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令和２年度 

第３回草津市男女共同参画審議会 会議録（概要） 

■日時： 

 令和３年１月７日（木）１０時００分～１１時３０分 

■場所： 

 市役所 ２階 特大会議室 

■出席委員： 

筒井委員（会長）、重原委員（副会長）、今里委員、植村委員、 

宇野（彰一）委員、宇野（房子）委員、窪田委員、杉江委員、 

髙井委員、中委員、谷口委員、前野委員、松村委員 

■欠席委員： 

 山本委員、中島委員 

■事務局： 

 田中部長、柴田副部長、大野課長補佐 

■傍聴者： 

１人 

 

１．開会 

【事務局】 

 第３回草津市男女共同参画審議会を開催いたします。本日の審議会は欠席者が２名で

あり委員の半数以上が出席していることから、草津市男女共同参画審議会規則第３条第

２項により審議会の成立を報告申し上げます。 

  

 

２．議題  

（１）第４次草津市男女共同参画推進計画（案）について 

【会長】 

 計画案の審議は本日が最終です。皆様のご意見を可能な限り反映いただいております。
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本日は数値目標を中心に説明いただき、議論いただきます。それでは、事務局より議題（１）

「第４次草津市男女共同参画計画（案）について」の説明をお願いします。 

―事務局より説明（資料１～資料５）― 

【会長】 

 ご意見、ご質問がございましたらお願いします。 

【Ａ委員】 

 「男女共同参画に関する研修等の開催回数および参加者数」の数値目標が 12 回です

が、毎月開催されるのでしょうか。 

「女性の正社員率」は家族従業員や自営業を除くということですが、私はむしろ正社

員より自営業の女性のほうが自立されていると思っています。自営業は対象から除かな

くても良いのではないでしょうか。草津市では女性の起業支援もされているので、対象

に含められてはいかがでしょうか。 

「市の子宮がんの検診受診率」は「子宮頸がん」ではありませんか。計画案中に「子

宮頸がん」と表記されている箇所もありますので、どちらでしょうか。また、数値目標

はもう少し高くても良いのではないでしょうか。 

【事務局】 

 「男女共同参画に関する研修等の開催回数および参加者数」について、研修等開催回

数は年間 12 回ですが毎月実施するということではありません。シリーズの連続した研

修も考えています。 

「女性の正社員率」については、非正規雇用の社員が多いことが課題になっており、

そのため女性の収入が低い現実がございます。それを課題として目標を設定しているの

で、自営業を除く正社員率といたしました。市では起業塾を実施しており、起業にも力

を入れていますが、ここは特に非正規雇用を少なくするという意味でございます。 

「子宮がん」か「子宮頸がん」かについては、前回計画の目標設定では「子宮頸がん」

となっていますので、確認いたします。また、がん検診の数値目標は担当課が示してい

ますが、もう一度担当課と相談いたします。 

【会長】 

 正社員率をどう扱って良いかということでは、数値が上がればそれで良いというものは、

おそらくこの数値目標の中に一つもなく、あくまで参考程度ということですが、確かに非

正社員割合が問題なら、全体の就業者の中の非正社員率を考慮すればほぼ同じですが、わ

かりやすいかもしれません。自営業の中にもいろいろな方がいらっしゃるので判断が難し

いですね。家族従業の場合、ものすごく働きやすい家族従業の方もいれば従属的な働き方

をされている方もいらっしゃるので、個々の数値からだけで判断することはありませんが、

どの数値を出すかは象徴的な意味合いがあります。子宮がん検診の受診率も含めて検討の

余地があれば、微修正かもしれませんが検討をお願いします。 
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【Ｂ委員】 

「25～44 歳における女性の就業率」の数値目標設定の理由に「草津市国調ベースとの乖

離 91.6％」と書かれていますが、平成 27年度の実績と比べての実績でしょうか。 

【事務局】 

平成 27年度の実績ベースです。 

【Ｂ委員】 

 そこを基準にして、そこと同じ比率で国より草津市の就業率が低い状態を維持したと

してということでしょうか。 

【事務局】 

はい。 

【Ｃ委員】 

「教職員における男女共同参画およびハラスメントに関する研修の参加者数および参加

率」について、市教委主催の管理職および各校の相談員対象の研修と、一般の教職員対象

のものは各学校が主催ということですね。一般教職員は各学校で研修を行なうということ

ですが、学校の中でハラスメントが起こることが多いので、学校の中での研修は効果があ

るのでしょうか。一般教職員に対しても市教委が研修を行なっていただくほうが本来は良

いのではないでしょうか。管理職と相談員は市教委で、一般教職員は学校で受けるとなる

と効果はどうなのでしょうか。 

【Ｂ委員】 

研修の回数ややり方をどのように考えたら良いのかわかりませんが、学校現場でもハラ

スメントがあったということで、防止に向けて委員会を行なっています。その中で実効性

のある研修をどういう形で行うか協議しているところなので、おそらくそれを踏まえて具

体的に決まると思います。現段階で数値目標を設定せざるを得ず、こういう形で書かれて

いると思います。管理職、相談員対象は市教委主催で、一般教職員は各学校主催と分けて

行うと決まっているわけではありませんが、一般教職員対象の研修については教職員を一

斉に集めて行うことは現場も難しく、各学校で行われることがあるのでこういう書き方に

なっていると思います。具体的にやり方が決まっているわけではありません。 

【会長】 

 数値目標設定の理由が規定的な書き方をされていることに関して、おそらく強制力は

何もないと思いますが、誤解がないようにできればと良いと思います。 

【Ｄ委員】 

現在学校現場では年９回ハラスメントに関する研修を各学校で行っています。研修内容

は市教委に報告が求められています。次年度も引き続きハラスメントに関する研修を実施

することを市教委にお伝えしています。また、全ての小中学校の教職員は、初任者研修の

段階で男女共同参画の研修を必ず受けることになっています。 
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【会長】 

 数値目標設定の理由がこの通りにならなかった場合、それ自体が問題になるわけでは

ありません。問題は、ハラスメントに関する研修が実際行われなかったとか、あまりに

も少ないとか、誰の目から見てもおかしい状況がないように、そういう意味合いで数値

目標が参考的に置かれていると思います。その点が確認できれば良いと思いますが、事

務局はどうでしょうか。実際に行政や学校現場で規定されることによって問題が生じな

ければ良いと思います。 

【事務局】 

 現在、ハラスメントゼロ委員会を開催しており、そこで具体的なことを決めています。

また、全国でも教員の資質がクローズアップされている一方で、県でもパワハラで注意

を受けたり処分されたりする事案もございます。県教委、市で実態調査を行い、いろい

ろな問題がクローズアップされています。そういう状況で研修がおろそかになることは

ないと考えています。計画自体は中間年に見直しを行いますので、そういう機会を捉え

てチェックいたします。 

【Ｅ委員】 

 「女性の総合相談窓口」相談延件数およびＤＶ相談件数」について、件数を増やすと

いう目標は果たしてどうなのでしょうか。相談窓口を知ってどれだけの人が相談に来た

のか、その割合を増やすほうが良いのではないでしょうか。件数を増やすのは理解しが

たく感じます。いろいろな事案が自分に降りかかった時、相談先が分からなくてそのま

まの人が多いかもしれません。市や民間にこういう場所があるとか、検索してお越しに

なる方もいらっしゃるので、件数を増やすというのはどうなのでしょうか。「増えた」

というのは事案が増えたと受けとるだけになるのか、潜在的にまだまだ言えない方もい

らっしゃるので、この数値目標はどうなのでしょうか。 

「市の乳がんの検診受診率」と「市の子宮がんの検診受診率」は、もともと平成 26

年度にはすごく数値が高く、これだけの人が利用されていたにもかかわらず目標が落ち

ていることに対して、もう少し数値を上げても良いのではないでしょうか。 

【会長】  

「市の乳がんの検診受診率」と「市の子宮がんの検診受診率」は、調査基準が変わっ

たのだと思いますが、そのことの注意書きがないのでわからなくなっていますね。 

【事務局】 

 相談窓口の件数が上がることについて目標にするのはおかしいのではないかという

ご意見は、確かにそのようなところもございます。今度男女共同参画センターが本庁か

ら離れた所にできますが、そちらの相談件数が減るというのは、周知が進まないことが

問題だと思います。カウンセリングも行なう予定をしていますので、一旦はセンターに

移行して今までよりたくさん周知を図り来ていただきたいということで多い設定にし

ています。ただし、「「女性の総合相談窓口」相談延件数およびＤＶ相談件数」、「男女共
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同参画課の「女性の総合相談窓口」を知っている人の割合」、「ＤＶの対処方法として「ど

こにも相談しなかった」人の割合」を総合的に見て、「「女性の総合相談窓口」相談延件

数およびＤＶ相談件数」が減っても「男女共同参画課の「女性の総合相談窓口」を知っ

ている人の割合」、「ＤＶの対処方法として「どこにも相談しなかった」人の割合」が目

標に近づくことが大事だと思います。 

 「市の乳がんの検診受診率」と「市の子宮がんの検診受診率」について、平成 27 年

度の実績は基準が違います。平成 28 年度の実績は記載が新旧と別れており、新しい基

準は下段の数値ですので、参考としてこちらをご覧ください。 

【会長】 

欄外に基準が変わったことについて注意書きがありましたね。（欄外ではなく）数値目標

設定理由に注意書きがあれば誤解がないと思います。私も（欄外の注意書きに）気がつ

きませんでした。 

たしかにＤＶの相談件数は数値目標として難しいですね。どんな調査をしても、おそら

く把握できないところに問題があります。（相談件数は）相談窓口の周知や相談の敷居を下

げるＰＲの結果出てくる数値ですので、そこを行うための参考値だと思います。たしかに

パッとみて増えていれば良いのかどうかということはありますね。 

【Ｃ委員】 

 相談件数ではなく、対応件数を増やす目標にしてはどうでしょうか。市としてこれだ

けの対応をしたいと思っています、ということを目標にしてはどうでしょうか。 

【Ａ委員】 

 相談窓口は何カ所あり、どのような形態でされていますか。 

【事務局】 

 男女共同参画課で開いております、女性の相談窓口及びＤＶ相談です。センターに移

行しても、男女共同参画センターにおける一般相談とカウンセリングの相談の合計数に

なります。 

【Ａ委員】 

 産婦人科の問診で相談窓口をＰＲされたら誘導できるのではないでしょうか。人が集

まるところでＰＲしてはどうかということと、健診でＰＲすれば男性も相談できるので、

いかがでしょうか。 

【Ｆ委員】 

 女性の総合相談窓口の件数を増やすことでは、おそらく来にくい方をいかに拾い上げ

るかが大事だと思います。仕事の相談者のお悩みは、仕事のことだけでなく子育てやご

主人との関係等幅広くなっています。それをクリアしないと仕事ができないという状況

もございます。草津市は他府県から転入される方が多く、前に住んでいた所と違い、ど

こに相談すれば良いかわからないと結構おっしゃられます。以前住んでいた場所の保育

園の先生に相談したいくらいだとおっしゃる方もいらっしゃいます。何かが起こった時
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にここに行けば相談できるという周知をいかにできるかによって、来にくい人も来やす

くなると思います。また、横の連携が必要です。私たちも相談を受けてどこに回したら

良いかを常に知っておく必要がございます。仕組みづくりと関わる人の横の連携が必要

です。 

【副会長】 

男女共同参画センターが５月に開設されますので、そこが拠点になると思います。そこ

の機能を充実してアピールすることです。センターができるならもっと充実したことをし

て、宣伝をきめ細かくしないと、一部の人が知っているだけでは今までのやり方と一緒で

す。宣伝をしてほしいです。市ももっとアピールする手立てをしてほしいと思います。 

【事務局】 

男女共同参画センターが５月からオープンしますが、まだまだご存じない方も多いと

思います。センターを周知することで自ずと総合相談窓口の周知にもつながると思いま

すので、できるだけ広報やホームページ等いろいろな媒体を使って工夫いたします。 

【Ｇ委員】 

 数値に関して、ポイントと％の数値の扱いが分かりにくいです。また、数値目標が低

い方が良い、高い方が良いということが混在しています。見た人全員が低ければ良くて

高ければ良くないとか、その逆を明確に把握できるでしょうか。もう少し工夫をしない

と、例えばパッ見た時に「「男は仕事、女は家庭」と考える市民の割合」は既に目標が

達成しているように見えなくもありません。なんとなくわかる人もいればわからない人

もいるし、もう少し細かい工夫がほしいです。数値目標にするなら、しっかり数値を出

したほうが良いのではないでしょうか。 

「待機児童数」の数値目標の設定理由はわかりますが、これではぼやけています。総

定員で０という捉え方で目標を立てているのか、学区ごとで定員が満たされて０とされ

ているのかをしっかり明記しないと、他の学区に預けないといけないから預けられない

とか、そういうものでは０という意味がないと思いますので、その辺はどうなのでしょ

うか。 

【Ｈ委員】 

市民にこの数値目標をどのような形で出されるのでしょうか。もう少し説明があると、

こういう理由でこういう数値に設定していることを順序立てて詳しくわかりやすく説明さ

れると、非常にわかりやすいと思います。 

【事務局】 

数値目標設定理由にポイントと％が混在していてわかりにくいというご意見はごもっと

もです。全部を％にするとわかりやすかったと思います。こちらは資料で計画書には掲載

しませんので、資料の修正をいたします。 

【会長】 

 用語として％とポイントの混在は仕方がありません。％は引き算するとポイントと表
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します。数値目標の設定の仕方に対するご意見だと思います。 

【事務局】 

計画書の 43ページに目標数値の設定とその理由を書いています。最終的に数値が上がる

と良いのか下がると良いのかは、項目をよく読まないと把握できないのはごもっともなご

意見です。そこで、注釈で設定理由を詳しく書くのが良いのか、そもそも項目を反対に「「男

は仕事、女は家庭」と考えない市民の割合」というふうに置き直すほうが良いでしょうか。 

【副会長】 

市民にお知らせする細かい点はこれを読めばわかるということと、いつも概要版があり

ますよね。概要版にわかりやすく説明をつけて数値や理由の説明を付けられたらわかりや

すくて良いのではないでしょうか。市民にお知らせする時は概要版が作られるので、そこ

により詳しくわかりやすい文言や絵で示し、読んでもらいやすく手に取ってもらいやすく

するようにされてはどうでしょうか。 

【事務局】 

現在概要版を作成中ですので、わかりやすい表現で数値目標を説明いたします。 

【Ｉ委員】 

例えば、「〇％以上」とか「〇％以下」とすれば数値目標がはっきりしないでしょう

か。そういう明記があっても良いと思います。増えるほうが良いものは「以上」、減ら

すほうが良いものは「以下」とすれば、文言をたくさん書くより良いのではないでしょ

うか。 

【会長】 

 ちょっとした追加でわかりやすくなるのであれば工夫していただきたいと思います。

意識を目標にするのは実は非常に微妙なことです。「男は仕事、女は家庭」と考えるこ

とが良くないかと言われれば非常に難しく、これだけで本が１冊位書けるような難しい

問題で、あまり深く突っ込めないところです。ただ、現状に即して性別役割分業が社会

全体に対して関心のある価値観になりつつあることは確かです。これが達成できないか

ら良くないということではなく、参考程度にということだと思います。「以下」「以上」

を付けられるようならお願いします。 

【Ｃ委員】 

一般市民の目線で見ると数値目標はわかりにくいと思います。基本的には、草津市が最

終目標をどこに置くか書かれると良いのではないでしょうか。 

【会長】 

文章がたくさん付け足せるようなところでは「最終的には」ということも書けると思

うので、よろしくお願いします。わかりやすさは大事ですね。わかりやすくしようとす

るために文章が長くなることもあるので難しいですが、シンプルにわかりやすく工夫で

きるところは改善してください。数値目標の設定の根拠がわからないというのは確かに

そうだと思います。事務局からもどう設定すれば良いのかわからないと相談を受けまし
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たが、ある程度仕方ないと思います。検討する余地がないわけではないと思います。 

【事務局】 

 待機児童の定義が公式に出るのが夏頃であり、数値が実態と合わないところが確かに

ございます。令和元年度の実績７０人というのは、令和元年４月の待機児童数です。現

在は令和２年度４月現在２３名で少し減っています。７０人は災害の影響で鉄骨の需要

が逼迫して供給が追い付かず、４月１日の開園に間に合わず大きな数字になっています。

子ども・子育て支援事業計画に基づいて需要と供給を一致させる施策をとっていますの

で、おそらく令和３年度は０に近い数字になると思います。学区ごとにもちろん近い所

をご希望される場合、それが自宅であったり職場であったりしますが、草津市では市域

全体で１つという考え方をとっています。ご自身のライフスタイルに合わせて第１希望

から第３希望を書いていただき、その中で空いている所へ入っていただきますので、数

字はここに書いている通りとご理解ください。 

【会長】 

 保育は待機児童数がどこの自治体でも国全体でも目標数値に設定しているので、あっ

てもおかしくないと思います。もしとれれば、「保活」に関してストレスがどれだけな

いかが必要だと思います。次期の課題としてご検討ください。ものすごくストレスフル

に保活した結果０なのかもしれないし、スムースにいっているのかもしれないという実

態は実は待機児童数からは見えてきません。 

【Ｊ委員】 

「平日の家事に関する生活時間の男女の差」について、「平日の家事に要する平均時間」

は何を根拠にされているのでしょうか。計りにくい項目ですがデータがあるのでしょうか。 

民児協としてコロナ禍において家庭内の虐待の相談を受けました。その際に福祉関係

のアドバイスをしましたが、話に出た相談窓口の周知の方法として、民生委員や主任児

童委員にも相談窓口が周知されることが大事だと思います。 

【事務局】 

令和２年３月に男女共同参画についてのアンケート調査報告書を出しております。その

中で、「あなたの生活時間についてお尋ねします。」という項目で、仕事の時間や家事の時

間を聞いております。アンケートは５年後にも同様の項目を設けて調査したいと思ってい

ます。アンケートの結果から平均時間が算出されており、アンケート結果に基づく数値に

なっています。具体的な数値を出すものがこれ以外になく、一番家事の男女の差がわかる

ものと考え設定しています。 

 相談窓口の民児協等への周知は社会福祉協議会と相談させていただきます。 

【会長】 

 他にご意見、ご質問等ございますか。［質疑等なし］ 

 それでは以上といたします。 
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（２）  草津市立男女共同参画センターの愛称について（報告） 

【会長】 

 事務局より報告をお願いします。 

―事務局より説明（資料６）― 

 

３．その他 答申について 

【会長】 

これまで審議いただいた内容をまとめて、市長に答申し提出することになります。本日

のご意見を踏まえて事務局と修正をし、その上で答申させていただきます。修正案を皆様

にご提示して意見をいただくプロセスを何度も行なうわけにもまいりません。十分に審議

いただいたと思いますので、本日のご意見に関して私と事務局で極力反映できるよう調整

いたします。一任いただけますか。［異議なし］ 

 ありがとうございます。事務局と調整し、私が代表して審議会から市へ答申させてい

ただきます。 

【事務局】 

 今後は審議会から答申をいただいた後に２月にパブリックコメントを実施し、提出さ

れた意見により判断し計画内容が変わる場合は４月頃に審議会を開催させていただき

ます。もし大きな変更がなければ開催を省略させていただきます。 

【事務局（総合政策部長）挨拶】 

３回にわたり慎重なご審議をありがとうございました。今年度はコロナ禍において審議

会の開催が危ぶまれましたが皆様の感染防止対策への協力をいただきながら、慎重なご

議論を重ねていただき改めて御礼申し上げます。後日、答申を基に第４次男女共同参画

推進計画を策定し、本市が目指すべき男女共同参画社会の実現に努めてまいります。今

後とも引き続きご協議、お力添えを賜りますようお願いを申し上げます。５月には男女

共同参画センター「あい・ふらっと」もオープンいたします。移転後も引き続き本市の

まちづくりに御理解と御協力を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

 ―閉会― 


