
 

平成29年度第１回いわき市男女共同参画審議会 議事録 

 

日 時：平成29年５月26日（金）午後１時３0分～午後３時00分 

場 所：総合保健福祉センター ３階 健康学習室 

出席者： 

審議会委員（50音順、敬称略） 

氏  名 所属（団体等の名称） 出 欠 

石山 伯夫 いわき商工会議所 出 席 

遠藤 順一 いわき市女性活躍推進認証企業(福浜大一建設株式会社） 出 席 

遠藤 真由美 いわき市小・中学校長会連絡協議会 出 席 

齊藤 充弘 福島工業高等専門学校 出 席 

佐藤 暁美 いわきふれあいサポート 出 席 

佐藤 智春 小川地区防災・減災対策協議会 出 席 

鈴木 直人 特定非営利活動法人 TATAKIAGE Japan 出 席 

園部 早由里 いわき女性交流ネットワーク 出 席 

田中 美和 いわき明星大学 出 席 

田中 みわ子 東日本国際大学  欠 席 

中村 寛子 公募委員 出 席 

吉居 志保子 公募委員 欠 席 

 

いわき市男女共同参画推進アドバイザー 

氏  名 略  歴  等 出 欠 

浅野 幸子 

減災と男女共同参画 研修推進センター共同代表 

早稲田大学「地域社会と危機管理研究所」招聘研究員、   

専修大学非常勤講師 

出 席 

 

１ 開  会 

事務局より委員 12名の内 10名が出席し、過半数に達していることから、条例 21条第２項の規

定により、本審議会は成立されること報告した。 

 

２ いわき市男女共同参画推進アドバイザーあいさつ 

  常磐線の電車車両の故障により、アドバイザーの到着が遅れているため、到着後に行うことと

した。 

 

３ 委員自己紹介 

 

４ 事務局職員紹介 

 



 

５ 会長・副会長選出 

いわき市男女共同参画推進条例に基づき会長・副会長を委員の互選により選出する旨を説明し

たところ、石山委員から「会長に齊藤委員、副会長に佐藤暁美委員」の推薦があった。委員に諮

り「異議なし」とのことから、会長を齊藤委員、副会長を佐藤暁美委員と決定した。 

 

６ 会長あいさつ 

会長： 

今年度の審議会は昨年の三月に策定した、第三次プランの一年間の取組状況について確認する

こととなっている。第三次プランは今後４年間継続するので、昨年度の状況について皆さんのご

意見をただければと思う。皆さんの協力を得ながら「男女共同参画のまち」いわきの実現に向け

て取り組んでいきたい。 

 

７ 議  事 

・議事録署名人 

齊藤会長より、審議会の名簿順に議事録署名人を選任する旨を説明し、会長と副会長を除いた

名簿順で石山委員と遠藤(順)委員が議事録署名人に選任された。 

 

(1)第三次いわき市男女共同参画プラン位置付け事業における平成28年度の実施状況について 

事務局より資料１・２に基づき説明した。第三次プランの概要について簡単に説明後、位置付

け事業のうち、特に重点施策及び新規事業について重点的に説明した。また資料３により、平成

28年度男女共同参画センターの事業報告を説明した。 

 

〇重点施策 

№１ 講演会・フォーラム・講座等の開催、 

№23 シェルター機能の確保 

№42 性別に偏ることなく能力に応じて登用される環境促進の啓発 

№63 放課後児童クラブの整備充実、№69 女性活躍推進ネットワークの構築 

№74 地域における防災活動の指導者の育成 

※新規事業 

№27 多様な人の理解促進に向けた啓発活動の実施、 

№35 女性特有の病気の各種検診 

№37 多文化共生社会における外国籍住民の地域参画推進 

№54 女性職員を対象とした研修の実施 

№70 男性社員の育児・介護休業取得促進の取組などの好事例の発信 

№71 家事・育児等に積極的に参加する男性のロールモデルの発信 

№72 企業経営者・管理職等を対象としたトップセミナーの開催 

〇重点施策及び※新規事業 

№69 女性活躍推進ネットワークの構築 

 

・事務局説明中にアドバイザー到着 

いわき市男女共同参画推進アドバイザーあいさつ 

事務局より略歴等を紹介 

浅野アドバイザー： 

遅れまして申し訳ございません。昨年度、今年度といわき市男女共同参画センターと一緒に、

特に女性や子育て・若者の視点での防災という事で、実際に事業にも取り組んでおります。              

よろしくお願いします。引き続き事業説明をお願いします。 

 



 

委員： 

平成 28年度事業の人材育成講座男性編は、男性が家事に参画しやすくするという趣旨で開催し

たのか。 

事務局： 

女性だけでなく男性の意識改革を図るため、男性を対象とし、家事・育児のきっかけづくりと

して「おいしいコーヒーの淹れ方を学ぶ」講座を開催した。 

委員： 

結果はどうだったのか。 

事務局： 

１５名の参加があり、実践編としてウーマンフェスタのワークショップにおいて参加者にコー

ヒーを淹れていただき好評であった。 

 

会長： 

各事業の目標達成度で見るとA・B評価が８割以上なので概ね達成しているが、内容について何

かないか。 

 

委員： 

№27多様な人の理解促進に向けた啓発活動の実施について、多様な人の理解促進ということで

LGBT 等と書かれているが、そのほか多様な人とは、どのような人の理解を進めたいと考えている

のか。 

事務局： 

多様な人とは、別冊 第三次プラン 22ﾍﾟー ｼﾞの(5)多様性を尊重する環境づくりにおいて、性別や

年齢、人種、国籍、障がいの有無に関わらずとしている。性別の区分において性的少数者という

ことで LGBT等と記載している。 

会長： 

LGBT等としか書かれていないと誤解を招くので、表現や記述を工夫した方がよい。 

委員： 

多様な人が社会に参画できるためのきっかけとなるパンフレット作りが狙いか。 

事務局： 

趣旨は、多様な方がいるということを理解していただくこと。色々な方がいることを市民の方

に理解して認めて頂くパンフレットであり、本人たちの支援ではなく、理解を促すパンフレット

を作成し配備したいと考えている。 

委員： 

非常に難しいだろう。 

事務局： 

国・県等のパンフレットを探したが適切なものが見つからなかったので、独自作成について検

討していきたい。 

 

委員： 

各講座の募集はどのように行っているのか。 

事務局： 

広報は、公共施設へのチラシ配布、HP、報道機関、広報いわき等のあらゆる手段を利用し、   

なるべく市民の目に留まるようにしている。講座の日程等によって定員に満たない講座もあり、

今後周知方法を検討していきたい。 

今年度はポータルサイトの立ち上げを予定しているので、それらを利用し、さらなる周知をし

ていきたい。 

 



 

委員： 

本会議は審議する場であるが、委員として何か出来ることはないか。色々と行動したいので、

持ち帰り検討することがあるか。また期待することや何か力になれることがあるか。 

事務局： 

昨年度であれば第三次プランの作成など、委員の皆さんに意見をいただき、検討しいていく議

事があったが、今年度は、男女共同参画センターの各事業に積極的に参加していただき、色々な

情報を収集し、市や男女共同参画センターで実施する事業等についてご意見をいただきたい。 

  また、昨年度の各課の事業報告をご覧になり、今年度の事業実施に反映できるようなご意見等

があれば、いつでも当センターにご連絡いただければ関係各課にも伝えます。 

 

委員： 

重点施策 №23シェルター機能の確保の事業達成度に数値目標があるがどういう数値か。 

事務局： 

シェルターを１箇所設置することが数値目標であり、1箇所運営しているのでA評価となった。

事業評価については、市の部長が委員となっている庁内連絡会でも目標値の指摘があり、今後は

男女共同参画に即した視点から目標値を設定し、それらが達成できたか否かを評価するべきとの

意見があった。来年度はそれらを踏まえ、目標を明確化した成果の報告をすることとしたい。 

委員： 

有効的な事業を実施していくには、数値目標やある程度具体的な目標を設定し、評価していく

必要がある。A･B･C･D･Eの表面的な評価だけでは分かりにくいところがある。 

確かにシェルターは設置しているが、被害者支援対策の促進を重点目標に挙げているのであれ

ば、被害者に対する支援はシェルターだけではないので、もう少し違った形の目標が設定できれ

ばと思う。それに合った事業で、数値目標や評価の仕方を変えることが必要だと思う。 

事務局： 

  ありがとうございます。 

 

委員： 

№39 女性が行政・政治のしくみを学習する機会の提供について、E 評価であるが、これは何も

しなかったということか。これはとてもいい事業だと思う。企業の管理職の女性が外部の方と話

をするとき、行政や政治の話題になるが、特に若年層の女性が関心や知識が少なく障害となって

いる。本事業はどのような状況なのか。 

事務局： 

確認したところ、昨年度公民館において実施した事業の中で、これに該当するものが無かった。

これまでは公民館の自主性に任せていたが、生涯学習課に働きかけをしたので、今後は各公民館

で実施されるのではと考えております。 

 

委員： 

周知は、市民や会社・企業にも知れ渡る形で実施していただきたい。ＨＰへの掲示だけではな

かなか目に留まらず、知らない内に終わってしまったとならないようにお願いしたい。 

事務局： 

どの講座においても周知は大切なので色々検討したい。 

会長： 

この事業は２年連続で E評価なので、今年度は改善するような働きかけをお願いしたい。 

 

委員： 

昨年度の女性活躍推進事業の管理職・リーダー編は４９名参加で他の講座に比べ参加者が多い。

開催は平日ですが、何時頃開催していたか。 



 

事務局： 

開催時間は概ね１５:００～１６:３０とし、会社員の方が講座へ参加後、直帰できる時間帯を想

定した。土日は家庭の時間とし、平日の午後に開催した。男性編は平日の１８:３０から、夫婦編

は家族での参加とし土曜日に設定した。 

委員： 

活躍している女性の話を聞きたい人は多い。フルタイムで働いている方が１５:００から講座に

行けるのか。自分の事も考えると夕方仕事の終業後が参加しやすいのではないか。ニーズはある

ので今年度の計画を教えてほしい。 

事務局： 

今年度の計画は決定したものから、委員の皆様へ通知します。 

委員： 

年間計画は決まっているのか。 

事務局： 

大きな事業は決めているが、講師の都合もあり詳細はまだ決まっていない。決まり次第連絡し

ます。 

 

委員： 

今年実施する事業は決まっているのか？今後アドバイザーと協議して決めるのか。 

事務局： 

アドバイザーからは助言を頂き、当課の大きな事業は昨年同様に実施予定である。７５の位置

付け事業は庁内各課で全て実施予定としている。 

 

委員： 

放課後児童クラブが５０箇所設置というのは働く母親のために、これからも力を入れていかな

ければならないと思う。その中で自分のところへ「おやつ」の相談が多く、アレルギーや肥満傾

向に対する食育の情報が提供できれば思う。おやつはスナック菓子やチョコレートではなく、お

むすびが育脳に繋がる。私もお手伝いできればと思うが、人手が足りない時はおばあちゃんやお

じいちゃんが参加し、指導してもらうことは難しいか。また、おむすびが衛生的に難しいと聞い

たときがある。しかしおやつについて悩んでいる母親の意見が多かった。 

事務局： 

放課後児童クラブは各クラブの自主運営となっているので、それぞれの会長の判断でおやつを

決めている。こども支援課を通じて、放課後児童クラブ全体の会長にお話したいと思います。 

 

委員： 

女性の政治離れということがあったが、仕事関係の話というより、まず投票へ行かないという

ことで政治への関心がない。公民館で講座を実施するのも良いが、公民館で難しい事をすると人

が集まらないと聞いたことがある。それならば、東日本国際大学と明星大学の方が委員になって

いるので、こちらから出向いて若者向けに講座を開催するのはどうか。 

事務局：生涯学習課とも協議し検討します。 

 

会長：浅野アドバイザー何かご助言ございますか。 

浅野アドバイザー： 

男女共同参画推進は、女性だけのものではなく、女性も男性も若者も障がいのある人も外国人

も、ありとあらゆる人たちが自分らしく生きて、能力を発揮できて、人権を守られて、幸せを感

じられるような社会を目標としている。なぜ男女共同参画という言葉を強調して目指すかという

と社会の中で大きな位置を占める女性と男性というカテゴリーの中にある、固定化した役割やイ

メージ・地位を作ってしまうと男女の中の格差や差別が作られてしまう。 



 

そこをなるべくフラットにすることを目指し、少子高齢化社会の中で全ての人が能力を発揮で

きるようにしないと地域や企業、防災活動においても全体の底上げを図ることができない。 

今日の会議では、現代社会の様々な課題が各事業に含まれていた。企業から市の生涯学習課へ

の期待や、委員として積極的に何かできることがあればという発言に感動した。これからは企業

だけ、地域だけ、男女共同参画だけが活性化していくのは難しい。様々な取り組みを益々広げて

いくために今後工夫するところを申し上げたい。一つは情報発信。全てが決定してから手紙等で

委員へ送るのではなく、メールで発信してはどうか。また、様々な団体の方がいるので、企画の

段階から参加していただいてはどうか。本審議会がいわきの活性化のベースとなる交流の場とな

ればと思う。 

 

(2)その他 

事務局： 

第２回目の審議会は来年の２月を予定している。 

 会長： 

そのほかありますか。 

 委員： 

男女共同参画という言葉がポピュラーになってから大分経つが、若い男性が委員となり男女

共同参画は進んでいる。 

  

会長： 

事業はたくさんあるが、周知方法をきちんと一人ひとりにどう周知するかが課題である。ま

た、男女共同参画を正しく浸透させていく事も課題として残っている。今年度はまだ始まった

ばかりなので、職場や地域に戻り各事業に意見やアイディアがあれば、いつでも事務局に連絡

し少しでも今年度の事業がより良いものになるようにみなさんと共に取り組んでいきたい。 

     

８ 閉  会 

 

 

 

議事録署名 

   以上の議事録について、相違ないことを確認し、署名いたします。 

 

委員名                      印 

 

委員名                      印 


