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第３６回（平成２９年度第２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２９年１０月１１日（水） 午後３時から５時 

開催場所 米子市役所第２庁舎 ２階 第２会議室 

出席委員 １１人 

 石井委員、片岡委員、杵築委員、黒田委員、齋木委員、鷲見委員、谷本委員、

中井委員、新田委員、廣田委員、福田委員 

欠席委員 ３人 

井口委員、片山委員、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、能登主幹、神庭主事 

  

日  程 １ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 議事 

（１）第３次米子市男女共同参画推進計画（素案）について 

（２）その他 

４ その他 

５ 閉会 

  

開  会 （午後３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３６回（平成２９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１４名のうち、

１２名の方がご出席です。欠席は井口委員、片山委員で、山田委員については

連絡がなく遅れておられるようです。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。 

それと審議会委員名簿をお配りしておりますが、今回より新しく８番の鷲見

委員に審議会に加わっていただくこととなりましたので、ご報告いたします。

なお、鷲見委員には会議に先立って、市民人権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、鷲見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。 

長井部長 （委嘱状交付） 

鷲見委員 はじめまして。９月から推薦を受けまして委員となりました。よろしくお願

いします。 

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 こんにちは。お忙しい中、また暑い中ご苦労様です。今日は第３次の推進計

画を審議していただきますが、第２次の時にもワーク・ライフ・バランスとか
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新しいことが出てきましたが、今回もまた、マタニティ・ハラスメントとか性

的マイノリティとか新しい言葉が出てきていて、男女共同参画ということを追

求していきますといろいろな課題がつながって、その都度新しい問題提起がな

され、それについて取り組む必要が浮かび上がってきていることを実感してい

ます。１２月にはパブリックコメントを実施することになっていますので、第

３次の素案について内容的に審議いただくのは今日が最後になるかと思ってい

ます。本当に忌憚のない活発な討議ができればと思っていますので、よろしく

お願いします。 

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。事前に素案の方は皆様のお手元に届いていますの

で目を通していただいていることと思います。どのように進めていったらよろ

しいでしょうか。それでは１ページの方から順番に見ていきたいと思います。

では、まず最初に事務局から配布しております資料について説明をお願いしま

す。 

能登主幹 （配布資料について説明） 

片岡会長 いまご説明いただきましたが、その中でひきこもり世帯というのはどのよう

な世帯ですか。ひきこもりの子どもがいる世帯ということでいいですか。 

能登主幹 そのあたりまではこの質問内容からは読み取れませんでしたが、子どもに限

らずひきこもりの方がいらっしゃる世帯と認識いたしました。 

石井委員 これは私の意見なんですが、ひきこもりの人がいる家庭です。例えば子ども

もですし、３０代、４０代の方がどんどん増えていることもあって、その方々

への支援があればと思いました。 

片岡会長 そうすると子どももですし、成人、あるいは高齢者など多岐にわたていると

いうことですね。そういうことを総括してひきこもり対策の総合的な窓口は、

米子市では障がい者支援課ということですが、子どもの問題はこちら、高齢者

はこちらというふうに窓口が分かれているんでしょうね。 

能登主幹 相談先については状況的にいろいろなケースが考えられますが、ひきこもり

対策の相談窓口として公表されているのは障がい者支援課ということです。 

石井委員 この意見では高齢者は想定していませんでした。若い世代が自立して生きて

いくということを念頭に置いて、そういう家庭への支援ということがあればと

思いました。 

片岡会長 大切なことだと思います。ただ、事務局の意見としては計画の中に入れるの

はいまところ難しいという考え方となっています。 

新田委員 男女共同参画推進計画の中でどの部分に位置づけていくかということです

が、全部男女共同参画に関わると言えばそうなのですが、何でもかんでも男女

共同参画推進計画に盛り込められるのかというのも感じました。 

片岡会長 それでは素案の７ページに戻りまして、基本テーマⅠの重点目標１について

ですが、何かご意見はありませんか。 

中井委員 国際交流についてですが、７ページの最後のところに男女共同参画社会の実
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現のために国際交流を推進していくことが大切だと書いてありますが、どうし

てそれが大切なのか具体的に書いてあればいいと思います。国際交流の中で異

なる文化や価値観などを知り多様性を認め合うことが男女共同参画への取り組

みの姿勢、基礎になっているかと思いますので、そのあたりが具体的に書いて

ある方がいいのではないでしょうか。それに関連して１０ページにある基本施

策３国際交流の推進で、国際的な視野での男女共同参画に対する理解を深める

とありますが、国際的な視野というのは外国のいろいろな精神的な事例等を知

るということなのでしょうか、それもいろいろな解釈ができると思いまして、

もう少しわかりやすく書いていただけるといいかと思います。 

片岡会長 国際交流についてですが、第２次の計画にはもう少し詳しく説明が書いてあ

りまして、異文化理解を深めることは男女共同参画社会が目指す多様な生き方

を尊重し合い、共生していく関係の育成に貢献するとなっておりまして、国際

交流がどのように男女共同参画につながるのかという説明があった方がいいと

いうことなので、第２次の表現も参考にしながら事務局と相談してみたいと思

います。 

中井委員 それともう一つ、従来から国際交流というのは外国の生活・文化などを知る

ということでいいんですが、最初は外国語やスポーツ交流などでいいと思いま

すが、それだけで終わるのではなくて、一歩踏み込んで講座やイベントなど具

体的な施策の中でもそれが男女共同参画につながるようなものがあればいいと

思います。 

片岡会長 その他にはいかがでしょうか。 

石井委員 男女共同参画の取組には２つあって、国の男女共同参画基本法の趣旨に書か

れていることは、１つは人権尊重という面と、もう１つはこれからの社会情勢

に適合した社会を作るということで、人権尊重というのはみんなの人権が平等

に認められましょうというところで、マイナスをゼロにしましょうという考え

方と、男女共同参画の新しい社会を作っていくプラスの面に変えていきましょ

うという２つの意味があると思います。私がこの計画を見て思ったのは、人権

尊重や環境整備というようなことはすごく読み取れたんですが、男女共同参画

を、多様性をプラスに変えて、例えばワーク・ライフ・バランスにしても、こ

れは福利厚生ではなくて、経営戦略だという人もあります。男女共同参画がプ

ラスにもなるんだということが表現できたらということで、多様性を尊重して

なおかつそれを活かしていくんだということが入れられたらという気持ちで意

見を出させていただきました。 

片岡会長 そういう趣旨はわかるんですが、性的マイノリティの方は自分からカミング

アウトして、私は同性愛者ですという人ももちろんいるんですが、自分は何な

のかわからなくて悩んでいる人もおられたり、ゲイやレズビアンという個性を

売りにして行動したいと思っている人ばかりではないので、それは難しいと思

います。性的マイノリティの多様性を活かすと言ってしまえば、例えばその人

がゲイとして生きていかなければいけない、それ以外の生き方は違うというこ
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とになり、もしかしたら少数派の人たちは変わった人と見られるのが嫌で、で

きれば普通に見てほしいのにみんなが違う目で見ていることに悩んでいるのか

もしれませんし、そのあたりが難しいと思います。 

石井委員 性的マイノリティと多様性を活かすということをくっつけて考えるという発

想はなかったです。性的マイノリティの方の人権尊重はしていかなければいけ

ないと必要だと思いますが、私の意見はそれとは違います。 

新田委員 多様性の捉え方は女性でも男性でもいろいろありますが、石井委員が言われ

るのはいろいろな人がそれぞれ持っているものを活かせるところまで踏み込ん

で、個人を大事にするという意識を持つことではないでしょうか。言葉として

どう表現していいのか難しいと思います。 

片岡会長 基本指針のところでそういうことが現れているのかと思いますが、性別にか

かわりなく多様な生き方を選択して、個人として能力を発揮するということで

すね。石井委員の言われているのはもう少し踏み込んでということなんでしょ

うが、その先には社会がもっと生きやすくなっていくということが前面に出て

くるようなという感じなのでしょう。もっといい社会が作られるという表現が

いいですね。 

それは１ページ、２ページあたりでそのような表現が示されるといいのでは

ないかと思います。多様性を尊重することがいいことにつながるということを

示せばいいと思います。それは基本的な考え方の中に入れるのが一番いいと思

いますのですが、趣旨のところなのか基本理念のところなのか、今すぐには思

いつきません。そこは検討させていただきます。 

片岡会長 それでは、次は１１ページからの重点目標２ですが、何かご意見はあります

か。 

新田委員 ひとつ質問ですが、１３ページの基本施策６の具体的な取組の中で担当課が

学校教育課と人権政策課であったものが、学校教育課だけに修正されているの

は、取組内容は変わっていないのに、なぜ人権政策課が削除されたのでしょう

か。 

能登主幹 以前は人権政策課の中に学校教育課の兼務職員が所属していましたので、両

課の取組ということになっていたんですが、現在はその職員が学校教育課に移

って、人権政策課にいなくなったからです。 

新田委員 人権政策課の中に学校教育課の兼務職員がおられたのは何か関係があったか

らでしょうか。 

能登主幹 その兼務職員が人権政策課と業務上関係はあるんですが、業務を遂行する上

で、学校教育課に籍を置いた方が都合がいいという理由です。 

片岡会長 それでは次に１４ページの重点目標３についてですが、何かありませんか。 

片岡会長 １５ページの基本施策８のところで皆さんのご意見をお聞きしたいんです

が、女性の人材育成とありますが、私はこの人材という言葉がしっくりこなく

て気になるんですが、組織の歯車の１つという感じがするんですが、もっとそ

の人の人間性を尊重した表現はないのかと思っているんですが、当事者の女性
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がそれについて何も思わないのならそれでいいのかと思いますが。 

石井委員 今、人づくり改革と言われていますが、その人づくり改革という言葉にはす

ごく抵抗があるんですが、例えばこれを女性リーダーとするとすごくハードル

が高いと思いますし、社会で活躍する女性というとまたそれも適当でない気が

します。だから人材育成というと人が成長していくときに、今よりもこれがで

きるとか、今よりも世界が広がったとか、そういうことでいいと思います。 

石井委員 素案に対する意見で、子どもたちに対する取り組みについて「性別にとらわ

れることなく、自由に個性を生かした職業が選択できる教育」に取り組んでほ

しい、と書かれているのは、実は私は小中学生を連れて発見仕事ツアーという

のをやったことがあるんですけど、それで米子空港に行きまして、いろんな職

業の人の話を聞きました。パイロット、客室乗務員、整備士などですが、そこ

である女の子がパイロットに女性はいますかという質問をしたんですが、そし

たらパイロットの男性が、いますよと軽く答えてくれて、人数は忘れましたが、

そのうちの１人はもうすぐ操縦士になりますと言われていました。その後の子

どもたちのアンケートで、私が発見仕事ツアーに参加したのは客室乗務員にな

りたかったけれども、パイロットもいいかなと思いました、と書いてありまし

た。そのあたりで子どもたちの中にこういう仕事は男性向きの仕事とか、こう

いう仕事は女性向きの仕事とか、それは環境によるところが大きいのですが、

そういう枠組みの意識を外すような教育をしてほしいという思いがあって意見

させてもらいました。 

片岡会長 それでは基本テーマⅡに移ります。まずは重点目標１ですが、何かあります

でしょうか。 

谷本副会長 １７ページの基本施策９について、意見に対する考え方で、高齢者への支援

に関して意識啓発や情報提供等を行います、というところで、その後の文章は

そのままになるんでしょうか。そうなると、研修会や講座、教室などは情報提

供に含まれるのではないかと思います。内容としてはいいと思いますが、全体

の文章のつながりを考えた方がいいと思います。それと同じようなことですが、

前に戻って、２ページのところで、男女がを誰もがに直されていますが、そう

すると大きな目標である、誰もが自分らしく個性と能力を発揮できるまち、と

なるとここは誰もがというよりは一人ひとりがという方が大きな目標としては

ふさわしいかと思いました。また、先になって申し訳ないのですが、２２ペー

ジの基本施策１３の具体的な取組で、ＤＶ加害者に対しては相談対応などを行

います、とありますが、相談対応という言葉は適切ではないと思いました。 

片岡会長 計画の目標について、誰もがよりも一人ひとりがの方がよく伝わるのではな

いかというご提案なのですが、一人ひとりがの方が個を大切にしているのでは

ないかと思います。では、目標については、一人ひとりが自分らしく個性と能

力を発揮できるまちとします。 

あとは修正後の文章表現を調整するということですね。いまご指摘があった

のは１７ページの基本施策９の具体的な取組の一番上の取組内容です。もう一
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つは２２ページの基本施策１３の具体的な取組の中の相談対応という言葉です

ね。これについては検討させてください。 

中井委員 基本的な質問で恐縮ですが、男女共同参画社会の実現のためには高齢者への

支援とか障がい者への支援、外国人居住者への支援、ひとり親家庭への支援が

必要であるということは、男女共同参画社会の実現には人権が尊重され、一人

ひとりが大切にされる社会で、それを踏まえた上でこれらの支援が必要ですと

いうことなんですね。そういう社会的な支援が男女共同参画とどう結びつくの

かという説明があってもいいと思います。 

片岡会長 高齢者や障がい者などに対する支援が取り上げられていますが、それをこの

計画で扱う理由としては、男性も女性もすべての人が幸せな生活を営むための

権利であるからということになっています。そしてすべての人が地域の中で安

心して暮らしていくということを考えると、こういう施策が必要であるので、

男女共同参画と施策がどうつながるのかということをどこかに入れてあるとわ

かりやすいですね。第２次の計画では、課題などを示す前に基本的方向という

のが記されていましたので、今回の計画でもそれが記されるべきかもしれませ

ん。 

中井委員 この計画の中で言われているのは、人権とか個性、多様性の尊重、性別によ

る固定的な意識を排除しようとか、性別にかかわりなく個性や能力を発揮しよ

うということであると思いますが、そういうことが例えば高齢者への支援とか

障がい者への支援などにつながっていくということがわかるように表現してあ

るといいと思います。 

片岡会長 そのあたりは事務局の方で検討していただきたいと思います。 

それでは次に２０ページの基本テーマⅡの重点目標２についてですが、２０

ページの下にハラスメントの語句説明が載っているんですが、その中で意図的

に不快にさせることやという表現が、これはどこかの説明を引用されたのでし

ょうか。 

能登主幹 いろいろと調べて書いているんですが、よりよい表現がありましたら教えて

いただけたらと思います。 

片岡会長 それについては、私の方でも調べてみたいと思います。 

黒田委員 新旧対照表の５ページで基本施策１３の具体的な取組が削除された部分があ

るんですが、すごく具体的に書いてあっていいと思ったんですが、単に意識啓

発とか講座とか研修会という言葉でまとめてしまうよりも、具体的に書いてあ

る方がいいと思います。特に出前講座は若い世代の人には有効だと思います。 

片岡会長 具体的なと書いてあると具体的に書いてある方がいいと思いますが、削除さ

れた理由はすっきりとまとめるためということでしょうか。 

能登主幹 これについては、市民相談課と協議した結果で、このような表現にしてもら

いたいという市民相談課からの要望でした。 

片岡会長 いろいろと取組を加えられるように柔軟性を持たせたいということなんでし

ょうね。 
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新田委員 修正後のところで講座等の開催や意識啓発の取組に市民相談課が加えられた

ということは、そういうことも含めてしっかりとやりますということでしょう

ね。そうであればここに記してある文章を少し修正してもいいのではないでし

ょうか。 

黒田委員 何もかもが啓発とか情報提供とかいう言葉で言ってしまわずに、具体的にこ

れをやるんだということがわかっている方がいいと思います。 

新田委員 若い世代への啓発ということならば、学校教育課で取り組んでいくべきこと

ではないかと思いますが。 

石井委員 高校では、ＤＶ講座をほとんどの学校でされていると思います。それはＤＶ

の研修講座を受けた人が講師になって、それを県の福祉保健局がマネジメント

して、依頼があれば高校に派遣するということになっています。でも高校は市

町村立ではないので、市の取組ではないです。小中学校でＤＶ講座が子どもを

対象にできるのかということで、これが外されたのは市の管轄から外れるから

ではないかと思いました。 

福田委員 米子と境港の一部の中学校ではＤＶ講座をやりました。それは人権擁護委員

の中に専門の人がおられまして、その人にお願いしてやりました。 

片岡会長 ひと言でいえば意識啓発なんですが、もう少し具体的な表現になるとイメー

ジもしやすいですし実際にやっているということも伝わってきていいかと思い

ます。 

片岡会長 次は２４ページの重点目標３についてですが、いかがでしょうか。 

石井委員 基本施策１５の具体的な取組で、メンタルヘルス研修を開催しますというの

は、米子市の職員対象のものなのでしょうか、一般市民を対象としたものなの

でしょうか。 

能登主幹 市民と市役所の職員の両方についてです。 

片岡会長 では次に２７ページの基本テーマⅢの重点目標１についてですが、いかがで

しょうか。 

片岡会長 保育についてですが、米子市では待機児童の問題は出ていないでしょうか。 

長井部長 年度当初では待機児童は発生していないということを聞いていますが、年度

途中では発生しているということです。次年度の当初にはそれが解消されてい

ます。 

片岡会長 次に３１ページの重点目標２についてですが、いかがでしょうか。 

黒田委員 ３３ページの基本施策２０の具体的な取組で、市内の企業等のワーク・ライ

フ・バランスの取組事例を広報よなごに掲載して啓発しますというのが削除さ

れているんですが、私は広報よなごのワーク・ライフ・バランスの記事をよく

読んでいるんですが、企業内部への啓発が難しいということがありましたが、

市が頑張っている企業の取組を広報誌に掲載することは、企業に対する啓発に

もなるのではないかと思います。広報よなごへの掲載は続くのでしょうか。 

能登主幹 広報よなごに掲載する取組については、米子市の地方創生総合戦略である米

子がいな創生総合戦略の中に盛り込まれている施策でありまして、この総合戦
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略の計画期間が平成３１年度までとなっております。３２年度以降の状況がわ

からないことがあり、また第３次の男女の推進計画が３４年度までの計画とな

ることもあり、詳細な表現は控えることとしました。 

黒田委員 母子手帳交付時に育児休業法のパンフレットを配布し啓発しますという取組

も削除されていますが、どうでしょうか。 

能登主幹 これは取組をしていないということではなくて、商工課が直接母子手帳を交

付していないということです。母子手帳交付時に情報提供をしているんですが、

その情報は商工課が提供しており、健康対策課が母子手帳を交付するときにそ

の情報を提供しているという形になっています。この取組についても商工課と

協議した結果、修正しました。 

片岡会長 具体的に書かないことで、その時のニーズに合わせて柔軟に新しい施策を盛

り込むことができるというのはいいことですが、それがされなくなるというこ

とにならないようにお願いしたいと思います。 

片岡会長 次は３５ページの重点目標３についてですが、いかがでしょうか。 

新田委員 防災に関してですが、防災に女性が関わってくることの大切さが言われてい

ますが、米子市の場合は防災組織とか防災会議にどれぐらいの女性が関わって

いるのでしょうか。 

能登主幹 防災会議には女性が３名、原子力発電所環境安全対策協議会にも女性が３名

参画しています。 

新田委員 意見を述べるということではなくて、いざという時に活動するという具体的

な組織を作っていかないといけないのですが、米子市では防災組織に女性が参

画しているということがありますか。 

能登主幹 米子市消防団女性分団員が２２名おられます。 

片岡会長 素案の方は一通り見てきましたが、次に数値目標ですが、３８ページになる

んですが、平成３４年度までにどの程度の目標を目指した計画書なのかを示す

ところです。 

中井委員 米子市の女性人材バンクの登録者数は増やすのが難しいのでしょうか。 

新田委員 私も人材バンク登録者ですが、あまり活用されるところがありません。 

石井委員 システム作りが問題だと思います。私も県の人材バンクの担当者だったこと

があるんですが、どうすればこれが活用されるだろうかということを考えてい

ました。例えばＤＶの高校出前授業の人材マネジメントのように、こういう研

修に講師の依頼がありました、行ける人はありませんかということで手をあげ

てもらってその人を派遣するというシステムを作っていかないと、なかなか活

用は難しいのではないかと思います。 

黒田委員 女性人材バンクにどういう人がいるのかというのはホームページに掲載され

ているのでしょうか。 

能登主幹 個人名は出していません。 

黒田委員 女性人材バンクとはどんなものだろうと思って見たけどわかりませんでし

た。 
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石井委員 私がいた時には、例えば講師を紹介してくださいと西部地区から依頼があっ

た時に、米子市の担当課に聞いて声をかけてもらったりしたことはありました。 

中井委員 学校教育の場は「男性優遇」でも「女性優遇」でもなく、「どちらともいえな

い」と思う人の割合について、平成３４年度に８０％というのは低くて、９０％

ぐらいになってほしいという気もします。 

片岡会長 数値目標については難しいですね。数値目標をどれだけ重視するかというこ

とですが、どうしても数値目標を設定しなければいけないものでしょうか。 

中井委員 ある程度高い目標を掲げて、それに近づくように努力するということは必要

だと思います。 

片岡会長 全体を振り返って何かありませんか。 

新田委員 １３ページの基本施策５のところで、「社会を明るくする運動」で、最初はス

ポーツ大会だったのですが、それが野球大会に修正されていますが、野球だけ

をしているということでそうなったのでしょうか。 

能登主幹 実際には野球大会をしているということです。 

石井委員 ワーク・ライフ・バランスについてですが、企業の内部に立ち入っての啓発

は難しいということですが、少しずつ小さな取り組みでも続けていくことで効

果が出るのではないかと言われたのは同感で、今社会的に大きな問題になって

いる長時間労働の問題で、それが女性が進出しにくい環境を作っていて、少子

化にもつながり、いろいろな弊害を生んでいるので、少しずつなんらかの取り

組みでも啓発を続けていくことが大事なのではないかと思います。 

片岡会長 まったくその通りで、計画に載っていることについてはみなさんが期待もさ

れておりますので、本当に地道な取組をやっていくということで載せていただ

けたらと思いますし、そういうつもりで書かれていると思っています。 

いろいろとご意見をいただきましたが、今日すぐに答えが出ないことがあり

ました。その点については事務局とやり取りしながら検討させていただきます。

検討した結果については皆様にお示しして、またご意見をいただきたいと思い

ます。１２月にはパブリックコメントを実施するという予定になっております

ので、よろしくお願いします。 

片岡会長 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。 

的早課長 （事務連絡） 

片岡会長 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。 

閉  会 （午後５時） 

 


