
第２回ひらつか男女共同参画推進協議会 会議録（ＨＰ用） 

 

令和元年１１月２９日（金）１５時～１７時 

平塚市庁舎７階７２０会議室（１） 

 

出席委員 ６人（辻委員、中津川委員、飯山委員、石橋委員、石川委員、鈴木委員） 

欠席委員 ２人（長谷川委員、小池委員） 

主 催 者 ４人（小峰人権・男女共同参画課長、磯崎人権・男女共同参画担当長、五十嵐主査、加納主査） 

傍 聴 者 ０人 

 

１ 開会 

（事務局）ただ今から、ひらつか男女共同参画推進協議会第２回を始めます。 

資料の確認 

会議の公開について 

（事務局）会議は公開が原則、希望者は傍聴可能。会議録は原則公開のためホームページに掲載し、あ

わせて会議資料も公開します。本日は、傍聴者はありません。 

２ 会長挨拶 

（会長）みなさん、こんにちは。今日はイクボスプロジェクトについての議題があります。私はとても

行きたかったのですが、参加できなくて残念でした。委員の中には出席された方がいらっしゃいま

すので、御感想などを聞いて、意見交換をしたいと思っています。ざっくばらんに前向きに意見が

できたら良いと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

（事務局）それではこれからの議事は会長にお願いしたいと思います。 

３ 議題  議事進行：会長 

（１）女性活躍推進計画の施策について 

ア １１月１３日開催「令和元年度平塚市イクボスプロジェクト」を終えて振り返り 

（会長）今回のプロジェクトには、５人の委員が出席されたと聞いています。ただ、その内の２人が本

日は欠席されていますので、この場にいらっしゃるのは３人になります。私も含めて、当日行けな

かった委員もいますので、まずは、事務局から実施状況等を報告してもらってから、出席された委

員からいろいろお聞きしたいと思います。では、事務局からよろしくお願いします。 

（事務局）資料１を手元にお出しください。まず、プロジェクトの開催案内は、イクボス宣言登録企業

（以下、登録企業。）の 38 社、その他の企業約 130 社、合計約 170 社に送りました。参加は 48 人

で、内訳は事業所から 40人でうち登録企業からは 26人、協議会委員が５人、議員１人、その他２

人でした。 

プロジェクトの内容は、１部を社会保険労務士の講師を招いた講演会 70分、２部は、登録企業２

社による事例発表でした。 

アンケートには 33 人が回答され、回答率は 68.8％でした。回答者は、市内事業所の方が 32 人、

その他が１人でした。 

アンケート結果は、第１部の講演は、「参考になった」28 人、「参考にならなかった」３人、「も

っと詳しく聞きたかった」２人でした。「参考になった」と回答された方の主な内容としては、「健

康であることが第一である。健康経営を進める企業、働き続けられる職場、参考になった」「『イクボス』は、



育児に理解のある上司のことと思っていたが、全然違ったこと」と、健康経営やイクボスというワードが挙げら

れています。また、「仕事の仕方が変化していく中で、社員一人ひとりが意識を変えていかなければ

ならない事を改めて感じました」というご意見をいただきました。資料の裏面をご覧ください。逆

に「参考にならなかった」と回答された方は、「パネラーの方のお話が具体的でない」「よく聞く話

し」というご意見でした。「もっと詳しく聞きたかった」と回答した方は、「具体事例をたくさん聞

いてみたかった」「テレワークについて、女性のマネジメントを増やす為の女性自身に対しての教

育について」というご意見でした。 

続いて、２部は、広告代理業のアクロスと理美容業の玄の２社に、それぞれ 10分ずつ事例発表を

していただきました。アンケート結果では「参考になった」29 人、「参考にならなかった」２人、

「もっと詳しく聞きたかった」１人でした。「参考になった」と回答した方の主な意見は、「具体的

な生の事例なので現実味があり、自分達もできる？？という思いを持った」「アクロス：行動計画が具

体的で分かりやすく、かつ社員に直結（100 万円ＵＰ）している点。玄：規程が従業員に十分理解されてい

ないとの前提で、分かりやすく伝えている点」「両社とも『有言実行』である事」というものをいただきました。 

続いて、アンケートの４で「平塚市が『男女がともに活躍できるまち』を目指し、事業所の皆様

と一緒に『働きやすいまち』、『働く人・働きたい人に選ばれるまち』にしていきたいが、そのため

に（１）本市に期待すること・求めること」を聞いたところ、３ページになりますが、「働く人には

家族がいて、生活がある。ので、教育や町の安全、買い物の利便性 etc.具体的な事の充実」「４月

以外でも保育施設に入所できる運営改善」「健康経営に関するテーマ」という意見、事業所以外の回

答者からは「イクボス宣言企業をもっと増やしてほしい」という意見がありました。 

「（２）講演会等を開催する場合、どの様なテーマや内容であれば参加されたいと思いますか」と

いう設問には、「介護に関するテーマ」「具体的な事例をできるだけ紹介してもらえる企画」「中小企

業の具体例を多く。一般論はどこでも聞ける、学べる」と、具体例を多く聞きたいという御意見が

ありました。 

「（３）どの様な開催方法が参加しやすいですか、という設問には、対象では「全事業所向け」１

６人、「業種別」８人、「事業所単位」１人でした。方法では「講演会」16 人、「２０人程度の少人

数のセミナー」４人、「事業所への講師派遣」３人、「事業者組合等と共催して、研修に位置付けた

実施」４人でした。 

最後に、「６ 本日の講演会で、『イクボス宣言をしてみよう』、『登録制度に参加してみよう』と

思われましたか」という設問については、「してみようと思う」２人、「まだ分からない」６人、「し

ないと思う」は０人でした。 

（会長）ありがとうございました。このプロジェクトは、市役所にやってもらうというのではなく、こ

の協議会の役割の一部になっています。協議会委員と行政が一体となり、働き方改革が進み、ワー

ク・ライフ・バランスが推進されるための取組や事業所に対する実効性のある支援策を検討し実施

する、というのが協議会の役割の一つにあり、その一環としてのプロジェクトとなっています。で

すので、より支援をするにはどうしたら良いかなどの意見交換をしたいと思いますが、当日出席さ

れた委員には、感想や御意見など何でも自由に話していただければと思います。では、順番に話し

てもらって良いでしょうか。 

（委員）参加してまずびっくりしたのが、「健康経営のために知っておきたい若者の健康に関する知識」

というのが、スタート時間前に始まっていました。元々アジェンダになかったと思います。せっか

く良い話しだったので、もったいないなと思いました。私は始まった直後に到着したので良かった



のですが、一部間に合わなかった参加者がいたので、せっかくやるのであれば、事前ＰＲがあれば

良かったと思いました。アンケートでも健康経営が出ていましたので。 

それから、講演会自体については、全体的にイクボスの必要性ですとか、女性活躍推進法ですと

か、それから最後にもう一回社員の成長を促すマネジメントですとか、そういったいくつかのパー

トに分かれていて、これから取り掛かろうという会社にとってはすごく良い内容だったのではない

かなと思いました。特に「男性社員から育児休業を１か月取りたいと相談を受けた時、あなたはど

の様に感じますか？」というところで、私は結構理解があるつもりでいたのですが、確かにこうい

うことあるよなと思いました。私の会社でも、女性社員が産休１か月で戻ってくると言ったんです

ね。実際戻ってきたのですが、その時「本当に大丈夫？」って声を掛けたんですね。「もっとゆっく

り休んだ方が良いんじゃないか」って。女性に対してはそう思うのですが、男性から休みを取りた

いと言われた経験はないのですが、男性から言われた時には「１か月？」ってやっぱり思うのかな、

というところがとてもしみじみしました。ですから、先ほど具体的でない、という話しがありまし

たけれども、いくつか刺さったところがあって、なかなか良い講演会だったと思います。 

（会長）確認ですが、始まる前に別のトピックがあったのですか？ 

（委員）「健康経営のために知っておきたい若者の健康に関する知識」が始まっていてですね、10 分く

らい前でしたかね。 

（事務局）そうですね。健康課の保健師からお話しをさせていただいたのですが、今、健康経営という、

企業が社員の健康を考える経営をしていかなくてはいけないという考え方があるので、せっかく企

業がたくさん集まる場であるなら、この機会に少しだけ話しをさせてもらえないかという依頼があ

り、実施しました。今回は事業に組み込む余裕がなかったので、講演の始まる前に、お越しになっ

た方だけでも聞いていただければ、ということでやらせていただきましたが、感想の中にも健康経

営に興味をお持ちの方がいらっしゃったので、今いただいたような意見があったということを健康

課に伝えたいと思います。 

（会長）それでそのような感想が出てきたのですね。分かりました。ありがとうございます。 

（委員）私は、企業向けの講演会は初めてでした。一般向けの講演会は足を運んだことはあるのですが、

私が聞いて分かるのかしら？と思っていたのですが、面白かったと言うと語弊があるのですが、興

味深く聞かせていただきました。平日のこのような時間に、このような内容で、これだけの人が集

まるのだ、ということが一番の驚きでした。見渡したところほぼ満員で、皆さん熱心に聞いてらっ

しゃったし、今日の資料を拝見すると、アンケートにも良く答えていらっしゃって、やはり関心が

ある内容だったのかなと思いました。 

私どもの団体は、家庭の主婦の集まりなんですけれども、家事や育児を夫と分担するには、まず

会社が夫を早く返してくれないとできないよね、みたいな話しは、もう随分前から出ていました。

私の世代は、夫働く人、妻家にいる人という、私も専業主婦できましたので、そういった時代であ

りました。会社が夫を返してくれなきゃ家事も育児も分担できないねというのは、私たちの実感と

して話しの中に上がっていたのですが、だんだんこういう風に行政や全体がそういったことを後押

しするというのが、これから先必要なのだと思わされました。 

（会長）ありがとうございます。 

（委員）私も企業向けの講演は初めて参加させてもらって、すごく新鮮でした。このアンケートにもあ

った、具体的に企業が事例発表したのを聞いていて、そのことに関して、参加された方はすごく参

考になったとか、関心があると言われていたので、私もなるほど、具体的にはこのようにやってい



くのだということが実感できて、そこは良かったと思います。 

（会長）ありがとうございます。本日お休みの委員が、御意見を送ってくださったそうで、それも事務

局から読んでもらって良いですか。 

（事務局）２ついただいています。 

・経営側と従業員が同じ考え(目標)を共有するまでが重要で、それができないと取組みを考えても

中々進まないのではないでしょうか。イクボスに関する各種取り組みや具体的な方法について、

積極的に社内で話し合える環境づくりが必要ではないでしょうか。 

・小規模事業者が多く加盟しており、従業員数が商業系で１人～５人、工業系で１人～20人程度な

ので人材に余裕がなく、生産性も下がる心配もあり、内容によって取組みが難しいことも多い。 

（会長）ありがとうございます。御出席いただいた委員から感想をもらったのですが、それ以外の委員

さんで質問など、当日どんな感じでしたかとか、あるいは事務局に対しての質問がありましたら。 

（委員）私も参加できなかったのですが、資料を読んだ時に、この大きな視点で初級編という、スター

トの入りとしては非常に分かりやすいものだったのかなと思いました。 

それから事例発表企業のこの理美容とデザイン２社を選択した背景は何かあったのでしょうか。 

（事務局）登録企業の中から業種の違う２社を選ぼうというところで検討した結果が、この２社になり

ました。 

（委員）職種を変えてということですね。 

（事務局）そうですね。 

（事務局）それから、今回のプロジェクトのテーマとして、一般事業主行動計画のことを挙げていたの

で、玄さんは既に計画を策定している事業所でした。また、アクロスさんはイクボス企業としての

取り組みで出た効果などを聞いていたので、発表に適していたからということもあります。 

（委員）戦略的に平塚市の中でこの業種が多いなどの理由があったのかなと思いました。理容系って結

構多いのかなと思いまして。 

（委員）配付資料から、アクロスさんは取り組んだ結果、退職者０人だったということで結果が分かる

のですが、玄さんはどういう内容を話した結果、どう成果が出たのでしょうか。 

（事務局）玄さんは、理容や美容業で従業員数は結構多いのですが、現場仕事なので初めはなかなか従

業員のシフト調整が難しいところがあって、例えば美容師さんなど指名があるのだけど、その人が

休みの時には予約日を変えてもらうということなど、お客様にも御理解をしていただくようにした

ということです。また、人件費はなかなか削れないので、それ以外の経費などを徹底的に削って見

直した結果、人件費以外の部分をもう一度見直す機会となったということもおっしゃっていました。

サービス業は休みが取りにくい中で、取組を行うことで社員が休みを取りやすくなったかな、と経

営者側として感じられていることを話しておられました。 

（事務局）休暇の部分では、書式を整え直し、その使い方をあえて社員に説明することによって、これ

まで休暇が出しづらかったのだけれど、こういうことでも休んでも良いのだということが伝わり、

プラスしてお休みが取りやすくなったということがあったそうです。 

（委員）ちょっと遠慮していたところが、積極的になったというところですかね。 

（会長）当日来られていた参加者というのは、各企業のどういう部門の方が来られていたのでしょうか。

人事の方とかでしょうか。 

（事務局）そうですね。初めにアンケートの説明をしたとおり、案内は約１７０社に送っています。今

回は一般事業主行動計画が内容になっていたので、従業員１０１人以上の、これから行動計画が義



務付けられる企業にも案内を出したのですけれど、実際来られた人は、まだ宣言していない企業よ

りも登録企業の方が多くありました。お越しになったのは人事関係の方がほとんどです。経営者は

何人かいらっしゃいましたが、多くはありませんでした。 

（会長）その他というのは、個人の方ですか。 

（事務局）そうです。 

（会長）ほかに講演会自体について聞きたいことはありますか。 

（委員）プロジェクトの終了後にやった登録企業同士の意見交換にも関わってきてしまうかもしれない

のですが、参加者を見ると登録企業が７割、未登録企業が３割というところで、先ほど講演会は基

礎的なところが良い、内容が良かったと話しがあったのですが、実際の参加者の多くがイクボスに

関わっているということ、実際の登録企業の具体例を聞きたいということも結構ありましたので、

そういうところに若干ウェイトを置いて、イクボスやるとこんな良いことがあるということを、ま

だしていない会社に伝えるというのも一つかなと思いました。結構登録企業、多いですね。 

（事務局）私たちとしては、本当は登録されていない企業にもうちょっと来ていただき、今回のような

内容を聞いていただいて、これをきっかけに宣言してもらうことにつながっていくのが理想的なの

ですけど。そこになかなか届いていないので、次の議題にもなります、事業の持ち方の工夫がやっ

ぱり必要になってくるな、というところです。 

（会長）そうすると、イクボスプロジェクトと意見交換会ではターゲットは違うのですけれど、イクボ

スプロジェクトのメインターゲットの参加は、少し寂しかったということですね。分かりました。 

（会長）そうしましたら、イクボスプロジェクトについて総評をまとめたいのですが、良かった点、次

回への課題ということで、既に出ていることがありますよね。良かった点は、先ほどもありました

が、これからやってみようという事業所や、詳しくは知らなかったという事業所に分かりやすい内

容だったということと、既に内容が分かっている企業にも気づきがあったということですね。具体

例が良かったというので、事例発表会の評価がすごくアンケートから高かったように思います。 

課題の一つは、まだ登録していない企業の参加が少なかったことですね。 

先ほど委員が質問されたのは、導入してその効果みたいなものをアピールした方が良いというこ

とですかね。 

（委員）そうですね。結局企業を巻き込むのだと、そこが一番なのかなと思います。 

（会長）次はそれも更に強調すると良いかもしれないですよね。 

アンケートの最後の「『イクボス宣言をしてみよう』『登録制度に参加してみよう』と思われまし

たか」のところで、「してみようと思う」が少ないので、「まだ分からない」の企業は何があれば「し

てみようと思う」になるのか、というのも考えられたら良いかなという気がします。 

（事務局）「してみようと思う」と回答された企業には、少なくとも早めに声をかけて、別途あたってみ

たいと思っています。 

（会長）「まだ分からない」というのは・・ 

（委員）私の会社もそうなのですが、くるみんを取得したりホワイト５００を取ったりはしていて、活

動としては様々な事を行っていますが、イクボス宣言をするとなるとタイミングが難しいです。イ

クボス宣言は活動に先立って声を上げようというのが主旨ですが、当社の考え方は、先に宣言では

なく、実際の活動として社内の誰もが不満を持たない状態にしていかないといけない、と逆なんで

すよね。 

（事務局）くるみんなどの取得は厳しいのではないですか。 



（委員）厳しいようですよ。次回のホワイト５００の認定は本当に５００社に限るそうなので、当社人

事は次回も認定を受けられるように活動しています。 

（事務局）大きな企業になればなるほど意思疎通が難しいでしょうし、中小企業の方が広めやすいだろ

うなと思います。難しいところは人材的に厳しいところですが、逆に皆の顔が見えるからというと

ころもあるのかなと思っています。 

（委員）イクボス宣言は、トップの方が宣言して進めて行くものですよね。 

（事務局）宣言内容としては、くるみんを取得するということでも良いのですけれど。市内の大きな企

業にまだしていただけていないので、宣言してもらえると良いのですが。 

 

イ イクボス登録企業意見交換会を終えて（報告） 

（会長）続いて、こちらは、もう登録されている企業の意見交換会になります。こちらもまずは事務局

から報告をお願いいたします。 

（事務局）資料２を御覧ください。令和元年度イクボス宣言登録企業意見交換会は、イクボスプロジェ

クトの後、16 時 10 分から 17 時 00 分で行いました。参加は 12 事業所 12人で、３班に分かれてグ

ループディスカッションを行いました。議題は２つ「（１）イクボスについて取り組む上での課題」

「（２）『イクボスの輪』を広げるためにできること」について話しました。 

一つ目の「イクボスについて取り組む上での課題」で出された意見では、「専門的な仕事（特定の

社員しかできない業務）では代わりがいないので、休暇取得時により生産性が下がる」「介護休暇を

取る社員が多いが、休みを取りにくい雰囲気がある」「性格的に休暇希望を言いづらい社員もいる」

「トップダウンで上から下への命令系統ができているが、トップと直属上司の意見が合っていない

ことがある」などがありました。 

二つ目の「『イクボスの輪』を広げるためにできること」では、「入札時の優遇、インセンティブ

をもっと上げる」「平塚市企業立地等促進事業（補助金）の要件を中小企業が使える規模に下げて欲

しい」「ホームページにイクボス登録企業を集めて紹介する。社長の言葉だけでなく、従業員の言葉

も紹介する。現場で働く従業員の声を取り上げる方が、就活生などには参考になると思う」「イクボ

ス宣言企業による会社説明会（求人説明会、マッチング会）→ ホワイトな企業であることを売り

に行う。市役所や商工会議所で実施すれば、公が支援しているイメージで良い」「広報ひらつかでイ

クボス登録企業を紹介する」という意見がありました。 

講師から「イクボス企業同士で自発的に勉強会を開いたり、ネットワークを作っていくと良い」

と講評をいただきました。 

（会長）これは、登録企業同士の意見交換会でしたので、委員の参加もありませんでした。何か事務局

に質問や意見がありましたら、お願いします。 

（会長）当日は、ワイワイと、仲良くなりましたという雰囲気で終わった感じですか。 

（事務局）グループごとに話しをしていて、なかなか結論や回答が出るような話ではなく、イクボスプ

ロジェクトで講演をしていただいた社労士である講師にアドバイザーのような形で入っていただ

きました。全体で話しをするところもあったのですが、なかなか課題については難しいところはあ

るなと。集まった企業の規模も比較的小さく、その人数を反映する課題が多いのかなと思いました。

ただ、これまで話す機会もなく、業種も様々だったので、それぞれ話しをして、こんなことを思っ

ているんだということが分かった機会にはなったと思うのですけれども。本当はもっと具体的に、

課題に対してこういう風にやったら良いよ、というようなところまでいけたら良かったのですが。



そこまでは厳しかったかなというのが反省の中ではあります。 

（会長）イクボス宣言とか登録されていても、それを具体的に社内でやっていくことについては、それ

ぞれいろいろ難しいところもあるという。 

（事務局）トップが宣言をしているからこそ、やっていこうとして出てきた問題ではあるので、そこは

宣言しているからこそのところかなと思っています。 

（委員）（１）の課題のところは、課題を出し合う感じで、そのあとの解決手段というころまで皆さんで

話しはされたのですか。うちはこういうことをしているよ、とか。 

（事務局）グループの中ではありました。私の入ったグループでは、例えば、自分のところではスケジ

ュールの把握の方法はこういう風にやっているよ、と具体的な話しが出たり、そういうやり取りは

ありました。 

（事務局）皆さんそれぞれ課題はおっしゃっていて、どうしようかという結論までは至らなかったので

すけれども、先生から自発的に勉強会を開いたりとか、前向きに取り組んでいきましょうというア

ドバイスをいただきました。 

（委員）課題だけ出し合っていると、ネガティブになってくる雰囲気を感じてしまったので。 

（事務局）そうですね、たぶんグループでもいろいろだったと思います。 

二つ目の「イクボスの輪を広げるためにできること」には、割と積極的な意見も出たかなと思っ

ています。これは、次の議題になると思うのですが。あとは、ここで出た意見を一つでも拾ってや

っていかないと、結局話しはしたけれど、ということになってしまうので、それを我々もやってい

かなくてはいけないというところはあります。 

（事務局）今回初めて意見交換をして、グループごとで、アドバイザー的な形で先生が入っていたので

すが、先生も他のグループの人に、こういう時はどんな感じでやっていますかといった形で、別の

グループからうちはこんな感じでやっています、というような話しをしたというのもありました。

ですので、業種も違ったり問題点がいろいろで、また時間の制約もあり、なかなかまとめるのも難

しい部分もあったのですが、他に振って意見を求めたりするなど、全部が全部、課題というよりは、

うちはこんな感じでやっていますというような話しも出ました。 

（委員）取り組む上での課題ですが、大きく分けて三つに分かれるのかなと思っています。意見の上位

にある、人の代替えが課題というところでは、先ほどの委員の意見でもありましたけれど、やっぱ

り５人とか、その規模の会社だとなかなか、休むといっても代わりがいないというところが一つ。

もう一つは、雰囲気ということで、これは何とかなるのかなと思います。ただ、一つ目の人のとこ

ろも、例えば少人数だけどこういうやり繰りをしていますとか、私の会社の取り組みでいうと、一

業務二人担当制、一つの仕事を二人でできるようにするだとか、そうしないとうちの会社も休みが

取れないですね、仕事量に対して潤沢に人がいる訳ではないので。例えばそういうことをしている

のですとか、他の会社でも常にそういった問題意識のある会社は、もっと良い案があるのではない

かと思うので、そういった会社に今後イクボスプロジェクトに参加してもらうですとか、そういの

も良いのかなと思いました。 

（事務局）「イクボスの輪を広げるために」の方の意見はどうでしょうか。 

（会長）インセンティブをどう作るか。登録したらこんなにメリットがありますというのが大事という

感じがしますね。あとやっぱり情報、広報的なものも、登録企業間の情報共有が重要なのだと思い

ますね。 

（委員）この情報というのは、イクボス企業に登録しないと得られないという、特権っていう意味なん



ですかね。その方々だけにしか得られないというような 

（会長）その方が良いですかね 

（委員）どちらが良いですかね 

（事務局）私たちが提供できる情報というのは、国が打ち出す制度情報などを小さい会社ではキャッチ

しにくいから、そういうことを再提供するイメージだと思っています。大きい会社は人事などで全

部キャッチして、もうやっていかなきゃ、というのがあると思うのですけれど。小さな企業だと、

なかなかやりにくいのかなと。 

（会長）市役所としてできそうなことは何か、これはできそうかなとか、市役所がやる方が良いことと

そうでないことはもちろんあると思うのですが、どうなのでしょう。 

（事務局）ホームページでの情報発信は今もやっているのですが、情報を載せているページになかなか

到達できないというのがあるので、そこは見直さなくてはいけないというところがあります。なる

べくトップの方に企業の情報が出るような工夫が必要かなということ。あとは、企業の情報はトッ

プの宣言文と取組を載せているのですが、従業員の声を載せてもらった方がより伝わるという意見

については、企業に投げかけて情報さえいただければできることかなと思っています。それから、

最後のところで、会社説明会、マッチング会をやってみてはというのは、メリットに近くなると思

うのですけれども、小さい企業だとなかなか会社説明会をする機会もなく、ブースに出るのにお金

がかかることも言われていました。これは、社員を募集している会社しかやっても仕方がないこと

で、今ある 30数社の登録企業の中でどれだけニーズがあるかはちょっと分からないのですけれど。

逆に、これは有効だと思われますか？もしやったとした時に、例えばイクボス宣言企業として、市

が場所を提供したとして、こういう会社説明会やりますよとしたら、求職する人には魅力的とか、

信頼がおけるとか、そういう意味では有効な手段なのでしょうか、あまり関係ないでしょうか。 

（委員）うちは家族経営なのでそれはないのですが、普通に考えると、広報になるから良いと思います。 

（会長）学生の声を聴いていると、もちろんやりがいのある仕事も大事だけど、ワーク・ライフ・バラ

ンスも大事だと思っているみたいで、そういう会社をどういう風に探せば良いのかって、学生は分

からない。私たちも分からないし、入ってみるまで分からないって感じであると思うのですけれど。

新卒採用されているかは分からないのですが、もしされているとしたら、平塚市の企業の合同説明

会で、特にイクボス宣言している企業の集まりがあるよ、という情報が届けば行く学生も結構いる

かなという気がしないでもないです。それは多分、新卒じゃなくて、再就職やあるいは結婚で一旦

退職されて、育児と両立しやすい会社に転職したいなと思っている人とか、需要はあるのではない

かと。どうなのでしょうね。 

（委員）ホワイトな企業っていのは、定義が良く分からないですね 

（事務局）イメージとしての言葉ですね。ワーク・ライフ・バランスに気を払っている企業だという。

イメージとして、社員の働き方などについて配慮を考えてくれる上司、社長のいる会社だよという。 

（委員）これは市役所が結構大変だろうなと思います。何かが起きた時。それがあるのでこれはリスク

が大きいと思います。確かに支援したら良いイメージしかないと思いますけれど。 

ですので、情報ですかね。働き方改革法案というのもありますよというような。うちの会社でも

そうですけど、会社の法務部から下りてこなければ法改正があっても全くわからないというのがあ

って、自分で調べろという時期もあったのですけれど、市から発信してくれるだけでも良いと思い

ます。 

（事務局）そういった情報は、労働局などから勝手に届くということはないのでしょうか。商工会議所



に入会していると、とか。自分で取りにいかないと知らないままになってしまうのでしょうか。 

（委員）商工会議所内でもそういう感じがあります。知らないのは知らないし。 

（事務局）会議等に出ないと得られないということがあったにしても、所属していれば何かしらのお知

らせはないのでしょうか。 

（委員）所属しているメンバーにもランクがあるので、理事構成メンバーは知っていても、下のフロア

メンバーは知らないということは結構あったりしますね。棲み分けがあります。全体に告知して参

加を募るというようなものもあるけど、上で止まっているものもあります。 

（事務局）情報が欲しいという意見が出るのは、勝手には入ってこないから、という意味があるのだろ

うというのは思うのですが、こちらとしては同じことを何重にやってもどうかという思いもあって、

いろいろなところでどのようなことをやっているのか知らないことが多いので、お聞きしました。 

労働局のホームページを見ると、法改正のことなどたくさん載っているように思います。今回の

働き方改革関連法のことなどは、皆さん関心を持っているのかとは思うのですが、先日、県と市が

共催実施した労働セミナーに行きましたが、参加者は４０人くらいですかね、そんなにたくさんの

企業が来ている風にも感じませんでした。 

（会長）難しいですね。いろんなところから情報が入りすぎて飽和して無視しているのか、そもそも入

らないのか。 

（事務局）社労士がついている会社だと対応してくれるということもあるのでしょうけれど、そうでは

ない会社もあるので、自分の会社がちゃんとできているか不安です、という会社もありました。 

（会長）地域団体でも広報など、自分たちでやるのも結構大変ですよね。 

（委員）私は、一番、「広報ひらつか」にイクボス企業を紹介するっていうのが、一番元手がかからずと

いうのは違うのかもしれないですけど、やはり「広報ひらつか」はかなり信用度があって、そこで

イクボス宣言してますとか、しましたという感じで、２～３行でもあると良いと思います。企業の

宣伝をするのかと言われてしまうと違うのですけど、でも「広報ひらつか」で三興さんでしたっけ、

見開きで載っていたことがあって、あれを見ると、一般人としては、こういうところに載っている

ところは信用できるのかなと思うと、例えば何かを買おうとか、しようとするときに、ちょっと残

るかなと。湘南ジャーナルさんが、市民団体紹介コーナーというコラム欄があって、私どもの団体

も紹介してもらいました。そういう風に載ると、私たち自身の励みにもなる、私たちこんなに良い

ことやっているんだみたいな。自己満足かもしれないけれど。また、それを見た人が、私たちがイ

ベントをやった時に、あそこに載っていた団体ねという感じがあります。イクボス宣言したメリッ

トが欲しいのであれば、ちらっとでも定期的に何か月かに一回、イクボス宣言していますと出ると、

大手さんはそれでなくても有名ですけど、小さいところは嬉しいかなと思いました。 

 

ウ 令和２年度の市内企業にイクボスを広げるための取り組み検討 

（会長）議題がすでに３に入っていましたね。市内企業にイクボスを広げるための取り組み検討という

ことで、今の「広報ひらつか」のような媒体が強いとか、他にもありましたら、いろいろご意見を

いただければと思います。すぐにできること、来年度、令和２年度に何をしていけば良いのかとか、

それは市にやってほしいというのもありますし、この協議会としてできることがあれば、各事業団

体、市民団体からも来られているので、それも含めてですけど、何か取組、アイデアがありました

らありがたいなと思います。 

（委員）イクボスプロジェクトで配られた資料の入ったクリアファイルが良いなと思ったのですが。実



際に目にした時に、すごく目に焼き付いて、こういうものも良いのかなと思いました。 

（事務局）まだ宣言されていない企業にお配りしたいので、委員のところの会議で御利用いただける機

会があれば、提供できますので使っていただけるとありがたいです。 

（委員）平塚市と入っていて、こういうのがあると、話題性があるのかなと思います。あと、ずっとつ

なげる役をしなければいけないのだろうなと思っていて、この講演会の時に入っていた資料で相談

窓口を紹介していて、そういうところにつなげるというのは良い取り組みだなと思うのですけど、

継続していくべきだなと思います。 

（事務局）先ほどの話しで出た、今回のイクボスプロジェクトの開催の仕方についてなのですが、欠席

の委員からも意見をいただいているので、紹介します。 

（事務局）・経営側も重要性は認識していることも多いかと思いますが、自主的な取組みに向かって積

極的には難しい状況ではないかと思う。講演会などを単独では多くの参加が難しいこともあるので、

各団体や各業界などと共催で主催者側の内容や何か抱き合わせで実施し、同業が取り組んでいるよ

うなことを地道に紹介してはどうか。 

・講演会等で各社におけるできるだけ具体的な取組みやその効果などを多く紹介することが、少

しでも取り入れてもらうキッカケづくり・参考になるのではないでしょうか。 

・様々な機会でイクボスに取り組んでいる企業として紹介することで、企業のイメージアップに

つなげる。 

（事務局）私たちも良いなと思うのが、各団体や各業界と共催させてもらうとか、各団体で研修などを

開催しているようであって、その趣旨と合うようであれば、イクボスの事も一緒に入れてもらえる

ような内容ができないかとか、毎年でなくとも何年かに１回は共催できないかとか。参加企業が少

なかったというのが課題なので、どうでしょうか、そういう機会をいただけると嬉しいのですが。 

（会長）セミナーとかやっていらっしゃいますか。 

（委員）セミナーをやっています。 

（会長）そこにこういったことを入れるのはありえる感じですか。 

（委員）うちは今、単年度制なので、趣旨がそうなれば。来年のセミナーのことは担当者に聞かないと

いけないですが。来年私が担当する事業では絡めないなと。絡む機会があればもちろん絡められる

と思うのですが、時期によってしまうかなと思います。 

（事務局）セミナーの対象は誰ですか。 

（委員）内も対外もあります。共生社会ということで、つい先日、６０周年事業としてラスカホールで

乙武さんをお呼びしました。６０周年記念ということで、大々的にやったのですが、そういう時に

はこういったこともやります。 

（事務局）内容的に一般の人に広くやるというよりは、青年会議所であれば、事業をやっている方々も

多くいるので、その方たちに向けてイクボス宣言や登録制度があるけれどどうでしょうかといった

話しをしてという、イメージとしてはそういうものになると思うのですけど。 

（会長）イクボスプロジェクトの一番最初に健康経営のことを健康課の方が話したように、何かにくっ

つけて出張して 15分くらい宣伝とか、そんなことはどうですか。 

（事務局）会社にということですか？ 

（会長）いいえ、業界団体さんで何か大きなことをやられる前に、10分くらいもらいにいくとか。庁内

でも別の部署がやっているようなセミナーの最初の 10分とか 15分とか、企業さんが来そうな内容

でやっているとしたら。 



（事務局）以前、工業会連合会の総会でも話しをさせてもらいました。 

（委員）総会でもやっていただいたことがありますし、このイクボス講演会自体を工業会連合会の定期

講演会にしたのが２年くらいですかね。さすがに３年目となるとメンバーが変わっていないので参

加しておりませんが、またしばらくしたらやりたいなと思っています。 

（事務局）工業会連合会も大きくて、連合会の下に各工業会があって、そのトップの方が集まっている

のが会議ですよね 

（委員）だいたい２年おきくらいに会長が変わるんですけれど。 

（会長）市役所の中で、産業振興課とつながっていたりはないのですか 

（事務局）工業会連合会につないでもらったのも産業振興課でした。チラシを配布してもらうようなこ

とはあっても、共済事業となると、産業振興課が目指しているものと合致しにくいところがありま

す。機会があれば一緒に、ということは言っているのですが。 

一時期イクボス制度ができたころは、商工会議所の関係の定例会、総会などの前に５分、10分を

いただいたことがあります。了承をいただいたところには行かせていただきました。ただ、５分、

10分では伝わりにくいなというのがあります。イクボスを知っている人が、そういう制度があるな

ら乗ろうというのだと簡単なのですが、そもそもイクボスとはどのようなものかというところから

始めるには、ちょっと時間が短くて難しいかなというのが、今までやってきた感想です。ですので、

できれば先ほどの工業会連合会の定期講演会に１回やらせてもらうというような形であると、とて

もありがたいなと思います。 

組合などから、自分たちの企業にイクボス宣言して取り組みましょう、と働きかけるなどはいか

がでしょうか。 

（委員）下から上へということですか。それは、なかなか。届けば良いのですが。言うのはできますけ

れど、経営方針もあるので。そこに噛み合えば良いのでしょうけど。 

（事務局）協会なので、いろいろな組合が集まっていますよね。皆さんがイクボスをどれだけ知ってい

るかというのもあるのですが、目立って良いねと言ってくださったクリアファイルを配ってもらっ

て、手にされた組合員さんからうちの会社でもやってもらえたら良いよねという、中からの機運み

たいなものを作るのは。 

（委員）知ってもらう機会として、会社の提出書類などに御活用ください、というのは可能だと思うの

ですが。アプローチの仕方は、組合からは弱いと思うのですよね。下から上へというのは。 

（事務局）欠席の委員にも相談してみようと思います。 

（委員）商工会議所って社長クラスとか役員クラスが集うので、そういうところが効果あるかもしれな

いですね。商業や工業など各部会で。 

（会長）登録企業さんが、そのお友達で未登録企業の経営者さんを連れてくるとか。今回はあまりそん

な感じではなかったのですかね。是非誘ってきて欲しいですよね。 

（事務局）そういうことは必要だと思っています。宣言もリレーじゃないですけれど、友達の輪ではな

いですがイクボスの輪で御紹介制度のような感じでつながって広がっていくと。今回、委員の皆様

にも３社程度関連する企業さんに声をかけていただければ、とメールでも送らせていただいたのも

その一つです。宣言するかは別としても、チラシだけだと関心がないけれど誘われたら行こうかな、

というのも展開していただけると有難いと思います。 

（会長）やっぱり口コミというか、人間関係で誘ってくるのが一番強いですよね。 

（会長）来年もこういう形とするかは別として、プロジェクト自体は来年も予定しているのですよね。 



（事務局）はい 

（会長）来年に向けてのアイデアでも良いと思います。開催の仕方、どうやって集客するか、内容でも

形式でも、もしありましたら。 

（会長）会社説明会とかになると、新卒だともうそろそろという感じになりますよね。年明けくらいで。

それ以外だといつでもやれるかな。 

（事務局）この辺も、リスクの話もあったので、どのくらいできるかというのもありますが、もしやれ

るとしたら、市がやるから登録企業に来てくださいっていうのではなくて、やはり、登録企業と一

緒に企画する形でやれると良いなと思います。それこそ、新卒ではなくて、今すぐ人材が欲しいと

いう企業さんもあるので、いつの時期が良いのか。いつでも良いかもしれないですし。登録企業な

らではという形で、協議体までは作らないにしても、企画会のようなものは作れればと思います。

そこもちゃんとできるか課題ですけれど、要望されたからやる、という形じゃない方が良いかなと

は考えています。 

（会長）大学だと就職キャリアセンターみたいなところが、いろいろ情報収集したりして、うちの大学

ですと、平塚の地元型企業の合同説明会を大学の中でやっていたりします。その時、大学からの宣

伝の一つにイクボスを入れてもらっても良いのかなと。 

（事務局）それは、大学が企画してやっているのですか 

（会長）はい、やっています。大学内でやっていたりしていると思います。 

（事務局）イクボス枠をもらえないか、という話しができると良いなと思います。 

（会長）あったら良いですよね。 

（事務局）東海大学は宣言されないでしょうかね。 

（会長）それも聞いてみます。 

（事務局）産官学で一緒に合同宣言している都市もあるので、大学の学長、企業の社長、自治体も一緒

に、地域を盛り上げていくというのもあるのでしょうけれども。そうすると、そういった説明会に

イクボス枠があるのも、できるかできないかは別として、できるとしたらつながりがあって、大学

もイクボス宣言していて、教員の働きやすさやハラスメントのない、それには積極的に取り組んで

らっしゃることと思いますけれど、ホワイトな大学というような。 

（会長）私も、いろいろと聞いてみます。 

 

（２）令和元年度市民意識調査について 

（会長）令和元年度市民意識調査の速報ということで、今回の御報告は概要です。次回はもう少し細か

い報告書を出していただけるということです。一旦、事務局から資料の説明をしてもらって、集計

の仕方やこういう観点でこういう調査が見られたら嬉しい、というような意見がありましたら、言

っていただければと思います。では、事務局からお願いします。 

（事務局）資料３、資料４をお手元にお出しください。 

資料３は「令和元年度平塚市男女共同参画に関する市民意識調査結果概要」です。調査の目的は、

平塚市民が日常生活の中で感じている意識と現状を把握し、平塚市における男女共同参画社会の推

進状況をはかることで、男女共同参画社会の実現のための施策として基本となる「ひらつか男女共

同参画プラン２０１７（平成２９年度からの７か年計画）」の後期に向けた見直しのための基礎資

料を得ることを目的として実施しました。 

調査方法は、平塚市全域の満 18歳から満 69歳の男女を住民基本台帳より無作為抽出。調査期間



ですが、９月１日から９月３０日として１か月間行いました。3,000 件配付しまして、うち８件戻

ってきまして、回収数が 1,134 件、有効回収数 1,131 件、無効３件、有効回収率は 37.8％でした。

資料４が実際に市民 3,000人に配付した調査票になります。 

設問項目は、４分野 18問。「（１）男女平等意識と実態について」が３問、「（２）仕事や家庭、地

域生活などについて」が５問、「（３）ドメスティック・バイオレンス（ⅮⅤ）について」が４問、

「（４）セクシュアルマイノリティ（ＬＧＢＴ 等）について」が６問を設けました。 

ページをめくっていただいて、調査結果をご報告いたします。皆様は、３ページ目からのグラフ

を御覧ください。今回はあくまでも概要ということなので、全体のデータしか載せていないものも

ございますが、本作には、性別や年齢別などを載せようと思っています。 

問１「あなたは次の分野において、男女の地位は平等になっていると思いますか」については、

７項目「家庭生活」「職場」「学校教育の場」「政治の場」「法律や制度上」「社会通念等」地域活動」

を聞いています。グラフは、項目ごとに今回（上段）と４年前（下段）を載せています。御覧いた

だくと、「学校教育の場」は、「平等」が占める割合が大きいのですが、それ以外は、「男性優遇」、

「どちらかというと男性優遇」の占める割合が高くなっています。上段と下段を比べていただくと、

４年前より「職場」を除いて「男性優遇」の割合が少しずつ多くなっている、というのが読み取れ

ます。 

問２「あなたは『夫は外で働き、妻は家庭を守るべき』という考え方について、どう思いますか」

では、「どちらかといえば思わない」「思わない」のいわゆる否定派が合計すると 67％。４年前と比

較すると、12 ポイント上がっています。ここには載せていないのですが、10 代、20 代の若い世代

に限りますと 82％が否定派、４年前と比較すると 24ポイントも上がったということになります。 

問３「男女共同参画に関する次の言葉のうち、知っているものを選んでください」では、「ＤＶ、

ドメスティック・バイオレンス」91.7％、少し増えています。「イクメン」90％、４年前より 16ポ

イント増えています。ただ、４年前は「イクメン・イクボス」という選択肢だったので、単純な比

較はできないのですけれども、確実に増えているかなと思います。「マタニティ・ハラスメント」は

少し下がって、82.9％。「ワーク・ライフ・バランス」46％で、７ポイントアップです。「男女共同

参画社会」46％で３ポイントほどダウンしています。 

問４「生活の中での「仕事」、「家庭生活」、「地域・個人の生活」の優先度を教えてください」で

は、「①ご自身の現状」ですが、「仕事と家庭ともに優先する」が 27％で一番高かったです。それに

対して、「②あなたの希望はどうですか」という設問は、「仕事と家庭ともに優先」が 23.7％で、一

番高かったです。 

問５「あなたの家庭では、「家事」「育児」「介護」「自治会活動等」を主に誰が担っていますか」

では、４項目とも「主に自分」がどれも高くなっています。これは概要なので、男女を合わせた全

体のものしか載せていないのですが、女性に聞くと「主に自分」と答えた割合が高くて、男性は「主

に配偶者」と答えた割合が一番高くなっている、という結果になりました。 

問６「「家事」「育児」「介護」「自治会活動等」を誰が担うのが望ましいですか」では、「夫婦が同

じくらい分担」というのが、全体で見ても男女別で見ても一番高い割合でした。つまり、誰が担う

のが望ましいかと聞くと「夫婦が同じくらい分担が望ましい」と回答しているにもかかわらず、実

際は妻ですね、女性だと「主に自分」、男性だと「主に配偶者」と答えた割合が高い結果でした。 

問７「各活動に費やす１日のうちの時間」では、「①仕事・学校」は女性が７時間 28分、男性が

９時間 28分。また、市内就労、市外就労と分けて集計してみました。男性が２時間ほど長いという



結果になっています。こちらも、正社員とそれ以外とか分けて分析したら面白いかと思っています。

「②通勤・通学」は女性が１時間１分、男性が１時間 31分。こちらも市内、市外で分けて集計して

います。続いて「③家事」女性が２時間 55分、男性が 47分。既婚者の女性が３時間 33分、それに

対して既婚者の男性が 38分、３時間ほど女性の方が長くなっております。下の「休日」ですが、既

婚者の女性が５時間 20 分、既婚者の男性が２時間５分と平日、休日共に女性の既婚者の方が３時

間ほど長いという結果になりました。続いて「④育児・子育て」平日は女性１時間 50分に対して男

性 30分、休日も女性３時間４分に対して男性２時間という結果でした。「⑤介護・看護」は、５分

とか３分とか載せているのですが、全くやっていない０分の人も分母としてカウントしているので、

このような数字になっています。０分の回答者は分母から除く方が現実が見える数字なのではない

かとか、集計の仕方については、是非委員の皆様の意見もいただきたいところです。「⑥自治会活

動」こちらも同じく０分と書いた人も分母に入れているので、３分とか５分とか載っているのです

が、回答者だけを分母にする方が実態の見える数字になるとは思っているのですが、この辺も皆さ

んの御意見をいただきたいところです。続いて「⑦個人の時間」は、女性、男性、平日はそれ程変

わらないですが、休日は女性が５時間、男性が７時間 32 分となっております。最後に「⑧睡眠時

間」こちらは、女性、男性、平日、休日共に大差は特にないですね。点線の囲みの記載は、プラン

２０１７の指標「６歳未満の子どもを育てている夫婦世帯における、夫の家事参加時間」について

で、令和２年度の前期目標値を１日あたり 150 分と定めていますが、今回の調査では、264 分とい

う結果になりました。ここでいう家事は国が定義している家事なのですが、選択肢でいうと「③家

事」「④育児」「⑤介護」の３つを合わせたものになります。 

問８「あなたは、仕事と子育て・家庭生活を両立するために、行政や企業においてどのような取

組が進めば良いと思いますか」は複数回答です。「①長時間労働の抑制について」は、「定時退社の

推奨」「時間外労働削減のための対策」が高くなっています。「②年次有給休暇の取得促進について」

は、「有給休暇取得の奨励」「半日単位での有給休暇取得が可能」が高くなっています。「③制度の整

備について」は、「介護休業制度の充実」「育児休業制度の充実」が高くなっています。「④子育て支

援等について」は、「認可保育所・認定こども園の増加」「保育施設やベビーシッター等の保育サー

ビスへの補助」が高くなっています。 

問９、ここからＤＶについての質問になります。「あなたは、次の①～⑭の各項目のようなこと

が、配偶者やパートナー、交際相手の間で行われた場合、それを暴力だと思いますか」では、どれ

も８割、９割が「思う」と回答しています。ただ、「⑥携帯電話・メール・手紙などを勝手に見る」

は「思わない」が 27.3％と突出して高くなっています。経年比較している数値として「① 平手で

打つ（身体的）」「③ 大声でどなる（精神的）」「⑤ 相手の交友関係や電話を必要以上に監視する（社

会的）」「⑩ 家に生活費を入れない（経済的）」「⑫ 相手が嫌がっているのにポルノビデオやポルノ

雑誌を見せる（性的）」の「思う」と回答した人の平均値について推移を追っているのですけれども、

４年前は 84％だったことに対して今回は 86％と、２ポイント増えました。 

問１０「あなたは、次の①～⑭の項目のようなことについて、過去１年以内に配偶者やパートナ

ー、交際相手に対して、「した」または「された」経験がありますか」では、「経験がない」が８割、

９割を超えているのですが、そのうち「③大声でどなる」は 20％が「された」ということになりま

す。この問いも問９と同様の５項目の「された」という平均値を経年で推移を見ていますが、４年

前が 5.1％今回が 5.4％と、若干ですが「された」という人が増えたという結果となりました。 

問１１「あなたは、配偶者やパートナー、交際相手からの暴力について相談できる場所として、



次の窓口や機関があることを知っていますか」では、「警察」は全体でも女性も男性も６割を超えた

人が「知っている」と回答。その下「平塚市役所で開設している『女性のための相談窓口』」は全体

では 32.1％、女性は４割以上の人が「知っている」という結果でした。一方、「相談できる場所を

知らない」が 17.5％、女性は 14.6％の人が知らないという結果になりました。枠で囲っているとこ

は、プランの指標を載せています。「ＤⅤの相談ができる窓口をどこか一つでも知っている市民の

割合」について、令和２年度の前期目標値を 50.0％と定めていますが、今回の調査では、80.0％と

目標値を既に超える結果となりました。 

問１２「平塚市では、市役所や公民館などの市内公共施設のトイレに「ＤＶ相談窓口のご案内」

カードを配架しています。あなたは、「ＤＶ相談窓口のご案内」カードを知っていますか」では、「見

た」「聞いた」「もらった」が、合計すると 36.1％で、これらの人は何かしら認知しているという結

果になりました。女性ですと 47.9％の方が認知しているという結果になりました。 

問１３、ここからはＬＧＢＴの質問になります。「あなたは、セクシュアルマイノリティ（LGBT等）

という言葉を知っていましたか」では、「言葉も意味も知っていた」で、約７割の方が知っていると

いう結果になりました。 

問１４「あなたは今までに自分の身体の性、心の性または性的指向（同性愛など）に悩んだこと

はありますか」では、「はい」と答えた方は、全体で 3.9％いらっしゃいました。 

問１５「セクシュアルマイノリティ（LGBT等）の方々にとって、現在の社会は偏見や差別などが

あり、生活しづらいと思いますか」では、「思う」「どちらかといえば思う」を合わせた 83％の方が

生活しづらいと思っていらっしゃるという結果になりました。 

問１６「問１５で「思う」「どちらかと言えば思う」と回答した方。それはどの理由からですか」

では、「いじめや差別を受けているから」「自らが認識する性とは異なる性のふるまいを強要される

から」「性別で区分された設備を使いづらいから」が上位に挙がっております。 

問１７「あなたは、セクシュアルマイノリティ（LGBT等）の方々にとって、偏見や差別をなくし

生活しやすい社会を実現するために、どのような対策が必要だと思いますか」では、「児童・生徒に

対する教育の充実」「誰もが働きやすい職場環境づくりの取り組み」が上位に挙がっています。 

最後に、問１８「現在、「同性パートナーシップ制度」を制定している自治体がありますが、あな

たは必要だと思いますか」では、「思う」と「どちらかと言えば思う」を合わせた、いわゆる肯定派

は 75.9％で、これらの人が必要だと思っているという結果になりました。 

（事務局）1 点だけ、今回、最後のところにＬＧＢＴ関係を入れています。直接このプランの見直しに

は関係しないのですが、この分野についても当課が担当課になっていますので、パートナーシップ

制度という、いわゆる同性婚ですとか、そういったことを自治体単位で認めていくような制度を作

り、導入し始めた市なども増えてきておりますので入れております。参考までにということで、今

回の議論ではこの部分は除いていただいて、御意見いただければと思います。 

（会長）すると、次の詳しい報告書には、４番目のセクシュアルマイノリティ―のところは入らない？ 

（事務局）報告書自体には入るのですが、プラン見直しの参考としては扱わないということです。 

（会長）分かりました。もっと年齢や性別、何々別などで知りたいとか、気になるところがあれば全部

出していただければ。詳しい報告書に反映できる部分は反映してもらえるかと思います。 

（会長）７ページの下の方ですが、先ほど「介護」や「地域活動」で０分の人は一旦分母から除いた数

字の方が良いかも、とおっしゃっていた。そこはやはりそうかなという気はしますね。ちょっとで

もされている人の中で、その時間がどうなっているのか。 



（委員）４ページの問３で、「イクボス」の認知度が 23％って、無差別に抽出した中で、２割強の方が

知っているというのは、意外と多いと思いました。 

（会長）８ページの下の、子どものいる夫の家事参加時間、本当にそんなに多いですか？と、びっくり

したのですが。 

（事務局）もともと母数が少ないというのがあります。3,000 人で無作為抽出なので、６歳未満のお子

さんのいる方にどれだけ当たっているかというのも分からなくて、その中で答えてくれている人が

これだけでという中なので。ある程度やっている人は答えるけど、それこそ会社に拘束されて毎晩

帰ってくるのが遅くて、暇もないからアンケートに答えられないという人からは、実際返ってきて

いないのかなと思います。答えてくださっている方は、ある程度やっている方なのかなと。 

（会長）男性は 22人ということですよね。 

（事務局）そうなんです。本当に少なくて。ただここから、皆さんお子さんの育児・子育て、例えばお

風呂に入れるとか、休日の遊びとかはやるけれど、家事の方は少ないなというのは改めて感じまし

た。 

（会長）二世代世帯って？ 

（事務局）いわゆる親子。親と子で構成される世帯です。 

（会長）そういう意味ですね。やっている方は、男性の方が長く家事・育児やっているのですね。 

（事務局）このサンプルだけで集計するとそうなりましたね。 

（会長）家事は特にそうですね。 

（事務局）分かりづらかったと思いますが、上が男性本人が答えたもので、下が女性に配偶者はどうで

すかと聞いた答えです。ですので、どちらも男性のことを答えています。 

（事務局）そうすると、夫自身が答えるとこうだけど、妻からみると、という。同じ人ではないですか

ら完全に比較はできませんけれど、傾向としては。 

（会長）そんなにやってないよっていう。 

（事務局）それでも結構やっていると思いました。 

（会長）そうですよね 

（委員）実際年齢を聞く問いがあるのですけど、世代での返答率は？ 

（事務局）集計はしているのですが、この資料には掲載しませんでした。 

（委員）世代によって、先ほどの協力度が全然違ってくるのではないかなと思います。 

（事務局）そうですね。世代としては、50代、60代の回答率が高くて、20代、30代は少ないかなとい

う傾向はみられました。 

（事務局）今の委員のお話しは、家事を年代別にクロスで見てみると良いのではないか、ということで

すよね。 

（委員）最近は、イクメンだとか多いのかなと思うのですが、実際アンケートは 50代 60代が多い中で、

反比例するのかなと思いまして。 

（事務局）同じ男性でも、というのはありますね。 

（委員）否定ではないのですが、昔の方が本当に男社会だったから、そんなにみてなかったのではない

かな。 

（会長）数値が改善していると思われるところが、何でそう改善しているのか。つまり年齢の、今回答

えた人の若い年齢の人が多かったから、改善しちゃっているのか、あるいは、50代くらいの人の意

識が変わったから改善しているのか。 



（事務局）なぜ改善しているのかということですね。 

（会長）ちょっと難しいのかもしれないですけれども、分かれば良いかな。世代交代の効果なのか、上

の世代も変わってきているのか。 

（事務局）これはプラン見直しのための基礎資料なので、男性の家事育児参画のところの時間数が、例

えば 150分よりも少し多いくらいだとかだと、もう少し啓発というか働きかける機会を作っていか

なくてはいけないのかなと読めるのですが、この結果を見ると、これでどうなのだろうと。なるべ

くこの数字を読み解いていった中で、弱いところを少し強くするために、実際プランは当課だけで

できるものではないので、全体のいろいろな事業の中で反映してもらうようなものの根拠になると

考えています。 

（事務局）家事・育児も共働きか、そうじゃないかでも違うかどうかとか、そういうのを見たいなどを

言っていただけると良いなと思います。フェイスシートは資料４の表紙ページで、基礎資料になる

ので、この人たちの問いの結果はどうなのだろうみたいに。更に年代もなど、未就学の子がいてと

なるとすごくサンプルが少なくなってしまうのですけれど、言っていただいた数字は出してみて、

それでどうかを見て、考察などに活かしていければと思います。 

（会長）共働きかどうかは分からないのですね 

（事務局）フェイスシートにはあります。 

（事務局）よく通勤時間の問題として、通勤時間が長いから、家に帰ってもやる時間がないとか聞きま

すよね。その辺も、市内の人はそんなに長くかかってらっしゃらないでしょうけれど、市外の人だ

とどうかとか。就業形態によっても違ってくる。サンプルが少なくなってしまうと結果は何とも言

えない数字になってしまうかもしれませんが。イクボスの認知度についても、働いている人かそう

でない人かによっても変わるかもしれないですし。 

（事務局）男女別とか。 

（事務局）イクボスは、会社で取り組んでもらえれば良いもので、全ての人の言葉の認知度が大事かど

うかというのもあるのですが。メディアの影響はすごく大きいので、ニュースになったりすれば、

すぐに認知度が上がるのだろうなというのはあります。また、「ジェンダー」が伸びているのなど面

白いなと思います。 

（委員）５ページの問５なのですが、ここは、男女別で見られると良いと思います。結局どっちがやっ

ているのか、家族とは誰がやっているのかが分かったら分かりやすいかなと思いました。 

それから、質問なのですが、８ページの「６歳未満の子どもを持つ二世代世帯の女性の配偶者」

の答えてくれた人の数が、学校のある人とない日で数が違っていますよね。何でこんなに違うので

すか。上の男性の方は人数が同じなのに。 

（事務局）この質問は、９項目を挙げて合計 24時間になるように回答を求めたのですが、１日が 30時

間ぐらいもある人ですとか、なかなか有効な数字として使えない回答もいくつかありまして、それ

らを精査すると、回答数が違ってしまうということになりました。ですので、サンプル数が同じに

ならないということです。 

（事務局）仕事や学校のある日をきちんと答えられた人は 45 人いたけれど、休みの日や仕事や学校の

ない日をきちんと答えられた人は、13人しかいなかったからということですね。男性の方は、両方

とも 22人ですが。 

（事務局）やはり、自分の仕事のある日の時間、休みの日の時間、配偶者の仕事のある日の時間、休み

の日の時間と４項目で回答を求めるので、自分のは回答しているけどとか、仕事のある日は回答し



ているけど他は白紙とか。合計時間も欠けているとか、全て答えられていないものがある。中には、

24時間育児していますというような回答の人もいる。書き方がそれぞれありました。 

（事務局）資料は本日お渡ししたばかりなので、初見での意見はなかなか出ないと思います。もし、お

時間があって御覧になって、気づいた点がありましたらメールなどでも構わないので、お送りいた

だければ、それも参考にさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

（会長）１点だけ、最後のセクシュアルマイノリティの問 14 で悩んだことがある人を聞いていますよ

ね。ある意味当事者の方が、問 15、16、17をどう答えられているか。一緒なのかもしれないですけ

れど、もし違いがあったら当事者の人の意見として分かると良いかなと思いました。 

（事務局）そうですね。 

（事務局）御意見をいただくにあたって、期限は１週間くらいで良いでしょうか 

（会長）来週中ですね。 

（事務局）電話でもメールでも構いません。このように分析したら良いのではないかとか、このように

集計した方が実態の分かる数字ではないかとか、御意見でも何でも良いのでお願いいたします。 

（事務局）第１回でお渡ししたプランも、この進捗を見ていますので、あわせて読んでおさらいしてい

ただけると、この数字がないと評価できないのではないかなどもあるかもしれませんので、よろし

くお願いします。 

（会長）ちょっとタイトですが、できるだけ１週間以内に、何かありましたら事務局までお返ししたい

と思います。 

他に意見がなければ、これで議題は終わりですので、事務局にお返ししたいと思います。 

４ 事務連絡 

５ 閉会 

（事務局）これをもちまして、第２回ひらつか男女共同参画推進協議会を終了いたします。長時間どう

もありがとうございました。 

以 上  


