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≪鈴木課長≫ 

 定刻となりましたので、始めさせていただきます。 

 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２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鈴木と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 

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。あらかじめご了承願います。 

それでは、次第の２、協議事項に入ります。議事の進行は当会議設置要綱の規定によりまして、

犬塚会長にお願いいたします。 

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。まず初めに協議事項「第３次プラン施策推進状況（ヒアリング結果）について、

事務局より報告をお願いします。 

 

≪鈴木主査≫ 

 ～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）～ 

 

◇ 日 時 

◇ 場 所 

 

◇ 次 第 

 

 

 

 

 

 

◇ 出 席 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 会議公開 

 

◇ 傍 聴 者 

令和２年 10月９日（金）14時 00分～15時 50分 

焼津公民館 大集会室 

 

１ 開会 

２ 協議事項 

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やいづ 2020について ほか 

４ 閉会 

   

【推進市民会議委員】13名 

犬塚 協太、飯塚 秀実、朝比奈洋子、村田 政美、鈴木佳奈子、浅沼 成之、 

小谷野守弘、岡村 一輝、越後 絹子、斎藤不二代、飯田 裕行、岡村 幸治、 

川井 幸子 

 

【事務局】4名 

鈴木 利明（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２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 
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≪犬塚会長≫ 

 ありがとうございました。それでは、ただいまご説明いただきました、資料の１ページから４ペ

ージまでの基本目標のⅠとⅡに関連して、各委員の皆さまからご意見ご質問ございましたらお願い

いたします。 

 

≪岡村幸治委員≫ 

 コロナの大変厳しい状況の中で、色々と考えて施策をされているということが伝わってまいりま

した。ご苦労様でございます。その中で一番基本のところで伺いたいんですけど、評価というのが、

今回予定されたものに対しての評価なのか、それとも基本目標ですとか左側の節の内容について、

年間の中で今回はこれだけできているという形なのか。要は実績に対しての評価であれば、実績が

できているなら、目標にはまだ足りないけども、今年はこれだけできたんで評価は５とかあり得る

かなと、中にはすべて実施してコロナ禍で最大限の活動をされて予定していた取組を完全にこなし

ているけれども評価は３ですというところもあると思うので、この評価というのはどういう意味で

の評価なのかということを教えてください。 

 

≪鈴木主査≫ 

 ありがとうございます。こちらの評価は、それぞれの担当課の自己評価になっております。先ほ

ど予定と実績のお話がありましたが、予定をしているものについては、現段階での評価をいただい

ております。実施したものについては実績に対する評価になっております。先ほどの説明の中で一

部のイベントは延期をしたというところがございましたが、概ね３などの評価がついていたと思い

ます。予定を書いているようなところは、現段階までの準備に対しての評価となっています。中止

が決定しているものについては、やらないことが決まってしまっておりますので、１のできていな

いなどの評価になっております。 

 

≪岡村幸治委員≫ 

 もう一つすみません。３５番の企業や自治会などにも女性の登用を進めていくというところで、

充て職が多いという話があったんですけれども、実際に会から代表して出るという時には、代表権

があるかどうかというのは気になることではあると思うので、会長が出て会の代表として意見を言

っているんだという形で出ていくことが多いと思います。実際に代表権をもたなくても、ただ意見

を伺うだけという場合もあると思うので、そこら辺を代表権はなくても大丈夫ですよなどとお伝え

いただければと思いました。 

 

≪鈴木主査≫ 

 ありがとうございます。担当を回らせていただいた時に、実際団体などに委員の推薦をお願いす

ると、代表権がある人が出た方がいいよねと言われてしまうことがあるとのことでした。ご意見を

踏まえて進めていきたいと思います。 

 

≪犬塚会長≫ 

 私の方から少しいいですか。順番にいきますが、１ページ目ですね。ご説明いただいた資料でい

うと３番の図書館関係です。こちらでは、特に父親の方の赤ちゃんの読み聞かせの会などへの参加

が増えているということで、大変結構なことだと思います。そういったことをどんどん進めていた

だきたいと思いますが、さらに加えてお願いしたいのが、読み聞かせる絵本の内容なんですね。絵

本には本当に色々な種類があって、読み聞かせの行為自体も大事なんですけど、どうしても古い本

の中には男女共同参画の視点から見ると色々偏りがあったりする内容もあります。例えば、県のあ

ざれあの図書室とか静岡市のアイセルという女性会館の図書室では、子ども向けの絵本でも男女共

同参画の視点から見て評価できるものを色々と取り揃えてあったり、そういったチェックをしっか

りやっていますので、ぜひ読み聞かせいただく絵本の内容についても図書館の方にご検討いただく

ようにご助言いただければと思います。 

 それから、同じページの７番の政策企画課さんの若者倶楽部、これが子ども向けとか家族向けの
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イベントを開催することが目的ではないんだということで、今後もできるかどうかわからないとい

うお話でした。若者倶楽部について、評価の対象にされることはいいと思うんですけれども、この

ままですと、それがたまたま開催された年しか実績がないということになってしまって、いつまで

たっても数値が上がっていかないと思います。今のご説明を聞いていると、若い職員のみなさん方

が採用の案内サイトを作成するという活動などをされているということですけど、そういった活動

は多岐に渡ると思います。その中には、ワーク・ライフ・バランスや働き方改革についての提案も

あったということですから、逆にここは確かに親子のふれあう機会の提供、父親の参加促進に努め

るという具体的施策の枠組みの中に入ってはいますけど、ワーク・ライフ・バランスや働き方改革

を推進するということを若い職員の方々が取り組まれたということは、広くとれば一つの実績とし

てカウントして私はいいと思います。こんな１という評価ではなくて、そういったものをむしろあ

げていただいて、幅広く捉えれば、毎年いろんな事業ができると思いますので、そういう解釈であ

まり狭く捉えないで、ここに何とか引っ掛かってくるものはないかという目でご検討いただきたい

ということもお伝えいただきたいと思います。 

それから、次が２ページなんですけれども１５番、コロナ禍でアドバイザー派遣の問題というの

があって、防災アドバイザーだけでなく、企業が必要とするアドバイザーを派遣する必要があるだ

ろうということです。この視点というのは、私は非常に大事だと思っています。言い方を変えれば、

むしろコロナ禍だからこそ、企業は今後どのように働き方を変えていかなければならないかという

ことが、ワーク・ライフ・バランスの問題や働き方改革の問題と直結してきているわけです。例え

ば、リモートワークとか在宅ワークは今後確実に増えてくるわけですから、そういった働き方の変

化というものは企業も無視をできない。そこにどう対応していくかというのは、おそらく潜在的な

ニーズが色々あるはずですから、ここに書いていただいたことは非常にいいことだと思うので、そ

ういったコロナ禍によって今までとは違う形で、むしろそこを一つのきっかけにして、ポジティブ

に進めていけるようなアドバイスもできますよということをどんどんアピールしていただくこと

が大事になってきますので、よろしくお願いしたいと思っております。 

それから、その下１６番の商工課さんのところです。なかなか国や県から情報提供がないという

ことですけど、ちょうど今、国が第５次の男女共同参画の基本計画を策定中で、そろそろ国も策定

途中の情報を内閣府などが出してきているんですね。そういった新しい計画でどこに国が力点を置

こうとしているかというような方向に関しては、チラシなどの形だけじゃなくて色々な情報がそろ

そろ拡散してきていますので、そういった情報などをぜひキャッチしていただいて、国の今後の新

しい５次計画ではこんなところに力点をおいていますよというようなことをどんどん商工課さん

にも伝えていただく必要があるんじゃないかなというふうに思います。このタイミングを使ってぜ

ひお願いしたいと思います。 

あと、３ページですが２６番、社会教育課さんの取組、家庭教育学級の開催とか高齢者学級の開

催を含めて、これから事業の実績の中に入れていかれるというのもいいと思います。特に男性単独

ではなかなか講座に参加してくださらないということで、知り合いを誘っていただいてというよう

なことですね。男性同士がお互いに仲間を誘い合っていけるようなテーマで講座を考えていただく

というのも一つのプランだと思います。私の経験で言うと、例えば男性の参加率を上げるのに効果

がよくあるのは、ご夫婦単位ですね。つまり、男性単独ではなく、夫婦セットになって受けるとか、

あるいは女性の方が一緒にお父さん行きましょうという形で連れてきてくださるとすごく行きや

すいという参加率上昇のためのテクニックみたいなものもあります。お知り合いだけではなくて、

例えばご夫婦とかご家族で一緒に受けられるようなものであれば高齢の男性も参加しやすいとい

うこともあるかもしれませんから、その辺りのアイデアもちょっとご検討いただくのもいいかなと

思います。 

それから、３１番の学校教育課さんの人権に関することは例年出てくることなんですが、とにか

く学校もお忙しいので、なかなか男女共同参画だけに視点を絞った研修はできないといつもお聞き

します。ただ、そこの課題と対策の３行目には、外国人や情報モラルなど現在大きく課題となって

いるものを取り上げる機会が増えるということが考えられるとあるんですが、例えば、男女共同参

画に関連して学校教育で非常に注目されて教員の方々の研修テーマにしばしば上がるものとして

は、いわゆる LGBTQの人たち、そういった子どもたちが必ずいるということを想定しての人権教
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育の啓発ということがあります。これがすでに行われているのかどうか私は詳しくはわからないの

で、既に行われていますということであればそれは別ですけど、男女共同参画といっても色々あり

ますが、最近では課題とか話題になっているテーマもあるので、むしろ積極的にそういったことを

視点として取り上げる研修ができていないようでしたら、実施されるということがここの男女共同

参画に関連した研修になっていくと思いますので、そんなアイデアもお伝えいただければと思いま

す。 

それから３５番です。こちらも先ほどからご質問に出ていますけれども、いかにして女性の比率

を上げていくかということで、先ほどのご意見のように代表権をもたない方でも自由に意見を述べ

ていただければいいので、とにかく女性を出してくださいということ、これはすごくいいアイデア

で、実際にこういう形である意味肩書はそれほど重くない方でも自由に意見が述べられるような委

員会でいいのであれば、どんどん出てくださいというようにして女性の登用率が上がっているとい

うことは他の自治体でもよくあります。ですから、それも一つのアイデアだと思いますけど、その

他にも、ここに書いていないよく使われるもので言うと公募枠ですね。公募枠をなるべく活用して

そこに市民公募という形があるような委員会は、ぜひ積極的にそこに女性を入れていただくような

取組をされるということで上げていくとか、あるいは、規定の見直しがタイミングとしてあるので

あれば、例えば公募枠をどうするかということで、枠の数を増やして充て職に対する公募の比率を

上げて女性枠を増やしていくという取組をされているところがありますので、次の規定を見直す時

には、そういった公募枠の活用などもご検討されてはどうかと思います。ただ、これは本当に頑張

っていただいたということが今のご説明でよくわかりまして、これまで男女共同参画とあまり関係

のない担当課を１６か所も回られたということで、本当にみなさん頑張ってくださっているという

ことがよくわかりますので、その頑張りがぜひ実を結ぶようにもっていくためにも、このようなア

イデアなどもご活用いただければと思います。 

そして、４ページの３９番ですが、こちらは焼津商工会議所さんや大井川の商工会さんにも色々

働きかけていこうということですけれども、コロナの影響でまだ説明が実施されていないというこ

とです。これも先ほど私が申し上げたことと同じで、企業にとっては実はコロナというものがある

意味で男女共同参画を啓発していくチャンスでもあるので、そういった観点からぜひ積極的に企業

に関心をもってもらうようなテーマ設定とか資料を色々用意することなどのアイデアが大事にな

ってくるんじゃないかなと。その辺りもご検討いただければと思います。私の方からは以上です。 

その他はいかがでしょうか。 

 

≪岡村幸治委員≫ 

一つ言い忘れました。３９番で商工会議所や大井川商工会の方に資料を配布するというような話

だったのですが、もし啓発を促すようなことを進めるときには、ちょうど今、商工会の青年部など

で次の会長が決まって、次の会長がどうしようかと年間計画を立てる頃です。１０月から１２月く

らいの時期になるので、この時期を外して、その次の４月からどうですかといっても新しい者にな

ってからにとなってしまうので、次の年の方はどなたですか、こういうものがありますけどもとお

勧めするのには、１０月前後が一番いい時期になると思います。 

 

≪犬塚会長≫ 

ありがとうございました。その他いかがでしょう。 

 

≪飯塚副会長≫ 

先ほどの学校での人権教育の男女共同参画を盛り込んだというところで LGBT というお話があ

りましたけれども、学校では LGBTについて、子どもたちに指導できていないような気がします。

今年度の人権教育はコロナ禍においての誹謗中傷とかいじめの内容を子どもたちに学活などで指

導しました。今年度の人権教育の県の研修会も集まることができなかったので、送られてきたパワ

ーポイントで担当が勉強して、校内の職員に伝達指導をするということをやりましたけど、先生が

おっしゃったように子どもの中には言えないで悩んでいるという子もいると思いますので、そうい

ったことに周りの子どもたちが知識をもつということは非常に必要だなと感じます。青島中学校で
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は、制服にスカートではなく、ズボンを取り入れることをやり出したと聞きました。スカートをは

きたくないというような女の子もいると思いますので、そういうものを考慮しながら制服を変えた

ということです。そういうところに目を向けるということも大切だなということを本当に思います。 

 

≪犬塚会長≫ 

ありがとうございました。例にあげていただきました青島中学校の場合は、制服の組み合わせの

パターンを一切性別に関係なく自由にしました。男性でもスカートを選べるし、女性でもズボンを

選べるし、いろんなパターンをすべて認める、確か校長先生が積極的に進められたと聞いています。

それから単に学校内だけではなく、地域とすごく密接に連携をとりながら地域全体でそういった取

組をしているのでぜひご理解いただきたいということで進められたということを伺っています。そ

んな好事例も含めて色々なやり方で LGBTQ の問題なども取り上げておられる学校もありますし、

まずは、生徒さん以前に教員のみなさんが正しい知識をもっていただくことが一番大事だと思いま

すから、その辺りをしっかりと認識していただくということは課題としてお願いしたい。 

他にはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

≪鈴木主査≫ 

一端換気を兼ねた休憩を５分程度取らせていただければと思います。３時から再開させていただ

きます。 

 

～ 休 憩 ～ 

 

≪犬塚会長≫ 

それでは、後半のご説明に入っていただきたいと思います。 

 

≪鈴木主査≫ 

 ～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≫ 

 それでは、基本目標Ⅲ以下のところ、５ページ以降のところですが、ただいまご説明いただきま

した内容につきまして、みなさま方からご質問やご意見がございましたら、お願いいたします。 

 

≪小谷野委員≫ 

  私から５４番５５番、ハローワークとの連携ということでご記入いただいたものですから、少

し説明をさせていただければと思います。５ページになります。まず学生の関係ですが、今年は

コロナということで、色々なイベントがやりづらくなっているんですけれども、高校生の企業ガ

イダンスは、通常でしたら会場を借りて１か所でやるという形でした。それが難しいため、学校

単位で１１月後半から１２月にかけて行う予定となっております。今、企業の方も集めさせてい

ただいており、かなりの申込みをいただいて、会場の関係でお断りする企業もいるような状況と

なっております。それから、就職面接会ですけれども、障害者の方の面接会は通常ですと９月に

開催するんですが、リスクが高い方もいらっしゃるということで今年は障害者の方の面接会は中

止させていただいております。来年の２月には、パートタイムの面接会ということで、子育て世

代の方ですとか生涯現役世代の方を主な対象とした面接会を開催させていただく予定となって

おります。以上になります。 

 

≪犬塚会長≫ 

  ありがとうございました。今、出たところに関連するのでちょっと言わせていただきますが、

５ページの５４と５５は、商工課さんが担当で当然ハローワークさんも深く関わって、今おっし

ゃっていただいたお話が進んでいるということで大変結構だと思います。後の方でお話がござい

ました来年の２月にはパートタイマーの面接会が実施されるということなんですが、私どもの方
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の色々な学会でも研究者が全国的に色々な調査を進めてきておりまして、その中でも、コロナ禍

が女性に与えているすごく大きなマイナスの問題というのが色々と浮かび上がっています。特に

就労、就業の継続という問題に関連して、はっきりとわかってきたのが、コロナ禍が経済に大き

なダメージを与えていますけど、そのダメージがそのまま今度は、同じ女性でもより弱い立場の

女性のところに集中していくという傾向がはっきり見えてきているということです。具体的に言

いますと、例えば正規雇用の女性に対して非正規の女性の人たち、パート、アルバイトや派遣な

ど様々な形態がありますけれども、いわゆる雇止めとか派遣切りとかそういったことも含めて

色々なマイナスの影響がはっきり見えてきているということがございます。もう一つはシングル

の女性ですね、未婚の女性や結婚されても離婚された女性、そういった方々も若い世代だけでは

なくて、未婚化が進み高齢化して中高年世代が増えています。圧倒的にこういった方々も非正規

で働いていらっしゃる方が多いので、シングルですから家族からの色々な経済的なケアが受けら

れないという立場の方も多いです。そういったいわゆる中高年シングルの女性の方なども大きな

問題。それから何といってもシングルマザーの方ですね。今は仕事と生活が共に圧迫されている

というような情報もわかってきております。そして、もう一つ大きな課題は、先ほど７ページあ

たりでは、保育の場の確保とか介護のお話も色々出ておりましたけれども、いわゆるエッセンシ

ャルワーカーという言葉がございますが、具体的に言いますと保育とか介護、看護といった分野

で、まさにコロナ禍でリモートワークなどは絶対にできない、いわば一番コロナに対するリスク

を負いながら働いていらっしゃる方々のことです。そういった方々がエッセンシャルということ

は、つまり社会を支える基盤と言いますか、本当に一番土台になる仕事をしてくださっているわ

けなんですけれども、こういった分野に圧倒的に女性が多いのです。ですから、このエッセンシ

ャルワーカーの女性のみなさんに関しては、多大なリスクを負いながら最前線で頑張ってくださ

っているんですが、保育や介護の仕事というのはなかなか社会における重要性に比してその経済

的な評価とか雇用の評価が低いという問題がある。コロナによって、こういったより弱い立場の

女性のところにどんどん問題が集中的に起こってくるというリスクがはっきりしてきました。で

すから、ハローワークさんが２月にやられるパートの方への対応も含めてですけれども、今言っ

たような色々な問題に関して、商工課さんはぜひ女性というものを一色に見ない。その中でもど

のような女性が雇用などに関してより問題を抱えやすいのか。ぜひ、その辺りに関する視点をし

っかりもって効果的な取組をしていただきたいと思います。こういうメッセージはこの機会にぜ

ひお伝えを願いたいと思います。商工課さんの役割は非常に大きいと感じていますのでよろしく

お願いします。 

  それから５２番ですけれども、やっておられた色々な企画を整理されたようですが、起業のた

めの交流会を２月に開催されるということなんですけれども、こういった交流会なんかも、おそ

らく対面で直接やれるという可能性は、２月の状況がどうなっているかもわかりませんし、なか

なか難しいかもしれない。それと規模を縮小してやるというのも一つの方法ですけれども、後か

らも色々なところで結果的には出てきますが、やはりオンラインによる開催とか、そういう色々

な手段をできるだけ検討していただいて、極力中止とか延期とかにならないような方策はこれに

限らずぜひ各課で取っていただきたいと思いますのでよろしくお伝えください。 

  ６ページの６４番、地域子育て支援拠点における育児講座等の開催については、課題と対策の

ところで平日開催の講座が多くて父親の参加が難しいということで評価が２となっていますけ

ど、これは平日でなければ開催できない理由があるんですか。 

 

≪鈴木主査≫ 

  再掲ということで、１ページの６番に記載がございます。直営が３か所、民営が５か所となっ

ております。直営のところにつきましては、どうしても土日というと人が多いということで、人

がたくさんいる中で講座というのはなかなか難しいということを聞いております。そうすると、

どうしても平日の開催が多くなってしまうということを聞いております。 

 

 

≪犬塚会長≫ 
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  わかりました。そうすると６番の施策に対しては対策として土日祝日の開催は増やすというこ

とはおっしゃっているわけですね。あとこれはなかなか実際には難しいのかもしれませんが、人

が多くなるのが困るのであれば、場合によっては夜間というやり方もあるかもしれないというこ

とも検討されてはいかがかなと今聞いていて思いました。 

  それから６ページの６９番の施策ですけれども、子育て LINEは登録者が増えているというこ

とで、半年で 1,000人増えたということはすごいと思いますけど、やっぱりこういう若い世代の

みなさんが使い勝手がいいというか馴染んだツールを使うと、すごく効果があるということがこ

れでもよくわかります。ネット社会になっておりますから、この辺りは若い世代向け、子育て世

代向けには LINE をはじめとして SNS を含めて色々な情報発信とかこういった支援の仕方にそ

ういったツールを使っていくというのは、あり得ると思うのでこの辺りもどんどん様々な新しい

方法の開拓も進めていただくと、これは子育て支援課だけには限らないんですけれども全体的に

いろんな課に対してもご要望としてはお願いしたいと思っております。 

  それから７ページなんですが、８２番の子育て支援課さんのファミリー・サポート・センター

の事業、新型コロナの影響で送迎依頼も減少しているということなんですが、これは、コロナの

問題がこの後どれだけ長く続くかもわかりませんし、従来と全く同じ形でのサポート、いわゆる

サービス提供の仕方が変化していかざるを得ないという部分はどうしてもあると思うんですよ

ね。ですから、そこにも書いてありますように依頼会員のニーズの臨機応変な対応ができるかど

うかということも課題ですし、ひょっとすると従来とは思い切って違った形でいろんなサポート

が必要とされることもあるかもしれませんが、そのサポートの仕方も直接的な対面の形だけでは

なくて、オンラインによるものとか色々な形も考えられると思いますので、この辺も人材を増や

すことと同時にそういった新しいニーズとそれに対するサポートの検討もぜひ併せて進めてい

ただくことをご提言いただければと思います。 

  そして８ページですが、９９番と１００番の事業ですけど、やっぱりコロナの影響で従来のよ

うなやり方では難しいということですが、特に１００番のところで市民協働課さんが課題と対策

でお書きになっていますけれども、リモートなどコロナ禍でも生きがいを見つけられ、続けられ

るような仕組みというものが必要になってくるというようなことで、これはもう、こういったこ

とを考えていかざるを得ないということになるでしょうから、先ほどから繰り返しになるんです

けれども、コロナを前提とした上でネット利用、オンラインの活用など色々な形を模索しながら、

様々なやり方がないかどうかということを、ぜひご検討いただきたいなと全般的なこととして思

っています。 

  それから、９ページの１０２番です。ここでは、精神保健の研修会は新型コロナウイルス感染

防止で web研修にされたということですね。ですから、まさにこういう研修のやり方などもどん

どん工夫されることも大事かなと思います。それから確か今の説明の中には、いわゆる基幹相談

センターというものをつくっていくという構想がという話がありましたが、これはやっぱり非常

に大事かなと思います。様々な相談体制をバラバラにいろんな窓口でやっていてもなかなか連携

が取れないと難しいというようなことがございますので、ワンストップ的な形でもし相談ができ

るというようなところができてきて、そこが連携して様々な機関につないでいくというようなこ

とができるのであれば、それに越したことはないので、そういったこともぜひ考えていただきた

い。一番下の方の１１２番、先ほどのホームページをリニューアルされたこども相談センターさ

んもそうですし、あと市民協働課さんがおやりになる１１３番、男性相談もそうだし、女性の悩

みも複雑化してきているというようなことがあって、女性相談員の方１名ではなかなか対応が大

変だというようなこともありますから、ぜひ連携をどういう形で効果的に進めていくかというこ

とのご相談を個別の課だけではなくて色々な課で横でもつながっていただく、そういうところで

一種の結び目のような役割を市民協働課でも果たしていただきたいなと思っております。 

  それから、少し戻りますが、そのページの上のところの１０４番のところですね。市民協働課

さんの女性相談の中での相談実績のご説明だったかと思うんですが、１０月は予約を含めて９件

ということで相談件数が増えてきている。内容はまだよくわからないというところはあると思う

んですけど、コロナ禍で一番心配されている男女共同参画の問題の一つは、在宅で仕事をする人

が非常に増えたこと、これは男女問わずです。従って男性も女性も、例えば夫婦でも両方共が家
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にいて仕事をするという可能性がどんどん出てきている。それからもう一つは、経済的な大きな

打撃の現れで、例えば今後ますますそうなってくると思うんですけど、先ほど言ったように非正

規の女性が解雇されるとか、男性でも失業される方が増えてきて結局家に居ざるを得ない。それ

が、非常に幸せな状態で家に居らっしゃるんであればいいんですけど、今言ったような経済的な

ダメージを受けた上で家庭に滞留する時間が長くなればなるほど一番懸念されるのが、やはり家

庭内の暴力、DV の問題であります。これはもう国連がコロナ禍早々の４月だったと思いますけ

ど、事務総長がわざわざ全世界に向けて、このコロナ禍によって DVの発生が非常に増えていく

ことを懸念するということを表明して、その対策というのは、国だけではなくて国際的な課題に

なっています。これは、おそらくこういった問題は、コロナ禍が長引けば長引くほど着実に増え

てくると思いますので、なるべく早めにこういった状況を踏まえた対策、対応をぜひお願いした

いと思います。それから、夫婦間の DVだけではなくて学校の一斉休校の時には、中高生などが

家に居てお勉強だけちゃんとやっていればいいんですけど、やはり自由な時間が増えてしまって、

そういう中でいわゆる男女間の交際、恋愛、デートそういったことが増えてくる中で、一部には

望まない妊娠ということが起こってしまうという問題も、実際に研究者の色々な研究の中で報告

を聞いています。そういった実情が出てきていて、家族という場、あるいは学校とか地域とかの

目が及ばないところで、そういった暴力であるとか性的な意味での暴力などが色々と懸念されて

きておりますので、ここにもございますように複雑な状況になってくると思いますから、その辺

りもできるだけ新しい情報を早めにキャッチをしていただいて、先手先手で対策をやっていただ

きたい。これは相談を受ける側も大変なんですけど、お願いをしたいと思っております。 

また、オンラインでの研修のメリットとして一つあるのが、例えば１０ページの１１８番、先

ほども説明がございましたけど、今までは研修会への参加の旅費が確保できないということがあ

ったけれども、オンライン研修が増えるというのは、そういう面では、わざわざ現地まで出掛け

ていかなくても研修ができるというメリットもありますから、そういったことも活かしていただ

いて様々な研修をこども相談センターさんだけに限らず受けていただきたい。例えば国立女性教

育会館などは、積極的にオンライン講座なんかを開催して、色々な男女共同参画のセミナーとか

研修機会を増やしていますから、様々な講座をあまりお金をかけないで受けるようなチャンスが

出てきているので、そういったものを見ていただくこともお願いしたい。 

  あとは、１２１番では人事課さんのハラスメントのことについてですけれども、新たに管理職

へのハラスメント研修の実施ということがございますけど、これもぜひよろしくお願いしたいと

思います。私からは以上でございます。 

  他にはいかがでございましょう。これは要するに途中経過の報告ですので、これからまだまだ

残った年度内の色々な事業はあるわけですので、ぜひ途中から気が付いたことでも結構ですので

事務局の方にお気付きの点があれば寄せていただいて、年度内の更なる事業の効果的な推進に、

みなさんのアイデアで寄与していただければと思いますのでよろしくお願いいたします 

  それでは、以上で本日予定の議事は終了とさせていただきます。あとは事務局に進行を任せま

す。 

 

≪鈴木課長≫ 

  会長ありがとうございました。本日は、色々なご意見をいただきまして、ありがとうございま

した。今会長の方からもお話がありましたが、今後また、今発言されなかったことでもご意見が

ありましたら、事務局の方にお伝えいただければ、対応をさせていただきたいと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

  それでは、次の第３のその他に移ります。事務局より説明をさせていただきます。 

 

≪緒方係長≫ 

～男女共同参画・人権フォーラム及び男女共同参画情報紙「A しおかぜ」11 月 1 日号につ

いて報告～  
≪鈴木課長≫ 
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ただいまの関係でご質問がありましたらお願いします。またご協力、ご参加の方をお願

いしたいと思います。 

最後に今後の会議の日程でございますが、第３回の市民会議の開催につきましては来年

の２月１０日午後２時を予定とさせていただきます。会場については、今後設定させてい

ただきますので、決まりましたら、早めにご連絡させていただきます。 

また、本日の会議録につきましては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しました。  

これをもちまして令和２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 ――― 


