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第３８回（平成３０年度第１回）米子市男女共同参画推進審議会議事録（概要） 

  

開催日時 平成３０年６月１４日（木） 午前１０時から１１時４０分 

開催場所 米子市役所本庁舎 ３階 第２応接室 

出席委員 １２人 

 石井委員、片岡委員、片山委員、加藤委員、杵築委員、君野委員、黒田委員、

鷲見委員、谷本委員、中井委員、新田委員、山田委員 

欠席委員 ２人 

塚田委員、福田委員 

事 務 局 大江総合政策部長、的早男女共同参画推進課長、舟木課長補佐、能登主幹、 

神庭主事 

  

日  程 １ 開会 

２ 部長あいさつ 

３ 会長あいさつ 

４ 議事 

（１）平成２９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 

（２）その他 

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３８回（平成３０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。 

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１４名のうち、１２名の方がご出席です。

欠席は、塚田委員と福田委員です。委員の半数以上の出席がありますことから、

本日の会議が成立しておりますことをご報告いたします。 

続きまして、今年度３名の委員の交代がありました。米子市小中ＰＴＡ連合

会の廣田委員の代わりに理事の加藤委員に、米子公共職業安定所の齋木委員の

代わりに業務次長の君野委員に、そして米子市小学校長会の井口委員の代わり

に、福生東小学校校長の塚田委員に、それぞれお願いすることになりましたの

で、ご報告いたします。 

なお、新しい委員さんには会議に先立って、総合政策部長より委嘱状を交付

したいと思います。恐れ入りますが、本日ご出席の加藤委員さんと君野委員さ

んはその場でご起立をいただき、お受け取りください。 

 （辞令交付） 
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的早課長 それでは、まずはじめに総合政策部長 大江淳史がひと言ごあいさつを申し

上げます。 

大江部長 （あいさつ） 

的早課長 続きまして、会長の片岡委員にごあいさつをお願いします。 

片岡会長 （あいさつ） 

能登主幹  （配布資料確認） 

片岡会長 それでは議事の（１）平成２９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す。今の説明について、ご質問とかご意見はありません

か。 

新田委員 資料②を見ると、数値が下がっているものが多いですが、ここはどのように

分析されていますか。また、かぷりあを知っている人の割合というのも前回よ

りは上がっているんですが、目標には達していないということで、前回より下

がったものと、目標に達していないということに対して、どのような分析とか

対策を考えておられるのか教えてください。 

的早課長 昨年の会議の時にも配布しております参考指標一覧と比べて、減少している

のは⑥女性人材バンクの登録者数と⑦審議会等委員に占める女性の割合の２

点です。女性人材バンクの登録者数については年々減少を続けておりまして、

新しい手法を考えておりまして、６月末に公民館長会があるんですが、その場

で公民館の地域活動をしておられる方を女性人材バンクに登録していただく

ようにお願いする予定です。新しい方に女性人材バンクに登録していただい

て、その結果女性人材バンクを充実させて審議会の方にも多数推薦をしていき

たいと考えております。 

片岡会長 審議会等委員に占める女性の割合は米子市だけでなく他の市町村でも減っ

ていると聞いたこともあるんですが、名称を変えればいいのかと思ったりもし

ます。 

中井委員 女性人材バンクに登録された人の活用状況などはどうなっているのでしょ

うか。例えば審議会委員への推薦だけなのか、いろいろな活動がある中でその

方に参加していただいてということがあるのか、現状はどのようになっていま

すか。 

的早課長 現状としましては審議会等の委員さんになっていただく、それから講演会等

の講師などに推薦するということです。 

片岡会長 登録する時には得意分野などについて登録するのでしょうか。 

的早課長 そうです。 

中井委員 登録するにあたってハードルが高すぎるということはないのでしょうか。そ

の登録を募集する時に、こういう目的でこういう方ということが明確に表され

ているのでしょうか。 

的早課長 チラシにも明示しておりますし、米子市ホームページにも掲載しています。
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ホームページの方の募集の言葉なんですが、『米子市では男女共同参画社会の

実現を目指し、政策・方針決定過程への女性の積極的な参画をはじめ、各種研

修会などの講師等として多彩な女性の人材情報の提供を行うため、女性人材バ

ンクに登録していただく方を募集しています』となっています。 

中井委員 私がそれを読んで、ちょっとこれは難しいと感じます。それよりも、あなた

のご経験とかをぜひ活用させてくださいというような表現がいいのではない

かと思います。 

的早課長 チラシの方は柔らかい表現になっているんですが、その中で、こんな分野と

いうことで、いろいろと保健医療ですとか、福祉介護ですとか、まちづくり、

環境、教育スポーツなど１４の項目で、重複してもいいということで募集をし

ております。 

中井委員 その中で、例えばこういう方にいままで参加していただき、このような活躍

をしていただきましたというように、自分が参加した時に自分にもできるんだ

と思えるような具体的な呼びかけをされるといいと思います。 

片岡会長 審議会の方でも女性委員の割合が高くならないんですが、専門家とか有識者

ということにこだわると、どうしても現在では男性が多かったりするので、そ

こから女性の委員を探すのは難しいのですが、人材バンクに登録してもらう呼

びかけにしても専門家ということで呼びかけるのではなくて、関心のある領域

とか興味があることとかいうことにすると一般の人から手が上がってくるの

ではないかと思います。一般の人にどんどん入ってもらって、そういう人たち

が委員として活躍されてもいいのではないかと思います。 

新田委員 私自身が人材バンクに登録しているんですが、登録したきっかけは県の会議

に出席した時に米子市の職員の方から勧められたことなんですが、結果的には

人材バンクに登録していて私は役に立っているのかというと、自分が人材バン

クに登録されているという意識があまり蓄積されていません。私は食とか環境

ということに興味があるということで登録しているんですが、そのことについ

て一緒に話しませんかというような誘いかけもありません。それを専門に仕事

でやっている人にはあるでしょうが、一般の人は人材バンクに登録していて役

に立っているという意識がないように思います。あとは人材バンクの研修会が

あってそれに出席してくださいということがあるだけです。そういう意味では

公民館単位でも講師として紹介しますというアピールをしてほしいと思いま

す。人材バンクのことを市民に知ってもらうことも必要だと思います。 

大江部長 個別の数値は目標値に達していないというのがたくさんあります。目標は目

標ということではなく、そこに近づけていく努力はしなければいけませんの

で、達していないというのは個別の項目ごとにどういう原因か、どういう対策

を取っていくか、ということを考えていきたいと思います。冒頭申し上げまし

たとおり、人権と男女共同参画については市のあらゆる施策の中で取り組んで

いくという市長の意思をもう一度内部の課などに落としまして、そこを意識し

てやってもらうように再啓発をしようと思います。 
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加藤委員 こういう場に参加するのは初めてなのですが、参考指標一覧を見ていて審議

会等委員に占める女性の割合とありますが、審議会というのはこの場というこ

とになりますか。 

片岡会長 この場はその一つです。 

大江部長 都市計画とか環境とかごみ処理であるとかあらゆる分野で審議会があるん

ですが、それをトータルすると現時点では女性の割合が４０％に達していませ

ん。これは６・４ルールというのがありまして、どちらかの性別が最低でも４

から６の割合になるようにしていこうということです。それで、市の審議会と

いうのは充て職が多くて、行政機関の代表者の方を出していただくと現状では

男性が多いですし、民間団体の方でもほとんど男性の方です。正直なところ学

識経験者に女性を何とかしてもらいたいというと偏ってくるところがありま

す。ですから、今ここにおられる方はいろいろな会から声がかかるのではない

かと思います。そのようなこともあってなかなかすんなりいかないのですが、

６・４ルールは守る形でいきたいと思います。以前と比べると女性の人材は豊

富になってきて、私たちのわかる範囲でも増えてきたと思いますので、そこを

進めていきたいと思っています。 

石井委員 人材バンクの話が出ていまして、私は県の男女共同参画センターでは人材バ

ンクの担当だったんですが、その活用などには非常に困難を極める難しいシス

テムだと思いました。それで参考指標一覧の全体を見ていて、例えば④将来の

夢や目標を持っていますかというところで、小学生は増えていますが中学生は

減っています。それから⑤家の手伝いをしていますかというところで、中学生

がやはり減っている、それから⑦審議会等委員に占める女性の割合が減ってい

る、それから⑭家庭内での役割分担について満足している人の割合が男性も女

性も減っている、それから⑯米子市男性職員の育児休業取得者の割合も減って

いる、ということで、これが社会では少しずつ増えているのに市の職員では減

っている、それも半分以下に減っているというのと、⑰地域活動やグループ活

動をしている人の割合も男女とも減っていると感じました。２８年度の数値に

比べてというよりも５ヵ年計画なので５年前と比べてどうなのかということ

を考えなければいけないし、全体的に見て感じているのは、男女共同参画、女

性の活躍促進とか多様性の活用とかを言いながら、全体的に活力が弱まってい

るのではないかという印象を持ちました。やはりこれらについてもちゃんと分

析をして、先程言われた審議会の委員などは確かに充て職で選考すると男性の

方が多くなってそれが悪循環ともなっていきますので、委員の選考の仕方も少

なくとも長でなくてもいいからこの団体から出してくださいと言って、女性が

参加できるような場を、そして人材バンクが先でも審議会委員が先でもどちら

でもいいので、少しずつ女性の参画を増やすことが必要ではないかと思いまし

た。 

片岡会長 参考指標一覧の育児休業取得者の割合については計算方法が変わったとい

うことがあったと思いますが、それはどのようなことだったでしょうか。 
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能登主幹 参考指標一覧の育児休業取得者の割合というのは、計画が策定された当初に

３歳未満の子を持つ男性職員の育児休業取得率ということで計算していまし

て、それと同じ計算方法で２９年度を見ると 3.4％になるということです。そ

れで実施状況一覧の方でも男性職員の育児休業取得率の数字があげられてお

りまして、１９ページの職員課の事業で育児休業取得率が２９年度は 15.4％、

１３人中２人という数字が発表されていますが、これは２９年度中に配偶者が

出産した職員がどれだけ取得したかという数字です。職員課として公表する数

字はこの数字を使うということで、なぜこの数字を公表しているかというと国

家公務員の育児休業取得率がそういう基準で公表されているのでそれに合わ

せているということです。 

加藤委員 残りの１１人の方はなぜ取得しなかったかということも調べないと、今後増

えていかないと思います。 

谷本副会長 １９ページに書いてあります妻の出産休暇とか子の養育休暇というのは育

児休業とは別なのですか。 

能登主幹 別のものです。 

谷本副会長 出産休暇とか養育休暇をどのぐらい取得したかという数字はわかりますか。 

能登主幹 配偶者の出産休暇の取得率は２９年度で 92.3％という数字が出ておりまし

て、養育休暇については数字を把握しておりません。 

片岡会長 養育休暇というのは子どもが病気の時取得するということでしょうか。 

能登主幹 子の養育休暇というのは、妻が出産する場合でその出産予定日の８週間前か

ら出産後８週間までの間において取得するものです。その期間の間に５日以内

の範囲となっています。 

新田委員 妻の出産休暇は何日ぐらいなのですか。 

能登主幹 妻の出産休暇は、職員の妻がする時とかした時に２日以内となっています。

取得単位については１日でも時間単位でもよいとなっています。 

片岡会長 出産休暇は取得されるようになっているけれども、育児休業はハードルが高

いということでしょうか。 

大江部長 育児休業の場合は収入が問題になります。出産休暇は特別休暇なので影響は

ありませんが、一番の問題はその間の収入が減ってしまうということです。正

確ではありませんが、市の男性職員で育児休業を取得したのはおそらく妻も同

じ市職員ではないかと思います。だから男性の育児休業については夫婦ともに

市職員の場合に率先して取得させたようなところがあります。育児休業の期間

に収入が下がってもいいから休みなさいというのは言いにくいところがあり

ます。 

片岡会長 本当は育児休業を取得したいけれども取得できないという人が多いのかも

しれないですね。 

新田委員 休業中ということでいろいろな公的な支援が減ったりする場合があります

が、そこでも問題にしないといけないのかもしれませんね。 

片岡会長 第２次の計画が終わったわけですから、総括ということも大切なことだと思
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います。参考指標もそうですが、実施状況についてもいかがでしょうか。 

新田委員 生涯学習課でＣの評価が目立つのですが、確かに人権問題でいろいろとやっ

ておられる中で男女共同参画の部分が取り組めていない、計画しますと書いて

ありますが、男女共同参画が後回しにされるというのがどういうことで評価さ

れなくて後回しになって、実施できていないということで、生涯学習課という

のは赤ちゃんから一生のいろいろな問題があるという意味では、ある面では大

きな問題かと思います。 

的早課長 新田委員さんのおっしゃるとおりＣ評価が目立ったもので、生涯学習課の課

長と担当の係長には話をしまして、公民館の会がある時に改めて話をしてもら

うようにはお願いしました。 

片山委員 今の話の関係で言いますと、私どもでも人材バンクの講師の紹介はあるんで

すが、男女共同参画というテーマだけで話をしてくれというリクエストは必ず

しも多くないです。一方で公民館で講師を探される場合にも男女共同参画だけ

でというのは少ないです。それはわかりにくいということがあるようです。一

方で最近よく聞くセクハラ・パワハラの問題や防災の問題など、わかりやすい

テーマを扱う中で男女共同参画を入れていくという手法を取ると生涯学習課

としても取り組みやすいのではないでしょうか。それと防災安全課の事業で公

民館単位や自治会単位で防災をテーマとしてやっておられますが、そういうと

ころと一緒に取り組まれると相乗効果が出やすいのではないかと思います。そ

ういう工夫をされると生涯学習の取組の中に男女共同参画の考え方が入って

くるのではないかと思います。 

黒田委員 それに関連してですが、生涯学習課が公民館にただこういうことをしたらど

うですかというだけでなくて、テーマプラス講師という形で指導したらどうで

しょうか。たぶん講師を探すのもそれぞれ苦労しておられると思うので、実施

もしやすいのではないかと思います。 

大江部長 実際そのとおりなんです。各公民館それぞれがこの分野で話をしてもらえる

方というのをほとんど情報を持っておられなくて、それで私事になるんです

が、私は病気で２年ほど休んでいまして復帰したことで、今年の１月の市の人

権同和教育研究集会で病気に関わる人権ということで話をさせてもらったら、

今年度８ヵ所の公民館から話をしてくれと問い合わせがありました。ですから

その分野で話せる人がいたら、公民館はいくらでも受けてくれると思います。

こういう人がいらっしゃいますよと言えばすごく人気が出るかと思います。そ

ういうやり方を進めてみようかと思います。 

片岡会長 こういう人がいますと示すことで公民館の方も喜ばれると思います。 

石井委員 ３人の女性に防災士養成講座を受講させたということですが、この３人の女

性とはどのような方でしょうか。 

能登主幹 米子市消防団女性分団というのがあって、その中の３人だと思われます。 

石井委員 防災士養成講座の中に男女共同参画の視点という内容が含まれていて、こう

いう方が講師をされるということはできないのかと思いました。 
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新田委員 県の男女共同参画推進ネットワークというのがあるんですが、そこの中で今

年度の大きなテーマが防災についてで、地域の女性リーダーを作っていこうと

いうのを大きなテーマにしながら、派遣をしますという取組を実はやっていま

す。それについて、女性が地域のリーダーとして各地区にいないと中部地震の

時でも、一番問題になるのは授乳をする時にはどうすればいいかとか、どんな

場合でもそうですけど、女性特有のいろいろな問題を解決するのは女性リーダ

ーを育成していかないといけないということで、各地区にも講師を派遣すると

いうのがあるんですが、その意味では各地区で自治会の中に防災担当があると

思いますが、そこに女性を入れていくという意識を働きかけていることがあっ

たりしますので、市だけで考えるのではなくてネットワークを使ったり、県と

も連携するなど防災に対する女性リーダー作りは今後とても重要になること

だと思います。 

片山委員 先程の人材バンクの話に関係あるんですが、私のところも人材バンクを持っ

ているものですから、ホームページにどんなふうに書いてるかと改めて見てみ

ましたが、最初から登録してくださいではなくて、講師を探すのはここで探し

てくださいという書き方で皆さんを紹介させていただいております。その中の

最後に登録方法はこうですと書いてあります。そのようにアピールすると、公

民館の方は探しておられると思うので、ここにはあるかもしれないということ

で利用も同時に増えていくということになると思います。ですから登録してく

ださいというよりは、講師を紹介しますという形で人材バンクを作って、同時

に登録をしてくださいという方が集まりやすいのかと思います。 

片岡会長 生涯学習課にはそういうことをお伝えいただければと思います。 

大江部長 実は今、生涯学習課は男女共同参画推進課の隣にあります。また、市長が公

民館活動と地域自治会活動と併せてやろうということで、生涯学習課と自治会

を担当している地域振興課と隣り合わせになっていて連絡は常に密にできま

す。それで来年度以降はもしかしたら生涯学習課は教育委員会から離して、市

長部局の総合政策部に持ってこられるかもしれません。そういう状況で話は非

常にしやすいと思います。 

山田委員 男女共同参画という言葉にとらわれなければ、次代を担う子どもたちを育て

るという意味で、男女共同参画は前面に出ていなくても、例えばいじめとか子

どもの虐待などは生涯学習課の方はそういう問題は男女共同参画ではなくて

別のところで考えるという発想でおられると思うんですが、仮にそういうタイ

トルの講演であっても、そこに市民の男性とか女性とかいろいろな世代の方が

参加されて意見を交換するだけでも十分な男女共同参画だと思います。だから

男女共同参画というテーマにこだわると非常に難しいんですが、今社会で起こ

っている問題をみんなで考えようということで、生涯教育の講演会で男女共同

参画を内包しているという視点でいくと、意外にテーマ探しは難しくないし、

男女共同参画の実績にしてしまってもいいのではないかと思います。そういっ

た形でも是非進めていってもらいたいと思います。 
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石井委員 私もそう思います。もしかすると生涯学習課は男女共同参画というのを生粋

の男女共同参画としてとらえておられて、それをやっておられないからという

ことで、自分に厳しい評価をしておられるのではないかと思います。実施状況

を見ているとこれだけのことでＡやＢの評価をしておられるところもあるの

で、自己評価が厳しいのではないかと感じました。 

山田委員 男女共同参画推進課の方から、このようなことを評価に入れてもいいです

よ、というより具体的なことを言われるといいかと思いました。 

片岡会長 実施状況については表形式になっていて見やすくなっているんですが、評価

する方はこういうふうにすると計画の具体的な取組というところしか見ない

で評価されてしまいます。そうではなく、肝心なのは計画に記載されている本

文の内容であって、この取組がいかに男女共同参画につながるかとか、どうい

う視点でこういう取組をするのかといったことが説明されていて、そこを読ま

れないまま評価しがちになってしまいますので、計画の本文の内容も読んだう

えで、その観点から評価してもらいたいということを周知していただきたいと

思います。 

黒田委員 実施状況一覧の６ページの基本施策８の女性のパワーアップ講座というの

がありますが、２８年度のパワーアップ講座は、夢を叶えた女性たちに学ぶ、

ということで、たぶん女性のロールモデルのようなものを提示してということ

ではないかと思ったんですが、２９年度は整理収納アドバイザーという資格を

取って活躍されているというのはわかるんですが、何のパワーアップかという

と女性をエンパワーメントするという意味でのパワーアップだったらいいと

私は思っているので、もう少し違う話だといいと思いました。それで話が戻る

んですが、先程育児休業の取得率が少ないということがあったんですが、鳥取

県の現状で言えばおじいさん、おばあさんが子育てに関わっておられる方が結

構おられますが、そのおじいさんたちは皆さんが孫の世話をしたいと思ってい

る人ばかりではなくて、やっと子育てから解放されて自分の生活を楽しみたい

と思っているのに、孫の世話をして当たり前というように思われて、自分とし

て納得いかないという話を用瀬で行われた上野千鶴子さんの講演会の懇親の

席で聞いて、そういう考え方は大事だと思いました。それでそういう思いを持

っている人を力づけるではないですが、私は間違っていないんだと思えるよう

な、いろいろな生き方があっていいんだという内容の講座だと嬉しいと感じま

した。 

片岡会長 これは女性向けの講座ということですね。 

新田委員 男性も含めて、男性も一緒に参加という呼びかけならばいいと思います。 

黒田委員 男性の方は、男の料理教室ということで、わざわざ男のという言葉を使うの

もどうかと思いました。男女で何かをするというのならいいんですが、男の料

理教室というのは時代に逆行しているのではないと思いました。 

片岡会長 男は料理をしないものと思わせるようで、そういう意味ではパワーアップ講

座も黒田委員さんが言われるように、まさに女性をエンパワーメントするよう
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なそういう視点で、日常の生活をもう一度考える機会と言いますか、そういう

内容を中心にしていただけるとありがたいと思います。 

山田委員 逆に数値として捉えることは難しいんですが、育児休業ということだけで考

えるとその視点になってしまうんですが、もし県や市でアンケートなり実態調

査をすることがあったら、お孫さんの子育てに参加していますかというような

割合が米子市とか鳥取県でこんなに高いんだということで、育児休業取得率だ

けではなくて、サポートする面で参加されているというところも含めて皆さん

の働きを評価するような調査項目があってもいいのではないかと感じました。 

片岡会長 また何年後かには市民意識調査があると思いますので、その時に覚えておき

たいと思います。 

中井委員 国際交流についてですが、国際交流員として中国と韓国の方がいらっしゃい

ます。これは姉妹都市の関係だと思いますが、中国や韓国の関係のイベント等

を数多くされているんですが、もう少しいろいろな国に広げることができたら

という印象を持ちました。国際交流フェスティバルというのがあっていろいろ

な国の紹介などがあるんですが、これは米子市にある国際交流の団体がブース

などを出しているんですが、中国、韓国以外の人と交流したりする機会が増え

ていけばいいと思いました。 

片岡会長 米子市の姉妹都市はどこですか。 

大江部長 韓国の束草市と中国の保定市です。現実的に韓国と中国から交流員さんが一

人ずついらっしゃって、言葉が喋れる方もいらっしゃってやりやすいというこ

とがあります。その他の国となると、それぞれの例えば経済の分野ならばいろ

いろな国との交流はあるんですが、市民向けとなると難しいというのが実態で

す。 

能登主幹 公民館の社会教育講座でどのようなものをやっているのか調べましたら、中

国、韓国の他にロシア、ベトナム、ケニア、イギリスなどの方の話を講座とし

てやっておられるようですので、ご紹介しておきます。 

中井委員 むしろ地域の方たちのほうが外国人の方の状況に詳しいところがあるとい

うことかもしれませんね。たまたま地域にそういう方が住んでおられるという

ことでされているのでしょうね。 

石井委員 女性が資格を取得するための助成金を米子市は出しておられたり、高等職業

訓練で看護師さんなどを目指す方を支援しておられたりしていますが、女性の

就業支援とか資格を取得された後の活用の仕方などはどうなのでしょう。どう

いう方がどういう資格を取得されて、どのように活かしておられるのか、それ

からちょうどハローワークの方がおられるので、最近の女性の求職状況などを

教えていただきたい。 

的早課長 ひとり親家庭への支援の方は実績というか後追いはしていませんが、女性の

資格取得助成事業補助金については、どんな理由で資格を取得されたかという

ことは申請を受ける時に聞いております。その中で平成２９年度に介護福祉士

の資格を取得された方はキャリアアップのために、医療事務の実務者の資格を
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取得された方は転職するために、保育士の資格を取得された方は求職中という

ことを伺っております。他にも宅地建物取引士、社会保険労務士などキャリア

アップのために取得したと伺っております。それでそこから先は補助金を支払

った後ですので、状況は把握はしておりません。 

石井委員 米子市の助成金を利用されて資格を取得された方が、就職されて、もし開業

でもされたら、すごくいいロールモデルで紹介できそうだと思いました。ハロ

ーワークさんから女性の求職状況などを教えていただきたいのですが。 

君野委員 男性、女性という特別な捉え方はしておりませんので今日はその数値を持っ

ておりませんが、窓口の感覚で見ると、今は仕事を探される方がどんどん減っ

てきております。一方で人を探される企業はどんどん増えている状況で、窓口

に仕事を探しに来られる方の性別は女性が多いです。ただ、いろいろな職種が

あるんですが、一般的に女性が就かれる職種が少ないということは感じていま

す。今、女性活躍推進法ができて、この鳥取はかなり進んでいる県だと感じて

おります。全国的には女性管理職の割合が１５％にならないんですが、それに

対して鳥取県は２０％を越えています。それで目標が３０％となっております

ので、しっかりとやっていけばその目標に到達するのではないかと思っており

ます。ただ、事業所を多く回っていると、事業者の感覚がかなり男尊女卑的な

ところがまだ残っていると感じます。ですから、女性活躍推進法の一般行動計

画があるんですが、これは３０１人以上の企業は強制ですが、それ未満は努力

義務となっていて、まだまだほとんどの事業者が取組を始めていないところが

ありますから、米子市さんと一緒に今後進めていきたいと思っております。 

片岡会長 その他はよろしいですか。では、次に議事の（２）その他について、事務局

の方からお願いします。 

能登主幹 （資料③、資料④について説明） 

片岡会長 そうしましたら議事は以上で終わりますが、次に５のその他について、何か

ありますか。 

（なし） 

それではこれで議事進行をおわりますので、事務局にお返ししたいと思いま

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。

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 （午前１１時４０分） 

  


