
1 

 

令和２年度第２回いわき市男女共同参画審議会議事録 

 

 ・日 時 令和２年８月６日（木）午後２時から４時 

 ・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】 

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 

伊藤 幸恵 公募委員 欠 席 

大原 史之 小川地区防災・減災対策協議会 欠 席 

片山 裕子 公募委員 出 席 

草野 仁 いわき市小・中学校長会連絡協議会 出 席 

古俣 哲也 
いわき市女性活躍推進認証企業 

（株式会社アカデミー） 
出 席 

小山いずみ 特定非営利活動法人 TATAKIAGE Japan 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 

園部早由里 いわき女性交流ネットワーク 出 席 

田中みわ子 東日本国際大学 出 席 

高田 治樹 医療創生大学 出 席 

   【男女共同参画推進アドバイザー】     

氏  名 略 歴 等 出 欠 

岡部 貴敏 
福島県男女共生センター事業課 

須賀川市男女共同参画審議会委員 等 
出 席 

   【事務局】 

氏  名 所属（団体等の名称） 出 欠 

下山田 松人 市民協働部 部長 出 席 

國井 政範 〃   次長 出 席 

金賀 加容子   〃   男女共同参画センター 所長 出 席 

本藤 悦史   〃   男女共同参画センター 次長 出 席 

吉田 和子   〃   男女共同参画センター 主査 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、本審議会は成立することを報告した。 

  

 ２ 市長あいさつ 

   市長よりあいさつを行った。 
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 ３ 諮問 

   市長よりいわき市男女共同参画審議会会長齊藤充弘氏へ諮問を行った。 

 

４ いわき市男女共同参画審議会委員会長あいさつ 

   本日の審議会の開催の趣旨というか目的ですけれども、さきほどの市長のあいさつにすべて集約さ

れていたかと思います。 

平成 28 年度から始まりました第三次プランの最終年度を迎えたことを受け、先程市長から諮問が

ありました。 

第三次プランの進展とともに、プランの中に位置付けられた様々な事業の取組みについては、５年

前に比べ少しは男女共同参画という言葉も浸透しまして、考え方も少しずつ変わってきたかと思いま

すけど、まだまだ十分とは言えないところもあるので、そう言ったことにつきまして次期プランに少

しでも反映させまして、少しでもいいものにしていきたいということで、皆様のご意見をいただきた

いと思います。 

また、コロナの影響でやはり職場とか家庭でもいろんな男女共同参画に関わることについての問題

が出ているのかと思います。そう言った件のご意見等もいただきたいと思っておりますので、様々な

立場から、あるいは地域からそれぞれ率直に述べていただきながら、少しでもいい方に進めていきた

いと思います。よろしくお願いします。 

 

５ いわき市男女共同参画推進アドバイザーあいさつ 

私の方からは最近、話題と申しますか、７月に発表された男女共同参画白書の今年度版の中のひと

つに、男性が外で働いて女性は家でというような考え方に反対している人が、６割以上おりまして、

外で働く女性が増えてきているなど、男女共働きという社会となりつつありますけど、依然として家

事・育児だったり、介護であったりは女性の負担がまだ多いということがグラフをもって説明されて

いました。 

このようなデータをもとに、いわき市の状況を踏まえて、今までの取り組みを考慮しながら、次の

第四次プランに向けての話し合いをこれから皆さんと進めていくようになると思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 

６ 議事録署名人 

  名簿順により古俣委員と小山委員に依頼した。 

 

７ 会議の公開 

  公聴の希望者がいなかったため、公開なしの報告をする。 

 

８ 議事 

 

  ※前任者の退任による後任の審議会委員あいさつ 

  （委員） 

大学で社会心理学を担当しております。 
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いわき市に来たのも今年からはじめてになります。 

皆さんのお力になれればと思いますが、色々とご指摘の点もあると思いますので、どうぞよろ 

しくお願いします。 

 

⑴  第四次いわき市男女共同参画プランについて 

（事務局より資料に基づき説明） 

 

   （議長） 

ただいまの説明について、皆様からご質問やご意見等ありましたら、お願いしたいと思います。 

国や県の状況によっては、市の策定も少し変更がありえるというご説明だったと思います。 

最後にたたき台として国の内容についてもご紹介いただきましたけど、この辺りはよろしいで

すか。もし、何かありましたら、また最後にお受けしたいと思います。 

 

第四次プラン体系について 

    （事務局より資料に基づき説明） 

 

（議長） 

ただいまの説明について、A３縦の資料右側の第四次プランという案が提示されましたので、そ

の内容を確認していただきながら、お気づきの点ですとか、ご意見、ご質問等ありましたら、お

願いしたいと思います。 

 

   （委員） 

すごく基礎的な質問ですけど、今の話ですと、第四次プランの案の方も、現時点ではかなり具

体的にいろんなイメージを想定されてのプランとしてお見受けしました。そこで、もう少し具体

的に教えていただきたいのですが、一番下のワーク・ライフ・バランスの促進という所の２つ目

「ワーク・ライフ・バランスのための環境づくり」とありますが、具体的には一体どのようなこ

とを盛り込もうとお考えなのでしょうか。 

 

（事務局） 

現在ですと「ワーク・ライフ・バランスのための環境づくり」としては、放課後児童クラブな

どの施設を整備して、ワーク・ライフ・バランスの実現しやすい、働きやすい、しかも、なるべ

くなら柔軟な働き方に対応できるようなものに整備していくとか、あと企業さんの方では、女性

活躍ですとか、男性の育児休暇取得ですとか、そういったことを積極的にやられている企業さん

の認証制度などもあり、そういったものを進めて、例えば就職活動のガイダンスの時にこの企業

さんはこのような取り組みをしていますよ、とご紹介させていただいてますので、就職する時に

選ばれるような施策の方へもっていくとか、そのようなことをイメージとしております。 

 

（委員） 

いただきました参考資料とか拝見しますと、結構コロナの影響とか、ひとり親とかの問題とか
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すごく多々あったかと思いますけど、そうすると仕事と生活のワーク・ライフ・バランスと言って

も、職場と家庭をただどちらかを何とかしていけばいいとかの問題とかではなくて、どこまでも

それが両立できないくらい貧困の問題とか福祉の充実とかやっぱりどうしても必要になってくる

箇所かと思い、質問させていただきました。 

放課後児童クラブ等のその「等」に全部含まれてくるのでしょうけれど、より広く様々な人に環

境というか、福祉の充実を求めていくというような方向性を積極的に入っていればいいなと思い

ました。 

 

   （部長） 

非常に貴重なご意見ありがとうございます。 

今、お話しのありました部分につきましては、特に「withコロナ」で出てきている部分が強く、

どちらかと言うと、男女共同参画センターの方で説明したのは、男女どちらかと言うと夫婦で一

緒にいる方が中心となっており、今言った女性ひとりで頑張っている方の視点がまだちょっと弱

い部分があります。それでプラスアルファの「withコロナ」という形で書いてありますので、今

みたいなご意見をいただきながら、それをどこに入れていくのかというのをご議論していただけ

ればと思いますので、よろしくお願いします。 

 

（委員） 

ありがとうございます。 

 

（議長） 

その他、どのようなことでも結構です。まだたくさんの視点ですとか、項目みたいなものがあ

ると思いますので、お願いいたします。 

 

（委員） 

数点ありますけど、まとめていきたいと思います。右側の第四次プラン（案）のⅡ-1のところ

の「多文化共生社会における外国籍住民の支援」のところですが、これが直接的に男女共同参画

にどう繋がるのかなというところが、分かりづらいかと思います。 

２番目の「性や障がい等の多様性の理解」というふうに書いてありますけど、性や障がいとい

うことで分かるのですけど、性の多様性のところと障がいのところを並べてそこだけ抜き出して

書くと、性の多様性のところに障がいという意味合いが含まれ誤解される部分があるのではない

かと思い、この書き方はちょっと慎重にお願いしたいなと思います。 

３番目に「人権の尊重」と書いてありますが、人権の尊重は確かに大切ですけど、非常に基本

的な話ですが、それを具体的にどうやって施策に繋げていくのかというところまで、書かれた方

がいいのかなと思います。 

次のⅡ-2の「男女間の暴力の根絶」のところですが、今コロナで自粛生活が続き、家庭内の暴

力とかのストレスがたまり、そのようなＤＶが増えているという話も聞きますので、それに関し

ては、前のプランよりも少し充実しながら力を入れていく必要があるのかなと思います。  

例えば、実態の把握とか、そこのとこの対策にも力を入れた方がいいのかと思います。 
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それからⅢ-2のところですけど、第三次プランから「多様な人々の視点を生かしたまちづくり

の推進」というのが外れており、ボランティア・ＮＰＯの方もそうですけど、まちづくり推進の

ところも外れていて、私、まちづくり団体に所属していますけど、女性の意見っていうのは、結

構軽視されがちだったりするので、ここは引き続きお願いしていきたいなと思います。 

 

（議長） 

今のご意見について何か回答することがありましたら、お願いします。 

 

（事務局） 

委員さんのお話は、第四次側のプランの方でこのようなものを入れたらどうでしょうかとか、

というご意見だと思います。 

第三次プランに入っていた文言が確かに消えているものがありますが、これは全部消えてしま

うことではなくて、想定内のところは本当にかいつまんだものが書かれていますので、まちづく

りの団体として活動されている中で、女性の視点が大事だなと実感して入れた方がいいというご

意見などは、今度のプランに反映させていただきたいと思います。  

多文化共生のところですが、国の方で国際理解や協調とか、ちょうどお配りした参考資料のＡ

４横の４ページになってくると思いますけど、こちらの方、国の方ですと一番下の部分になりま

して、国際的な協調及び貢献、国際理解などが入っております。 

県になりますと、Ⅱ-3に国際人権規範等の取り入れと国際交流・協力の推進や国際化に対応し

た暮らしやすい環境づくりというものが入っており、それに移行して市は、外国人の方が、今住

民としている方が非常に増えていますので、そういう人達とうまく共生していくにはどうしたら

いいだろうかということが市の中では今注目されて盛んに議論していく文言ではありますから、

そういったところが新しい施策などにも入っていくのかなと思います。 

それと２番目の性や障がい等に関しては、こちらは誤解を与える表現で申し訳ありません。 

多様性の理解ということで、この中には LGBTとか、もちろんダイバーシティ、外国籍の方や障が

い者の方とか年齢による幅広い考え方の違いとか、そういったものすべてが入ってくると思いま

すが、すべてを同じひとつにしての扱いにするということではございません。 

ただやはりプライベートのことやデリケートな部分の内容となっておりますので、そちらの書

き方というか取り扱いに関しては、やはり慎重にした方がいいなと、今改めて思うところです。 

想定の内容は、簡略に書きすぎている部分があるので、特に今までの施策の内容などの部分は

分かりやすいかもしれませんが、新しくこられた方とかちょっと分かりづらい部分もあると思い

ますので、このような基本的な部分でもいいので、気になる点がある方はよろしくお願いします。 

 

（委員） 

外国籍住民の支援というところについては、「国の計画にもあるので」ということだったんです

けど、男女共同参画とどういう繋がりがあるのかというところが伺いたかったところです。男女

共同参画の範囲でやることなのかなと思いまして。 
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（部長） 

現在、事務局では、たたき台ということで、まだ十分にそのあたりは消化されていない部分が

あり、皆さんからもご意見をいただきながら、男女とは言っても今回のアンケート調査の中にも、

高校生の中にも、いわゆる中性的な回答としている方がいて、男女というこのタイトルの中でも

なかなかのみ込めていけない課題も出てきています。 

また、今お話した国際的な問題は男女という問題だけでは済まない部分もありますので、それ

をこのプランの中でどの部分にあわせていけばというご意見があれば、言っていただいて、それ

を書き込んでいきたいなという部分もありますから、できれば、むしろ皆さんからそういうとこ

ろの積極的なご意見をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

   （議長） 

    今の件は、よろしいでしょうか。 

 

（委員） 

  はい。 

 

（アドバイザー） 

外国籍住民の支援ということですが、男女共同参画社会基本法など、文言として「男女」とあ

りますけど、人権も含めた広い概念を取り扱っているのだという理解がありまして、国が国際協

調の中で、色々な文化の中での多様性、それはその国の文化とか、国籍とか、色々な背景をもっ

た人の中で一緒に暮らすといったようなものも含まれていることから、こういった内容が男女共

同参画プランの中に入るようなことがあってもいいのかなと思います。   

あと大事なのは、具体的にいわきに住む方、外国籍の方がどのような生きづらさを感じていて、

そういう人たちに対するサポートをどのようにしていくということが、施策として取り組まれた

のかなと思います。 

この第四次プラン右側の方の基本目標Ⅱのところは、人権に関するところと思いますので、入

れるとしたらこちらになるのかなと思った次第です。 

また、Ⅱ-2はＤＶに関わるところだと思いますけど、右側の第四次プランのところで、暴力根

絶に向けた取組み全般をカッコ書きで色々あげられていますが、最後の多様な世帯への支援等の

ところは、県のプランにあるひとり親世帯の支援とかが該当していると思います。 

これはⅡ-2 ではなくてⅡ-1 の方に入れた方がいいのかなと思いました。なぜここに入ってい

るのか、これは少し深読みかもしれませんが、例えばＤＶがもとで離婚して、それでひとり親に

なるからなのかなと思いますが、ＤＶだけではなくてひとり親になる方も当然いますし、もとも

とシングルの生き方をしている方もいますので、そうなるとⅡ-1に入れた方が自然なのかなと思

いました。 

 

（議長） 

    ありがとうございます。その他委員の皆様から何かありますか。 
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（委員） 

    第四次プランになって整理されたところもあって、分かりやすくなっているかとは思うのです

が、そのために分かりにくくなっているところもあると感じています。 

それはⅡ-2のところですが、決して暴力は男女間の暴力だけではないので、ここになぜあらゆ

る暴力の「あらゆる」という言葉が消えてしまったのかなと思うのですが、夫婦間ＤＶだけでは

なくて、デートＤＶとか若い人たちの間で起きる暴力であるとか、家族間とか親子間、色々な暴

力でかなり私たちの活動では支援している部分があるので、そういった方々もいわき市にはたく

さんいます。 

そう考えると決して男女間だけの暴力だけではなく、是非すべての暴力を根絶するためのプラ

ンであってほしいと思いますので、ここは必ずあらゆる暴力、男女間に限らず、あらゆる暴力の

根絶という形のタイトルの方がぴったりくるのかなと思います。 

もうひとつ、そこのところに「新」という赤枠で囲まれた「いわき市ＤＶ防止基本計画」の策

定がここに位置付けられてくるのかどうか、またこの基本計画の策定が決定しているのかどうか

確認したいのですが。 

 

（事務局） 

男女間ということだけではないとのことで、あらゆる暴力も含めるということで、事務局でも

考えさせていただきたいと思います。 

「いわき市ＤＶ基本計画」については、ＤＶを担当しているこども家庭課が所管ですが、そち

らが計画を策定するということではなくて、男女共同参画プランの中のこの部分に暴力について

の施策が載ってきて、実際の進行管理はこども家庭課になりますけれども、いわき市のＤＶ基本

計画としては、ここの部分を位置付けるということで既に決定はしております。 

新たにプランを作るのではなくて、ここの部分を計画ということに置き換えますよ、というこ

と、下に書いてある「いわき市女性活躍推進計画」と同じようにＤＶの基本計画もここに置き換

えますよというものになります。 

 

   （部長） 

    単独のＤＶ防止計画は作らないというのが、まずこどもみらい部の方針で、では全くそういう

ものがなくていいのかというと、そうではなくて、この男女のプランの中にこの項目を立ててい

ただければ、これで自分たちの男女の暴力の根絶のための推進をしていきますよということで、

特出しした計画は作らず、このプランの中のひとつの項目として位置付けさせてほしいというこ

とです。 

また、先程話がありましたけど、女性活躍推進計画というのも、単独では作らずにこのプラン

の中の第４章にその部分を入れ込んで、それで置き換えるということですけど、よろしいでしょ

うか。 

 

   （委員） 

    このⅡ-2の章を基本計画とするみたいなことにするのですよね。そうなるとやはりこの部分だ 

けで、果たしてＤＶ基本計画になるのかどうかというところなのですけど。とてもこんな大まか 
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な文言だけで基本計画に値するとは思えないので、そこはちょっと難しいところでしょうか。 

 

（部長） 

こちらでもそこは議論させていただいたのですが、そういう関係者の皆さんのご意見はうちの

方でも勿論届けますし、むしろそういう市民の皆さんのご意見や関係団体のご意見で計画を単独

で作るべきだという気運をむしろ盛り上げていただいた方がいいと思います。  

役所の中ではどうしても限界があり、こちらが作る役割ではないのですが、ただこういう部分

については、こちらでは当然重要と認識しプランに入れ込んでいくと。向こうでは単独では作ら

ずそれで進めたいという意向だけなので、ここでこちらが防止計画を作りますというようなこと

はなかなかならないので、大変申し訳ないのですが、そのような内情も含めてお話を伺います。 

 

（委員） 

これだけではＤＶ防止計画にはあたらないから、改めて基本計画として新たに作るべきだとい

う意見があったということはお伝えください。 

 

（部長） 

分かりました。そこはしっかり改めてお伝えします。 

 

（委員） 

もうひとつなのですが、Ⅱ-3のところです。性や生殖に関する知識の普及・啓発ということば

だけで、リプロダクティブ・ヘルツ/ライツが消えてしまうということは、性に関する権利という

部分が消えてしまっているのではないかと思うのです。 

産む産まないは、女性の権利として女性が決めていいんだよということを、この基本計画、こ

のプランを見た人に分かるような文言を入れてほしいと思うのですが、確かにカタカナ言葉は難

しくて理解できないこともあるかもしれないです。 

でもやはりこういう言葉があること自体を知ってほしいと思いますので、定義があるというこ

とだけは、きちんとこの言葉に残して、皆さんに分かっていただく、理解していただけるよう、

そのままカッコ書きでも何でもいいので、これは入れていただきたいと思います。 

 

（事務局） 

リプロダクティブは消す予定はなく、ここにリプロダクティブとかエイズとか性とか生殖に関

するものはすべて入るということなので、この言葉が消えてしまうということではありませんが、

やはり大事な部分にはなってきますので、そこはそのままもしくはさらに加える部分があれば加

えてということになってきます。 

 

（委員） 

外国籍の住民の方、今いろんな国々の方がいわき市に入ってきて、仕事や生活をされている方

もたくさんいます。 

私たちも外国籍の方を支援したりする部分もありますので、どうしてもやはり外国籍の方は言
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葉の問題だったりとか文化の問題、それからビザの問題、いろんな問題を抱えながら、日本人男

性と結婚した方々もたくさんいらっしゃいますし、ＤＶを受けている人たちを支援していますの

で、やっぱり外国籍住民の支援ということで、これは確実に入れていただきたいと思っています。 

 

（事務局） 

ありがとうございます。 

 

（委員） 

今、委員さんがお話してされたように外国籍住民の問題。私が聞くところによると、ちゃんと

した戸籍もないようなお子さんも増えていて、戸籍があって支援する問題とは違うちょっと複雑

な問題があるので、それをどう文言に入れるかどうかについては、国際理解とか国際協力の分野

であり、児童分野でも福祉分野でもあるので、私もどのようにしたらいいのか分かりません。 

ただ、そういうことがいわき市でもあるということをお聞きしているので、そういう人たちも

含めて支援できればいいと思います。 

 

（委員） 

日本人との間との子どもではなくて、自国に残してきた子どもを日本に呼び寄せて育てている

方もいます。そうすると、なかなか学校にも行かせなく、兄弟に面倒を見させたりして、学校に

行く気もないという子ども達もかなりいるらしいので、そういった子ども達の人権もありますし、

教育の問題もあるので、やっぱりそういったことも含めてどこかには確実に入れていくべきだと

思います。 

 

（議長） 

その他いかがでしょうか。 

 

（部長） 

ひとつだけ確認させていただきたいのですが、今回ご審議いただいているのは、男女共同参画

プランということで、今出ている、例えば外国人の問題、労働の問題とか、様々な人権の問題も

あって、そこを含めるような内容も一応入っているのですが、最終的に具体的な施策に落とした

ときに、どこまでこのプランの中でフォローできるかというのは改めて、今度施策に落とした時

に、皆さんにご審議をしていただくのですが、庁内色々な関係部署のプランがあり、そことの関

係で、強く入れていく部分もありますので、今色々なご意見をいただきながら、施策の関係を少

し整理させていただいて、なかなかうちの男女のアプローチでは難しい部分もあるかもしれませ

んので、そこは最終的にもう一度ご提案させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（議長） 

今、部長からお話があったとおりではありますけど、皆様から少しでも、細かいことでもいい

ので多くの意見を出していただいて、その後の判断は事務局にお任せしたいと思いますので、忌

憚ないご意見を幅広くいただきたいと思います。その他いかがでしょうか。 



10 

 

（委員） 

私も長く委員をやらせてもらっているのですが、先程市長のお話の中でもあった第一次の平成

13年から約 20年経っています。20年経って第四次プランの第一項目が意識づくりであり、20年

経っても意識づくりなのかってところがありますね。 

私の方も 20 年経って労基法も相当変わってきましたし、購入用のシステムも変わってきまし

て、今うちでもやっているのは現場さんもそうですが、かごに入れただけで会計が終わってしま

うというような、そういう流れになってきているのに、未だに 20年前と同じような項目がずっと

続いているというのは、やる気があるのかなと思います。 

このスケジュールを見ても、５年の計画、この計画を立てることに力を入れて、本来やるべき

ことをどう実行するかなんです。でも、そういう話はあまりここで出てこない。諮問については、

この計画に関する諮問というのは分かりますけど、じゃあどこかでそういう実行性のある話題に

ついて、皆さんから市民の方の意見を聞いたりをやっているのかというと、私はあまり耳にしま

せん。 

市民のアンケートを取りましたと「Wing」にもありますけど、540人というと 33万人の中でい

うと 0.1%の意見です。こんなものはアンケートでも何でもない。意見でも何でもないです。それ

を堂々と載せていることについては、私には疑問があります。 

うちでも女性活躍が進み、女性管理職もだいぶ出てきましたし、育児休業を取ってもほとんど

の人間がまた戻ってきますし、当社でも従業員のための保育所も作りましたし、そういう改善が

どんどんされているのです。 

最後にプラスアルファの「withコロナ」とありますけど、今立てている第四次計画が県が延長

すれば再来年から５年間です。そこで「withコロナ」の話ですよ。今の計画を今やっているわけ

ではないんですね。再来年から５年間の計画を第四次としてやっているのです。 

そのへんもズレがあるということと、その前の放課後児童クラブ、学童というのは最初にスタ

ートしたのは何年前なのか、まだそんな問題が残っているのかということです。じゃあ、残って

いるのだったら行政は何をしているんだ、ということになってくると思います。 

企業認証は平成 18 年にもらいました。それからは応募しませんし、当然に年 1 回貰ってしま

えば、でもどんどん改善は進みます。この企業認証がそれほど重要なものなのか、それを貰おう

と思って企業がさらに努力をするのか、そんなことないと思います。 

今はその労基法の改正、労働時間の短縮、人手不足のために外国人や障がい者、高齢者の活用

と、世間はどんどん進んでいます。それに対して、先程国の第五次プランまで示されましたけど、

本当に計画ばかりの話で、実行性というものがほとんど感じられません。 

私たちも一企業なので市民全体のためにどんな力を出せるか分かりませんけど、それぞれ企業

は企業で努力をして、だいぶ女性の方も働きやすくなってきているとは思いますが、そういう意

味でそれをまとめる市の方として、もう少し改善というのがあれば、ありがたいのかなと思って

います。 

先程お話した外国人も商業労政の方では立ち上げようとしています。連絡協議会ということで、

警察署の方でも雇用の連絡協議会とかがあります。ただそれをまとめるものがいないのです。み

んなばらばらやっているからまとまらなくて進歩がありません。 

そういうところに視点を変えていかないと、また来年も同じような次の計画どうしましょうと
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いう話で終わってしまうのかなと思います。 

やっぱり市民の方を、女性の活躍を本当に考えるのであれば、これでは進まないと思います。 

皆さんそれぞれプロの方がいますし、先生方もいるし、知識をもっている方、いろんな意見を出

すけれどそれが実行されない。そこに大きな問題があると私は思います。 

 

（議長） 

それでも着実に５年前に比べたら意識が進んでいることもありますし、継続して取り組むとい

うことが必要ですので、そういった意味でどんどん気付いた点はここでお出しいただければと思

います。引き続き何かありましたらお願いします。 

 

   （委員） 

    大学という立場を離れての視点ということで、40 代とか 30 代後半のいわゆる若い女性が割と

関東に流出してしまうという問題を抱えていらっしゃいますよね。直接的な理由になるかどうか

わからないのですが、不妊治療の医療のサポート体制については、とても地域差があると個人的

には聞いております。 

そのときに働きながらまず子どもを持ちたくても持てない状況があるとか、あるいはそうして

も男性には分かりづらいので、生理休暇ひとつ取ってもそうです。取りづらい理由は、それを理

由に会社に言うことが、そもそもストレスがかかることなので、いいよと一方的に政策としてあ

ったとしても、取りづらいという認識はあるという状況が続いているかと思います。 

そのときの解決案として一般的に言われているのは、女性だけがとるとかではなくて、男性も

女性もそれこそ性別にかかわらず、フレキシブルな勤務時間の体制を整えていれば、そこの部分、

女性がもし取らなければいけないのであれば男性がそこは入るとか、ちょっと仕組みづくりが大

事なんじゃないかということだと思います。 

何を申し上げたいとかいうと、今恐らく正確には分からないのですけど、東京都とか他の地域

とか県では、少子化を防ぐためにということで、割と働きながらでも不妊治療が受けられる体制

が整ってきていると聞いています。いわき市の対策はどうなのだろうかと思うのが一点と、子ど

もを増やすというと言い過ぎですけど、治療を受けたいけど地域的な事情によって受けられない

とか、あとは家庭をもちたいけれど仕事とのバランスが難しいとか、もちろんその子育てという

部分も男女共同参画に関わるもっと手前の、どのように子どもを持とうとするか、という部分も、

もしかしたら今後入れていってもいい内容なんじゃないかなと、これはちょっと役職を離れての

個人的な意見として提案させていただきたいと思います。 

 

（議長） 

はい、ありがとうございます。 

 

（事務局） 

確かに若い女性が都市部の方に流出していくというのは、いわき市もそうですし、全国的にも

若者の流出を阻止しようと施策を打つというような感じになっています。ちょっと不妊治療に関

しては私も詳しくは分からないところではありますけど、私も一個人で働いていて子どもを育て
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てとなると悩むこともありました。 

子育てというところは、男女共同参画にもかかわってくるところですので、今のプランの中で

不妊治療のこととか、若者の流出といったところは、先程アドバイザーもお話しにもありました

が、男女のことを考えていくと、本当に大きな社会全体の問題になってしまうということもあり

ますし、部長が申し上げたように、他の部署との施策とのバランスというものもある中で、具体

的に委員さんもプランに入れてという話ではないと思いますが、そういった視点もあるなと今感

じました。 

 

（委員） 

    大分前の話なのです。今やっぱり働きながらどうしても治療を受けたいけれどいわき市ではで

きないし、助成金もない。そうするともう仕事を辞めるしかない。方法としては、仕事を辞めて

受けるためには海外や東京に行くとか。今どこの市町村でも助成金を出してきてはいますけど、

そういった悩みを聞いて受けていた世代としては、痛みがよくわかると言うか、どんなに辛い思

いをしているのだろうなと耳にしたので、もしかしたら、これは大学とか教育とかではないので

すが、今まさに流れにはあるので、委員さんがおっしゃる先のことと言うか今現在のことなので、

どう反映させていくかまでは分かりませんけれど、ある意味入れ込みやすい領域なのかなと思っ

ているところです。 

 

（事務局） 

ありがとうございます。 

 

（委員） 

今の意見の続きで、前のプランの時に私もその話を申し上げたのですけど、時期尚早だったの

か、なるほどと言ってくれた方もいたのですが、結局全然取り上げられなかったのです。 

私がなぜそう思ったかというと、うちが職業的にそういう分野であるというのもあるし、女性

だけでなく男性も休みを取らなければならないというのもあり、いわきでは大変だと。 

今日の新聞に人口何万人減少と書いてありましたけど、このプランのどこにどう盛り込んでい

いのか、役所の中の色々な分野と関係しているところもあるので、私自身はどうしていいかわか

らないけれど、親として先輩の女性として、思いを何年か前にもお話しましたし、今もお話を聞

いて本当にどうにかしてほしいと思います。 

そうすれば、いわきだけではなく、全国的な問題でもあるし、いわきはいいとなれば若い人の

定住人口の増加につながるかはオーバーな話ではありますけど、何かできたらいいなと思います。 

 

（部長） 

ちなみに、不妊治療の助成はいわき市でもやっております。今、お話しが出ましたように男性

についてもやったらどうだという議会でも質問や議論が出ておりまして、そういうところに具体

的な施策については及んでいるところです。 

ただ、このプランの中ではそこまで書ききれていないので、今のご議論を踏まえながら、どこ

にそういうことを触れるかどうかは検討していきたいと思いますが、ただ不妊治療をするための
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例えば休暇制度をアピールしていく、取得しやすくするため働きかけていくというところまで、

まだ至っていない部分がありますので、そういったご意見については、色々この中で表現を検討

させていただきたいと思います。 

  

（議長） 

ありがとうございます。その他のご意見いかがでしょうか。 

 

（委員） 

男女共同参画というと本当に 10年前に比べると、社会の意識づけというか、どんどんかなり上

がっているとすごく実感しています。 

労働環境やワーク・ライフ・バランスについて、お子さんがいらっしゃる子育て中のお母さん

の休みやすさというのも、10年くらい前に比べると、ちょっと熱が出たので休みますと朝言われ

ても「いいですよ。」となるような雰囲気作りが各職場でできるようになってきたと思います。私

の会社でも子育て中の親御さんが結構おりまして、無条件で全部何かあったら休んでいいよとな

っています。 

その一方で仕事が減るわけではないので、残った人の比重が非常に重くなっていて、今までも

お互い様だと言ってやっていたのですが、このコロナの状況の中、小学校中学校等が一か月半に

わたってお休みになった中、仕事が減ってない中で、７人ぐらい休んだのです。あなたはだめ、

あなたはいいというわけにはいかないので、全員休みたい方は休ませてあげて、もちろん給料と

かも全部保障しましたが、そうすると７人分の仕事を残った人間でやらなきゃいけない。 

その時に思ったのが、男性はみんな「こういう時は仕方がないよね。」ということで頑張ってそ

の人達の分もワークシェアリングしてやっていたのですが、子育てが終った世代の女性や独身の

女性など、関係ない感じの女性達はちょっとまあ不満というか、口に出してクレームを言うわけ

ではありませんが、ちょっと不満があるのかなと感じるところがありました。 

ワーク・ライフ・バランスということで、お子様がいるお母さんをあまりにも特別視し過ぎる

と、それ以外の方が逆にワーク・ライフ・バランスが取れなくなってしまうというところがちょ

っと難しいと思い、どうすればいいのかとずって思っていたのですが、もし皆さんに何か考えが

あればいただきたいなと思います。 

ある方のワーク・ライフ・バランスを重視してあげるために、他の方のワーク・ライフ・バラ

ンスが阻害されてしまうような、それでも仕事が減ればいいのですが、仕事は減らないので、結

局誰かのワーク・ライフ・バランスを守るためには、誰かが残業しなければならなかったり、休

日出勤しなければいけなくなったりなど正直あるので、ここの部分をどうすればいいかと思いま

す。 

 

（議長） 

皆様方の環境で、もし何か参考になるお話があればお願いします。 

 

（部長） 

事務局ということではなくて、こちらの部のですね、職場ということで話させていただきます
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と、市民協働部は今日は男女共同参画センターですけれども、市民課、国保年金課がメインのと

ころで、それぞれ 50人から 60人の職場です。 

女性が半分以上を占めていまして、子育て世代も多いです。当然今みたいな話がありまして、

やはりワーク・ライフ・バランスとっていかないと仕事を続けられない、それから病んでしまう

方もいるので、やっぱり休ませる。 

一方でそうなっていくと、負担が増えていく。その時に今やろうとしているのは人を増やすし

かないと。単純に増やすと全体の人件費が上がってしまうので、要は多様な雇用のあり方という

ことで、会計年度職員という新たな制度ができたので、そういう人達を増やして、特に 50代ある

いは 60代の方も再雇用ってことでいらっしゃるので、そういう方を雇いつつ、総人件費を抑えな

がら人数を増やしていく方法をとっております。 

あと、今少し大変なのは、精神的に病んで休んでしまう人たちも増えてきているので、そこも

どうやってカバーしていくかが非常に難しいところでして、労務管理をバランスよくやるのに非

常に苦労しながらやっているというのが私達の現状でございます。 

 

（委員） 

    特に民間の場合ですと、人件費の高騰というのはどうしても抑えなければいけないので、「はい

そうですか 1人増やしましょう。」という訳にはなかなかいかない部分があるので、お子さんがい

る家庭、お子さんを育てながら働いているお母さんを応援するのはもちろんですが、だからと言

って、そうじゃない女性、独身の女性ですとか、子育てが終わった世代の女性だったら好きに使

ってもいいよという感じではないというのができればいいと思うのですけどね。 

 

（委員） 

ひとつ解決になるかどうかわかりませんけど、学生で出産をして、子育てしながら大学に通っ

ている子がいまして、仕事はアルバイトしかやっていないのですけど、その子がいつも言うのが、

仕事や職場だろうと大学だろうと、例えば教員が「子どもを連れてきなよ。」と一言言ってくれる

と、すごくありがたいと。ただ、仕事でそういうことはいかないのでしょうけど。託児所をどこ

でも作るというのは、非常に現実的には難しいかと思います。 

結局、女性と男性の間の労働の部分の再配分の苦しさから逃れるには、結局福祉か何かの別な

ところでサポート状況を整える解決策しか現時点では私には思いつかないのですけど、いかがで

しょうか。 

 

（委員） 

例えば、普通なら託児所とかあるのでしょうけど、コロナだから託児所自体がやっていないと

なれば、休んでくださいとしか言えないです。そうすると他の来てくれている人に申し訳ないと

いう気持ちが私としては出てしまったり、過度なワーク・ライフ・バランスを推奨することで、

他の取れない人がひどい目にあってしまうことは避けなければならないなと思っております。 

 

（委員） 

すごく同感です。本当に同感です。 
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（議長） 

なかなか難しい問題ですので、引き続き何かご質問ご意見をいただければと思いますけれども、

何か他の意見でもいいのでありましたら、お願いいたします。 

 

（委員） 

とりとめのない意見になって申し訳ないのですが、今、第四次プランということで男女共同参

画というもの自体に色々と初めて触れさせていただいて、基本的には第四次男女共同参画の基本

計画というところと、あとは福島県のプランということの流れできていることを考えていきます

と、そうなったときに社会情勢としてというところも組み込んでみたときに、全体的にいいのか

なと思います。 

自分は本当に研究しかしていないので、先程の意見、お話で出てきたもので言うと、例えば意

識づくりというところで、市民の調査結果のところで、基本的に 2,000 人のうちで回収率 27%と

いうことなので、本当は 30%位あった方がいいと思いますけれども、500人前後でもある程度のこ

とは言えるのではないかと思います。 

一方で、男女共同のところで言えば、例えば「Wing」の 52号の 6ページ 7ページのところに書

いてあることを言えば、関連用語の認知度に関して「聞いたことがある」「内容までわかる」とこ

ろに関して言えば、そこのところは意識がまだ全然出来ていないというふうに思っています。 

自分自身も、例えば聞いたことのない単語というのがあるかもしれないですけれども、やはり

そういう意味で言うと、意識づくりであったりが必要かと。逆に言うと家庭での役割分担意識の

関連で言っても男性の方がしていなく、女性の方がしているというところがあるのかなと思いま

す。 

実際的な話で言うとワーク・ライフ・バランスというよりは、役割意識の醸成というものをど

のようにしてやるのか、その役割意識の醸成というのが、多様な立場が尊重される社会づくりの

精神という観点から入れられるのではないかと思っています。 

また、女性が社会で活躍するために必要なことが書いてあるところで言えば、介護であったり

とか、福祉サービスの充実などのことを記載されているのですけど、恐らくどこかには入ってい

るのかと思うのですが、そういった介護・育児のサービスであったりとか、この項目についてな

いなと思ってしまうので、例えばワーク・ライフ・バランスの中で含まれるような観点で言えば、

先程から上がっている子どもをどうするとか、介護の人をどうするのかという観点を含めて、男

女にかかわらず児童や介護、そういったところのサービスであったりとか、求めているのであれ

ば、どこかしらに入れるべきであって、それに対して実行すべきかと思います。 

最後になりますが、確かに重要なのは、男女共同参画の中での女性がってところを主語にする

のは重要だと個人的に思うのですけど、ただ先程のお話にもあったように、色々な生き方の人が

いて、女性の中にも色々な生き方がある人がいて、じゃあ例えば男性の視点から考えたときに、

女性が活躍できるための言葉をされたときに、それを男性自身がそれを素直に受け止めて、「じゃ

あ女性が頑張ればいいんでしょ。」と指摘されないかどうかで言うと、やっぱりそこは違うと思い

ます。 

ですから、あえて今まで女性が活躍できるという言葉にしていたのであれば、ここも第五次男

女共同参画基本計画の中にもあるように、実質的には男性にとっても総合的に暮らしがよくなる
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ものというふうな観点が必要となってくるので、女性の活躍のための環境づくりというのではな

く、働きやすい社会づくりのところの女性ではなく、男女が活躍できる環境づくりの中に特に女

性が活躍するという枠組みで設けた方が個人的にそういったことが必要になってくるのではない

かなと思います。 

 

（議長） 

ご意見としてお聞きして、その他いかがでしょうか。 

 

（委員） 

今先生が言われたように、環境を作るということでやはり男女、女性、男性がではなくて、企

業としてはあらゆる方が活躍できる場を作ると。やはり女性の方が優秀な方が多いので、どんど

ん上がってきて、うちも特別女性を上げようと思って上げてきているわけではないのですけど、

現状を見ると「次誰を店長に」と言った場合に女性がきて、今 37店舗のスーパーのうちの４店舗

を女性がやっており、これは 20年前には考えられなかったことです。 

これまでは、やはり女性は店長をお願いしても断っていました。優秀と企業が認めて店長どう

でしょう、課長どうでしょう、部長どうでしょうというとみんな断ってたいたのですが、今は執

行役員までやる女性も出てきて、そういう意識がどんどん変わってきています。 

先程のワーク・ライフ・バランスというところでは、労働時間が激変しているのです。休みも

増えてきているし、有休もいつかは取らせなくちゃならないというふうに、ライフの時間が増え

てきているので、それを有効に使ってもらうということで、男性も女性も関係はないのかなと思

います。 

あとうちでもやはり常に 20 人くらいの女性が育児休業を取っており、それは費用の方の人件

費の増加になりますけど、それをカバーする人を雇わないと企業として休んで戻ってくる人まで

失ってしまいます。 

そういう対応を取りながら、出すところは出して労働力を確保しておかないと、他に行かれて

しまったらゼロになってしまいます。ゼロよりもある程度経費を出していてもらう、そのような

方法を取っていかないと、やはり日本の人口どんどん減ってきて、いわきでも働き手が本当にい

なくて困っているのですけど、以前に比べれば、劇的に進歩しているのかなと思いますし、やは

り進歩しているから、さらに上のことを皆さん望むので、前に比べればずいぶんいわき市も女性

の活躍の場っていうのも広がってきて、意識も先程は少ないと言ったのですけど、若干は増えて

はきていると思います。 

 

（議長） 

何かありますか。 

 

（アドバイザー） 

今のご発言で、女性を管理職に登用しようと思っても、女性自身がお断りしますと言う方が多

いというお話だったのですけど、じつは今日お配りした「働き女子のごほうびセミナー」、こちら

は福島県男女共生センターで９月から始める講座なのですけど、うちではずっと女性リーダー養
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成講座をやっております。その目的はやはり責任ある地位にいる女性の数を増やしたいというこ

とをやっていました。 

最近、これは民間企業だけではないのですけど、管理職になる女性の方をどう増やすかが課題

です。 

ただ、管理職になるための講座と、大上段で構えて開催してもなかなか参加者が増えないです。

そこでちょっとステップを下げて気軽に参加しやすい、例えば管理職の先輩の話をお茶を飲みな

がら聞いたりする講座にして、もっと自信を持ってやっていいんだよと背中を押す内容にしよう

とのことで、３年前からやっております。 

このような取り組みは、市町村でも色々と実施されていると思いますので、出来れば、企業側

が自社の女性社員の研修の一環として、そこに送り出していただくと、色々学ぶところが増えて、

ご自身の仕事に対しても自信がついてくるのかなと思いました。 

 

（議長） 

はい、ありがとうございます。改めまして、委員の皆さまからご質問やご意見がございました

らお願いします。 

 

（委員） 

私の個人的な考えというか意見となってしまうのですけど、やはりこのコロナ禍で学習の機会

ですとか、講座の方がどうなってしまうのかということがすごく気になっておりました。 

今見させていただいたオンラインセミナーなど、すごく魅力を感じているのですけど、いわき

市もいくつか素晴らしい講座が開かれていたと思いまして、今後の予定など何かありますか。 

 

（事務局） 

男女共同参画センターの方でも企業対象、市民対象など各講座、小さい講座ですとか大きい講

座などやっておりましたが、いまコロナの関係でストップしている状況にあります。 

決まっているものとしましては、11月第２日曜日「男女共同参画の日」です。その日の講演会

は 11月８日に産業創造館で予定をしております。あとだいぶ先の話にはなりますが、12月 22日

にセンターとしては大きい事業「イクボス普及事業」ということで、主に企業対象となりますが、

講演会を予定しております。 

あと、小さな講座に関しましては、なかなか東京の方から先生を呼んでくるのは難しいので、

東北あたりとか県内、もしくは市内で来ていただける方とか、あとは企業の方とお会いした時に

オンラインでセミナーをやるとした場合の職場環境などのお話を何人か伺ったりして、まだまだ

難しい状況にあるなと思われますので、本当に少人数で 1時間くらいの講座あたりから、秋口あ

たりから試してみようかと思っているところでございます。 

いいアイディアですとか、こんなの受けてよかったよとかいうのがありましたら、情報もいた

だければ幸いです。よろしくお願いいたします。 

 

（委員） 

今の WEBのセミナーの話なのですけど、これは環境とかなんかじゃなくて、うちもいろいろ今
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回の機会に備えたのですが、一般の方でもスマホでも出来るわけですよね。ですから市としてそ

ういう環境を作れば出来るのです。今、市の施設で文化センターとか学習プラザとか労働福祉会

館とかこういう部屋ですとか、Wi-Fi が使えない。今 WEB 会議をどんどん進めようとしているの

に Wi-Fiの設備がありません、市の施設で。それで定員を半分とか４分の１とか入っちゃだめだ

とか言っている。これが何か逆行しているのです。 

そういうふうに定員を制限するのであれば、今どこでも盛んにやっていますから。東京でも大

阪からでも先生が向こうにいて、テレビもそうですけれど、その場にいないでいくらでも出来る

のですから、市の Wi-Fiなんてものは大したお金じゃないですよね。今ソフトバンクでこんな小

さい物を置けば家庭でもできるので、そういうことを積極的にやればいいと思います。それなの

に規制ばかりやってですね、市は出来る方法を考えないのです。出来る方法はいくらでもありま

すから。 

企業はやはり利益を出さなきゃならないので、出来る方法は何かないのかと常に考えてやりま

す。計画よりも実行が先なのです。 

先程も言ったように、計画ばかりに時間と費用を費やして今の時期であれば WEB会議、いくら

でもシステムで出来るけどやろうとしない。その辺がちょっと問題なのかなと。これから検討し

ますって言って検討している間にコロナが終わってしまいます。 

今やってもらいたいのはいくらでもあります。今言われたように WEBでやっぱり各個人はいく

らでも対応できます。スマホを持っていれば。私はそういう知識はないのですが、仲間に言わせ

るとできるということで、先月も私の会でやりましたけど、そういうことを民間企業、個人はど

んどんやっているのに、行政でやらないっていうのはおかしいと思いまして、すぐに改善を求め

たいと思います。 

 

（委員） 

今日ですね、委員の皆様のご意見をお伺いしながら、新たな気づきというのを自分なりにあっ

たのかなと思いまして。学校現場における男女共同参画の、正直なところちょっと違和感を覚え

ておりました。と言いますのは、第三次プランの中で男女平等の視点に立ったとか、あるいは男

女平等教育の推進とあるのですが、学校現場は男女平等が当たり前というところですので、こう

いうものを使うのはもちろん構わないのですけど、学校現場では男の子も女の子も平等だよとい

うのが大前提になっております。お恥ずかしい話ですけど、じゃあ学校現場での男女共同参画は

どのように進んでいますかという指標のひとつに、よく男女混合名簿というのがあって、果たし

てそれが指標になるのかなと、ずっと疑問に思っておりました。じゃあどういうものがいいのか

と言われましても、なかなかすぐに代わりが見つからないのが実際なのですけど、逆に言えば、

まさに男女はもう平等なんだよと、学校現場ではそれはもう浸透しております。 

例えば 20年あるいは 30年前の授業ですと男子は技術、女子は家庭というような時代もありま

した。あるいは、男子も女子も技術と家庭もやるけれど、その授業を受ける際の体制が男子・女

子に分かれての授業。それも 20年前くらいからまさに男女共習など、共に学んでというような文

言もあった時期もありますけど、今は当然ということもあって、じゃあ更に一歩進めて言うのは、

ひとりひとりが平等なのだよというような教育をやっていかなければいけないのかなと。先程委

員さんからもあったように女性のためのではなくて、まさに女性とか男性とか問わず、ひとりひ
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とりの人生とか一生とか、そういう観点での考え方が必要なのかなと今日は思いました。 

 

（議長） 

ありがとうございます。その他いかがでしょうか。 

 

（委員） 

男女に差があるということは前提なのです。 

学校教育の話をされてふと思い出したのは、小学生ぐらいまでは男女の意識はないのです。や

はり第二次性徴が始まった段階、中学校あたりから徐々に女性は女性らしい体つきになって女性

としての意識が始まり、対人関係のとらえ方であったりとかも確実に変わっていくのです。 

一方男性は変わっていかないです。意識というものは。男の子は男の子のままというところも

あるので、そういった意味で言うと、発達的な性別化した意識の差というものが必ず出てくると

思います。性が違うことへの理解、それぞれの性が違うというところの理解というところが、確

かにこの施策の中には一文字くらいは学校教育、生涯学習の部分であるのですが、やはりそう言

った学校教育という観点で、今おっしゃられたように非常に重要な側面だなと改めて思いました。 

 

（アドバイザー） 

確かに学校教育は非常に重要だと私も思っていて、私の頃はまだ中学校で家庭科と技術科が分

かれていて、私は中学から家庭科の授業を受けていません。私の少し下の年代から高校生まで家

庭科の履修が始まって、その子たちが大きくなると、男女平等という考え方がより自然になって、

社会もどんどん男女平等に近づくのかなと思います。 

ただ一方で、うちのセンターでも高校生のジェンダー意識調査というのを４～５年に一度継続

調査しておりまして、同時に先生方もジェンダー意識調査もやっております。先生方はもちろん

児童生徒に平等に接するようにしていると思うのですが、やはり性別役割分担意識というのはす

ごく強固なものですから、なかなかその現実と理想が一致しないというか、例えば重いものを運

ぶといったときに、もう瞬間的に男子生徒だけにお願いしてしまうこともあるかと思います。 

男女共同参画とは、二次性徴など発達段階における違いも個々人ではあると思いますが、結局

は性別で判断するのではなく、その人が何が出来て、また、どのようにしたいかを重視すること

だと思いますので、いままで結構大雑把に女性だからこう、男性だからこう、というようなこと

がすごく多かったことを振り返ることが大事なのかなと思います。今までの考え方がすべて悪い

とかいうことではなくて、日本の社会の発達、経済的な発展も男女の分業制があってうまくいっ

た時代もあって、現在は個人の生き方も多様化している中で、昔のような「男女」の生き方にそ

ぐわない場面も増えています。どうすればみんなよりよい人生を歩めるかなと考えたときに、性

別というのはいわばその人の特徴のひとつであって、それも個人的な差はありますが、性別もし

くは性というもの、生き方については、男性的な生き方をしたり女性的な生き方をしたり、また、

そのどちらでもない生き方を個人で決めた方がいいのではないかと思います。 

では、今は男女平等なのかというと、そうとは言えない、まだ道半ばのところであって、取り

組みは進めているのですけど、すぐに変わらないこともあって、例えば、日本では 2020年までに

管理職などあらゆる分野における責任のある地位女性の割合を 30%になるようにと目標をもって
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やっていたわけですけど実際出来なくて、時期を先延ばしということがあるように、意識として

はやろうとしても、現実はなかなか追いつかないこともあります。 

我々のセンターも来年の 1 月で開館して 20 年経ちますが、進んでいるところとそうではない

ところがあって、ここは我々もなかなか歯がゆい思いをして、皆さんもそう感じることがあると

思いますが、ただ、進んでいるところを確認しながら、さらに取り組みを進めていければいいの

かなと思いました。 

 

（議長） 

その他いかがでしょうか。最後はちょっと理論的というか、全体的な話になりましたけど、女

性の活躍のためのという言葉を書かざるを得ないいわき市の実態があって、ここに載っているこ

ともあるかと思いますので、客観的に見た場合にちょっと違和感があるかもしれないですけど、

これを書かなければならない三次までの積み重ねもありますので、そういったことを踏まえなが

ら、いわき市としてのプランを作るということをもう一度考えていただいて、全体を見直しして

いただければと思います。次の議事がありますので、議事その他、事務局から何かあればお願い

します。 

 

⑵ その他 

（次回の審議会日程について事務局より説明） 

 

（議長） 

改めまして皆様からの本日の全体を通してでも結構ですので、ご質問ご意見等ございましたら

お願いしたいと思います。 

 

（委員） 

先程の 11 月８日の参画の日のイベントというのは、今までのようにどなたか呼んだりしての

講演会といった、そういう企画をしてるのですか。 

 

（事務局） 

はい。ただ人数は 300 人入るところ、80 人ぐらいになるかという感じで予定をしております。

コロナによってはオンラインになります。今のところ本人も来てお話をしていただきますが、希

望者には、オンラインで配信できるというものの二通りでできればと考えております。 

 

（議長） 

その他ご質問ご意見等ございましたら、お願いします。よろしいでしょうか。ちょうど時間に

もなりますので、以上で議事を終了したいと思います。ご協力ありがとうございました。 
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９ 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 


