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第２回糸魚川市男女共同参画推進委員会会議録 
                                      （平成 29年度） 

日 平成 30年３月 28日 時間 15:00～17:00 場所 市役所２階会議室 

件 

名 

次第 別紙資料のとおり 

出 

席 

者 

【出席者】 ８人（以下敬称略） 

猪又千恵子、岩田福夫、大島昌枝、倉又富美子、中村由美子、長谷川仁基 

早川正明、山田貴子 

【欠席者】 ２人 五十川淳一、岩崎千穂 

【事務局】 環境生活課 五十嵐課長、木島係長、石崎主査 

傍聴者定員 ５人 傍聴者数 ０人 

会議要旨 

１ 開 会（15:00）  

２ 委員長あいさつ 

３ 協議事項 

⑴ 第２次いといがわ男女共同参画プラン事業の進捗について 

  事務局より説明 

≪説明内容≫  

第１回委員会で決定した進行管理を行う事業について、再度説明。 

Ⅰ－⑴  

①パパマママタニティスクール 

 ②家庭教育支援事業 

Ⅰ－⑶ ワーク・ライフ・バランス推進事業 

Ⅱ－⑴  健康診査受診促進事業 

Ⅱ－⑵ 高齢者及び障がい者虐待防止対策の推進 

 Ⅱ－⑶に記載の「地域支え合い推進に関する事業」についても関連するため進行管理を行う。 

Ⅲ－⑴  病後児保育事業 

 

≪協議≫ 

Ⅰ－⑴ ①パパマママタニティスクール 

(委員)パパマママタニティスクールの開催日時や曜日はいつ行っているのか。 

(事務局) 今年度のマタニティスクールについては、パートⅠ、Ⅱ、Ⅲの３回にわかれている

が、Ⅰについては平日の 13時 30分から 15時 30分まで、Ⅱは平日の 9時 30分から 15時。内

容が妊娠中の栄養ということで調理実習を含めたものとなっている。Ⅲは平日、午前中 9 時

30分から 12時までとなっており、内容は沐浴実習、産後の育児となっている。 

パパマママタニティスクールについては、年３回の実施となっており、開催日は土曜日となっ

ており、父親となる方のお仕事の都合により多く参加できるように土曜日開催となっている。

時間は、9時 30分から 14時となっている。 

(委員)来年度も同じような曜日、時間で行う予定でいるのか。 
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(事務局) ほぼ同じ時間帯等で開催予定かと思うが、パパマママタニティスクールの時間を少

し増やすということで担当課からは聞いている。 

(委員) 平成 27 年度から平成 28 年度について、参加者人数が減ったのは子供が生れる人数が

減ったためか。 

(事務局)減った人数についての理由については担当課に確認をさせていただく。 

(委員)パパマママタニティスクールの参加者の人数が、男性、女性ともにほぼ同数であるとい

うことで、保育園・幼稚園等の卒園式などの儀式的なものにも、ここ数年パパの参加も見られ

ることから、意識が高まってきているのかなと思っている。自分の身近な身内でも、自分の時

代は子供が病気をすれば一人で病院へ連れていったりしたが、今は病院へも二人で連れて行っ

たりしていて、そういった意味でも、男性の育児の参加の意識が高まっているなと思っていた。

妊娠スタートの参加率とギャップを感じる。 

(委員) 前回の会議の中で出た意見では、小さい時のパパの育児参加はあるが、子供が小学校

にあがってからの参加が減ってくるということで、パパマママタニティスクールから家庭教育

支援事業に上手く連動しているなと私は思った。特に、来年度の予定のところで、パパマママ

タニティスクールでは早い時期にメディアの危険を知らせていきたいというのがあったが、本

当にそうで、私も子供たちと関わっていて、そう感じていたので文章化して示していただいて、

本当に嬉しかった。それと、また家庭教育のほうで、父親も子供の家庭教育に携わっていくこ

とが本当に大切なんだよということをずっとつなげていくということがこの計画では見られ

て、私はその点からとても良いなと思った。小学校ではコミュニティスクールとか入るが、こ

ういうことも併せて、父親が子育てにずっと継続して関わっていくという大切さもそういう中

にいれていっていただければいいなと思っている。また、市役所が事業を行うと、その後必ず

アンケートをとっているが、参加者のニーズや意見を聞いて来年度の事業に取り入れようとし

ている。 

(委員) マタニティスクールは平日に行っているが、仕事の有無なども何か統計を取っている

のか。 

(事務局) 担当課に確認をしてみる。確かに平日開催ということとなっているので、仕事があ

る方がなかなか難しいのもあるかとは思う。 

(委員) こういったものもあるので、企業側が休みを取りやすくするような理解も必要なのか

なと思った。 

(委員) 今の課題のところで、今後祖父母を巻き込んだ事業と書いてあるが、具体的なことは

考えているのか。 

(事務局)マタニティスクールの中では、おばあちゃんを対象に育児教室を行っているので、そ

れを引き続き継続して行っていくことだと思う。以前は、お母さんに一番に育児の比重があっ

たところを、パパママに拡げ、さらにおばあちゃん、そしておじいちゃんにも参加してもらお

うということだと思う。 

(委員) おばあちゃん対象ということで、確かに昔の子育てと今の子育ては、やり方が違うと

いうところで、高齢者も子育てをするということで不安がかなり強い。やり方が違うと、お嫁

さんの方から違うよと言われてしまう。すごく良い事業を計画されているなと思うので、ぜひ

やっていただきたいと思う。 

(委員) ママだけのマタニティスクールの参加率が少ないというのは、初産でもあり、また一
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人でそういったところに出るということがまだ慣れていないという方たちが、パパと一緒なら

ということでパパマママタニティスクールに出るということが多いのではないかと思う。 

また、おばあちゃんと一緒に聞くということになると、おばあちゃんとママのマタニティスク

ールの数も増えるし、一人で行くということに抵抗がある方や、糸魚川の出身ではないお嫁さ

んにとっては、一人の参加は不安なのではないかなぁと思うので、おばあちゃんと一緒にとい

う取組みはとても良いなと思った。 

(委員) 広報での呼びかけはどのように行っているのか。富山や上越の産婦人科に行く方も多

いので、そういった所に話はしてあるのか。 

(事務局)母子手帳を取りに来られた時のご案内になるかと思う。 

(委員) 私たちが以前もらった何歳児健診などの予定が入った一覧表が各病院に貼ってあると

良いなと思う。市から出ているお知らせが病院に貼ってあると目にとまって助かる。 

(事務局) 乳幼児健診等の書いてある保健カレンダーには、マタニティスクールの開催予定日

が書いてある。ハガキで対象者にご案内をしている。 

(委員) パパマママタニティスクールにおばあちゃんの参加というのはとても良いなと思って

いる。おせっかいをする方が少なくなっているので、子育てを終えた方たちがいろいろな育児

参加できる場所に出ていければ良いなと思った。 

Ⅰ－⑴②家庭教育支援事業 

(委員) 家庭教育支援事業についてもあわせてご意見をいただきたい。 

(委員) 子育て講演会の参加人数は大勢集まったようだ。 

(事務局) こちらは、各学校での開催となり、移行学級や就学時前健康診断などで講座を開催

している。 

(委員) 講師として行ったが、あの講演会にもお父さんの参加があるともっと広がるのになと

思った。   

(委員) 実績数値からすると目標を満たしていないように見えるが、目標数値のところで、こ

ども大会 1,000人となっているところが、事業変更でキッズフェスタとなったことで、実際は、

1,000人を引いた 1,090人が目標値となることから、子供が減ってきている中でも、実績を満

たしているということで、目標値がこのままだと苦しいのかなと思った。 

(委員) １回目、２回目だと同じような内容だと子供は参加しないのではないか。事業の内容

はどうなのか。 

(事務局) 子育て講座については、新１年生を対象にした講座になるので毎年対象者は変わる。 

(委員)同じ事業内容では子供は参加しなくなっていくと思うし、今後子供が減っていく中で、

この目標値の設定はなかなかハードルが高いのではないか。 

(事務局) おもしろい内容の事業であれば、リピーターのお子さんもいらっしゃるので、同じ

内容の事業に同じお子さんが参加しないということはないと思われる。 

(事務局) ただ、さきほどおっしゃられたように、目標値の中に、こども大会の参加目標人数

が含まれているので、今後、その同じ規模の事業をこの中で行っていかないのであれば、目標

値の見直しが必要かと思う。担当課には今後目標値については考えていただけるよう話をして

いきたい。 

(委員) キッズフェスタは、この中の事業にはなり得ないのか。 

(事務局) 今後は、青少年の事業の中へ移行して取り組んでいくとのことである。 
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 ●委員会評価 

 Ⅰ-⑴ 

① パパマママタニティスクール  

・目標の達成度Ｃ   

・今後の方向性２ 

計画通り取組んでもらい継続して行ってもらう。 

② 家庭教育支援事業 

・目標の達成度Ｃ  

・今後の方向性３ 

一部目標数値の見直しを行っていただき、今後も魅力ある事業を継続して行っていただきた 

い。 

 

Ⅰ－⑶ ワーク・ライフ・バランス推進事業 

(委員) ８者の目標値で２者の実績ということで、利用いただいのが、託児室の整備であった

り、女性用トイレの整備であったりということで女性が働きやすい環境を作っていくことは

良いことだなと思った。私の今まで勤めていた所でも、女性の具合が悪くなった時に休める

休憩室があるかないかで問題になったこともあったので、女性が過ごしやすい環境を作ると

いう視点はまだまだあるんだろうなと思ったが、それに目をつけた２者は素晴らしいなと思

った。ただ、もともと女性が希望する職種がないということと、そうであれば、一人だけい

る女性のために環境を整えるということはなかなか進まないと思うし、女性従業員を増やす

手を別に考えなければならないと思うから、それはまたこの事業とは違うことになるのか。 

(事務局) もともとの基幹産業が製造業・建設業であるが、その建設業に男性が働くという認

識を少し変えなければならないのかなという話は企業支援室の担当者とも話をしている。 

笠原建設さんのように建設現場に女性の建築士さんが働いているように、人手不足で悩んで

いる企業については、男性だけが働きやすい職場環境ではなく、女性も働きやすい職場環境

に改善していくということを、今後は企業側も意識として持っていかなければならないとい

うことを検討委員会の中であわせてお話しをし、推進していくということはしていきたい。 

小学生、中学生など早い段階で職業選択の時に、女子中学生とかが、機械を使えるのかっこ

いいとか思えるような見学会があるといいねという話を聞いていたし、レンタルのトイレな

どもあまり魅力がないが、女性のオペレーターがいるレンタルのトイレであると華やかだっ

たり、お花が飾ってあったりして魅力的だったりと、トイレ一つをとっても、これだったら

現場行きますという気持ちになったりするという。 

託児室、トイレ、休憩室、会社の玄関の装飾などいろいろなノウハウを出していくのも手な

のかなと思った。何を変えれば良いのかというのを打破するのも手なのかなと思うので、今

後の方向性があるのであれば、一部見直しが必要かなと思った。 

(委員) 検討委員にも男性ばかりでなく、女性もどんどん入ってほしい。男性の視点だけでは

なく女性の視点も必要だと思う。 

(委員) 建設業にいるが、ほとんど働いているのは男性である。私が思うには、ある程度働い

ている人は、実用主義でまあ働ければ良いじゃないかと思っているが、若い人たちは、ただ

働けるだけじゃなく、楽しく働きたいと思っている。自分がやってみて魅力的だなとか、ス
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タイリッシュだなとかそういうものを企業側もアピールしないとならない時代になってきて

いる。世代間のギャップがあると思う。大人である私たちは固定概念があるので、これで良

いだろうと思うが、若い人たちには、それが何て魅力のない会社なんだろうと思われている

のではないかと思う。ちょっとおもしろそうだなとか実用的なもののワンランク上の魅力的

な部分が職場にあるということを出していかないと、若い人たちや女性に選んでもらえない

ので、企業の努力もこれから必要なのかなと思った。 

(委員) 保育助手を募集していた時に、とても意欲的な女性にあった。保育助手の募集があっ

たので、「保育助手はどう。」と聞いたら、その女性は「いいえ。私はスタンドで働きたいん

です。」と答えた。危険物の資格も持っていてそこで働きたいととても意欲的だった。しかし、

実際彼女が面接を受けようと思うガソリンスタンドを思い浮かべると、やはり男性社会の会

社でトイレとかはどうなんだろうかと私は思った。私たちが思う以上に、若い母親や女性は

もしかしたら建設現場に憧れを持っているかもしれないと思った。トイレや更衣室などがも

う少ししっかりしていれば良いなと思ったし、そういった小さいスタンドでもこういった支

援を受けられるような制度であれば良いなと思った。 

(委員) 女性が希望する職場が少ない。なぜ女性の雇用が少ないのか。雇用されない理由はい

ろいろあると思う。企業によっては、女性の持ち味を活かして、女性をどんどん雇用してい

る企業もある。地域性やトップの考え方、女性と男性を比較した時のデメリットとか、その

辺を掘り下げていかないと企業も女性を雇用するということまで考えていかないのかなと

時々思う。しかし、女性の立場から考えると、女性にしかできないこともたくさんあると思

う。昔はお茶くみは女性だったが、今は男性もしている。トイレが女性向きに整備されたり、

託児室ができたり、そういったことができれば女性の希望する職場になるのかというと、そ

れは少し違うのではないかと思う。確かに、それは女性が働きやすくなる環境整備の一つの

手法ではあるが、まず雇用されない部分、女性は取らないよという意識がこの地域にあるの

ではないかとよく思う。そこら辺の根本的な部分を協議していかないといけないのではない

か。整備はその次の段階ではないか。整備をして雇用をするのか、雇用されて整備するのか。

女性の雇用が増えれば、１人より２人で、自分たちでトイレを良くしようという発想も生ま

れるだろう。先ほど説明があった推進宣言事業所はどういった企業が登録しているのか。 

(事務局) 株式会社笠原建設、信越ポリマー糸魚川工場、株式会社後藤組、株式会社ハピー、

グローバルフーズ株式会社、株式会社カネカ、創和ジャステック建設株式会社、社会福祉法

人ひすい福祉会、有限会社青海ガス水道公社、デンカ株式会社青海工場となっている。 

先ほどのお話の中にもあったが、企業のトップの方の考えというのは大きな影響を与えると

いうことはあると思っているので、こういった推進宣言事業所の方たちとそういった部分に

ついてもお話しできる機会を作っていければなと思っている。 

(委員)今ほどの話と似たところもあるが、女性の雇用についても、障がい者雇用についても、

やはり企業の方の不安度が高い。受ける方がどのように対処したらよいのかという不安感を

持っているので、その部分を解消していかなければ雇用に結びついていかない。障がい者に

ついても同じような状況となっているので、その部分について力を入れていかなければいけ

ないなと思っている。 

(委員) ハローワークと商工会さんと話をする機会があった。その中で、ハローワークさんで

は、障がい者の雇用の比率が上がるという話があった。従業員が 100 人以上の企業で雇用比



- 6 - 

 

率を満たしていないと、障がい者雇用納付金というのが徴収されることとなっているという

話だったが、それでもなかなか雇用が進まないという話であった。業種によって働いていた

だけるかということもあるだろうし、障がい者の方の等級の症状などにもよるだろうとは思

うが、ハローワークの方のお話を聞いてもその辺はなかなか進まないということでお悩みで

あった。 

●委員会評価 

Ⅰ－⑶ ワーク・ライフ・バランス推進事業 

・目標の達成度Ｃ  

・今後の方向性３ 

トップの考え方等の意識の部分についての啓発推進についてもあわせて行う必要がある。 

  

Ⅱ－⑴ 生涯を通じた男女の健康支援 

(委員) 大腸がんの無料クーポン券配布については、対象年齢はどうなっているのか。 

(事務局) 男女問わず、41歳の方が対象となっている。 

(委員) 無料クーポン券をもらった人は、健診を受けたら報告をするのか。 

(事務局) 健診を受ける際に、クーポン券を持っていくと思うので、そこで受診した人につい

ては把握できているのではないかと思う。 

  (委員) 無料券配布については、とてもすごいサービスだと思う。 

  (委員) 健診は、決められた日に行って、受診するものか。 

  (事務局）集団健診については、日程が決まっており、受診いただくようになっている。また 

それ以外にも施設で健診を受けることもできる。 

●委員会評価 

Ⅱ-⑴ 健康診査受診促進事業 

・目標の達成度Ｂ 

・今後の方向性２ 

 無料クーポン券の配布など、素晴らしいサービスだと思うので、引き続き継続をお願いした 

い。 

 

Ⅱ-⑵ 高齢者及び障がい者虐待防止対策の推進 

Ⅱ-⑶ 地域支え合い推進に関する事業 

(委員) 障がい者虐待に関する通報について、どのように連絡が入ったのか。 

(事務局)市の方への通報と警察を介してとの通報と聞いている。 

(委員) 認定１件ということだが、その後は改善されたのか。 

(事務局) 1件虐待が認められたので、確認をし対応したとのことである。 

(委員) 認知症の地域の見守りだが、郵便局も民営化になる前は、安否確認というのがあり、

民営化になりやめたが、今年度から市役所さんとこういった安否確認の提携を行うというよう

な話を聞いている。当時は、山間地の方へ行くと、昼間は家の鍵が開いていることが多いので、

郵便をポストに入れるのではなくて、お家の玄関先で声をかける。家の奥から声がすれば、そ

れで元気だと確認できる。あとは、新聞や郵便が何日もたまっていて、それが長い期間であり

郵便受けに入れることができないような状態であるようであれば、上司に報告をしたり、そう
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いったところを行っていた。また、郵便を届ける際にお話しをしていると、お茶でも飲んでい

きないという話にもなったりするので、そういった人と話すということも認知症の予防になる

のではないかなとも思う。 

(委員) 地区の嘱託員をやっていた時に、月２回とかのペースで配布物が市からくる。配りな

がら、地域の方の見守りの意味もあるんだなと思いながら配っていた。一人暮らし世帯が増え

てきているので、声をかけるようにしていた。声をかけて、気配がすれば安心だなと思ってい

た。市の方でも、こんなに多くの回数を行ってもらっていて、地域の住民としてもがんばらな

ければならないなと思った。 

(事務局) 見守りについては、やはり、あまり来てくれるなという方もいらっしゃる。そうい

った方の場合は、夜、電気がついているなとか、地区の会合に出ているなとか、ゴミ出しをし

ているなということで確認を行っているということで、そういう見守りについてもこちらの訪

問回数には含んでいる。 

(委員) 確かに、タイプがあると思う。来てもらって嬉しいタイプと、嫌がるタイプとがある。

喜ぶ人は、一人暮らしのお弁当をもらうと嬉しくて、２回にわけて食べるとか報告があったり、

中には、そんなの持ってこなくてもいいという方がいたりするので、安否確認をする方も大変

だなと思う。それぞれいろんな方達がいて受け止め方が違うが、とても大事なことだと思う。

また、認知症予防の講演会は人が多く集まると聞くので、関心はあるのだと思う。いつか自分

がそうなったらどうしようということで聞くのだと思うが、そうなった時の対応というのがな

かなか難しいのかなと思う。 

(委員) 自分がなっているという自覚がない方もいらっしゃる。そういった方がお一人暮らし

であると、不便さもあるだろうし、ふらっとお一人で出かけられてしまうと怖い面もある。 

(委員) 地域の支え合いはとても大切なことで、行政もそこに力を注いでいくということはと

ても大切だと思っている。 

●委員会評価 

Ⅱ-⑵ 高齢者及び障がい者虐待防止対策の推進 

 ・目標の達成度Ｂ 

 ・今後の方向性２ 

  継続的に対応いただきたい。 

Ⅱ-⑶ 地域支え合い推進に関する事業 

・目標の達成度Ｂ 

・今後の方向性１ 

 地域の支え合いはとても大切であり、引き続き継続した取組みさらに充実強化をお願いした 

い。 

Ⅲ-⑴ 病後児保育事業 

(委員)制度の啓発が進んでいないという部分があるようにも感じられる。また利用率が少ない

ということも、利用料金の金額なども考えられるのではないか。 

(事務局) 主管課でもまだ調査を行っていないので、利用率が少ないのが、周知不足なのか利

用料金額なのか、それともニーズが少ないのか、今後つかんでいく必要があると思う。 

不明な部分もあるので、今後、病児保育とともに検討していく事業である。 

(委員) 回復期というのもあいまいなのだろうか。 
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(委員) 上越にもそういった所があるが、子供がその場所に行きたくないという場合があ 

る。病気だと余計に行くのをいやがる。利用２人というのは、いろいろな理由が含まれている

と思う。ただ、こういう場所があるということは、親にとっては安心できる部分でもあると思

う。本当に困った時に預けられるというのはありがたいと思う。 

(委員) 小さい子供を預かる場所としては、これだけインフルエンザや胃腸炎などが流行った

のに利用する人が少なかったということは良かった。 

(事務局) 病後児保育となるので、ほぼ治った状態であるので、感染症は流行ったが利用がな 

いということも考えられる。病児保育についての利用人数も増えてきていると担当課からは聞

いているので、そちらとあわせて今後検討していく事業となる。 

●委員会評価 

Ⅲ-⑴ 病後児保育事業 

・目標の達成度 評価なし 

 ・今後の方向性２ 

計画どおり取り組んでいただくが、利用率が低いので、ニーズ調査等を行っていただき、今 

後の事業について検討いただきたい。 

 

４ その他 

 ・事務局から連絡 

 平成 30年６月 30日をもって、今回の委員の任期は終了となる。 

 

５ 閉会（17：00） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


