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１１１１    報告事項報告事項報告事項報告事項    

①①①① 第２次焼津市男女共同参画プランについて第２次焼津市男女共同参画プランについて第２次焼津市男女共同参画プランについて第２次焼津市男女共同参画プランについて 
【平成 29 年度上半期実績報告について事務局より説明】 

 

≪岡村委員≫ 

   実績を積み上げていらっしゃって、市民としても感謝している。 

施策の中で、明確な目標を有する施策もあるが、他に、これをもって目標達成とみなす施策が

あるなら、今後会議の資料として出して頂けるとありがたい。例えば「講演会やって終わり」

という形ならば、何か目標を持ってやってもらいたい。 

 

≪堀内主幹≫  

   今回の上半期の報告は実績でやったかやらなかったかの報告であり、この後、1 年終わった 

ところで、全体の評価として、二重丸、一重丸、三角等 5 段階の評価に分ける。しかし、岡村 

委員のおっしゃった通り、基準が明確ではないのは確かである。例えば、今回の目玉は「子ど 

も相談センター」に女性相談員が 1 人専属でついたというのはかなり市としては大きなことで 
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◇ 会議公開 

 

◇ 傍 聴 者 

平成 29 年 11 月 29 日（水）13 時 55 分～15 時 40 分 

会議室棟 203号室 

 

１ 報告事項 

① 第 2 次焼津市男女共同参画プランについて 

・平成 29 年度上半期実績報告 

② 次期焼津市男女共同参画プラン実態把握調査途中経過について 

２ その他 

  ・「第 1 回父弁・じいじ弁フォトコンテスト」審査 

  ・「男女共同参画・人権フォーラム in やいづ 2017」 

  

【推進市民会議委員】10 名 

犬塚 協太、小池 たき子、越後 絹子、岡村 幸治、釜田 和子、近藤 征夫、 

佐野 正子、髙梨 和子、増井 貴子、三浦 徹 

  

【事務局】5 名 

池ヶ谷友彦 （市民部長) 

渡辺  晃子（市民協働課長） 

堀内  千穂（市民協働課 男女共同参画担当主幹） 

山本 かおり（市民協働課 男女共同参画担当主任主査） 

鈴木  千鶴（市民協働課 男女共同参画担当主任主事） 

 

【㈱サーベイリサーチセンター】2 名 

菊川 二郎、吉原 圭佑 

 

可 

 

なし 

平成 29年度 第 3回 焼津市男女共同参画プラン推進市民会議 会議録（要旨） 
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あり、それは二重丸だと私自身は思っているが、二重丸、一重丸、三角なのか確かにその基準 

はつけにくく、それは今後、課内・市役所内でちゃんと明確な基準を作らなければと思ってい 

るところである。ただ、これから丸印だけではなくて、精査していくつもりである。 

 

≪近藤委員≫ 

   7 ページの重点目標 3 の防災で、危機管理（政策・対策）課でやって頂けると思うが、女性 

にも自主防災会にもっと参加してもらいたい。自主防災も地域に密着させるように推進しても 

らいたい。 

   各担当課の目標項目は上期と下期で同一か。 

 

 ≪堀内主幹≫ 

  もしかしたら報告を見て多少変更があるかもしれない。 

 

≪犬塚会長≫ 

   上半期の報告を拝見すると、計画自体の作り、例えば具体的な施策内容や各年度の取り組み 

内容の具体的かつ客観的なゴールがどこまで各担当課で作られているのか、また、チェックす 

る体制があるのか、各担当課もゴールを意識しながら 1 年間数値なら数値を上げる努力をされ 

ているのか、ちょっと正直これでは見えない。なので、これは 2 次計画なので、次の 3 次計画 

では成果目標を、単年度ごとにはどこまで、最終年度にはどこまでという明確な目標を作るべ 

きである。いわゆる取り組みの成果が直接表れないものもあるので、そういうものは経過目標 

という形で、それでも数値が少しでも改善されるような目標を作るべきである。そういうこと 

が必ず計画の中に入っていく必要があると思う。 

 この報告書を見ると、やったことはやったと書いてあるが、ちょっと情報が少ないという気 

はする。例えば、単純なことを申し上げると、色んなイベントに参加されている方の人数は書 

いてあるが、男女が何人ずつなのかという数字はあまり出てきていないのではと思う。男女共 

同参画に係る基本中の基本の数値で、これがないと、イベントを開催しても実施してどういう 

効果があったのかが見えにくい。 

 事業をされている内容は書かれているが、男女共同参画の視点からどういう意味・効果があ 

るのか、わかるものと見えにくいものが混在している。例えば、8 ページの重点目標 4「国際 

社会の立場に立った男女共同参画の推進」では、上 2 つの事業に姉妹都市交流・中学校への ALT 

の派遣とあるが、男女共同参画との関係がわからない。これをやったら男女共同参画にどのよ 

うなプラスの効果があるのか、もう少し明確に出てこないと、事業として男女共同参画計画に 

位置付けられている意味が見えてこない。例えば、姉妹都市交流なら男女共同参画をテーマに 

何かミーティング等を行った、ALT なら教材で男女共同参画に係るものを使った、というのな 

ら意味がわかるし、評価の対象になってくる。この報告書だけだとよくわからない。このよう 

な事例が他の施策においてもあるのではないかと思う。男女共同参画という立場からすれば、 

もっと男女の視点を入れていかないとわかりづらい。 

   同じように、12・13 ページの重点目標 1「男女の心身の健康保持と増進」においても、たし 

かに個々の事業は健康に関するもので個々に意味はあるが、このように全部まとめて並べられ 

たところで、これが男女共同参画の視点でどういう意味合いがあるのか、ちょっとよくわから 

ない。例えば、上から 2 つ目の健康づくり推進課によるがん検診を男女共同参画の中に位置付 

けてやるのなら、男性・女性特有のがんや男女で大きく発生率が異なるがんで受診率がどれだ 

け上がりましたといった数値が出てくると、初めてそれで男女共同参画の視点からの実績評価 

に繋がってくると思う。 

   全体的に、客観的なデータ・数値に裏付けられたもの、かつ、委員会メンバーがわかるもの 

に大きく変えていく必要がある。 

 全体的に啓発・情報提供が多い。この段階にとどまらず、もう少し実質的な中身に踏み込ん 

でいく取り組みを増やしていくことが大事である。一番強く感じたのは、女性活躍・働き方改 
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革・ワークライフバランスの視点からしても、企業や職場との連携によって、情報提供にとど 

まらない、例えば市役所と企業団体が一緒に何か取り組むというような企画はどんどん必要な 

時代になるということである。 

 審議会の女性登用率 4割というのはなかなか高い目標なので難しいとは思うが、良い目標で 

もある。現状のままだとなかなか変わらないと思うので、ここも踏み込んでやるのなら、そも 

そも人材をどう育てるかといった視点から、もうちょっとあってもいい。 

 こういう資料の書き方も含め、見直して頂く方がいいと思う。ご相談頂きながら、私も考え 

ていきたい。 

 

②②②②    次期次期次期次期焼津市男女共同参画プラン実態把握調査途中経過に焼津市男女共同参画プラン実態把握調査途中経過に焼津市男女共同参画プラン実態把握調査途中経過に焼津市男女共同参画プラン実態把握調査途中経過についてついてついてついて 
 

【次期焼津市男女共同参画プラン実態把握調査（市民）途中経過について委託業者より説明】 

 

≪岡村委員≫ 

  統計的な話で、どういった集計を行うのか。 

 

≪菊川≫ 

   集計結果と回答データを焼津市様にお渡しする予定である。この調査は回答で男女差が大き 

いので、男女別・年代別といったクロス集計等を行う。今後、どのように報告書に載せるかは 

焼津市と相談する。 

 

≪岡村委員≫ 

問 16は男女差が大きく出るだろうから、男女別で見たい。問 1 と問 7の回答の関係を知り 

たい。 

 

≪犬塚会長≫ 

データの見せ方についても検討していくべき。クロス集計等の結果も出して頂くことになる 

のかなと思う。 

F2の年齢構成について、前回より 40 代・50 代が増えており、少しずつ現役世代・労働世代 

の声が反映されるのは良かったが、20 代・30 代が少ない。60 代と 70 代だけで半分を占めてい

るので、全体的には高齢者の意見がかなり反映された結果となっている。どうしても内容を見

る際にもそこを注意しなければならない。  

問 2 は面白い結果である。無回答が 2割近くあるのは残念。「働いている人だけが回答する 

べきもの」と誤解されたのだろう。逆に、そうだとすると、回答している人は働いている人に

限られる可能性が非常に高く、現役時代の声が反映されているのではないか。そうして見た時

に、「子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業を持つほうがよい」と「結婚し

ても子どもができても、ずっと職業を続けるほうがよい」の比率がほぼ同じであり、前回の結

果は「子どもができたら一旦やめて再就職」といういわゆる M字カーブ型・再就職型が 4割を

超えており、「ずっと職業を続けるほうがよい」という回答とは差があったが、かなり現役時

代の声が反映されている結果の中で、ここまで差が縮まってきていることは、私は非常に重要

だと思う。静岡県のデータ（H27）を見ると、同じ 2 つ（「子どもができたら職業をやめ、大き

くなったら再び職業を持つほうがよい」・「結婚しても子どもができても、ずっと職業を続ける

ほうがよい」）を比較すると、順位は違えどほぼ同じ数値の差になっている。傾向としては今

回の焼津市の結果とほぼ同じである。ちなみに、国（H28）は全く異なり、「子どもができても、

ずっと職業を続けるほうがよい」が過半数である。今後、焼津市・静岡県の傾向は全国の傾向

に近づいていくだろう。つまり、これからの男女共同参画の政策は、女性が進出していくこと

を踏まえて本格的に政策を進めていくべきである。 

男女共同参画に関する基本的な問いである問 6について、「どちらともいえない」の選択肢 
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を削除した結果、大きく見て賛成派は 41％、反対派は 44％であり、全体の割合としては反対

の方が多い。問 6のような聞き方をすると、性別役割分業意識は変わりつつあると言える。全

国的な流れと同じである。ただし、今回の結果のみではまだ本当の深いところはわからない。 

問 11・問 12 はワークライフバランスの希望と現実のギャップを把握する上で重要な質問 

である。前回調査と比較しても、前回と大差はない。トレンドとしては仕事優先にこだわる人

は少ない。ぜひクロス集計で年代毎の集計を出して頂きたい。回答者の半分が 60 代以上であ

り、就労してない人が多いであろうから、現役世代の希望と実態のギャップを見たい。 

問 23 で「就労環境を改善していくべき」という声が前回より 10％以上増加しており、企業 

との関わり方が重要になってきている。 

  

【次期焼津市男女共同参画プラン実態把握調査（事業所）途中経過について委託業者より説明】 

 

≪犬塚会長≫ 

問 2-1「女性従業員が少ない、またはいない」の回答割合が前回より高い。「必要な知識や経

験、判断力など、管理能力を有する女性が少ない」の回答割合が前回の 4割強から 3割に減少

したこと、「女性自身が、管理職になることを望んでいないことが多い」の回答割合が前回よ

り 10％減少したことは、目覚ましい変化である。良く解釈すれば、女性の能力が発揮できる

環境になりつつある。問題は「勤務年数が短く、管理職になるまでに退職する」の数値が増加

していることであるが、良く解釈すれば、各企業がこの問題に気付き始めてくれているのかも

しれない。 

能力活用に係る課題を問う問 4 で、「家事・子育て・介護など、家庭責任を考慮しなければ

ならない」という回答が過半数を超えており、前回はそこまで高くなかった。良く解釈すれば、

このような事情をちゃんと考慮して仕事をさせることが能力活用であると気付かれ出した。悪

く解釈すれば、介護等をしなければならないから能力活用がなかなかできないという受け止め

方で回答されているのかもしれない。 

事業所の女性従業員に対する姿勢を問う問 6で、①や③において「すでに実施している」と 

同じくらい「実施する予定はない」が回答されており、はっきり差が出ている。やっている事

業所もあればそうでない事業所もあるということである。④において、勤務時間を柔軟化すべ

きであるが「実施する予定はない（40.7％）」事業所も多くあり、企業側の働き方の見直しの

不足だと思う。⑩・⑪も「実施する予定はない」が 4割近くもあるところが気になる。 

問 7-1④は男性の育児休業が取られていない実態を露わにした。  
問 9で多く選択され、かなり深刻な状況の「休業期間中の代替要員の確保」「休業者の周囲 

の従業員に対する業務負担の増大」に対してどういう工夫が必要かということを、行政が企業

と一緒に進めていくべきである。 

 問 13 で「特にない」を選択した事業所が 4割を超えたことはかなり衝撃であった。 

        問 12 でセクシャル・ハラスメントが「問題になったこともうわさを聞いたこともない」が 

        78.7％あることの反映かもしれないが、企業としてはこのような対応でいいのか。表に出てき 

て       いないだけではないのか。非常に心配である。 

 ワークライフバランスを阻む職場慣行の見直し等を問う問 18 で「今後取り組みたいと考え

ている」が半数程度を占めているので今後に期待したい。ただ、反対に「取り組むつもりはな

い」も 4分の 1程度を占めている。 

事業所に対してはまだまだ意識啓発や実際の取り組みをどう促進させていくか、課題がいっ 

ぱいあることを私はこの報告から感じた。 

 

２２２２    その他その他その他その他 
  【「第 1回父弁・じいじ弁フォトコンテスト」審査について事務局より説明後、委員による 

投票】 
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  【「男女共同参画・人権フォーラム inやいづ 2017」について事務局より説明】  

  

 ≪渡辺課長≫ 

   次回市民会議を 1月下旬から 2月上旬に予定している。 


