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○件名 

 令和元年度 呉市男女共同参画推進審議会 

○出席者 

〈委 員〉礒田会長，小坂副会長，井上委員，海生委員，香川委員，是貞委員，近藤委員， 

     重川委員，渋下委員，速水委員，細川委員，松浦委員，宗像委員 

〈事務局〉神垣市民部長，森谷人権センター所長，田松課長補佐，田中主任 

○欠席者 

〈委 員〉荒川委員，桐山委員 

○日時 

 令和２年２月１９日（水） 

 １３：３０～１４：３０ 

○場所 

 呉市役所７階 ７５２会議室 

                     

○会議次第 

 １ 開会 

 ２ 議題 

  （１）令和元（２０１９）年版呉市の男女共同参画に関する年次報告について 

  （２）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 令和元（２０１９）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】 

 神垣市民部長挨拶（要旨） 

  各委員出席のお礼。呉市では平成２５年に計画期間を１０年間とする「くれ男女共同参画基本 

計画（第３次）」を策定し，様々な施策を実施してきたが，前半の５年間を経過した平成３０年 

３月に，前半の事業の進捗状況や社会情勢の変化などを踏まえ，計画体系や数値目標等の見直し 

を行い改定版を策定した。本日は，この改定版の基本計画に基づいて，平成３０年度に実施した 

事業についての年次報告をご審議いただく。 

  女性の社会進出も進み，男女共同参画という言葉もかなり認知度は高まってきたものと思う。 

  男女共同参画の所管は人権センターという部署であるが，新年度から課名も変わり，人権・男 

 女共同参画課となる予定である。男女共同参画を前面に打ち出したものとなる。しかし，本日ご 

報告させていただく目標値等の達成状況をみると，まだまだ改善が必要な状況だ。委員の皆様方 

には，それぞれの立場から忌憚のないご意見をいただきたい。 

 

・森谷人権センター所長 

  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 

１３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）令和元（２０１９）年版呉市の男女共同参画に関する年次報告について 
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(礒田会長)  議題（１）令和元（２０１９）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)  事務局からの説明を受け，ご質問，ご意見等があればお願いする。内容が盛りだく 

      さんであり，資料，数値も見ていただかなければならない。ご指摘されるページやそ 

の箇所をお伝えいただき，話しも前後して構わないということでご意見をお伺いした 

い。 

 

(海生委員)  市の管理職に占める女性の割合が，計画初年度の２.７％から６.１％となっている。

実数はわからないが，割合としては増加している。何か特別なことをされたのか。 

       特別な工夫や促進策があったのであれば教えていただきたい。 

 

(事 務 局 )  特別に何かをしたというわけではない。適材適所で登用した結果である。 

 

(礒田会長)  一言付け加えさせていただく。この問題は，長年審議会でお願いしてきたことであ 

      る。新入職員から一足飛びに管理職というわけにはいかない。要するに，若い時から 

      そういう意識を持っていただくということで，ようやくそれが形になってきたと感じ 

ている。 

 

(事 務 局 )  少し補足させていただきたい。やはり人事であり特別なことは無い。能力とかそう 

      いうものも重視される。ただし，人事課でも，女性の管理職登用ということについて 

は，大きな目標として掲げている。呉市では，管理職の前に課長補佐という監督職が 

あるが，かなり女性が登用されてきている。もう数年すれば，こういった人材が管理 

職になっていき，数値も上がっていくと思う。 

       また，新入職員についても女性の割合が増えてきている。３０年くらい前は，採用 

      人数が６０人前後とかなり多かった時期であるが，女性は数人しかいなかった。現在 

では，採用人数の半数近くが女性という状況もあるので，じきに，もう少し数字も上 

がってくると思う。 

 

(礒田会長)  希望の持てるご説明をいただいた。この件に関連して，あるいは他の項目でも結構 

      だが，何かご意見はないか。 

 

(井上委員)  この件に関連して，以前，市の女性職員はいろいろな事情から，昇進を望まない方 

      が多いというお話しがあった。そういうことが少しずつ解消される方向に向かってい 

      るということなのか。 

 

(事 務 局 )  男女共同参画では，性別によって役割を固定化するということは良くないことであ 

      るが，やはり女性は子育てなどのいろいろな事情から，昇進を望まない方も一定数お 

られるというのが正直なところだ。役職に就くと忙しくなる，残業もしなければなら 

なくなるというような理由があるようだ。 

       しかし，先ほども申し上げたとおり，市としては女性の登用を重要視している。役 

職に就いて責任ある仕事をするということは，大変な部分もあるが，やりがいのある 

部分もあるということを，研修等も含めて早い段階から周知することで，女性の中に 

もそういう役割を務めていくというような思いの方が増えてきていると思う。しかし， 

どうしても，そこまでの役職には就きたくない，昇進はしたくないという方が一定数 

おられるというのが正直なところだと思う。 
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(井上委員)  状況については理解した。 

 

(礒田会長)  女性管理職が増えてくれば，先輩や仲間となる人たちも増えてくる。その方々に支 

援されるという要素もできてくる。それから，女性管理職が家庭責任も併せて持って 

いることへの周囲の理解も進んできていると思う。この調子で数字が伸びてほしい。 

       他にご意見はないか。 

 

(香川委員)  私は，４５歳の時に保健所長になった。その当時の市役所は，管理職は私より年上 

      の男性ばかりだった。若い女性に何ができるのかという見方をされているということ 

      をひしひしと感じていた。しかし，約２０年勤め，退職する頃には保健師が係長や課 

      長補佐になり，女性の監督職が増えた。２０年間で変わってきたと思う。 

 

(礒田会長)  他の委員にも，いろいろな点からご意見をいただきたい。 

       私の方からお伺いしたい。細かい点で恐縮だが，先ほどＤＶ（ドメスティック・バ 

      イオレンス）相談先ミニガイドブックの作成・設置の説明があった。これは，女性の 

      性被害ワンストップセンターのパンフレットのことか。 

 

(事 務 局 )  性被害ワンストップセンターも掲載しているが，その他にも，ＤＶ相談機関一覧と 

して，子ども家庭センターや警察署，女性相談や女性の人権ホットラインなどを掲載 

している。各種の相談先が掲載されたものとなっている。 

 

(礒田会長)  他にご意見はないか。 

 

(井上委員)  先ほど生涯未婚率のお話しがあった。現在，女性は７人にひとり，男性は４人にひ 

とりが結婚していないという状況である。私は自治会長をしているが，地域にも男性 

高齢者のひとり暮らしという世帯がある。実は，地域の活動に全く参加していただけ 

ない。何度か訪ねて行き話しもしているが，外に出て交流しようという感じがない。 

 これまでに，そういう機会が無かったのかとも思う。こういう状況が，すごい勢い 

で増えてきているように感じる。このままでは大変なことになるのではないかと心配 

している。市の方でも，何か特別な対応策はないものだろうか。 

 

(事 務 局 )  正直なところ，少子高齢化の対策については，呉市だけで対応できる問題ではない 

と感じている。生涯未婚率の問題や合計特殊出生率の低さ，人口減少という状況の中 

で，国を挙げて取り組まなければならない問題だと思う。井上委員のお話しにもあっ 

たが，家族がいない場合は，なかなか地域活動に参加しづらい。家庭を持ち，例えば 

子どもがいる場合は，子ども会の活動を通じて地域の方と知り合う機会も多いと思う。 

そういう機会がないと，地域の活動に参加する機会もほとんどないというのが現実 

      だと思う。大きな課題だと感じている。 

 一朝一夕に解決できるような方法というのはないと思うが，呉市としては，まずは 

子育てしやすい環境や住みやすい環境を整える，こういうことを少しでも実現してい 

くように予算化をしてきている。特に，子育て支援については，呉市の様々な施策の 

中でも，一つの大きな柱になっている部分だと思う。子育てがしにくいということも 

婚姻率が上がらない要因の一つだと思う。そのあたりも踏まえて取り組まなければな 

らないと思っている。 

 

(礒田会長)  婚姻率を上げること未婚率を下げることについて，呉市に対し，こういうことをす 

      ればいいのではないかというような妙案があればお願いしたいが，個人が選択するも 

      のだという意識が定着しており難しい。昔のように，家と家がという時代でもない。 
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       個人の選択の結果としてこういう状況になっているということなので，これを変え 

      ていくことはかなり難しいと思う。日本の場合，結婚していない人が子どもを持つと 

      いう確率が極めて低い。ということは，結婚しない人が増えると子どもの数が減ると 

いうことに直結する。子どもの数が減るということは，人口比率における高齢化率が 

上がることにつながる。社会が抱える一つの問題だと感じる。 

 中国には，面白い配偶者選択の仕組みがある。これは明らかに子ども本人ではなく， 

親による婚活だ。自分の子どものプロフィールと，こういう配偶者を望むということ 

を書いた紙を公園にどっさり持ってくる。上海などでは，その紙を貼り付けた傘を置 

いておいたり，大連では公園の地べたの上に紙を置き，風で飛ばされないように石で 

押さえてある。そして，その紙には母親の携帯電話の番号が書かれている。自分の息 

子とお見合いをさせたいと思った娘さんがいれば，その娘さんの母親に連絡し，お見 

合いをさせる話しを親同士が決めるという仕組みがまだ残っている。かなり盛んに行 

われている。親が出てくるのが良いのかという大きな問題を残しながらも，いろいろ 

な配偶者選択というか，そういう仕組みが用意されているということは，もしかする 

と一つのアイディアなのかもしれない。 

       他の項目でも結構だが，何かご意見はないか。 

 

(松浦委員)  弊行では，ほとんどの職員が産休を取っている。３０人くらい産休を取られ，職場 

に復帰されている。子どもさんが３歳になるまでは時短勤務ができるが，他行では６ 

年生くらいまで，時短勤務が認められているところもある。小学校に入学され，６時 

頃まで放課後児童会で預かっていただいている職員もいるが，子どもと接する時間を 

少しでも長くしたいということから，時短勤務をする職員もいる。制度を充実させて 

いきたいとも思うが，職員の数も限られている。他業種や市役所ではどのような取り 

組みをされているのか，参考までにお伺いしたい。 

 

(礒田会長)  何かご意見はないか。 

 

(速水委員)  資料にジェンダー・ギャップ指数の比較があった。日本の順位は，平成３０年には 

１１１位，令和元年では１２１位となっている。先進国では最低水準ということでが 

っかりしている。私たちの年代の人でも，特別に何かをするというわけでもないのに， 

夫が家に居たら外出できないという人がいる。同窓会に行きたいが，夫の許可がない 

と行くことができないなど，私は静かなＤＶだと思っている。先進国では，あり得な 

いことだと思っている。 

 

(礒田会長)  この種のデータでは，日本と韓国が下位争いをするということがよくある。これは 

      儒教の文化の影響だ。儒教の文化では，年長者・若者，親・子ども，男・女というの 

 が秩序であるという意識がかなり深く染み渡っている。それを逆転するというのはな 

 かなか難しいという状況が生まれてきている。 

  このデータでも日本と韓国は下位であるが，韓国では，例えばクオータ制を導入す 

るというようなことも行われている。日本でもそういう政策を取り入れたらどうかと 

      思う。これは国レベルの施策なので，呉市単独で何かをするというのは難しいかもし 

れないが，静かなＤＶが減るように意識を変えていくことは必要だ。 

 

(海生委員)  松浦委員からお話しのあった働き方ということについて，新型コロナウイルスの感 

染拡大やオリンピックのこともあり，テレワークや在宅勤務ということが言われてい 

る。そうなれば女性も，また男性も働きやすくなると思う。小泉環境大臣も，新型コ 

ロナウイルスの感染拡大に備えるため，管理職に一度はそういうことを経験してもら 

い，状況を注視していきたいというようなことを言っておられた。市役所や学校の教 
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員などは難しいと思うが，業種や職種なども考慮して，もう少し在宅で働けるような 

仕組み作りということを考えられてはどうか。 

 

(事 務 局 )  市役所については，正直なところ，先進的な取り組みについての具体策はない。し 

      かし，市長は，ＩＴの活用について随分関心を持っている。国の方でも，ソサエティ 

      5.0として，様々な分野に人口知能やロボットを活用するといったビジョンを提唱し 

      ている。市の方にも，総務省などから他都市での先進的な取り組みなどの情報提供が 

      ある。しかし，各担当課がそれを取り入れて，何か具体的なことをするというところ 

      までは進んでいない。今後，様々な点で，こういう視点が大事になると思うが，正直 

なところ，今はまだ職員自身が勉強していかなければならないという段階だ。しかし， 

いろいろな都市を見てみると，先進的な取り組みをしているところもある。市の各部 

署でも検討していかなければならないと思っている。 

 

(海生委員)  若い世代はあまり抵抗がないように思う。 

 

(事 務 局 )  こういったことは，行政が先駆的に行うことで，民間企業での導入につながる部分 

      もあろうかと思う。取り入れることができる部分は，積極的に導入していくよう検討 

      していかなければならない。市長からも，国からの情報提供などを見て検討するよう 

      にという指示は出ている。 

 

(礒田会長)  在宅勤務が可能になると，子育て中のお母さんたちの社会参画ということには大き 

      な効果があると思う。一方で，仕事と私生活の区別がつかない。公私の区別がつきに 

くい。どこまでが通常業務で，どこからが残業か判らないという問題も含んでいる。 

       在宅勤務といったことが有効に機能するためには，ＩＴの技術とともに，そういう 

手段やシステム，管理方法も併せて検討していくということが必要だと思う。働き方 

改革と言われているようなこと全体への意識というか，ワーク・ライフ・バランスの 

意識が重要という気がする。 

       他にご意見はないか。 

 

(小坂委員)  働き改革を含めてそうだが，一人ひとりの置かれている立場が違うということから 

      言えば，学校でもそうだと思うが，あの先生でなければ任せられないということがあ 

ると思う。例えばその方が女性で，４時までの時短勤務ということになるとすれば， 

誰かにその負担がいくことになる。実際に，いろいろな業務分担をする際に，一人が 

早く帰ると，他方でなぜあの人は早く帰っても大丈夫なのという意見が出てきたりす 

る。そういう意味では，公平性というのは，数字や時間だけで表すことができないと 

いうところがなかなか難しいという気がする。昔に比べ，お互い様というところが薄 

れてきている気がするが，そこを解決するのはなかなか難しいと思う。 

 

(細川委員)  公立学校の教育現場でも働き方改革という話しが進んでいるわけだが，ジェンダー 

      の部分よりも，どちらかと言うと個に帰結する部分が多い。仕事が多く，男女の違い 

      や性差はあるが，仕事の内容についてはそれほど差があるわけではない。それぞれの 

      個に関するところの問題が一番大きいと思っている。実際に学校現場で考えてみると， 

      やはり男女に関わりなく，業務量の多い人は多いし少ない人は少ない。男性であると 

か女性であるとかということではない。やはり現場としてはこういうことが多い。 

 そのあたりの公平性をどう担保していくかということがある。法改正によって，残 

業が月に４５時間以内，年間では３６０時間以内ということになれば，学校にいる時 

間が相当減ってしまう。そのあたりをどう解決していくかということについて，全く 

先が見えてこない。これからどうするのか，頭を抱えているような現状がある。 
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(礒田会長)  引き続き検討される課題かと思うが，この場でもその経過を教えていただきたい。 

       

(宗像委員)  私たちも男女共同参画ということで，各種会議，集会等を含め，女性の参加率３０ 

      ％を目指している。現実的にはなかなか難しく，何人かの女性に，無理矢理にでも出 

席していただかないとほぼ男性になってしまう。労働界もそういう状況だ。労働組合 

の委員長はほぼ男性なので，会議というとほぼ男性になり，企画会議等も，そのまま 

ほぼ男性ということになってしまう。特別に，女性枠というようなものを作らなけれ 

ばいけないというような話しもでている。 

       先ほど市の女性管理職のお話しがあったが，やはり昔は男女格差であったと思う。 

       単純に，割合で考えると女性職員は３割くらいいるのに，管理職となると３割いな 

      い。割合から考えるとおかしな話しだ。しかも，２％とか３％と圧倒的に低い。会長 

      も言われたことだが，昔からの日本の風土の中に，女性が管理職として指揮命令を執 

      るということはなかなか難しいので男性を使うという意識があったと思う。特に行政 

では，市民の命と財産を守らなければならないというところから，やはり男性でなけ 

ればという意識があったと思う。しかし，時代は変わってきている。まだまだ割合は 

低いと思うが，積極的に個人の能力で判断するようになってきている。 

       子育ての環境という点について，呉市では，待機児童はほぼいない。県内では，広 

      島市と，人口が増加してきている東広島市で若干ある程度だ。女性が働く環境として 

      は良い環境だと思うが，やはり職種などによって差があるのかと思う。働き方改革の 

      お話しもあったが，女性がどんどん社会進出して，子育てと親らしい生活ができるよ 

      うなワーク・ライフ・バランスの取れた生活ができるような環境を，経営者と働く側 

も意識していかないといけない。 

       先ほどもあったが，１１０位とか１２１位というような意識でいるようでは，なか 

      なか先進国のようにはなれないと感じる。 

 

(小坂委員)  細川委員にお伺いしたい。もう何十年も前になるが，私が小学生の頃は，校長・教 

頭はほぼ男性だった。最近では，小・中学校を訪問すると，女性の校長・教頭がかな 

り多くなっており驚いている。変わってきた要因について，何か意図的に変えたもの 

があるのだろうか。 

 

(細川委員)  特に作為的なものがあったということは無いと思う。現場の実態として，やはり小 

      学校は女性の教員が多い。女性の全体数が多いので，管理職の女性も多い。中学校で 

      は，どちらかというと男性の方が多く，管理職も男性が多いということだと思う。高 

校でも男性の教員が多いと思う。おしなべてそういう状況であり，作為的なものは無 

いと思う。 

 

(礒田会長)  いろいろなところで，女性は参加はしているが参画はしていないという状況になっ 

ている。メンバーだが意思決定のポジションにいないというのは自治会でもそうだ。 

       自治会の活動をしておられるのは女性が多いが，会長は男性だ。ＰＴＡも同様だ。 

       こういう傾向がある中で，小学校の先生は昔から女性が多かったと思うが，次第に 

      女性の校長が登場してきている。以前は，結婚するまでの何年間かを教員として勤め 

      るという方もおられたと思うが，そうではなく，キャリアを積んで管理職を目指すと 

      いう女性の先生が増えてきたということの現れだと思う。まだまだ少ないが，今後の 

      若い先生方に期待をしたい。 

       他にご意見はないか。 

 

(渋下委員)  警察の世界は男性社会という印象がかなり強いと思う。しかし，警察でも女性警察 

      官を増やそうと進めている。何年か後には，職員の１０％を女性警察官にしようとい 
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      うことで進めている。今では９％台にまで増えている。実際に，署長になった女性も 

      おり警察署の，課長も女性が増えてきたという状況にある。 

       また，警察の業務として，ＤＶや児童虐待を生活安全課で所掌している。数字で言 

えば件数はかなり増えてきている。相談を受ける件数も多いのだが，なかなか表に出 

ず潜在化する。女性の方が自ら相談に来られるというわけではなく，例えば，夫婦喧 

嘩をして通報があり，警察官が駆けつけて初めて認知するというパターンも非常に多 

      い。女性が警察に出向いて相談をするということは，なかなか敷居が高いところもあ 

      ると思う。そういう相談ができる機関もあると思うが，もう少し相談ができる環境を 

      整える必要があると思う。 

児童虐待については，１番多いのが子どもの面前で夫婦喧嘩をすることだ。これは 

      心理的虐待ということになり，児童虐待ということになる。警察の方でも，これを認 

      知した場合は児童相談所に通告をするが，この件数もかなり増えてきている。市役所 

でも，来年度子育て支援課が拡充されるとお聞きした。現在でも，児童虐待の面など 

で連携させていただいている。ＤＶの被害者は圧倒的に女性が多いが，そういった女 

性を守るという支援の面で，公的機関をより拡充していく必要があると感じている。 

 

(礒田会長)  市の取り組みに対する疑問というよりも，各委員それぞれの立場から，支援や取り 

組みの報告，アイディアなど建設的なご提案をいただいた。 

 

(重川委員)  私は，社会保険労務士をしている。５日間の有休取得の義務化が施行され，企業に 

      状況を聞いた。パートさんが有休の権利を主張されるようになり，正社員にしわ寄せ 

      がいき，なかなか休みがとれないとのことだった。働き方改革で労働時間を短くし， 

      仕事と生活のバランスを取ろうというところの施策であると思うが，なかなか上手く 

      いっていないのではないかと日々感じている。 

       先日，日鉄日新製鋼呉製鉄所の休止のニュースがあった。生産性を上げなければい 

      けないということで，こういう決断をされたのかとも思う。３千人の雇用がどうなる 

      のかという心配もあるが，やむを得ないのかなあという思いも多少ある。もう少し， 

      無駄を無くした労働とか，仕事の進め方を第一に考えないと，権利ばかりを主張して 

      しまうと少しおかしな方向に行ってしまうのではないかと感じている。 

 

(礒田会長)  他にご意見等はないか。無ければ議事を終了する。 

       事務局から何かあるか。 

 

(事 務 局 )  本日は貴重なご意見をいただき，感謝申し上げる。先ほどの会長のお話しにもあっ 

      たが，日本社会の古い文化や考え方が邪魔をして，男女共同参画が進んでいないとい 

      う現状がある。市としては，意識改革に向けて引き続き取り組みを行っていきたいと 

      考えている。よろしくお願い申しあげる。 

 

(礒田会長)  各委員にはお忙しい中，長時間にわたりご審議いただき感謝申し上げる。 

       以上で呉市男女共同参画推進審議会を終了する。 


