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平成 28 年度第２回庄内町男女共同参画社会推進委員会 会議録 

 

１ 開催日時 平成２９年１月１２日（木） １８時３０分～２０時３５分 

２ 開催場所 庄内町役場西庁舎 第二会議室 

３ 出席委員 秋葉則子、石川精一、池田美和、加藤信子、佐々木真澄、菅原恵美子、髙橋富士子 

松田 透、村井さと 

４ 欠席委員 齋藤春樹 

５ 事 務 局 小林情報発信課長、樋渡主査兼企画調整係長、日向主任 

                                                

 

１ 開  会                                  （１８：３０） 

  

２ 委員長あいさつ 

  皆さん、明けましておめでとうでございます。前回は年末のお忙しいところ、伊藤眞知子先生から

お出でいただきまして、第 3 次男女共同参画社会計画の策定にあたり色々と教えていただきました。

事務局からも資料を頂戴し、皆さんからは目を通していただいたと思います。本日以降の会議で計画

の内容について確認をしていきたいと思いますが、忌憚のないご意見をいただき、具体的な施策や今

回アンケート調査もしておりますのでその内容も含めまして、言葉だけではなく動きのある計画とし

ていきたいと思っています。第 3次の計画となり、男女共同参画がこのように変わってきたんだなと

感じる事ができるものとしたいと思っています。皆さんよろしくお願いします。 

   

３ 報告事項等 

  資料確認、日程確認について    

 

４ 協  議 

第 3次男女共同参画社会計画の策定について 

【委員長】 計画の素案に基づいて進めていきたいと思います。本日は第 1章と第 2章をみていきたい

と思います。 

■第 1章 計画の基本的な考え方 

１ 計画策定の背景 

頁 行 計画本文 修正後 

4  1 人権を尊重しつつ責任を分かち合い、 人権を尊重しつつ責任も分かち合い、 

【事務局】 男女共同参画社会基本法の前文に合わせます。 

  

２ 計画策定の趣旨 

【委 員】 国では、長時間労働の是正のため「働き方改革」を進めているが、その内容を入れてはど

うか。 

【事務局】 P24「（1）ワーク・ライフ・バランスについての理解と職場環境づくりの推進」にその内

容を含めています。 
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３ 基本理念 

頁 行 計画本文 修正後 

4  1 

男女が互いに人権を尊重しつつ、責任も分

かち合い、 

いきいきと暮すことができる社会を目指

します 

男女が互いに人権を尊重しつつ責任も喜

びも分かち合い 

いきいきと暮すことができる社会を目指

します 

【委員長】 「責任も」のみだと男女共同参画が大変なことだと感じてしまうので、生活をする上では

「喜び」は一番大事なことであるので「喜びも」を入れた方が柔らかくなって良いと思いま

す。 

【委 員】 後に「。」の句点もないので、文章中の「、」の読点はなくでもいいのではないでしょう

か。 

【事務局】 削除します。P16 の基本理念についても同様に修正します。 

 

４ 計画期間 

  修正なし 

 

５ 計画の位置づけ 

 修正なし 

 

６ 庄内町の現状と課題 

頁 行 計画本文 修正後 

9  2 大きくなっていることがわります。 大きくなっていることがわかります。 

11 10 支援できるようまた、働きたい女性が 支援できるよう、また、働きたい女性が 

12 3 
家庭内での理解と協力が必要となります。 家庭内ではもちろんのこと職場において

も理解と協力が重要となります。 

【委 員】 アンケート調査の項目において、改行する箇所がおかしい部分があるので、修正をした方

が良いと思います。 

【事務局】 修正します。 

【委 員】 P12 「女性が職業を持つ」という考え方についてのグラフは、前段の家庭内での役割分

担が女性に偏っている状況があるということと、男性は仕事、女性は家事・育児・介護とい

う考え方の結果を受けているのであれば、意識づくりの部分にグラフを移動させてもいいの

ではないかと思います。もし、このままとすると「職場」という文言を入れた方がいいと思

います。P11、P12 にワーク・ライフ・バランスのアンケートの間にきているので違和感があ

るように思います。 

【事務局】 P12 は、グラフの位置を入れ替えます。 

【委 員】 グラフが非常に見づらいと思います。回答数が多い順に並べ替えた方がいいと思います。

0.0％や 0.5％などは幅も小さく、どこに繋がっているのか分かりづらいので、もう少し工夫

をした方がいいと思います。 

【事務局】 アンケート内容を対比させるために、順番どおりにしています。 

【委 員】 アンケート結果なので、そのままでいいと思います。 
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【委 員】 設問の項目に流れがあるので、そのままでいいと思います。回答数が多い順にしてしまう

と分かりづらくなるのではないかと思います。 

 

７ 計画の体系 

【委 員】 P15 施策の方向「1 人権を尊重し男女の固定的な役割分担意識の見直し」となっていま

すが、他の項目は全て体言止めになっているので、合わせた表現にした方がいいのではない

でしょうか。 

【事務局】 修正します。同じく、関係個所も修正します。 

【委 員】 基本理念を表示している位置ですが、7 計画の体系のした辺りに表示した方がいいので

はないでしょうか。 

【事務局】 基本目標の左隣に縦書きにして表示します。 

 

■第 2章 計画の内容 

●基本目標Ⅰ 男女共同参画社会に向けての意識づくり 

【委 員】 P20（4）②人権に関する相談窓口の周知の部分で「広報やホームページにおいて相談窓口

の」とありますが、ＳＮＳなどを活用してコーナーを設けることで、積極的に見てくれるの

ではないかと思います。電話だと相談しにくい場合もあるので、ネットを使って相談できる

ようになればと思います。 

【事務局】 可能か確認します。 

【委 員】 人権相談については、直接来られない場合は電話相談も受けています。毎週月曜日と木曜

日は人権擁護委員が相談にあたるため常駐しています。各市町村でも取組は行っています。

人権擁護員が対応しきれない事案であった場合は、無料で弁護士に相談することも可能です。 

【事務局】 相談会を行っていることを多くの方から知ってもらう事が必要だと思います。 

 

●基本目標Ⅱ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）と働く環境づくり 

頁 行 計画本文 修正後 

21 9 
男性が家庭生活へ積極的に 男性が家事・育児・介護などの家庭生活へ

積極的に 

22 5 
（2）① 

研修等の実施について 

 

研修等の積極的な実施について 

【委 員】 取組指標は、担当課からの聞き取りにより掲載しているのですか。 

【事務局】 事前に担当課より数値の確認をしてもらっています。 

【委 員】 P23 取組指標の商工会役員の人数が現状値と目標値の数値が同じになっているので、上

げてもいいのではないでしょうか。 

【事務局】 担当課にも何度か確認し数値の向上をお願いしましたが、現状維持のままでとの回答でし

た。 

【委 員】 P25 取組指標の「認知症カフェ開催数」とありますが、どのようなことをするのか何と

なくはわかりますが、具体的な内容を注釈として入れた方が良いと思います。 

【事務局】 注釈として表示します。 

【委 員】 P26 取組指標において「女性の就業に関する個別相談会の開催回数」とあるが、現状値
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よりも目標値が下がっているので、理由があればこちらも注釈などをつけた方が良いのでは

ないでしょうか。 

 

●基本目標Ⅲ 参画と協働による地域づくり 

【委 員】 P27 6 行目 「災害時における男女共同参画施策の必要性も」とあるが、具体的にどのよ

うなことなのかを入れた方が良い。 

【事務局】 追加修正します。 

【委 員】 P30 施策の方向 2 （1）地域における男女共同参画の促進となっていますが、具体的な

項目の内容が地域におけると関連性がないように思うのですが。 

【事務局】 女性の活躍が注目されていますが、男性も女性も地域の活動に積極的に参加していきまし

ょうという意味合いです。 

 

■全体として 

【委 員】 計画は、町民に向けての取組項目などもありますが、全戸配布されるのでしょうか。 

【事務局】 全戸配布はしませんが、ホームページに掲載する予定です。 

【委員長】 ホームページより広報を確認しているので、内容について定期的に広報に掲載してもらい

たいと思います。「みなさんもはじめてみませんか」の部分は、男女共同参画はこのような

ことから始めればいいんだということが分かると思うので、この部分については、掲載して

いただきたいと思います。 

【事務局】 完成した際は、広報に掲載する予定としております。内容についても定期的に掲載してい

きたいと思います。 

【事務局】 注釈が目立ちすぎているので、修正させていただきます。 

 

【委員長】 それでは時間になりました。皆さんからは様々なご意見をいただきありがとうございまし

た。次回の委員会では第 2章と第 3章の部分を確認していきたいと思います。本日はありが

とうございました。 

 

５ そ の 他 

 次回以降の委員会 

第３回：平成２９年１月２４日（火）18：30～ 

第４回：平成２９年２月７日（火）18：30～ 

場所：西庁舎第二会議室 

後日、開催通知を送付する。 

 

６ 閉  会                                 （２０:３５） 

 


