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たかまつ男女共同参画推進シンポジウム 

～だれもがいきいきと自分らしく生きる男女共同参画社会の実現～ 

日時：平成２８年２月２０日（土）１４：００～１６：５４ 

場所：香川県社会福祉総合センター１階 コミュニティホール 

主催：高松市 

内容： 

○司会：はやし ちえこ、手話通訳：香川県聴覚障害者福祉センター 

・写真撮影は禁止でしたので、メモだけで感じをつかんで下さい。 

14:02～14:05 あいさつ 大西秀人（高松市長）                       

・冷たい雨の降るなか、多くの方々の参加に、主催者としてお礼申

し上げます。 

・男女共同参画社会、男女が相互に人権を尊重しあい、性別にかわ

りなく、その個性と能力を発揮することが出来る社会。少子高齢

社会が現実となるなか、将来にわたって活力ある社会のために最

も重要な課題。 

・平成９年に男女共同参画都市の宣言、男女共同参画プランを立て様々な取り組み。第３次のプ

ランが終了し、引き続き取り組み推進していくため、第４次の高松男女共同参画プランを策定

した。 

・行政の取り組みはもとより、市民や事業者の方々に主体的な取り組みを進めていただくことが

大事。協力をお願いします。 

・みなさまにプランの趣旨などについてご理解いただくとともに、女性の活躍を応援し、性別に

関係なく個性と能力を発揮できる社会づくりに取り組むための課題や方向性などについて考え

ていただくため、本シンポを開催。道筋が少しでも見いだせることを期待している。 

 

14:05～14:10 岡下勝彦（高松市議会議長）                         

・多くの方々の参加のもとシンポを開催できること、喜びを申し上げる。 

・人口減少、超高齢化が急激に進み、社会の活力が求められている昨今、男女共に互いの人格を

尊重し、個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現が求められる。 

・平成９年には男女共同参画都市宣言、平成１４年には男女共同参画プランを策定、様々な取り

組みを実施。第４次プランを策定。 

・本日は、基調講演、パネルディスカッション、当市の男女共同参画社会の実現に貴重な話を聞

けると期待している。 

・このシンポを通じてさらに理解を深めていただき、男女共同参画社会の実現に向け、新たな一

歩を。関係者のみなさまへ感謝。みなさまの益々のご健勝を祈念し挨拶とする。 

 

14:15～15:14 基調講演 男性も女性もハッピーになる「女性活躍」とは？           

○講師：治部れんげ（じぶ れんげ）（経済ジャーナリスト） 

○プロフィール 

・１９７４年生まれ。１９９７年一橋大学法学部卒業。同年日経ＢＰ社入社。記者として、経済

誌の企画、取材、執筆、編集に携わる。 

・２００６年～２００７年、フルブライト・ジャーナリスト・プログラムでアメリカ留学。ミシ

ガン大学客員研究員として、アメリカ男性の家事育児分担と、それが妻のキャリアに与える影
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響について研究を行い、書籍『稼ぐ妻 育てる夫：夫婦の戦略的役割交換』（２００９年、勁草

書房）を執筆。 

・２０１３年４月より昭和女子大学現代ビジネス研究員。同大学の「キャリアカレッジ」構想準

備の調査委員会、オンライン教育に関する調査研究委員会などに所属。 

・２０１４年４月より Toshima & Associates 副代表。経済ジャーナリストとして、ダイバーシ

ティ・マネジメント、人材育成（スキルアップ）、女性のキャリア形成、男性の家庭参加、ワー

ク・ライフ・バランス、女性と政治などを取材、執筆。 

 

○はじめに 

・高松市は男女共同参画に熱心、県よりも熱心と聞いている。 

・私のこのような仕事ぶりのきっかけを作っていただいた上司は高松出身。 

・父親は岡山の人で、言葉のイントネーションなど、懐かしく感じる。 

・このようなことから、高松市には親しみを感じる。 

 

○どんなうどんか？ 

・香川に来て「うどん食べましたか？」と聞かれ、「ホテルで食べました」と言うと、「どんなう

どんだったかが問題です」と。うどんも男女共同参画も同じ。 

・観光客向けにとりあえず出しているうどんと、こだわったうどんがある。 

・男女共同参画も同様。様々な事業者も男女共同参画をうったえているが、世の中がいうのでと

りあえず行っている事業者と、本当にしっかりと取り組んでいる事業者がある。 

・今日の私の話で、取り組みを見抜く目を持っていただきたい。 

 

○自己紹介 

◇仕事 

・経済ジャーナリスト 

・女子大の研究員（大学生向けワーク・ライフ講演） 

・コンサルティング（企業、官公丁等） 

◇育児 

・小学生男児と幼稚園女児 → 共働き 

 

○「女性活躍」どう思いますか？ 

１）ワクワクする →「私らしく生きられる！」「男女平等な社会になる！」 

２）イライラする →「今のままでいいのに」 

３）モヤモヤする →「外で働かないといけないの？」 

４）その他 

 

○人によって違う「女性活躍」のイメージ 

・良いイメージの人：女性個人に注目。活躍できる。 ＝ 働いて評価される 

・悪いイメージの人：家族に注目。子育てや家庭はどうなるの 

 

○モヤモヤする人が多い理由 

・主に女性が担ってきた育児や介護など「ケヤ責任」はどうなる？ 
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・「外で働くこと」だけが「活躍」なのか？ 

・家事・育児・介護や地域活動は、「活躍」ではないのか？ 

 

・私の家は父が働き、住宅ローン、学費を払い、母は専業主婦。しかし、母や母の友達は、地域

の移動困難の方々への支援活動をしている。 

・地域での子育てや介護の取り組みは活躍ではないのか。 

 

○東京のワーキングマザーに聞きました 

Ｑ：「働く女性」「輝く女性」どう思う？ 

Ａ：輝かなくて良いから、ふつうに働きたい。家事育児と仕事で手一杯。 

 

○どうしたらいい？ 

１）家事・育児・介護など「ケワワーク」の価値を認める。 

２）「ケアワーク」を男性にも分配する。 

３）「ケアワーク」を社会も支える。 

 例：ファミリーサポートセンター、保育園、幼稚園預かり保育等、家事代行 

４）社会が「ケアワーカー」に適切な報酬を払う。 

  × 主婦は無料で育児してくれる ケアワークが低くみられている 

○  幼児教育は無償、主婦はいつでも保育園を使える状態 

 

・リーマンショック以降、共働きを続けたい夫婦が増えており、東京の若い夫婦が少ない地域で

も保育園に入ることが難しくなっている。 

・「子供はかわいく、育児はとても楽しく、大切なものではないか」と言われる。仕事なんかしな

くて、子育てしろと考えている。 ← 育児やケアワークを無償でしてくれる環境にどっぷり

浸かっている人に多い 

 

○女性活躍推進法の成立 

・企業に女性管理職登用の目標づくりを求める → 課長級の女性は転職市場で引っ張りだこ。

管理職が務まる女性を一から育てるのは大変なので、課長級の女性を他社から引き抜く。 

・地域、家庭での男性の役割を重視 → 第二条（基本原則）で言われていること 男性の取り

組みがうたわれている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本原則） 
第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏ま

え、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職
種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性
別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して
及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなけ
ればならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他
の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由
が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の
支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果
たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活
との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人
の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。 
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○みなさんの「現状」をお伺いします 

１）仕事優先の生活になっている 

２）育児優先の生活になっている 

３）仕事も育児も満足できる生活 

４）その他 

 

○みなさんの「希望」をお伺いします 宝くじが当たり、生活費に困らないとしたら 

１）仕事優先の生活をしたいか 

２）育児優先の生活をしたい 

３）仕事も育児も両方したい 

４）その他 

 

○日本社会全体に目を向けると 

・生活の満足度は、既婚女性が高く（６割）、未婚男性が低い（４割） 

・男性も３割が「家庭を優先したい」が、希望が叶っていない 

 

○仕事と生活のバランスに満足？ 

・未婚男性の満足度が低い。 

・仕事を優先したいと思っているのは男性も女性も少ない。 

・実際に仕事を優先しているのは男性に多く、実際に家庭を優先できている割合は女性が高い。 

 

○私の場合：心はニートから働く２児の母へ 

・１８～２２歳：学生時代から「働くこと」へのマイナスイメージ 

 星一徹のような「俺が働いて食わせてやってるんだ」と言う父のところに帰りたくなかったの

で、仕事をすることに。どうせ仕事をするなら、本が好きだったので出版社へ。 

・２３歳～：男女平等に鍛えてくれた上司、先輩 

 高松出身の上司が、留学を進めてくれ、推薦状も書いてくれた。 

 私の原稿を確認し仕上がるまで、毎夜遅くまでチェックし鍛えてくれ、私が上司のワーク・ラ

イフ・バランスを崩していた。 

・２５～２８歳：仕事が楽しくなり、「働き続けるのは当たり前」に。働く母親が増える。 

 夫は家事育児を自然にやる人 

 

○私の経験から言えること 

・人は大きく変わる可能性がある 

 やる気を持った女性が少ないことを嘆く方がいるが、周りが育成することで、人は変わりうる。 

   例）働きたくない → 仕事楽しい 

 今の彼氏はイクメンではないので分かれるべきか → 私の夫も子供ができたら変わった。子

供が好きなわけでもなかったが、子供が産まれたら変わった 

・変えるのは周囲の人たち 

  例）若手の人材育成、励ます、褒める、きちんと叱る、支える、意志表示する など 
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○「両立」のパターンいろいろ 

Ａ）正社員として続ける ← これだけじゃない！ 

Ｂ）独立、起業する 

Ｃ）また企業に戻る 

Ｄ）自営業で出産・育児をする 

Ｅ）いったん家庭に入り育児に専念 等  々

 

○いつ子供を持つか、いつ仕事のアクセルを踏むか 

Ａ）２０代で出産、仕事と家庭の「立ち上げ」同時に、３０代後半から仕事アクセル 

Ｂ）２０代で出産、育児に専念し、３０代後半で仕事復帰 ← スキルを持つ前に離職なので、

少し大変 

Ｃ）２０代は仕事に集中、３０代で出産、育児に専念し、４０代で仕事に復帰 

Ｄ） 

 

○子供はとてもかわいいので 

・家庭へ向けて「引っ張る力」が強い。育児に専念するのは、人生を楽しむための選択の一つと

思います。 

・問題は、復職が難しい、再就職がこれほど困難とは思わなかったとなること。 

 

○知っておきたいこと① 

・夫婦協力すれば、仕事と育児の両立は可能 

 祖父母（昇進）の支援が得られるなら活用して 

 新婚旅行でどこに行くかより大事なのは「どういう家庭を作るか」ということ。 

 

○知っておきたいこと② 

・女性は出産後、育児に専念したくなるかも 

 →「コスト」をよく考えて決めて 

  →仕事の空白が長いと、復職が難しくなる 

  →資格やＴＯＥＩＣだけでは仕事はない、直近の実務経験がものを言う（看護師など一部例

外あり） 

 

○１９時帰宅するようになった夫 

・共働き夫婦、子ども２人、残業や飲み会の多かった夫 

・喧嘩や話し合い、１９時に帰ってくるようになった 

 

○妻が主婦でもパパは早帰り 

・関西大手メーカーの営業マン、妻は主婦、小学生と幼稚園児の娘２人 

・夫は帰宅後、皿洗いなど 

 

○専業パパという選択 

・大学卒業後、大手企業で勤務 子ども３人 

・妻が家計を支え、夫が育児、教育を担当 
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・会社がつぶれてしまって、専業パパに 

 

・勤務先や経済の状況が、一昔前とは違ってきている。どちらがどのような責任を担うのかが変

わっていく時代。 

 

○みなさんには選択の自由があります 

・結婚するかしないか、子供を持つか持たないか、育児しながら働くか、一つに専念するか。 

・ 

 

○パートナーは「同性」 

・牧師 パートナーはビジネスマン 

・高校生の時に自分の性的指向に気づく（自分は男性であり、好きになる相手は男性） 

 

○みなさんもぜひ 

・自分がどうしたいのか、よく考えてください。 

・いろいろな考えがあることを認めてください。 

・私は、良い上司にめぐり会えた 

・専業主婦の母親 仕事をすることに何も言わなかったが、子供が産まれて抱いたときに「私も

ばあばになれたわ」と。私の生き方に制限を与えることはなかった。 

・自分と違う選択をした人の選択を尊重してください。 → 真のダイバーシティ 

 

○環境は”両立希望”に追い風です 

・「みんなが輝く社会」がテーマ 

 自分で何とかなる人の政策だけを議論していてはだめ。輝けない人の政策の議論も。 

・「困窮を抱える女性たち」部会 国内外の有識者、政策関係者のラウンドテーブル 

 マタハラを受けた人やシングルマザーの問題を議論 

 出産で解雇ではないが、辞めた方がいいように勧められる → マタハラ 

 

○まとめ 

・「活躍」という言葉がウキウキしたイメージがあるので、学歴の高い成功している一部の女性の

イメージがあるが、決して一部の女性のためのことではなく、その裏側には男性がある。 

 

15:14～15:25 休憩 

 

15:25～16:54 パネルディスカッション   

  女性の活躍推進 ～パートナーは？ 経営者は？ 行政は？～          

○コーディネーター：井原理代 高松市男女共同参画推進懇談会会長・香川大学名誉教授 

・女性初の経済学部長、ＮＨＫの経営委員も 高松大学経営学部教授 

○パネリスト： 

黒川眞弓 有限会社たも屋 専務取締役 

・女性だけのうどん屋も展開 

徳倉泰之 ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン理事 
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・高松にＵターン 

馬場加奈子 株式会社サンクラッド（学生服リユースＳｈｏｐｓさくらや）代表取締役 

・複数の店舗も 

大西秀人 高松市長 

 

◇井原： 

・一昨年より高松に戻り、懇談会会長。男女共同参画プランの策定にＨ２６、２７年度に携わっ

た。女性の活躍推進が国の成長戦略の中に位置づけられ、大きな転換点にあるなか、男女共同

参画の基本理念は何なのか原点に戻り、議論をしてきた。 

・第４次時プランの策定を機に、プランの趣旨を市民のみなさまに理解いただき、女性の活躍推

進のために何が必要か、共に考えていただくためにシンポジウムを開催。 

・自分らしく活躍しているパネリストに登壇いただいた。 

・高松市長から第４次プランの内容を紹介ください。 

 

◇大西市長：第４次男女共同参画プランの内容紹介 

○計画策定の趣旨 

・Ｈ１１年に国の基本法ができた。しかし、男女共同参画にはまだまだ努力が必要。少子高齢化

など、社会状況の変化のためにも男女共同参画の取り組みが必要。 

・女性活躍推進法という新しい法律も出来、その観点も取り込む。 

 

○計画の位置づけ 

・上位計画として高松総合計画、配偶者暴力防止法、女性活躍推進法に基づく推進法の位置づけ

も。計画期間４年間。３つの基本理念と１１の主要プラン。 

 

○アンケート 

・「男は仕事、女性は家庭」との考えに賛成３５％、無くすべきは５４％ 

 

○３つの基本目標と１１の主要プラン 

◇基本目標１：男女が互いに理解し合う社会づくり 

・主要プラン１：男女共同参画社会の実現へ向けた意識改革 

・主要プラン２：多様な選択を可能にする教育・学習の充実 

・主要プラン３：国際的視点に立った男女共同参画の推進 

 

◇基本目標２：男女が共に活躍する社会づくり 

・主要プラン４：政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

・主要プラン５：男性中心型の働き方改革と女性の活躍推進 

・主要プラン６：雇用等における均等な機会・待遇の確保とワーク・ライフ・バランスの推進 

・主要プラン７：地域における男女共同参画の推進 

 

◇基本目標３：男女が共に安心できる社会づくり 

・主要プラン８：女性に対するあらゆる暴力の根絶 

・主要プラン９：男女共同参画の視点に立った防災体制の確立 
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・主要プラン１０：貧困、高齢、障がい等により困難を抱えた女性等が安心して暮らせる環境づ

くり 

・主要プラン１１：生涯を通じた男女の健康づくり 

 

○主な指標と数値目標 

・５０項目の数値目標を設定し、随時フォローをしていく 

 

○計画の推進体制 

・毎年度報告書をまとめ、市のホームページで公表。市民のみなさまから、ご意見をください。 

 

◇井原： 

・策定時に感じたこと。４つの特徴がある。 

①基本目標がわかりやすく、男女が安心して活躍できる社会づくり、男女共同参画社会のイ

メージがわかりやすい。 

② 

③高松らしさ アンケートから現状を把握し、理解から実現への取り組みを重視している 

④市が率先して男女共同参画への取り組みを重視している 

 

・３つの論点で進めたい 

①男女共同参画への取り組みとプランへの感想 

②男女共同参画実現の為の課題、課題解決へ向けた提言 

③本プラン実施上の留意すべきこと、あるいは行政への要望を 

 

◇黒川：女性は、気づかい、優しさ、笑顔が素晴らしく、接客業に向いている 

・お店での女性の笑顔は、みなさんを気持ちよくさせる。 

・大昔、男性がマンモスを取りに行っている間、女性は穴蔵で待っていて、いろいろなことに気

遣っている。そうでないと、マンモスに食われて死んでしまう。 

・女性は一つのことだけでなく、複数のことが同時にできる。 

・女性の母性、優しさがある。 

・こんな女性のことは、接客業に向いている。 

 

◇徳倉：育メンの言葉がない頃から育メンに 

・大学を卒業し埼玉に住んで会社勤め。妻が出産し、２００９年に育休取得。 

・会社員ののち、３年間ファザーリング・ジャパンの事務局長として働いていた。男女共同参画

社会の実現に取り組んでいた。 

・２００９年に８ヶ月育休をとり、行くところがなく図書館に行き「   」の本に巡り会い、

自分のことだと。眼科医の妻は、仕事。 

・イクメンの言葉が無い時代で、公園に子連れで行くと石を投げられる時代。子どものおむつを

換えるスペースも男性用はなく、職員の人に確認いただいて女子トイレのおむつ交換スペース

を使わせてもらう状況。 

・親の介護となったときに、男女共同参画はとても大事といった視点から入っていった。 

・しかし企業はそういう意識にはなっていなかったが、イクボスとしだいに取り組みが。 
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・今日のようなパネリストでは、男性ばかりか、逆に女性の中に男性は自分一人だったりするの

がほとんど。今日は高松市長が一緒にいてくれる。これは珍しいこと。 

・男女共同参画のいろいろな取り組み、これは、早くやった方が勝ち。 

 

◇馬場：自分が子育てで困ったことを何とかしたくて始めた 

・なぜ学生服の流通ショップを始めたか。シングルマザーでサラリーマンをしていて、ご近所づ

きあいやママ友の無かった私は、３人の子どもを育てていて、お下がりの制服も手に入れられ

ず困った。同様の思いを持ったお母さんたちが、全国で展開してくれている。 

・「ポケットには携帯電話を入れといてね」と頼んでいる。「子どもが熱を出した」とか、学校か

らの連絡をすぐに取れるようにと。 

・自分が病気で倒れたら → 大丈夫。臨時休業するから。 

・９時から１５時という営業時間、そんな体制で地域に貢献する。 

 

・最初はお母さんばかりが来る「さくらや」が、しだいにお父さんが来店し電話問い合わせをし

てくれるようになってきた。 

・男女共同参画プランのような取り組みで、人口減少がどう変わってきたのか教えてほしい。 

 

◇井原： 

・黒川さん 気づき、ホスピタリティ豊かな女性の特長でお店をしている。 

・馬場さん 学生服への負担感の軽減に、お母さんも一緒になって働いている。 

・いずれも○○さんらしく取り組まれている。 

・論点２ 男女共同参画社会実現の為の課題は？ 

 

◇馬場：自分らしく生きる人になって欲しい、地域で子どもを育てられたらと感じている 

・お店を通じて感じていること。お母さんの言葉に「男らしくしなさい」「女らしくしなさい」と。

自己肯定感が乏しく、自分で物事を決められない子供が増えている。 

・自分らしく生きている人になってほしい。 

・お父さんからの暴力から逃げているお母さんや子ども、いじめを受けている子ども、お風呂に

入れていないのかにおう子ども。「新しい制服で、お風呂に入ってきれいにし、また学校へ行こ

うね」と言える心遣いの店。 

・地域で子どもを育てられたらと感じている。 

 

◇徳倉：学生時代に、正しく男女共同参画、ライフキャリアを考えて 

・２０～３０代世代、管理職世代について話したい。 

・働き出してから男女共同参画の壁にぶつかっていくが、学生の時代に、「ライフキャリア」の観

点で、男性も女性も、そこにさいなまれている。 

・次世代のためにどう男女共同参画を伝えていくか、制度設計を議論していく。 

・学生時代に、正しく男女共同参画、ライフキャリア 子育て、介護、自分が病気やアクシデン

トの時に、キャリアの選択肢がせばまってしまう。 

・人生設計として、仕事、育児、介護だけでなく・・・ 

・組織を維持していくとき、イクボスの理念が大事。 
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◇黒川：しだいに変わってきている 男性の手助けが大事 

・うどんや、たも屋の中からのこと。この１０年で変わってきたこと。 

・がむしゃらに働いてきたが、男性職員からの有給休暇の理由が「子どもの運動会」。男性が子ど

ものことに参加するように、時代が変わってきた。 

・女性が活躍するには、家庭が大事と思っている。男性の手助けが大事で、信頼できるパートナ

ーが大切。男性の方々、しっかりと家事を手伝ってください。 

 

◇井原： 

・自分らしく生きていける子どもたちであってほしい、支援できる地域でありたい。 

・ライフキャリアを提供できるよう、イクボスの必要性。 

・家庭にしっかりと男性も参加し、頼れるパートナーが大切との指摘。 

・男女共同参画、いろいろな課題があり、説明役に徹するとの大西市長に、ご自身のことを懺悔

いただきたい。 

 

◇大西：大西市長の男女共同参画の取り組み状況は 

・懺悔するようなことはないと思うが、できるだけ家族サービスに努めたり、専業主婦の家内の

負担が減るように努力をしてきたつもり。 

・昭和６３年に結婚。家内は会社で働いていたが、結婚を機に退職した。会社では、「なぜ仕事を

辞めるのか」と言われたらしい。 

・自治省、東京で勤務、北海道、東京、島根と転勤が重なった。 

・子育ての時期は北海道で４年間、財政課長という忙しい仕事だったが、一年を通してみると、

旅行にも行ったり、早く帰った日には子どもと風呂に一緒に入り、寝る前の読み聞かせは自分

にノルマとして。 

・東京では国会待機など、東京を変えないと子育ては無理。 

 

◇井原： 

・課題に対して、解決に向けて提言を。第４次プランをどのように実施していけばいいか、行政

に期待することは。最後に市長には答えていただきたい。 

 

◇黒川： 

・現実問題、男性は子供が産まれてもキャリアは積み重ねていける。女性は妊娠出産で仕事から

離れていく必要があり、その１年という期間を取り戻すのは大変。育児が終わっても、女性に

は介護もある。 

・「育児が終わったら戻っておいで」と言っても、パートで帰ってくる人や、介護で戻ってこられ

ない人、介護が終わって戻ってくる人。 

・正社員でも時短や、「子どもに何かあれば早く帰っても良い」と、たも屋では言っている。女性

が働きやすい職場でありたい。 

・行政には、０～小学生の無料の学童保育があれば、お母さんは助かる。介護保険もそうですが、

１０３万円の壁が足かせになっているところがある。 

 

◇徳倉：働きやすい地域になること、当事者意識を持つこと 

・どの県も人口は減少する。世界には、子供はたくさん産まれているけれど、貧困の問題の国が
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ある。可処分所得を増やしていくこと、妻が１０３万円の壁を乗り越えていくと、社会では子

供が増えていく。 

・子どもは労働力であり社会保障である。５人の子どもがいて、一人が成功すると家族を養える。

子どもがいることによる家族としての安心感。 

・「医療費、養育費無料にして」は際限がない。働きやすい地域になることが有効。 

・賃金は他の病院と変わらないのに、５７通りの勤務パターンを用意し、働きやすい病院には看

護師が集まる。 

・働きやすい地域、働きやすい制度、これがプランの中に取り込まれている。セクシャルマイノ

リティ、障害のある方、性別、年齢に関係なく選択肢があること、そんな社会になろうとして

いる計画であること、当事者意識を持つこと。 

・子育て世代をすぎると、喉元すぎると、気にしなくなるのではない。 

 

◇馬場：地域の見守りと地域支援に、さくらや、子ども食堂 

・うちの店は制服を売っているだけでなく、暴力やいじめを受けている親子が来る。 

・明日が入学式という時に来店し、何とかしようとのやりとりをする店。 

・私も、電気やガスを止められる生活をしていた。子どもたちに心配をかけたくないので、「今日

はロウソクでキャンプみたいやね」といったことがあったので、親子のためになりたい。 

・子ども食堂 「僕は、お母さんが夕方ご飯を作りに帰ってきてくれること、一緒にご飯を食べ

てくれることがうれしい」との言葉。子どもたちが食事に来て、何かを話してくれること。 

・野菜を置くようになり、「制服屋の時にはこれんかったけど、野菜を置いてくれるのでこれるよ

うになった」と、地域と本当に結びつくことができた。 

・地域の見守りと地域支援になると思う。 

・しかし、スタッフは限られた人数。社会協議会や行政の支援が必要。 

・こういう場が、社会問題を解決できる場となっていきたい。 

 

◇井原： 

・課題解決への提言、行政、プランへの期待を述べていただいた。市長からお答えを。 

 

◇大西： 

・実際に体験されたことから、問題や解決のアイディアをいただいた。 

・馬場さん 人口減少問題と男女共同参画社会の関係について。６５歳以上の高齢者は増えてい

き、３～４割を越え、生産年齢人口が減少し社会は衰退する一方となる。女性の参画の視点は

とても重要。 

・女性は育児や介護のために仕事を辞める必要があり、１０３万円の壁、子ども二人の標準的な

家庭に対した制度であり見直しが必要、国に強く要望していく。 

・子どもを預けたいが定員が足りない。一昨年には待機児童が無かったが、昨年から発生。休職

中の人だけを待機児童としていたが、入園希望者を全てを対象に待機児童とするようになり、

数百名規模の待機児童。平成３０年に待機児童ゼロを目指す。 

・医療費 中学まで無料 第２子、第３子は一人入園していれば無料。子育て支援施策の充実を

図っていく。 

・人口減少を抑制しながら、社会の活力を増していきたい。 

・超過勤務が減らせない。市役所も率先しながら取り組んでいく。ガラッと考え方、仕事のやり
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方を変えねばならない。 

・民間企業でうまくやっている事例を、横展開していきたい。 

・市民のみなさんの意識を共有しながら、老若男女が輝く高松市にしていきたい。 

 

◇井原： 

・市民のみなさまと共に考え、取り組んでいきたい。フロアから質問や意見はありませんか。 

 

◇女性： 

・ボランティアをしている。「老若男女が幸せな高松を作りたい」との言葉。幸せになるには、市

長さんが見本になって、楽しいなぁ、優しいなぁという高松市に。 

・ボランティアで困っているのは老人ホームの問題、保育園に入れないとの言葉をよく聞く。働

きやすい、男性が育休をとれるような社会保障を整備することが大事と思う。その手本を示す

のが役所であり企業である。一言お願いします。 

 

◇大西： 

・言葉で言ったって待機児童が発生している。毎年１００名規模で定員を増やしていこうと思っ

ている。 

・地域包括ケア 個人個人にあったケア、医療と介護の連携した介護。そして住みやすい、笑顔

の高松市に。 

 

◇徳倉： 

・日本は制度はあるが風土がない。育休の制度はとれるんだが、育休の間のコストは会社がとら

なければならないとの意識がある。 

・有給取得の「要件」となっているが、「有給」は「権利」でしょ。 

・制度と風土の狭間の中で仕事をしている。セクハラからしだいにセクハラがなくなってきた。 

・イクメン、イクボスができなかったら、働き手が無くなる、会社は無くなっていく。 

・会議を８分の一にする方法。参加者を半分、時間を半分、回数を半分にすれば８分の一です。 

マインドの持ち方です。日本は参加者も時間も参加者も多い。 

 

◇男性： 

・男女共同参画 市長が目指している公約にコミュニティの再生がある。 

・パネリストの方々の話はコミュニティ。１０年先では遅い。（自分は）生きているかわからん。 

 

◇大西： 

・子ども食堂 地域の中に老若男女が集まれる。 

・高齢者の居場所づくり。そこに、近くの幼稚園や保育所が一緒になって活動しているところが

あり、コミュニティの充実につながる。 

・高松はコミュニティができている、再生できているという風になりたい。早くできるように充

実していきたい。 

 

◇井原： 

・いきいきと自分らしく生きるパネリストに登壇いただいた。 
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・（黒川さん）自分らしい経営方針でうどん店を経営し、女子が働きやすくなるように、学童保育

の環境整備が欲しい、制度改革が欲しい。 

・（馬場さん）自分らしい発想から学生服のリユース 子どもたちが地域の中で困ることなく健や

かに育つ「子ども食堂」に取り組みたい。 

・（徳倉さん）自分で選択した家庭のあり方から、育メン、育ボスなど、男女共同参画に取り組ま

れている。 

・ご自分らしい生き方をうかがい思うところ、「背景は違うが、従来型、言い換えると、これまで

らしさから脱却し、ご自分で考え決断し、ご自分らしさに行き着いている」。 

・これまでの男らしさ、女らしさに捕らわれることなく、これまでの夫婦の分担や家族の形に捕

らわれることなく、これまでのライフスタイルから脱却し、自由に、しなやかに、自分らしさ

を決断することが求められていると思う。 

・これまでらしくない、異次元とも言えそうな、従来型ではない環境、応援態勢が、家庭ではパ

ートナー、会社では経営者、行政に求められる。 

・第４次プランで策定され、これから行動していかねばならないと認識。 

・女性も男性もいきいきと生きる、多様性を暖かく理解し合い、女性がもっと活躍できる高松に

は、多くの人が住み、次世代に引き継げるものと、市民全体で取り組むことを願い本会を終わ

る。 

 

－以上－ 


