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第１回伊予市男女共同参画基本計画策定審議会 会議録 

 

日時：平成28年８月17日（水）14時～16時 

場所：さざなみ館第２研修室 

 

【次第】 

開会 

１．委嘱状及び任命状の交付 

２．市長あいさつ 

３．自己紹介 

４．本審議会について 

５．会長及び副会長の選任 

６．議事 

   (1)第２次伊予市男女共同参画基本計画について 

    ①第２次伊予市男女共同参画基本計画の策定について 

     ア．第２次伊予市男女共同参画基本計画の目的 

     イ．国の男女共同参画の取組 

     ウ．県の男女共同参画の取組 

     エ．伊予市の男女共同参画の取組 

    ②第１次伊予市男女共同参画基本計画の進捗状況について 

 (2)自由意見 

７．その他事務連絡 

閉会 

 

【出席者】 

審議会委員：亀岡マリ子、池田登貴、小西千鶴子、酒井幸江、山口節子、山先芳輝、菅香織、

渡邉千佳子、下岡裕基 以上９人 （欠席：浅山貢） 

事 務 局：市長（武智邦典）、総務課（坪内圭也、向井功征、池冨隆博、相原知奈実） 

 

【内容】 

事務局：お待たせいたしました。ただ今から、第１回伊予市男女共同参画基本計画策定審議会

を開催させていただきます。本日はお忙しい中、ご参集いただきまして誠にありがと

うございます。本審議会の進行役を務めさせていただきます、私、総務課長の坪内で

ございます。よろしくお願いいたします。 



- 2 - 

会に先立ちまして、まず委嘱状及び任命状の交付を行います。お一人ずつお名前を

お呼びいたしますので、御起立の上、前にお進みいただき、委嘱状、任命状をお受け

取りください。お受け取りいただきましたら、席のほうへお戻りいただいて御着席く

ださい。 

～委嘱状・任命状を交付～ 

 

事務局：なお、伊予市内校長会の浅山貢様ですが、ただいま中学生海外派遣引率のため、海外

へ出張しております。本日、欠席をしておりますことを御報告いたします。 

事務局：それでは、伊予市長より御挨拶申し上げます。 

～市長あいさつ～ 

 

事務局：続きまして、委員の皆様の中には初めての方もいらっしゃると思いますので、お配り

をしております委員名簿の順に簡単な自己紹介をお願いいたします。なお、この委員

名簿は、お手元にございます伊予市男女共同参画基本計画策定審議会条例の第３条の

組織区分の順番になっております。では、亀岡様よりお願いをいたします。 

～自己紹介～ 

 

事務局：ありがとうございました。 

それでは、市長ですが、この後別の公務がございますので、ここで退席をさせていた

だきます。 

事務局：ここで審議に入ります前に、当審議会につきまして簡単に説明をいたします。 

お手元にございます伊予市男女共同参画基本計画策定審議会条例をごらんください。

本審議会は、第２条にございます事項について調査及び審議するものであります。ま

ず最初に、伊予市男女共同参画基本計画の策定に関すること、２つ目に、計画の見直

しに関すること、３つ目に、男女共同参画施策の推進に関すること、以上の３点でご

ざいます。 

続きまして、委員の任期でございますが、第４条にございますとおり、委嘱または

 任命の日の属する年度の翌々年の３月31日、すなわち本日から平成30年３月31日まで

 が任期となっております。ただし、委員が任期中に入れ替わった場合、補欠委員の任

 期は前任者の残任期間となります。 

委員の報酬に関しまして御説明いたします。 

市の審議会等におきましては、伊予市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条

 例に基づきまして、委員の皆様に報酬をお出ししております。学識経験者が日額１万

 5,000円、その他の委員が日額5,700円でございます。 
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    なお、本審議会では、伊予市審議会等の委員の公募並びに会議及び会議録の公開に関

する規則第14条の規定に基づきまして、会議の傍聴を認めております。事前に市ホー

ムページにおきましてお知らせをしておりましたが、本日の傍聴希望はありませんで

したので、御報告をいたします。 

また、同規則に基づく会議録を作成するため、会議中の発言を録音させていただいて

おります。それと、できるだけマイクを通して発言をしていただければ、ＩＣレコー

ダーのほうにも鮮明に音声が入りますので、御協力をお願いいたします。 

    簡単ではございますが、審議会の趣旨等についての説明を終わります。 

事務局：続きまして、会長及び副会長を選任いたします。審議会条例第５条の規定では、審議

会には会長及び副会長を各１名置き、委員の互選によりこれを定めることとなってお

ります。会長及び副会長の選任について、各委員の皆様御意見はございませんでしょ

うか。 

委 員：事務局の方から何か案がございますか。 

事務局：ありがとうございます。事務局に一任の御意見をいただきましたので、事務局案とし

て、会長を亀岡マリ子さん、副会長を山先芳輝様にお願いをしたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

〔「異議なし」との声あり〕 

 

事務局：ありがとうございます。皆様の同意を得ましたので、亀岡会長、山先副会長は前の席

に移動をお願いいたします。 

事務局：それでは、亀岡会長と山先副会長、一言御挨拶をいただきたいと思います。 

～会長・副会長就任あいさつ～ 

 

事務局：それでは、議事進行につきましては、亀岡会長にお願いをいたします。 

議 長：失礼いたします。それでは、早速、議事を進行させていただきたいと思います。これ

からの進行中、今日は事務局からの説明が主になろうかと思うのですけど、途中皆さ

んにもいろいろ御発言をいただきたいと思いますが、その進行中の発言につきまして

は挙手をいただく、あるいは事務局がマイクをお持ちしますので、そのマイクを通し

て御発言いただくとありがたいと思います。よろしくお願いいたします。 

議 長：それでは、第２次伊予市男女共同参画基本計画について事務局のほうから説明をお願

いします。 

事務局：皆さんのお手元にございます「第２次伊予市男女共同参画基本計画の策定について」

をご覧ください。まず、第２次基本計画の目的から御説明いたします。 

現行の第１次基本計画の計画期間が、今年度をもって終了します。そのことに伴いま
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して、伊予市における男女共同参画社会の実現を推進していくため、今年度、この審

議会の調査と審議によって、今後10年間を計画期間とした第２次基本計画を策定いた

します。なお、本計画は来年４月に施行される予定です。また、本計画を実効性のあ

るものとするため、実施期間と評価項目を定めた実施計画というものを来年度内に策

定し、実行する予定でございます。 

皆様のスケジュールですが、こちらにございますとおり、本日８月17日から11月末ま

での５回程度、本審議会にて第２次基本計画について審議をしていただきます。 

別紙１のスケジュール上では、アンケートと書いておりますが、これは第２次基本計

画を策定するに当たりまして、伊予市内の現状を把握するために実施してはどうかと

考えたためです。第２回の審議会では、こちら事務局で作成いたしますアンケートの

たたき台を皆様に御確認いただいた上で、市内の男女共同参画についての現状把握の

ためにはどのようにすればよいかということを御審議いただきたいと思います。な

お、アンケートを実施する場合ですが、９月下旬にアンケートを実施したいと思って

おります。それに伴いまして、第３回目は市民アンケートの結果から第２次基本計画

の素案について検討いたします。 

また、第４回目は、第３回目で話し合った内容の再検討を行いまして、第５回目はそ

の計画の最終確認を行います。以上のような予定でございます。 

また、来年度は、先ほど御説明いたしました実施計画について審議していただく予定

です。それにつきましては、今回の審議会の中で決めていく予定でございます。 

それでは次に、国や県における男女共同参画の取り組みを御説明しました後に、伊予

市の取り組みについて御説明いたします。「第２次伊予市男女共同参画基本計画の策

定について」をごらんください。 

まず、国の最近の取り組みについて御説明いたします。平成27年度に、全ての女性が

職場で能力を十分に発揮できる社会の実現を目的とする女性活躍推進法が成立いたし

ました。この女性活躍推進法では、正規雇用、非正規雇用といった雇用形態や自営業

などの働いている形態にはかかわらず、既に働いている女性もこれから働こうとして

いる女性も含めて、みずからの希望によって働いている女性、また働こうとしている

女性全てを対象としております。また、国や地方公共団体の機関及び301人以上の従

業員を雇用する民間事業主に対して、事業主行動計画の策定や届け出、周知、公表が

義務づけられております。この事業主行動計画というのは、今年４月１日に施行され

ております。この女性活躍推進法の詳しい内容につきましては、お手元にございます

別紙の２をごらんください。女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要

と書かれてあるものです。この女性活躍推進法では、都道府県が女性活躍推進計画を

策定した場合、別紙の２の２ページにございます女性活躍推進基本計画、済いません
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２枚目ですね。２枚目にございます女性活躍推進基本方針と都道府県の推進計画を踏

まえて、市町村はそれぞれ推進計画を策定するよう努めなければならないと定められ

ております。以上が国の最近の取り組みになります。 

それでは次に、県の男女共同参画の最近の取り組みに御説明を移らせていただきま

す。県は、国の男女共同参画の計画の策定に伴いまして、計画を策定しております。

今年３月に、中間改定されました第２次愛媛県男女共同参画計画ですが、女性活躍推

進計画と一体となっております。そのため、これから策定する伊予市の第２次基本計

画ですが、これはこの県の計画を勘案しまして女性活躍推進計画と一体化させた計画

にする予定でございます。なお、県の計画の中で女性活躍推進計画の項目となってお

るものは、３章から５章になっております。この県の計画の詳しい内容ですが、また

資料がございまして、お手元にございます別紙の３になりますので、そちらも御参考

になさってください。 

それでは、伊予市の男女共同参画の取り組みについてお話をさせていただきます。伊

予市では、合併後の平成18年度に男女共同参画基本計画のもとになる計画でございま

す。第１次総合計画の内容を踏まえまして、第１次男女共同参画基本計画を策定いた

しました。伊予市の男女共同参画の実現を推進するために、これまでさまざまな取り

組みを行ってまいりました。なお、第１次基本計画の詳しい内容ですが、これはお手

元に資料がございますが、別紙の４及び第１次基本計画の分厚目のカラーの冊子を御

参考ください。別紙４と分厚い第１次計画の冊子になります。 

今年３月に、伊予市では第２次総合計画が策定されました。お手元の第２次伊予市総

合計画というカラー版のパンフレットがございますので、その内容を御参考にしてく

ださい。中に、男女共同参画の実現というＡ３判の１枚の紙がございます。そこが、

男女共同参画の項目になっております。まず本審議会で話し合う内容としまして、第

２次総合計画にございます平成37年度の目標がございます。こちらにつきまして数

値、第１次基本計画の進捗状況について後ほど御説明いたします。そこで、現状をお

話できればと思っております。 

以上のことから、第２次基本計画は中間改定されました第２次愛媛県男女共同参画計

画と伊予市の第１次基本計画及び第２次総合計画の内容を踏まえて審議し、策定する

ことになります。以上が「第２次基本計画の策定について」になります。 

議 長：ありがとうございました。一応、策定についてということで話していただいたので、

次の２の進捗状況もあわせて、続いてお願いできますか。 

議 長：それでは、続けて御説明いたします。 

第１次伊予市男女共同参画基本計画の実施状況一覧表というものをお配りしておりま

す。こちら５ページまでございます。こちらの内容を御説明いたします。この表で
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は、第１次基本計画の重点目標を具体的な内容にいたしました。施策の方向につい

て、今年５月、伊予市役所の全ての部署につきましてアンケートを実施した結果を載

せております。なお、施策の方向の中に赤字で示している箇所は、まだ具体的な取り

組みが十分なされていないところでございます。 

まず、１ページにございます女性に対する暴力の根絶についてですが、ドメスティッ

ク・バイオレンス、いわゆるＤＶに対する取り組みとしまして、健康増進課と子育て

支援課がそのＤＶに関する相談について情報共有し、対応をしております。次に、同

じく１ページの③になりますが、生涯を通じた女性の健康支援の欄です。重点目標の

ところなのですが、女性がそれぞれの生活段階に応じて適切な健康管理を行うことが

できるような相談体制の充実につきまして、健康増進課では年に３回、妊産婦を対象

にマザー講座というものを開いておりまして、がん検診などを受けやすくするために

女性限定の検診日を年に４日間開いております。 

２ページになります。重点目標の男女共同参画の視点に立った意識改革の推進という

ところですが、これで男女共同参画社会の形成についての時期にかなった広報のた

め、総務課では年１回、男女共同参画についてパンフレットを作成し、全戸配布をし

ております。このパンフレットですが、今年３月に皆様にお配りいたしました。パン

フレットをお手元の資料としてお配りしておりますので、そちらを御参考になさって

ください。黄緑色の伊予市男女共同参画社会づくりという冊子になります。このよう

なパンフレットを毎年配付させていただいております。このパンフレットでは、初め

に御説明いたしました日本女性会議につきまして、参加された方の御感想を毎年載せ

させていただいております。また、この男女共同参画の視点に立った意識改革の推進

というところを、２ページ目の同じところになりますが、②男女共同参画に関する学

習機会の提供というところで、年に１回、市の職員を対象にしまして男女共同参画の

講座を開催しております。 

そして、３ページに移らせていただきます。実施状況は、一覧表の３ページをご覧く

ださい。こちらの重点目標の②、市の政策、方針決定過程への女性の参画の拡大にご

ざいます伊予市の審議会等への女性の登用率を御説明いたします。右の具体的な取り

組みで、平成28年４月１日の時点での数字を載せております。これは、28.8％でござ

います。部長相当職と次長相当職、課長相当職を合わせました管理職の女性登用率

は、こちらの②の具体的な取り組みにございますとおり10％でありました。そして、

同じく３ページにございます④のさまざまな分野における男女共同参画の推進という

ところで、②新たな分野における男女共同参画の推進で、防災における女性参画の拡

大についての取り組みで、危機管理課ですが、避難所の運営におきまして多様な視点

を得るために、避難所運営委員会に女性の参画を促すように、伊予市の避難所開設運
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営マニュアルに記載しております。 

それでは、４ページに移ります。４ページをごらんくださいませ。こちらの重点目標

②安心して子供を育てられる環境づくりについて御説明いたします。育児を支援する

環境の整備として、子育て支援課では延長保育や一時保育、子育て支援センターの土

曜日の開所、小規模保育所の設置を行っておりまして、伊予市内の放課後児童クラブ

を平成26年度から27年度末までに５カ所増設いたしまして、健康増進課では保健師を

市民課に配置し、転入などの手続のときに国保の被保険者の方の場合は健診をお勧め

しております。 

それでは、５ページをごらんください。重点目標の③農林水産業における男女共同参

画推進というところで、農林水産業における男女共同参画の推進について、農林水産

課では家族経営協定の促進を図り、地区家族経営協定締結協議会の研修会に参加して

おります。ここで、家族経営協定について御説明いたします。家族で農業を経営して

いる世帯が、やりがいを持って経営に参画できるよう、役割分担や家族みんなが働き

やすい就業環境について家族で話し合い、取り決めるというものです。また、伊予市

農山漁村男女共同参画社会づくり推進協議会におきまして、各種女性参画に係る講演

会及び視察研修会を農林水産課のほうで年１回開催しております。以上、行政の面で

の取り組みを御説明いたしました。 

次に、教育現場での男女共同参画についての取り組みを御説明いたします。 

教育現場では、１ページ目の②メディアにおける男女の人権の尊重の項目になるので

すが、小・中学校の生徒の情報活用能力、メディアリテラシーの向上のための授業を

行っております。これで、メディアでの性とか暴力に対する誤った情報に対して、う

のみにしない知性を身につけるための支援を行っております。また、エイズやたば

こ、アルコール、危険ドラッグといった女性の健康を脅かす問題についても授業を行

っております。こちらは、同じ１ページ目、③生涯を通じた女性の健康支援のところ

に書いております。次に、重点目標の②男女共同参画の視点に立った教育の推進のと

ころですが、男女平等の意識を生徒に身につけてもらうために、小・中学校の生徒に

対し、男女の相互理解について、この具体的な取り組みにございますような授業を行

っております。 

次に３ページをご覧ください。 

こちらの④さまざまな分野における男女共同参画の推進の項目になりますが、こちら

の地域における国際交流・協力の推進のところで、広い視野を持つ国際色豊かな人づ

くりとしまして、伊予市内中学校の生徒16名を対象としましたアメリカ合衆国セーラ

ム市への派遣事業の支援を行っております。以上が教育現場での男女共同参画に関す

る取り組みでございます。そして、地域での取り組みについて御説明いたします。身
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近な生活の中で男女共同参画に関する学習機会を提供するための取り組みとしまし

て、社会教育課が開催しております地域の方々や伊予市職員など、あらゆる方を対象

としました人権についての講座でございます。オピニオンリーダー養成講座が毎年ご

ざいまして、全５回中１回は男女共同参画についての内容となっております。 

次に、男女共同参画の取り組みとして、まだ不十分な項目として上げられる項目を御

説明いたします。これは、最初に御説明いたしましたが、赤字で示しているところに

なります。まず、男女共同参画について御説明しましたとおり、啓発のパンフレット

の作成と配布などは行っておりますが、その一方で男女共同参画の視点に立った表現

についての取り組みですが、こちら差別的な内容を記述しないということといった基

本的なことはもちろん踏まえておりますが、特に表現について取り組んでいる内容は

と言いますと、まだ上げられる点がないということで、ちょっと赤字で書かせていた

だきました。 

学校教育におきまして、男女平等教育の推進を行っております。それは、先ほど御説

明しましたとおりでございます。しかしながら、家庭や地域においての男女平等教育

の推進として、特に取り組んでいるという事例はまだございませんので、取り組んで

いく必要がございます。 

次に、３ページをご覧ください。地域やその市内の事業所といったところへの方針決

定過程への女性の参画の促進や、下に③の項目になりますが、女性の能力開発などの

支援に対して、もう少し促進していく必要がございます。 

それでは、４ページをご覧ください。①の男女がともに参画する家庭・地域づくりと

いったところですが、仕事と家庭の両立支援や子育てなどを理由に退職、これは②に

なりますが、安心して子供を育てられる環境づくりの項目になりますが、子育てなど

を理由に退職されて、また再就職を希望される方々に対する支援といったことにも力

を入れる必要があります。 

そして、最後の５ページをご覧ください。男女均等な雇用環境の整備といったとこ

ろ、あと多様な職業ニーズへの対応といったところで、より力を入れていく必要がご

ざいます。 

以上、今までの市の取り組みとして、まだ取り組んでいない項目を御説明いたしまし

た。 

なお、女性活躍推進法と県の第２次の男女共同参画の計画を踏まえると、こちら実施

状況一覧表の主要課題の③、④、⑤、これページにしますと３ページから５ページに

なります。ここまでが、女性活躍推進計画の内容となりますので、対策をより審議す

る必要がございますので、今回の審議会で私が御説明いたしました以上のことを踏ま

えて審議していただければと思っております。大変長くなりましたが、私からの説明
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は以上でございます。 

議 長：ありがとうございました。 

事務局のほうから、この策定についてということと、今現在の伊予市の進捗状況等に

ついて説明が続きましたけど、今回、皆さん初めての顔合わせでいろいろ説明を聞い

たのですが、何か質問とか、御意見とかございましたらお願いします。 

委 員：第２次伊予男女共同参画政策スケジュールというのがありまして、このアンケートを

とるって言ったのは、この第１次男女共同参画のことに関してのアンケートをとるん

でしょうか。 

事務局：委員さんの御質問ですが、10年前にも一度、男女共同参画に関するアンケートを実施

しております。10年前の状況を把握した上で１次計画を策定したのですが、その後、

一部、人権問題に関する意識調査であるとか、その他満足度調査といった一、二問ほ

どの質問、アンケートはとってはいるのですが、内容を充実させたアンケートを10年

間やっておりません。今回、第２次計画におきましても、今の伊予市の現状を把握し

ておく必要というのがあるのかなと。そういったことを踏まえまして、事務局としま

しては来月にアンケートを実施し、策定に向けて反映していこうと考えています。 

委 員：そのアンケートを私たち委員が審議して、ここにある第１次男女共同参画の赤い字を

メインに、今年、私たちが審議をしていくわけですか。 

事務局：若干訂正させてください。先ほど、事務局からの説明で審議をお願いいたしますとい

う内容がありましたけれども、そういうことではなく、今の進捗状況としての課題に

なるもの、なかなかできてないという課題になるものが赤字で示させていただいてお

ります。今回の審議というのは、あくまでも第２次計画。これら全体について進むべ

き方向というのを審議していただくということになります。 

委 員：失礼いたします。第１次計画の実施状況の一覧表ですが、これ思った以上に赤字が非

常に多いなと。私は実施する立場にあるのですけれども、そういった感想を持ってお

ります。ですので、この赤字の部分ですが、こういったのはまた第２次のほうに引き

継ぐとか、そういうのはまだ全然見通しとかはないのでしょうか。恐らく、これ不十

分で全然手をつけられていないような項目もあると思うのですが、必然的に次の計画

に入れ込むようなことは考えておられますか。 

事務局：失礼いたします。ただいまの委員さんの御質問にお答えいたします。まず、赤字部

分、今回、実は10年間この男女共同参画基本計画のほうの推進状況というのが、なか

なか把握ができてない状況でございました。今回は、見直しという機会を捉えまし

て、全庁的にどこまでこういったことができているかっていうのを洗い出しした結果

がこれでございます。赤字の部分につきまして、このまま次回の第２次に引き継いで

いくのか、あるいはここをもう違った形のものに変えていくのか、そのあたりも委員
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さんの方で是非御検討いただきたいと思います。 

できれば来年度実施計画の策定もございますので、できるだけ実施ができるような、

そういった内容のものがいいんじゃないかなと。最終的な到達地点として、すごく高

い目標を掲げるのはいいのですが、そういうのではなくて、できるだけ皆さん方、ハ

ードルをある程度低いところでできたほうがいいんじゃないかなというふうに考えて

おりますので、是非そういったことを踏まえて御検討をよろしくお願いいたします。 

議 長：国の基本法ができたのが平成11年で、国から示された基本計画をもとに各都道府県が

都道府県の計画をつくりました。そして、各市町、そのころは村があったのでしょう

か。そこで、それぞれの計画をつくってくださいということでつくってもらって、愛

媛県も今、多分全市町計画ができて、一斉にみんなとはなかなかいかなくって、早く

につくられたとこ、あるいは少々時間がかかってできたところというのがあって、早

くにできたところが今大体第２次の計画をつくっているところですね。国は、５年ご

とに計画を作りかえますので、もう国の計画は第４次です。愛媛県の場合は、10年を

見越してということで10年一くくりにしましたので第２次ですね。国が第４次ですけ

ど、県は第２次なんです。県は、５年ごとの中間見直しっていうのをしております。

県内の市町が、今計画の第２次を策定しているところだと思います。早いところで、

去年あたりでできたところとか、今ちょうど取り組んでいるところとかというのがあ

りまして、伊予市さんの場合も第２次の計画の見直しになっていて、今言いましたよ

うに第１次のときには多分国ができて、県が出来て「さあ、やりましょう」というこ

とで、皆さん一生懸命国や県をもとにして作られたと思うんです。今、見直してみた

ら、もしかしたらもう少し伊予市の実態に合ったもの、そういったものにつくりかえ

る必要があるんじゃないかというようなことで、多分皆さんもいろいろとそういうふ

うなところが見えてくるんじゃないかと思います。 

今、伊予市さんのほうでも行政やあるいは学校教育、そういったところでの実態を調

べていただいておりまして、今度私たちが一緒に審議して、今度は市民の意識調査、

それをアンケート調査するということですよね。そのアンケート調査によっては、ま

たここにあるとおり全部それをというんじゃなくて、新たな問題も見えてくるかもわ

からないし、やっぱり引き継いでこれをもっとやっぱり進めていかないかんのじゃな

いかなというようなのも出てくるんじゃないかと思うので、そういったことを皆さん

と一緒に考えていくというのが、この審議会での役目ですね。役割ですね。というよ

うに、一応私はそんなふうに捉えているのですが、間違ってたらまた教えてくださ

い。 

            〔「なし」との声あり〕 
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議 長：それでは、突然にと言われてもなかなかだと思いますし、第２回目にもアンケートの

審議をするときにもあわせてですけども、皆さん今日いっぱい資料もらいましたの

で、それに目を通していただいて、何か質問や御意見があったら第２回目に出しても

らうということでよろしいでしょうか。 

            〔「異議なし」との声あり〕 

 

議 長：それでは、せっかくの機会ですので、今日皆さん初めて顔合わせしました。これから

伊予市の男女共同参画の基本計画を皆さんと一緒に考えていくという立場なんです

が、日ごろ皆さんが自分たちの身の回り、あるいは職場、地域、いろんなところで感

じている男女共同参画に関連した、何か感想なり、あるいは疑問に思っていること、

あるいは行政への質問、そういうことがありましたら、もうこれからは自由発言とい

うことでいただきたいのですがいかがでしょうか。 

委 員：私、本業が土木屋なんですけど、この業界、私らの業界も今たくさん女性の方が、昔

と比べたらたくさん進出されまして、オペレーターの方とか運転手なんか、そういう

作業の方も女性の方が今は２割ぐらいいます。このようなことは、昔は全然考えられ

なかったことで、今は本当に女性の力がないとこの業界もやっていけない。 

今、これにも出ていましたけど、出産してもう一回来ていただけるのは、もうこの業

界しかないと思います。この業界は、何回でもやめてこられて全然ウエルカムです。

またそういう方から話でもあったら言って戻られたらと。何か、自分の商売の営業み

たいですけど、そのような世の中にだんだんなってきていると思います。今正規雇用

がだんだん減ってきていることがいかんというような政府の答弁もありますが、パー

トの方も大変やと思いますし、短時間の労働も正規雇用にしていただけるという世の

中になっていけたらなと思います。 

委 員：失礼します。地域では小学校、それから中学校の子供さんがいる御家庭は地区役とか

愛護班といった、その地区その地区での学校に対する奉仕活動みたいなものをしてい

るんです。その中で、そういった役が順番に回ってくるんですけれど、もう99％どこ

の家も女性、お母様が参加されるんです。一部には、御主人がお手伝いということ

で、メインはお母さんなんですけれが、御主人がお手伝いとして顔を出すことはあっ

ても、役員という名前がつくものはほとんど母親の仕事みたいな感じで、全員そうい

う意識づけがされているんじゃないかなあと、常日ごろから思っておりまして、現に

私も４人子供がおりましたけれども、どの子供のときにも私が役員として参加をす

る、どの御家庭も母親が参加するといったことがずっと続いているんです。これ、も

うちょっと意識改革していただきまして、いやいやうちのところは御主人がちょっと

定期的な仕事しているので、夜の会議とか参加しますよ、という御家庭があってもい
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いんじゃないかな。また、力がやはり男性はありますので、どうしても力仕事が多い

こともあるんです。そういったときに、もっと男性の方が協力してくれたらなあと常

日ごろ思っているのが１点と、それから私も職場でのことなんですけれども、どうし

ても管理職というのは男性が多いのです。私も日本女性会議に参加させていただきま

して、ちょっと発奮して、私ももっと上に行きたいと思って上司とかに相談したこと

もあるんですけれども、ちょっとそういう考えが10年前に出ていたら、もっと何とか

なったかもしれないけど、あなたの年代でもう管理者というのは無理ですよ、という

ふうにはっきり言われて、ちょっと意気消沈するとともに、ちょっとどうしてと。私

よりも男性の管理者で仕事してない人いるじゃないとかって、ちょっと憤りを覚えて

いる今日このごろでございます。 

議 長：今のもっと父親がっていうのは、子供さんに関する取り巻く部分のことですよね。そ

れ以外の地区のいろんなあればいかがでしょうかね。 

委 員：それもやはり母親が参加していまして、例えば地区のお祭りがあるのでいろいろ太鼓

の練習をしたり、アクロバットの練習をしたりするんですけれども、それももう必ず

お母様がついてこられて、お手伝いということでお父様が来られることはあるのです

が、そういった場合はお母様プラスお父様という形になっております。 

議 長：働くお母さんの憤りも今聞きましたけど、いかがですか。 

委 員：私の勤めていた職場は、介護のお仕事だったので女性が中心なので、一応私も課長職

までさせていただいたんですね。でも、やはり支店長であったり、もっとエリア長で

あったりというのは男性がほとんどで、たまに女性がいたりするのですが、やはり数

字とかの問題になってくると、女性はどうしてもちょっと苦手な部分があって、もの

が言えない部分がある。数字でものを言わなくちゃいけないんですね。こういうこと

をしたら、ここまで売り上げがあったりとか、こういう成果が出るから実施してほし

いっていうのを数字で求められたりすることが多かったので、そういうところはやっ

ぱり女性はちょっと苦手な部分なので難しいな。もうちょっと違う面から評価してい

ただけないかなっていうもどかしさも感じたりすることも多々あったんですね。 

でもやはり、反対に介護のほうは男性が訪問介護とかは入りづらいんですよね。だか

ら、幾ら男性であっても女性のヘルパーさんを望むって方が多くって、男性はなあっ

て、やっぱり入浴介助にしても力があって安心ですよって伝えても、やはり女性がい

いよなっていう男性の方が多かったんですね。なので、反対に訪問介護だったら、も

っともっと本当に力のある男性の方が、どんどんどんどん入ってきてくださって手伝

ってくださると、本当に腰痛で辞めていく人たちも少なくなっていいのになあと思う

こともいっぱいありました。だから、職場とかそういうところで男女の比率も違うよ

うに、まだまだそこの部分は改善されてないのかなと思いますね。 



- 13 - 

今、お話を聞いていて、やっぱりちょっと田舎と言ったら申し訳ないんですけど、名

古屋なんかだったら、どっちかと言ったら学校行事はお父さんの方がいっぱい出てこ

られることが多かったんですね。すごく女性よりも町内の掃除も男性の方が多く出て

来られたりとか、私が住んでいる地域がそうだったりするのかもわからないんですけ

ど、都会では本当に男性の方が子育てにすごく積極的に参加されているなあっていう

印象があったんです。だけど、こちらへ帰ってきて、いろんなことでやっぱり男性が

ちょっと引っ込み思案というか、やっぱり女性の方が主になっていろんな地区の仕事

もしているんだなあっていうところを感じています。よくわかんないので大きなこと

は言えませんが、またちょっと見させていただいている段階です。 

議 長：ありがとうございます。その地域性とか、いろいろあるのかもわかりませんね。 

委 員：皆さんすばらしい考えを持ってらっしゃるんですけど、私の主人は男社会の中でやっ

ていますし、なので私は奥に引っ込んで静かに活動してきました。私は、子供が３人

いるんですけど、長女が今、学童保育の仕事をさせてもらっています。やっぱり、学

校教育になると、双海なんかやっぱりお母さん方が頑張っているのが多いですね。私

自身が、外に出て働くっていう経験がなかったものですから、娘はよくやるなあと、

今感心しているんです。これから少しずつでも勉強していきたいと思いますのでよろ

しくお願いします。 

委 員：私、先ほども申しましたように農業をやっているので、農業は特に高齢化になりまし

た。区長さんやみんなで何か催しもありますし、公民館祭りとかいろいろあるので、

行事は出来てはいるんですけど、農業に関してはなかなか人手が少ない。これからや

っていくのに、なかなか若い担い手もいないですし、女性もやりますけど、やっぱり

男性も頑張ってもらわないといけないしで、なかなかこの農業というのは放棄地がで

きてきていますし、もう部落でなかなかまとめていくというのは大変だなあというと

ころがありまして。男女共同、本当家族経営協定とかやっているのですが、なかなか

思うように休みがとれない。まず健康ですね。健康でいないといかんし、みんなで協

力し合って盛り上げることはできるけど、やっぱり仕事がどんどん大変になっている

状態かなあというところです。 

議 長：ありがとうございました。 

愛媛県が、従来は第１次産業が主な産業だったので、男女共同参画で愛媛県が第１次

計画をつくったときにも、農林水産業を非常に大きく取り入れたと思うんです。で

も、お話を聞いていると、なかなか農林水産業での男女共同参画って進捗が難しい。

家族経営協定も締結数が、締結家族がなかなか増えないという中で、農業がまだ一番

増えているんですよね。家族経営協定を結んでいるのが。林業あるいは水産業のとこ

ろはなかなか進まないんですよ、ということだったのですが、その家族経営協定を結
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ばれたお宅の女性の方が、もうこれを結んで何がよかったかと言ってくれたら……。 

委 員：お給料が。 

議 長：そうそう。自分の通帳を持って、自分が自由に使えるお金ができた。そして、仕事も

いろいろみんなが役割分担をして、ちゃんと責任を持ってするということで、自分も

認められる。今までだったら、もう本当に夫が家族の柱で、その陰で手伝って一生懸

命しているんだけれども、なかなか認められなかったけれど、そういう面では非常に

いいですよっていうのを、農林水産業の大会があったときに発表してくださったのを

聞かせていただいた覚えがあります。 

委 員：それは、昔のようなことではなく自由に、例えば、会とか診察とかどんどん行かせて

いただいていますし、青色申告でお給料というか、お小遣いもちゃんといただいてい

るんですけど、やっぱりそれと別に地域とかいろんなところを見たときに、やっぱり

どんどん地域に高齢化というか、後々本当はみんなで一緒に、息子も一緒に農業をや

ろうと、うちの場合は担い手と３人でやっているんですけども、よその人らも一緒に

本当は農業がしたい。一緒に何かつくっていきたいとか、漁業の方でもですけど、新

しい担い手づくりというのが、農業で儲けてやっていく、漁業で儲けてやっていくと

いうのが、やっぱりそれだけの収入でやっていくのが、なかなかちょっとというとこ

ろもあったりするのではないかと。 

議 長：ですよね。どこでも経営者問題、担い手問題が課題になっているかと思います。 

委 員：私、女性消防団が今年で入団して15年目になります。愛媛県で女性消防団員の大会が

あるということで、その時代には、15年前は女性消防団員という方はいなかったんで

すよね。それで、急遽女性消防団員を集めようと。地元に女性消防団員がいないので

はいけないというので、いろんなところで女性消防団員っていうのを求められて15年

前に入りました。今、男性社会である消防の中に女性消防団員が入っての役割ってい

うのをここ何年か感じることは、やっぱり男女共同参画と同じだと思うんです。男性

は、消防団員の男性としてちゃんとした働きがあり、女性消防団員は女性としての消

防団としての働きがあると思うんです。火事は、やっぱり現場で行く男性。でも、火

事が起きた後の家族とか被災者の心のケアをするのが女性消防団員ではないかと思っ

ています。やっぱり、男性は力的な仕事で、メンタル的なところには手が余りまわら

ないので、私たち女性消防団員がそういう働きをしていこうということを最近つくづ

く思うのと、啓発に関してやっぱりしゃべるとか講演とかをするのは、その場限りの

記憶なんですけれども、私たち最近寸劇をしたり、先週から救命救急体操っていうの

も考えて作ったりして、やはり体を動かすとか、笑いを起こすことによって、そのと

きの記憶っていうのを人の頭に残すっていう働きをしているんですけれども、この男

女共同参画は男子が強い、女性が強いじゃなくて、やっぱりお互いの能力を発揮し
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て、ともに助け合っていくのがこの男女共同参画ではないかなということを最近思っ

ています。 

私自身農業をしていまして、ハウスミカンとか紅まどんなをつくっているのですが、

愛媛県の農山漁村生活研究協議会で講演も聴いたことがあるのですが、それで今国の

農水省で第１次産業、農業女子プロジェクトというのが発足されているんですけれど

も、国自体は２年前に起きて、愛媛県は今年６月２日にさくらひめっていうチーム

で、若い農業女子プロジェクトが発足されています。その中にも入れてもらって女性

農業の推進を図っているんですけれども、やっぱり農業は力仕事が要ります。これも

やっぱり農業の女性で頑張っていこうじゃなく、男性の力も借りながら女性としての

働きをして頑張っていかなければいけないと思うんですけれども、やっぱり農業なん

か70、80代の年代が高い人が、男は力が強いとかという威厳を持っているような気が

します。そういう高齢者の方たちに男女共同参画っていう意味をどう伝えていければ

いいかなっていうのが、今の私の問題です。 

委 員：立派なお話をお聞きしたところで、私も主人の仕事の手伝いで事務をずっとしてき

て、姑の介護そしてそれから子育て、そして今、長女、次女が里帰り出産、それから

それに伴って長女の御主人が急な出産であったにもかかわらず、会社から長期の休み

をいただいて帰ることができる。また、長男はやはり主人と同じような建設現場で働

いていまして、なかなか厳しい立場で仕事をしておりますので、いろんなそれぞれ子

供たちでも、それからうちの会社にいる従業員の子たちでも、いろんな役割をみんな

それぞれに担っていて。先ほど話がありましたように、うちの従業員の子たちもなか

なか仕事の休みがとれなくて、よく会社では働いてくれてみんな偉いなあって思うん

ですけれども、それぞれの子供たちの行事には一切きっと出てないんだろう。うちの

従業員の子たちは、奥さんたちも本当にぐっと我慢される。また、長女のほうの会社

は、長女がそろそろ管理職に就こうかなっていう頃に、いろんな問題を抱えた同僚の

子たちの話を聞いたり、だからまだ私もそういう話を聞きながら勉強している。それ

ぞれの立場がみんなあって、なかなか一筋縄ではいかない社会の仕組みをひしひしと

感じて、この役をつかさせていただいたので、ありがたいことだなと思っています。 

議 長：ありがとうございました。いろんな制度、法律、男女共同参画社会づくりに関しても

随分進んできたと思います。私も仕事を持って、ずっと子供も２人育ててやってきま

したけど、私はさっき自己紹介で言いましたが、小学校の教員だったので、学校は意

外と早くから子育てしながらもできる、ちゃんと産前産後休暇がいただけるし、そし

て今は育児休業がいただける。それは、ほかの企業でもそうなんですが、違いは学校

ではその間、臨時さんが入るんですよね。教員が休んでも、そのかわりの先生が入っ

てくれる。ところが、企業とかそういったいろんなところは、今育児休業だから、あ
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るいは産休だからということで臨時さんがなかなか入らない。それで、私が関係して

いるところでも自分が休むと周りの人に迷惑をかける。何か、自分の仕事をほかの人

に分担してもらわないといけないようになるとかで、なかなか休みが取りにくい。だ

から、やっぱりもうやめて子育てに専念しますとかという人の声も聞くんですね。で

も、制度上はちゃんと育児休業がとれる。きちっとそういった権利が認められている

んですけど、まだまだそういったところがあって、なかなかイクメンもイクジイも、

そういう人らもなかなか増えにくいのが現状かなあ。 

でも、私最初に言いましたけども、意識も随分変わってきたし、社会のいろんなこと

も変わってきた。だから、名古屋のほうでは学校行事なんかはお父さんが多いんです

よって言われたんですけど、愛媛の場合は、つい最近までは学校っていったらお母さ

んが参観日に行って、私の子育てのときも私仕事で行けないから夫に行ってと言った

ら、夫が行ったらみんな女の人だから、いる場所がなかなかなくって、窓の外から見

ていたとか、そんなことが多かったんですけど、今はやっぱり私も定年退職まで学校

に勤めたんですけど、参観日というたらお父さんもたくさん来てくれます。卒業式、

入学式は、だから昔だったら子供の数だけ席を用意したらよかったんですけど、今は

もう倍ぐらい用意してもまだ足りないぐらいお父さんの参加も多くなりましたね。随

分変わってきたと思います。いろんな面で変わってはきているんですけども、一方で

まだ今言ったようになかなかのところもある。 

共同参画とは何かということから始まったんですけども、委員さんも言われましたけ

ども、参加っていうのはしやすいし、随分参加してくれているんだけども、参画とな

るとなかなかね。参画というのは参加とは違うんですよ、というのを私もいろいろな

ところでお話しさせていただいたのは、いろんなところでの政策あるいは計画、企

画、そういう段階からかかわって、そういうことをしていく立場にならなければ、参

画とは言えないということで、先ほど管理職を目指しますって言われたんです。やっ

ぱりいろんな企業さんでも何でも管理的な立場にならないと、なかなかそういうこと

ができませんよね。だから、是非そういうところを目指してほしいというのを、私も

若い人らにはみんな言っているんですが、やっぱり女性の意見が取り入れられる、女

性の視点でいろんな企画、計画ができる。そういうことが大事じゃないかなというこ

とで、女性もあるいは男性もそういう立場でいろんなところでともに男女共同ですか

ら、男性と女性がともにということを、男性だけが頑張っても十分ではないでしょう

し、女性がいくら頑張っても女性だけでは十分ではない。男性と女性がともに、お互

いが立場を認め合って参画していくっていうことが大事じゃないかなあとつくづく感

じております。 

議 長：一応、今日の予定された内容は終わったようですし、皆さんにもいろいろと思いも発
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言していただいて、非常に心強く感じているところです。それでは事務局にお返しし

ますので、よろしくお願いします。 

事務局：亀岡会長、議事運営ありがとうございました。委員の皆様、長時間にわたりまして御

審議いただきありがとうございました。 

事務局：それでは最後に、「その他事務連絡」を事務局から行います。 

～事務連絡～ 

 

事務局：本日の協議は全て終わりました。大変お疲れさまでございました。ありがとうござい

ました。 

 


