
令和元年度第２回倉吉市男女共同参画推進市民会議 会議録 

 

日時：令和元年 11月 27 日（水） 

午前 10 時～12時 

                          会場：倉吉市役所 議会会議室 

 

出席者 

 委員(50 音順)：相見会長、荒瀧委員、稲嶋副会長、河﨑委員、小谷委員、柴田委員、西尾委員、

福井委員、向井委員、 

 事務局：美舩部長、下吉課長、山口課長補佐、山﨑主幹、三谷主任、関係施策担当課 

 

日程 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 企画産業部長あいさつ 

４ 日程説明 

５ 報告事項 

 （１）「第５次くらよし男女共同参画プラン」平成 30 年度実施状況報告について 

 （２）令和元年度審議会等の女性登用率について 

（３）令和元年度倉吉市男女共同参画施策について 

６ その他 

７ 閉会 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日程１～４省略 

５ 報告事項 

平成 30 年度事業は 74 施策、153 項目。そのうち、「事業計画通り実施し、事業効果が期待出

来るもの」が 26 項目（昨年度 33）、昨年比で７項目の減。「事業計画通り実施したが、効果が

まあまあ期待出来るものが 100 項目(同 93)、７項目の増。「概ね事業計画通りに実施したが、

効果を把握することが困難、または効果が現れなかったもの」が９項目(同 10)、１項目の減。

「未実施」が 18 項目(同 17)、1 事業の減。未実施のうち３割は「各種審議会・委員会の委員に

積極的に女性登用を行うまたはいずれかの性を 40％以上とする」項目で改選年度ではなかった

ことが理由になっている。 

○資料１に基づき各基本目標ごとに主な施策について実施状況の報告を行った。 

 【報告事項への意見等】 

（１）「第５次くらよし男女共同参画プラン」平成 30 年度実施状況報告 

■基本目標１ 男女の人権尊重の推進について 

〇５ページの重点目標５の項目番号 26 の性別、年齢等に関わらず全ての人が障がいを通じて心

身ともに健康で活力ある生活を送るための環境整備、健康支援の「効果及び評価またその理由」

に、「がん検診を実施し女性特有のガンについては特定の年齢の自己負担金を軽減した」とある

が、この特定の年齢とは何歳か。 



⇒ガン検診の特定の年齢に対する補助は、子宮ガン検診は、21 歳、41 歳、61 歳の方を通常

1600 円のところを無料。乳がん検診は、41 歳、61 歳を通常 1600 円を無料にしている。（保

健センター） 

○若い人の無料というのは必要な時代。乳がん検診の 41 歳というのは少し遅いと思う。若い人

ほどがんの進行が早いといわれているので、これから長い人生がある若い人に重きをおいてほ

しい。時間もないし検診料が高いので行けない。安かったら行くかもしれない。健康診断だけ

は補助しましょうというそういう施策をお願いしたい。 

○２ページの項目番号９の取組で、打吹まつりにおいてメディアリテラシー情報モラルの啓発

を実施したとあるが、具体的にどんなことをされたのか。 

 ⇒打吹まつりの１日目のパレードの前に啓発うちわを配ったもの。（生涯学習課） 

 

■基本目標２ 職場（労働）・地域、家庭における男女共同参画及び女性活躍の推進について 

○６ページの項目番号 31 の男女共同参画推進まちづくり表彰について昨年３者表彰されてい

るが、申請も３者。申請者の増が望まれるとあるが、制度の周知の方法はどうしているか。制

度そのものが知られていないと思う。知らせるための方策がホームページや市報と書いてある

が、たくさんの人が見られるような他のいい方法を考えているか。 

⇒企業への案内とか自治公民館長宛に応募依頼の案内文を 2 月に出している。文書だけでは

わかりづらいかもしれないので直接説明に出向いた方がよいかもしれない。(人権政策課) 

○出向くのも大変だと思う。自治公民館の班回覧はしているか。班回覧なら多くの市民が見る

ので、申請状況もちがってくるのではないか。 

 ⇒自治公民館に対しては館長宛に応募依頼をしているが、館長までしか見られていないか

もしれない。班回覧を自治公民館連合会にお願いしてみる。(人権政策課) 

○表彰の申請をすべて認めてきているが、少し問題があるところもある。本当に男女共同参画

の視点がきちんと入っているのかどうか審査基準等幅を広げて検討してもらいたい。 

○６ページ項目番号 28 の企業訪問による働きかけということは大事な事業と思う。人権政策課

も行く必要があるとしながらも未実施。商工観光課も「企業訪問時に男女雇用機会均等・待遇

についての働きかけを行うことは難しい」とある。３年間、同じ表現がずっとしてある。職員

数が少なく余裕がないかもしれないが、パンフレットを配って回るとか、できる努力をする等

もっと積極的な動きをしていただきたい。 

⇒取り組んで行きたい。(人権政策課) 

○８ページ項目番号 43「公民館などの地域活動への女性参画を促すための啓発及び促進」の効

果及び評価またそ理由に、受賞者(申請者)が１件とあるが、これは公民館で活動している女性の

申請があったということか。 

⇒女性個人ではなく、自治公民館の取組を表彰したもの。 

平成 30 年度は女性の活躍、参画が進んでいる地域団体、企業を表彰した。地元で地域づくり

に女性の参画・活躍している状態があれば地域団体として応募できる。女性の参画、活躍に

より地域を活性化・福祉向上に貢献しているということがあれば地域団体として申請をお願

いしたい。(企画産業部長) 

○女性で自治公民会長をしている人があまりない。自分の集落でも 60 代の女性が２年間館長を

されていた。そういう人があれば表彰の対象となるか。 

⇒対象となる。(人権政策課) 



○９ページ項目番号 46 の子ども家庭課の「男性の家庭生活における参画を視野に入れた各種講

演会、研修会の開催」がずっと未実施。男性は、働き方もあるかもしれないがもっと育児・家

事に参画することを考えると、関連事業の周知だけでなく、そういう事業を行う園を支援する

とか、中学校区で父親に集まってもらい開催する等、工夫をすればできると思う。もう少し積

極性がほしい。 

⇒過去の経過をふまえて検討したいと思う。ここでは回答できない。(子ども家庭課) 

○7 ページ項目番号 40 の農業委員会の施策で、女性農業委員が３名とあるが全部で何人中の３

名か。 

⇒全部で 18 名のうち女性が３名です。(農業委員会事務局) 

○他のところには気づかなかったが、農業委員のところだけが、「年齢に偏りがないように」と

いうことが書いてある。年齢も大事で、若い人の新鮮な考えが取り入れられるというのがこれ

からの農業に必要。男性女性に関わらず若い人に農業委員を受けてもらえたらと思う。 

○認定農業者が 10 名と書いてあるが、どういう資格で、この中には女性はいるか。 

⇒認定農業者に女性はいる。最近の数字は覚えてないが、3、4 人おられると思う。(人権政

策課) 

○認定農業者とは？ 

⇒農業に関する法律で、一定の計画を作って認定農業者の資格を得ると、いろいろな国県市

の補助制度を活用できるというしくみがある。その代わり一定の農業の経営規模とか、合理

的な経営、つまり機械化を図るとか機械に対して AI 化を図るとか効率化を図っていこう、こ

れからの将来の農業にふさわしいような農業経営をしていこうという人たちを認定する制度。

この制度により認定された農業者のこと。(企画産業部長)  

〇9 ページの項目番号 47「子どもの頃から家事の分担や手伝いを習慣づけていくための啓発」

で児童生徒への働きかけがたくさん書いてある。とてもいいこと。それを学校で伝える教職員

の研修の場についてプランのどこかに書いてあるか。教員の初任者研修で男女共同参画等に関

する研修がよりん彩の職員等が講師となり例年続けられていたが今年度はなかった。自分で進

んで学ぼうとしている人もいるが、学ばないままきてしまった若い人、また年配の方も学ばず

にきている人もいる。子どもたちに伝える側の研修が必要だと思う。子どもたちはもちろん、

伝える側の学びの場をどこかで作ってほしい。 

 ⇒毎年、4 回人権主任者会を行っている。例えばそういうときに各校の人権主任の教員に研修

してもらい各学校で広めてもらえればと個人的には思う。検討していきたい。(学校教育課) 

〇家庭科で男女共同参画関連の学習はすると思うが、それを教職員が直接それを聞くというこ

とはない。家庭科も高学年になってから教職員全員が担当するわけでなく、他の教員がするこ

とがあり、男性教員が持つということは少ない。 

 

■基本目標３、プランの推進体制 

○14 ページ、項目番号 65「倉吉市男女共同参画推進本部会議・幹事会の開催」で、実施計画

年に 1 回とあるが、実施状況には「日程調整ができなかった」とある。次年度計画では「年１

回以上実施する」とまた具体性のない計画が出てきている。できなかったところをどうするの

かというところをきちんと次年度計画にあげていかないとまた同じようなことになってしまう。

もう少し具体的な計画をあげていただきたい。 

⇒庁内体制がまずいということは委員の言われるとおり。このような市民の皆さんの意見を



聴く会議に資料を出す場合、事前に庁内できちんと振り返りをし、幹事会で議論をし、さら

に推進本部会議で確認を受けてからこの会議に出し、皆さんの意見を聴いて、その結果を次

の活動につなげていくというサイクルの進め方の意識が欠けていることの現れ。次回このよ

うな評価を受けるような会議をする際には庁内の会議をきちんとやっていくというサイクル

をまわすようにするのでご理解をよろしくお願いします。 (企画産業部長) 

 ⇒来年度、男女共同参画基本計画の見直しをするが、意識調査もやるように考えている。意

識調査に取り組むまでに本部会議を開催し、その方向性を協議、確認していこうと考えている。

(人権政策課) 

○前にもどるが、10 ページ項目番号 49「緊急通報システム事業の推進」に、「独居高齢者の安

否確認や緊急時の対応を迅速に実施」とあるが、これはどういうシステムで、申請するにあた

って何か基準等あるか。 

⇒緊急通報については、特に高齢者の独居世帯、夫婦のみの世帯を中心に緊急通報シス

テムを貸与あるいは一部負担をしていただきながら設置をしていただくもの。申請につ

いては、本人の同意はもちろん、近所にサポートしてもらう人２名が必要。一人目が外

出されていても二人目で対応ができるようになっている。家族、もしくは民生委員を含

む近所の人を決めてもらう。使用方法は、システムのボタンを押すと専用のコールセン

ターにつながり、そこからサポート者に連絡が行き状況を見に行ってもらうようになっ

ている。申請書は、社会福祉協議会とマグノリアにあり、住所氏名を書いていただくと

いう簡易なもの。(長寿社会課) 

○11 ページ、項目番号 54「倉吉市障がい者プランに基づいた支援サービスの充実」に、「市

役所として障がい者雇用に取り組む」とあるが、過去も同じ文面、その結果がどうなのか、

評価もよくわからない。取り組んでどうだったのがということも記載してあればと思う。

振り返りのようなことはなかったのか。 

⇒福祉課の職場で障がい者の方を雇用している。表現がよくなかったかもしれない。雇

用に取り組んで、雇用をしたということ。振り返りは「雇用をした」ということになる。

5 カ年計画で引き続き来年度も障がい者雇用をしていくもの。(福祉課) 

⇒具体性のある表記のほうがいいということを言われていると思う。例えばこれまで雇

用をしてこなかったが、こういう支援体制を組んで何人雇用した、というように具体的

に表記があればいいのでは。(人権政策課)。 

〇障がい者種別等の記載があればわかりやすいと思う。 

（２）審議会等の女性登用率について 

■倉吉市における各審議会・委員会等の女性登用状況について(資料２－１、２－２、３) 

■自治公民館役員の就任率について(資料４) 

■くらよし男女共同参画プランの成果を測定するための指標(資料５) 

○資料３以降はそれぞれの集合体の結果であり、目標値を定めていてもなかなか難しいという

のが現実と思う。資料２－１市の職員の資料について、一般企業に働きかけは非常に難しいが、

行政が指標となるということがある。市職員の割合、役付きのところが上になるにつれて登用

率が下がっている。この表は結果でしかない。目標値をしっかりすればよいと思う。例えば県

は女性管理・監督職の割合が 40 パーセントに達している。そこを目標にして、それぞれの役職

の登用率の現状値 30 パーセントから 40 パーセントにもっていくのが難しいのであれば、例え

ば目標を 35 パーセントに設定するといった、一つの指標をつくりながら登用率を上げていくと



いう努力をしないと何年たっても同じということになるのではないかと感じた。 

 ⇒７ページの資料６、市役所内部の推進の基本であると位置づけているものに、市役所内部

の女性管理職(係長以上)を 30パーセントとしている。いつまでも３割かということもあるの

で、これを来年の見直しの折りには目標 40 パーセントとして取り組んでいけたらと思う。 

(人権政策課) 

○資料 2 の職員総数 423 人中 187 人で女性割合 44.2%とあるが、最近の採用はどういう割合の

採用になっているか。 

⇒採用要件として、いずれの職種も性別要件は設けていない。事務男性 5 人女性 4 人、保健

師女性 2 人、保育士女性 2 人、人事交流の職員が県や中部広域連合などから男性 3 人、全体

で男性 8人、女性 8人となっている。(人権政策課) 

○退職者の人数から採用人数も決まってくると思うが、性別要件がないということでほっとし

た。雇用する際に意識するということは大事だと思う。もちろん能力だと思うが。保育士は女

性が多い。保育士の育成で最近男性も増えてきたが、幼児教育に関してもう少し男性保育士も

増えてほしいと思う。同じ雇用人数でも立場(男女)で差があるということは男女共同参画になら

ないと若干感じている。 

〇質問が重複する部分があるかもしれないが、役職が上がるにつれて女性の割合が少なくなっ

ている。部長級は、H26 に一人おられたのがそれ以降は 0 人。能力があってもなりたくないと

いわれたのか、男女の能力差はないと思うが、人材がいないのか、いても辞退されるのか。0

が続いているのは何かわけがあるか。 

 ⇒部長になる前段は次長、次長になる前段は課長というバランスとその人の能力ということ

が次のステップにいくところの要件になってくると思う。米子市は 8 人の部長のうち 3 人か

4 人が女性。これはそのめぐりあわせなのかもしれない。説明は難しい。(企画産業部長) 

〇かつて、今では考えられない発言だが、ある男性管理職の発言で、「女性が昇進してくる

と自分たちの役職がなくなる」と私に言われたれ方がおられた。女性を育てるんだという

全体の意識とか、女性自身もがんばるぞという意識が変わらないと、なんかしんどそうだ

からやめるという方もある。男性も女性も一緒になって高まっていこうという雰囲気を作

っていかないといけない。 

〇今、働き方改革という問題があちこちで言われているが、役所の方は帰りたくても帰れ

ないというパターンが多いと思う。そういう中で女性が辞退されるという。そのあたりの

意識が、家に帰れば家事育児がまっているという女性も多いと思う。男性に家事が待って

いるという意識の男性がどれだけおられるか。そんな状況でなかなか部長級になるのは難

しいと思われる。そのあたりでフレックスタイム制などの何かいい方法を考えてあげたら

女性も働きやすい職場になると思う。難しいかもしれないので将来的に考えては。 

 ⇒今、残業をしないように推進している。よほどのことがない限り月 45 時間を超えないよ

うにということが基本にしている。出勤、退出の管理をできるシステムを導入した中で、

職員の管理ができるようになっている。命令がないのに残って仕事をしているということ

があってはいけないということで所属長が管理している。超過勤務としては縮小方向で全

庁的に取り組んでいる。ただ、自分の働きやすいように、ということは今すぐには難しい

ところがある。(企画産業部長) 

〇２、３ページ資料２-２の各種審議会等の一覧表の公募の有無欄を見ると公募枠を設けてい

る審議会等が少ない。もう少し公募を増やすということはできないか。退職者でいろんな



知識をもっている人材もおられる。そういった方を発掘して公募委員を広げることは難し

いか。 

 ⇒審議会委員の選任をする場合は、必ず市長、副市長決裁をすることとなっている。公募

を設定するよう庁内会議でも推進している。また、女性人材登録制度を設けて女性委員の

登用に活用してもらうようにしている。(人権政策課) 

〇女性登用率 10 パーセント以下というところを探ってみると、防災安全課、財政課、文化財

課、企画課、商工観光課の審議会がある。なぜ女性が 10 パーセント以下なのか理由がわから

ない。以前から一向に変わらない。 

⇒理由はあて職で決まるというところ。組織の長が推薦されたり、専門性が高い会議もあ

る。財産評価審議会では、法務局、金融機関であったりして専門性の高いところに委員を

お願いしている。依頼先への判断に対して市がぜひ女性をということで進められる可能性

はあるとは思う。(企画産業部長) 

〇あて職を変えていかなくてはならないのでは。当時、前市長自身がそうおっしゃっていた。

担当課の女性登用をという意識をもっと徹底してほしい。女性に専門性がないわけではない

ので、例えば学識経験者の枠を設ければ女性が一人入れると思う。以前に比べれば努力して

おられるとは思うが、そのあたりの工夫をしてほしい。 

 ⇒防災会議は、災害対策基本法に基づいて市町村に会議を置くということになっている。

配慮をお願いできるものはお願いしているが、法律に組織の長と指定してあるものと定め

られている。各機関にはお願いはしているのでご理解いただきたい。(防災安全課) 

〇全体的にプランのボリュームが多いと感じた。いろいろな課がかかわって進めていくから

これが適正なのかもしれないが。働き方改革もあるので、負担が少なく効果が大になるよう

な事業を実施していただきたい。 

（３）令和元年度倉吉市男女共同参画施策について（資料８）  

  資料に基づき事務局が説明。実施した啓発事業、講演会、講座について報告。後期に実

施する講座について説明した。  

６ その他 

○日本女性会議 2022 の開催決定について説明 

8 月に申請、８月下旬に山梨県甲府市の実行委員会において選考された。 

本市が 2022 年の開催地として決定。今後、実行委員会立ち上げに向けて準備を進めていく予

定。(人権政策課) 

〇日本女性会議の件について、２年といったらすぐくると思う。資金集めもしなければな

らないし計画をたてて早々に実行委員会を立ち上げる準備をしていただきたい。 

７ 閉会 

○意見の中にたくさん具体的に実施してほしい、もう少し内容のわかりやすいもので行ってほ

しいということがあった。まだまだ今年度もあるので今日の意見を少しでも取り入れて実施し

てもらえればと思う。 


