
1 

 

平成２８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２８年６月１日（水） 午後２時～ 

【開催場所】ハイトピア伊賀４階 多目的大研修室 

 

１ 開 会 

 

司会     それでは時間がまいりましたので、第１回伊賀市男女共同参画審議会を開催さ

せていただきたいと思います。 

       皆さん方には、何かとご多用のところこうしてお集まりいただきましてありが

とうございます。 

       会議の議事に入るまで進行を担当させていただきます人権政策・男女共同参画

課田中です。よろしくお願いします。 

       この審議会につきましては、伊賀市情報公開条例３５条によりまして、会議の

公開をさせていただきます。また、会議の公開の要綱第６条により、時事録作成の

ための録音もさせていただきますので、発言の際には、マイクをお渡しします。マ

イクを通してご発言のほど、お願いいたします。 

       今日の参加委員の状況ですが、全委員１３名のうち、１０名のご出席をいただ

いております。過半数ございますので、当審議会について、会議は成立しておりま

すのでご報告申し上げます。 

       それでは、この事項書に基づきまして進めさせていただきます。 

       当審議会の委員の任期につきましては、昨年７月２７日付で２年間ということ

で委嘱させていただいております。例年、４月の人事異動等により委員の変更があ

りますが、今回は異動もございませんので委員の紹介はさせていただきませんので、

委員名簿でご確認をいただきたいということでよろしくお願いいたします。なお、

私ども事務局が１人交代しておりますので紹介させていただきます。 

        

（事務局 紹介） 

 

２．あいさつ 

 

司会     事項書２番のあいさつです。まず、会長から一言ごあいさつをお願いいたしま

す。 

 

（会長あいさつ） 

会長     よろしくお願いします。もう、委員の方全員かわってないということです。 
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昨年度ですが、第３次伊賀市男女共同参画基本計画に何度かご足労をいただいて何

とかまとめることができました。ありがとうございました。 

       今日は、２次の実績と、今年度から３次が始まりますので、それの計画をご審

議いただきたいと思いますので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。それでは続きまして行政を代表して、伊賀市の人権生

活環境部長から、ごあいさつを申し上げます。 

 

（人権生活環境部長 あいさつ） 

 

部長     改めまして皆さんこんにちは。 

       委員の皆様方には、公私何かとご多用のところ、こうしてまた本年度第１回の

男女共同参画審議会にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。先ほ

ど、司会からもありましたとおり、本年、委員の方がお代わりないということです

ので、引き続き、当審議会でお世話になりますので、どうかよろしくお願い申し上

げたいと思います。 

       国では昨年８月、女性活躍推進法が成立をいたしました。また、豊かで活力あ

る社会の実現に向け、女性の活躍がさらに求められる状況の中、「第４次男女共同

参画基本計画」が１２月に策定をされております。伊賀市におきましても、昨年末

「第３次伊賀市男女共同参画計画」を策定しましたが、計画策定にあたっては委員

の皆様方にたいへんご尽力を賜り、今後５年間の取り組むべき施策の方向性をお決

めいただいたところでございます。その節は誠にありがとうございました。  

       このように、せっかく策定をいただいた３次計画でございますので、この計画

に基づきまして、着実に有効、適切な事業推進をしてまいりたいというふうに考え

ております。 

       市民意識調査結果からもご確認をいただいておりますように、伊賀市では「社

会活動・地域活動における男女共同参画」があまり進んでいないことと、根強いま

だ「固定的な性別役割分担意識」が残っていることなどの課題がございます。女性

が地域活動に参画しやすい環境整備をしたり、女性がライフステージの変化にとら

われず職業を持ち続けられるような支援等、仕事と家庭生活が両立できるようワー

ク・ライフ・バランスの推進に努めることが本計画の重点目標であり、我々に与え

られた命題として受け止めさせていただいているとこでございます。 

       少し余談になりますけれども、伊賀市ではこの４月から同性パートナーシップ

の宣誓、受領証の交付制度を始めました。性の多様性を認め合うとともに、これま

で男・女といった枠組みから人間らしく、自分らしく生きることのできる多様な生

き方を認め合える社会の実現を目指して、全国で３例目というふうに言われており

ますが、こうした制度を開始いたしました。まさに、こうしたことが男女共同参画
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社会のあるべき形の一つではないかというふうにも考えております。 

       さて、今日の会議でございますけれども、２７年度の事業実績を含め２次計画

５年間の課題の確認、また２８年度の実施計画について、積極的なご意見を賜り、

十分審議を深めていただきますこと、お願いを申し上げまして、冒頭のごあいさつ

とさせていただきます。どうか、よろしくお願いします。 

司会     それでは、伊賀市共同参画推進条例の１４条によりまして、会議の議長は会長

にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

３．協議事項 

 

会長     それでは、会議に入りたいと思います。 

       事項書の３をご覧ください。まず、協議事項（１）「平成２７年度伊賀市男女

共同参画基本計画実施事業の実績について」を議題といたしたいと思います。 

       基本計画の３つの基本目標別に説明をしていただきますので、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思いますので、よろしくお願いし

ます。 

       それでは、事務局からの基本目標Ⅰについて、説明をお願いいたします。 

 

事務局             【事務局説明 資料１－Ⅰ】 

 

会長     ありがとうございました。ここではご意見等ございましたらマイクを通して、

よろしくお願いします。 

委員     すいません、今さらながらの質問ですが、この自己評価というのは、この事業

をなさった団体自身が自己評価なさったのか、事務局のほうでされたのかどっちで

しょうか。 

事務局    この事業を行っている人権政策・男女共同参画課もあるんですけども、担当し

ている課があります。まず、そこから自己評価していただきまして、庁内会議で調

整しております。その結果がこのＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅです。 

       Ｃで、だいたいできているということです。Ｂ、Ａについては、かなり・十分

できたと。逆に、Ｄ、Ｅがそれほどできていない・少し不十分であるという評価で

す。 

委員     ありがとうございます。 

会長     基本目標Ⅰで、Ｄ、Ｅが入っているのは１つだけですかね。事業番号１番。 

事務局    そうですね。このへんにつきましては、２５．７％で、実は昨年よりちょっと

悪化しました。その理由が市の方でこの審議会の数とか、委員数の見直しというの

をこの１年、２年ほど前からやっておりました。その時に、公募委員さんの部分が
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特に見直しがかかっておりまして。２名いらっしゃるのに１名にするとか、３名い

るのに２名にするとか。その時に、割合女性委員の人が公募委員になっている人が

多かったので、減った影響がものすごく出てしまっているっていうところです。 

専門委員さんといいますか、その専門職種とかその団体から出していただく時

に女性委員を出してもらうほうで、もう少し努力したいというふうに考えておりま

す。 

会長     参考なんですけども、団体構成員に女性が少ないっていう団体っていうのは、

具体的にどういうものが少ないんでしょうか。 

事務局    失礼します。文化財の関係の専門委員さんであったりとか、お医者さん関係の

ところからの代表の方に出ていただくとかっていうのをその各審議会で決めてあ

る場合がありまして。そうなると、その代表の方に出ていただくところへ異動等が

あり、依頼させていただいたところほとんど全員が男性であったとかっていうこと

であると、もう女性が入ってこないというような結果も招いています。 

会長     文化財ですね、文化財とか医療等の関係ですか。 

事務局    あとは、都市計画、景環の関係の専門委員とか、そういったところが少ないで

す。 

委員     今のそのＤ評価の事業番号１についてですけど。私も、昨年男女参画ネットワ

ーク会議の代表としまして伊賀市の防災会議というのに出させていただきました。

その時も非常に女性は少なく、たくさん会議に来ておられたんですけど、その役職

の長となるとやっぱり男性となってしまうのでしょうね。私の隣にいた方と２名、

他、どなたかいらっしゃいますかね。少ないです、非常に少ないです。 

       女性目線で今、すごく、震災に遭われたところが「そういう視点も大事だ」と

いう中で、伊賀市の防災会議には女性が入ってないんです。それがやっぱり「どう

なのかなあ」と、その時思いました。なかなかそういうところで意見も言えません

し、そういうのを見直してほしいと思いました。 

やっぱり、そこに行く者は代表しか駄目なのか。この各種団体とか課とかそうい

いう中で、女性を出すということは考えられているのか。ほんとにたくさん大事な

ことを決める中で女性が非常に少ないと思いました。 

委員     関連しまして。私もこの２７年度の実績について、こんなにずっと長年にわた

って取り組んできているのに、なぜ結果が悪かったんだろうと。すごくこれを読ま

せてもらって感じておりました。今、ちょっと聞かせていただいて、その「審議会

の見直し」という部分で審議委員を減らしたところ、男女比の比率に変動があって

こういう結果になったというのを聞かせていただいたんですけれども。 

       まだ、女性登用が０のところが１３課っていうことや、その７のところにはヒ

アリングを実施していただいて原因とか探っていただいてるとは思うんですけど

も。もう少し○○委員さんの発言にあったように、女性の参画っていうのを考えて
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いただきたいと思います。 

もう一つは審議会の数です。昨年の８月の第２回のこの委員会で、部長さんの

ほうから、その「多すぎるのでは」と感じておられて、その会議のための会議にな

ってはいないかという話も伺いながら、ほんとに、９７もあるっていうの「すごい、

多いなあ」というふうに実感しています。今後、審議会の数を見直していくことは、

市としては考えられているのでしょうか。 

部長     はい。審議会の数としましては、平成２６年に、２６年現在の審議会の数を３

割程度減らしていこうという取り組みをしておりまして。今現在、その途中という

ことでそれぞれの各部隊で整理をさせていただいているところです。 

       例えば、人権生活環境部ですが、概ね３割程度。今、審議会の数を減らさせて

いただいています。それと併せて、審議会の委員。極端に言うと審議会が３０人、

４０人なんて審議会もございまして、だいたい１５名程度に。防災会議はやはり、

いろんな団体が参画していただく必要がありますが、それ以外のところは１５名程

度ということで。それを減らして行く過程の中で、どうしても、ある程度こういう

役職の方が出ていただきたいというのを残して公募委員を減らさせていただいた

ところ、公募委員で女性委員を上げていたという分もあって、数字的に下がってし

まいました。 

       ただ、このへんについては、やっぱりまだ社会全体そのものがまだ、いろんな

こういう役職に女性がこう就いていないということで。これから若い世代はどんど

んいろんな業界へ進出をしていただいてるんですけども。我々が今、委員として出

ていただいてる世代にはまだ、女性が現状として少なく。ただ、「だから、しかた

がない」って言うのではなく、これは「何らかの努力はさせていただかないかんな」

というふうには、今、反省をさせていただいております。 

委員     ひとつよろしいでしょうか。自己評価の部分で、５段階評価になっていますが。

学校も、ずっと保護者とか子どもにアンケートを取って自己評価しています。ほぼ

どの学校も４段階評価です。「できた」「ある程度できた」その次は「あまりでき

なかった」「できなかった」っていう４つになっていて。やっぱり、５段階にした

時に、悩んだ時にどうしても真ん中に集ってしまうというような傾向があるので、

それを避けてしっかりした評価をいただくという意味でも４段階にしています。 

こうやって見た時に「かなり取り組みができた」と「ある程度取り組みができ

た」ってどのへんのところで、違いがあるのかっていうことも見せていただいて、

分かりにくいという部分はあります。もし、また今後、検討していただく中でそう

いった５段階の評価という部分でしっかり反映できないところがあるようでした

ら、また、その部分もちょっと考えていただけたらというようなことを思いました。 

部長     確かにおっしゃられる通りかと。こういった計画の評価、それぞれの計画につ

いて、今、言われたような意見が確かに出ています。どうしてもＣ評価にこう偏る
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ようでしたら、一体これができてるのかできてないのかっていうのが分かりにくい

じゃないかと。例えば、市民意識調査なんかでも「そう思う」「どちらかといえば

そう思う」「そう思わない」「どちらかといえばそう」「どちらでもない」ってあ

ると、どうしてもそういうところに数値が偏るのかなと。 

       一度やはり全体を見渡してみまして、そのあたりのところ、一度それについて

も検討させていただきたいと思います。 

委員     すいません。自治協の関係で１０ページ、１１ページから。去年、地域づくり

推進課の方々と伊賀上野地区２２地区の自治協、その代表者会議ということでちょ

っと打ち合わせもさせてもらったら、だいたい旧上野地区は今、東部・南部・西部

はだいたい１期・２年。あとの地域は、ほぼ１年でこう役員が交代しているってい

う傾向がございます。各専門部というものがあります。運営委員会というものは

我々もありますが。その２２地区の話を聞かしていただきますと、郡部へ行きます

と、区長さんが運営委員で、それも兼ねて健康スポーツ部会とか環境福祉部会とか

いうそういう部会をその区長が受け持っている。だから、各運営委員会と言いなが

ら区長会議みたいにやっておられる。区長っていったらだいたいもう１年で交代し

ていく。もうリンパ腺みたいに郡部のほうはなっているため、もう、だいたいのこ

とはお分かりです。 

       運営委員会って、要はそういういろんな活動をするために運営委員会っていう

のがあって。健康スポーツ部会や地域福祉部会、防災部会なんていろいろそういう

部会が一般の方から出てもらって、その部会を構成して行くのが通常ですが、そう

なっていない区、自治協が多いです。それでは「女性を登用」って出てくるはずも

ございません。一応、昨年、地域づくり推進課の方々と一緒に「各自治協は、最低

でも１期・２年って規約を改正してもらえないだろうか」と。同時に、各専門部を

区長さん以外の方々で各専門部を作っていただいて、そういう中で、我々南部でし

たら女性部会を作ってございますので、女性部会を作ってもらう。そういうふうに

区長さん以外の方で専門部会を立ち上げてもらって活動してもらったらもっと地

域も盛り上がるし、女性の方も出てきてもらいやすい体制になるのではなかろうか

というふうに去年１年間いろいろと努力をさせてもらいました。今後、ちょっと様

子を見ていっていただければというふうに思います。 

会長     今のご提案を推進するには、具体的にはどの立場の方がそれを具体的にどうし

ていけばいいとお考えでしょうか。 

委員     すいません。各地域を、もう「自立性」なんですね。我々から「こうせい、あ

あせい」って行政が言っても反発するだけで。我々仲間同士であるアドバイスはで

きますけども。こうしないともう、来年から認めないとかそんなことは言えません

ので、そこの自立性に任せないと仕方ない。 

     だから、いろんな情報を我々は提供させてもらう。それを検討の場に持って上げ
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ていただいて、この地域はどういうふうに、自分の地域はどういうふうにしていっ

たらいいかということを、その個々の地域性に合ったものを考えてもらいたいとい

うことで。今、問題提起はさせてもらってありますけども。 

会長     それは、その問題提起をどこに対して。 

委員     ここ、ここからそういう。今、僕が発言させてもらった各運営委員会っていい

ながら各区長さんだけの運営委員会であって、各専門部っていうのは全部兼務して

いるところが多い。それを切り離して、区長は区長。各専門は、各専門部というの

を立ち上げてもらって活動してもらったら、その地域の盛り上がりも出てくるので

はないかということで。問題提起として、各自治協。その去年の自治協の会長会議

には僕から説明させてもらってやっていただきたいっていうことは言いました。 

       ただ、どこまでご理解してやっていただけるかどうか。今度また会議もござい

ますので、折に触れて言って行きたいと思っています。 

委員     今のお答え、地域づくり推進課のほうで指導をされたのか。 

地域づくり推進課 

       毎年ですけども。３８伊賀市には住民自治協議会がありまして、そこのヒアリ

ングとか行かせていただいて。折には、先ほど言われたように男女共同参画の視点

から女性の登用率を上げていただきたいということでお願いはしています。 

       やはり、○○委員さんが言われたように、構成されるのがやはり運営委員の構

成メンバーでは自治会長がなられてるのが多く見うけられます。そのへんがなかな

か難しいというところでは、今年の進め方としましては「女性活躍推進事業」とい

う形で、包括交付金の加算額に女性活躍推進事業を位置づけさせていただき、地域

まちづくり計画の見直しの中に女性活躍推進に関する事業を明記していただくこ

とによりまして、加算する。または、それと併せて、その事業を実施していただく

ことによりましてまた包括交付金に加算を設けるなどしまして、女性の活躍を推進

していこうと、今現在、考えているところでございます。よろしいでしょうか。 

委員     不勉強なまま質問するのも失礼かと思いますが。例えば、条例で「自治協議会

の運営のメンバーをどうする」というようなことに言及ということは可能でしょう

か。 

地域づくり推進課 

       これにつきましては、やはり地域性。地域に自主性を持たせるという意味から、

条例に書き込むことはなかなか難しいのではないかと考えているところでござい

ます。 

委員     もうちょっと聞いてよろしいか。 

部長     はい。 

委員     例えば「アファーマティブ・アクション」っていうようなことで、暫定的に。

年度、年を限ってでもやるという決意みたいなものを。条例そのものにはならない
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かもしれないけれど、条例の附帯みたいにできませんか。 

部長     自治基本条例はちょっと難しい。 

委員     さっきは、条例で制定されて何とか進めていくと。 

部長     今、アファーマティブ・アクションっていう言葉いわれましたが。なかなか地

域活動なり自治会活動に対して、市がこの条例で「こうしてください」って言うの

は、なかなか縛りは難しいかなと。 

       ただ、先ほど地域づくり推進課長が申し上げましたとおり。こう、年限を区切

ってまちづくり計画を見直す中で、女性活躍推進事業をやるということを計画に掲

載をしていただいたら、いわゆるちょっと包括交付金への加算措置。さらに、そう

いった具体的な事業を設置すればそれに対してもある程度年限を区切って加算措

置をと。 

       そういうことをこれから重ねていき、少しずつそういったこう意識を高めてい

ただくということと、やはり「なぜ、男女共同参画が必要なのか」という根本的な

部分で地域に啓発なり、そういう教育をさせていただくということがまず大事なん

ではないかというふうには思わせていただいております。 

会長     ありがとうございました。 

       続きまして、事務局から基本目標Ⅱについて説明をお願いします。 

 

事務局          【事務局説明 １－Ⅱ】 

 

会長     ありがとうございました。ご質問等ございますか。 

委員     ちょっとお聞きしたいです。３６ページのところ、健診ですが。このがん検診

とか乳がん検診とか。だいたいこれ、病院がやっていただいているので土・日合わ

ない。健診は、一般的に月曜日から金曜日の平日。土曜日もやってるところあるの

か。 

人事課    はい、集団で。 

委員     集団検診か。 

人事課    人事課です。すいません、元健康推進課にいたので少しご報告させていただき

ます。女性のこの健診ですが、やはり、平日受けにくいという方がいたかと思いま

す。そういうこともありまして、「健診バス」を出して、いわゆる個別健診という

か集団で結核とか肺がんとかと同じように。そういう試みのほうはさせていただい

ていると思います。 

委員     ごめんなさい。この前、南部も来てくれました。 

人事課    そうですね。 

委員     ありがとうございます。すいません。別段低いので、もっと受けてもらわなき

ゃならん方を対象にもうちょっとＰＲして、土曜日や日曜日と思って。もうちょっ
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とまたいろいろ情報を聞いていただきながら、受けてもらいやすい体制づくりとい

うものもまた考えていただきたいと思います。 

委員     先ほど○○委員からもその評価についてのご意見がありましたが、それに関連

して。この「学校・園における男女」ですか、２１ページです。「男女共同参画の

ための保育・教育の推進」のあたりで、ほぼ１００％実施していて、課題といった

部分を読ませてもらう中で「課題って何だろう」と思いながら、ここの評価がＣに

なっています。この「何でＣなのか」と思いながら。 

ちょっと戻るようで申し訳ないですが。その４ページの人事課の研修です、女性

のための。そこが、申込者が無かったためっていうふうな課題。今後もっと申し込

みやすい工夫をすべきっていう課題があってＣです。単純にその担当課によっても

違うと思いますし、状況・条件も違うと思いますが、この自己評価といった点で比

較できないとは思うんですけれども、「やっぱり、この５段階評価にすごい曖昧さ

があるのかなあ」とこれを読ませてもらった時に一番感じたところでありますので、

もう一度ご検討をいただきたいというふうに思います。もっといい評価でもよかっ

たんじゃないかなあと見せていただきながら、この「学校・園における男女共同参

画のための保育・教育の推進」といったあたり、すごく強く感じさせていただきま

した。 

事務局    事務局からです。この１００％なってることについて、３次計画を作っていた

だく時に、やはり「１００％のままの目標数値でどうか」ということもありまして。

「職場体験等を通して自分の生き方や進路を深く見つめ直すことができた生徒さ

んの割合に変えよう」とことで、３次計画ではもう変えていただいております。 

委員     変えていただくということは、評価がよかったじゃないんですね。 

事務局    これはもう、１００％どこでもやっているっていうことでしたので。 

委員     変わりましたね。 

事務局    変わりました。目標数値自体も違う部分にしていると。 

委員     すいません、よろしいでしょうか。２７ページですけれども、この中で青山支

所が自己評価Ｅになっています。課題のところに、日程が調整できず、実施にいた

りませんでした。というふうに書かれているんですけれども。なぜ、その日程の調

整ができなかったのかとか、課題としてその部分がやはりここに書かれていないと

また同じような形でこのような実施できないとかっていう状況になってしまうの

ではないかというふうに読んでしまう人もいるのかなあというふうにも思います

ので。このへんの原因なりはっきりしていただいて、ここへの文章として書き方と

いうのは検討していただく形のほうがいいのかなあということを思いました。 

事務局    すいません。ちょっと、その日程調整ができず実施できなかった詳細について

ちょっと、聞いてませんが必ず実施できるようにもしたいと思いますし、書き方に

ついてちょっと考えさせていただきたいと思います。 
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会長     １９ページの事業番号２７で「女性弁護士による相談」が延べ４５件とか、相

談員・支援員さんの相談件数が４５０とか３８３とか２，０８６とかすごい数があ

りますが。これは、もう、来た人というか要望にはすべて応えられていて。来たけ

どもものすごく一杯で、ちょっとまた次の機会になるとか。そういうような需要と

供給というか、そこらへんはどうでしょうか。法律相談。 

事務局    男女共同参画センターでやっております「女性の法律相談」につきましては、

ご要望がありましたら予約を取らせていただいて。もし、その月にご要望の時期に

オーバーをしてしまっていてお申し込みいただけない状態でありますと、次の月に

というような形でお名前とかを聞かせていただいて保留させていただいて、なるべ

く早く受けていただけるようにということで配慮させていただいております。 

会長     今の状況としては、待っても１ヵ月待てば、もう自分のところに回ってくると

いうような。そういう状況なんでしょうか。 

事務局    そうです。法律相談につきましては、そのようにしています。 

部長     優先的に翌月に入れるということで。 

事務局    「１回目の方優先」ということで。初めての方を優先してお待ちいただくとい

うことで対応させていただいて、２ヵ月待ちというところまでは行ってないです。

１ヵ月以内には受けていただいております。 

会長     その下の「相談」というのはどうでしょうか。これは、だいたいどういう。 

事務局    そのへんも。対応の時間ごと、お約束をさせていただいて受けていただいてお

ると聞いております。その「相談したいけども、相談できなかった」ということに

は、そういう状態にはなっておりません。 

会長     分かりました。ちょっと細かいことですけど、２１ページの事業番号２９番で、

すべての学校というのは小・中学校だということだと思いますが。これって、伊賀

市立じゃない私立っていうのも含まれているのでしょうか。 

委員     含まれていません。 

会長     そうですか。働きかけて私立の方にもということは無理でしょうか。 

委員     具体的なものは、日生学園になると思いますが。中等部になりますと、なかな

かそことの「交流」というか。また管轄が違いますので。 

会長     先生、ちょっと申し訳ない。伊賀市はちょっとよく分からないですけども、私

立の小、小学校はないか。中学校っていうのは１つしかないのですかね。 

委員     １つだけです。 

委員     すいません、先ほどもこの２６ページの「男女共同参画の視点に立った学習活

動の推進」の中の青山支所振興課のこの、研修会を実施できませんでしたと。日程

が調整できず、実施にいたりませんでした。ということに「どうして、このように

意識が低いのかな」と。こういうことを平然と書かれること自体が、すごく違和感

があるんです。「実施できませんでした」とか「調整できませんでした」とか。こ
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ういうのは言い訳にしか何か思えなくて。もう少しやっぱり意識を高く持って、こ

ういうことが恥ずかしいことというふうに思っていただかないと。平然とこういう

ことを市議会に出されるわけですよね。 

       なので、改めてやっぱりどこともが同じ意識でこういうことを実践されるよう

に働きかけていただけなければならないんじゃないかと思いました。 

事務局    すいません。先ほどもちょっと言わせていただきましたとおり、必ず本年度は

していくように進めたいと思いますのでよろしくお願いします。 

会長     そろそろ基本目標Ⅱはよろしいでしょうか。 

       はい。ありがとうございました。 

       また事務局さんから基本目標Ⅲについて、ご説明をお願いいたします。 

 

事務局           【事務局説明 １－Ⅲ】 

 

会長     ありがとうございました。質疑等ございましたら。 

委員     すいません、４１ページの「男性職員の育児休業取得者数」が、２７年度１名

おられた。取得日数が書いてあるのなら教えてください。 

人事課    日数、分かります。 

事務局    すいません。月曜日から金曜日までの５日間をこの休業を取る形で取りまして、

前後の土日、土日を合わせて全部で９日間の連続した休暇という形で取得をしてお

ります。 

委員     これは、育児休業。 

事務局    育児休業です。 

委員     １年以内の中のだいたい５日間を取ったということです。 

会長     （休暇と休業の違いについて）休暇は給与が出るけれど、休業は出ない。一応、

給与は出ないけどいろいろな補助とかそういうのはどうなっているんですか。 

すいません、前も聞いたような気がしますが。 

人事課    休暇、休業、休職された場合には、私ども社会保険制度の中の、要するに共済

からいくばくか助成をさせていただくという制度にはなっています。行政自体、市

役所自体が何らかの支援をするという形では確立されてはないのが現状です。 

会長     その「いくばくか」というのは、どれくらいの割合というのと、たぶん休業と

いうと、もう給料出ないって言ってみんなが敬遠しそうですが。その「共済からこ

れだけ出ます」っていう何かそういうのを知ってれば、何かしらもうちょっと休業

も取っていただけるのかと。 

       でも、休業は１年で取らなければいけないわけではなくて、１年の中の何日か

と。 

事務局    つまり、そうです 
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会長     ですから、例えば１年ではあれだけども、１ヶ月とかそういうのだったら。共

済から出るのだったらというような。そういうアピールというか、そのあたりの詳

細を宣伝したほうがいいんじゃないかというふうな気もしますがどうでしょうか

ね。 

人事課    宣伝っていうか。職員の方が、配偶者もしくは本人から妊娠された時に、その

「子育て支援ハンドブック」をお渡しして、その制度をこう凝縮した。その中で、

自分の選択できる範囲内で勉強していただくということは、そういう広報周知には

努めさせていただいておるところです。 

会長     その、だから、「ワーク・ライフ・バランス」みたいなそのハンドブックが存

在すると。その中に育児休業と休暇の違いとかいうのはもう書いてあると。その中

にさらに、その中に共済から「これだけ出ます」みたいな。そこまで突っ込んで記

載はされているのでしょうか。 

人事課    されています。ちゃんと記載させて修正をいただいております。 

会長     それを読むと、一応、休業は給料は出ないけども、共済から出るっていうのは

分かるようになっているということですね。ありがとうございました。 

 

委員     ３９ページの「ワーク・ライフ・バランスの事業者に対する両立支援の働きか

け」で、企業訪問による啓発支援を行うっていうことでたくさんの数の企業を回っ

ていただいておりまして感心する次第ですけれど。 

       女性活躍推進法が施行されて、「女性の活躍」とこの「ワーク・ライフ・バラ

ンスの推進」っていうのはもう表裏一体でして。やっぱり、介護とか子育てを担う

のが女性とは限らず、男性も含めて「ワーク・ライフ・バランス」を推進すること

が、ひいては女性とかそのいろんな家庭的責任を担っている方が活躍できる場にな

ってくると思うので。ぜひ、この取り組みは力を入れてやっていただきたいってい

うのが要望でして。 

       あと、ただ「ワーク・ライフ・バランス」を推進するっていうことは、企業に

とっては時間あたりの労働生産性を上げないと企業としてマイナスになってくる

ので。ひたすら「ワーク・ライフ・バランス」を推進するのではなくって、「その

生産性をいかに上げるか」っていうような観点からも一緒に啓発をしていただける

と。今ももうしていただいていると思いますが、引き続き、ぜひひとつ。女性活躍

の観点からもよろしくお願いいたします。 

       あと、もう一個だけちょっと教えていただきたいことがあります。４３ページ

の一番下の「ひとり親家庭への支援」で、評価をＡとしていただいている母子・父

子自立支援員１名を配置し…、という取り組みですが。こちらのほう、素晴らしい

取り組みだとは思うのですが。この、年間延べ、こう速報値で相談件数が３８３件

で、しかも相談内容が離婚ですとか、就労ですとか。その、例えば就労支援対象者
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１３名を就労につなげるまでっていうのは結構大変だと思います。これは、実際は、

この１名の方が全面的に対応されているのか、市として何かバックアップ体制とか

を取られてこの評価につなげていらっしゃるのか。ちょっと県としても興味が深い

数字ですけれども。 

       もし、今、わかれば教えていただけると助かります。 

委員     ここで書かれている事業の効果・課題の中に「生活保護受給者等就労支援事業」

っていうのがありますが、これは国の事業で、厚生労働省・ハローワークが行って

いる事業ですけども。ここで、その生活保護受給者等、「等」の中に児童扶養手当

を受けている方がおるという解釈です。 

       たぶん、ここでその就労支援１名というのは、その児童扶養手当の部分の１名

であって、他のその生活保護受給者の就労支援に行っておられると思いますね。こ

この１３名の就労というのは、たぶん、その児童扶養手当を受けてもらっているお

母さんたちの就職ということだと思います。 

委員     どうもありがとうございます。 

会長     よろしいですか。 

委員     はい、どうもありがとうございます。 

委員     はい、すいません。６０番の一番最後の「企業内託児所数：７箇所」とありま

すが。もし、差し支えがなければ企業のお名前とか教えていただけたらと。一つは、

中外製薬かと思いますが。 

会長     ここの４０ページの一番下ですね。こども家庭課の企業内託児所っていうのが

７箇所っていうことは、１箇所は中外さんでしょうかという。 

委員     弊社も検討しましが、ちょうど検討中にちょっと事故があって。「ちょっと怖

いな」と思って。弊社では、ですからありません。７箇所の中には含まれておりま

せん。 

会長     すいません。事故っていうのはどういうことなんですか。 

委員     私どもでの事故ではなくて。 

会長     企業内託児所内で。 

委員     よそさんのところで事故があったということをちょっと新聞で。市内であった

のを見ましてですね。もう、その弊社なんかの場合も、女性の育児をしている方が

結構たくさんいらっしゃるので。かなり突っ込んだとこまで検討していて、補助金

なんかも検討していたのですけれども。ある伊賀市内の託児所さんがちょっとそう

いう事故を起こしましたので、そこでちょっと控えようかと。 

       今、私の知る限りで託児所はロート製薬さんが「さくらんぼ保育所」というの

をたぶんされていると思いです。そこは私も存じ上げてますけど、それ以上はちょ

っと知りません。 

保育幼稚園課  
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       保育幼稚園課です。よろしくお願いします。今、ちょっと手元に資料がないも

のですからすべてはちょっと申し上げられませんけれども。企業内託児所さん実施

されているのは、先ほどおっしゃってくれたロート製薬、それからヤクルト、岡波

病院、鶴寿園、ゴルフ場も１件されてたと思います。それから老人福祉施設の森の

里。今、ちょっと記憶にあるのが以上でございます。あとで資料なりホームページ、

三重県のホームページにも一覧が掲載されておりますので、ご覧いただければと思

います。 

会長     ７箇所あるということですが。今、ご意見いただいたうちに１箇所ちょっと事

故があったということで。その前例によって、ちょっと控えようかというお話も今、

出ていますが。それに対してこう、対策というか何かお考えありますでしょうか。

どなたでも結構ですけれど。 

保育幼稚園課 

       対策と申しますか、企業内託児所。いわゆる認可外保育施設につきましては、

三重県が管轄をしておりまして。ここにも県に同行し、…といいますのは、県が監

査に入られているということで。そこで指導はしていただいているということにな

っております。     

委員     すいません、県です。私は、環境生活部ですが、健康福祉部も持って企業内託

児所の関係をさせていただいておりますので。また、担当部署に再発防止等の対策

をどのような形で講じているのか、調べてお伝えするようにいたします。 

会長     中外製薬さんもちょっと考慮いただいて、もう一度検討いただければと思いま

す。よろしくお願いします。 

委員     すいません。どこの施策に入るか分からないですが、「保育所等の利用」の件

です。一人目を保育所へ入所させて、二人目出産する時には、もう、お母さんが家

にいるということで「保育に欠ける」ということからは外れるので、一旦退所させ

て、出産した子どもも一緒に見ながら家庭で育児をしなければならないという現状

があります。それというのは、改善される方向にあるのでしょうか。 

保育幼稚園課        

       保育幼稚園課です。今、手元に資料がございませんのではっきりしたこと申し上

げられませんので、またあとでご報告させていただきます。 

       伊賀市の場合、ある一部分、いわゆるその市街地については、定員一杯になっ

ているところもございますけれども、それ以外のところは定員に余裕がございます

ので、そのあたりでカバーできている部分もあるのではないかというふうに考えて

います。また、詳しくは報告させていただきます。 

委員     ありがとうございます。 

会長     前回のアンケートでしたか、何かこの保育所・幼稚園に対する要望が、随分多

かったかと思うんですけども。保育所は市が管轄して、１９時半まで預かっていた
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だけるということですよね。 

保育幼稚園課 

       伊賀市の場合、通常は１８時までということになっておりまして。延長保育実

施する園におきましては、１９時までです。 

会長     １９時まで。幼稚園も市でとりあえず、１５時までですか。 

保育幼稚園課 

       幼稚園につきましては、午前中の教育ということになっていまして。保育につ

きましては、ちょっと時間がはっきり。今、手元に資料がございませんが、そんな

１８時までということはないです。もう少し早い時間になっていると思われます。 

会長     はい、先生少しよろしいか。例えば、その市民の方の要望はちょっと分かりま

せんが、「幼稚園もうちょっと長くして預かってほしい」とかそういう要望はない

でしょうか。 

委員     今のところですね、うちにはそういうお話はないのですが。今ちょっと「そん

なに長い時間やってない」って申し上げましたけれども。公立の桃青の丘幼稚園に

ついてはそんなに長い時間してないと思いますが、私立が伊賀市内に２件（２園）

ございまして。そこにつきましては、ある程度の時間の延長をしていると思われま

す。 

会長     私立は長いけれど、伊賀市立は短いのですか。 

委員     すいません。元幼稚園に勤めていましたもので。午前中の保育ということはあ

りません。 

       ２時までで、１時間の預かり保育を今のところ希望があればやっているといい

ます。１時間。 

会長     延長して、それが３時まで。 

委員     ３時ですね。 

会長     １５時が通常で。 

委員     通常は２時です。 

会長     １４時。延長して１５時まで。 

委員     すいません。今もおっしゃったように、幼稚園が伊賀市の場合、非常に少ない

です。市の幼稚園がちょっと合併して桃青の丘幼稚園１つと、私立がはくほうと青

山よさみ幼稚園ですか。実際になかなか就労の面がありまして、保育、就労してな

いと保育所に入れられない。その他で、やっぱり「社会性を大事にしたい」という

ことでもう３歳ぐらいになると、やっぱりそういう集団に入れたいっていう親御さ

んはほとんどかと思います。 

       なのに、お母さんが就労してないとやっぱり幼稚園しかないんですが。その幼

稚園が３つ。特に、この(旧上野)市内では２箇所になります。近いところでいいま

すと、はくほうか桃青の丘幼稚園なんですけど。もう桃青の丘幼稚園は、非常にも
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う厳しい状態で。抽選ですかね。それと、はくほうもなかなか入れないという状況

だそうです。実際、うちの孫も来年度お願いしようと思っていますが、入れるかど

うかすごく微妙なところです。 

       なかなか「お母さんがやっぱり働けない状態でいる方」もたくさんいらっしゃ

ると思うんです。その中で「どうしても幼稚園へ入れたい」と思っても、なかなか

それも入れられない状態にあります。今の状態で「もう一つ幼稚園を減らそう」な

んて、とても今の伊賀市の状態で考えられないんですけど。何かそういうことにつ

いては考えておられること、ありますでしょうか。 

保育幼稚園課 

       すいません。幼稚園の状況についてなんですけれども。まず、桃青の丘幼稚園

が、定員が２２０人に対しまして１４３人の児童ということになっています。３歳

児の定員が少ないので、３歳児が定員になっていると思われますけれども、４歳・

５歳児についてはですね、まだ定員に余裕があるような状況になっております。は

くほう幼稚園につきましては、定員が１２０人で、今、１００ちょっと超えたあた

りというふうに聞かせてもらっています。よさみ幼稚園さんにつきましては、２０

０名の定員で、現在、７０名から８０名程度というふうに聞いており、定員的には

余裕がある状況になっております。 

       ただ、おっしゃっていただいたように、幼稚園が少ないっていう状況がござい

ますので。今後につきましては、新しい制度の「認定こども園」につきましても、

検討して行くという形で考えております。 

委員     ありがとうございます。 

会長     働いている方々が預けるというと、もう、どうしても時間的なことから考える

と保育所になるということでしょうか。仕事にもよると思いますけど。 

保育幼稚園課 

       保育所、保育園ですか。 

会長     だから、幼稚園か保育所かの違いですけども。ちょっと、働いている方だと、

預けるのは幼稚園ではちょっと早く帰ってきて困るので、どっちかっていうと「保

育所のほうがいいな」っていうことでそっちを希望されるんでしょうか。 

保育幼稚園課 

       はい。基本的には、その就労いただいている方。保育所は、就労いただいてい

る方ということが条件になります。ただ、現在、お仕事探されているとかそういう

場合にも、その優先順位は決めています。それは低くなりますけれども、入ってい

ただける方も現状としてはございます。 

会長     さっきからのお話で、幼稚園はまあまあ余裕ありますというお話でしたが。こ

の保育所・保育園は結構、待機者が結構あるということですね。 

保育幼稚園課 
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       伊賀市におきましては、現在、その市内の保育所・保育園今年で３２園になり

ます。充足率は８４．６％になっております。だから、全体では余裕があるような

状況になっています。ただ、この市街地といいますか、人口密集地帯においては人

気が集中しているような園もございまして、そこではお待ちいただいている方もい

ます。ただ、それは空いているところをご紹介しても「ここに入りたいから空くま

で待つ」という方で。この４月１日現在では、待機児童はございません。 

会長     そうですか。はい、分かりました。 

委員     待っているのに、待機児童はいない？ 

保育幼稚園課 

       言わせていただいたように、待っている方がおられます。「そこがいい」とい

うことで待っておられる方がおられますけども。国のいうその「待機児童」ってい

うのは、０で報告をさせていただいているということになります。 

会長     すいません、大変申し訳ないんですけども。「待っている」のと「待機児童」

はどこが違うのでしょうか。 

保育幼稚園課 

       空いているところがありますので。「そちらはどうですか」とお勧めしても「い

やいや、もうこちらのほうで待っています」というふうな方が。 

会長     待っていると。待機児童っていうのは、「どこも入るところがない」というの

が待機児童とそういう定義ですか。分かりました、ありがとうございます。 

保育幼稚園課 

       すいません、併せてもう少しだけよろしいでしょうか。先ほど、その育児休業

中の子どもがその退所することについて、何らか改善があるかというお話だったん

ですけれども。 

       伊賀市ではですね、子どもさんの年齢ですとか園の待ち状況、それから、産後

のお母さんの体の状態。これらを点数化しまして、それに配慮して入っていただく

ということはしているようです。ただ、先ほども申し上げたように、人気のある園

においては、点数が低い状態になればお待ちいただく、一旦退所いただくっていう

こともありうるというふうになっています。 

委員     はい、ありがとうございました。その、先ほどの「ここに行きたいからここを

待っているので、他のところをお勧めしても…」ということだったんですけど。た

ぶん、「ここがいい」というのは仕事柄とか住まいの関係で「そこでないと」って

いうことだと思うんです。それをわざわざ市街地ではなくて、遠いところに送って、

また仕事に行くというのは非常に困難だと思いますけど、現状としては「遠いとこ

ろまで保育園に送って、また仕事に行って」っていうそういう現状も聞かしていた

だいております。 

       「どうしてそこを選ぶか」っていうのは、やはりお住まいとか仕事に近いとこ
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ろだと思いますので。それで全体的にしたら待機児童はいませんけど、実際、現実

としては、やっぱり待っているという状態じゃないかと感じております。 

会長     そういうことで、そろそろ時間ですがよろしいでしょうか。 

委員     すいません。有給休暇の取得がちょっと少ないというようなことがどこかにあ

ったと思ったんですけど。 

       今、行政の有給休暇の消化率っていうのがどのぐらいかっていうのを教えてい

ただきたいのと、弊社の中でもなかなかその有給休暇消化が進まなくて、数年前か

ら「半日有給」っていうので午前中、それから午後という休暇を分けて。若いお母

さんが多いものですからそういうことをしたり。あるいは、３日に限って、１時間

単位の有給も付与してこれの中に入れてやったりして。最近では、少しその取得率

が上がってきたんですが。 

行政と我々民間とはその有給休暇の付与日数とか、６ヶ月経って何日付与され

るかはちょっと分かりませんから一概に比較はできないかと思いますけども、行政

のその有給休暇の取得率っていうのは現在どのぐらいなのかちょっとお聞きした

い。 

人事課    人事課です。２６年度まで。今、２７年、最終的には集計するとこなんですけど。

年間２０日付与させていただいて、最大２０日繰り越しができます。ですので、最

大４０日有給休暇を持つことができます。 

    そんな中で平成２６年度の実績におきましては、１０．６０日という状況でござ

いまして。ただ、伊賀市としては、有給の取得の単位が時間単位で取得できるとい

うのがちょっと企業さんよりもメリットはあるのかなと。１時間単位で取得が可能

ということで。逆に、そういうことで有給休暇の取得日数が減っている可能性もご

ざいます。半日単位でしたらもう半日休んでしまいますけども、時間単位で取れま

すもので、１日７．７５時間の就労時間であれば、積み上げて行って７．７５にな

ってはじめて１日っていうふうなカウントの仕方をしていきますもので。一概に企

業さんとはちょっと比較しにくいのかなと思いますが、逆に取得日数は多いかもし

れません。取ってる時間を含めて、何らかの確率で有給休暇を使用した日は多いか

もしれないっていうふうには結び付いているかなと思います。 

委員     確か、どこかに。その図書館での差がちょっと顕著に見受けられるというふう

に書かれていたと思うんですけど。我々でしたらやはり、ちょっと周りに結構有給

を取得することに対してちょっと気が引けたりというようなこともあるかと思っ

て「計画有給」っていうのをちょっと推す。これも数年前から導入しておりまして、

年間で３日間は何日必ずみんなで休もうということにしてますけど。行政はもちろ

ん、部署で全員休んでるとなかなかいけませんけれども、そういう時間単位であれ

ば細かな取り方はできますけど。 

      「有給の計画取得日」っていうのを設けられたら、おそらく有給の消化率ってい
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うのは固定部分としてぐっと上がると思いますので。そのへんをお考えいただいた

らと考えております。 

人事課    ありがとうございました。参考にさせていただきます。 

会長     よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。 

       それでは、続きまして、事項書の協議事項（２）「平成２８年度伊賀市男女共

同参画基本計画実施計画について」を議題にさせていただきます。 

       先ほどと同様に、基本計画の３つの基本目標別に説明をお願いしますので、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思いますので、よろ

しくお願いします。 

       では、事務局さんから基本目標Ⅰについて説明をお願いします。 

 

事務局         【事務局説明 ２－Ⅰ】 

 

会長     はい、ありがとうございました。質疑等ございますか。 

委員     すいません。最初、防災会議のことをちょっと言わしていただいたんですが。

この７ページの事業番号１５のところに、まず、そのそれ、具体的施策として「防

災における男女共同の促進」ってあります。こういうところで事業の概要等を入れ

てありますが、その前にやっぱり防災計画のところで。計画のところで女性の意見

もやっぱりとり入れていただかないと。この実際のこの事業の内容もなかなか進め

られないんじゃないかと思いまして。 

       ぜひとも、それこそ計画のところから女性を登用していただきたいなと思って

おります。 

事務局    ちょっとすいません。今日はちょっと、総合危機管理が来ておりませんので伝

えさせていただきます。 

会長     あと、そのさっきの防災の話で「女性の方が消防団に入られて、その入られた

消防団がだんだん増えている」みたいな。昔、ちょっとお話を聞いたことがあるん

ですけど。その後、何か非常に変わったことはありますでしょうか。 

地域づくり推進課 

       地域づくり推進課でございます。消防ではないですが、女性消防隊が結成され

て、子どもたちの防災の啓発とかいったところへ、啓発活動に取り組んでいただい

ているというところで。人数は私のほうでは把握しておりませんが、今も取り組ん

でいただいているところでございます。 

会長     ちょっとそれが、その女性参画が拡大している方向にあるんでしょうか。そこ

らあたりはちょっと分からないでしょうかねえ。 

分かりました、ありがとうございます。 

委員     すいません、９ページです。２１番の人事課のところで、女性職員の企画云々
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…って書かれているところですが。このＪＩＡＭっていうんですか、こういったも

のも、自分、勉強不足で全然分からないので、きっと一般の方も分からない。何か

こう、註釈みたいなものを付けていただいたほうが分かりやすいのかなあというよ

うなことを思いました。 

事務局    はい、すいません。確かにそのように感じますので、もう少し分かるように書

かせていただきたいと思います。 

会長     他いかがでしょうか、よろしいでしょうか。もし、よろしければちょっと次に

行かせていただきます。 

       続きまして、事務局さんから基本目標Ⅱについて、説明をお願いいたします。 

 

事務局            【事務局説明 ２－Ⅱ】 

 

会長     はい、ありがとうございました。ご質疑等ございますか。 

委員     はい、すいません。１５ページ、事業番号３４番です。青山支所１回開催する

っていうことで上がっているんですけども。先ほどの２７年度の実績でＥ評価だっ

たところが事業実施計画に１と上げるだけで何ら書かれていないっていうのはす

ごく不自然に思うんですけど、どうでしょうか。 

事務局    まだ年度の初めですので、実施の内容まで書くところまでは行ってない状態だ

と思います。今年度につきましては、私どもも、課もサポートしながら１回という

開催をめざしてやっていきたいと思います。 

会長     よろしいでしょうか。 

委員     僕が言いたいのは、このＥ評価なのに、何ら実施計画が今の時点で表れてない

というのがすごく違和感があるというか、ありえないというか。市のでもＰＤＣＡ

サイクルっていう形で、最後のアクションっていう部分があると思うので。ぜひ、

これは当然、今の時期にそう上げるべきだと思います。 

事務局    今、ちょうど「予算がいくらで」というような話を、話し合いを始めたところ

っていうのが現状ですが。ぜひ、早急に内容についてもやっていきたいと思います。 

委員     よろしく。 

会長     すいません、ちょっと確認させていただきたいんですけども。 

       ２次の事業番号２９の「すべての学校において、…」っていうの。教育が１０

０％済んで。これが今回は、３次ではどっか違うものに変わったとかいうのがどれ

でしたっけ。これ、３０番ですね。 

事務局    すいません。内容番号の１３ページの３０番となっております。 

会長     これ７５％というのは、最初に何かもう、どこから７５っていうのが出てきた

んでしたっけ。 

学校教育課      



21 

 

おそらく、子どもたちのアンケートになってると思います。 

会長     そうですね。だから、一応全員には受け、もう来てもらうと。そのアンケート

で結果を見て、目標にした７５を基本にすると。あとは、アンケートを見てみない

とちょっと分からないということでしょうかね。 

       それとも、これっていうのは、既にもう前年からずっとやられていて「これく

らいの手ごたえがあるから」っていうそういう根拠っていうのはあるのでしょうか。 

学校教育課 

     そうだと思います。 

会長     そうですか。分かりました。 

       基本目標Ⅱに関して、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

       次に行かせていただきますけども、よろしいでしょうか。 

 

事務局             【事務局説明 ２－Ⅲ】 

 

会長     はい、ありがとうございました。ご質疑、ご意見等ございましたら。 

委員     すいません。子どものことばかりですいません。３０ページの事業番号６９番

の一番最後なんですけど。その事業名としまして「父親の育児参加の促進」という

のがあるんですけど。これは促進しないと育児参加しないんでしょうかという。も

う、育児って基本、男女。お父さん、お母さんも当たり前やのに、何でこういう事

業名を付けないと育児が男性はできないのかなって。根本的に「どうなんかな」っ

て思ったんです。 

       もう、なんていいますか。実際その労働の違いはありますけど、昔と違ってほ

とんどもう、お父さんもお母さんも社会的に働かないと経済が成り立っていかない

状態に来てると思うんです。その中で、あえてまだこういう促進をしないと、父親

が育児とか子育てに参画できないのかって。参画っていうのもおかしいかな。もう、

基本、やっぱり普通の状態やと思うんです。「お父さんとお母さんが育児をする」

っていうこと。 

       ちょっと、この事業名に「まだまだ進んでないかなあ」っていうのを最後に感

じさせてもらいました。すいません。 

会長     「書かなくても済むような社会」をめざしていこうという。そういうふうにと

ことで。今、途上にあるということじゃないかと思うんですけども。 

部長     残念ながら。まだまだこういう表現はして、推進をしていかなきゃいかん現状

があるということで。もう、まったく言われる通りなんですけども。 

委員     すいません。ありがとうございます。 

会長     この、先ほどの２次でもご議論いただきましたし、計画は昨年度いろいろとご

議論いただきましたので結構網羅されているんではないかと思うんですが。この、
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基本目標Ⅲについてもよろしいでしょうか。 

       はい、ありがとうございます。それでは、事項書の協議事項（２）も終了させ

ていただきます。 

協議事項（３）「その他」なんですけども、事務局さん、何かございますか。 

事務局    すいません、事務局からちょっと連絡です。お手元に、資料の下に「いきいき

未来いが 2016」と、「連携映画祭 2016」というチラシを置かせていただいており

ます。「いきいき未来…」につきましては６月１８日に、また、「映画祭」につき

ましては、７月２日にいずれも「あやま文化センター」で行います。委員の皆様方

につきましては、時間の許す限りまたご来場いただければありがたいと思いますし、

また、お知り合いの方にちょっと啓発していただくと助かります。 

       それと、計画冊子ですが。すいません、今日は間に合いませんでした。こんな

白黒のもので渡させていただいておりますが、間もなく印刷があがってまいります

ので、またでき上がり次第お送りさせていただきます。 

 

４．閉 会 

 

会長     はい、他にございますでしょうか。無いようでしたら本日は、これをもちまし

て会議終了させていただきます。 

       長い時間ありがとうございました。 

 

（会議終了） 


