
平成２７年度第１回 佐賀市男女共同参画審議会 報告書 

  

開催日時  平成２７年 ５月２８日（木）１０時００分～１２時００分 

開催場所  佐賀商工ビル ７階 大会議室 

会議の公開又は非公開の別  公開 

出 席 者  （委 員）伊東 史朗、江島 光代、大村 雄三、大薮 日左恵、亀山 清美、 

                      坂本 広樹、原 健一、福成 有美、藤野 真也、牧野内 富美子、 

           森 梅子、安永 恵子、吉岡 剛彦 

（事務局）松尾企画調整部長、眞﨑企画調整部副部長、片渕男女共同参画課長、  

福田係長、松尾、小寺、各支所総務課男女共同参画担当（川原、平野、八段、

坂井、田中、原田） 

欠 席 者  （委 員）草場 栄美、森永 美智子 

傍聴者数   なし 

 

１．開 会 

２．委員委嘱状交付 

３．あいさつ 

４．議題 

（１）平成２６年度男女共同参画事業報告および平成２７年度男女共同参画事業計画について 

   ①平成２６年度 男女共同参画事業報告 資料１－１  

事務局  内容説明 

 

委 員  女性のための政策参画セミナーだが、「自分の半径 1 メートルぐらいでできること

はなんだろうか」「男女共同参画のためにできることはなんだろうか」ということを

みなさんで考えていただくような講座にしている。例えば、「自分の意見を相手に伝

えるときにどういう風に話をしたら分かり易いのか、伝わり易いのか」といったこと

や、「そもそも言いたいことは何だったのか」そういったことを明確に伝えていける

ようなコミュニケーションスキルを上げていくというような講座をさせていただいた。

男女共同参画というとどうしても幅が広くなってしまうが、その中でできる一歩とい

うことを考えていただくような講座を実施したつもりである。比較的、年代もさまざ

まな方に来ていただいたので、もっと広報をしっかりとして、たくさんの方に参加し

ていただけるような、こういう機会を増やしていただけると嬉しいなと思った。また、

感想も含めてだが、佐賀大学のインターフェイスの科目の中で、パートナーデーの効

果的なＰＲの仕方をグループワークでディスカッションしたという話だったが、それ

はすごく効果的だろうと思うし、具体的に男女共同参画を考えて、自分たちの声が市

政につながっていくということを経験として持つというのは、すごくいい機会だと思



った。 

 

会 長  私も、身近なところから何ができるかを考えていくということの大事さを感じる。

佐賀大学に関しては、講義に来ていただいて、佐賀市がこんな取り組みをしていると

いうことを知ることができる機会というのは、学生にとっても貴重な機会になり大変

有り難かったと思っている。 

 

委 員  推進事業の４番「こども向け条例パンフレットを活用した授業」ということで佐賀

市立の全中学校で授業を実施されたということだが、この授業は、単発の 1 時間なの

か、それとも 1 単元で年間を通して何時間か取り組まれているのか。やはり、単発だ

と子どもへの浸透もあまりうまくいかないのかなと思う。単元として年間に何回か行

われているのか質問。 

 

事務局  こちらは、４月から５月に始まり、１２月、学期末までに１回１コマ１時間程度を

実施していただいている状況である。 

 

委 員  もっと、年間を通して何回かやっていただくともっといいかなと思った。 

 

委 員  前任の中学校では、家庭科の授業で家庭生活を学ぶ時に、この男女共同参画に関す

る授業をしてもらっていた。年間を通して年に何回かがいいと思うが、学校のカリキ

ュラムもしっかりつまっていて、今、他のことも、いろいろな問題もあるので、かな

りたくさんのことを子どもたちに啓発していかなければならず、それ以上を求められ

ると各学校の運営があるので、とりあえずということで多分スタートしていると思う

ので、家庭科の家庭分野で２時間くらいは前の学校でやっていたと思うので、全学校

に要望するにはやはりその辺りからかなと思う。ただ、この中学２年生の意識調査を

見ていると、年々女の子たちが目覚め始めているなと思うので、学校教育の役割は大

きいと考えている。 

 

   ②平成２７年度 男女共同参画事業計画 資料１－２ 

事務局  内容説明 

 

委 員  昨年度の事業で、企業への働きかけが少し少なかったのかなという印象を持ったが、

今年度に関しては事業所訪問が予定されているということだが、これは具体的にどう

いったところを予定されているのか。 

 

事務局  昨年度も、新たに２０社程度、男女共同参画推進協賛事業所として新規に登録をい



ただいている。事業所の方から、ホームページなどをご覧になり参加したいとおっし

ゃるところもあるが、こちらから訪問をさせていただいて、男女共同参画の推進にご

協力をいただいているところもある。今年度は、ワーク・ライフ・バランス推進事業

等もありますので、いろいろな方にご紹介いただきながら市内の事業所を訪問して男

女共同参画の啓発を進めていく予定である。 

 

会 長  私もワーク・ライフ・バランス推進事業に関しては、ワーク・ライフ・バランスを

推進している企業に、何か特典というか、もちろんワーク・ライフ・バランスを進め

れば、その会社自身にとっても、もちろん男性従業員も含めていろいろなメリットが

あり、もちろん自分たちには返ってくるとは思うが、それ以外にも、市から何か特典

がある、例えば公共事業で優先されるとか、予算を伴わなくても、表彰されるとか、

紹介されるなど、何か検討できそうか。 

 

事務局  協賛事業所の入札参加の特典という面で、関係課の方と調整をしているところだが、

ちょうど入札参加の資格を２年に一度更新しており、次期更新時期にはなんとか取り

上げていただけるように働きかけをしているところである。 

 

委 員  ワーク・ライフ・バランス憲章に基づく宣言についてだが、佐賀市としての宣言の

採択はしているか。 

 

事務局  佐賀市として、宣言はしていない。 

 

委 員  全国的に、「ワーク・ライフ・バランスの宣言というのは各自治体で行っていきま

しょう」というのが政府機関のほうからも働きかけがあっているかと思う。是非その

辺りも、やはり、まず佐賀市、行政自体が示していくというのも必要ではないかと思

う。 

 

委 員  ワーク・ライフ・バランス推進事業について、今回この事業を進めていくにあたっ

てのゴールがどこなのかということを事業所の方にしっかりと押さえていただきたい

と思う。私もワーク・ライフ・バランスのコンサルティングをしているときに、制度

があっても風土がないというのが一番の課題だと感じる。なので、制度を見た目で表

現できるとか、結果を数字で表現できるという、数値的な目標設定ももちろん大事だ

と思うが、働いている人たちが本当にワーク・ライフ・バランスを実感できる現状を

作っていただけると有り難いなと思う。県の審議会でも話になっていたが、佐賀県の

労働者の労働時間数が全国平均よりプラス年間１００時間多くなっている。長時間労

働になってしまっているその現状を踏まえて、佐賀市はどういう現状なのかといった



ことや、どうしていくのかといったことを含めて、一緒に考えていただきたいと思う。

先ほどの入札の話や、特典の話があったが、ワーク・ライフ・バランスの推進が企業

広報、企業戦略、経営戦略になっていくというところも是非伝えていただいて、働い

ている人達に感じられるワーク・ライフ・バランスの推進をお願いしたい。 

 

委 員  企業訪問というのは、企業を１社１社回られるということか。大企業は、そういう

こともできるかと思うが、中小企業ではそういうことがなかなかできにくいと思う。

いろいろな異業種交流をされている各種団体があるので、そういうところにも働きか

けをされたらいかがかなと思う。 

 

会 長  出会い創出・応援事業についても、ワーク・ライフ・バランスの観点が含まれてい

るといいかなと個人的に思う。 

 

（２）平成２６年度男女共同参画に関する市民意識調査について（報告） 資料２ 

事務局  内容説明 

 

委 員  中学２年生の意識調査を報告していただいたが、中学校の現場、教育の立場にいる

ものとして感じているところが、やはり小学校時代より中学校に入ってからの方が、

思春期に入るので、男女の差別ではなく区別を意識することになるということである。

「男らしさ、女らしさ」という表現でひとくくりにされているが、「足をとじて座り

なさい」ということと、「女らしくしなさい」ということは違うと思う。男の子に「女

の子を守ってあげなさい」ということと、「男らしくしなさい」ということも違うと

思う。その辺りを中学校ではきちんと区別して教えていかないといけないと思う。女

性は母性を持っていますので、「自分の体をどうやって守るか」、「男の子はこんな

ことで挑発されるんだよ」など、女子生徒だけを集めて話をしたこともある。下着の

色を決めたり、そういうことまで指導をしたこともある。すべては性被害に遭わない

ようにするためである。男子生徒にも性教育を一緒に受けさせているので「出産があ

って、子宮は大事なところだからおなかを蹴ってはいけないよ」など、そういうこと

を教えること自体は、男女平等に逆らっているわけではないので、この調査において

女子生徒も男子生徒も「男らしさ」「女らしさ」と言われたときに、どういうことな

のかということが分からないままに答えている、先生の対応もそうだと思う。デート

ＤＶの話なども性教育でする。これらと男女共同参画とは違うという区別が中学校の

現場では必要ではないかと思う。私自身も経験したが、中学校高校までは、ほとんど

男女差を感じず伸び伸びと過ごさせてもらい、いざ社会に出たときや、いざ家庭に入

ったときに、なんだこれは…とショックを受ける女の子が、今、たくさんいるのでは

ないかなと思う。これから先を見据えるときに、「女の子でも男の子みたいにしてい



いんだよ」というわけではないというところは、教育現場は気をつけてやっていかな

いといけないのかなと思う。 

 

事務局  「女の子は女の子らしく、男の子は男の子らしく」の質問については、特に条件な

ど何もなく、「あなたは子どもの育て方についてどのようなお考えをお持ちですか」

「女の子は女の子らしく、男の子は男の子らしく育てた方がよい」と、一気に質問を

させていただいているが、例えば、女の子だから入学式のときに赤のランドセルを、

男の子が赤のランドセルを選んだら「あなたは男の子だから赤はだめよ」というよう

なことではなく、本人、個人の希望する色を選択できるような育て方をしていただき

たいというのはあるが、ここで「女の子は女の子らしく」という使い方というか、先

ほどご指摘いただいたような指導も是非必要かと感じている。 

 

委 員  「男の子らしく、女の子らしく育った方がいい」と考える方が６５％くらいいらっ

しゃって、その方たちがおそらく子どもたちに「あなたは男の子だから男の子らしく

しなさい」というように指導されていると思う。その時に「男の子らしくしなさい」

という押しつけではなく、子ども達に「君は男の子だけど、どういう風にしたほうが

いい？」という選択、子ども自身が考えていくような教育の仕方を進めていかないと

いけないのかなと感じている。保護者から意識を変えていかないといけないところか

なと思う。 

 

委 員  人権擁護員で、学校で人権教室をさせていただいているが、内容としては、「いじ

め」「いのち」などになる。男女共同参画に関しては、区別と差別というところが非

常に難しく、今度やってみようかと思ったりしたが、さきほどの話を聞いてちょっと

難しいなと思った。できれば「いじめ」や「いのち」の問題については、いろいろな

法務局から出たＤＶＤなどに基づいてやっているのでいいが、もし、学校で先生方が

されるのであれば、男女共同参画のＤＶＤなどを使ったような授業を進めていただけ

たらなと、それが１番じゃないかなと思う。 

 

委 員  16歳以上を対象とした意識調査で、ＤＶを受けた時に我慢したということだが、お

そらく男性の割合もかなりある。例えば、妻からの言葉の暴力で我慢したというのも

あると思う。一方で、アバンセの相談室を所管しているが、重篤ケースは必ず接して

いて、おそらくほんとうに我慢できない状態の人達は相談に来ていただいているので

はないかと思う。ただ、この指摘にあるように、相談しようと思わなかった、という

ところも確かに気になるところではあり、全体的に相談件数が減少傾向になってきて

いるので、啓発をもっと行うなど、相談窓口の周知をしているつもりだが、それでも

知らなかったという人が未だにいらっしゃるので、やはりいろいろな人たちに情報が



届くようにやっていかないといけないなと思っている。それから、デートＤＶの話を

予防教育という形で、佐賀県ＤＶ総合対策センターで取組みをしており、中学２年生

に、デートＤＶを初めてはっきり言葉として伝えて、男女のよりよい関係や、男女だ

けではなく友達とのよりよい関係も、実は人間関係の作り方に繋がっているんだよ、

という教育をやっている。佐賀市内では今、４校で取組みをずっと継続してやってい

ただいているが、おそらくこのデートＤＶという言葉自体は啓発言葉なので、学校で

伝えないと多分触れないと思う。そういう意味でも、まだまだ知らないという生徒が

多いので、取り組みをさらに進めないといけないと思う。 

 

委 員  佐賀市にも６６０人ほどの自治会長がいるが、この中で女性の自治会長はおそらく

５０人もいないのでないかと思うくらい少ない。特に、校区の自治会長は３２人いる

が、全員が男性である。ですから、女性の方も自治会長をして出てこられたらいいの

だが、校区の自治会長となったら非常に問題が多岐に渡り、女性の方でもできない事

はないと思うが、なかなかできません。というのは、自治会長というのは、何の仕事

があるのかというと、道の穴があいたり、草木が通学路に出てきたり、街灯が切れた

り、犬、猫が車でひかれて死んでいたりと、いろいろなことを全部自治会長のところ

に言ってくる。だから、そういう全般の事を処理するということになったら、やはり

女性の方、若い方は当然無理だし、時間のある方となるとある程度歳を取ってリタイ

アされた方ということになるので、女性の方がほんとに少ないということで申し訳な

く思っている。私たち自治会の中でも女性の自治会長さんがおられたら、できるだけ

援助していきたいと思っている。 

 

会 長  全体として確認すべきなのは「男性が外で働いて、女性は家を守る」といういわゆ

る性別役割分業と言われるものだが、それについてどう思いますか、反対ですかいう

質問をすれば、多くの人がある意味模範解答を答えられるようにはなってきているこ

とだろうと思う。そのこと自体は意義がある、こう聞かれたら反対だと答えるべきだ

と感じる人が増えてきているのは、男女共同参画の観点からは進展だろうと思う。し

かし、頭ではわかっていても、具体的な体を動かした行動としてはなかなか今のとこ

ろはあがってきていない。それも意識という問題もあるし、職場環境を含めた、やり

たくてもできないというような外部の要因もあると思う。そのあたりを細やかに分析

して対策をしていくということが必要であろうと思う。それから、先ほどの差別と区

別の問題が本当に重要なご指摘だと思った。男女共同参画とは何かということについ

ては、私個人の意見だが、男女共同参画はよく言われるように、「女らしさ、男らし

さから自分らしさへ」というのが、つまり個人の生き方を大事にしようというのが最

終的な目的、ゴールであろうと私は理解している。確かに中学２年生の調査で、男の

子は男の子らしく、女の子は女の子らしくあるべきだという時に、何を女らしい、男



らしいと感じるかというのは生徒ごとにそれぞれだというのがあると思うが、問題な

のは性別を理由として自分のやりたいことは別にあるのだが、自分は「女だから」と

いうことを理由にしてそれを我慢してしまうというところが問題だと思うので、性別

というのが自分の生き方を大きく変える要因になっているというところに問題がある

のではないか、と私個人は感じており、性別役割分業もそうだが、生き方の幅を狭め

るものとして性別というものが大きくない、できるだけ大きくない社会というのがめ

ざされるべきところかなと理解している。 

 

（３）第三次佐賀市男女共同参画計画の策定について（概略説明） 資料３ 

事務局  内容説明 

 

会 長  現在は、第二次佐賀市男女共同参画計画（男女共同参画計画）と佐賀市配偶者等か

らの暴力（ＤＶ）の防止及び被害者の支援に関する基本計画（ＤＶ防止計画）が別々

に２つあるが、それを一体化しようというのが今回の提案である。その一体化の仕方

というのが事務局から３つの案を出していただいており、このＤＶ防止計画を、男女

共同参画計画の一番大きな柱になる基本方向というところに、大きな柱として１つ立

てて、柱として取り組んでいこうというのが第１案。それから第２案は、男女共同参

画計画の重点目標のところにＤＶ防止計画を入れて、そこに施策をぶらさげていこう

というもの。第３案は合冊というもので、１冊にはなるが前半、後半で分けるといっ

た案である。 

 

委 員  県内の市町の計画が出そろって、佐賀県では、全市町でＤＶの基本計画が作られた

ことになる。これは、全国的にもかなり取り組みは進んでいる方だと思うが、作り方

はそれぞれある。特別にこちらの方がよいということはなく、もちろん施策の中身が

問題ではあるが、つくりとしては第１案にあるように、ＤＶ自体は男女共同参画を阻

害する一番大きな要因であろうと私も考えているので、基本方向の中にＤＶ防止計画

を盛り込まれる形で重点目標、施策がつくられていく、その中でも佐賀市らしさを打

ち出していけると思うので、いろいろなところで作られているのを見ても、この第１

案がいいかなと思う。ＤＶの部分と他の男女の計画の中身、これが国や県の現状や動

向と合わせた形と、佐賀市らしさというのがあればいいと思うが、実は国の計画が大

幅に遅れている状態である。現在、特に提唱している女性の活躍促進であるとか、Ｄ

Ｖ以外の女性の困窮やひとり親家庭の問題というのが就労を含めてあり、そこの視点

もおそらく入ってくるのではないかと考えると、国や県の動向も一旦踏まえていくと

いうのも必要だろうから、この基本方向についてはこの通りだと思うが、重点目標に

ついては、若干、文言の修正や方向性が変わる、目標が変わる可能性があるのかなと

思う。いづれにしても、体系については、第１案でやるのが一番いいのではないかと



思う。 

 

委 員  第１案、第２案ともに少し違和感があるのが、学校でも、「あらゆる暴力がない社

会づくり」ということで、例えば暴力団についても必ず講演なり、子どもたちに講座

がある。暴力団とか、薬物乱用とか、そういうものもすべて決められていて、必ずや

るようになっている。ここに「あらゆる暴力がない社会づくり」で、例えば第１案だ

ったら、市民への暴力防止や、学校における暴力防止、外国籍被害者、障がいのある

方のというようなところまで入っていて、ものすごく大きな部分、暴力に対して全部

包括したものが入っているのか。第２案もたった１つだが、ＤＶに限定しない暴力が

すべて入っているので、これが男女共同参画計画の中にすべてを包括したものが入っ

たら、焦点がボケるのではないかと思った。 

 

事務局  今回、策定の段階で、施策レベルの内容については、ＤＶ防止計画をそのままそっ

くりそこに載せるというよりは、中身についてももう一度精査して、必要性や先ほど

ご意見いただいたような点も、一緒に見直しも併せて審議していただくということで、

本日は基本方向までの、ＤＶ防止計画をどこに入れるかまででご意見等をいただきた

いと思っている。おっしゃる通り、施策レベルの部分についても、今後検討させてい

ただければと思っている。 

 

委 員  おそらく、あらゆる暴力というように書いてあるので、おっしゃるように市民向け

にいわゆる暴力団、暴力も含まれると思うが、ＤＶ防止計画というところでいくと家

庭内暴力や身近な労働問題ではあるセクシャルハラスメントなどの啓発や、予防とい

うのをどう行うのかというところで、暴力団関係の暴力についてまでは、おそらくＤ

Ｖ防止計画では想定していないので、表現の仕方は改める、考える必要があるのかな

と思う。 

 

委 員  ＤＶが起こってしまったことに対しての対策というか、中学生からではなく、もっ

と小さい時期から、遊びの中などにそういうものを取り入れていくことも必要ではな

いかと思う。そして、子どもは親の姿を見て育つので、やはり親子ともに、そういう

勉強をする機会があればいいのではないかと思う。 

 

委 員  基本方向というところでは、「男女共同参画社会を進める市役所づくり」というの

は、もう今回の第二次計画までで出来上がっていていいのではないか。第三次計画で

も、市役所づくりをさらに進めていくより、市役所としては体制が出来上がっていま

すよということでいった方がいいのかなと思う。 

 



委 員  基本方向の中に、ＤＶについて、きちんと位置づけて、きちんと構成をした方がい

いと思う。また、「男女共同参画社会を進める市役所づくり」というところは、改め

てここの基本方向の中に起こすというのはいかがなものかなと思う。一点要望だが、

「男女が共に働きやすい環境づくり」という基本方向、これは第二次計画でもあるが、

ここは是非、力を置いた施策などを考えてもらえればと思う。というのは、ひとつは

今日のアンケート調査の中にも出てきていたが、女性の方々が雇用されても、「出産」

「育児」となると家庭に入ってしまうというのが圧倒的に多く、また、改めて再雇用

されるというスタイルを取っている。言いかえれば、「出産」「育児」というのがき

ちんとカバーできるような職場の労働環境がまだまだちゃんとされていないというこ

とに焦点を当てて、女性が働きやすい職場環境をどう作っていくのかということをき

ちんと提言していくというのも非常に必要ではないかと思う。 

 

会 長  私自身も、ＤＶ防止計画について、基本方向に出すこと自体が、ＤＶに対して是非

防止していこう、対策していこうという姿勢を示すことになると思うので、基本方向

に出すことの意味は大変大きいと思う。私も第１案で進めたいと思う。 

 

会 長  今回、中学２年生の意識調査において、「男らしく、女らしく」と言っても、中学

２年生の生徒さんであれば、どうしても生物的な性差だと捉えてしまう可能性があり、

そのことについて、われわれが社会的な性差について問題にしているのだということ

を当然の前提のこととして聞いてしまっていて、そういった説明を改めてしていく、

そういう必要性も感じた。アンケートなどについても、もちろん男女共同参画を教え

てその上でアンケートを取られているとは思うのですが、われわれ委員の方も、改め

て、「男女共同参画とはなんぞや」と、そこについては分からない人もいる、アンケ

ートを取ったりする際は意識をしていかないといけないなと感じた。 

 

（４）その他 

事務局  次回審議会は８月下旬開催を予定している。審議内容は、第二次佐賀市男女共同参

画計画の進捗状況報告と国・県の現状・動向報告、第三次佐賀市男女共同参画計画の

体系案と成果指標案について予定している。 

 

５．閉会 


