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≪堀内課長≫ 

 本日はお忙しい中、本会議にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 ただいまから「令和元年度第２回焼津市男女共同参画プラン推進市民会議」を開催いたします。 

私は、本日の司会を務めさせていただきます市民協働課長の堀内と申します。どうぞよろしくお

願いします。 

本日は３人の委員の方から、事前にご欠席の連絡をいただいております。 

本日は、８月下旬から９月にかけて男女共同参画プランに関係する部署を対象に実施したヒアリ

ングの結果報告をさせていただきます。ヒアリングの結果をもとに、今後の推進方法等について、

委員の皆様からご意見をいただきたいと思います。 

 

なお、本日の会議録ですが、その要旨を後日、市役所情報公開コーナー及び市ホームページにお

いて公開させていただきます。予めご了承願います。 

 

～資料の確認～ 

 

それでは次第の２、報告事項「第３次プラン施策推進状況（ヒアリング結果）について」担当よ

り、報告させていただきます。 

 

 ～第３次プラン施策推進状況（ヒアリング結果）について説明（基本目標Ⅰ・Ⅱ）～ 

 

≪犬塚会長≫ 

 現時点までの中間報告ということで、報告書の作りとして気になるのは自己評価の仕方ですが、

◇ 日 時 

◇ 場 所 

 

◇ 次 第 

 

 

 

 

 

 

◇ 出 席 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 会議公開 

 

◇ 傍 聴 者 

令和元年 10月 23日（水）14時 00分～15時 50分 

焼津公民館 会議室１ 

 

１ 開会 

２ 報告事項 

第３次プラン施策推進状況（ヒアリング結果）について 

３ その他 

  男女共同参画・人権フォーラム in焼津 2019について ほか 

４ 閉会 

   

【推進市民会議委員】12名 

犬塚 協太、飯田 裕行、岡村 幸治、川井 幸子、斎藤不二代、佐野 正子 

柴田 亜弓、柴山 明範、畑口 里美、服部 豪人、村田 政美、藁科 俊作 

 

【事務局】4名 

堀内 千穂（市民協働課長） 

緒方 千晴（市民協働課 市民協働・男女共同参画担当係長） 

横井  孝（市民協働課 市民協働・男女共同参画担当主査） 

鈴木 寿彦（市民協働課 市民協働・男女共同参画担当主査） 

 

可 

 

なし 

 

令和元年度 第２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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表紙のページで具体的な施策事業数が出ていて右側の進捗状況の表でいくと、◎が４つ、〇が１２

５で、△以下はなしということで、これを見ると確かに概ね順調に進んでいるというように見えま

す。ただ内容を拝見すると、まだ年度の途中な訳ですから、例えば実際にはまだこの事業について

は今年度実施していないと、これから実施する予定であるというものがかなりあります。市民協働

課の人権フォーラムなどもそうですけど、これからやるものを評価するのに、最初のページのよう

に実施予定も含むとはなっていますが、「実施し計画どおり推進できた」となると、実際に実施した

後でその評価内容が予定どおりできていれば〇だし、実施したけど評価してみると予定しているよ

りうまくいかなかった、十分な成果が得られなかったのであれば△という最終評価としての評価の

やり方なので、どうしてもズレが出るというか合わないと思います。例えば、１ページ以降の進捗

評価の欄には〇が並んでいますが、これらの中には実際に実施していて、かつ、その評価も予定ど

おりであったという本当の〇が今の時点で付くところもあり、全く実施していなくてあくまで予定

だというところにも〇が付いているというのは、やっぱり私は作りとしておかしくないかなと思い

ます。 

〇の数を稼ぐことが目的ではないし、本来は最後に全ての事業が終わってからの評価ですから、

今の時点であれば予定なら予定でいいと思います。すでに終わっている事業で予定どおりであれば

〇でいいし、まだやっていない事業については、予定とこの欄に書いてしまった方がわかりやすか

ったと思います。あとは、表紙の◎から－の分類も最終的な評価となっているので、実施したのか

していないのか、実施する予定があるのか予定もないのか、その辺がわかりやすい分類にしていた

だいた方がより適切で、こちら側の評価にもつながると思いました。 

それとヒアリングシートですが、これは実際各課から書かれたものが提出されたのですか。それ

とも聞きながら市民協働課で埋めていったものですか。 

 

≪鈴木主査≫ 

 担当課から提出してもらいましたが、全てが埋まっている訳ではないです。埋まっていないとこ

ろはヒアリングにおいて聞くことで補うようにしました。 

 

≪犬塚会長≫ 

 中間の評価ということもありますが、最終的な評価が出ていれば、きちんとした評価をというの

もわかりますが、ヒアリングシートの５段階の数字で表された評価と今回の◎とかの評価とどうい

う関係なんですか。 

 

≪鈴木主査≫ 

 基本的に５で答えた担当課はほぼないです。２と１もないような状況で、ほぼ３なんですね。な

ので、３が〇とお考えいただければと思います。 

 

≪犬塚会長≫ 

 このシートの評価が数字の５段階ならそれに合わせてこちらもそうしていただかないと、個々の

対応がはっきりせずに意味が分からなくなってしまうので、そこは来年度に向けて統一していただ

くとか、先ほど言ったように、予定なら予定としていただくとかその辺を含めて検討してほしいと

思います。 

 それから、これだけのシートをおやりになったのはとってもいいことだと思います。このシート

のやりとりが結果的に各担当課にすごく刺激になって、このようなシート全くなしに適当に自己評

価を出される場合と比べると、担当者の方がこのシートを埋めようと書き込みながら、自分や課で

やってきた事業の内容を振り返ると、なかなか意識化できていなかったものが意識に上ってきて、

やっぱりここができていなかったとか、ここはうまくいったとか、改めて確認できたりする。その

上で今後に向けての施策を展開できるということで、そういう覚醒化というか目覚めを促せるとい

うことで、今もお話があったけれど、昨年なんかに比べてヒアリングやることの効果が上がってい

ると、こういうシートを埋められたことはとってもいいことだと思います。ですが、これを我々に

出していただく中間報告の方では、先ほどの数字にするとか予定にするとかの検討はありますが、
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やっぱりこのシートを拝見すると、私は一番大事なのは中間の今の時点で例えば年度の前半でやっ

ておくべきだったものが 10 月の段階でまだできていないということになると、やはり今年度中に

やらなきゃいけないという課題も出てくるし、それに向けて現時点でできない理由とか状況がある

のであれば、何とかしていかないと今年度中に予定事業が終わらない可能性が出てきますよね。そ

ういったことが具体的には２の上から３つ目の課題と対策というところに入ってくると思うんで

すよ。そういう内容を私たちもむしろ見たい。なので、ここでいうと欄がありませんが、本当は進

捗評価の横でもいいですし、この表を圧縮してもいいので、欄を１つ作ってもらって、ここまで詳

しくなくてもいいから、少なくとも担当課は現時点で今年度の事業の進み具合についてはどういう

認識をもっているのかを書いていただきたい。つまり順調に進んでいるので、まだ完了はしていな

いけど、このまま行けば間違いなく予定どおりに終わってしっかり成果も出るという見通しなのか、

あるいは、思いのほかいろいろな障害があって今年はうまくはかどってないみたいな、そういう現

状だったら、じゃあ何が課題でどう変えれば、それは今年度中に予定どおりいけそうなのかという

ような見通しというのはあると思うんですよ。そんなに詳しく書かなくてもいいんですけど、せめ

てそれぞれのところで現状ではどういう問題があって、これについてはどういう対策を立てている

のか、そういったことを少しでも書いてもらえると具体的に現状がどうなっているかが分かってい

いと思うんですよ。 

具体的には１ページの広報広聴課では、今はハンドブックを基準にしてやっているので、男女共

同参画について特別に配慮していないという話がありました。それが現状認識だとすると、例えば

そこにヒアリングをかけた結果、市民協働課としてはぜひ今後男女共同参画ということに対する配

慮も入れてほしいという要望を出して、それをわかった上で今後はそれを意識した表現のチェック

を行っていくみたいなことが課題とかそれに向けての対策だと思うので、そういうことについての

内容が書いてあると、中間報告の時点ではここが問題だと認識されていてどう変わっていく可能性

があるかが見えてくるので、そのようなことを書く欄を作っていただいた方がいいと思います。 

次の２ページでいうと、非常に面白い企画だと思うのは上から２つ目、政策企画課の市役所入っ

て２、３年目の若手職員の方の企画としてこういうのがあって、親子で参加できるイベントをやっ

て、親子のふれあう機会を提供されているんだけど、保護者同伴というのはわかるんですが、この

事業としてはできるだけお父さん、男性の方の子育ての参画を促すというポイントがあるので、こ

の書き方では保護者というだけで漠然としていて数も性別もわかりません。今年はこうだったけど

来年以降はこれをやるんだったら父親の参加状況について詳しく書いてもらうとか、そういうこと

を課題として考えているということが政策企画課の課題と対策欄に書いてあると、こちらとしては

ここの問題は認識していて今後は改善される見込みなんだなということが見えてくると思うんで

すよ。その下の地域防災課の夏休み防災チャレンジもそうですよね。これだけだと実績として性別

とか年代とかわからないから、その辺りのデータをもう少し詳しくとってもらって、示してもらう

ことも今後に向けての課題だと思います。 

そういうことで中間報告の書き方、まとめ方としては、これだけのいいヒアリングシートをせっ

かくやっておられるのだから、大変だと思うんですが、この内容を細かく書くときりがないですか

ら要点を絞っていただいて、もう一つ欄を設けてもらって、少なくとも現状と課題、それに向けて

の対策がわかるようなコメントを入れていただくことで予定のものも含めて今後に向けての取組

の具体的な方向性や問題が見えてくると思います。全体的なことへの意見として申し上げられるこ

とだと思います。 

 

≪岡村委員≫ 

 私も課題と対策のところは気になるところです。重点目標のところですが、今まで見たようなこ

とが多いと感じます。例えば７ページの広報広聴課の市政座談会への女性参加促進について今まで

と違うところを教えてください。 

 

≪鈴木主査≫ 

 広報広聴課からは、メリハリをつけて団体を選んでいるということで、女性については、公募を

実施しているとのことでした。座談会参加者に占める女性の割合は上がっていると聞いております。
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女性の団体というと女性部、女性会など限られていますので、なかなか難しいところはあると思い

ます。 

 

≪犬塚会長≫ 

 出席者の中の女性は 15％程度とのことで、現状では圧倒的多くは男性ということですが、その問

題点を広報広聴課は自覚していて、女性を増やすという基本的方向性はしっかり確認が取れている

んですか。 

 

≪鈴木主査≫ 

 向いている方向は間違いないと思います。ただ、どうしても自治会関係者などは男性が多く難し

いこともあるようです。 

 

≪犬塚会長≫ 

 今後増やすとして、どういうことをやるのか、具体的対策としてこういうことをやっていくとい

うのがあればなおいいと思います。 

 あと３ページの一番上、漁港振興課の夏休み深層水教室ですが、焼津ならではの企画で面白いと

思って、しかも 30 組家族ということで、これだけ人数集められてよかったなと思いますが、下の

環境生活課ですと親何名、子何名、親の中の男性が何名、女性何名、この書き方が一番いいと思う

んですね。つまりお父さんが何人参加でお母さんが何人参加で、つまり広くは男性の子育てへの参

画の促進で注目されるところなので、下のサッポロビールの工場見学の水道総務課もそうですが、

もうちょっとわかるように書いていただく、書き方についてはぜひ今後対応していただければあり

がたいと思います。 

 ５ページの下から２つ目の学校教育課ですけど、先ほど意識調査で男女平等化が進んでいると、

これはある意味当たり前なことで学校教育というのは、ほかの領域と違ってそれを専門でやらなく

てはいけないはずのところですから、男女平等の理念とか人権とかそういったことに関しての性差

別があるはずがないし、あったら大問題なので、織り込まれている話だと思うんですよ。ここでい

うのはもっと積極的に男女共同参画という視点から、はたして男女の偏りが生じないような、つま

り、さきほどの無意識のアンコンシャス・バイアスで気づかない内に先生たちが自覚できる、見え

る形の人権教育だったら間違いないんですけど、実は先生自身も気づかないうちにアンコンシャス

なバイアスに捉われてしまって何かしていないかということをどう自覚化するかということが本

当は大事なので、意識してやっているということではあるんだけど、その辺のことについての心配

はないのかということは、ヒアリングなんかの折に機会があればお伝えはいただきたい、信頼はし

てますけど、学校は頑張ってやってくれているということを疑っているわけではないんだけど、隠

れたカリキュラムということもありますので、そういうものに縛られているところはないかなどヒ

アリングの際なんかに、ぜひご注意いただけるとうれしいなと思います。 

 それから７ページの一番上、人権に関する研修に参加した教職員が各学校に戻ってきて、その内

容をきちんと伝達講習する、周知徹底を図るということですが、人権に関する研修では色々なテー

マが毎年扱われるので、必ずしも男女共同参画に直接関係するテーマだけが毎年行われるという保

証はないんです。むしろテーマとしては、変わっていく中で男女共同参画とは全然関係ないけど、

大事な人権教育のテーマで研修がありましたということになるかもしれません。これは無意味とは

全然言わないし、この中に男女共同参画的な視点が入った研修が少しでもなされれば、それで実績

にはなってくるんだけど、ただこれだけやっていれば男女共同参画推進の人権教育はばっちりでき

ていますということの必要条件にまではならないので、そこは念のために学校にも大事なことでは

ありますが、加えて男女共同参画の視点というものを意識した研修などに積極的に参加できるので

あればお願いしたいということをお伝えできればと思います。 

 それから、８ページの一番上の企業とか地域団体の女性の登用促進の話なんですけど、市民協働

課は、すごく今回は熱心に新しい展開をされて、いろいろな団体と連携しながら新しい取り組みを

されていて本当によかったな思います。これは十分◎に値すると思いますが、商業・産業政策課の

ところが国、県、市等からの情報を提供するとかチラシ等の配布等、広報活動に協力するというこ
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とで、市民協働課は頑張って熱心にやられている印象があるんですが、商業・産業政策課の方が来

た情報を伝えるとかチラシを配るのに協力するとか、少し温度差というか取り組みの違いというの

が気にはなるんですね。本来的には商業とか産業関係の部局がむしろリーダーシップをとってやっ

ていく部分だろうと思いますので、一つの例ですけど、例えば近年の法改正で女性活躍推進法とか、

働き方改革なんかは法律が実施されていますので、おそらく現場の皆さんには、こういった課こそ

が先頭に立って情報を積極的に伝えていただいて、啓発していただいたりする必要があるんじゃな

いかなと思うんですけど、そういったことをもう少し取り組んでいただけるとありがたいです。こ

の内容に入っているのかもしれませんが、もう少し見えるようになったらいいなと思います。 

 

～第３次プラン施策推進状況（ヒアリング結果）について説明（基本目標Ⅲ・Ⅳ）～ 

 

≪犬塚会長≫ 

 ただいま、説明がありましたが、ご質問やご意見がございましたらお願いします。 

 

≪柴山委員≫ 

  静岡労働局からのお知らせという形にもなるんですが、10 月 4日から最低賃金が 885 円に上

がりましたということをお知らせさせていただきます。無理に今回のテーマに沿うような意見に

するつもりはないんですけれども、皆さま方、働いていただいて能力をいかんなく発揮していた

だいた場合の評価というのは高ければ高いほどいいわけで、具体的にそれが賃金という形になる

のが望ましいのかなというところでは、皆さま方に関連する事業所、家族、知人、友人含めてだ

んだん賃金が上がってきていて、今年 885円ということで決まりましたということです。うちの

会社はそんなことないということは、静岡県内お仕事していただいている限りにおいてはありま

せんので、一応お知らせをさせていただきます。 

  また、今回ご説明をいただいた中で、働き方改革という表現を何か所かお言葉をいただいてい

るので、焼津市役所様はじめ、お越しいただいている皆さま方、特に年次有給休暇の取得という

部分では、細かい話はあるんですけれども、10日付与された場合には５日以上取得してください

よというお願いを今年度企業規模の大小問わずスタートしています。31年４月１日からスタート

ということでございますので、多いか少ないかという言い方よりは５日は確実に取るということ、

それから、先ほど市役所の方では 10 日の目標がまだというところでも、こういった取り組みを

全庁的に取り組んでいただく中で総論賛成、各論反対ではなかなか魂の入った業務にはなってい

かないので、お忙しいとは存じますけれども、工夫をして１日でも多く取得をしていただければ

と思います。かたや 11 ページの下から２つ目の商業・産業政策課さんのところに記載がありま

すけれども長時間労働の抑制ということで、この部分につきましても、上限時間が設定をされて

年間 360時間ということと、特別条項があれば 720時間ということで、今までのやり方というよ

りは、先ほど申し上げたお休みを取りながら、でも上限を意識しつつ生産性を向上させて、その

あとの上のページにもつながるんですけれども、11ページの一番上のワーク・ライフ・バランス

ということで、仕事でも能力を最大限活用、発揮していただく、それから家庭もしくはプライベ

ートな時間にもいかんなくそれを発揮できるということで、夕方うちに帰ってご飯を食べてお風

呂に入って寝るだけ、週末はくたびれてやっと土日を過ごすということでは、ワーク・ライフ・

バランスとはなかなか表現が難しいと思いますので、そういった部分につきましても現実問題と

して、総論も賛成、各論も賛成で実際に実行に移すということを前提に取り組みの方をお願いで

きればというふうに思います。その点をお願いさせていただきつつ、11ページの下から４つ目の

商業・産業政策課さんの高齢者の方の就労支援ということが書かれておりまして、生涯現役の就

職面接を開催させていただきます。この部分については、シルバー人材センターさんとも協力を

しながら、60歳以上、特に 65歳以上、年金をもらいながらでもまだお仕事はしたい、ある人の

言葉を借りれば、そんなにフルで働くのは大変だけど、だからといってうちにいるのは何かさみ

しい、もったいない、なおかつちょっと孫になんか買ってあげるくらい小遣いがあげられるくら

いお金を稼げればもっといいなということで、人によっては動機も違うし働ける時間も違うので、

多様化するニーズをちゃんと捉えて個々にご案内できるようにとサービスの提供に努めており
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ます。身近な方に「ハローワーク行って、お仕事ちょっと相談してみたら」というようなお口添

えをいただければ大変ありがたいと思います。半分以上 PRになってしまいましたがご提案をさ

せていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 

≪犬塚会長≫ 

  ありがとうございました。今のお話を聞きますと、例えば法律が変わってどんどん長時間労働

の抑制とか休暇取得が義務化されてきたとかって、実際に働いておられる皆さま方の現場、職場

にちゃんと伝わっていて、事実そういう方向に本当に動き出しているのかが一番気になるところ

なんですけれども、特に焼津は、県内全体そうですけれども中小企業がすごく多くて、なかなか

情報の周知徹底まで至っていないとか、あるいは情報はあるけどなかなか取り組めていないとか、

そういう課題もあるところが現場としてあると思うんですけれども、服部さんなんかいかがです

か。現場の意見は、皆さんそういうのをよくわかっていらっしゃって、取り組みは進んでいます

か。進みつつありますか。 

 

≪服部委員≫ 

  働いている側の方にはかなり周知されてきています。でも、実際に本当の中身がどういうこと

かというところまでは理解していない方もいます。経営者側の方は、当然理解しているのですが、

はっきりいって、先ほどの働き方改革で５日間取らなきゃいけないというのを全ての会社におい

ては実施できていないと思います。働いている側の方も、なかなか休暇のことを言えないという

現状があったり、また業種によっては休めないということもあったり、皆さん知ってはいるんで

すけど現実に至っていないというのが多いかもしれないですね。 

 

≪犬塚会長≫ 

  ありがとうございました。他に今のご意見に補足していただくようなことはありますか。皆さ

んの職場の現状ということだけでも結構です。 

  今、服部さんがおっしゃったことは、焼津に関わらずに私も他の市町でいろいろお伺いしても、

確かに数年前に比べると働き方改革とかワーク・ライフ・バランスなんのことだいう時代からす

ると、急激に今、やっぱりそうは言ってもメディア含めいろいろなところでこういったことは伝

えられるし、労働者や一般の方にも浸透してきているし、経営者も今おっしゃったように普通の

経営者ならわかっていて、だいぶ当然な雰囲気にはなってきたと感じます。問題は、情報はかな

りある意味広がってきたんだけど、実践がなかなかできないというか、実行に移すためにどうや

っていけばいいのか現場はまだわからない。ノウハウとか、それをやってなんのいいことがある

のというメリットなんかも含めて、経営者の皆さん方には、まだその辺りがきちんと届いていな

いため、実行に移すところまでいっていない。それで見ますと、例えば 11ページに上がっている

特に具体的には、商業・産業政策課さんばかりで申し訳ないんですけど、あげてらっしゃる施策

内容がやはり情報提供とか、広報に協力とかこのレベルであって、それはひょっとしたらもうあ

る程度いっているのかもしれないですね。むしろ現場が本当に必要としている情報というのは、

やるべき内容とかやらなきゃいけないことは何かというのは見えてきたけど、具体的にどうすれ

ばそれができるのかがわからない。そこに結びつくような取り組みがもう一歩踏み込んでいない

と、情報だけが空回りしたり上滑りしちゃったり、いくら言われても現場はできないというよう

な話で、全然そこがマッチしなくなってしまうということがあるかもしれない。だから今、実は

求められているのは、具体的な取り組みとしては何をどうすればいいんだっていうことを、情報

提供なり、あるいはそれに向けてどんどん経営者の皆さんなんかを集めて、具体的にはこういう

やり方でこういう風にやっていくのが一番いいんですよとか、実際それで成功している企業にこ

んな事例がありますよみたいなこと、ノウハウなりをどんどん伝えていただく。そこが行政とし

ては重要な役割になってきている段階じゃないかなと今のお話を聞いていると思うんですけれ

ども、今回の中間報告の時点でここは一応〇が付いているし、現にこれらのことは各課皆さんや

られているんだろうとは思いますが、やっぱり私はせっかくいろいろな企業・団体さんなんかと

協力する関係が築けているんだったら、例えば８ページにもありますけれども、市民協働課さん
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が今年から商工会議所さんなどの各団体と連携して、いろいろ広報に関する取り組みが始まって

います。例えば商工会議所の女性会の総会で説明されたと、こういったことをどんどんやってい

ただいて、現実にどうすればいいんだというやり方を現場に伝えていただくということが必要な

状況だと思うので、これはすごくいいことだと思うんだけど、これをもう少し他の課も含めて 11

ページにあげてあるような広報の事業を取り組んでいく中身にも入れていただくと、例えば今年

前半まではこれでいいんだけど、後半に向けての課題とか対策はその辺に重点を置いてほしいな

ということは、この市民会議では要望として出せる段階まできたんじゃないかなと思いますので、

そこは担当各課に市民会議で出た意見として、今現場が求めているニーズに合った情報提供なり

取り組みをぜひもう少し組み込んで進めてほしいと、これはぜひお伝えいただきたいと思います

のでよろしくお願いします。 

 

≪服部委員≫ 

  ちょっと教えてもらいたいんですけど、この報告書はこの会議のために作成しているのか、そ

れともこれを市の取り組みとして出したりするために作っているんですか。 

 

≪鈴木主査≫ 

  年度末にこれの完成版を作成するのですが、それは皆さんに報告するためもございますし、HP

等で公開するようなことも考えておりまして、そうでないと担当課が意識をするきっかけが減っ

てしまいますので。 

 

≪服部委員≫ 

  この会だけじゃなくて公にも出すということですね。だからみんな〇になっちゃうんですね。

×とはしたくないでしょうね。僕も見ていて、11ページの商業・産業政策課、働き方改革のテレ

ワーク推進事業があるんですけど、実は僕は藤枝市さんとテレワークを少しやっていまして、藤

枝市さんはすごく進んでいます。焼津市さんとも少し話をしたんですけど、進んでいるとは言え

ません。さっきから言うように別に△が悪いという訳ではないと思うんですよね。それに対して

ここが足りないからどうしていけばいいかというのを正直に出さないと何も改善されていかな

いと思うんですけど、だから見ているところが違うというか、〇を出している意味合いが違うと

いうか、何となくここの会だけに出すのであれば本音を書いてくれるんでしょうけれども、公に

出ちゃうと×とかその課は書けないのかなとかそういうのがあるのかなと思って聞いてみまし

た。 

 

≪犬塚会長≫ 

  結局、ここの市民会議での皆さんのご意見を反映して、それを戻していただいてフィードバッ

クして、各課に伝えてもらって、おたくはこれ〇付けているし、計画通りだと言っているけど、

ちょっとここでの意見は違うよと、それを伝えてもらって、そこをきちんと反省していただいた

り、施策の取組のレベルを上げましょうみたいな感じで伝えていただくためにこっちはやってい

るので、それで最終的に〇か△なのかはわかりませんが、そのことよりは、ここと各課がつなが

っていくかが重要ですよね。 

 

≪鈴木主査≫ 

  ありがとうございます。年度末ですと事業が終わっておりますので、実績としての結果が出せ

ると思います。申し訳ございません。 

 

≪川井委員≫ 

  私は、焼津市男女共同参画情報紙の編集をさせていただいております川井です。今回２回目の

参加で少し緊張しておりますが、せっかく情報紙の記事を書かせていただいておりますので、先

ほどのお話で働き方改革のお話が出たんですけれども、７月１日に発行されました 56 号の情報

紙ですごくいいものがたくさんありまして、女性が活躍している代表取締役の方などを中心に記
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事を書かせていただきました。インタビューをすると本当にいきいきとワーク・ライフ・バラン

スもちゃんと考えておられるし、仕事自体も本当に和気あいあいとやっているというのをインタ

ビューさせていただいて感じることができました。今、７月と 11 月だけですが編集委員の一員

としてやらせていただいているので、この男女共同参画の意味というのがわかるんですけど、他

の一般の方にこういうことをやっているんだよというのをわかってもらうにはどうしたらいい

んだろうという思いがあります。私は、周りの人に記事を見てもらってアンケートとかを書いて

もらうんですけど、そういうことによって初めて知るという方がほとんどなので、すごく内容も

濃くて素晴らしい内容なのに、なんかこうもっとわかってもらうにはどうしたらいいんだろうと

いうのがあります。 

 

≪犬塚会長≫ 

  Aしおかぜは、全戸配布でしたっけ。 

 

≪鈴木主査≫ 

  基本的にはそうなります。 

 

≪犬塚会長≫ 

  私は焼津市民ではないのでわからないのですが、皆さんは各ご家庭に届いたものはご覧になっ

ていらっしゃるのでしょうか。まあ、この会の皆さんは大丈夫なんでしょうけど、川井さんが心

配なさっているのは、全戸配布でどれだけ効果が上がっているかということですね。全戸配布は

やらないよりはやったほうがいいのでやるべきなんですけど、市からきた広報紙は必ずチェック

するという家庭もあれば、読み飛ばすなど全然見ないという家庭もあって、それだけやればいい

という訳ではないと思うんですよ。紙媒体の情報紙を必ずしも作ってらっしゃる自治体ばかりで

はなくて、これはこれですごく焼津らしい特徴が出ていて、例えば私が関わっている島田市なん

かも長年伝統のあるこういう啓発紙を紙で全戸配布されていますけど、ああいうことってどこの

市町でもやっているわけではなくて、貴重な情報源になっています。ただ最近特に若い世代の人

は紙よりも SNS とかの情報発信の方がよく見るといわれることもあるから、例えばそういうと

ころに紙面全面は載せられなくても、出せる情報はどんどん出して、電子媒体を活用する形の情

報提供とか、あとは同じ内容をメールマガジンにして、特定の団体や組織なりにピンポイントで

どんどん送っていくとか、この辺りは広報のテクニカルな部分で、もっと一般的には工夫できる

余地があるところで、そういった内容、コンテンツの良さというよりはむしろ情報の伝達の方法

ですから、まだ考えていける余地があるんじゃないかなと思います。私はその辺は全然プロじゃ

なくて詳しくないのですが、たぶん詳しい方おられるんじゃないかと思いますから、こういうふ

うにするともっといろいろなところに伝わりますよとか工夫していければと思います。情報紙は、

公民館とかそういったところに置いてあるんですか。 

 

≪川井委員≫ 

  静岡新聞の折り込みに７月と 11月の１日に配布されます。 

 

≪犬塚会長≫ 

  そうすると、新聞自体を若い方はほとんど取らなくなってきているから、そういうお話での配

布ということになると上の年代の方には何とか届くかなあと。 

 

≪岡村委員≫ 

  新聞を取っていない方には郵送がありますね。 

 

≪犬塚会長≫ 

  こっちから言ったら送られてくるということですね。 
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≪岡村委員≫ 

  誰がとっていないかはわからないですからね。そういう形ですね。 

 

≪犬塚会長≫ 

  メディアの活用という点から言うと若い世代向けには、ネットでしょうけど、ただもう一つは、

私が意外にこれも効果があるんだと思ったのが島田の例なんですけど、男女共同参画の啓発紙、

あるいはそれに関わるような情報とか子育て支援に関わる情報なんですけど、例えば子育て支援

関係の組織団体、いろいろな地域の活動をしているグループの方などに口コミでそういった情報

紙の内容を伝えていただいて、こういうものがあるよと、お母さん同士は SNS も忙しくてでき

ないという子育て中の方なんかですと、ここは意外に口コミの方が効果あったりするようです。

そうすると、例えばある程度特定の子育て支援団体みたいなところをターゲットにして、そこへ

どんどん送ってあげるというやり方もあるかもしれなくて、一方で幅広く、薄く広く啓発してい

くのと、ここはと思うような組織や団体には、なるべくピンポイントで届けるようなそんなやり

方と併用していくのもいいのかなと思います。皆さま方の中にもっといいアイディアがある方も

おられるかと思いますが、よろしくお願いします。 

  ぜひ他の方も何か、この内容に関わることじゃなくて今みたいなご相談を兼ねた内容でもいい

と思いますのでお願いします。 

 

≪岡村委員≫ 

  内容にあっているかどうかわかりませんが、11 ページの子育て支援課、子育て LINE のとこ

ろなんですけど、私も登録させていただいて重要な情報が入ってくるのでいいと思うんですけど、

一回が長くて読みにくいものですから、内容はもう少し端的に入れて、その先はここをクリック

すれば情報がもうちょっと入りますよっていう形じゃないと、よく女性の若い方は漢字は３文字

以上あったら読まないということも聞きますし、なるべく端的にこういう内容ですとした方がい

いのかなと思います。 

 

≪犬塚会長≫ 

  女性に限らず男性でも３文字あると読まないと若い学生を見ていると感じますが、いいご意見

をいただいたので子育て支援課にお伝えください。 

  他にはどうでしょう。 

  ちょっと私の気づいたところですけど、商業・産業政策課ばかり狙い撃ちしているわけではな

いので、申し訳ないんですけど、10ページの上から２つ目、志太地域３市連携によりシダビジネ

スチャレンジ、シダビジネスグランプリを開催ということがあがっているんですけど、あげてい

ただいたのはいいんですが、今説明をしていただきましたけど、全然私なんかは内容がよくわか

りませんでした。実際何をやられたのか、それをわざわざここに書かれるということは、多分そ

れは何らかの形で女性の能力向上に向けた機会の充実にちゃんとつながっている内容になって

いるはずだと思うのであげられているはずですから、その辺のことについてちょっと補足してい

ただくなり、ご説明いただいた内容というのは、６回のうち２回は女性講師がおやりになるとい

う話だけで中身がよくわからないんですけど、そもそもこれらは、いわゆる起業というものを目

指しているものですか。 

 

≪鈴木主査≫ 

  基本的には女性に特化しているようなものではないです。あくまでビジネスに関する講習会を

開催するということですが、女性も参加できるものですからここに記載をしているということだ

と思います。今までは女性の起業に特化したものがありましたが内容が変わってきています。 

 

≪犬塚会長≫ 

  この中でそれが女性に特化していないまでも、女性がどの程度こういったことを活用されてい

るかということになれば、例えばせめて、女性の方が全体の中で何人参加されたとか、参加した



H31-24 

10 

 

方の何％ぐらいが女性だったとか、女性講師が出てきてやった内容については特記してこういう

テーマでやったので女性向けの話も入っていたとか、そういうことが情報として出ないと評価の

しようがないなというのが気になりました。最終的にはきちんとそういうことも出していただき

たい。 

  それから、その下なんですけど、農政課さんの今年度から入った家族経営協定、これは男女共

同参画と農政に関することでは絶対入ってこなくてはおかしいので、入ったのはいいんですが、

大事なのは、家族経営協定が実際にどのくらいあがってきているのかになります。家族経営協定

というと何のことかわからないということがあるんですが、これが何で男女共同参画に必要かと

いうと、結局農業というのは家族労働というか家族就労でやるので、きちんとその中で例えば家

族全体でこれだけの利潤が上がりましたといっても、結局それは農業者の代表、多くは世帯主の

方、つまり男性の方がなられるのが圧倒的に多いので、実際そこで女性がどれだけきちんと家族

としても成果に貢献されたのか、それに見合って女性の労働評価がちゃんとなされているかどう

かというのが曖昧なのが農業のような産業の特徴なので、そこはもうちょっと明確にしたい。つ

まり、家族でもきちんと経営協定を結ぶことで、例えばある種の従業員的な扱いとして女性がど

こまで参画されて、それによってちゃんと実績、報酬、利益というものをきちんと女性に、一人

当たりの賃金みたいな形になると思いますが、評価がしっかりされるような協定になっています

というのが大事ですよね。そうするとやっぱりその内容を理解していただいた上で、それらがど

んどん増えていかなければいけないので、ここでは推進とあるんですが、それだけじゃなくて、

年間だいたいどれぐらいを目標にしていて、今のところ年度半分くらい来たところで何件くらい

新規締結がありましたというように数字を出してもらわないと、これは推進しているだけでは、

なかなか目に見える形にはならないと思うんですよね。なので、きちんと締結数なりを出してい

ただくということをぜひお願いしてください。これも要望としてお願いしたいと思います。 

  あと、内容がよくわからないというか、区別がよくつかなかったのが、15ページの子育てに関

する講習会の機会充実ということでいろいろな課がやっておられる中で、上から２つ目こども相

談センターさんが今回いろいろあげてくださって、これも新規としてあがっていますが、これに

ついては、わかる方に教えていただきたいのですが、はるかぜ子育て支援講座以下、４つくらい

あがっています。これは具体的にはどういう内容のものなんですかね。それぞれどういう特徴が

あるんでしょうか。３つ目のペアレント・プログラムに力を入れていくということが方向性とし

て出てきているというのがさっきの話でありましたけど、その中身もいまいち私はわからなかっ

たんですけど、わかりますか。そういう内容のものだからここにあげたんですということで、男

女共同参画の視点から見ると、これはここにあげるにふさわしい講座だということであれば、も

ちろんあげていただいてもいいと思うんですけど、中身がちょっとよくわからない。２つ目の発

達支援保護者向け講演会というのは、おそらく発達障害等をお持ちのお子さんの保護者向けの何

かをやられたということでしょうけど、他の３つくらいは差別化をなかなか自分の中ではかれな

いので、もし、ここにはめ込んでこられたということの意味とか意図とかがわかれば、評価をし

ていく中で組み込むことは全然いいと思います。これはすぐにでなくていいので、教えていただ

ければありがたいなと思います。 

 

≪鈴木主査≫ 

  基本的には発達に問題のあるお子さんの保護者に対してと聞いておりますが、もう少し詳細に

聞いておきます。 

 

≪犬塚会長≫ 

  それは男女共同参画の視点でも大事なことで、お子さんに発達する上で問題を抱えていらっし

ゃったりするご家庭の場合、やっぱりどうしてもお父さん、お母さんでいうとやっぱり女性、お

母さんの方のお子さんのケアのために使う時間が多くて、なかなかそういった要因が女性活躍に

対してもブレーキをかけることが多いので、そこにいろいろな支援が入ることで、特に母親がし

っかり子どもさんへのケアだけじゃない部分でも活躍できるような余裕が出てくるような支援

の仕方になって、その方向性も含めてこういった講座なんかも実施されているのであれば、とて
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もいいことだと私は思うので、男女共同参画の視点でこれが大事だということがわかるような説

明がいただけると一番ありがたいです。 

  そういう意味で言うと、17ページの上から３つ目、政策企画課さんのモデルプログラムの実施

とか新元気世代セミナー、先ほどの説明を聞いていると何となく 50 歳以上の、割とシニア世代

の皆さま方の生きがいづくりのようなものに、どちらも関わるんですかね。新元気世代セミナー

というのはそんな気がするんですが、モデルプログラムってどういうモデルを想定して、何を講

座としては実施されるのが目的なのかがちょっとわからないんですけれども、27コマも実施され

るってすごいですよね、回数としては。ものすごく多いから、相当力を入れて実施される事業だ

と思うのですが、何のモデルを想定されて、どういうことの目的でやられているのか、もしわか

れば教えてください。 

 

≪鈴木主査≫ 

  大きく分けると、健康維持という側面と、生きがいづくりという側面に分かれるのですが、そ

れにかなり多くの事業が割り振られています。まだ予定、計画の段階もあるものですから全てを

お伝えすることはできないのですが、例えば、運動ですとかスポーツの提供とか、市民グループ

のような活動をしたり、趣味を作ったり、ボランティアもそうなんですが、いろんな項目がござ

いまして、様々なプログラムの中で、概ね 50 歳以上の方々が元気で暮らせるようにという事業

になっております。 

 

≪犬塚会長≫ 

  最近よく言われている人生 100年時代を迎えて、長寿化の中で長期にわたって社会的に心身の

健康も含めて活躍できる人になってもらうという想定で、肉体的な健康維持も一方でありつつ、

むしろメンタルの面とか社会関係の面でいろいろな人間関係を維持しながら活躍するお年寄り

を増やしていくということなんでしょうかね。それはそれで必要でやらざるを得ないということ

はあるからだと思うんですけど、そうするとやっぱり同じお年寄りでも男性と女性で条件が違う

ので特に健康の問題も当然身体の違いがありますが、それ以上に長寿といってもおそらく平均寿

命において男女差がある。それから経済力において、男性と女性は高齢になればなるほど格差が

広がってくるので、一番深刻なのは高齢の女性が、例えば配偶者亡くしたりして一気に貧困化し

てしまって、生きがいどころの話ではなくなってしまうという現実が今どんどん迫ってきていま

す。また、これからの大きな問題として、結婚されない方、できない方というのか、要するに家

族や配偶者をもたないで、シングルのままで高齢に向かっていかれる方が今までの日本では考え

られないくらいの勢いで増えていきますから、例えば家族形成とか男女の格差とかそこら辺を踏

まえたプログラムになっているかどうかがとっても大事なので、そういう視点を入れたものにな

っていただきたいなということを要望としてはお伝えいただきたいなと思います。これも結構決

まって動き出しているものかもしれませんので、来年度以降やられるのであればということでの

意見です。 

  他にはいかがでしょうか。私が見落としているところもいろいろあると思いますので、各分野

のお立場でご覧になってここはこうした方がいいというようなことがあれば。 

  それでは、次に進めてください。 

 

≪鈴木主査≫ 

  ありがとうございました。また、お気づきの点やご意見等があるようでしたら、事務局までご

連絡いただければありがたいです。 

 

 

≪堀内課長≫ 

  それでは、次第の３その他に移らせていただきます。担当の方からご説明いたします。 
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≪緒方係長≫ 

事務局の緒方です。私の方からは３点ほどお願いとご案内をさせていただきます。  

１点目ですが、お手元のピンク色のチラシのご案内なんですが、12 月７日の土曜日に、

男女共同参画・人権フォーラムを焼津文化会館の小ホールで開催いたします。 

ベストセラーとなった「世界がもし 100 人の村だったら」の再話を手がけた作家、池

田香代子さんにご講演いただきます。 

チラシの一番下に記載のあるとおり、人権啓発推進協議会、人権擁護委員会とともに

男女共同参画プラン推進市民会議がこのフォーラムの協力団体となっておりますので、

ぜひ皆さまにもご参加いただければと思います。 

２点目ですけれども、来週末 11 月 1 日に先ほどお話もありましたが、男女共同参画情

報紙「A しおかぜ」が発行日されます。今回は、港第 14 自治会の女性防災委員会などを

取材し、「地域」における男女共同参画について特集を組んでおります。また第３回父弁・

じいじ弁フォトコンテストの結果も１面に掲載しております。 

市民会議委員の皆さまには郵便で送付させていただきますが、ぜひお知り合いの方な

どに情報発信をしていただければと思います。 

 最後になりますが、３点目になります。すでにご案内させていただいておりますけれ

ども、11 月 7 日の木曜日午後２時より男女共同参画職員研修を開催する予定でおりま

す。今年度はアンコンシャス・バイアス、無意識の偏見をテーマに講師の方は、NPO 法

人男女共同参画フォーラム静岡の川村美智様にお話をいただく予定でおります。楽しい

お話が聞けると思いますので、ぜひご参加いただければと思います。ご参加いただける

方については、この後、帰りにお知らせいただければと思いますのでお願いいたします。 

 

≪堀内課長≫ 

最後に今後の会議の日程ですが、第３回の市民会議の開催時期としましては２月頃を予

定しております。 

日程・会場等決まりましたら、早めにご連絡します。 

また、本日の会議録ですけれども、事務局で作成した後、正副会長にご確認していただ

き、公開させていただきます。 

これで予定しておりました内容が全て終了いたしました。長時間にわたりご協力ありが

とうございました。 

これをもちまして令和元年度第２回焼津市男女共同参画プラン推進市民会議を閉会いた

します。 

本日はご多忙のところ、ご出席いただきまして誠にありがとうございました。 

 

――― 了 ――― 


