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平成 30 年度第 1 回浜松市男女共同参画審議会 会議録 

 

 

1 開催日時   平成 30 年 6 月 15 日(金) 午前 10 時から午後 0時まで 

 

2 開催場所   浜松市役所 本館 8階 第 4委員会室 

 

3 出席状況 

（1）出席   犬塚協太委員、杉島章弘委員、鈴木由貴委員、谷口卓委員、 

平口良子委員、谷野富久恵委員、山下正剛委員、山本みさ子委員、 

                 吉林久委員 ※50 音順 

（2）事務局  山下昭一市民部長 

        鈴木江利子ＵＤ・男女共同参画課長、 

近藤雅訓ＵＤ・男女共同参画課長補佐、 

清水幸則共同参画グループ長、河合多恵子ＵＤ推進グループ長 

森田毅彦主任、池田真梨子主任、近藤道子 

 

4 傍聴者    ３人（一般：１人、記者：2人） 

 

5 議事内容 （1）平成 29 年度主要事業の報告について 

（2）平成 30 年度事業計画について 

（3）浜松市男女共同参画計画事業評価について 

 

6 会議録作成者 近藤道子 

 

7 記録の方法  発言者の要点記録（録音の有無：有） 

 

8 配付資料 （1）次第 

      （2）平成 29 年度主要事業の報告 

（3）平成 30 年度事業計画（共同参画グループ関係） 

      （4）浜松市男女共同参画計画後期（平成 25 年度～平成 29 年度） 

         事業評価（最終年度：平成 29 年度） 

 

9 会議記録   次頁以降のとおり 
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１ 開会 

清水Ｇ長 

 第 1 回男女共同参画審議会を開催する。 

 
２ 委員委嘱 

清水Ｇ長 

山下市民部長から、新たな委員への委嘱書交付を行う。 
 ＜委嘱書の交付＞ 

 

３ 新委員紹介 

清水Ｇ長 

＜新委員の自己紹介＞をお願いする。 

 

４ 部長あいさつ 
山下市民部長あいさつ 

 

５ 職員紹介 

＜ＵＤ・男女共同参画課職員自己紹介＞ 

 

６ 会長あいさつ 

 犬塚会長あいさつ 

  

７ 議題 

（1）平成２９年度主要事業の報告について 

犬塚会長 

議題（1）の平成２９年度主要事業報告について、事務局から説明をお願いしたい。 

清水Ｇ長 

＜平成２９年度主要事業報告＞の説明 

犬塚会長 

ただいま事務局から平成２９年度主要事業報告について説明をいただいた。何か、ご

質問、ご意見等はあるか。 

平口委員 

 ２ページに「刊行物表現適正支援事業の件数が６件」とあるが、内容はどのようなも

のか。 

清水Ｇ長 

庁内で発行する刊行物のイラスト等のチェックをしている。例えば、家事をするイメ

ージとして女性のエプロン姿や、色について言えば「男性はブルー、女性ならピンク」

といった固定的な表現になっていないか等、男女共同参画の視点から意見を述べる。 

平口委員 

 言葉のチェックというより、目にするもののチェックか。 
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清水Ｇ長 

 主には挿絵のチェックになる。 

吉林委員 

５ページの「はままつ働く女性の活躍応援ネットワーク」の参加者は、どのような業

種の方か。偏っていては裾野が広がらないと危惧する。 

清水Ｇ長 

 募集を掛けた時に手を挙げてくれた１２社である。金融機関、製造業、社会福祉法人、

生命保険会社、農業協働組合、社会保険労務士事務所等である。 

吉林委員 

 ２０１６年の浜松市の正社員と非正社員の調査データによると、卸小売業、飲食業、

宿泊業において正社員の割合が２０％台と少ない。それに比べ金融業は７０％くらいで

ある。正社員と非正社員の問題の捉え方、意識の違いがあると思うので、底辺を広げる

ためにもいろいろな業種が参加することが望ましい。 

山本委員 

 「パートナーシップ委託事業」についてだが、情報誌「ハーモニー」の原稿作成が、

なぜ委託事業になっているのか。 

清水Ｇ長 

 行政が作ると固いイメージになりやすい。市民目線で身近な冊子としたいので業務委

託にしている。 

山本委員 

 他の提案事業は、自分たちの専門性を活かして手を挙げている。「ハーモニー」の原

稿作成も、男女共同参画に関わる専門性をもった団体が原稿を作成しているのか。 

鈴木課長 

 「ハーモニー」の原稿作成を募集している。原稿を作成した団体は、男女共同参画の

視点で活動している団体である。市民感覚、市民目線で市民に分かりやすく伝えること

を目的に、委託している。 

山本委員 

 これからも、同じ方法で行うのか。 

鈴木課長 

 今年も同じように募集をして、応募のあった内容について課内で選考会議を行う。 

山本委員 

 「ファシリテーターズ静岡」が行った事業の参加数が１，０３９人、それに比べ「マ

マジョブネット」が行った事業の参加者は５人ということだが、この人数の差について

どのように考えているのか。 

清水Ｇ長 

 「ファシリテーターズ静岡」の事業は、小中学校を対象にした男女共同参画の学習会

なので人数は多くなる。「ママジョブネット」の事業は、計画の段階では対象人数はもっ

と多く募集をかけた。しかし、結果的に５人になってしまった。 

鈴木課長 

 男女共同参画をテーマにする事業は集客が難しい。その点、出かけていく事業は、そ



4 

こに人が集まっているので集客としての課題はない。 

犬塚会長 

 参加人数については、その事業の性質、目的、形態により単純に比較はできない。学

校教育の現場では生徒を動員する事業なので、人数は多くなるのが当然である。むしろ

人数が少なかったが、効果的な成果が出たかどうかが評価の問題である。 

情報誌「ハーモニー」の発行の主体は市役所か。 

鈴木課長 

 主体は市役所で、原稿作成と編集をお願いしている。 

犬塚会長 

 原稿作成と編集を委託しているところは、よくあることなので問題ないが、他の５つ

の委託事業は市民側が主体的に自由にテーマを決めている。情報誌「ハーモニー」の委

託は、決まっている市の事業であり、一つの同じ委託事業の中に入っているのはどうな

のか。つまり、企画段階から自発的に行う事業と決まったテーマの事業の選考が同じ枠

の中で良いのか。単独で募集をかけて選考した方がよいのでは。 

鈴木課長 

 パートナーシップ委託事業は、団体の特性を発揮した企画提案を採択している。しか

し「小中学生のための男女共同参画学習」と情報誌「ハーモニー」については、テーマ

を設定して募集している。今年は市が全てのテーマを設定して、募集をかけている。 

杉島委員 

 パートナーシップ委託事業の「小中学生のための男女共同参画学習」は、いつ頃開催

されたのか。というのも、６月の「男女共同参画週間」があまり認知されていない。そ

こで「男女共同参画週間」を皮切りに浜松市独自の取組を検討したらどうか。例えば週

間中に学校を休みにして、運動会を開催し、保護者、地域の人が参加することを推奨し

たり、働く人に向けて有給休暇取得を奨励したりして、「男女共同参画週間」をうまく活

用して、浜松市が独自に効果的な啓発を行う余地はあるか。 

鈴木課長 

 「小中学生のための男女共同参画学習」は、１０月に１回、１１月に４回、１２月に

１回、２月に１回開催した。「男女共同参画週間」の取組は、現在パネル展示を行ってい

る。市民を巻き込んでの企画等、今後については課内で協議する。 

杉島委員 

 推進事業の委託に関して日付が記載されていないので分からないが「男女共同参画週

間」に合わせた取組をするといいと思う。 

犬塚会長 

 「男女共同参画週間」に合わせて全国的にも、県内の自治体もいろいろな事業を行っ

ている。かつては大学生や関係女性団体等に協力してもらい、朝の通勤時間に合わせ、

駅で啓発グッズを配る街頭キャンペーンを何年か行った。今は予算の関係でできなくな

ってきた。しかし、その時にマスコミが注目してくれて、毎年必ず取材があり、ニュー

スや新聞で取り上げられ、情報の広がりがあった。今も同じ事業を行っているのは、島

田市である。 

また休暇取得に関してだが、厚生労働省が学校や事業所に協力してもらい、休暇の時
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期をずらして親子で一緒に何かするという取組を推進している。祭りや地域の特性を活

かして休暇取得を奨励しているところがポイントである。静岡市も３年続けて行ってい

る。秋の大道芸の時期に休みを取るように事業所に働きかけている。啓発に関しては様々

なやり方があるので参考にしていただきたい。 

鈴木課長 

 浜松市も平成２８年度には、浜松男女共同参画推進協会の方の協力を得て、浜松駅で

街頭広報を行った。実施した時間が悪かったのかあまり手ごたえを感じなかった。平成

２９年度は、ワーク・ライフ・バランス等推進事業所の表彰式をこの週間に実施したほ

か、遠鉄バスの電光掲示板にこの期間が「男女共同参画週間」であることや、国が選考

して決めたその年のキャッチフレーズを情報として発信している。報告書に書き足りな

かったが実際はこのようなことを行っている。 

谷口委員 

 「パートナーシップ委託事業」の「ママジョブネット」の参加数が少なかったことに

ついてもったいないと思ったので感想を述べる。幼稚園は子供達を保育することと、そ

の保護者がネットワークを作り、育児に自信を持たせる目的もある。このような事業は、

幼稚園に出かけて行き実施することが大事である。 

鈴木課長 

 ちらしを作ってどのように発信していくか、情報の発信の仕方が課題になっている。

子育てをしながら働きたい、という人の潜在意識が高いという調査結果が出ている。 

 

（2）平成３０年度事業計画について 

犬塚会長 

議題（2）平成３０年度事業計画について事務局から説明をお願いしたい。 

清水Ｇ長 

＜平成３０年度事業計画について＞の説明 

犬塚会長 

平成３０年度事業計画について、何かご意見、ご質問はあるか。 

谷野副会長 

昨年に続いての事業と新規の事業、制作物を紹介してもらったが、幅広く情報発信を

していかなければならない。戦略的に、個人や企業にどのように発信していくのか。 

鈴木課長 

新しい事業として、ワーク・ライフ・バランス等推進プロジェクトを実施する。昨年

「ＮＡＯＴＯＲＡ女性サミット」を開催して「男性も女性もそれぞれの責任を果たしな

がら自身の望む仕事と生活のバランスをとるための行動をしましょう」という行動宣言

を行った。これに合わせて、女性だけではなく、男性も巻き込んだものに事業展開をす

る。「ワーク・ライフ・バランス等推進事業所認証事業」の取組事例を広く普及させるた

めの事例発表を組み入れている。休暇取得促進ポスターの作成も行っていくこととし、

プロジェクトに参加した企業へ配布しようと考えている。なるべく裾野を広げることが

大事で、繋がるような事業展開を目的としている。 
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谷野副会長 

ホームページ等にアクセスして情報を取り出せるしくみはあるか。 

鈴木課長 

 今は、既存の「男女共同参画」のテーマから入って個別の事業のページに行くしかな

い。特設のサイトはない。 

谷野副会長 

 委託先のあいホールのホームページにリンクさせて、目に入る情報の機会を多くして

いただきたい。 

鈴木課長 

 現在、あいホールのホームページとはリンクしている。 

山本委員 

 昨年の行動宣言を受けて新しく事業を展開するということだが、どのような内容か、

具体的に知りたい。 

鈴木課長 

 プロポーザルにより事業提案を受け事業を行っていく。これまでは「はままつ働く女

性活躍応援ネットワーク」のように女性だけをターゲットにしたものが多かった。女性

だけがネットワークを作り、お互いを意識しながらロールモデルを目指し、継続就労を

狙ってきた。しかし、女性自身から「自分達だけでは変わらない」という声があった。

「ＮＡＯＴＯＲＡ女性サミット」の基調講演でも、働き方改革があってこそ女性活躍に

繋がるというお話をいただいた。今年度から大きく変えるのは、男性も巻き込んだ事業

に変更していくという点である。女性はもちろん男性の管理職、あるいは経営者層に届

くような事業にしている。まずは、経営者層が集まる全体会で「なぜ働き方改革、ワー

ク・ライフ・バランスが重要なのか、経営戦略となっているのか」ということについて

講演会を開催する。個別に女性管理職を育成していくプログラム、併せて男性女性双方

で受けるプログラム、また、ワーク・ライフ・バランスはどんなことをしたらいいのか

分からないという声があるため、ワーク・ライフ・バランス等推進事業所認証事業にお

ける表彰事業所の取組事例を紹介するなど、一つのプロジェクト事業として行っていく。 

犬塚会長 

ある時期に集中してフェスティバル的に行うのか、年間を通して行うのか。 

鈴木課長 

年間を通して複数回行っていく。 

犬塚会長 

主に経営者層や管理職層をターゲットに集客を図る事業になるのか。 

鈴木課長 

そのとおりである。 

吉林委員 

男女共同参画社会の実現は、男性の意識改革ともいえる。そこで男性に的を絞った講

座を開いて意識改革の一助に寄与してくれたらいい。静岡県でも「男性リーダー養成講

座」を行っている。 
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鈴木課長 

浜松市でもあいホールで男性を対象にした複数回の講座を行っている。男女共同参画

を理解しながら家事参画や、フォーラムに関わりながら男女共同参画を学ぶというもの。

毎年定員に達する好評な講座である。 

杉島委員 

新規事業の人的、予算の規模は「働き女子のナイトミーティング」を１とした場合ど

のくらいになるのか。 

鈴木課長 

１.２倍弱である。 

杉島委員 

男性にフォーカスを当てることは分かる。管理職だけでなくあらゆる角度から意識改

革を行っていかないと変わらない。直近で困っている男性に向けて「働き女子のナイト

ミーティング」のような講座を行ったらどうか。来期以降検討していただけたらよい。 

鈴木課長 

杉島委員がイメージしている対象は、働く２０～３０代か。女性の場合、継続就労を

一つの目的としているが、男性のテーマも働き方か。 

杉島委員 

若い２０～３０代である。これから若い男性が受難の時代になると「ＮＡＯＴＯＲＡ

女性サミット」の基調講演で言われていた。会社では生産性を高めることを求められつ

つ、家庭では良い夫、父親を求められる。昨今、若い男性がライフデザインとして、将

来を描くビジョンを持ちづらくなっていると感じている。行政がそこにスポットをあて

てあげると良い。 

鈴木課長 

キャリアデザインが重要なことは認識している。委託事業で大学生を対象にキャリア

デザインを描く講座を開催している。男性は家事や育児をイメージしながら、二人で働

くと生涯賃金はどのくらいか、自分がどう生きていきたいかなど、学生のうちから考え

てもらう。社会人にシフトしたものはない。 

杉島委員 

社会人になってしばらくして、家庭を持ち始めた頃、現実とのギャップに苦しむ人達

が多いので取り組んでほしい。 

犬塚会長 

これからそのようなニーズは、ここ１０年くらいの間に急激に高まると思う。今が過

渡期で、日々接している学生が５年前と違っている。今までは、就職してしまうと仕事

を中心に自分の目的や欲求をあきらめ妥協するタイプの人が多かったが、今の２０代前

半から下の男性は、自分の欲求を強く持って現実とのギャップに苦闘する男性が増えて

くるだろう。そういう男性に特化した取り組みも将来的に必要になってくるだろう。 

平口委員 

ワーク・ライフ・バランスの意識の醸成には、経営者の意識変革が先決だと感じる。

早く推し進めるためには、経営者や管理職に向けて研修や講習を強力に行ってほしい。 
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犬塚会長 

 新規事業の目的に合致する。経営者や管理職の層をいかにこの企画に動員していくか

が重要で、様々な関係団体、経営者団体の協力を仰ぐことが必要だ。 

杉島委員 

「障がいを持った方」を対象にした男女共同参画推進の事業は、あるか。 

鈴木課長 

現在、障がい者向けの事業はない。ユニバーサルデザインの事業も意識啓発が主であ

る。 

杉島委員 

ワーク・ライフ・バランスを考えた場合、ダイバーシティは欠かせない。国の法律で

は、一定規模の事業所に対し、障がいを持った方の一定割合の採用を義務付けている。

障がい者を加味したワーク・ライフ・バランス推進の流れがくると思う。 

鈴木課長 

ワーク・ライフ・バランス等推進事業所の評価をする際に、障がいのある従業員に対

してどのような支援や配慮を行っているかを確認している。 

犬塚会長 

課がユニバーサルデザインと一つになったということだが、ＬＧＢＴについての施策

は含まれているか。 

鈴木課長 

ＬＧＢＴについては、「ＵＤ・男女共同参画提案事業」の中にテーマとして入れた。ユ

ニバーサルデザインという理念の中で取り組んでいく予定である。 

 

（3）浜松市男女共同参画計画事業評価について 

犬塚会長 

議題（3）浜松市男女共同参画計画事業評価について事務局から説明をお願いしたい。 

清水Ｇ長 

＜浜松市男女共同参画計画事業評価について＞の説明 

犬塚会長 

浜松市男女共同参画計画事業評価について、何かご意見、ご質問はあるか。 

谷口委員 

 「引き続き」という言葉は、成果が上がっている時に使うものだと思う。効果が下が

っているときは、「これこれこうしましょう」となる。しかし、これだけ会議を開いて分

析して施策を行っているにもかかわらず数字が悪く出るのは、アンケートに答えた人た

ちの満足度の意識が高くなったからであると考える。その人たちに応じた評価を考え、

手を打った方がよいだろう。 

鈴木課長 

 ご指摘の通り、どの状況でも同じ言い回しの「引き続き」になっているので、今後の

評価において、参考とさせていただく。 

吉林委員 

 全体像としては、「各論では前進しているが、総論ではまだまだである」ということ
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だと捉えた。 

犬塚会長 

評価の表現を書き方を含めて考えたらよい。 

杉島委員 

 ６ページの「男性の一日の家事関連平均時間」の現状値の単位が小数点となっている

ので、実際の分析は増えているという解釈ではないか。 

犬塚会長 

単位を「小数点」にするか「分」にするか、揃えた方が比較しやすい。念のために調

べてほしい。その間に他の意見はあるか。 

谷野副会長 

「浜松市市民アンケート調査」における「不満度」が最も高かったのが２０歳代との

結果だが、詳細なデータはあるか。 

清水Ｇ長 

 理由については、アンケートの項目に無いのでデータはない。 

谷野副会長 

求められる価値観等が変わってきているので、不満の理由が炙り出されるようなアン

ケートなら対策が取りやすい。 

犬塚会長 

 調査の質問の仕方が気になる。「満足」や「不満」の理由が分からないので、内容の分

析ができないため問題がある。「不満」の解釈だが、「自分が望んでいる施策をもっとや

ってほしいのにやっていない」という評価とも、逆に、「この施策はやってほしくないの

にやっている」というマイナスの評価とも、どちらにもとれる。事業に対する解釈もい

ろいろある。もっとやってほしいのに足りないという不満もあるし、やり過ぎだという

不満もどちらも同じ不満に入ってしまう。理由が分からないと、分析して施策に反映で

きない。「若い世代の人の不満が強いかと思うと高齢者の人も不満も強い」と斉一的な傾

向が見られない。これは、理由を聞かないと分からない。今後も同じ質問文の聞き方を

するのか。 

清水Ｇ長 

満足度の調査は、設問が２１項目あり、いずれも１～５番の数字を選択して回答をす

る。理由については、書く欄がない。実施しているのが他課になるが、質問方法を改善

できるか検討する。 

犬塚会長 

今後検討いただけたらよい。先ほどの数字はいかがか。 

鈴木課長  

 杉島委員のご指摘の通りで、後日文書で訂正する。 

杉島委員 

 分析の結果、文言が変わるということか。 

鈴木課長 

 そうである。 
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犬塚会長 

 質問の仕方、調査方法に問題があると思うので、今後検討をしていただきたい。 

鈴木課長  

 「市民アンケート」について補足をさせていただく。広聴広報課で年１回行っている

広聴活動の一環である。平成２９年度は、戦略計画と関連付けた印象を与えたことで、

この設問に限らず全ての設問に関して満足度が減少したことが報告された。今後の「市

民アンケート」については、審議会からご意見をいただいたと伝えることでしか対処で

きない。 

犬塚会長 

 質問を変えているのに同じように比較するのは、調査論的に無理がある。それならば、

男女共同参画課において裁量のできる、比較できる事業評価にとどめておいた方がよい。 

鈴木課長 

 昨年ご意見があり、当課が主体的に行っているアンケートについては「どちらともい

えない」という項目を外して、イエスかノーかで回答してもらっている。当課でできる

ことについては変えている。次の計画においては、この指標は使わず、対比ができる指

標に変えていく。 

平口委員 

 事業計画の一つに父親が小さい子供の自主性をもっと重んじて子供のことを理解で

きる講座を入れていただきたい。そうすれば父親の家事・育児参画が進むのではないか。 

鈴木課長 

 初めての出産を控える夫婦を対象とした「はじめてのパパママレッスン」や、次世代

の子供達に向けた「乳幼児親子のふれあい体験」などを実施している。育児をしている

男性を対象に、子育て部門に講座等があるか、調べて報告する。 

犬塚会長 

 最近は、市が直営でなくてもいろいろな講座を当事者団体とコラボして開催している。 

 

8 その他 

犬塚会長 

 その他について、事務局からお願いしたい。 

清水Ｇ長  

次回の審議会は、１２月頃を予定している。日程は、通知でお知らせする。  

 

9 閉会 

犬塚会長 

 以上で本日の議事を終了する。 
清水Ｇ長 

 以上をもって、本日の会議を終了する。 


