
 

1 

 

令和３年度 第２回丹波市男女共同参画審議会会議録（要旨） 

 

日   時：令和３年８月 26日（木）午後 1時 15分開会～午後３時 40分閉会 

場   所：氷上住民センター 実習室 

出席者委員：中里英樹会長、北村久美子副会長、足立佳菜子委員、足立篤夫委員、植野さやか委員、

大木玲子委員、荻野圭裕委員、小谷菜絵委員、村上幸子委員、足立敏行委員 

欠席者委員：中村衣里委員、北尾真理子委員、山本伸雄委員、足立美樹委員、中川ミミ委員 

事 務 局：丹波市：まちづくり部長、人権啓発センター所長、人権啓発センター副所長、 

人権啓発センター男女共同参画推進係長、人権啓発センター職員 

株式会社名豊 

傍 聴 人：なし 

 

議   事：（１）丹波市男女共同参画に関する市民意識調査の実施について 

（２）丹波市男女共同参画に関する事業所調査の実施について 

（３）ワークショップの開催について 

 

資   料：【資料１】丹波市男女共同参画に関する市民意識調査の概要について 

【資料２】丹波市男女共同参画に関する市民意識調査票（案） 

      【資料３】丹波市男女共同参画市民意識調査結果の概要 

【資料４】丹波市男女共同参画に関する事業所調査の概要について 

      【資料５】丹波市男女共同参画に関する事業所調査票（案） 

      【資料６】第４次丹波市男女共同参画計画の策定に関するワークショップ開催要項（案） 

 

１ 開会 

  ・開会あいさつ 

  ・委員15名中10名の出席により、会議が成立していることの確認（審議会運営規則第３条第２

項） 

  ・資料確認 

 

２ 会長あいさつ 

コロナの感染拡大の状況で、今月の初めにはオリンピックが開催された。この期間にテレビ

を見ていると、見事にニュースがなくなってオリンピック一色となり、一般のニュースを探す

のが大変であった。メディアの扱い方によって、いかに情報の伝わり方が変わるかということ

を強く感じた。 

そんな中、新聞だとより広くニュースを見ることができるが、私自身は、SNS等でも感染拡大

の情報を見ながら、テレビだけでは分からないことを把握していた。それと同時に、SNSで、オ

リンピックに絡んだジェンダーに関わる問題発言や差別、いじめ等への批判の声が上がること

で様々な動きがあり、差別の解消に向けてのネットの力を感じた。一方で、SNSを通じたワクチ
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ン等のデマや、差別を助長するような情報も非常に多く出回っているため、なぜ、そこまで特定

の情報源だけを信じてしまうのか、複数のメディアを見比べて情報を得ることの重要さを感じ

る１、２カ月であった。 

本日の審議会で扱うテーマは調査だが、身近なことに関して、自分の身の回りだけで判断す

ると経験が偏るので、この調査の結果を元にすると同時に、ここにいらっしゃる審議会委員の

皆さんの身の回りのご経験から情報をいただいて計画に反映させることも重要である。本日は、

２つの調査について、ご意見や答えづらいところ等、それぞれ違う生活をされている皆さんが

目を通すことで、より良い調査票が出来上がると思うので、様々な立場からご意見を頂きたい。 

 

【会議公開・非公開の決定について】 

  審議にあたっては、特段個人情報が特定されることはないため、公開とする。また、議論を進め 

ていく中で個人が特定されるような内容となった場合には、非公開とする旨を確認する。 

 

３ 議事 

（１）丹波市男女共同参画に関する市民意識調査の実施について 

   事務局より、資料１・２・３に基づき説明 

 

【意見要旨】 

副会長 

資料２、１頁、問１について、第３次男女共同参画計画策定の際も、性別の選択肢をどうするかで

もめたと思うが、今回は、「３．（その他  ）」「４．回答しない」としている。鏡文の【ご記入に当

たってのお願い】には、「４.「その他」にあてはまる場合は（ ）になるべく具体的にご記入くださ

い」と書いてある。問１において、この括弧の中にどのようなことが書かれると想定してこの選択

肢にしたのかをお聞きしたい。 

 

事務局 

例えばクエスチョニングということで、「わからない」という答えもあるだろうし、男性・女性ど

ちらでもないと回答される可能性もある。前回の調査票では「その他」だけだった。ここは、今回の

審議会で皆様の意見を頂きたいと思っていた部分でもある。参考にした尼崎市の「公文書における

性別記載にかかるガイドライン」では、当事者の意見を踏まえてつくられたということをお聞きし

て、今回の性別の表記については、この選択肢がよいのではないかと判断した。 

 

副会長 

尼崎市のような多種多様な方がいる、いわゆる都会に住む方で括弧の中に思いの丈を書くことは

あるかもしれないが、丹波市の中で、LGBTQであるということを、はたして、1,000人の中で書いて

くださる方がいるのか。「その他」を抜いて、「男性」「女性」「回答しない」という選択肢にして、回

答しづらい方は「回答しない」というふうにしないと厳しいと思う。「その他」というのは自分自身

が排除された感じがあるという当事者の意見もネット上にあがっている。それであれば、性自認が



 

3 

 

男性か女性か、自分が女性であると思っている戸籍が男性の方がいらっしゃったら女性で回答して

いただいたらよいくらいの認識でよいのではないか。前回はいろいろな方がいらっしゃるので「そ

の他」がよいのではないかという話があったが、それから時代は進んでおり、「その他」がつらい方

もいらっしゃることをふまえると、「男性」「女性」「回答しない」くらいがよいのではないか。皆さ

んのご意見をお聞きしたい。 

 

会長 

そこは私が尼崎市のガイドライン策定に関わってきた中で、いろいろな意見をふまえて４つに分

けた。尼崎市のガイドラインと比べ変更したか。全く同じか。 

 

事務局 

尼崎市のガイドラインと全く同じである。 

 

会長 

前回の３つ目の選択肢は「回答しない」「回答したくない」どちらだったか。 

 

事務局 

前回は「その他」である。 

 

会長 

鏡文の【ご記入に当たってのお願い】の「４.「その他」に当あてはまる場合は括弧内（ ）にな

るべく具体的にご記入ください」というのは、この問いを特段意識してつけた注意書きではないが、

結果としてここに重なってしまっている。地域の実情にあわせて、必ずしも尼崎にあわせなくては

ならないということはないと思う。尼崎市では、トランスジェンダーの方も委員に入っていて、い

ろいろ議論をするなかでここに落ち着いたのだが、なぜ尼崎市の議論で「その他」を残したのかと

いう背景まで思い出せない。 

 

事務局 

尼崎市の場合は男女の二択では選べない場合の選択肢として「その他」がある。確かに副会長が

おっしゃるように、「その他」という表現に抵抗がある方がいらっしゃるのであれば、「男性」「女性」

「回答しない」でもよいかと思った。ちなみに、前回の調査では、「その他」に○をつけられた方は

おられない。 

 

会長 

それであれば「３．その他」を除くという方向でもよい。尼崎市でこの選択肢を残したのは、男女

以外の回答をする人と、回答をしない人の両方を想定してのことだったが、この調査でそこの区別

まで重視しないでよいのであれば、３番目の選択肢を「回答しない」にしても良いと思うがどうか。 
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委員 

「その他」に括弧がついているので違和感があるのか。 

 

副会長 

それもあるが、「その他」という言葉自体に「それ以外」という排除感を感じる当事者がいるとい

うことが調査で分かっている。「回答しない」であれば、そこに触れないようなとり方ができるかと

思う。小学校でも、「男の子」「女の子」「回答したくない」という選択肢になっていて、言いたくな

い人がいるのかなと、そこで把握ができる。 

 

会長 

多様性を知りたいということであれば、何か書き込めるものがあってもよいというのもあるが、

そこまで求めないということであれば、「回答しない」だけにするということでどうか。前回は「そ

の他」で自由記述をした人がいなかったということだが、もしなにか伝えたいことがあるのであれ

ば、回答欄がなくても書くということはあると思うので、そういった声を拾うということを念頭に

置いておけばそれで良いと思う。３番目の選択肢は「その他」から「回答しない」にするということ

でよろしいか。 

 

事務局 

問１の選択肢の下に「※身体の性と心の性が一致しない方などに配慮した設問にしています」と

表記しているが、この文言もなくてよいということか。 

 

副会長 

これが性的マイノリティーについて詳しく問うアンケートであれば別だが、属性を知るのみであ

れば、なくてもよいと思う。 

 

事務局 

そのように修正する。 

 

副会長 

全体のレイアウトについて、選択した回答別に、設問へ誘導する黒い帯があるが、それが目立ち、

例えば、資料２、問７及び問８の印象が薄かったり、設問の区切りが分かりにくかったりしている。

また、資料２、10 頁、問 25 について、「５．認定こども園、学童保育などの保育環境が整っている

こと」とあるが、「子育て支援が充実していること」でよいのではないか。資料２、13 頁、問 31で

は、「９．保育所や認定こども園、学童保育などの地域の子育て支援サービスや、介護施設・介護サ

ービスを充実させる」とあるが、子育て支援は保育だけでないと思うので修正してはどうか。 

また、資料２、８頁、問 20について、「10．防災体制において男女両方の視点を取り入れた取組を

進める」とあるが、いきなり防災とでてくるのでもう少し工夫したほうがよいのではないか。問 19

「女性が地域活動（自治会や各種団体活動など）のリーダーになるためには」とあるので、「地域活
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動において男女両方の視点を取り入れた取組を進める（例えば防災活動、人権活動等）」などサブ的

な要素で防災と入れたほうがよいのではないかと思った。国の施策に則っているのだとは思うが、

一般の人はどう思うだろうか。 

 

事務局 

問 25、選択肢５については、問 31 との整合性を考え、「子育て支援が充実していること」に変更

する。問 20、選択肢 10については、「男女の視点を取り入れる（防災活動等）」と修正する。また、

レイアウトについては、前回の調査票では大項目が黒くなっていた。ご指摘を踏まえて見やすいレ

イアウトに修正する。 

 

会長 

様々な調査でこのような分岐があると思うので、他の調査票がどう表現しているか確認して頂き

たい。先ほどの、内容に関する２点について、もう少し意図などを確認したほうがよいところがあ

るが、問 25 の選択肢は 10、11 が追加された以外は前の通りか。問 25 の選択肢５を、問 31 と合わ

せて「子育て支援の充実」とすることで当初の意図と変わらないか心配である。他の選択肢につい

ても、前回は私も副会長も見落としていたが、問 25 の全体の表現に関して、「職場の環境や制度」

というところで、「職場」は「環境」だけにかかって、「制度」は職場の外の制度も含んでいるという

ことか。改めて見ると、職場の施設の中に認定こども園や介護施設が入っている感じになっている。

選択肢５、10 については、職場そのものではないのだと思うが、働き方に関わる、働き方をサポー

トする制度としてあげようとしているので、主婦のためのリフレッシュを含めた支援というよりも、

保育に限定しているという気がする。その点で、より広いサービスや支援を考える問 31とは違う意

図があるのではないか。 

 

副会長 

資料２、10頁、問 25について、今気がついたのだが、前回見落としていたのは「保育園、認定子

ども園、学童保育」というように「保育」が並んでいて、「保育環境」というニュアンスだったから

だと思う。今は、市内の保育園は全て認定こども園となり、先頭の保育園から変わっている。市内に

企業内保育所はあるのか。ないのであれば、問 31の保育所というのは、市としては保育所がなくな

っているので整合性がなくなる。市の施設としての保育なのか、企業内の保育なのか、どの立場か

ら言っているかを整理しなくてはならない。 

 

会長 

問 25の問い方が前回とは変わってしまうが、要は、職場の制度と職場以外の制度の選択肢が混ざ

っている。選択肢１、２、３、４は職場、５、10は地域や行政・民間も含んだ支援である。11はま

た種類が違っているので、整理し直した方がよいと思う。地域に実際あるものとして書くか、一般

的な保育のための制度として書くか、問 31との整合性もあるが、保育所という言葉を入れるかどう

かである。今後のことであり、制度がどうなるか分からないので、丹波市にないとしても、保育所を

入れてもいいのではないかと思う。変えるべきところとしては、保育所を入れるか入れないかとい
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うところと、「職場の環境や制度として」という問 25 の問いかけの表現を選択肢の内容と整合する

ものに変えるということでどうか。 

 

副会長 

問 25、選択肢５にいきなり認定こども園が入っていることに違和感がある。企業内保育であれば

わかるが。 

 

会長 

選択肢の順番としても、職場の内容が終わった後に地域の内容としてまとめるなどし、企業内保

育所を選択肢として上の方に入れることも一案である。問 20、選択肢 10の防災についても、これは

おそらく、計画の中の一つの項目として入ってくることから、市民に聞きたいのだと思う。地域の

取組を全般に広げるというよりは、防災でなぜこの質問をするのかという意図がわかるように、も

う少しわかりやすく、唐突感のない選択肢にするべきだと思う。 

 

事務局 

前回は防災が独立していた。防災の設問を別につくるかということは、前回も議論になったとこ

ろではある。 

 

会長 

あまり一般化しても、わざわざ選択肢をつくる必要がなくなってしまう気はする。前回大きくス

ペースを取っていたものを、今回は少なくして入れたということかと思う。 

 

事務局 

前回の計画の基本目標４、基本方針２、防災防犯分野における男女共同参画の推進という項目が

あったため項目立てがあったのだが、アンケートの書きぶりとしてどのように入れたらいいだろう

か。 

 

副会長 

アンケートというのはどちらに運びたいかということの呼び水になるとことがあると思う。おっ

しゃるように、防災について地域で話すときには、防災防犯はすべての人がしなくてはならないの

で、性別関係ないという話をしたりする。本当にとても大事なところだと思うので、これを計画に

入れたいという目論見の中でするアンケートなのであれば、もう少し持っていき方があるように思

う。例えば、「地域活動で取り組みやすい分野はどれですか」という問いで、防災防犯、人権学習な

どを選んでもらうようにするとか、アンケートの中で入れておかないと計画としては難しいところ

があるだろうと思うが、会長はどう思われるか。 

 

会長 

問 20の選択肢の中に防災が入ることに違和感があるのは確かである。 
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副会長 

この流れであれば、地域活動の中でのジェンダー平等ということが大枠になってくると思うので、

「地域活動で取り組みやすい分野はなんですか」という問いに対して、防災・防犯・教育などの選択

肢の中で丸をつけてもらうようにしたら、防災に丸がつく比率が上がるのではないかと思う。 

 

会長 

おっしゃる通りで、他は男女共同参画を進めるために何が必要かということだが、選択肢 10だけ

が「男女両方の視点を取り入れた」という文言が入っており、「防災」というテーマを取り上げるた

めの選択肢になっている。今は時間がないのですぐに答えは出せないと思うが、防災のことをいれ

るとしてもどこか別の方法で考えられないかを、検討してみるということでどうか。ここで入れる

のは少し不整合な気がする。 

 

委員 

資料２、10頁、問 25、「４．子どもが病気の時や学校行事の時に休みが取れること」とあるが、問

いかけの「仕事と生活の調和が取れた暮らし」というのは、小さい子どものいる家庭に関しては、子

育てと仕事の両立という視点で書かれていると思うが、この書き方だと、休みはそういった病気の

ときや学校行事のときにしか取れないということを暗に言ってしまっていると感じる。有給休暇は

目的を問わずに取れるものだと思うし、ワーク・ライフ・バランスを実現する上で、リフレッシュの

ための休暇や、子どもと遊びに行くための休暇など、自分で自由に休みが取れることが大事だと思

うので、具体的に子どもが病気のときや学校行事でないと休めないというような書き方はどうかと

思う。「有給休暇が取りやすいこと」としたほうが、変なバイアスがかからなくてよいのかと思う。 

また、先ほど副会長がおっしゃっていた「５．認定こども園、学童保育などの保育環境が整ってい

ること」だが、これは認定こども園や学童保育という言葉を外して、簡単に子育て支援が整ってい

ることとしたほうがよいというご意見だったか。 

 

副会長 

そうではなく、認定こども園は保育だけでなく幼児教育もあるので、全体を通して、保育を子育

て支援に変えたらどうかということである。 

 

委員 

同じく問 25、「10．介護施設や介護サービスが充実していること」とある。高齢の方を介護しなが

ら仕事をすることを想定されていると思うが、障がいをもったお子さんなどを介護しながら障がい

福祉サービスを利用して生活されている方というところになかなか意識が行きにくいのではないか。

どうしても高齢者の介護の方に意識が行ってしまいがちな気がする。例えば、「介護サービス（障が

い福祉サービスを含む）」にした方が、障がい福祉サービスを使っている方も回答しやすいのではな

いかと思う。 

もう１点、資料２、５頁、問 13について、これは、男性が家事・育児・地域活動に積極的でない
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ということがあっての設問だと思うが、「仕事に」ということは書いていないので、仕事は積極的に

している前提だと思う。ここで、「男性が家事、育児、地域活動に積極的になるにはどうすればよい

か」と問うているのに対し、女性はそれらに積極的だから、ここには書かれていなのだと理解して

いる。しかし、女性は仕事についていなかったり、非正規雇用の割合が多かったりするのに、「女性

がフルタイムの仕事につくにはどのようなことが必要だと思うか」という質問はないのかと思った。

それは問 11に書いてあるからないのかなと思った。それは、資料２、11頁、大項目６「職場等にお

ける女性の活躍について」とあるので、あえて書いていないのか。 

 

会長 

女性活躍はここに入れ込むのだったか。 

 

事務局 

その通りである。 

 

会長 

さらに詳しく調査する必要性から９頁、大項目５「ワーク・ライフ・バランス」と 11頁、大項目

６「職場等における女性の活躍について」を分けたのだと思うので、位置は違うが、対称になってい

るかと思う。その上で足りない選択肢があれば、11頁の方で入れていけばよいかと思う。 

問 25、「４．子どもが病気のとき時や学校行事のとき時に休みが取れること」についてのご意見は

もっともで、何か対応できればと思う。別に選択肢を増やすか、選択肢４を広げるかのどちらかだ

と思うが、選択肢４の内容であれば、子どもが病気のときは看護休暇として有給とは別にあるし、

学校行事のときは会社として特別休暇として制度をつくる場合もあるので、有給とは別に取れる休

暇として、選択肢４とは分けて記載すべき内容であると思う。「休暇を気兼ねなく取れること」とい

う選択肢を増やしてはどうか。 

 

事務局 

選択肢を追加するということか。 

 

会長 

その通りである。同じく、問 25の選択肢 10についても、「障がい福祉サービス」という文言をこ

こに含める方法と、別立てにする方法があるが、別にまでするかどうかである。どちらがよいと思

うか。 

 

委員 

いろいろなサービスを使えるというのをイメージしてもらいたいのだが、この書き方だと介護だ

けと捉えられないかというところが不安である。 

 

会長 
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様々なサービスを含む表現で、一番適切な表現に修正していただきたい。 

 

委員 

資料２、３頁、問 10について、前回の調査では「男女共同参画週間」が入っていたが、今回カッ

トされている。資料３、13頁をみると、前回調査で、約 70％が知らないと回答しているにも関わら

ずカットされた意図は何か。 

 

事務局 

たくさん項目があり、新たな「男女共同参画センター」などを追加したところで、男女共同参画週

間もいれるかどうか悩んだところではある。週間についての認知度が低いということはあるが、項

目５、６、７、12 を増やしたため、案としては抜いたというところである。必要であるということ

であれば付け足すことは可能である。 

 

委員 

前回の結果を見ると、「ポジティブ・アクション」も「ワーク・ライフ・バランス」も、70％近く

が知らないと回答している。「男女共同参画週間」というのは、アドバルーンを揚げる大事なひとつ

なので、知らないというのは問題ではないか。 

 

会長 

確固たる意思で入れる・入れないの線引きをしているわけではないと思うので、委員の中でこれ

は重要だというご意見があれば復活する項目があってもよいと思う。そうすると、このアンケート

は「丹の里ハーモニープラン」の設定のための調査であるが、プランそのものの認知はどうするか。 

 

委員 

私がアンケート結果で一番興味・関心をもって見るのは、何歳代がどういう考えを持っているか

というところで、これは、一般の方にとっても注目を集めるところだと思う。難しいところも大切

だと思うが、比較的簡単なことに関してどう思っているのか、そして、前回のアンケートと比較し

てどうなったのかということがわかるようなアンケートにしていただきたい。 

 

会長 

そうすると、「丹の里ハーモニープラン」と「男女共同参画週間」を復活させるということでよい

か。 

 

事務局 

そのように修正する。 

 

会長 

ハーモニープランには「男女共同参画計画」という言葉も計画の冊子の中には入っているが、こ
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れはあえて項目を入れなかったのか。愛称を知っているかということを問いたかったのか。ここで

それを加えると、認知度は一気に増えるような気もする。 

 

事務局 

行政の計画をご存知の市民は多くないので、取組を周知することが大切かと思う。計画に紐付い

ている施策もたくさんあるので、それをしっかり実行していくことが大切と認識している。項目に

入れることに関しては、妥当だと思う。 

 

会長 

比較できるということで、このまま前回と同じ表現で復活させてはどうか。 

 

副会長 

同じく問 10について、⑫LGBTは最後に Qを入れて頂きたい。 

 

会長 

どれが定着しているかという問題があるが、今回が初めての設問なので、「LGBTQ」でよいかと思

う。 

 

副会長 

時代にのっている、進化していることはアピールしておくべきかと思う。 

 

会長 

他の調査で LGBT だとすると、他との比較ということで LGBT にしておいてはと思うが、比較的新

しい調査で LGBTQ、LGBTQI 等、新しい表現を使っているのであればそれに倣うということで、少し

調査していただきたい。 

 

委員 

こういうアンケートに答えるには、エネルギーが必要である。男女共同参画が目指している様子

のイラストがあると、それだけのことでとっつきやすくなると思う。「ちーたん」でもよいので、回

答のハードルを下げるような工夫が必要だと思う。 

 

会長 

どこかに入れるようにしてほしい。 

 

委員 

発送は 10月になっている。社会生活基本調査が 10月 20日にある。柏原・山南の２地域で 100戸

以下に調査票が入るので、同時期に来ないかどうか、確認をしてほしい。 
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事務局 

確認する。 

 

会長 

回答者の負担が大きいアンケートである。どちらもサンプリングなので両方当たる人も確率的に

はいる。こちらの意識調査と対象が重なるかはわからないので、調整はできない。 

 

事務局 

後日でも気づいた点、ご意見があれば知らせていただきたい。 

 

 

（２）丹波市男女共同参画に関する事業所調査の実施について 

   事務局より、資料４・５に基づき説明 

 

【意見要旨】 

副会長 

資料５、１頁、問４に*１，*２，*３とあるが、*３は本文中にないがどこに対応するのか。 

 

 

事務局 

*３については本文中になく、鏡文の【ご記入に当たってのお願い】の２と同様の注意書きという

ことで書いてあるので、*３は無しということにする。 

 

会長 

人数が入るのがこのページだけであれば、問４の問いかけの後に*１をつけて、その下の管理職等

の番号をずらせばよいのではないか。 

 

副会長 

もう１点、資料５、５頁、問 14だが、１、２に回答するか、３、４に回答するかで行き先が違う

のだが、混在している場合はすべてに答えるということか。 

 

事務局 

 その通りである。 

 

会長 

他の市の調査を参考にしたということだが、「考えていますか」というタイプの質問は、回答者の

主観的なものなのか、企業の公的な方針なのか、受け取った方は迷われる。それを配慮したような

調査票というのは見当たらなかったか。よくある調査なので、そういうものとして受け止めてくだ
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さるのだろうとは思うが、客観的な実態のところは残すとしても、答える人によって同じ会社でも

変わってしまうようなものは削ってもよいのではないか。会社に来たアンケートに答える機会のあ

る委員がおられたらご意見をうかがいたい。 

 

事務局 

鏡文【ご記入に当たってのお願い】の１にあるように、経営者の方ご自身、あるいは総務、人事と

いう制度を取り扱っている方を想定しており、本社に届いた場合は丹波市内の事業所全体、本社が

別の場所にある支店等に届いた場合はその事業所のことを書いて頂きたい。支店の場合、その店舗

の責任ある方が答えられるので、おそらく事業所全体の制度となり、また、従業員数を市内に限定

したりするようなこともあるが、基本的には事業所全体の考え方を書いていただくということを想

定している。その上で、回答される方の主観が入るようなことにならないように表現を工夫しなく

てはならないので、少し検討したい。小さい事業所であれば、社長個人の考え方にもなると思う。 

 

会長 

自分自身が学会の事務局長をしていて、学会としての見解をお答えくださいと言われても、全体

の総意は難しかったりする。経営者の場合は、それはできると思うので可能な範囲で検討して頂き

たい。 

 

委員 

かなり専門的な答え方をしなくてはいけない部分がある。それを一般市民の方が受け取られて回

答しようと思ったら、それをすることで何がどうなるのか、例えば、いろんな計画をつくるにあた

って、こういう意見をいただいてこういう施策にしたいということが見えたら、答える側も答えな

くてはという気持ちになる。答える側の人が期待されるところを見える化したほうが、より効果が

あるのではないか。私の所属団体でもアンケートをして現状を聞き、要望を出していただき対処し

ているが、出てきている意見を集約し、なんらかの形で返している。そうすれば、次から積極的に回

答してもらえて、100％に近い数字が、必ずあがってくると思う。 

 

会長 

事業所では様々な計画策定のための調査が多くなっていると思う。今回初めて事業所にアンケー

トを取るということで、特にこの調査をやる意味が伝わるような文面を送り状にでも入れると回答

してもらいやすいのではないかと思うので、検討してほしい。 

 

委員 

資料５、４頁、問 11について、項目を見ていると、時間に関することが多いと感じた。企業側が

努力をして時間をつくり出すということは大切なことだと思うが、時間だけにフォーカスしている

と、実体験として、水曜日は早く帰るという日があり残業せずに早く帰るのだが、その分が他の日

の残業に回ったり、土日の出勤になったりしたので、企業として取り組むのは、時間プラス業務内

容の見直しであったり、オートメーション化であるといったところに意識が向くような質問があっ
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てもよいのではないか。休業制度や残業を減らすための制度を見直していくのであれば、それとと

もに今の仕事の内容も企業が見直していかなくては、仕事は 100 あるのに時間だけ減らすことは個

人の負担になってくるので、そこはセットなのではないかと思う。 

 

会長 

この手の調査でそういった項目を入れているものがありそうなので、他の調査を参考にして、仕

事の総量や割振りの見直しなどについての項目をいれるようにしてほしい。 

 

事務局 

問 11に「７．長時間労働抑制の取組（事務の効率化等）」ということは書いてあるが、もう少し見

える化できるような視点の項目を加えたい。 

 

委員 

資料５、２頁、大項目２「女性の活躍について」において、女性管理職の登用や女性の活躍推進の

ためにはどういうことが必要かと聞いている。前回の審議会の中で、男性の育児休業の取得率がと

ても低いという議論があったが、事業所に調査するのであれば、男性の育児休業や出産に伴う休業

が進んでいるのかということも大枠としてあったほうがよいのではないか。「女性の活躍推進につい

てどうしたらよいか」ということは２頁も使って調査するのに、「男性の育児休業が進んでいないこ

とに対してどうしたらよいか」ということについての問いは全くない。男性の育休取得率という問

題は、国の目標もあるので、ずっと出てくる問題だと思うが、どうしてそれが進まないのかという

ことの実態調査をしなくてもよいのかなと思った。 

 

事務局 

男性の育児休暇の取りづらさというのは、大項目２「女性の活躍について」のところで聞くのか、

大項目３「ワーク・ライフ・バランスについて」のところで聞くのかで悩んだところではある。その

中で、大項目２は女性の活躍の面のみで、大項目３で育児休業の実態を聞き、問 12 では、「男性従

業員、女性従業員ともにワーク・ライフ・バランスを推進するにあたっての課題はどんなことか」と

いう聞き方を意識的にしている。先ほどのご意見のとおりダイレクトに聞く必要があるのかとも思

うが、このあたりはどうか。 

 

会長 

問 11では、項目１と２で男女を分けている。委員がおっしゃったことをもう少し具体的にすると、

例えばどういうことか。 

 

委員 

女性が活躍できていない、管理職に登用されないのは何が課題かということは聞くのに、男性が

育休を取れないのは何が課題かというのはどうして聞かないのか、なぜ男性の育休はワーク・ライ

フ・バランスの項目に含まれるのだろうという純粋な疑問である。育児休業を取りたくても取れな
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い男性もいると思うのだが、男性が育児休業を取ろうとしたときに、女性が取ろうとしたときと同

じように進んでいかないのはなぜなのか、ということを事業所として把握されていたら回答できる

かと思う。 

 

副会長 

問 10で、利用実績があった事業所に過去の成功例を書いていただくのはどうか。 

 

委員 

利用実績がない場合に、なぜないのかという原因が知りたい。 

 

委員 

制度として整っているというのは事実だが、手を挙げにくいのが実態だろうと思う。皆さん真面

目なので、次の人が確保できないということは自分が仕事をするしかない、今は人件費削減とかぎ

りぎりのところでやっているので、なかなか次の人が来ないとなると休みにくいという思いがある。

また、先ほど出ていた意見のように、制度を作って早く帰るようにしても、仕事の量自体は減らな

いというあたりが課題だと思う。それに対して行政等がどういう手立てで解消していくか、そうい

う問題に取り組むための基礎資料としてアンケート調査をするのだと思う。そうすると自由記述で

もよいのでそれぞれの事業所として取り組んでいることを拾い上げ、それを紹介するなどの形にし

ていかないと、調査したことが生かせない。結局、実態を把握してこの先どうするかということが

大事なので、問 10の回答を膨らませて捉える方がよいのではないか。 

 

副会長 

声を挙げられないのは「取りたいけど迷惑はかけられない」と思う個人であって、会社としては

制度があり、使ってほしいが難しいという状況がある。個人の意見と会社の意見は違うので、一体

この調査で何を知りたいかということを絞らないといけない。男性の育児休業の実績があるのか、

あったらどのようにしたのかなどの成功例を拾うとか、目的に応じてやらないとなかなか会社の人

は答えてくれないと思う。「制度はあるが皆頑張り屋なので取らない」などと書かれてしまうと、そ

れは少し違うような気がするがどうか。 

 

委員 

特に今はコロナ禍で、どの事業所も厳しい状況になっている。そのような状況のなか、このアン

ケートが送られてきたときにどう受け止められるか気になる。しかし、こういう取り組みをしてい

かなくてはいけないのか、という意識を持っていただくということは大切だと思う。 

 

会長 

あくまで会社がどう認識しているかという視点で見るしかない調査だとは思う。市民意識調査で

雇用される側の意見は聞いているということにもなるので、事業所調査では会社の認識を問うとい

うことになる。選択式で、うまく他の調査の事例から入れられれば答えやすいと思うので、最後の
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自由記述もあるが、問 10では休業制度の有無、取得実績に特化して、さらに自由記述で聞ける設問

があればいい。あまりたくさんの変更は難しいかもしれないが盛り込んでもよいのではないかと思

う。大変だが、せっかくの調査であり、社会でも注目されているところなので、少し膨らませて、特

徴のあるものにして頂きたい。結構な数のご指摘があったが、この後どのようにして修正版をつく

るのかということを事務局からご提案頂きたい。 

 

事務局 

本日大変多くのご意見を頂いた。事務局で修正をして会長にご確認いただくという方法でどうか

と考えているが、どうか。 

 

会長 

修正を事務局の方で行い、私が確認をして完成させるということで進めてよろしいか。皆さんの

意見をうまく取り込めるようにしたいと考えている。 

 

事務局 

他に何かご意見があれば８月下旬を目途にお知らせ頂きたい。アンケート調査票作成に当たって、

内容によっては委員の皆さまにも相談しながら進めていきたいと思っている。 

 

 

（３）ワークショップの開催について 

事務局より、資料４・５に基づき説明 

 

【意見要旨】 

副会長 

このワークショップで出たいろいろな意見を審議会に報告してもらい、それをどう生かされるつ

もりなのか。他にも計画に関するワークショップは多くしているが、それがどこに反映されている

のかが分からない。 

 

事務局 

ワークショップでいただいたご意見を施策の方向性にすべて落とし込めたらそれは素晴らしいが、

すべてのご意見が入るかというのはわからない。大きな基本目標や、課題があるのであれば、「こう

いう方向を向いていかなくてはならない」ということを考える材料になる。具体的に施策に落とし

込むときに、各課が男女共同参画に関連する施策を持っているので、その施策にこういう視点を取

り込んでもらえないか等、庁内のいろいろなところに反映できると思う。それは、基本的には計画

の中に落とし込んでいくべきだと思うし、それがないとグループワークの意味はない。  

 

副会長 

私もアンケートの自由記載欄で書かれる意見を読むのを楽しみにしているが、例えば、その意見
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が１つでも計画のここに入っているということを感じられている人がいるのか。アンケートをする

のであれば、パブコメの前に、ある程度の骨格ができた状態で、それについてどう思うかという意

見をいただく方が効果的だと思う。アンケートの意見も含めて、骨格を立てたものを揉んでもらう

ワークショップをしたほうが、意見を出しやすいと思う。丹波市ではワークショップがたくさん開

催されるが、目的に沿っていないことをされているような気がして勿体ないと思う。 

 

事務局 

最近は、色んな計画を作るうえで、みんなで計画を読み込んでパブリックコメントを書こうとい

うワークショップ「パブコメミーティング」を実施している。別の計画で実施した際は、たくさんの

ご意見をいただいた。 

 

副会長 

アンケートも取るし、審議会もしているので、ワークショップをこの時期（10 月）に慌ただしく

開催してどう反映するのかわからない。パブコメミーティングをするのであれば、骨子をもう少し

早く出して、そのテーマに沿って参加してもらう方が効果的だと思う。 

 

会長 

男女共同参画計画策定のためとしては、ワークショップ開催は初めてだと思うが、今のご意見は、

実施時期も含めて根本的なところが変わってくるものであるが、方法としては実施しないというこ

ともあるし、できるのであれば、時期の微修正もあると思う。そのあたりは市としてはどうか。 

また、現時点でこのワークショップの扱いとして、アンケート調査と同じく計画の基盤づくりを

目的としていると思うが、もう少し形ができてから意見を聞く方がよいという先ほどのご意見は、

もっともだと思う。これまでの経験でいうと、この審議会のように様々な立場の方が具体的な各分

野の課題を話し合い、それが計画や条例を作るうえで重要な土台になったと思う。ワークショップ

をすることでさらに多くの立場の方からの声が聞けるというように受け止めていたが、タイミング

として、土台をつくる前に意見を聞くことに意味があるかどうかということである。このタイミン

グと、土台を作ってからの２回実施することについてはどうか。 

 

副会長 

２回することに明確な意図があるのであればよいが、他のワークショップに参加しても、意図を

感じることが少ない。少なくとも、「このワークショップでの意見は、計画のこういうところに繋が

っていくんですよ」と言って参加者を募りたい。「とりあえず来てほしい」だけではいけないと思う。

それならば、「ある程度の骨格ができたので肉付けをしてほしい」ということで参加をしてもらうほ

うが具体的なのではないか。また、「帰ってきたいまち」というのが、男女共同参画計画の項目には

いるのかというのも不思議に思うところ。もちろん、たくさんの意見をいただきたいというのはあ

るし、前回のアンケートの自由記述欄についても、色んなことを書いてくださっていることから、

直接意見を言いたい方もいらっしゃると思う。なおさら、具体的なテーマで話し合っていただく方

がいいのではないか。 
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事務局 

テーマや実施回数、実施の必要性も含めて再度検討したい。 

 

副会長 

計画に生かされる意見のとり方をして頂きたい。 

 

会長 

タイミングも含めて検討の余地があるようであれば、せっかくの機会なのでより計画に反映でき

る形でワークショップを開催したほうがよいと思うが、スケジュールも含めてこれから検討し、次

の審議会でもう一度しっかり議論するということでよいか。やる・やらないを含めて、至急意見を

集約、確認する必要があるのであれば、文書での確認という方法もある。 

 

事務局 

もう少し検討し、12月の審議会でお諮りする。 

 

（４）その他 

会長 

調査票に関する意見については、今月末までに事務局へ連絡していただきたい。その他、事務局

から連絡事項等をお願いする。 

 

事務局 

次回の審議会については、12 月上旬に調査結果の報告を予定している。後日事務局から日程調整

のご連絡をさせていただくが、調整の結果、都合が悪い日に開催することになるかもしれない点を

ご了承いただきたい。よろしくお願い申し上げる。 

 

４ 閉会 

会長 

他に意見等ないようであれば、本日予定されていた議事はこれで終了する。それでは、副会長か

らあいさつをお願いする。 

 

 

副会長 

本日も忌憚のないご意見を頂戴した。新型コロナウイルス感染症が丹波健康福祉事務所管内でも

流行ってきている。兵庫県内でも毎日最大値というようなことになっているので、それぞれお気を

つけ頂き健康で 12月にまたお会いしたいと思う。お疲れ様でした。 


