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１ 第２次プランの推進状況報告及び第３次プラン策定に係る経過報告 
（１）第２次男女共同参画プラン施策推進状況報告 

 

【第２次男女共同参画プラン施策推進状況について事務局より説明】 

 

（２）第３次男女共同参画プランの策定に係る経過報告 

 

【第３次男女共同参画プランの策定に係る経過について事務局より説明】 

 

 

平成 30年度 第３回 焼津市男女共同参画プラン策定市民会議 会議録（要旨） 
 

◇ 日 時 

 

◇ 場 所 

 

◇ 次 第 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 出 席 者 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 会議公開 

 

◇ 傍 聴 者 

 

平成 30年 10月 17日（水）14時 00分～16時 15分 

 

焼津市役所 本館６階 603号室 

 

１ 第２次プランの推進状況報告及び第３次プラン策定に係る経過報告 

（１）第２次男女共同参画プラン施策推進状況報告 

（２）第３次男女共同参画プランの策定に係る経過報告 

 

２ 施策の方向、具体的施策の検討 

（１）施策の方向について 

（２）具体的施策について 

 

３ 基本的施策の重点目標、基本目標の確認 

（１）基本的施策の重点目標について 

（２）基本目標について 

 

４ 今後の予定について    

【推進・策定市民会議委員】10名 

犬塚 協太、藁科 俊作、飯田 裕行、越後 絹子、岡村 幸治、釜田 和子、 
近藤 征夫、柴田 亜弓、鈴木 英子、三浦 徹   
【事務局】3名 

堀内 千穂（市民協働課長） 

内田 有紀（市民協働課 市民協働・男女共同参画担当係長） 

鈴木 寿彦（市民協働課 市民協働・男女共同参画担当主査） 

 

【㈱サーベイリサーチセンター】1名 

吉原 圭佑 

 

可 

 

なし 
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２ 施策の方向、具体的施策の検討  （１）施策の方向について  
≪犬塚会長≫  ・施策の方向、資料２について何か意見があれば出してほしい。 

 

≪近藤委員≫  ・Ⅱ-1（１）について、自治会に限ってしまうと推進が難しくないか。地域の活動にもやりたい

人がいれば参加してもらうということで「自治会」を「地域」と変更したらどうか。 

 

≪内田係長≫  ・策定委員会でもそのような意見が出たので「など」を入れて町内会なども含まれるようにした。 

 

≪犬塚会長≫    ・趣旨は印象として自治会に限定されないようにということではないか。広く「地域」とした方
が良いか、「自治会」という象徴的なものを出すという考え方もありだと考える。 

 

≪近藤委員≫  ・自治会の中に女性部がある。女性が中心となって行事や防災に取り組んでいるが、防災関係は
女性の参加が少ない。避難所運営などには女性も参加してほしい。 

 

≪越後委員≫  ・意識としては一般の地域の方が主体的に目を向けなければと思ってくれるよう「自治会など」
とした方が良いのではないか。 

 

≪鈴木委員≫  ・地域だと言葉として広い。自治会だと自分の住むところだと思ってもらえるのでこのままの方
が良いのではないか。 

 

≪犬塚会長≫  ・この項目は「地域や職場などの方針決定の場での女性活躍の促進」にぶら下がっている項目で
あり、方針決定に女性が関わることができるようにしていかなければならない。自治会でいう

と自治会長、副会長、役員に女性がいることを目標にしているのであって、単純に自治会に女

性が参加すれば良いという事ではない。学校でいえば女性も PTA 会長になるように推進する

施策である。それを踏まえて施策の中身がきちんとしてないといけない。先に資料３の具体的

施策の話になるが、Ⅱ-1（１）に「市政・審議会・自治会などへの女性の参画の推進」とある

ものの、具体的施策の中に自治会、地域への取り組みの項目は入っていない。施策の方向とし

て出すなら出すで具体的施策に自治会への取り組みを入れたい。このように具体的施策の内容

によっても施策の方向は変わってくる。Ⅱ-1（１）は施策の方向に対して具体的施策の裏付け

がない。具体的施策との整合性という観点で後で話す必要がある。 

  （２）具体的施策について 
 

【資料３について事務局より説明】  
≪犬塚会長≫  ・基本目標ごとに意見を出していく形とする。 
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基本目標Ⅰについて 
 

≪岡村委員≫  ・Ⅰ-１（１）について、具体的施策の文章の筆頭には「ホームページなど」とあるが取組内容の

中にはポスター掲示、チラシ配布が来ている。ホームページ活用を期待して具体的施策に挙げ

たのだと思うが、活用の具体的な案はあるか。 

 

≪犬塚会長≫  ・仰るとおりである。具体的施策に入れるなら取組の中にも入れるべきである。    ・今日ですべてを決めるわけではないので意見をどんどん出してほしい。 

・Ⅰ-１-（２）「親子がふれあう機会の提供」について、この項目は親子のふれあいというよりは

男性の家事育児進出の促進の意味合いが強い。男性の家事育児進出についてはⅢ-１に項目が

あるが、それでもこちらに残るという事は意識改革の取組のひとつとして残っているというこ

とである。     男女共同参画の意識づくりの一環としてやるならばこれまで母親同伴中心だったのを父親も
参加できるように促す、などを入れて男女共同参画の視点が入っている形に修正した方が良い

のではないか。    ・Ⅰ-１-（２）「職場の男女共同参画に関する啓発活動の実施」について、アドバイザー派遣事業

は、実際お金を貰って派遣を依頼されている状況か。 

 

≪内田係長≫  ・こちらから声掛けなどをして、年１、２回やっているという状況である。 

 

≪犬塚会長≫  ・やっています、というだけでなく企業にこういうことをやりましょうといえる、一緒にできる
取組を作りもっと踏み込んでいかないと内容が変わっていかない。 

 

≪三浦委員≫  ・Ⅰ-１-（２）「職場の男女共同参画に関する啓発活動の実施」について、職場の意識を変えるに

は企業のトップの意識が一番大切である。トップの集まりの中で啓発をしていくのが良いので

はないか。 

 

≪犬塚会長≫  ・貴重なご意見をいただいた。トップの人が集まる何か会合などを設定し啓発するなど、企業に
対してもこちらから働きかけができると良い。これはⅢ-１、２のような企業の在り方に直接に

関わる取組にも掛かってくるのでそこでも検討するべきである。    .・Ⅰ-２について、焼津市は人権教育に力を入れているという話が先程あったが、学校教育だけ

でなくⅠ-１（３）のような市民全体への取組、LGBTについての啓発などにも積極的で大変結

構なことと思う。ただ、学校での取組となると人権教育に限定されがちである。教員も忙しく、

人権教育イコール男女共同参画について学んでいるかというと必ずしもそうではない。大きな

考え方として人権教育イコール男女共同参画というのも間違ってはいないかもしれないが、も

う少し男女共同参画的な考え方の教育がされるようにⅠ-２（１）に明記した方が良いかもしれ

ない。将来のキャリアを考えるときに性別にとらわれずに生き方、考え方を決定できるという

ことが大切。そこに動機づけをもっていくようにしてはどうか。キャリア教育と明記されてい

れば学校もそういうことをすれば良いのかとわかる。提案だが「性別にかかわらず、互いを認

め合う人権教育・キャリア教育の推進」としてはどうか。学校にも具体的なヒントになる。 

 

 

≪越後委員≫  



H30-23 

4 

 

・Ⅰ-１（３）のような取組が人権教育となるかは疑問。子どもの心が耕されるような中身ではな

い。家庭においての人権教育が大切。心を耕す部分が表面に出てくるような人権教育を願う。

両親の関係、父子の関係に関した行事が出てくると良い。 

 

≪犬塚会長≫    ・学校教育の中でもそういったことができるよう具体的取組内容で検討したい。 

 

基本目標Ⅱについて 
 

≪近藤委員≫  ・事務局に伺いたいが、市の審議会の女性登用率はどのくらいか。 

 

≪内田係長≫  ・27％である。 

 

≪近藤委員≫  ・Ⅱ-１（１）は登用率を上げたいという取組だと思うが、募集、応募の際に男女各何名などのく

くりはあるか？ 

 

≪内田係長≫  ・40％になるよう各課にお願いしている。 

 

≪近藤委員≫  ・応募の際にテーマに沿った作文を提出してもらうのをやっているところとないところがあるが、
女性を公募する際にそういうのは難しいのか。 

 

≪内田係長≫  ・公募の委員にはテーマを設定して想いなどの作文をお願いしている。 

 

≪犬塚会長≫  ・公募委員を選ぶ際のガイドはあるが、自治会長などのあて職は難しい。公募枠だったら男女関
係なく、バックも気にせず選べるのでそこで女性を積極的に登用できる。    ・問題はあて職。テーマによっては関係する団体、専門官が男性ばかりで女性を増やせないとい
う悩みがある。トップは特に男性ばかりなので、トップに関わらずなるべく女性を推薦してほ

しいといっても現状は 27％。少なくとも３割にはしなければならない。４割を超えている自治

体もあるし、掛川市のように割合を条例で定めてしまっているところもある。女性活躍の視点

からも力を入れなければならないところなので、施策の方向に則して入れていって、さらに頑

張っていかなければならない。良いアイデアがあればあげていただきたい。    ・先程の問題だが、市政、審議会だけであれば具体的施策は今のままで良いが、自治会もしくは
地域を残すとなると足りない。入れるとすると女性自治会長の登用促進等だろうか。個人的に

は入れた方が良いと思う。 

 

≪内田係長≫  ・「地域」として、自治会だけでなく PTAなどにも働きかけをするとしても良いと思う。 

 

≪岡村委員≫  ・基本的なところだが自治会の定義は何か。市と別の組織なのか、市の組織の一部という意識な
のか。後者であれば要請もできるが単独組織だと載せるべきかわからない。啓蒙までならいけ

ると思う。 
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≪犬塚会長≫  ・施策の方向が（１）（２）と分かれているので（２）の方に入れてはどうか。（１）は市が市の
仕事としてタッチできるもの、（２）は直接タッチはできないが男女共同参画としては絶対に

必要だから支援をしていきたいという住み分けにすれば良い。    ・（１）は市政・審議会などへの女性の参画の推進、（２）は企業・地域団体などにおける方針決
定の場への女性の参画支援とする。（２）の具体的施策に自治会、PTA が入るのをわかるよう

にする。具体的取組はホームページ位だがもう少し踏み込んだ取組をした方が良い。指示はで

きないが促していきたい。例えば吉田町は自治会長を女性にすると市から補助金が出る。それ

が功を奏して２名増えた。積極的なやり方としてはそういうのもある。啓発からもう少し踏み

込んだ表現がほしい。沼津市では１年かけて１つの自治体のやり方をチェックして、組織の改

革を進め女性が参加できるよう変えて行く取組をした。いずれにしても具体的な取組が啓発、

情報提供では足りない。もう少し踏み込んだ方が良いと考える。    ・Ⅱ-２（１）「自治会活動における男女共同参画の啓発」については実働の部分。こちらに関し

ては女性というより男性の参画を促したい。例えばお祭りでは男性は決定はしても実働の細か

い部分は女性任せであることが多い。そういうところを変えていきたい。    ・Ⅱ-２（２）について確認だが、「防災訓練の実施」と変更しているがこれには避難所運営の訓

練も含むという理解で良いか。 

 

≪内田係長≫  ・避難所運営訓練も含まれる。 

 

≪犬塚会長≫  

・防災訓練における男女共同参画推進の要は２つあって、避難所運営訓練と発災時の訓練である。

防災訓練と表現するとどうしても災害直後の対応になってしまうが、女性の視点を生かした避

難所の運営の訓練を日頃からしておくのがとても重要であるので確認をした。 

 

基本目標Ⅲについて 
 

≪越後委員≫  ・広報活動において女性の活躍が増えてきた部分にスポットを当て、利点がわかるようにしてほ
しい。点でなく線、面で見て皆に実感してもらえるような表現にしてもらえれば活躍がどんど

ん広がっていくのではないか。「A しおかぜ」もとても勉強になるのでそれで終わらないよう

にしてほしい。 

 

≪犬塚会長≫  ・私なりにまとめると、具体的な良い事例、わかりやすいケースを情報発信していこうというこ
とである。どんなメリットがあるかというのを示すのが重要。企業からするとワーク・ライフ・

バランスも男女共同参画も手間だと捉えられてしまうが、好事例があったら何が変わりどう成

果が出るのか、わかる形でデータを出していけば関心が広がり取り組む会社も増えていくので

はないか。具体的な取組の方で考えていきたい、ということで良いか。    ・私は、Ⅲはとても重要な項目だと考える。地域で男女共同参画を啓発で終わらせず実践し地域
に根付かせていくための大きな受け皿として機能していかなければならないのは職場のあり

方で、職場が変わらないが故に家庭が変わっていこうとしてもなかなか変わらない。    ・職場のあり方が変わらないがために家庭が変わっていけない現実がある。全体が大切だがまず
企業、職場が変わっていかないといけない。    ・Ⅲ-１が職場、Ⅲ-３が家庭、Ⅲ-２はワークとライフ両方繋がっている。すべてがうまく繋がっ

ていかないと現役世代の仕事と家庭生活がうまくいかないし、実態が変わらない。具体的取組

が啓発中心過ぎる。もう少し踏み込んで働きかけをしていきたい。企業、会社のトップの人を
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しっかり巻き込んでワーク・ライフ・バランス、男女共同参画、女性活躍推進、働き方改革に

取り組んでいく事が企業にこんなメリットがあるということが伝わって、やる気になってもら

う。お金のかかる話ではなく儲かる、現在抱えている問題が解決する、とニーズに直結して問

題意識が変われば動き出すと考える。啓発して伝えてもその人たちのニーズにばちっとはまっ

ていないと関係ないよね、と話を聞いてもらえない。そこを考えながら踏み込んでいくのが課

題である。    ・具体的に言うとⅢ-１-（１）「女性の職業能力発揮のための学習機会の充実」について、農政課

の取り組みは農業従事者にとって大切な支援であるし創業、パソコン技能講習も大切であるが

これだけだと市として職業生活の場である企業の変革は進まない。企業を変えるなら「女性の

キャリア形成支援の機会創出」くらいにして開発、キャリア向上のための施策を充実させたら

どうか。    ・市の商業・産業政策課を男女共同参画に積極的にするかどうかが重要である。そこが関わって
来ないと動かないことばかりである。就業支援もパンフレットや啓発ばかりで、本当の就業支

援だとすれば求職者のニーズを把握して必要としている情報、企業が求めている人材のデータ

をマッチングするなどの取組をもっともっとしていかないと、本当の意味の就労支援にならな

いだろう。    ・Ⅲ-２に関しては啓発止まりで全体的に取組が弱い。企業、団体、トップを巻き込んだ市民向け

というより企業向けのセミナーを開催し、どうしてワーク・ライフ・バランスが必要かをわか

ってもらう。（２）は制度の周知に留まっているが、今の時代それで留まっているのではいかが

なものか。今求められている働き方改革の中身が全然入っていない。今求められている働き方

改革は、長時間労働をいかに確実に削減するか、休暇取得率をどうやって上げるか、男女問わ

ずワーク・ライフ・バランスをとるために男性が職場以外の生活の部分の経験を上げる支援を

企業がどうやってしていくか、企業の管理職をどう増やしていくかということである。やるこ

とはたくさんあるのに啓発で終わってしまっている。働き方改革をしていくにあたり、この項

目はものすごく大切なところだが今の２つの具体的施策ではかなり厳しい。    ・家庭への支援は大切であるのでⅢ-３（１）は目玉になる項目ではないか。ただ３（１）内の「家

事・育児・介護の男性向け講座の開催」は働いている父親に参加してもらうなら現在の担当の

３課に加え、商業・産業政策課にも担当してもらい企業を巻き込んで、企業がこういう講座を

社員に受けさせる、企業と連携して開催する、とならないと現実として父親は参加することが

できないだろうと思われる。平日はもちろん難しいし、土日に開催するのももちろん大切だし

家庭でこういう講座を受けよう、と申し込むに加えて、窓口が企業にもあるだけで集客は全然

違うと考える。    ・Ⅲ-２（１）～（２）は一番大切な施策だと思っている。もう少し内容に関して啓発、情報だけ

でなく具体的な取組内容、時には担当課を見直しながら中身の確保をしていけたらと思う。全

国的に見ると男女共同参画が進んでいくかどうかはこの辺の施策が非常に重要である。 

 

≪三浦委員≫  ・Ⅲ-１（１）について、ハローワークと密着しているところで、女性の就業支援、子育て中の女

性を対象にしたパート面接などを開催している。市と協定を結んで共同でやろうということに

なっている。また、労働局、監督署、ハローワークで働き方改革関連法案の周知を進めていて、

商業・産業政策課にもチラシを渡して PRをお願いしている。 

 

≪犬塚会長≫  ・働き方に対して法的な規制がかかり始めているが、知っている中小企業はあまりない。残業規
制も法規制があるのに知らない人が多い。女性活躍推進法が一番関わってくるのも基本的施策

１～３である。法を順守していかないともうだめです、という理解の促進を踏み込んでしてい

かなければならない。労働局関係とも連携した施策を展開していくことができれば良いと思う。 

 

≪越後委員≫ 
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 ・これらの法に期限はあるか？ 

 

≪犬塚会長≫  ・男女共同参画社会基本法に期限はない。女性活躍推進法は 10 年の時限立法。あと７年で切れ

るが現状として必要なくなるほど改善していくとは思えないのでその時の現状をチェックし

たうえで新しい法律ができる可能性はある。時限立法とはその期間で達成しようという強い意

思のものなので、強く声掛けをできるという部分では良い。 

 

≪越後委員≫  ・女性を登用した企業の 70％が登用して良かったと答えている。 

 

≪犬塚会長≫  ・そのように根拠を示して情報を伝えていくのが大切。301人以上の事業所には女性活躍行動計

画を出すのが義務付けられており、それ以下は努力義務。義務の基準の人数を下げていこうと

いうのが最近の議論である。 

 

≪岡村委員≫  ・企業に対する啓発だが、いきなりセミナーをやろうというのは大変。何かの会議などのついで
に 15分なり時間を貰って、という形からの方が広報しやすいのでは。 

 

≪犬塚会長≫  ・貴重なご意見である。仰るとおりで、こまめに活動していけたら良いと思う。 

 

基本目標Ⅳについて 
 

≪犬塚会長≫  ・Ⅳ-１（２）は出産後の育児期にも掛かってくるものなので、「妊娠・出産・育児期における女

性の健康支援」とした方が良い。    ・Ⅳ-３について、格差や貧困は社会問題になっているので支援が必要である。この柱が入ったの

はとても良いことだと思う。 

 

３ 基本的施策の重点目標、基本目標の確認  （１）基本的施策の重点目標について 

 

≪鈴木主査≫  ・事務局としては、意識づくりはまだまだ重要という点と女性の活躍を推進する点の２点、
基本的施策でいうとⅠ-１、Ⅱ-１、Ⅲ-１、Ⅲ-３を重点目標としたい。 

 

≪岡村委員≫  ・重点目標にすると何が変わるのか。 

 

≪内田係長≫  ・重点的にやっていく、力を入れてやっていくべき所という認識である。 

 

≪鈴木主査≫  ・それと重点目標にすることで各担当課に強くお願いできるとも考えている。 

 

≪犬塚会長≫ 
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 ・重点目標を設定することによって他を軽くするということではない。各担当課が横並びだ
となかなか積極的に取り組んでもらえないので、重点目標とすることで依頼の理由づけと

なる。 

 

≪藁科副会長≫  ・Ⅲ-１、Ⅲ-３だけではなくてⅢ全体ではだめなのか。 

 

≪飯田委員≫  ・自分もワーク・ライフ・バランスは大切だと思う。アンテナが高い人は知っていても会社
にすぐ浸透していくものではない。 

 

≪柴田委員≫  ・興味がない人ほどⅢ-２を知って欲しい。 

 

≪釜田委員≫  ・年配の方でもできることを考えて貰えれば我々も頑張れると思う。 

 

≪犬塚会長≫  ・今後は男性も介護への参加、理解が必要だし地域の若者を支えていくというのもある。年
配の方の役目はすごく大切だと考える。    ・私もⅢ-２がすごく大切だと考えるのでⅢ-１～Ⅲ-３は入れたい。増やし過ぎても良くない

ということで、あえて言うなら女性活躍推進法の内容と掛かっているのはⅡ-１である。女

性が活躍できるかは女性が意思決定に関わっていけるかどうかにかかっているからであ

る。    ・焼津市はまだまだ意識啓発に力を入れていかなければいけない現状はわかるが、働き方改
革の流れ、女性活躍推進法に関わるのはⅡ-１だと考える。 

 

≪近藤委員≫  ・後期高齢者も増えていく中でⅣ-３も重要だと考えるので入れた方が良いのではないか。 

 

≪犬塚会長≫  ・新しい項目というのもあり入れても良いのではという考え方である。Ⅳ-３は各課の取り組

みも遅れているであろうからプッシュしていく理由にもなる。    ・Ⅱ-１、Ⅲ-１～３、Ⅳ-３を重点目標とする方向とする。 

 

（２）基本目標について 

 

【基本目標について事務局より説明】 

 

≪犬塚会長≫ 

・資料 2にある 4つを基本目標として置くということで良いか。 

 

≪委員一同≫  ・異論なし。 
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４ 今後の予定について 

≪鈴木主査≫  ・プランの基本理念は変わらないと思うが、サブタイトルや取組等は事務局で検討し、犬塚
先生に確認していただく。縦断的視点についても採用するのであれば同じように検討させ

ていただく。  ・また、先ほどの重点目標について、Ⅳ-３は新たな施策ということもあり、重点とするかは

犬塚先生と継続的に協議させていただきたい。 

 

≪内田係長≫  ・第４回の市民会議は、来年２月上旬を予定している。本日ご意見を踏まえて、第 3次プラ

ンの案を決定し、市民意見公募を経て、次回の策定市民会議で最終案を確認する。 

・プランの素案ができたら、市民意見公募を行う前に、各委員に送付する。 


