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第３回ひらつか男女共同参画推進協議会 会議録（ＨＰ用） 

 

令和２年２月１４日（金）１５時～１７時 

平塚市庁舎７階７２０会議室（２） 

 

出席委員 ６人（辻委員、長谷川委員、中津川委員、小池委員、石川委員、鈴木委員） 

欠席委員 ２人（飯山委員、石橋委員） 

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）ひらつか男女共同参画推進協議会第３回を開催いたします。本日は、お忙しいところ、お集

まりいただきありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

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、希望者は傍聴可能です。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、傍聴希望の方はいらっしゃいませんでした。 

２ 会長挨拶 

（会長）皆さんこんにちは。お忙しいところありがとうございます。来年度は２０１７のプランの前半

が終わって見直しをすることで、大事な年になると聞いています。今日はその準備というところも

ありまして、送ってもらった意識調査を見ながら、皆さんで意見交換をいたします。今日は自由に

気楽な感じに話しができればと思っております。よろしくお願いします。 

（事務局）それでは議題に移ります。引き続き会長に議事進行をお願いします。 

３ 議題 議事進行：会長 

（１）ひらつか男女共同参画プラン２０１７後期見直しスケジュール（案） 

（会長）スケジュールについて、事務局から説明をお願いします。 

（事務局）資料２を御覧ください。来年度はプランの前期が終了する年になります。後期を令和３年度

から令和５年度までの３年度で進めていくのですが、令和２年度は、現状を見て、プランの見直し

が必要かどうかも含め、後期に向けて検討をしていく年になります。 

資料２の赤い太枠線内が、協議会に関わるところです。ベース型のマークが、協議会の開催を示

しています。プランを推進するための各事業は、年度ごとにそれぞれ事業計画を立て、指標や目標

に達成するようＰＤＣＡサイクルで実施しているのですが、次回５月の第４回協議会では、令和元

年度の各事業の評価について意見を伺います。事前に、全事業をまとめたものを送付させていただ

きます。それと同時に、プラン２０１７（冊子）の見直しもあるので、どのような見直しが必要か

ということ、指標の設定値などについて、前期の事業評価も含めて考えていただき、意見をいただ

きたいと思います。皆さんからいただいた意見を踏まえて、庁内で最終決定をしていきます。 

続いて、プランに関して確認や意見をもらう作業として７月～12月の間に２回、第５回、第６回

の協議会を開催したいと考えています。第５回では、「協議会に関連する事業の方向性の検討」とし

て、プランの事業の一つでもあり、この協議会が役割を担っている女性活躍推進協議会について、

委員の皆さんには、事業の実施者という側面で意見をいただきたいと考えています。 
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年度内最後となる第７回協議会では、後期の事業を３年度間でどう進めるかについて各事業が計

画するので、それをまとめたものを見ていただいて、プランの終期となるその３年後に、この事業

計画で本当に目標に達成するか、という視点で意見をいただきます。資料２では２月のところに記

載をしていますが、開催月等は前後することがあります。 

（会長）スケジュールについて質問等はありますか。 

（委員）質問なし 

（２）市民意識調査結果からみる、平塚市の男女共同参画推進に関する意見聴取 

（会長）事務局からのメールで２点、平塚市の男女共同参画の推進状況についてと「ひらつか男女共同

参画プラン２０１７」後期の事業等に向けた意見について、考えてきて欲しいとありました。平塚

市で男女共同参画はどのくらい進んでいるのかということを意識調査の結果等を見ながら読み取

っていこうということですね。もう少しここは足りないかな、進みが遅いかなということがあれば、

後期の事業にヒントになるかもしれませんので、そういうことも含めて意見をいただければと思い

ます。 

結構膨大な報告書なのですが、問１から問 12 まで一つずつ皆さんで見ながら、どう読み取った

ら良いのかなども見ていきながら、自由に意見交換できれば良いと思います。 

問１は 13ページからなのですが、その前の 12ページまでのところが、今回の調査概要、回答率

や全体のまとめと回答者の属性などになります。疑問でも、感想でも、気になる事でもありました

らお願いします。 

（委員）回答者の年齢層ですが、無作為抽出というのは、年代ごとに 20％ずつとか、そういった形の抽

出ですか。 

（事務局）そういう形ではないです。 

（委員）協議会でも良く論議をしている、子育て世代の 20 代の回答が、若干少なめかなと思って気に

なりました。サンプル数と今回の回答の比率はリンクしているので、少ないから悪いということで

はないのですね。 

（事務局）そういうことではありません。 

（委員）元々の母数は、年代ごとに把握されているのですか。 

（事務局）把握しています。 

（委員）それに対する回答率はどうなのですか。 

（事務局）傾向としては、年代が高い方が回答率も高い傾向にあります。 

（委員）無作為だけれど、だいたい満遍なく全世代にということですか。 

（事務局）若い年代は人口として少ないので、母数自体が少なかったです。 

（会長）有効回答率はいつもこのような感じですか。 

（事務局）前回も４割を切るくらいでした。 

（会長）半数は超えると良いのですが、なかなか難しいですね。 

10ページの就業状況ですと、女性の市内就業が多いですね。 

（事務局）パート・アルバイトも就業に含めていて、女性は市内でパート・アルバイトをしている人が

多いので、このような結果になりました。 

（会長）なるほど。フルタイムの人は、違いがあるのでしょうか？ 

（事務局）フルタイムの男性でみると市外の人が多かったです。 

問１（P13～25） 
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（会長）いろいろな分野において男女の平等がなっているか、男性、女性が優遇する感じがするかとい

う質問です。「家庭」「職場」「学校教育の場」「政治の場」「法律や制度上」「社会通念・慣習・しき

たり」「地域活動」、後は過去や他調査の比較が出ています。 

（委員）男女の地位の平等については、各分野で平等感がかなり増えていると感じました。年齢が高い

方が、人生経験含めていろいろな体験をされているので、男性優位を感じているかと思いましたが、

意外とそうではないと読み取れると思っています。男性優位と感じているのは、就職のところで若

い 20代の男性や女性だと 40代という役職に就く時とか、そのような時に男性優遇ということを感

じられているのかなと思います。政治の分野では、先ほどの職場もそうですが、やはり政治家ある

いは企業の役員に男性が多い中で、比較的こう感じられる結果だと思いました。 

（会長）男女で差があるのも面白いですよね。全体として女性の方が男性に比べると、男性優遇と感じ

ています。平等というのも特に若い世代は持っているのだなと思います。世代や性別の違いもあり

ますし。 

（委員）今会長がおっしゃったとおりで、特に 13ページの「家庭生活」で、平等と思っているのは、男

性の 60歳代は 46％だけれど、女性は半分くらいの 27.6％。全年齢層で見てもだいぶ男女で意識に

ギャップがある。10 歳代に至っては男性の 83％が平等と思っていますが、最近の意識はそうなの

でしょうけれど、10歳代にしてもやはり女性とかなり乖離があるのが分かりました。 

（会長）一つの家庭として見ると、不満を抱える女性がいるが男性は分かっていない、という感じです

ね。 

（事務局）男性の方が平等であると感じている人が多いようです。 

（委員）これは「家庭生活」のことですよね。そうすると、男性はあまり参加しないのが普通だったの

で、ほんのちょっと手を出して、とてもやっているつもりになっているのではないでしょうか。妻

側から見ると猫の手を借りたくらいにしか思っていないのに、結構やってやっているみたいに。共

に暮らしているのに、そもそもやってやっているって何なのということなのだと思うんです。でき

ないながらも「これだけはやっておいたよ」という言い方だと、「助かった、ありがとう」となるの

だけれど、「自分はそれをやってやったじゃないか」という感覚だと、「その程度じゃ足りないわ」

みたいな感じになります。やはり長い間根付いてきたどうしようもない、たぶんＤＮＡにも入って

いるのではないかと思うのですけど、そういったものの違いなんだと思います。特に「家庭生活」

という面で見ると、女性も外に出ることも増えていているし、例えば、専業主婦でもＰＴＡとかそ

れなりのお付き合いはあるはずです。だけど、全部準備万端にできていることがいい奥さんと言わ

れることなのかなとか。私も仕事をしつつ、いつまでだかはすごくその意識が強かったので、それ

ができない自分が申し訳ないと感じていました。夫と共に行動をしていて、何で私だけこんな思い

をして申し訳ない気分になるの？みたいな。夫がＰＴＡの会長をやった時に「今度ＰＴＡの方で飲

み会があるから行っていいかな？」って事前に聞いたことなどないけれど、私は「今度こういうこ

とがあるので行きますから」って言います。「ああ良いよ、行っておいで」って言葉が欲しい。それ

が無いとちょっと出づらいみたいなところがあります。それは、私も少し自分の中で改革がされて

いないのかもしれないし、夫は夫で、とても穏やかでいろんな意味で十分な人なのですが、やっぱ

りお互いが刷り込まれていることがどうしても抜けきれない。だけど、こちらは身が持たないとい

うことがあって、知らない間に女性の方が不満を募らせてしまう。それを言おうか言うまいかって

いうところが、ある程度の年齢の人の現実なのではないでしょうか。 

（会長）そうですね。 
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（委員）男女が平等かどうかということで、女性は、男性の方が優遇という方が男性と比べると多いし、

男性の方も女性が優遇されているって思う人が女性よりも多い。異性の方が優遇されていると思う

人が多いのは、なぜなのかなと思いまして。どういうところで男性は女性が優遇されていると思う

のか。また逆もどういう理由で優遇されているのか、思うところを知りたいと思いました。 

（委員）レディースデーとか関係あるのではないでしょうか。いろいろなところでありますが、メンズ

デーはないですから。 

（会長）レディースデーと女性優先車両の話しは、学生も良く言っています。 

（委員）「家庭生活」での結果もそうなので、どういうところで男性は女性が優遇されていると思うの

か。その辺がたぶん男性と女性で少し乖離しているのではないかと思うので、知りたいと思いまし

た。 

（会長）家庭だと、30 代の男性は女性優遇と思っている人が結構多いです。職場でも、男性 30 代は女

性が優遇されているという人が 20％くらいいます。楽な仕事ばかり任されて良いな、とかでしょう

か。それは優遇なのかというと、少し微妙ですが。 

（委員）休みが取りやすいとか、そういうところなのかなと。 

（会長）そうかもしれません。残業はやらされなくて、とか。 

（委員）法律とかしきたりとか習慣ってありますね。昔からの法律、昔からのしきたり、こういうもの

は、女性は男性優遇って感じられている人は多いのではないでしょうか。新しい法律や新しいしき

たりというのは、平等感を意識して作られているのかなという感じがしますけれども。 

（会長）そうですね。法律や制度も具体的に何を想像されているか気になります。 

（委員）慣習・しきたりっていうのは手強いです。 

（事務局）ここは意識の部分になるので、平塚市の施策がダイレクトに反映しにくいところです。24ペ

ージで、平等感について平成 27年度の調査と比較すると、「職場」は増えているが他は減っていま

す。平等だと感じる人が増えるのが望ましい姿になるのですが、そこが伸び悩むというのはどうし

てでしょうか。少しずつであっても増えるではなく、減っているというのは。学校教育のところも

若干平等感が減っています。 

（会長）なかなか解釈が難しいです。先程もありましたけれど、片方は平等と思っていて、片方は思っ

ていないという状況の方がまずい感じもします。いろいろなことに気づくようになって、ここもこ

こもまだ平等じゃないなと認識しているのが、悪いことかと言われると、気づいているということ

で良いことなのかもしれないですし。 

（委員）平等ってすごく難しいです。うちの娘は、男女雇用機会均等法ですか、それで本当に男の人と

全く同じ働き方をしています。子どもが生まれても、繁忙期になると帰宅が 21時頃。同じに働くの

が平等でしょうって言われたら平等なんですよね。例えば、自分の分担で何かを運ばなくてはいけ

ない時でも、重そうだから一緒に運ぶよということも多分あったと思うのですが、基本的には自分

の分担は自分が運ぶ。やっぱり男性と同等というのはこういうことなのでしょう、仕方ないってい

うことで。かといって女の人は皆体力がないのかというと、男性より体力のある女性もいますし、

こういうデータで取る時の平等感っていうのが、すごく難しいなと思います。 

（事務局）そうですね。今言われたように、特に企業の平等については、昔は同じことをやるのが平等、

女性も例えば地位を上げていくなら同じように働いていかなくてはいけないし、そのためには残業

も転勤も厭わないといようなところから、今は変わってきていると思います。 

（委員）特性を生かすようになったということですよね。 
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（事務局）企業では、男性の働き方に合わせるということではない形で働き方を見直しているのだと思

いますが、いかがですか。 

（委員）基本的にはそうです。うちの会社では、既婚女性が転勤の候補となり、実際に転勤しているケ

ースはあまり無いと思いますが、それがステップアップの阻害要因になるかというと、そうはなり

ません。仕事の成果で評価をしていきます。 

（委員）そういう点を女性が優遇されているな、と男性は感じるのでしょうか。 

（委員）転勤しなくて良いなというのはあるかもしれないです。 

（会長）転勤は難しいですか？みたいなことは、男性には聞かないのですか。 

（委員）女性にも事前には聞いていませんし、そうすると誰も行かなくなってしまうので難しいです。

原則、本人に意向を確認する前に、当然個々の家庭の事情をチェックした上で、対象者を決めるこ

とをしています。 

（会長）平等とは何だろう、というような話しはアンケートでは捉えにくいので、じっくり聞き取った

りしてみると良いかなという気がします。 

問２（P26～29） 

（会長）ここは結構大事なところ、いわゆる性別役割分担意識で「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、どう思われますかという質問です。肯定的と否定的を左右で分けて、見や

すくなっています。そんなに男女差はないのかなという感じですが、どちらかというと世代差が少

しあるかなと思います。 

（委員）男性も女性も 10 代、20 代の若い方が、夫が外で妻が家庭でというような意識を、そう思って

らっしゃらないというか、男女共同参画や男女平等が若い方に少しずつ浸透しているなと。先ほど

申し上げたとおり、年齢の高い方は、昔からの意識があるので、なかなか若い方に比べると強いの

かなと感じます。 

（会長）そうですね。27ページの経年比較で、15年くらいのスパンで見ると「思わない」「どちらかと

いえば思わない」人が増えてきています。 

（事務局）今回の調査でだいぶ同感しない人が増えているというのは、委員のお話しのとおり、少しず

つですが意識が変わってきているのが、ここに現れたと思っています。特に若い 10代から 20代の

意識は。 

問３（P30～P32） 

（会長）男女共同参画に関する言葉のうち、見たり聞いたりして知っているものについて選んでいただ

くという質問です。結構、知られている言葉と知られていない言葉と分かれています。 

（委員）その辺は、テレビとか新聞とか報道中で出てくる言葉というのでしょうか、「ＤＶ」など昔に比

べると出てくる機会がかなり大きくなっていると思いますので、報道や広報で取り上げられる度合

いによって、皆さんこういう風に感じられているのかなと感じています。 

（会長）「マタニティ・ハラスメント」はこんなに多いのが、私は意外でした。 

（委員）「イクボス」が 23％っていうのをどう評価するか。イクボスはこの協議会でも検討しています

よね。この辺が上がってこないと、企業の浸透も難しいかなと思います。 

（事務局）前回の調査は「イクメン・イクボス」で聞きましたが、今回は分けました。「イクメン」はも

ちろん９割の人が御存知で、それに比べて「イクボス」は 23％で低いのですが、企業の方にではな

く広く一般の方に聞いた結果としては、思ったより知られていると感じました。「イクメン」につい

ては最後の自由記載の意見で、男性自身から「イクメン」という言葉が嫌いだ、男性には「イクメ
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ン」という言葉があるが、女性の育児をする人にはないから、「イクメン」という言葉が平塚市では

使われないようになって欲しいというものがありました。それくらい浸透はしているけれど、次の

段階に進んで欲しいという意見でした。 

（委員）もう少し「イクボス」を上げたいですね。「イクボス」という言葉が浸透して、もう少し認知度

が上がっていくと、企業も興味が沸くというか、自分たちの会社もやっていこうかなという気にな

るのかなと思います。 

（事務局）そのためにはどういうことをやっていくか、というところを考えなければいけないと思って

います。もっと頑張って上げていきたいです。 

（委員）ある社長の話しを聞いたら、イクボスの内容のことを話されているのね。社員に対しての思い

や、女性参画みたいなことを熱く語ってので、話しが終わった時に「社長、さっきのあれは本心で

すか？」って聞くと「もちろんそういう思いでやっていますよ」と言われたので、「それでしたら、

イクボスってご存知ですか？」と聞いたら、その方は御存知じゃありませんでした。会社でも知ら

ないところもあって、その方は「知らなくてお恥ずかしい」っておっしゃっていましたけど、そう

いうのを知らしめるにはどうしたらいいのでしょうか。話しの内容はイクボスと全く同じでした。 

（事務局）イクボスを知らなくても、そういう考え方を持っている方はいらっしゃいます。それが「イ

クボス」なんですよと言うと、そうだったんですか、というような。 

（委員）その思いを周りに知らしめた方がその会社に対する印象も変わるし、いかがですかという風に

お話ししたのですけど。 

（事務局）是非、またいろいろな機会でＰＲをお願いします。言葉を形にと。 

（委員）思いって見えないですから。 

（会長）「男女共同参画」はもう流行りじゃないからこんなものなのでしょうか。昔から割と知らないの

でしょうか。ちょっと固いのですかね。最近の「女性活躍推進」とごっちゃごちゃになっていると

いうか、それに代わっていると思われている部分があるのかもしれないです。違うのですけど。 

（事務局）報告書には年代別では載せていませんが、「男女共同参画」の認知度について、若い世代は 10

代 71％、20代 66％と高いです。男性の 50代でも 50％は知っています。低いのは、40代で 36.8％

です。若い年代の認知度は高いけれど母数が少ないので、全体の平均では低くなるのだと思います。

40歳代はなぜ低いのでしょうかね。40歳代女性が低いですね。33.1％で、「女性活躍推進」の方が

若干高いです。 

（会長）若い人にとっては、現代社会の教科書に出てくるのかもしれないですね。 

（事務局）確かに「ジェンダー」も高いです。「ジェンダー」は、60歳代が 55.4％ですが他は 60％以上

で、10歳代から 30歳代は 80％前後が知っています。教育は大きいです。 

（会長）「男女共同参画」は gender equality の訳語なのですが、国際的に見るとそちらの方が大事で

す。女性活躍は分かりやすいのですが、男女共同参画の中の一つなので、もう少し高くなると嬉し

いです。 

（事務局）当課では、男女共同参画という言葉自体の啓発はしていないのですが、広報に男女共同参画

週間のパネル展示について載せることで、男女共同参画週間について啓発しています。「イクボス」

も特集記事として広報に載りました。広報は全戸配布ですが、認知度は 23％でした。 

（事務局）定期的に載らないと。１回だけで知ってもらうのはなかなか難しいです。 

（事務局）意識が薄れないうちに、時々記事で読むというのは良いです。全市民に対しての啓発手段と

いうと、全戸配布の広報ひらつかかなと思います。ただ、家庭の中で全員が読んでいるのかという
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と、どうでしょうか。「イクボス」も年代で見ると 10 代から 30 代は 10％台ですし、10 代女性は

10％にも達していません。関わりがないということでしょうか。60代女性の認知度が一番高く 32％

ですが、広報を良く読んでいるということなのでしょうか。 

（事務局）親世代などを見ると、新聞を隈なく読んでいますよ。 

（委員）嫌という程目にして、耳にすれば、何だろう？と思うのでは。例えば、ケーブルテレビでたく

さん流してもらっては？ 

（事務局）ケーブルテレビでは、講座のお知らせなどは字幕で流れたりします。ほっとメールひらつか

は、皆さん受信されていますか。平塚市が情報をメール配信するサービスなのですが、ケーブルテ

レビでも字幕放送します。当課でのイベント情報なども配信しているので、「イクボス」も情報とし

て流すことはそれほど難しくないかと思います。 

「イクボス」については、各団体から来ていただいている委員皆さんの口コミも期待していると

ころです。 

（会長）では、「イクボス」と「男女共同参画」を広めていきましょう。 

（委員）上位にきている言葉は通年で取り上げられるからで、やはり重要かと思います。 

問４（P38～P40） 

（会長）生活の中で「仕事」「家庭生活」「地域・個人の生活」の優先度について選んでくださいという

ものです。①は現状どうなのか、何を優先しているのか、②はあなたの希望ということで、こうだ

ったら良いなということです。それから、それが一致しているかどうか。 

（事務局）ここは、現状と希望が一致している姿が望ましいかなと思います。ワーク・ライフ・バラン

スは人それぞれなので、全て等分になっているのが良いという訳ではなく、仕事を優先したい人が

仕事を優先できていれば、その人のバランスとしては良いのだろうということです。38ページから

の優先と希望がクロスしている表の、色付きセルが、優先と希望が一致している人の割合です。 

（会長）全部パーセンテージで、カッコ内が人数ですね。38ページで「仕事」を優先している人の希望

を見ると「仕事・家庭」にしたい人が 34.3％、「仕事・家庭・地域」、これは自分の趣味も含めます

が、そうしたい人は 21.6％で、ここはズレがあるかなという感じですね。「家庭優先」の人で、希

望も「家庭優先」で満足している人は 44.9％。ただ、家庭を優先しているのだけど、「仕事と家庭」、

「家庭と地域」、「仕事と家庭と地域」と、もうちょっとバランス変えたいという人もそれなりにい

らっしゃる。やっぱり「仕事優先」だけはそんなに満足じゃないのかな、理想ではないのかなとい

う感じはします。 

（事務局）思ったよりも「仕事と家庭」が叶っている人が多いと思いました。 

（会長）40.7％ですね。さらに「地域」とか、これはたぶん自分の趣味とかもあれば良いなという人は

30％くらい。 

（事務局）性別で見ても、「仕事」が優先になってしまっているけど、「仕事と家庭」とか、「仕事と家庭

と地域活動」を優先したい希望が、男女共に高いですが、より男性の方が高いです。「仕事優先」で

「仕事・家庭」を希望しているのが女性は 30.8％で、男性は 35.9％。男性の方が５ポイントくらい

高くなっていて、気持ちの中ではそちらの希望があっても、個々の考えや職場の状況など、まだま

だ上手くいっていない部分が数字として表れていたり、女性よりもそういう風に感じているのかな

と思います。 

（会長）そうですね。男は仕事を優先するのが当たり前、みたいな感じでもないのですね。割と多くの

人が家庭のことももっとやりたいけど、と思っている感じなのですね。 
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（事務局）先ほどの性別による固定的役割分担のところが変わってきたら、こちらにも反映してくるの

ではないか。そうだったら良いなと思います。 

（事務局）次に意識調査を行うのは、２０１７プランを改定するタイミングになります。その時に質問

項目は多くなりますが、例えば今言われたように「仕事以外も優先したいと思っているのに、なぜ

できないのかの理由を聞くと良い」など、もしそういった御意見があれば、次の意識調査の時に検

討したいと思うのですが。家庭も優先したいのにできない理由は、仕事のせいなのか、自分自身の

家事スキルなど技術的な問題なのかというのも分かるかもしれません。今回の調査結果について、

更に突っ込んでみたいことですとか、こういうのが見られると良いということがあれば、ざっくば

らんに言っていただけると、次に生かせるなと思います。 

（会長）そうですね。あまり長くなると答えてもらえなくなるので、難しいですね。 

（事務局）実際には、調査を実施する時に精査していくようになります。 

（会長）調査対象を分けてしまうとか。全部を三千人一斉に送るのではなくて、前半を聞く人、後半を

聞く人と。そういうアイデアもありましたら、今言ってもらったら良いと思います。 

確かに、ズレがあるのはなぜですか？と自由記述とかでも書けるところがあっても良いかもしれ

ないです。 

問５（P41～49） 

（会長）家庭での家事や育児などの分担を主に誰が担っていますかという質問です。①家事、②育児・

子育て、③介護・看護、④自治会活動とあります。 

（委員）「家事」については、男女の両方を見てもそうなのですが、女性の負担になっている部分がかな

り多い感じがします。「育児・子育て」は、やはり女性かなというところがどうしても感じられるの

ですが、もう少し家事などは、男女が上手く担えると良いのかなという感じがします。 

（会長）全体的には女性が多いのですけど、20代、30代は「夫婦同じくらい」と答えている人も一定い

らっしゃる。やっぱり 20代、30代は男性もやるんだなって気もします。ちょっと明るいかな。 

（委員）20代、30代というと、お子さんがいらっしゃったりすると、男性の意識も高くなるのかなとい

う感じがします。 

（事務局）男性は仕事、女性は家庭という意識は少しずつ変わってきているけど、実際どうかというと、

この結果になります。問４とはまた変わりますが、やはりまだ実情が伴っていないというところを

どう変えていくか。こればかりは個人の問題をどうしていけば良いのかということなので、一番難

しい。 

（委員）家事は、育てないとできないんですよ。今急に「今日はあなたの当番ね」と言われても、何を

どうするんだってなると思うんです。だから私も子どもの衣替えは、上の子から順番に、４年生の

時に私と子どもで一緒にやって、５年生になると私は見ているだけでやらせて、６年生になったら

自分でやって私がチェックして、中学から一切見ていないです。それだけですごく楽になったし、

今、お嫁さんから息子のことを、すごく何でも上手なの、と言われました。やっぱりちょっと手を

掛けて育てないと、いきなりは無理です。男子厨房に入らず、で育ってきた人たちの感覚もあるし、

現実的にできないってこともあるんじゃないでしょうか。 

（事務局）家庭内の教育が結構大事ですね。 

（委員）働いているお母さんがいる家庭に育っていれば、自然に女性も働くのが普通だよねっていう子

どもたちが大人になっていくわけだから。その中でも、お母さんが何から何までやっていたら、で

きる子にはならないかもしれないけれど。 
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（事務局）確かに。やってあげてはいけないんですね。 

（事務局）自由回答の中で、60歳代は夫が参加してくれないって意見がありました。若い人だけではな

くて、っていうことで。難しいですね。そう育って、長年そう生きてきた人が変わるのは。 

（委員）その人から見たら、青天の霹靂みたいになるんじゃないですか。 

（事務局）そうなってくると、カジダン、家事をする男性の育成講座とかイクメン講座とか、私達も昨

年度パパ講座という男性の家事・育児参画教室を企画しましたけれども、それでは遅いということ

でしょうか。 

（委員）本当は、家庭の中で、知らない間にできるようになっていくのが理想しょう。でも、それもな

かなか難しいですよ。 

（事務局）そうですね、確かに。私も家では母が全部やってくれていて、父も家のことは全くやらない

ような、仕事してっていう家庭で育ってきたので。 

（委員）そういうのが一般的ですよね。 

（事務局）うちも共働きなので、ゼロから教えてもらってやっていても、こちらに合った形で教えてく

れれば良いのですけど、足りないところをいろいろ言われると。 

（委員）それで嫌になりますよね。でも、やっていくうちに、自分がこんなことが好きだったと気づく

ことがありますよね。やってみたら、洗濯が好きだったという男の人も沢山いるかもしれないし、

料理が性に合っているみたいな。皆が美味しいと言ってくれるのが思ったよりも嬉しかったとか、

すごくあると思います。皆さんもやってみてはどうですか。 

（事務局）そうですね。それがかなりベストだと思うのですが、大変さに気づいて、協力し合ってとい

うのが大事だと思います。お互いやってあげるではなく。 

（委員）ちょっとした労いの言葉があるだけでも違うかと。 

（委員）学校での家庭科履修は男女一緒ですが、それだけではやっぱりダメなのでしょうか。 

（会長）だいぶ違うと思いますけど。 

（委員）うちの息子は、家庭科でキュウリの千切りの試験があるので、毎日何本も切って、そのうちで

きるようになって。それですごく目覚めました。 

（委員）今、10代から 30代くらいは、男女同じように家庭科と技術をやっているんですよね。 

（事務局）私は女性で家庭科を学びましたが、料理ができません。家庭科を履修したからできるもので

はないのだと思うのです。 

（委員）必要に駆られないと。 

（事務局）そうですね。それと、家庭でも教わりながら、やるのが当たり前になっていくというのが必

要だと思います。それから、女性も変わらないといけないですよね。委員も言われていましたが、

女性の私がやらなくてはいけない、女性なのにやれないのは悪いという感覚。そこも変えていかな

いといけないかもしれないです。 

（委員）私は中学生と高校生の息子がいますが、全くやらないです。やらせてもいないですけど。ただ、

中学生、高校生は、部活だ塾だと忙しい。ほとんど家にいないくらいです。 

（会長）では、中学生よりも小学生でしょうか。余裕があるときに癖にしちゃうみたいな。年配の人も

定年のタイミングで変えるなど。うちも母が専業主婦だったので、あまり父はやっていなかったで

すが、定年で少しだけ分担が変わりました。料理はできないのですけど、お風呂掃除とか食器洗い

はしています。子ども世代がやらなくてはダメだよと怒るので、少し意識が変わったみたいなので、

年配の人にも子ども世代が言うと良いかもしれないと思っております。 
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（事務局）そうですね、孫と一緒にやるとか。高齢者の料理教室は人気です。 

（会長）それは聞きますね。 

（事務局）豪華料理や特別料理ではなくて、普段の食事を作ることが必要なのですけれど。 

（委員）「家事」とか「育児・子育て」の有償サービスの利用というのが、これが例えば「家事」だと掃

除代行なのかなと。そうすると、若い世代の方が上手く利用できているのかなという気がします。

「育児・子育て」についても「有償サービスの利用」というのがあって、これは何のことなのか。

例えば、保育園も延長を利用すれば７時～19時までだし、ベビーシッターさんを想定しているのか

なと。 

（委員）回答者はすごく少ないですね。女性の 30歳代だけ？ 

（事務局）この問いは主な担い手を聞いているので、「育児・子育て」で有償サービスが主な担い手とい

うのは、なかなかないのではと思います。 

（委員）経済的事情もありますね。 

（事務局）それもありますし、家よりも保育園にいる時間が多いということで、主な担い手が親など家

族よりも保育園と思っている方は、もしかしたら有償サービスと回答したかもしれませんが、「育

児・子育て」の主な担い手として有償サービスという回答項目は馴染まないかなと思っています。 

（会長）「介護・看護」は「その他」が多いですね。主に「その他」とは施設ということですか。 

（事務局）「その他」が何かというのは聞いていないので、はっきりとは分からないです。 

（委員）ヘルパーとは違うのでしょうか。それは有償サービスになるのですか。 

（事務局）イメージとしてはそうです。 

（事務局）可能性としては、この質問は、該当がいなくても答えてくださいねと言っているのですが、

介護をする人がいないから「その他」と回答されたのかとも想像しています。ヘルパーも施設も、

有償サービスに当てはまると想定しています。 

 

（委員）それでしたら、「育児・子育て」と「介護・看護」については、質問項目に「該当なし」という

のも入れておいた方が良いのかもしれないです。 

（事務局）そうですね。今回は、自分がやるとしたらあなたの家庭では誰が担うのかということを聞き

たかったのですが、文字だと伝わらなかったかもしれないです。今、誰がやっているかと質問を変

えるならそれで良いですね。 

（委員）これは仮定の話しということですか？ 

（事務局）想定して答えてくださいというものです。 

（事務局）いない場合やない場合は、もし介護者が出たら誰がやりますか、という話しです。 

（委員）そうしたら、いない場合は別の質問を設けるとかですか。 

（事務局）想定した場合の回答を聞く意味があるかなど、想定すべきかどうかももう少し検討した方が

良い。今回は、前回調査と比較するという意味があるので、質問項目を変えず、そのまま同じこと

を聞いたというところですが、次回はプランの改定に係る調査になるので、プランに反映させるた

めには有効な回答を得るということで、「該当なし」というのを入れると良いかもしれないです。質

問文も長いと読みたくなくなってしまいます。 

（委員）「介護・看護」は、かなりの時間を取られるようになるので、どちらかが休業とか辞めるとかに

なった時に、やはり九分九厘女性になります。女性の方が細かいことに気が付いたり、細かい作業

が上手だったりするということもあるけれど、男性の方が収入が多いからなど、今までの回答の仕
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方で言ったら、男性の方が優遇されてしまう。女性にすごく負担が来がちで、それは本当にしんど

いので。夫婦同じくらい、どちらも同じ意識を持ってやれたら良いとつくづく思います。 

（事務局）そうですね。今度、育児・介護休業法施行規則等が改正され、子の看護休暇や介護休暇が１

時間単位で取れるようにしましょうというのがあるので、共働きだと両方が短時間でも取れますし、

介護離職というのもすごく問題になっているので。 

（委員）介護の現実は、本当に厳しいですから。こういうのって、思っているのと現実って結構違った

りするから、やはりいろいろ話し合っていた方が良いと思います。 

（事務局）企業では介護離職って聞かれたことがありますか。 

（委員）介護離職をしないように、今、社内的に制度を充実させているというところです。 

（事務局）なるべく介護離職を出さないようにする方向で。 

（委員）そうです。 

問６（P50～55） 

（会長）本当はどういう分担が望ましいですかという質問です。問５よりも、夫婦同じくらい分担が望

ましいという人が増えていますね。まあ、妻の方が望ましいのではないかという人もある程度はい

らっしゃいますが。介護になるとまたちょっと違うのですね。同じくらい分担か家族で交代分担か

という感じで。それから、「介護・看護」については、有償サービスも増えています。 

（委員）意見なし 

問７（P56～64） 

（会長）実際に何時間くらいをそれぞれの活動に費やしているかというものです。 

（事務局）６歳未満、小学校入学前のお子さんのいる世帯の夫の家事参加時間を知るために、かなり細

かい調査になったため、回答精度がだいぶ低くなっていますので、母数が少なくなってしまってい

るというところがあります。 

（会長）62ページ以降が一番聞きたかったところですね。 

（事務局）特に 64ページの点線四角の中が、プランの指標について記載しています。「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」で、令和２年度の前期目標値が一日あたり

150分。今回の調査では４時間 23分。263分ということで、目標を大きく上回っています。 

（会長）前回の協議会で、こんなにやっているのですか、って言っていたところですね。 

（事務局）はい。ただ、国で実施した調査とは質問と回答の仕方が違うので、回答する方も、バラつき

というか、回答しづらかったかなという反省点はあります。集計すると 263 分という結果でした。 

（会長）これだけ見ると、やっているって見えます。 

（事務局）休日の子育てに参画している時間がだいぶ長いです。平日も含めてならすとこうなるので、

実際平日だけ見ると非常に少ないです。 

（事務局）平日だけで見ると２時間程度という、そこが実際のところかなという気がします。 

（会長）喜ばしいのですけど。 

（事務局）お風呂に入れることや遊ぶことが「育児・子育て」の時間に入っていると思うのですけど、

休みの日も「家事」の時間は少ないというところをどう見るか。 

（事務局）平日だけだと、116分ですね。休日は 628分、10時間 28分。それを平日と休日の５対２で案

分しました。 

（委員）10時間って考えられないですよ。皆でテレビを見たり、くつろいでいる時間なども入っている

のではないでしょうか。 
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（会長）24時間になるように回答しているので、集計のとおりになるのでは。 

（事務局）この辺の聞き方をどういう風にしたら良いかということと、このような全世代を対象にした

調査で無作為抽出になると、この世代で子どもを持つ人がどれだけ調査対象に当たるかというのも

あるので、減ってしまうのだと思います。他課で行う子育てに特化した調査などに入れてもらった

方が良いという気もしました。 

（会長）そうかもしれません。 

問８（P65～68） 

（会長）「長時間労働の抑制」「年次有給休暇の取得促進」「制度の整備」「子育て支援等」について、望

ましい取組、こういうのがあれば良いな、進めば良いなという取組を挙げていただいています。「定

時退社の推奨」って、やはり推奨することを望んで、推奨しないと帰りにくい現状があるのでしょ

うか 

どうでしょうか。この辺の制度で平塚市としてできそうなことは。 

（事務局）それがイクボスの部分になるのですが、この結果を見て企業としてはどう思われますか。 

（委員）そうですね、65ページにある対応は全てやっています。例えば、定時退社では、各部署で定時

退社の目標退社率を決めていて、それを超えた場合は是正に向けた報告を、部長会議の中で行って

います。 

（事務局）すごいですね。 

（委員）定時退社はそこまで厳しくないですが、20 時退社率は 95％を目標としているのですが、それ

を超えた場合は、改善に向けての対応を詳しく説明しています。 

（会長）管理職もですか。 

（委員）管理職も含めてです。また、私の所属する管理部門は、22時以降の残業は原則禁止です。そう

はいっても、どうしても忙しい時はあるので、役員承認を受けた後で残業をする形です。 

（事務局）22時以降の残業は役員の承認が必要なのですか？ 

（委員）基本的に事前承認です。ＯＫをもらったエビデンスを人事に提出する必要があります。ですか

ら、夕方くらいに今日はどう考えても超えそうであるとなったら、超えるかもしれませんとあらか

じめメールで知らせておくという感じです。 

（事務局）それが達成できないと、管理職の責任が問われたりとかするのですか。 

（委員）殆ど未達成になることはありません。達成できるようにマネジメントするということです。だ

いぶ働き方の意識が変わりました。ですが、定時退社はなかなか定着しません。残業は管理職の指

示なのですが、指示がなくても残っているのが現状です。17時 45分に帰るのであれば定時間の 30

分に帰れないのか、15分やらないとどうなるのだ、という話しを良くしています。 

（会長）持ち帰りとかにはならないですか？ 

（委員）持ち帰りでの業務は、ＰＣのログチェックをしています。例えば、月曜日に出張なのに関連資

料を印刷しなかった、だから日曜日に家でパソコンを開いて確認して５分で閉じたログがあったら、

15分の業務認定となります。残業・休出は上司の指示が必要なので、担当者側もしっかりそういう

意識をつけさせる教育をしています。なかなか難しいですけどね。この様なケースの業務認定を見

逃してしまうと、今度は管理職がなぜ勤怠承認しなかったんだという問題になります。担当者は、

この程度は仕事じゃないと考えるケースがありますが、それも仕事だと。今は、労務管理を厳しく

しています。 

（事務局）テレワーク制度があるのですか。 
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（委員）やっています。テレワークは研修を受けた者は誰でも家で仕事ができます。承認されたら理由

は限らず。資格があればできます。 

（事務局）そうすると、子育て中の女性など、使う人がいるということですか。 

（委員）以前は子育て・介護目的だけだったのですが、今は理由問わずになっています。条件が厳しい

ですけど。子どもがいてもその子どもをちゃんと見てくれる人がいるとか、通常の勤務時間を確保

できないといけないので。片手間ではダメです。 

（事務局）テレワークって、どうやって管理をされているのですか。 

（委員）実際難しいと思います。アウトプットがはっきりしているわけではないので。ですから、ちゃ

んと定時がきたら終わったと連絡をするとか、上司に今日は何をやったか報告するとか、ルールが

あります。現在、私の部署では取っている者がいないのですが。 

（事務局）パソコンを持ち帰って、社内システムと連動しているのは良いことですね。こっそり持ち帰

り仕事ができない仕組みになっていると。マイパソコンにメールで送ってということは？ 

（委員）基本的にパソコンは持って帰ってはいけないです。メールでマイパソコンに送信というのは、

情報インシデント事案で逆に懲戒です。ログを取っていますので、私の部署が事務局でチェックし

ています。 

（事務局）すごく徹底されている。 

（委員）皆の意識が変わりますよ。教育されるというか、働く側も。 

（委員）今、いろいろなところで働き方改革が叫ばれていますので、長時間労働や有給休暇は、企業側

も働いている方もかなり認識されてきているのかなと思います。ただ、介護制度とか育児制度とい

うあたりは、確かに認識はしているのですが、比較的大企業とか、中小でもある程度の規模のとこ

ろは良いですけど、中小企業、零細企業の従業員あるいは企業というと、なかなか実態のところは

厳しいのかなという感じがします。 

（会長）充実というのが、今ある制度をもっと充実して欲しいっていうことなのか、制度はあるのだけ

ど使えていないっていうことなのか。 

（委員）そうです。 

（会長）それもありそうな気がします。休むなら辞めて欲しいというような。本当は言ってはダメなん

ですけど、なんとなくそういう雰囲気がある。 

（事務局）会社の規模感で全然違うのでしょうか。委員はそういった企業と話される機会があるので、

そんなこと言ったって、というようなお話しを聞く機会が多いのかなと思います。 

問９～問 12（P69～80） 

（会長）問９から問 12までをまとめてお聞きします。問９は、その行為が暴力だと思いますか、という

認識の問題です。問 10は、したことがあるか、されたことがあるかという経験を聞いています。問

11、これも重要なのですが、相談窓口があるってことを知っていますかということ、問 12が、ＤＶ

相談窓口の御案内カードを知っているか、見た、聞いた、もらったことがありますかというところ

で、これはプランの中で大事なところかと思います。 

72ページを見ていただくと、「暴力だと思う」が経年比較で上がっています。 

（事務局）78ページもプランの指標となっていて「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」で、令和２年度の前期目標値 50％に対して、今回の調査では 79.7％と、こちらも大

きく上回る結果となりました。 

（会長）どこか一つでも、というと「警察」でも良くて、「市の女性の相談窓口」が意外にそれほど多く
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ない。「市役所」と答えている人もいるので、合わせると多いですけど。 

（事務局）本人でも近所の人でも警察に通報する人が結構多いので、警察がやはり多いと思いました。 

（委員）これも先ほど言ったのですが、テレビとかでニュースになるじゃないですか。警察がそこに介

入したとか話しが出ると、皆さん関心が強くなるし、相談する人も、あ、警察に行って良いんだな

と。あるいは市の相談が増えていますけど、そういう窓口があるんだなということが知られてきて

いるのだという感じがします。 

（会長）身体的暴力だと警察に行きやすいですけど、それ以外だとちょっと行きにくい。 

（事務局）そうですね。実際には身体的なことがないと介入してくれないことが多いと思います。 

（会長）経済的暴力だと、窓口とか電話相談とかに行く感じなのでしょうか。 

（事務局）この設問については、相談できる場所を知っているかなので、どこに行くかはまた別の話で

す。被害に遭った時に相談しなかったという人も多かったので、まずは相談できるところを知って

いるか知らないかは大きなところです。「女性のための相談窓口」を知っているかどうかが重要で

はなくて、どこでも良いから知っているというのが大事ではないかということで、プランの指標に

もしたところです。次の意識調査の時は、どこに行きますかと聞いても良いかもしれません。身体

以外の暴力も多いので、身体以外の暴力にあった時はどこに行くかとか。とにかく、警察でもどこ

でも電話でも良いのでしてもらえれば、適切な窓口を案内してもらえると思うので、とにかく知っ

ているところにアクセスしてもらえると良いのですが。 

（会長）逆に警察もきちんと対応してくれると良いのですけど。それくらい我慢しろとか、身体的では

ない時に、あなたが悪くてこのままなんじゃないのと言われちゃうと辛いので、警察がどこまで分

かってくれているか。 

（事務局）警察署を知っているというだけでなく、警察にも相談窓口があることを知っていれば嬉しい

のですが。そこの電話番号は知らなくても。調査票にＤＶカードの画像も貼ったので、そういうの

もあるのだと、この調査でも啓発ができていたら良いなと思うところです。 

（委員）そのカードについては、女性の 10 代にあまり知られていないという結果が出ています。公民

館はなかなか若い女性は利用されていないかもしれないので、公民館だけではなくて若い方が利用

されている施設を考えられても良いと思います。 

（会長）駅のトイレとか。 

（委員）中央公民館のトイレにはたくさんあります。 

（事務局）はい、市庁舎の中と美術館や主だった公共施設にはあるのですけど。そもそも公共施設に若

い方は訪れないと考えると、商業施設等の御協力がいただければ、置くのも必要なのかと思います。 

（委員）そういうものがあるというのを頭の隅に少しでもあれば違うと思います。全く知らないのとは

随分違うと思います。 

（事務局）若い方は市役所も行かないですよね。 

（委員）でも、暮らしの中で困ったことがあれば、市役所に聞けば何らかしら教えてもらえるって思っ

ていますけど。若い方も、よろずじゃないですけど、とりあえず聞いてみようってなると良いです。 

（事務局）御意見いただいた 10 歳代の人のＤＶカードの認知が低いということは、検討する内容にな

ります。 

（会長）自由回答のところに男性のＤＶ被害者が相談しにくいというのがあったのですが、相談窓口は

男性被害者でも受けるのでしたか。 

（事務局）平塚市の女性のための相談窓口では受けないです。平塚市は女性の相談員が女性の相談を受
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けるとしています。神奈川県では男性相談もやっているので、男性が来られた場合はそちらを御案

内しています。政令市だと男性の相談も、曜日などを決めてやっているようなところもありますが、

平塚市規模で男性相談を置いても、そうそうはないのではないかと思っています。 

（会長）神奈川県はあります。外国語とかもありました。 

（事務局）外国語については、平塚市はこの２月からタブレットで多言語対応するようになったので、

相談はできると考えています。 

（会長）戻りますけど、問３で「デートＤＶ」はそんなに認知はなかったですね。ＤＶは知っていても、

デートＤＶは知らない。逆に、若い人は知っているのかな。啓発も若い人向けにやっているのです

か。 

（事務局）そうです。ＤＶ防止は若年層からの教育が必要なので、中高生にデートＤＶ防止講座をやっ

ています。「デートＤＶ」の認知度は 10歳代 75％。年齢が下がるにつれて認知度は高くなりますが、

30歳代でも 40％台、60代は 31.5％です。 

（事務局）こちらも戻りますが、最初に会長が質問された、市内、市外の正規就労者の割合ですが、正

規職員の女性で市内に勤めている人は 46.2％、市外は 50％で半々くらい。男性は市外の方が多く、

３：６くらいで、市内 34％、市外 63％です。 

（委員）やはり、男女平等とか男女共同参画みたいな意識を、若い世代のうちから意識するような、教

育なのか環境作りなのか分かりませんが、なかなか年齢を重ねてきてしまうと、考えや行動が固ま

ってしまうところがあるので、若いところに啓発活動をしていく。長い目になってしまうこともあ

りますが、そういうのも必要かなと思います。 

（事務局）若い人に教育をして、ですね。そう考えると、将来新しい概念が出てきた時に、今ある考え

方でいる自分たちが重しになっていないかというような、そういうところも繰り返されることだと

思うので、柔軟な頭、感覚というのは皆大事だと思います。今はそういう考えがあるんだ、という

受け入れでも良いと思うので、そういったことができると良いなと思います。 

（委員）後は、相手を尊重するというか。それがあると、男性だって女性に優しくなる、女性も。ただ

平等でしょうと言うだけでなくて。そういうちょっとした幅があると、なおさら良いのではないで

しょうか。 

（会長）他にはよろしいでしょうか。来年度はプランの前期の評価と後期に向けた見直しになります。

今日の意見を活かしていければと思います。これで本日の議題を終わります。 

４事務連絡 

５開会 

（事務局）それでは、以上をもちまして、第３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  


