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   第 34回（平成 28年度第２回）米子市男女共同参画推進審議会議事録 

  

開催日時 平成 29年２月 16日（木） 午前 10時から正午 

開催場所 米子市役所本庁舎 ３階 第２応接室 

出席委員 ９人 

 大國委員、片岡委員、片山委員、杵築委員、武永委員、谷本委員、中井委員、 

新田委員、山田委員 

欠席委員 ３人 

安東委員、神坂委員、山根委員 

事 務 局 長井市民人権部長、的早男女共同参画推進課長、舟木課長補佐、能登主幹、 

矢倉主幹 

  

日  程 １ 開会 

２ 市長あいさつ 

３ 第３次米子市男女共同参画推進計画の諮問について 

４ 会長あいさつ 

５ 議事 

（１）米子市男女共同参画に関する市民意識調査について 

（２）第３次米子市男女共同参画推進計画の策定について 

６ その他 

７ 閉会 

  

開  会 （午前 10時） 

的早課長 皆様こんにちは。本日は、お忙しいところご出席いただき、ありがとうござ

います。ただ今から、第 34 回（平成 28 年度第２回）米子市男女共同参画推進

審議会を開催いたします。 

開会に先立ちまして本日の出席状況ですが、米子市男女共同参画推進条例の

規定により、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができないこと

となっておりますが、本日は委員定数 12名のうち、９名の方がご出席ですので、

ご報告させていただきます。欠席は安東委員、神坂委員、山根委員です。 

それでは、まず最初に米子市長 野坂康夫がひと言ごあいさつを申し上げま

す。 

野坂市長 （あいさつ） 

的早課長 次に第３次米子市男女共同参画推進計画について、野坂市長から片岡会長に

諮問させていただきます。 

野坂市長 （諮問） 

的早課長 続きまして、会長の片岡佳美委員にごあいさつをお願いします。 

片岡会長 （あいさつ） 

的早課長 ありがとうございました。誠に恐れ入りますが、市長は公務の都合上、ここ
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で退席させていただきますので、ご了承願います。 

能登主幹 （配布資料確認） 

片岡会長 これより議事に入ります。まずはじめに、議事（１）の米子市男女共同参画

に関する市民意識調査についてですが、事務局から説明をお願いします。 

能登主幹 （男女共同参画に関する意識調査報告書（案）について説明） 

片岡会長 ありがとうございました。なお、この報告書とは別に概要版も作成される予

定となっているようです。今日はみなさんにこの報告書（案）を見ていただい

て、意見などを伺って修正すべきところは修正して完成させていきたいと思い

ます。また、第３章の調査結果のまとめには、できれば審議会のみなさんの意

見をもとに、結果だけではなくてもう少し踏み込んだ提案などを載せていけた

らと思っています。それでは、調査結果のまとめについてそれぞれの項目を見

ていきたいと思います。まず、家庭での役割分担についてですが、何かご意見

などはありませんか。 

武永委員 総論として男がしっかりしなければいけないと感じられ、もっと男性が協力

していかなければいけないというのは啓発していかなければいけないが、それ

以前に、子どもの時から調理に限らず、家庭の仕事をするのが当たり前のこと

としてあれば、大人になってからも身につくのではないかと思います。 

片岡会長 子どもの世話をお母さんが何でもしてしまって、結局何もできない子どもに

なってしまうというのが危惧されるところですが、それを続けているとますま

すこの結果の女性が家事をするというのがなくならないのではないかと思いま

す。そういうところも考えていくことは賛成です。子どもの家事についても盛

り込めたらと思います。 

新田委員 最後のところで、女性自身が変わってないじゃないかという文面があります

が、そういう認識というのは高齢者が高いのか、若い人が高いのか、といこと

を考察することが必要なのではないかと思います。若い人が高いのならばそれ

に対して何をしていくのかということが課題になると思います。女性自身が変

わっていかなければ男性も変わらないというと男性に対して失礼ですが、それ

が当たり前になっているのならば、女性がどれだけ変わっていけるのかが大事

なところではないかと思います。これは家庭内だけでなく、職場でもそうだと

思います。 

片岡会長 14ページに年代別の比較が出ていますが、それを見ると、満足しているとい

う割合が高いのは高齢者と 20 代、20 代はまだ結婚していなくて親元で生活し

ている可能性がある年代ですが、満足度が下がってくるのは中年層です。その

あたりにも敏感になるようなまとめ方にするのもいいかもしれません。 

大國委員 私も、満足感という言葉に違和感があって、私の周りでは満足している人を

見たことがありません。結局ご主人がこれをするから私がこれをするというこ

とで家事をしているので、積極的に誰かがしてくれるのならばその方がいいの

で、不満を持っていないということがイコール満足感があるとは言えないと思

います。 
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片岡会長 回答者が満足していると回答しているからそのように書かれていますが、年

代別に見ていくと 40～50 代では満足していないとはっきりと回答している人

も増えているので、そちらの方にも目を向けたまとめ方がいいのではないかと

思います。 

中井委員 年齢が高くなればなるほど回収率が高いということになると、その高い年齢

の方たちの考え方が反映されるということがあります。そうすると、従来の男

女の役割を踏まえたものが高齢者に多いので、回収の結果で満足ということに

なるかもしれません。私が気が付いたのは男性と女性の意識の差、その落差が

問題ではないかと思います。 

新田委員 女性は手伝ってもらっているという意識がある、逆に男性は協力していると

か手伝ってやっているという意識があって、それで手伝ってもらっているから

満足しているということもあるかもしれません。 

片岡会長 もう少し踏み込んで、女性の中の中年層というところを見たらもっとはっき

りわかるかもしれませんので、表の中には書き込めないかもしれませんが、書

けたら書きたいところです。 

谷本副会長 男女の認識の違いということでは、家庭での話ということになると独身の家

庭とか男性だけ、女性だけの家庭などいろいろな家庭が入っているから完全な

裏返しにはならないと思います。そういう意味でははっきりと言い辛いところ

がありますので、なかなか難しいと思います。それとせっかく何年かごとにや

っている調査ですので、最後のまとめの中にも前回との比較があった方がいい

のかと思います。 

片山委員 まとめのところでは年代別で分けた方がいいものについては年代で分けて傾

向を書いておけばいいのではないかと思います。そういうまとめ方があっても

いいと思います。 

片岡会長 このまとめのところでは年代別についてもまとめることを検討したいと思い

ます。それと、表を見るときに、いろいろな世帯構成があってそれがまとまっ

た上での分析結果だということも踏まえてどう言えるのかということも文面か

ら見てて来るような工夫が必要ではないかと思います。ただ、結論としては相

変わらず家事は女性の仕事で、むしろ不満だという声があまりないのが不思議

な感じがします。子育てやしつけもそれほど女性の仕事ばかりに見えないんで

すが、もしこれを子どもの世話という言い方をしたらまた違うのかもしれませ

ん。それでは、次に子育て、介護についてですが、何かご意見などはありませ

んか。 

新田委員 育児休業についてですが、育児休業を利用しなかったのはどちらかというと

意識の問題であることが考えられるということはどういうことでしょうか。私

の周りでは、育児休業を取りたくても取れなかったという人が多くて、特に経

済的な問題も含めてですが、ということもあるので、女性が取らなかったのは

仕事をしていなかったからだというのが多いので、それじゃあ仕事をしている

人たちのところがどうだったのかというところです。 
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山田委員 育児休業を利用しなかった理由というのは、少なくとも年代別にしなければ

いけないと思います。40～50代の方は利用したかったけれども利用できなかっ

た、逆に 20～30代の方は実際利用できているかもしれないということで、ここ

の理由に関しては世代で分けないと、社会の制度も違っているので、ひとくく

りにするのは無理があると思います。 

片岡会長 確かに今回の回答者の年齢比率は 60～70代だけで 500人以上になってしまっ

ていて、その人たちのウェイトが反映されてしまいます。 

武永委員 それに合わせると、16 ページに問 11 のグラフがありますが、職場に育児休

業制度がなかったというのは時代の違いでなかったということになりますね。 

片岡会長 これの分析の方は 20代、30代、40代、もしかしたら 50代もいれて、そこだ

けで分析しなおしてみるとどうなのかというところです。 

武永委員 職場に育児休業制度がなかったということを考えると、現在の米子市の事業

所で今でも育児休業制度がないところがどれぐらいあるのかということも気に

なります。パートタイマーなどはないのではないでしょうか。 

新田委員 パートタイマーの人でも育児休業制度はあるんです。それを事業主が守って

いるのかということを言えることも知らない人がいます。労働基準法でそうな

っているのだから、パートの私でも育児休業を取る権利があるんですとわかっ

ていればいいんですが、労働基準法を知らないし、パートで働くときは労働契

約を結ばないで働いているというのが非常に多いです。それが個人になるとも

っとあるのではないかと思います。そういうことも啓発していかなければいけ

ないのではないかと思います。 

大國委員 仕事をしていなかったという人が多いですが、仕事をしていなかったので育

児ができたと読み取れますが、これは仕事をやめなければいけなかったという

意味もあると思います。 

片岡会長 そのあたりもまとめのところで育児のために仕事をやめなければいけなかっ

たという可能性があることに言及しなければいけないですね。16ページのグラ

フのところですが、年代別といいますか、若い層に限った分析というのも出せ

るように検討しなおしたいと思います。 

山田委員 介護についても同じで、介護をするために仕事を辞めた人もたくさんいらっ

しゃるので、これも次回の調査の時には設問を考えた方がいいと思います。 

武永委員 19ページの介護が必要になった時の希望ですが、男性と女性ではまったく反

対です。女性は施設がいい、男性は配偶者がいいということが苦しい気持ちも

あります。 

片岡会長 前回調査との比較は興味深かったんですが、前回も同様な傾向だったんです

が、前回に比べると配偶者に介護してもらいたいというのは減少しているとい

うことです。男性でも女性でも配偶者に介護してもらいたいというのは減少し

ています。その代わりに施設が増えています。 

谷本副会長 子どもについてはどうですか。 

片岡会長 前回の調査では誰に介護してもらいたいですかという問いに対して、子ども
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に介護してもらいたいという回答は、女性は 19.5％だったようで、男性は 4.7％

でした。次に、就労についてですが、何かご意見などはありませんか。 

山田委員 21 ページの待遇に男女差があるというところでは 20 歳代ですでに差がある

と感じていることになっていて、そういう人たちが今後の米子市を支えていく

のかという状況になっているという気がします。 

片岡会長 20代ですでに男女差があるというのは、そういう目で見ているということの

表れではないかと思います。 

大國委員 周りを見ていると、男女差があるとは感じておられるけどもすごく不満を持

っておられるという感じではないです。それなりに楽しくしておられるという

ことも感じられます。 

武永委員 33 ページの子どもの学校行事などへ参加するため休暇を取ることに理解が

あるというのは、かなり顕著に見える、だけど 22ページの有給休暇の制度が不

備については不満があるということになって、風土としては社会的に子どもの

教育ということにはみんなが年齢に関係なく理解をしているが、だったら有給

休暇も介護休業も育児休業ももっと取れますよと言ってあげてもいいような気

がします。 

大國委員 私が前に勤めていたところは、古い体制なのかもしれませんが、理由を述べ

ないと休みが取れないという雰囲気があって、子どものこととなると休みやす

いということがありました。 

片岡会長 子どものためと言ったら休みやすいけど、それ以外はまだまだ、それこそワ

ーク・ライフ・バランスという考え方にはなっていない感じです。 

大國委員 公務員はなぜ休むのかを聞かれなかった。米子市全体で公務員と民間の格差

があります。 

武永委員 事業者の立場からすると職場に穴を開けないでほしいという思いがあるので

はないかと思います。 

中井委員 まとめのところでストレスが多い、仕事が忙しすぎると回答した割合が前回

調査と同様に高くなっているとありますが、それで制度の充実が図られてくる

と、充実して楽しく仕事ができていると感じられる割合が高まり、逆にストレ

スが多い、仕事が忙しすぎると感じる割合が低くなっていくとあるが、ここは

ちょっと引っかかります。制度が充実してもその制度を十分に使えるような体

制を持っておかないともしくは意識がないと、自然に制度が充実されたらそれ

でストレスの割合が少なくなる、忙しさがなくなるというのはちょっと違うか

なと思います。 

片岡会長 90ページのストレスが多い…と書いてある段落のところは書き直して、むし

ろ学校行事などへ参加することに理解があるのところの前の部分を問題視した

り、パワハラに関するところを注目させる方がいいですね。次に、地域活動な

どについてですが、何かご意見などはありませんか。 

中井委員 地域活動と一言で言った時に、回答する方のイメージがいろいろなのではな

いでしょうか。自治会活動のイメージが強くなっているかもしれないので、地
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域活動という問を作る時には、カッコをつけて具体的なものを入れて回答者の

イメージを膨らませておかないといけないのではないでしょうか。 

片岡会長 一応カッコで自治会、ＰＴＡ、趣味の教室等と書いてあるんですが、そうい

うところに 20代ぐらいの若い人は関わっていないということですね。 

新田委員 自治会に入っていない人もいるんですね。 

杵築委員 自治会の加入率の関係もあります。今はマンションなどが多くなって、その

オーナーの方が自治会に入らなくてもいいと言われるところが多いようです。

それで昨年自治連合会と不動産業界が提携して、できるだけ加入していただく

ようにと協定を結んだわけです。自治会に加入しないと地域の行事の案内など

も届かないことになります。 

片岡会長 マンションの住人の方が自治会に入りたいと思っても、マンション全体が入

っていないと入りにくいですね。 

杵築委員 最近多くなっているのは、マンションなどの家賃の中に自治会費が含まれて

いるところがあります。それで不動産業者から自治会の会計に収めてもらって

いることがあります。そういうところが増えつつあります。 

新田委員 そういうところでは市の広報誌などが配られる格好になるのですね。 

片岡会長 それについては建物のオーナーの方の意識次第で違っているのですね。 

杵築委員 市の広報誌などは公民館に置いてあるので、月初めなどにはいろいろな人が

広報誌を取りに来られます。自治連合会としては行政に対して、公民館に広報

誌を置くのをやめてほしいと言っていますが、なかなかそうはできないようで

す。 

大國委員 この中でＰＴＡが入っているんですが、少し無理があるのではないかと思い

ます。自治会とＰＴＡは全く別なものなのですが。 

中井委員 もっと幅広い、ボランティア活動とかイベント活動も念頭に置かないと、若

い人などは自分たちでイベントの活動をしたりしていますので、自治会とかに

限定してしまうとどうしても高齢の方ということになると思うんですけど。地

域活動という言葉を使うのであれば、もう少し幅の広い聞き方ができないもの

でしょうか。 

新田委員 37ページに自治会・町内会の活動では、女性が役職に就くことに消極的とあ

るんですが、私などの世代では女性が出たくても出させてもらいたいという雰

囲気もあるというのを、なぜわざわざ女性に問題があるというような設問の仕

方をされたのか。前回調査との比較でそうされたかもしれませんが、設問する

側にも意識を持っていただかないと相手には伝わらないのではないかと思いま

す。 

山田委員 米子市がどういう地域への活動の参加を、どういう世代にどういう形で求め

ているのかということがはっきりしないと、いろいろな関わり方が世代によっ

て違うので、若い人に自治会に出てほしいのか、地域のイベントなどに参加し

てほしいのか、何を地域が求めているのかということによって、それに参加で

きているかどうかという位置づけで調査をする方が今後はいいのではないかと
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思います。 

片岡会長 どうしても経年比較に引きずられるところがあるんですが、社会状況も考え

なければいけないでしょうね。次に、ワーク・ライフ・バランスについてです

が、何かご意見などはありませんか。 

片岡会長 まず、問ではあなたの理想はどうですかということで、100％表示で、仕事、

家庭、自分自身の活動を合わせたものを 100として、それぞれのウエイトを何％

ですかと数字を書き込むようにしてもらいました。ですからここで出している

数値はそれぞれの平均値です。男性では仕事のウエイトが高くなっていて、女

性では家庭のウエイトが高くなっているという傾向です。年齢別性別で見ると

男性は一貫してウエイトが高くて 70歳以上で家庭と同じぐらいになりますが、

女性の方はそのライフステージに従ってウエイトの変化が出ています。20代、

30代では家庭が高く、40代、50代で仕事が高く、また 60代、70代で家庭が高

くなっているという傾向です。 

武永委員 これは、質問の中の理想は個人の理想ですね。それを集計して考えるときに、

資料を見るものとしてどういう物差しで、どういうバランスを考えて論評を加

えるのかということがはっきりしたほうがいいのではないでしょうか。 

片岡会長 それは難しいですね。その人その人のライフスタイルがあるというのが男女

共同参画の前提にあって、女性だからこうしなさいとか、男性だからこう思い

なさいということは言えないです。その人の立場が尊重されるべきであるとい

うことです。 

谷本副会長 個人個人でもどの時代かで違ってくると思います。どこの時点でのバランス

かというのが問題なのですが、これは現在のことですか。 

片岡会長 これは現在の時点なので、年代のところで見るのが今の問では精一杯ですが、

それで見ていくとそういう傾向があり、男性と女性で理想に違いがあるという

のはジェンダーなどが背景にあるのかということしか言えないですね。ワー

ク・ライフ・バランス自体がもうひとつあいまいなものなので、そういう感じ

でしかいうことができないですね。ただ、それと実現していますかというとこ

ろを組み合わせてみると政策的なところの話ができるのではないかと思いま

す。実現している、まあまあ実現しているまで含めて半数程度で、女性の場合

は男性よりもよくなっているというところに注目したらいいのではないかと思

います。 

大國委員 若い世代は給料が少ないから満足度が少ないのではないかと思います。 

新田委員 それと既婚者と、既婚者でも子どもがいる場合とでは変わってくるんですね。

そういうデータの取り方をしないと、ワーク・ライフ・バランスというのは難

しいですね。 

山田委員 実際にいろいろなシチュエーションを想定すると、例えば 20 代、30 代の女

性が妊娠とか出産を優先したいという理想をあげるのは当然だと思いますし、

そう思ってきた場合に、でも仕事が忙しくてそういう機会がないことだって不

満足ということになるわけですから、やはり家庭の負担を強いられてという文
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言自体が違和感があります。 

片山委員 そこは考えられることだけを書くのがいいのではないでしょうか。 

片岡会長 ここは分析から言えることだけを書くということにします。それでは次に、

ドメスティック・バイオレンス、セクシャル・ハラスメントについてですが、

何かご意見などはありませんか。 

山田委員 このアンケートにきちんと答えてくださっている方の中に、加害者としての

経験があるという回答が出たということ自体は、今回選択肢を入れたというこ

との意味が大きいと思いますので、苦しんでいるのは被害者だけじゃなくて加

害者もかもしれないという現状も踏まえて、被害者も加害者も相談しやすいよ

うな環境を整備していくということも入れた方がいいと思います。 

片岡会長 加害者としての経験があるというのも男性で 1.8％と出ているので、そうい

うことも踏まえて今後の課題などに触れた方がいいと思います。 

新田委員 50ページの設問で、ＤＶやセクハラが起こるのは女性の側にも問題があると

ありますが、なぜこの設問を入れたのか。この前ＤＶの講演会に行きましたが、

やはり女性の側に問題があるとしてはいけないのではないかと思います。女性

の側には問題がないということをきちんと分析の中に書いておく必要があると

思います。そうじゃないとセクハラやＤＶを受けた女性は、私が悪いんだと思

っている人が多いです。そうではなくて、そういう問題ではないですよという

ことがわかるような説明がいると思います。 

片岡会長 女性の側にも問題があるという回答は高齢者の方にも多いんですが、それは

間違っているということを啓発していく必要があります。 

武永委員 それはいじめの問題でも同じです。あくまでもいじめるほうが悪いんだとい

う共通認識を持ちましょうということが言われていますから。それから、セク

ハラの相手に直接抗議したという割合は男性、女性ともに減っているというこ

とがありますが、これはなぜ減ったかはわからないけれど、減ったという方向

に動いたことについてどう受け止めるのか、ということを解説するならするの

か、あるいは直接抗議することは大事なことですよというニュアンスをにじま

せるのか、さらっとかわすのか、というところはどうでしょうか。危ないから

抗議するなとか、どういう対応をすればいいのかということが伝わる部分もあ

ってもいいのかなと思います。 

片岡会長 そこについてもコメントを載せた方がいいですね。 

山田委員 次回の調査では設問が女性に限定するような内容ではなくて、どちらでもあ

るという方向で設定したほうがいいと思います。 

武永委員 ストーカーなどについても、最近の報道ではかなり相談をしておられるんで

すが、なのに被害にあっておられるということがあります。とにかく行動を起

こしましょうという形に持っていくのがいいのかと思います。 

片岡会長 それでは、次に男女共同参画に関する意識や考え方についてですが、どちら

ともいえないというのは平等だということで反応する可能性もありますが、わ

からなくてどちらともいえないと回答する人もいます。平等だという選択肢で
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はないので注意が必要です。一方で、男性優遇という回答が多いということが

いけないことかどうかということですね。むしろ男女平等という意識が高まっ

て、これは問題だと敏感になってそのおかげでいままでは何とも思っていなか

ったけれど、男性優遇の状態がわかってきたというケースもありえますから、

一概に男性優遇と答えたパーセンテージが前より上がったからといって悲観す

ることでもない気がします。だから解釈がすごく難しいんです。解釈が難しく

てあまりいい設問ではないですが、国でも毎年入れている項目なのでいつも入

っています。だからわからないことに触れない方がいいと思います。まとめの

最後の一文は削除するか直すか検討をしたいと思います。 

山田委員 実際に、夫は外で働き、妻は家庭を守るべきだというところで、そうは思わ

ないという割合は全体的に増えてきているわけで、そうなってくると、払しょ

くできない固定的な意識という言葉は決めつけすぎているように思います。 

片岡会長 夫は外で働き、妻は家庭を守るべきだという設問については、前の調査と比

べて否定的な割合が高くなっています。やはり意識が変わってきているという

見方ができるのではないかと思います。そこが触れてなかったのでそこを触れ

るようにしましょう。 

片山委員 男女共同参画社会は誰もが生きやすい社会だという設問では、そう思う、ど

ちらかといえばそう思うという割合の一番高いのは 70 歳以上です。70 歳以上

の方の意識でいうと反対側のような気がしてそこに大きく認識のギャップがあ

って、なんでこんなことが起きているんだろうと分析してみると見えてくるも

のがあるのかなと思います。 

新田委員 そういう意味では、最近男の料理教室とか男性の一人生活が出てくるという

ことでは、家事ということをやっていくことも含めると、今までは女性と関連

を持っていたものが、男の人もそうしないと生きていけないという感じで社会

的にも変わってきている部分もあるかもしれません。 

山田委員 若い世代は、性別にこだわらず多様に生きるべきだということに賛成で、だ

けど生きやすい社会に関してはそれほどでもないということで、やはり言葉の

とらえ方は世代によって違うと思います。 

片岡会長 年代によって言葉のとらえ方が違うというのは面白いところで、そこも書い

ておきましょう。 

片山委員 65ページの設問で、同性同士の結婚が認められてもよいというのは若い世代

が多いですね。それでいうと、比較的男女の問題を何とかしないとと思ってい

る 40～50代の方にとっては同性婚は抵抗があるということになっています。 

谷本副会長 男性優遇とか女性優遇という言葉自体がどうかと思うんですが、国もまだそ

の言葉を使っているんですか。 

片岡会長 最近もまだ、これまでの比較をするために同じ言葉を使っていますが、より

社会の現実に接近することが目的ならば同じ言葉を続けることはないのかもし

れません。それでは、次に男女共同参画社会に関する施策や法制度についてで

すが、何かご意見などはありませんか。 
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武永委員 グラフを見ると圧倒的に子育て・保育や高齢者の介護支援の施策を充実させ

るというところの回答が多くなっていますが、どういうことができるかという

ところに多少触れることが必要ではないか。どういうことを検討していきたい

かということでしょうか。 

中井委員 そういう回答が出てくるということはまだまだ不十分だということの裏返し

ということですから、それを具体的にこれからやっていくということでしょう。 

新田委員 関心が寄せられているということで終わってはいけないでしょうね。 

中井委員 76ページの法律、用語の認知度のところですが、ポジティブ・アクションで

すとかリプロダクティブヘルス/ライツなど、このあたりの言葉は皆さんはどう

いう内容かわかるのでしょうか。日本語で表すとわかりやすいかなと思います。 

武永委員 77ページ以降に意見・要望の自由記述に書いてありましたが、高齢者の方が

カタカナ表現が多いということを書かれています。漢字で書けばいいのではな

いかと思いますが。差しさわりが泣ければ日本語表現でもいいのではないでし

ょうか。 

片岡会長 ドメスティック・バイオレンスはかなり認知されて、通じる言葉になったと

思います。 

武永委員 先ほど話が出ましたけど、結婚するしないは本人の自由とか、同性婚の実態

はわかりますけど、それについて傾向を見るだけにするしかないのでしょうか。 

片岡会長 本当はそれに対してどう取り組むのかという視点が必要ですが、そこもこう

いうことを検討してほしいということは必要ですね。 

武永委員 例えば、大いに同性婚を奨励するという立場ではないけれども、皆さんに広

く理解してもらいながら、その一方で、従来の男女間での結婚で子どもも生ま

れてほしいでしょうし、そのあたりのことをどう表現するのかと思います。 

片山委員 鳥取県の第４次の計画が昨年できましたけど、その中で性的少数者に対する

理解を深めるということは今の時代は必要ですが、そのことで同性婚を奨励す

るということではなくて、そういうことで悩んだり生きづらい思いをしておら

れる人がいることの視点も大事であるということです。学校でもそういう子ど

もに配慮するということで文部科学省からの通知も出ています。 

新田委員 そういう意味では、調査票も最近は男性、女性、その他とか、あるいは男女

を書かないとかいうことがあります。 

片岡会長 今回の調査票もそうなっていましたが、そういう時代になったのだというこ

とですね。 

山田委員 先ほどご意見が出ていたように、多様性は認めないといけないけれども、米

子市や鳥取県の人口動態が変わってきて子どもが少なくなると介護が必要にな

ったときに公共の介護サービスがさらに必要になってくる、だけど財源が少な

くなるかもしれないという、多様化の社会においてきめ細やかな施策は必要に

なると思いますので、そういう問題点をあげられるような状況になるといいと

思います。 

片岡会長 高齢者の介護支援の施策を充実させるということで、何ができて、そのため
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に何を調べるのかというところまで踏み込んでいけたら一番いいのですが。 

新田委員 市民の立場というか市民目線で、生活の中で意見を出していけるような、審

議会でも声が出せたらいいと思います。 

片岡会長 すごくいろいろな課題が見えてきましたけど、貴重なご意見をありがとうご

ざいました。それを踏まえて、私と事務局の間で相談しながら報告書を完成さ

せていきたいと思います。 

片岡会長 次に、議事（２）の米子市男女共同参画推進計画の策定についてですが、事

務局から説明をお願いします。 

能登主幹 （第３次米子市男女共同参画推進計画」策定スケジュール（案）について説

明） 

片岡会長 ありがとうございました。次に、日程６その他について、事務局の方から何

かありますか。 

 （なし） 

その他、委員の皆様からは何かありませんか。 

 （なし） 

特にないようですので、これで終わります。 

的早課長 本日は長時間にわたりご審議をいただきまして、ありがとうございました。

以上で、米子市男女共同参画推進審議会を閉会いたします。ありがとうござい

ました。 

閉  会 （正午） 

 


