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≪堀内課長≫ 

 本日はお忙しい中、本会議に御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３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。 

はじめに市民部長の鈴木より御挨拶申し上げます。 

 

～部長挨拶～ 

 

≪堀内課長≫ 

議事に入ります前に１つ連絡させていただきます。青年会議所内の役員交代より柴田亜弓委員に

代わり、今回から岡村一輝様が新しく委員になられました。ここで委嘱状の交付をさせていただき

ます。 

 

～部長より委嘱状交付、岡村委員より挨拶～ 

 

≪堀内課長≫ 

   岡村様ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

市民部長につきましては公務のため、ここで退席させていただきます。 

それでは、これより議事に入ります。議事の進行は当会議設置要綱の規定によりまして、犬塚会
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◇ 会議公開 

 

◇ 傍 聴 者 

令和２年２月５日（水）午後２時～午後４時 

焼津市役所本庁舎 603 号室 

 

１ 開会 

２ 報告事項 

第２回男女共同参画プラン推進会議幹事会について 

３ 意見交換会 

  テーマ「女性活躍」について（焼津市における男女共同参画社会の現状と課題） 

４ その他 

５ 閉会 

   

【推進市民会議委員】14 名 

犬塚 協太、稲森 和子、飯田 裕行、越後 絹子、岡村 幸治、岡村 一輝、 

川井 幸子、斎藤不二代、柴山 明範、鈴木 英子、畑口 里美、服部 豪人、 

村田 政美、藁科 俊作 

 

【事務局】６名 

鈴木 章司（市民部長） 

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） 

石橋 俊佑（市民協働課 市民協働・男女共同参画担当主事） 

 

可 

 

なし 
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長にお願いいたします。 

なお、本日の会議録は、正副会長に御確認いただき、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。予め御了承願います。 

それでは、犬塚会長、よろしくお願いいたします。 

≪犬塚会長≫ 

   議事を進めます。まず初めに報告事項の第２回男女共同参画プラン推進会議幹事会の内容につい

て、事務局より説明があります。 

 

  ～事務局鈴木主査による説明～ 

 

  ≪犬塚会長≫ 

 只今の事務局からの説明について、御意見・御質問はありませんか。 

 

～委員からの意見・質問なし～ 

≪犬塚会長≫ 

 それではせっかくなので私から意見させていただきます。 

 幹事会は、いわゆる管理職の方が出ている会議ということで、焼津市の男女共同参画は全部局を

あげて取り組みをしていくことが必要になりますが、こうした場で情報共有等する会議は非常に大

切だと感じています。 

 先ほど幹事会の内容で説明のあった A グループの意見について、高新田地区では女性だけの防

災会が発足されているという情報がでた中で、地域の中で少しずつではありますが、男女共同参画

による地域活動の推進が形になってきていると思います。 

 C グループについては、ペアレントプログラムの推進に当たって、そもそも子育ては夫婦で行う

ということが前提とされていて、母親だけが行うものではなく、父親の参画は非常に重要であると

いうことであると思うが、プログラムの中の１回は男性が参加するよう努力されていることは大変

ありがたいと思っています。 

 ただ一方で、焼津市の男女共同参画はまだ厳しいなと思うこともあったかと思います。例えば、

A グループでいうと、「学校関係の女性管理職が 20～30％くらい、校長、教頭先生は 5 人程度」と

いうことについて、まだそんなものかという感じがしなくもありません。それと部活について、教

員のワーク・ライフ・バランスにおける過酷な教育現場を考えた時に、部活動の現場に多くの男性

教員が携わっており、教員がワーク・ライフ・バランスを非常に取りにくいということも浮き彫り

になってきたかと思います。 

 また、このあと委員の皆さんで意見交換をしていただく女性活躍の推進ということに対しても、

結局日本の他の地域でも同じというわけではないですが、とりわけ焼津市の場合は、他の自治体と

比較をさせていただいている立場からすると、極端な言い方かもしれませんが、男女共同参画を進

めていくに当たって、１番カギになるのは「職場」だとわかってきたような気がしています。これ

がどういうことかと言うと、学校という教育現場を職場として見た時に女性よりも男性のほうがワ

ークライフバランスを取りにくいという状況になっていますが、その職場の問題を解決しようとせ

ず、形式的に女性を部活動に積極的に参加させようとすると、男性だけでなく、さらに女性もワー

クライフバランスが取りづらい環境を生むだけになります。職場の働き方をどう変えていくかを考

えていかなければどうにもならないということが分かってきます。 

 また、A グループの意見で、「町中ではない地区の方が自治会や中老等に高齢者が残っていて旧

来の組織や関係性が生きている」ことについて、地域活動の男女共同参画視点として見た時にいつ

も言われることですね。ではなぜ若い世代の方に自治会に入っていただき、担い手となってもらう

ことがしにくいのか、これは圧倒的に男性だけでなく女性も働くことに追われて、結局そうした余

裕がなくなってきているということがある。これもやはり職場の働き方やワーク・ライフ・バラン

スがどのようになっているのかということが大きく息をしていることです。 

もちろん自治会の体制等変わる余地もまだまだありますが、これは自治会だけがいくら努力して

もなかなか変わらないことで、職場の環境を変えていかなければいけないことです。確かに高齢者
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の方々が自治会の担い手となっているのは確かだが、それでも男女共同参画を推進していくための

手立ては現実あるので、実行していくことで実際に変わってきた自治会はあります。ただ根本的な

問題として、若い世代がこんなに地域活動に入れないのかという実際の大きな責任は職場にあると

感じています。 

 さらに B グループの「女性が社会参加をしていくに当たって、一時的にこどもを預かってくれる

ような場所が多くあればいい」という意見について、これはそのとおりではあるんですが、ただこ

れは女性が社会参加をするうえで、女性が子育てをしていくことが前提になっているので、その女

性の仕事と家庭の両立を図るために子どもを預かっていただく場所が多くあったほうがいいとい

うふうに聞こえてしまいます。でもこれこそ女性だけの責任なんでしょうか。つまり職場の在り方

によって男性がもっと家庭の中で子どものケアをしていくことができる体制が取れているのであ

れば、このようなことをあえてしなくても、男性の家事参画で変わることもあるかと思います。で

はそれを阻んでいるのが何かというと、やはり「職場の働き方」ということになってきます。 

 よく聞かれる意見の中で B グループの女性の登用において、管理職を拒む女性の意識改革進め

ていくことについて、必要な要素ではないとは言わないが、この発想でやっている限り、おそらく

永久に女性の管理職登用は進んでいかないと思います。なぜ女性が尻込みしてしまうのかという原

因を聞かない限り、職場の問題だという本当の姿が見えてこない。それは管理職の今の在り方が、

家庭のことを全部女性にやってもらって、自分は圧倒的に職場に奉仕できる、長時間労働や休日返

上で働くという男性中心の働き方が当たり前になっている。家では子育てをやれと言っておきなが

ら、さらに管理職も目指せというのは無理な話です。職場の働き方自体、特に男性中心の労働環境

が変わって、女性であっても仕事と家庭の両立ができて、キャリアを追求できるような職場になっ

ていかないと、女性の意識は変わっていかないと思います。 

 C グループの父親の参画を進めていくことを、事業の中に含めていただこうとしていることはす

ごく大事だと思います。意見の中にある「小さい頃から教育をすること」。これはごもっともで、反

対する人は誰もいないと思います。現にそうした意識啓発をずっと小中学校をはじめ子ども時代か

らきちんと続けていくことで、世代が交代していく中でだんだん男女共同参画意識は推進されてい

くのは当たり前のことですし、これは絶対に手を抜いてはいけない大事な取り組みです。ただ、こ

れだけでいいのかというと、これだけでは足りない。意識啓発だけの段階はとうに終わっていて、

このような形でいくら若い世代の方々の意識が変わっても、その人たちが現実に学校を出て職場に

入ったとたん、今まで一生懸命勉強してきた男女共同参画の在り方とおよそ違う現実が待っている

以上、この現実と理想のギャップに戸惑って、いずれ職番の環境に慣らされてしまうのがオチだと

私は思います。やっぱり職場の現実があまりにも理想とされている男女共同参画の在り方と異なっ

ていて、ギャップがありすぎるという問題をどうしていくかを考えることが、非常に重要だと感じ

ています。 

 また、相談に来る女性は多いが、男性は少ないことについて、実は男性こそが職場で今までのジ

ェンダーによって苦しめられている人たちがたくさんいるはずですが、女性に比べて男性はなかな

か自分の悩みを人に相談してストレスを緩和していくことがとても苦手で、だから余計にメンタル

をやられたり、精神的な負担が増えてしまったりすることが多く、悪循環に陥りやすい。そもそも

どうすれば男性の相談が増えていくのか。相談窓口を受け皿としてやっているだけではだめで、職

場が本気で男性たちの本音を聞き出し、そういった人たちの意見を含めて、職場の働き方や男性の

ストレスを緩和していく取り組みをしていかなければなりません。 

 DV 問題について、なぜ被害が女性ばかりに偏るのかというと、圧倒的に男性は仕事、そして意

思決定の役割、そして中間的な役割をしており、女性は依然として働く女性が増え、共働き世帯が

圧倒的に主流になっても、いまだに職場において管理職としていろんな形で権限や権力を持って、

女性にとって働きやすい職場の在り方を変えていくことが現実なかなかできないことがいろんな

形でハラスメント発生させていることもあります。そういったストレスを家庭に持って帰ったり、

あるいは家族を養うという発想が女性に対して非常に暴力的になったりする男性が後を絶たない

という現実が実際ある。問題は多様なように見えて、根っこの部分は実際つながっているんじゃな

いかと私は思います。職場における本当の意味でのワーク・ライフ・バランスや働き方改革、そし

て男性だけとか女性だけとかではなく、両方を巻き込んだ男女共同参画の推進が進んでいかないと、
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結局ここだけでは解決できない、自分たちだけで頑張っても無理だという話になり、根本的なとこ

ろでの解決が必要になってくると思います。 

焼津市の今の健康の計画でも、男性中心型の働き方を根本的に変えていくことは、女性だけでな

くむしろ男性にとってもメリットがいっぱいでてくるということを基にこの計画が動いているは

ずなんですが、職場の男女共同参画の推進について、今の時代は中核というか肝というか、1 番重

要な領域に関わって取り組んでくださるはずの商業や産業を担当している部局が本当に今の日本

の職場をけん引する、そしてありとあらゆる男女共同参画を阻む家庭や地域、学校等に連関してい

る問題の根源に、職場の問題があるということを本当にわかっているのかを是非１度お伺いしたい

と思っています。そういう意味で非常にいろんなことがわかった幹事会の内容の報告だったと思い

ます。 

 この後続けて行う意見交換会について、事務局から説明をお願いします。 

 

～事務局緒方係長より意見交換会に関する説明～ 

※話し合いのテーマ 

 ①「女性活躍」について思うこと（職場、地域、家庭など委員の皆様のそれぞれの立場からの意

見など） 

 ②焼津市が新たに出来そうなことは何か。また、足りないところはどこか、どうしたら進めてい

けるか 

 ③その他感じたこと（委員になって思うことなど） 

  

≪犬塚会長≫ 

 今日のテーマである女性の活躍推進を皆さんで話し合っていただく前に、大きなテーマでもあり

ますので、ポイントがずれないように１点私から申し上げます。先ほど申し上げたとおり、女性の

活躍推進のキーワードになるのはやはり「職場」だと思います。職場というものを狭くとらえない

でいただきたいです。男性と女性が共に活躍しなければならない場面、組織や集団、お金を稼ぐと

いう面だけではなくて、例えば地域活動においては自治会、町内会、PTA もそうでしょうし、様々

な家庭の中の在り方というのも職場の問題と連関しますから、ワークとライフのバランスというの

を考えれば、家庭の相方や家族としての男性、女性の意識の在り方もすごく関わってきます。そし

て、学校というのはもちろんいろいろな捉え方ができて、次世代を育成するという意味では、教育

をとおして子どもたちに男女共同参画の意識を身に付けてもらう場であると同時に、それ自体も１

つの職場として考えていっていただきたい。職場の問題というのが、職場そのものの問題、あるい

は企業の組織の問題というのが中核ですけど、それに連動して様々な問題が出ている。今回話して

いただくのが、女性の活躍推進についてということですから、職場における問題というのも見据え

て話していただきたいと思っています。 

 そして、女性の活躍推進に当たって必要なことはもうわかっているんです。あらかじめネタをば

らしてしまいますと、２つに集約されます（※別添図参照）。現状女性活躍が進んでいない企業を

ここ（キャリア形成）だとします。職場における男女共同参画、女性活躍に関することとして２つ

の方向性がある。女性がもっともっと働くということと家庭や個人の生活を両立していくか、これ

が基本です。現在では専業主婦世帯の２倍共働き世帯があります。その中で、若い方の働き方意識

の変わり方を見てもわかりますけど、結婚しても、子供ができても、一生働き続けるというという

答えを支持するという意見が１位になっています。これは女性だけでなく男性もそうです。このよ

うに明らかに意識は変わってきています。でもそのために必要なのは仕事と家庭をどう両立してい

くか。これが１番重要なことだと思っています。つまり女性が家庭だけの責任ではなくて、職場で

の責任も負わざるをえない、それが家庭にとっても必要な状況になってきたということになると、

絶対必要なのはこれですね。ですから１つは女性活躍のための基盤を整備ということにはなるんで

すが、女性が一生を通してきちんと仕事と家庭を両立できるように、どこまでの支援ができるかと

いうことが社会にとっての１つの課題だと思います。 

ところがこれまでの日本社会は全然やらないか、やったとしてもキャリア形成で止まっていまし

た。この方向だけが中心になっていたんです。だからワーク・ライフ・バランスの先進企業や女性
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の活躍のためにあらゆる制度を整えているといっていた企業でも、まだキャリア形成でとどまって

いるところが多いことがわかりました。ただ、今求められている女性活躍は、単に働き続けられれ

ば良いということではなくて、圧倒的にこれから人口減少、今でさえ人手不足で倒産する会社がた

くさん出てきている中で、高い質の労働力が必要になってきているし、これまで男性だけが意思決

定してきて、管理職として引っ張ってきたことで、企業の経営やマネジメントの在り方がいたると

ころで壁に突き当たってきています。これから必要なのはそこを突破してもらう女性の活躍です。   

ということで、単にのんびり仕事と家庭が両立できれば良いという時代はとうに終わっていて、

本当の意味での女性のキャリアというものきちんと形成していく。キャリアが形成されていくこと

として、具体的に管理職というのも該当するが、単に一生パートや非正規で両立だけはとりあえず

できるんでそれでやりますということではなくて、貴重な女性の労働力を管理職としてじゃんじゃ

ん登用したり経営者にまでなったりしてもらって、意思決定を含めて様々な活躍をしてもらう。ち

ょうど先ほど部長がおっしゃっていたように、女性が役員にいないような企業はもう相手にされな

くなっていて、世界でも常識となっています。SDGs での「ジェンダー平等を実現しよう」もこれ

が基準になっています。アメリカとヨーロッパだけではこれが基準として適用されるけど、日本で

適用されない。適用されていないというのは、これはありがたい話ではなくて、はっきり言ってバ

カにされているということです。日本ではそんな話以前の問題でしょと。その基準を考えてみると、

女性活躍の推進に本気で取り組んでいるとは言えなくなってきます。ですからキャリア形成がきち

んとできていけるように、なぜ女性が管理職になりたがらないんだというレベルにとどまるのでは

なく、なぜ女性が管理職になることを嫌がるのかということをどんどん掘り下げていって、問題の

根底は女性だけでなく、男性にとっても働きにくくて、家庭と仕事を両立ができにくい。そしてそ

こでしかキャリア形成ができないという職場の現実があるということですね。そしてここをしっか

り考えていかなきゃだめだと思いますね。ただ漫然と管理職になってもらうのを待つのではなくて、

キャリア形成の育成をしなきゃだめだし、育成をするためには様々な仕事の経験を積んでもらい、

チャンスを与えていくことを経営者が意識的にやっていかなければできるわけがない。ただ労使さ

えできればいいと思うのであれば、いわゆるマミートラック言って、母親であることだけがメイン

の人生で終わってしまうということにもなる。こうしたところにまで本気で取り組めるのかという

のが大きなカギになります。 

   また、反対にキャリア形成の部分はやっていない企業もあります。例えば男性と同様に女性も同

じように評価している。管理職に登用もするし、給料も上げるし、いろんなチャンスも与えている

といっている企業もありますが、そういった企業の多くで失敗している例があります。今まで男性

中心型、つまり男性は家庭のことを一切やらなくて良いという考え方をもとに、何時間でも残業し

て、休日でも働きに来ることができる、そういう人たちだけが管理職になり、役員になり、そうい

うモデルで働いてくれる女性であれば良いですよという会社にすぎないところが多いです。そうい

う働き方ができる女性はそういないし、家庭のことは別の誰かが全てやってくれるという条件があ

れば別になるかもしれませんが、そうではなく現在女性ばかりに家庭のことが押しつけられがちで

あるから、それが変わらない限り過労自殺などの問題も起こってきてしまうのがオチです。ですか

ら重要になってくるのは、「キャリア形成」「両立支援」のベクトルを合成していくことです。どち

らもやっていくことが当たり前になって、２つがバランスよくできていないと本当の女性活躍には

なりません。 

   ではそのためには何が１番重要かというと、「女性の働き方」など、主語を女性で考えることが多

いかと思いますが、本当の主語は女性ではありません。男性です。男性をどう変えるか、あるいは

男性中心型の典型的なロールモデルをどう変えていくか。そのために極端に言えば会社の働き方の

行動自体を根っこから変えていくくらいのことも必要になってくる。女性活躍の推進をしていくた

めに男性の働き方を変えていくことが重要です。男性が家事や育児に従事できることが当たり前に

なってくる職場の体制をどう実現できるのか。また、女性の管理職をどんどん推進していくために、

男性を含めた働き方をどう変えていく。女性を主語として考えているうちはいくら議論しても女性

活躍の推進への良い方策は出てこない。今日の話し合いでは男性を主語に考えて、議論していただ

ければと思います。 

   それでは、残った時間話し合いをお願いします。 
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  ～グループごと意見交換～ 

 

  ≪犬塚会長≫ 

   意見がまとまったでしょうか。それでは発表をお願いします。 

 

  ≪稲森委員（B グループ）≫ 

   ①のテーマについて、男性も女性も得意不得意があるため、特性に合わせた家事分担をしていけ

ば良いのではないかという意見が出ました。職場の雰囲気が大事だということも出て、お互いにフ

ォローしていく意識、仕組みが大切。家庭全般において、休みが増えた時に収入が減ってしまうこ

とも課題として挙げられました。また、職場の理解について、幼稚園や小学校に通う子供の体調が

悪くなった時に迎えに行くのはたいていお母さんというのがだんだん変わっていけばいいなと思

います。②のテーマにもつながりますが、焼津市として「お父さんデー」や「お父さんウィーク」

ができて、広がっていけば面白いと思いました。子供の世話や家事の協力、お店に行ってお父さん

がいれば安くしてもらえるとかいろんな取り組みができていければと思います。また、「お父さん

Pay」で何かに参画したらポイントももらえるとかも良いと思います。③のテーマは、それぞれ感

想を書きました。 

 

  ≪犬塚会長≫ 

   ありがとうございました。とても具体的で良いアイデアが出ましたね。誰もが家族や子育て等の

都合で早く帰った時などにちゃんとカバーできれば、より休みがとりやすい。ほとんどの企業でワ

ーク・ライフ・バランスの制度をもっていますが、実際使えなかったり、その人がいないと穴埋め

ができないなどの課題がネックになっている。ただ、成功している会社の例だと、日ごろから１人

の人に仕事を割り当てないようにして、同時にいろんな仕事が共有されているような体制をつくり、

誰かが抜けてもすぐにカバーできるようにしている。お互いにカバーし合える体制ができている会

社は、ワーク・ライフ・バランスがスムーズにできており、女性活躍の推進や管理職になりやすい

会社になっているという例がよくあります。日ごろからの働き方改革は重要であり、多能工化とい

って１人何役もできる社員、私が知っているある製菓会社は女性活躍ものすごく進んでおり、この

会社も１人３役割り当てることを義務化していて、入社の条件にしています。 

   男性の育児休業でうまくいかない例は、男の人がメインで稼いで、女の人は働くようになったと

いえど、主たる家計収入の担い手はまだまだ男性なので、その男性が休業を取ると家計が厳しくな

るという課題もある。これはすぐに解決できることではないが、カバーしていくために、女性がパ

ートなどではなく、正規雇用で家計の担い手になっていき、経済的な面で貢献度が上がってくると、

男性が育休をとれるということがはっきりいろんな調査で分かっている。夫婦の格差が大きいほど、

育休も取りづらくなっているので、女性が正規雇用についたり、賃金格差を埋めていったりするこ

とで男性も育休がとりやすくなってくる。 

   また、「お父さんデー」や「お父さんウィーク」も良いアイデアですね。市をあげてある種お祭り

感覚で楽しくやっていき、市内企業にも協力も必須とし、市内企業に勤める男性に早く帰宅しても

らう。また、「お父さん Pay」も参画したお父さんにポイントがたまっていって、何か特典が与えら

れるなど市役所で考えていっても良いと思いますね。とにかく難しく考えず、明るく考えていくの

も良いと思います。ありがとうございました。 

 

  ≪柴山委員（C グループ）≫ 

   ①のテーマについて、従来の男性女性の役割を総括したうえで、取り組みを進めていくことと、

休日や家庭での時間の過ごし方を充実させていくことが重要かと思われます。生き方の選択肢が多

様化し、周囲がそれを認めていけるような環境を整えていくことが必要かと思われます。子育てを

考えたときに仕事との両立ができたら女性活躍が進んでいくと思いました。 

   ②のテーマにつきましては、有給休暇の消化率が良い企業を表彰することや男女共に女性の出産

時には一定期間の休暇の取得を義務化すること、満足の高い会社を YouTuber に取り上げてもらう
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といった案が出ました。③のテーマについては、先日開催した男女用同参画人権フォーラムに参加

させていただいて、多くの方々が興味や問題意識を持っているということから、気運の高まりを感

じました。 

 

  ≪犬塚会長≫ 

   ありがとうございました。やはり１度総括するということは大切です。これまでのやり方が当た

り前だし、それを変えていくということを考えもつかないという状態では全く先には進んでいきま

せん。ただ個人で変えていくというのは難しいので市をあげて、タイミングを作っていくというこ

とは市の取り組みとして非常に大事だと思います。また、これまでのやり方を変えていくというこ

とをなかなか経営者の方たちは抜け出せないけれど、本当に追い詰められると企業って動くんです

ね。ある IT 企業の例だと、あまりに定着率が悪かったので社長が社員１人１人に調査をとりまし

た。すると男女にかかわらず、それぞれ多様性がありニーズが違っていて、求めている働き方がこ

んなに違うんだということが分かったそうです。そこで社長は１人１人の働き方を全部認めました。

ある社員は会社に行きたくないと言ったため、自宅で仕事をすることを認めました。特定の個人に

認めてしまうのは良くないが、社員１人１人に合わせて好きに働き方を変えていいんだ、成果さえ

出せばそれで良いとしたら、それまで３年以内に５,６割の社員が辞めていたのが、急激に離職率が

下がり、それと併せて業績もガンガン右肩上がりで上がっているということがあります。そういっ

た発想は普通、会社の社長はしないじゃないですか。会社に来て働くのが普通だっていうところで

終わってしまう人がいる中で、とことん本気で社員の多様な働き方に付き合っていこうと、それを

認めていくような取り組みをしていくことが、生産性をあげたり労働力を高めたりすることにつな

がります。 

   他の会社と同様に取引先もあるし、納期もある中でそれをやってのけたということがすごいです

ね。やっぱり発想というのは今まではこうだったというふうにとどまりがちですけど、リセット総

括ということで、思い切って根本的に変えるというところまでいかないとだめですね。それにはそ

こまで追いつめられる必要もあります。静岡県の企業でなかなか変わらない１つの理由は何となく

このままでいくだろうという考えがあるということもあります。今はこれで落ち着いていますけど、

これからはより生き残っていく会社とそうでない会社の差、女性活躍を推進している会社とそうで

ない会社の差がどんどん広がっていきますので、先を見据えたら思い切った大胆な発想の転換が必

要だと思います。 

   また、有給休暇の取得については、いくらでもできると思います。育休については有給も兼ねて

やっているというところもあります。若い男性でとっている人も増えてきているかと思いますが、

それを義務化していくと、より流れも変わってくるんじゃないかと思います。あと、YouTuber も

良いですね。若い人たちはネット社会でもありますから YouTube をとおして世界的に評価されて

いけばやる気が出てくる人も増えてくると思いますので、ぜひ増えていけば良いかと思います。そ

れとインスタグラムの撮影をしていく人たちが出てくるのも良いかもしれませんね。 

   それでは最後に A グループ、お願いします。 

 

  ≪服部委員（A グループ）≫ 

   ①のテーマについて、昔と比べてだいぶ女性も強くなってきて、男女の区別もなくなりつつある

ように思われます。女性の考え方を、こういった会議に参加できていれば良いですけど、参加して

いない人の考え方を変えていく取り組みも必要なんじゃないかと思います。男女問わず特技を生か

せる環境も必要だという意見も出ました。企業は血の入れ替えがとても大切だと思います。長い年

月で個人事業主でやっていると意識が変わらないので、血の入れ替えで女性が活躍する場を作るこ

とによって、踏みとどまっている企業も未来が見えてくるんじゃないかと思います。②のテーマに

ついては、まずは焼津市役所事態の足元から、女性が活躍している場面を見せていただきたいとい

うのもあります。実際に企業でも女性活躍推進の見える化をしていっていただきたいなと思います。

また、育休を取るに当たって、休んだ人の誰かが補填、残業をする結果になり、働き方改革として

は違うのかなと思うことがあるので、焼津市で育休専用の派遣会社のようなものを作っていただき、

会社で休みの人が出たときに、申請すれば誰かが補填をしに来てくれるということがあると、企業
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もその人に給料を払えるし、休むほうも気持ちよく休めると思います。シルバーの人であっても短

時間でしか働けない人であっても互いに得をすると思います。派遣会社とリンクするなどでも良い

と思いますし、育休を取った会社に焼津市から支援していただけるととても嬉しいなと思いました。 

 

  ≪犬塚会長≫ 

   具体的で職場の経験も踏まえた説得力のある意見ありがとうございました。職場の上司の考え方

が大きいというのはあらゆる調査の結果からもわかっています。男性育休取得の例で、東京大学の

山口先生という経済学の先生がものすごいしっかりしたデータを作っておられますが、職場で男性

の上司が率先して育休を取った会社は、部下に取得をする男性が一気に増えるということでした。

日本人はやっぱり同調圧力が強く、みんながやってくれたらやるという色が強いです。誰かがロー

ルモデルになるとついてくる。ただそれを上司が先にやると一気に部下に広がる。これははっきり

調査データが出ています。管理職が本気でどう変わるか、ワーク・ライフ・バランスのマネジメン

トをとって女性活躍を推進していくということこそがこれからの管理職の仕事だと思います。これ

をわかっている人がどれだけわかってくるか、いわゆる育ボスですね。そういったことがきちんと

広がっていくことが大切ですね。 

それから血の入れ替えについて、やっぱり何十年もこのスタイルでやってきたんだというたたき

上げで、一代で築き上げてきた中小企業の社長なんかだと発想が切り替わらないということが起こ

りやすいですね。ただ、今は血の入れ替えをしようとしてもうまくいかないこともあるかと思いま

すが、中小企業の中での問題点として後継者のことがあるかと思います。焼津市のように長年地域

の地場産業や伝統的な会社の後継ぎがいないときで、身内以外でも後継ぎをお願いすることになっ

た場合、いつまでも口を出さないで、本当に血を入れ替えるためには引き継ぎのときに女性活躍の

推進とワークライフバランスの推進を自分たちのときにできなかったからそれをやってほしいと

いうことでバトンタッチする、それで後継者の人が思い切った取り組みをしていくという方法でも

良いと思います。後継者といってもあえて業種とかにも縛られなくても良いかもしれません。誰か

がとにかく今ある器を使って自分のやりたいことをやってくれればいいんだというくらいに緩や

かにとらえてもらって、その時にはその代わりに会社をあげる、口も出さないということを徹底し

ていくと、新しい世代の人たちもやる気になって取り組んでくれるかもしれません。だから血の入

れ替えをいろんな形で現実化していくことが大事だろうと思います。 

また、②のテーマの、まずは焼津市役所が率先して頑張ってほしいという意見についても市役所

がロールモデルとなって頑張っていっていただければと思います。あと、企業の男性の育休につい

ても、頑張っている企業は見える化する。結局育休がどこの企業がどのくらいやっていてそこでど

のような成果が出ているのかということは見えにくいです。「そんなことできない」「そんな会社な

いだろう」で止まってしまっている会社が多いので、情報をいかにどんどん発信していくか、誰も

がこういう情報があるのかと、アクセスしやすいように、見える化を工夫していくことが大事だと

思います。市役所なんかだとここがすごく大事だと思うので、情報発信を市内企業のいろんなグル

ープにも協力してもらうことになるとは思いますが、まだまだ工夫の余地があるのかもしれません。 

あと、育休専門の派遣会社。これも面白いですね。自分の会社だけで穴埋めをしようと思うから

大変だけど、そういった専門の会社があって、じゃんじゃん利用すれば、例えば短い時間で働きた

いと思っている人たちも登録しておけばいろんな仕事ができますよね。それこそ優秀なのに様々な

事情で仕事をやめてしまった女性の人たちなどを人材として活用できれば一石二鳥ですので、そん

な発想があっても良いし、それを市役所が直接作らなくても、そういった専門の会社と連携すると

いったこともできるので、従来の方法にとらわれず、いろんな方法をやって、チャレンジしていく

のが良いと思います。 

 

≪堀内課長≫ 

   委員の皆様、活発な御意見ありがとうございました。今回、皆様からいただきました御意見を今

後の施策の参考とさせていただきます。最後に事務局より連絡事項がいくつかありますので説明さ

せていただきます。 
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≪緒方係長≫ 

 今回で令和元年度の焼津市男女共同参画プラン推進市民会議は終了となりますが、来年度も引き

続き市民会議を行う予定でおります。来年度第１回目の会議は幹事会と合同で５月から６月頃に開

催予定です。皆様からの積極的なご意見をよろしくお願いいたします。なお、役員交代がある団体

の方につきましては、この後事務局までお知らせください。 

 

≪堀内課長≫ 

   これで予定しておりました内容が全て終了しました。御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３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。 

本日は御多用のところ、御出席いただきまして誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

両立支援 

キャリア形成支援 

≪図≫ 

育成/経験/チャンス 

→経営者が管理 


