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○件名 

平成２９年度 呉市男女共同参画推進審議会（第２回） 

○出席者 

〈委 員〉岡崎会長，礒田副会長，井上委員，海生委員，香川委員，片山委員，桐山委員， 

〈委 員〉重川委員，速水委員，松田委員，宮本委員 

〈事務局〉市本市民部長，青木副部長，神垣人権センター所長，窪田課長補佐，田松課長補佐， 

〈事務局〉永木主査，狩山嘱託，原岡嘱託 

○欠席者 

〈委 員〉宇治木委員，小松委員，是貞委員，宗像委員 

 

○日時 

  平成２９年１２月２１日（木） 

 １０：００～１１：３０ 

○場所 

  呉市生涯学習センター ４０７・４０８室 

○会議次第 

  １ 開会 

  ２ 議題 

（１）「くれ男女共同参画基本計画（第３次）」の改定について 

（２）平成２９（２０１７）年版呉市の男女共同参画に関する年次報告について 

（３）その他 

  ３ 閉会 

 

【資料】 

 １ くれ男女共同参画基本計画（第３次）改定版（案）に対する意見募集の実施結果 

 ２ くれ男女共同参画基本計画（第３次）改定版（案） 

 ３ 平成２９（２０１７）年版呉市の男女共同参画に関する年次報告 

 

○会議内容 

【開会】 

市本市民部長挨拶（要旨） 

  各委員出席の御礼。「第３次くれ男女共同参画基本計画」については，今年度が中間見直しの年に 

あたり，各委員に御検討いただいているところだ。前回の審議会では，改定版（案）について，様  々

な御意見をいただいた。御意見を参考にパブリック・コメントを実施したところ，３人の方から４件 

の御意見をいただいた。これらの御意見も踏まえながら，最終的な（案）を作成している。本日は， 

この最終的な（案）について，答申をいただき改定版を固めたい。忌憚のない御意見をいただきたい。 

 

神垣人権センター所長 

この会議が呉市男女共同参画推進審議会規則第３条第２項に規定する委員１５名のうちの過半数を 

超える１１名の出席により会議が成立している旨の報告 

 

【議題】 

（１）「くれ男女共同参画基本計画（第３次）」の改定について 

 

（岡崎会長）  年末のお忙しい時期にお集まりいただき感謝申し上げる。本日の審議会の目的は，８月 

      に諮問のあった「くれ男女共同参画基本計画（第３次）改定版」についての答申（案）の
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決定だ。いろいろな資料を御覧いただいていると思う。重要な点について事務局から説明 

     をお願いする 

 

（事務局）  資料により説明 

 

（岡崎会長）  ただ今の説明について，御質問，御意見があればお願いする。 

 

（岡崎会長）  ５年前に現行の基本計画を策定し，今年度が１０年計画の中間年になる。計画の数値目 

      標があるが，後々の評価指標となるものであり，設定した数値目標をどのように達成して 

いくか，少しこの部分の説明をお願いしたい。 

 

（事務局）  計画の数値目標について御説明させていただく。現行の計画では，それぞれの数値目標 

      について，先行型で推進するもの，積み上げ型で推進するもの，後追い型で推進するもの 

という分け方をしていた。改定版では，計画体系の４つの目標ごとに数値目標を並べてい 

る。 

 最初の「男女がともに，男女共同参画についての意識づくりの推進」について，「『男 

は仕事，女は家庭』という性別によって役割を固定化する考え方に反対する人の割合」を， 

当初計画では男女ともに８０％と設定していた。平成２８年度に実施した「男女共同参画 

市民アンケート調査」によれば，現況値は男性５７.８％，女性６３.４％となっている。５ 

年後に８０％というのは難しい状況であり，男性７０％，女性７５％としている。 

  次の「『社会全体』で男女の地位が平等だと思う人の割合」について，男女ともに５０ 

％と設定していた。現況値は男性２３.１％，女性１０.９％という状況である。５０％は難 

しい状況だ。男性３５％，女性２０％と若干数字を下げている。 

       ２番目の「社会活動や意思決定過程における男女共同参画の推進」については５項目あ 

る。「女性のいない審議会数」の現況値は５となっており，逆に，計画初年度の４より増 

えている。これについては，当初計画のとおり目標値は０にしている。具体的には，各部 

長に，次回の改選時には女性を登用してほしいという話をして承諾を得ている。ここ数年

の間に，ほぼ女性が入る形になるものと考えている。ただ，実際には開催されていない審

議会や充て職だけという審議会もあり，１００％というのはなかなか困難だ。しかし，目

標としては「女性のいない審議会数」は０にしたいと考えている。 

  「審議会等委員に占める女性の割合」について，当初計画では３５％だったが，目標値 

は３０％にしている。現況値は２２.５％であり，これについても毎年度積極的な登用をお 

願いしている。３０％程度にはしたいと考えている。 

  「市の管理職に占める女性職員の割合」だが，これも当初計画より進んでいない。これ 

までにも説明してきたが，管理職に登用する前段である監督職が育っていなかった。まず 

監督職を増やそうということで，若干時間がかかっているが，目標値の１０％は変えてい 

ない。これについては，女性活躍推進法に基づく事業主行動計画として１０％という数字 

を公表している。現在の職員体制であれば１０％は可能ではないかと考えている。 

  「女性の管理職がいる事業所の割合」については７０％を目標にしていたが，現況値は

４１％だ。５年経過したがなかなか上がっていない状況である。目標値を少し下げ５０％

としている。 

  「女性の単位自治会長の割合」について，現況値は７.８％である。当初計画では１５％

だったがなかなか難しく，少し数値を下げ１０％としている。 

  ３番目の「男女がともに，仕事と生活をバランスよく送れる環境づくり」について，「男

性の育児休業取得率（市職員）」の指標がある。現況値が０％であり，昨年度は全く取得 

できていないという状況だ。当初の目標値は１５％だったが，かなり難しいと思われ１０

％に下げている。これについても事業主行動計画の中で数値を公表し，１０％としている。 

  次に新しい指標として「育児参加休暇取得率（市職員）」を設けた。市では育児休業の

他に，配偶者が出産する場合７日以内の育児参加休暇という特別休暇が取得できる。育児
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休業に準ずるとまではいかないが，ある程度子育てを支援する制度になっている。当初計

画では指標としていなかったが新たに設定した。現況値は７６.５％であるが，１００％の

取得を目標値としている。これについても事業主行動計画の中で数値を公表し，１００％

の取得を目標としている。 

  「市職員の年次有給休暇取得日数」についてもあまり上っていない。８.２３日である。

人事課も含め，市の各課が有給休暇の取得目標を立て，しっかり取得できるように仕事 

の見直しを行っている。当初計画のとおり１５日を目標値としている。 

  「ワーク・ライフ・バランスという言葉と内容を知っている割合」については若干進ん

でいる。これについては，当初計画のとおり，市民６５％，企業１００％としている。 

  「家庭生活で『介護・看護』を主に妻だけが行う人の割合」「家庭生活で『育児（乳幼

児の世話）』を主に妻だけが行う人の割合」「地域活動や市民活動に参加している男性の

割合」については，現況値を考慮し目標値を下げている。 

  「広島県仕事と家庭の両立支援企業登録数（市内企業）」については，当初目標の７０

社を超え９２社となっており，１００社を目標値としている。 

  「女性の労働力率」については若干上昇し，現況値が６８.６％となっている。当初計画

のとおり８０％を目標としている。 

  「市内企業の育児休業取得率」についても上昇傾向にはない。１３％は難しい状況であ

り，目標値を５％に下げている。 

       ４番目の「男女がともに人権を尊重し，安心して暮らせる環境づくり」について，ＤＶ 

      に関することで「配偶者や恋人間における『手でぶつ』『殴るふりをして脅す』の各行為

について，暴力だと思う人の割合」については，当初計画のとおり１００％としている。 

 「中学校・高等学校等におけるデートＤＶ防止に関する取組を行う割合」についても， 

現況値は８１.８％だが，当初計画のとおり１００％としている。 

       御説明させていただいたとおり，当初計画では１８項目であるが，１項目を加え１９項 

      目とし，内容については新規が１項目，目標値を上げたものが１項目，変更なしが７項目， 

逆に目標値を下げたものが１０項目である。 

 

（岡崎会長）  これまでの説明と追加説明，数値目標のところで何か御意見はあるか。よくわからなく 

      ていつも疑問に感じているところがある。男女共同参画という意識が進んでいかないとい

ろいろな数値も上がっていかないという問題と，実態が変わっていかなければ当然意識は

変わってこないという問題だ。計画の中で，意識の問題については，調査してこういうと

ころでいきたいという目標値を設定すればよい。計画の中では３グループあると思う。 

１つは市役所という自治体の中で変えられる部分，それから企業だ。国からの労働法制

の中で変わっていく部分，育児休業のようなものは労働法制で規制できる。そしてそこが

変わっていく。それから，なかなか変わらなもの，実態として変わらないのが地域社会だ。 

地域社会のところで，会長の女性比率などはなかなか変わらない。しかし，そういう実

態のところを変えていかなければ意識が変わらない。その部分を，計画の中にどのように

取り入れていけばよいかということについて，私にもよくわからない。 

       今回は諮問に対する答申である。これまでにも議論をしてきておりこのまま進めたいと 

      思うが，次の課題として，実態を変えるべきところ，この部分の実態を変えれば当然意識

も関連して変わってくるだろうというところを持っておいた方がよいのではないかという 

      気がする。 

 

（事務局）  市民アンケート調査の結果，男女共同参画の意識は確かに進んでいるが，当初計画ほど 

      進んでいないということが明らかになっている。こうしたことからも，社会がまだそこま 

で進んでいないのだろうと思う。当初計画を策定する際には，趣旨として，市役所が先行 

して男女共同参画を進めるということがあった。管理職に占める女性割合や審議会委員等 

に占める女性割合，女性委員のいない審議会数を０にするというような先駆的な役割は，

本来市役所が率先して事業を実施し，そこから男女共同参画の流れを作るというのが趣旨
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だと思う。これについては，当初計画を策定した頃から女性管理職の育成をスタートして

おり，育成に時間はかかっているが，前段の監督職の数は，ここ数年，割合は，大きな数

で増えている。前半の５年スパンではあまり進んでいないが，１０年スパンで考えるとあ

る程度率先していけるのではないかと考えている。 

  審議会の件については，以前から申し上げているとおり積極的な女性登用を進めていく 

が，充て職の審議会が多く，そのままでは女性の登用につながらない場合が多い。市の推 

進会議の中で，例えば審議会委員への就任を依頼する際に，各団体の長ではなく，女性委 

員を推薦してもらうというような方法がとれないか話題に出た。次回の審議会の改選時に 

は，少し進むのではないかと考えている。 

  市は，男女共同参画の啓発と同時に，いろいろなことを先行して実施する。それを民間 

にみていただき流れを作るというところがある。例えば，単位自治会長に占める女性の割 

合をみると，呉市は７.８％だが，国は５.２％，県は５.９％であり，決っして呉市が低い 

というわけではない。これがベストではないが，民間の中でもそういう機運が進んでいる 

という気はしている。意識の数値が少し遅れて上がってきており，後半の５年については 

目標数値に近い数値になるのではないかと考えている。 

 

（岡崎会長）  目標に向かって今どのような状態で進んでいるかという点について，委員の方に御説明 

をお願いしたい。配偶者間や恋人間におけるＤＶ被害について，社会認識として，社会的 

に解決するという認識を固めないといけない。親しい人の間における暴力というのは個人 

の問題，私事関係だという意識があるがそうではないということだ。この点について，警 

察や中学校，学校教育の方ではいかがか。５年後には１００％を目指すということになる 

が，現在の状況について御説明をお願いしたい。 

 

（宮本委員）  ＤＶに関しては高い水準で推移している。件数も多い状況だ。警察としては，今ではＤ

Ｖについても恋人間の暴力についても犯罪であると認識したうえで，積極的に事案に対応

している。そういう認識もかなり持たれてきていると思う。最近では，新聞等でも凶悪犯

罪の発生が報道されている状況であり，周知されてきていると感じている。 

 

（松田委員）  中学校では，ＤＶというよりも暴力行為の問題である。子どもたちには，親しい間柄で

の暴力は遊びであるという意識があったようだが，いじめ等の問題も絡み，国の方向性も

あり，学校全体が遊びでは許されないという方向で進んでいる。学期毎に暴力等に関する

アンケート等も実施し，同時に子どもたちの意識も高まっていると考えている。 

 

（岡崎会長）  今年の２月に文部科学省から，「児童生徒の教育相談の充実について」という通知が出 

ている。この中におもしろい報告がある。学校の教育現場は，今までは教員免許を持って 

いる人だけの世界であったが，それだけではいじめや暴力，不登校や貧困という問題に対 

応できない。この１０年近くの間に，スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカ 

ーなどの臨床心理指導者の導入を増やし，新しい相談体制にするという報告書だ。スクー 

ルカウンセラーやスクールソーシャルワーカーというガイドラインや内容まで書かれてい 

る。これに従い各教育委員会に対して通知されるはずである。いじめやＤＶに至るような 

ところの対処について，非常に期待している。そこが進めば何年か後には１００％になる 

だろうと思っている。 

  警察からも，ＤＶの関係で広島県西部子ども家庭センターと婦人保護施設と母子支援施 

設が集まり協議しようという通知があった。貧困とＤＶというのは重なっている。ＤＶの 

被害者は，配偶者や家族から逃げ出してきた人だ。子どもを連れて逃げ出してきた人は，

警察や児童相談所などに駆け込むわけだが，その人たちも元々は経済困窮で，ずっとそう

いう状況を目にし体験してきている。世代間連鎖のようなものがあるので，そこを断ち切

らないと連鎖が止まらない。この点について，これまで警察も取り組んでこられたし，今

後も取り組まれるので可能性はあると思う。 
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（礒田副会長）  数値目標であり，具体的な話もあり，警察等の対応も頼もしいということをうかがった

が，やはり背景に，男らしさというものと暴力というもののシンパシー性が高いという問

題があると思う。具体的に事案にするとかしないとかいうことではないし，目に見える尺

度で計ることは非常に難しい。しかし，例えばＤＶなどの起こる背景に，男性は男として

病気であろうと失業という本人に責任のないことであろうと，男としてそれが果たせない

というようなことが鬱積するところまで追い込まれ，自分の男らしいというところを見せ

なければいけないというような思いから暴力として発現するケースも散見される。具体的

な方策，施策でこうしてくださいということではないが，男らしさというものと暴力とい

うものをいかに切り離していくかということ，あるいは，男らしさ女らしさという括りか

らどれだけ自由になれるかということが背景にあるということを，常々意識しなければい

けない。１００％を達成するためには，そういう意識変革との関連が重要だと思う。 

 

（岡崎会長）  改定版についてはこのまま進めたいと思うが，次回の計画策定の際に，取り入れた方が 

      よいと思われるようなことがあれば御意見をお願いする。 

 

（井上委員）  先ほど，呉市は単位自治会長に占める女性の割合が比較的高い方だとの説明があった。 

実は，私も自治会連合会の副会長と自治会の会長も務めている。地域の自治会の役員会 

は，出席者の大半が女性だ。私の自治会でも毎月１６名で会議を行うが，半分は女性だ。 

非常に積極的に意見を述べられるし，ほとんど女性の意見が通る。以前から，地域社会

は女性が主体で運営するような仕組みになっているように感じる。しかし，現実的には地

区連合会の役員は全部男性だ。また，呉市の自治会連合会の会長も全員男性だ。女性の視

点というものが少ない気がする。最近は自治会離れも進んでいる。今年２つの自治会が解

散した。自治会のメリットそのものが見えなくなってきている。先ほど言ったように，地

域の大半は，女性が運営主体である。連合会にもそういう形を落とし込んでいかなければ

いけないように思う。行政の方でも，自治連に対する男女共同参画の推進について，何か

良いアイディアがあればと思う。今後のことではあるが，よろしくお願いしたい。 

 

（市本部長）  自治会離れの問題については，喫緊の課題だと憂慮している。まちづくり委員会という 

形で地域づくりを進めているが，やはり基本になるのは地縁団体の中心である自治会であ 

る。男女共同という意味で申し上げると，井上委員のお話しにあったとおり，地域づくり 

は，女性が縁の下の力持ちで全て始まっており，そこに寄り添うような職員を養成するこ 

とが我々の支援になるのではないかと考えている。現在，担当部署では，地域を支援する， 

応援する職員はほとんど男性である。その仕組みを少し変え，女性が地域担当として，女 

性目線で自治会に寄り添う，まちづくりに寄り添うというような形がとれないか，新年度 

に向けていろいろ検討している。先ほどからお話しが出ているように，早い時期に体制を 

整え，市が体制づくりをした中で，そういう視点や活動が徐々に社会に広まっていけばよ 

いと考えている。 

 

（事務局）  審議会の議題については，副市長を会長とし各部長が委員を務める男女共同参画推進会 

議に事前に諮っている。実はそのメンバーも全員男性であり，違和感を感じるという話 

しが出た。副市長からもそういう話しがあり，男性偏重に違和感を持つという意識が出て

きた。また，男女共同参画が進めば，男性にとっても役割が固定化されず，いろいろな生

き方ができるということをアピールしていきたい。男性でも全て背負わなければいけない

というわけではない。どうしても女性中心の議論になりがちだが，男性にとってもメリッ

トがあるということをアピールしていきたい。 

 

（岡崎会長）  一般企業や地域社会，特に企業の場合はどうしても経済状況に左右される。かなり早く

進む部分と遅れて進む部分と両方ある。呉市の中で社会的に先行してできること，例えば
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クオータ制の導入などができないか。女性委員のいない審議会数は０にできるが，審議会

等委員に占める女性の割合は５０％にしてもよいと思う。私どもや他のいろいろな学会で

も，理事選挙の際には女性の比率を上げるという社会的な要求がある。クオータ制は割り

当て制度である。こういう制度を導入していかなければなかなか目標が達成できないので

はないか。今回の改定では現行のままでよいと思うが，次回の計画策定の際には，市役所

内部で協議していただきたい。先ほどの推進会議についても全員男性ということだが，企

業では車などの設計に女性の視点を取り入れ，かなり細かいものが入ってきている。市役

所でもその辺を検討していただきたい。 

 

（事務局）  女性委員のいない審議会数を０にすることは最大の取組み目標だ。これについては，各 

審議会の担当部署に話しをしている。充て職だけで決まっている審議会が１つありなかな 

か難しいところもあるが，次の改選時にはできるだけ女性を登用するように依頼している。 

通常，審議会の委員への就任を依頼する際は，各団体に推薦をお願いする。すると各団 

体の長は殆ど男性なので，そのままでは男性が就任することになる。場合によっては，女 

性委員という指名の仕方をしなければいけない。逆に，社会全体で女性の活躍が進めば女 

性の長が多くなり，必然的に女性委員が増えてくる。例えば，呉市の民生委員児童員協議 

会の会長は女性である。両面から進めていくことが必要になると思う。 

 

（岡崎会長）  男性の育児休業取得率を０％から１０％に，また，新規で育児参加休暇取得率を７６.５ 

％から１００％にということだが，この点ついて補足説明をお願いする。 

 

（事務局）  市では育児休業の他に，配偶者が出産する場合，出産のため入院した日から出産の日の 

翌日を起算日として，１月を経過する日までの間に，男性職員が７日を限度として取得で 

きる育児参加休暇という特別休暇がある。是非取得していただきたいという話しをし，ほ 

とんどの方が取得されている。２年前育児休業取得率が０％になった時，対象の職員全員 

にアンケートを実施した。特異な例かもしれないが，ほとんどが専業主婦世帯のため，育 

児休業の取得には至っていないという状況だった。育児休業の取得そのものはなかなか進 

まないかもしれないが，育児参加休暇は必ず取得して育児に参加してもらう。これが進ん 

でいけば育児休業の取得にも繋がるのではないかと考えている。人事課からも，出産を迎 

える職員や管理職に対して，こういう制度があるということを周知している。また，育児 

休業そのものも取得できるという話しをしている。徐々に進んでいくものと思う。事業主 

行動計画として１０％という数字も公表しており，目標値の達成に向けて努力していきた 

い。 

 

（岡崎会長）  市役所の中で先行できる部分は是非意識していただきたい。広島県仕事と家庭の両立支 

援企業登録数が，ここ５年で９２社まで増えている。後半５年間の目標値が少し低いかな 

という気もするが，市の施策として，市内の事業所に対し登録制度の広報をしていただき 

たい。男性も女性も働きやすい職場で人材確保に繋がるということ，この辺りをメリット 

と広報していただき，是非登録数の増加に繋げていただきたい。 

  女性の労働力率が６８.６％だが，福祉・介護の現場では人材確保に苦労している。企業 

の呉市内の人手不足感についてはいかがか。 

 

（片山委員）  新卒採用からお話ししたい。新卒採用の場合，自宅から県内の大学に通われたり，県外 

      に出られる方などいろいろおられる。感覚的な話しになるが，県外に出ておられる方は，

ほぼ市内には就職されないようなイメージだ。以前に比べ，県内の大学に通っておられる

方も，市内に就職される方が少なくなっているのではないか。我々の会社でも，呉に実家

がある方が就職されるということが少なくなっている。就職状況が好転しているという事

情もあると思うが，逆に呉の方は，広島や県外に出るという志向が強いような気がする。 

我々の採用に関しても，広島市の方が多くなっている。呉市に本社がある企業であり，
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呉市の方を採用したいという気持ちもあり苦慮している。 

  人手不足感についてだが，女性に限れば，我々の会社では勤続年数は毎年半年くらいず

つ延びている。今では勤続１３年くらいが平均になっている。１つの理由として，国の施

策等もあり育児休暇などの制度が充実してきたことがあると思う。以前は，結婚時にほと

んどの人が退職されていたが，今は余程の事情がない限り退職されない。子どもが生まれ

た時も，余程の事情がない限り退職されない方が非常に多くなっている。イメージとして

は，資料にあるような感じである。 

労働力率は全体に占める割合か。 

 

（事務局）  年代の中での割合になっている。 

  

（岡崎会長）  先ほどの福祉・介護の人材確保のところで，何が一番問題になっているかというと少子

高齢化ではなく，人口減少社会における少子高齢化だ。広島県にしても，合計特殊出生率

は１.５７人で，全国の１.４４人よりも改善され高くなっている。しかし，出生率が上がっ

ても労働者となるのは２０年後だ。そういう構図があり，どう考えても人手が足りないと

いうことになる。私の出席する関連会議でも，１０年から２０年くらい，人口減対策とし

て外国人の移民政策をきちんとやらないと難しいという認識になっており，私の認識も変

わりつつある。前提として，働く人をどう確保するかというところがある。その点でも男

女共同参画について考えないといけない。やはり人口減対策の担当部署の計画と，この計

画がどこかで繋がっていなければいけない。５年後には更に深刻な問題になっているはず

だ。いろいろな論文を読むと，こういう風になるのかと感じ，切り替えなければいけない

と思っている。 

 

（事務局）  この男女共同参画の計画は，次世代育成と非常にリンクするところがある。人口減少の 

      問題もあり，次世代育成が進み，女性が働きやすい環境を作れるよう連携を取ながらり進

めている。会長も言われたとおり，人口減対策という点もしっかりできていないと，その

辺も問題になると思う。いずれ長期基本構想の見直しもあると思う。その中でしっかり連

携し，この計画を取り込んでもらうようにしたい。 

 

（岡崎会長）  呉市の合計特殊出生率はいくらか。 

 

（事務局）  １.５２人となっている。 

 

（岡崎会長）  少し上がってきている。しかし，労働力としては２０年後である。介護・福祉の現場で 

      は非常に深刻である。 

  他に御意見はないか。 

 

（桐山委員）  広島県仕事と家庭の両立支援の登録企業について，登録している９２社の会社の規模は

どのくらいなのか。私の周囲には，中小企業や零細企業に勤める方が結構おられる。出産

の時には，会社に迷惑を掛けるので辞めざるをえないという方がおられる。中小企業も，

こういう登録ができるような環境になればよいと思った。 

 

（事務局）  広島県仕事と家庭の両立支援の登録企業制度というのは，企業が事業主行動計画を策定 

し，仕事と家庭の両立に取り組んでいるということを県に提出し，それを登録してもらう 

制度である。マークの使用が可能になるということから，こういう取り組みを行っている 

という企業のＰＲになる。呉市の登録企業をみると，大きな企業もあるが，福祉関係の施 

設や企業が多く，中小企業はあまりなかったようだ。当初の目標よりは増えており，改定 

版では１００社を目標としている。人権センターでは，毎年企業アンケートを実施してお 

り，その際にこういう制度があるということをＰＲし，周知を図るようにしたい。 
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（礒田副会長）  女性の労働力について，少し踏まえておいた方がよいと思うのでお話しする。呉市の女 

      性は他より専門職率が高い。病院がたくさんあり看護師が多いからだ。看護師は免許独占

なので比較的継続しやすい。出産時に休暇をとっても復帰しやすいという特徴がある。看

護師等を除く一般企業，それも中小企業の場合，出産前後の継続が難しいというのはあま

り変わっていない可能性があるのではないかと思う。 

 

（岡崎会長）  看護師は慢性的に不足している。一度辞めても，労働市場があればどこでも就職できる。 

いつでも復帰できるし，病院側でも，大きな病院はある程度事業所内保育所を設置して 

いる。問題はそれ以外の事業所だ。少し細かくなると思うが，次の課題として，その辺の 

実態について数値を把握し，根拠を持って資料を作るということが必要だ。 

       それでは答申（案）の読み上げをお願いする。 

 

（事務局）  答申（案）読み上げ 

 

（岡崎会長）  何か御意見はないか。 

 

（岡崎会長）  特に御意見がないので，承認をいただいたものとする。予定としては，今読み上げた文

章と，資料の改定版（案）を答申としてお渡しすることになる。 

 

（礒田副会長）  細かいことだが，資料の７ページに誤植があるので修正をお願いする。 

 

（事務局）  資料については修正する。 

 

（岡崎会長）  誤字，脱字，誤植等については事務局へ御連絡いただき，修正するということで御了承 

      いただきたい。 

 

（２）平成２９（２０１７）年版呉市の男女共同参画に関する年次報告について 

 

（岡崎会長）  議題（２）平成２９（２０１７）年版呉市の男女共同参画に関する年次報告について， 

      事務局から説明をお願いする。 

 

（事務局）  資料により説明 

 

（岡崎会長）  年次報告について説明していただいた。特に，最後に説明のあった指標と現況値・目標

値について，幾つか当初設定した中間点の目安に達していないものがある。今後の５年間

は，少し目標値を修正して進めていこうということだが，これについて御意見があればお

願いする。 

 

（礒田副会長）  目標値が当初設定した数値になっている。本日改定版（案）について協議を行ったので，

タイミングの問題であり，改定前の数値が記載されていると思うが，二重になると混乱す

るという懸念はないか。 

 

（岡崎会長）  平成３０年度から改定版の計画に沿って進めていくことになる。平成２９年度の年次報

告の中身については平成２８年度の実施状況である。改定前の計画で実施しており，改定

前の目標値を記載している。また，平成３０年度の年次報告についても同様である。４月

からは改定後の計画が始まるが，報告書自体は旧計画での報告内容となり，わかりにくい

状況となるが御了承いただきたい。 

（礒田副会長）  例えば，平成３４年そのものは改定後の計画が実施されていることになる。目標値が複
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数あることになり，注意書で，この数値は改定前の計画に基づく目標値であるという内容

を記載しておかないと混乱が起きないか懸念している。 

 

（事務局）  来年度については報告書の内容は改定前の状況になるが，事業は改定後の新計画で進め 

るということになる。数値の記載の仕方などを工夫し，混乱のないようにしたい。 

 

（岡崎会長）  指標と現況値・目標値のページの欄外に，この目標数値は改定前の数値だということを 

明記しておくといい。 

 

（事務局）  いずれにしても来年度の年次報告については，目標値の書き方についてどうするか検討 

      し，混乱のないようにしていきたい。 

 

（岡崎会長）  第３次計画改定版（案）のところで，策定した計画の平成３４年の目標値については， 

当初計画の数値を部分的に修正しているというような議事録を残した方がいいかもしれな 

い。議会に報告していることだし，数字が違うという指摘をされると困る。 

 

（事務局）  平成２９年度は，まだ改定前の計画になるので，両方とも併記するなど検討したい。い 

      ずれにしても，数値そのものが，改定前の数値，改定後の数値とわかりやすい形にしたい。

やはり，平成３０年度は新計画で事業が進むので，新しい目標値も記載がある方がわか 

りやすいと思う。二段書きにするなど，何らかの形で工夫したい。 

 

（岡崎会長）  市民の代表である議会に１度報告しているということになると，きちんと議事録に残し 

      た方がよいと思う。私も，年次報告と改定版を見て，数値が違っており混乱した。 

 

（事務局）  審議会の会議録は全て残している。いずれにしても，来年度の報告の際にはわかりやす 

い形にしたい。 

 

（岡崎会長）  他に御意見はないか。 

 

（重川委員）  新しい指標として育児参加休暇取得率がある。７６.５％というのは良い数字だと思う。 

       しかし，悪く考えると単なる慶弔休暇のように思える。通常の慶弔休暇の取得権利を主

張したに過ぎないということにならないか懸念している。女性も男性も仕事と家庭を両立

し，もう１人子どもを産んでというように考えた場合，１年間は残業を減らし，男性も早

く帰宅して，一緒に子育てをしていくというような報告書の方がよいのではないか。 

 

（事務局）  市職員の有給休暇の取得日数は８.２３日である。育児に関わる休暇の場合は，逆に育児 

      参加休暇を取得してもらうよう勧めている。育児参加休暇の取得がゴールではなく，この 

休暇を取得することで，将来的に育児休業に結び付けるということがひとつの狙いでもあ

る。休暇が不足しているから育児参加休暇を利用しているというわけではない。育児に関

わる休暇については，積極的に取得するように所属長からも話しをしてもらっている。育

児参加休暇の取得が１００％になった後，是非育児休業に繋がってほしいということを人

事課ともしっかり話しをしている。この育児休業の取得が０％という数字が上がっていく

ようにしたい。 

 

（岡崎会長）  他に御意見はないか。 
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（香川委員）  先ほど部長から女性職員のお話しが出た。私たちの地区にも市民センターがある。私も 

地域でボランティア活動をしているが，団体に対しても女性の視点はきめ細かくあるよう

に思う。市民協働についても，是非女性の視点で地域住民に寄り添っていただけるとよい

と思う。 

 もう１点気になっている。有給休暇の取得が１５日を目標としている。最近は，働き方

改革ということが言われている。２０日を目標にした方がよいのではないかと思う。市の

職員も超過勤務が非常に多く，休暇が取得できない状況があるので，目標を２０日にして

はどうかと思う。 

 

（岡崎会長）  働き方改革ということが言われている。在宅ワークなどの勤務形態も随分出てきている。 

       その点をどういう形で書き込むのか，今回の改定版では難しいが，次の改定では入れた 

      方がよいと思う。 

 

（事務局）  最近では，ワーク・ライフ・バランスから，かなり働き方改革の方に進んできていると 

思う。第４次の計画策定の際には，その辺の状況も踏まえ工夫することになると思う。有 

給休暇の取得日数についてだが，各課が目標を決め全課に公表する形になっている。２０ 

日の取得を目標としても，実際のところ数日しか取得できず，ギャップが大きくなり過ぎ 

てしまい難しい。理想としては２０日だと思う。各課で仕事の見直しを進めるなど，有給 

休暇の取得に向けて取り組みを行っているところだ。 

 

（海生委員）  計画の数値目標の「『社会全体』で男女の地位が平等だと思う人の割合」について，実

際には平等ではないが，部分的な実態を捉え平等だと思っている方も含まれてくるのでは

ないか。実際にどういう実態を捉えて平等だと思っておられるのか。本当は平等ではない

が，御自身がある実態を捉えて平等だと思う方と両方含まれてくると思う。実態の捉え方

と答えが上手くマッチしている数字なのか少し気になる。 

 

（事務局）  平等であるかどうかについて，具体例を挙げて問いかけをしているわけではない。個人 

のイメージで回答されているので，御指摘の点も含まれてくると思う。呉市の男女共同参 

画市民アンケート調査は無作為抽出である。年齢構成でみれば，６５歳以上の方の４２％ 

を調査するという形になる。イメージ的には，年齢が高い方の意識が出る傾向にあるので 

はないかと思う。事例を出して質問すればより具体的になると思うが，いろいろな年齢層 

がある。一般的な，社会全体についてどうですかという問いかけになると，その方が社会 

のどこをみているかというところでかなり変わってくる思う。平等だと思っている方が， 

男性は２３.１％で女性が１０.９％である。男女差があることそのもの，この認識の違いが 

大きな問題ではないかというお話しが前回の審議会でもあった。この男性と女性の差が無 

くなるように，女性がみても男性がみても同じように思える社会をつくることが必要だと 

思う。どうしても大きな枠組みでの質問になってしまうので，それぞれの年代によってイ 

メージするところが多少違うと思う。 

 

（速水委員）  数値目標から少し離れるが，男女がともに人権を尊重し，安心して暮らせる環境づくり 

についてだ。私も塾で子どもたちを教えている。小学校の高学年や中学生になると少し生
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意気なところが出てくる。教育界は本当に大変ではないか。先生方が安心して暮らせる教

育現場というか，人権はどうなるのだろうと思う。新聞報道などをみると，いつも先生が

悪くなり，最後には謝罪しているというイメージがすごく強い。そういうところの部分は，

家庭でも変えていかないといけないと思う。そうでなければ，先生方が本当に安心して教

育できないのではないかと思う。 

 

（礒田副会長）  年次報告の各種データーについて，丁寧にまとめていただき大変参考になる。次回の年

次報告を作成される際，基本項目の中に入れたらよいと思う項目がある。生涯未婚率だ。急

激に上昇しており，既に男性の生涯未婚率が２０％に達している。日本は，かつては９０％

以上が結婚するという皆婚だった。アメリカの社会学者から，日本人は結婚好きだと言われ

たくらいだ。しかし，５０歳以上で１度も結婚したことのない人の割合が，女性では１０％

を超え，男性では２０％に達した。これを出生率との関係で言えば，４０代，５０代で結婚

しても，出生には繋がりにくく，晩婚も出生率に大きく影響するので，結婚年齢の上昇は非

常に大きなテーマではあるが，さらに，結婚と家族をめぐる変化という意味で「生涯未婚率」

を入れていただくと，こういう状況にあるということがリアルに伝わるのではないかと思

う。 

 

（岡崎会長）  次回の年次報告を作成される際には，労働に関するデーターをもう少し加えてほしい。 

資料にも女性の就業率等が出ているが，その辺が進むと，当然職場での男女平等の問題 

や家庭での男女が平等な子育て等の問題が出てくると思う。そちらが実態であり，やはり 

実態を掴むようなデーターを入れ，そういう点を考える。それを根拠に，施策を立ててい 

く時のものにするということが必要だ。それを次回への課題とした方がよいと思う。 

 

（事務局）  次回からは，御指摘の点も踏まえて見直しをしていきたい。 

 

（岡崎会長）  年次報告について他に御意見は無いか。 

 

（岡崎会長）  御意見がなければ，これで審議会を終了する。本日は答申が確定した。午後には副市長 

に提出するので御報告させていただく。また，先ほど申し上げたとおり，誤字，脱字等， 

文章についての御指摘があれば事務局に御連絡いただきたい。 

       長時間にわたり御審議いただき感謝申し上げる。以上で終了する。 


