
平成２３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２３年６月１日（水） １４：００～１６：００ 

【開催場所】： 阿山支所 あやま保健福祉センター 

【出席委員】： 花見委員、藤田委員、塚本委員、中矢委員、中林委員、松岡委

員、 平岩委員、松本委員、東委員、半田委員、増田委員、柘

植委員、杉澤委員、稲垣委員、瀬野委員（合計１５名） 

【伊賀市出席者】：伊賀市人権生活環境部長、人権政策・男女共同参画課長、各

支所担当課長他（合計２０名） 

【傍 聴 席】：なし     

 

 

▲司会(課長)  

皆様、お待たせいたしました。 

 ただいまから、平成２３年度第１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、何かとご多忙のところご出席いただきありがとうございます。 

 私は、審議会の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・

男女共同参画課の大橋でございます。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、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ので、ご了承賜りたいと存じ

ます。発言のときは、マイクをお渡ししますので、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１８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、本日の会議は、成立してい

ますことをご報告申し上げます。 

 

 なお、このたび委員の選出母体であります関係団体の役員等の改選によりま

して、３名の委員の変更がございましたのでご紹介申しあげます。 

 

委員名簿をご覧いただきたいと存じます。 

 伊賀市ＰＴＡ連合会からは、中林 法次様がご就任いただいております。 

 地域代表として、三田地区住民自治協議会から 松本 正則様がご就任いた



だいております。 

 伊賀公共職業安定所からは、東 昭宏様がご就任いただいております。 

 どうぞよろしく、お願いいたします。それでは、はじめに、花見会長からご

挨拶を申し上げます。 

 

○会長挨拶 

 

▲ 司会 

ありがとうございました。それでは、平成２３年度最初の審議会ですので、

事務局を代表いたしまして、人権生活環境部長の前川から、ご挨拶を申し上げ

ます。 

 

○部長挨拶 

 

▲司会 

このたび、新しい審議委員さん３名様が加わりましたので、改めて自己紹介

をしていただきたいと思います。 

 

（全委員自己紹介） 

 

▲司会 

ありがとうございました。一年間どうぞよろしくお願いいたします。事務局

職員の異動がありましたので、紹介させていただきます。 

 （事務局紹介） 

 それでは、伊賀市男女共同参画推進条例 第１４条の規定により花見会長に

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、議事に入ります。 

 事項書の３ 協議事項（１）「平成２３年度伊賀市男女共同参画基本計画実施 

計画について」を議題とします。 

 基本計画の３つの基本目標別に説明をさせますので、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いてまいり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、事務局からなるべく簡潔に、重要事項は詳細を盛り込んで説明を 

お願いします。 

 



○事務局 

 

協議事項「（１）平成２３年度伊賀市男女共同参画基本計画実施計画について」

主なものを説明させていただきます。 

実施計画書の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」ですが、第２次伊賀市男女共同参画基本計画書 ２３頁をご覧下

さい。指標項目「審議会等への女性登用率」の平成２７年度数値目標を４０％

と定めております。平成２３年３月３１日現在では、２９.６％の登用率になっ

ており、平成２３年度はまず、約２％アップの３２％に設定しております。 

（対象審議会数１０８・女性のいない１５審議会 ） 

 事業番号２の「管理職への女性登用の拡大」についてですが、市の女性管理

職の割合が平成２３年４月１日現在で３１.６%です。しかしながら、一般行政職

の管理職の割合は、１９.３%と低い比率となっています。平成２３年度の一般行

政職の管理職の割合を、２１.３%とします。 

事業番号３の「市女性職員の企画・立案能力の向上」ですが、政策立案研修

や法務研修において、監督職にある女性職員を中心に案内するなど、女性の希

望者の受講を優先することとしています。 

１ページから２ページでは、企業に向けた男女共同参画啓発推進のための取

組みとして、商工労働観光課や人権政策・男女共同参画課、各支所の住民福祉

課の人権政策担当等が、企業訪問を実施し、女性登用の推進やポジティブ・ア

クションの周知、取組ついて、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等への参加についても呼びかけ情報提供を行うこと

としています。 

３ページから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」

では、商工労働観光課がハローワーク等と連携し就職支援情報の提供を行いま

す。事業番号１２「自営業に従事する女性への支援」については、指標項目「商

工会議所、商工会加入企業のうち女性の経営者数」の平成２３年度数値目標を

２０１人と設定し、積極的な自営業における女性の参画を拡大していきます。 

 農林振興課では、伊賀農業ネットワークへの支援を行うと同時に、女性認定

農業者の育成、家族経営協定の締結について推進します。平成２３年度数値目

標は、女性認定農業者８人、家族経営協定締結件数 ２０件とします。  

５ページの、基本施策３「社会活動・地域活動への男女共同参画の促進」で

は、市民活動推進室において、住民自治協議会への訪問や研修会の機会を利用

して、男女共同参画への理解を促します。人権政策・男女共同参画課としまし

ては、昨年度までは、自治会等へ女性役員の登用について文書で依頼していま



したが、今年度からは、住民自治協議会代表者会議で直接依頼をします。また、

女性リーダー養成連続講座開催の情報を提供し、各住民自治協議会から参加者

を募集し、地域の核となる人材を育成して行きます。指標項目「住民自治協議

会運営委員会の女性の参画率」の平成２３年度数値目標は、１８％と設定しま

す。 

６ページから７ページの基本施策４「女性のエンパワーメント」についてで

すが、事業番号１７ 男女共同参画ネットワーク会議の充実 として、 男女

共同参画ネットワーク会議の会員が実行委員会を立ち上げ、６月２５日（土）

にふるさと会館いがで、フォーラムを開催します。男女共同参画週間にあわせ

て実施し、市民への意識啓発を図ると同時に新規加入団体を募ります。指標項

目「ネットワーク会議加入団体数」の今年度の数値目標は３８団体と設定しま

す。（現在３５団体） 

事業番号１８の「人材バンクの設置と活用」についてですが、今年度、人材

バンクを設置し、広く登録者を募集します。その人材を審議会等委員に登用す

るほか、各分野で活用できるよう支援します。 

事業番号１９「女性のリーダー養成講座の開催」についてですが、人権政策・

男女共同参画課では、「女性のリーダー養成連続講座」を計８回の予定で開催し

ます。講座修了生に対しては、人材バンク登録や男女共同参画ネットワーク会

議会員登録などを促します。指標項目「女性のエンパワーメントに関する研修

等の延べ受講者数」の今年度数値目標は、２０人と設定します。 

 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 

事業番号５について、各支所で事業所を訪問されていますが、青山支所では

従業員 10 人以上の事業所を訪問するとのことですが、他の支所では記載されて

いません。特別何かあるのですか。 

 

○ 事務局 

基本的には、従業員３０名以上の企業を訪問していますが、支所エリアで 30

人以上の企業となると対象企業が少なくなります。特に何名以上という定めは

ありませんが、上野管内ですと 30 名以上の企業はかなりの数となります。その

ため支所の裁量に任せている状況です。記載はされていませんが、他支所でも

独自で人数を定めて訪問しています。 

 



■ 議長 

書くのなら書くという一貫性を持ってほしいと思います。他の支所はどうな

のかと疑問が出るのは当然だと思います。 

 

○事務局 

支所ごとに対象基準を示させていただきます。 

 

■議長 

続いていかがですか。 

 

△委員 

事業番号１５について、「女性役員の登用を住民自治協議会代表者会議で直接

依頼する」と記載されていますが、具体的にどのように依頼するのですか。 

 

○事務局 

従来では、自治会へ直接文書で女性役員の登用について依頼をしていました

が、自治組織のあり方が見直され、市と地域の窓口が住民自治協議会となりま

した。その住民自治協議会の代表が一堂に会する会議があり、そこで第２次計

画に謳っている女性役員の登用について議題にあげてお願いをしています。 

 

△委員 

ありがとうございます。 

 

△委員 

関連することなのですが、すでに住民自治協議会の総会も終わり女性の参画

率が出ていると思いますが、現在の状況は何％ですか。 

 

○事務局 

平成２２年度の数値は全体の平均で１５％と聞いています。目標は３０％で

すので、年間３％ずつ上げていきたいと考えているため、２３年度目標を１８％

と設定しております。 

 

■議長 

数値目標の記載の仕方に対して非常に分かりにくいと思っています。 

右側に２３年度数値目標と小さな欄が綴られているだけで、２１～２２年度、

現在の数値とはっきり示してほしいです。 

全体的に言えることですが数値目標が記載されている部分が少ない。 



概要版でも現況を２１年度とし目標を２７年度として、目指すべき数値目標

を明記しましたとありその期間でどれだけ数値を上げていくのかを示すことが

ポイントのはずです。 

事業番号２について、女性管理職の割合が２７年度目標３０％となっていま

すが、今年度実施計画も３０％となっています。今年度にすでに目標をクリア

している、ということですか。それなら２７年度の数値はもっと上げていいで

はないでしょうか。 

 

◎担当課 

目標値については、今後３０％以上を維持していきたいという意味で設定し

ました。数値的には毎年上がっていくことが必要だと思いますが、今年は３５％

でも来年は下がるかもしれないという状況ですので、目標を３０％としていま

す。 

 

■議長 

この内容からはそこまで読み取れません。 

 

◎担当課 

数値だけ単純に上げていっても現実的な数字ではないのかなと思いましたの

で、このような数値設定をさせていただきました。ご理解をいただきたいと思

います。 

 

■議長 

釈然としない思いもありますが、そのような状況が分かるように記載してい

ただきたいと思います。 

 

○事務局 

一般行政職の女性管理職の割合が低いため、比率を２％アップしていくとい

うのが人事課から出された今年度の数値目標であるということを理解していた

だきたいと思います。 

 

■ 議長 

それは２つ目の内容ですね。 

 

○ 事務局 

保育園の園長が女性ばかりであるため、それ以上の数値は求められません。

従って、一般行政職の中の女性管理職の数値を上げていきたいと考えています。 



数値目標の欄については、現行の数値と当該年度の数値、２７年度の数値を併

記する形でよろしいでしょうか。 

 

■議長 

２３年度の実施計画ですから２７年度は必要ないと思います。 

 

○事務局 

推移が見える形の様式に変更すればよいですか。 

 

■議長 

できればお願いします。 

事業番号４について、毎年のように出ている気がしますが、今回は誰も応募が

なかったのか何かあったのか、変わった部分はあるのでしょうか。 

 

◎担当課 

記載自体は特に変わっていませんが、毎年行っております。 

公募制度を実施することで実際に能力が表に出てくるわけですし、実際応募

しにくいかもしれませんが、その点についても意識を変えていかなければいけ

ないとは思いますが、これをやめていく気持ちはございませんし、積極的に実

施していくつもりです。 

 

■議長 

毎年出しても応募がないということは、やり方に問題があることを示してい

ると思います。新しい工夫が必要なのではないかと思うので、何か考えていた

だけたらと思います 

 

◎担当課 

人事異動の運営の中でも協議していきたいと思います。 

 

■議長 

他にはいかがでしょうか。 

 

△委員 

いくつかありますので、順番に質問させていただきます。 

事業番号５について、以前、上野にはいくつかのブロックがあり３年で一巡す

ると聞かせていただきましたが、今年度７０社ということで、まだ一度も行っ

ていないブロックに企業が７０社あるということなのですか。 



もう１点、２年間の訪問実績の中で、未訪問の企業に対してはどのようにフ

ォローしていくと考えていますか。 

 

◎担当課 

おおよそ３つのブロックに分かれています。目標８０社というのはおおよそ

の数値です。先程の質問の中にもありましたが、訪問先には３０人切っている

企業もありますし、一概にはいえません。未訪問の企業や訪問を断られた企業

については、電話や文書等で回答していただいております。 

 

△委員 

ありがとうございます。全年度について、７０社の訪問ができ、未訪問の部

分については別の方法でフォローができているということでよろしいですか。 

３月の審議会で進捗状況を報告いただいていますが、前年度７０社のうち実

際訪問できたのは４８社を訪問したと報告していただきました。 

 

◎担当課 

対象７０社のうち何社かは電話と文書で回答していただいておりますが、１

００％完了というわけではありません。 

 

△委員 

南部、中央、北部とありますが、今年度は北部が７０社ということで理解し

てよろしいですか。 

 

◎担当課 

はい。そういうことです。 

 

△委員 

ありがとうございます。次に事業番号１０について、数値目標で２２年度の

家族経営協定締結件数は 24 件ということで伺っておりましたが、２３年度目標

は２０件ということで低く目標を立てられています。この理由を説明してくだ

さい。 

 

◎担当課 

即答できませんので、後日回答させていただくということでよろしいでしょ

うか。申し訳ございません。 

 

△委員 



わかりました。次に事業番号１７について、２１年度加入団体数は３７団体

ということでしたが、２２年度の団体数を教えていただきたいのと、２７年度

目標は４５団体と設定していますが、２３年度目標が３８団体という理由を説

明してください。 

 

○事務局 

２２年度は３７団体で報告させていただいていると思います。２２年度末に

精査をしたところ、実際に活動していない団体が２団体あり、２３年度加入団

体は 35 団体となっています。２７年度目標を４５団体としていますので、本年

度は３団体の加入を目指すということで３８団体とさせていただきました。 

 

△委員 

ありがとうございます。事業番号１９について、阿山支所と青山支所だけ事

業内容が挙がっています。本来伊賀市全体で取組むべき内容だと思いますので、

各支所で行っているなら全て挙げるべきだと思います。 

 

○事務局 

各支所単位で男女共同参画講座や啓発を行っていますが、２つの支所はその

内容からリーダー研修という位置付けとしてここに挙げています。本年度から

人権政策・男女共同参画課では女性リーダー養成研修を全市的に支所問わずリ

ーダーを募集し養成していきたいと思っております。 

 

△委員 

ありがとうございます。支所で事業があるからここに挙げていると思うので、

全支所でもやっていけるようにご検討していただきたいと思います。 

事業番号１２について、女性の経営者数の２７年度目標が２０７人となってい

ますが、２２年度の最終数値を教えていただけますか。 

 

◎担当課 

数字を持ち合わせておりませんので、後日ご連絡させていただきます。 

 

△委員 

わかりました。最後に、事業番号２について、女性管理職比率を２％アップ

するということですが、今年度中に何かアクションを起こすことによって数値

が上がるようなものなのでしょうか。 

 

◎担当課 



この比率については、毎年４月１日現在の数値から挙げています。現実的に

来年の４月にどれだけ増えるかということでご理解いただければと思います。 

 

△委員 

ありがとうございます。以上です。 

 

■議長 

それでは次にまいりたいと思います。事務局よろしくお願いいたします。 

        

○事務局 

それでは、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。 

８ページから９ページの基本施策５ 互いを尊重する意識づくりですが、事業

番号２４で、人権政策・男女共同参画課では、６月２５日にふるさと会館いが

において、「三重県内男女共同参画連携映画祭」を実施し、上映前にプレトーク

を行い、映画を男女共同参画の視点から観るヒントを参加者に意識していただ

いてから、上映を行います。 

また、事業番号２７ 人権相談の充実につきましては、人権政策・男女共同

参画課では、昨年度に引き続き女性弁護士による女性法律相談を年６回実施し

ます。また、こども家庭課では、女性相談員、母子自立支援員、家庭児童相談

員を配置し、困難をかかえる女性の相談を受け、関係機関と連携し支援を行い

ます。 

次に、１０ページ、基本施策６ 学校・園（所）における男女共同参画のた

めの保育・教育の推進では、継続して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、園児が協力

し合いながらお互いの思いや個性を認め合える場づくりに努め、保育士も研修

に積極的に参加し、職員の意識向上に努めることとしています。第２次基本計

画書 ３５頁をご覧下さい。指標項目「男女共同参画に関する授業を実施した

小・中学校の割合」ですが、平成２７年度の数値目標は１００％となっており、

今年度の数値目標は８５％と設定しました。 

１１ページから１２ページの、基本施策７ 男女共同参画の視点に立った学

習活動の推進では、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・男女共同参画課や各支所住民福祉課人権政策担当者、公民館で「男

女共同参画に関する講座」を行い、地域での学習の機会を提供し、市民への意

識啓発に努めます。 

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です

が、人権政策・男女共同参画課では、国・県の啓発用チラシやリーフレットを

庁内窓口、イベントで配布し、市民に情報提供します。また、市内のイベント



開催時に、「男は仕事」「女は家事・育児・介護」と思わない市民意識調査を実

施し、男女共同参画に関する情報を収集します。数値目標は５０％超です。 

次に、１３ページから１４ページ 基本施策８ あらゆる暴力の根絶 の、

具体的施策１８では、暴力を許さない社会への意識啓発 を行うため、パンフ

レット、ＤＶ防止啓発カード等の配布やパネル展を実施し啓発に努めます。 

具体的施策１９ ドメスティック・バイオレンス被害者に対する相談の充実

と支援 では、ＤＶ被害者に対して、こども家庭課で女性相談員による相談業

務を実施し、関係機関と連携して支援を行っています。また、庁内の担当各課

が情報を共有し、被害者保護の徹底を行います。 

次に、１５ページから１６ページの基本施策９ 人権としての性の尊重と健

康支援の 事業番号５１ こころの相談窓口の充実 では、人事課や健康推進

課が、こころの健康問題をかかえる市民、職員を対象とした相談窓口を設置し

ます。 

 また、事業番号５３ ライフステージに応じた健康診断と健康相談の充実で

は、いろいろな検診の機会に個別相談を行い支援することとしています。数値

目標として、平成２３年度の子宮がん検診受診率１６％、乳がん検診受診率２

１％と設定します。 

以上で、基本目標Ⅱの説明を終わります。 

 

■議長 

ありがとうございます。では説明に対しご質疑、ご意見ありませんか。 

では、私の方から、事業番号３６について、目標値が５０％超とありますが、

これも概要版で見ると、２７年度の数値と同じです。２１年度には２４．４％

なのにそれを今年度中に５０％超にもってきて、その後その数値のままという

のはどういうことですか。 

 

○事務局 

２３年度の目標数値に挙げたものが誤りかもしれません。実はこの数値を調

べるのが５年に１回の意識調査でしかつかめない数値です。前回２１年度に意

識調査を行ったので、次は２６年度になります。全市的に調査を行う機会があ

まりなく、正確に数値を出せるのは２６年度になります。その結果が出るのが

27 年度あたりになると思います。そのため２３年度にこの数値を挙げるのは間

違いかもしれません。色々なイベントに行った際、アンケートをとって、数値

的に調べることは可能かもしれません。 

 

■議長 

 イベント開催時にアンケートを実施し、とあるのでこの数値はおかしいので



はないですか。 

 

○事務局 

目標数値を削除させていただきます。 

 

■議長 

２４．４％より少し大きい数値を記載するくらいの方が良いのではないでし

ょうか。 

 

○事務局 

検討させていただきます。 

 

■議長 

よろしくお願いします。他にありませんか。 

 

△委員 

事業番号２２について、地区懇談会はどのくらい開催されているのですか。 

また、その中で男女共同参画の視点に立った慣行等の見直しとありますが、色々

な団体の中では、女性代表を選出したり女性部を設置している所もあると思い

ますが、それを設置しているが故に女性が団体のリーダーになり得ないという

組織があるように思います。女性部や女性代表というのが本当に必要なのかと

いう見直しもしていただきたいと思います。 

事業番号２５について、「女性に対し偏重した見方をしないよう、立ち入り調

査をする」という内容は少し意味が通じにくいように思います。 

 

◎担当課 

表記については確かにおっしゃる通りです。図書やビデオ等に対する範疇で

すが、女性に対する偏見を持つような表現や表記のある書籍等があります。特

にコンビ二エンスストアなどで一般の書籍と一緒に販売されていたりする現状

があります。それを区分けして販売するようにお願いをしています。それを立

ち入り調査する委員を設けて、協力をいただきながら販売状況などに問題があ

る場合、改善を願うといった活動を進めております。表記の内容については難

しい部分がありますが、内容としてはこのような活動をしているということで

ご理解いただきたいと思います。 

 

○事務局 

事業番号２２についてですが、女性部や女性代表があるが故に、女性がその



範囲内だけの活動しかできない、ということがあるのかということについて、

実態調査をし、実際にそうであれば改善をしていきたいと思います。 

また、地区懇談会については、その中で男女共同参画をテーマにした啓発を

行うとなっているので、可能な限り具体的な数値を入れていきたいと思います。 

 

■議長 

事業番号４５について、「市民からの相談があれば、関係機関と連携して対応

します」とありますが、庁内でセクシュアルハラスメントが起こった場合の対

応は確立されていますか。 

 

◎担当課 

特に窓口として掲げているわけではないですが、人事全般については人事課

で対応させていただくことになります。 

 

■議長 

では問題が起こった場合、人事課へ来てください、お話を聞きます、という

そこまでの対応ですね。その後どうするのですか。 

 

◎担当課 

我々で解決できることに関しては当然させていただきますし、実際に実行し

ていかねばならないと考えております。人事課へ直接というのが難しい場合は、

こころの相談室というのを設けておりますので、そちらで相談をしていただい

てそこから人事課へ報告がくるということもございます。仕事上のことであれ

ば、当然人事課で対応していくべきと考えております。 

 

■議長 

それは組織を運営する中でセクシュアルハラスメントに対応する方法が確立

しているとはいえません。因みに、伊賀市には何人所属しているのですか。 

 

◎担当課 

１２００人強です。 

 

■議長 

そのくらいの組織であれば、やはりハラスメント対策委員会なりの組織が必

要だと思います。人事課だけでなく各課から代表を集めた委員会のようなもの

を作り、各部署にハラスメントの窓口があり、問題があれば委員会に挙げられ

て検討されるような組織体制づくりが必要だと思います。庁舎外の人の話を聞



いてあげますではなく、庁舎の中でも十分ありうる問題として組織体制を確立

していただきたいと思います。 

 

◎担当課 

ご意見として十分参考にさせていただきたいと思います。事業番号４４のよ

うに、セクシュアルハラスメントの研修は実施しておりますが、委員会までは

至っておりません。組織内の体制づくりに対しては十分検討していきたいと思

っております。 

 

■議長 

よろしくお願いいたします。他にいかがでしょうか。 

 

△委員 

事業番号５１について、こころの相談室を月２回開催するとありますが、自

分のことというのは本当は話しにくい、でも聞いてもらいたいと多くの人が思

っているとは思うのですが、気軽に相談に行けるような雰囲気がないと中々敷

居が高いように思えます。気軽に相談に行けるような工夫というのはどのよう

にしているのですか。それと活用状況について教えていただきたいです。 

それから、事業番号４０について、若年層というのは具体的にどういう範囲

でどのように配布をしているのか教えていただきたいです。 

 

◎担当課 

こころの相談室についてですが、１コマ 1 時間で昨年は９７コマ設けたうち、

８３コマ埋まったという状況でした。８５．６％の利用状況となります。人数

についてはあまり申し上げられないのですが、庁舎外で会場を設けて行ってい

ます。上司の問題であれば中々言いづらいのですが、職務専念義務を免除する

という形で運営をしております。相談業務は職員ではなく、臨床心理の専門の

方にお願いし定期的に行っており、どんなことでも気軽に相談してくださいと

周知をしています。 

 

○事務局 

事業番号４０については、デートＤＶとは同棲していない恋人同士での身体、

態度、言葉による暴力のことですが、これについては協働でさせていただいて

いるＮＰＯ団体がデートＤⅤに関する活動を行っております。若年層というの

は具体的には中学校３年生です。中学卒業前のタイミングでデートＤＶとはど

ういうものなのか、今後、男女の交際の中でデートＤＶが起こらないように、

また加害者にならないようにと、簡単な説明と相談窓口を書いたパンフレット



を配るという活動をしています。 

 

■議長 

よろしいですか。 

 

△委員 

事業番号３０について、職場見学について十分協議されているとは思います

が、職場見学を実施した結果、この男女共同参画についても考慮したという見

学先へのお考えについてお聞かせください。 

 

◎担当課 

職場見学や職場体験を実施している小学校がすでに１０校程度ございます。

職場体験につきましては、性別に関わりなく自分の個性が発揮できる職場選び

という観点で実施しております。職場を見学しに行く視点については、男女共

同参画の視点を持って職場をしっかりみてこよう、という学習の中で進めてい

るというのが現状です。ご指摘の点についても、各校へ支持しながら充実させ

ていこうと考えております。 

 

△委員 

同じ事業番号３０について、中学校において連続する 5 日間の職場体験を実

施とあります。うちの会社でも労働体験を行っておりますが、労働体験の機会

をとらえて男女共同参画の視点から勤労観や職業観を推進するよう学校や教育

委員会からの指示が全くなかったので、きっちりと企業側にも伝えていただき

たいと思います。 

 

◎担当課 

７００くらいの企業にご協力いただきながら、職場体験を進めております。

ご指摘いただきましたように、より中身の視点のはっきりしたものにしていく

ための励ましのお言葉だと思っております。学校でも充実したものとしていき

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

△委員 

もう一点ですが、先程人事課からの話の中でセクハラの委員会ができていな

いということでしたが、企業ではすでに義務付けられています。法律に基づい

て窓口を作るように言われています。指導的な立場の組織でそれができていな

いというのは如何なものかと思います。 

それと、企業を訪問していただく担当職員で温度差があります。男女共同参



画課で研修など行い、法律もどんどん変わっていますので、新しい情報を共有

して統一した見解の中で企業を訪問していただきたいと思います。 

 

○事務局 

非常に重要なご指摘をいただいたと思います。先程は人事課で答えていただ

きましたが、当然当課の問題でもありますので、早急に検討していきたいと思

います。企業訪問前には２回程度会議を設けていますが、法を全て熟知してい

るとは言えませんので、十分に準備した上で対応していきたいと思います。 

 

■議長 

セクハラ対策とありましたが、セクハラだけでなくパワハラというものもあ

ります。大学ではアカハラとかモラハラなど色々なものがありますので、あら

ゆるハラスメントに対する委員会として、最初からすべてのハラスメントにつ

いて考えていく委員会として検討してもらいたいと思います。 

事業番号３４について、大山田支所のワークショップとなっておりますが、

これは参画型ではなく参加型だと思います。参画となると企画段階から参加す

るという意味になります。一般的にワークショップ形式で学習するということ

を日本語で表現する場合は、参加型と言います。 

 

○事務局 

訂正の必要があれば、参加型に変えさせていただきます。 

 

△委員 

事業番号３３について、平成２２年度の実績２３％で、２３年度の目標も２

３％ということで、現状維持でよろしいのでしょうか。 

 

◎担当課 

先程の市職員の管理職のケースと同様に、４月１日現在で管理職の人数の確

定をしております。現状は３６小中学校と１園が管轄です。その中で教頭校長

合わせて７４名のうち１６名ということで本年度は２１．６％です。２３％と

いう目標値については、本年度の人事の中で来年度の目標を目指していきたい

ということでご理解いただきたいと思います。 

 

△委員 

ありがとうございました。 

次に、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数値目標が 

８５％とありますが、最終的に２７年度は１００％となっていて、本年度のカ



リキュラムの中で、８５％が限界であるということでこのような数値に設定し

たのでしょうか。 

 

◎担当課 

男女共同参画に関わるカリキュラムの中身の問題というのは、男女平等とか

男女の人権の尊重とかそのレベルで違いがあるのかなと。男女共同参画の視点

から見るとあまりなりきれてない感じがあります。そういったことも含めて本

年度の数値目標として設定させていただきました。 

 

△委員 

ありがとうございました。 

事業内容４４について、パワハラの研修の関係ですが、受講予定者１００人

程度ということですが、実際管理職の人数はその倍程いらっしゃるのに、なぜ

全管理職対象にした研修とされないのか質問させていただきます。 

 

◎担当課 

研修の形態がグループ討議等ですので、あまり大勢でやると効果が逆にない

というのがございます。一堂に会して話を聞かせればいいとも思っておりませ

んので、１００名程度と設定しています。昨年の実績は１３０名ということで

報告させていただきました。今年５月２０日に２回目の研修を開催し、１回目

抜けた管理職と係長級の職員対象に実施しました。実績は１３８名ということ

で、全職員とまではいっておりませんが、一定のレベルまではできていると思

っております。 

 

▲ 委員 

ありがとうございました。 

全体についてですが、セクハラの関係やこころの相談についてもそうですが、

市役所職員対象事業と一般市民対象事業がありますが、これだけ見ても分かり

づらいので、はっきり分かるように明記してもらいたいと思います。以上です。 

 

◇議長 

他にどうでしょうか。 

 

▲委員 

１０ページについて、男女共同参画にかかる事業とはどのようなものを指すの

か教えていただきたいと思います。学校でのものなのか、職場体験を含めたも

のなのか。また、市役所の管理職というのはどういう方がなっておられるのか



教えていただきたいと思います。 

 

◎担当課 

男女共同参画の事業の把握ですが、年度末に本年度の男女共同参画をテーマ

にした教育実践の報告というものを学校からいただいております。その中で、

男女共同参画からの視点が欠落しているものについてはカウントしないという

進め方を私どもの判断で行っております。 

内容としては、個々の学校が特徴的な取組みをしておりますが、例えば総合

家庭科の授業の中で、家事の分担についてある小学校では、４つの部屋を使い

「家庭でお母さんが料理を作っていることをどう思いますか？」とか「保育所

に男の先生がいるのがおかしい」というテーマに対し、「そうおもう」「だいた

いそう思う」「あまり思わない」「全くそう思わない」という 4 つの部屋にわか

れ、それぞれの立場で議論する中で、男女の誤った職業観が明らかになってき

ます。教科あるいは領域の中で学習していくということを前提としています。 

 

■議長 

私も非常に関心がある所なのですよね。伊賀市に限らず、小中学校で男女共

同参画に関する取組みを実施している所はだいたい８０％くらいと非常に高い

答えが返ってきます。科目の中で男女共同参画を取り上げて少しでも時間を裂

いていれば「やった」という回答になる。そのため内容のバラつきは非常に大

きいと思います。それを詳しく知る術はなかなかないというのが現状です。 

 

◎担当課 

管理職についてですが、５段階級あり部長級、次長級、参事級、課長級、副

参事級です。係長は管理職ではありません。 

 

△委員 

わかりました。 

 

■議長 

事業番号５３について、女性特有のがんの受診率についてですが、受診率が

非常に低く経済大国の数値とは思えません。それを１６％や２０％へ目標とい

うのは低すぎです。健康推進課の役割として、もっとあらゆるイベントや事業

の中で必ずこのことに触れていくとか、大幅にやらないと数値は伸びていかな

いと思います。このガンは早期発見早期治療で完治するものです。日本では乳

がんで死亡率が非常に高いですよね。理由は、検診が徹底されていない問題が

あるからです。本当に真剣に取組んでいっていただきたいと思います。 



 

○事務局 

担当部局が欠席しておりますが、取り組みを強化するように伝えさせていた

だきます。 

 

△委員 

男女の尊重とあらゆる所で書かれている割には、女性が被害者であるのが前

提で物事が進められているように思うのですが、逆セクハラというのはないの

でしょうか。 

 

■議長 

セクハラに限定して考えた場合、現状ではまだやはり加害者の９割強は男性

となっています。 

 

△委員 

男性が恥ずかしがって言いづらいかもしれません。このごろの男性は優しい

ですから。また、男性独特の病気もあると思いますが、それも挙げられていな

いように思います。男女なのですから、男女半々に扱っていただいた方が良い

のではないでしょうか。 

 

△委員 

事業番号４１について、女性相談や女性法律相談など全て女性が対象ですの

で、これも男性が受けられるように、ハラスメントの相談窓口という書き方に

変えてみてはいかがかなと思います。 

 

■議長 

そうですね。法律相談も必ずしも女性を雇えばいいというわけでもありませ

ん。女性弁護士の方が話しやすいという意識も市民の中には確かにあるとは思

いますが、そこは微妙です。単に女性の弁護士を選べばそれでいいというわけ

でもないですよね。 

 

○ 事務局 

現状の相談内容は、やはり性的な問題が多いです。女性が男性弁護士に話し

づらい内容も実際ございます。市民のニーズに踏まえてこのような形でさせて

いただいておりますが、今後この意見を参考に配慮をしていかなければいけな

いのかなと思っております。 

それから、男性特有の病気等についてですが、男性は就業率から考えて事業



所等で検診を受ける機会があります。ですから特に女性に視点を当ててここで

は挙げさせていただいているということです。 

 

△委員 

ありがとうございます。私が申し上げたいのは、男女とあるのに男性は何も

おっしゃらないのか、全体的にそう思ったので、男性にも優遇されますように。 

 

○事務局 

男性として非常にありがたいご意見だと思っております。 

 

■議長 

ただ現状ではやはり男女同じレベルで事業を考える所まではいってないと思

います。女性に関する特別配慮がまだ必要な段階であると思います。だから女

性に対する課題や対策が目立ってしまう部分はあると思います。女性が男性と

互角に渡り合える段階に持っていかないといけません。男性に対して配慮しな

いといけなくなると、男のため女のためではなく、男女という区分けに対して

必要なくなると思うのですね。 

そこで、次のワーク・ライフ・バランスにいきましょう。 

 

○事務局 

それでは、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。 

１７ページから１９ページの基本施策１０ 仕事と家庭・地域生活のバラン

ス支援では、事業番号５８ 伊賀市次世代育成支援対策地域行動計画 につい

てですが、こども家庭課で、「伊賀市次世代育成支援対策地域行動計画」の後期

行動計画を推進し、子育て支援の事業の進捗状況や達成状況について検討する

こととしています。第２次基本計画書 ５１頁をご覧下さい。指標項目「市内

小学校のうち放課後児童クラブのある小学校の割合」は、平成２７年度の数値

目標は６０％と設定しており、今年度は５０％としています。 

人事課では、職員に次世代育成支援特定事業主行動計画についての、趣旨の

徹底を行い、職員の意識改革を進めることとしています。また、ノー残業デー

の設定や育児・介護休業の取得促進を図ることで、労働時間の短縮に努め、事

業者としてワーク・ライフ・バランスを推進します。事業番号６２の指標項目

をご覧ください。「市男性職員の育児休業取得者数」の今年度数値目標は１名と

しています。 

２０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 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ですが、 



介護高齢福祉課では、要望のあった住民自治協議会等に対し、出前講座を開催

し、制度や男女共同参画の必要性について啓発を行います。 

事業番号６８ ひとり親家庭への支援では、母子自立支援員を配置し、安心

して子育てと就労の両立が図れるよう情報提供や相談業務を行います。 

以上で、基本目標Ⅲの説明を終わります。 

 
 

■議長 

 何かありませんか。 

 

△委員 

事業番号５９について、「時間外縮減」ではなく「時間外労働縮減」ではない

でしょうか。 

事業番号６０について、青山支所の２５社というのがもれているのではないで

しょうか。 

事業番号６１について、看護師に対し時短勤務を採用するとか、事業番号５８

についても、院内に託児所を設置する、また、事業番号２７についても、相談

員を配置する内容など、あたかも今年度から新たに実施するかのように書かれ

ています。以前からの継続であると思いますので、書き方の工夫をしていただ

けたらと思います。 

 その中の事業番号６１についてですが、労働時間の短縮とありますが、短縮

することはできないのではないでしょうか。 

 

○事務局 

市民病院については、担当が欠席しているため、後日報告させていただきます。 

 

■議長 

私の方からお話したいことがあります。「男女共同参画」ということと「ワー

ク・ライフ・バランス」との関係を、皆さんはどういうふうにとらえていらっ

しゃるでしょうか。第２次男女共同参画基本計画を見ますと、３つめがワーク・

ライフ・バランス  言葉のできたプロセスに関わってくると思うのですが、

男女共同参画というのは、日本で作られた言葉です。これを英語で何と言うか

ご存知ですか。 

 

○事務局 

ジェンダーイーコーリティ。 

■議長 



そのとおりです。だけど、ジェンダーイーコーリティに対する日本語の表現

で、もっと古いものがあるのをご存知ですか。 

「男女平等」です。男女平等というのは、戦後新しい憲法ができたときから、

ずっと言われていることです。これがジェンダーイーコーリティなんですよね。

男女平等ではどうも表現しきれない所があって、1990 年代終わりの頃、男女共

同参画という言葉が日本で作られました。 

ではワーク・ライフ・バランスというのはごく最近よく使われるようになり

ましたが、これはどこから来ているものだと思いますか。男女共同参画という

言葉は表現が硬いですね。漢字ばかり並んで若い子には評判が良くありません。

このワーク・ライフ・バランスという言葉はアメリカが発祥です。 

結局、内容としては男女共同参画とは、職場と家庭と地域生活に男女もなく

それぞれ同じように参画して責任も担いましょうということです。 

ワーク・ライフ・バランスというのは、仕事・生活のどちらにもバランスが

傾かないようにバランスをとりましょうということです。 

では日本は３つのバランスをとるのに、ワーク・ライフ・バランスの方は２

つなのかということですが、「ライフ」のなかに地域生活も入っています。漢字

ばかりでなく格好良く分かりやすいのではないかということで、日本に入って

広まってきました。ですから中身は結局同じと考えていいのです。 

事業をやる場合に、たとえば訪問先に若い世代が多ければワーク・ライフ・

バランスを使うとか、年代層によって上手く使い分けることが必要だと思いま

す。 

 

○事務局 

なんとなくイメージできました。 

 

■議長 

他にありませんか。 

 

△委員 

事業番号６８について、以前までの母子家庭という言葉が都合悪く、一人親

家庭という言葉になったと思います。しかし、事業内容には母子自立となって

います。父子というのはでてこないのでしょうか。これは母子家庭の方の比率

が多いからこのような書き方になっているのでしょうか。 

 

◎担当課 

こども家庭課の場合は、母子を対象としていますので、母子の自立支援を配

置しており、父子の方はしておりません。 



 

△委員 

事業名のところでは、一人親となっておりますのに、事業内容のところで母

子となっており、先程の説明ではなんとなくすっきりしません。 

 

◎担当課 

今もっては母子の自立支援しかやっておりません。内容としては、離婚した

後の母親が職業を身に付けるための支援をしています。ゆえに父子のための支

援はしておりません。 

 

■議長 

つまり一人親家庭というものを掲げていますが、実情としては母子家庭が圧

倒的に多いから対象としているけれど、もし父子家庭が支援をという場合には、

やぶさかではないということですよね。 

 

△委員 

事業番号６９についてですが、父親の育児参加となっていますので、父親の

主体を明らかにするために「父親も」という部分を「父親が」に直していただ

きたいと思います。 

 

■議長 

私はこれでもいいと思ったのですが。ご検討いただきましょう。 

それでは、その他について事務局何かございますか。 

 

○事務局 

その他について、1 点連絡をさせていただきます。 

資料のチラシをご覧ください。 

今年度も、いきいき未来いが２０１１及び三重県内男女共同参画連携映画祭を

６月２５日(土) 午後１時からふるさと会館いがで、開催します。いきいき未来

いがを２部制にし、第１部を男女共同参画フォーラムとして男女共同参画ネッ

トワーク会議会員の活動紹介や講演会を、第２部を三重県内男女共同参画連携

映画祭として開催します。 

今年のフォーラムのテーマは「働く ～あなたは、はたを楽にしていますか 

～」ということで、講演会講師に社会貢献的エンターテイナーの松本隆博さん

に「生きるとは、働くとは、親子とは」という演題で講演していただきます。 

三重県内男女共同参画連携映画祭は、同日午後７時から、フォーラムに来て 

いただきにくい子育て世代をターゲットに、アニメ「カールじいさんの空飛ぶ



家」を上映します。観賞は無料で、人権政策・男女共同参画課及び各支所住民

福祉課、名張市人権・男女共同参画室、フレンテみえにて整理券を配布してい

ます。以上です。 

 

■議長   

他にありませんか。無いようでしたら本日は、これをもちまして会議を終了さ

せていただきます。 

長時間ご審議ありがとうございました。  

 


