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平成３０年度 知事と県民の意見交換会(平鹿地域振興局)要旨

○ テーマ ： 「女性が活躍できる職場環境づくり」

○ 日 時 ： 平成３０年７月１７日（火）１４：００～１６：３０

○ 場 所 ： 協同組合横手卸センター

知事あいさつ

お忙しいところ出席いただき感謝申し上げる。県では概ね４年間にどのような方向性で県政を進め

るか、各界の代表者に集まっていただき審議しているが具体的な施策・事業をする際には現場の意見

を聞くことが大事である。毎年、各地域において、現場で苦労されている皆さんに悩みや希望等の情

報を教えていただき、いろいろなヒントを得ながら軌道修正することを行っている。出生率及び婚姻

率ともに全国最下位であり、県外に出て行く方は女性が多い本県において、県内に女性に魅力のある

職場、働きやすい環境づくりが必要だということで調査をしながら取り組んでいるが、簡単にすぐに

はできない。このため、それぞれの分野で活躍されている皆さんから話を聞いて我々も勉強しようと

思っている。

本日はできるだけ聞き役に徹するので、自由に発言していただきたい。

視察・事例発表

〔意見交換に先立ち、４月に開園した組合運営の保育園「みんなのみらいよこて卸町園」の概要

説明を横手卸センターよりしていただき、その後施設見学を行う。〕

参加者自己紹介

（Ａ氏）

私は魚市場を経営している。今日はこの場に来るにあたって前もって女性社員からヒアリングをし

てきたので、この後意見交換で紹介させていただきたい。

（Ｂ氏）

警察署勤務で４年目、通算では入職１１年目となった。プライベートでは同じ警察官の夫と２歳半

の子供と暮らしている。制度を利用する立場として参加させていただく。

（Ｃ氏）

横手市で会社を経営している。１５年ほど前にＵターンして地元で起業した。仕事の内容は印刷物

のデザインやウェブサイトの制作をしている。２０１４年に湯沢市にカフェをオープンしそちらの運

営と出版物のデザイン等を並行して経営している。プライベートでは大学生の子どもが１人いる。

（Ｄ氏）

入社１２年目になる。秋田市の会社で1200名の中の一員として働いていたが、３年前にひとつのチ
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ームを任せられるマネージャーになり、６月末に取締役に就任した。今日は貴重なお話を聞くことが

できればと思い参加した。取締役として、女性管理職を増やしたい、女性が働きやすい環境を作りた

いという目的で取り組んでいるが、今日は勉強させていただきたい。プライベートでは中学３年生の

娘をひとりで育てている。

（Ｅ氏）

株式会社と農場を経営している。会社では農産物の県主力品種である米穀の収穫・販売をしており、

農場では生産をしている。男性頼りの会社であるが女性も大変頑張っている。

（Ｆ氏）

建設会社を経営している。大学を出てから、仙台と地元の建設現場で２０数年現場監督として携わ

ってきた。建設現場というと男性のイメージが強いが、女性でも働くことができる。昨年平鹿建設業

協会に女性部が出来て現在技術者が１０数名いるが、若い人ばかりであり、これから結婚・子育てと

なった時に仕事を辞めずに続けられる職場作りをしていきたい。

（Ｇ氏）

農業団体で人事を担当をしている。自分は生まれも育ちも旧横手市内である。仕事の方も他の職に

就いたことはなく、長い間金融を担当していた。今年３月から人事課に配属となり、毎日分からない

ことばかりで多忙な日々を送っているが、人事課に来なければこのような機会もなかったと思うので、

今日は皆さんの話を聞いて参考にしたい。

意見交換

（局長）

それではお話しを伺っていきたい。家事や子育ては本来、男女が対等な立場で協力して行うべきで

あるが、現実的にはこれらの負担は女性に多くかかっており、このため、働き続けることや仕事に復

帰することが困難になってしまうケースが多い現状である。女性が働きやすい、または、働き続けら

れる職場環境を作るための取組について工夫している点や待遇面で配慮されている点等についてお話

し願いたい。また、そのような取組を始めたきっかけや苦労された点等のエピソードがあれば併せて

紹介いただきたい。

（Ａ氏）

魚市場の会社でかつては男社会であった。営業は力仕事もあるためすべて男性で、女性は補助とい

う体制であった。６～７年前から女性の営業社員を採り、現在３名いるが、大変優秀で同世代の若い

男性社員より業績が良くやる気もある。ただし、２０代の女性社員が結婚するとなった時には、おそ

らく親元を離れて暮らすことになると思うので、会社に残ってくれるのかが心配である。営業社員１

２名のうち女性の割合は２５％で、他の業界から見ればそれほど高くはないが、我々市場業界では高

い。営業社員はそれぞれが得意先や取引先との繋がりが強いため、簡単に交代できないことから、４

～５年前からチームで動くようにして長期休暇にも対応できるよう工夫している。
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（Ｂ氏）

警察も以前は男社会の職場であったが、近年は女性被害者への支援等で女性署員の活躍の場も増え

てきている。民間同様さまざまな福利厚生制度があり、育児休暇も最大３年まで取得できる。ただ、

ほとんどの人は１年で復帰する。夫婦共に警察官という職員も多く、出産の立ち会い等男性職員に対

しても育休制度が浸透してきている。また、マタハラ等のハラスメントへの認識も広まっており、ワ

ークライフバランスセミナーも実施している。

（Ｃ氏）

産休を取ったケースはこれまで１件しかなかった。戻ってくるまで他の社員でフォローしたが、専

門的な業務もあり特定の人への負担が集中し、ほかの社員で業務を吸収しきれず、残業が増えてしま

うなど、仕事を続けることが難しくなってしまい、辞めてしまった。当社のように規模が小さいと、

このようなことが起こってしまうのが課題である。

（Ｄ氏）

当社は県内では秋田、横手、仁賀保に事業所があるが、女性は全体の７割を占める。自分も社内に

託児所があることがきっかけで入社した。育休からの復職率は１００％であるが、勤務時間の長さに

比例して昇格しやすい体制になっていると感じる。女性が働きやすい職場だけではなく、個々に合わ

せたキャリアプランを作ったり自分が本来持っている力を発揮できる環境の提供を進めていきたい。

社内では社員を６０チームに分けており、休みやすい環境を作るようにしているが、人数が多いため

誰かにしわ寄せがくるといったことは少ない。しかし、人間関係の悪化を予防するためコミュニケー

ションを取る時間を設けたり、ハラスメント研修を随時行ったりしている。

（Ｅ氏）

女性は男性と比べ結婚、出産、育児、介護と人生においてターニングポイントが多いが、休暇制度

ということではなく、社員皆で気づき合いながら臨機応変に対応している。男女ということの区別は

なく働いているので当社の女性は気持ちが強い。お互い否定はせず、いいとこ取りで人の魅力を引き

出せるような職場環境となるよう心がけている。

（Ｆ氏）

当社でも男女の区別を無くして仕事をしている。若い社員を見ていると、女性ということで意識し

すぎて丁寧にしようとしていると感じることがある。女性社員は「技術を磨きたい」「仕事を続けたい」

という思いで仕事しており、周囲があまり構えない方が良いと思う。また最近は、子育て等の家庭事

情で有休を取る男性も多い。労働基準法の関係もあると思うが、３０分単位で有休を取れるようにし

ている。女性については、子育てにかかる期間は１５年位であるが、その間も短くても良いのでパー

トで仕事を続けてもらうよう努めている。４５歳位で子育てが一段落しても定年まで２０年近くある

ので、会社では継続して雇用していくことができる。また、責任ある仕事を与えながら、質は下げず

に量を減らす工夫をしている。

（Ｇ氏）

当社では男女比率は女性４３％、男性５７％でほぼ半々になりつつある。当社は２９年度に、県の
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「女性の活躍推進企業表彰」を受けているが、別に費用をかけて何か事業をした訳ではなく、身近な

ところからひとつひとつ積み重ねた結果受彰につながったと思う。そのきっかけとなったのは、各種

法令の改正、社会情勢の変化の流れに乗ったこと、トップから「人を育て人を大切にし、職員がとも

に育つ職場づくり。」という趣旨のメッセージがあったことである。また、子育て世代の職員が多くな

ったので、自然に子育て環境を整備する方向に進んでいったと思う。最初に行ったのは、行動計画を

立て具体的な数値目標を示したこと。次に子育て世代の声を聞くということで、「ふるさとくるみん塾」

を年２回ほど開催している。対象は妊娠中、産休中、就学前の子育て世代とした。事前にアンケート

を行い、会で聞きたいことを確認している。始めてまだ２年位であるが、手当のアップや相談窓口の

設置とか具体的な目に見えるかたちとなった。エピソードとしては、５０代前半で初孫を持った職員

が、今の若いママさんはどんなことを考えているか知ることができて参考になった、ということがあ

った。

（知事）

話を聞いて、この地域は非常にうまくいっている印象を受けた。不満の多い地域もある。昔から男

社会という風潮、固定観念があるが、本来は男女同じことが出来ると思う。なので、女性を意識しす

ぎると気を遣われた女性も負担に感じ、やりにくいと思う。

今日は雇用する立場の人が多いが、最近の大卒、高卒の年代の女性を皆さんはどう見ているか。ア

ンケート調査では、地元に女性の働く場が少ないという結果が多く、本当かなと思うこともある。卒

業後、一度東京に出てみたいという気持ちもあり、このような結果になっているのではないか。

（Ｆ氏）

県外に出ると地元へ帰りたくなる若者も多く、東京から秋田に戻ってきた人を受け入れる会社が見

つかれば地元で働いてくれるし、見つからなければまた県外に戻ってしまう。

（局長）

高校生へのアンケートでは、女子生徒は一度県外へ出て行きたいということと、事務職の希望が多

い傾向がある。

（知事）

事務職は有効求人倍率も低く将来なくなる可能性がある。しかし、特に保護者は「家の娘に何か良

い事務の仕事はないか。」と聞いてくることが今でもあり、女性の仕事はこうだ、との古い感覚がある。

ところが、実際は女性の方が緻密な仕事をする。秋田市長時代に女性の土木建設の女性職員がいたが、

完成検査は男性職員より厳しく、最後までやり遂げる気持ちが強かった。Ａターンの登録状況を見る

とほとんどが男性で女性は少ない。

（Ｃ氏）

女性はネットワークが広いので、公的な場を通さなくても帰郷（Ａターン等）について話を聞いて

くれる人がたくさんいるからではないか。
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（知事）

堅苦しい登録だけではなく、ＳＮＳを使った柔らかいネットワークづくりも必要だ。

（局長）

地域社会においても男性は会社しかないが、女性の方がネットワークが広いと感じる。

（局長）

皆さんの職場において、女性がさらに活躍できる会社・職場としていくために今後、必要なものや

取組を予定していること、さらに職場環境の改善・要望点等があればお聞かせいただきたい。

（Ａ氏）

当社では男性の育休のケースはまだないが、チームで対応できるしくみを制度化していかなくては

と思っている。経営の立場としては、女性には結婚して仕事を辞められることにリスクを感じるが、

仕事は男女平等にしてもらっている。ただ、共稼ぎが難しくなったとき、男性が仕事を続け女性が辞

めるという世の中の気運になっている。親が要介護となった場合誰が行うのか本来であれば夫婦の問

題であるが、娘の方が面倒見るのが社会の常識のようになっているのが現実で、そのことが問題であ

る。

（Ｂ氏）

警察署では平成３３年４月までに女性職員の割合を１０％にする目標を立てたが、３０年４月現在

で１０．１％とすでに達成している。こういった施策を継続していくことで、女性が働きやすい職場

環境整備にもつながっていると思う。不安に思っていることは、女性が男性と同じように活躍してい

くためには、相応の責任が必要であり、有事や災害時にすぐ出動できる体制にしておかなければなら

ない。東日本大震災の時は他県への派遣になってしまい、子供を親に預けなければならない状況にな

ってしまった。親がいる場合は良いが、どんな時でも預かってくれる保育園があれば良いと思った。

また、最近は若い女性職員も増えてきているが、結婚・出産となった時にそれを選択しない女性職員

にしわ寄せがきてしまう。育児休暇等の制度は充実しているが、その辺りのことも考えていかなくて

はならないと思う。

（知事）

県内には女性の署長や幹部はいるのか？

（Ｂ氏）

課長、警部クラスの女性職員はいる。

（知事）

海外の映画等では女性幹部を良く見るが、県内でも昔よりは増えたと思う。近いうちに女性の所轄

署長も出てくるのではないか。
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（Ｃ氏）

当社は女性数人の従業員であるため、有休を取る時に周りの社員に対する気遣いは出てきてしまう

と思う。また、子供が具合が悪くなり保育園に預けられない場合に、両親と同居しているか近くにい

たとしても、手伝ってくれない家庭も増えてきている。家族が側にいるから子育てしやすい環境かと

言われると必ずしもそうではない。

（Ｄ氏）

コールセンター業務なので力仕事はなく、口と頭がものを言う仕事である。女性が活躍できている

かどうか考えるとのびのび仕事はできているが、管理者層の男女比率は職員数と逆転してしまってい

る。家庭事情、体調面、介護などで時間が制限される女性が多く、そのことが女性管理職にチャレン

ジする気持ちを自ら断念してしまっている。女性の特徴として、確かな足場があるところでないと踏

み込みにくいタイプの女性が多いと思う。新しい仕事を頼んでもどこまで踏み込んで良いか分からな

い。いろんなことにチャレンジしていけるように環境を整えていけたら良いと思う。また、大人数の

ためニーズも多く、いろんな考えの人がいる。まずは現状の把握をする必要がある。どこまで掘り下

げていけば偏りの無い情報をつかめるかが直近の課題と感じている。仕事以外でも社内にスポーツ同

好会があり、プライベートの時間を少しでも調整できる場として活用してほしいと考えている。

（Ｅ氏）

男女問わず働きやすい環境を作るには、まず思いやりが大事であり、これによりコミュニケーショ

ンが生まれる。何か問題があった時でもいろんな話も出て解決しやすくなる。また、一番大切なこと

は教育だと思う。その人が育ってきた社会環境はもちろんのこと、学生のときの生活行動、家庭環境、

時代毎の社会環境がその人の年代別にマッチして出てくると思う。秋田県は自然が抜群なのでそれに

教育環境を整えていけば人口減少問題でも何か解決のヒントがあるのではと感じている。食の安全安

心も子育てには大事だと思う。思いやりがある人は家族とほとんど同居している。介護のことになる

と男性の方が積極的になっている。

（知事）

農業に女性職員はどう携わっているのか。

（Ｅ氏）

精米と現場の指示、営業をしている。悪天候の場合は男性に現場を任せることもある。

（知事）

若い人の農業観はどうか。昔は農家は継ぐなという風潮であったが、最近は法人化や若者の新規就

農等農業に戻ってきていると感じる。

（Ｅ氏）

農業を好きでやっている人は長く続いている。また、農業をやりたいと思えば秋田県ほど環境が揃

っている地域はない。ただ、今の若者は少ない兄弟の環境で育ってきたせいか物を大事に使わず機械

任せのような感じを受ける。
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（Ｆ氏）

独身の女性が結婚した場合に社に残ってくれるのかという不安はある。しかし、辞める辞めないに

関係なく責任ある仕事を与えるようにして、「自分が社にいなければ」という気持ちを持ってもらうよ

うにしている。子供を保育園に預けられない人が社内に連れて来たことがあったが自然に周りの職員

が面倒を見ていた。学級閉鎖等になっても親が休まなくても良いように社内に（託児）部屋を作って

提供することも良いのではないか。

（知事）

保育園ではないが、部屋を作って提供している事業所は増えてきている。

（Ｇ氏）

以前は女性は２割程度しかいなかった。当社はいったん就職すると退職までいる風土がある。女性

だけを支援すると言っているだけでは女性の活躍は難しく、男性の理解が必要である。県でモデルケ

ースや見本を示してもらえると、当方でも少しずつ変わっていくのではないかと思う。３０～４０代

の男性職員は夫婦で協力して交互に休暇を取ったりしているようだが、５０代はなかなか進んでいな

いようだ。

（知事）

若者へのアンケートでは、結婚しても仕事を続けると答えた人がこれまででもっとも多かった。た

だ、先ほどの話にあったように、勤務地が離れている場合はどうするか、という問題はある。ヨーロ

ッパでは女性が仕事して男性が家庭に入るといったことも多い。また、最近は婚活パーティーが多い

が、若い男女の出会いの場が少ないと感じる。昔は喫茶店とか祭りとかが多く、今よりも付き合いや

すかったと思う。

（Ｃ氏）

女性従業員に聞いた話では、婚活パーティーに出ても男性が連絡先を聞いてこないとのことだった。

（Ａ氏）

昔は家に直接電話するとか手紙を書くとかしなければならなかったが、今はメール等で簡単に連絡

が取れるはずだが。

（知事）

合コンイベントで積極的な男性は隣県出身者であり、秋田県としては困る。

（Ａ氏）

卸センターでは男女両方を対象に自己ＰＲのセミナーを実施している。

（知事）

婚活パーティーでも最近の男性はプッシュしない。
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（局長）

県では少子高齢化による人口減少を抑制し、地域でも安心して暮らせる社会を目指しており、女性

が結婚・出産・子育てしながらでも働き、活躍できる社会になるためには地域として何が必要か、あ

るいは、どうなって行くべきとお考えかお聞かせいただきたい。

（Ａ氏）

当社は古い会社で休み、特に長期休暇を取りにくい風潮の職場となっており、そこを解決しなくて

は結婚促進もないと思う。年上の人が休暇を取らないので若い人も取りにくいということもあり、半

強制的に職員に休みを割り当て取らせている。まだ、会社が時代に追いついていないと感じる。

（Ｂ氏）

親世代がいない人にとっては、地域での保育や医療、教育があれば良いと思う。生む生まない、地

元に住む住まないを個人が選択できる時代になってきているので、地元に残りたいと思わせるプラス

アルファが無ければ残らないと思う。

（Ｃ氏）

若い社員に何があれば仕事を続けやすいか聞いたら、職場から近い場所や職場内に託児所が欲しい

という意見があった。産休の社員が戻ってきた時に自分の部屋を休憩室として用意したことがあった

が、社内で少数派あり、甘んじて使うことを当人が許せないという感じがあった。小規模な事業所が

協力して、近くに場所を確保できれば働きやすいのではと思う。

（知事）

秋田市では、託児スペース等を職場内に設ける事業所を支援する取組をしている。県でも、女性が

働きやすい職場環境の整備に対して同様の制度がある。

（Ｄ氏）

安全安心な食事をいつでも低価格で提供してくれるような食事のサポートがあれば良い。帰ってか

ら料理するのは重労働で時間がかかり、この時間を仕事やプライベートにもっと時間を割くことがで

きる。

（知事）

台湾等では３食外食の文化があり、早朝からオープンしているレストランも多い。道の駅も安くて

良いものがあるが、閉店時間が早い。

（Ｅ氏）

誰でも困ったときに２４時間気兼ねなく利用できる駆け込み寺のような施設があると良いのでは。

仕事を持っていると責任もあるし、介護や保育など、自分の生活に差し迫った問題がある時に、親な

ど頼れる人がいない場合でも駆け込める場所があれば、誰もが自分らしく生きながら、前向きに生き

ることにつながる気がする。男と女は平等ではあるが、女性ならではの心配りやおもてなし、マナー

など人として成長できれば良いと思う。卸団地の保育園を見せていただいたが、限られた人数でも利
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用が広がっていく施設であると感じた。

（Ｆ氏）

食材を社内で受け取ることができる宅配サービスを利用している女性社員が多く、帰りに買い物し

なくても良いので時間短縮になっている。子どもについては、昔は親戚や知人に預けることも多かっ

たが、今は治安の問題や何かあった時の責任問題等で難しくなった。学校も統合が進んで遠くなって

しまっているので、近くに公民館等子ども達が集まる場所があれば親も安心して働くことができる。

（Ｇ氏）

今の子育て中の親は、自分達で何とかしようとする意識が強いと思う。もっと周囲の人に頼っても

良いのでないか。行政でもそういう人たち向けのサービスや場所を増やしてほしい。

（知事）

今日は参考になる話を聞くことができた。都会から転勤で秋田へ引っ越してきた家族や移住してき

た家族が言うのは「秋田は家族のプライベートが無い。」「地域にしばられて息苦しい。」という。地域

のコミュニティが発達して良い面もあるが、町内会等の付き合いが非常に多く、若い人にとっては住

みにくい。そういったことも人口減につながる要因になってしまっているのではと思う。皆さんはど

うか。

（Ｃ氏）

ゴミ集積所を利用したいので自治会に入ったが、消防、婦人部、広報等役の割当てが非常に多い。

（Ａ氏）

東京と比べると秋田は地域での交流が多いと思うが、一概に悪いとも言えない。

（知事）

秋田への移住者と話す機会があったが、雨の日に近所の住民が留守中に洗濯物を取り込んでくれた

ことがあった。親切心であってもプライベートを侵害され嫌な思いをしたとのことだった。北陸・山

陰地域の出生率が高い理由は、地域活動は少なく家族で楽しむ時間が多いからとの見方をする人もい

る。アメリカも休日は家族と過ごすのが当たり前で、地域の共同体は最低限の役割しか持っていない。

（Ｃ氏）

人口が減っているので地域の役割の当番が回ってくるのが早いが、年配の方は昔の人口が多かった

頃の感覚のままなので、若い人に負担が集中する面があるように感じる。

（局長）

それでは、以上をもって意見交換を終了する。何かお気づきの点があれば、総合政策課または振興

局までお知らせいただければと思う。本日は誠にありがとうございました。（了）


