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平成２６年度第３回伊賀市男女共同参画審議会 議事録 

 

【 開 催 日 】平成２７年３月２７日（金） 午後２時～ 

【開催場所】ハイトピア伊賀 ５階 多目的大研修室 

 

司会   ただいまから、平成２６年度第３回伊賀市男女共同参画審議会を開会いたします。皆様

には、何かとご多用のところご出席いただきありがとうございます。議事に入るまで進行

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、

また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（会議記録）作成のた

め、録音をさせていただきますことをご了承賜りたいと存じます。発言のときは、必ずマ

イクを通してご発言ください。 

     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、全委員１９名のうち、１５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、本日の会議が成立していますことをご報告いたします。 

それでは、会長からご挨拶をお願いします。 

会長   皆さんこんにちは。三重大学の内山と申します。伊賀市男女共同参画審議会の会長を務

めさせていただいております。 

     今日の議題の一つになっておりますが今回伊賀市における男女共同参画に関する市民

の方の意識調査でございます。私少し拝見いたしましたが結果に一喜一憂することなく、

まず結果を踏まえて新しい制度の基本計画つくりに生かされる議論をしていただければ

と思います。 

あともう一つは、統一地方選挙がそろそろ始まる時期ですが、今回意識調査でも出てい

ましたが、男女共同参画が進んでないというのが現状であると言われていますので、伊賀

市としては直接には関係ないかもしれませんが是非今回の統一選挙も男女共同参画の視

点から見ると果たしてどうなのかと思うのです。もちろん数の問題だけじゃありません。

女性の議員が増えるとか、男性の市長さんが増えるとか数の問題も勿論あるかも知れませ

ん。男性の方もしっかりと男女共同参画に関する意識をもちながらということも含めて進

めて行きたいと思います。  

事務局  ありがとうございました。 

    続きまして事務局を代表しまして人権生活環境部長からご挨拶申し上げます。 

部長   本日は男女共同参画の審議会と言うことでお集まりいただきまして何かとお忙しい中

ご苦労様でございます。もう、ポカポカの陽気になってまいりまして頭の中もボーッして

いるかなと自身でございますが、この天気また、桜ももうちょっと早いんですけど見ごろ

となって来るのかなと思っております。その中、本日は今年度３回目の男女共同参画審議



2 

 

会ということでよろしくお願いしたいと思います。 

       さて、先ほども会長さんが議会の方の男女共同参画が遅れていると言う部分のご指摘

もございました。行政と致しましても、職員は人事異動で内示がございまして、管理職の

女性が占める割合が 35.2%というようなことに伊賀市はなっております。低いながらも過

去最高となっております。また委員さん方にもご指摘をいただきたいと思っております。

本日は基本計画の実施事業の進捗状況について議論をしていただきます。続いて男女共同

基本計画の策定に際しましては男女が互いに人権を尊重し社会の対等な構成員としての

それぞれの個性・能力を十分に発揮できる社会をめざす為にも意識調査の結果を踏まえて

進めていきますが、このことについてもご協議を願うというふうになっております。伊賀

市の男女共同参画実現に向けてご支援、ご協力をお願い申し上げて冒頭でのご挨拶とさせ

ていただきます。本日はご苦労様でございます。 

事務局  ありがとうございました。 

      それでは議事に入りたいと思います。 

    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。 

議長   それでは、会議に入ります。 

       事項書の３ 協議事項（１）「平成２６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」議題とします。基本計画の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

いいたします。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 

事務局  基本目標１ の基本施策１ の１ページをご覧ください。 

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」をご覧ください。 

平成２６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

方針を調査しました。 

また、平成２６年１１月末現在、１０８ある審議会等のうち、女性登用率が２５％未満

の審議会等について、４審議会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、審議会等の構成員を見直すなど抜本的な方策を検討してい

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」によると、平成２８年度末数値は４審議会

等の中で、登用率の伸び率が、最小で１３．５％、最大で２０％上昇する予定です。しかし、審議

会ごとに改選時期が違うため、数値として表れるのはもう少し先になります。今後、そ
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の目標に向け継続した取組が実施されるよう、粘り強く啓発を続けていきます。 

「目標数値」・「実績数値」をご覧下さい。今年度は３８%の登用率を目標としておりま

すが、２６年１月末日現在では、昨年度末の実績３０．５％と比べほぼ横ばいの３１.１％

で、目標には達していないため、自己評価は「Ｄ」の「取り組みが不十分だった」とし

ました。なお、Ｈ２６年度実績は３０．５％、Ｈ２７年１月末現在女性登用率０％の審

議会等の数は９となっています。 

 事業番号２「管理職への女性登用の拡大」について、平成２６年４月１日の定期人事

異動では３３.９％で、すでに指標を達成しています。これは、保育士、看護師などの女

性の割合が高い職種を含む全職種における状況での割合です。内閣府の調査によると平

成２５年４月１日時点での女性管理職の割合は３３．３％で、全国の市町村で１５番目

に高く、全国の市だけでは６番目に高い割合でした。平成２６年はこの調査の割合より

も０．６ポイントアップし、初の女性の部長級職員も２人誕生しており平成２６年４月

時点の内閣府の調査結果を期待しています。 

ただし、一般行政職においては、管理職になる高年齢層ほど女性職員比率が低くなっ

ていて、今後は大幅な改善が見込めない状況で、自己評価は「Ｂ」となっています。 

 ３～５ページの事業番号５「企業に対する女性登用の情報提供と啓発」では、企業に

向けた女性登用等、男女共同参画啓発推進のための取組として、人権政策・男女共同参

画課や商工労働課、各支所の担当課を中心に全庁で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、取組の重要性を考える機会を持っていただきまし

た。しかし、企業により取組の姿勢に差があり、今後も継続的な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。 

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。７ページの事業番号１

０「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、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

人と昨年と同じで、女性の参画促進について取り組みました。一方で、家族経営協定が、

２７件で、昨年と同じ件数で、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」では、商工会等が実施した「創業ス

クール」開催についての情報を広報紙に掲載することで、５人の女性の参加者がありま

した。また、「産学官連携セミナー」には女性の事業者が参加し、事業に必要な情報等を

提供することができました。女性の経営者数は２４９人と目標数値を少し下回っていま

す。評価は「Ｂ」です。 

８ページの事業番号１４「再就職支援」では、若者サポートステーションと共催で「女

性のためのＰＣ講座」を開催しました。ＰＣ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。実用的な知識を身につけることで、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、どう就職につなげていくかが課
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題です。評価は「Ｂ」としています。 

 ９ページをご覧下さい。基本施策３「社会活動・地域活動への男女共同参画の促進」

の事業番号１５「自治会・住民自治協議会等における男女共同参画の推進」について、

地域づくり推進課が各住民自治協議会へ訪問した時に女性の参画を呼びかけ、活発に活

動しているところも何箇所かありますが地域差がある状況です。人権政策・男女共同参

画課では、意思決定機関である運営委員会への女性登用を推進していただくための資料

を作成し、各住民自治協議会の代表者へ直接説明し、委員選出のしくみを見直すことも

含めて依頼しました。運営委員会の女性参画率は、昨年度の９.５%から１５％に上昇しま

した。 

 また、当課が行っている「女性リーダー養成連続講座」がこの２月に修了しました。

修了生の地元住民自治協議会への修了生氏名を報告し、役員への登用についてお願いし

ました。評価は「Ｃ」としました。 

事業番号１６「ＮＰＯ団体等との協働体制の確立」では、ＮＰＯ団体と協働し、地域、

特に住民自治協議会における女性参画の促進をめざし、地域活動に参加している女性の

活動目的や課題を調査するため、住民自治協議会の部会活動に参加している女性と、「女

性リーダー養成連続講座」修了生を対象にアンケートを実施しました。アンケートの結

果から、女性参画が進まない理由が明らかになってきました。今後は、その原因を改善

すべく啓発等を行っていきます。評価は「Ａ」です。 

 １０ページをご覧下さい。基本施策４「女性のエンパワーメント」の事業番号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２８

日（土）に、ふるさと会館いがで、男女共同参画フォーラム「いきいき未来いが 2014」

を開催しました。参加者数は４５０人で、中高年の方を中心に多くの方々が参加されま

した。今年度は、シンクロスイマーで元オリンピック選手の 武田美保さんを講師に迎

え、自身の体験談から、ワーク・ライフ・バランスやについてのヒントを得ることがで

きました。なお、ネットワーク会議の登録団体は４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、今年度は一般から１名の登録があり、１月末現在５７名で、さらに「女性

リーダー養成連続講座」修了生１５名を追加登録しました。また、審議会等委員へ登用

されている人数は、現在１３名で、今後、さらに人材バンクのＰＲを行い、活用を促し

ていきます。評価は「Ｂ」です。 

１１ページの事業番号１９「女性のリーダー養成講座の開催」では、人権政策・男女

共同参画課で、基本計画の重点施策である「女性リーダー養成連続講座」を計８回開催

しました。受講者２３人で、修了生は２１人です。様々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登録、住民自治協議会への報告をし、女性リーダーとして
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活用を図っていきます。評価は「Ｂ」です。 

以上で、基本目標Ⅰの説明を終わります。 

議長   説明に対しご質疑、ご意見ありませんか。 

委員   1 ページの 2 の管理職への女性登用の拡大のところで教えて欲しいのですが、35.2% 

     と先ほど言われていたんですがこれが全体の数字と思うんですが、27 年 4 月 1 日の一般

行政職の割合は出ているのでしょうか。 

事務局   横長の 1 ページの右の方の、27 年 4 月 1 日は未だ正式ではないので出せないんですが

昨年ですと 24.6%となります。 

 もう一つの推進のための指標の達成度は一年前の数字しか出ていませんが 26年 4月 1 

日時点の数字でして一般職では 24.1%となっています。かなり全職種の数字とは差があ

ると思います。 

委員    先ほど 35.2%と言われたのかなと。 

事務局   35.2%は人事異動が未だなんですが内示がそのまま 27 年度になると 4 月 1 日の数字が

35.2%になりそうだと言うことです。   

委員    一般行政職の方は見込みでされていないのですかね。もし、されていたら出してもら

えたら思います。 

事務局  調べさせていただきます。数字がないものですから。 

委員   失礼します。1 ページのところでございますが、一般行政職の女性ですが市職員全体の

男女の比率がどんなもんなのでしょうか。と言いますのはいきなり女性管理職って現れ

るわけじゃないんですから、ある程度時間をかけて若い時代から養成していく、あるい

は女性自身もその気になるということが必要なのかと思われます。それで養成講座とか

実施されておりますけど、実際一般行政職にされる人たちはどういう風な講座とは研修

とか行ってみえるのか。そう言ったことはなされていないのか。もし、なされているの

とするならば、その上司の人たちの理解が必要だろうし同僚の理解も必要である。で、

今日、明日に数字だけ作り上げるのではなくて、ある程度時間的な余裕を持って計画性

をもって育てていくか、そういう風なことは考えてみえるのでしょうか。 

事務局  女性管理職の候補生を育てるための講座というのは、そういう管理職になるためには受

けておいた方がいいと言う講座につき、女性の職員に参加を強く呼びかけているという

ことは聞いております。詳しくは人事課からお答えさせていただきます。遅れて出席と

いうことです。 

議長   来たときにお答えいただくと。 

     また、新しく採用される職員ってどれだけですか。 

部長   新規職員は 56 人ですが男女の比率というのはわかりません。 

議長   人事課の方がお越しいただいたときに答えていただくことにします。 

     他、追加で何かありませんか。 

委員   結構です。 
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議長   よろしいですか。 

委員   この自己評価のつけ方ですが 1-1 は評価Ｄで 1-2 は評価Ｂとなっております。この指

数の状況から見ますと 1-1 は 31.1%で目標値が 38%となっています。ここの自己評価は

Ａということでは。 

事務局  目標と同じですとＣと評価しています。年度ごとで少しづつ上っていく目標を立ててお

りまして 26 年度は 38%を目標にしています。国が示す「202030」（2020 年までに指導

的立場への女性登用を 30％にする、という目標）で 30%ときたら上出来きみたいな話も

あるんですけど、実績が 31.1％と数字自体はそれほど悪くはないですが、目標には達し

ていないということです。 

議長    よろしいでしょうか。 

      これは、あくまで 30%を達成していいますが、内訳を考えると一般行政職の方がいい

という問題意識を持っておられるということです。 

      その他いかがでしょうか。 

委員    先ほどですね、女性職員さんの研修でおしゃっていただいていたと思うんですけど、

2 ページですがこれは女性職員を対象とした研修になりますか。 

事務局   女性職員に限定していないんですけど、通常周知しただけではあまり受講されないの

で強く働きかけて行ってもらったということです。 

委員    これは指標は定めていないのですか。 

事務局   そうですね。ここにはないです。 

委員    こういうような教育をしていますということで理解してよろしいですね。 

事務局   はい。 

委員    それとですね、9 ページですが、16.ＮＰＯ団体等との協働体制の確立の「アンケート

の結果から、女性参画が進まない理由は明らかになりました。」とありますが、その原

因について具体的にはどうでしょうか。 

事務局   女性が地域活動（住民自治協とか社会活動）をやる上で難しいと感じていることにつ

いて、仕事をしているので活動する時間がない。家族に迷惑をかけるので心苦しいとか、

女性が活動することを快く思わない風習が感じられるとか、まさに家庭内での固定的役

割分担意識とか、「男は仕事、女は家事」、あるいは今まであまり女性が活発に活動する

状況がないので尻ごみしてしまう、活動の内容がわからないので考えてしまうなどの原

因が出ております。お互いに話し合って情報を出しあっていかないといけない、という

ことが出てきておりまして、これについては自治協とかいろいろなところでお知らせし

ながら取り組んでいくように持って行きたいと思います。 

委員    ありがとうございました。もう一ついいですか。10 ページの 17.事業の実施内容で「い

きいき未来いが」を毎年計画しておりまして、市の事務局さんにもお手伝いいただきま

してさせていただきました。昨年は武田（美保）さんをお迎えして 450 人参加させて

いただきましたが、男性の参加が少なく、どうしたら男性に参加していただけるのか私
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共の課題でございます。今年はより幅広くということで、ＰＲになってしまいますが、

企業で働く男性の皆様にはよりたくさん来ていただくようにと思っています。よろしく

お願いしたいと思っています。以上です。 

議長    はい。ありがとうございます。その他ありませんか。よろしいですか。 

委員    Ｐ8 ページの事業番号 14 ですが、数字化されている目標とされない目標といろい 

ろある中で 14 番につきましては講座を 5 日間されていて延べ 14 人という 3 人に満た

ないというようなそういう人数でその効果として「就職活動でアピールできるスキルを

身につけてもらい、就職に向けた支援ができた。」ということで自己評価Ｂということ

でなっているんですけど、よくわかりませんけど延べ 14 人ですけど結局再就職に繋が

った方がいるのか、就職活動でアピール出来るスキルをどうのように身につけたのか。

ということをお聞かせ願いたい。 

事務局   延べ 14 人の方が受講されておりまして、その後も就職に結びついたと言うようなこ

とを聞いておりますが直接来ていただいた方にその後を追ったという調査はしており

ませんので確かな数字はわかりませんが、受けていただいた中で就職に結びついていま

すというようなことでは聞いておらず詳しい数字はつかんでおりません。 

委員    それでＢと言う評価でよろしいんですか。 

事務局   限定して行う講座ですので講座を受け入れる際の人数と言うのも対象としても少な

いです。人数としては少ないかも知れませんが、実際この講座をすることによって一人

でも二人でも就職に向けての支援に結びつくような内容で実施が出来たと言う意味で

Ｂと言う評価にさせていただいています。 

委員    はい。わかりました。 

議長    なかなか評価は難しいですね。数としては少ないですが実績としてＣにしたと。いう

ように理解しました。 

     その他いかがでしょうか。 

委員    先ほどの再就職の「女性のためのＰＣ講座」ですが、受講者数は延べ 14 人だったん

ですけど募集定員はどれくらいだったのでしょうか。 

事務局   6 名です。台数に限りがあるので。 

委員    延べというのはこの日数に合わせて。 

事務局   連続講座ですので。 

委員    一回に月６名。わかりました。 

委員    10 ページですが、私も女性リーダー養成講座を受けさせていただて審議会に入って

いるんですけど、他の方でどちらかにリーダーの中からとかそう言う方はいらっしゃい

ますか。女性リーダー講座の成果がどれくらい上っているのかと思うんですけど。 

事務局   女性リーダーを受けていただいてる人数はお聞かせいただいていますが、その後どう

かと言う成果の方をお尋ねです。 

      成果につきましては、審議会と言いますのもいつも同じ数でやっているわけではな
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くて変わっていきまして新しく出来たり、もう終ったりとか、昨年末に調査をしまして

その時にあった審議会の委員さんの内女性リーダーの卒業生が何人入るのか調査をし

ましたところ、約１０名の数で入っていらっしゃいました。それから女性リーダーの連

続講座を終了後、人材バンクに名簿の登録させていただきまして、そのデータを庁内、

市役所の中で新規委員を選任したりする際に各課が活用しています。当課にそのデータ

を見にきていただくのですが、昨年は一昨年よりも沢山の方が見にこられました。 

議長    よろしいでしょうか。 

委員    はい。 

議長    その他いかがでしょうか。 

委員    1 ページ目の審議会等委員の女性登用の拡大で目標を高く上げていただいておりま

すが、Ｄという評価がされていて、今組合当局もなかなか同意をお願いするにも女性が

少ないので、ここにもありますように粘り強い取り組みを続けて行っていただくようお

願いをするところです。その次に管理職への女性登用の拡大ですが、大幅な改善は見込

めない状況です。必要な講座の声掛け、講座にでたからと上に行けるのではなく、いろ

いろな経験を積んで職員の方につきましてもこれまで行っていなかった職種、あるいは

主要なポスト、今まで行ってなかったところへ女性を配置して、若いうちから育ててい

くというようなことをお願いしたいと思います。皆さん評価以上に厳しい、難しいこと

かと思いますが、やったことはすぐ出来ますが、その講座だけではなくて養成もしっか

りしていただいていると思いますが、活躍できるかと言うことはその講座だけではなく

周りのいろいろな環境もあると思います。今されている取り組みは続けていっていただ

きたいと思います。 

議長      ありがとうございました。その他よろしいでしょうか。 

委員      この会議に来させてもらって管理職云々なんですが、何で女性の部が必要かなって

いう思いとその管理職を人事で上げるのはいいけれど、町の人は望んで上がっている

のかどうか、よくわからないです。ＰＴＡの方から言わせてもらったら、今日が役員

の決める日なんですけど、ここ数年上って来てくれる人は女性の人が多いです。何で

女の人が上ってくるのかと思ったら女の人言ったら会長をしなくていいからなんです。

やる気がないとも取れます。望んでないけれどとりあえず行って下さいと言われて女

性の人が来てくれますが、会長をやってくるかと思ったら、ちょっと駄目なんですと

断ります。副会長ならと言ってくれる人はいます。 

            今、国からの方針もあって女性の管理職を増やす方向ですが、私もなれるかなと頑

張れる人はいいけど、そう思わない人もいると思うのでその人を管理職にしたらどう

なるのかと思います。 

       女性の差別はあるけれど区別はしていないと思います。女性しかできないこともあ

りますし、男性しかできないこともあります。中で女性の登用ばかり言うのは。やっ

てもらうことは必要。世界的に見たら女性は頑張ってやってくれている。ただ、目標
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値ばかりを追いかけるのはどうかなと少し思います。 

委員     関連したことなんですけども、女性の多い職場で働いていて管理というものに携わ

っていたんですが、昔我々の時代は管理職につけって言われれば、指示されたので頑

張ってやろうと思いのある人もいれば、最近は若いのに管理職を担える能力があるし、

いろんなことでも出来るけどしたくない。という方があります。そんな人は、先ほど

市の方で研修に行って下さいと声を掛けるということですけど今は女性の管理職を登

用することを、一般常識的になっていますけど年齢の高い方は、そういう状況で育っ

ていらっしゃらない。そんな方がいきなり管理職と言われてもどうなのか、と思いま

す。研修でも自らが行けるような環境が大事だし、誰でも女性に限らず魅力的な研修

を提案していただいたり、そしてただ単に行けって言われて行ったんではせっかく行

っても問題かと思いますのでそう言うようなことも含めてまた今後考えていただけれ

ばうまく進むのではないかと思います。 

議長     ありがとうございました。 

委員     今の委員さんのご意見なんですけど、まずは環境を作ることだと思うんですね。研

修も言われたから行ってみたら勉強になったということもあると思うんです。まずそ

ういうステージをもらうということじゃないのかなと思うんです。そこで自分たちが

どう意識をするか。私も実際、女性リーダー養成講座を受けさせてもらいまして自分

の意識が変わりましたし、それでネットワーク会議にも入らせてもらえたし、審議会

委員にもならせてもらえましたし、何か気づきがあることが非常に大事かと思うんで

す。それで気づけるか気づけないかはその人自身の問題でありますけど、それやっぱ

り機会を沢山与えていただいて気づく女性を増やすことが大事かなと思います。 

事務局    補足といいますか、先ほど女性が管理職とか、伊賀市の人事評価制度というのがあ

りまして上司管理職の課長と部下との面接方式で、ある程度一定の年代になってくる

と課長の方からそろそろどうかと促し、部下は自分の気持ちをしっかりと上司に伝え

るということができます。そろそろどうですかと言う職員もいれば、私はまだ早いで

すわ。と言う職員もいる。それは人事で構成されるのかなと思います。決して本人が

向き不向きもあると思うんですけど、本人の気持ちも尊重しながら、人事は決められ

ていくと思います。 

議長    ポストの数には基本的に限りがありますので、なりたくないと無理やり就くことは

原則ないと思います。確かに意欲がないと言うことはよく聞きます。ただし、そう言

う人を無理やり就ける前に、意欲がないというのは何故そういう状態になっているの

かということをきちんと考えないといけない。家庭の事情かも知れませんし、私よく

言うのはそういった関係にどんどん、どんどん暴露されていくというか本人はやる気

が削がれてしまうんですね。例えやる気があっても家庭の事情等々でなかなか仕事に

専念出来ない状況が続くとやる気がなくなってくる。そういった意欲が削がれる状況

をいかに変えていくかと言うことを考えていくことが、男女共同参画に繋がって来る
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と思うんです。そういったときにおそらく今の職員のバランスはちょっと異常じゃな

いかなということから、4 割という数字が出てきます。あくまで男女比を見たときに

６．４、４．６よりもさらに外れるのはおかしいでしょうという意味での表現であっ

て５０対５０でなければいけないというのではなく、少なくても６．４よりバランス

が崩れるのはどこかおかしいんではというのは感じるところです。いろんな人がいる

中で男女の差なくそれなりの皆さん、職場作りをしていく、そういったいろんなかか

わり方をしていく、アンバランスが起きないように男女共同参画の希望というか私は

理解しております。 

議長     はい。その他ありませんか。 

委員     何回もすいません。会長が今うまいこと言われて通りですが、もう一回戻ってもら

って申し訳ないんですが、11 ページの 10 番の女性の発言力の向上のところの「プレ

ゼンテーション研修、話し方講座など、女性の発言による影響力を強化する」という

ところですが、ここの実施内容のところで、研修の受講者数２人のうち女性が０なん

ですね。それで自己評価Ｂでいいのかなと。気になりました。 

       で、推測なんですけども、ここの事業の効果のところが去年のとまったく一緒なん

です。間違っているのではないかなと思い確認していただければと思います。よろし

くお願いします。 

事務局   それでは今のところ、確認し誤りがあればお知らせしたいと思います。 

議長    はい。その他よろしいでしょうか。 

委員    質問じゃありませんけど、理解が間違っているのかも知れません。松山さんがおっし

ゃったことは去年私が話をさせてもらったような記憶がありまして、男は外へ出るもの

で、女の人は中で家のことをするというような認識が私自身ありまして、翻って企業会

社のこと、労働力のことを考えますと結局、少子高齢化の影響で労働力はどんどん、ど

んどん落ちていくわけで、その中での女性の意識を変えるということが私は大事じゃな

いかなと理解しております。無理に女性を管理職にするとかということじゃなくて、私

は管理職に今までなりかったけど男性社会の中でそういうことに手をあげることがで

きなかった女性のために、受け皿だけは用意をしておき、意識意欲のある人は手を挙げ

ていただければと思います。男性は中性期になって来ている。女性の方は逆に、男性化

して来ている。けれども今一その線を越えられない。そのために男女共同参画は手段で、

目的は日本の労働人口を増やしていくことであり、そのために企業は今、女性の課長登

用とかということで、いろんな社会からいろんな数字を持って来て、まず若い人に意識

を変えてもらうためにそういう風な手法をとっていると、そういう理解でよろしいです

か。 

議長    はい。もちろんそうです。会社の中での条件整備をする。家事をしながら仕事をし

ていくのは無理なので家庭の中でも状況を変える。企業の中だけを変えても駄目ですよ

と。 
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委員    それは企業の中ではなくて、その人個人の意識を変えることによって家庭の環境も変

えていく。その条件は、会社としては本人からの受信があれば考えましょうと。 

議長    そういうことです。 

委員    7 ページに 12 番にあります、自営業に従事する女性への支援で「創業スクール」が

昨年終られまして、創業されていない方の 5 人のうちの 1 人が、レポートを出して入

選されて東京へ行かれて最終的に 3 つの賞をいただきました。3 つの賞の中の一つに伊

賀市商工会から入選されてということで、お聞きになっているかどうか分かりませんけ

どそういうようなことがありました。これから創業されるということです。 

事務局   今の内容を加えて直させていただきます。 

委員    男女共同参画、本当に難しいことですけども今は女性の活躍推進と言うことでもと

もと男女共同参画いわゆる、世界的に女性差別の撤廃というところから、男女共同参画

はスタートしています。性別によらず能力を発揮していこうというのが、男女共同参画

社会です。労働力と言うのは男女共同参画が進んだ結果、女性もしっかり働くようにな

って労働力の減少がカバー出来るというふうな考えであって、労働力の減少をカバーす

るために男女共同参画があるというのは本末転倒だと思います。それに、その時の社会

のありようによって作られているというようなことがありますから、この先、少子高齢

化とかですね、非正規雇用が増えるなど共に働かないとやっていけないような社会にな

りつつある。お互いに役割を分担しながら、男性はこう、女性はこうということではな

く、生きていく社会を作っていこうということだと思います。             

議長    ありがとうございました。私、少し追加しますと考え方はいろいろあっていいと思い

ます。個人的には。その中で、男女共同参画をしっかり推進され、そこでどこに重点を

置くかというのは、それぞれの立場で考え、男女共同参画の推進にご意見をいただくと

いうのが大事なのかなと思います。よろしいでしょうか。 

      それでは議事にもどりまして基本目標Ⅱの 男女の人権尊重について、説明を事務局

の方から説明をお願いします。  

事務局   基本目標Ⅱの 男女の人権尊重について、説明いたします。  

      １２ページをご覧下さい。 

基本施策５「お互いを尊重する意識づくり」の事業番号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、各支所の振興課が人権啓発

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」について懇談を行いました。評価は「Ｂ～Ｄ」と分かれました。幅広い世

代から懇談会に参加していただくことが課題です。 

１４ページの事業番号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回発行しました。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
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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、７月１２日にあや

ま文化センターにおいて、「三重県内男女共同参画連携映画祭」を実施しました。上映

前にプレトークを実施し、男女共同参画の視点での見所を説明し、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内容についての評価はよかったも

のの、男女共同参画の意識啓発という視点では、少し伝わりにくい様子も伺えました。

整理券が配布後２日間でなくなる大盛況で、２２６名の方が参加されました。評価は「Ｂ」

です。 

１５ページの事業番号２７「人権相談の充実」については、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おり、この２月ま

でに４０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、今後

も、法的知識を提供することで困難な問題を抱える女性を支援していきます。評価は「Ａ」

です。 

福祉相談調整課では、女性相談員が女性のあらゆる相談に応じており、平成２７年

２月末現在、延べ４３９件の女性相談を受け、また母子や父子家庭に対する自立支援の

相談は延べ３３９件、家庭児童相談は延べ１，４８２件受けており、社会的に不利な立

場におかれた女性や子どものために取り組んでいます。評価は「Ａ」です。 

次に、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、１６ページの事業番号２８「男女平等保育・教育に関する研究の推進と研

修の充実」では、保育所等において、研修会に参加する取組を継続し職員の意識向上に

努めています。評価は「Ｃ」です。 

１７ページの事業番号２９～３１では、「男女共同参画に関する授業を実施した小・

中学校の割合」の実績数値は１００％でした。全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活動を実施しています。評価は「Ａ」です。 

１８ページの事業番号３３「女性教員への管理職試験の受験推奨」については、今

年度、女性管理職の割合について２４％と目標数値を定めましたが、実績では約２１％

と下回りました。女性管理職選考試験の受験者は、昨年の１０人から１１人に増加して

おり、今後も受験を推奨していきます。評価は「Ｃ」です。 

１９ページをご覧下さい。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」については、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・

男女共同参画課と各支所振興課で、男女共同参画の講座を開催し、男女共同参画が地域

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計６つの講座やイベントを開催しました。しかし、

これらの他、外部団体と共催での講座が開催できなかったため評価は「Ｃ」です。 

２１ページ、伊賀支所では「防災・減災と男女共同参画」を、島ヶ原支所では「夢
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と子育て両方諦めない～女性落語家、男社会で生きていく～」を、２２ページ 阿山支

所では「男女共同参画はなぜ必要か」を、大山田支所では「女性がいきいきと活躍でき

る社会をつくるためには」についての講座を開催しました。２３ページ、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「子育てを取りまく環境につい

て～楽しい孫育て～」の講演会を開催し、男女共同参画推進の重要性を訴えました。評

価は「Ｂ」です。 

２６ページをご覧下さい。基本施策８「あらゆる暴力の根絶」の事業番号３８「女

性に対する暴力の社会的認識の浸透」で、「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、厚労省

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しました。評価は「Ｂ」及び「Ｃ」です。 

２８ページの事業番号４４「セクシュアル・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７６名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、基本施策９「人権としての性の尊重と健康支援」では、３１ページの事業番号

５０「こころの健康問題の啓発」で、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、こころの健康について学ぶ講演会や研修会を開催しました。取組の評価は

「Ｂ」です。 

３３ページの事業番号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、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。実績の数値は、子宮がん検診受診率２

６.６％、乳がん検診受診率２４．７％と目標を達成しています。評価は「Ａ」です。 

以上で、基本目標Ⅱの説明を終わります。  
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議長    ありがとうございました。それでは男女の人権尊重についての質問に入ります。 

      いかがでしょうか。 

委員    相談件数が多いと言うことで、女性相談 439 件、母子・父子自立支援相談 339 件、

家庭児童相談が 1,482 件と言うことで、これだけの方が問い合わせがあったと言うこと

で、Ａと言うランクがついて、これ以外の人もたくさんいると思います。相談に来ると

言うのはよっぽどのことですのでこの方たちの追跡調査はされていますか。これだけの

問題があるわけですので、まだまだ伊賀の上野は遅れているのかなと。      Ａ

をつけるのはおかしい。逆にＣかＤかなと。 

福祉相談調整課  相談件数につきましては延べ件数でございまして、一人の方の相談にしては人数とし

てはもう少し少ないんですが、継続でさせていただいておりますので件数が多くなって

います。 

      評価につきましては、それぞれの方について最後までしっかり相談員の方が支援をさ

せてもらっていますのでＡとさせていただています。 

委員    この頃、児童虐待が毎日のように新聞に出ていますで、こう言う事態にならないよう

にしっかり取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

福祉相談調整課  はい。 

委員    5 ページの自己評価Ａと言うふうになっていますが、それはどう言う理由からされた

のですか。相談件数延べ 44 件とか、家庭児童相談 1,482 件とかなっていますけど実際

相談に行って人がどうだったかと。見返りアンケートと言うのかな。そう言ったものは

取ってみえますか。その中でやっぱりここへ来て良かったわ。と言うふうなご相談の内

容であれば自己評価Ａになるけれども、これだけ来ました、これだけ来ました、延べ何

人です。だからＡと言うのはちょっと安直な感じがしますがその辺詳しく教えてくださ

い。 

事務局   アンケートと言うものは、取ってございません。女性の弁護士によります女性のため

の相談と言う企画ですので、時間的に何人と言うのは決まっております。予約と取って

行きます際には、やはり全部埋まるほどの募集でございます。来ていただいた方につき

ましては、そこで相談をさせていただきまして、その後のどういった事でどう言う方法

で対処して行ったらいいのかと言うことをその場で話をさせていただいております。来

ていただきました方の面談の中で法的な知識を提供し、成果を得たというようなことで

お帰りいただいておりますので、Ａと言う評価をさせていただいております。募集に対

して相談件数も空いてしまう時間があると言うようなこともございませんので、事業と

してもいいのかなと思います。 

委員    何度もすみません。私も一回だけ人権擁護委員さんですか、月一回相談の窓口があり

ますね。あそこへ行ってことがあるんです。人権擁護委員さんって一体どう言うふうな

尺度でこの委員さんを選んでみえるのかなと。そう言うことをちょっと不信に思ったこ

とがありました。 
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事務局   この挙げさせていただきました女性の法律相談の方につきましては弁護士とともに

市役所の女性相談員の方も一緒に入らさせていただいております。この部分に限って申

しますと支援が必要な方の相談をさせていただいているわけですが、それ以外の女性相

談員によります相談の方も継続していただいておりますので、一回で終わりと言うこと

はなく、そのまま引き続き相談員によりますケアの方もやっておりますので追跡調査は

させてもらっていないのですが、終了するまで一緒に対応させていただくということで

は、来ていただいた方には満足していただいていると思っています。 

委員    28 ページの 44 番のセクシュアル・ハラスメント防止研修の実施、その下のＤＶ等に

関する研修を何回も受けております。それで先ほど事務局さんがおしゃっておりました

けど、評価のことなんですけど、これはそういうセクシュアル・ハラスメント等に関す

る正しい理解とか未然防止とかそう言うことを徹底していただくとことに関してはＡ

かと思いますけど、セクシュアル・ハラスメントの受け皿は全く整備されていないので

しょうか。ただ単にセクシュアル・ハラスメントの防止研修の実施に終っているのかそ

の辺のところをちょっとよくわからないので評価が随分高いのかなと個人的には思い

ます。 

事務局   事業番号では 20 番ですか。 

委員    40 です。 

事務局   40 ですね。これのＡは、参加予定者と実績者数でＡをつけてるかと思われます。そ

の後、セクシュアル・ハラスメントの具体的な発生とその後の対応ですが、このような

ことがあれば当然人事課で対応しているはずです。ここの表は未然防止の講座を何人受

けたかということで評価しています。 

議長    以上でよろしいでしょうか。 

委員    非常にこのセクシュアル・ハラスメントと言いますのはデリケートと言いましょうか

微妙なもんですね。セクハラを受けた側がと言うことになりますので、そういった場合、

役所の中では人事課が担当課になっていますが、どう形でそういったセクハラを誰が窓

口になって、訴えやすいようなシステム作りはされているんでしょうね。 

議長    きちんと対応できる体制が構築できているかどうか。実際にきちんとされているとは

思いますが。 

委員    それがない限り誰も訴えて出ませんよ。 

事務局   これ所属の中に組織があります。まずは所属長に第三者からの訴えがあると思います

が、それによって事実確認をしながら、本人に事実なのかどうかを確認させていただき

ます。それ以降については、受けた方、セクハラをした方、加害者、被害者となると思

うんですけど、風紀委員会と言うのがございまして、そこにかけられます。組織として

の管理能力が問われます。踏み切った話はできませんが、そういったシステムになって

おります。 

委員    その中に女性は含まれていますか。受付る側に。それこそ男女共同参画、男性も女性
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もその受付の窓口にみえるということがやっぱり必須条件となるんではないのですか。

男性側だけが聞き取るんではなくて女性もということですね。やっぱりそれが必要だと

思いますが。今日の議論から外れていますが。 

事務局   今の答え以外に心の相談室と言って臨床心理学の先生が 1 人相談される方がいらっ

しゃいまして、ただし、男の方で女性の相談担当者って言う形ではいらっしゃらないん

ですけど。ある決まった時間にそこへ行って相談する場所としては設けています。 

委員    評価についてですが、Ａと言う評価はすごい高い評価がついていると思うんです。       

必ずしも私はＡの評価に当らないと思います。完璧ではなく 80 か 90 で抑えていると

したらＢじゃないかなという評価かなと思います。 

事務局   評価はまた事務局で検討させてもらってよろしいですか。 

議長    はい。 

      確かに難しいところもございまして、まったく発生しないことが一番いいことですが、

実際に発生した場合にきちんと窓口はあるのか、ということですね。まずはきちんと表

にでること。表に出た場合に最終的に円満に解決するというところですね。今の男女共

同参画基本計画にはそこまで盛り込んでなく、あくまでそういったことについては別途

対応すると理解しています。確かに他の自治体、市町村ではそれを盛り込んだものもあ

りますけど、その結果、基本計画はものすごい分厚いものになっています。そういった

ところまで含めるかどうかというところで、今ご意見をいただきましたが、そもそもど

こまで盛り込むのか、表に出たのでいいことなのか、実際は問題があるのか、いろいろ

含めてご指摘いただいたように確かに事務局の方からも検討しますという話がありま

したけども、難しいところではありますので、この審議会としましては、もちろん基本

計画でこれをやりますと、それを出来ましたというところで評価をするということもあ

りますけど、あくまで大事なのは今ご意見いただいたようにそういった問題が発生しな

いこと。発生した場合にきちんと対応することである、というところを審議会としては

きちんと意見としてまとめさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

はい。ありがとうございます。 

委員    今、まとめていただきましたのに申し訳ないです。本当に評価の面では悩むところな

んですけれども、17 ページの学校教育の問題ですけれども、１００%やりましたという

ことでＡになっているんですけども、本当に学校教育の大切さというのをひしひしと感

じまして、本当に男は社会、外で、女は中でと言うのは脈々と受け継がれてきて男尊女

卑が未だに平成の時代に残っているような状態だと思っているんです。それは全て教育

が根幹かと思うんですけども、掃除も平等で給食当番も平等にやってますということを

おしゃっています。確かにＡかもわかりませんが、さっき出た問題もそうですけれども、

私も昨年女性リーダー講座に参加させていただきまして。ワークショップの中で何かを

研究するという課題の中で学校教育の問題について勉強したんですけども、その中でＰ

ＴＡの方の話を聞きますと、本当に学校教育の中でまず先生方の態度というか例えば廊
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下を歩きながらスマホをやっているとか、タバコを校内で吸っていたとか、そういう失

態を生徒はものすごく見ております。そんな中でうまく教育が進んでいるかといったら

やっぱり荒れている学校が多い。特に伊賀の方では、どこの学校かが荒れている。そう

いうような失態を聞きます。その中でやっています。確かにやってるんでしょうけど、

まずやってるより以前にその先生方の態度を改めてもっと前の段階で、生徒は先生を目

標にしているわけですから、先生が素晴しい模範になっていただかないといけないんで

すけど、そういう失態があると言うことで言いますと、表面的な評価でしかないと思い

ます。もちろんそれはこの席では言うべきことではないのかもわかりませんが、先ほど

のいろいろな意見の出た中で学校教育についてＡという評価はどうかなと思いました。 

そしてその前の 16 ページのこども家庭課のところですけど評価がＣになっている。

保育所(園)職員の意識改革により、保育所(園)では「男の子だから・女の子だから」と

いうことはなくなってきているが、一方で保護者や祖父母の方々は男の子だから・女の

子だから」を感じさせる言葉がけが聞かれると言うのが原因でＡがＣになっていると。

祖父母と聞くと少しﾄﾞｷっとするんですが、まだ保育所に行っている子がいまして祖母

の立場になるんですけど、本当どれほどの人数の人が言ってるのかなという点ですごく

アバウトな書き方だと感じました。言っていない祖父母もいるのにって思いまして評価

がＣでそれが責任でＣかなと。確かに評価は難しい。先ほど課長さんがもう一度評価を

考えますとおっしゃられましたが、そんなに簡単に撤回してほしくないんです。とても

時間を費やし評価されたと思うんですよね。ですからもっと自信を持っていただいてい

いと思います。 

学校教育課  貴重なご意見ありがとうございました。昨年はＣとつけさせていただいていて、本年

度はＡと。委員さんおっしゃいますように確かに表面的な形になっております。学校に

対して事業を実施したかアンケートを取った内容で 100%という形をとらさせていただ

いております。どういうことをしたかと、さまざまなことがそれぞれの学校であげられ

ています。 

      そういった中で内容的にまだまだと受け止められるのか、アンケートの結果を見たと

きに、できているというアンケート結果でしたので、表面的と感じるところもあるんで

すけどもＡと評価させてもらったところでございます。前段に貴重なご意見をいただい

て、ご指摘いただいた子どもたちの見本とする、そういったお話、次の校長会で伝えさ

せていただいて詳しくお話させていただきたいと思います。ありがとうございました。       

こども家庭課  16 ページ事業番号 28 番、おっしゃっていただいたとおり、保育園の取り組みの中で

は、こういった取り組みをさせていただいております。Ａというよりもおっしゃってい

ただいた祖父母参観、送り迎えの時間帯、現場の者の声ですが、こういう部分があると

いうようなことでございますので、評価としてはＣということでございます。特に祖父

母を強調しているわけではございませんけど、感じた部分をＣと言う評価で表現させて

いただきました。ということでご理解をいただきたいと思います。 
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議長    少し触れさせていただくと、書き方として「聞かれます」ではなく「聞かれることが

あります」というような書き方をして方が誤解はないのかと思います。 

こども家庭課  ありがとうございます。 

委員     文言の書き方で、「全ての学校において道徳・特別・総合･･･」とありますが、今、

学校で道徳の時間はやってないと思いますが、いかがですか。 

学校教育課  道徳の時間は週 1 時間定められて行っています。そのなかで「らしさ」というもの

を扱っています。 

議長     よろしいでしょうか。その他ご意見いかがでしょうか。 

委員     21 ページです。課題として、男女の参加比率はどうしても男性の方が多くなりが

ちです。女性や若年層、企業からの参加を促す必要があります。と。最初のころに話

がありましたように、男女共同参画の中で男性の参加が多いということが課題と捉え

ていただかずに男性に参加していただくというテーマで事業参画に取り組みを進め

ていっていただければと思います。 

事務局    住民自治協議会などの行事でよく見られる男性がたくさん参加されるような傾向

をふまえて書いたものかなと。各地域で行っている行事については、まだまだ男性の

方が多いような現状かと思われます。 

議長     特に防災というイメージと考えると、研修を受けられるのはそういう場面ですよね。

いざ、災害が起こったときに機能しないと。女性の視点が入らずに避難所運営が行わ

れてしまってよくない、というのはよく言われています。そういうことをイメージし

ながら企画していってはどうか、ということですね。広報で「男性も女性もきていた

だきた」という表現の方法もいいのでは、と思います。 

その他よろしいでしょうか。 

       はい。それでは基本目標Ⅲに移りたいと思います。事務局の方からお願いします。 

 

事務局   基本目標Ⅲのワーク・ライフ・バランスについて、説明します。 

３５ページをご覧下さい。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、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・検討しました。また、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％に止まっていま

すが、放課後児童クラブの開設延長について、平成２６年度に開始したクラブの利用状

況を検証しつつ、他の校区について指定管理者との協議を行いました。評価は「Ｂ」で

す。 

３６ページの事業番号６０「事業者に対する両立支援の働きかけ」では、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
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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」及び「Ｃ」です。 

３８ページの事業番号６２「育児・介護休業の取得促進」では、育児休業取得者や部

分休業の活用者、育児短時間勤務者については年々増加傾向にあり、制度の周知はでき

ていますが、男性職員の育児休業取得者数は、結局 0 名でした。評価は「Ｃ」です。 

３９ページの事業番号６４「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。今年は押して、巻いてのお寿司を、

父親と子どもが一生懸命作りました。昨年は、定員を大幅に上回る申し込みがあったた

め、今年度は開催回数を１回増やし開催しました。参加された方に対して、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「Ａ」です。 

基本施策１１「家庭における活動への男女共同参画の推進」について、４０ページの

事業番号６７「障がい者福祉サービスの充実」では、在宅介護サービス及び短期入所の

１ヶ月あたりの利用者数は、目標数値 160 人に対して、179 人の利用があり目標はす

でに達成していますが、介護は女性、特に母親が中心で行っているのが現状です。障が

い者介護における男女共同参画について、更なる啓発を行います。評価は「Ｂ」です。 

事業番号６８「ひとり親家庭への支援」では、母子・父子自立支援員が、就労・離婚・

貸付金等の相談を受けています。ひとり親家庭の自立支援に向けての就労相談で、支援

対象者２１人中１９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「Ａ」

です。以上で、基本目標Ⅲの説明を終わります。 

議長    ありがとうございました。それでは基本目標Ⅲワーク・ライフ・バランスについての

質問に入りますが、ご質問ご意見お願いします。 

委員    35 ページの 58 番、上野総合市民病院で院内託児所運営事業を行っています。平成

18 年ともう随分 9 年くらいになるんでしょうか。いいことをなさってみえると思いま

す。平成 26 年 4 月から 27 年 2 月末利用実績で延べ 1,520 人、ひと月に直しますと 190

人くらいかなと思います。そして参考に書いていただいております延べ人数が 842 人

としてそれを 16 ヶ月ですか、割りますと 52 名ぐらいになりますので毎月看護師さん

が働きながら院内託児所を利用されて仕事にあたってみえるってとても素晴しいこと

だなーと思います。で、お尋ねするんですけれども、これも上野総合病院として続けて

行かれるのだと思いますが、それについてと、それからもう一つ名張市の市立病院があ

ると思うんですけど、そこの中での院内託児所というのは行われているのでしょうか。

その辺のところをお聞きしたいと思います。 

こども家庭課  直接担当していませんが、託児所と言いますと企業内託児所という位置づけでござい

ます。岡波総合病院も同じような形で実施しております。それと名張の病院はちょっと

情報が入っていないもので、どうかわかりません。今後の継続はおそらくされると思い

ます。カムバックセミナーも開催されており、市民病院の方も看護師を募集していると

いう中で、こういった託児所がないと業務に差し支えるので継続されると認識しており
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ます。以上です。 

議長    数字の確認ですが、この人数は合ってますか。上が 26 年 4 月から 27 年 2 月、下が

25 年 4 月から 27 年 2 月と。少し確認していただければと。 

事務局   下の欄の、25 年 4 月から 27 年 2 月となっている 27 年 2 月が 26 年 2 月の間違いで

す。訂正の方お願いします。 

議長    平成 25 年 4 月から平成 26 年 2 月と。平成 26 年 4 月から今年度 2 月末までで倍近

く増えているということですね。 

      その他、ご意見ありますでしょうか。 

委員    59 番、ノー残業デーについては、ある程度職員も意識付けられており定着している

と。年次有給休暇とありますが、これの利用人数に対する割合はわかりますか。昨年は

何％で今年は何％で。 

事務局   今、担当課がいないので答えられませんが、またお知らせしたいと思います。 

議長    人事課がいないということで、そこを含めて今日難しいと言うことであればまたお知

らせいただければと思います。 

      また先ほどからの共通点で、取り組みとして実施はしたが実績はどうだったかという

ところですね。もちろん、どこまで目標として掲げるのか。審議会としては結果も大事

であると意識していると思っていただきたいと思います。その他お願いします。 

委員    35 ページの院内託児所においてのことが書いてあるんですけど、伊賀市全体のこと

を考えた場合、病院の方のそこに仕事されている方の託児所ですよね。それ以外につい

て伊賀市として働きやすい場になっているかという点ではどうなんでしょうね。 

こども家庭課  市民病院さん以外に企業内の託児所というのは、6 箇所ございます。それから中身

でございます。例えば従来託児所と言うのは従業員の方のお子さんを預かるというよう

なことでございました。今の動きとしてはそれではなくて保育所の待機児童の方も受け

入れますよという企業内託児所も徐々に広がっています。市としての方向性は、託児所

と保育所は内容は違いますが就学前の仲間作りなどの観点からは保育所が基本となり

ます。この 4 月 1 日から子ども子育支援法、この関連三法によりまして制度も大きく

変わろうとしています。当然のことながら昔からいわれている幼保一体型というような

ことも市として考えていこうという計画となっております。ただ民間の幼稚園の法人さ

んが新しい制度に乗る乗らんかはその基準で法人が選択します。27 年度としては、現

在の認可保育所、公立が 20 園、私立が 14 園でございます。あと、公立の幼稚園につ

いては 1 園、こういった方向でまずは、新制度の中で民間の企業内託児所も広げていく

べきものかと考えております。以上です。 

委員    今の状況としては待機児童の方は対処されているのでしょうか。 

こども家庭課 国の基準によります待機児童は、今年の 4 月 1 日以降で保育所、保育園で入園される

の待機児童はほぼ対処されています。ただこの保育園でないと、嫌だわという待機児童

でいるんですけど国も基準にはカウントされませんので表面に出てこない。国で言うて
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る全国何万人の待機児童は実はそういう内訳でございます。 

      ここしか嫌だという、お家の方がおられますんで、優先基準を決めて定員内に収める

と言うことですけども、他にも 2 次希望 3 時次希望の方は、そういうとろこへ行って

いただくんですけども、第 1 希望でないと駄目だという方もいますのでそういう方は家

庭待機児童という表現になります。 

委員    就職を希望されて採用試験に行かれる場合にそこの企業さんとしては、「子供を預け

ることをできますか。」と聞かれることがあるそうです。保育所側としては、仕事持っ

ていないと預けられない。仕事をしたいんですけど預かってもらえる保障がまだ出来て

いないので採用試験を受けても不採用になってしまう。ということをよく聞きます。今

のところどうしようもないことなんですけど、どうなんでしょうか。 

こども家庭課 例えば就職活動するについては、例えば保育園に入れたら当然活動は出来ますけど入

れない場合、そう言った場合は一時預かり保育というのがございますので例えば公立の

保育所に 20 園ございますけど、普段保育園へ行っていない子どもを預かっていただく

という園もありますので、そこに預けていただいて就職活動をしていただくと。それと、

内定の条件で託児所があればいいんですけど、ない企業さんもまだまだいっぱいありま

すので、その辺はうちとしては 4 月に入園される方については第 3 希望までお聞きし

て、そして公立で駄目な場合は私立の保育園と調整をさせていただいているようなこと

でございます。ということから昨年 10 月に入所申込みをされた方については、公立の

場合はほぼ 99％入園出来るようになっております。 

委員   39ページ64番の男性のための料理教室を開いていただいて評価がＡとなっておりま

す。この事業の効果・課題を見ますと、「昨年度、申込者が定員数を大幅に上回ったた

め、今年度は開催回数を 1 回増やしました。今年度も参加者はほぼ定員に達しており、

より多くの方に料理の楽しさを体験してもらえました。」と言うことで、確かにお寿司

など料理は食べれるにあたっては、とても美味しいですけれどもこれについて短絡的に

評価をしてもいいんでしょうか。と言いますのは、このパパと子どものための料理教室

と言うのはいくつかグループがあると思うんですね。そこの中で全てのグループ、指導

の通りに完全に上手に出来たとは限らないと思うんですね。食べ物だから多少失敗して

も食べらることも出来ますけれど、その中でせっかくですからここでもう一つ上手に作

れた班と、上手に作れなかった班はありますかとか、どういうところが難しかったです

かとか、そう言うもう少し発展した進め方をして、どういうふうな皆さんの意見が出た

とか、反省が出たとか、それもどのように指導したか、それぐらいでやっと絵になるの

ではないんですか。 

事務局   貴重なご意見をいただきました。上手に出来たとは限らないと言うことで、この内容

ではＡかどうかわからないと言うようなご意見でございました。この事業の間に参加者

の方にアンケートを取らせていただいております。そのアンケートの中では、今回、や

って見まして子どもと一緒にした中でこの程度だったら家でもちょっとやって見よう
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かなと思えばと言うようなこともありました。そう言うような意味では、この事業の目

的としては男性にも家事、ここで言いますとお料理も参画していっていただきまして、

お家でも実際にしていただけるようなものを提供しまして実際に実践していただきた

いたいと言うのが目標でしたもので、そう言った目標を達成できたのかなと言う意味で

Ａというものをつけさせていただきました。効果・課題の書き方につきましては補足さ

せていただきます。 

委員    やはりある程度、経過とか、ただ、しました。やりました、楽しみました、それだけ

じゃなくてそこまでアンケートとかお取りになっていたらやっぱり記載するべきじゃ

ないんですか。 

事務局   おっしゃる通りだと思いますので、もう少し踏み込んだ書き方と言うものを全般的に

して行きたいと思っております。 

議長    はい。他、お願いします。 

委員    35 ページの 26 番こども家庭課の放課後児童クラブのことなんですけれども、ここに

は放課後児童クラブの開設時間延長について書いてあります。今、学校が閉校して統合

になっているところがあります。例えば私の住むところ、河合小学校という学校があり

ます。河合小学校と丸柱小学校が一つになりまして阿山小学校にこの 4 月から開校いた

します。それで河合小学校にも放課後児童クラブがありまして丸柱はちょっとわかりま

せんけれども、そういうふうに統合いたしますと、丸柱の子どもさんは遠いですのでバ

スで通学することになろうかと思います。そうしますと放課後児童クラブをそのまま存

続するといたしますと旧河合小学校の子どもはそこに学校があるわけですのでそこへ

預かってもらえます。丸柱小学校の子どもも希望いたしましたら、そこの阿山小学校の

中の放課後児童クラブを利用することになろうかと思うんですけども、そう言うような

ことが他の学校にも、いろいろ出て来ようかと思いますが今後、放課後児童クラブを統

合するときに、これからも続けていかれるのかということと、今言いました学校も放課

後児童クラブが続けてやっていけるような方向で取り組んで行かれるのか、その辺のと

ころをわかっている範囲でお聞きしたいと思います。 

こども家庭課 ありがとうございました。今、阿山の問題が出ました。丸柱の音羽地区の方が、阿山

小学校、当然従来の放課後児童クラブ定員 30 名でこれからも継続いたします。3 月末

で 25 の小学校区がございます。その中で放課後児童クラブの数が 14 箇所あります。

この指標で 44%と言うことになっております。この 4 月 1 日から新たに 3 つの放課後

児童クラブが初めて開設され、4 月 1 日では 17 箇所と言うことで目標はクリアされて

います。2 点目のご質問でございます。現在、4 月 1 日から５ヵ年計画で子ども子育て

支援事業計画を策定いたしました。その計画の中で、すべての小学校区に最低 1 つの放

課後児童クラブを作るという計画を持っております。計画だけで委員会の答申はできま

せんので先ずはニーズのあるところからアンケート調査をいたしまして保育園の年長

さんとか小学生の方を対象にアンケート調査をしまして年間どれくらいの割合で利用
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されるのかと、きめ細かなアンケート調査となっております。平日だけ使うのか、また

夏休みだけ使うのか、春休みだけとか、そういったアンケート調査を実施した上で、こ

の 4 月からは 3 つ解説されることになっておりますので、今後もそういったニーズに

あるところから全小学校区を目標に進めて行きたいと考えております。以上です。 

議長   よろしいでしょうか。その他、基本目標Ⅲにつきましてよろしいでしょうか。はい。

ありがとうございました。続いて協議事項 2 番目に行きたいと思います。 

     「男女共同参画に関する意識調査について」事務局の方から説明をお願いします。 

 

事務局   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」について報告します。

伊賀市在住の満 20 歳以上の男女 2 千人を対象に、昨年 11 月 12 日～27 日に郵送によ

りアンケートを行い、有効回収数が 965 通で、回収率は 48.3％でした。 

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。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なり、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、若い世代よりも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％と最も高く、次いで「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％と最も高く、次い

で「継続型」が２６．０％と逆の傾向になっています。伊賀市では県よりも「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、
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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。 

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

その下３番目の「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。 

前回調査と比較すると、「平等」と感じる人の割合は「学校のなかで」が１２．１ポ

イント高くなっていますが、「政治（政策決定）の場で」は、８．５ポイント低くなっ

ています。 

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、「過去に暴力を受

けたことがある」と「現在も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。前回調査と比較すると、３０歳代女性で「過去に暴力を受けたこと

がある」の割合が８．７ポイント高くなっています。「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割強以下と

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。 

只今、報告させていただいた資料の概要版と報告書と概要版の成果物は、現在、印刷

中ですので、概要版のコピーを本日の資料としています。後日、出来上がりましたら、

郵送させていただく予定です。 

以上で、意識調査結果についての説明を終わります。 
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議長    はい。ありがとうございます。今回は概要版と言うことで詳細の方は今説明いただき

ましたように印刷中と言うことで今回は概要のみでこの内容につきましてご質問、ご意

見ございましたらお願いします。 

委員     １ページ目ですね、表紙の 2,000 人の方に配布していただいて回収率 48.3% 

･      前回もこんなもんでしたかね。回答率は。そんなことはないと思うんですけど回答

率はどうかなと思うんですけど。年代別に抽出して年代別の回答率は年代によってもギ

ャップがあって。まるっきし回答がこないのか。なぜ回答がこないのか。その分析も必

要ではないかと。以上です。 

事務局   前回調査ですね。55.9%でございまして少しですが今回は 48.3%で下がっております。

年代別回収率については今手元にないのでよろしいですか。 

委員    はい。 

議長    先ほどご指摘いただいとことは報告書の方でよろしいですか。その他ご質疑いかがで

しょうか。よろしいでしょうか。はい。それではこの意識調査につきましては先ほど、

ご紹介がありましたように、現在きちんとした報告書については印刷中ということです

ので、完成しましたらお送りいただけるということですね。そこでまたお聞きしていき

たいかと思っています。よろしくお願いします。 

    それでは次、その他 3 と言うことで事務局の方からございますでしょうか。 

事務局   事務局の方から一点だけございます。皆様にはお知らせをさせていただいていないん

ですけども、議長をしていただいております内山会長なんですけども、内山先生、ちょ

っとお仕事の関係で 3 月に三重大学の方を退職されて 4 月から東京農業大学で教諭に

なられることになっておりまして伊賀市としては、是非内山先生に続けて、計画ができ

るまで何とかと思っていたんですけど何分、東京から毎回来ていただくわけにも行かな

いし、残念ながら今回限りと言うことにさせていただき、三重大学の方はちょっと協議

をさせていただいたところ、後任の法学研究家の教授の小林先生と言う方がいらっしゃ

いまして、その方に次お願いの内諾をいただいて来たところでございまして、皆様ご承

認いただきましたら次回会長を三重大学の小林先生にお願いしたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

各委員   結構です。（拍手） 

議長    ご承認いただいたと言うことで。ありがとうございました。今、ご紹介いただきまし

たけども、私 3 月で三重大学を退職することになりました。4 月から東京世田谷にあり

ます東京農業大学というところに異動することになりまして、大変申し訳ないんですが、

こちらに来ると言うこともなかなか難しいということで、今回で退任させていただくこ

とになりました。本当に今までお世話になりありがとうございました。 

各委員  （拍手） 

議長    後任の小林先生、工学部の方ですが、工学部は女子が少ないんです。受験生からして

少ないというのが工学部の現状であり、女性の教員を工学部で増やしたいと積極的に活
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動しておられます。私以上に、私がどこまで出来ていたかわかりませんが、小林の方も

よろしくお願いしたいと思います。ということでありがとうございました。他にその他

ございますでしょうか。 

事務局   事務局からはございません。 

議長    以上でよろしいでしょうか。ないようでしたらこれをもちまして会議の方を終了させ

ていただきたいと思います。それではお返しいたします。 

山下部長  時間をお借りしてご挨拶をと言うことで、私 1 年間人権生活環境部長と言うことでこ

ちらの方でごやっかいになりました。私も本年度に於きまして退職と言うようなことに

なっております。本当に一年間、市政にとりわけ男女共同参 画行政に対しまして絶大

なる御支援ご尽力を賜りましてありがとうございました。退職の挨拶とさせていただき

ます。そして、後任ですけども、大橋次長の方が後任です。 

大橋次長    27 年度からまた審議会の方でご一緒させていただきたいと思いますのでどうかよ

ろしくお願いします。 
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