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第３回和光市男女共同参画推進審議会議事録 

 

日時：平成 17 年 9 月 30 日（金） 

10：00～正午 

場所：市役所 503 会議室 

 

出席者 

  諸橋委員、細尾委員、渡井委員、塚田委員、星野委員、阿南委員、根岸委員、柴田委員、芳川委員 

 

欠席者 

  望月委員、木戸委員、平賀委員 

 

 

開会 

 

事務局     あいさつ、資料確認 

望月委員が 9 月 30 日付けで国立保健医療科学院を辞任するため、会長及び委員

を辞退するとの報告があった。後任の学識経験者については後日、調整させてい

ただきたい。 

 

諸橋副会長   あいさつ 

 

柴田委員    あいさつ 

 

（１）市民意識調査結果について 

 

―――― 資料 1説明 ―――― 

 

諸橋副会長   ミソはいただいた 125 件の自由回答をそのまま載せていること。レジュメ版の概

要に、８ページ以降にかなりポイントをついた取りまとめがあるので、これだけ

読んでも当市の実態が分かるし、施策あるいは事業等に反映できるデータがある。

全体的な報告書のイメージ、あるいはデータに関して何かあれば、お話いただき

たい。 

 

渡井委員     社会参加について、過去３年間の参加と今後の参加で、趣味やスポーツの活動

が過去３年間も今後も多くなっている。そして、次の自治会や町内会については、

今後の活動としては順位は２番目だが下がっている。同じように、今後参加した

いという項目で下がっているのが、保育園、幼稚園等の保護者会、学校のＰＴＡ

活動ということで、今の状況を反映している。地域の自治会や学校のＰＴＡにつ

いても役員を決めるのに困っているという話をよく聞く。自分の子どもに関わる

ものとか、自分の生活に密接に関わるところでの活動であるのに、今後の参加が

少ないということは、これから少し問題にしていかなければいけないのではない

か。 

 30 歳代女性の就業のＭ字型曲線だが、子育て支援が徹底してきて、少し曲線が

緩やかになったのではないか。でも、そうは言いながらも 54 ページの「あなた
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は夫婦とも職業を持ち、経済的に自立することが望ましいか」という問 20 で、「男

性は仕事、女性は家庭に専念したほうが望ましい」というのは、30 代の女性では、

どちらかと言うとＢに近いという方が 44.8％で、他の層に比べて高い。 

 

諸橋副会長   １つは生活面も含めて身近な繋がりものが忌避される傾向がある。一方、あまり

関わらなくて済みそうな趣味、スポーツ、勉強会のリクエストは高い。うっとう

しい、うざったいといった人間関係ものが忌避されている。また、和光市の女性

たちもひと頃ほど仕事を辞めているわけではなく、就労意向も強いが、性別役割

分担評価をみると「男性は仕事、女性は家庭」という意識を持っている人が特に

30 歳代ぐらいで高い。他にあるか。 

 

阿南委員     最後の自由意見一覧を興味深く読んだ。実際、データだけを見ると仕事をした

いけれどもできない状況が多く、仕事をしたいと思っている。ただ、30 歳代女性

の自由意見で、「仕事を続けることだけが素晴らしいことではない」、男性でも「和

光市に住むことが素晴らしい。進んでいると思わせるような計画をお願いしま

す」という意見もある。以前会長が言われていたように、どうしたら和光市が住

みやすい市になるのかということを踏まえて２面で考えていく必要があると思

う。 

 

諸橋副会長    他に意見はあるか。 

 

芳川委員     これを見て思ったことは、「だから、どうなって、どうするんだ」と。やるこ

とを次々に考える必要があると思う。 

 

諸橋副会長   自由記述を見ていると、女性からも「女と男は違うんだ」とか「こんなことに税

金使うな」という意見も結構目立っている。「設問が偏っている」という意見も

あるが、言うまでもなく男女平等の政策は不平等だったものを振り戻すための政

策。ある種の偏り等いろいろなことを前提に作られたものなので、少なからずシ

ビアな部分もあるかと思う。データ的には非常に常識的だが、一人一人の本音が

自由記述で出ている。また、統計上は男女平等は必要だが…という部分が見える

ので、このねじれや隙間が大事な課題だと思う。他にあるか。 

 

渡井委員     家族構成で、「自分と子どもと住んでいる」が 41.7 パーセント。その内訳をみ

ると、一緒に住んでいる子どもの年齢が「19 歳以上の子ども」が 38.3％で一番

多い。年齢層の高い子どもと一緒に住んでいることに関心がある。 

 

諸橋副会長   小学生以下の子どもを持っている親が半数近くいる一方、19 歳以上の子どもと住

んでいる人もいる。また、居住年数も４割近くが 10 年以上である一方、10 年未

満が半数いて、このあたりは和光市らしいと言える。 

では、この方向で取りまとめ、和光市の過去のデータ、国・県調査との比較も

入れ、今後の施策に活かしていただきたい。 
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（２）市内の事業所における男女共同参画に関するデータ一覧 

 

―――― 資料 2説明 ―――― 

 

諸橋副会長    理研の定年制というのは、正規雇用のことか。 

 

星野委員     定年制は 60 歳まで、任期制は１年ごとに契約を交わしていくということ。 

 

細尾委員     パート職員のアンケートはとらなかったのか。 

 

事務局      今回はとっていない。 

 

細尾委員     それが分かるともっと見えてくる。 

 

諸橋副会長    特に本田技研やイトーヨーカ堂はパートが少なくないと思う。 

 

渡井委員     イトーヨーカ堂の育児・介護休業取得の数は０が続いていて、「取得する場合、

退職となる」と但し書きが書いてあるが、これを聞きたかったのだが。 

 

諸橋副会長   育児介護休業法に違反するのではないか。 

 

渡井委員     イトーヨーカ堂あたりは先進的に取り組んでいると思っていた。 

 

諸橋副会長   小売業は女性の従業員が多く、福利厚生がしっかりしている。 

 

細井委員     比率は圧倒的にパート職員が多いはずである。 

 

諸橋副会長   地元の事業者としては、働き場所としては近くいい所だと思うが、こういう状況

だと「働こう」という気になれない。 

 

事務局      ここは簡略化して表記している。育児・介護休業を取得する人がいない状態で、

取得する場合は辞めていくというような意味である。 

 

細井委員     見えないプレッシャーが働くということをよく聞く。 

 

諸橋副会長   「退職していく」と訂正することにする。先程も出たが、女性のパートや女性の

正社員が多く、組合も強い所なので女性の取得が０というのは意外である。 

 

渡井委員     だから、正規職員がいないということになるのか。 

 

諸橋副会長   正規の社員である女性は少ないほうではない。社員比で見ると６対４程度。 

 

細井委員     年齢が出てこないと分からない。 
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諸橋副会長   取りたい人が多いのか、取る年代が多いのか。立ち仕事で辛く、これを機に辞め

るということはあり得ることだと思うが、ポジティブアクションがほしい。ダイ

エーなどは、子どもを産みながら育てて管理職になる人も少なくないし、そうい

った制度があったと思う。 

 

阿南委員     世間的にも育児休業を取りたくてもなかなか理解されない部分がある。例えば、

国でも育児休業を取ると中小企業の場合、助成金が支払われるという制度もでき

たということだが、和光市内の事業所同士のつながりや情報交換はあるのか。 

 

事務局      今のところは特にない。 

 

諸橋副会長   事業所に呼びかけて研修や講習を行うということはあるのか。 

 

阿南委員     本当に働きやすい職場にするという意味で、講習会などを開くとかはどうか。

１つの事業所だと、後に続く方が言い出しにくいということもあると思うので、

事業所同士の情報交換ができればいいと思う。 

 

諸橋副会長   事業所等でポジティブアクションするための横並びの組織や研修、比較などをす

るのもいいと思う。事業所自体を意識改革していくほうがいいだろう。次世代育

成支援対策推進法では、大規模な事業者は取り組まなければいけないという方向

になっている。 

 

渡井委員     商工会などでは、何かそういうことに取り組んでいないのか。 

 

塚田委員     今のところそういう取り組みをしているということは聞いていない。むしろ、

我々商工会の事業所は、「中」よりも「小」のほうの集まりが多く難しい。当然

取り組まなければいけない問題だと思うが、まだそれには至っていないというの

が現状である。 

 

根岸委員     ２番の表について、管理職の課長・部長の数は少し淋しいですね。また、国立

保健医療科学院が３割弱。和光市の管理職も 0.14％くらいで大変少ない。政策課

の方々に努力していただきたい。就業について男女平等が一番進んでいるのはＮ

ＨＫと聞いたことがある。 

 

諸橋副会長   役所が率先して何か見本を示すことと、もう１つは、官だけでなく民のポジティ

ブアクションについて。ただし、民は中・小を中心に、なかなかそこまでやれる

状況ではないという話もあった。和光市のデータは、学校教職員も入っているの

か。 

 

事務局      全職員である。 

 

諸橋副会長   今、アカデミズムの領域では、男女の研究者格差をなくしていく、女性だけ研究

職を途中で放棄して、ノーベル賞級の研究をやめていかなければいけないなどと

いう不公平感の中で、科学技術やアカデミーの領域では取り組みが進みつつある

ので、場合によっては、アメリカよりまだやりやすいかもしれない。ただ、アカ
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デミーの領域は、意外なほど保守的だと思う。 

せっかくの事業所データですので、今後もこれを精査していただきたい。横の

連携が取れるような研修会や講習を、今後とも推進していければ和光市にとって

もいいのではないか。 

 

（３）わこうプラン施策評価について 

 

―――― 資料 3～7説明 ―――― 

 

諸橋副会長    一番基礎になる部分は資料４だが、これを基に１から４まで引き出すことにな

る。方向・目標別に集計すると資料７になる。資料５・６で、ほとんど実施で

きなかったものにはどういう理由があるのか、あるいは、どういう施策なのか

ご検討いただきたい。また、目標・基本目標・主要目標ごとに達成度が書かれ

ているので、このくくりで見るかどうか。 

 

星野委員      これは各担当課が自己評価されたものだが、担当課の人はこの報告書は見て

いるのか。 

 

事務局       まだこれからになる。 

 

星野委員      自由意見の中には、情報提供や周知や公知に関してもいろいろなことが書か

れているが、担当課の自己評価では「男女共同参画の視点をしっかり持ちなが

ら取り組むことができた」という評価１をつけてしまっているもの多くあり、

担当課と市民の意識調査とずれている。また、資料５で評価４をつけた担当課

の方たちを、私は立派だと思っていて、何らかの反省を踏まえて、今後やって

くれるのではないかと思っているが、特に評価１をつけたところと市民の意識

がずれている点が気になった。 

 

諸橋副会長    自分たちとしては「やった」と言っているが、市民の意見は届いてないじゃな

いかと。確かに啓発に努めた、ポスターを作った、貼った、何部配った、客が

何人来た、それも評価の指標になってくるのだろうが、それが必ずしも市民の

意識とは一致していないということである。 

 

細尾委員      資料７の達成率を見てみると、自己評価が１や２というのが非常に多く、「本

当にそうなの？」と思う。 

 

芳川委員      これは力いっぱいやったということではないのか。 

 

諸橋副会長    市民に届いたかどうかは別にしてということになる。取り組んだかどうかを聞

き、市民が「変わったぞ」というところまでは、評価を聞いていない。 

 

阿南委員      和光市民の一人一人に、まず平等に情報を届けることが最優先だと思うが、

目につかない、意識をしないというところもあるのではないか。 

資料４の p.1 中央より下の方で、「市役所内の関係課の連携も必要だが、講

演会等に参加者の増員ができる市民団体の育成が必要だと思われます」とある
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が、まず第１段階として、前回の委員会の時に「サロン」というお話があった

ように、形としてそういうところから情報提供をして、そこで動いてもらうの

はどうか。 

今度、地域で女性が防火対策について学び、そこでグループを作っていく「女

性防火クラブ」が地域でできると聞いたが、それは大事なことだと思う。一地

域の方が集まった１つの塊が大事になってくるので、それを市としていくつか

育成すれば意識が変わってくると思う。また、視点は違うかもしれないが、p.13

下には「条例が施行されたことに伴い、積極的に地域で活躍する女性人材の把

握・育成・活用を進めたい」と政策課で謳っているので、そこで地域のリーダ

ー等の人材育成や養成もでき、そこからまた広く一市民に訴えていくという体

制になっていくと思う。 

 

芳川委員      それも大事なことだと思うが、情報の質が良いということ・それを上手く使

っていくことが大事だと思う。先程、情報がよく見えないという話だったが、

人目を引いてアピールするスキルの検討が、実はそれが情報の備える役割の１

つだと思うが、それが疎かにされているというか、最も欠けているのではない

かと思う。 

 

諸橋副会長    どっちのスキルですか、送り出す側のスキルですか。 

 

芳川委員      送り出す方のスキルである。人目を引く・引き付けるといった技術を検討・

研究するということも情報の一種だと思う。今は、「最高の情報を作っちゃっ

た」と満足して、後は受け手側のこととなっているがそうではない。 

 

諸橋副会長    特に男女平等などは情報を送り出す側と受け取る側とのコラボレーションが

大事になってくるので、届かないのではどうしようもない。やはり、役所もコ

ミュニケーション機関なので広報と公聴に関するスキルというのが大事であ

る。 

 

渡井委員      講座等の参加について、資料４を見ると公民館で人を集めるのは大変なので、

評価４が多い。また、「利用団体、市民団体の育成が必要だと思われます」と

いうのは、人を集める最初の段階としては必要だが、結局いつも同じ顔ぶれに

なっている。いつまでも動員できる市民団体、あるいは公民館の場合は利用団

体でやっていくというのは、少し安易な考えだと思う。やはり、多くの市民の

方に参加してもらえるようなＰＲを考える必要がある。 

また、公民館や講座の講演会は平日の昼間なので、曜日や時間帯等試行錯誤

をしていくつかやってみる必要もあるのではないか。 

 

諸橋副会長    やはり情報が届いていないことと、届いても参加しづらい時間帯ということが

ある。意識啓発が一番大事なのに、意識の部分での講座ものや啓発ものが上手

く運んでないということがある。 

 

細尾委員      今のことと関連してなのですが、意識づけの方法として、非常に身近な話題

としてお話すると、私は今から７年くらい前に、市が開いた男女共同参画の講

座に参加して、そこから立ち上がったグループに参加した。その時、政策室と
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生涯学習課が共同で講座を開き、そこから立ち上がった。担当者の意欲や働き

かけが半分あり、私たちも非常に身近な生活の中の問題点を解決するために、

必要な知識・情報だと感じたので始まった。もう７年間経ち、各メンバーの関

心の場所が明確になってきたので、今は一緒に勉強会はしていない。ただ、私

はこういった協議会に参加し、そこに来ている方たちも、こういう問題をこの

２時間の場だけで終わらせず、もう少し勉強会をしませんかという働きかけを

今までしてきた。その中で、もう少ししたいという方たちと勉強会を続けてい

たが、今は立ち消えている。それは、勉強したいという方たちが少なすぎると

いうこと。また、条例作りの時に、拠点になる場所をどうしても和光市でほし

いと思い、政策室の担当者に働きかけをしたが、折り合いがつかずに実現する

ことができなかった。実は、福祉総合施設の中に、女性問題を中心にした市民

活動の場を１つのコーナーでいいから作りたいという思いがあったのですが、

立ち消えてしまった。使えるコーナーができたので登録をしないか、という働

きかけが一度あったので、登録に行ったが、福祉側のほうの担当者だと思いま

すが、その担当者は知らないということで門前払いだった。 

また、意識づけをする講座で、評価１・２という高い数字が出ているが、そ

れも私たちが生活している中で問題が起こってきた時に、それが不平等から来

るものだとすぐに直結しないということがある。具体的に言うと、定年退職し

たご夫婦がお二人で暮していて、二人とも高齢化が進んでいくが、女性はお家

の中の仕事をずっとしていく生活が続く。そうすると、体力がなくなってきて、

それが大変になってくる。一方、男性は管理職だったりして、家の中でもそれ

を発揮する。それでよく聞くことですが、女性は地域に根付きますので、わり

と活動的に過ごしていることが多いが、年齢が高くなってもそれがそのまま引

き続いていくと、一方、男性のほうは「何時に帰るんだ、オレの飯はどうする

んだ」ということで、それが足かせになるとか、あるいは、女性のほうはパー

ト職でまだずっとやっていっても、定年退職した夫が家にいると非常にやりに

くくなるとか、自由時間が束縛されているとか、そういう話もよく聞く。それ

がストレスになって、身体を壊したりするということもよくあること。身近な

ところで問題がたくさんあるが、それが不平等を解消することとか、意識啓発

をすることによって、みんなが認識を新たにして、一人一人が変化していくと

いうところまでなかなか結びつかない。本当に抱えている問題はいっぱいある

が、が上手く発信できない、変われないので、どうしたらいいものかと考えて

いる。 

 

諸橋副会長    まず事実確認ですが、総合福祉施設のスペースについて教えていただきたい。 

 

事務局       この問題は、意思の疎通が市民と十分にできていなかったということで反省

をしている。活動拠点の場所は確保あるが、利用する団体が少なく、逆に市の

方が困ってしまった。情報が十分に伝わっていなかった。 

 

細尾委員      拠点を作るということでなく、全ての公的な公民館とか地域センターみたい

なところに広げていくべきだというのが市の見解なので、そういう拠点は必要

ないんだという話を聞いている。 
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芳川委員      市の推進条例には、場所を確保すると書いてあったと思う。条例がある程度

力があるものであれば、「条例に則って、共同参画に関係したことだ」と言え

ば、それで通るはずではないのか。 

 

細尾委員      それを条例に盛り込んでほしいと何度も言ったが、盛り込まれなかった。拠

点という言葉はカットされている。 

 

事務局       条例第 15 条に関して条例を審議する中で、そのような施設を作っていきま

すと進めていたが、男女共同参画だけということでなく共同で使うような施設

として、総合福祉センター３階に男女共同参画の関係団体が使える場所として

資料を置いたり、保育室なども全部設けてある。ただ問題なのは、初めは登録

等をしないで自由に使えるようなことを想定していたが、問題があって登録制

度になっている。よって、希望する団体が登録をすれば自由にいつでも使える

ようになっている。 

 

細尾委員      今年の２月にその話があり、登録をしに市に行った。そうしたら、福祉の担

当者の方から「聞いてない」と言われた。私が「政策室から言われたので登録

に来た」と言ったが、知らないと。政策室のほうから言われて来たのに何故な

んだろうと思い、もう一度市の側でよく連携してほしいと言ったが、その後、

何も返事がないのでそのままになっている。 

 

芳川委員      それは登録された団体でないと使えないのか。男女共同参画推進の例の中で、

謳ったのか謳わなかったのか。 

 

事務局       施設の場合、例えば普通のロビーで集まるのは自由である。ただ、会議室等

「こういう基準で使う」という場合については申請制になる。 

 

芳川委員      場所があって、囲われていて、他のところに漏れたりしなければいい。 

 

事務局       総合支援計画の中で、施設を使う時に非常に使いづらいので、使いやすいよ

うな使用条件というのを考えてほしいという意見もあり、今後の１つの課題に

はなっていく。総合福祉会館３階については、団体は登録をしていただくこと

になっている。 

 

芳川委員      その登録というのは１週間前・１か月前にする等、書類上の制約があるか。 

 

事務局       登録は１回のみになる。 

 

芳川委員      登録は面倒なことがあるかと聞いている。例えば、趣旨や団体設立の目的等

を書いてというのであれば、そんなことをやっている間に、貴重な時間が過ぎ

てしまう。 

 

事務局       例えば、公民館などの登録は、規約・名簿をつける等厳しいが、今回はそこ

までやっていないと思う。 
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諸橋副会長    門前払いをしておいて申込みが足りないというのは、筋が違うだろうと思う。 

それと、身近な公民館の講座で「私は一生が変わったぞ」という方もやはり

おられる。そういった公民館の講座で化ける人もたくさんいるだろうし、「そ

のおかげで私は今、物書きをしています」というような人もいる。そういうも

のが和光市を育てていく地盤にもなり、市民も育っていく。 

 

細尾委員      担当者の意識が大切である。 

 

諸橋副会長    担当者の意識も１つのポイントになる。実際、身近な問題から話し合っていく

ことで、目覚めたり活性化したりするんだろうと思う。今回の公民館での生涯

学習会を見ると、動員に苦労しているようだが、いくらでもやりようがあると

いうことではない。 

 他に評価４をつけたところは偉いと思うという意見もあったが、確かにその

とおりである。逆に、評価１をよくつけているが本当にそれでいいのかという

部分もある。他にあるか。 

 

阿南委員      学校で、乳幼児と触れ合う機会を持っていると書いてあったが、例えば施設

等でお年寄りの方と交流をするとか、あるいは介護の体験をするといったこと

は学校で行われているのか。 

 

柴田委員      年齢や学校にもよるが、老人に限らず幼稚園児との交流や高齢者との交流と

いうのは、心の教育として市の政策にもあるので、それと併せて進めている。

ちなみに本校の場合は、和光の養護学校との交流もしている。ただ、現実問題

は土日が休みになり、教育課程の時間数が削減されている。なおかつ、今、埼

玉県の学力は低下していて、まず基本的な学力を何とかしなければいけない状

況である。学力をつける時間とのバランスが各学校で問題になっている。何を

重点的にやっていくのか。今は特色ある学校として、その学校独自の政策が出

てくる。 

 

諸橋副会長    どの子どもたちにも、満遍なく体験してもらうことに意味があるような気がす

る。 

 

阿南委員      特に和光市は核家族が多く、祖父母と接する機会がない。今月号の『おるご

ーる』にもあったが、介護というと「女性がして当たり前」というようなとこ

ろがあるが、男女ともに小さい時から触れ合うことが大事ではないか。 

 

渡井委員      中学校は、夏休みに職場体験や福祉体験ということで、希望制で保育園や福

祉の里、さつき苑等での体験があり、それが文化祭の際に発表があった。また、

これは社会福祉協議会が行っている福祉教育になるが、福祉体験として車椅子

体験・アイマスク体験・シニア体験等、小学校も中学校もやっている。実際に

お年寄りを相手にしているわけではないが、そういう体験は福祉的教育という

ことで行われている。 
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諸橋副会長     資料５で評価４のものについてあげられているが、ものによってはすごく謙

虚で「認識しているけど、ちょっと今年度は」というものもある一方では「そ

もそも、私たちがこんなことをしなくちゃいけなかったの？」というような記

述もある。わこうプランを策定する時に、各所管課には「これをやるんですよ

ね」と決まってきたものになる。それが地域振興課・生涯学習課・公民館では、

「もともと射程には入っていません」みたいなものもある。 

ひとまず評価４がついたものに関しては、「来年度にお願いします」とか、「こ

こ数年内に政策室で事業化してください」といった話になっていくのか。 

 

事務局       審議会で意見がまとまった素案を庁内の検討委員会で報告する。その際に、

施策評価の調査結果もフィードバックして調整する。 

 

諸橋副会長    そういった評価をさらに評価するのもこの委員会の仕事だと思うので、最終的には

私たちの答申に反映されていく。他にあるか。 

 

柴田委員      今、評価４の施策を何とかしたいという意識の問題だが、社会情勢、今の人々

がどういう気質・考え方を持って進んでいるのか、そういう背景を把握しなけ

れば、「場所を提供します」「チラシを配ります」「呼びかけます」だけでは難

しい。p.24 のデータように、公民館や自治会、あるいは学校のＰＴＡ活動には

親子協同の除草計画があるが、消極的な結果が出ている。学校現場では、子ど

もの学校のための活動であるが、子どもに直接返るわけではない。最近の傾向

としては、今までは低学年の母親の参加率が高く、高学年になるに従って低か

ったが、近年、逆転現象が起きつつあるような気がする。データにあるように、

個人的なサークル・自分の趣味等、直接的な興味関心に関わることに対しては

参加の意欲があるが、そうでない場合には参加率が下がる傾向があるように思

える。地域によっては、新しいマンションが近隣にでき、旧住民の方たちと新

住民の方々との意識の違いが感じられるようになってきた。全体的な話につい

ては、出席率は低めであるが、その中身を工夫して、我が子に関わるような内

容とか、子どもと一緒にやる・子どもと一緒に協力してやるなどの方法をとる

と、親の参加率がぐっと違ってくる。時間帯についても、親が稽古事をしてい

る等のサイクルを考えて時間設定をしなければならない。そういう諸々の工夫

をしないと、今は人を集めたり、親が参加したりという意識を高めることがで

きない。それは社会的な活動にも同じことが言えると思う。年代層や対象とす

る層をよく工夫して、いろいろな生活習慣や考え方を分析した上で、どういう

施策をとっていくのか考える必要があると感じる。 

 

諸橋副会長    先程もあったように、役所側が旧態依然たる方法政策で、一発広報誌を出せば

届くんだ、あるいは届かなきゃしょうがないんだという感じではなく、作り手

側のスキルとして、きめ細やかに対象者を見ていくという部分が必要であると

思う。市民の多様な人たちの分析が我々の側には足りず、それで「来ない」と

言っていても仕方がない。 

 

渡井委員      今まで私たちの子育て期は、幼稚園や保育園や学校に行き、子どもを通して

の友達・付き合い・PTA の役員をしてきたが、今の若い方たちを見ていると、

インターネット等で情報を得て、自分の関心のあるもの・興味のあるもの・ま
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してや子どもに直接返ってくるものを自分で探せる。私たちの時には、幼稚園

や学校に行って、そこで親も子どもも友達になる場であった。でも今は、イン

ターネットで本当に自分の関心のあることだけで動いているようで、地域で仲

間作りをするというより、自分の関心ごとで動いているということが多いと思

う。私たちの子育ての時とはずいぶん違う。 

 

諸橋副会長    子どもや地域を通じてのネットワークで、大人の人間関係が広がっていく時代

ではなくなった。 

 

柴田委員      今、子どもたちは非常にコミュニケーションが取りにくくなっている。親し

い子どもとは親しい会話はできるが、全体でとなると難しい。孤立化傾向にあ

る子どもも中にはいる。それは子どもの世界が特別なのではなくて、おとなの

世界がそのまま子どもにも影響しており、数十年前に比べると大きく変化して

いるとの印象を持つ。「共に手を携えて」ということが困難になってきている

時代であるとも感じる。 

 

諸橋副会長    まさに社会状況のことを考えることと、双方の啓発が上手くいかないというこ

と。でも、それを嘆くだけではなくどうするのか。 

 

根岸委員      先日、テレビで北海道の旭動物園の特集を観たが、潰れる寸前で閉鎖も余儀

なくされていたという状況だった。引き受けた園長は、ここをどうしたらいい

かと考えたとき、視点が２つあった。１つは見る人の立場に立った経営をする

こと。そのためには今までは遠くで柵のある所から見ていたけれども、そうで

はなく、子どもたちは目で確かめて手で触れたいんだと。危険はいろいろある

が、その柵を取った。もう１つは、動物もお魚も全て動いているので、ただ遠

くから眺めているのではなくて、それを目で確かめたいということでトンネル

を作った。そこで魚が活動している動きを、本当にもう感動を持って見ること

ができるようにした。それで今は全国で一番参加者が多くなった。他にも専門

教育をつけた人をそれぞれ置いたという考え方に関心した。ただ、「やりまし

た」「こうしています」「ああしていいます」ではなく、受け取る側の視点に立

ってものを考える、企画運営をしていくということが大切だと感じた。 

 

諸橋副会長    当市の具体的な施策について、それぞれの評価が細かく入っているので、もう

一度ご覧いただき、こういう現状だとか、ここはまだ進んでないということが

あれば、ぜひまたご意見等をいただきたい。 
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（３）わこうプランの体系案について 

 

―――― 資料 8説明 ―――― 

 

 

諸橋副会長    比較的新しい言葉も出ている。基本理念の６つは条例に基づいているものなの

で、そんなに大きく変えることではないだろうということ。目標は前と同じ。

主要目標がそれに合わせて少し文言が変わるが、条例の文言を活かしている。

右側の政策キーワードは、リプロ・メディアリテラシー・ＤＶ・次世代育成等

今まではなかった言葉が入る。これについては、今日はどんな検討をすればよ

いか。 

 

事務局       今回の審議会の意見を集約し、素案的なものを作りたいと考えているので、

率直な意見をいただきたい。 

 

諸橋副会長    旧プランと見比べながら、少し新しくなっているとか、もっとここに入ってい

るのは新しいほうがいい等の意見をいただきたい。例えば、この前はアスベス

トの問題が出ていたが。 

 

根岸委員      今までのわこうプランと比べて、基本理念等は実態調査を踏まえての変更な

のでいいことだと思う。基本目標の「男女平等の意識をつくる」内で「学校に

おける男女共同参画」とありますが、これは学校だけではない。推進は「学校

における」が主要目的になるのか。また、「男女平等教育の推進」をみると、

こちらに「学校における男女平等教育の推進」が入っているがこれは社会全体

ではないか。例えば「男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実」といっ

た表現がいいのではないか。 

次に「男女がいきいきと暮せる環境作り」の施策キーワードで、これは評価

の項目と似ていると思いながら読んだが、女性の経済的地位の向上ということ

は確かにあると思いますが、実態調査で、子育ての経済的負担が大きいという

のが 74.6％を占めている。施策として拾う必要があるのではないか。それには、

どういう支援のあり方があるか分からないが、具体的に実態調査で半分以上の

人がそういうことを求めていることを見取ってほしい。 

          「生涯を通しての健康支援」の施策キーワードで、高齢化社会を迎えて高齢

者がいきいきと生活できる支援を入れてはいけないか。子どもを育てるための

支援は随所に出ているが、高齢化社会を迎えているので。 

          また、「男女共同参画のまちづくりを進める」の施策のキーワードで、「女性

の積極的登用」について、管理職への登用と並行して加えると問題があるなら

別だが、実態調査の結果から入れてほしいと思っている。 

          最後に「国際社会の平等、開発、平和への貢献」の施策キーワードで、「男

女共同参画視点に立った国際交流の」についてはこれだけだろうか。国際交流

として協力していく必要があると思うので、「協力」をここに入れて、「国際交

流の推進・協力、国際交流の推進」にしてはどうか。 
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諸橋副会長    施策のキーワードはもう少し実態調査を反映させて、いくらでもまだここに入

れるネタがある。例えば高齢者の問題、国際交流や国際協力の問題、あるいは

地域事業所の問題等。これについては、市民意識調査を反映させているのか。 

 

事務局       市民意識調査と審議会の意見になる。あと、国の動きも参考にしている。 

 

諸橋副会長    今指摘があったように、育児介護の時に職場がなくなる不安をどう解消するか、

調査にあったように、地域事業所がこんなにあるのに、女性の雇用が少ないの

でもっと積極的な働き掛けをしていくとか、高齢者がいきいきと生活できるよ

うにとか、もう少し加えられるかと思う。他にはあるか。 

 

細尾委員      「リプロ」「生涯を通した健康支援」「妊娠・出産などに関する支援」は、両

方に入れるということか。 

 

事務局       健康支援と権利の尊重は分けている。 

 

諸橋副会長    上は権利ものということで浸透させる意識問題として捉え、下は実際に具体的

にと言うか、環境作りのためのものだと。中身的には重なるが、上は意識作り

ということで、下はリプロの実践と考えればいい。 

 

渡井委員      これは人権のほうに持ってきてもいいのではないか。 

 

細尾委員      妊娠・出産に関する健康支援と特化するならば、健康対策という曖昧な表現

ではなく、高齢者の健康支援として何が必要かということで、運動療法みたい

なことでもいいので、もう少し具体的な方法やキーワードがあればと思う。 

 

諸橋副会長     健康対策というのは、大雑把だと思う。 

 

細尾委員      心の健康支援も、心だけではないと思う。 

 

諸橋副会長     他はあるか。 

 

阿南委員      「男女平等を支える意識を作る」で、主要目標の「女性に対する暴力の根絶」

だが、「女性に対する」とくくっていいのか。例えば「相互間」とか「夫婦」

とか、あるいは「相互間による暴力」という言い方のほうがいいのではない

か。ただ、アンケートによると暴力はなくても暴言ということもあるようだ。 

 

諸橋副会長    これは「女性に対する」ということで行くかどうか。これは次の 11 月の時ま

でに資料になりますか。もう少し話し合う余地があると思うが。 

 

事務局       もう一度これを検討してもらうことはできる。 

 

諸橋副会長    今日は時間的なこともある。また、これは私たちの最終的なテーマに関わるの

で、もう少し吟味したい。ただ、今のところは言いっぱなしで構わない。もう

一度、今出た意見と実態調査やその他のものも入れて資料を作ってもらう。あ
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と、ジェンダー資料、静岡市の評価資料ということだが、これは考え方がおも

しろそうである。これも活用できると、評価及び今後の施策のヒントになるか

と思う。 

 

渡井委員      意識調査の中で p.63 問 25「あなたが重要だと思う取り組みはどれですか」

について、「男性向けの講座」「相談機能の充実」で 30 歳代男性のポイントが

高い。これは講座・相談機能のどちらが多いかは分からないが、ここにポイン

トがあるということは、男性で相談したいけれどもできないと思っているとい

うことなのか自分の中でチェックしている部分なのだが。 

 

諸橋副会長    これは特徴的である。それから、女性は圧倒的に 20～50 歳代にかけて就労意

思が高い。このあたりの課題が施策のヒントになる。それでは、今日いただい

ている議題はとりあえず全て取り上げましたが、資料８に関しては次回にもま

た少し揉むということになる。一応、次の会議は 11 月に予定されているが、

前回の会議では 11 月の日程を決めていなかったので調整する。 

 

―――― 日程調整 ―――― 

 

諸橋副会長     次回は 11 月 29 日（火）、午後１時からとする。 

 

閉会 

 


