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平成 28 年度第３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２４日（火） １８時３０分～２０時３０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、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 池田美和、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、こんばんは。天気が悪い中、お集まりいただきありがとうございます。本日は、前回に引

き続き、計画素案の第 2章と第 3章を見ていきたいと思います。文言の修正のみならず、追加したい

内容や力を入れていくべきではないかという内容など、ご意見をいただき計画に反映していきたいと

思いますので、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 

【事務局】 第 2回委員会での意見を踏まえ、修正をした箇所について説明。 

 

■第 1章 計画の基本的な考え方 

１ 計画策定の背景 

【委 員】 男女共同参画社会基本法の 5本の柱について、①から⑤まで記載されていますが、①では

なく、1 と記載した方が良いのではないでしょうか。文中に 初から①と表示されているこ

とに違和感を覚えます。 

【事務局】 修正します。 

  

２ 計画策定の趣旨 

【委 員】 男女共同参画社会のイメージの「ひとりひとりが豊かな人生」と記載されていますが、文

中では「一人ひとり」と記載されている。統一した方が良いのではないでしょうか。 

【事務局】 イメージの部分については、内閣府のホームページから抜粋となっているため、そのまま

記載しております。文章については「一人ひとり」という記載で統一しております。 

【委 員】 内閣府において、そのような記載となっているとなれば、ひらがなのままでいいと思いま

す。 

【事務局】 少し間隔をあけて記載することにより、印象も変わるかと思いますので、修正します。 
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７ 計画の体系 

頁 行 計画本文 修正後 

12  

基本理念 

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 

いきいきと暮らすことができる社会を目

指します 

【委 員】 P13 主要な施策について、各項目のバランスが悪いので修正をした方が良いと思います。 

【事務局】 修正します。 

 

■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】 P14 毎年 6月 23 日～29 日は「男女共同参画週間」ですの位置ですが、基本目標Ⅰの 後

に記載した方が良いのではないでしょうか。途中に入っているので、文脈が途切れる感じし

ます。 

【事務局】 基本目標の 後の「みなさんもはじめてみませんか？」の前に記載します。同様に、基本

目標Ⅳの毎年 11 月 12 日～25 日は「女性対する暴力をなくす運動」期間ですについても修正

します。 

【委 員】 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改善についてという表題が、

人権を尊重した上でという事だと思うのですが、言いたいことは分かるのですが長いからな

のかすんなり入ってこない感じがします。改善するのは、固定的な役割分担意識であり、人

権を尊重しの部分は省いてもいいのではないかと思いました。 

【事務局】 人権尊重の内容も含まれていることから、固定的な役割分担意識の改善だけでなく、人権

尊重も一緒に謳っているところです。 

【委員長】 「人権を尊重しつつ男女の固定的な役割分担意識の改善」ということだと思います。 

【事務局】 再度、どのように記載するかを検討します。 

 

●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 

23  

（1）③ 

求人情報の提供や広告掲載等により就

業に関する各種情報を提供します。 

 

 雇用産業活性化支援員による相談支援

体制を継続し、関係機関との連携のもと、

求人情報の提供や広告掲載等により就業

に関する各種情報を提供します。 

 



 

3 

 

 

●基本目標Ⅲ 参画と協働による地域づくり 

頁 行 計画本文 修正後 

25  

（1）① 

女性の視点、発想が施策や方針決定に反

映されるよう、審議会等への女性の登用を

推進し、女性委員の参画がない審議会等の

解消に努めます。 

 

 

 

 女性の視点、発想が施策や方針決定に反

映されるよう、審議会等への女性の登用を

推進します。特に、女性委員の参画がない

審議会等を解消するため、積極的に働きか

けます。 

参画と協働の観点から、選定にあたって

は公募枠の設定や拡大、代表者に限定しな

い適任者の推薦などを依頼し、女性の参画

拡大を図ります。 

【委 員】 審議会等への女性の登用について、全ての審議会に女性を入れるというのは少し難しいの

ではないかと思うので、女性の割合を増やしやすい審議会等へはより積極的に働きかけて、

女性のいない審議会へも継続して働きかけていき、全体的な女性の登用率の向上を目指して

いくことも必要なのではないかと思います。 

【委員長】 ヨーロッパでは、クオーター制が導入されていて、男女それぞれ一定の比率を定めてその

比率を超えない決議は認めないという制度もあります。そのような国も多くなってきている

ようです。 

【事務局】 各課への周知を事務局において、積極的に行っていかなければならないと考えています。 

【委員長】 ぜひ、事務局から後押ししていただきたいと思います。委員の皆さんも、この委員会に限

らず、声を掛けられた場合は引き受けていただきたいと思います。 

【事務局】 年 2回、女性の登用率の調査を行い、状況について各課へ課長を通して報告し、継続して

依頼をしています。 

 

●基本目標Ⅳ 安心して暮らせるまちづくり 

頁 行 計画本文 修正後 

29 11 さらに、家庭や学校教育の場で成長段階 家庭や学校教育の場で成長段階 

 12 

正しい知識についての教育を行うことや

特に女性は、思春期、妊娠・出産期、更年

期、高齢期等のライフステージに応じて変

化が多いため、生涯を通し的確に健康管理

ができるよう支援していきます。 

正しい知識についての教育を行うととも

に、思春期、妊娠・出産期、更年期、高齢

期等のライフステージに応じて、生涯を通

し健康管理ができるよう支援していきま

す。 
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頁 行 計画本文 修正後 

31  

（1）②学校における性教育の推進 

 児童生徒の発達段階に応じて、男女がそ

の健康状態や性差に応じて適切に自己管

理できるよう健康管理や性教育を推進す

るとともに、健康に甚大な被害を及ぼす問

題についても対策を講じて対応します。 

②学校における保健教育の推進 

児童生徒の成長段階に応じて、男女がそ

の健康状態や性差に応じて適切に自己管

理できるよう健康管理や性教育を推進し

ます。 

性行動による低年齢の妊娠や性感染症

は、次世代への影響を及ぼしかねない問題

であり、また、喫煙・飲酒・薬物などは健

康に影響を及ぼすことから、正しい知識を

広く普及し、総合的な対策を講じて対応し

ます。 

32  
（2）② 2 行目 

健康診査や健康相談など実施し、 

 

健康診査や相談など実施し、 

32  

（2）③ 3 行目 

スポーツ活動を通して健康づくりを支援

します。 

 

スポーツ活動を通して健康寿命を延ばし、

健康な身体づくりを支援します。 

【委 員】 P31 2 行目の健康に甚大な被害を及ぼす問題についてもの部分で、どのようなことが考え

られるのかが分からなかったのですが。 

【委員長】 子どもの妊娠も考えられると思います。 

【事務局】 妊娠に加えて、健康被害ということで薬物なども想定しています。この部分については、

具体的な内容を盛り込みます。 

 

■第 3章 計画の推進 

頁 行 計画本文 修正後 

33 2 
自ら主体的に取り組むことが大切です。ま

た、地域や学校、事業所などの 

自ら主体的に取り組むことが大切です。地

域や学校、事業所などの 

 

■庄内町の計画として 

【委員長】 第 1回の委員会で、眞知子先生が計画策定にあたり、町の実情や特性をふまえた庄内町ら

しい、庄内町ならではの未来に向けた計画づくりをしていただきたいと話していました。そ

こで、庄内町の特色は何があるのか考えてみました。 

      庄内町は、庄内地方の中心であり、酒田市・鶴岡市どちらにも努められる。また、土地も

両市よりも安くなっており、共働きがしやすい町ではないかと思います。子育て応援日本一

を掲げており、小学生にランドセル、中学生にカバンを贈呈し、第 3子以上の子どもに対し

ても祝金を贈呈するなど力を入れていると思います。幼稚園は公立のため料金も安くなって

います。幼稚園の保護者に庄内町の状況について聞いてみたところ、幼稚園に年少がないこ

とを言われました。幼稚園では、朝から夜まで預かり保育をしてくれるので働くことができ

る。しかし、保育園は仕事をしている人は預けられるが、入園時期を逸すると枠がなく町外
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の保育園に入園することになり、それも難しいとなると預ける所がなく、働きにでることが

できなくなってしまうということでした。働きたいけど働くことができないことにより、女

性の社会進出が遅れてしまう事になり兼ねないので、人数は少なくてもいいので幼稚園に年

少をつくってもらうことができれば、変わってくるのではないかと考えたところです。 

      国調調査の結果をみると、山形県は 3 世代同居率が全国で第 1 位となっている状況です。

子どもの面倒を見てもらえる状況にあるため、保護者もフルタイムでの勤務や残業等もする

ことができ、女性が世に出ることを推進できるのではないかと思います。町の住宅リフォー

ム祝金事業では、3 世代世帯は優遇されているようです。このように 3 世代世帯に対して、

他市町村に先駆けて優遇制度を考えてみてはどうかと思ったところです。例えば、固定資産

税の減免を行う。町独自で行えるものに限定されると思うので、税となると難しいかもしれ

ないですが、何か得策を考えてもいいのではないかと思いました。 

      町では、平成 29 年度より嘱託職員の制度が見直されると聞きました。保育職場では時間

が短くなり給料も減るが、やることは一緒なので家に持ち帰って仕事しなければいけなくな

るのではないかという意見がありました。しかし、事務職の方は早く帰れることにより、子

どもが帰ってくる時に家にいることができ、家庭のことや子どものこともできるので、少し

給料が減ったとしてもまた申し込みたいという方もいて、ワーク・ライフ・バランスのとれ

た生活ができると感じている方と様々でした。 

      現在、 低賃金が 717 円となっていますが、企業では 720 円程度で募集をかけてもなかな

か人が集まらないと思います。企業では、安くていい人材を求めたいと思っても、やはり 800

円程度にして高くてもいい人材を雇う方がメリットがあると思います。また、働き方も短い

時間であれば働けるという女性もいると思うので、家に居るだけでなく社会に出て自分の世

界をもって働きたいという方もいるのではないでしょうか。男性も妻が少しでも働いてくれ

るとなれば、二人で力を合わせて暮していこうという気持ちにもなるのではないかと思いま

す。しかし、男性も非正規の方が増えている状況の中で、女性も 低賃金で働かなければな

らない場合は、ワーキングプアとなってしまう恐れもあります。 

      アンケート調査の結果において、ワーク・ライフ・バランスのために必要な環境として、

育児や介護のための休暇を取りやすい職場環境を整備するという回答が一番多い状況でし

た。企業にとっては、休まれることによって生産が上がらないという考えもあるかもしれま

せん。休みやすい環境とするために、シルバー人材センターのような庄内町お助けセンター

を設置してみてはどうかと考えてみました。急に人材が必要になった時に、登録している方

に連絡をして人材派遣ができる仕組みがあればいいのではないかいと思います。町でも調理

現場や保育園等で代替えの職員がいると思いますが、企業へも派遣できるようになれば、従

業員の方達は休みやすくなり、企業としても人の補充が出来ることで生産の低下にはならな

いのではないでしょうか。町では、子どもに対して子育てお助け事業を実施していますが、

介護が必要な方、老人世帯に対してのお助け隊や企業に対してのお助け隊など様々な分野の

お助け隊と派遣できる仕組みを作っていければと思いました。 

      このような内容を全て計画に盛り込むことは無理かもしれませんが、答申として町長につ

たえることができると思います。毎年、答申を行うと具体的な内容を盛り込んでもらいたい

と話しをされるため、考えてみたところです。 

【委 員】 町において、制度が改正されるにあたり、仕事は就業時間内のみにして家には持ち込まず、
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出来なかった部分について登録制の派遣してもらう方から担ってもらえるような仕組みを

実践してみてはどうでしょうか。人によって働ける時間はそれぞれだと思うので。 

【委員長】 町で実践しモデルとなり率先して行うことで、他の企業も導入していってくれるかもしれ

ません。 

【委 員】 今、女性の職場に男性が、男性の職場に女性が進出してきて、男女平等の流れになってき

ていますが、なかなか慣れずに苦情が出ているケースがあるとニュースでやっていました。

その感情がかえって逆差別のように感じたところです。 

【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、本日話し合った内容を修正した計画案とこれまで話し合われた内容

の答申案を事務局において作成していただき、内容を確認していきたいと思います。そして、

終的に庄内町らしい計画と答申にしていければと思います。なお、次回においても修正は

可能ですので再度ご確認いただきたいと思います。本日はありがとうございました。 

 

５ そ の 他 

 次回の委員会 

第４回：平成２９年２月７日（火）18：30～ 

場所：西庁舎第二会議室 

 

６ 閉  会                                 （２０:３０） 

 


