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令和２年度第３回男女共同参画プラン推進市民会議（書面会議）会議録  
１ 参加した委員 
犬塚協太会長、朝比奈洋子委員、村田政美委員、鈴木佳奈子委員、浅沼成之委員、 

飯塚秀実委員、小谷野守弘委員、服部豪人委員、岡村一輝委員、越後絹子委員、 

斎藤不二代委員、飯田裕行委員、岡村幸治委員、川井幸子委員、鈴木英子委員  
２ 意見募集期間 
令和３年２月 12日～令和３年２月 22日（１回目） 

令和３年２月 26日～令和３年３月 10日（２回目）  
３ 各委員の意見  
（１）第２回男女共同参画プラン推進会議幹事会の報告に対する意見 

 

【犬塚会長】 

各グループの報告ごとへの意見は以下の通り。 

<A> 

・コロナ禍をきっかけとした研修等のオンライン開催は、終息の兆しが見えない来年度以降も引

き続き必須の課題となる。指摘の通り「必要な情報が必要な人にすぐ手に届く仕組みや情報の

整理」は啓発や支援に関わるあらゆるケースで重要課題。全庁的に早急な検討が望まれる。 

・地域、特に自治会対応としては、連合自治会などの一定の規模の地域組織をモデル地区として

取り上げ、市と連携して毎年男女共同参画地域推進事業などを順次実施して行くことが有効な

のではないか。 

・性的マイノリティ問題の啓発、制服改革、生徒会規約改革など、学校教育とジェンダーをめぐ

る新たな動きに期待が持てそうな状況がうかがえる。これらの一層の推進、加速化が必要と考

える。 

<B> 

・女性起業支援については、単に起業の時点だけでなく、起業後も相談や支援を継続的に行う伴

走型の支援方法を引き続き検討してほしい。 

・アンカーの活用で子育て世代の焼津市への定住を図ったり、時差出勤の推進など市役所が率先

してワーク・ライフ・バランス実現に取り組む姿勢は重要。イクボス育成にも市役所が率先し

て取り組み、市内事業所へのロールモデルとしての役割を果たすべき。 

・地域に潜在する男性人材の活用や居場所づくりのためにも、シルバー人材センターとの連携は

いいアイデア。 

・特に高齢者対象に Zoom講座を開くなどは、オンラインでの講座や研修の機会を増やさざるを得

ない状況下で今後一層重要な取組となる。 

<C> 

・男女共同参画施策推進のカギは市役所内の部局横断的な体制の確立。これができていないと、

今後ますます問題が複合的になるコロナ禍以降の課題に対処できない。困難なこともわかるが、

喫緊の課題として全庁的に意識付けをし、取り組むことがぜひとも必要。 
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・イベントや講座への参加を多世代にわたる参加の連鎖によって拡大していくのはいいアイデア。

自治会などへの働きかけについては、性別に関わらず広く呼び掛けることを基本としつつ、問

題に応じて女性だけに限定して意見を聴取するなどの組み合わせが肝心と思う。 

・実績に数値化が求められる事業については、まずはそのデータがどう工夫すれば取れるかを検

討してもらい、どうしても困難な場合は、それに代わる質的データの確保を検討するのが順序。

自由記載欄はその場合に活用するなど、担当課が評価の仕方の例を具体的に示していくことが

大事なのでは。 

 

【朝比奈委員】 

・今回はコロナのため通常の会議ができず、初めて書面会議となり少し戸惑いました。しかし、

今後はこういう事が当たり前になってくると思うので前向きに取り組んでいかなければならな

いと思いました。 

・送付していただいた資料は大変わかりやすく参考になりました。 

 

【村田委員】 

・～図れる、必要があるなどと言葉の終わりには全てついている。これでは、議論が外周をぐる

ぐる回るだけで本質になかなか近づいていかないのではないか。 

 

【鈴木佳奈子委員】 

・「女性を中心に」とか、そういう言葉が出ることが男女の差別に感じる。男性でも女性でも、チ

ャンスが平等であり、能力で評価されることを望みます。しかしながら、家庭内での男女の考え

方が平等でなければ、システムを作ったところで、女性の負担は頑張る女性ほど重くなるのが

現実だと思います。 

 

【浅沼委員】 

・Bグループ最後に記載がある「次期女性活躍推進行動計画」で、時差出勤の制度を取り入れ、職

員のワーク・ライフ・バランスの実現を目指しているが、すべての職種や職責で公平にかつ均等

に実施できる具体的なプラン策定が必要だと感じた。保育者や学校教諭、看護師、弁護士等は、

複数を一人で管理することが多く、時差出勤の継続的な実施については、職場内だけでなく社

会的な理解と協力が不可欠だと感じた。 

 

【飯塚委員】 

・LGBTに関しては、一人一人が自分らしく生きるためにも、学校教育の中で子どもたちに LGBTに

ついての正しい知識を教える必要性を感じます。子どもたちの中には、自分の性に対して違和

感を覚えてはいるものの、言い出せなくて苦しんでいる子もいるかもしれません。社会的にま

だまだ偏見を持つ人が多いので、学校教育の中で LGBTについて指導し、LGBTについて理解する

ことで、偏見の軽減につながると思います。 

・テレワ－ク専用施設「アンカ－」については知りませんでした。コロナ禍で新しい働き方への

対応策を考えてくださり、実行に移していただけていることは価値のあることだと思います。

「アンカ－」に関しては、駐車場があると利用する方も増えるのではと思いました。 

・地域の居場所に女性が多く、男性が少ないとありました。人と関わることはどんな年齢におい



Ｒ2-34 

3 

 

ても大切だと思います。女性が知り合いの男性をどんどん誘い出すことができればいいなと思

いました。 

 

【小谷野委員】 

・web活用、高齢者、行政分野間の連携など幅広く議論がされていると感じた。 

 

【服部委員】 

・高齢者の就労についてですが、弊社の求人募集にたいしても６０歳以上の応募が増えています。

６０～６５歳くらいの方たちも、働かなければならない現状なのだと感じます。弊社も今年度

より定年を６０歳から６５歳に引き上げをしました。 

みなさんが思う「高齢者」とは何歳からなのか？民間も国も市も意識を統一した方が良いかと

思います。６０歳を超えても十分な戦力なのですから。シルバーさんと企業や必要とされてい

る方とのマッチングも下手だなと感じています。もっとニーズはあるはずですので。 

 

【岡村一輝委員】 

・Aグループ５番意見について、男女プランを市事業に持ち込むと進まない理由は何でしょうか？

理由にもよると思いますが、持ち込んでも進むような計画・運営ができれば相乗効果でプラン

全体も進むと思います。 

 Cグループ４・５番意見について、デザインも大事ですが、誰に向けた発信なのか、参加すると

どうなるのかをわかりやすく示して、その人たちがリーチしやすいように広告するのが重要だ

と思います。（過去の事業において、２番煎じの事業を行った際、上記を踏まえたチラシを作り

ました。デザイン的には先行事業のチラシの方がカッコよかったのですが、集客は圧倒的に成

功した経験がありましたので、意見させていただきました。） 

 

【越後委員】 

・オンライン形式の方法で不特定多数に届けるのは無理―やりがいがあり、変われば世の中が変

わるに違いない。20代（結婚前）、30、40代（仕事に熱中、子育て中）、60代（前後定中）70、

80代（後期高齢者）、方法と相手を絞る…受ける側を大事にすれば、やる気、元気が出ると思う。

さらに発信を複数面からする。 

・「市民から変わるのが本筋」ではない。「やってみて 言って聞かせて させてみて ほめてや

らねば“人は動かじ”」山本五十六より 

・料理教室参加者の固定化で悩む―参加者がいることはいいことで大切なこと。広く、深く、長

く、（シンプルに）参加できる…「料理」そのものが日常的過ぎて難しい。焼津ならではの食材

でとか、旬の料理を扱うとか、管理栄養士から見た栄養価等の視点とか、工夫されると違ってく

ると思う。ストーリー性がほしい。 

 

【斎藤委員】 

・B グループの記事の中に地域の居場所に圧倒的に女性が多いこと、私も民生委員としてそこに

誘いをかける者として実感しているところです。自然な形で男性の高齢者が入ってきてくれる

といいといつも願っています。 
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【飯田委員】 

・中学校において、LGBTの講師を招いたり、生徒会規約を改正するなど、様々な取組がなされて

いることに驚いた。 

 

【岡村幸治委員】 

・参加者の固定化というお話がありました。広報活動が必要であるかと思いますが、ホームペー

ジ、line等いろんなものを既に試されていてこれ以上の物はなかなか大変かと思います。 

 もしこれに加えていただくとすると、若い方は googleで検索するようなことがなく、SNSでの

ハッシュタグ（#）検索を多用されるようです。twitter,Instagram などで、検索されやすいハ

ッシュタグの傾向をみて、対策されてみられるのもいいかと思います。 

 

【川井委員】 

・Aグループの『男女共同参画意識を子どもたちにも意識させるため、生徒会規約を改正』は早期

推進が必要だと思いました。ジェンダーやダイバーシティーなどメディアでも多く取りあげら

れている今が変革のチャンスだと思います。また若い時代に問題意識を持つことはとても大切

だと思います。 

・Bグループの『HPに高齢者に特化したページの作成』・Ｃグループの『講習会、研修会、家にい

る人を誘いだす工夫の必要性』は、孤立させないためにも大切なことだと思います。スマホを持

っている高齢者が増えていると思いますが操作が苦手な人はまだ多いと思います。しかし、シ

ルバーの方でも得意な方はいらっしゃいますので力を貸していただくことも可能だと思います。

そのための窓口の設置の他、公民館などで講習を行う必要もあります。高齢者向けのＨＰ作成

も良いアイデアですが、特設アプリを作っても良いかもしれません。簡単操作で社会と繋がる

ことができれば多少の孤立は防げると思います。 

 

【鈴木英子委員】 

・Aグループの意見について、男女プランを市の事業に持ち込むと進まないということですが、市

民から変わっていくのは理想的だと思います。しかし、地域や自治会では近隣に住む者同士、年

上の人に意見をするのは難しいと思います。特に女性が意見できる環境ではないので、市の施

策として市民を導いていただきたいと思います。 

 LGBTについて、小中学校の先生方が研修されたことは、素晴らしいことだと思います。静岡市

の高校や青島中のように女子のスラックスタイプの制服も検討していただけると良いかと思い

ます。焼津市も時代に合った考え方ができる子どもたちが育ってほしいと思います。多くの先

生や子どもたちに研修の機会があったらいいと思います。 

 B グループの意見について、イクボスに関する講演会を庁内掲示板で発信して何名くらいの管

理職の方が参加されたのでしょうか。多くの管理者の方が参加されていたらうれしいです。 

 時差出勤の制度化の検討も、介護・育児をしながら働きやすくなるのでぜひ実践していただき

たいです。 
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（２）焼津市の男女共同参画プランを推進するために必要なことなど 

 

【犬塚会長】 

・現状では、何よりも優先すべきは、コロナ禍によって、女性、特により弱い立場の女性に生活

上の困難が集中して発生、深刻化している現状への喫緊の対応である。たとえば、ひとり親家

庭、とりわけ母子家庭への経済的支援や、生活事情の困難の丁寧な聞き取りなどの調査の実施

とそれをふまえた精神的、社会的関係における問題も含めた対策の実施は必須。また非正規雇

用女性の失業、雇い止め、賃金カット等の問題も深刻化しており、幅広い部局での対応が望ま

れる。さらに在宅ワークの広がりによって一層顕在化した女性への家事・育児負担の増加に対

しての啓発、特に男性の家事・育児参画の一層の強化策の検討はぜひとも行う必要がある。国

の第五次男女共同参画基本計画の策定過程からも、来年度以降男性の育児休業取得の促進に関

わり法規制も強化される可能性があり、今からこの問題に先んじて取り組むことが重要となる。

加えて女性の自殺率が男性に比べて急増しており、これは若年世代においても深刻化しつつあ

る。社会的に孤立化しやすいシングル女性などを中心に早急な相談体制の強化が必須である。

また DVの多発化、深刻化も目立つ。これに対しても同様に相談体制の強化や支援策が急務。 

・その他にも、地震等自然災害の多発とコロナ禍での避難所運営等の新課題を踏まえた「防災に

おける男女共同参画」の一層の推進や、性暴力の予防・啓発、「性の多様性」への啓発などがさ

らに重要。 

 

【朝比奈委員】 

・焼津市内の小中学校の LGBTへの関心が高まっているとの報告、大変喜ばしい事と思います。私

の所属する焼津市人権擁護委員会でも、毎年小中学校へ出掛けて行き、人権教室を行っており

ます。 

 いじめや差別の問題、男女共同参画に関わる題材を取り上げ授業をして子どもたちの人権意識

を高めるようにしています。今後も子どもたちの人権意識を高めるように、人権教室を推進し

ていきたいと思います。 

・シルバー人材センターの会員が 750 名いるとのこと。シルバー人材センターと連携して高齢者

の人材を大いに活用して子育て支援等に生かしていったらよいと思います。 

・Web研修とかオンライン形式とか最近よく聞きますが、私自身不得意なので、資料にあるように

公民館講座をやってほしいと願っています。 

 

【村田委員】 

・長い時間を掛け、いろいろな議論を続けていますが、なかなか進捗していかない状況かと思い

ます。規則化して実践する時期にきているのではないでしょうか。この会が実践して不都合、

不具合な部分を改善していく会合に変える。 

 

【鈴木佳奈子委員】 

・電子化に伴い、ペーパーベースを高齢者のために残すことにより、電子化していくためのコー

ディネーターを置き、初期化設定等の面倒な部分や、生活全体で行える電子化のコーディネー

トをしていく方が今後のために良いのではないかと思っています。コーディネーターの需要は

かなり見込めるのではないかと思います。 
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【浅沼委員】 

・広報紙「Ａしおかぜ」の購読について、実際市民の間でどの程度購読をされているのか？市ホ

ームページよりダウンロードできるが、それ自体を知らない市民が多い気がする。今回の幹事

会 C グループの中でも意見が出されたが、市民にインパクトを与え、手に取って読んでもらえ

るような構成が必要だと感じている。また、男女共同参画プランについて、市民が興味を示す

取組と、活動を通しての成果をこまめに発信していく必要があると感じた。 

 

【飯塚委員】 

・「女性だから・・・。男性だから・・・。」という偏見を持っている方はまだまだ大勢います。料

理一つとってみても「女性が作るもの」と思っている方は多いと思います。特に高齢者にその

傾向は強いと感じます。その意識を変えることはなかなか難しいと思われますが、何もやらな

ければ進んでいかないので、男女共同参画に関して発信することは大事だと考えます。毎月発

行される焼津の広報誌は皆さん読んでいるかと思うので、例えば、男女参画情報紙「Ａしおか

ぜ」と広報誌を合体させて、「Ａしおかぜ」に掲載されているような男性の料理に関する記事や

女性の社会進出等に関する記事、男性の育児に関すること等を載せて、皆さんに発信したらど

うかなとも思います。 

発信の仕方もいろいろあり、様々な手段を取ってくださっていますが、何をどのような形で発

信すれば幅広い世代の方が見てくださるのかをみんなで考えていくことが男女共同参画プラン

を推進する上では大事なことの１つかなと感じます。 

 

【小谷野委員】 

・就労支援では、高校生に対する企業ガイダンスや高齢者、子育て世代を対象としたパートタイ

ム就職相談会を実施している。また、働き方改革、ワーク・ライフ・バランス実現に関する講

演会を開催していただいており、引き続き市民への周知を推進していただければと思います。 

 

【服部委員】 

・コロナ禍において多人数での集まりが難しくなっていますが、ZOOM等を用いることで今まで参

加できなかった人たちも参画できる様になるのではないか。自宅や会社からでもリモート参加

できる事を考えれば、もっと多くの意見を吸い上げる事ができ、コロナ禍を逆手に取った男女

共同参画会議ができると思います。 

ネット社会に弱い方は現地に集い、その他のかたは ZOOMで参加するなどハイブリッドな参加方

法を企画したら良いかと思います。 

 

【岡村一輝委員】 

・何事もそうですが、まず始めてみて、やりながら改善をすることが重要と思います。男女共同

参画については、職場が大きな影響力を持つと思われますので、事業者が第一歩を踏み出すこ

とを促すような施策があると良いのではないでしょうか。 

 

【越後委員】 

・焼津祭りは力強く勢いがあり、活きのよい魚のごとく。一般に人柄も前向きで情に厚いと思う。

一方、結果が白か黒かはっきりしたいと急ぐところは気になった。今の姿（まるごと）を受け
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入れ、共感の眼、期待の眼（人間は変容できる）で見ることも大切だと思う。 

・ある日市議会を傍聴する機会がありました。その日は「小学校、中学校へ同時に空調設備を付

けるように」という提案があり、その意見は賛成も反対もなく通り一遍の議事の流れで終わり

ました。しかし、その後しばらくして「焼津市小中学校に空調施設設置」との新聞記事を見つ

け、びっくりしました。価値のあることはしっかりその場で価値づけてもらいたいと思いまし

た。焼津の子が、自己肯定感や自信をもてる子どもに育って、地球の温暖化や寒暖の変化が厳

しくなる時代に生きる力をもつ子供になることを願っています。大人一人ひとりの男女共同参

画意識を大切にしたい。 

 

【斎藤委員】 

・コロナ禍で人の集まる機会が少なく、行動することを勧めることが難しくなっています。少し

でも集会ができるようになったら、年齢を問わず話し合いできたらまたいい意見も聞かれるか

なと楽しみにしています。 

 

【飯田委員】 

・１で中学校での取組について感想を書かせていただきました。メディアでは一部報道で男女共

同参画への意識や注文が集まっているように思いますが、テレビを通してではありますが、世

代間の意識のギャップが少し気になりました。今の世界的な基準に日本が追いつくためには、

これからの子どもたちに人権教育などを通して伝えていくことも重要だと思いますが、世代間

の意識の差を埋めていくことも大切だと思いました。 

 

【岡村幸治委員】 

・素晴らしい計画ですので、それを着実にこなすことが大切だと思います。 

 

【川井委員】 

・ここ最近、マスメディアで男女共同参画を見聞きするようになりました。おそらく「男女共同

参画ってなんだろう？」と検索する人も増えていると思います。「男女共同参画基本法」を知っ

ていただけるチャンスかもしれません。 

そのために、やはり Web サイトでの情報発信は大きいと思います。私も利用していますがライ

ンから焼津市の登録、受信設定をしました。知りたい情報が入ってくる仕組みは便利です。メ

ニューの中に、例えば今月の気になるワードで「ジェンダーってなに？」「ＳＤＧｓってなに？」

というような少し柔らかく、興味をひくような項目を入れてもよいと思いました。注目を浴び

ている今だからこそ、気になっている人は多いと思います。 

『Ａしおかぜ』の役割も大きくなると思います。現在は年３回発行ですが、東京五輪を行えば

おのずと男女共同参画が関心を集めると思います。もし可能であれば今年だけでもページ数を

増やすなどして、市民の皆さんの目に触れる機会を多くすることも大切かもしれません。 

 

【鈴木英子委員】 

・多くの市民のみなさんに、常にこのプランを知らせ続けていかなければならないのかと思いま

す。 

 女性蔑視のニュースが、身近にいる年上の男性の方々に、少しでも考え方を変えてもらえるチ
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ャンスになったかと思うので、市内のあらゆるところで打ち出していただけたらと思います。 

 

（３）他の委員の意見を踏まえた意見 

 

【犬塚会長】 

・各項目ごとに犬塚の意見を記載する(下線部分)。 

 

「保育者や学校教諭、看護師、弁護士等は、複数を一人で管理することが多く、時差出勤の継続

的な実施については、職場内だけでなく社会的な理解と協力が不可欠だと感じた。」(浅沼委員) 

→同意する。これらの職種に限らず、今後性別に関わらず拡大するはずの「柔軟な働き方」に

ついて社会的な理解と協力が得られるようあらゆる領域に働きかける必要がある。 

 

「学校教育の中で LGBT について指導し、LGBT について理解することで、偏見の軽減につながる

と思います。」(飯塚委員) 

→同意する。問題はその具体的方法の検討と教職員への啓発が最重要と考える。 

 

服部委員、岡村一輝委員、越後委員のご意見にはいずれも基本的に賛成である。 

 

「若い方は googleで検索するようなことがなく、SNSでのハッシュタグ（#）検索を多用されるよ

うです。twitter,Instagramなどで、検索されやすいハッシュタグの傾向をみて、対策されてみ

られるのもいいかと思います。」(岡村幸治委員) 

→同意する。若年層へのアピール方法として積極的に検討すべき。 

 

川井委員、鈴木英子委員のご意見にはいずれも全面的に賛成である。 

 

「シルバー人材センターの会員が 750 名いるとのこと。シルバー人材センターと連携して高齢者

の人材を大いに活用して子育て支援等に生かしていったらよいと思います。 

Web研修とかオンライン形式とか最近よく聞きますが、私自身不得意なので、資料にあるように

公民館講座をやってほしいと願っています。」(朝比奈委員) 

→いずれも貴重なご意見と考える。具体的対応を望みたい。 

 

村田委員と鈴木佳奈子委員のご意見については、可能な範囲で検討を始めてみてもよいかもし

れない。浅沼委員の意見も大切で、より効果的な情報発信の方法はあらゆるツールを含め引き

続き検討を続けるべき。 

 

「毎月発行される焼津の広報誌は皆さん読んでいるかと思うので、例えば、男女参画情報紙「Ａ

しおかぜ」と広報誌を合体させて、「Ａしおかぜ」に掲載されているような男性の料理に関する

記事や女性の社会進出等に関する記事、男性の育児に関すること等を載せて、皆さんに発信し

たらどうかなとも思います。 

発信の仕方もいろいろあり、様々な手段を取ってくださっていますが、何をどのような形で発

信すれば幅広い世代の方が見てくださるのかをみんなで考えていくことが男女共同参画プラン
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を推進する上では大事なことの 1つかなと感じます。」(飯塚委員) 

→焼津市の広報誌と「Ａしおかぜ」の合体については、別々の場合とどちらがより効果的な広

報手段かを慎重に比較検討しながら進めるべきである。特に男女共同参画に特化した広報誌

の存在意義は重要なので、慎重な検討をお願いしたい。 

 

小谷野委員、服部委員、岡村一輝委員、越後委員、斎藤委員、飯田委員、岡村幸治委員、鈴木英

子委員のご意見、感想にはいずれも基本的に同意する。 

 

「そのために、やはり Web サイトでの情報発信は大きいと思います。私も利用していますがライ

ンから焼津市の登録、受信設定をしました。知りたい情報が入ってくる仕組みは便利です。メ

ニューの中に、例えば今月の気になるワードで「ジェンダーってなに？」「ＳＤＧｓってなに？」

というような少し柔らかく、興味をひくような項目を入れてもよいと思いました。注目を浴び

ている今だからこそ、気になっている人は多いと思います。 

『Ａしおかぜ』の役割も大きくなると思います。現在は年３回発行ですが、東京五輪を行えば

おのずと男女共同参画が関心を集めると思います。もし可能であれば今年だけでもページ数を

増やすなどして、市民の皆さんの目に触れる機会を多くすることも大切かもしれません。」(川

井委員) 

→情報発信のあり方について具体的で有用な意見と考える。検討をお願いしたい。 

 

いずれのご意見も貴重であった。これらのご意見を参考にさらに計画の着実な実行とも効果的

な推進方法への積極的な検討と実践をぜひお願いしたい。 

 

【村田委員】 

・男女共同参画の言葉自体は広く認知されていると思っています。しかし、内容となると男女同

権、女性の活躍など、何となくわかっている程です。問題点などもたくさん出ているようです

ので、具体的な施策は不明ですが、良いと思われることは常に実行し続けることが必要と感じ

ました。 

 

【鈴木佳奈子委員】 

・各方面の方々の意見を聞くことができ、どれもすばらしい意見だと思いました。 

 

【浅沼委員】 

・男女共同参画を進めるためには、やはり男女共同参画意識を高めることが大切だと感じました。

幅広い世代が受け取る発信の方法、対象者を絞った場合の発信の方法等、目的に応じた発信の

仕方、内容等を考えていくことが必要だと思います。発信の仕方も多くの方に届く方法を今一

度考えることが大切ではないかと思います。また、男女共同参画に関して学ぶ機会（研修）を

職場や集会等、様々な場で少しの時間でもいいので設定することで、男女共同参画について触

れる機会が増え、意識の向上につながるかと思いました。 

 

【飯塚委員】 

・男女共同参画を進めるためには、やはり男女共同参画意識を高めることが大切だと感じました。
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幅広い世代が受け取る発信の方法、対象者を絞った場合の発信の方法等、目的に応じた発信の

仕方、内容等を考えていくことが必要だと思います。発信の仕方も多くの方に届く方法を今一

度考えることが大切ではないかと思います。また、男女共同参画に関して学ぶ機会（研修）を

職場や集会等、様々な場で少しの時間でもいいので設定することで、男女共同参画について触

れる機会が増え、意識の向上につながるかと思いました。 

 

【小谷野委員】 

・市で取り組んでいる男性の育児休業取得促進、育ボス、ワーク・ライフ・バランス推進などの

働き方、休み方改革及び就労支援について、積極的に市民や事業主に周知していただければと

思います。 

 

【服部委員】 

・対面での会議よりも、書面の方が皆さんの意見が出やすいのかなと感じました。 

今後の会議では集まって議題に沿って考え話しあった後に、意見を個別に提出していただくな

どの工夫も必要かなと思いました。 

 

【岡村一輝委員】 

・男女雇用機会均等法から 35年、男女共同参画社会基本法から 21年。教育の場面がいいのか、

若年層の意識は変わっていると思います。しかし全体的には、これだけ経って未だに従来の考

え方が捨てきれていないと思います。会社は利益で動いているので、実施する利益か実施しな

い不利益がないと、変革する動機にならないのでは。未来に対しては、引き続き教育で継続的

に推進していくことが必要。と改めて思いました。 

 

【越後委員】 

・１（犬塚会長）モデル地区を指定する。しかし、お願いする前にこの基本理念をよく理解され

ている幹事会の方や市職員が今までの“Ａしおかぜ”をヒントに自宅で実行してみる。その結

果、どんなモデル地区を選定すればよいか？ 

 ２（服部委員）がんばる地元企業等を「広報やいづ」にて PRしてはどうか。65歳定年等を！ 

 ３（鈴木佳奈子委員）男性も女性もチャンスは平等、さらに負担も平等基本的理念の文章の中

に「私たち焼津市民は一人ひとりが……を目指します。」の掲示をする（要所要所に…広く）。 

 ４（犬塚会長）実績を数値化した場合、数の中身が委員に共通理解されていないので軟らかか

った。ご苦労は受けとめたつもりですが、返す言葉が見つからずに終わり残念です。 

 ５（越後委員）料理教室、日頃役に立つおかず作り Aコース、Bコースと選べる工夫等はどうで

すか。時には世界的に有名な前田魚店の登場とか。 

 

【斎藤委員】 

・男女共同参画市民会議に出席させていただくようになり、この問題を真面目に考えるようにな

り社会の出来事や日常に目を向けることが多くなりました。今までボーっと過ごしてきた自分

が恥ずかしいと思っています。皆さんの前向きな意見や理論に接し、なるほどと思っています。

地域での会議や民児協の会議で男女差別なく意見を交わすことができ、ありがたいと思うこの

頃です。自治会は自主防との兼ね合いもあり、どうしても男性中心ですね。 
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【飯田委員】 

・会長、委員の皆さんの意見を読ませていただき、様々な年齢や立場から視点がそれぞれ異なる

ことが、自分の中では発見であったりとても勉強になりました。インターネット環境などでネ

ットを使ったオンライン会議は難しかったのだと思いますが、今回の書面会議は新鮮でもあり、

一人ひとりの意見が目に見えることは良かったと思います。 

 

【岡村幸治委員】 

・周知広告ポスターのデザインの重要性を言われた委員の方がいましたが、確かに重要な点だと

思います。 

誰が対象なのか、はっきり「あなたに向けて書いていますよ」とわかるデザインである必要が

ありますね。ただ、カッコよさとの両立が難しいと話がありましたが、このあたりはかなり技

術が進んでいます。機能美を兼ね備えたものは、素人には難しいので、専門とされている方に

一度お話を伺ってみ手もいいかもしれません。それによって依頼を出す方が、どういった指示

をすればそのような広告が出来上がるのかの意識づけにもなりそうです。 

・高い年齢層に対し、意識を変えることは難しいというような意見が何件かありましたが、確か

にそうだと思います。変えてやろうという想いはないかと思いますが、ではどのようにそれに

そった対策ができるのか確かに大切だと思います。具体策が思いつかず申し訳ないのですが、

意見に出ていたような男料理の情報提供などはいいなと思いました。 

 

【川井委員】 

・男女プランを理解してもらうために「Ａしおかぜ」の役割は大きいと思いました。幅広い世代

の方にアプローチすることも大切ですがテーマが多岐にわたるため、記事に合った世代に見て

いただけるように皆さんで協力しあい、工夫することも大切だと思います。 

・地域から普及するためには、祭りが盛んな地域や防災に力を入れている地域などに「地区推進

員」を設けることも大切だと思います。 

・男女共同参画プランが当たり前な世の中になるためも、未来ある子どもたちに、早い時期から

人権について学び考えることはとても重要だと思います。 

 

【鈴木英子委員】 

・地域や自治会の対応について、犬塚会長の意見のように一定規模の地域組織をモデル地区とし

て取り上げて順次実施していくことが私も有効だと思います。自治会などで女性だけに限定し

て意見を聞いていただける機会を作っていただけるのもとても良いと思います。 

・高齢者の方を孤立化させないために HPに高齢者に特化したページの作成に関してですが、高齢

者の方で HPを見る方は少ないかと思います。川井委員の意見のようにアプリの方が簡単でいい

と思いました。簡単操作で社会と繋がっていられたら安心感もあります。 


