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○会議内容 

【開会】 

・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１３名の出席により会議が成立している旨の報告 

 

・市本市民部長挨拶（要旨） 

呉市におきましては，平成１３年１２月に，「くれ男女共同参画推進条例」を施行し，現在では，「第

３次くれ男女共同参画基本計画」に基づいて，市民や事業者の皆様と協働しながら，各種施策を実施して

いるところである。 

この基本計画は，平成２５年度から平成３４年度までの１０年間を計画期間として策定した。今年度は

中間見直しの年である。見直しに向けて，昨年度，市民アンケートを実施した。集計結果については，本

日の資料にお示ししているところである。 

国においては，「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）を制定して，「女

性の活躍推進」を国家の成長戦略の中核に位置付けている。 

呉市においても，この中間見直しにあわせて，女性の活躍推進の項目を強化するよう考えている。 

 

・委員及び事務局の自己紹介 

 

【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）くれ男女共同参画基本計画３次計画が５年目の中間に当たり，社会情勢や制度も変わってき 

ている。当初考えていたことをどう変えていくか意見をいただきたい。議題１について事務局 

から説明をお願いする。 

○件名 
平成２９年度 第１回 呉市男女共同参画推進審議会 

○出席者 
〈委 員〉岡崎委員，礒田委員，井上委員，宇治木委員，香川委員，片山委員，桐山委員， 

小松委員，是貞委員，重川委員，松田委員，宮本委員，宗像委員 
〈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，永木主査 

宮岡主事，狩山嘱託，原岡嘱託 

 

○欠席者 

〈委 員〉海生委員，速水委員 

 

○日時 
    平成２９年８月２日（水） 
       １３：３０～１５：００ 

○場所 
   呉市役所５階 ５０１会議室 

○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）」改定について 

（２）その他 

  ３ 閉会 

 

【資料】 
 １ くれ男女共同参画基本計画（第３次）改訂版（案） 
 ２ くれ男女共同参画基本計画（第３次）改訂版の概要 
 ３ 施策体系比較 
 ４ 男女共同参画市民アンケート調査報告書（ダイジェスト版） 
 ５ 呉市男女共同参画推進審議会委員名簿 
 ６ 「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」 
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（事 務 局） 資料により説明 

 

（岡崎会長） 質問・ご意見をいただきたい。 

Ｐ１～３は，今回の見直しに当たり根拠になるところである。従来の性別分業について，

反対派が増えている。男女間の平等感の認識度合いは，圧倒的に差がある。前回の調査でも

こうだったか。 

 

（礒田副会長）Ｐ22に，男女の地位が平等と思う割合は，男性は 23.3%が 23.1%に，女性は 10%が 10.9%

になっており，ほぼ横這いである。ただ，男女の差が 12.2ポイントである。 

 

（岡崎会長）  男女の意識の差がある。Ｐ２に戻り，③「仕事と生活の調和」は女性の職業継続型が増え

ている。ただし，家事優先型の性質を持つ男性も意識が変わってきている。 

        ④政策・方針決定過程への女性の参画については，女性の管理職の割合，自治会長割合は

改善が見られる。審議会等委員に占める女性の割合や市の管理職に占める女性職員の割合が

低くなっているのが課題。 

 

（事 務 局） 最も男女共同参画を進めなければならない市の管理職に占める女性職員の割合が下がって

いる。目標値そのものは 10%と変えていない。女性管理職を増やすという計画で，管理職に

向けて現在のところ，監督職である係長職女性が増えてきている。 

       呉市は管理職登用目標をＨＰに公表しており，目標を 10%にすると出している。現在は課

長補佐職まで女性登用が増えている。 

       また，女性の自治会長数は呉市が高い。呉市の女性登用は遅れてはいるが，ここ数年で徐

々に上がり全国レベルになると考えている。前半５年は確かにスピードが遅かった。女性の

いない審議会数がなかなか０にならないため，昨年度から，各担当課と個別に話し，次回の

改定時では是非女性を入れるように要請している。ほどんどの審議会は当て職で長をお願い

している。長は男性となっているので，女性を選んでほしいと団体にお願いしている。 

 

（岡崎会長） 意思決定過程の数値を上げないと社会の意識は変わらない。呉市としては，管理職の予定

者を増やし，審議会では女性参画の数値を上げようとしている。結果が見えてくると皆の意

識は変わってくる。 

       ⑤の女性に対する暴力についてはどうか。 

       2015年より生活困窮者自立支援法が施行された。広島市では，一次生活支援事業によりシ

ェルターがあり，生活困窮や社会的孤立により，その日住む家のない人はすぐシェルターを

利用してもらう。利用者 130 人中 30 人が女性で約 15%である。所持金もなく，その半分が

子どもづれの女性であり，夫の暴力から逃げ出してきている。今年３室を増やした。  

       呉市はどうか。その数値を見ないと，実際のＤＶの様子は分からない。 

 

（事 務 局） その数値は持っていない。呉市ではシェルターはない。 

 

（岡崎会長） 総合相談と住居確保は必須事業であり，呉市もやっているであろう。その中の性別や原因の

データを集めるとＤＶの実態がでてくる。 

 

（事 務 局） 住宅政策課もＤＶ関係では優先入居できる体制を取っている。昨年度は０だった。 

 

（岡崎会長） シェルターがないから０の数字があがるところはよくある。たぶん総合相談のところにはあ

がってきているだろう。その数値もみてほしい。警察では呉市内のＤＶの数値はどうか。 

 

（宮本委員） 数字的にはほとんど変わらない。今までは配偶者同士で考えていたが，デートＤＶも入れ  

      ていくと少し増えた。 
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（岡崎会長） 呉市の方も警察からのデータをもらって意識の方だけでなく，実際のデータを把握するよ 

      うにしてほしい。 

       Ｐ３以降は計画の重点項目について（１）～（３）は従来通りで，新規は（４）女性 

      の活躍の推進のところで，国の方は指導的地位の女性が占める割合を３０%程度に期待する，  

      と期待目標になっている。呉市の方も，啓発や情報提供をやるということである。 

       Ｐ４・５が計画の体系，Ｐ６が方針１「広報・意識啓発」，Ｐ７が方針２「教育・学習によ 

る人づくり」，Ｐ８の方針３「男性にとっての男女共同参画」である。 

 

（礒田副会長）Ｐ７の男女共同参画の視点に立った教育の促進②家庭教育の母子健康づくり事業を健康増   

      進課が担当するが，男女共同参画の視点に立った教育になっているのだろうか。従来の子ども

は母親が中心に関わるものというのが，父親がどうかかわるかを盛り込んだという変化になっ

たのか，従来どおりであるならば男女共同参画の視点に立ったという項目はふさわしくない。 

 

（事 務 局） 父親も育児に参加する講座を以前からしているが，女性中心であったので，男性も参加でき

るようにしている。 

 

（礒田副会長）名称も検討してほしい。 

 

（岡崎会長） 講座は保健士がやるのだろうから，健康教育に流れてしまうのではないか。 

 

（香川委員） 母子健康づくりは男性も一緒にしているが，以前，出産異常は働く女性に多いということで， 

サンディマタニティスクールを行い，お父さんになる人も沐浴指導やおなかに重いエプロンを 

付けて体験をするなどを行った。呉市ではないが他地域では，父子手帳を作っているところも 

ある。父親になる意識を持ってもらうために行っている。 

 

（岡崎会長） 教育の促進で，私もいろいろな審議会に出ているが，早期に教育をしていこうとしている。 

小中学校での禁煙教育など早期に行っている。呉市の中学校ではどうか。 

 

（松田委員） 本校でも，７月に学校薬剤師により１年生を対象に禁煙教室を行った。秋には２年生対象に

薬物乱用防止教室を予定している。体育館で話を聞き（１時間），事後に自分の考えを書く（１

時間）の計２時間の学習をしている。 

 

（岡崎会長） 男女共同参画のプログラムはあるのか。小中学校ではどうか。 

 

（松田委員） 人権尊重の視点で行っており，男女という視点ではなく個人としてどうかとの切り口である。 

 

（岡崎会長） 後ほど出てくるが，中学生へのＤＶ啓発はどうか。 

 

（松田委員） ＤＶに特化しては難しいところがある。個別案件については行っていくが，全体に対しては

本校では行っていない。 

 

（事 務 局） 人権センターでデートＤＶ防止啓発に取り組んでおり，主に高校に取り組んでいる。中学校

では道徳教育で行っている。昨年度は，中・高校３２校実施している。 

 

（岡崎会長） 男女共同参画の教育について，今の学習指導要領では，人権教育の中に入れて行うというこ

とである。基本計画の表記でも人権教育の中でということになっているか。 

 

（松田委員） Ｐ７の下に人権教育・啓発推進事業は人権センターとなっている。 
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（礒田副会長）それは，教職員向けの事業である。教職員に理解してもらい，生徒に伝えていくということ 

であり，事業としては教職員向けである。 

 

（岡崎会長） 人権教育の中で男女共同参画を教職員対象に行い，教職員を通して生徒に男女共同参画を推 

進していくということ。 

 

（事 務 局） 教職員等となっているので，教職員へは学校教育課，保育士へは子育て支援課，保護者へは 

人権センターが行うこととしており，住み分けを行っている。 

 

（礒田副会長）ヒドゥン カリキュラムというが，隠れたカリキュラムで，学校の中で，先生が全体がどの 

ように生徒に接するか暗に伝えるもの，全体で伝える人権意識がある。ここでは，ヒドゥン カ 

リキュラムに対するアプローチという理解でよいのではないか。 

 

（岡崎会長） 人権擁護委員として地域向けにはどのようなことを行っているか。 

 

（桐山委員） 人権センターからの依頼でデートＤＶについて学校に啓発に出向いたことが何度かあるが， 

市民向けにはやっていない。ＤＶ啓発は何度か行った。 

 

（岡崎会長） Ｐ８施策２が地域向けの男女共同参画の学習会ということになるか。 

 

（事 務 局） 生涯学習センターが各種講座の一環として行い，人権センターではセミナーなどで男女共同 

参画の学習機会をもっている。 

 

（岡崎会長） 方針３「男性にとっての男女共同参画の意識啓発と相談機能の充実」についてどうか。 

 

（是貞委員） 市が組織で取り組むのはこれが限界であろう。長い間，個人の意識に働きかけるところにと 

どまっていた。 

広島県のＮＰＯではイクボスを広める活動を知事に働きかけている。組織に働きかけるため

には，広島県から働きかけることだ。個人と組織との両面にアプローチすることを考えないと

数値は上がってこない，そうしないと目標値に達しないところに来ているのではないか。 

厚生労働省は育児休業取得率３０%を出したが，世の中が取り上げることで，インパクトが

あった。今後進めていく上で，個人と組織の両面で取り組むことをセットで考えないと具体的

な目標数値に届かない。 

 

（岡崎会長） Ｐ９目標Ⅱ社会活動や意識決定過程における男女共同参画，方針１・２はどうか。 

 

（片山委員） 施策１①審議会等委員への女性の参画の促進について，我々のところでも会議には女性がほ

とんど入っていない。しかし，２つの女性中心の会議をしている。１つはダイバーシティ委員

会で，委員等女性だけで行っている。男性が入るときはオブザーバーである。もう一つは，ホ

スピタリティである。ホスピタリティを経営方針にあげており，ホスピタリティはおもてなし

であり，女性の方が気が利いているからである。 

呉市でも委員会のテーマによっては，女性が担当した方が意見が出るのであれば，女性の委

員の比率を増やすことが必要ではないか。 

 

（事 務 局） 呉市の場合，ほとんど法定委員会で，構成メンバーも自治会の代表などと限られている。ほ

とんどの代表が男性である。男女共同参画審議会ではほぼ半数が女性になっているが，通常，

各団体が女性を入れるということを条件に審議会委員を選んでいかなければいけない。今，呉

市では５つの審議会に女性がいない。そこでは，団体から推薦で上がってくるのが男性である

ので，次回は女性を推薦してほしいとお願いしようとしている。呉市もやらなければならない

が，各団体も含め女性が団体の長になれるように進めていかなければ女性の登用は進まない。 
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（岡崎会長） もう１つの考え方として，企業が進めているように規則で積み上げていくことである。 

 

（事 務 局） 呉市の中の職員グループで，女性だけのグループはできているが，審議会という，条例が定

める会では構成メンバーを女性だけで作るところは難しいところがある。 

 

（岡崎会長） 提案であるが，施策１の市の施策決定過程でもワーキング・グループを作り，女性の意思決

定参画をつくっていくとよい。条例とは別建てとして作っていかないと組織は変わらない。 

 

（事 務 局） 女性職員の登用と職域拡大の欄のところで，女性が登用できるように，工夫していきたい。 

       

（岡崎会長） 自分の大学でも，女子学生だけでおいしい昼食の献立グループを作り，面白い案をだしてい

る。何か社会的に評価する仕組みをしていかないと，なかなか変わらない。 

２点目は，企業が行っているダイバーシティをキーワードに取組の広報啓発していくように

しないと変わっていかない。 

 

（事 務 局） 取材して，企業への情報提供をしていきたい。 

 

（礒田副会長）１点懸念しているのは女性だけを集め，ホスピタリティなど女性らしさを求めるような固定

化につながるワーキング・グループでは困る。過渡期にはそれなりの意味はあり，女性が発言

する機会が少ないので自分たちでプロジェクトを成し遂げる経験をすることは次につながる。 

  過渡期のステップとして意味があるが最終的には固定化につながる懸念があることに留意

してほしい。 

 

（岡崎会長） Ｐ10，11社会・地域活動への男女共同参画の促進についてどうか。 

 

（井上委員） 男女共同参画に，防災が入ったのはどんな意味があるのか，お聞きしたい。 

 

（事 務 局） 防災の面でも，実際に女性が活躍することが多いが，男性が中心に動いている。女性にも参

画してほしいと考える。 

 

（礒田副会長）避難所で女性に対する配慮がなく着替えの場所がない，生理用品の備蓄がなく女性が困るこ

とが多かったことが，女性の防災への参画を促したという経緯がある。 

 

（井上委員） まちづくりでも，防災でも市民の生活に密着していない提案が多い。 

       災害時に，自分で自分の身を守るということは理屈では分かっているが，自分で自分の身を

守るすべが分かっていない。それはあなたが考えなさいで終わっている。 

自治会は行政の広報担当係と思っている人もいる。自治会に女性がでてくるが，女性は自治

会長というと敬遠する。 

自分の生活の中に落とし込んだような提案を行政からしてほしい。市民の目線で生活に密着

した防災が具体的にみえるようにしてほしい。 

 

（事 務 局） 呉市も地域防災計画等いろいろな計画を立てる際，呉市防災会議の審議会に５４名中，女性

委員が 7名おり，女性に積極的に関わっていただきたいと考えている。防災のことで実際に動

くのは女性が多い。今回は計画の中で男女参画の視点で考えていただいている。 

 

（市本部長） 呉市では「まちづくり委員会」を設置しており，女性会，民生委員，体協などをとりまとめ

る団体で地域づくりに参画してもらっている。防災も地域づくりが中心となってやっており，

女性が多く参加し，子どもも参加し，従来なかった形の活動がでてきている。市民部としては

皆さんに地域づくりに関わってもらうようにしている。  
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（香川委員） 以前女性団体が主催し，防災のときの女性の役割というシンポジウムがあった。そのとき，

女性消防団員がいるともっと防災が進むとあった。 

 

（岡崎会長） 地域の女性消防団員についても進めていくとよい。 

 

（事 務 局） 呉市では 30名程度の女性消防団員が登録されている。 

 

（井上委員） この度，女性のグループを結成し，総合訓練も女性を対象に行われると聞いている。女性目

線でみるというのもいいことだと思う。 

 

（岡崎会長） うちの大学でも消防団があり男子学生も女子学生も入っている。救命救急課があり，大学生

も地域の活動をやっている。呉でも大学生が入って地域の防災をやっていくとよい。 

       次に，Ｐ12 から方針１「ワーク・ライフ・バランスの推進」，方針２「職場づくり」はい

かがか。 

 

（小松委員） 広島市でワーク・ライフ・バランスの講座を行った。30 代の女性が子連れで熱心に参加。

呉市では人が集まりづらいなど，人数確保が難しかった。 

 

（事 務 局） 呉市でも，ワーク・ライフ・バランスのセミナーを行っている。時間帯を土曜日にし，日程

を工夫しているが，20~30人程度の参加者である。イベントで行う講演会ほどではないが，セ

ミナーを開催すると定員近くである。 

     

（小松委員） エソール広島に事務所を置いているが，そこで，県の講座があり，ワーク・ライフ・バラン 

ス講座は企業に告知し，助成金が出ている。主要な女性のメンバーが参加した後，会社に帰っ

て講義をして伝えるという普及の仕方をしている。呉市でもできるのではないか。 

 

（事 務 局） 助成金を出す制度はないが，女性への支援ということで予算について，検討したい。 

 

（小松委員） 行政としてというよりは，職場にいる個人の目線で必要な講義，何を市民目線で必要として

いるかを聞きとっていくことが必要ではないか。ただ講義をするだけでなく，意見交換，女性

の立場でどういうことを求められているかを聞きとっていただきたい。 

 

（事 務 局） 人権センターで行っているセミナーの多くは，退職した方向けや子育ての方だったので，新

たに働きたいという方へも検討したい。 

 

（宗像委員） 連合としても長い間ワーク・ライフ・バランスの充実の取り組みを進めてきた。 

       ハラスメントについても進めており，マタニティハラスメントがあるが，その記述が基本計

画には全く出てこない。 

アンケートによる意識調査結果については，年齢層によって，世代によって意識の差が大き

いと思われる。 

 

（事 務 局） 意識調査結果を年齢別に見ると，「男は仕事，女は家庭」という考え方について，反対する

という考え方の最も高いのが 60～64歳，次いで 20歳代であり，もっとも悪いのは 65歳以上

の男性である。呉の中で 60～64 歳の方は，仕事を辞めて家庭に入り，初めて家事の大変さを

理解するようになったのかもしれない。 

 

（宗像委員） 若い世代は，バランスを取りたくても上の世代の理解がないと休暇や有休を取れないという

実態がある。 
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（事 務 局） 20歳代30歳代の意識は高いが，40歳代50歳代は「男は仕事，女は家庭」という意識が強い，

ということは，企業の上の層が「男は仕事，女は家庭」という考え方をもっているということ

である。若い世代が休暇を取ろうとしても取りにくい状況にあるのではないかと考える。 

 

（宗像委員） 上の世代の人に研修を進めれば意識が変わってくるのではないかと言える。 

 

（事 務 局） 研修会を企画しているが，参加者は60歳代以上の参加が多く，40歳代50歳代に参加してほし

いと休日に行ったりしているが，その年代が少ない現状である。映画の内容等で工夫をしてい

るが7～8割が高齢者であるので，若い世代に参加してもらえるよう，さらに工夫したい。 

 

（岡崎会長） P14・15に労働環境を整えていくことがある。職場環境を整えるとき，子育て世代が朝や夕

方保育園への送迎をするための就業規制の変更の届け出を出さなければならない。その対象は

100人以上の企業に限られている。呉市は中小企業が多いので，どうするか課題である。 

 

（事 務 局） ここでは呉市としてできることを考えているので，最も重要なことは啓発であるから，人権

センターでは呉市の企業に対してアンケートを実施し，小さな企業にも必要な情報提供をして

いるが，その一歩先に進めるのが難しい。 

 

（岡崎会長） その事に対して国に働きかけるよう，意見を出す事が大切である。呉市がどれだけ頑張って

も国の法律が制限されていればできないことになる。 

 

（事 務 局） 県のいろいろな会議でも，要望に上げていく。 

 

（岡崎会長） P16目標Ⅳ「人権尊重し，安心して暮らせる環境づくり」についてはいかがか。 

 

（井上委員） P16③誰もが安心して暮らせるまちづくりの中に，防災対策事業などがある。今回，災害弱

者への支援について呉市が要支援制度を発表しているので，このような項目を入れていくとよ

い。 

災害時の要支援者は一人では避難できないので，男女共同参画の計画項目に入れるとよい。 

P21相談体制の充実にも要支援者の相談をいれてほしい。 

 

（事 務 局） 呉市の方でも，災害時の要支援者対策について協議する。 

 

（岡崎会長） 法律でDV相談窓口を各市町村はもつようになっているが，呉市ではDV相談窓口はどこが担

当するのか。 

 

（事 務 局） 子育て支援課に女性相談員がおり，そこが行う。人権センターにも相談窓口はあるが，具体

的な動きは，子育て支援課の女性相談員が行う。 

 

（岡崎会長） 今年４月から広島で新しくNPOが作られ，県民生活部が委託し性被害ワンストップ支援セン

ターができている。そこや婦人相談所と連携しながら呉市がやっていくことを明記するとだれ

にでも窓口がすぐ分かる。 
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（事 務 局） 呉市でも性被害の関係のステッカーを貼っている。県の事業ではあるが，工夫して分かるよ

うにしていきたい。 

 

（岡崎会長） P22の数値目標についての意見はいかがか。 

 

（礒田副会長）H34の目標値を見直しているが，市の管理職に占める女性職員の割合など実績としては上が

っていないが，あえて目標数値を下げないと言われた。他のところでは，より現実的に実績状

況を見て修正をしたということか。目標値を大きく上げる項目や下げた項目があれば教えてほ

しい。 

 

（事 務 局） 前回は18項目だったが，ご指摘をいただき，育児参加休暇取得率を加えて19項目にした。「

広島県仕事と家庭の両立支援企業登録数」が目標70社であったのが100社になっている。変更

なしが７つあり，「女性のいない審議回数０」「市の管理職に占める女性職員の割合０」「市

職員の年次有給休暇取得日数15日」「仕事と生活の調和という言葉と内容を知っている割合」

「女性の労働力率80％」「手でぶつ，殴るふりをして脅す各行為について暴力だと思う人の割

合」の目標数値は変えていない。 

変更が「社会全体で男女の地位が平等だと思う人の割合」は当初目標数値が50％だったが，

現況値で男性が23.1％，女性が10.9％であるので，目標値には難しいことから男性35％女性20

％にした。「審議会等委員に占める女性の割合」が目標では35％であったが，これも現況値が

22.5％であるため，がんばっても30％程度であろうと修正した。「女性の管理職がいる事業所

の割合」が70％だったのが50％に，「女性の自治会長の割合」が15％だったのが10％に，「男

性の育児休業取得率」が15％だったのを10％にした。「家庭生活で『介護・看護』を主に妻だ

けが行う人の割合」を20％だったのを現況値が55％であるので40％に，「家庭生活で『育児』

を主に妻だけが行う人の割合」も，30％目標だったが現況値78％のため目標値を60％にした。

「地域活動や市民活動に参加している男性の割合」も目標値50％であったが，現況値が31％で

あるため40％にした。「市内の男性の育児休業取得率」の目標が13％であったが，現況値1.6

％のため，５％にした。 

中間目標に達していない項目については，中間目標の目安の数値に変更した。 

       呉市では「男性は仕事，女性は家庭」に反対する割合は全国的にみると高いので，今後５年

間には変化し目標値になっていくと考える。 

 

（岡崎会長） 分かりやすいように，当初の数値目標と中間所現況値との10年後の数値を提示してほしい。 

 

（礒田副会長）１つ皆さんに考えていただきたい。「『社会全体』で男女の地位が平等と思う人の割合」の

指標を設定しているが，問題意識が高まると，不平等だという意識が高まる。現状を肯定的な

意識で見ているとこんなものだと思う。平等だと思う人の割合が高いことが，いいといえるの

かと疑問に感じる。むしろ，この男女差を目標数値にしてはどうか。男性と女性とでは現状の

認め方が違うというギャップに問題がある。それぞれの数値を上げるより，男女差について取

り上げた方がよいのではないか。 

 

（事 務 局） 男性も女性も同じように考えるようになった社会が平等と言え，男女差が縮まっていけばよ

り男女平等な社会に近づいたと言えるということか。それも検討する。 
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（岡崎会長） 社会の状況も変わってきているので，優先順位をどう考えるかも課題である。 

 

（礒田副会長）計画から５年たったので，先行型，後追い型と分けるのは不要であり，分野別にしたのか。 

 

（事 務 局） 先行型，後追い型と分けるのもよかったが，中間目標の数値が出たので，最終目標は各目標

に分けて取り組んだ方がよいと考えた。 

 

（岡崎会長） 今後の作業はどのように進むのか。 

 

（事 務 局） 今回審議会で審議いただき，各委員からの意見をいただき，１２月をめどに答申づくり 

をする。この計画案は10月くらいにパブリックコメントにかける。それを踏まえて来年に 

入り，新たな改訂版を出す予定である。 

 

（岡崎会長） 呉市として男女共同参画を進める政策を出さなければならない。そうしないと地域も職 

場も変わらないのでやらなければならないことである。今日，考えたことや気づいたこと 

を事務局に伝えていただくと作業が進みやすい。 

             議題（２）のその他について何かあるか。 

 

（宗像委員） 国から男女共同参画基本計画４次が出たが，呉市は３次計画である。 

 

（事 務 局） 当初呉市は10年計画であったが長すぎるので，５年で見直しをかけることにしたのが現時点 

である。５年後にできるのが４次計画となる。 

 

（宗像委員） 市が４次を出したときには，国は５次を出して，ずれることになる。 

国の４次の内容を受けて，呉市は見直しをしなければいけないのではないか。国の内容を受

けて呉市が新しい取組をどのように入れ，どう取り組むかが記載されていれば市民も分かりや

すい。 

 

（事 務 局） 第３次は中間見直しであるので，大幅な改訂はしていない。今回は国の内容を受けて，女性 

活躍推進の項目を入れている。また，今はワーク・ライフ・バランスと言わず，働き方改革と 

言っているので，今回の計画がより分かりやすいように検討する。附属資料として「男女共同 

参画に関する国内外の動き」を付けているが，具体的内容も比較して載せたい。 

 

【閉会】 

 


