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令和元年度第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  令和元年５月２０日（月）１０時００分～１２時０５分 

 

開催場所  佐賀市役所本庁南棟４階大会議室 

 

会議の公開又は非公開の別 

公開 

 

出席者 （委 員）内田 貞子、江島 光代、小城原 直、草場 栄美、草場 真智子、 

南里 美紀江、濱川 梨沙、福成 有美、藤野 真也、吉岡 剛彦 

（事務局）市民生活部眞﨑部長、市民生活部片渕副部長、 

人権・同和政策・男女参画課八谷課長、男女参画室南雲副室長、芦原主査 

 

欠席者 （委 員）小林 敬治、永石 亀、名和田 陽子、納富 辰子、原 健一 

 

傍聴者  なし 

 

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ 議 題 

 

（１）平成３０年度男女共同参画事業報告および令和元年度男女共同参画事業計画について 

・・・【資料１－１】【資料１－２】 

事務局説明 

 平成 30 年度の事業報告：資料１－１に沿って、各事業の内容を説明 

令和元年度事業計画の説明：資料１－２に沿って今年度の事業計画の説明 

 

【委員】事業報告の⑨職員への意識啓発の 22 番で佐賀市職員を対象に意識調査をやっておられて、今

年度も 7 月ごろされるとのことだが、毎年されているのか。 

この意識調査の報告はどこでされているのか。 

毎年されているのなら意識が変わってきているかデータを調べることができるので、報告書があるのか。 

リーダー養成のところで、市民１名が日本女性会議に参加されている。情報誌「ぱすぽーと」の裏に

報告書がついているが、成果はこれだけなのか。何か発表するような場はないのか。せっかく予算を使

って行かれたのにもったいない。もう少し活用を考えたほうがいい。 

事業計画の⑫番で女性のための政策参画セミナーと防災講座が 9 月予定とあるが、これの対象者はど

ういう人を対象としているのか、新しい試みだと思うので説明をもう少しして欲しい。 

⑰番の意識調査は、16 歳以上と中学 2 年生の対象はそれぞれ何人なのか教えていただきたい。 
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【事務局】職員意識調査は毎年実施をしていますが、5 年に一度項目を増やして実施をしているところ

です。昨年が 5 年に一度の分です。今年は簡易的な調査になります。報告書は 2 月の審議会のときに委

員の皆様にもお配りしています。また、職員には、庁議（部長、副部長等が入る会議）で報告をしてい

ます。幹事会でも結果を報告し、職員向けの情報誌「窓から」にも掲載しています。全職員向けにメー

ルで職員の意識調査の結果を送り、全員が見られるよう共有の部分に保存しています。 

 

【委員】意識が変わってきているのか、一人ひとりが自覚していく資料としてどんどん出していただけ

たらいいと思う。 

 

【事務局】ご意見ありがとうございました。今年も調査をしますので委員のご意見等も踏まえ職員に還

元し、意識がどのように変化したのかを伝えていきます。 

昨年度の女性会議には 1 名男性を派遣しています。配布している「ぱすぽーと」の裏表紙に金沢の報告

を参加された方に意見等を書いていただいています。派遣後は、「ぱすぽーと」の編集委員になってい

ただき、取材等をして記事を書いてもらうことを考えています。 

 

【委員】これだけではなく、もっと活用の方法を考えてもらってもいいのではないか。例えば、人前で

発表する等、日本女性会議に参加した経験がもっといろいろな人に伝わるような方法を考えていただけ

たらいいのではないかと思った。 

 

【事務局】ありがとうございました。今後検討をさせていただきます。 

 

【事務局】防災講座の対象者は、現在まだ考えていません。防災については民生委員が関係してくる部

分がありますので、民生委員担当部署と相談しながら防災の研修等ができればと思っています。今後詰

めていきたいと考えています。 

女性のための政策参画セミナーも現在検討中です。はっきりした部分をここで報告できるまでにいたっ

ておりません。次回までに報告ができるように進めて行きたいと思っています。 

 

【委員】前年度にはなく、今年度入った事業なので期待している。 

 

【会長】意識調査については、次の議題ですので次にお話いただきたい。 

事業報告、事業計画でご質問、ご意見はないか。 

 

【委員】ワーク・ライフ・バランスの公開講座に参加した。ぱすぽーと 6 ページに載せていただいてい

るが、第 1 部の講演より第 2 部の方が非常に活発に行われていた。会社に出向いて話をするだけではな

く、他の企業のことを聞きながら盛り上がっているのを感じたが、時間的に足りていなかった。今年も

公開講演会を予定されているので 1部を短くして 2部の企業同士のワークショップの時間を多く取って

いただければと思う。 
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開催の時期ももっと早いほうがいい。1 月末だとすぐに異動がある。女・男フォーラムが 1 月ごろに延

びるとの話があったので、逆にこの講演会を 10 月ごろに開催し、下半期の企業でのワーク・ライフ・

バランスにつなげられたらそっちのほうがいいかなと思う。 

それから小城市は、牛津高校の生徒とボランティアをすごくやっている。佐賀市も北陵高校とパートナ

ーデーのメッセージカードを一緒に配ったと言われたが、次の世代を担う高校生は、意識調査を中学生

でやった後は大人になるまで何もない。今年は総文祭で文化部もすごく盛り上がっているのでこれを機

に巻き込むようなことがあれば、協力したいと思っている。 

 

【事務局】ワーク・ライフ・バランスの推進事業ですが、これまでの 5 年の間にアドバイザーを派遣し

て、働き方改革や会議の進め方などの研修を実施してきました。そこで事業所のいろいろな成功事例が

ありますので、取り組みやすい事例集等の冊子を作って企業等に取り組んでいただきやすい形で配布を

したいと思っています。それに合わせて公開講演会を開催します。来年度からは中小企業も働き方改革

が入ってきますので参考になればと今進めています。時期については、講演会の講師も調整中ですので、

早めるというところでも今後検討したいと思っています。 

ボランティアで北陵高校に来ていただくようになったのは昨年からです。生徒と接点があり、学校に相

談に行って人権の係の街頭キャンペーンも含め協力を頂いているところです。意識調査については 16

歳以上を対象にしていますので、高校生も若干入るかなと思っています。 

 

【委員】座学も意義はあるが、ワークショップ、参加型も意義がありそうなので是非、そのあたりもご

検討いただきたい。 

 

【委員】ワーク・ライフ・バランス実践企業の取組掲載冊子の作成とあるが、どういった規模の事業所

さんに取材に行っているのか、出来上がった冊子はどのような形で周知をされるのか、ぱすぽーとのよ

うな形での紹介になるのか、また一般の人たちでも手に入りやすいところにあるのか。 

 

【事務局】昨年までの 4 年間で企業に専門のアドバイザーを派遣していて、事業所の規模は、中小企業、

大企業あります。その中で働き方、事業を進めていくうえで取り組みやすい改善点等を掲載したいと考

えています。5 社ほどをピックアップして冊子での紹介を考えていて、さまざまな業種、建設業や事務

的な企業の取組が紹介できたらと検討しているところです。冊子が出来てからの配布は、講演会等をす

る時に合わせて配布をするようにしています。協賛事業所、市民の方にもご希望があれば配布したいと

思っています。 

 

【委員】先ほど 5 社ほどと言われましたが、これは佐賀県の企業を中心にということなのか。それとも

県外のモデルケースになるようなところなのか。 

 

【事務局】佐賀市内の企業です。この 4年間で 20社から 30社に専門のアドバイザーを派遣しています。

その中で他の事業所が取り組みやすいような事例を載せたいを思っています。モデルのようなところで

はなくても、簡単に取り組めるようなところも載せていきたいと思っています。 
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【委員】中学生向けの授業ですが、これがどのような形で行われているのかを詳しく聞きたい。それと

こども向け条例パンフレットを使われると思うが、これは小学校の高学年でも大丈夫なのか。 

 

【事務局】お手元に配っている冊子「男女共同参画社会へ」を使っての授業です。授業をしていただく

のは学校によって違います。この冊子に沿ったパワーポイントも配布しています。これを使った授業を

していただきます。パワーポイントもより分かりやすく見直しをして 2 パターン作って配布しました。 

 

【委員】中学校の現状を言うと、中学 1 年生の家庭科のカリキュラムの中に男女共同参画に関する社会

の役割のようなものがある。そこに絡めて本校では家庭科の教師が一年生の全クラスで授業を毎年行っ

ている。これまで数校まわったが、ほとんどの学校が家庭科の授業の中で家庭科の教師がしっかり教え

ているのが多いようである。人権・同和教育に力を入れていて全教師がだれでも授業ができるというと

ころまで学びを深めている学校については、家庭科の授業だけではなく、学級活動、道徳の授業で深め

ているところもある。 

 

【委員】小学校高学年で出来れば良いかもしれないが、小学校の受け入れ体制が整うかという問題もあ

る。 

 

【委員】小学生でも授業自体は大丈夫なのか。 

 

【委員】小学校 5.6 年生の事情がよく分かっていないのでお答えできない。 

 

【委員】最初に作ったときは中学 2 年生向けで、今は中学 1 年生。 

 

【委員】自分の息子が中学 1 年生で、今度授業を受けさせていただく側になる。例えば息子が小学校 6

年生の時に、息子や友達がどう思うのかという目線で見ると私は全然問題ないのかなと思う。伝え方や

言葉の解釈に補足が必要なのかもしれないが、子どもたちのほうが男女共同参画の中で生活をしている

ので、男の子はピンクのランドセルでも問題ないと思っている。小学校 6 年生でも言葉の解釈の補足が

出来れば問題ないと思う。 

 

【委員】今後検討できれば望ましいと思う。 

 

【委員】皆さんがお話されたことに補足をさせていただく。具体的な計画が進んでいないとおっしゃっ

ていたが、今年度 9 月に実施をされる男女共同参画の視点での防災講座について。昨年の 9 月の防災の

日に本庄公園で佐賀大学の先生が学生たちにボランティアと募って公園に一泊し、食事をとったあとの

脈拍をとったりするイベントがあった。その中で防災クロスロードで対話をするというボランティアで

入らせていただいた。基調講演ではＬＧＢＴＱの当事者の方が熊本で被災されたときの困ったことを事

実ベースでお話をされた。例えば下着を取りに来てくださいと言われたときに、本人が取るようになっ
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ていた。その方の身なりは男性、心と体は女性で女性の下着を取りたいと思うがなかなか実現できなか

ったことや、多目的トイレの利用方法だとか、性転換手術をされている方はどんなことで困っているか

を話された。前年度に相談に来られている方が、5 人や 2 人いらっしゃるということは、各地域にいら

っしゃるということ。民生委員さんたちが理解してくださるとか公民館の職員さんたちがしっかりと当

事者の話を聞くということがあったほうがいいなと思った。 

ワーク・ライフ・バランス推進事業の話の中で、1 月に公開講座を予定されていて、そこでワークショ

ップをされるとのことだが、私はむしろこの時期をお勧めしたい。なぜかというと、佐賀市も佐賀県も

同じような事業をやっている。年度の中間に佐賀県が実施し、後半にやるのが佐賀市と、時期をずらし

たほうがよりたくさんの人が参加できると思った。佐賀県でも女性の活躍推進課もやっているし、雇用

労働課もやっている。ワーク・ライフ・バランス、働き方改革は重要ということでどの課もやっている

のでそれが同じ時期におなじようなことをやっているとどこに行ったらいいのかが分からないと思う。

“チーム佐賀”と考えると佐賀での男女共同参画の推進、ワーク・ライフ・バランス、働き方の推進を

するのであれば時期はむしろバラつかせたほうがいい。佐賀県は 7 月にイクボスの研修、その後女性が

多い職場の男性管理職のセミナーをやったり、女性活躍推進のセミナーをやったりする。佐賀市が 1 月

でやられるとまた幅が増えると私自身は思った。 

 

【事務局】ありがとうございます。時期もすごく重要な部分だと思うので、県と被らないように時期の

調整を進めていきたいと思います。 

 

【会長】防災セミナーに関しては、市民へいずれは拡大してと考えてのことだと思うが、まずは地域の

リーダーにあたる人からはじめてというのも考えられる。 

  

 

（２）令和元年度男女共同参画に関する市民意識調査について 

   ①令和元年度男女共同参画に関する市民意識調査（案）・・・【資料２】 

 

事務局説明 

平成２６年度の調査から追加した質問や変更点について説明 

【事務局】 

新しく追加した質問には、問の下に四角で囲んだ「新」というしるしを付けております。 

問１８と問１９は、前回の２月の審議会以降に追加した設問です。 

課内で検討を進める中で、第三次佐賀市男女共同参画計画「パートナーシップ２１」の柱の１つでも

あります女性の活躍について、特に地域での活躍に関する市民の意識を明らかにしたいということに

なり、さらに質問を２つ追加させていただきました。 

問１８は、現在どのような分野で、どのくらい女性が活躍しているか、 

問１９は、今後どのような分野で、女性の活躍を期待するか伺う質問となっております。 

問２０と問２１は、市政にどの程度女性の意見が反映されているか、されていないと思われる方には、

その理由は何かを問うものです。 

２月の審議会の際、女性の意見が反映されていない理由について、具体的に選択肢で示して欲しいと



6 

 

いうご意見をいただきましたので、問２１は選択式とし、その他以外に６つの選択肢を挙げています。 

新しく、性的マイノリティ・ＬＧＢＴに関する質問を、問２４、問２５に追加しております。５年前

の調査より、ＬＧＢＴを取り巻く状況が進んだことから、市民の状況を知るため、この２つの質問を

追加しております。 

問２４はＬＧＢＴの認知度について、問２５はＬＧＢＴに関する具体的な取り組みについて賛否を問

う内容です。 

平成２６年度の調査から新たに追加になった質問は以上６問で、前回調査より１問増え、３７問とな

っております。 

５ページ問１４。職業についていない理由に関する質問は残した方が良いというご意見を２月の審議

会でいただきましたので、この質問は残して、その理由について確認することとしております。 

１１ページ問３２。セクシュアルハラスメントだけではなく、マタニティハラスメントについても質

問と、それぞれの説明を追加しております。 

 １ページの問１。 

性別につきまして、平成２６年度の調査では男性と女性だけでした。今回の調査では、２者択一では

なく、性的マイノリティの方々に配慮した選択肢を追加したいと考えています。 

事務局案として、現在記載しているような選択肢を追加するかどうか、また追加する場合、その表現

について、ご意見をいただければと存じます。参考資料として、昨年度の他の自治体の意識調査の事

例をまとめておりますので、ご覧ください。 

上の方に性別に関する質問に対する選択肢の例、下に当事者団体にお問合せし、ご提案いただいた選

択肢を記載しています。これは自分の性に関して書きたくない人は書かなくて良いし、書きたい人は

書けるようにと考えられた選択肢です。 

なお、先ほど質問いただいた対象者については、2300 人を予定しています。【事務局】こちらも前

回の平成 26 年度と変わったところを説明させていただきます。 

先ほどの１６歳以上を対象とした調査と同様に、問１の性別に関する質問で、男性・女性以外の選択肢

を付けるかどうかについて、中学生を対象にしているというところで再度ご意見を頂戴できればと思い

ます。 

また、前回・平成２６年度の調査から追加した質問は、問１３のみとなります。こちらはＬＧＢＴに関

する具体的な取り組みの中で、特に中学生に関係がある制服についての質問となっております。 

 

【委員】どこで配られるのか。無差別になのか。 

 

【事務局】無作為に抽出した 2300 人です。 

 

【委員】郵便で送られてくるということ？ 

 

【事務局】その通りです。 

 

【委員】2300 人からどのくらいから回答が得られるかということにもなる。 
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【委員】6 ページ問 18 のどれくらい女性が活躍していると思いますか。のところ。A から G まで書

いてあり、B の子ども会、子ども関係の行事とあるが、これが学校やＰＴＡ関係の仕事だと連想でき

るかというと、連想できる人もいるし、できない人もいるのかなと思う。現役のお母さんとしてこれ

はどうなのか。ＰＴＡ関係の行事だとすぐ理解できるのか。 

 

【委員】カッコでＰＴＡなどとか、部活動の保護者会とかが入っているとより具体的かもしれない。

経験のある人たちは分かるけれども、何もしてらっしゃらない方たちだと補足情報があったほうがい

いと思った。 

 

【委員】おじいちゃんとかだったら、わからない。だからＰＴＡ役員等とかに。役員は大変、負担が

あることで女性が多かったりするので。 

 

【委員】かっこで補足があったほうが良いかもしれない。 

 

【事務局】その部分については、ご意見いただいたようにかっこでＰＴＡ役員やＰＴＡの活動等と付

け加えます。 

 

【委員】質問。意識調査を自分でもしたが、見落としてしまうところが多い。例えばひとつ選び、と

かふたつ選びとか、いくつでもかまいませんなど。これは、配布されるときは注意すべきところに赤

線を引いたり、カラーで印刷されたりするのか。 

 

【事務局】単色白黒になります。予算の都合上、色はついておりません。 

 

【委員】線を引いてはあるのですが、文章の数が多いのもあり、ぱっと終わりたいという方には読み

落とすかもしれない。改行や少し空白をつけるとかができればいいのかなと思った。言葉の解説、用

語解説が後ろにあったのは自分が進めていく上でやりやすかったので次回以降もこのようにしてい

ただくと助かる。 

 

【会長】レイアウトの工夫で選択肢の脇に○つと書いてあると、答えるときに目に入って、ひとつ、

二つと目に入りやすいかもしれない。文章の中だけでなく、番号の脇にひとつとかふたつとかがある

と注意がいくかもしれない。 

最後に用語説明があるが、ワーク・ライフ・バランスについていかがですか。 

 

【委員】これは、多分内閣府のワーク・ライフ・バランス憲章とイコールだと思う。この言葉をいじ

ると広義なのですごく難しい。個人的にはいろいろ入れたいが、入れるとずれてくる気がする。みな

さんは違和感はありませんか。ワーク・ライフ・バランス憲章もざっくりとしているので、思うとこ

ろもあるが。 
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【委員】高校の教科書では「仕事と生活の調和」だけ。文章は続くが、キリがない。 

 

【委員】文字が多すぎる気がする。日本語の解説を入れていれていただいた方が分かりやすい気がす

る。 

この意識調査は無作為に 2300 人。例えば問 20 女性の意見や考え方がどの程度反映されていると思

いますか。次の問 21 あまり反映されていない理由を選ぶところなど、ここにいらっしゃるみなさん

のように、いろいろなことに関連し、体験した人には答えやすい問題かもしれない。けど何もやって

ない方にこの質問がいった場合はむずかしい。市民の意識調査を無作為に選ぶことはいいことかもし

れないが、それを基本にして佐賀市の男女共同参画がどんな風に進んでいるかの基本を出すのであれ

ば、もう少し体験をした人や中身が分かっている人を対象に選ぶ方がよいのではないか。ちょっと違

うのかもしれないが、全然関係のない方たちもパーセンテージに入ってしまうのはおかしいかなと感

じた。 

 

【委員】そこが大事なのでは。 

 

【委員】女性が活躍していると思いますか。のところ。あなたが活躍していますかという状態になれ

ば答えられるが。何も地域のこともしない、誰とも付き合いたくないからマンションを買ったという

方もいる。その中で自治会や子ども会やＰＴＡで女性が活躍しないとまわらない。ただ、長になる人

がいないだけ。自治会長が今 664 人いる中で女性は 30 人前後。実際は各町区で動いているのは女性。

女性が動かないとその地域の活性化ができない。そういうことを分からない人に、どんどん質問して、

また客観的に～していると思いますか というのでは答えようがない。そういうところが多々あるよ

うに思った。わたしもマルをつけたりしてみたが、これはどうかなというところがあった。無作為も

良いが、完全な市民の本当の意見が出てきているのかなという気がした。 

 

【事務局】ご存知の通り、市がやる市民意識調査には色々な調査があり、一番大きなものは、総合計

画の進捗状況ということで市民意向調査を毎年やります。これも無作為で 5000 人の市民の方を抽出

してやっています。今おっしゃったように、行政に興味がある方、例えば行政の OB の方たちは、こ

れくらいしかやっていないのか、もっとこういうことをやればいいのになど、経験値からのご意見が

きます。市政に携わっていない方からはどういうことか、何のことなのかが非常に分かりにくい。た

だ、そこを抽出してやることは行政として非常に難しい。なぜそういった方々を対象にしたのか公平、

公正ということで逆に指摘されると思います。いろいろな研修会、講演会、講習会には、関心がある

方がこられます。その時にも研修後にアンケートをとらせていただいていますので、それはきちんと

分析させていただく。今回市がやる市民意識調査は専門的な知識、知見があるなしに関わらずいろい

ろなところで体験、経験されている方もいらっしゃることを踏まえて広くやって、われわれが何を引

き出そうとしているのかを踏まえて項目を考えたつもりです。アンケート結果を踏まえ、分析し、皆

様の知見をいただきどのように見て、今後どういったところに力を入れていく必要があるのかという

ことで分析結果を明確にしていくしかないのかなと思っているところです。いろいろとありがとうご

ざいました。 
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【委員】このアンケートが意味するものは何かということをアンケートが送られてきた人が自覚する

ことが大事だと思う。一番最初にあなたは男女共同参画に関心がありますか。はい、いいえ。の問い

を入れる。これを答える人がどのような立ち位置の人かを気付くために最初にマルをつけてもらうと

結構選別ができて、関心がある人の統計といいえと答えた人の統計との比較ができるのかなとも思っ

た。 

 

【事務局】いろいろご意見いただきましてすごく参考になりました。人権だと最初に「人権問題に関

心がありますか」と質問で聞きますが、男女共同ではありませんでしたので 4 択くらいで。質問の中

には「家事をやっていますか」、「男は仕事、女は家庭」の定番の質問もありますので、そういった

ところを関心がない人にもそこを聞くことで関心を少しは持ってもらいたいというのもあります。 

前回の結果では、60 歳以上の方が全体の 27％になります。関心度というか答えていただく方は年

配の方も多く、業種など専門の方などではなくて「夫は仕事、妻は家庭」の方たちも回答いただいて

いる状況だと思います。無作為の部分は、先ほども説明しましたとおり、引き続き市民の方の意見を

頂戴したいと思います。男女の関心度の部分は今後事務局で再考させていただけたらと思います。 

 

【会長】最初の質問 1 性別欄について。これまでもたびたび話題に上がっているが特にトランスジ

ェンダーと呼ばれる人たち、体の性別に違和感があり心の性別で暮らしていきたいという人達には、

自分の性別を女性、男性、どちらかと決めたくない、決められないという人達もいる。戸籍上の性別

を答えるべきか、心の性別を答えるべきか。ここでは性自認を答えてもいいですよと書いてあるが、

二分法で答えられないという人が確実にいる。そのことに配慮して 3 の第三の選択肢を用意したら

どうかということを事務局から提案されている。そこで、その他、無回答、どちらでもないが挙がっ

ているが、この全部を並べるのではなくいずれかひとつを選ぶ形。または今回ＬＧＢＴ当事者の方の

団体にもお尋ねいただいていて、4 つの選択肢、その他と無回答を用意するという提案も出されてい

る。今回の市民意識調査において、性別欄をどのようにするかについて自由な議論をいただきたい。

その他だけまたは無回答を含めてなどご意見をいただければと思うが、いかがですか。 

 

【委員】私は当事者団体からのご提案というのがすごく有意義だと思っている。 

男性ですか、女性ですか、その他と自認している性がありますか、それとも答えたくないですかと 4

つの意味が大きいなと思う。男性、女性、その他だけだとその他に属してしまうのか、自分が自認し

ている性がありそれを書くのかは自由記載欄があり、それ以外に私は書きたくないですという、この

4 つの選択肢があることはすごく意味がある。今回この意見を聞けたのは収穫でよかったと思うし、

意義を感じている。 

 

【委員】当事者団体からのご提案は尊重しないといけないと思うが、4 つはあまりにも自由に選びす

ぎる、4 つも並べるまでもなく 3 番目の表現の工夫をして 3 つくらいでいいと思う。無回答という選

択肢もあるのかもしれないが、その他が自認している性とか自由記載になるのかもしれないが 4 つ並

べる必要はないと思う。 
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【委員】先ほどの委員が言われたように 4 つあったほうが分かりやすいと思う。 

 

【委員】かえって市民が混乱してしまうという意見もあると思う。なんで 4 つもあるのか、とか。 

 

【委員】「どちらでもない」は冷たい表現のような気がする。突き放したような。だからどちらでも

ないというのは書かないで欲しい。本人の意識というのがあるから。 

 

【委員】参考資料の習志野市の男性、女性、男性女性以外の性、わからない の 4 つの選択肢がいい

のではと思ってみていた。「わからない」という選択肢があるのが私はいいと思う。まだ自分の性、

しっかりとした性を定めていない、または悩んでいるという自己表現かなと思った。確かに「どちら

でもない」というのは冷たい言い方かなと私も思った。 

 

【委員】「無回答」より「わからない」の方がやさしい言い方のような気がする。 

 

【委員】私も「わからない」の方がいいなと思う。この前、高校生がトランスジェンダーで悩んでい

るという番組があっていたが、高校生ぐらいのときが一番、男性なのか、女性なのか、わからない悩

んでいるという表現があったので、ティーンエイジャーの頃の自認の問題では、わからないとなるん

だろうなと思った。 

 

【委員】「わからない」という解釈が「その他」に入るのかなと思った。4 は、答えたくない、無回

答という答えかなと思いました。ＬＧＢＴＱという人達が、もしマルをつけられるのであれば、自認

している性、もしくはＱも入れていくとなると、3 がその他で無回答は答えたくない、性別に関して

答えたくないという選択肢、分からないだと分からない訳ではないけどという解釈かなと思った。「無

回答」の定義づけだとは思うのだが、私の認識としては、分からないのではなく答えたくないになる

ので、4 つの選択肢でいうと、女性・男性・分からない・答えたくない そして自認している性は 3

に入るのかなと捉えた。 

 

【委員】では、（参考資料の）東大阪市の「3 どちらともいえない、または答えたくない」が 3 に

きてもいいのかな。この東大阪市の分は、男性の後にカッコで自認と入っているが、70 代、80 代の

方たちは戸惑う。カッコで自認とあるのが何を言っているのか関心がない人は思うだろう。 

 

【事務局】いろいろご意見を出していただいている中ですが、参考資料を見ていただくとまだ選択肢

を男性、女性でやっているところがあります。われわれ事務局としては啓発ということでやっている

側として、これはありません。中学生の分も後で説明することになりますが、その部分では皆さんの

意見も一致していると思います。問題は今いろいろと言っていただいている 3 点目の選択肢です。今

のうちの案が「無回答」としています。「無回答」というのは、1 でもなく、2 でもない場合で答え

たくないという人はここはパスされるだろうという話を内部でしました。あえて無回答というのが必
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要なのかとも話をしたのですが、答えたくないというかたも当然いらっしゃるということで案として

挙げています。 

この参考資料は担当者が調べてくれたのですが、表現として近いのが出していただいた中では東大

阪市。今はＬＧＢＴＱ、今こういう問いをこういうアンケートを通して知っていただくといったもの

にする必要があると思っています。分からない方が質問いただければ、こちらが出向いて出前講座を

させてくださいと言いたいですし、また中学生については多感な時期であり、悩んでいる子どもたち

も大勢いるというのをわれわれがキャッチした上で市民の方たちにも投げかけて周知をしていくと

いう観点から、第三の選択肢をどうするかということをみなさんに議論していただきたいとお願いし

ているところです。 

 

【会長】クエスチョニング“Ｑ”といわれているが、まさに自問自答している、迷っている人もいる

し、男女に決めずエックスジェンダーと呼ばれるがあえて二分法で自分の性別を決めないという人も

いる。そういう人たちは自分の性別は分かっている。それと答えたくないという人がいる。 

大きくは“Ｑ”“Ｘ”で現される人、それと答えたくないという人がいて、その他の中に答えたく

ないというのを含めると 3 つの選択肢に収めるという案もあると私は思う。 

 

【委員】「その他」という言葉は使わないで欲しい。男性でもなく女性でもなかったら、その他なの

か。そこはすごくいやな感じがする。その人を尊重しないといけないので、私はその他に入ってしま

うのかというのがあるので、どちらともいえない、または答えたくないというのが第三にあってもい

いのかなと思った。いろいろな表現が書かれている中で、3 番が無回答だけでもいいと思う。無回答

でサバサバといくのか、どちらともいえない、または答えたくないという長い説明文のような表現で

いくのかを考えてもらえればと思う。 

 

【委員】「その他」がベストだとは思わないが、「どちらでもない」というのがどちらかであるべき

なのにどちらでもないという感じがしてわたしは違和感がある。その他もおっしゃるように排除され

た第三のカテゴリーというふうになってしまってよくはないとは思うが他、それ以外の案がなかなか

思いつかないというところ。 

 

【委員】あまりそこに説明をしなくてもいいのかなという気がする。配慮の言葉を並べなくてもいい。

3 答えたくない・無回答でいい気もする。無回答は冷たいという言い方はしたが。 

 

【委員】このアンケートで男性、女性であることの意味。全体を見たときにアンケートで回収したい

回答は男性であるか、女性であるかまたそこに属しない人達が、その他、無回答の人たちをつくる意

味を考えると自認する性でかまいません、男性、女性と書いている(参考資料の)長崎市の有様、市側

がアンケートで回収したい回答、何を聞きたいか 

 

【委員】男女共同参画のアンケートだから、ＬＧＢＴの人達もいるということを知ってもらうために

も項目をつくったということをおっしゃいましたので、あってもいいように思うし、取りたいアンケ
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ートの内容からすると必要ないような気もするし、分からない･･･ 

 

【委員】無作為に抽出される人達に渡るので、意思というか意味があるとも… 

ちょっとわからなくなった。 

 

【委員】もちろん男性がどう考えているか、女性がどう考えているかがデータとして大多数が挙がっ

て来る。その他を選んだ人がどのような回答をするかは少数しかならない。ただ、性別欄が持ってい

るメッセージ性というのがある。そこは、市の意識調査の中で男女の性別だけに当てはまらない人を

ちゃんと視野に収めていますという姿勢が現れる部分なので、データにどう反映されるかとは別にお

いておくべきだと思う。そういう議論になっていると思う。 

 

【委員】だとすると、私は当事者団体の方たち、当事者の声が反映されていいのではと思う。審議会

で正解論を話すのではなく、当事者の意見が反映されていくのは、一部かもしれませんが大事だと思

う。ということで元の 4 つの女性、男性、その他、無回答というのに戻る。メッセージ性と重視する

とそれがいい。 

 

【委員】4 つは多すぎるような気がする。ひとくくりには出来ないから。 

 

【委員】LGBT の方が職業訓練にいらしていたが、男性の 50 代の方でした。スカートをはき、お弁

当も自分で作ってこられていた。でも全然違和感はなかった。ご本人は女性であるとの認識。一度結

婚の経験があり子どもさんもおられその後離婚をされて、おひとりでの生活だった。ご本人の意識が

どうかということもあるのかなと思う。 

 

【事務局】先ほどありました、佐賀市が何を求めているかと言われたのですが、その他第三の選択肢

を入れることは、男性、女性だけではないということを啓発の意味も含めていると思っています。統

計的には、男性が主に何を担っているか、女性が何を担っているかという結果が出てくるのですが、

その中でＬＧＢＴの方が 3番につけられたときにどういう考えをお持ちなのかをちょっとでも把握で

きる部分もあるのではないかと考えています。3 番を是非入れたいということで今回ご審議いただい

ています。 

 

【会長】時間も迫ってきたので、今まで示されていないご意見の方はおられないか。議論が収束しそ

うにもないので、2 択ではなく、3 つ以上の選択肢を入れるということでよろしいか。では、3 つ以

上の選択肢を入れるということで改めて事務局で検討していただいて、決定していただき、次回の審

議会で是非報告していただければと思うがいかがでしょうか。 

 

【委員】女性、男性、その他 でいい。答えたくない人はその他につける、分からないからその他に

マルをつけるというのでいいのではないか。単純に 
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【会長】私も答えたくないはその他に含まれるのは可能性としてはありだと思う。 

当事者団体の人達は、それとは別にあえて無回答というのを入れてもらいたいということなので、3

つ以上の選択肢にするということでよろしいか。 

では、3 つあるいは 4 つの選択肢を改めて検討していただきご報告いただきたい。 

 

【事務局】意識調査を 7 月に実施しますので、報告は事後報告になります。 

 

【会長】次回の審議会でお願いしたい。市民意識調査のほかの部分、言葉遣い等も含め質問内容等ご

意見ないか。 

 

【委員】問 23 の誰に介護してもらいたいですかに「孫」という選択肢を入れてもらいたい。多すぎ

るようでしたら却下されて構わないが、年代的に孫が葬儀の代表となったりしているところもあるよ

うなので。 

 

【会長】それも検討していただきたい。入れるとするなら 5 の後になる。 

そのほか市民意識調査について、どうしてもというのがあれば個別に事務局のほうに電話、メールでお

知らせいただきたい。 

  

 

（２）令和元年度男女共同参画に関する市民意識調査について 

   ②男女共同参画に関する中学２年生意識調査（案）・・・【資料３】 

 

事務局説明 

【事務局】こちらも前回の平成 26 年度と変わったところを説明させていただきます。 

先ほどの１６歳以上を対象とした調査と同様に、問１の性別に関する質問で、男性・女性以外の選択肢

を付けるかどうかについて、中学生を対象にしているというところで再度ご意見を頂戴できればと思い

ます。 

また、前回・平成２６年度の調査から追加した質問は、問１３のみとなります。こちらはＬＧＢＴに関

する具体的な取り組みの中で、特に中学生に関係がある制服についての質問となっております。 

 

【会長】続いて中学 2 年生、ほぼ全員の生徒さんに回答してもらう意識調査になる。これについてご意

見をいただきたい。 

 

【委員】この質問項目の男性、女性、だけではなく―と相談を受けたときに、非常に悩んだことがある。

このアンケートが各学校でどのような状態でとられるかということ。学校としては、持ち帰らせるとと

ても回収が悪くなり、それを集めようとするだけで膨大な時間と労力を費やしてしまう。そのため、学

校の中での朝の会、帰りの会、学級活動、道徳とかの時間でアンケートをとる場合がほとんどだと思う。

その時に隣の机の距離が近い中で、果たして本当に悩んでいる子たちがそれを書けるのかなと。書いた
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ことによって、例えばそれが周りに知れた時の影響を考えるとおそらく悩んでいても書けないのではな

いだろうかと推測される。 

また、子どもたちも個人差があるので悪気なしに「その他ってなん？」と質問をしたとする。それに

対して、大人側である教師の理解、あるいは学習がどれだけ進んでいるかというと、そこもすごく個人

差がある。学んでいる人はきちんと子どもたちにいい機会だと捉えて説明ができるだろうけど、もしか

するとそれが笑いとかになり、逆効果になることも無きにしもあらず。それを考えたときに性別のアン

ケート結果がどんな意味を持っているのか、本来知りたかったことの数値的結果だとするとそれは非常

に曖昧だし、あてにならないと思う。ただ啓発というところでの意味合いを持たせると意味があるのか

なと思う。しかし、アンケートをとる前に、別紙でもかまわないのでアンケートをとる際の注意という

依頼のようなことは必要なのかなと感じている。 

 

【会長】生徒のプライバシーを確保できるか、それと第三の選択肢についての質問が出たときに先生側

が適切に回答できるかどうかということ。 

もしかすると、市民調査とは別の配慮が必要なのかもしれない。その点も含め性別欄についていかがで

しょうか。 

市民調査については第三、第四の選択肢を入れるけれども中学生の分については現行のままという方

式も可能性としてはあり得ると思う。 

 

【委員】市民調査の場合は個人に送られてきて、個人で書いて個人で発送する。これは、学校で隣の人

がどう書いているかを見ながらでも書ける状態であるということなのでプライバシーが他人に分かる

ことになる。書かれる状況が先ほどの市民意識調査とは全然違うため、私は単純に 1 女性 2 男性 でい

いかなと思う。 

 

【委員】南里先生が言われたことが分かるのですごく気になる。最初に性別があって一番目に付くとこ

ろだと思う。どうしてもこれが必要ならば、最後のあたり、わからないような場所に性別欄を入れたほ

うが子どもたち同士では分かりにくいのかなと思った 

 

【委員】回収の仕方にもよる。「後ろから集めてください」みたいになれば、やはり見えるから。 

 

【委員】中学校には、全中学校に送られるのか。 

抜粋して封書で送らせればいいのではないか。大和、真ん中、南 とか左右でもいいし。また次の年は

違う中学校で調査すればいいのではないか。 

 

【事務局】市内の全中学校 2 年生約 1800 人前後いらっしゃいますが、全員を対象として意識調査をす

るようにしています。抜粋して一部の中学校だけとは考えていません。 

 

【委員】先ほど言われたように、ターゲットにされているような子、あいつどんな風に書くんだろうと

みられている。そういう子たちがこれによって非常にみじめな思いをするとかが起きたら困る。統計調
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査は全員にやる必要がなくて、回収率が 30％あれば OK だという状態だし、そうなるとお金がかかる

のであれば、抜粋すればいいのではないか。 

 

【委員】男性か、女性かというのを真ん中あたりにもってきて、その場で封筒に入れて出させたらどう

だろうか。 

 

【事務局】先ほど申しましたとおり、市民の方と同じ考え方です。中学 2 年生の現状は、考えるべき点

が当然ある、われわれも内部で話をしたときにも配慮が必要だと。配慮が必要だけどもそういう子たち

が、どちらかを選択させられるということも逆に考えなければなりません。もうひとつは、学校現場の

フォローも必要です。われわれ行政が一方的にやりたいというつもりは毛頭ないのですが、そういう子

たちがいること。いろんな人からも、学齢期からの教育ＬＧＢＴ、性自認について教えるべきではない

か、中学生、いわゆる学齢期のときに先生に話をしたり、相談したりだとか周りが分かってくれたらわ

たしどれだけ助かったかも分からないという意見が出ています。これらは少数の意見かもわかりません

が、年齢的に高校生からとかではないと思います。われわれ啓発の担当からすると、市民の方と中学生

と同じ扱いで出来ないかということです。 

ただ、回答する現場の課題、問題はあると思いますのでそこは慎重にならざるを得ません。学校現場

からの要請があれば、出前講座等で職員が出向いて行って当然やる必要があると思っています。われわ

れがやっていることと学校が考えられていることがミスマッチになり、結果的に被害を被るのは子ども

たちということになるのは本末転倒だと考えています。 

 

【委員】持ち帰らせると回収率が悪くなるけれども、持って帰らせて家で封筒に入れ 

封をして出すという形にし、回収率が学校によっては悪くてもいいのではないか。学校で書かせると何

をやっても無理があるので、100％をめざさずに持ってきた子だけでというのもひとつの方法かなと思

う。 

 

【委員】どちら側に立って考えるかだが、学校でさっと書き時間をかけずに回収するのと、家に持ち帰

り封をして出すのでは、回収した封筒をひとつひとつ出してという手間がかかり、予算もかなりかかっ

てくるのかなという感じ。どちらに重点をおいて意見を言わないといけないかということだが、性別欄

をもう少し考えたほうがいいと思った。学校現場としてはどうなのか。持ち帰らせて封に入れて佐賀市

に提出するのと、授業の始まり等で皆に書いてもらい回収して渡すのとは全然負担感が違ってくるのか。 

 

【委員】本当に難しい問題。学校には各種様々なアンケート、調査が日々来ている。学校でやらなけれ

ばならないこともたくさんあって、少ない時間をやりくりしながらやっている。このような調査物に関

しても、協力したいという思いがあっても、回収がままならないのが現状。もし、持ち帰らせて封をし

て持ってきなさいと強制をしなければ 3 割いくかどうかの心配はある。それでもいいのであれば、意識

の高い子やきちんと提出物を出すという子の回答は得られる。でも、そこで全体を見たときのパーセン

テージが本当に全体像を現しているのかなというのもある。例えば性別を除いた質問は、皆が学校の中

でも答えられるのではないかなと思う。やはり性別が気になっていてどういう回収の仕方をするのかは
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どの数字を求めるかによって違う。 

 

【委員】性別の質問をなくしたら大きく回収の意味が変わるのか。 

 

【会長】やはり、性別の欄は必要だろう。ひとつはレイアウトを工夫して、内側、裏側になるような場

所に入れることをもう一度検討していただけないか。実際には隣の目もあるので男・女どちらかにマル

を付けてしまうという生徒がいるかもしれないが、行政のアンケートに「その他」があるというのが中

学生にとっても大きな意味があると思う。中学生くらいから性自認が意識されてくる年代でもあるし、

そこに「その他」があるということの意味があるので是非、行政のメッセージとし残したほうがいいの

ではないだろうかという感じがする。私としては、「その他」を入れる方向で性別欄を考えていただき

たい。その際に先生が読めば答えられるような、なぜその他があるのかの理由についての説明書みたい

なものをアンケートに同封していただくのがいいのではないか。質問が出るかもしれないし、出ないか

もしれないが、万一出たときに先生がそれを読めば答えになるようなものをマニュアル的に同封するこ

とを検討していただこうかと思う。 

この調査は全員調査なので、実態としてはこちらのほうがつかめるかと。例えば、母親、父親の家事

の分担などは実態が分かりやすいと思う。 

お気づきの点があり是非ということがあれば、個別に事務局へご連絡いただきたい。 

 

 

 

（３）その他 

事務局説明 

【事務局】前回の 2 月の審議会のときに総合計画について話をしたと思います。総合計画の成果指標の

数値の見直しについてです。今、もう一度総合計画の見直しをしていまして、数値について若干見直す

方向で検討をしているところです。見直しについては、上方修正で数値が成果指標に達成している分は

より目標値を上げるということで検討をしています。また次の審議会で報告ができればと思っています。 

 

【委員】制服のことが中学 2 年生の分に入っていたが、中学 1 年生で入学した側として、学校の校則が

細かく決められています。制服のチェック、違反をしていないかがあったりしますが、そこで苦しんで

いる子もいるだろうと思った。うちは男の子でワンポイントのシャツがいけないと言われたと。それも

見られているわけだから、制服だけではなく、そこに付随するなにかにすごく苦しんでいる子たちもい

るんだろうなと感じた。人権・同和政策・男女参画課なのでそのあたりも考えていかないといけないの

かなと思った。 

 

【委員】今、ブラック校則とか言われていて昔より厳格化されている。検査のときに苦痛を感じている

ことも含めて問題かもしれない。 

  

 

４ 閉 会 
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【事務局】本日の議題は終了しました。皆さんご協力いただきありがとうございます。 

次回の開催時期は 8 月～10 月ごろの開催を予定しています。日程調整について改めて事前に連絡いた

します。よろしくお願いします。 

 

 

問い合わせ先 

 佐賀市 市民生活部 人権・同和政策・男女参画課 男女共同参画室 

 担当者 南雲、芦原 

 電話番号 ０９５２－４０－７０１４ 


