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（鈴木課長） 

定刻となりました。 

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

  ただいまから「令和２年度第 1回焼津市男女共同参画プラン推進市民会議および第 1回推進会

議幹事会」の合同会を開催いたします。本日は、「男女共同参画行政の現状とプランの推進につ

いて」ということで、静岡県立大学の犬塚教授にお話をいただけるため、市民会議と幹事会の合

同開催とさせていただきました。 

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

お願いします。 

◇ 日 時 

◇ 場 所 

 

◇ 次 第 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 出 席 者 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 会議公開 

 

◇ 傍 聴 者 

令和２年７月 13日（月）10時 00分～12時 15分 

市役所本館 603号室 

 

１ 開会 

２ 部長挨拶 

３ 報告事項 

令和元年度第３次プラン施策推進状況について 

４ 男女共同参画ミニ講座 ～男女共同参画行政の現状とプランの推進について～ 

≪推進会議幹事会閉会≫ 

５ 自己紹介 

６ 会長挨拶 

７ 副会長の選出 

８ 令和元年度の取組に対する意見 

９ その他 

10 閉会 

   

【推進市民会議委員】14名 

犬塚 協太、飯塚 秀実、浅沼 成之、朝比奈洋子、越後 絹子、岡村 一輝、 

岡村 幸治、川井 幸子、小谷野守弘、斎藤不二代、鈴木佳奈子、鈴木 英子、 

服部 豪人、村田 政美 

 

【推進会議幹事会委員】12 名 

伊東 義直、櫻井 芳之、川村 剛之、大石 一宏、池谷 智子、藤野  大、 

岡村  昇、海野 真彦、見崎 孝之、中野美代子、岩本 人美、福永 久代 

  

【事務局】7名 

内田 宣仁（市民部長） 

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） 

藤田 晃代（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） 

大石 理加（市民協働課 市民協働・男女共同参画担当主事） 

 

可 

 

なし 

 

令和２年度 第１回 焼津市男女共同参画プラン推進市民会議 

第１回 焼津市男女共同参画プラン推進会議幹事会 合同会 会議録（要旨） 
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会に入る前に、今年度より新しく委員になられた方につきましては、大変申し訳ございません

が、お手元に委嘱状を置かせていただきましたので、よろしくお願いいたします。 

当市民会議は 15 名の委員で行ってまいります。委員の皆様には、様々なお立場からご意見を

いただきたいと考えております。また、幹事会委員の辞令につきましても、お手元に配布をさせ

ていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。 

新任委員の任期は前任者の残任期間となっております。また、市民会議の委員の皆様におかれ

ましては、後ほど自己紹介をしていただく予定でありますので、よろしくお願いいたします。 

 

  それでは、会に先立ちまして内田部長よりご挨拶申し上げます。 

 

（内田部長） ～挨 拶～ 

 

（鈴木課長） 

内田部長 ありがとうございました。 

続きまして次第の３、報告事項について事務局からご説明いたします。なお、本日の会議録は、

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。 

 

（鈴木主査） ～令和元年度第３次プラン施策推進状況について事務局から説明～ 

 

（鈴木課長） 

  ありがとうございました。 

  今、鈴木の方からご説明をさせていただきましたが、男女共同参画プランの施策につきまして

今年度につきましても、今日出席いただいている幹事の担当課のほうにヒアリングを実施させて

いただいて、より男女共同参画の推進に努めていきたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

それでは、次第の４に移ります。 

男女共同参画ミニ講座「男女共同参画行政の現状とプランの推進について」です。資料はお手

元のＡ４の両面刷りのものとなります。 

犬塚先生よろしくお願いいたします。 

 

（犬塚会長） 男女共同参画ミニ講座 ～犬塚会長による講演～ 

 

（鈴木課長） 

犬塚先生、ありがとうございました。 

今日初めてお伺いさせていただいて、今まで考えていた男女が共同で参画するという意味など

深く考えるきっかけとなりました。市民会議の委員の方々、幹事会の委員の方々につきましては、

今日の講演を今一度考えていただきまして、事業の推進にご協力をお願いしたいと思います。 

それでは、ここで推進会議幹事会は閉会となります。幹事会委員の皆様、ありがとうございま

した。 

市民会議の委員の皆様につきしては、ここで 5分間の休憩を入れて、市民会議を再開させてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

幹事会の方々はどうもありがとうございました。 

 

≪推進会議幹事会閉会、５分休憩≫ 

 

（鈴木課長） 

それでは、市民会議を再開します。 



R2-8 

3 

 

 

本日は第１回目の会議となりますので、委員のみなさまに自己紹介をお願いしたいと思います。 

浅沼委員のほうからお願いいたします。 

 

～市民会議委員による自己紹介～ 

 

（鈴木課長） 

ありがとうございました。 

この他に先ほどお配りしました名簿の 12 番、焼津市保育園協会の飯田委員につきましては、

本日ご欠席ということですので、飯田委員を含め 15 名の委員ということで１年間よろしくお願

いいたします。 

続きまして、事務局職員を紹介させていただきます。 

 

～事務局職員紹介～ 

 

（鈴木課長） 

  このメンバーで１年よろしくお願いいたします。 

  次に、犬塚会長よりご挨拶を頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（犬塚会長）  ～挨 拶～ 

 

（鈴木課長） 

  犬塚会長、ありがとうございました。  

続きまして、昨年度副会長でありました稲森委員が交代されたため、新たに副会長の選任をお

願いします。副会長の選任につきましては、焼津市男女共同参画プラン推進市民会議設置要綱第

5条第１項により、委員の互選により定めることとなっております。ご意見がありましたらお願

いします。 

 

（犬塚会長） 

  以前も委員を務められていた飯塚秀実委員に副会長をお願いしたいと思います。 

 

（鈴木課長） 

ただいま、犬塚会長から、飯塚委員を副会長に指名するご意見をいただきましたがいかがでし

ょうか。 

 

～異議なし～ 

 

ご異議がないようなので、副会長は飯塚委員にお願いいたします。 

  それでは、飯塚副会長、一言ご挨拶をお願いいたします。 

 

（飯塚委員）  ～挨 拶～ 

 

（鈴木課長） 

ありがとうございました。 

それでは、次第の８に移ります。先ほど事務局から報告がありました令和元年度第３次プラン

施策推進状況につきまして、ご意見がありましたらお願いいたします。 

 

（犬塚会長） 

  みなさま方、初めての方も多いと思いますので、ぜひそれぞれじっくり見ていただいて、ご意
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見をいただきたいなと思いますけど、お時間もかかると思いますので、私の方から先にちょっと

いくつか気付いた点を申し上げたいと思います。令和元年度の実施状況の報告ということでたく

さんの事業の推進をしていただいていて、中には新規に取り組んでいただいて大変好評だった、

効果があったというのがわかるものがいくつか出てきておりまして、大変良い状況かなという風

には思っております。そういう中で、直接の担当課である市民協働課さんのおやりになっていら

っしゃる事業が非常に多いということ、どうしても直接男女共同参画担当ということもあって、

いろいろ幅広い事業をやられていることがわかります。特に１ページの先ほど説明にもございま

したけれども、男女共同参画のヒアリングを実施していただいて、市役所の中で担当される各部

局がしっかり私たち市民会議のメンバーの意見を直に聞いていただいたり、取り入れていただい

たりする機会を作っていただいけるようになったことは大変ありがたいことで、こういう流れは

今後もしっかりお願いしたいなと思っております。 

  それから、様々な課が関わってくださっていて、特に先ほどのご説明で言うと◎が付いていた

ようなものが出てきていると。例えば、健康づくり課さんの事業ですね、母子健康手帳の交付の

時に教育相談をされるということでした。他もそうなんですけど、大変好評であって良かったな

という評価をいただかれた事業を、こういった資料としてお出しいただくときには、さらにもう

ちょっと詳しい情報が入っているとなおいいかなと、いうような気もしました。例えば、健康手

帳の交付時における教育相談というところも、具体的にどういうテーマに特に力を入れて教育相

談をされたか、あるいは、相談内容も個人情報が関わりますからあんまり詳しいことを別にお聞

きしたい訳ではなくて、概ねの傾向だけでもいいのでこういったことの相談が多かったとか。そ

れから、あと他も全部そうなんですけど、中には事業をやったときに参加された男性と女性の割

合が大体どのくらいとか、何人ずつだったとかあがっているところもあるんですけど、全体の数

字はあがっていますが、内訳として性別比とか、あるいは、あんまり細かいところは全て載せる

訳にはいかないのでしょうけれども、性別、年齢等の大まかな内容が載っているとさらにこちら

としてもいろいろな情報が得られてよかったかなという風な気がしているものもあります。です

ので、そういう情報が可能なものは、できるだけ性別や年齢などの状況を教えていただきたいな

と思います。それによっては、例えば女性だけではなくて男性もだいぶ参加が増えたとか、逆に

あんまり男性は取組に参加していないということが分かるだけでも、今後の取組の方向性が見え

てくるという点ではいいのかなと思います。あと、やっぱり△と言いますか、想定していたより

は進められなかったという場合、口頭でご説明いただいた部分もあるんですけど、ぜひこういっ

た資料にも、上手くいかなかった理由とか背景、事情を一言書き添えていただくと、次の年度に

向けてはどういう取組に変えていけば何とかなるんじゃないかというアイデアもみなさん方か

ら出していただきやすいかなと思いますので、これは各課にお願いしたいことなんですが、資料

としては、詳しく書ける情報があればそういうことも少しお願いしたいと思います。 

  それからですね、全体を拝見して、どの課も一生懸命がんばってくださっているなという気は

もちろんするんですが、今日は時間の関係もありますので、全部細かく各課のことについて詳し

く述べるというのは控えます。全体を通して拝見して一番気になったのは、今日私の話の中で少

し強調したんですけど、やっぱりですね、今までもそうでしたが、今後は一層そうなるだろうと

思うことは、男女共同参画の施策は、一つ女性活躍ということに重きを置かなくてはいけない、

それからワーク・ライフ・バランスを含めた働き方の改革を性別を問わず推進していかなくては

いけない、あるいは昨今のコロナの状況、それを受けた後の今までとは基本的に変えていかざる

を得ない働き方や生き方ということをトータルに見てみますと、これは昨年度の事業の報告です

から、コロナの問題はまだそこまで反映をしていないので、そこは仕方がないのですが、少なく

とも今後は間違いなく大事になってくるだろうと思われるのは、今日強調したようにやはり働く

場、職場です。労働の場といいますか、産業とか、商業とか、企業社会に関わる部分ですね。そ

ういった施策、取組っていうのは、あらゆる意味で重要になってくるだろうと思います。これを

拝見しますと、市民協働課さんが関わってやっていらっしゃる事業には、そういった企業や職場

関係のことが結構あるんですけど、もう推進会議の幹事会の方はお帰りになってしまったんで、

ぜひお伝えいただきたいんですけど、この中で言うと課で言えば、商業・産業政策課さんですか、

こちらがご担当の事業というのがやはり非常に重要なウエイトを占めてくると思います。それで、



R2-8 

5 

 

お気づきだと思うんですけど、例えば 9ページのところで基本目標と真ん中の黒い太い線があり

ますよね。白抜きのところです。その下、基本的施策というところで地域や職場などの方針決定

の場での女性活躍の促進とあって、そこに重点目標という言葉が出てくるんですね。これは基本

的施策の中でも特にここが非常に大事だということで、今期の計画の中で重点化をされている施

策、そういったものにはこういった重点目標という名前が付いています。女性活躍推進法や働き

方改革の絡みもあってここら辺は大事ですよというものがいくつかあります。そういった重点目

標化されたような施策は、商業・産業政策課さんが関わられるものが多いんです。そういう施策

の中で見ていくと、全部でいくつあるかはまだ数えてませんが、商業・産業政策課さんの担当さ

れる事業は 10 個以上あると思うんですけど、多くの事業で同じものがあがっています。具体的

には、４ページの一番下のところで、職場の男女共同参画に関する啓発で、商業・産業政策課さ

んのところ、厚生労働省、静岡労働局、県雇用政策課等からの情報提供ということで、具体的な

名前があがってこういうところで情報提供しましたよと、一部は登録企業にメールで提供されま

したということなんですけど、この施策は私がみたところ、10ページ、14ページに２件、16ペ

ージに２件、17ページの事業にも出てくるということで、おそらく６、７件同じ事業が並んでい

るわけです。大事な重要な事業がいくつかの項目に重複して出てくるということに一律に悪いと

いう風に申し上げる訳ではないんですけど、やっぱり様々な分野に関わりながら、それぞれのテ

ーマに即して書いていただきたいし、そういう取組をしていただきたいと思うんですが、同じも

のが出てきていると。しかも、これみんなそれぞれ、国とか県からきた情報を提供されたという

だけなんですね。その提供というのはどういう視点でどういう情報をお出しになったのか、そう

いった情報は確実に必要なところに届いているのか、そういった情報をお受けになって情報の届

いた先はどういう風に反応されたのか、取組が変わってきてどのような成果があったのか、その

辺がこの書き方だけだとよくわからない。そういう事業があまりにも多いんですね。やっぱり商

業・産業政策課さんの担当される事業というのは、繰り返しますけど重点目標にも関わってきて

今の時代の働き方改革や女性活躍推進には、要になる事業が多いんです。こういう形だけでなく

て、もう少し工夫をぜひしていただきたい。 

商業・産業政策課さんの事業ばかり取り出して、そこばかり文句を言っているようで悪いので

すが、一例ということで申し上げますと、15 ページの一番上、女性の就労支援のための学習機

会・相談体制の充実ということで、そこでは、先ほどご説明がありましたけど、シダビジネスチ

ャレンジですか、６回やったとか、ビジネスハイスクールをやって高校生の方も参加したとか、

企業支援など、そういったことをいろいろやられていてここはかなり詳しく書いてあります。例

えば、これらの事業を目玉としておやりになったと思うんですけど、男女共同参画の視点で見て

どういう意味や目的をもっておやりになったのかとか、男女共同参画、女性活躍、働き方改革と

いった視点でどういう効果というか成果が期待できるのかということがわからない。これだけ拝

見するといわゆる企業支援ということで一生懸命おやりになったのはよくわかるんですけど、例

えば、これが女性活躍の推進にどういう意味でこの表に入っているのか、そこら辺がこれだけ見

るとどうもよくわからない。少なくとも男女共同参画の視点でこれをここの事業として取り上げ

た意義はどこにあって、その結果どのようになったのかというところがよくわからないんですね。

これは、商業・産業政策課さんだけをやり玉にあげているわけではないんですけど、他の細かい

それぞれの事業の担当の内容を見ていただきますと、男女共同参画の視点でこういう取組にこん

な特色を出しましたということがちゃんとわかるような書き方をしているところもあれば、必ず

しもそうではなくて、この大きな男女共同参画計画の中でこれをやる意味がどこにあったのかな

というのがちょっと見えにくいようなものが他の課の中にもたくさんありました。商業・産業政

策課さんを取り上げたのも、一番たくさん重要な施策を担当してくださっているということで例

にあげただけで他にもいろいろあるので、そういう各事業を担当される課が男女共同参画計画の

一端として、先ほど申し上げたんですが、横でしっかりと連携しながら、全体計画のここを自分

たちは担当しているので、ここで自分たちがやるとしたら男女共同参画の視点をこういう風に生

かした施策をやります。そこら辺がわかるような取組を是非していただきたいし、そういう書き

方をお願いしたいと思います。そうじゃないとこれを男女共同参画の市民会議でどう評価してい

いのかよくわからないということになってしまいますので、意見の出しようがないということも
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出てくるかと思いますので、他にもそれぞれの各専門分野ごとみなさまに見ていただいて、お気

づきのところがあれば、そういった点含めてぜひご指摘をいただきたいなと思います。 

 

（鈴木課長） 

  どうもありがとうございました。 

  他にご意見はございませんか。 

  今、会長の方からありました内容や事業の取組につきまして、表示等についてはうちの方で再

度検討させていただきます。今日幹事として出ていただいた課については、会長の講演をしっか

り聞いていただいていると思いますので、ヒアリング等をさせていただく中で、取組をどんな意

義をもってやるのか、そこら辺を含めて伝えさせていただきたいと思います。 

  なお、委員のみなさまにつきましては、また見ていただいてご意見等がございましたら事務局

の方にご連絡いただければ対応をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

  それでは、次第の９その他に移ります。今後の会議の日程等について、事務局から説明をさせ

ていただきます。 

 

（緒方係長） 

第２回の市民会議の開催時期としましては、関係各課にヒアリングを実施した後の 10 月頃を予定

しています。また第 3回は２月頃を考えております。 

日程・会場等決まりましたら、早めにご連絡させていただきます。 

また、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。 

 

（鈴木課長） 

これで予定しておりました内容が全て終了しました。皆様、ご協力ありがとうございました。 

これをもちまして令和２年度第１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。 

長時間にわたりまして誠にありがとうございました。 

 

―  了  ― 


