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第３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10月26日（水）14時～16時 

場所：さざなみ館第２研修室 

 

【次第】 

開会 

１．議事 

 (1)アンケート結果について 

 (2)アンケート結果に基づく自由意見 

２．その他 

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、浅山貢、下岡裕基 以上10人 

事務局：総務課（向井功征、池冨隆博、相原知奈実） 

 

【内容】 

事務局：失礼いたします。会に先立ちまして、本日、総務課長が他の公務により欠席をしてお

りますので、私、市民協働推進分室長の向井が代役を務めさせていただきます。 

それでは、定刻になりましたので、ただいまから第３回伊予市男女共同参画基本計画

策定審議会を開催いたします。 

本日はお忙しい中、御参集いただきまして誠にありがとうございます。 

今回の議事に入る前に、資料の確認をしたいと思いますので、どうぞ資料をご覧くだ

さい。まず、次第書、今日の次第書１枚物がございます。それから、前回の会議録、

16ページの会議録がございます。それから、お送りしていた男女共同参画に関するア

ンケートの結果概要ページ44ページの資料２、意見の記入用紙がございます。 

それから、机の上に別で置いております。今回の資料で訂正がございましたので、そ

の訂正資料として19ページ目と42ページ目のところで２枚物のグラフ、その修正分を

置かせていただいております。 

それから最後に、平成28年度男女共同参画推進中予地域ミーティングの開催について

の参加依頼文書も置いております。資料のない方はいらっしゃいますか。大丈夫でし

ょうか。 
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それでは、前回の審議会の振り返りをしたいと思います。事前にお送りいたしており

ます第２回の審議会の会議録、こちらをご覧いただいたらと思います。全16ページの

資料です。前回の審議会では、基本計画におけます基本理念や基本目標、それから重

点目標につきまして、またアンケートの実施に関する概要及び設問内容について御説

明をしております。なお、前回の会議録の発言内容や趣旨に訂正がございましたら、

事務局までお伝えいただいたらと思います。特にございませんでしょうか。 

〔「なし」との声あり〕 

 

事務局：そうしましたら、今回の審議会の議事に進みたいと思います。なお、本日の審議会の

傍聴希望はございませんでしたので、御報告をいたします。それでは、亀岡会長、議

事進行をよろしくお願いいたします。 

議 長：改めまして、皆さんこんにちは。それでは、第３回ということで、今日はアンケート

結果を皆さんに事前にグラフ化したものを送っていただきまして、それを見て気づい

たことを書いてきてくださいと。それを今日は集めますということで、宿題を皆さん

に出されたと思うのですが、なかなか大変だったんじゃないかと思います。今日はそ

れをもとに皆さんにいろいろとお気づきの点、御意見、いろんな点を出していただ

き、それを参考にして事務局で計画素案をつくっていただくことになります。今日、

皆さんから出していただく御意見、提言、そのようなものが非常に大事になると思い

ます。限られた時間で全部するということですので、１問を短時間で協議するという

形になると思いますが、積極的に出していただきたいと思いますので、御協力をよろ

しくお願いいたします。 

事務局：最初に、申しわけございませんが、これからのアンケートの結果の概要について説明

させていただきます。 

    事前にお送りいたしましたアンケート結果、資料①の１ページにございます「男女共

同参画に関する市民アンケート」結果概要をご覧ください。この男女共同参画に関す

る市民アンケートは、９月16日に対象者の方や対象事業所へ発送し、９月17日から

28日までの12日間で回答していただき、事務局へ返送していただきました。調査対象

は、今年９月１日現在で、市内に在住している18歳以上の市民1,500名及び市内に存

在する事業所200社です。現在までのアンケート回収状況につきましては、資料にご

ざいますとおり、市民対象アンケートでは回収率が565件です。その中から宛先不明

などで返送された４件を除きますと、有効回収率は37.8％です。一方で、事業所対象

アンケートでは、回収数が96件で、有効回収率は48％でした。 

次に、アンケート結果の内容について御説明いたします。資料①の２ページ、計画の

体系図に基づくアンケート等該当項目をご覧ください。前回御説明いたしました第２
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次基本計画の重点目標ごとに３ページからアンケートの結果を掲載しております。そ

れぞれの掲載ページは、ご覧いただいております２ページの表の右端のとおりでござ

います。 

それでは、３ページをごらんくださいませ。事前に御確認いただいたとおり、アンケ

ートの結果をそれぞれグラフでお示ししております。なお、市民対象アンケート結果

のグラフは、全体・男女別・年代別で表示しております。このグラフについて、文字

や数値などが非常に見づらいグラフやそれぞれの数値をパーセンテージで表示すべき

ところを実数で表示しているグラフがございます。大変見づらい資料になってしまい

申しわけございません。また、アンケートの結果とあわせて、アンケートのかわりに

数値やデータを載せるものにつきましては、現時点で判明している数値や文章を載せ

ております。なお、グラフの数値について一部訂正がございます。机にお配りいたし

ました訂正資料と書かれました資料をごらんください。こちら１ページ目なんです

が、資料①のアンケート結果の19ページにございます基本目標２の重点目標１、男女

共同参画の視点に立った意識改革と実践の市民問10、男女の地位が平等になっている

と思いますかという問いにおける回答です。これについて、全体のグラフと男女別の

グラフとが数値が違っておりました。男女別のグラフは、入力していた数式が誤って

おりましたので、こちらを載せさせていただきましたとおり訂正いたしました。 

２ページ目をごらんください。こちらは、資料①のアンケート結果の42ページにござ

います基本目標５の重点目標３、農林水産業における男女共同参画の参考資料におけ

る最新の数値です。市の農業就業人口に占める女性の割合ですが、平成27年２月の時

点で51％、漁業就業人口に占める女性の割合は、平成25年11月の時点で14％となりま

した。 

以上でアンケート結果についての説明を終わります。 

議 長：ありがとうございました。今の説明を聞かれて何か質問とかご意見とかございません

か。あるいは、最初に全体のことでちょっと気がついていることでも、聞いておきた

いというようなことがありましたら、今聞いていただいて。それから１つずつ協議し

ていきたいと思いますがよろしいですか。 

それでは、これから委員の皆さんに１つずつ、自由にご意見を出していただきたいと

思うのですが、ご意見を言っていただくときには、事務局からマイクを持ってきてく

れますので、マイクを通して発言をお願いいたします。 

では最初に、基本項目の最初のところですが、いかがでしょうか。 

委 員：第１番目の３から５ページの全体の感想ですけども、約38％の回答率でちょっと困っ

ていたのですが。でも、性別・居住・年齢・婚姻・共働き・世帯構造のバランスが全

て平均的なデータを見ることができたので、これがよかったと思いました。 
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委 員：私は回収率の高さに大変驚きました。普通、アンケートをしてくださいということで

お手紙が来ても、回収率がもっと低いんじゃないかと思っていたんですけれども、市

民対象が約40％、そして事業所対象分が約半数とすばらしい回答率だったので、ああ

すごく皆さんこういったことに興味があるんだなということを実感いたしました。 

議 長：前回のときに回収率が40％というのは、何かちょっと低いんじゃないか、もっとあっ

て高くなるような方策がないか、なんて言っていたんですけども、いろんなアンケー

ト調査なんかすると、大体この程度かなっていうことで、今、言われたように予想よ

りは高かったということで。 

委 員：私も会社でこういった項目ではないんですけれども、一般的に商品のことについてア

ンケートをとる機会が何回かあったんですが、もう本当に10％いかないぐらいだった

んです。対象者がすごく数多かったこともあるんですけれども、こんなに40％、50％

の回収率ということは、今までに一度もありませんでしたので、それを考えましたら

大変高い回収率だなということで驚きました。 

委 員：年齢の部分なんですけれども、60歳代、70歳以上の割合が、今回46％を占めているよ

うです。ですので、若い人の意向が、意識が余り反映されてないのかもしれないとい

う気はするのですが、前回は恐らく60歳以上が36.7％ということで、今回につきまし

てはそれが10％程度アップしているということで、ややちょっと年齢に偏りがあるの

かなという気がしました。 

委 員：私は、今言われたんですけども、10代、20代というのは、やっぱり回収されてないと

思うんです。だからこういう数字だと思うので。年齢のいった方は、アンケートが来

たらちゃんと回答するけど、10代、20代の人はこれを見ないと。だからこういう10％

や８％という数字が上がってきているのかなと私は感じました。 

議 長：60代、70代それ以上の方っていうのが、ちょうど男女共同参画社会づくりが言われ出

して、そして皆さんがやろうというように取り組んだ方たちが今、70、80、そのよう

な年代になっているのかなと。だからそういう方は、今もやっぱり関心もあるし、熱

心に回答していただくっていう結果なのかもわかりませんね。 

委 員：回収率は、高いのか低いのかと言われると、私はよくわからないんですけれども、実

際に前回の項目等を見させてもらうと、非常に時間を要するんだろうなと。考えなが

ら記入しなければならないところが多いだろうなと感じていたんですが、そういう面

で調査期間の曜日の設定なんですけど、土日が１度、12日間の中で土日１度になって

いるのですけど、例えば土日を２回、最初にぱっと来たときがもう土曜日となると、

もう置いていてとなると、忙しいのでなかなかできないなとか、そのような部分もあ

るので、調査対象日を少し工夫されると、もう少し回収率が上がるのではないのかな

という感じは受けました。 
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議 長：はい。ということで、そろそろ基本項目のところはよろしいでしょうか。 

それでは、次の男女の人権の尊重へ進みたいと思いますが、男女の人権の尊重の１

番、女性に対する暴力の根絶というところでお気づきの方、ございませんか。 

委 員：用語というか言葉ですよね。マスコミでよく言われるパワハラとかマタハラとか、そ

ういう言葉は皆さんよくご存じなんですけど、何々法とかになると、やっぱりご存じ

の方が少なくなる。やっぱりこれは法に、何か宣伝が余りなされてないせいかなと感

じました。 

議 長：今、委員さんが言われたように、ドメスティック・バイオレンスとかハラスメント、

これについては、以前から私も思うんですけど、男女共同参画という言葉、もうずっ

と言われてきているんだけれども、それよりもドメスティック・バイオレンスとかハ

ラスメントという言葉のほうが、皆さんの認知度というのは非常に高いんです。それ

だけ身近なもの、身近で起きていること、そのようなことも考えられるのかなという

気もするんですが、いかがでしょう。 

委 員：私の考え違いなのかもしれませんけど、重点目標で、女性に対する暴力の根絶とされ

ているんですけれども、この市民問８のほうは、男性でも暴力を受けたことがある人

がいると思うのではないかと思うのです、私は。これは女性だけではなく、男女一緒

にされた質問なのかどうか、こちらは疑問に思いました。 

議 長：今の件、事務局から何かありますか。 

事務局：言われたように、そのとおりですね。 

委 員：配偶者、恋人等ありますから。 

議 長：被害者は女性に限らず男性もあるんですよね。だからここにも多分、そのような結果

が出ていたのが何かありましたよね。男性の被害者というか、受けたことがあるとか

というのがあったと思うんです。だけど女性の被害者と比べたときには、女性の方が

断然多いということで、多分女性に対する暴力っていうことで出されているんだと思

うんだけれども、今、委員さんが言われたように、男性にも被害者がおられるってい

うこと、女性だけじゃなくって、男女ともに被害者、特にパワハラなんか見ると、男

性の被害者は結構多いです。その辺りも大事なことかなと思います。 

17％、20％近くの人が暴力や嫌がらせを受けたことがあるということで、その中でも

命の危険を感じるほどの暴力が19％、医師の治療が必要というのが12％と、これだけ

あるということはとても見逃せない、そのようなことかなと思います。 

でも一方、誰かに相談しましたかというのを見ると、相談相手は家族や親戚、あるい

は友人・知人が一番大きくて、いろんなそういった専門機関への相談って割と少ない

し、誰にも相談しなかったという人が24.1％なんですね、無回答も含んで。理由が、

相談しても無駄だと思ったとか、自分が我慢さえすればいいんじゃないかという。 
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委 員：今、議長が言われたことを私も書いたんですけれども、困ったときに家族や知人に言

うのではなく、そういう危険な目に遭った人が最初に言うのは、まず警察か保健セン

ターのどちらかに必ず連絡をして、そこからその人の回答じゃなくって、そこからこ

こへ電話をしてくださいというちゃんとしたルートがあるので、ちゃんとした道筋を

やっぱり教えてあげることが、このアンケートが起きたことによって意義があるので

はないかと思います。そういうことをどういう形で表したらいいかはわからないんで

すけど、まず伊予市の場合は警察、メンタルの場合は保健センターへ連絡すれば、そ

れなりの受け入れ態勢もあるし、先生も指導してくださるし、そういうことを公表し

てあげるのがやっぱりいいのではないかと思いました。 

議 長：相談機関とか相談窓口とか電話番号とか書いたのが、例えば女性トイレの中に張って

あるとか、いろんな機関のところに見えるようにしているんですけど、まだまだ不十

分なんでしょうか。皆さんがどういうところへ相談したらいいのかっていったとき

に。 

委 員：それを思うのが、やっぱり機関に設置してあるんです。警察署に行ったらあります。

保健センターに行ったらあるんです。じゃなくって、困っている人がよく行くところ

にそういうところに張ってあげると、ああ、電話してみようかって思うんですけど、

その機関では重視していろいろしているんですけど、でも一般の人がそういうとこ行

かないから、一般の人が行けるところで見られるようなところへ展示してあげるのが

がいいんじゃないかなと。 

議 長：そういう啓発もこれからももっともっとしなければ、今以上にしなければいけないと

いうことですね。 

事務局：今、周知のことが出ましたので、ドメスティック・バイオレンスの担当窓口は、私ど

もの子育て支援課になりますので、また、そういった相談関係の周知が不十分であっ

たと思うんです。事件が起こった場合は、もう直接警察になるんですが、そういった

相談のほうは子ども総合センターのほうが窓口になりますので、また周知をしたいと

思いますのでよろしくお願いします。 

議 長：よろしいでしょうか。そうしましたら、次のメディアにおける男女の人権の尊重にい

きましょうか。メディアにおける女性の人権侵害は、ふだんこうしていても余り意識

してない、気がつかないっていうことが結構あるんじゃないかと思うんですけど、今

回のアンケート結果で、あると答えた人が男女ともに10％いることがやっぱり問題に

したいですね。 

委 員：よくわからなかったんですが、市民問９－１のメディアの女性への性的側面の強調や

無批判を感じたことがあるかということで、あっ！これは好ましくないなと感じた人

が10％というふうに感じ取ったのでいいんですよね。 
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議 長：そうですね。 

委 員：そう思うと、私はないと感じている方が全体で71％、女性でも結構な割合じゃないの

かなと。今のメディアのいろんな報道の仕方、あり方を感じると、やはりなれてしま

っている部分もあるんだろうと思うんですが、それを殊さらに言うわけではないんで

すけれども、おかしいのではないのかなという感覚をどっかでやはり。私などは学校

の立場ですから、子供たちにもいろんな面で人権とかいろんなところで指導をしてい

かなければいけないんですが、そういう感覚をやはり研ぎ澄ますというか、もう一度

見直していかないと、ないというのが71というを見て、私は少しちょっと驚いたのが

実際だったんです。どうしたらいいのかわかりませんけれども、そのような感じを受

けました。 

委 員：この市民問９－２で、ドラマでレイプがよく取り上げられること、最近の芸能人の事

件でというくだりがあるんですけれども、例えば私が親として思っているのは、こう

いった例えばレイプであるとか痴漢であるとか、そういったことがメディアで流れる

ことによって、すごく注意喚起になると感じていたんです。こういうことが実際にあ

るのだから気をつけないといけないよということで、子供に対してとか、周りの人に

対しての注意喚起として受け取っていたので、それを女性への性的の嫌な側面として

捉えることはなかったので、人いろいろ捉え方としての意識の違いかなと思いまし

た。 

議 長：行政とか、そのような公的な機関では、そういったもののマニュアルをつくって、い

ろんなポスターとか掲示物、文書、こんなときには気をつけましょう、などとあるの

だけれども、今、委員さん言われたように、一般にはまだそのような人権感覚として

定着してないところが問題で、今後、そのようなところの啓発向上も必要だというこ

とです。だから、捉え方も今、言われたように、このようなことがあるから、皆さん

に意識啓発の意味で捉えていくということ、それぞれの捉え方が違うということもあ

ると思うんですけど。よろしいですか。 

議 長：それでは次の、生涯を通じた女性の健康支援というところですが、これはアンケート

にはなかったんですけども、保健センターから出ているんですが、いかがでしょう

か。これは、いつも受診率向上ということでいろんなところで言われていますよね。

伊予市でも保健センターからいろいろと啓発があると思うんですけど。 

委 員：こういうがん検診とかこういう保健センターからの健診の中に、以前から思っていた

んですが、今、心が病んでいる人がたくさんいるので、精神面ケアという別の検診を

立ててもらったらうれしいなと常々思っていたんですけれども、別に何とかありまし

たよね、心の相談っていうのがもう一つあったんですが、それとは別で、やっぱりこ

ういう災害を受けた人、親や危機感を感じているような危険な人で、相談したいよう
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な、また、別のそういうメンタルの検診を設けてもらったらありがたいなと、これを

見たときに思いました。 

議 長：健康支援の中に、そのような部分も必要になってくるということですね。現状から見

たら。 

委 員：このデータ見ての率直な感想なんですが、１回から５回までそれぞれの受診率で表さ

れていますので、トータルで、その年度で受診率が何％最終的になれば、比較対照が

あって答えも出せたのかなという気がします。 

あと、女性特有の病気が子宮がん以外にもありますので、この結果だけで意見がなか

なか出しづらいものかなっていう気がしました。 

議 長：よろしいですか。事務局も何かあれば言ってください。 

事務局：先ほどのご指摘なんですが、保健センターからいただいた資料が平成27年度の一覧の

資料だったので、年度比較もできる資料は持ってあると思うので、すみません、今回

は提示できないのですが、ありましたら後ほど、年度比較できる資料をお渡しいたし

ます。 

議 長：そうしましたら、次の４番、貧困、高齢、障がい等により困難を抱えた女性等への支

援ということで、18ページですが、これもアンケートにはなかったんですけれども、

現状としてそのようなさまざまな困難を抱えた人が、現実的としていると。その人へ

の支援というのが必要ということになるかと思うんですが、これはもういろんな困難

が非常に多様化しているので、それぞれのケースに応じていろんな関係機関の連携の

もとに多様な支援が必要ということしかないかなと思うんですが、いかがでしょう。 

委 員：民生委員さんが取り組んでいますよね。これ。私、民生委員をやっていましたが、こ

の問題は今、取り組んでやっていますけど、なかなか民生委員さんでも近くの地区の

だったらわかるんですが、ちょっと離れた隣の集落等になったらわからないというの

があって、なかなかそれを伝えてくれる人がまだいないということがあったりして、

夜中に救急車が何回も来るとか、それで初めてわかるとかということがあります。な

かなかコミュニケーションが今、やっぱり薄くなってきていますので、田舎でも田舎

なりに薄くなってきているので、それを何か早目に発見するのが難しい。今はそんな

状況になっています。 

議 長：昨日の中予地区の人権教育の研究大会の中でも、やっぱりこういったもの、人権の問

題としてそういうものを取り上げられていて、講師の先生の話もありましたが、ここ

に書かれている、ＮＰＯ法人のレインボープライド、あれは今度伊予小でしたか。そ

こで伊予市の人権・同和教育の研究大会のとき、代表者のエディさんが講演をしてく

れるようになっています。これはここには書いてないんですけども、皆さんにお知ら

せしておきます。 
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委 員：テレビか雑誌で見たのですが、こういう方たちの特徴というのは、やっぱり家の中で

閉じこもる、外へ出ないという特徴があると思うのです。伊予市内でもどこでもいい

んですけど、あるところで農作業をしたり、花をつくったりという、外での作業をす

ることによって閉じこもりが少なくなったという実例を聞いたことがあるんですけれ

ども、やっぱり健康な人でも家に閉じこもっていると病気になるように、こういう方

たちをどういう形がわからないですが、外で土をいじるとか、花の世話をするとか、

動物を飼うとか、とにかく外に出て活動を多くさせてあげることができたらいいなと

思いました。 

議 長：今、言われたように、民生委員さんがかかわってくださっているということで、いろ

んな関係機関が連携し協力して支えていかないと、どこか一つだけというのはちょっ

と困難です。無理ですよね。よろしいでしょうか。 

それでは、男女共同参画の視点に立った意識の改革、意識改革に進みます。(1)のほ

う、男女共同参画の視点に立った意識改革と実践ということで、資料の19から20へい

くのですが、いかがでしょうか。 

委 員：19ページの下のグラフが差しかえになったということで、少し安心をしたのですが。

というのも、学校教育の場では、やや男性が優遇されているのではないのかなという

のがあり、女性が50％ぐらいという、最初見たときだったので、すごくびっくりした

んですけれども、訂正されたものを見ると、そうでもないのかなと。やはり今の10代

のアンケート結果、18歳以上ではあるのですが、高校生、高校を出てすぐという年代

の方も、そのような感覚を持たれる方がたくさんいらっしゃって、やはり平等ではな

いなと。逆に女性優遇だと思っている人もいるようなんですが、とりもなおさずやは

り、男性・女性の差というか、そういうことなく地位としての平等、公的な者として

は、保っていかなければならないのではないのかと思います。学校現場でそのような

ことを少しずつ改善はされてきているはずなんですが、それを続けていくことがその

ような社会をつくっていく上での基盤になるのかなということで、やはりこういうと

ころには、学校にかかわっている私たち教員というのは、もう一度しっかりと押さえ

ていかなければならないと、資料を見て少し襟を正さないといけないと感じるところ

です。 

委 員：委員さんがおっしゃられたように、学校教育の場では、私はとても今認識されている

比率が高い。これは子供たちの教育を見ていてもそうだと思います。親世代や社会の

年配者からの影響というのも、この数字が不十分さ等が影響して、女性自身なども打

ち抜きになる傾向が起きているのではないかと思うので、学校の先生のみならず親の

意識改革等も必要といいますか、先生たちが一生懸命してくださるのに、親も同じよ

うにそういう勉強も十分にしていければ、この数値もどんどんみんなに広まったって
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いいのではないかなと私は思いました。 

議 長：一般市民の方への結果と事業所の結果を比べたときに、事業所のほうが何か進んでい

る。事業所は今、女性活躍推進法もできたし、事業所の取り組みを公表するのが義務

化もされたりしたので、ある程度進んできていますが、一般の方たちは、自分に関心

のあるものはある程度意識するのだけれども、直接、自分に関係がないものについて

は、意識が薄いということが、これから読み取れるのかなと思いました。 

さっき委員さんから、学校教育の場での平等感の話も出ましたので、その次の２番の

男女共同参画の視点に立った教育の推進、これらも一緒で構いませんか。お願いしま

す。 

委 員：教育の場とか職場とかでは、なかなかある程度それが進んでいますけど、実社会では

まだこれからです。ボランティア活動なども、見栄えというか見た目で女性が出てい

かないといけないところには女性が出ていって、男性が出ているところには男性がす

る、しっかり分かれてしまっているような。現在のような学校行事にしろＰＴＡ行事

にしろ、村の行事にしろ、何でも分かれてしまっています。それも何とかしなければ

いけないと、このままずっと続くのではいけないのではないかと思います。 

議 長：みんな、家事とか育児とか介護とか地域活動とか、そのようなものは男女が協力して

いるみたいで、その結果から見たら女性も男性も協力しているみたいな結果が大分出

てきているのですが、やっぱり男は男らしく女は女らしく、男は仕事、女は家事・育

児という意識が根強く残っている感じがここから受け取られるのです。そういった意

識改革っていうのは、やっぱり粘り強くこつこつと進めていかなければならないのな

というのが、これからちょっと感じられますがいかがでしょうか。 

委 員：まず、私事で申しわけないのですけど、この資料が送られてきたときにびっくりしま

した。これ何だろうと。日があるから後で見たらいいかと思っていると、今日になっ

てしまったので、申しわけない。家で読んでみたんですが、今日はすごい皆さんの積

極的なご意見が聞くことができてとても勉強になりました。今日は一日聞くことで徹

底しようと思っています。申しわけございません。 

委 員：昔に比べたらだいぶ今頃、どこに行ってもお父さんだけ、お母さんだけじゃなくて、

夫婦で学校の参観でも行かれているし、洗濯でも掃除でも男の人が結構昔と違って協

力していただいているんじゃないかと。昔よりはだいぶ頭がやわらかくなってきてい

るのかなと思いました。 

議 長：確かにそうです。少しずつ変わってきているし、進んでいます。 

委 員：(1)の感じでは、全ての人間において、まだまだちょっと男性優遇っていう感じでい

らっしゃる方が多いなって感じたんです。教育の上のほうは、やはり男性が、女性が

っていうことじゃなくて、やっぱり男性の特性とか女性の特性を生かして、それぞれ
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が得意なことをお互いが協力し合ってやっていかなくちゃいけないよっていう意識を

もっともっと広めていかないといけないのかなって、このアンケート結果から読み取

ったんです。なので、できればもっと低年齢の中学・高校とかそれぐらいのときか

ら、そういう意識を広められる教育っていったらおかしいんですけど、いろんなとこ

ろでそのようなことを目にするようなことがあれば、もっともっと意識が変わってく

るんじゃないかなって思っております。 

議 長：中学校ではどんな感じなんでしょう。男子生徒、女子生徒っていうのはどんな感じな

んでしょう。お父さんとお母さんに対する何か意識とか。 

委 員：さっきも少しお話しさせていただきましたが、中学生あたりになると思春期ですか

ら、やっぱり性差が生じてくるし、体格も変わりますが、特段学校現場で男子生徒・

女子生徒を区別してということはしないのですが、本校の子供たちを見てみますと、

男の子が男の子らしく、女の子は女の子らしくという言い方よりも、男子が持ってい

る特性、例えば筋力が強くなってくるから重いものだったら。例えば運動会の片づけ

しましょうと言っても、重たいものだったら男の子は運んであげるよってなったり、

細かいことなどは女の子がしようという、別段こうしなさい、ああしなさいって言わ

なくても、そのようなところが自然にできてきているのが、今の学校現場の様相じゃ

ないかなと感じているんです。ですから、男性が有利に立つ、女性が有利に立つとい

う学校現場の中でのことは、なくなってきていると思います。もうご存じのように、

出席簿というのがございましたが、あれも男子が並んでいて後ろに女子が並ぶという

ことがありましたけれども、もう男女混成名簿になっていますし。ですから、そのよ

うな部分でもう目に見えるところから男子・女子ということはないですし、授業も

昔、私たちが学生だった頃は、男子は技術科、女子は家庭科という学習だったと思う

んですけど、今は男子生徒も女子生徒も技術も学びますし家庭科も学びます。それを

考えますと、学校の中では、このような面は少しずつ改善されてきているのが現状で

はないかと思います。 

議 長：ありがとうございます。今、委員さんが言われたように、中学校にしろ高校にしても

教科書に男女共同参画基本法とかがちゃんと出てきて、学校で学習して、子供たちは

そういう平等感っていうか、男性優位、女性が下とかという、そのような意識はない

ように指導していただいていると思います。社会に出てからです。せっかくそのよう

な平等感が育ってきているのに、いつの間にかまた元へ戻っている。そのようなとこ

ろがちょっともどかしい面もあったりはするのですが。その辺りがなかなか根強く残

っている原因ですかね。 

委 員：人権問題と一緒で、小学校、中学校でしっかり学んで、自分はそのような人にはなら

ないと思って、卒業したらいつの間にやら同じようになっていたという、まるっきり
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同じです。だから、いかに小学校、中学校で勉強しても、周りの人の影響のほうが大

きくなるということで、自分の親の世代、背中を見て子供は育ちますし、学校では男

女共同でやらないといけない。でも、家へ帰るとお父さんが偉そうになっているとい

うのを見て育つと、そのように子供も意識的になってしまいます。なので、我々の世

代から襟を正して直していかないと、これはいつまでたっても悪循環でなっていくの

ではないかと思います。 

議 長：はい。ということで、次へ進ませていただきます。 

３番の意思決定の場への女性の参画拡大のところですが、積極的改善措置（ポジティ

ブ・アクション）の導入による女性の参画拡大のところなんですが、用語のところで

ポジティブ・アクションって、意外と認知度が低いんです。ポジティブ・アクション

の意味とか必要性とかが余り知られてないなというのを感じます。ここで、ポジティ

ブ・アクションって横文字にするからだめなんだという人もいるのですけど、横文字

を使ってはいけないとか言われるのですが、積極的改善措置、今まで格差が生じてい

るのを格差をなくしていくためには、放っておくとなかなかなので、意図的に改善し

ていかないと、その格差が埋まらないのではないかということで取り組まれるのが、

このポジティブ・アクションなんですが、その辺りの女性の参画拡大ということでい

かがでしょうか。 

委 員：ポジティブ・アクションについて女性がもっと参加したらいいと思う割合が、半数を

超えるぐらいあるのに対して、問いの11－２、あなた自身に就任依頼があった場合は

どのように対処しますかとかだと、ぐっと減っちゃうんです。これを見ましたら、私

も含め、そう回答してしまうと思うんですけれども、もっと女性が出たらいい、区長

をしたらいい、ＰＴＡ会長をしたらいいと思うのですが、実際に、じゃあ、私に降り

かかったらできるかって言われたら、それがいろんな足かせがあったりして、家庭の

ほうがおろそかになってしまうじゃないかというような気がかりがあって、実際には

できないという回答につながっているんじゃないかと思うんです。これもやはり男女

平等と言いながらも、女性に対していろいろ家庭でしないといけない責任とか役割が

大きいがために、ほかのことに手を出せないといった一面があるんじゃないかなと思

いました。非常に根強く残っているものが、やはり足かせになっているんですけど。 

委 員：今、言われた意見、非常にわかるんですけど、自分では参加して、参画、出ていかな

ければならないという気持ちはあるけど出ていけない。それは育児があるから、家庭

があるというのを女性が言いわけにして出て行っていないのかなと、私は勝手に思っ

たりしたんですね。だから、家を隠れみのというか言いわけにして、これで私は家に

いるからできないんだよという言い方かなと私は感じました。だから、今、さきほど

委員さんも言われましたが、男の人もイクメンしたり家事もしたりしていますから、
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なかなか出ていこうと思ったら行ける世代にはなってきたんじゃないかなとは思いま

す。 

議 長：昔からいえばもっともっと女性が積極的に取り組める時代になってきているんだと。

もっとやれと。ここの結果もそうですよね。女性がもっともっと公職についたほうが

よいと思うというのをみると、女性よりも男性のほうが高いような気がするんです

よ。そう思うという割合が男女別で見ると。それで、引き受けるのもやっぱり男性の

ほうが積極的、女性のほうが消極的というのが出てて、積極的になる理由というの

が、一つが、今言った言いわけかもしれませんが、まだまだ社会の風潮からして、そ

れが当たり前みたいな、女性が子育てするのが当たり前とか、そのようなものがある

かなというのと、今まで女性があまり管理職にとか、あるいはそういったいろんなと

ころの長になるとかというのが少なかったので、それをもっと女性がしましょう、ポ

ジティブ・アクションが言われるようになって、女性、さあ、やりなさいって言われ

ても、今までのキャリアが積まれてない、経験も余りしてない。例えば、ある方が言

われたのですが、これはある町のトップの方が、自分は企業のトップでいたんだと。

女の人は受付とお客さんの接待、それで雇っているって言った人がいて私もびっくり

したんですけど。町のトップですよ。そういう意識がどこでも当たり前みたいで、女

性はもう限られた職種、そういう分野の仕事しかしてきてないのに、さあこのような

社会になったから、管理職、あなたやりなさい、しなさい、リーダーになりさないっ

て言われても、それまでのキャリアアップができていないのに難しいです。そうする

と女性も、それはできませんと言って二の足を踏むような場合もあるので、これを見

ていても、例えば事業所の問７のところですが、女性登用メリットがあると答えたと

ころがほとんどなんです。だから、女性の能力とか女性登用のメリットというのは認

めている。ないというのはわずか８％しかない。ですから、その支障になっているこ

とが解決したら、もう全て解決は可能だなって感じたんですが、いかがでしょうか。 

キャリアアップの問題にしても、キャリア不足は経験を積ませることによってそれも

できる。それから、女性自身の消極性っていう、希望しませんというのではなく、女

性自身もやっぱり意志を変えないとだめだよということ、あるいは、女性は家事・育

児の負担が大きいので、管理職とかそういうのは無理だろうというけれども、家事・

育児が女性の仕事っていうのは、家庭でもそのような意識を変えていかなきゃ、協力

していくことがだいぶ進んできていると思うので、管理職の業務内容が女性には難し

いんじゃないかとか、女性管理職には抵抗があるという、これは何か女性の立場から

すると、おかしいんじゃないっていう感じがするんですけど、そのようなことを一つ

一つ解決していけばクリアできる問題かという気がしますが、いかがでしょうか。 

委 員：このアンケートを見たときに、役職についてもいいということに対して女性が大体
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40％から60％に達していたんですけど、どちらともいえないっていう回答を入れます

と70、80％を超えるんです。私はここがすごく気になって、人間って絶対やりたくな

いと思ったら、思わないっていうところにアンケートに入れるはずなので、どちらと

もいえないっていうことは、女性に対しては、やってみたいという思いもあったので

はないかなと思いまして、伊予市の女性は、やっぱりできないけど、そういう夢とい

うかやってみたい思いを持っている人がたくさんいるんだなということをアンケート

から感じました。 

会社にとって女性のメリットではなく、会社はこれから一人の人間として、男性・女

性という言葉を外してこれから雇用に対して考えていただけたらいいなと思いまし

た。私らの時代は、女性を雇うともう結婚してやめてしまうという時代でしたけど、

今は一例ですけど、看護師さんなどもみんな結婚して子供ができても普通に働ける、

おじいちゃんやおばあちゃんがちゃんと子育てしてくれる環境のいい今は、とてもい

い時代じゃないかなと思っているので、女性が頑張ろうと思うときにバックアップで

きる環境・時代になってきたんだと思いました。 

議 長：私も委員さんと同じことを思いました。どちらともいえないっていうのは、なっても

いいよということだと考えたら、80％以上の人がなってもいいと。今、言われた男

性・女性じゃなくて、男女がともに働きやすい職場づくりを、これからしていく必要

があるんじゃないかということです。よろしいでしょうか。 

２番目の女性の能力開発、これも横文字でエンパワーメントというんですけど、その

支援についてですが、いかがでしょうか。 

委 員：この項目は、女性消防士からの意見として全てどれも大切なんですが、第１に女性へ

の配慮、これがトップに上がるのではないかと思います。実際、東日本大震災で一番

私が心痛んだのは、せっかく助かった命なのに家族や兄弟が亡くなったことで、たく

さんの自殺者が起きました。心のケアがいかに大事かというのをここで痛感しまし

た。自分の身を守らず人を助けるという行動も多くありました。今度は、南海地震が

起きたときに、心のメンタルを十分していかなくてはいけないと思いました。 

議 長：３番の防災・減災対策のところですよね、今言っていただいたのは。 

委 員：29、３番です。 

議 長：３番の防災・減災のところです。 

委 員：両方、同じような意見です。 

議 長：では、両方合わせてということでいきましょうか。 

委 員：アンケート結果からは、男女ともに防災とか減災について、全然意識の開きがないな

って、一致したような考え方を持っていらっしゃる方が多いんだなと、結果から見て

とれたんです。もちろん今、震災とかそのようなところの避難所には、女性の観点か
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らいろんなことが必要だよねっていうのがニュースで流れたりしていますけど、今ま

でどちらかといったら、やっぱり、力仕事ができる男性が主体になって避難所の設置

とか、いろんなものがあったと思うんです。これからは、もっと先ほど言われたよう

な心のメンタルな部分とか、あと女性のほうが得意だったりとか、人の話をじっくり

聞いてあげるのは、性格によるかもわかりませんが、女性のほうがどちらかというた

ら気長に聞いてあげられるのかなと。あとは、また男性の優しさが女性のちょっと短

気な部分をカバーしてくれるとかなんとかいろいろあるので、ここも女性のエンパワ

ーだけではなくて、男性・女性の特性を生かしたもので支援を続けていくという形の

ことが、すごく必要だと皆さん感じているんだなと結果から思いました。 

議 長：女性の能力開発・エンパワーメント、女性が能力開発、力をつけていってという、そ

のような意味なんですけども、それはさっきから何回も言うんですけれど、女性のキ

ャリアアップ、これが大事で、多様な経験をする機会、職種もいろんな職種を経験さ

せてもらうとか、あるいは研修の機会も、男性だけが研修してどんどん昇進していく

のじゃなくて、女性もそういう機会を男性と同じように研修の機会を与えてもらうと

か、役割分担意識も、女性だから、男性だからじゃなくって、それぞれの能力とかに

応じて、あるいは個性に応じてというような、役割分担意識に基づいた今までの慣行

を見直していくとか、そのようなことが女性の能力開発には必要かなと思います。要

するに、男性の意識も変えないといけない、女性も意識を変えるというような気がし

ます。 

防災・減災対策については、阪神・淡路の大震災のときに、非常に女性の視点を入れ

るというのが問題になって、そこで男性が中心でしてくれたけども、女性の視点が入

ってなかったということで、それが問題になって、それを生かしてということで東日

本のときには、女性もどんどんやったけど、まだ不十分ということで、女性の視点

が、参画視点が必要だという意識は高まってきていると思います。 

ここの伊予市の資料には出てこなかったんですけど、女性防災士というのは伊予市は

どうなんでしょうか。女性防災士というのが今、女性防災士の育成、増員がどこでも

言われるようになっているんですけど、伊予市の場合は女性防災士っていうのはどの

くらいおられるのかな。そういう育成については、どのように取り組まれているかと

いうのと、自治防災組織というのが、今いろんなところで災害が起きているので、ど

こも自治防災組織を皆さんそれぞれ新規で立ち上げていると思うんですけど、そこに

女性が参画できているかどうか。そして、その組織がつくっただけで終わってない

か。活動してみて、いざというときには本当に活躍できるのかどうか。そのようなこ

ともちょっと気にはなっておりますが、そのようなことはここには今回にはなかった

んですけど、いかがでしょう。 
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事務局：防災士に関して、女性消防団員で２名受けています。その方が受けたのは、市から防

災士の試験を受けてみませんか、という声かけに対して受けたもので、自分から率先

して受けた話は聞いてないです。そうですね、その辺りの流れがちょっとよくわから

ないですけど。 

議 長：いかがでしょうか。資料から考えられる気がつかれたこと、ご意見等ありませんか。 

では、次へ進んでよろしいでしょうか。 

家庭生活と仕事、地域活動が両立する環境整備ということで、男女が共に参画する家

庭・地域づくり、それから安心して子どもを育てられる環境整備、高齢者や障がい者

等が共に輝いて暮らせる条件整備、いずれもアンケートの項目が同じです。その辺り

一緒でもいいでしょうか。いかがでしょうか。 

委 員：(2)と(3)ともに思ったんですけど、アンケートの項目が。ちょっと目標からかけ離れ

ているっていうか、ちょっと連動しないような感じのアンケート内容なのかなと思い

ながら拝見させていただいたので、答えのほうも何かちょっと戸惑っていらっしゃっ

てるような、そうじゃないかなと思うので。もう少しアンケート内容を具体的なもの

に、目標に沿った具体的なものにしたほうがよかったんじゃないかなというそんな感

じで思ったんです。 

議 長：一応ここのところでは、今回のアンケート結果からでよろしくお願いします。 

委 員：洗濯とか掃除は女性ですよね、やっぱりやっているのは。やっぱり結果からして何と

いっても、掃除、洗濯、食事、あと片づけ。準備は女性が主になってやっているの

で、こういうことの結果から見ると、女性が出ていくっていうのは、なかなか難しい

のかなって思っていたんですけど。ただ介護と子育てについては、男性もだいぶ参加

してくださっているようになってきているので、もっと家庭の中のそういう掃除であ

ったり洗濯だったり食事づくりっていうのをもうちょっと男性が分担してできるよう

な、意識を持ってもらえるような。それこそ勉強会をしていただくとか、委員さんか

らもっと女性を外へ出してあげなくちゃいけないだと大きくハッパをかけていただく

ような勉強会をしていただくと、変わってくるのかなと思いました。 

委 員：私の地元でありますが、男性料理教室というのをやっているんですけど、それも参加

者は少ないですよね、10人足らずくらいで。その後、一杯やるからって出てくるだけ

のことで、なかなかそういうものも地域で男性料理教室とかそういうのも各地区でや

ってみてはどうでしょうかとは思います。これは余談ですが、エミフルに料理教室が

あるでしょう。あそこにも男の人がちょっと寄って何かエプロンしてやっていますけ

ど、ああ珍しいなって思うんですが、そのような世代が珍しくないようになるように

頑張っていきたいと思います。 

議 長：私も今日、午前中に教育会の男の料理教室へ参加してきたんです。ところが、参加の
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割合が３対１でした。女性が３で男性の１の割合だったのですけど、エプロンして三

角巾して一緒に料理教室しましたが、男女がともにという意識、これはだんだん高く

なってきています。しかし、現実はというと、必ずしも思うとおりにはなっていない

と思うんだけれども、意識は高まりつつあるのかなと。でも、その内訳を見ました

ら、男女の意識の差っていうのは、やっぱり男性はしていると思っているけれども、

女性から見ると、まだまだというような感じで、何か男女の差が10％ぐらいはあるよ

うに思います。 

委 員：掃除、洗濯、食事云々というのは、やはり女性が主なんだろうなというのをこれを見

てよくわかるんですけれども、やはり家事は女性がされて、男性もするようになって

きているといっても、自分はしているつもりが、女性から見ると、いやいやと、いう

感じなんだろうなという。自分を振り返ってもそう思いますし、やはりこのようなデ

ータを見ていつも思うのは、家事をされる女性に対して、男性は協力という言葉より

もお手伝い、手伝いをしているという感覚があるのかなと。女性がされているものを

手伝っているというようなところがあって、それを変えないと男女が協力して家庭を

築くということなんだろうと思うので、そのようなことは頭ではわかっているんです

けれども、心というか、そこが一致してないのではないかなということをすごく感じ

ます。実際に私たちが学んできたところでは、食事の片づけだったらできるだろうと

思っても、例えば、食事の支度をしなさいと言われたときに、掃除をしなさいと言わ

れても多分できるんだろうと思うし、支度をすることになると、できなくはないにし

ても、時間はかかるでしょうし、先ほどの料理の教室に通う云々とかもあるのでしょ

うが、なかなか積極的にできないというところもあるのかな、反省しないといけない

かなと思いながら、見させていただきました。 

議 長：今、非常に大事なことを言われたんですよね。お手伝いは参画でないと。お手伝いっ

ていうのは、もう女性がすることが前提で手伝うということになるので、参画ではな

いと。だから、協力だとか役割分担って言われましたよね。片づけは男性がするよと

か、料理を作るのは女性がするよとか役割分担して協力する、それが大事なんだとい

うのをよく言われますが、是非、そういった役割分担をしていただけるように。 

委 員：一声、かけてくれたら、大抵いやとは言わないと思うんです。だから、女性の人もそ

れが当たり前になってしまっているので、全部作って、洗って、片づけてという、全

部自分でやってしまうので、例えば、はい、片づけはやってねって言われたら、おま

えがせんか、という旦那さんはいないと思いますので、そういう一声をかけてみたら

どうでしょうか。 

議 長：お互いに。 

委 員：お互いにそういう一声、声かけ運動でもやってみたら、なかなかうまくいくんじゃな
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いかと思います。 

委 員：私の地元でも旦那様が男の料理教室に通うぞって言って、行くときには夫婦同伴なん

です。準備から何から全部奥さんがして、そして料理をつくるのは旦那様。料理がで

きて食べている間に奥様が後片づけをすると。１回でも作ってもらったことからある

って聞いたら、そんなことはないよというので、やっぱり分担がちゃんとできていま

す。そこで。 

議 長：やって。というように女性からも、これやって、という声がけ、男性のほうも僕がや

ろうか、という声がけ、両方が欲しいです。 

男女がともに参画して家庭や地域をつくっていく、あるいは安心して子供を育てられ

る環境整備、あるいは高齢者や障がい者等がともに輝いて暮らせる条件整備、全て男

女がともにと、そのような意識で取り組んでいく必要があると思うんですけども、今

働く人たちが、さっきからも話題になっている女性がすることというのが前提でいろ

んなことをすると、なかなかうまくいかない。じゃあ男性も参画してっていうことに

なると、例えば事業所なんかだったら、今の働き方ではそれは無理じゃないかとか。

いかがでしょうか。そのようなところでワーク・ライフ・バランスというのが言われ

るようになっていると思うんですが、事業所のワーク・ライフ・バランスの取り組み

のところのグラフを見せていただくと、意識改革は取り組んでいるんです。それが主

になって取り組んでいるんだけれども、じゃあ具体的にどのようにしているのかとい

うのがなかなか出てこないのと、何もしていないというところが37.5％もあるんで

す。だから、何もしていないっていうところが非常に気になりましたが、いかがでし

ょう。37.5％のところが何もしてない。家庭と仕事、地域活動、両立する環境整備を

していくためには、そのようなことが大事かなと思いますが、いかがですか。 

確かに、いろんなことに事業所なども取り組んでいますが、特にない、何もしてな

い、そこがちょっと気になりました。 

委 員：事業所自体が小さいですから、伊予市の場合は。だから、特にない、何もしてないと

ころが増えてくるんだろうと思うんです。やっぱり５人、３人の事業所とかになりま

すから、女性がいない事業所のところもあると思います。これが東京とか大阪とかに

なると、また違ってくるんだろうと思います。まちの規模の違いですかね。 

議 長：ワーク・ライフ・バランスを言うときに、これは女性だけの問題じゃないと。そこに

協力したいと思っても男性の環境も変わらなかったら協力もできないとかで、やっぱ

り女性だけじゃなくて男性のワーク・ライフ・バランス、非常に大事になってくるっ

ていうことがよく言われるんですけど、今、確かに事業所の規模によっても随分取り

組み方が変わってくるだろうなとは思います。 

委 員：規模にもよりますし、職業の業種にもよりますし、女性のいない会社も多分、伊予市
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にはたくさんいるから、その数字を見たら、やっぱり女性が入っていない会社の企業

のところにアンケートがたくさん行ったのかもしれない。 

議 長：両立の環境整備、そろそろ出尽くしたでしょうか。 

では、いよいよ最後の項目なんですが、基本目標５番、女性の活躍と男性中心型の働

き方等の見直しというところで、男女均等な雇用環境の整備、これはアンケート項目

もたくさんあるようなんですが、いかがでしょうか。 

委 員：(3)ところの農林水産業における男女共同参画の促進部分なんですけれど、もともと

家族経営協定っていう言葉を知らないって答えた方が一番多かったんですよね、この

言葉が。なので、この用語について知らない方がとても多かったので、やはり農林水

産業に関してはそういう働き方もあるんだよと言われても、きっとできてないように

答えられた方が多かったのかなと思ったので、もっとその用語を周知できるような何

かの方法を考えていくことから始めたほうがいいんじゃないかなと思いました。私自

身も最初ここへ来たとき、ここで出た言葉で、初めてあっ、そんなのがあるんだって

知ったぐらいなので、できればそういう方法を何か考えていったほうがいいじゃない

かなって思いました。 

議 長：直接関係している皆さんみたいな方は知っているんだけど、広く一般といったら、な

かなか皆さん家族経営協定って何？という感じで知らないですよね。 

委 員：アンケートでも、やっぱり知らなかった方が一番多かったのがその言葉でしたね。 

議 長：そうなんです。その言葉の認知度は非常に低いんです。 

委 員：私も農業関係なんですけど、そこには同じように家族経営協定という言葉の認知度が

低いのにびっくりしたのと、もう一つ、認定農業者というのがあるんです。農業をし

ている方たちが申請をして市役所から認めてもらうのがあって、多分これも認知度が

低いと思っています。家族経営協定の狙い目というのが、会社の人は休日や休みがあ

って旅行にも行けるし、そういう家庭の中の決まりというものがあるんですけれど

も、農業には決まりがないんです。雨が降っても仕事があるし、農繁期は休むことが

できない。じゃあ、家族の中で話し合いをして休日をとる日をつくろう、旅行へ行く

日をつくろう、そういう決まりをつくるのが家族協定の内容になっています。 

議 長：お金の分配もね。 

委 員：そうです、そこが抜けていました。 

議 長：大事なことで、以前に何がうれしいって、自分の通帳が持てて、自分の自由にできる

お金ができたということを言われた方がいました。 

委 員：家族経営協定なんですけれど、家族だけのルールを決めることが、例えば公に市の中

とか、そういうところに出ている言葉と違うので、どうしても皆さんのお耳に余り触

れないと思うんです。それで、どうしても農業関係とか漁業とか、そっちのほうにな
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ってしまうので、お耳に入ることは少ないと思うんですけれども、それと今、伊予市

で何組かできているんですけれども、やっぱり認定農家さんをどんどんと増やしてい

くというか、皆さんで協力してやっていこうと。後継者もどんどん減っていく中で、

農家の仕事を頑張っていこうじゃないかということで始まっています。ですから、も

っと頑張って皆さんに知っていただくようにやっていけたらと思っております。 

議 長：農林漁業と１次産業の中でも３つあります。その中で家族経営協定を結んでいる件数

が一番多いのは農業です。漁業はまだまだ少ない。林業のほうはあまり聞かないんで

す。そういった今、認知度が低い、言葉をもっともっと皆さんに知ってもらうとい

う、それと家族経営協定を結ぶことによってこんなメリットがあるよ、このようにい

いことがあるよっていうのを実際に経営協定を結んでいるところの人からのＰＲも是

非してほしいし、今言われたように、これがどういうものかというのをやっぱり皆さ

んに知っていただく工夫も必要です。 

事務局：家族経営協定なんですが、広報紙のほうでも取り上げておりまして、調印式がありま

したら取材にも参りまして、直近では2016年５月の広報紙の中で調印式を行いました

という記事を掲載させていただいております。この時点で協定を結んだ家族が44家族

になりましたと紹介しています。 

議 長：伊予市で44家族ですか。 

事務局：と記事に掲載されています。まだまだこれから周知してこういう取り組みを進めてい

かなければならないのかなと思いますが、広報紙にもこのように調印式自体は掲載し

ておりますので、またお知らせできたらと思います。 

議 長：農林水産のところの話題が出たので続いてですけど、漁業なんか特に海へ出てお魚を

とってくるのは男性と。だから漁業といったら男性みたいなんだけれども、それが陸

に揚がってきて、活躍しているのは女性なんだと。でも女性がというのは、余り表に

出てこない。漁業関係もですが、例えばその中に含まれる南予のほうの真珠なんかに

ついても、今言われるのが６次産業化と言われる、農業とかは１次産業です。それが

今度それを加工して商品にしてこうする、そのような６次産業化が言われて、それは

何か女性が本当に活躍している。そういう話を聞くので、その辺りももう少し女性の

活躍という意味では、取り上げてもらったらうれしいです。 

委 員：皆さんご存じの100円市とか、いろんなところで農産物が出ていると思うんです。皆

さん加工したり、いろいろと農産物を出したりして、皆さんそれぞれに農業だけでは

なく、採れたものを売るし、加工もして売ると。やっぱり言われた６次産業をどんど

んされているんで、また頑張って皆さんやっていただいているので、この表を見て

も、やっぱり漁業も女の人、農協はもう本当ともに一緒に仕事せんと。漁業はやっぱ

り女性の働きが大事です。それと、収入源。やっぱりもうけていくというか、大変な
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んですね、そこが一番。 

委 員：６次産業化の第一は、やっぱり農業、林業ともに男性が目立っておりますけど、その

バックアップはやっぱり女性ですので、未利用品になったものをいかに女性が活用し

て収入を得るか、議長が言われたように、女性としての口座を持ちたい。その辺でや

っぱり女性がいかにお金を稼ぐかっていうことに対して６次産業化はとても手助けし

てもらえて、多分今では、男性のお給料よりも６次産業で頑張っている女性の方が稼

いでいる方は何人もいらっしゃるのを知っております。でもそこには、やっぱり男性

の助けもあり、女性の助けもあった上での女性の力が伸びるっていうところは常々忘

れないで頑張っていきたいと思っております。 

議 長：農業委員さんとか農協の役員さんとか、農の部分はある程度増えてきているんです。

でも漁業とか林業のほうは、まだそういったところもなかなか増えていないと聞いて

いるんですけど、男女共同参画の視点からいうと、そのような委員とか役員とかに女

性がなれるような。男性よりもお金を余計持っているよっていう女性は強いかもしれ

ません。 

今、３番の農林水産業における男女共同参画の促進が先に出てきたんですけど、いか

がでしょうか。 

委 員：(2)の職業生活における女性の活躍推進なんですけれど、これやはりアンケートを見

ると、女性の場合、働きたいけれど子供を預ける場所がないとか、そういう公的サー

ビスのやっぱりバックアップがないと働きづらいっていうのが、アンケート結果から

も見えてくるので、自由意見の中にも休日とか祭日に子供を預かってくれるところが

ないので、働いていても困るとかという意見もあったので、行政で少しできることが

あれば、それも少しずつ提案していってあげると、もう少し女性が働きやすくなるん

じゃないかと思います。 

議 長：確かに公的サービスの不十分も、あるいは男性の協力がまだまだ不十分とか、そうい

うものが女性が活躍する支障になっているかなと。いかがでしょうか。 

男女均等な雇用環境の整備のところでですけども、労働関係の法です。関係法あるい

は制度については、最初のほうでも言ったんですけど、事業所の方が認知度が高く、

一般の人がまだ不十分という流れが見られますし、男女の能力差はないと言う人が

40.2％いるし、そして伊予市の場合は、働きやすい環境になっているという人が

52.6％もいる。「も」って言ってもいいのかな。50％を超しているから、ある程度高

いと思うんですけど。一般市民の方というのがどっちかといえば被雇用者です。そし

て事業所のほうが雇用側になるんですけれども、その意識のずれっていうのは、今回

のアンケートからもちょっと見られるかな。雇用者側は進んでいるようなんだけれど

も、一般の人はまだ不十分だって思っている、その辺りのずれが、一般の方はまだ男



- 22 - 

性優位になっていると。でも雇用者側は平等だよと、そのようなずれが見られるなっ

て感じがします。 

そろそろ時間もだいぶ迫ってきているんですが、一応、一通り最後まで皆さんのご意

見を聞きましたが、全体を通して言い残したこととか、これを言っておきたかったの

にというところがあったらお願いします。 

委 員：女性に対する暴力の根絶というところなんですけれど、資料から見ていて、やっぱり

一番多かったＤＶが大声でどなられたっていうのが一番多かったんです。でもきっと

どなったほうは、それがＤＶだと思ってない男性が多いんじゃないかなと思って、何

かその辺、こういうこともＤＶになるんだよという何か、それも周知しないといけな

いのかなと思うんですけど、介護なんかでも虐待についてネグレクトとかいろいろあ

るんですけれど、そんなのでも知らず知らずにやっちゃっていて、結局それが虐待に

なるんですよっていう講習とか研修を受けて初めて、えっ、そうなんだって。食べた

くないと言ってると御飯食べさせなかったんだけど、それはネグレクトになるんだと

かというように、知識として入ってくると、あっ、やっちゃいけないなって思うよう

になると思うので、ＤＶに関して、こういうのもＤＶになりますよっていうところを

もうちょっと周知するようにすると変わってくるのかなと思いながら見ました。 

委 員：13ページの相談場所なんですけど、市役所って書いてあるんですけど、市役所の中の

どの部署とか、例えば女性相談支援センターというのはどこにあるんですと思ったん

です。ここに男女共同参画センターって入っているんですけど、ここにも相談場所が

あるのかなと思ってちょっとお聞きしたら思います。 

事務局：13ページの女性相談支援センター、これは松山市にございます相談センターです。市

役所なんですが、これは具体的な部署とかは分かれてはなかったんです。市役所に相

談に来たっていうことで書いてもらっています。 

委 員：だから、市役所、福祉、子育て支援センター、どこでもいいということですよね。福

祉でもどこでも相談へ行ったら答えてくれますよということですよね。 

議 長：そうですね。大抵のところが皆さん、電話相談、面接相談、どちらもあります。県の

男女共同参画センターは、弁護士相談もあるんですよ、予約制ではあるんですけど。

無料で弁護士さんに相談ができる。 

委 員：電話番号とかそういうその内容ですか、ちょっと張ってあるじゃないですか。そうい

うのが公に、例えばいよ広報などの中にも入っているんですかね。たまに入っている

んですか。 

事務局：広報紙のくらしインフォメーションというページがございます。市のお知らせ以外の

記事がメインで載っているところなんですが、その左側に入っています。家庭やＤＶ

などの悩みということで、子ども総合センターが月曜日から金曜日というのを、お知
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らせで明記しております。 

議 長：いろんなところにあるんだけど、一般の方がなかなか目に見えない、見えてないとい

うことで、それの周知方法とか、より広く大勢の人に知ってもらう、そのような工夫

も必要だということを言われました。そのほかに全般的なことでございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 

議 長：ということで、一応、言い残したことについては、皆さんに意見記入用紙を出して帰

っていただくので、この中に記録していただいていることを事務局で読み取っていた

だくということでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」声あり〕 

 

議 長：今日、皆さんから出していただいたご意見やこのあと出していただく意見記入用紙を

もとにして事務局でアンケート結果から見られる課題を拾い出していただき、それに

対する今度は具体的な方策とかを計画の中に盛り込んでいく素案づくりということに

取り組んでいただくということでよろしいでしょうか。 

事務局：はい。 

議 長：では、事務局のほうにお返しします。 

事務局：会長、議事運営ありがとうございました。委員の皆様、長時間にわたりご審議ありが

とうございました。 

それでは最後に、その他連絡事項を申し上げます。 

～事務連絡～ 

 

事務局：以上をもちまして、審議会を閉会いたします。大変お疲れ様でした。 


