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第３７回（平成２９年度第３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１月３１日（水） 午前１０時から１１時２０分 

開催場所 米子市役所本庁舎 ３階 第２応接室 

出席委員 １３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、齋木委員、

鷲見委員、谷本委員、中井委員、新田委員、廣田委員、山田委員 

欠席委員 １人 

福田委員 

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、 

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（案）について 

（２）第３次米子市男女共同参画推進計画の答申について 

４ その他 

５ 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３７回（平成２９年度第３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、

１３名の方がご出席です。欠席は福田委員です。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。 

的早課長 はじめに、片岡会長より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 これより議事に入ります。議事（１）の第３次米子市男女共同参画推進計画

（案）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（案）について説明） 

片岡会長 パブリックコメントについては、市の考え方はコメントをいただいた方には

回答をしたということでしょうか、それともこの内容も含めて審議を行えばい

いのでしょうか。 

能登主幹 回答については個人宛に回答をするのではなく、一般に公表するという形に

なりますが、まだ公表はしておりません。内容につきましてはご意見をいただ
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いた上で修正などを行うこととしています。 

片岡会長 それでは、パブリックコメントに対する対応として、このような対応でよろ

しいでしょうか。何かご意見はありませんか。 

片岡会長 改めて説明していただいて思ったのですが、一番最初のご意見ですが、それ

ぞれが大事にされていない感じを受けましたというように述べておられます

が、これが男女共同参画も大事だし子どもや障がい者などの権利も大事だしと

いうことで、一緒にしないで別々に計画を作るという意味で述べられているよ

うにも思えて、そうすると書かれている市の考え方は合わないのではないかと

思います。 

石井委員 私は違う捉え方をしておりまして、男女共同参画というのは男女の性別によ

らない差別や取り扱いがもとで思う方向にいけないとか我慢しなければいけな

いということをなくしていこう、男女差別をなくそうというところから始まっ

ていると思います。男女の差別がなくならない、性差によらず一人ひとりが生

きていくというところができていないのに、手を広げていって個々の問題に十

分対応できないのではないかという意味ではないかと思いました。本来の男女

平等というところに力を入れていきなさいという意味なのかと３つの意見を見

ていて思いました。 

片岡会長 それならばこの回答は対応しているのではないかと思います。 

中井委員 私がこの意見を言った立場であれば、この回答では納得できません。例えば

指標があってそれに対する目標値が達成されていないのではないか、そこに力

を入れなさいという意見ですが、そうすると指標は計画の成果を評価する上で

参考とする関連項目であると位置づけているとなっています。では、その指標

を参考にしながら施策をどう進めていくのか審議していただくというように、

もう少し具体的な言葉があってもいいのではないかと思います。また、３つ目

の意見なんですが、市職員に男女共同参画の意識が身についているのかなどの

チェックがないということですが、市の考え方を見ますとチェックをしている

のかしていないのか、そういうことに気を付けながら市職員に対して何らかの

働きかけをしてフィードバックを取っているのかということを市としてやって

いるのかということがわかりません。ですから、いろいろな研修会などで職員

の意識が浸透するようにしている、そして職員にも聞き取りなどもしています

という具体的な回答の方がいいと思います。 

片岡会長 意見に対する答えとして直接的に答えた形になっていないということです

ね。 

片山委員 その話の続きですが、市としてもいろいろな取組を実施された上での答えが

あり、事務局としてはそれが前提であるので、実施していることをしっかりと

回答に書いて、その上で今後に向けてどうするかということを書かれた方がい

いと思います。 

片岡会長 そうですね、細かく丁寧に回答することが大事だと思いますので、もう少し

詳しく考え方を述べていただきたいと思います。 



3 

 

石井委員 その点に関連してですが、３９ページの注釈で、目標値を立てているのにこ

れは参考です、というように書いてあると市としての力の入れ方が弱いと感じ

られるのではないかと思います。ただの参考で目標を達成しなくてもいいとい

うふうに捉えられかねないという危惧を持っています。 

片岡会長 第２次の計画ではかなり長い文章で注釈をつけていました。第２次の計画の

４９ページに記載してあります。内容的には今回の３９ページと同じ趣旨なの

ですが。 

中井委員 例えば、指標を参考にして目標値にできるだけ近づくように市としては取り

組みますというような、そういう一言が必要なのではないでしょうか。 

片岡会長 市としても目標を立てた以上はそれに近づけるように努力しますとか、取り

組みますというような一言を添えていただけるといいのではないかと思いま

す。 

谷本副会長 目標指標なのか参考指標なのかということで記載の仕方が違ってくるように

思います。参考指標が米子市総合計画とか市民意識調査とか年度の違うものを

使っていると目標として言いにくいのではないかと思います。そのあたりで指

標の整理も必要ではないでしょうか。 

石井委員 第２次の計画の説明では、この指標一覧のみで評価できるものではありませ

んが、このような視点もあるということで記載されていると思います。この項

目だけで男女共同参画が図られるものではないという意味だと思います。 

片岡会長 この目標値については、どこかで出ているものを使っているのですか。 

能登主幹 総合計画については総合計画の中の目標値となっています。意識調査の項目

については第２次の計画を参考に目標を設定しております。 

片山委員 今の話ですと市の総合計画には目標値と記載してあるということになります

ね。そうであればそれは目標値であり参考値ではないはずです。それぞれの計

画の目標値を合わせているので書きぶりがぼやけていますが、それが目標であ

れば目標として取り扱って、ただしこれだけですべてが図れないということは

触れておく必要があり、目標としてしっかりと取り組んでいくということを明

確にしていけばいいと思います。 

片岡会長 総合計画などでも目標値と明記されているのであれば、ここで参考値とする

のも整合性も問題になってきますので、目標は目標だというスタンスではっき

りと書いた方がいいというご意見なんですが、そのとおりだと思います。ただ

し、第２次の計画にもあるように注釈で、市が目指す男女共同参画の実現の度

合いをこの指標のみで評価できるのではなくて、成果を評価する上で参考とし

たいということも記載していただきたいと思います。これ以外の領域も計画で

はカバーしていますので、そこは数値ではなくて別のやり方でチェックしてい

くという姿勢は示しておいた方がいいと思います。 

片岡会長 数値目標というのは難しいですね。例えばＤＶに対して相談しなかった人を

３割にする、あるいは２割にするというのは、なぜ０ではないのかという話も

出てきて、目指すところは０であり１００％ではないかということで、目標と
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しては高い方がやる気を感じさせていいのですが、いろいろな捉え方があり、

実際に５年後にこれぐらい達成しているように政策を進めていくんだというこ

ともあり、どのように捉えるかというのは難しいと思います。ですから、いろ

いろな捉え方や目標の位置づけも立場によって違ってくるので、そこがあいま

いにならないように、ここでの立場はしっかりとしておいた方がいいと思いま

す。 

新田委員 そういう意味では、ここでは参考指標と書いてあるんですが、そこはきちん

と目標ならば目標と書いて、参考と目標ではやる方の意識も違うと思いますの

で、その意思も示すということでは検討するべきではないでしょうか。 

片岡会長 そうすると参考指標のところに注釈を１行しかつけていませんが、第２次の

計画の時のようにもう少し詳しく注釈をつけて、ここでの目標や指標の位置付

けを明記しておかなければいけないと思います。 

新田委員 そういう意味では、表題も参考指標ではなくて目標という言葉にするという

ことで説明もしやすいのではないかと思います。 

片岡会長 ３９ページの見出しのところが参考指標となっていますが、目標一覧などと

して、ここでの目標の意味を説明しておく方がいいのではないかというご提案

ですね。その方が誤解がなくていいのではないかと思います。 

片岡会長 それでは、この３９ページのところについては、見出しを目標一覧としても

う少し詳しい説明をつけるという形でよろしいでしょうか。その詳しい説明に

ついては事務局と検討していきますが、趣旨としてはここでの目標がどのよう

な位置付けなのかということも説明し、第２次計画にも記載してあったように、

この数値目標だけで全部が図れるわけではないということも記載したいと思い

ます。基本的には第２次の計画の文言に少し付け加えるぐらいでいいのではな

いかと思います。 

片岡会長 それでは、そのように変更するということでご承認いただきましたので、細

かい文言についてはこれから検討させていただきます。その結果につきまして

は皆様にご確認いただくということにしたいと思います。 

新田委員 パブリックコメントの最初の意見で、２つの捉え方がありましたが、市の考

え方としてどうまとめるのかということが大事なのではないかと思います。私

も以前はなぜ男女共同参画推進計画の中に介護問題などいろいろなことを盛り

込むのだろうかと疑問に思っていましたが、その一方で女性差別の問題を抑え

た上で考えないとすべてのことを男女共同参画ということで括ってしまえばい

いということで終わってしまうのではないかと思います。そういう意味ではこ

の意見は大事なことだと思います。それをどう捉えてどんな形で答えるかとい

うのは審議会委員の一人としても大事なのではないかと思いました。 

片岡会長 子どもの問題にも障がい者の問題にも高齢者の問題にも男女の問題があり、

男女差別の問題があるということですね。そこのところで、例えば男女共同参

画推進計画に入っている障がい者問題という視点からの計画であるということ

を説明してあげれば、この意見を述べられた方も理解されるのではないかと思
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います。 

山田委員 それぞれ市の担当課が施策の中心となっているけれども、男女共同参画の視

点からそれぞれの施策に対して見ていく必要があるというような書き方にすれ

ばいいのではないでしょうか。 

片岡会長 それぞれの、例えば子どものことを専門にしている担当課は子どものために

施策を実施しているわけですが、それはそれとして、そこにも男女共同参画の

視点を入れてやっていかなければいけないということをこの計画は強調してい

るということが伝わるように書かなければいけませんね。 

片岡会長 最後の意見の市の職員の意識についてですが、市職員についてはどういう状

況なんでしょうか。チェックがないことが気になりましたという意見なんです

が、実際に市の職員に対して調査などはしているんでしょうか。 

能登主幹 毎年実施状況にあげられているものについて審議をしていただいているとい

うことです。 

片岡会長 担当課が施策を実施して男女共同参画を進めているという点では評価してい

ますが、個々の職員に対してはチェックは行っていないのですね。 

山田委員 市の職員に対しての市役所内での意識調査のようなものがあれば、それをし

ていますという回答ができると思いますが。 

石井委員 人事は平等に行われているかということが書いてありますが、例えば米子市

の女性職員の割合はどのぐらいで、管理職の割合はどのぐらいとか、人事につ

いてはこういう方針とかルールに基づいてやっています、だから平等にやって

いますということを説明してもいいかと思います。 

片岡会長 基本方針のようなものですね。そのようなものはあるのでしょうか。 

能登主幹 米子市特定事業主行動計画の中で女性の管理職員を平成３２年度までに２

８％以上にするという目標は定められています。また採用についてですが、新

規採用については基本的に男女同数になっているようです。 

片岡会長 米子市として独自に採用人事や昇任人事などで男女平等というのを意識して

こういう取組をしていますというのがあれば、ここに書いておけると思ったん

ですが、そのようなものは今のところないということですね。 

的早課長 米子市としてそのようなことはありませんが、先程も申しましたとおり、女

性活躍推進法で計画を決めるということもありますし、実施状況の公表という

ことで毎年公表しておりますので、それと同じようなことを重複してやってい

るということはありません。 

片岡会長 そういうふうに法律などに基づいてやっていますということも示しておいた

方が説明としては丁寧かと思います。 

石井委員 先程言われた女性活躍推進法ができて、それが男女共同参画には大きく影響

してくるのではないかと思います。そういうことをこの中に反映させることが

できないかとか、それからこれは私の個人的な印象ですが、ワーク・ライフ・

バランスという言葉よりも働き方改革とか人生１００年時代のライフシフトと

かいう言葉の方が世の中に浸透してきている気がします。今、この計画を策定
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するのであれば世の中の動きを捉えたことにも言及してもいいのかと思いま

す。働き方改革とかライフシフトというのは男女の生き方について大きく影響

するものだと思います。 

片岡会長 ワーク・ライフ・バランスというのは働き方だけではなくて、仕事以外の生

活についてももっと活き活きとやっていけるという言葉でもあるので、代替語

ではないような気がします。ワーク・ライフ・バランスというのはこれからも

発達していく概念だと思います。 

新田委員 働き方改革ということの中身が不透明で、むしろワーク・ライフ・バランス

という言葉をなくすことにもつながることになるかもしれないので、働くこと

と生活することには差別はないんだ、男女共同参画なんだという視点がきちん

とあるんだと思います。働き方改革というと生活全般を見ないような気がする

ので、私はむしろワーク・ライフ・バランスをどう定着させるのかという方が

いいと思います。 

石井委員 私は働き方改革というと、まず長時間労働の是正というのが頭にあって、男

性が長時間労働で会社のために働いてきた結果が、定年後に自分の居場所を失

うというようなイメージがあります。 

新田委員 今の言葉に振り回されないで、基本をしっかりと見ていくことが大事だと思

います。 

片岡会長 それでは、次に議事（２）の第３次米子市男女共同参画推進計画の答申につ

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の答申について説明） 

片岡会長 いよいよ答申ということになります。短い期間ではありましたが、いろいろ

とご意見をいただき活発な議論があってここまで到達できたと思っています。

基本は第２次の計画がベースとなっていたのでスムーズにいったのかもしれま

せんが、それでも新しい社会の動きにも対応して修正したり新たに付け加えた

りということも必要になってきましたが、それでもここまでたどり着けました。 

改めて皆さんにご協力いただけたことにお礼を申し上げます。 

 最後に、この第３次米子市男女共同参画推進計画に対しての皆さんの希望と

か思いなどがありましたら一言ずつご意見をいただきたいと思います。 

谷本副会長 やはりこの推進計画が皆さんに知っていただけて、少しずつ世の中が変わっ

ていけたらと思います。参考指標のこともあったんですが、数値的にはなかな

かわからない、皆さんの意識が変わっていくというのは数値として表せないも

のですが、皆さんがこの計画を知っていただくことが一番大事なことではない

かと思いますので、この計画ができた後のことをよろしくお願いします。 

山田委員 今日、皆さんのお話を聞きながら、改めて毎日起こる社会問題などを男女共

同参画の視点から常に見ていくということが、次の計画でも新しいことに変わ

って反映されていくようになればいいと思いました。 

廣田委員 パブリックコメントの結果を見せていただいて、意見される方が少ないと思

いました。私もパブリックコメントがどこで行われているかということがわか



7 

 

らなかったのですが、もっと多くの人に知ってもらえて見ていただく機会があ

ればよりよいものになるのではないかと思いました。 

新田委員 ずっと議論させてもらって、いろいろなことも勉強させてもらいました。今

度はこの計画がどのように進行していくのかということはしっかりと見ていき

たいと思います。特に思うのは、防災計画のところに女性がどう関わるのかと

いうことが大きな問題となっていますので、自分が関心のあるところにはさら

に注目していきたいと思います。 

中井委員 男女共同参画ということを最初に聞いた時には、男性優位の社会を少しでも

女性と男性が同じような歩調で歩める社会にするためにどうすればいいのかと

いうようなことだと思っていましたが、それよりももっと深い、差別というこ

とが根底にあるでしょうし、差別があるということは人権がないがしろにされ

ているところがあります。根本的には人が人として生きるためにはどうあらね

ばならないかという人権ということをもっと考えなければいけないと思いまし

た。とても素晴らしい計画であり、そしてこれが実現されていけばもっと男女

が暮らしやすい世の中になると思いますが、まずはこれをどのようにして皆さ

んに浸透させていき考えていただけるのかが大事だと思います。内容につきま

しては、国際交流の推進についてということで意見させていただきましたが、

それを反映させていただきましてよかったと思っています。 

鷲見委員 私は男女共同参画のことについてあまり知らなかったのですが、市民も考え

なければいけませんが、市の方も積極的にＰＲしていただきたいと思います。

防災のことが出ていたんですが、私も消防団をやっておりまして、女性の関わ

りなどは参考になりました。 

齋木委員 私は労働関係に携わっていまして、男女雇用機会均等法ができてかなり経つ

んですが、採用に係る部分について聞きますと、事業主の方は表面的には男性

女性という区別はないんですが、意向としてはまだ男性がいいとか女性がいい

といった声があります。そのあたりを解消していかないとなかなか広がってい

かないというところで、窓口の職員の努力が必要だと思っています。今回のパ

ブリックコメントも意見が少ない状況なんだと改めて思いました。いろいろな

機会で周知していくことが大事であると思いました。 

黒田委員 男女共同参画の審議会のことを、委員になる前は自分がずっと男女共生で考

えていた教育と性と労働と家庭、この４つぐらいの大きな柱だけで話がされて

いるのではないかと思っていましたが、今日の話にも出てきましたが、すごく

多岐にわたっていて、自分がどのようにやっていけばいいのかわからなくて難

しかったです。パブリックコメントについては一人の意見なんですが、私が考

えていたことと同じことを言っていただいたと思いました。それでパブリック

コメントの結果は公表される前に私たちには見せていただけるのでしょうか。 

片岡会長 それについては委員の皆様に確認をしてもらいます。事務局と相談して修正

し、それでまた見ていただきます。 

杵築委員 実は前市長が近所に住んでいますので、この男女共同参画の問題を個人的に
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話したことがあります。今の伊木市長とも親しくしていますので、また話をし

てみたいと思います。 

片山委員 私も県の男女共同参画センターに勤務しておりまして関わりを持たせていた

だいていますが、実際に県も大きな計画を作りますが、市町村それぞれの現場

に近いところで、その視点で計画が作られていくことの大事さというか、中身

の細かいことも含めて皆さんが気にしておられることがこの計画に含まれてい

るということで、いろいろとご意見も出ていましたが、より多くの市民の方に

この計画を知っていただきたいという意味では、是非市の方も広報について頑

張っていただきたいと思いますし、県といたしましても大きな計画は持ってお

りますが、一番大事なのは県民の方に知っていただくということで、センター

ができて１５年以上経ちますが聞いたことがない方もあると思います。その意

味ではいろいろな手法を考えて、一つは皆さんの身近な防災とか労働といった

課題を取り上げながらやってみようかと思っています。そういう意味で市もい

ろいろな取組をされると思いますので、上手く連携させていただいて皆さんの

ご意見も聞かせていただきながら、県としても進めていきたいと思いますので、

この計画が大きなきっかけとなることを期待しています。 

石井委員 最近のニュースで、ハリウッドでセクハラ疑惑が出ていて女性が声を上げ出

したということがありました。アメリカで今さらこういうことが問題になって

ニュースになるんだということが如何に根深いかというか、みんなが押さえつ

けてきたかということの表れではないかと思います。それから週刊誌を見てい

ましたら、東ちづるさんの記事が出ていましたが、あの人はお母さんの影響を

すごく受けていて、お母さんに優等生を期待されて、志望校に落ちた時も、あ

なたは期待外れだと言われて、すごく縛られてきたということがあって、ある

時それが解けてボランティアとか被災地での活動などをされるんですが、そう

いう活動をされるようになって、お母さんが実は自分も進学したかったのに我

慢してきたことが娘の方に期待として表れたということがあって、いろいろな

呪縛というか自分が我慢してきたことが次の世代に伝わってしまうというのが

すごく怖いことだと思いました。そういう呪縛から解き放ってくれるのがこの

男女共同参画ということではないかと思っています。それで多様性という言葉

があるんですが、ここに若い人の声が反映できないかと思いました。例えば学

生や若い人たちがどう思っているのかも聞いてみたい気がしますし、若い人で

もいろいろな考え方があります。これも最近なんですが、結婚することになっ

た女性が仕事を辞めようと思っているという話を聞いたことがあるんですが、

なぜですかと言ったら、家事をしなければいけないからと言われました。両方

が働くのに結婚の時からあなたが全部してしまうとそういうものだと思われる

と言いました。男女共同参画が進んでいるのに、若い人の現状はそうなんだと

わかって、まだまだ取り組む必要がある分野だと思っています。５年間でこの

計画が少しでも前に進むことを祈っています。 

井口委員 この審議会に参加するたびにいろいろな事象や現象に対する視点というか気



9 

 

づきというか、自分自身が持たせていただいたと思うのですが、それを私の立

場としては、教育現場の中で子どもたちにどう持たせていくかということはと

ても大事な役割だと感じていますので、帰って子どもたちと一緒に考えていき

たいと思います。 

片岡会長 ありがとうございました。それぞれの方が真剣にこの計画について、あるい

は男女共同参画について考えておられることが改めてわかってよかったです。

私も皆さんと一緒に勉強している仲間なのですが、今、一人ひとりの方の言葉

をいろいろ学んだり反省したりしながら聞かせていただきました。この審議会

はメンバーにも恵まれていて、いろいろな視点がありまして、いろいろな意見

を聞けたことが本当によかったです。このようなよかったという感覚をもっと

広げていきたいと思います。この計画が市民の方のところに行きわたった時に、

市民の方が同じような思いで、いろいろな考え方があるとか勉強になったとか

ということを言われるような未来が来ることを信じて、この計画を答申させて

いただきたいと思います。 

片岡会長 次に、日程４その他について、事務局の方から何かありますか。 

 （なし） 

委員の皆様からは何かありませんか。 

 （なし） 

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 （午前１１時２０分） 

 


