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１ 経過報告について 
 

【策定経過について事務局より説明】 

 

２ パブリックコメントへの対応について 
 

【パブリックコメントへの対応について事務局より説明】 

 

≪犬塚会長≫  ・今、説明のあったパブリックコメントへの対応について、ご質問、ご意見があるか。 

 

≪近藤委員≫  ・私はホームページで見たが、意見募集としては件数が少ないように思う。一般的にホームペー
ジはパソコンなどがある人は見るかもしれないが、ない人は広報やいづなどになると思う。従

来、件数そのものが以前はもう少しあったと思うが、どうか。 

 

◇ 日 時 

 

◇ 場 所 

 

◇ 次 第 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 出 席 者 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 会議公開 

 

◇ 傍 聴 者 

 

平成 31年２月 14日（木）９時 30分～10時 45分 

 

焼津市役所 会議室棟２階 203号室 

 

１ 経過報告について 

 

２ パブリックコメントの対応について 

 

３ 第３次男女共同参画プラン（案）について 

 

４ 今後の予定について    

【推進・策定市民会議委員】11名 

犬塚 協太、藁科 俊作、飯田 裕行、稲森 和子、越後 絹子、岡村 幸治、 
近藤 征夫、柴田 亜弓、鈴木 英子、服部 豪人、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 

平田 亮人 

 

可 

 

なし 

 

平成 30年度 第４回 焼津市男女共同参画プラン策定市民会議 会議録（要旨） 
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≪内田係長≫  ・資料を持っていないため件数はわからないが、第２次プランの際には、人数は少ないがご意見
はたくさんあったようだ。今回パブリックコメントをやるということについては、まず広報や

いづで、どこに置いてあるからぜひご意見くださいという形で周知を図った。置いたところは、

市の情報公開コーナー、各公民館、あとホームページである。 

 

≪近藤委員≫  ・企業でやっている男女共同参画プランというのは、焼津を推進というのが結構あるが、市民と
いうと周知の徹底は難しいところもあると思う。焼津市としてはこういうことをやっている、

展開しているということをもう少し PRしたほうがいい。地域、自治会でも月一回の定例会な

どで焼津市はこういうことをやっているという話をして PRしていったらいいんじゃないかと

思う。 

 

≪犬塚会長≫    ・最近パブリックコメントを掛けても、施策によるところもあるがあまり来ないことの方が多い。
私も県内でいくつかの男女共同参画プランの策定に関わっているがコメントが１件も来なか

ったという市もある。男女共同参画への関心は何もしなければそんな感じでどうしても薄くな

るというか弱くなるので、市の方から積極的に働きかけをしたり、いろんなものを置いたり配

布するにしてもご協力いただくのを増やしていかないと厳しいのかなと感じる。今回は特に重

点目標が女性の活躍推進、働き方改革なので本来であれば職場にご協力いただいて、商工会な

どから企業関係にも積極的に配布してもよかったと感じる。公民館はそこに来た人しか見ない。

HPにしても同様。     市の SNS、ツイッターなどは？ 

 

≪内田係長≫  ・市民協働課としてフェイスブックをもっているが、パブコメに関しては出さなかった。 

 

≪犬塚会長≫  ・ああいうところで出さないとなかなか若い人には届かない。逆にそういうことをすれば届くの
ではないか。ぜひ今後はそういうところを積極的にお願いしたい。   そんな中、いただいた５件のご意見はどれも的を射たご意見だと感じる。   （１）の意見に対する市の考え方最後の２行、「仕事をしながらでも安心して子育て、介護が
できる～」とあるが、ご意見は「働く女性」と主語を限定してお尋ねなので市の考え方の方も

主語を受ける形にして「働く女性が仕事をしながらでも～」とした方がお尋ねの内容に即した

答えになるので、そのように修正した方が良い。   （５）について。質問に対する答えが「今後、広報・周知の方法を研究していきます」しかな
く心配である。概要版を作ると思うので「概要版を作ってできるだけ多くの市民に知ってもら

えるよう配布するようにします」だとか「HP にも掲載するとともに SNS などでも発信して

いきます」ということを言いたい。その辺のことは確実にできることだと思うので、できるこ

とは具体的にあげてその上で「今後それ以外にもどのような手法があるか研究していく」など

としてはどうか。そのような感じでできるだけ具体的にした回答が良いのではないか。 
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３ 第３次男女共同参画プラン（案）について 
 

【第３次男女共同参画プラン（案）について事務局より説明】 

 

≪犬塚会長≫  ・こちらに対してのご意見はあるか。色々意見をいただいて議論してきた結果としてプランの体
系、細かい事業内容が決まりこれで冊子もできてきている。皆さんから意見をいただく場もこ

れで最後だが、これだけは、というのがあればぜひ言って頂きたい。   基本的施策は 11 の柱、４つの重点目標。女性活躍に関する施策は全て重点目標となっていて

焼津市として「ここに重点を置く」というのは見えるような形になった。   最後の説明にもあったように今後は実施する体制、やり方が大事。ヒアリングの話なども出た
が、PDCAサイクルをうまく回せるプランになっているかどうかも含めてなにかご意見があれ

ば。  
≪岡村委員≫  ・我々の意見を汲み取り込んでいただきありがとうございます。内容を変えてほしいという訳で
はないが P56の数値目標について、どれが重点目標に該当するのかがわかりにくいのでもう少

しわかりやすい形にした方が良いのでは。 

 

≪犬塚会長≫  ・その通りだと思う。   私の方から P61からの用語集について。 

合計特殊出生率の解説について、定義としてはこれでよいが、読み手としてはピンと来ないと

思う。この数値が使われる理由は１人の女性が生涯の間で何人子どもを産むかというのがこの

数字で大体わかるという統計上の意味から。その辺の説明を加えておいていただくことで、少

子化、１人の女性が２人も産まない時代であると明確にわかる。そういう意味では「１人の女

性が生涯の間で何人子どもを産むかということを表す」と入れるのがより親切かと思う。   P62ドメスティック・バイオレンスについて。４つあげているが、もっといろいろ暴力の種類、

考え方がある。関係的暴力や社会的暴力などあげていったらきりがないが、この４つだけと捉

えられるような書き方はまずいので「～などがある」を挿入して含みを持たせた方が良い。ま

た、「嫌がっているのに」という表現が問題になっていて、嫌がっているというのが例えば具

体的な行動、態度として何を意味しているのか、日本の社会ではその辺の人権感覚が弱く曖昧

で「被害女性が嫌がっていないからこれは合意の上の性行為だ」と解釈されやすい。法改正の

際も問題になったが、どこまで具体的なことを想定するか。「嫌がっている」という言葉が入

ると大声を出したり暴れて抵抗したのに性的行為を強要する、そのことだけと解釈されてしま

う危険性がある。「嫌がっている」という言葉がひとり歩きすると具体的に抵抗をしないと合

意と解釈される危険性が大いにある。恐怖で声が出なかったり、本当は嫌だがもとからの関係

や権力を持つ相手からなどで人間関係を壊すことはできないからと被害を我慢している女性

が非常に多い。セクハラなどもそう。要は本人が望んでいるかいないか、それを態度など行動

に示す、示さないのが問題ではなく、本人の意思が一番肝心なので、「嫌がっている」ではな

く「相手が望んでいないのに性的行為を強要する～」とした方が良いのではないか。   「経済的暴力」について、「行為」では曖昧なので「経済的手段を用いた暴力」とした方が良
い。   「ポジティブ・アクション」について。現在の書き方だと企業社会の中でだけポジティブ・ア
クションが行われるというように読めてしまう。企業主体はもちろんあって良いが行政にもや

るべき責任は大いにあるし、学校、家庭など今ある差別的状況を改善するために特定の性別に

ある種の積極的な取組み、働きかけ、優位になるような手段を用いることが一般的には全てポ

ジティブ・アクションであるから、ここは企業だけの問題と読めてしまわないようにした方が
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良い。「職種等によって」は取って、「差が男女間に生じている場合」ではなく「男女間に差別

が生じている場合、このような差別を解消しようとして行われる～」という表現にした方が良

い。   「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」について。新しくて良い。重要視してほしい。後者「リ
プロダクティブ・ライツ」について、身体というと意味として広すぎる。「リプロダクティブ」

というのは生殖、再生という意味。身体に関することだけではなくて心の面も含めて具体的に

言うと性、生殖に関わること。「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」を日本語で言うと「性

と生殖に関する健康と権利」となる。「リプロダクティブ・ライツ」は自分の性や生殖に関し

て自分で決められる権利のこと、それを明確にしたい。   ではこれで３番は以上とする。委員の皆様方最後に一言ずついただければ。 

 

≪藁科副会長≫  ・私は何も知らないで来ている状態だったが、この後もっと具体的な実践をどうやっていくのか
とずっと思っていた。推進していく、努めるではただのスローガンで終わってしまうと思うの

でよろしくお願いしたい。 

 

≪犬塚会長≫  ・推進体制をしっかり組んで実際にどう進めて行くかというチェックを私たちもしっかりやって
いくべきだと思う。 

 

≪飯田委員≫  ・自分も子育てをしている親なのでワーク・ライフ・バランスは関心を持って見ているが働き方
改革がより前に出て来ている。男女共同参画がより市民に届くようにして進めていきたい。 

 

≪犬塚会長≫  ・働き方改革も計画の中に入っているが、逆にそれだけになってしまわないようにしていきたい。 
 

≪稲森委員≫  ・男女共同参画は意識を深めていくのがとても重要だと感じているが、深めていくには小さな事
でも具体的に実践していく事だと思う。長い年月をかけないと変わって行かないことかもしれ

ないが具体的施策を積み重ねていって意識を深めていきたいと思う。 

 

≪犬塚会長≫  ・焼津市は基本的な意識のところを頑張って欲しいと感じているのでおっしゃるとおりであると
思う。 

 

≪越後委員≫  

・焼津の男女共同参画への意識が弱いというのはこの会議に参加して強く感じた。やはりまずは

このことを認識することだと思う。トップの方々が強く、深く感じて焼津をこうしていきたい

という熱意がなければ進まないことだと考える。私はいつか点と点が線になって繋がるという

話をしたが今まさに、だと思う。鈴木先生という方が女性で初めて校長先生になった時の話を

聞いた。校長室に入れてもらえなかったこともあったそうだ。そういう時代の差別がまだ残っ

ている。世の中は変わろうとしているのに変われない、それが人間だとは思う。色んな繋がり

があって私もここまで来たと感じている。安易に数字で判断してはいけないと考えていただき

たい。ここに意見募集してくださってこういうところに書いてくださっているのが救いになる。

お互い切磋琢磨し核となる人たちがいないといけないし、近所、学校、職場などで感性を高め

あう絆を持っていく努力をして欲しい。 
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≪犬塚会長≫    ・トップがリーダーシップを取って、点と点を繋いで線にするようにネットワークを広げていっ
て上からも横からも変わっていくということが大切。トップというと市長、行政、企業、学校

などもそうであろうと思う。パブリックコメントで学校では男女平等の意識が高いと意見があ

ったがそれも安心できないというのがあって、ここは男女平等になっている、という安心感や

決めつけで問題が隠れてしまうこともある。あらゆるところで男女平等を進めて行くという意

識の人がきちんと育っていく事が大切。意識啓発、教育の在り方について今回の計画ではしっ

かりやってほしい。 

 

≪岡村委員≫  ・計画を立てるというのが一番大変で、自分も年間計画を立てているところだが色んな人から怒
られながらやっている。立て終わったら計画は半分終わったようなものだと良く言われるが、

今までの苦労が大変だったと思うし、今一番敏感でいろんな情報が入り意識も高まっている時

期だと思うので、この勢いであと半分を成し遂げていってほしいと思う。一年間ありがとうご

ざいました。 

 

≪犬塚会長≫  ・いい流れで進めて行きたいと思う。 

 

≪近藤委員≫  ・私はこれで二期目だが、色々見ていると多少、地域での男女共同というのは取り組みやすいか
と感じる。防災関係の方も計画に入っているし、自治会活動等でも段々できてきている。焼津

市の企業の男女共同参画への取り組み方はそれぞれだと思うが、Ａしおかぜのアンケートでこ

ういうことをしてほしいという意見が出てきたりと市民には少しずつ男女共同参画が溶け込

んできているのかなと感じている。 

 

≪犬塚会長≫  ・地域での推進はひとつの核。防災などをきっかけとして男女共同参画とはこういうことだった
かと気付き進めて行こうとしてもらえるきっかけ作りとしては非常に良いテーマ。今後も自治

会活動などで推進してもらいたい。時間が経ち市民の意識も少しずつ変わっていくであろうか

ら更に良い流れが広がるよう、よろしくお願いします。 

 

≪柴田委員≫  ・私は正直この委員会に出るまでこういうことをやっているのを知らなかった。私のような人は
いっぱいいると思う。当事者になった時は気にすると思うが、そうでない人たちにもっと認知

してもらえるような取組みがほしい。今回味方がいるんだよ、という事をすごく感じた。そう

いう大丈夫だよ、ということをもっと広めてほしい。参加してよかった。 

 

≪犬塚会長≫  ・当事者の人にとっては、もの凄く気になりながらもなかなかできなかったことが、当事者が増
えることによってできてくるというのは非常に大事なこと。当事者ではない人を巻き込んでい

くのも計画を進めるひとつの手段。子育てを頑張りたい若いお父さん、そういう人は当事者意

識を持っていてもその職場の上司、周りの人達が男性の子育て参画を支援する当事者としてそ

こに関わる責任があるという意識があるかどうか。自分の子でなくても子を持つ部下を支援す

るイクボスとしての意識を持ってもらうこと、自分には関係ないと思っている人をひとりでも

減らしていくことが大切。 

 

≪鈴木委員≫  ・私もここに来るまで男女共同参画プランというものを知らなかった。今回参加させてもらって、
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周りの他のお母さんたちにも今こういうのに参加しているんだよと話をしたがやはり本当に知

らない人が多い。若いお父さんたちは子育てに一生懸命な人がすごく多いと感じるが、ただ自

分より上の年齢の人だと仕事が一番、子どものことはお母さん、お前がやれば良いみたいな人

が多い。焼津市の中でも差があると感じる。できれば少し年齢が上の人にも知ってほしいとい

うのがある。自治会でも子ども会のお母さんたちは「おい」「お前っち」と呼ばれる。焼津弁と

いうのもあるのかもしれないがそれがすごくショックだった。もう少したくさんの人に知って

もらって焼津市が明るくひとりひとりを大切にしてもらえるような土地になっていったら良い

なと思う。 

 

≪犬塚会長≫  ・そういうことがあるんですね…。一般的に言うと港町というか海に近い所はちょっと言葉が荒
いというのはある。親しみを表すためにそういう言い方をする人もいるのだろうが、そういう

のが積み重なると対等に女性を見ていない、というのが出て来てしまう。特に女性が気になる

ことも上の世代の男性にとっては当たり前だと思われることもある。世代というのは大切。自

治会活動も年齢の高い男性が仕切っていると若い人たちの意見がうまく反映されないというの

もあるのかもしれない。世代の問題、地域性を意識した取組で具体的な成果が上がっていくと

よい。 

 

≪服部委員≫  ・商工会の紹介で企業という立場で参加した。結構耳が痛いような話というか、企業を経営して
いる立場からしても難しいなと思わされたのが現実である。僕はこの委員会に参加させていた

だいたのでこういうことなんだ、というのが重々理解できたが他の企業の経営者がどこまでわ

かっているかというとどうなんだろう、と思う。焼津市の方も、もっと焼津商工会議所を利用

していただいて企業に周知することをどんどんやってくれればよいと思う。焼津市から商工会

議所へ出向してきている職員もいる。その辺が市としては下手だと思う。はっきり言ってまだ

このことを理解していない企業の方が多い。働き方改革もそうで、会社の中でも僕は知ってい

たが知らない人も多い。働いている人も今年の４月からなにが起きるか知らない人の方が多い。

その辺の周知、促進を上手にしてあげること。企業としては働き方改革はすごく強力。会社の

中で改革をしないと国から求められていることができない。その位難しいことだが、働いてい

る人も知らないのが現実。上手に企業と働いている人にも周知していただいて、ぜひ商工会議

所を利用してもらえればと思う。 

 

≪犬塚会長≫  ・非常に大切で心強いことを言っていただいた。この計画は繰り返しになるが働き方改革、女性
活躍、ワーク・ライフ・バランスが重点的になっている訳だし、ここに関係して重要な領域は

企業社会、職場のところ。その代表の服部さんからぜひ商工会議所を利用してくれとありがた

いご意見をいただいて、これは焼津市役所としても渡りに船である。４月からの法改正で職場

は劇的に変わると思う。残業時間規制、有給取得の義務化は法律で決められていることで企業

としてはどこも他人事だ、と逃げられないが経営者はまだ全然わかっていないし浸透していな

い。労働者もそう。これは喫緊の課題であるので商工会議所、企業、団体の協力が必須である。

このような申し出があるのだから市役所は活かしてほしい。 

 

≪三浦委員≫  ・２点申し上げる。１点目は副会長も仰ったがこれはプランであるというのもあるが具体的なこ
とが書いていなくて、情報を提供するとか、啓発、セミナーを開催するとかの言葉で終わって

いることが多い。実際に大変なのはこれからで、色んなことを各課でやることになっているの

で多くの方が参加できるよう周知、色んな媒体を使って少しでも多くの人に認識、参加しても

らえるようになればよいと思う。 

２点目は働き方改革。ハローワーク、労基でも周知を行っていて商工会議所に協力いただいて
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働き方改革セミナーを行ってみた。一昨年秋から始めたが最近になって参加者が増えてきた。

働き方改革関連法が成立しているという事で４月から有給取得の関係が始まる。大企業は承知

しているが中小企業、特に小規模事業所は知ってもらえていない。セミナーを通して知っても

らおうとしているところである。女性は家庭と仕事の両立ということでパートのセミナーや就

職面接会を開催している。これは市とハローワークで協定を結んだ。今言ったようなことはこ

の会議を通じて市とうちで一緒にやっていこうということになったことである。来年以降も協

力してやっていきたい。 

 

≪犬塚会長≫  

・特に働き方改革は厚生労働省を中心として大きく変わっていくタイミングで、ハローワークも

頑張ってくれているようなので行政との連携をしっかり取っていただいて、商工会議所、企業

とも協力し色んなところの連携でしっかり流れを受け止め、生かしていってほしい。 

 

４ 今後の予定について 

 

≪堀内課長≫    ・今後、プランについては、この冊子をもとに最終校正を行い、印刷を進める予定。校正の結果
により、誤字脱字などの軽微な修正、表紙写真、イラストの調整等をする場合があるので了承

いただきたい。 

市民会議の委員の任期は今年度末までとなるが、今年度については、本日で男女共同参画プラ

ンに関する会議の日程は、全て終了となる。ご協力に感謝する。 

来年度は、新たに委員を委嘱し、新プランの推進について、男女共同参画プラン推進市民会議

を年３回程度開催予定。 

 

これで予定していた内容が全て終了したので「平成 30 年度第４回焼津市男女共同参画プラン

推進・策定市民会議」を閉会する。  


