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平成２８年度第１回 佐賀市男女共同参画審議会 会議結果のお知らせ 

 

開催日時  平成２８年１０月１２日（水）１４時３０分～１６時３０分 

開催場所  大財別館４階 ４－１会議室 

会議の公開又は非公開の別  公開 

出席者 （委 員）入口 品恵、鵜池 咲智子、江島 光代、大村 雄三、大薮 日左恵、小

城原 直、木村 恭子、草場 栄美、黒木 由美、宮﨑 悟、安永 恵子 

（事務局）古賀企画調整部長、鷲﨑男女共同参画課長、同課福田推進係長、 

同課芦原主査、吉田こども家庭課参事、同課柴田主査 

欠席者 （委 員）原 健一、福成 有美、藤野 真也、吉岡 剛彦 

傍聴者  なし 

 

１．開 会 

２．委員委嘱状交付 

３．あいさつ 

４．委員紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料１ 

５．会長・副会長の選出 

６．議 題 

（１）第二次佐賀市男女共同参画計画及びＤＶ防止基本計画の実績報告について  

・・・資料２、 資料３ 

事務局  内容説明 

 

副会長  資料２の２ページの左側で実績値が書いてあり、なかなか達成できたものが

少なかったと報告があった。その中でも No10 の“ワーク・ライフ・バランス

の認知度”が平成 26 年度は 60.9%と目標値にかなり近くなったが 27 年度で

52.5%とかなり降下している。この理由は何か、分析されていれば教えていた

だきたい。 

 

事務局  この実績値は、毎年「男女共同参画社会づくりのための佐賀市民意識調査」

で 1000 人の市民の方を対象に無作為抽出でアンケートを行っている項目であ

る。この認知度が下がったことについては事務局でも理由は分かっていない。

ただ、ワーク・ライフ・バランスの言葉だけ先行して周知しても意味がないの

で、引き続きいろいろな広報や研修会等を通じて周知を図り、協賛事業所等や

民間の事業所を訪問する中で啓発に努めていきたい。 

 

委 員  ＤＶ防止については、非常に深く掘り下げた活動をされているという認識で

感銘を受けている。私の身近にＤＶの被害者の方がおられる。その中で５ペー



- 2 - 

ジ、子どもへの支援 ①、②とあり、②学校の転校や就学援助等とあるが、お

母さんがＤＶの被害者になりシングルになられて仕事をせざるを得なくなり、

その影響を受けて子どもがひとりで家にいる。その子どもが学校に行ってスト

レスを感じていじめに走ったりといった事例を私も直接耳にしている。もっと

何かこの２つだけではなくＤＶ被害者の方とその子どもにもっと掘り下げた

取り組みができないか、取り組みの内容が薄いという気がしたが、そのあたり

はどのようにお考えか。 

 

事務局  今回、「ＤＶの防止及び被害者の支援に関する基本計画実施状況調査」に基

づいて、このように整理しているところである。 

実際ＤＶや家庭内でそういった状況にある方は、家庭児童相談室というとこ

ろで相談を受けて様々な支援を行っている。家庭児童相談室の中では、ＤＶを

取り扱う婦人相談員、児童虐待に対応する家庭児童相談員、それからひとり親

支援員がいる。これらが相談のあった時に一体的に支援を行う。さきほどの事

例の場合も、ＤＶの相談として受ける場合と、学校や子どものほうから家庭で

心理的虐待を受けているような状態にあるという形で受ける場合があると思

う。そういった中でＤＶと児童と連携を取りながらその子どもの支援を行って

いる。 

この資料に関してはＤＶの関連から整理している関係で子どもへの支援の

記述が薄くなっているようだが、実態としては、こういった形で子どもに関し

ては児童の方と婦人の方と連携を取りながら支援をしている。 

 

委 員  ありがとうございます。ただ、相談体制の充実のところに隠れているのかも

しれないが、ここを見る限りは子どもに対しての相談とか支援体制まで深く読

み取ることができないため、できれば、こういう取り組みをやっているとわか

るようにしていただきたい。 

 

委 員  資料２の２ページの実績のところで黄色の達成の部分が多いことと、横の連

携も強く取れており、ひとつの部署でできないところをその課だけではなく、

いろいろな課の取り組みということで目的に応じてやられていることがわか

った。ただ職員だけではなく一般の社会の中でも意識を持って、きちんと解決

できるよう行政の縦、横の連携がますますできればいいと思った。 

 

事務局  ご意見ありがとうございます。職員の中で連携の会を開いたり、啓発の研修

会を開いたりしている。 
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（２）平成２７年度事業報告について・・・・資料４ 

事務局  内容説明 

 

委 員  １点要望と質問。病院職員の方、公民館主事の方とか事業経営者の方などを

対象のいろいろな講座があり、男女共同参画について知らされているのはすば

らしいが、市民に対しての出前講座は年間でこれだけしかないのかと思った。

フォーラムではだいたい何人、市民対象の５番、６番あたりは何人くらい参加

されたのか。自治会組織で男女共同参画の出前講座をなさってないのか。もっ

と一般市民の講座が増えてほしい。 

それと男女共同参画の情報誌を出しているのはここには入っていないが、そ

れも事業の一環ではないのか。 

 

事務局  出前講座の参加人数は、この５つの講座で３０３名。フォーラムの参加者は、

まず６月のアバンセとの共同で行ったフォーラムが２８６名、３月の女・男フ

ォーラムは９０名の参加。 

各種講座について、男女共同参画課から自治会等には直接呼びかけは行って

いない。ただ、秘書課を通じて各種出前講座の一覧の中に男女共同参画の講座

もあるということで広報を行っている。 

     また、男女共同参画課で発行している情報誌「ぱすぽーと」の発行部数は、

１６００部で年に２回発行した。本来、啓発事業に挙げておくべきだった。今

後は報告していきたい。 

 

委 員  ありがとうございました。男女共同参画、ワーク・ライフ・バランスの認識

が下がっているという現状からも、広く市民の方にアピールしていただきたい。 

 

 

委 員  フォーラムや出前講座の対象者が誰で何名でしたというとか、どんな意見が

出たとかまで報告に入ってくるといいが、最低限人数だけはご報告いただきた

い。 

それと、資料４の２．推進事業の下の③の男女共同参画に関する佐賀市職員

の意識調査の部分。男女共同参画を推進していこうという権威的な立場にある

行政として市の職員の回収率が 50%程度というのはいかがなものか。一般市民

であればなかなか関心度が薄いというのもあるかと思うが、行政として推進す

る立場の職員の回収率が50%にやっとのった程度というのは何か原因があるの

か、認識がその程度なのかそのあたりはどのようお考えなのかお聞きしたい。 

 

事務局  報告に関する参加人数等の実績を明確にということで次回から報告につい
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てはわかり易いものに変えていきたい。 

それと、ご意見いただいた職員の意識調査の回収率が悪いことは反省してい

る。職員向けには新規採用、新規管理・監督者への研修会を開催したり庁内向

けに毎月１回「男女共同参画課の窓から」という啓発の情報紙を庁内メールで

流しているところだが、業務の多忙で回答をしそびれたとかがあったと思う。 

おっしゃるとおり、この低さは意識の低さに繋がっていく。調査の届け方を

工夫しながら、意識が少しでも高まっていくよう研修会等進めて参りたい。 

私も４月に異動してきて、男女共同参画の方向性とかを議論する中で、私が

まず思ったのが、市役所自身がそういう組織にならないといけないのではない

か、われわれ職員がそういう意識を持って行動をする、それで初めて市民の方、

企業の方に言えるのではないか。市役所の中でそういう機運を高め、できれば

ロールモデルとなるような、例えばご夫婦で勤めている方にも働きかけをしよ

うと話をしたところである。実際、この数値を見るとそれが実現されていない

という状況。もう一度市役所がやれていないと市民の方や企業の方に対して言

えないということを十分認識して働きかけていきたい。ご意見ありがとうござ

いました。 

 

副会長  たしか、前年度も職員さんの回収率が悪いとご意見がでた。引き続き、職員

の意識が向上するようにしていただきたい。 

 

委 員  最初にＤＶの件数の報告があったが、男性から女性に対する件数、女性から

男性に対する件数それぞれ何件か。ＤＶは男性から女性に対するものという断

定的な中で物事が進むと、少数の男性の被害者がないがしろにされるというこ

ともある。 

 

事務局  ２７年度ＤＶ相談件数２２８件のうち男性被害者からの相談件数は０件だ

った。 

委員が言われたとおり、この問題は女性被害者だけのことではなく男性被害

者もいらっしゃる。その中で実態として相談があがってきていないということ

は、相談窓口の情報自体が男性の方に届いていない可能性、もうひとつは仮に

知っていたとしても相談に行くのを躊躇させる面もあるかと思う。いろいろな

形で周知を行っているが、最近はＷＥＢで調べられて相談の電話をかけてくる

方が多い。ホームページでＤＶの相談窓口のところに、男性の相談窓口の情報

を加えるといった工夫をしていきたい。佐賀市の事業ではないが県の男女共同

参画センターでの男性のための相談窓口の広報に力を入れていきたい。 

 

委 員  ありがとうございました。０件というのはありえない。相談がないからゼロ
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ではなくて、相談ができないからゼロ。先ほども言ったとおり、どうしても女

性にスポットがあたりがちで勿論、数的には女性の被害者のほうが断然多いと

感覚的にはわかるが、男性の中にも少数ではあるにせよ問題を抱えて一人で悩

んだり、場合によっては自ら命を絶つという方向に追い詰められているかたも

いらっしゃると思う。ぜひ行政のほうでは男性を含めたＤＶに対する対策をし

ていただきたい。 

 

副会長  ＤＶ防止法でも配偶者等からの暴力ということで夫から妻に対する暴力と

は規定されていないので、ご意見の趣旨はよく理解できる。 

 

（３）第三次佐賀市男女共同参画計画について・・・資料５、資料６ 

事務局  内容説明 

 

委 員  質問ではなく意見。４ページの出産補助・男性育児参加休暇取得率が目標値

１００％、また男性の育児休業取得率や年次休暇の取得率を数値として示され

ているが、これは資料２の２ページのところで第二次の報告もあっている。 

右側の下段、同じ項目で出産補助・男性育児参加休暇取得率は目標１００％

に対して、６０～７０％台で推移している。職員一人あたりの年次有給休暇の

取得率を見てみても６０％台で推移している。いくら目標を掲げても取りにく

い何か原因がある。休暇が取りやすいような職場環境になっているのか。職員

数は充足しているのか。数値だけを追っても改善はしていかないのではないか。

この５年間をみても同じような数値で推移している。目標値を掲げ到達するた

めには、休暇が取りやすいような職場環境等をどう確立していくのかが必要に

なっていくのではないか。 

 

事務局  特定事業主行動計画を策定し、職員の年休の取得、男性の育児休業の取得率

アップに取り組んでいる。また、全庁的にワーク・ライフ・バランス、働き方

を見直すことで働きやすい職場環境づくりにしようと取り組んでいる。私ども

も一緒に啓発をしながら、見直していきたい。 

 

委 員  先ほどから意見を聞いていて、意識としてどうなのか。職員の意識調査の回

収率にもあったように、担当する課に異動したら深く考えて、日ごろから問題

として考えていないというところがあるのではないか。新任研修とか新係長研

修などあるかもしれないが、改めてそこにきて受講するのではなく、月に 1回

でもいいのでＤＶってなに？ワーク・ライフ・バランスについて話をしよう 

とか自分たちで意識を持って話をすることで、ＤＶでも子どものちょっとした

ことから気づいていくことも出てくると思う。日ごろからの話合いができれば
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いいかなと思う。 

パートナーシップ 21 の最初のところにも男女が共に子育てや介護をしなが

ら働きやすい職場環境づくりとあるように、職員皆が一番の模範となっていた

だくことが市民への啓発になるのではないだろうか。 

 

事務局  今大切なのは、男性にとっても、女性にとっても働きやすく生きやすい環境

づくり。そのことをもっと伝え、皆で考えながら環境づくりをしていく必要が

ある。工夫しながら啓発に努めていきたい。 

 

副会長  ３ページの上から２番目の「佐賀市まち・ひと・しごと創生推進会議」人数

が１５名いらっしゃるうち女性が０名。例えば監査委員などは委員の資格要件

などがあるかと思うのでなかなか資格を持った女性がいらっしゃらないとい

うことで委員に就任することが難しいといったこともある。まち・ひと・しご

と創生推進会議この名前から特段資格などは必要なく、まさに佐賀市を活性化

するための会議なのかと推測する。ここに女性がいないということは非常に問

題。男女共同参画課のほうから、各委員会をお持ちの担当課に対して女性委員

を割り当てるよう働きかけをしているようだが、この会議について女性委員が

いない理由等を教えていただきたい。 

 

事務局  この会議は佐賀市の経済界のトップの方が集まる会議で、金融機関の場合だ

と支店長などその場で決定権を持つ方たちに参加いただきたいということで

委員をお願いした。あて職ではないけれど、支店長にお願いしたという経緯か

らこの職に就いている方が男性であった。急遽すぐに対策に移りたいというこ

とで集まっていただいた経緯もあり、決定権を持つ女性委員の方になっていた

だくことができなかったと聞いている。やはり事業所等にも決定権を持つ女性

を増やしていく必要があると感じている。 

 

副会長  ありがとうございます。佐賀県は女性経営者の数は全国に比べて多いと伺っ

ているが、現状とこういった会議に出てくる方のバランスがあったほうがいい

ので、ぜひ改選の際には女性の方の役員に働きかけていただきたい。 

 

事務局  この会議は、企画調整部の所管の会議である。組織にお願いをして委員を選

出してもらっていることで結果的にこのような形になった。このまち・ひと・

しごと創生推進会議は、５年間のまち・ひと・しごとの推進総合戦略という計

画を作って、５年後に見直しを図る予定。そのときはあくまでお願いという形

にしかならないと思うが組織に選出していただく際に女性のみなさんもとい

うような働きかけをしていきたい。 
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（４）平成２８年度事業計画について・・・・資料７ 

事務局  内容説明 

 

委 員  質問というか、私が今思っていることを言わせていただきたい。パートナー

シップ２１の２２ページに中学２年生の意識調査で、「男は外で働き、女は家

庭を守るべき」という意識に関して、女子と男子の差は非常に激しい。逆に女

子は、「賛成」というのは 10 人に 1人くらいという割合まで来ている。男子は

10 人に 2 人くらい。学校現場では男女平等という意識は育ってきているとい

う思いがある。男だから、女だからこれをしてはダメということはないし、う

ちの学校には女性の生徒会長がいる。 

私の娘たちが社会に出てからとか高校、大学、就職試験に合格して、さぁ働

くぞというときに現実に向き合うことになる。娘たちがつぶやいたことに、「な

んで、女だけが仕事か結婚か選ぶのか」と言った。友達もそれで悩んでいる人

がいっぱいいるよと。 

自分自身は幸いにも両立しながらなんとかやってきている。願わくば、これ

が当たり前に自分で選べる女性の人生になってくれたらと思う。意識改革もだ

が、現実的にきちんとした制度でどちらを選んでもいいという、両立したいな

らできるような、どこの会社でもあればいいなと感じている。 

そこで質問。今年度の男女共同参画事業計画の中の⑤と⑦の女性の参画推進

と輝く次世代応援事業とある。これは学生に対し「働くこと」「働き続けるこ

と」への不安の解消。そして⑧にワーク・ライフ・バランス推進事業に事業所

に研修会。私たち委員としては、⑧の中身を知りたい。どういう環境整備を事

業所がしてくれたら女性は両立してがんばっていけるのか、自己実現をしなが

ら家庭を持って子どもも育てられるような環境になるのか。事業所対応の中身

と⑤と⑦の中身を教えていただきたい。 

 

事務局  ⑤の中身は、言われたように女性から女性に伝えるような形で検討している。

女性人材リストを拡充することによって、各審議会では公募枠を設けています

のでこの公募枠に女性の方に応募していただくよう働きかけをしていくよう

にしていきたい。 

⑦は、昨年度は女性から女性の事業だったが、今年度からは男性の学生、男

性の社会人にも加わっていただき、共に男女共同参画を考えて働き方を考えて

いこうというように変更している。 

⑧は、事業所を訪問して、男性も女性も働きやすい職場づくりに努めてほし

いということと女性の職域拡大に努めてほしいということ、決定する場に女性

を配置してほしいということをお願いしている。訪問するときに研修会の案内
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もさせてもらっているが、研修会では男性も女性もこれからは働かないと優秀

な労働力が確保できないという社会になっていること、自分の会社が今の実績

を維持するためにも誰でもが働きやすい職場にみんなで変えていかないとい

けないことを事業者や女性職員、管理職に働きかけている。具体的には、業務

の見直しから労働生産性を上げることが大切ということも含め働きかけを行

っている。 

 

委 員  がんばってください。若い世代は、中学２年生の意識も、男の子を含めどち

らともいえないが半分くらいいる。柔軟な意識になってきているので若い世代

にはとても大事だと思う。 

 

委 員  資料４の報告になくて、資料７の事業計画にある⑥相談事業とあるが、報告

漏れなのか、今年度新たにする事業なのか。報告漏れであれば昨年度何件くら

い相談があったのか、今年新たにするということであればＤＶの相談のように

何か考えていらっしゃることがあればお聞かせいただきたい。 

 

事務局  相談事業は、新たに行うことではなく以前から行っている事業。昨年度に男

女共同参画課にあった相談件数は、セクハラ・パワハラ関連の 1 件のみ。 

 

 

７．閉 会 

 

 

 

 

問い合わせ先 

 佐賀市 企画調整部 男女共同参画課 推進係 

 担当者 芦原 
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