね、上手く女性の方に入っていただくような取組が今、何も

ない中で「女性を、女性を」と言ってもなかなかやっぱり難しいところあると思いますの

で、やっぱり「何らかのきっかけづくりというのがひとつ大事かなあ」というふうに思い

ます。はい。 

          その他、ご意見いかがでしょう。 

前川部長      先ほどから「地域における女性の参画」ということでは施策番号は１５番になるかと

思います、６ページの。それで、自己評価といたしましてＤという評価をさせていただい

ているところでありますけれども、やはり、いろんな施策を打っていこうということで提

案のほうしてるんですけども、実際効果が上がっていない、出ていないということです。

というのは、先ほど委員がおっしゃっていただきましたその「住民自治協議会の母体」と

なっているのが、自治会ですので、そういう中からどういうふうに女性の参画ということ

を言っていくのか、というのがちょっと難しいわけです。 

          私も一緒になって各住民自治協議会を回ったところがあります。その中ですがやはり

「女性の部会を作っていこう」というような、「女性の視点」で１回その住民自治協議会

の中でですね、「養成講座あたっていこう」という取組がやっと今できてきたというよう

なところです。ちょっと時間がかかるか分かりませんけども、もうちょっと経過しました

らもうちょっといい評価点になるかと思います。 

委員        今の「住民自治協議会への女性の参加」に関係してなんですけど。私、青山のほうに
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住んでおります竹岡と申します。さっきの「リーダー講習」の受講を終えまして、委員に

ならしていただいております。 

          それで、青山のほうで公民館の活動としていろいろ。そういう「区長」とかいう若い

方が言うところの「肩書き」っていうのがあるんですけども、そういうものがない方でも、

公民館活動っていうのは集まることがしやすいみたいに感じまして。そこで取り組まれた

「青山を元気にする会」っていう名前で５回ぐらいでしたかね、したんです。で、女性の

方も大勢いたし、それから結構若者が参加してくれはりまして、参加者みんながその若い

その男性も多かったんですけど、それから引っ越してこられた若いご夫婦とかも。若いっ

ていうても４０代かもしれませんけども、そういう方々とご一緒に話聞く機会をしたり、

いろんな取組をする機会がありまして、やっぱり、住民自治協議会っていうのもいろいろ

活発にはやってもらわれて、女性の方も、いろんな場面では活動しておられるようなんで

すけども、なかなか「リーダーとして部会長になる」っていうね。私はその部会長になっ

てもらわなね、今までどおり何ていうか「使いっ走り」のようにしてるのではね、「何か、

今までとちっとも変わらへんやろう」というふうに感じておりますんで。そこらあたり、

若い人の感性というか。「『区長の肩書きがなくっても入れる、住民自治協』っていうね、

そのへんがもうちょっと工夫が要るんじゃないだろうか」と。 

自分が住民自治協の活動を直接やらんとちょっとおこがましいんですけれども、そんな

ふうに感じております。 

議長        はい、ただいまのご意見につきましてコメント等ございますでしょうか。 

事務局        そうですね。住民自治協議会の中で実質動いてる方は女性でたくさんいらっしゃる

んですね。ところが、その「運営委員会」とか「役員」っていう先ほどいう肩書きですね。

「肩書きの付くところ」になると、女性の数が少なくなってくるっていうのが現状なんで

すね。だから、こちらからお願いするにあたっても、「その運営委員会に入れるのは部会

長さんだけじゃなくって、副部会長さんも入れるようなこう規約改正というか、しくみに

していただけないでしょうか」とか、そんな感じで住民自治協議会にお願いに行っている

ところなんです。 

議長        はい。要は、「自治協議会にきちっと規約があって、そこでどういう方が入るかって

いうのが決まっているので、そこを変えていただかないとなかなかその役職にとらわれな

いって形になかなかできない」という、そういうことですね。分かりました。 

          はい。その他、ご意見・ご質問等いかがでしょうか。お願いいたします。 

委員        すいません、遅れてきて申し訳ございませんでした。その伊賀市さん、本当にいろん

なことに取組んでていただいててですね、すごく県の中でいえば先進的なのかなあ」とい

うふうに思います。 

          いちばん最初にあります「審議会等の登用」でもどこよりも目標が高いのでいいと思

いますけど、他の市町から比べればずっと高いように思いますからすごくありがたいなあ、

こういう形で進めていっていただければありがたいなあというふうに思います。 
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          それからその「自治会のほう」っていうの、ほんとにどこも難しいなと。県としても、

こう、「自治会の自治会長さんに男性、女性を」という話はしますけれども、実際それぞ

れの地域でっていうのは非常に難しいことだというふうに思って。今、まだまだその「男

性社会」ですので、さらに今から「団塊の世代」です。会社勤めしてた人がこう、わーっ

と地域に入ってきますと、上手く地域に入っていただければいいですけども、「会社の社

会」といいますかね、肩書き持って行くと、やはりその中で女性が務めるちゅうのは非常

に難しいのかなあ。 

          そういう意味では会長言われたように、「防災」だとか何かこうイメージですけど、

「これはこうです」というような活動とはちょっと違うようなそういっとものもちょっと

活動の中にはめ込んで、そこで「女性が活躍する姿」とか「若い方がその出番がある」と

か。そういうことをこう、ちょっと何か工夫を何かしていかないと難しいんだろうなあと。

その「女性」につきましても、例えば女性部作って、女性のトップがそこを出て、次、「副

会長になる」とか「会長になる」とか何かないと。男は女性なったら「女性ってのは、ち

ょっともうええやろう」と終わってしまう可能性がある。そのへんも「見せ方」とか「動

かし方」っていうのにまた工夫が要るのかな。 

          また、そういうのをやっていただきまして。我々は県なんですけれども教えていただ

きますと拡げていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

議長        はい、ありがとうございます。ただいまのご意見につきましては。 

事務局       その方向で頑張っていきたいと思います。 

議長        はい、よろしくお願いします。はい、その他、ご意見・ご質問等いかがでしょうか。 

委員        今のご意見に。会長さんもちょっと「防災」について今、おっしゃったんで、 

議長        ええ、はい。 

委員        実は、２月にちょっと名張のほうでちょっと一緒に参画させてもらったんですけど、

防災のイベントをさしていただきました。それは、東北のほうから実際に津波の被害に遭

われた方を、にお越しいただいてその時の話を聞かしていただいたんですけれど。その時

にやはり「女性の視点」っていうか、やっぱり女性が困るんですね、一番。災害に遭った

時にやっぱり、避難、避難所生活においても何においてもやっぱり「女性」と「子ども」、

「高齢者の方」もそうなんですけど、非常に困ることがたくさんあって。それ、やっぱり

「女性の目線」でないと分からないことがたくさんあったことをおっしゃられてたんです

ね。 

          なので、やっぱりその男女共同参画も「防災」につなげて、何かそういうところで考

えていただいて。これから、そこにいろんな「女性の考え」とかね、やっぱりいろんなこ

とを出していただくためには、ほんとに「防災」ということはとてもいいんじゃないかな

と思いました。 

事務局       男女共同参画係だけではいきませんので、全庁横断的に取組んでまいるように。また、

横串を刺していきたいと思います。 
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議長        はい、ありがとうございます。その他ご意見・ご質問等いかがでしょうか。よろしい

でしょうか。はい、それでは次のほうに。次の説明に移りたいと思います。 

まずは事務局のほうからご説明お願いいたします。 

事務局       はい。それでは次の基本目標Ⅱの 男女の人権尊重についてを説明させていただきま

す。９ページから１０ページの基本施策５ お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は、人権政策・男女共同参画課、各

支所の人権啓発地区別懇談会で、「固定的性別役割分担意識の解消」や「女性の視点から

みた住みやすい地域づくり」についての懇談を行いました。幅広い世代から参加していた

だくことが課題です。評価は「Ｂ」及び「Ｃ」です。 

          事業番号２３ 男女共同参画情報紙の発行では、男女共同参画センター情報紙「きら

きら」を、市民ボランティアと人権政策・男女共同参画課が協働して年４回発行していま

す。今年度は、開催したセミナー・講座等の様子や、今後の事業予定を各号に掲載し、男

女共同参画センターの事業について周知を図りました。また、毎号男女共同参画にまつわ

る話題をトピックスとして取り上げ、啓発に努めました。評価は「Ｂ」です。 

          事業番号２４ 情報の理解・判断力を高める講座の開催では、６月１５日ふるさと会

館いがにおいて、「三重県内男女共同参画連携映画祭」を実施いたしました。上映前にプ

レトークを実施し、男女共同参画の視点での所見を説明し、意識的にこの映画を観ていた

だくように促しました。アンケート結果ではその視点での感想が多く寄せられたことで、

啓発が効果的であったと言えます。参加者は、２９６人の方が参加されました。評価は「Ｂ」

です。 

          事業番号２７ 人権相談の充実につきましては、当課で「女性弁護士による法律相談」

を年１２回実施しました。市広報を通じて周知をしています。平成２６年２月までに３８

件の利用がありました。相談内容は、「離婚」に関することが一番多く、法的知識を提供

することで困難を抱える女性を支援していきます。評価は「Ｂ」です。 

          こども家庭課では、女性相談員が女性のあらゆる相談に応じており、平成２５年１２

月末現在、延べ３６３件の相談を受け、また、母子家庭に対する自立支援についての相談

は、母子自立支援員が延べ２３５件、児童相談は、家庭児童相談員が延べ１,４８３件受

けており、社会的に不利な立場におかれた女性や母親と子どものために取り組んでいます。

評価は「Ａ」です。 

          次に、１１ページから１２ページでは、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、事業番号２８で、保育所においては、研修会に

参加し取組を継続し、職員の意識向上に努めていきます。評価は「Ｃ」です。事業番号２

９～３２では、「男女共同参画に関する事業を実施した小・中学校の割合」の実績数値は

１００％でした。すべての学校において男女共同参画・男女平等をテーマにした教育を、

教育活動を実施していますが、より内容を深め、男女が対等に責任を持ち行動しようとす

る意識を育んでいきます。評価は「Ｃ」です。事業番号３３ 女性教員への管理職試験へ



12 

 

の受験推奨については、今年度女性管理職の割合について２４％と目標値を定めましたが、

実績は、約２２％とわずかに下回りました。女性管理職選考試験の受験者が減少している

ので、今後も推奨していきます。評価は「Ｃ」です。 

          １３ページから１５ページの、基本施策７ 男女共同参画の視線に立った学習活動の

推進では、事業番号３４ 講座等を通じた男女共同参画の学習で、人権政策・男女共同参

画課・各支所ごとに男女共同参画講座を開催し、男女共同参画について地域住民の方へ身

近な問題であることの啓発を行いました。特に人権政策・男女共同参画課では男女共同参

画センター内外で合計７の講座やイベントを開催しました。評価は「Ａ」です。中央公民

館では、人権政策・男女共同参画課と共催で高齢者を対象に「地域における男女共同参画」

についての講演会を、阿山公民館では「男女共同参画の視点で考える防災・減災のまちづ

くり」についての講座を開催し、地域での男女共同参画推進の重要性を訴えました。評価

は「Ｂ」です。 

          次に、１６ページから１８ページ 基本施策８ あらゆる暴力の根絶では、事業番号

３８ 女性に対する暴力の社会的認識の浸透では、「男女共同参画週間」や「女性に対す

る暴力をなくす週間」に合わせて、人権政策・男女共同参画課と各支所で連携をとり、厚

生省の啓発ポスターやパンフレットをショッピングセンターや、地区市民センター、子育

て支援センター等に配布いたしました。評価は「Ｂ」及び「Ｃ」です。 

          事業番号４４ セクシャル・ハラスメント防止研修の実施では、人事課が研修を行い、

監督職から８８人の参加がありハラスメント防止に努めることができました。評価は「Ａ」

です。 

          次に、１９ページから２１ページの基本施策９ 人権としての性の尊重と健康の支援

では、事業番号５０ 健康推進課及び人事課が「こころの健康問題の啓発」に努め、講演

会や研修会を開催いたしました。ほぼ取組ができ、評価は「Ｂ」及び「Ａ」です。事業番

号５３ 健康推進課が、子育ての指導、健康づくりの講座を各地域で行い、また、ライフ

ステージに合った健康診査と健康相談を実施しました。実績数値は、子宮がん検診受診率

２６.６％、乳がん検診受診、受診、受診率は２４.７％と目標を達成しています。評価は

「Ｂ」です。 

          基本目標Ⅱの説明は、以上でございます。 

議長        はい、ありがとうございました。ただいまご説明いただきましたところはですね、一

応まずは啓発活動というところだったかと思います。対象としては、「地域」であったり

「学校」であったりいったところかと思います。内容につきましてもいわゆる「男女共同

参画」もございますし、それから「ＤＶ」でありますとか「セクハラ」といったキーワー

ドが挙がっておりました。もう１つ、「健康支援」ということで、いくつかの取組につい

てご説明いただきました。 

          それでは、この今ご説明いただいた部分に関しましてご意見・ご質問等あればお受け

したいと思います。いかがでしょうか。 
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委員        はい、すいません。 

議長        はい、お願いいたします。 

委員        すいません、ちょっと教えていただきたいのですが。事業番号４８の リプロダクテ

ィブ・ヘルス／ライツの浸透ってあるんですけども、これはどういうことでしょうか。 

          ごめんなさい、ちょっと分からないので教えてください。 

議長        １９ページの４８番ですね。 

健康推進課    すいません、健康推進課でございます。これにつきましては、「女性が子どもを産んだ

り育てたりするということを自分の意思で選べる」っていう。女性が生涯を通じて、「自

分の体のこと」それから「自分の生活のことを自分の意思で考え選んでいける」という基

本的な精神っていうことになると思っています。 

議長        はい、ありがとうございます。はい、その他ご質問・ご意見等お願いします。 

委員        ５０番の こころの健康問題の啓発 のところですけれども。そこに、独自研修の中

に書かれてる「メンタルヘルス研修」。このこころの健康問題を抱える職員ですかね、職

員の対象という、これは例えば、「病気の方が２９人いらっしゃる」ことなんでしょうか

ね。 

          ちょっと、この数字ちょっとよく分からなかったので。 

議長        はい。「メンタルヘルス研修」の部分ですけど、この人数というのはどういう方が対

象に、「具体的に対象になるか」と。 

人事課      すいません、人事課です。「メンタルヘルス研修」はですね、やはりずーっとここ最近

職員の間でも「こころの病」で長期休職をされる方が非常に増えてきたというような中で、

メンタルヘルスを考える研修ということで。もう今回、主査・係長級の職員を対象にこう

いった研修を実施してきたというようなことです。新規採用職員も含めて実施をいたしま

して、「その受講者の数が２９人」であり、（ ）内のうちで女性が２０人受けていただ

いた。 

          もう１つは、５８人。主任級対象では５８人が受けていただいた。そのうち、２４人

が女性が受けていただいた。職員のメンタルヘルス研修に事前に「そういう問題のないよ

うに予防しましょう」という形の研修です。 

議長        よろしいでしょうか。はい。その他、ご意見・ご質問いかがでしょう。よろしいでし

ょうか、お願いいたします 

委員        失礼します。ヤマグチといいます。ここの５６ページのね、性教育教材とか書い、書

かれてあるんですけど。私の孫もちょうど思春期になってきまして。それ、性については

敏感なところもありますので。これ、学校でどのように教えていられるのかちょっと教え

てもらっていいでしょうか。 

議長        はい、５６番ですかね。 性教育教材、カリキュラムの研究のところでよろしいでし

ょうかね。ここの具体的というご質問ですけれども。 

担当課       学校教育課の松田と申します。ここの部分につきましては、各学年やそれから中学校、
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小学校においてですね、実態を踏まえながら。そこにも書かしていただいてありますよう

に、発達段階に応じたカリキュラムを実は作成しております。ですので、その学校のその

実態に合った性教育をこう、進めておりますので。具体的に例えば、先ほどのいろんな部

分がありまして。 

          例えば１つの具体例を挙げますと、すいません。例えば中学校ですと「助産師さんに

よる講演会の実施」を行いまして、例えばその観点から性教育に関してこう、ご指導いた

だいたというようなことが報告もいただいております。 

議長        よろしかったですか。もう少しあります、よろしいですか。 

委員        ごめんなさいね。すいません、「助産婦さんを学校のほうへ招いて」ということでよ

ろしかったでしょうか。 

はい、ありがとうございます。 

議長        はい、ありがとうございました。その他、ご意見・ご質問等いかがでしょうか。お願

いいたします。 

委員        中外医薬の岡森です。今日はすいません、遅くなりまして申し訳ございません。ちょ

っと私も先ほどの方と同じようにちょっとご協議いただきたいんですけど。昨今メンタル

ヘルス、「職場のメンタルヘルス」っていうことがよく言われていますけど。事業ナンバ

ー５１番でＡのマークが付いております、外部カウンセラーの方にお願いして「こころの

健康相談室」を開催されてるというふうに書かれてます。 

この運用方法っていいますか、どのような方法でされているのかちょっとお聞かせ願い

ますか。 

人事課      人事課です。毎月２回ですね、ここのカウンセラー、臨床心理士の方を専門にお願いを

いたしまして、１日あたり４コマ、４５分ずつの単位で１時間ずつに分けまして、４コマ

を取りまして。事前にですね、そのカウンセラーを受けたい人、全職員の中からメールで

人事課に応募をいただきます。応募をしていただいた人にその時間を組みまして、それぞ

れ臨床心理士の方に相談をいただいているというようなことで。会場もですね、こう、庁

内ではなくてちょっと違うところを取りまして、どなたが、人事課では「どなたが申し込

んでくれて」というのは分かっているんですけれども。それとプライバシーにも配慮しな

がらですね。要するに、先ほど言いました「こころの病の予防」に還付して、事前に個人

的ないろいろな内容。いろいろ相談の内容を見ますと、「本人の仕事に対する悩み」、「上

司との関係に対する悩み」ももちろんありますけれども、「家庭的な悩み」、「子どもと

の間の悩み」そういった本当に「人生」といいますか、生きて生活していくあらゆる部分

の悩みを皆さん気軽に相談をいただいているようです。 

もう最近は応募、「それを受けたい」という応募が多くなってまいりまして、１日４コ

マやったんですけれども、週２日だったんですけれども、ちょっと増設を考えたりしてい

るようなところです。みんな「心がちょっと楽になった」とか「誰にも聞いてもらえない

話をそこで話ができた」そういったメンタルヘルス上の効果が出ているというふうに感じ
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ております。 

委員       利用されているからっていうのは、ちょっと余計な言い方ですけどね、このリピーター

の方がいらっしゃるんですか。 

         それは、１回こっきり。 

担当課      いえ、可能。リピーターの方も、 

委員       のほうが多いんですか。 

担当課      一番多い方ではですね、１年間で１１回受けていただいた方もおりますし、それから８

回っていう方もいますし。１回だけで終わる人もいますし、２回の方っていうふうにです

ね、 

委員        そういうふうな方っていうのは、そのこころの病のその一旦カウンセラーであるいは

リセットされたとしても、またその「発症」というたらおかしいですけど、その繰り返し

を続けられるというような感じなんですか。 

         あと、参考までに。弊社としてもやっぱりそのようなのは取組んでいきたいんですけど

も、その実態というのがよく分からなくて。やっぱり、結構個人情報の問題がありまして。

先ほどおっしゃっていた、その「別のところで」いわゆる、環境も変えてされているとい

うこともお聞きした。それで「そうなんだ」と納得した。 

それって結構人数に比例するとかじゃなくて、結構そういう方っていうのはもう特殊な

要因を持たれてて、常にもうそういうふうな。何ていいますか、こころの状態になって。

何かの拍子にバッと「スイッチ」が入って、バーッとそういうこういう状態になることか

らいったら、ある程度個人でもその「予防線」というか、そういうのを持ってないといい

かなあと思いましたのでちょっとお聞きしたんですけども。 

もう１つは、ちょっと先ほどの部長の話戻りますけど。「違う場所で」という、まった

くそのお役所のところではなくて、閉鎖的なところなんですけど。通気作用とかそういう

ところじゃなくて、もう完全に場を借り切って他の人と会わないような感じですか。どう

ですか。 

人事課      市が管理してる施設なんですけれども、違うところに施設がありますので。その場所に

行っても他の職員と顔を合わす、普段、ほとんど顔を合わすことのない平日の時間ですの

で。そういう場所を使います。カウンセリングの場所にして用意をさしていただいてます。

それからですね、その臨床心理士さんがですね「やはり、どうしてもこの人は病院へ行っ

たほうがいいよ」というような人のその「病院のつなぎ」の役目も果たしていただいてお

りますし。それから、病院から帰ってこられて復職をされて、復職して１月・２月経った

けれども「ちょっとまた、調子がまた悪いから相談さしてほしいよね」っていうような人

のケアもしていただいてるという実情です。 

          本当に、こころの病の方が増えてまいりまして、昨年度では１１人がそういう病気休

職といったようなことになってまいりまして。年々比率が上がっておりますもんですから、

ここに力を少し入れていかないといけないというふうなことで。 
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委員        最後に、年齢分布とか。 

担当課       年齢分布の表は持っておりませんので、 

委員        お若い方。もしくは、高齢の方。 

担当課       若い方も多いですし、あと４０代ぐらいの方。そのへんが中心になってます。若い方

がその新しい最近「新型うつ」と呼ばれてますけど、そういう新型のうつを発症されるよ

うな方も多く、従来はちょっとうつの病気ではなくって、新しい、「元気で、土日は仕事

で・遊んだり自分の好きなことはできる」んだけれどもこう、仕事は・・・実際、病気な

んですねメンタル上の。 

そういった方も若い方でかなり増えてきているという実情があります。はい。 

事務局       病気の職員の、異動職場の上司であった時というか、もうそういうの相談に行かせて

もらった時もありました。 

議長       はい。 

委員       １人で１１回とかそんな、多くないですか。 

担当課      はい。１人で１１回受けられてる方もおります。 

委員       ですよね、そう。はい、そう。ごめんなさい。 

議長       お願いします。 

委員       こころの病からも関連すると思うんですけど。ちょっと戻りまして、事業番号４８の先

ほどその リプロダクティブ・ヘルス／ライツっていう難しい言葉。そこでお答えいただ

いたんですけど。この実際「ひとりひとりがかけがえのない存在である」ということで、

学校においても道徳、保健、総合的学習でいろんな命の誕生・性尊重をテーマとした学習

を学校でされてるということなんですが。 

          実は、私も今度「４分の１の奇跡」というドキュメンタリー映画をちょっと自主上映

さしてもらうんですが。ここの会場でさせてもらうんですけど、その「命の大事」という

ことを学校でされてるのですけど、その自己評価っていうのがＣっていうのはどういう観

点からこのＣなんでしょうかね。実際はその事業としては実施されているんですが、それ

に対してＣだという評価というのはどういうところからでしょうかね。 

議長        はい、お願いします。 

学校教育課     すいません、この評価の中でＡに、Ａについては「十分に取組ができた」、それから

Ｂについては「かなり取組ができた」、そして「Ｃ」については、「ある程度取組ができ

た」ということで。私らもＡ・Ｂ・Ｃの中で、その数値の中で表すにはなかなか難しいも

のがありましたもので。これに書かしていただいたように「学校の中でこういったことに

ついて取組がすることができましたか」ということに関して、すべての学校でしています

という意味で返答いただきましたもので。この意味としましては、３５小中学校がある中

で「すべての学校が取組ができた」という意味の中の「Ｃ」という形を取らさしていただ

きました。 

          ですので、「その内容云々」ということよりも、「学校の中で取組ができましたか」
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ということに関しての自己評価と、になっております。 

議長        この、今のでよろしいですか。 

委員        この「取組ができましたか」という中の自己評価となると、「ある程度できた」とい

うことで「可もなく、不可もなく」ですか。 

議長        おそらく、ここでＡと言ってしまうと「ほんとにそんだけのことができたのか」とい

う意味になって。要は、「中身まではなかなか自己評価は難しい」ということでおそらく

厳しめに。少なくとも、すべての学校ではやったという意味でおそらく「Ｃ」という。今

の、今のお答えを聞いて、私は理解したんですけれども。なかなか「中身まで評価しろ」

と言われるとなかなか難しいので、「まずは、やるべきことはやりました」と。 

          その質的なところについては、なかなか満点を出せ、なかなか出せない。内容的には

出せないのでＣというふうに私は今、お答えを聞いていて理解をしました。はい。 

委員        はい。私も同じように理解はさしていただいたんですけど、やはり大人になってそう

いうね、やっぱりね、ひとりひとりがやっつぱりいろんな「うつ的な要素ができてくる」

ということは、もうやっぱり学校教育の段階からもっと「命の大切」というものを推奨し

ていただかないとそういう人格ができないことになりますよね。 

          なので、後からやっぱりいろいろ大人になったら、社会に出てからそういうケアをし

なくてはならないのだったら、もっと小さい時点でもっとこういうところに力を入れてい

ただいたらどうかなあ、というのは思ったんです。 

議長        はい。この今のご意見につきまして、ございますでしょう。 

学校教育課     おっしゃっていただいてること、十分こう、とってもありがとうございます。その中

でもこう、学校教育の中でもなかなかやりきれない部分というのがありますので、また協

力、家庭の協力や一緒にやっていくという意味の中で、地域ともまた協力していきながら

進めていきたいと思います。 

          ありがとうございます。 

議長        はい、ありがとうございました。他のご意見・ご質問等いかがでしょうか。よろしい

でしょうか。 

はい、それでは続いて３番目のパートに行きたいと思います。まずは事務局のほうか

ら説明をお願いいたします。 

事務局       はい。基本目標Ⅲのワーク・ライフ・バランスについて、説明させていただきます。

２２ページの基本施策１０ 仕事・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の推進について、こども家庭課では、伊賀市少子化

対策推進委員会を開催し、伊賀市次世代育成支援対策地域行動計画（後期計画）事業の進

捗状況を確認・検討いたしました。市内小中学、市内小学校の放課後児童クラブのある小

学校の割合は、目標数値の５０％には満たず、４４％に留まっていますが、一部の放課後

児童クラブの開設延長について、平成２６年度から実施する予定です。評価は「Ｂ」です。 

          ２２ページから２３ページ 事業番号６０ 事業者に対する両立支援の働きかけ で、
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働きかけにおきましては、人権政策・男女共同参画課・商工労働課や各支所担当課が、企

業訪問により「ワーク・ライフ・バランス」の推進について啓発を行いました。事業所間

で格差があり、取組が困難な事業所もあります。継続的に訪問することで、効果的な啓発

につなげていきたいと考えています。評価は「Ｂ」です。 

          ２４ページ 事業番号６２ 育児・介護休業の取得促進 では、育児休業取得者につ

いては年々増加傾向にあり、制度の周知はできてきていますが、男性職員の育児休業取得

者は、結局０名でいらっしゃいませんでしたので、評価は「Ｃ」です。 

          事業番号６４の 男性の家事自立をめざす講座の開催で、人権政策・男女共同参画課

で、父と子の料理教室を実施しました。今年はカフェ風ごはん作り、父親と子どもが一生

懸命作っていました。１０組２１名との親子が参加してくれましたが、定員を上回る申し

込みがあったため、開催回数を増やすなどより多くの方に受講してもらえるように、今後

変更していく必要があります。参加者の方には、父親が料理を作ることで、家庭での男女

共同参画が進むことを伝えました。評価は「Ｂ」です。 

          ２５ページの基本施策１１ 家庭における活動への男女共同参画の推進では、事業番

号６８ ひとり親家庭への支援 そこでは母子自立支援員が、就労・離婚・貸付金等の相

談を受け付けています。母子家庭の自立支援に向けての就労相談で、支援対象者は１９人

中１１人を就労につなげることができ、実績を上げています。評価は「Ｂ」です。 

          事業番号７０ 介護教室の開催で、介護高齢福祉課が「家族介護教室」や「転等予防・

介護予防教室」を開催しましたが、参加者はほとんどが女性でした。評価は「Ｃ」です。 

          以上で、基本目標Ⅲの説明を終わらせていただきます。 

議長        はい、ありがとうございました。それでは、質疑応答に移りたいと思います。ご質問・

ご意見ある方はお願いいたします。 

          お願いいたします。 

委員        上野総合市民病院さんのところであるんですけど。全然まったく親とは関係ないかも

しれませんけど、小児科ができるって聞いているんですけど。そこらへんはどうなんでし

ょう。 

健康推進課    すいません、健康推進課でございます。ちょっと担当外なんですけれど、小児科の先生

が１名お見えになりまして、小児科の診療が始まっております。４月以降は必ず、いろい

ろ検診にもお世話になりますし。そういうことで聞いております。 

委員        はい、ありがとうございます。 

議長        はい。その他、ご意見・ご質問等いかがでしょうか。 

委員        意見というようなほどではないんですが、「男女共同参画の視点」というようなこと

でですね、６８番のひとり親家庭への支援。母子自立支援員というふうな名前になってま

すけれども、おひとり親っていうのは当然のことながら父親だけの時もありますので、男

性が来ても快く相談に乗れるような、乗っていただけるようなということで。 

          せっかく男女のことですので、そういった視点を持っていただくようお願いしたいと
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思います。 

議長        はい。その点につきまして、いかがでしょうか。 

担当課       こども家庭課の川口と申します、よろしくお願いいたします。ここでは「母子自立支

援員」という名前になっておりますが。相談を受けておりますのは母子であったり、父子

であったり両方相談に乗らせていただいております。 

議長       なので「母子」とは書いてあるけれど、実際には「ひとり親家庭への支援」という。実

態としてはなっているという理解でよろしいわけですね。はい、ありがとうございます。 

          その他、ご意見・ご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

委員        ６２番の育児・介護休業の取得促進とありますけど、ちょっとこの内容を拝見します

と、制度の周知はおそらくできてるっていうことはおそらくその「夫婦それぞれの方の考

え方」と、あと「職場の皆さんがもし、そういうことで手上げられる男性がいらっしゃっ

たら『どうぞ』」というふうな、そういうふうなおそらく、環境にはなってるというふう

には理解してますけど、弊社でも実は３年ほど前に「男性育児休業」ではなくて「短時間

勤務」で午前と午後で取っていたんですけど、そういう制度はありますけど、一番その大

事なのは、そのご夫婦の考え方が「そういうの、取るの当たり前」というふうに思われれ

ば、全然そんなん容赦なくこう取られるんで、どうしても「職場がそれを受け入れるとい

うふうな風土を作らないといかん」というふうに僕らもそういうふうに思っておったんで

すが、そうじゃなくてほんとはその本人同士の考え方が最も大事なのだ、ということ、そ

の時はちょっと感じました。 

ですから、なんとなく、その、そういうふうな「周りをそういうふうにしていこう」と

いう、「そういうふうな考え方を持って仕事しなさいよ」というようなことを、何といい

ますか、その当人・ご本人たちにみんなが分かっていただけるようなそういうアドバイス

っていうか周知をしていただけたほうがいいのかなというふうに。それが男性でも育児休

業を別に促進するわけじゃないんですけど、でも、今のこの流れとしては「そういうふう

に本人さん方の考え方をもう少し近づけてあげるようなやり方のほうがいいんじゃない

かな」というふうにちょっと感じはしました。 

          以上です。 

委員       今のご意見に関連してなんですけれども。「夫婦の考え方」というの、非常に大切だと

私も思います。「考え方」も大切なんですけれども、「妻のほうが夫より給料が高いご家

庭」というのは非常に少ないと思うんですよ。無いとは思いませんけれどもね。そういう

若いご家庭の中で「どっちが休むねん」となったら、「経済的な点から言うて『そら、給

料低いお前やろ』みたいになるんちゃうんかなあ」と私は思ってるんです。 

          そういう私の考えでいくと、安倍首相がおっしゃってるようにめったらやったら「や

れ、やれ」と言うたところで。その経済的なところのね、女性と男性の何ていいますか「で

きるだけ平等になる」という。そこんところにもっとメスを入れるような政策が行われん

と「考え方」いうのはなかなか変わらんのやないかなあと。息子夫婦を見てたら思ってい
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るところでございます。 

委員        ほんとに育児休業については「男性が取る」っていうのもそうですし、「今、女性が

育休を取る」ことも含めて。やっぱりその、岡森委員さんが言われたように「復職は、そ

の制度と風土」と、「風土」にはその「ご家庭の考え」もあれば「職場がそれを許すよう

な風土」っていうのがあって、どっちかっていうとその「風土づくり」のほうが大切で難

しい、「制度」のほうは書いちゃえば終わりですけども、そうでない。そこが非常に難し

いところなのかなって。 

          それと、今の収入の話でいくと育児休業だと、に取るとどれだけ所得を保障されるか。

これまで５０％でしたけれど、この４月１日から６７％になるということで今、国会のほ

うでやってますし、たぶん、これそのまま通ると思いますし。男性も女性もこれ一緒に取

れるんですよね、育児休業。昔は、「専業主婦の方が配偶者の場合は取れなかった」んで

すけども、今、それ「取れる」ようになりましたので２人いっぺんに取れるんですよ。２

人とも働いてても。そうすると、取り方によっては１年だけではなくていわゆる、もう１

年２ヶ月取れるとかそういった制度の周知もしながら、要は、「公的な制度を周知をしな

がら、会社の制度と○○と風土」というようなそういう『３つの根』といいますかね、そ

ういったところをずっと我々も含めてこの行政側もしていかないといけないのかなあ」と

いうふうには思ってます。 

議長       はい。今、お三方からご意見いただきましたけれども。まとめてといっていいんですか、

関係する方は非常に自由に。 

人事課      はい。失礼します。当市のほうも、やはり実際「次世代育成支援対策推進法特定事業主

行動実施計画」これを作成して、こういう啓発を進めております。本年度も、「妊娠した

時に」とか「子どもを出産する時」に分かりやすいようなパンフレットを作成して全庁に

配布をいたしました。これは、女性・男性関係なく配布もさしていただきました。 

          そんな中で、少し近年の状況を報告させていただきますと、女性が「育児休業を取る

率」といいますのが、およそ２５年度はまだ率が出てないんで申し訳ないんですが、女性

は１００％になっております。ところが、男性が全然いない、０％というようなことにな

っているわけで、女性が職場の中ではもう「育児休業を取得する」というのがもう、確実

に定着を、これは人によって期間が違うわけですけれども、もちろん「３歳未満の子ども

を抱えていたら３年間」ですね、まで、半年取られる方も１年取られる方もいろいろです

けれども、取られる方自身は１００％という、女性のほうについてはなっております。と

ころが、男性が先ほどからの状況の。ただですね、「配偶者出産休暇」、これが、出産の

前後に合せて５日間取れる休暇でありますとか、こういうものの取得は全体的に上がって

きております。この休暇については、もちろん有給休暇なので上がってくるのか分からな

いわけですけれど、しっかり取っていただいているというような形になっております。 

          やはり男性につきましてですね、この「育児休業を取る」というのは、先ほど委員さ

んからお話出ておりましたように給料の部分がカットされる問題、そういったこと、それ
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から職場風土として０％がここ３年続いております。過去、過去２０年度に１人男性で取

った者がおりましたけれども、それ以降出てないというのはやはりこの職場風土で「男性

の育児休業を取るという風土は職場としてまだ浸透してないんだろうな」ということだと

思います。 

          ２日でも３日でもいいので、育児休業を１週間でもいいですし、取っていただくよう

な「きっかけ」といいますか、１週間給料はカットされるわけですけれども、１週間分。

それでも先ほどおっしゃってましたようにもう制度変わって６７％給与保障されるだろ

うという見込みがある中で、誰かが１週間とか１０日とかそういう期間でいいので、始め

ていただけるようなきっかけづくりが何か取組めたらなあ、というような想いはあります。 

          回答になってるかどうか分かりませんけれども、そういうところです。 

議長        はい。その他関係される方、お一人でよろしいんですか。よろしいですか。 

委員        本当に簡単なことなんですけども、 

議長        はい、はい。 

委員       今、男性の方はどうなんでしょうかねえ。そういう「意識」というのは。もうすでに終

わったかと思って。基本的にちょっとねえ、時代も変わってきましたが。まっさらな状態

でそういう意識ってお持ちなんでしょうかねえ、男性が自分が育児休業取って。 

 

議長        例えば、三重県知事が育休取った、ただし３日しか取ってないんですね。 

私、育休は取ってはいませんけれど６週間休みました、下の子が生まれた時に。６週

間ぐらいだと、有給消化で十分に休めるんですね。なので、制度的には育休使ってない

ですけど、６週間職場に行かなかったので。そういった意味では、知事の３日間よりよ

ほど私のほうがしっかりと「育児休業」ではないですけが、「しっかりとやった」とい

う自負はありますが。ただ、そこは制度としては「育休取ってない人間」になってしま

いますので。 

そのあたり、先ほど人事課の方のご説明ございましたけれども「表に出てくる話」と

「出てこない話」があってですね、そこは単純にこの「育休を取ったかどうか」だけで

は判断できないところがあるかなあというように思います。 

多くの人がおそらく、いわゆる「年休」。年次休暇、有給ですね。消化せずにどんど

んと繰り越していくことで、４０日だいたい溜まってる方多い。特に公務員系だと多い

んですけど。「４０日」というのは、８週間ですね。５日間取れば１週間休めますんで、

５×８で４０日あれば８週間休めるんですね。普通に給料貰いながら。 

なので、そのあたりは「育休」という制度としてはもちろんあるんですけども、「そ

の話」とは「その他の休暇の話」というのはもうちょっと広く考える必要があるかなと

思います。 

なので、私、繰り返しですけど「育休取った」というふうに実は周りから思われてる

んですけど、制度的には取ってない。私、それがあったので今、ここの席に実は座って
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いるですけど。ただ、「育休取ったんですよねえ」と言われると「制度としては取って

ません」という答えになります。はい。これが男性を代表する意見になるか分かりませ

んけど。 

          何人かの方からご意見いただきましたけれども。やはり「３段階の」という話ござい

ましたけれども、まず「制度の周知」。これ「まだ周知している」っていうお話ありま

したけれど、分かってない人たくさんいると思います。私の大学でもつい最近パンフレ

ット作り直したところで、やっぱり知らない人が多いというところあると思います。 

          ２つ目は職場の特に「上司の理解」というところですね、これがあります。３つ目は

いわゆる「家庭の状況・経済的なこと」もございますし、よく「我が社では」、「我が

社では」ってよく言うんですけども。実は、大事なのは自分の従業員の配偶者の意識の

ほうが大事だったりするんですね。そこは「我が社」の範疇に収まらないのでですね、

いわゆるその「家庭のところの意識」という。たぶん３段階ありまして、その３段階目

をきちんとクリアしていかないと、なかなか数字としては「男性育休」というのは上が

ってこないかなあということは思います。ただ、ここも引き続き不断の取組ということ

をぜひやっていただければと思います。 

          はい、それではその他。ご意見・ご質問は。お願いします。 

委員        すいません。私、今、「子育て中の父親枠」というので参加さしてもうてる小林とい

いますけども、自分の場合は個人事業主ですもんで、育児休暇とかあんまり関係なしに、

いうたら休み放題なんですけども。そのぶん収入が０になるちゅうことで、先ほどの皆さ

んの話聞いて、ちょっと「羨ましいな」とかも思ったんですけども。 

さっきも言われてたように、その「ちょっとの日数でも取ったらいいのに」っていう話

やったんで、これぐらいやったらその、もう皆さん分かってたら利用するんじゃないかな

あとか思うんで、そのへんをちょっと、ひょっとしたら、がっちり育児休暇ってなると何

か「取るもん、取らなあかん」と思ってるんじゃないかなあとかいうとこはちょっとある

と思います。 

またちょっと別の話になるんですけども。やっぱり、そういう話する。するっていうか、

ここへ来るのは、僕はどっちかっちゅうと自由に休める感じなんであれなんですけども。

実際、サラリーマンでもうちょっと若いっちゅうか、「ちょうど子育て中の人が来れたら

その、この会のためになるんじゃないかなあ」とは思うんで、そういうのもちょっとまた

検討していただけたらなあと思います。 

以上です。 

議長       はい、ありがとうございます。そうですね、やっぱり制度としてはまた「育休取って１

年間」みたいなイメージが確かにある、あるかもしれませんね。そこはやはり「制度の周

知というのが大事かなあ」という思います。 

         それからこれは、なかなかもう委員が選ばれている段階なので、「次の改選に向けての

課題」ということになると思いますが、もう少し子育て中の方がご参加できるようなこと
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ですね、そこをご検討いただければと思います。 

         はい。その他ご意見・ご質問等いかがでしょうか。今、３つのパートに分けてご説明い

ただいて質疑応答をしてまいりましたが。ご覧いただいたら分かるようにですね、そんな

に綺麗に３つに分かれるわけじゃないと思います。例えば「学校の話」はすべてに出てき

たりとかそういう形になっておりますので。 

パートⅠとパートⅡですね、そこを含めて「もし、さっきちょっと聞きそびれたんだけ

どもここちょっと聞いておきたい」とか「意見を言っておきたい」ということがありまし

たら、そこも含めてお出しいただければと思いますけれども、いかがでしょうか。 

委員       申し訳ないです。介護のほうで６６かな、事業番号６６番ですが、私は伊賀市出身なん

ですけど、老人クラブの時にですね、一応参加させていただいてお話伺ったんですが、そ

の時、一方的なこう説明だけであって、具体的なちょっと説明がなかったような気がしま

すので、今後、老人がたくさん増えてくる中で、これをどのようにケアしていかれるのか

ちょっと訊かせていただいていいでしょうか。 

議長       はい。 

事務局      すいません、今日はちょっと担当が欠席ですので。また調べました時に確認しまして、

後日ご案内させていただきます。 

議長       はい。これはもう、後日の回答ということでご了承いただければと思います。その他、

いかがでしょうか。よろしいでしょうか、はい。 

それではですね、事項書の（１）番 平成２５年度伊賀市男女共同参画基本計画実施事

業の進捗状況について はこれで終了したいと思います。 

 

（２）その他 

議長      （２）の その他 ですけども、事務局のほうから何かございますでしょうか。 

事務局      はい。事務局としてはございません、はい。 

議長       はい。他に委員の方から何かご意見・ご提案等ございませんでしょうか、よろしいでし

ょうか。 

         はい。 

委員       すいません、提案というわけでもないですが、私、県の人間ですので、ちょっと県の状

況ということで話をさせていただきますと、評価の話の中でありましたけれど、安倍首相

になりまして「アベノミクス」ということで、「女性の活躍促進」ということが第三の矢

っていうことでいろいろ言われております。 

         ただ、その頭には「経済活性化」などという言葉がついておりますので。県といっても

どちらかというと雇用経済部といいますか、そちらの系統のところがあってそこらへんが

メインでですね、いろんなことがたぶんこの後行われると思います。 

         この、我々もその、それは追い風に使いながら男女共同参画を進ませたいと。結果とし

て女性の活用が進み「ウィン・ウィン」になればいいので、そういったことでやっていこ
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うと思ってます。そういった中では企業の方に「女性の登用」だとか「活躍の促進」とい

うのも図るということをですね、約束・ご賛同いただけないかというそういった働きかけ

もまたしていきますので。伊賀市さんなどはですね、企業訪問等されてます。上手くいけ

ばそういったところでこう、公表さしていただいたりしながらですね、私どももそういう

ことも進めていきたいなあというふうに思っています。 

あとは、同じく「女性の就労継続」につながるんですけれども、「マタニティ・ハラス

メントへの対応」だとか。あと、「マタニティ・ハラスメント」というのが最近話に出てき

ています。要は、父親が今の話で育児参画をするのを妨げられるというのが今度はパタニテ

ィ・ハラスメントというらしいんですけれども。 

そういったことも要は、女性の活性化促進とともにっていいますか。そのスタートの時

点「妊娠したから辞めなさい」っていうのはもう、まさにマタハラですから。もう「活躍す

るスタートの時点としての問題」もありますし「男性の育児参画」というのは、女性が活躍

していくためには男性が育児もして家事もして、仕事して。こう、家庭の中でのサポートと

いったことも必要ですので。そんなことも併せて、来年度から頑張っていこうと思っており

ます。いろんなところで検討して、皆様方のお力をお借りすることもあるかと思いますんで

少しお話をさせてほしい。 

   よろしくおねがいします。 

議長      はい、ありがとうございます。この審議会自体が「市」ということになっておりますけれ

ども、実際の男女共同参画の推進につきましては「県と伊賀市」さんと協働してやっていき、

やっていただきたいというふうに思います。ありがとうございました。 

         その他、何かご意見・ご提案等ございますでしょうか、よろしいでしょうか。はい、そ

れではこれをもちまして本日は会議を終了いたさせていただきたいと思います。非常に長い

時間ご審議ありがとうございました。 

それでは、進行を事務局にお返しいたします。 

部長      委員の皆様方には熱心にご審議をいただきまして誠にありがとうございました。いずれに

いたしましても、制度の周知・啓発がいちばんだと思います。これを熱くですね、進めてい

きたいと思っております。それから、本日いただきましたご意見に対しまして、次年度取組

めるようにですね、全庁的に協議をしていきたいとこういうふうに考えてます。 

        それからですね、ちょっと私事でありますけども、この３月末をもって退職いたします。

平成２２年にこの部次長になりまして、それから２３年から３年間部長ということで。大変、

ほんとに皆様方にお世話になりましてありがとうございました。 

        それから、横にいます課長でありますが、今度他の部署へ代わることになりまして。それ

から担当の河野でありますが、これも昇格しましてですね、他の部署へ代わらしていただき

ます。ほんとにこう、何かとお世話になりましてありがとうございました。 

        今後とも、伊賀市の男女共同参画の発展のためにどうかご尽力いただきますようにお願い

いたしまして、お礼の言葉とさせていただきます。ほんとにありがとうございました。 


