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第 10期第２回神奈川県男女共同参画審議会 議事録 

 

日時：令和３年 10月 28日（木）15：00〜17：00  

場所：オンライン 

 

〇事務局から、12名の委員中８名の委員に出席いただき、会が成立する旨を確認。 

○共生推進本部室長の挨拶、第 10期委員紹介の後、議事を行った。 

 

＜岩田会長＞ 

初めてお目にかかる方もいらっしゃいますがどうぞよろしくお願いいたします。 

神奈川県庁は、昨年からコロナ対応に全庁を挙げて最優先で取り組まれるということで、当審議会は残

念ながら、ほぼ一年半実質的には開かれないという状況になってしまいました。しかし、今年度から来年

度にかけては、男女共同参画推進プランの改定の時期に当たっており、次のプランをどう作り上げてい

くかということは、神奈川県の今後の男女共同参画推進の大きな方向性を決めることとなりますので、

当審議会にとって最も大事な仕事と言っていいと思います。そういうタイミングで、オンラインではあ

りますが、審議会を対面で再開できることになり本当に嬉しく思っています。審議会の運営の方針です

が、予定調和的な議論はしたくないと思っておりますので、皆さんそれぞれのご見識ご経験を踏まえて、

是非積極的にご発言いただきたいと願っております。 

それでは審議を始めたいと思いますが、今日の議題は二つあります。一つは、かながわ男女共同参画推

進プランの改定について１回目の議論をするということ、もう一つは、ライフキャリア教育かながわモ

デル発信事業の検証見直しについてです。およその時間配分ですが、男女共同参画推進プランの改定の

方に時間を割きたいと思っておりますので、進行にご協力いただきたいと思います。 

それでは、一つ目の議題に入りたいと思います。事務局から説明をお願いします。 

 

＜事務局＞ 

資料１から資料３に基づき説明を行う。 

 

＜岩田会長＞ 

それでは、皆さんのご意見を是非お出しいただきたいと思います。説明のとおり、今年度と来年度を通

じて合計で７回議論をいたしますが、今日は１回目であり、何か方向性を出すとか、意見をまとめるとい

った段階では全くありません。現在の男女共同参画推進状況を見ていただき、何が本県にとって課題な

のか、これから何をしないといけないのかということについて、大きな議論をしていただければと思い

ます。 

 

＜白河委員＞ 

全体の意識合わせということですが、昨年、国の第５次男女共同参画基本計画の策定に関わらせていた

だきました。現在の内閣府男女共同参画局が非常にアクティブで、今年はまた委員会も刷新しており、強

力に推し進めていくという意志が非常に見て取れます。特に、ジェンダー平等という点を強く打ち出し

参考資料３－５ 
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ています。 

資料２－２の記載にあるように、日本は国際的に非常に遅れをとっていること、それから、ＳＤＧｓの

ゴールⅤがジェンダー平等であることが知られていますが、ＳＤＧｓの前文をきっちり読むと、ジェン

ダー平等というものがすべてのＳＤＧｓに関わる重要な施策であり、すべての政策にジェンダー視点を

入れるということ、要するにジェンダー主流化について記載されています。第５次男女共同参画基本計

画ではこの観点が非常に強く打ち出されており、ジェンダーという言葉が今までになく沢山入っている

のが特徴です。それから、本当に日本が遅れているのだということも忌憚なく書かれています。 

では、今年どのようにこの第５次男女共同参画基本計画に係る施策が進められているのかというと、ま

ずジェンダー統計を非常に沢山打ち出そうとしています。例えば、全国の自治体の中で女性ゼロの議会

がどれくらいあるかということを示す都道府県別の一覧があります。普通そういう場合は北海道から順

番に並べられるもので、是非ベストからワーストの順に並べてくださいとお願いしても、県が気にする

のでとか、どの県も頑張っているので等と言われて、絶対、北海道からの順番にしかなりませんでした。

私がこれは本気だなと思ったのは、今回は全てベストからワーストまで並べられていて最下位もはっき

りわかるようになっており、そのデータが非常に充実している点です。やはりジェンダーに関すること

というのはまずデータを把握しないとどうにもならないので、まずは神奈川県のデータをしっかり把握

するところから始めるのがとても重要ということです。 

それからもう一つコロナに関して、特別委員会を設置して経済関係の方もお招きしてしっかりデータ

を取っており、失業と自殺がとても増えていることも共有され、それに対しての緊急対策もかなり打ち

出しております。したがって、今までジェンダーという言葉は男女共同参画計画の中でも使われないこ

とが多かったのですが、本当に国の男女共同参画基本計画がかなり進化しているので、県もそれに合わ

せないと、今までの規定路線をそのまま続けても全く追いつかなくなってしまうのではないかというこ

とを一つ共有させていただきます。細かい点はまたいずれお伝えします。 

 

＜岩田会長＞ 

国の動きを教えていただき良い刺激を受けたと思います。それでは野村先生お願いします。 

 

＜野村委員＞ 

資料１に関するコメントが幾つかあるのですが、そういう各論は後にした方がいいですか。 

 

＜岩田会長＞ 

時間もあまりなく、一人１回の発言で終わってしまうかもしれないので、どうぞ各論もご発言くださ

い。 

 

＜野村委員＞ 

私は今回初めて参加させていただきますが、第４次男女共同参画推進プランを拝見して、改めて神奈川

県のイメージ、Ｍ字カーブの底が全国最下位ということに大変驚いております。考えられる取組は既に

記載されていて、非常に目配りの利いたプランにも関わらず、今後どうするかということが次の課題に

なると思います。 
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県内企業への働きかけや、脱性別役割分担意識のような若者への働きかけや教育もしっかりやってい

ます。ではこれから新たにどのような可能性があるのかと考えると、コロナでテレワークが浸透したこ

とによる、神奈川県にとって何かポジティブな兆しというものが見えないのかという現状把握をされた

らどうかと思いました。と言うのもプランにあるように、日本一の長時間通勤の場所ということは、裏を

返せば生活圏として大変魅力的なところなので、通勤に時間がかかったとしても神奈川県に住みたいと

いう人がいかに多いかということなのだと思います。 

それと、子供を産んだ後に仕事と両立できない要因の一つに、長時間通勤があるのではないかと仮説を

立てますと、テレワークによって、例えば週２回出勤などの新しい働き方の可能性も出てきているとい

ったことを、現状把握と提言のようなもので追加できないかと考えました。 

もう１点は、このプランは大事な点すべてを伝えられている非常に素晴らしいものですが、もし次回少

し膨らませるとしたら、地域リーダーのところをもう少し厚くしてもいいのではないかと思いました。

というのもやはり、政治分野の女性のリーダーを増やすためには、自治体での活動やＮＰＯといった、地

域のいろいろな活動を経て政治家にという一つの大きなキャリア経路もあると思いますので、その地域

リーダーの育成をもう少し強調してもいいと思いました。 

また、資料１のプランの重点目標に関して５点程、質問も含めてコメントしたいと思います。まず資料

１の①「県職員（教員・警察官を除く）の幹部職員（課長級以上）に占める女性の割合」についてですが、

とにかく女性幹部がこの４、５年ほとんど増えていないと言える状況だと思います。民間企業もそうで

すが、県においては、失礼ながらこの４、５年ポジティブアクションとして何をされてきたのでしょう

か。県職員の女性幹部を増やすためのポジティブアクションとしてどのようなことをされてきて、それ

でこの結果なのか教えていただきたいと思います。 

２点目が、④「６歳未満の子どもを持つ夫の育児・家事関連時間」についてです。夫の目標値を掲げる

のも大事ですが、これは男女比較が必要だと思います。男女に差があるということが問題なので、たとえ

男性の時間があまり増えていなくても女性の家事時間が大きく減っていれば、男女差はそれ程広がって

いないことになります。したがって、育児・家事関連時間については男女を比較して見た方がいいのでは

ないかと思います。 

３点目は、⑧「母子家庭等就業・自立支援センター事業による就業者数」についてです。こちらは実績

80人で目標 80人となっていますが、横ばいというのは少々残念な目標値で、コロナの影響もありますの

で、目標を上げた方がいいと思います。それと関連して、先程コロナの影響でお話があったように、非正

規の女性の就労支援がどう拡充しているのかという点をお伺いしたいと思います。 

４点目は、⑪「20 歳代女性のやせの割合の減少」についてですが、もちろんこれは非常に重要な目標

値だと思いますが、今、女性の月経に関してかなり議論が盛り上がっています。国の男女共同参画専門調

査会でも、働く女性の月経のトラブルが仕事に支障をきたしているという問題意識が非常に高まってい

るところです。そういった割合のデータを把握し公開することで問題提起してはどうかと思いました。 

最後に、細かな指摘で恐縮ですが、⑯「特別養護老人ホーム整備床数（累計）」の数字について、高齢

者の人口に占める割合はどうなっているでしょうか。実数が少し伸びたとしても、高齢者の数がより大

きな割合で増えていたら全体の割合としては増えていないということになるので、もし数値目標を設定

するならその割合も重要ではないかと思いました。少々細かい点までコメントしましたが以上です。 
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＜岩田会長＞ 

今５点コメントされましたが、質問のところに限り、事務局からお答えいただけますか。まず１点目

の、県職員の女性管理職の登用についてどのようなポジティブアクションを行ったかという点はいかが

ですか。 

 

＜事務局＞ 

確認して、後日ご回答いたします。 

 

＜岩田会長＞ 

分かりました。今日は時間もありませんし、今の５点については調べた上で次回ご説明いただくことに

しましょう。それでは井上先生お願いします。 

 

＜井上委員＞ 

質問が２点と、それから今までの白河先生・野村先生の話と重なるところはなるべくカットして意見を

５点申し上げたいと思います。 

まず意見ですが、一つ目は白河先生のご発言と密接に関係しますが、ジェンダー平等ということが今も

の凄く表面に浮上し、ようやくしっかり議論できるようになってきたという感じがしています。今度の

プランのタイトルがこれでいいのか、プラン全体としての建付けが男女共同参画という概念のままなの

か、表紙の名前はともあれ、ジェンダー平等という形で少し中身ないしは理念についてもきちんと議論

していく必要があるのではないかと思っています。私が関わっている基礎自治体のプランでも、ジェン

ダー平等と名前を付けることによって議論がぐっと舵が切られている例もあり、タイトルはとても重要

だと思います。タイトルも含めて中身をジェンダー平等という観点から見ていくと、これまでの政策が

どう見えてくるかということを、一度皆さんと意見交換したいと思っています。 

二つ目は、自殺の問題です。自殺は様々な要因が関わってくるので、どれが原因か特定することは本当

に難しいのですが、これだけはっきりと男女差が出たということで、分析する方々も、原因をきちんと分

析するよりも対策を早くすべきと仰っています。私はかながわ自殺対策会議の委員もしていますが、そ

こでも、これだけ数字が出ているのであれば早く分野を超えた形で対策を行うべきという議論をしたと

ころです。これは比較的ショートスパンでやらなければいけないことなので、プランの改定にうまく絡

むかどうかは別として、男女共同参画という施策の特徴の一つである、様々な分野に横軸になることの

例だと思いますので、自殺の問題を分野横断的な形にする観点からクローズアップして議論していきた

いと思います。 

三つ目は、皆さんも仰ったことではありますが、Ｍ字カーブについてです。資料１の 13ページ①「就

業状況（神奈川県）」で、正規と非正規で数字が非常に違います。これについては、内閣府の Society5.0

の議論においてもＬ字カーブという新しい言葉が発言されています。非正規の人と正規の人で行動様式

がかなり違ってきていることもはっきりしているので、この辺りも含めて神奈川県の問題を扱う必要が

あると思います。ただ皆さんご存知のとおり、Ｍ字カーブの話は一筋縄ではいかないし、地域によって状

況も違うので難しいところです。特に県という広い、農業地域もあれば都市部もあるといったユニット

だと議論も難しいですが、やはり従来のＭ字カーブに比べて正規・非正規という待遇面も含めた形で、労
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働力率だけではない形で議論していく必要があると思いますので、プランもそういう形で検討したいと

思います。 

四つ目は、最初のジェンダー平等と関係しますが、第５次男女共同参画基本計画の第７分野「生涯を通

じた健康支援」と比較して、やはり正直、県の施策の幅が少し狭い気がしました。例えば、女性の健康で

あっても生涯にわたることですし、それから男性も、ＬＧＢＴＱなど性的マイノリティの人達に対する

アプローチというのもジェンダー平等の非常に重要な点だと思います。先程は表題と理念の話をしまし

たが、具体的な施策は例えばこういうところでも関わってくると思いますので、議論していきたいと思

います。 

最後に五つ目ですが地域の話です。私が所属するかながわ女性会議は地域のＮＰＯなので、ここは力を

入れて皆さんと意見交換していきたいと思います。先程、地域のリーダーの話をしてくださいましたが、

リーダーの養成もとても重要ですし、例えば公民館の男女共同参画に関わる講座などは、少々言葉がき

ついですが、正直目も当てられないような状況だと思います。したがってここを何とかしていかないと

ボトムアップされないと思います。それも、「男女共同参画は大切です」というような抽象的なことでは

なく、例えば防災や地域福祉といった具体的なテーマの中で地域づくりをしながら、そこで地域を支え

ている女性がリーダーシップを取っていくという形で事業を作っていかないといけません。大切ですと

言っても、抽象的なことではなかなか地域は動きませんので、そういう形で地域リーダーの養成に取り

組んでいく事業を積極的に進めていただきたいと思います。また国の制度との関係でも、困窮者支援が

中心ではありますが、地域福祉と相談支援が厚生労働省でも大きなポイントとして出てきており、地域

の市町村と県の果たす役割というものが非常に大きくなってきていると思いますので、これまでとは少

し違う発想で地域づくりに取り組んでいくようなプランを目指してもいいのではないかと思います。 

この５つが意見ですが、簡単な質問が２つあります。一つは、資料３のスケジュール（案）の中に県民

ニーズ調査がありましたが、これがいつ頃でどういったものなのかをご紹介いただきたいと思います。 

それから、資料１の⑦「夫婦間における次のような行為を暴力と認識する人の割合」については、暴力

概念についての更新など、他の自治体と比較しても非常に苦労していろいろな調査をしていると思いま

した。もちろん、県民の意識調査は重要ですが、それと同時に、このプランは行政計画という面も大きい

わけですから、行政の中で実態としてどういうことを実施しているのか、行政の人に調査をするという

のはおかしいですが、もう少し調査のポイントが広がっても良いのではないかという気がしました。今

回は実態を見るためにということでのご紹介でしたので、もう少し中身を見る必要がありますが、少し

分からなかったということも含めて、ＤＶ防止法も今改正しようとしていますので、その辺りの動きも

見ながら、例えば、職員の研修などの数字が上がってくるといいのではと思っております。 

 

＜岩田会長＞ 

只今３名にご発言いただきましたがとても素晴らしいご意見をたくさん頂戴しています。この後も引

き続きご意見を伺っていきますが、事務局にお願いしたいのは、明らかに質問というご発言もあります

ので、質問に対してはできればデータも添えて回答を準備していただきたいと思います。それからご意

見について、どなたが何を仰ったかということよりも、どのようなご意見が出たかということを整理し

て構造的にまとめていただき、それを次回の会議で出していただきたいと思います。濵田先生お願いし

ます。 
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＜濵田委員＞ 

私からは質問も含まれていますが２点ご提案です。先程、野村先生や井上先生からもご意見がありまし

たが、やはり健康分野で、資料１の⑪「20 歳代の女性のやせの割合の減少」も重要な部分だと思います

が、この辺り白河先生が非常に知識を持っている部分かと思いますが、月経については少子化対策に繋

がってくると思います。私自身も 30 歳前後で実際に結婚・妊娠・出産とライフステージが上がっていか

ないと、月経に関して自分が正常かなどを気にすることがなく、治療などが手遅れになるということを、

同世代を見ていると感じるので、それを可視化していく必要があると思います。やせの割合の減少など

をデータ化していくことは重要だとは思いますが、野村先生が仰っていたように、月経など女性の身体

に関する調査を今後していかないと、少子化対策といった部分は変わらないし、同世代を見ていてもそ

こに対する意識が全く無いと思うので、早急に進めた方がいいのではないかと思い、まず一つご提案さ

せていただきます。 

二つ目の提案ですが、資料１の⑬「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきだ」という設問は、恐らく男性

も女性も一緒の全体数としてのデータだと思うのですが、これは男女別々で出すことが重要だと思いま

す。データ上では 84.9％とか 94.7％と高い数字が出ていますが、男女差で相当違いが出てくるのではな

いかと思います。野村先生も仰ったように、神奈川県は制度面などハードの部分はかなり取り組まれて

いますが、恐らく今後はその先をやっていかなければいけません。制度が整っていてもソフトの部分、意

識的な部分が変わらないと何も変わらないので、その点を可視化していく必要性はあると感じました。

以上です。 

 

＜岩田会長＞ 

まだご発言されていない方は是非お願いいたします。それでは橋本先生、よろしくお願いします。 

 

＜橋本委員＞ 

男女共同参画ということで私の問題点ですが、確かにジェンダー平等ということで男女ギャップが日

本は世界に比べても非常に低い水準にあるということはもちろんですが、先程のご発言にあったように

男女、ジェンダーという言葉自体の定義であり、男女だけではなく、多様な性というものを認め合わなけ

ればいけないのでないでしょうか。まさにこの基本目標の「ともに生きる社会、ともに参画する社会へ」

というのは、男女だけではなく性的マイノリティの方々も含まれているのではないかと考えております。

したがって、男女共同参画だけを強調し過ぎてしまうと埋もれてしまう方々がいるのではないかという

懸念があります。現行プランでも性的マイノリティについては１ページぐらい記載がありますが、これ

も少し拡充したいという問題意識があります。 

 

＜岩田会長＞ 

仁平委員もこの議題について何かお気づきのこと、ご意見がございましたら、ご発言をお願いしてよろ

しいですか。 

 

＜仁平委員＞ 

横浜銀行も女性活躍の観点で、一般事業主行動計画で女性管理役職者比率 20％などといったものを挙
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げています。一応そこにはもう少しで届きそうではあるものの、やはり産休育休で、一定の期間職場から

離れるということで、キャリアの分断について課題意識を持っております。現在、産休育休期間中に、ど

うやって職場とのコミュニケーションを継続できるか、どうやってスキルアップを継続できるか、そう

いったプログラムを体系的に銀行としてどうやって用意していくのか、その辺りを考えております。ま

た、職場復帰する時に復帰しやすい職場・職務といった点ももう一度意識的に考え、あとはコロナでテレ

ワークが浸透してきていることもありますので、テレワークで業務ができるような職務を開発していく

こと、そういうことも必要ではないかと考えています。 

それから、多様な人材については、ＬＧＢＴＱに関して実際に当事者の方を講師に招いて役員勉強会を

するなど、まずは従業員の意識や考え方の教育から実施しています。また、みんなのトイレを銀行の施設

内に幾つか作っていくとか、まずはそういうところから取り組んでいます。 

自己紹介も含めますがよろしくお願いいたします。 

 

＜岩田会長＞ 

どうぞよろしくお願いします。それでは松田委員お願いします。 

 

＜松田副会長＞ 

松田です。私からは、パートナーシップ制度についてです。県内 33市町村ありますが、今制度を導入

している市町は約 14 です。したがって、半分にも満たないということを是非アピールしていきたいと思

っています。 

それから、性指向暴露禁止条例というものを三重県などは今年の４月に定めました。神奈川県もこうい

う条例を制定できないかという希望を持っています。 

そして三つ目ですが、小田急線での女性刺傷事件が８月６日に起こりましたが、これは幸せな女性をタ

ーゲットにしたというとんでもない事件でしたので、こういうことは私達も記憶に留め、ライフキャリ

ア教育で県内の小学生・中学生・高校生・大学生に是非伝えて欲しいと思います。以上です。 

 

＜岩田会長＞ 

私からも一委員として発言したいと思います。 

３点ありますが、まず１点目。重点目標について⑰まで目標値を掲げていますが、到達の難易度が違い

ます。例えば、第４次プランの冊子の 82・83ページをご覧いただくと目標の一覧がありますが、これを

三つに区分して考えるとよいと思います。 

一つは、行政の取組で達成できるものです。例えば、①「県職員（教員・警察官を除く）の幹部職員（課

長級以上）に占める女性の割合」や②「県の審議会等における女性委員の割合」などが一番わかりやすい

例だと思いますが、これらは行政の責任で達成できるものです。 

そして二つ目の区分は、人々の意識を変えることを目的としているものです。例えば、⑦「夫婦間にお

ける次のような行為を暴力と認識する人の割合」などです。人々の意識を変えるということで、これは、

広報活動や学校教育、メディアの力を借りるなどにより達成できる区分です。 

三つ目の区分は、意識を変えるということもちろん必要ですが意識を変えただけでは済まない、その実

態が変わるというところまでをターゲットにした目標があります。例えば、③「民間事業所の女性管理職
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（課長相当職以上）の割合」とか、④「６歳未満の子供を持つ夫の育児・家事関連時間」です。これらも

もちろん大前提として意識変革をしなければならないが、意識が変わっただけでは駄目で、生活・行動そ

れ自体が変わらないといけないものです。このように、難易度の違いにより、17 個の目標を３つのグル

ープに分けることができると思います。 

それで、そういうことを念頭に置いて評価すべきと思います。特に、行政が努力すれば達成できる目標

を数えてみると、17 のうち７つが該当します。これは達成していなければ、行政の努力が足りないとい

うことです。 

まだあと１年ありますので、是非今から関係部局に必ず達成するよう働きかけいただき、また仮に達成

できないとしても、この１年で大きく前進したという姿を見せていただきたいというのが一つ目です。 

それから２点目は、今の第４次プランでは取り上げていないこと、あるいは取り上げ方が小さかったな

と思うことで、次のプランでは是非議論して大きく取り上げたいことがあります。今日のご意見の中に

も出てきたと思いますが、それに付け加えて私が言いたいのはやはり政治です。政治分野について、現在

のプランは何も言っていないのと同じくらいと言えます。国の第５次男女共同参画基本計画でも政治の

分野の取り上げ方が第４次までと比較すると具体的になりましたし、政治分野における男女共同参画推

進の法律もできましたし、政治分野について、ここは真正面から取り上げていただきたいと思います。 

それから私たちの生活を取り巻く、あるいは社会を取り巻く、人類を取り巻く大きな潮流があります。

その中で議論があまりできていないのはデジタルだと思います。デジタル化の推進が、男女共同参画や

ジェンダー平等という観点から見るとどういう影響があるのか。これは利点を活かしていかないといけ

ないと思います。例えば、在宅勤務等で良い影響があるのであれば、それは伸ばせばいいと思いますが、

もし何か課題があるとしたらそれは手を打たないといけないと思います。 

それからもう一つはグリーン、環境問題についてです。これは国の第５次男女共同参画基本計画でも少

し弱いかなと私は感じております。地球環境問題について、ジェンダー平等・男女共同参画という観点か

ら見たら、どのような課題があるか、そこで男女が、特に女性がどのような役割を担えるかという問題が

あると思います。併せて防災関係も国の政策が進みましたので、是非もっと力を入れていただきたいと

思います。これらのような従来あまりフォーカスしてこなかったテーマをどうするかというのを是非議

論したいと思います。 

そして最後に、これから第５次男女プランを策定するプロセスについて、もちろん大事なのはパブリッ

クコメントだと思いますが、パブリックコメントに限らず、若い方や男性の声を反映していただきたい

と思います。国の第５次基本計画策定の際には、メディア等で報道されていたとおり、若者が自主的な運

動により声を上げていました。当審議会も濵田先生のような若い方に入っていただき本当に嬉しく思い

ますが、若い方たちの声をどうやって拾うか、体系的には難しいとしても、例えば大学に出向き話を聞く

機会を作るとか、また意識的に男性の意見をどう聞くかということについても考えてほしいと思います。

例えば、松田委員のお力を借りて、松田委員の周りにいらっしゃる方は男女共同参画が非常に進んでい

ますが、男性の声を聞くといった方法もあるかもしれません。従来このプランに十分反映しきれていな

い声をどうやって拾うかということも工夫していきたいと思いました。 

今日の議論を踏まえて、２回目はまたさらに議論を進めていきたいと思います。それでは、この議題は

以上で終えたいと思います。 

次に、議事の２の「ライフキャリア教育かながわモデル発信事業の検証・見直しについて」です。まず
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事務局から資料のご説明をお願いいたします。 

＜事務局＞ 

資料４に基づき説明を行う。 

 

＜岩田会長＞ 

本件について、ご意見・ご質問がある方はお願いします。 

 

＜白河委員＞ 

様々な取組をされていて大変素晴らしいと思いますが、今後進めていくにあたり、やはり男性の視点と

いうものを沢山入れなければいけないと思います。それから気になったこととしては、女性がどう両立

するかというところに焦点が当たっていますが、結婚で仕事を辞める人は今時いないので、結婚したら

仕事はどうするかという項目は逆にいらないのではないでしょうか。仕事を辞める大きな原因は、出産

または夫の転勤です。したがって、結婚したら夫妻がどうチームになっていくかという視点は重要です

が、これだけ共働きの世の中なので、結婚したから仕事を辞めるというのはなかなかないのではと思い

ます。 

それから、女性のライフキャリアから始まってジェンダー平等の視点が入っているということが一番

重要であり、神奈川県のプランは少子化対策だけではなく男女共同参画の視点が入っていることがこれ

まで評価されてきましたが、さらにやはり男性の若い視点が必要です。私は総勢約 200人が参加し、内８

割が男子学生という授業を持っており、そこでジェンダー視点を教えています。しかしジェンダー視点

といっても、今の若い男性は自分たちこそが虐げられているという意識もあるので、そこは工夫が必要

です。でも彼らに「『らしさ』で苦しんでいることはないですか」というアンケートを最初に取ったとこ

ろ、やはり「男らしく」ということですごく苦しんだことがあるという回答がありました。男らしくいな

さいとか、子供らしく、学生らしくしなさいといった年齢の話、また変な校則があるとか、そういうこと

に非常に苦しんでいます。「マン・ボックス」という言葉は西洋から来た言葉であり、これは「有害な男

性性」と言われます。有害な男らしさの中に閉じ込められて苦しんでいる男性が沢山いるという概念で

す。ボックスの中からなかなか出ることができず、それが辛くて捨てようとしても、そんなことしたら男

らしくないと言われる。例えば料理やお菓子作りなどです。それから身体面で力がないこととか、勉強が

できなければいけないとか、成功しなければいけないとか、そういうことに苦しんでいると彼らは言っ

ています。こうした視点を入れると、女性が主張しているだけのことではないと、男性自身もこの問題に

苦しんでいるということをお互い理解できると思います。ただし、世界全体でジェンダー平等を達成す

るには 250 年くらいかかると言われており、相変わらずまだまだ男性の方が下駄を履いているとか有利

な状況であることは、進学等についてももちろん明らかです。女性が男性の地位を奪うということでは

なく、お互いが、もちろんＬＧＢＴＱの方も含めて、補って一緒にやっていく、そして、らしさというも

のに閉じ込められないことが男女ともに大事だということが見えるプランになっていくのが理想的なの

ではないかと思っています。 

私はジェンダー視点の授業をやっていて、男性にこそ、もっと働きかけなければならなかった、この子

たちこそが鍵だととても思ったので、ぜひそういう視点もどんどん入れていただければと思います。 
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＜岩田会長＞ 

この議題は今回で終わりですから、一通りご発言いただいた後、事務局から最後にコメントできるもの

があればコメントしていただきたいと思います。 

 

＜濵田委員＞ 

今回、ライフキャリアについてお話しいただきありがとうございます。私はスリール株式会社という、

ライフキャリア教育を考える事業で仕事をしています。当初は大学生に対して仕事と子育ての両立とい

う分野で事業が始まりましたが、もう４、５年前から井上先生もいらっしゃる神奈川大学でずっとご一

緒させていただいております。今、神奈川県で提供しているものは、出前事業や啓発冊子だと思います

が、違いとしては、例えば共働きをしている方々にお話を聞くとか、ＬＧＢＴＱの方々に来ていただいて

大学生に講演をしていただくというような、リアルなことをやるということが一番効果的と思いまして、

やはりそのＰＲをしたいと思っています。大学生はなかなかこういう情報を知らない。こういうプログ

ラムをいろいろとやっていく中で、白河先生も仰っていたように、今ものすごく男性が注目をしている

ということも、私も現場で実感しています。参加者も男子学生がかなり多いのですが、女性ばかりフォー

カスされていて僕たち男性は今後どうしていけばいいかという情報があまりないと言っています。でも

リアルの話を聞きたいということで、こうした講座やインターンシップに参加する男子学生が非常に増

えているので、やはりそういうところを取り上げたいと考えています。あとＬＧＢＴＱも世の中で取り

上げられていますが、学生は実際の、当事者の声を聞いたことがないと言っています。実際に当事者と会

ってリアルな話を聞くようなことをやっていかないと自分事にならないということを教育業界で非常に

感じています。とても素晴らしい啓発冊子を作っていただいて、内容も進んでいると思いつつも、やはり

そういうところはすごく大事にしてほしいということを今回感じました。私からは以上です。 

 

＜岩田会長＞ 

続きまして野村先生お願いします。 

 

＜野村委員＞ 

こちらの冊子を拝見しましたが本当に素晴らしい取組です。ライフキャリア教育かながわモデルの発

信というものを中学生から行っているというのは、他県であまり聞いたことがありませんでした。素晴

らしいと思います。 

内容について少し気になったこととして、５年後 10年後を考え、そしてプランを考えるというのをイ

メージすることはすごく大事ですが、なかなかプランを立ててもその通りにならないことは多くあり、

そうした時のための変化対応力みたいなものを身につけてもらうことが大事なのではないかと思ってい

ます。非常に変化の激しい時代ですし、結婚して出産して働き続けようと思っても、結婚相手に巡り会え

ず 40歳・45歳になったり、結婚したけれど不妊症だったとか、いろいろ思いがけない、自分の力ではど

うしようもないことが起きた時にどうするかを考えることが大事なのではないかと思います。 

なぜかというと、私は以前、日経ウーマンという雑誌の編集を約 10年やっており、その後も、いろい

ろな定量調査や定性調査を積み重ねてきましたが、やはりこの変化対応力みたいな部分が鍵になると思
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っています。それはつまり何かというと、「柔軟な考え方」と「能動的に行動する」ことです。この二つ

でほぼ言い尽くせるようなものが共通して必要ではないかと思っています。今言った言葉は抽象的です

が、具体的には、ロールモデルの方々の、縦軸が満足度で横軸が時間軸でどうアップダウンしているかと

いうキャリアチャートにおいて、マイナスの谷に落ちた時にどうやって回復したかという、失敗から学

ぶ力の部分がポイントです。キャリアチャートを学生に見せて、人生は山あり谷ありで、いろいろなこと

があって自分の思い描くプラン通りにいかないけれども、こういう考え方・こういう行動を取れば次の

局面が開けるという事例をいろいろ見せるということが非常に大事ですし、それが今まで私がいろいろ

なところで講義や講演をする中で最も受け止めてもらえたという手応えを得ています。少しそういう応

用が利く、キャリアにおける変化対応力を育むための事例を見せていくことが必要ではないかと思いま

した。以上です。 

 

＜岩田会長＞ 

井上先生どうぞ。 

 

＜井上委員＞ 

私はかながわ女性会議から来ていますが、本業は神奈川大学の法学部で教員をしているので、濵田先生

達と一緒に文部科学省の委託事業を一緒に行ったり、本審議会の鈴木紀子先生も一緒に関わってくださ

った事業をやってきたりしています。また、私が実施している「ジェンダーと法」の授業でも、神奈川県

のライフキャリア教育冊子には毎年お世話になっています。本当にありがとうございます。大学として

ライフキャリアそれ自体の授業にどんどん取り組んでいくというのは、正直言ってなかなか難しいとい

うのが現状だと思います。そういう中で、例えば私の「ジェンダーと法」という授業であれば、その中に

キャリアという視点が入ることによって、「ジェンダーと法」の理解が進むということを、きちんと現場

の教員達に説明していくことが大切だと思いました。例えば、キャリアはジェンダーとは比較的親和性

がありますが、民法の先生などに理解してもらうのは結構大変です。単体としてキャリア教育というプ

ログラムを考えるのと同時にそういう苦労をしてきたので、おそらく中学校や高校での普及がなかなか

進まない理由はこのあたりにあると思います。教科教育との関係をどう整理するかということを考えな

いと普及しないのではないでしょうか。現場の先生は学習指導要領に沿って授業をしているので、そこ

の工夫が必要だろうという気がしました。大学も同じですのでそこを私も頑張っていきたいと思います。

手応えとしては、キャリアという視点はすごく良いです。 

それともう一つ、野村先生のご発言と関係しますが、やはりロールモデルというのは危険です。私は

「キラキラロールモデル」と言いますが、キラキラとした輝かしいロールモデルを見せれば見せる程、学

生は自分とは違う人と思ってしまうのです。しかしもちろんロールモデルは必要なので、それを否定す

るわけではなくて見せ方の工夫が必要です。私の授業だといろいろなプロセスとしてのキャリア、その

選択ごとにその人が選択をした理由は何だと思いますかとか、結果ではなくて選択のところでどういう

ことがあったのかという形に授業を作っていくと、輝かしい経歴に見える人も様々な選択をしてきた、

あるいは自分は思いもしなかった発想をしていることに学生自身が気付くことができるといいなと思っ

ています。是非中学校や高校も含めて進めていただきたいと思います。以上です。 
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＜岩田会長＞ 

松田委員どうぞ。 

 

＜松田副会長＞ 

１点だけ申し上げます。中学生向けの教材など、とてもよくできていると思います。キャリアリターン

制度というものをもっと神奈川県でＰＲしてほしいと思います。以上です。 

 

＜岩田会長＞ 

橋本先生どうぞ。 

 

＜橋本委員＞ 

１点だけ申し上げます。ＬＧＢＴＱの件ですが、当事者の情報交換会で、性自認について、小学校高学

年くらいから周りと違うのではないかということに気付き出すとお聞きしました。性の啓発という視点

から考えるのであれば、中学校からというのもいいですが、一度小学校高学年の段階で考える機会を持

ってもいいのではと思います。以上です。 

 

＜岩田会長＞ 

それでは私からも２点申し上げたいと思います。そもそもこのプログラムは全国的にも評価を受けて

いる神奈川県らしい事業だと思います。その中で、大学向けの取組は歴史もあり、まあまあできているか

なと思います。それから中学校向けの取組は始まったばかりなのでまだ評価のタイミングではないと思

いますが、問題は高校向けの取組だと思います。どうすれば実施していただけるのか。総合学習やホーム

ルームで実施しているようですが、一つのヒントは、先程井上先生からとても良いお話を伺いましたが、

教科教育の中にどう埋め込むかということが大事だと思います。そのためには、個々の教科担当の先生

か、学校長か、教育委員会なのかは分かりませんが、適切なルートで影響力がある人に、教科教材にどう

やって埋め込むかということについてパンフレット等の資料を提供し、事の重大さを訴えていただきた

いと思います。 

２点目は、この事業に限らず、神奈川県は各予算については５年に一度見直しをすると思いますが、率

直に言って評価が難しいです。なぜ難しいかというと、目標がないからです。５年経ってどういうところ

まで持っていきたいのか、できれば定量的な目標があれば理想的ですが、仮にそれが難しいとしても、も

っと具体的な目標設定が可能ではないでしょうか。やれるだけやるというのではなくて、こういうレベ

ルに持っていきたいという目標があれば、それに照らして評価ができるのですが、特にこの事業はほぼ

目標が無いので、一生懸命やっていただいていることは評価しますが、本当の意味での評価は難しいか

なと思いました。 

以上でご発言の希望者には一通りお伺いしましたが、事務局から最後何かありますか。 

 

＜事務局＞ 

やはり高校での活用に頭を悩ませているところです。本日、その教科教育の中で、どう活用していただ
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くかということが肝要というご指摘をいただきました。そうした点を踏まえて、教育委員会にも非常に

ご協力いただいておりますが、さらに協力関係を強くするとともに、学習指導要領との関係でどういう

点を打ち出せるかということは、もう少し具体的に、戦略的に考えながら周知について今後検討してい

きたいと考えております。 

また評価について、目標の設定が足りないのではというご指摘をいただきました。この点についても、

定量的な目標はなかなか難しいですが、何か数値なり設定できないか考えてみたいと思います。 

 

＜岩田会長＞ 

それでは今日は２つの議題を審議いただきました。議題はすべて終了しましたが、共生推進本部室長に

最後にご感想を伺いたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

＜事務局（共生推進本部室長）＞ 

お時間いただきありがとうございます。初めてお目にかかる委員も多いですが、皆さんからいただいて

いる発言の質も含めて、我々がこの短い時間で受けとめるのが少々申し訳ないと感じましたが、それを

会長に上手く捌いていただきました。男女プラン改定についてスケジュール（案）を示しましたが、本当

に精力的に議論を詰めていかないと次期プランに辿り着けないと改めて感じたので、皆様からのご意見

をしっかりと受け止められる会議運営を考えていきたいと思います。以上です。 

 

＜岩田会長＞ 

どうぞよろしくお願いいたします。最後に事務局から連絡事項がありましたらお願いいたします。 

 

＜事務局＞ 

それでは連絡事項をお伝えいたします。次回の審議会の開催予定についてお伝えいたします。 

まず開催時期について、令和３年 12 月から令和４年１月頃を予定しています。内容としては、プラン

改定の方向性についてご意見をいただくとともに、男女共同参画推進プラン及びＤＶ防止・被害者支援

プランの 2019年度、2020 年度実績の評価をしていただく予定です。 

なお、２つのプランの評価については、新型コロナウイルス感染症の対応に全庁を挙げて注力している

状況を受け、簡略化した評価とさせていただく予定ですので、よろしくお願いいたします。 

後日改めて委員の皆さんに予定を伺い、日程を調整させていただきます。以上です。 

 

＜岩田会長＞ 

もっと時間があれば更にお話を伺いたいところでしたが、審議の進行にご協力いただきありがとうご

ざいました。事務局の皆さんも大変ご苦労様でございました。それではこれで、今回の審議会を閉会とし

たいと思います。 

 

 

＜終＞ 


