
平成２３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２４年２月２３日（木） １４：００～１６：００ 

【開催場所】： 阿山支所 阿山保健福祉センター 

【出席委員】： 花見委員、藤田委員、塚本委員、和田委員、吉岡委員、中矢委

員、安場委員、平岩委員、松本委員、東委員、増田委員、大

仁田委員、杉澤委員、稲垣委員（合計１４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１９名） 

【傍 聴 者】：なし     

 

▲ 司会 

皆様、お待たせいたしました。 

ただいまから、平成２３年度第２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、委員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１６名のうち、１４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。 

 はじめに、人権生活環境部長の前川よりご挨拶を申し上げます。 

 

○ 部長挨拶 

 

▲ 司会 

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。 

 事項書２ 委員紹介でございます。前任の審議会委員の皆様におかれまして

は、平成２３年７月２６日に任期満了され、このたび新たに皆様方にお願いを



させていただき、伊賀市男女共同参画の取組みにつきまして、引続きご指導を

賜りたいと存じます。 

お手元に配布させていただきました「委員名簿」をご覧ください。 

委員の皆様をご紹介させていただきます。 

 

三重大学国際交流センター教授 花見槇子 様〈再任〉 

元三重県学校同和教育課長 藤田郁子 様〈再任〉 

 伊賀人権擁護委員協議会代表 塚本五十鈴 様〈再任〉 

 伊賀市民生委員・児童委員連合会代表 和田晴男 様〈再任〉  

 伊賀市商工会女性部代表 吉岡法子 様〈新任〉  

 企業代表 ロート製薬株式会社上野テクノセンター 上野人事総務グループ

マネージャー 中谷 亨 様〈再任〉 

 伊賀市ＰＴＡ連合会代表 中林法次 様〈再任〉 

 農村女性アドバイザー代表 安場陽子 様〈新任〉  

 伊賀市小・中学校校長会代表 平岩幸子 様〈再任〉  

 地域代表 松本正則 様〈再任〉  

 伊賀公共職業安定所長 東 昭宏 様〈再任〉 

 伊賀北部農業協同組合代表 山田さよ 様〈新任〉 

 子育て中の父親 増田裕充 様〈再任〉 

 伊賀市男女共同参画ネットワーク会議代表 大仁田富美子 様〈新任〉 

 三重県生活・文化部 男女共同参画・ＮＰＯ室 杉澤 弘 様〈再任〉 

 公募委員 稲垣康子 様〈再任〉 

 

 以上、１６名の皆様で、任期は平成２３年７月２７日から２年間でござい 

ます。どうぞよろしく、お願いいたします。 

 

 続きまして、事項書３ 会長、副会長の選出でございます。 

 この審議会の運営は、「伊賀市男女共同参画推進条例」に基づき行っておりま

す。この条例第１３条の６、および１３条の７により、会務を総理していた

だく会長、会長を補佐していただく副会長の選任をしていただきたいと存じ

ます。いかがいたしましょうか。 

 

△ 委員    

事務局一任でお願いします。 

 

▲ 司会 

ただ今、事務局一任のお声をいただきましたので、事務局案といたしまして



は、会長を花見槇子様、副会長を藤田郁子様にお願いしたいと考えております

が、いかがでしょうか。 

 

△委員  拍手 

 

▲ 司会 

拍手多数で、お認めいただいたということで、本審議会の会長に花見委員、 

副会長に藤田委員にお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

それでは、花見会長、藤田副会長には、正面の席へお移りいただき、会長か

らご挨拶をお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

○会長挨拶  

 
▲ 司会 

ありがとうございました。 

 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  

 事項書の４ 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

事業の進捗状況について」を議題とします。それでは、事務局から説明をお願

いします。 

 

○ 事務局 

それでは、協議事項に入ります。その前に一点、資料６ページ、具体的施策

７ 市民活動における男女共同参画の推進の実績数値が１０．５％となってい

ますが、１２．６％に訂正をお願いします。 

 

それでは、平成２３年度実施事業の進捗について、主なものを説明させてい

ただきます。基本目標ごとに説明しますので、一つの基本目標が終わりました

ら、その都度、質疑応答に入ります。 

 

１ページをご覧ください。 

基本目標１ あらゆる分野における男女共同参画 基本施策１ 政策方針決

定過程への女性の参画拡大として、事業番号１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。２３年度

は、審議会等の女性委員登用について各所属長へ依頼するだけでなく、特に登



用率の低い担当課には、書面や電話で今後の方針について検討するよう指導し

ました。 

また、女性登用率が 40％未満の審議会等の委員委嘱伺回付時に、「審議会等の

女性委員選任状況調査票」を提出してもらい、女性を登用できない理由及び今

後の選任方針についての調査を行いました。調査の結果、「団体」や「地域」代

表枠の選出方法に問題があることが浮かび上がってきました。審議会等の設置

条例等に、団体の「長」、住民自治協議会の「長」と記されてない場合は、団体

や住民自治協議会が選んだ代表であってもよいと考えられます。その場合は担

当課から団体等に、積極的に女性選出を依頼してもらうよう今後働きかけてい

きます。 

「目標数値」・「実績数値」をご覧下さい。今年度は 32％の登用率を目標とし

ておりますが、２４年１月末日現在では、30.3％で、30％台になったものの、

昨年度実績 29.6％と比べるとあまり変化が無く、32％の指標には達しておりま

せん。自己評価としまして「Ｄ」の「取り組みが不十分だった」としています。 

来年度は、登用率 25％未満の審議会等について、担当課とヒアリングを行い、

さらに詳細に女性登用の方法を考えていきます。 

 

 事業番号２ 管理職への女性登用の拡大について、２３年４月１日の定期人

事異動では 31.6％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状況での割合であり、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

が難しい状況の中、取組としては、自己評価は「Ｃ」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、特に政策研修

について、女性監督職を中心に募集したところ、８人中７人が女性の応募があ

りました。評価としては「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観光課、各支所

の担当課と連携し企業訪問を実施しました。企業により、取り組む姿勢にかな

り差があり、今後も継続的に啓発を続けて行く必要があります。 

 

４～５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、８人と変化はありませんが、家族経営協定が２６件と



増加しています。評価は「Ｂ」です。 

 

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紙に掲載することで、

多くの女性の参加者がありました。女性の経営者数は２０２人と目標数値を達

成しています。評価は「Ｂ」です。 

 

事業番号１４ 再就職支援では、子育て中の母親が多く集う「こどもフェス

ティバル」において、「女性のチャレンジプラザ」を開催し、再就職の情報提供

や就労相談、適職診断を実施しました。正規雇用で働きたいと考えている母親

たちに、再チャレンジする意識を持っていただけました。評価は「Ｂ」です。 

 

６ページ 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、市民活動推進室が、各住民自治協議会へ訪問した時に女性の参画を呼

びかけましたが、住民自治協議会の運営委員会の女性参画率は、12.6％と低い

結果になりました。評価は「Ｃ」です。 

 また、人権政策・男女共同参画課では、３８の住民自治協議会等に、役員に

女性登用のお願いをさせていただきました。また、女性リーダー養成連続講座

の受講生の推薦を働きかけ４人の希望者がありました。その講座は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の報告後、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「Ｂ」です。 

 

７ページ 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２５日（土）に男女共同参画フォーラム「い

きいき未来いが 2011」をふるさと会館いがで開催しました。参加者数は４７５

人で、ここ数年で一番多くの方が参加されました。今年度は、会員がこの会議

の団体の活動を市民にＰＲするスライドショーを企画し、大変反響がありまし

た。なお、登録団体が２団体増え、評価は「Ｂ」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、平成２３年７月

に「伊賀市男女共同参画人材バンク」を設置し、「女性リーダー養成連続講座」

修了生を含む２９人を登録しました。今後、庁内にバンクのＰＲを行い、審議

会等委員へ登録された人材を活用していきます。評価は「Ｂ」です。 

 

７～８ページ 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・男女共同参画課では、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２６人、修了生２２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登録、住民自治協議会への報告をし、女性

リーダーを活用していきます。評価は「Ａ」です。 

阿山支所では、地域リーダーの育成を目指して、毎月１回「男女共同参画を

進める会」座談会を開催、また、青山支所では「女性の人権」について講座を

実施し、リーダーの育成を図りました。 

基本目標Ⅰの説明を終わります。 

 

■ 議長 
ABCDE の評価の定義が掲載されていませんので、口頭で説明をお願いします。 

 
○事務局 
 資料に掲載できていませんでした。 
A：十分取り組みできた B：かなり取り組みができた C ある程度取り組みが

できた D：取り組みが不十分だった E：取り組みができなかった 
 
■ 議長 
 ありがとうございました。そのように読み取っていってください。他に質問

はありませんか。 
 
△ 委員 

事業番号２について、昨年から色々と聞かせていただいていますが、目標数

値からいくと２％アップなので、4 人管理職に登用できれば目標達成できるとい

うことです。人数的には大した事の無いように思えます。事業効果内容を見る

と「女性職員の年齢構成の関係もあり大幅な改善は見込めません」と記載され

ていますが、非常に抽象的なので、はっきりと書いてはどうでしょうか。管理

職への登用は難しいと読み取れる文章なので。若しくは、無理な目標を掲げる

のはあまり良くないのかなという気がするというのが一つ。 
４人くらいであれば、本年度の管理職の登用については、女性を重視、優先

して採用してみる、などと書かれるのも一つ。それから、この施策は公平性が

大事だと思いますので、採用にあたっては男女差別をしない、などと書かれる

のも一つ。目標値的にはそれほど高いハードルではないにも関わらず無理と記

載されていることに、非常に矛盾を感じる部分がありました。 



 
◎担当課 
 ご指摘の件については、事業内容に記載されているように平成２３年４月１

日現在の管理職数は１４０名のうち女性管理職数は２７名で１９．３％となっ

ています。実際に２７名から４名を上げていくことは、実施していくには高い

数字だと認識しています。実際にどのような方を管理職へ登用していくかは、

２４年４月１日に向けて現在作業を進めている状況です。 
 特に管理職登用については、男女関係なく能力のある方については管理職へ

登用していくような考えを持って進めておりますので、ご理解いただければと

思います。 
 
△ 委員 

こだわるようですが、２０人３０人管理職へ登用するとなれば難しいと思わ

れますが、４人なら難しい課題とは思えません。市がどのような形で、昇進試

験や昇進課題などを設けているか分かりませんが、民間では、たとえば試験や

研修をし、この資格をとらなければ管理職要件はないとか、転勤をしなければ

ならない、などがあると思います。 
特に家庭を持っている女性にとって、明らかに不利益になるような基準が設

けられているのであれば、無くす方向で進めていくのが良いと思います。市で

は試験や昇進課題など、どのようなものがあるのか知らずに発言しております

が、そのようなものがあるのかなと思いました。 
 
■ 議長 

今の部分と関連して、全体的に言えることですが、具体的にわかりやすい表

現で記載していただきたいと思います。 
事業番号１について、審議会等の全体数はいくつですか。 

 
○ 事務局 

９７あります。 
 
■ 議長 

分かりました。次に、事業番号２について、「女性職員の年齢構成の関係」と

いうぼかした表現になっていますが、慣れている人は女性の対象者が少ないと

読み取れますが、具体的に記載しないと分かりづらいと思います。 
 
○ 事務局 
 ご指摘のとおり、対象となる年齢の女性が少ないということですので、表現



を改めます。 
 
△ 委員 

事業番号７について、「公正な採用の意識付けの効果」とは、どのような対応

をしてどのような効果があったのか、具体的に教えてください。また、１０月

から１１月に行った啓発内容も教えてください。 
 
◎ 担当課 

１０月から１１月にかけて６５社を訪問しました。意識付けの効果について

は、啓発活動の中で、人事担当者や役員の方とお会いして啓発の話をすること

で、相手に理解していただく事ができればいいのですが、全員が理解できてい

るかは別として。訪問して話をしたことが、意識を付けた効果であると考えて

います。 
 
■ 議長 

この「意識付け」という表現はあまり一般的でなく、おそらくお役所言葉だ

と思われますが、上から下へ意識を付ける、変えるという感じを受けるため、

あまり良い表現ではないと思います。一般的な表現に改めていただきたいと思

います。 
 
◎ 担当課 

表現につきましては、検討させていただきます。 
 
△ 委員 

効果があったということで、６５社訪問した際、啓発した結果どの程度変化

したのかを教えていただきたいのですが。 
 
◎ 担当課 

それは事業者側の受け止め方次第だと思います。どのくらい気持ちを受け止

めていただいたのかは計り知れない部分だと思います。 
 
△ 委員 

企業の採用担当者には年に一度、必ず職業安定所さんが実施する研修を受け

ます。その時に教育を受けますので、こういう徹底等は職業安定所さんの仕事

になると思います。 
 

■ 議長 



効果があったと記載しているのに、相手次第だと返答するのはおかしいので

はないですか。具体的にどのような効果があったと説明できなければおかしい

のではないですか。B 評価はかなりできたというものですが、先程の回答では

とても B をつけられないと思います。 
 
○ 事務局 

「雇用に関する関係法令の周知」ということで、１軒の訪問時間は４０分程

度ですが、その間に公正な採用選考のことなど、質問項目が多岐に渡っていま

す。そこで相手側にどの程度まで理解していただいているかの確認をとること

は難しいと思いますが、色々な取り組みについて積極的にお考えいただき、取

り組んでいただきたいということは説明しています。効果があったという表記

はどうかと思いますが、取り組みはできたということです。 
評価につきましては、担当課と再度検討します。 

 
△委員 

事業番号１９について、私もネットワーク会議会長ということで参加させて

いただきました。A 評価とありますように、大阪のドーンセンターから色々な

角度からの講義をしていただき、とても視野が拡がり有意義な講座だったと思

います。 
ただ、修了生は人材バンクへ登録、審議会への登用というのは分かりますが、

パワー溢れる方がたくさんお見えで、年 1 回程度集まって交流会を開催すると

聞いていますが、それだけでなく修了生をどのように活かしていくのかが課題

だと思います。 
ただ 1 回きりではなく、５年連続で開催されるということですが、具体的に

意識を高めるには良かったと思います。今後どうするか、続々とリーダーを養

成していただきたいと思っております。 
 
○ 事務局 

講座修了後が大事な部分だと考えています。２３年度の修了生については、

２４年度にどのような場でご活躍いただいたかによって２４年度末に評価が可

能です。今はただ修了し登録をしたところで、その後の評価というのはあと一

年待っていただかないと分かりません。以降も事業を続けていきますので、ま

ず２４年度の状況を見てどうつなげていくのか、どんな支援ができるのか、ま

た、つなげていけなければ新たな課題として考えていきます。 
 
■ 議長 

私もリーダー養成講座には非常に関心があります。来年度に向けて修了生の



中から審議会委員に登用していただくことにはまだなっていないのですか。 
 
○ 事務局 

伊賀市には女性がゼロの審議会が１５、登用率４０％未満の審議会も沢山あ

ります。女性を少しでも多く登用していただくためにも、庁内各課には人材バ

ンクのリストを活用し閲覧してくださいと、周知しています。また、どの分野

が専門であるかについても登録しています。 
 

■議長 
来年度の審議会登用には間に合わないということですか。 

 
○ 事務局 

任期は年度途中で切れる審議会も沢山ありますので、委嘱替えの都度、女性

を活用し目標に近づけていけるように周知しております。 
 
△ 委員 

事業番号１５について、「住民自治協議会へ文書で依頼」という部分について

お尋ねします。これまでの地域の現状として、男性が地域リーダーとして区を

まとめてきたということは当たり前になっていましたし、女性もそのような意

識で今まで来ていたと思います。しかし、生活の場に近ければ近いほど、女性

の視点がとても大事であると思っています。 
１月下旬、伊賀庁舎防災研修会に参加させていただきました。地震などの災

害が発生したときは、避難所の運営は地域の自主防災組織が中心となって行っ

ていくわけですが、地域の様々な方が非難されてくることを想定して研修をし

ました。災害時には女性の力が必要であることを痛感しました。しかし、地域

をまとめる場に女性を登用することはとても難しいと思います。 
そのため文書での依頼ということが、あまり効果が期待できないのではない

かと思います。平成２７年度には３０％という目標を掲げていますが、今のよ

うな状況では達成は難しいと思います。 
 また、事業番号２２について、それぞれの支所単位で人権啓発地区別懇談会

を開催していただいておりますが、阿山支所では、「自治会等への役職に女性の

参画を意識するような設問を考え、地域への推進をしていく」との提案が書か

れています。女性の参画を意識して、他の事業と連携して進めていくという方

法もあるので、事業のやり方について工夫が必要だと思うのですが、どのよう

にお考えですか。 
 
○ 事務局 



この時期になぜ文書で依頼するのかと言いますと、１月には役員改選がある

ので改めて考えて欲しいというための依頼です。文書だけで依頼しているだけ

でなく、私達は日頃から市民センターへ色んなお願いをしに行きますが、その

時に合わせて女性登用についてもお願いをしています。文書１本だけで依頼し

ているわけではないということをご理解していただきたいと思います。 
 
○ 部長 

２３年度から新たな組織の見直しを行い、住民自治協議会が再スタートを切

ったところです。それぞれの住民自治協議会には担当職員というものを市から

配置しています。その担当職員から女性の参画を呼びかけるということもして

います。 
住民自治協議会は３８ありますが、女性が運営委員会に入っていない地区は

１２地区、３分の１程度ありますので、そこへ一人でも女性が入っていただけ

たら数値も変化していくのではと考えています。 
 
△委員 

事業番号４について、応募者数が０人というのは実績が伴っていないようで

すのでＤ評価でもよいのではないでしょうか。 
 事業番号５について、上野支所管内７０社訪問予定のうち実績は６５社でＢ

評価となっています。他支所は目標社数全て実績数として上がっていますがＣ

評価となっているため、少し疑問に感じました。 
 事業番号９について、昨年度と全く同じ内容ですが、評価がＡからＣに変わ

っています。理由を教えてください。 
 事業番号１５について、２０年度２１年度よりも実績数値が下がっているに

も関わらず、評価がＢ・Ｃというのはなぜでしょうか。ご確認いただければと

思います。 
 
◎ 担当課 

事業番号９について、Ｃ評価になったのはなぜかといいますと、昨年の審議

会ですべてＡというのはどうかとのご指摘がありました。昨年と今年の内容は

ほとんど変わっておりません。勿論、手を抜いているわけではありませんが、

今年度の評価についてはこのようにさせていただきました。 
 
○ 事務局  

評価について、ご指摘のとおり同じ事業であっても支所毎で評価が違う部分

があります。これについては一つの事業について同じ評価で統一してはどうか

と庁内会議で図りましたが、個々の事業のため、個々に評価をすることになり



ました。また、内容と評価にずれが生じる部分については再検討させていただ

きます。 
 
△ 委員 

事業番号１５について、住民自治協議会運営委員会の女性の参画率はどのよ

うに調べたのですか。 

例えば私の地区では５０％です。各地区で色々な部会で住民自治組織が構成

されていると思います。その中では女性はどこの地区でも５０％のはずです。 

 

○ 事務局 

これについては、住民自治協議会の全ての部員の女性参画率ではなく、色々

な部会がありますが、それを統括している運営委員会レベルで、女性の参画が

何％かということです。組織名称は地区によって異なると思いますが、本年度

は１８％くらいを目標数値としています。市民活動推進室から資料提供があり

ました。 
 
△ 委員 

運営委員会とは部会長がいて、その上に会長がいます。その会長が市全体と

繋がっています。組織図でいうと運営委員会とは一つの部会ということです。

地区によって名称は違いますか。 
 

■ 議長 
部会レベルではなく、それを統括する運営委員会レベルの話をしています。 

 
○事務局 

伊賀市には２７８の自治会があり、その中で女性の自治会長の参画率を設定

していましたが、僅か２～３人でした。これでは数値がなかなか上がりません。  
住民自治協議会には相当数の女性が参画しており、 高決定機関である運営

委員会の中に、どの程度女性が参画しているかを一つの指標にしたいというこ

とで、この指標で設定させていただいた経緯があります。 
 
△ 委員 

先日、防災会議に初めて出席させていただきました。事業番号１５に関連す

るかと思いますが、住民自治の中で防災に関する部分について、避難所の運営

に対する文言には、「男女のニーズの違いを考慮し」との記載のみで具体的なも

のが何もありませんでした。その点について、総合危機管理室からは男女共同

参画課から案を出していただくということでしたが、防災対策に向けて運営委



員会の中に女性をもっと登用し、いざというときに、女性の対応や意見をきっ

ちり反映していかなければならないと思います。そのためにも具体的施策のど

こかに防災の部分を入れていただければと思いました。 
本年度は入りませんが、来年度以降、防災の面についても考えていただけれ

ばと思います。 
 
■ 議長 

今日やっていることは、本年度何がどれだけできたのかを協議する場ですの

で、ご指摘の面については非常に重要なことだと思いますが、来年度以降その

部分を盛り込んでいくことを忘れないようにしていただきたいと思います。 
 
○ 事務局 
 伊賀市の防災会議は委員３６名中、女性２名で 5.6％と非常に低い数値となっ

ています。２３年４月１日現在で、全国の都道府県の防災会議の女性委員の割

合は 3.6％となっています。3.11 以降、全国でその部分について見直しがなされ

ているのではないかと思います。今後の推移を見ていかなければならないので

すが、因みに三重県では 6.5％という数値となっています。 
 
△ 委員 

県の防災担当に聞くと、防災分野では専門の委員となるとどうしても男性が

多いので、今後増やしていくよう努力していただいております。 
 
■ 議長 

具体的に他の審議会を取り出して重点的に検討するということも、来年度に

向けてご検討ください。 
それでは続いて基本目標Ⅱについて、進めたいと思います。 
 
○事務局 

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。  

９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」の解消に向けて

の啓発を行いました。地域により、この課題に対する意識に差があり、評価に

もばらつきがあります。時間をかけて啓発していく必要があります。 

 

１０ページの事業番号２３ 男女共同参画情報紙の発行では、毎年秋と春に

２回発行しています。 



男女共同参画の視点にたった記事で身近なことについて市民の皆さんに啓発

できるよう市民ボランティアの方たちががんばっています。今回は、「災害時に

おける女性の視点やニーズを反映した避難所や危機管理体制」と「女性の起業」

について特集を組み、反響がありました。今後は、男女共同参画センター情報

紙「きらきら」として、タイムリーな情報発信を行えるよう、年４回の発行に

して行きます。評価としては「Ｃ」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。参加者は親子連れが多く、

４３９人とここ数年で一番多く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６回実施しております。市広報を通じて周知をしています。平

成２４年１月までのすべての枠において利用がありました。また、相談者数が

年々増えているため２４年度からは、年１２回に増やし、困難を抱える女性に

タイムリーに対応していきます。 

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２

４年１月末現在 延べ４２４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１０２件、児童相談は、家庭児童相

談員が延べ１，４０９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。 

どちらも評価は「Ａ」です。 

 

１１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 事業番号２９～３１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」の目標数値が 85％でしたが、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。また、事業番号２８で、保育園においては、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「Ａ」及び「Ｂ」です。 

 

１２ページから１５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、

人権政策・男女共同参画課・各支所で男女共同参画講座を開催し、また、人権

啓発地区別懇談会で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。 

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男女共

同参画の視点でみた被災地についての講演会を開催しました。５５人の参加が

あり、女性だけではなく、子ども、高齢者などに配慮した防災について考える

ことができました。評価は「Ｂ」です。 

 

１５ページの事業番号３６ 男女共同参画に関する情報の収集と提供では、

今年度行った男女共同参画に関するイベント、研修、講座等において、啓発用

パンフレットを配布、また、ＨＰを一新し、タイムリーでわかりやすい情報提

供に努めました。また、イベントで、「男は仕事、女は家事育児介護」と思わな

いアンケートを実施しました。評価は「Ｃ」です。 

 

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、ＤＶ防止のパネル展示やパンフレットの配布を行

いました。各課ともほぼ取り組めたと評価しています。 

 

事業番号３９ ＤＶ防止法、ストーカー規制法等の学習機会の提供では、こ

ども家庭課が、要保護児童及びＤＶ対策地域協議会実務者研修会を開催し、関

係機関に情報提供を行い、被害者への対応等について学習しました。まだまだ

より多くの関係機関の方に参加していただく必要があります。評価は「Ｃ」で

す。 

 

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、管理、監督職から１３８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。 

 

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ました。ほぼ取組ができました。 

 

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 ２３％、乳がん検診受診率は ２３％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、以上です。 



 

■ 議長 

基本目標Ⅱについて、質問などありませんか。 

 

△ 委員 

事業番号４１について、市広報に掲載したとありますが、実際の相談件数を

教えてください。 

 

◎ 担当課 

資料を持ってきていませんので後日でよろしいでしょうか。 

 

■ 議長 

担当者の方がここへご出席いただくのは、担当運営に関して質問があった場

合、答えていただくためですので、必要な資料はお持ちください。 

事業番号２５について、お酒の購入時、成人に達しているかどうか身分証明

書の提示を求めるように義務付けられていますが、それと同様に、先人向コー

ナーに区別して展示したからといって、若年者が絶対に手に取らないとは限ら

ないと思います。Ａ評価に値しないのではないでしょうか。 

 

 事業番号２７について、「相談予約は概ね希望どおり」とありますが、誰の希

望どおりですか。 

 

◎ 担当課 

相談者の希望どおりです。 

 

■ 議長 

事業番号２８について、「研修内容の還流」とはどういう意味ですか。 

 

◎ 担当課 

保育士が研修を受講し、その研修内容を保育現場で実施するという意味です。 

 

■ 議長 

事業番号２９について、「具体的な目標設定」とはどういう内容ですか。 

 

◎ 担当課 

それぞれの地域総合学習や道徳教育学習の中で、男女共同参画に関わる事業

の目標を設定しているということです。例えば道徳の中では、男女がお互いを



尊重しながら生きる男女共同参画社会にするなどです。 

 

■ 議長 

それが具体的な目標で、充実した生活ができましたとしてＡ評価なのですか。

生徒がそのような目標で何のことか理解できるでしょうか。 

学校における生徒達の生活の中で、具体的な活動に沿った形で目標などを設

定しないと、評価することはできないのではないでしょうか。先程のものはと

ても抽象的なレベルです。 

 

◎ 担当課 

学校教育の指導案があり、実際の子ども達の様子を踏まえながら、具体的に

事業内容を組み立てています。 

 

■ 議長 

では担当者としては具体的な活動までは把握していないということですか。

私は具体的な内容をいくつか挙げてほしいと言ったのですが。時間があまりあ

りませんので、次に行きたいと思います。 

 事業番号３２について、「個々の適性を大事にした校務分掌の決定」とは具体

的に把握していますか。 

 

◎ 担当課 

細かい部分までは把握していませんが、詳細については新年度に学校から報

告が提出されるためチェックできますが、点検については、学校に任せていま

す。 年度末に本年度の校務分掌についての評価をし、次年度に向け校務分掌

の在り方について検討してもらっています。  

 

■ 議長 

学校教育課の方で、全ての学校に対し校務分掌を決定するように通達してい

るわけですね。その結果どうなったのかを見ないと評価自体できないと思いま

す。Ａ評価になっている根拠を知りたい。しかし年度末の点検を学校にやって

もらい、結果が次年度に分かるというのであれば評価できないのではないです

か。 

 

◎ 担当課 

これは２３年度当初のデータです。 

 

■ 議長 



昨年のデータなら、具体的に把握しているはずですね。資料はお持ちではな

いのですか。ここに出席する限りは具体的な説明のできる資料を持ってきてい

ただきたいのです。皆さん時間を割いて折角来ていただいているのですから。 

 

△ 委員 

事業番号３６について、６０％とありますが５０％ではないでしょうか。 

 

◎ 担当課 

正確な数値は、５年に１度の市民意識調査で分かります。６０％というのは、

５０％を超える数値ということで希望として挙げましたが、５年に１回の調査

で正確な数値が出ますので、ここには当初の指標を挙げるべきでした。 

情報の収集と提供ということで、各イベント会場で“「男は仕事、女は家事育

児介護」と思わないアンケート”をとらせていただきました。男女共同参画に

興味のある人が集中している場でアンケートをとっているので、どうしても数

値は高くなってしまい、その結果 82.4％という高い数値になったということで

す。 

 

■ 議長 

世代が高くなるにつれて性別役割分担意識が強いというデータを得ましたと

いう記述に対し 82.4％の結果というのはどういうことですか。 

 

◎ 担当課 

５つのイベントで調査を実施しました。82.4％というのは、５つの事業でと

ったアンケートの集計結果であり、その中でも特に「市民文化際」では高齢の

参加者が多かったので、性別役割分担意識が高い数値の結果が出たということ

です。 

ただ、各イベントでアンケート調査をとると、どうしても高い割合が出るの

ですが、平成２２年度の市民意識調査では 24.4％という非常に低い結果が出て

います。 

 

△ 委員 

事業番号３４について、伊賀支所で開催の男女共同参画セミナーの参加者が、

昨年よりもかなり減っているようですので、ＰＲ方法を再検討されてはと思い

ます。 

 

■ 議長 

それでは、基本目標Ⅲの説明をお願いします。 



 

○ 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、放課後児童クラブを１施設建設中ですが、目標数値の 50%には満

たず、44%に留まっています。評価は「Ｄ」です。 

 

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・商工労働観光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。規模の小さい事業所や

業績が良くない事業所で、制度を積極的に実施しているところはあまり多くは

ありませんでした。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。 

 

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、パスタを作り、父親と

子どもが一生懸命作っていました。参加者の方には、これを機会にこれからご

家庭でも休日の日など料理を作るよう伝えました。男女共同参画センターでは、

広い調理室が使用できることもあり、もっと参加者を増やすことが課題です。

評価は「Ｃ」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 で、母子自立支援員が、就労・離婚・

貸付金等の相談を受けています。母子家庭の自立支援に向けての就労相談で、

支援対象者７人中５人を就労につなげることができました。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」を開

催し、平成２３年１２月末現在で、参加者は２３５名、うち１割から２割程度

の男性の参加者がいました。評価は「Ｃ」です。 

基本目標Ⅲの説明を終わります。 

 

■ 議長 

それでは、 後ですので、ⅠⅡⅢの部分あわせてご質問などありませんか。 



では、事業番号４９について、専門外来に関する情報提供ができる体制づく

りを十分整え、情報を周知徹底しているにも関わらず相談が出てこないという

のは、検討の余地があると思います。 

 子宮がんや乳がんの検診件数は、まだまだ非常に低いです。女と男の体のつ

くりが違っていて、発病する形態が違うことが近年分かってきています。女性

と男性を分けて医療体制を作り、意識していかねばならないと思います。 

 

△ 委員 

近、若い人たちの間では子育てに沢山男性が参加していますし、保育園の

保護者会やスーパーでも男性の姿をよく見かけるようになり、私達の時代では

考えられないような光景になっていると思います。 

 しかし区の役員会などでは、女性の参加が少なく、防災訓練をしてもほとん

どが男性で女性は参加してくれません。また、女性ならではの不正出血の問題

など、気軽に考えている人が多く、問題意識を持たないといけないと思います。 

男女共同参画の話を聞かせていただき、具体的にどうしていけばいいのか分か

りませんが、色々な問題があると感じました。 

 

■ 議長 

伊賀市には検診のための補助などはありますか。津市にはがん検診などで切

り離して使えるチケットなどがありますが。 

 

◎ 担当課 

検診については、津市と同じような補助制度があります。３割負担程度でご

利用いただけるような補助があります。 

 

△ 委員 

事業番号２２について、ひとつだけＥ評価がありますが、その理由を教えて

ください。 

 

◎ 担当課 

地区別懇談会については、３年間で青山管内を一巡しており、同じ設問内容

で３年間通して実施します。今回は意識調査を元にして、部落問題について重

点的に話し合いを進めましたが、男女共同参画についての設問や課題を入れる

ことができませんでした。来年度も同じ内容で進めますので、男女共同参画に

ついての設問などをその中に組み込んでいけるように検討していきたいと思い

ます。 

 



△ 委員 

事業番号５８について、「院内託児所を設置」とあり、利用者数がとても多い

ように感じますが、これは他と比較して多いのか少ないのかどうでしょうか。 

それと「看護師の離職予防」というのが非常に気になるのですが、支援などに

お考えいただきたいなと思います。 

 

◎ 担当課 

利用人数としては多いか少ないかは判断しにくいですが、どんどん利用して

くださいとお知らせしています。 

また、若い看護師さんに務めていただくことを目標に考えておりますが、出

産や育児を機に辞められることがありますので、院内託児所の利用を推進し、

市民病院に長く留まってもらいたいという思いがあるですが、表現については

再検討いたします。 

 

■ 議長 

他にご質問などはありませんか。無いようです。 

 

○ 事務局 

１点だけ、報告いたします。駅前ビルハイトピア伊賀４階に伊賀市男女共同

参画センターが開設されます。３月２４日（土）に４階の公共施設のオープニ

ングイベントを開催し、４月１６日（月）には本格的に業務を開始します。 

伊賀市男女共同参画センターは、「男女共同参画推進・啓発・学習の場」「各種

相談の場」「情報発信と市民交流の場」「男女共同参画ネットワーク会議の活動

拠点」という４つの機能を柱として運営していきます。 

審議会委員のみなさまも、ぜひお立ち寄りくださいますようお願い申し上げま

す。以上です。 

 

■ 議長 

 これをもちまして審議会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。 


