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１ 日 時：平成２６年８月２９日（金）
午前１０時～

２ 場 所：小牧市まなび創造館

３ 出席者
〔出席者〕委
〔出席者〕

研修室２

員：代田義勝、松田照美、宮﨑康弘、林義人、大野順子
牧とよ子、松井幸子、林千代子、岩下道子、市川紀六

事務局：舟橋教育部次長、羽飼館長、坪井係長
㈱サーベイリサーチセンター
〔欠席者〕
なし
〔傍聴者〕
０名

４ 議 題
（１）市民意識調査の集計について
（２）小牧市男女共同参画基本計画の改訂について

５ 審議会概要
開会・あいさつ
〔羽飼館長〕
本日はお忙しい中男女共同参画審議会にご出席くださいましてありがとうございます。
ただ今より、平成２６年度第３回小牧市男女共同参画審議会を開催いたします。
本日は欠席者、傍聴の申し出ともにありません。本日の会議は公開とし、情報公開コー
ナーにて公開させていただきます。
それでは、はじめに代田 会長にご挨拶 をお願 いいたします 。

〔代田会長〕
お はようござい ます。
前 回の審議会で もお話 しましたが、政府が 掲げる２０２ ０年ま でに女性の管 理職
比率 を３０％まで 引き上 げるという目 標につ いて、各企業が設置 目標を出して きて
いま す。
例 えばトヨタ自 動車で は、１０年前女性の 管理職は１４ 名しか いませんでし たが、
今年 １０１名まで 増加し たそうです 。これを ２０２０年ま でに３ 倍、２０ ３０年ま
でに は５倍とする 目標を 打ち出してい ます。
ま た、日産自動車でも ２０１７年度 までに 女性の管理職 を１０ ％にするとい う目
標を 打ち出してい ます。
こ のように比率 を掲げ る企業と数値 を掲げ る企業、両方があり ますが、いずれに
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して もこのように 数をは っきり打ち出 すこと は、今後 、女性管理 職増加の勢い を大
きく していくこと につな がっていくと 感じま す。
こ のような流れ の中で、小 牧市のような自 治体において もより 一層女性の登 用に
つい て意識をして いかな ければならな いので はと感じます 。
そ れでは、本 日の議題 についてです 。議題 は大きく２つ ありま す。一つは 意識調
査の 集計結果につ いて 、もう一つ は男女共同 参画基本計画 の改訂 についてです 。こ
の議 題について、皆さん のご意見をい ただき たいと思いま すので よろしくお願 いい
たし ます。

〔羽飼館長〕
あ りがとうござ いまし た。
今 回の審議会の 議題は、前 回７月１０日の 第２回男女共 同参画 審議会におい て審
議い ただいたこと の続き となる部分も あるか と思います。皆様の 忌憚のないご 意見
をお 願いいたしま す。
それでは、議題に移ります。男女共同参画審議会規則第２条の規定により、代田会長に
取り回しをお願いいたします。

〔代田会長〕
は い。では議題 （１） 市民意識調査 の集計 についてです 。
こ の件について 、事務 局から説明を お願い します。

〔羽飼館長〕
は い、この件 につきま しては、資 料２をご 覧ください 。この資 料は中間報告 の一
部と してご活用い ただき たいと思いま す。
意識 調査の回収率は 、一般市民向 けが３ ，０００名に お送りし た中で１，０８１
名の 回答があり 、約３６ ％となりまし た。事業所は、３００事業 所にお送りし た中
で６ ５事業所から 回答が あり、約 ２１％の回 収率です 。小中学生 向けのものに つい
ては 、まなび創 造館職員 が直接学校ま で持参 し、直接回 収を行っ ております 。この
こと から、回収率 はほぼ １００％と見 て良い かと思います 。小学 生向けは７０ ２名、
中学 生向けは５２ ３名か ら回答をいた だきま した。
少 し詳しい内容 につき ましては 、前回と同 様、サー ベイリサー チセンターよ り説
明さ せていただき たいと 思います。

〔サーベイリサーチセンター〕
はい。では、市民意識調査の集計結果につきまして、簡単ですが説明をさせていただき
ます。
皆様のお手元には、事前にお配りした資料２と、本日配布させていただきましたアンケ
ートの報告書３種類があるかと思います。
本日配布の報告書は、事務局での精査がまだ完了しておりませんので、あくまで素案と
してご覧いただければと思います。
それぞれのアンケート調査の概要については、各報告書の３ページに記載してあります。
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１件ずつ説明しますと大変時間がかかってしまいますので、後ほどまたご確認いただけれ
ばと思います。
本日説明させていただきたいのは、資料２についてです。こちらは、計画の分野として
考えられるテーマ毎にアンケート調査や市の事業実績から抜粋して掲載したものです。そ
れぞれの分野についてこれだけが課題というわけではなく、特に今回の審議会において委
員の皆様に審議していただきたいものと認識いただければと思います。
まず１ページ目「政策・方針決定の場における男女共同参画の推進」についてです。事
業所にアンケート調査を行った結果、体制・登用等において男女共同参画に関する取り組
みを行っている事業所は１割未満という結果になりました。ただし、資格取得や評価等、
業務的な部分で取り組んでいる事業所は２割強ということです。この分野での小牧市での
取り組みは、人材育成と発掘の取り組みとして、生涯学習等の事業を行っています。
次に課題Ⅰ－２、地域活動や団体・グループ活動における男女共同参画の促進という観
点で地域活動等への参加経験を聞いたところ、
「町内会や自治会」への参加は非常に多く６
８．６％という結果になりましたが、「老人会・青年会等」の活動が５０％、「ボランティ
ア」、「まちづくり」、「防災等」はそれぞれ３０％前後という形になりました。この活動に
参加したことがない理由としては、
「仕事が忙しい」という理由がやはり多いものとなりま
した。女性に特化して見てみますと、
「家事・育児・介護等で忙しい」という理由が男性よ
りも大幅に高くなっています。しかし、こういった時間が足りないといった理由以外でも、
「一人では参加しにくい」、「責任ある立場を任されたくない」といった、参加できる状態
ではあるものの、意識の点から参加していないという方も多くいることが明らかになりま
した。
課題Ⅱ－１、働く場における男女平等の促進についてです。こちらの最初に記載したデ
ータは「女性の年齢別労働力率」です。日本では、育児を行う年代において女性の労働率
が低くなる傾向にあります。この元になったデータは、愛知県及び小牧市の平成２２年度
国勢調査と平成２６年版男女共同参画白書です。こちらを見ると、いわゆるＭ字カーブが
浅くなってきていることが読み取れます。また、職場や就職活動で男性が優遇されている
か女性が優遇されているかという問いにおいては、
「どちらかというと」も含めると男性が
優遇されているという回答が６割を超えています。この問いにおいて、女性の方が男性よ
りも「男性が優遇されている」と答える割合が高くなっています。ですが、男性の目から
見て男性の方が優遇されていると答えた方も６割以上です。
課題Ⅱ－２、ワーク・ライフ・バランスの実現に関する調査です。上段の枠内の調査が
今回の市民意識調査の結果、下段の結果は平成２４年度内閣府の調査「男女共同参画社会
に関する世論調査」の結果です。この結果を見ますと、理想として「仕事を優先したい」
と考えている方は女性０．７％、男性２．６％と少ないのに対し、現実に「仕事だけ優先
している」と答えたのは女性８．４％、男性２１．３％と理想と比べてかなり多くなって
います。さらに、理想で「家庭生活を優先したい」という女性は１５．１％であるのに対
し、現実に「家庭生活を優先している」のは２８．０％です。ここからは、家庭生活を優
先せざるをえない女性の現状が見えるかと思います。また、理想で一番多いのは「仕事と
家庭生活と地域・個人の生活全てを大切にしたい」という答えですが、現実は理想と比べ
てかなり少ない割合となっています。
この調査について、次のページでの事業所の調査ですが、ワーク・ライフ・バランスへ
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の取り組みを聞いたところ、ワーク・ライフ・バランスについてよくわからない事業所が
３割とかなり多い割合になっています。
続きまして課題Ⅲ－１、男女共同参画意識の普及・啓発についてです。これから市が力
を入れていくべき点についての調査では、「保育・子育てサービスや施設を充実させる」、
「介護サービスや福祉関連の施設を充実させる」の回答割合が多くなっています。この結
果からは、意識の面からよりは、施設・サービス等のハード的な面に力を入れるべきとの
意見が読み取れるかと思います。これについては、特に女性において回答した割合が高く
なっています。男性においては、女性と同じくサービスや施設の充実の割合も高いですが、
「男女共同参画に関しての広報を充実させる」、「学校教育の場で、男女平等に関する教育
をさらに進める」と回答した割合も高くなっています。
下段、中学生向けの意識調査で男女が平等になっているかの問いですが、家庭では平等
と答えている方は６０％、学校生活で平等と答えている方が５０％、地域社会全体で平等
と答えている方は４３％となっています。特に見るべき回答としては、学校生活で「女性
のほうが優遇されている」との回答が約３０％にのぼり、逆に学校生活で「男性のほうが
優遇されている」との答えは２．７％になっています。
次に課題Ⅲ－２、男性にとっての男女共同参画に何が必要か、の問いに移ります。一番
比率として高かった回答は、
「職場に置いて育児・介護休暇などを取りやすい雰囲気を作る」
です。これは男性・女性に関わらず高い割合で選択されていました。女性と男性で回答の
割合差が大きかったものは「家庭で子どもに対し、男女の区別なく家事、育児、介護に携
わることができるようなしつけ、育て方を行う」という回答です。女性では４５．４％が
選択したのに対し、男性では３１．４％と約１５ポイントの開きがあります。また、
「夫婦
間、家族間でコミュニケーションをはかる」においても、男性より女性の方が選択した割
合が高くなっています。
続いて課題Ⅲ－３、子どもにとっての男女共同参画についてです。まず、一般市民の方
に学校教育や保育の場において男女平等かどうかを聞きますと、５７．８％が「平等」と
回答されています。学校教育の場からの啓発活動として、小牧市では子ども用の副読本「は
ばたけ未来へ」を小学校５年生に向けて配布しています。
課題Ⅳ－２、人権についての正しい認識と人権侵害への予備・対策についてでは、女性
の人権が尊重されていないと感じる点と男性の人権が尊重されていないと感じる点につい
てそれぞれ聞いてみたところ、女性については「仕事内容や昇給・昇格の格差など、職場
における男女の待遇の違い」が５０％以上で特に高くなっています。続いて「痴漢行為や
ストーカー行為」
「売春・買春・人身売買・性犯罪」が高くなっています。男性については
仕事内容については特に高くありませんが、
「男性というだけで肉体労働・力を使う仕事を
任せられる風潮」が４０％と高くなっています。次に「痴漢行為や痴漢冤罪」が続きます。
ＤＶについての質問では、ＤＶを受けてどこかに相談した方の割合を聞いていますが、
どこかに相談したと答えた女性は２４．５％、男性は８．４％と、どちらの場合でも相談
しなかった割合と比べてかなり低くなっています。相談しなかった理由としては、
「自分に
も悪い点があると思ったから」
「相談するほどのことでもないと思ったから」がそれぞれ５
０％以上で、できる限り自分で解決しようとしてしまう現状が見えるかと思います。
最後にⅣ－３、生涯を通じた健康づくりのための支援で何が必要かと聞いたところ、男
性女性ともに「女性や男性の健康に関する情報の提供」の割合が高くなっています。相談
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窓口よりもまず情報の提供が必要と感じている方が多いと考えられます。
以上の点が、それぞれの課題に応じてアンケート結果等から抜粋したものになります。
詳細な調査結果については、報告書をご覧下さい。

〔代田会長〕
あ りがとうござ いまし た。今回の調査結果 を元に今後１ ０年間 の行動計画を 策定
して いきます 。詳細な内 容は報告書を ご確認 いただきたい と思い ますが、今回は資
料２ に基づいて審 議して いきたいと思 います 。

〔市川委員〕
事 業所に関する 調査に ついて、標本数３０ ０に対し 、有効回答 数６５という 結果
です が、報告書 ３ページ に「事業所 調査につ いては、標 本数が少 ないため、集計結
果は 参考程度とし ます」 という一文が ありま す。これはど ういう 意味ですか。

〔サーベイリサーチセンター〕
「参考程度 」とは、今回の調査結 果を小牧 市全体の事業 所で見 たパーセンテ ージ
に置 き換えること ができ るかとなると 、統計 的な意味では 難しい 、という意味です。
た だし、今回回 収しま した調査結果 につき ましては、貴 重な資 料になります ので、
もち ろんこれを踏 まえて 検討していく 必要が あるかと思い ます。

〔代田会長〕
こ の結果は使え な い と い う の で は な く 、 参 考 に な る 、 と い う 認 識 で 良 い で す か 。

〔市川委員〕
私 は長くメーカ ーに勤 めていました が、メーカ ーの中でも部門 によって女性 の活
躍の 状況が異なっ ていま した。製 造現場では 、女性は アシスタン トのような立 場で
ある 場合が多かっ た反面、サ ービスやマーケ ティングの部 門では 女性が男性と 同等
以上 に活躍してい ました 。この６ ５社が、どういった 背景の会社 なのかを分析 すれ
ば、 もっと参考に なるの ではありませ んか。

〔サーベイリサーチセンター〕
業 態別にクロス 集計を かけるという ことで しょうか。

〔市川委員〕
業 態と、どのよ うな部 門を念頭に置 いて回 答したかが分 かれば 良いですね。

〔羽飼館長〕
仰ることは分かりますが、それを行うと、あまりに内容が細分化されすぎてしまうよう
に感じます。
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〔代田会長〕
５ ページを見ま すと、従業 員規模が１０人 未満という事 業所が ６０％となっ てい
ます 。１０人か ら４９人 までの事業所 が１８ ．５％で 、この二つ を併せるとほ ぼ８
割の 割合です 。ここを鑑 みると、大きな組織 の中でいくつ も部門 がわかれてい ると
いっ た企業からの 回答で はないように 思いま す。

〔宮﨑委員〕
日本全体で見ても、大企業というのは当然数が少ないものです。ですから、この資料に
ついてはこのままクロス集計してしまって良いと感じます。

〔サーベイリサーチセンター〕
サンプル数は少なくなりますが、事業所規模や業態別でどのような形態の事業所がどの
ような回答をしているか、わかるような報告書を作成するよう努力したいと思います。

〔代田会長〕
その他、何かありますか。

〔宮﨑委員〕
事 業所に対する ポジテ ィブ・ア クションの 取り組みにつ いての 調査ですが 、私の
勤 め る 会 社 で は 、「 女 性 だ か ら 」 と し て 特 に 力 を 入 れ て い る こ と は な く 、 男 性 も 女
性も 平等に機会を 提供し ています 。弊社のよ うな企業の場 合、こういった 質問には
「特 に取り組んで いない 」という 答えになら ざるをえず 、そこに 少し違和感が あり
ます 。質問の意図 がわか りにくいかも しれま せん。

〔代田会長〕
な るほど。考慮 に入れ ていきましょ うか。
私 が面白いと感 じたの は、資料２ の課題Ⅱ －２、ワー ク・ライ フ・バラン スにつ
い て の 質 問 で 、 理 想 の 優 先 度 と し て 「「 仕 事 」 と 「 家 庭 生 活 」 と 「 地 域 ・ 個 人 の 生
活 」全てを大切 にしたい 」と答えた 方が、全国と比べて 大変多い ところです 。割合
で見 ると、全 国の倍以上 の方が３つ全 てを大 切にしたいと 答えて います。ここは大
変特 徴的ですね。

〔市川委員〕
確 かに、他の 質問でも 男性の「仕 事を優先 したい」と いう回答 などは、全 国と比
べて かなり低いで すね。

〔代田会長〕
課 題Ⅰ－２です が、報告書におい てｎが１ ，０８１と 男性・女性が合計し た形で
報告 されています 。これ を女性・男 性に分け た方が、よ り特徴的 な比率になる ので
はな いかと考えま す。
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〔林委員〕
一 般向けの回答 者の年 代を見ると 、４５％ 程度が６０代 以上で すね。課 題Ⅰ－２
の「学校のＰＴ Ａ活動 」に参加した ことがな い方が４３％ という のも、回答 者の年
代で 見ると妥当な 割合だ と思います。

〔サーベイリサーチセンター〕
一 般向け報告書 の６１ ページ以降を ご覧い ただきますと、参加 したことのあ る活
動等 の詳細な報告 が記載 してあります 。

〔市川委員〕
年 代別等のクロ ス分析 は済んでいる という ことですか。

〔サーベイリサーチセンター〕
一 般向けにつき まして は、そのとお りです 。

〔市川委員〕
事 業所向けのク ロス集 計はまだとい うこと ですか。

〔サーベイリサーチセンター〕
は い。

〔代田会長〕
今 回の報告書は かなり ボリュームの あるも のですから、委員の 皆さんには一 度報
告書 を持ち帰って 、ゆっ くり目を通し ていた だく方が良い かもし れませんね。

〔松田委員〕
確 かにボリュー ムが多 すぎて、すぐ に意見 を出すのは難 しいで す。
今 気がつきまし たが 、一般向け 報告書の５ ページ１－１ では 、文面と図 表で男性
と女 性が入れ替わ ってい ませんか。

〔サーベイリサーチセンター〕
申 し訳ありませ ん。確かにそのと おりです 。修正いた します 。グラフの数 値が正
しい 報告です。

〔代田会長〕
そ れでは、次回の審議 会までに資料 を読み 込んでいただ き、それぞれ委 員の皆さ
んが 重要と思う部 分を指 摘していただ ければ と思います。
続 きまして、議題（ ２）小牧市 男女共同参 画基本計画の 改訂に ついてに移り たい
と思 います。事務 局から 説明等はあり ますか 。
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〔羽飼館長〕
は い。お手 元に資料３ と資料４を配 布させ ていただきま した 。資料３は 小牧市職
員の 女性登用状況 につい て、毎年報告させて いただいてい るもの の平成２６年 度版
です 。こちらにつ きまし ては、お目通 しいた だければと思 います 。
男 女共同参画基 本計画 の改訂につき まして は、資料４に計画の 体系の新案を 提示
させ ていただきま した 。これは新 しい基本計 画の核となる 部分で す。この 点につき
まし ては、市 川委員が考 えられた計画 体系マ ップを、市川委員よ り事前にいた だい
てお りました。本 日配布 の資料の中に 入って おります。
資 料１は、前回の審議 会で配布させ ていた だきましたも のとほ ぼ同様ですが 、１
ペー ジ目の①「女性委員 の登用率の上 昇」部分に具体 的な実績の 人数が判明し まし
たの で、そちらを 追加し てあります。
ま た、前回 審議会で質 問のありまし た小牧 市の待機児童 の人数 ですが、現在４９
名と のことです。

〔代田会長〕
わ かりました。
資 料１は男女共 同参画 の推進状況に ついて ですが、小牧市の委 員会における 女性
委員 の登用状況の 調査は どうなってい ますか 。

〔坪井係長〕
それにつきましては、現在各課に照会中です。

〔代田会長〕
そ うですか。で は次回 以降に報告を お願い します。
資 料３の女性職 員の登 用状況ですが、これ は他の市町と 比較す るとどのよう なも
ので しょうか。女性の部 長職が０名 、次長職 が１名となる と、他の市町より も低い
数値 なのではない かと感 じます。

〔羽飼館長〕
申 し訳ありませ ん。他市町の状況 は詳しく 把握をしてお りませ んので、次 回、調
査の 上報告させて いただ きたいと思い ます。

〔代田会長〕
人 数の改善とい うのは 難しいかもし れませ んが、期待し たいで すね。

〔舟橋次長〕
職 員の中でも私 たちの 年代になりま すと、女子 職員自体が少な かったという 事情
があ ります。また、結婚 や出産を期に 仕事を 辞める職員が 現在よ りも多い時代 でし
た。 もう少し若い 世代に なりますとま た事情 が異なります 。
ま た、庁内 で課長補佐 という職を減 らして いく方向で動 いてお ります。このこと
から 、女性の 登用として は現在報告の 係長級 、主査級 の数を増や していくとい う点
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で見 ていただけれ ばと考 えます。

〔代田会長〕
主 査級というの は、ど のような年齢 層が多 いのですか。

〔舟橋次長〕
お およそ３０代 後半か ら４０代前半 あたり です。

〔代田会長〕
そ うなると、主査級の 女性の割合が ４５％ というのはか なり努 力が見られますね。

〔市川委員〕
今 年度新規採用 職員の 男女比率はど れくら いですか。半 々程度 でしょうか。

〔坪井係長〕
年 度によってか なり状 況が異なりま す。男性が多い 年度もあれ ば、女性 が多い年
度も あります。

〔宮﨑委員〕
毎 年４月頭に見 かける 新人職員は、 男女が 大体半々くら いとい う印象ですね 。

〔市川委員〕
係 長級になるの は、入 庁後何年くら いです か。

〔舟橋次長〕
年 齢で言えば、 ４０歳 程度です。

〔市川委員〕
そ うなると、今のまま でいけば２０ 年後に は係長級の職 員は男 女半々程度に なる
と期 待しても良い ですか 。

〔松田委員〕
簡 単にはいかな いかも しれませんが 、期待 したいですね 。です が、主査級 の女性
職員 が４５％とい うのは かなり凄いこ とだと 思います。

〔舟橋次長〕
現 在は、管 理職に至る までの経験と して 、若いうち から平等に 研修などで経 験を
積ま せています 。このよ うな点は数値 には表 れてきません が、女性の登用 の一環と
して 考えていただ きたい と思います。
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〔代田会長〕
そ れでは、資料３の今 後の計画の体 系につ いてですが 、これま で議論を重ね てき
た結 果が現在のも のです ので、今のところは このままで良 いので はないかと考 えま
す 。今後、正 式な意識調 査の結果が出 てきた 後、それを 反映させ ていければと 思い
ます 。

〔市川委員〕
会 長の意見に賛 成です が、念のため今回提 出した資料の 説明を させていただ きた
いと 思います。
こ れまでの企業 勤めの 経験から考え ると、目指 すもののために はまず学習が 必要
であ ると感じます 。また 、私の希望 としては 、企業への 働きかけ をより強くし てほ
しい ということで す。次に、具体 的な数値目 標を出してほ しいと いうこと。今回の
基本 計画の推進状 況を確 認してみます と、具体的 な目標を出して いる部分はほ とん
どあ りません 。結果とし て評価が曖昧 になっ てしまいます 。そし て男女共同参 画に
関し ての常識は世 代によ って変わって きてい ます。この変わって きている常識 を擦
り合 わせていきた いと考 えます。これは小牧 市というより は国に 対しての要望 にな
るか もしれません 。です が、基本 計画策定の 際に参考にし ていた だきたいと思 いま
す。

〔代田会長〕
私 も、企業 への働きか けが弱いと感 じてい ました。これは今後 必須になるで しょ
う 。数値化に ついては難 しい部分もあ るので しょうが 、具体的な 数値があれば 比較
もし やすくなりま す。ここもぜひ考 えてほし いですね。また、男女共同参画 に関し
て、 各部署の協力 体制も 整えていって ほしい と感じます。
そ れを考えると、今後 行動計画の中 で具体 的に数値等を あげて いった方が良 いと
思い ます。
今 後のスケジュ ールは どのような形 になる でしょうか。

〔坪井係長〕
は い。今後 １２月にパ ブリックコメ ントを 予定しており ます 。これに先 立ち１０
月ご ろ第４回の審 議会を 開催させてい ただき、こ こで新プランの 素案を提示さ せて
いた だきたいと考 えてお ります。

〔代田会長〕
そ れでは、今日 の議題 は以上です。 事務局 にお返ししま す。

〔羽飼館長〕
ありがとうございます。これをもちまして平成２６年度第３回小牧市男女共同参画審議
会を終了いたします。
本日はありがとうございました。
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