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   第３５回（平成２９年度第１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７月２８日（金） 午前１０時から正午 

開催場所 米子市役所本庁舎 ５階 議会第１会議室 

出席委員 １１人 

 井口委員、石井委員、片岡委員、片山委員、杵築委員、黒田委員、谷本委員、 

中井委員、新田委員、廣田委員、福田委員 

欠席委員 ２人 

齋木委員、山田委員 

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 委嘱状交付 

３ 副市長あいさつ 

４ 議事 

（１）会長、副会長の選出について 

（２）平成２８年度米子市男女共同参画推進計画施策の実施状況について 

（３）第３次米子市男女共同参画推進計画（素案）について 

５ その他 

６ 閉会 

  

開  会 （午前１０時） 

的早課長 本日は、お忙しいところご出席いただきまして、ありがとうございます。た

だいまから、第３５回（平成２９年度第１回）米子市男女共同参画推進審議会

を開催いたします。私は、米子市男女共同参画推進課の的早と申します。よろ

しくお願いいたします。 

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

規定によりまして、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１３名のうち、１１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、齋木委員と山田委員です。 

それでは、日程に従いまして、委員の皆様に委嘱状の交付を行います。本日

は市長は所用があり、副市長が代理で交付させていただきます。お名前をお呼

びいたしますので、恐れ入りますが、その場でご起立の上、お受け取りくださ

い。井口恵美子様。 

伊澤副市長 （出席委員に委嘱状交付） 

的早課長 以上を持ちまして、委嘱状の交付を終わります。それでは、副市長がひと言

ごあいさつを申し上げます。 

伊澤副市長 （あいさつ） 
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的早課長 それでは、副市長はこのあと所用がありますので、これで失礼します。引き

続いて事務局職員の自己紹介をさせていいただきます。 

（事務局自己紹介） 

的早課長 続きまして、委員の皆様のご紹介ですが、新任期の第１回目の審議会という

ことで、皆様恐れ入りますが簡単に自己紹介をお願いします。それでは、名簿

順で井口委員からお願いします。 

（出席委員自己紹介） 

的早課長 ありがとうございました。それでは議事に入らせていただきます。本来です

と議事の進行につきましては、米子市男女共同参画推進条例第２２条の規定に

より、会長が行うこととされておりますが、会長および副会長が選出されてお

りませんので、会長、副会長が選出されるまでの間、事務局で進行させていた

だきます。 

はじめに議事（１）会長、副会長の選出についてでございますが、委員の皆

様には会長、副会長の選出をお願いします。米子市男女共同参画推進条例第２

１条に会長、副会長は委員の互選により選任すると規定されており、皆様にお

諮りしたいと思いますが、どなたか立候補、あるいはご推薦などありましたら

お願いします。 

新田委員 事務局で検討されていましたら、それをご提案いただけたらと思います。 

的早課長 事務局では、会長に片岡佳美委員、副会長に谷本弘子委員と考えております

が、いかがでしょうか。 

（異議なし） 

異議がないようですので、会長は片岡佳美委員、副会長は谷本弘子委員に決

定いたしました。 

的早課長 では、選任されました会長、副会長にごあいさつをいただきます。 

片岡会長 （あいさつ） 

谷本副会長 （あいさつ） 

能登主幹 （配布資料確認） 

片岡会長 今日は議事に大きなテーマが２つありますので、てきぱきと進められるよう

がんばります。それでは議事の（２）平成２８年度米子市男女共同参画推進計

画施策の実施状況について、事務局より説明をお願いします。 

能登主幹 （米子市男女共同参画推進計画施策の実施状況一覧に基づいて説明） 

片岡会長 ありがとうございました。今の説明を踏まえて皆様の方からご質問やご意見

などありましたらお願いします。 

石井委員 参考指標一覧の中のⅡの２の⑪で、たとえ夫婦であっても手をあげることは

許されないと思う人の割合というのが、２８年度でも男性が 64.2％というのが

すごく低いと思います。暴力というのは絶対に許されるものではないと思って

いるのですが、それで見ると目標の男性 70.0％、女性 80.0％はどうなのかと

思いますが、感想なのですが。 

片岡会長 ご感想ということですが、目標は第２次の計画を作った時のものですが、２
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５年度の時は男性 58.3％、女性 71.6％という数字だったので、それを５年後

にはこの目標の数字にあげたいということで数値目標になっているんですが、

ただ、昨年度調査をしましたところ、目標に及ばなかったということで、それ

だけまだまだ啓発などが必要なのだと思います。この問題は今後も力を入れて

いかないといけないし、夫婦間だけじゃなくて暴力はいかなることでも許され

ないという考え方をもっと広めていくということがますます必要になってく

ることだと思います。 

新田委員 それと同じようなことですが、家庭内での役割分担について満足している人

の割合が計画策定時の数値と比べて２８年度は下がっていますが、これに対す

る対策をどうするのかというのが課題だと思います。 

片岡会長 これは昨年度の市民意識調査報告書でも問題になったんですが、後退してい

る可能性もありますし、また逆に評価の目が厳しくなったという面もあって、

今まではこんなものかと思っていたことが、これではいけないと思って満足し

ている人が減ってきたという部分も考えられるので、どちらの可能性も考えら

れて、どちらかわからないようなもどかしいところです。 

新田委員 それがわかれば啓発のやり方も変わってくるのではないかと思います。 

片岡会長 男は仕事、女は家事・育児という質問項目に対してはどうだったでしょうか。 

能登主幹 意識調査の中で、夫は外で働き、妻は家庭を守るべきだという質問項目があ

りまして、これは前回調査比べると大体７～８％は「そう思わない」「どちら

かといえばそう思わない」という否定的な回答が上昇しています。 

片岡会長 考え方としては、男女共同参画が進んでいく方向に移ってきているという捉

え方でいいのではないかと思いますが、ただ、家庭の役割分担については主と

して女性という割合が圧倒的に高いというのを見ると、意識の面では男女共同

参画の進んでいく方向に移り変わっていっているんですが、実態としてはつい

ていけないのかと思うと、そこにギャップがあるのですね。 

中井委員 この参考指標一覧の中で唯一評価できるというのは認知症サポーターの数

ですね。何か特別なことがされたというのがあるのでしょうか。 

能登主幹 認知症サポーターについては、実施状況の中の７ページ、１０番の高齢社会、

介護問題に関する取組の中の長寿社会課の事業の中に、認知症サポーター養成

講座の開催５２回、受講者数 1,852人という数字が出ていますが、認知症サポ

ーターの数というのはこの養成講座を受講された方がそのままサポーターに

なるということです。 

新田委員 私は啓成地区の保健推進員会の会長をしているんですが、啓成地区でもいろ

いろな講座を実施する中で、昨年認知症についてという研修を行いました。そ

こで長寿社会課とか施設の方に来ていただいて講演をしていただいて、そうす

るとリングがもらえました。そのリングを持っている人が認知症サポーターと

なるんですが、それを各自治会単位等でもされたら、それを受講された方が認

知症サポーターということで、各自治会が実施すればするだけサポーターが増

えていくという仕組みがあります。それでこれだけ増えていっているのだと思
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います。 

谷本副会長 先程言われていた、たとえ夫婦であっても手をあげることは許されないとい

う指標で、男性と女性の目標値が違っていますが、目標値は男女が一緒である

べきだと思います。 

能登主幹 この、たとえ夫婦であっても手をあげることは許されないという割合は、第

２次の計画を策定されたときが男性 58.3％、女性 71.6％となっていますが、

この質問項目について回答の選択肢が「そう思う」「どちらかといえばそう思

う」「どちらともいえない」「どちらかといえばそう思わない」「そう思わない」

という５つがあって、これについては「そう思う」という人の割合が計画策定

時の数字として記されています。ですから２８年度の数字も昨年実施しました

市民意識調査の中で「そう思う」と回答した人だけを記しています。「どちら

かといえばそう思う」と回答した人を合わせると、２８年度は男性が 84.2％、

女性が 90.5％となっています。 

片岡会長 比較の対象ですから同じ基準にしておくというのは大事なのですが、その同

じ基準でということで思い出したのですが、米子市職員の育児休業取得者の割

合について計算方法が変わったということがあったんですが、それについて説

明してください。 

能登主幹 育児休業取得者の割合は計画策定時の数字は 7.81％でした。これは３歳未満

の子どもを持っている男性職員の育児休業の取得率だったわけですが、実施状

況の中では平成２８年度中に配偶者が出産した職員に占める育児休業取得者

数、すなわち配偶者が出産した当該年度に育児休業を取得したという数字に変

わっています。これが変わったのは２７年度からで、なぜ計算の仕方を変えら

れたかというと、国家公務員の育児休業取得率の計算方法がそうなっていると

いうことで、それに合されたということです。その結果、２８年度の数字は実

施状況にあるとおり 15.0％、２０名中３名が育児休業を取っているということ

になっています。ただ、参考指標一覧の方には２８年度が 4.5％と記していま

すが、これは計画策定時の基準に合わせて、３歳未満の子どもについて考えて、

６６名中３名という数字を載せています。 

新田委員 それに関連してですが、育児休業を取得しなかった１７名の方はどういう理

由で取得できなかったのかということですね。それと市の場合の育児休業取得

可能期間は場合によっては３年取得できるということだと思うのですが、３年

間の育児休業期間があっても男性職員はなぜ取得しないのか、取得しなければ

その分女性に負担がかかっているのではないかと思うのですが。制度があるの

に利用されていないというのはどういう意識をされているかというのはわか

りますでしょうか。 

的早課長 職員課の方では米子市特定事業主行動計画というのを策定しておりまして、

その中で男性職員の育児参加のための休暇及び育児休業の取得促進という項

目もあげております。職員課としても取得の促進を図っているんですが、実際

のところ取得する職員は少ないということで、なぜ取得しなかったかというア
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ンケートは行っておりません。 

新田委員 原因がわからないと課題が出せないと思ったのでお尋ねしました。 

中井委員 取得した方の人員の補充というか、そういうものはあるんでしょうが、経済

的な補償というのはどうなのでしょうか。 

能登主幹 無給です。 

片岡会長 失業保険から支給されるという仕組みになっていますね。 

石井委員 行政関係では育児休業制度だけではなくて、子育てに関する支援制度はいろ

いろあって、私の職場でも男性の方が子育て部分休暇といって２時間ぐらい早

く帰宅したり、特例勤務といって保育園の送迎のために１時間ぐらい遅く出勤

したり早く帰宅したりとか、育児休暇制度といって４５分間の休暇が２回取得

できるとかがあって、そういう細かい制度は割と男性の方が多く使っておられ

ます。いろいろな制度が充実していて男性の方は結構利用されています。 

福田委員 確かに長期間ということになると母親が子どもを育てたいという気持ちが

強いでしょう。ただ、男性は、今言われたように、例えば病院にかかるとかい

うときは短時間仕事を抜けて父親が連れていくというケースは増えていると

思います。そういう意味では子育てが以前よりは分担できているという気はし

ております。 

石井委員 とは言っても、子育てでずっと向き合っていると、私の主人がそうだったん

ですが、ずっとかかわっているうちに夜中の授乳などもするようになって、そ

うすると子どもの成長が自分の喜びとして感じられるようになったようです。

長期間関わっているからこそわかってくる育児の楽しさもあるのではないか

と思います。 

片岡会長 そういう楽しい面を強調して育児休業を選択肢として考えられるようにし

ていければいいですね。 

谷本副会長 実施状況の１０ページにある福祉資金の貸付についてですが、相談件数 309

件に対して申請件数２２件とかなり差があるんですが、これはやはり要件が厳

しいとか、そういうことで相談はされても申請まで至らないということでしょ

うか。 

能登主幹 それについては、申請に至るまでの事前相談の段階で、相談者の現在の収支

や将来の返済能力を鳥取県が総合的に判断しまして、貸し付けをしても返済が

見込まれる方に限って申請を受け付けているようです。実際、相談者の中には

用紙１枚で簡単に貸し付けをしてもらえると軽い気持ちで来られる方や、貸し

付けにあたっては保証人が必要になるんですが、その保証人が立てられないと

いうことで申請に結びつかないといったこともあるようです。相談件数につい

ては人数ではなくて延べ件数ですので、１人の人が複数回相談されている場合

もあります。 

黒田委員 ４ページに成人式のことが出てきているんですが、広報よなごを見て、実行

委員に２７年度は女性がいなかったのに、２８年度は女性が６人で男性が１人

だったと思います。評価の説明で男女構成に偏りがないように配慮した結果、
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２８年度は６対１だったということで、どういうところで配慮されたのでしょ

うか。 

能登主幹 実行委員の募集にあたっては、広報などをするんですが実情はなかなか応募

がないという現状があるようです。そこで、生涯学習課が２０歳になる学生さ

ん、具体的には米子高専とか専門学校などに直接お願いされているようです。

当然その段階で男女比が偏らないようにお願いはしていくんですが、実際には

女性の方が多くなってしまったということです。 

黒田委員 ２７年度の評価も見て、２８年度と比べてみてみると、評価の説明が全く同

じことが書いてあるものが見られるんですが、そこはもう少し考えて評価され

なければいけないと思います。 

片岡会長 その点は今後検討していただくようにお願いします。 

片岡会長 それでは、次に議事（３）の第３次米子市男女共同参画推進計画（素案）に

ついて、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（素案）に基づいて説明） 

片岡会長 ありがとうございました。第３次の計画については、今日素案を見ていただ

いて、人権施策推進会議での意見も反映して、次回１０月の審議会で審議し、

パブリックコメントを行った後に来年１月にまた検討を行うという予定にな

ります。今日はこの素案について意見交換をしていって、いい計画にしていく

ようにしたいと思います。 

片岡会長 ６ページの計画の体系を見ると、第２次の計画と比べると計画の目標が変わ

っていまして、第２次の計画では『男女の人権が尊重される社会の実現を目指

して』でしたが、第３次計画では『誰もが自分らしく 個性と能力を発揮でき

るまち』となっています。人権という言葉が消えてしまっているんですが、そ

のあたりがどうなのか、またこれに限らずお気づきの点について意見を出して

いただきたいと思います。 

中井委員 誰もが自分らしくということですが、自分らしくという言葉は心地よい言葉

ですが、個人個人でも違うでしょうし、いろいろな規制とか制限などにも左右

されるでしょうし、自分自身に問いかけて何が自分らしいのか考えた時にどう

いう形のものが自分らしいのかと思ったりもしますが、そこのところが気にな

りました。 

片岡会長 性別にとらわれることなく、というところを含んでいるのかと解釈したんで

すが、自分らしくというのはよく使う言葉ですね。でも果たしてどれだけの人

が自分らしさに気づいているのかということを考えると、確かにおっしゃると

おりだと思います。 

中井委員 これを変えましょうということは言い過ぎかと思うのですが、曖昧な言葉で

ある気がします。 

石井委員 自分らしく希望に沿って生きていこうとすると最低限人権が保障されない

とそういう選択ができないのではないかと思います。例えば家に帰ると自分の

夫がいる中で、働きに出たいけど、こうしたいという時に女性ができるかとい
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うと、自分の意思ではないところで制限をかけてしまうというところがまず基

本にあると思います。ですから、自分らしくというのは、私はいいのではない

かと思いました。自分らしくというのは、私もまだ自分探しをしているところ

もあるんですが、それは個々に考えていくこととして、最低限自分の意思とい

うか希望が言えたり、考えられる環境が整っているのが前提にあるのではない

かという意味に捉えました。男女共同参画というのは男女だからという性別で

人権を侵害されるというマイナスの部分をゼロに持っていこうとする働きか

けと、一人ひとりの個性や能力に応じてそれがどんどん伸ばせていけるプラス

の部分と２つの取組があると思います。米子市は女性の社会的、経済的自立に

向けての取組というのは鳥取県内の中でも力が入っていて、いろいろな施策を

しておられて、それをどんどん進めていってもらいたいです。あと、アンケー

トを見ていて思ったのが、３０代、４０代の女性が仕事を続けていったり職場

での昇進とか正社員として働くというところに非常に困難を感じておられる

ということを感じまして、そういう女性に対する支援をしていただく、また男

性の方は夫婦といえども暴力をふるってはいけないという数字が低かったり、

35％の男性が仕方ないと思っているのであれば、１０人のうちの 3.5人の女性

が被害を受けても仕方ないという状況となります。だから男性への意識の啓発

が大きな課題かと思っています。 

新田委員 今、男でもない女でもないという人が人権の中でも問題とされていて、講座

をしてアンケートを取るときに男、女に○をするのではなくて、男女を問わず

ということでしています。それがその人の生き方を尊重することになるという

人権意識を含めると、私は誰もが自分らしくというのはそういうところもある

と思います。 

井口委員 それに関連してですが、私も先日講演を聞いたんですが、いろいろな思いを

している人がいる中で、自分らしくというのはとても大事なことなんだと思い

ました。自分らしく生きられない社会が現実にあるわけで、そこを強調するこ

とはいいのではないかと思います。 

片岡会長 そういう点では、２ページの基本理念の中で、男女がという言葉が出てきて

いて、男性と女性しかいないのかとうようにもとれるというところが気になり

ました。男女がではなくて誰もがという方が望ましいのかと思いました。副市

長さんのあいさつの中でも一人ひとりがというのを強調されていたので、その

通りだと思いました。一人ひとりが、誰もが尊重される、生きていてよかった

と思える人生を送れるような社会環境が作られていくのがこの計画の狙いな

のではないかと思います。また、個性と能力を発揮できるまちというのもはや

りの言葉ではないかと思うのですが、個性と能力を発揮するというのは集団と

か社会のために役に立つというところをイメージさせますが、私たちは社会の

ためにというよりは自分のために、自分の人生を大事にしたいというところも

あるので、もっとうまく表現できないかと思います。 

片岡会長 基本施策は第２次から引き継いでいるということですが、第２次計画から５
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年経っていて新たな課題も出てきています。それこそＬＧＢＴの話も出てきて

いますので、そういうのがどこに入るのかということも見ていただきたいと思

います。 

黒田委員 今ＬＧＢＴのことが出たんですが、意識というのは大人になってから変える

ことは難しいので、学校教育の中で性的少数派の人たちのことも学んでいかな

ければいけないと思います。 

片岡会長 学校教育の中で、性同一障がいなどの相談を受け付けるような体制はありま

すか。 

井口委員 子どもたちの心が一番揺れ動くのが１３歳以上だと思うのですが、この人な

らば相談できるという人を作りたいというのが今の傾向だと思っています。 

黒田委員 子どもたちが相談できるのもそうなんですが、子どもたちに対応している教

員が、学校規模ならば各学年に１人いるんだという気持ちで言葉を発している

のと、他人事のように発しているのでは受け止める子どもの気持ちは全然違う

と思います。ですから、教職員に対する研修も充実したらいいと思います。 

片山委員 人権関係の施策や計画にはＬＧＢＴに関係する施策がありますか。というの

は、県の方では人権局が担当している施策がありますので、市の方ではどうで

しょうか。 

能登主幹 米子市では人権施策基本方針というのがありまして、その中に性的マイノリ

ティについて正しく理解するための意識啓発の推進という項目があります。そ

れに基づいて人権の学習講座などで啓発を行っています。 

片岡会長 そういうものがあるならば、男女共同参画の計画の中にも取り入れていって

いただきたいと思います。 

井口委員 私たち教職員自体の意識改革も必要だと感じています。 

石井委員 アンケートを見ていて、男女は特性があるからというのが気になって、男女

はそれぞれの特性があるので仕方がないと書いておられる方がありましたが、

そのあたりの意識啓発が必要だと思います。それと男性の意見なんですが、働

く女性が増えると少子化が進むと書いておられる方がありましたが、それは逆

で、子どもを産んでも働きやすい環境づくりをしないと少子化は改善できない

という意識啓発をしていったりということが必要だと思います。第３次の計画

の中にワーク・ライフ・バランスの推進がありますが、この取り組みを進める

方向にしないと少子化などの問題が解決できないのではないかと思います。 

新田委員 女性は子どもを産むというところをきちんと保障されないと働き続けるこ

とができなくなると思います。だから、男も女も同じではないということと、

男は外で働いて女は家でという概念を外していかないといけないと思います。

それと少子化についてですが、専業主婦の方が働いている女性よりも子どもの

数が少ないというデータを見たことがあります。ということは女性が働いてい

ると少子化が進むということは違うと思うので、そのあたりも踏まえて考えて

いかなければいけないと思います。 

谷本副会長 カタカタの言葉が増えてきており、第２次の計画でセクシャル・ハラスメン
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ト対策だったのがハラスメント対策となって、パワーハラスメントとかマタニ

ティハラスメントという言葉も出てきています。注釈が書いてあるんですが、

じゃあハラスメントとは何かという説明もあってもいいと思います。 

黒田委員 ２９ページの基本施策１８家事・育児への男性の参画推進のところで、父親

も子どもの誕生や育ちに関心をもつことができるようと書いてあるんですが、

今どきの男性は関心を持っていて、協力的ではないかと思っています。関心は

持っているんだけど関われないというのは、先程も出ていたワーク・ライフ・

バランスというか、家庭に関わっていたら自分の仕事ができないということな

んでしょうが、それを考えると男性も厳しい状況だと思います。ですからワー

ク・ライフ・バランスを推進していかないと、男性に家事をしなさいと言って

も時間がないという現実が大きいのではないかと思います。 

中井委員 女性と違って男性は子どもが生まれてきたら父親になるんですが、どう関わ

っていけばいいのかわからないと思います。だから研修や制度を通して少しず

つ関わり方を示してもらうことが必要ではないかと思います。一見するといろ

いろなことをやらなければいけないと思えるかもしれませんが、こういうやり

方もある、こうしたらもっと育児に関われるし、それが自分にもプラスに働く

という意味でいろいろな施策があるのではないでしょうか。 

黒田委員 この施策自体がいけないということではなくて、その背景としてワーク・ラ

イフ・バランスが推進されないと厳しいのではないかと思います。母親も妊娠

したところから母親になるのであって、赤ちゃんを沐浴させるのも初めてする

のは男も女も一緒ではないかと思います。赤ちゃんを産むんだから最初から何

でもできるということはないので、すごくしんどい思いをしているのではない

でしょうか。 

片岡会長 そういうことを教えたり、周りでサポートできるという男性が必要ですね。 

新田委員 最近は子どもを産んだから母親になれるとはいかないと言われますね。だか

らいろいろな問題が起こってきています。かつては同居の親などが教えたりし

ていたということがあります。男性はそれが今までなかったという違いがあり

ます。育児放棄とか自分の産んだ子供を殺したりという問題も起こっています

が、昔はそんなことはほとんどなかったと思います。そういう意味でもワー

ク・ライフ・バランスは男にも女にも大事なことだと思います。 

石井委員 アンケート結果で、３０代前半の女性なんですけど、育メンや読みメンやイ

クボスはいろいろと啓発しておられるのでもっと取り組んでほしい、その後に

今後は家事メンの育成をお願いします、自分は仕事に出る前も帰ってからも家

のことでバタバタしているのに、そんな時に子どもとにこやかに話をしている

主人を見ていると腹が立ちます、そんなことを思ってはいけないと思いながら

もひとりで黙々と家事をしています、男性が少しでも家のことに目を向けてく

れるようになると嬉しい、それから労働時間の見直しをしてほしいです、と書

いてありました。いろいろと家庭によって事情がありますが、育メンをしてお

られるところは、次は家事メンをしてもらいたいですね。 
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福田委員 ここの場の議論は、いわゆるサラリーマン家庭の話ですね。世の中にはそれ

以外の家庭もあるわけで、例えば農家があったり漁業者があったり自営業があ

ったり、そういう人の話がないですね。そういう点も考えた話をしていかない

と、例えば家庭での男女のあり方というのは職業そのものから発生することが

あるわけです。例えば農業だったら力仕事は男性がするわけで、男性はそれで

疲れて何もできない、だから女性が疲れていても必然的に家事をするというこ

とがあります。 

新田委員 それは労働現場も現実的には同じです。だけど女性は常に家事をして当たり

前なんだという考え方を、そうではないというふうに変えるのが必要です。私

も商売をやっている家庭に生まれましたけど、家庭の中における役割分担とい

うのがあるわけです。ただ、家事のことになると私の父親も料理をしたりして

いました。だから家庭内でも役割分担が男だから、女だからではない形が今は

大事なのではないかと思います。既成概念でそうだと決めつけないで見直して

みることが男女共同参画ということではないかと思います。そういう意味では

自営業とか農業者の方が委員になられるということも大事なのだと思います。 

福田委員 ただこういう議論がひとり歩きをした格好で、何もかも一緒でなければいけ

ないという考え方につながってくることがあり得るのではないかと思って申

し上げました。 

中井委員 職業によって多少関わり方が違ってくるというのはあると思います。例えば

子育てをするのにこうでなくてはいけない、こうあるべきだというひとつの生

き方ではなくて、柔軟性のある形で、こういう職業ではこういうことができる

という形で考えていくことは大切だと思います。 

片岡会長 ワーク・ライフ・バランスはかなりサラリーマン的な考え方かもしれないで

すね。職場と家庭が違うところというイメージです。 

中井委員 基本的には男女の役割を固定してしまわないとか、女性に一方的に任せきり

にならないとか、仕事を理由にしないとか、そういうことがないような形でい

ろいろなやり方を考えていくことですね。 

片岡会長 同じになるというのはみんなが同じようになるということではなくて要望

なんですね。みんな違うので、違うというのが人間であるということしか共通

点がないという感覚までなればいいと思います。 

片岡会長 今日はまだ最初の議論ですので、まだじっくり見ていくうちにいろいろ気づ

くことがあるかと思います。これをお持ち帰りいただきいろいろと検討してい

ただいて、気づかれたことがありましたら書き留めていただいて、次の会議の

席で、あるいはそれまでに事務局を通じて連絡していただければいいかと思い

ます。 

片岡会長 次に日程５のその他について、事務局の方で何かありますか。 

能登主幹 （資料③、資料④について説明） 

新田委員 よりん彩の支援事業として鳥取県の男女共同参画を進めるネットワークで、

９月１６日の１３時３０分から倉吉で減災と男女共同参画研修推進センター
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の共同代表である浅野幸子さんをお呼びし、『支え合い女性の力で防災アップ』

という防災についての、鳥取県中部地震を踏まえた上での講演会を行いますの

で、お時間がありましたらご参加をよろしくお願いします。 

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

また、今日の結果を踏まえまして１０月に第２回目の審議会を開催したいと思

いますので、よろしくお願いします。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。 

閉  会 （正午） 

 


