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○件名 

 平成３０年度 呉市男女共同参画推進審議会 

○出席者 

〈委 員〉荒川委員，池岡委員，礒田委員，井上委員，海生委員，桐山委員，小坂委員， 

     近藤委員，松田委員，宗像委員 

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

田中副主任 

○欠席者 

〈委 員〉香川委員，片山委員，是貞委員，重川委員，速水委員 

○日時 

 平成３１年１月１８日（金） 

 １０：００～１０：５０ 

○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）呉市男女共同参画推進審議会会長及び副会長の選任について 

  （２）平成３０（２０１８）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 呉市男女共同参画推進審議会委員名簿 

 ２ 「くれ男女共同参画推進条例」及び「呉市男女共同参画推進審議会規則」 

 ３ 平成３０（２０１８）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】 

 市民部長挨拶（要旨） 

  各委員出席の御礼，呉市では昨年度「くれ男女共同参画基本計画第３次」を改定した。この 

 第３次基本計画は，平成２５年度から１０年間を計画期間としており，昨年度が中間年にあた 

 ることから，前半５年間の施策の進捗状況を検証した。その検証結果や社会情勢の変化を踏まえ， 

 計画の体系や数値目標等の見直しを行い改定版を策定した。改定にあたり委員の皆様から大変 

 貴重なご意見をいただき感謝申し上げる。 

  今年度から，改定した基本計画に基づき各種施策を実施しているが，その進捗状況について 

 年次報告に取りまとめ公表することになっている。 

  本日の資料は，平成２９年度の状況を取りまとめたもので，計画改定前の実施状況の報告と 

 なるが，それぞれの立場から忌憚のないご意見をいただきたい。 

 

・神垣人権センター所長 

  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，過半数を超え 

る１０名の出席によりこの会議が成立している旨の報告 

 

・委員及び事務局の自己紹介 

 

【議題】 

 （１）呉市男女共同参画推進審議会会長及び副会長の選任について 
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     礒田委員を会長にとの推薦があり全会一致で選出。副会長については会長一任となり， 

礒田会長が小坂委員を選出。 

 

     礒田会長挨拶 

 

 （２）平成３０（２０１８）年版呉市の男女共同参画に関する年次報告について 

 

(礒田会長)  議題（２）平成３０（２０１８）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 

 

(礒田会長)  事務局から資料全般について説明していただいた。現実的に対応できる達成可能 

      な目標値にするということから，少し調整し目標値を下げざるを得なかったが，目 

標値を下げた項目についても進んでいないわけではない。進み方が少しゆっくりな 

ので，もう少しスピードを上げるということを意識しつつ，現実的な目標を設定し 

たというのがただ今の説明だと思う。 

       個々の項目について，ご質問，ご意見等があればお願いする。 

 

(桐山委員)  市の管理職に占める女性の割合について，なかなか数字が上がっていないが，い 

      きなり管理職に登用するということは難しく，その前段階の課長補佐職，係長職は 

      増えているという話しを聞いた。これから希望が持てるのではないかと思っている。 

 

(礒田会長)  その辺りについて，少し説明をお願いしたい。 

 

(事 務 局 )  広島県全体でみても呉市は女性管理職の割合が少ない。ただ，割合が高い自治体は， 

保育所の所長が管理職になっている場合が多い。呉市は管理職になっておらず，こ 

ういうことも一因と考えている。桐山委員も言われたように，いきなり管理職とい 

うわけにはいかず，係長職からスタートすることになる。呉市もこうした取組みを 

１０数年かけて徐々に行っている。現在管理職に占める女性の割合は３．４％だが， 

課長補佐職，係長職は順調に増えている。目標値は，平成３４年に１０％としてい 

る。女性管理職の割合は随時増えていくものと考えている。 

       この業務に携わりながら，女性職員といろいろ話しをする機会があるが，男性職 

      員と女性職員の意識の違いを感じる。女性職員は自身の将来像について，非常に多 

      様なパターンを持っている。専門職になりたい，あるいは管理職になりたいなどい 

      ろいろなニーズが多く，男性職員に比べると幅広い。こういう点も踏まえながら， 

      今後管理職の登用についてどうするのか議論したいということで，昨年度，市の女 

      性職員全員に，将来管理職になりたいかどうかアンケートを実施しようという話し 

      もあったが，この度の災害で実施できなかった。そうすれば，男性職員と女性職員 

      の将来的な自分の立ち位置がどうありたいのかという意識がわかり，考え方の整理 

      ができる。そういう点も踏まえながら，後半５年間の計画を進めさせていただく。 

       人事サイドとも話しをするなかで，この１０％という数字はほぼ達成できるだろ 

      うと考えている。 

 

(礒田会長)  希望の持てるご説明をいただいた。女性の管理職が少ないことについて，他都市 

      でも，女性が管理職になることを希望しないという説明がよくある。それも事実だ 

      ろうと思う。何故ならば，管理職の働き方が，とても家庭生活と両立しないような 

      働き方を強いられている。そのうえ自分にはそういう働き方はできないし，したく 



3 

 

      ないという意味合いもあろうかと思う。だから女性だけの問題ではなく，女性が適 

      材適所で管理職を務めましょうというような職場にするには，合わせて男性管理職 

      の働き方も見直していくということが，長い目で見れば必要だと思う。 

 他に御意見はないか。 

 

(海生委員)  市の男性職員で育児休業を取得する人は全くいないのか。必要が無くて取得しな 

      いのか，取得したくてもできないのか。いろいろな国があると思うが，取得するの 

      が当然という国もある。１週間，あるいは２・３日にしろ，妻が出産したら一緒に 

      いる，それが当然という国も多いと思うが本当に誰も取得していないのか。 

 

(事 務 局 )  大きな課題だと思っている。過去には取得した職員もいたが，ここ数年育児休業 

      を取得した職員はいない。ほとんどの人が，妻が専業主婦だったということもある 

      が，現実的に男性が育児休業を取得するというような雰囲気ができていなのも確か 

      だと思う。市には出産の付添い及びその後の育児等を行う場合に，育児参加休暇と 

      して７日以内の休暇が取得できる。それは皆さん取得されるが，やはり育児休業と 

      いうことになるとそれぞれの事情があり取得しにくい面があるのだろうと思う。 

       逆に言えば，管理職に率先して取得するように勧めてほしい。そのためには，仕 

      事を整理しなければならないところもある。呉市の場合も女性活躍推進に関する取 

      組指針の中で，数値を示し取り組む方針を示している。今後は，できるだけ育児休 

      業の取得を勧められるような状況にしていきたいと思っている。確かに，現状では 

      そうした雰囲気になっていない。これは大きな課題だと思っている。 

 

(礒田会長)  これについて，お手元に資料があると思うが，本日ご欠席の是貞委員から，男性 

      職員の育児休業取得向上に向けたご意見を文書でいただいている。本日配布された 

      ものなのでご覧いただきたい。是貞委員ご指摘のとおり，単に育児に関しての負担 

      を分担するというだけのことではなく，男性職員自身に，仕事だけではなく生活者 

      としての視点，親としての感覚，こういうものを体験的に理解してもらうことが市 

      のサービスを提供するうえで必要なのではないかという趣旨のご提案だ。私もその 

      とおりだと思う。 

 これをご覧いただき，何か男性の育児休業取得率の向上に向けてプラスになるの 

ではないかというようなご提案があればお願いしたい。今申し上げたばかりなので， 

十分に練られた，あるいは根拠があるといことでなくても構わない。アイディアが 

あれば自由にお話しいただきたい。 

 

(礒田会長)  私の方から提案したい。検討していただければという提案だ。フランスで非常に 

      出生率が下がった時，男性向けではなく女性向けの支援の一つとして，育児と仕事 

      の両立に向けての研修を行った。育児休業中の，復職に向けてのウォーミングアッ 

      プ期間のようなものだ。母親たちは暫く職場を空けているわけだから，職場復帰に 

      必要な技能等の研修を行った。実際に母親が復職すれば，子どもも保育所にいくこ 

      とになる。研修期間中も保育所で子どもを預かり，保育所に慣れるための期間を設 

      けた。それから少し出生率が上がり，効果があったのではないかと言われている。 

       男性が長い育児休業を取れないのは，空白期間ができ復職した時に元の椅子がな 

      いかもしれないという不安があるのではないか。それは大きな不安だと思う。また， 

      たとえ椅子が保障されていても，自分自身が現役として第一線で働いている時に， 

      会社の状況がわからないということは不安だろうと思う。だとすると，育児休業だ 

      から完全休業で全く出社しない，仕事に関わらないということではなく，復職する 

      予定のポジションについての現況，復職するポジションがわからないのであれば， 

      一般的なことでもいいかもしれないが，定期的に研修や情報交換する場を設け，完 
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      全に離脱するのではないという状況を作り出せば少しは不安が解消されると思う。 

       その研修なり情報交換の場への出席も有給でであればいいと思う。今思いついた 

      アイディアだがご検討いただければと思う。 

 

(事 務 局 )  審議会の摘録は全て人事サイドに見てもらっている。その点の話しはできると思 

      う。女性活躍推進法の中で，市の取組み状況を報告することになっており，男性の 

      育児休業取得率の目標は１０％ということをホームページ上にも公表している。 

       人事サイドとよく話すのは，男性が育児休業を取得することが自分の将来にとっ 

      てプラスになるというシステムを作れば取得することへのモチベーションとなるだ 

      ろうが，今はどちらかと言えばマイナスのイメージを持たれている。そういうシス 

テムを作ることが本当にいいのかどうかは別にして，できれば育児休業を取得した 

方がプラスになるような，モチベーションを上げるためのシステムが一つ必要だと 

いう気がしている。 

       ただ，是貞委員のご意見にもあるように，仕事面だけでなく，全ての生活の中で 

      育児休業を取得することが非常に大切なんだ，いいことなんだと思われるような意 

      識改革は必要だろと思う。 

       呉市もホームページ上で１０％という数字を公表しており，何らかの方法で取り 

      組んでいけたらと思う。 

 

(礒田会長)  他にご意見はないか。 

 

(井上委員)  少しお聞きしたい。資料にある女性の単位自治会長の割合が少ない。これは自治 

      会長の登録を集計したものか。 

 

(事 務 局 )  登録の集計結果だ。 

 

(井上委員)  私も地区の自治会連合会の副会長をしているが，現場に来られるのは３割以上が  

      女性だ。私の自治会の役員会でもそうだが，女性が６割，男性が４割という状況だ。 

       登録は男性，実働は女性ということだ。日本のいろいろなもので世帯主が登録さ 

      れているが，実際の現場では違っている。特に自治会の場合，本当に現場を経験し 

      た自治会長を把握すればこれほど低い数字ではない。 

 

(事 務 局 )  自治会長については全国統計もある。平成２８年のデーターになるが，国全体で 

      は自治会長に占める女性の割合は５．２％，広島県は５．８％である。呉市は全国 

      や広島県と比較すると女性の自治会長の割合は高い。ただ，井上委員のご意見のと 

      おり，実働部分は女性の方が多いということは認識している。 

       自治会会長の登録は男性，あるいは審議会委員の女性割合にしても，審議会委員 

      の多くが充て職で，必然的に男性が多くなってしまうということもある。その辺り 

      がもう少し変わり，実際に活動される方が登録されるようになれば変わってくると 

      思う。実働は女性ということについては，自治会に関わっておられる皆さんが感じ 

      ておられることと思う。 

 ただ国や県と比較して，呉市は女性自治会長の割合が少し高いという点は前向き 

な話しだと思う。 

 

(礒田会長)  確かに，呉市では活躍しておられる女性をたくさんお見かけする。おそらく自治 

      会長だけではなくＰＴＡや様々な団体で，活動しているのは女性だがトップは男性 

      というようなことがいくらでも残っていると思う。ご指摘のとおり世帯単位という 

      ことも一つの要因だ。実働は母親だが，登録の名前だけは父親というようなことが 
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       一つや二つはあろうかと思う。 

       これは非常に幅の広い問題だ。すぐに変わるような種類のことではないが，我々 

      も，極力個人ということを心掛け，誰々さんの家の奥さんではなく，ファーストネ 

      ームで誰々さんと呼ぶような形で個人を意識することに努めていけば，実働はお母 

      さんだが登録はお父さんというようなことは減っていくかもしれない。 

       加えて自治会長等に関して，選挙あるいは互選で選ぶときも中心になるのは男性 

      という空気が残っている。その名残りもあるかと思うが，やはりトップは男性とい 

      う意識が，まだ根強く残っているのがこの数字だと思う。併せて変えていければい 

      いと思う。 

 数値あるいは他の項目についてのご質問等でも結構だ。他に何かないか。 

 

(宗像委員)  男性が育児休業を取得した場合，給料の補てんはあるか。 

 

(事 務 局 )  育児休業給付金が支給される。公務員の場合は多少違うが，子どもが１歳になる 

      まで支給の対象だ。また保育所に入れない等の場合には，最長で２歳になるまで受 

      給できるなど期間の延長も規定されている。ただ満額ではない。 

 

(宗像委員)  何％ぐらい支給されるのか。 

 

(事 務 局 )  平成２６年度に，育児休業を開始してから１８０日目までの支給率が５０％から 

６７％に引き上げられた。１８０日を過ぎると５０％支給となっており満額支給と 

はなっていない。 

 

(宗像委員)  是貞委員のご意見にあるように，妻が働いていない場合収入が３３％カットとな 

      る。諸手当はどうか。配偶者手当や子ども手当などは支給されるのか。 

 

(事 務 局 )  支給されると思う。所得税や社会保険料が控除されないため，実質的に手取りの 

      約８０％程度の給付になると言われているが２０％は減ってしまう。 

 

(宗像委員)  きちんと生活費の保障をしないと，自分の収入を２０％，３０％削ってでも育児 

      休業を取得してくださいというのは現実的には難しい。実態としてそこを理解して 

      もらうのは難しいということはあると思う。例えば，妻が働いており生活をある程 

      度維持できるのであればいいが，そうではなく夫の収入だけで生活をしている場合， 

      ましてや子どもが生まれ将来的に貯蓄をしていかなければならない，日々の暮らし 

      も良くしていかなければならないような状況の時，やはり収入保障，この点を１番 

      フォローしておかなければいけない。この育児休業の取得率を上げていこうとする 

      時に，いろいろな話しを聞くとその点が１番ネックだ。 

       公務員の場合条例改正などが必要となり，市民の皆さんの理解を得なければなら 

      ないが，やはりこういう数字を示し，取得しやすい環境を整備していく必要がある。 

       市が率先して取り組まなければ，民間企業への働きかけも難しいのではないか。 

 

(事 務 局 )  ３年前になるが，妻が出産した男性職員に話しを聞いた。育児休業を取得しない 

      理由として，妻が専業主婦なので不要ということの他に，もう１つ収入が減るとい 

      うことがあった。国の育児休業給付金のリーフレットも，パパとママで半年ずつ育 

      児休業を取得すれば，１年間給付率が６７％となり割増給付が可能という内容にな 

      っている。夫婦共働きが前提で作成してある。だから逆に，専業主婦やパートの人 

      は必然的に育児休業を取得しない方がよいというような形になってしまう。しっか 

      り給料保障ができれば話しも違ってくると思う。いずれにしても国の制度そのもの 
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      であり，給付率も引き上げられてきている。もう少し給付率が上がれば変わってく 

      るかもしれないが，如何ともしがたいところである。実情は理解している。 

 

(宗像委員)  例えばこの審議会から，市独自でマイナス分の３３％を給付してはどうかとい 

      うような意見書等を出すことは可能か。 

 

(事 務 局 )  可能である。また，人事サイドにも摘録を渡し，こういうご意見をいただいたと 

      いう話しはしている。 

 

(礒田会長)  基本給，給料は他の諸手当に影響する。給料をどうするかという問題は非常に重 

      要だが，実質的に育児休業中の手当のような支援金の形でも，収入が減る分を補て 

      んできる何かがあるといいかもしれない。 

       妻が専業主婦の場合，給料が減るというのは深刻な問題だと思うが，共働きの場 

      合，夫婦のどちらが育児休業を取得するかという選択についても，日本は上昇婚で 

      男性が年齢も給料も少し上という組み合わせのカップルが多い。 

       妻の３３％減と夫の３３％減では，実質金額として夫の３３％減の方が大きい。 

       結果的に，育児休業を取得するなら妻という選択を後押ししてしまっている。 

       若い女性に，自分で活躍できるのなら，必ずしも年上で自分より収入が上の男性 

      を選ばなくてもいいのではないかということを言ったりするが，これもまた直ぐに 

変わることではないと思う。現状として多くのカップルがそうなので，男性が育児 

休業を取得した際にどれだけ補てんができるかということが，妻が取得する場合と 

の差を埋めるという意味でも大きな効果があると思う。そうすると，妻が専業主婦 

の場合にはもちろんだが，共働きの場合でも，男性の育児休業の取りやすさというこ 

とに大きく影響するとのではないか。まさに１番大切なところだ。 

       他に何かご意見はないか。 

 

(礒田会長)  事務局から何かあるか。 

 

(事 務 局 )  年次報告書についてはホームページ等で公開する。今回の報告書までが第３次基 

      本計画の前半部分となる。今年度から，改定後の計画に基づき施策を実施しており， 

      来年度開催する審議会では，改定後の目標値を基にご審議いただく。 

 呉市議会でも男女共同参画，特に女性活躍に関して非常に関心が高い。呉市とし 

て率先して取り組んでほしいという要望もいただいている。今後についても，しっ 

かり目標値を設定しており，できるだけ達成できるように頑張っていきたい。 

来年度開催させていただく審議会では，もう少しいい報告ができるよう取組みを 

      進めていきたいと思う。引き続きよろしくお願いお願いする。 

 

(礒田会長)  他にご意見等がなければ，本日の審議会はこれで終了する。 


