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平成２９年度第１回伊賀市男女共同参画審議会  議事録 

 

【開催日時】平成２９年８月８日（火）午後２時～ 

【開催場所】ハイトピア伊賀４階 ミーティングルーム 

 

１ 開 会 

司 会  皆さん、お待たせしました。ただいまから、平成 29年度第１回伊賀市男女共同参画審

議会を開催します。 

     平素は、伊賀市の人権政策並びに男女共同参画推進にご支援、ご協力をいただいてま

すこと、この場をお借りしましてお礼申し上げます。 

     私、この審議会の議事に入るまで進行役をさせていただきます人権政策・男女共同参

画課の上島と申します。よろしくお願いします。 

     この審議会は、伊賀市情報公開条例第 35条に基づきまして、会議の公開を行いますこ

とと、審議会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、ご了承をお願いしたいと思います。発言の時は、

必ずマイクを使用して発言いただきたいと思っています。 

     本日は、まだ１名の方がまだ来ていただいておりませんが、欠席は聞いておりません。

また、追って来ていただけると思いますが、全委員 13 名のうち 12 名の委員のご出席を

いただいています。半数を超えておりますので、条例第 14条第２項により、当審議会は

成立していますことをご報告申し上げます。 

     また、都合により、時間になりましたら退席される予定の方も報告を受けていますの

でご了承いただきたいと思います。 

     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。 

 

２ 委員紹介 

司 会  事項書をご覧ください。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 29 年 7 月 26 日任期満了につき、こ

の度、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いて

ご指導を賜りたいと存じます。 

     まず、ご紹介をさせていただきます。 

 

（審議会委員の紹介） 

 

     三重大学大学院工学研究科 教授 小林 正様 

     元中学校教諭 藤岡 典子 様 

     伊賀市民生委員・児童委員連合会代表 本田 基久様 

     伊賀市商工会女性部代表 川瀬 静子様 

     企業代表 中外医薬生産株式会社 岡森 久剛様 
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     伊賀市小・中学校校長会代表 米沢 巧様 

     地域代表 伊賀市上野南部地区住民自治協議会 大仁田 富美子様 

     伊賀公共職業安定所長 小西 克明様 

     伊賀北部農業協同組合代表 角田 美智子様 

     伊賀市男女共同参画ネットワーク会議代表 今井 和子様 

     三重県環境生活部ダイバーシティ社会推進課 和田 桃子様 

     公募委員 前山 正清様 

     公募委員 山本 恭子様 

     以上、13名。今現在、12名の皆様で、任期は平成 29年 7月 27日から２年間です。 

     なお、委嘱状につきましては、後ほど配らせていただきます。申し訳ございません。 

     次に、事務局の紹介をさせていただきます。 

 

（事務局職員 紹介） 

      

３ 会長、副会長の選出 

司 会  それでは、事項書３ 会長、副会長の選出です。 

     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います。この条例 

    第 13条の６及び 13条の７により、会務を総理していただく会長と、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思います。いかがでしょうか。 

 

（事務局一任の声あり） 

 

司 会   事務局一任という声がありました。ありがとうございます。 

      それでは、本審議会の会長に小林委員、並びに副会長には藤岡委員にお願いしたい

と思います。 

      それでは、会長から一言。ご挨拶よろしくお願いします。 

 

（小林会長 あいさつ） 

 

小林会長  ありがとうございます。三重大学工学部の小林と申します。三重大学の工学部では、

男女共同参画推進専門委員会があり、工学部と全学と両方あり工学部は私が委員長や

らせていただきまして、後、全学にも参加しています。 

      大学の男女共同参画推進専門委員会は、主な目的は「女性教員数の増」と「女子学

生数の増」です。現在、女子学生数増に力を入れていまして、なるべく多くの女子生

徒に受けて入っていただくのと、入った後で女子学生のサポートをしているのが、工

学部の男女共同参画推進委員専門委員会の役割。アンケートを取ってみますと、大学

の中はあまり男女の差を感じてないということですが、稀にあるのでそれに関してア

ンケート等で意見を吸い上げて、女子学生の勉学のサポートをしています。 
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      そちらはもう結構長いことやっているので、大学の中はだいたいわかっているつも

りですが、大学の外がなかなかわかりません。この審議会に２年くらい前から参加し

ていますが、ここでまた、大学の外を勉強させていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 

司 会   ありがとうございました。次に、市行政を代表しまして、人権生活環境部長の大橋

からご挨拶を申し上げます。 

 

（人権生活環境部長 あいさつ） 

 

大橋部長  改めまして、皆さんこんにちは。人権生活環境部長の大橋です。本日は、第１回の

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

は、市の男女共同参画推進にいろんな形でご協力、ご支援をいただいておりますこと、

この場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。 

      さて、この度、前任の委員の任期満了に伴い、新たに委員をお願いさせていただき

ましたところ、快くお受けいただきありがとうございます。また、２名の公募委員に

は、積極的にこうして応募いただいて伊賀市の男女共同参画にご意見をいただけると

いうことで、非常に期待をしているところです。皆さん、２年の任期ですけれども、

どうかよろしくお願いしたいと思います。 

      さて、男女共同参画を取巻く社会の情勢です。私、今年に入って１つ注目している

ことは、三重県の教育長が今年初の女性教育長ということです。この方、元々県職員

で以前も部長職だった方です。もう、部長になるのも「初の部長」ということで、女

性もそういった分野に少しずつ進出してきているということです。この方の就任に当

たって、ちょっと中日新聞からコメントを紹介させていただきますと「…選ばれる立

場として、男女を意識したことはない。しかし、40 年前の労働環境のままなら、今の

私はなかったかもしれない。」この方、私と一緒の年ですけれども、40 年前だったら

こんなことはなかっただろうと言っているんです。「…『女性初』と強調されないよ

うな社会になればいいと思うが、『女性の感性を活かして』と意気込むのもよくない。

だから、様々な立場の人たちが自然体で意見を交わせるような社会になってほしい」

と。男女を意識せず、力を発揮できる社会になればいいと。決して気負いはないとい

うふうにも感じております。それともう１つ。これも４月からですけど、伊賀警察署

の交通課長も女性の交通課長になられて。この方も「三重県内で初の女性交通課長」

ということで、今まで「男性の職場」と言われたところにも女性がということで、少

しずつそういったことが認められる社会になってきたのかと思います。 

      翻って、伊賀市に目を向けますと、今現在、市職員の女性の管理職への登用率は 35％

を超えて、３人に１人以上は女性という非常に高い数値を示しているんです。一方で、

審議会。この審議会は女性の率が高いですけども、全体で今のところ約 25％。一時は

30％を超えていたんですけども、また 25％に戻ってきているということでなかなかそ
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ういった政策決定の場に女性が、もう少し増えてきたらいいのにと思っています。さ

らに、地域に目を向けますと、住民自治協議会とかになりますが、さらに率は低くて

10％前半ぐらいということで、ある意味キャリアの部分では少しずつ高まってるもの

の、地域へ戻るとまだまだ旧体制依然たる社会の体質が残っているのが現状です。 

      そんな中で、また今年、新たに就任をいただいた皆様方に、さらに多様性が認めら

れる社会、また男女共同参画が推進される社会を目指していろんなご意見、多様な意

見をいただくことをお願いしまして、冒頭のご挨拶に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、伊賀市男女共同参画推進条例第 14条の規定によりまして、小林会長に 

     会議の議長をお願いします。よろしくお願いします。 

 

４ 協議事項 

小林会長  では、会議に入りたいと思います。事項書をご覧ください。 

      事項書４ 協議事項（１）「第３次伊賀市男女共同参画基本計画実施事業について」

平成 28年度事業実績及び平成 29年度事業計画ということでこれを議題とします。 

      基本計画は大きく３つあるんですけども、それぞれ１つずつ説明を事務局からして

いただきますので、その基本目標ごとに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、事務局から基本目標Ⅰについて、説明をお願いします。 

 

事務局   それでは失礼します。協議事項（１）「第３次伊賀市男女共同参画基本計画実施事

業の平成 28 年度事業実績及び平成 29 年度実施計画について」説明させていただきま

す。第３次伊賀市男女共同参画基本計画平成 28 年度事業実績並びに平成 29 年度実施

計画をご覧ください。目次でこの計画について先ほども会長から言っていただきまし

た３つの基本目標ごとに、Ⅰ「あらゆる分野における男女共同参画」、Ⅱ「男女の人

権尊重」、Ⅲ「ワーク・ライフ・バランス」の元に各担当課の取組み 2016年（平成 28

年度）実績として目標指標を持ちながら取組み、また、2017年（平成 29年度）におき

ましては、目標指標を目指しての取組みを現在展開しているところです。 

      その下の自己評価ですが、各担当課におきまして評価していただく中で、単年度目

標に対し、105％以上は、かなり取組みができた事業でＡ、90％～105％未満をＢ、75％

～90％をＣ、75％未満を取組みができなかったという形でＤと評価させていただいて

おります。 

      それでは、主なものを説明させていただきます。基本計画の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１～５ペー

ジです。 

      基本施策１の「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ですが
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「審議会等委員の女性登用の拡大」の平成 28年度事業の右側、実施事業の内容、効果、

課題をご覧ください。先ほども部長から登用等の話がございましたが、女性委員の登

用率が 40％未満の審議会等につきましては、「審議会等の女性委員選任状況調査票」

を提出を依頼いたしまして、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 29 年３月に、92 ある審議会等のうち、女性登用率が 25～35％の

審議会等につきましては、５審議会の担当課に対し、ヒアリング調査を行いました。

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、委員選出を

依頼する団体構成員に女性が少ない現状があります。審議会等の構成委員を見直すな

ど抜本的な方策を今後検討していく必要があると考えます。指標の一番右の列、平成

32 年度目標につきましては 40％登用率を目標としています。28 年度目標は 30％とし

ていました。しかし、29年３月末現在の実績は 25％と目標値に達せず、自己評価はＣ

「取組みが不十分だった」としています。今年度の目標値は 30％と、少しでも近づけ

るように取組みを今後展開していきたいと思っています。 

      続きまして、同じページの事業番号２「市職員の管理職への女性登用の拡大につい

て」です。指標、平成 32 年度目標は 37.7％の登用率を目標としていました。28 年度

目標は36.1％としていました。しかし、実績は35.2％と目標値には達しませんでした。

これらは、看護師、保育士、消防士など性別に偏りのある職種が含まれているため、

一般行政職に限ってみますと、32年目標は 31.2％。カッコ書きの数字です。28年度目

標は 29.7％としていました。その中で、28年度実績は 30.1％でこの年度の目標は達成

しましたが、全体としての自己評価はＢとしました。女性活躍推進法の施行により、

「伊賀市における女性職員の活躍に関する特定事業主行動計画」策定しましたので、

これに沿って積極的に今後は女性管理職の登用を進めていく予定です。今年度の目標

は 35.7％で、一般行政職はカッコ書きで 30.4％としています。 

      その次、２～４ページの事業番号４をご覧ください。事業番号４につきましては「企

業に対する女性登用の情報提供と啓発」です。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みとして、人権政策・男女共同参画課、商工労働課、各支所

の担当課、関係機関などが連携し企業訪問による啓発を実施しました。女性を登用す

ることのメリットを伝えながら、取組みの重要性を考える機会を持っていただきまし

た。しかし、企業により取組みの姿勢に差があります。今後も継続的な啓発を続けて

いく必要があると考えます。評価はＢです。 

      なお、指標、28年度目標・実績が空欄となっていますが、基本的に数値が入ってい

るところは、第３次計画内で推進のための指標の達成度を定めた事業となっていまし

て、数値があります。数値がないところにつきましては、第３次計画の中での達成目

標という形の中で表れておりません。ご了承いただきたいと思います。 

      続きまして、６ページ～８ページの基本施策２をご覧ください。基本施策２「雇用

における男女共同参画の推進」として、７ページの事業番号９「認定農業者制度、家

族経営協定活用等の促進」では、平成 32年の「伊賀市農業経営基盤強化促進協議会委

員に占める女性委員の割合」目標値は 30％です。28 年度の目標、8.3％でした。実績
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は 8.3％で評価はＢです。認定農業者・認定新規就農者制度申請者に対して家族経営協

定制度などを説明し、伊賀農業女性ネットワーク等を通じて女性認定農業者を支援し

ます。 

      続きまして、同じページ事業番号 10「自営業に従事する女性への支援」です。この

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やホー

ムページに掲載しました。また、三重大学が実施した「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 261人で 11.76％、目標値の 10％を上回ったことから、評価はＡとしています。 

      続きまして、事業番号 12「再就職支援」では、再就職セミナーを開催し、もう一度

働きたいと考え始めた女性を対象に「自分らしさ」を表現し、自信を持って就職活動

できるようサポートしました。その後、県主催の「働きたい女性と企業をつなぐマッ

チングイベント」の情報を提供し、再就職へ向けて企業と直接話せる次の段階への参

加を促しました。また、社協で実施している再就職に関する相談や講座に関する情報

も提供をさせていただきました。 

      続きまして、９ページ～12ページの基本施策３をご覧ください。９ページの事業番

号 13「住民自治協議会等における男女共同参画の推進」につきましては、地域づくり

推進課と人権政策・男女共同参画課が共催で「なぜ、今、女性活躍推進が大事なのか」

と題して研修会を開催し、134名の参加がありました。地域づくり推進課では、伊賀市

女性活躍推進事業交付金を新たに創設し、女性参画の推進を図ってきました。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いただ

くための資料を作成し、運営委員会の委員選出のしくみを見直すことも含めて啓発し

ました。指標目標「住民自治協議会運営委員会の女性の参画率」は、昨年度の 13.5％

から 13.8％と僅かに上がっています。しかしながら、平成 32 年度の数値目標は 30％

になっており、厳しい状況ですが、今年度は 15％を目標として、少しでも近づけるよ

うに取組みを進めていきたいと考えています。評価はＢです。 

      続きまして、同じページ事業番号 14「ＮＰＯ団体等との協働体制の確立」では、男

女共同参画ネットワークと協働で、男女共同参画フォーラムや女性消防団を講師に交

流会を開催しました。また、ＮＰＯ団体と協働で作成した女性の地域活動への参加を

促進するためのパンフレットを積極的に活用し啓発を行いました。男女共同参画ネッ

トワーク会議加入数は、47団体と７人の個人会員を合わせて 54です。目標数に２つ足

りませんでした。評価はＢです。今年度の数値目標は 56と設定させていただいて、近

づけるよう頑張っていきたいと思っています。 

      続きまして、10ページをご覧ください。事業番号 15「男女共同参画の視点を取り入

れた避難所運営の推進」では、出前講座の要請があった５地域で住民主体となった避

難所運営の訓練（ＨＵＧ）を実施し、避難所運営における性別的配慮の必要性に気づ

いてもらうよう参加者に啓発しました。しかし、男性のみが参加しているグループも

あり、女性への配慮が十分に取り入れなかった訓練もあったため、今後は特に意識し

て女性やＬＧＢＴの方にも配慮した避難所運営ができるよう啓発していきたいと思っ
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ています。評価はＢです。 

      続きまして、同じページ。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、ネットワーク会議と共催で 6月 18日（土）に、あやま文化センターで、男女共

同参画フォーラム「いきいき未来いが 2016」を開催しました。参加者数は 274 名で、

「災害に強い地域づくりのために～防災・減災に女性の力を活かす～」と題して、防

災に男女共同参画がなぜ必要なのか、そして「今、すべきことは何か」を学ぶ場を提

供しました。今後も、協働で男女共同参画の実現に向けた取組みをいたします。評価

はＢです。 

      同じページの事業番号 18「人材バンクの活用と充実」についてでは「伊賀市男女共

同参画人材バンク」に「女性リーダー養成連続講座」修了生 18名を追加登録し、計 92

名となりました。今後、さらに人材バンクのＰＲを行っていく中で、審議会委員登用

などへの活用を促していきたいと思っています。評価はＢです。 

      続きまして、11 ページをご覧ください。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、女性リーダー養成連続講座修

了生を対象としたステップアップ研修や、働く女性向けの講座など対象者を絞って開

催しました。指標項目の「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」

は、60人の目標数値に対して 77人でした。評価はＡです。この事業は、単年度単発事

業として実施しています。最終、受講者が 300 人となることを目標としていることか

ら、昨年度 60、今年度も 60人を予定しておりまして、合わせて 120。５年後、平成 32

年に 300 人という形で目標数値を挙げています。今後も、女性があらゆる場面で能力

を発揮できるよう、エンパワーメントを高めるための講座を開催していきたいと思っ

ています。 

      以上、主な基本目標Ⅰの説明をさせていただきました。 

 

小林会長  ありがとうございました、質疑応答に入りたいと思います。必ず、マイクを通して

発言をお願いします。 

       

委 員   地域代表の大仁田と申します。私、こちらにありますように、伊賀市の上野南部地

区住民自治の中で女性部をさせていただいています。 

      今、お話がありました事業番号 13 です。現実に我が南部地区は、平成 23 年に地域

で女性部が発足しました。そこから今年度６年。今、防災中心でやっているんです。

まず、この住民自治の中で本当に運営委員の中に入るのは本当に大変なことでして。

現実に参加している一般のメンバーはほんとに女性が多いです。女性が多いですけど

も、この意思決定の役員会がほんとうに少なくて、私自身も入った時に副会長が１人

と私が１人でした。そういう意味では、ほんとうにこのパーセントのとおりだと思い

ます。 

      そんな中、住民自治から「女性の役員を」いうことで。今年度、運営委員会で各分

野、民生と健康推進２人部長を立てていただいて、９部会ありますが、３名が部長に
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なり、この意思決定のところに入れていただくようになりました。これは、やっぱり

住民自治の中で言うていただいたお蔭だと思っています。 

      しかし、その次、具体的に 15番のところでは、私たちは防災中心にやらせていただ

いているんですけど、今も課長おっしゃったＨＵＧをさせていただきました。今年は、

京都の防災センターへ見学に行き、いろんなことを聞きました。この４年間、いろん

な防災の話とか避難所経路とか救急などやりました。だけど、現実・・・。昨日も台

風来ました。また、南海トラフ来た時「避難所をどうするか」ってＨＵＧをしても具

体的に地域の防災の中で、一緒に女性が中心部に入ってなければ何もできないって思

います。 

      一応、評価がＢになっていますけど、まだまだです。ある地域でも「防災を中心に

やっていきたい」と聞いています。ハード面では男性にもやっていただきますけど。

去年、講演に行き、東日本の仙台のされる方の話を私も聞かしていただきました。本

当に地域の中で防災に関してのことは、住民自治の中で女性がちゃんと入って、避難

所設置の部分とかそれも全部入らなくて、ただ「炊き出しやってください」「これや

ってください」じゃなく、ほんとに運営委員会に入らなければ現実に大変だと思いま

す。 

      ここに物干し竿のこと書いてありますが、着替えの場所とかそれから乳幼児、また、

介護されている方のいろんなことをしてるのは女性です。そういう面でもう一歩、地

域での女性の位置づけと地域の役員の中へ入ってしっかり避難所のところも一緒にし

ていく。ある地域では、すごくされているとこもありますけど、伊賀市では大半でき

てないのが現状です。防災の女性リーダー育成とかそういう委員のところでもう一歩、

地域の中で女性の力が発揮できるような推進を。私自身５年携っていますが、ほんと

に進んでないです。だから、そういう意味では、いざ起こった時に「どうしたらええ

の」って。「おふくろめし」とかいろんなこともやりましたけど、現実に各住民自治

の中で具体的にやらなければ。昨日も、いろんな避難勧告いっぱい出ていましたが、

「どうするの」ってまだまだ課題があると思います。ちょっとＢはあまりにも、Ｃぐ

らいでいいのではないかと（思います）。女性がもっと防災の中で地域の中へ入れる

と思うので、まして、防災を通して具体的に避難所はやっぱりもう、今、やっとかな

ければ駄目だと思います。 

 

小林会長  ありがとうございました。例えば、具体的に市からどんな支援があったらいいかと

いう考えはありますか。 

 

委 員   やっぱり、各地域の防災の女性リーダーっていうことで、女性が何をすべきかとい

う研修はすべきだと思います。後は、各住民自治の中で。それは地域性皆さん違いま

すので、後は、各住民自治の中で女性がきっちり入って「女性の要望」また「女性で

なければ見えない視点」があるので、それをしっかりと言っていく。避難所とか、何

かあった時にできる機能を作るべきだと思います。 
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小林会長  住民自治協議会は、役員のリストは市に提出するわけでしょうか。 

      住民自治協議会で会長とかいろいろいらっしゃいます。そういうリストは予め市に

提出するものじゃないかと思うのですけど、それはどうなっていますか。 

 

事務局   協議会段階ではいただいております。 

 

小林会長  その時に、例えば「強制的にそこに女性を入れる」ことはできないのでしょうか。 

 

大橋部長  この問題はもう以前からずっと課題になっている問題です。伊賀市の場合、ほとん

ど運営委員になられる方の大半がいわゆる自治会長とか区長。その段階までこられる

ともう、伊賀市 200 数十人いるうちの数えるぐらいしか区長とか自治会長というのが

見えない。そういうところで評価したらなかなか数字が上がってこないので「せめて、

運営委員会に」ということで目標設定をさせていただいております。が、そのベース

がやっぱり自治会長ということ。一時は、「どの部会にも女性が入ってこないという

ことであれば、最初、一時的には、女性部会みたいなものでも作って」と。ほんとは

そんなやり方はよくないと思いますけど、そうでもして、女性の方の声が意思決定の

場に反映されるようにお願いをしたり、各部会に女性が入ってこれるよう、規約の改

正をしていただけないかとお願いはしているのですが。いかんせん、住民自治協議会

は「地域の自主性」ということであまり行政が必要以上に言っていきにくいとこもあ

ります。こういったご時勢ですので、そういうことをさらにきちんと意識をしていた

だくことは大事なことかと。 

      それと、もう１点。防災における男女共同参画です。実は、昨年から３次計画に入

り、３次計画で初めてこの目標を挙げました。先ほど委員言われたとおり、計画に挙

げていますがなかなか推進がおぼつかない。これ、東日本大震災の時の教訓と言われ

ていますが、実は、阪神大震災の時にも言われていたんです。その教訓が東日本で活

かされなかったということも一部言われています。このあたり、そういうことも考え

て、やはり意識的に何か仕掛けていくことも必要かとは思わせていただいています。 

 

小林会長  確かに、自治会だから自治を任せる・・・。そうはいっても任せ過ぎると、いろい

ろと中で問題がくすぶっている状態ですから。ちょっと難しいと思いますが、うまく

やっていただきたいと思います。 

 

事務局   委員から貴重なご意見いただきました。「Ｂではちょっと厳しいんではないか」っ

ていう意見ですが、いろんな状況を鑑みると、やっぱりまだまだ到達してないのかと

いう感もございます。 

      とりあえず、まず、今、部長が言われたとおり、行政からの働きかけとしまして、

各自治協議会に向けて、女性も防災に関わる女性リーダーを作っていただきたいと働
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きかけ・呼びかけしていきたいと思っています。また、来年度以降、期待に応えられ

るかどうかわかりませんが、一歩でも進めるような形で応えさせていただきますので

よろしくお願いしたいと思っています。 

 

小林会長  よろしいでしょうか。他に。 

 

委 員   前山と申します。この男女共同参画基本計画の中のことを質問させていただくもの

ではないかもわかりませんが、男女共同参画社会ということでちょっと質問させてい

ただきたい。「男女共同参画社会とは…」というのでちょっと調べてみました。「男

女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活

動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的・経済的・社会的及び文化

的利益を享受することができ、かつ、共に責任を負う形。社会を形成すること」と定

義されています。 

      今の、事務局からこの基本計画の内容を説明していただいて、まず、この１ページ

の基本計画、基本目標Ⅰの基本施策１の一番最初に、目標を 40％と設定して、28年度

30、29年度 30と数値で紹介していただきました。これは、要は、女性を登用しなけれ

ば「お宅らの課は数値より下やから、これは男女共同参画社会の実現に向けてはちょ

っと不備がある」ということだと思うのですが。これ「女性の参画社会」というだけ

ではないと思うのです。「男女」ですから。そうすると、個人の能力によってその仕

事が適正にできるかどうかを判断して、登用していくべきであると思う。それではな

しに「数値を上げなければ共同参画社会にはならない」ということが前提みたいな感

じです。それは、おかしいのではないですか。 

      要は、男女がこの社会を、理想的な社会を実現していくために必要なことであって、

たまたま女性がその時に「適正した能力のある人が少なく、男性が多かったから、女

性の登用率が少なかった」と判断するべきじゃないでしょうか。これ、数値が少ない

からといってその課の人が、あんまり能力がないけども、女性の登用率をあげるため

に、仮に、男性で有能な人がいたけどもその人は落として、女性を入れたら数値上が

るから「それでもええ。数値は上がる」いうことでやったとして、これは、もっと数

値を上げなければっていうことになったら、理想的な社会を実現するためではなしに、

数字を上げるために能力のない人も入れたということになってこないでしょうか。だ

から、要は、公平に、個人の能力を見てやっていくべきであって、数値を設定してこ

ういうことをやる目標として数値で推し量るということはおかしいように私は思いま

す。 

      最初に会長も、三重大学の工学部で「…ほとんどが男性で、女性が少ない。」と。

実は、私も数十年前私立大学工学部でした。本当に女性は僅か数人ぐらいしかいませ

んでした。しかし、それは、別に女性も男性も全部その学部に入学できますが、たま

たまそういうものを勉強したい、卒業して仕事に活かしたいというのがたまたま少な

かったということで、何も女性を排除してるわけではない。 
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      しかし、初めからこの審議会は男女で女性を登用していくのが理想ではあるけれど

も、それがありきで議論しているのはちょっと偏っているのではないか。男女共同参

画社会の実現に向けてはちょっとおかしいように思うのですが、いかがでしょうか。 

 

事務局   この表を見る限りでは数字ばかりが表に出て、非常に言われる通りかなと思います。

実は「女性リーダー養成講座」という形の中で過去５年間実施させていただきました。

その中で、優秀な女性の方、人材バンクという形で登録していただいて、そこからま

た審議会等への登用していただくという形で人材のストックをしております。そこの

利用率がちょっと少ないという状況の中、反映されていないという状況になっていま

す。今現在、98 名の女性の勉強をしていただいたリーダー的な人がおります。何とか

私どもも働きかけながら審議会に１人でもぜひ優秀な女性の方々に入っていただいて、

女性の意思決定の場を作っていきたいと考えています。 

      決して、数字だけではございません。そういう状況の中で、ただ、審議会につきま

しては、各審議会における事情がございまして。役職で入ってみたらその役職の方が

男性しか入ってこない現状もございます。そこらへんをまず、突破していただく部分

には女性の登用率も上がっていかない、優秀な女性も地域社会に参画できないという

状況です。そこらへんにつきましては、数字で表していますが、誤解のないようによ

ろしくお願いしたいと思っています。伊賀市では、確かに女性のリーダーを育ててい

ることを憶えておいていただければありがたいですし、これからも育てていく予定で

す。 

 

委 員   市で、伊賀市介護相談員派遣事業をやっていただいている。この中で、この介護相

談員２、３年見ていますが、８名か９名、７名か・・・、ちょっと数字は間違ってい

るかもしれませんが、その中で、女性が６名、７名。男性の相談員は１名といつもな

っています。 

      このへんは、「応募が少なかった」とかそういうものか、中身はわからないですが、

適性とかそんなことを考えずに、まず、女性が相談員として大多数を占めて男性はい

つも１名というのは、男女の対等な能力に応じて決定しているのかちょっと疑問に思

う点があるんですけども。そんな点はいかがですか。 

 

大橋部長  まだまだ職業の選択をする時に性別役割分担的な意識があります。例えば審議会委

員。大抵は男性が多いですが、子ども・子育て関係の委員となったら逆に女性が７割・

８割あった時代があったんです。私、その時に、「そういうところこそ、今度は男性

委員増やしたらどうか」ということも言わせていただきました。 

      先ほどから「数字だけの問題ではない」「数字合わせしたら良いというものでもな

い」と委員の言われる通りだったと思います。そういうふうに「偏ること自体、まだ

まだ、そういう分野に女性がなかなか進出していけない状況がまだ残っている」と。

そういう部分から改めて、さっきの住民自治協議会なんて、ほとんどもう、言ったら
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男社会みたいなところで、そこでなかなか女性が意見を言いにくい。もう一つ、審議

会の中で防災会議があります。防災会議の中で、警察署長とか消防長とかそういった

いわゆる男社会みたいなところで、女性が１人や２人入ってもなかなか意見言いにく

い。しかし、あえて、そういうところに多くの女性の方が入っていただかないと男性

の意見だけで物事が進んでいってしまう。 

      だから、「実力、力がある方だけがやればいい」ということでもないかと。だから、

ある程度数のバランスもある意味必要じゃないかとも思われます。 

 

委 員   行政の場合、たぶん、それはできると思います。実際、私企業となればやはり仕事

ができないと結局、潰れます。私が思うのは、男女その適性に応じた、能力に応じて

登用していくべき。そうでないと、グローバル社会で私企業は生き残っていけないと

思うんです。私が言いたいのは「対等かつ、能力のある者、それに仕事ができる者」

を登用していって、男女って意識をさせないほうがうまくいくと思います。 

      国政でも、例えば防衛大臣。こないだも、稲田元防衛大臣が辞職された。これはい

ろんなことがあると思いますけども、やはり女性が自衛隊の武器を持って実際戦うと

なったら、先頭に立ってできるのか。命懸けですぐさまできるかということ。やはり

それは男女の特性でいくべきというように思います。実際、仕事は知らない、できな

い、できにくいと思われる人がなると、転ぶことになるんではないかと思ったりしま

す。 

      以上です。 

 

藤岡副会長 失礼します。先ほどからいろいろ意見聞かせてもらっていますが。まず、女性がこ

う、いろんなところで管理職になって、そして、その中で活躍する場面を本当に何十

年前ではなかなかなかったのではと思います。先ほど言われたように、能力があって、

仕事をする力があって、そういう一人ひとりの適性でもって管理職としてやっていけ

るかどうかってことになるのかと思われてるかと思うんです。ちょっと考えてみます

と、女性がそういう社会の中で活躍する場面って、今まではなかなかその場面へ出る

ことが少なかった。それは、一つは子育てとか家庭での役割とか力を持っていてもな

かなかそういう場に出ることができなかった。それが、私は大きな要因になっている

のではないかと思います。 

      採用の場合も、男女と言わずに公平・公正にと言われましたけれど、私はそれは本

当に賛成です。男であれ、女であれ、いろいろ面接とか試験とかあってするのであれ

ば、男女の枠を払って採用されればいいんですけれど。今は数字で言われましたけれ

ど、やっぱり、男女。この世の中２つの性的役割でしているわけですけども、女性が

社会で進出できなかった社会があって出遅れたのではないかと思われますので、能力

とかを公正で採用されるのは、本当に賛成です。 

      でも、それを、女性の数字を上げるためではなく、女性が社会の中で活躍できる場

面がもっとあって当然ではないかと思っています。だから「女性の数字を上げるため
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に」ではなく「男女同じ土壌からスタートする」ことがそのベースにあるのではない

かと思わせてもらっています。 

      以上です。 

 

小林会長  後、私の意見です。先ほどの防災の話に絡めて言いますと、例えば、男性リーダー

が仕切りました。でも、その男性リーダーには女性に対する配慮が足らなくて、いろ

いろと足りないとこがあったということは、その男性リーダーはその配慮に対する能

力が欠けているということにもなりかねないわけです。だから、必ずしも男性のみで

仕事をするということがいいことかどうかは、それはちょっと疑問があるかと思いま

す。 

      それから、例えば伊賀市で採用する時には、平等でやられていると思います。数字

合わせるだけだったらいくらでも採用の時にちょっと裏でこっそりとやればできる。

それがなかなか達成できないというのは、平等にやられているんではないかと思われ

ます。 

      それから、工学部。さっきもその話ありましたけれど、確かに女子学生をいっぱい

入れたいのはあるんですけど、そのコンセプトとしては「社会に出るといろいろと勉

強になる、自分の能力を発揮できる、達成感を得られる、子どもの教育にも役に立つ、

人生充実する、できると。そういう充実した人生を送るために、従来の概念に囚われ

ず、どんどんと、興味があり、やりたいと思うならば、慣習・慣例じゃなく、どんど

ん飛び込んできてください」と女子生徒に話しているし、勧誘はしているつもりです。 

      まだ、数が少ないので、統計上どうかは言い難いことはありますが。概略、女子生

徒はみんな結構優秀。オフレコですけども、ちょっと男子学生に不真面目というか、

そういう学生が多く、そこを埋めるために学生を増やすしかないって感じているとこ

ろです。あくまで、私の感じていることはそういうことです。 

      この議題なかなか尽きないとは思いますが、こんなところでいかがでしょうか。 

 

委 員   ちょっと納得のいかない部分もありますが、とりあえず。 

 

小林会長  ありがとうございました。時間の都合ありますのでもう後１つか２つぐらいで。も

し、ありましたら質問をいただきたいと思います。 

 

委 員   すいません、民生児童委員の本田と申します、よろしくお願いします。今日はちょ

っと防災の話が度々出ているので。委員からも最初、そういう女性部の関わりのお話

もございましたけど。さっき先生の話からもありましたが、その配慮できないところ

はそういう能力がないのではなくて、そういうことを教えられている、教える環境が

ほしい。 

      例えば、防災に関して言えば、ボランティアのコーディネーターの養成講座。これ

は、社協がやってみえます。これは私も行かせてもらいましたが、女性は当然少ない
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です。だけど、地域によったらそういう意識が。この話される会長とかそういう役の

方が出て見えるところもあれば、女性の役員もいらっしゃるので、順番制で「本年度

は、女性の役員のあなたが行きなさい」と順繰りでそのボランティアの養成のコーデ

ィネーターの講座ですから、どういうことを実際に起こった時にやらなきゃいけない

という。女性とか子どもとか、あるいは被害者への配慮も含めてそういうことを教え

てもらえる機会があるので、そういうところにもまず役員の中に女性が参画すること

も大事ですけども、そういった立場じゃない方々でも、そういったところへもっと進

出というか。学びにいける環境があるので、それをもっと増やすべきじゃないかと思

うんです。そうすることで、災害が起こった時、みんな被災者ですから、役所の方々

が全部救出できるわけじゃないので。その中からボランティアで救出の人を選んで。

体育館１つにしても「どういう仕切りをしたらいいか」から始まるということも知ら

ないことをたくさん教えてもらう。あまり知識ばかり豊富になるのも、どうかとは思

いますが。実践であって、また使えることをたくさん教えてもらえるので、そういう

利用の仕方もあるんじゃないかなと思いました。 

 

事務局   ありがとうございます。まさにその通りだと思っています。男性もやっぱり勉強し

ていかなければいけないと思いますし、またいろんな形の中で目線を・視線を落とし

ていくと。言い方はおかしいかもわかりませんが、いろんな角度から見ていく必要が

ある。そこで気づきがあって、また男女の中で協力したらよいものができていくので

はないかと思ってます。そういうことも含めながら、男性からの気づきも含めて今後、

ちょっと考えていきたいと思います。 

 

小林会長  という形でいいでしょうか。よくわかりました。 

      そろそろ時間ですので、次に行かせていただきたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

      次は、基本目標Ⅱについて、事務局から説明をお願いします。 

 

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。 

     13 ページ～18 ページです。基本施策４「男女共同参画を実現するための意識づくり」

です。 

      13～15 ページの事業番号 22 をご覧ください。「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・男女共同参画課と各支所振興課が人権啓発地区別懇談会

を開催さしていただき、固定的性別役割分担意識の解消等について懇談を行いました。

評価はそれぞれＢ～Ｃです。幅広い年代層の方が懇談会に参加していただくことが今

後の課題と思っています。平成 32年度に実施予定の市民意識調査で、指標項目の「『男

は仕事、女は家事・育児・介護』と思わない市民意識の調査の割合」が 55％を超える

よう、粘り強く今後とも取組んで行きたいと思っています。 

      続きまして、16 ページの事業番号 23 をご覧ください。「男女共同参画センター情
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報紙の発行」で、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回発行さしていただきました。今年度は、

開催したセミナー・講座等のレポートや今後の事業予定を各号に掲載し、男女共同参

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

わる言葉をトピックスとして取り上げ、啓発に努めました。評価はＡです。 

      続きまして、事業番号 24 です。「情報の理解・判断力を高める講座の開催」では、

7 月 2 日に、あやま文化センターにおきまして、「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行い、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。また、伊賀市出身の女性映画監

督からのメッセージを披露するなど参加者に身近な作品として鑑賞してもらえるよう

工夫をさせました。ＤＶ、障がい者、高齢者、子育てなど多分野に亘って考えさせる

内容であったため、アンケートでは 87％の方が「よかった」と回答していただいてい

ます。また、「いろんな角度から自身を見直すことができた」という感想や、「子ど

もを抱きしめたいと思った」など、これからの生活で早速実践するという声が多く寄

せられました。206名の方が参加され、評価はＡです。 

      続きまして、18ページの事業番号 27「人権相談の充実」です。当課では「女性弁護

士による法律相談」を年 12回実施しています。市広報を通じて周知しており、年度末

までに 43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。 

      また、こども未来課では、女性相談員１名、母子・父子自立支援員１名、家庭児童

相談員２名を配置して、女性やひとり親家庭のあらゆる相談に応じ、社会的不利に置

かれた女性や子どものために取組んでいます。評価はＢです。警察、女性相談所、ハ

ローワーク、児童相談所など関係機関と連携しながら支援を行っていきたいと思って

います。 

      次に、19～26ページの基本施策５です。「保育・学校教育・生涯学習等における男

女共同参画の推進」です。 

      まず、19 ページをご覧ください。事業番号 28 番「男女平等の保育・教育に関する

研究の推進と研修の充実」では、保育幼稚園課はすべての保育所（園）幼稚園におき

まして、研修会を行い職員の意識向上に努めています。保育士間に意識や指導方法に

ばらつきがないよう共有化を図ります。 

      学校教育課では、すべての学校で「男女が対等な立場で社会のあらゆる分野にとも

に参画し、責任を分かち合う社会をつくる」といった視点で実践しています。男女が

ともに社会を作ることの大切に気づき、そのために自分が出来ることをしようとする

姿勢を養っていきます。評価は、いずれもＢです。 

      続きまして、事業番号 30「職場体験、ボランティア等の体験活動の充実」では、す

べての学校で性別にこだわることなく、何をしたいのか、どんな仕事に就きたいのか

を大事にしたキャリア教育を実施しました。指標項目の「職場体験を通して自分の生
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き方や進路を深く見つめ直すことができた生徒の割合」は、アンケート調査により 87％

で、目標の 75％を達成しました。評価はＡです。今年度は、88％を目標にキャリア教

育を推進していきます。 

      続きまして、20 ページの事業番号 33 をご覧ください。「女性教員への管理職試験

の受験推奨」です。教育現場で女性が管理職になることの意義を踏まえ、該当者に受

験を呼びかけました。管理職選考試験受験者 33人のうち、女性は前年度から２名減少

し７名でした。評価はＣです。今後も、受験を推奨していきたいと思っています。 

      続きまして、20～24 ページまでの事業番号 34 をご覧ください。20 ページ「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、

男女共同参画のフォーラムやセミナーを開催し、男女共同参画を自分のこととして考

える学習機会を提供いたしました。 

      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 14回の講座やフォー

ラムを開催しました。評価はＢです。 

      男女共同参画を進める上で男性の理解とサポートが不可欠であることから、平成 29

年度から新しい取組みとして、３年間で 45人の男性リーダーの育成を目標に「こんな

男がいてもいいじゃないか塾」を開催する予定です。 

      続きまして、21ページをご覧ください。伊賀支所では「ＬＧＢＴの基礎知識～ジェ

ンダーと多様性」を、島ヶ原支所では障がいを持つ子どもの育成の講演「生きている

幸せを感じて」を、22 ページの阿山支所では「ハラスメントとは？～セクハラ・パワ

ハラについて考える」を、23 ページの大山田支所では「ワーク・ライフ・バランスで

まちが変わる！？～これからの生き方・働きかた～」と「男の料理教室」を、青山支

所では「防災・減災と男女共同参画～誰もが安心・安全な避難所のために～」の講座

を開催していただきました。生涯学習課の上野公民館では、人権政策・男女共同参画

課と共催で高齢者を対象に「ジェンダーと男女共同参画、性をはじめとしたマイノリ

ティの話」を、阿山公民館では「ハラスメントとは？～セクハラ・パワハラについて

考える」の講演会を開催しまし。評価はそれぞれＡ～Ｂです。 

      男女共同参画社会の実現に向け、生涯にわたって学習する機会の提供に努めます。 

      次に、27～30 ページの基本施策６です。「あらゆる暴力の根絶」をご覧ください。 

      27ページの事業番号 38です。「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運動」の展開に合わせ、こども未来

課、人権政策・男女共同参画課と各支所で連携を取り、啓発ポスターやパンフレット

をショッピングセンター、地区市民センター、子育て支援センター等に配布し、パネ

ル展を実施しました。 

      人権政策・男女共同参画課では、ハイトピアの男女共同参画課の情報スペースで「作

ろう！知ろう！パープルリボン」と題してパネルを特設しました。市民参画により、

女性に対する暴力根絶のシンボルの「パープルリボン」を作成しました。また、市職

員が名札にパープルリボンを付けて啓発にも努めました。評価はＢです。 

      続きまして、30 ページをご覧ください。事業番号 46 です。「セクシャルハラスメ
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ント等防止への啓発」ということで、人事課が研修を行い、ハラスメント相談員と監

督職から 55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Ｂ

です。平成 27 年 10 月に施行された「ハラスメント防止等に関する要綱」に基づき、

ハラスメント対策相談員を設置し、職員が相談しやすい体制で働きやすい職場づくり

に努めます。 

      続きまして、31ページ～34ページの基本施策７「生涯を通じた健康づくり」です。 

      32 ページの事業番号 50 をご覧ください。「こころの健康づくりに関する啓発及び

支援体制の整備」で、健康推進課と人事課が「こころの健康問題の啓発と支援体制の

整備」に努めました。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

組みの評価はＡとＢです。 

      続きまして、33ページをご覧ください。事業番号 52「ライフステージに応じた健康

診断と健康相談の充実」です。健康推進課が、生涯を通じて健康の保持・増進のため

の健康づくり事業を展開しました。指標項目となっている「女性特有のがん検診受診

率」の実績値は、子宮がん検診受診率 18.7％、乳がん検診受診率は 20.1％で目標値に

は届きませんでした。評価はＣです。今年度目標値の子宮がん検診率 25.5％、乳がん

25％に近づけるよう健康管理に取組んで行きたいと考えています。 

      続きまして、事業番号 53 です。33 ページです。「妊娠・出産期に関する男性の理

解の促進」では、両親学級の男性の参加を促し、妊娠・出産・育児への理解を推進し

ました。評価はＢです。今年度も妊婦教室を休日に開催し、夫婦同伴の参加を勧めま

す。また、各種母子保健事業開催時には、出産・育児について男性の理解を促してい

きます。 

      以上、主なものをご説明させていただきました。 

 

小林会長  ありがとうございました。質疑をお願いします。 

 

      基本目標Ⅱの中でＣが付いているのは、どれもこれも結構難題が多そうですね。ま

ず、事業番号 22「『男は仕事、女は家事・育児・介護』と思わない市民意識の割合」

これがＣが付いていますけども。これは、なかなか 55％まで行くにはそうとう大変だ

から、今のところ見通しがちょっと暗い感じでしょうか。 

 

事務局   まだまだそのような土壌というか、日常生活の中で男性は田舎ということも含めて

まだまだ浸透し切れていないところがございます。今後、もっと啓発に努めていかな

ければならないと思っています。 

 

小林会長  この数値出るのは、何年間かに１回の意識調査。 

 

事務局   27年度の意識調査です。 
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小林会長  前回は何％でした。今、目標 55％でしたけども、その時の数字から。 

 

事務局   47.1％ですね。 

小林会長  47.1％。ただ、目標 55％です。これはなかなか上がらないというところでしょうか。 

 

事務局   まだ、後４年ございます。その中で頑張っていきたいと思っていますし、また、皆

さん方にもご協力していただけたら上がるんではないかと思っています。 

      今度、意識調査しますのが、平成 31年に実施する予定です。 

 

小林会長  その時に、55％は達していたいということですね。 

      後、Ｃが付いているのは「女性教員の管理職試験への受験推奨」。事業番号 33です

か。全部で校長先生は 11名のうち受験者数に女性２名、教頭先生は全受験者数 21で、

女性５名ということ。 

      これ、ご経験で何かご意見等ございますか。 

 

藤岡副会長 とても受験者が少なくなっているのが今現在の状況だと思います。女性が以前より

かなり少なくなっているので、どうしてかいろいろ話などを訊いてみると「65 歳まで

の定年はもういい」って言う人もいたりいろいろだと思いますけれど「こんなに少な

いのか」って思わせてもらいました。今、びっくりしました。 

 

小林会長  何か考えられる原因とかありますでしょうか。 

 

藤岡副会長 今言ったように「もう、65歳まではいい」って。 

 

小林会長  もう、そこまで働きたくはない、と。 

 

藤岡副会長 何かちょっと最近は、早く辞められる方多いです。先生、そうでもないですか。 

 

委 員   一つは「管理職の魅力がない」っていうのでしょうか。僕の立場で言うのも何です

が、やっぱり責任ばっかり増えてきて、いやらしい話ですけど、給料削られています。

ですので、もう、普通の教員でいた方がいいと（思う先生が増えている）。 

      僕は今、小学校行かせてもらっていますが、やっぱり「子どもに関わるのが好きで」

という理由で先生になったというのは本気だと思いますので。やっぱりそんなことを

考えると「そんな苦労してまでなりたくない」という感じで思われている方が多いよ

うな、僕の身近では。 

      だから、先ほども言っていただいたように「力量がない」わけではない。そういう

（力量のある）方はたくさんおられますが、試験もそれなりの勉強をしないことには、

「受けりゃ、合格します」なんて話ではないので、それなりに余計前のことをしない
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といけない。それなら、子どものことをしたいって言うふうに思う。やっぱり、管理

職になったら自分のやりたいことというかできるっていう部分はあるんですけども、

ちょっとそこへ行くまでに「もう、いい」って言う方がやっぱり多いっていうのがあ

ると思います。 

      これはもう、県教委の話なので、給料削られる話は。やっぱり現実、今年もそうで

すし、残業もやっていますので「管理職はブラック」という感じになっています。 

      以上です。 

 

事務局   私の知っている先生も数人おるんですが「やっぱり子どもに関わっていたい、現場

に関わっていたい」という先生方もおられます。非常に真面目というか、子どもを中

心に置いた教育活動をしていただいています。そういう先生もいるということを覚え

といていただけたらありがたいです。 

 

委 員   「なれる環境」はあります。それは間違いないです。 

 

小林会長  後、Ｃは、事業番号 52の検診です。受診率があまり上がらないということですか。 

 

事務局   受診率が上がらない一つには、啓発の周知が足らないことも原因にあるだろうし、

検診に行く時間帯も含めて、当該者の方が時間的に合わないとかいろいろ環境がある

のではないかと推測されます。 

      ちょっと、深い原因までは探っておりません。申し訳ございません。 

 

小林会長  例えば、その時間が合わないというのなら、もう少し時間を拡げてみようとか何か

そういう試みはされたりするんでしょうか。 

 

事務局   申し訳ございません、しておりません。 

 

委 員   私も、毎年（検診に）行っていますけど。 

      今は、大体土日あります。「日にちが合わない」とおっしゃいましたが、結構あり

ます。広報にも「前期」と「後期」と周知もされています。だから、意識だと思いま

す。ちゃんと健康推進課で春と秋と検診あり、各支所にも行って、すごくやっていた

だいています。だから、やっぱり皆さんの意識の問題だと思います。 

 

事務局   申し訳ございません、認識不足で。そのことも含めて、周知徹底図ってまいります。 

 

小林会長  よろしいでしょうか。よろしければ、今度、基本目標Ⅲに進ませていただきたいと

思います。 

      Ⅲについて事務局から説明をお願いします。 
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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。 

      ページ数は 35～42ページとなります。基本施策８「調和のとれた仕事・家庭・地域

生活の推進」です。 

      35ページ、事業番号 57です。「伊賀市子ども・子育て支援事業計画の推進」では、

子ども・子育て支援計画に基づき、ワーク・ライフ・バランスを推進します。こども

未来課では、放課後児童クラブを設置し、共働き家庭の児童に対して、放課後の適切

な遊びや生活の場を提供しました。指標項目「市内の小学校のうち放課後児童クラブ

のある小学校の割合」は 76％で、評価はＢです。 

      上野総合市民病院では、院内託児所運営事業を行い、看護師等の就業環境の向上に

努めました。評価はＢです。 

      続きまして、36～39 ページです。36 ページをご覧ください。事業番号 58「事業者

に対する両立支援の働きかけ」です。商工労働課と人権政策・男女共同参画課、各支

所振興課が企業訪問による啓発を行いました。また、伊賀市人権学習企業等連絡会と

商工労働課、人権政策・男女共同参画課が共催で、イクボス講座「なぜ、今、イクボ

スが求められるのか～イクボスが作る企業の未来～」を開催しました。48 名の参加が

あり、基礎知識を得る機会となりました。評価はＢで、引き続き、企業訪問ならびに

イクボス講座を実施し、セミナーや研修への参加を促進します。 

      続きまして、40 ページ、事業番号 60 をご覧ください。「育児・介護休業の取得促

進」です。指標項目「市男性職員の育児休業取得者数」は、目標の１名に対して、２

名が取得し、評価はＡとしています。今後も、毎年１人は取得をするよう次世代育成

支援特定事業主行動計画の実行的な推進を図ります。 

      続きまして、41 ページ、事業番号 62 をご覧ください。「男性の家事自立をめざす

講座の開催」では、おとこの料理教室を年代で分けて２回開催しました。男性の家事

自立につながり、家庭での男女共同参画が進むことを伝えました。評価はＢです。 

      同じく 41 ページの事業番号 63「男女共同参画の家庭生活の支援」では、三重県内

男女共同参画連携映画祭を開催し、男性にも参加してもらえるようにＰＲしました。

また、男女がともに参加できる講座として、「男女一緒に気づいて広がる発見講座 オ

ーストラリアの暮らし～男女共同参画の視点から～」を開催し、家庭内で役割分担や

生き方を考え直す機会を提供しました。評価はＢです。今年度は「男女一緒に気づい

て広がる発見講座」の第２弾として、南米編を開催します。 

      続きまして、43ページをご覧ください。基本施策９「家庭生活における男女共同参

画の推進」です。事業番号 68「介護における男女共同参画の推進」では、介護高齢福

祉課で介護保険制度やサービス内容について啓発を行いましたが、まだまだ「女は家

事・育児・介護」という意識があります。家族介護教室や介護予防教室の参加者も女

性が大半を占めています。 

      介護は男女を問わず家族や地域全体が行うものという意識を高めるための学習機会

を提供していきたいと思ってます。評価はＢです。 
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      続きまして、同じページの事業番号 69「父親の育児参加の促進」では、保育所や園

の行事開催日や内容の検討により、父親の行事参加は増加傾向にあります。今後も引

き続き、参加しやすい開催日や内容を検討してまいります。評価はＢです。 

      以上で、基本目標Ⅲの主な事業等の説明とさせていただきます。 

 

小林会長  ありがとうございました。質問、討論いかがでしょうか。 

 

委 員   40ページの事業番号 61「家庭教育への男性の参加促進」と前の事業番号 60もです。

普通、私企業では「男女が育児休暇、介護休暇も取ってもいい」と国が旗を振ってい

ても、女性は育児休業や介護休暇を制度上、取ることはできるが、男性は実際、制度

があっても取っていけない。だんだん改善されているかもしれないですが・・・。 

      これは、結局、会社の事業主が本当に「取っても良い」と思っているかどうかです。

実際、それでやっていけるかどうか。いくら旗を振っても、実際に企業は成り立って

いかなければ駄目なので、本当のところはそのような状況に他の施策面でできない障

壁がある。それをまず直して行くことが先で、実際にそういうものがなくなってない

ので「休暇を父親もどんどん取って、女性をサポートしていけ」って言っても、その

ようなことが現実にはやりにくいのが実情で、その以外の面で改善していくことを、

放っておいてこういうことを言っても、なかなか実現できないのが現状であると思い

ます。 

      以上です。 

 

事務局   企業について非常に厳しい実態であると私共も感じています。その側面で「働き方

改革」という形で今現在、伊賀市で進めさせていただいています。男性も女性も働き

やすい企業は、その企業の利益につながってくるという部分を含めて「働き方改革」

の中で男性の育児休暇並びに介護を含めた取組みを現在、取組み中です。 

      まだまだ浸透は薄いと思いますが、地道な取組みをしていかなければ企業もわかっ

ていただけない。強いて言えば、企業の利益になるところまでつながっていかないと

思っています。そういう姿勢を見せながら、今現在、市として取組みを進めています。 

 

委 員   そういうのは、行政が一私企業に働きかけはいいかと思いますが、強制はできない

です。 

 

事務局   そうです。 

 

委 員   それが、現実にみんながそういう企業であったら、実際、いろんな面に反して、み

んなから信頼されない、そういった障害がないようやっていく状況に持っていかない

と。ただ、声だけではどうかなと。要は、罰則とか指導とかそういうものもはっきり

わかるような形でやっていかないと。なかなかこころの気持ちの面までは強制できな
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いものだと思います。 

      民間企業で働いていたら、実際、制度はあるものの「（休暇を）取ったら、帰って

きたらイスない」というようなことが実際行われているのが現状にある。そのへんの

意識改革をまず、もっと強く推進しなければ、“制度はあるが実行は無理”というの

が現状であると思います。 

      以上です。 

 

委 員   それに関しては、政府でも厚生労働省で「働き方改革」ということでやっておりま

すし、三重県においては知事が「イクボス宣言」されたりと雰囲気を醸成している状

態です。 

      それがおっしゃるように、障がい者雇用とか、法律で縛らないということです。こ

れは、まだそこまで世の中のコンセンサスができてないということで世の中の醸成に

働きかけをしている段階と捉えていただきたいと思います。ここに載っている資料、

行われている事業については、世の中全体をそういう雰囲気に持ってくため、例えば、

幼稚園の保護者の方、男性の方にそういう意識付けをして行くというのは、側面から

の補助ということで企業もまた考えも変わってくるということ。 

      難しいのはよくわかりますけども、みんながそういう意識になっていくことが大事

ではないかと思いますので。言われることはよくわかりますけれども、この事業につ

いて、私は賛成だと思います。 

 

事務局   ありがとうございます。企業につきましても、企業対企業対企業という風に、いろ

いろと企業が重なっていますので伊賀市行政としても、すべての企業にご理解いただ

くような周知の仕方並びに徹底の仕方をしていかなければと思っています。当然、罰

則規定等は行政サイドでは行いませんで、根気強く丁寧に企業にこの働き改革をして

行けば企業も利益が上がるということで。行政も含めて頑張っていきたいと思ってお

ります。 

      遅れていることは事実だろうと思いますけども、取組みにご協力いただければあり

がたいと思います。 

 

委 員   明確な回答ありがとうございました。 

 

小林会長  この問題は、たぶん、もう、相当時間かかる問題で、地道にちょっとずつ前へ進む

しかないかと思います。 

      後、事業番号 57番で、事業の概要として「伊賀市子ども・子育て支援事業計画に基

づき、ワーク・ライフ・バランス推進します。」この事業の概要は理解しました。こ

こに対する事業実施計画ですが、「…小学校の校区再編の状況を勘案し、ニーズの高

い校区から順次、放課後児童クラブを設置します。」ということで、そこを取り上げ

てられています。たぶん、意識調査の中で一番要望が結構高かったのがここらの話。
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ここの事業実施計画は小学校入ってからの話ですけども、小学校に入る前の、保育園

に対する事業計画はちょっと見えないですが。これは、確かに、策定の時に何かしら

言うべきだったことではあったかもですが。その辺りはさらに保育園とかに関しても

何か付け加えるような施策とかはないかと。まずは、現状の認識と、何か問題があれ

ばそこへ対する施策が必要ではなかろうかと思うんですが。そこら、いかがでしょう

か。 

      例えば、今、ここに書いてあるのは放課後児童クラブの待機児童の話ですけど。課

長、保育園の待機児童の話とかはどうなってるんでしょうか。 

 

保育幼稚園課 保育幼稚園課の濱村です。よろしくお願い申し上げます。今、保育所の話が出ま

した。伊賀市の保育所ですけども、公立保育所が 17 園と私立の保育所が 14 園ござい

ます。参考ですけど、認定こども園が１園、公立幼稚園が１園、私立幼稚園が１園、

となっています。 

      今、委員長から質問ございました待機児童ですが、29年 4月 1日で国へ報告させて

いただいた待機児童は３名になっております。３名のうち１名は、育児休業を延長さ

れる方が１名、それから、後２名おられます。これが出ている原因が、報道等でよく

聞かれると思いますが、保育士の不足が主な原因です。今、国に報告を上げたのが３

名と申し上げましたが、それ以外にも、私的に待っていただいている方もございます。 

 

小林会長  「私的に待っている」とは？ちょっとよくわからない、どういうことでしょうか。 

 

保育幼稚園課 「特定の保育所を希望されている方」になります。伊賀市ですけども、合併して

かなり広い面積を有しておりまして、上野の市街地にはかなり人口集中していること

があり、そこの保育園には希望が高く、なかなか入りにくい状況があります。 

      ただ、少し距離を取れば、入っていただける保育所もありますが「希望している保

育所を空くまで待つ」と言う方がそれだけおられる状況になっています。 

 

小林会長  「私的待機児童」は、何名ぐらいでしょうか。 

 

保育幼稚園課 40名。 

 

小林会長  40名。結構、それは多いですね。 

 

保育幼稚園課 もう一つ、原因としまして、市では、新年度の申込みを 10 月末から 11 月頃に行

います。その申込みをされた方については、入っていただけるように保育士とかい

ろんなことを調整してまいります。それ以降の１月、２月、３月にどんどん申請が

出てくるわけですけども、なかなかそこまでは追いついていない、4月 1日にはちょ

っと追いついていけないような状況がございます。 
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小林会長  ということは、１年待てば入れるということになるんですか。 

 

保育幼稚園課 統計を取っているわけではございませんけれども、一斉募集の時に申込んでいた

だければ、ほぼ入れているんじゃないかと思っています。私的待機の方は除いて、

です。 

       伊賀市の児童の状況につきましては、以上です。 

 

小林会長  他に。 

 

委 員   事業番号 60番です。市の男性職員の育児休業取得者数は、目標１名に対して２名と

実績が上がっているということで。恐らく、だいぶ職員に対する呼び掛けとかもして

いただいたと思うんです。委員の話にもありましたけど、男性も女性も共に取りやす

いような職場環境づくりをまずは「隗より始めよ」で、市役所からしていただけるの

はとてもありがたい話だと思っています。 

      ちょっと基本目標Ⅰになるんですけれども、女性の管理職の割合ですね。伊賀市役

所は、県下でもトップクラスを走っておりますので、引き続き男性の育児休業の実績

値は伸ばしつつ、ぜひ、頑張って県内を引っ張っていただきたいと思っています。 

      質問というより、今後も頑張っていただきたいという思いを込めて発言させていた

だきました。   以上です。 

 

小林会長  ありがとうございました。 

      すいません、事業番号 59はＣが付いているんですが、ここについては説明何かあり

ましたか。 

 

事務局   申し訳ございません、していません。「ノー残業デー」伊賀市につきましては、す

べての職員、水曜日は残業しないと決めておりますが、業務の集中してくる場合もご

ざいまして。忙繁期も含めて残業が続いてくるということも含めてまだまだこれから

していかなければ、あるいは、外部も含めて考えていかなきゃならないと思っていま

す。 

      申し訳ございませんでした。 

 

小林会長  基本目標Ⅲにつきましてはよろしいでしょうか。 

      ありがとうございました。これで、協議事項（１）は終わりにさせていただき、協

議事項（２）「その他」です。事務局さん、何かございますか。 

事務局   皆さん方のお手元にチラシを何枚か置いてあります。 

      一番初めに橙色の色のチラシですが、三重県内男女共同参画連携映画祭 2017のチラ

シです。9月 9日土曜日にあやま文化センターで、大竹しのぶさん主演の「女たちの都
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～ワッゲンオッゲン～」を上映します。元気パワーを貰える、まちおこしの話です。

ぜひとも、皆さん方、時間に都合がつけば、観に来ていただければありがたいと思っ

ております。 

      その次ですが、黄色のチラシになっています。9月 20日に「男女一緒に気づいて広

がる発見講座」で、昨年のオーストラリア編に続き、第２弾、南米編を午後２時から

４時にハイトピア伊賀で飯塚友佳子さんをお招きし、させていただきます。また、皆

さん方、これも時間の都合のつく限り、ご参加いただければありがたいと思っていま

す。また、身近な方々もお誘いの上、ご参加いただいたら、もっと男女共同参画が広

がるんではないかと思っています。 

      続きまして、緑色のチラシ。これにつきましては、男女共同参画社会の実現のため

に男性の理解と協力が不可欠であるという考えの下、10 月からスタートする月１回の

男性対象講座です。今年度から３年間で 45人の「みんなを活かす男性リーダー」を育

成することを目標に取組みます。「こんな男がいてもいいじゃないか塾」と題して、

調理実習２回を含んだ計５回の連続講座になっております。３回以上の出席で修了証

と「男女共同参画アドバイザー」の名刺をプレゼントさしていただきたいと思ってい

ます。職場や地域などいろんな分野で男女共同参画の視点をもって活躍いただけると

思いますので、男性の募集に際して、委員の皆様にもぜひ「参加してみては」という

男性がおられましたら、お声掛けいただいて申し込んでいただければありがたいと思

っております。 

      以上です。 

 

小林会長  ありがとうございました。その他、何かございますか。無いようでしたら、本日は

これを持ちまして終了させていただきます。 

      長い間、ありがとうございました。 

 

（会議終了） 


