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令和元年度第２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１０月７日（月）１０時００分～１１時２５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）江島 光代、小城原 直、草場 栄美、草場 真智子、永石 亀 

名和田 陽子、南里 美紀江、濱川 梨沙、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）内田 貞子、小林 敬治、納富 辰子、原 健一、福成 有美 

 

傍聴者  なし 

 

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ 議 題 

 

（１）平成３０年度 第三次男女共同参画計画進捗状況報告 

・・・【資料１】【別紙】 

（２）令和元年度 各種審議会等における女性委員の参画率報告 

   ・・・【資料２】 

事務局説明 

【事務局】 

〇資料１と別紙に沿って、不調だった項目を中心に内容を説明。 

 

〇ＤＶに関する取り組みについて説明。 

平成 30 年度は婦人相談全体で 872 件。うちＤＶに関する内容は、282 件。ＤＶに関する相談は、離

婚についで 2 番目に多い。相談件数は、年度によって多少の増減はあるが、ある一定数で推移している。 

ケースの概要については、婦人相談員がＤＶの内容を詳しく聞き取っているが、その根底には経済的

困窮被害者、加害者、その子どもの障がい、ＤＶ世帯で育ったことによるＤＶの連鎖児童虐待につなが

る面前ＤＶなど、一つのケースの概要が複雑化し、多くのケースが複数の課題を抱えている。対応は非

常に困難で、一つのケースに要する時間も長く、相談員の負担が大きくなっている。慎重に関係各課と

連携を図りながら対応している。 
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〇各種審議会等における女性委員の参画率について、資料２に沿って内容を説明。 

 

〇原委員から、ＤＶを受けたときに我慢したという割合が大幅に減っていることについての、コメント

を報告。 

ＤＶを受けた方が仕返しや何らかのささやかな抵抗または子どもを守る行動など、何らかの行動や意

思表示をしているということが考えられる。昔のように忍耐は美徳という価値観が薄れてきているので、

あえてここにチェックをしたくないという人がいることも想像できる。アバンセの相談件数自体はふえ

ていて、その中でも、被害の内容や、どうしたいかということがはっきりしている相談者が、若干だが

増えてきている印象がある。ＤＶ被害に遭って内面に何らかの行動を起こそうという意識を持ち始めて

いるあらわれではないか。 

 

【委員】 

今お話を聞いて気にかかったところが、ＤＶのところ。婦人相談員の方の人数が足らないのかすごく

忙しいという話だった。そういったところはこちらの委員会でも声を出して、少しでも人数を増やして

いただきたい。 

 

【会長】 

今、児童虐待も問題になっていて、児童相談所の多忙さということと関連が深いと思うが、人材が足

りないことが問題になっている。何か担当課のほうからご意見はないか。 

 

【事務局】 

 県のアバンセやいろいろな関係機関とやりとりを行う機会が増えてきています。その中で、委員さん

のほうから相談件数がふえていて対応がちょっと手薄ではないかといったご意見をいただきました。相

談の時期とか、そういったところもありますが、年間通じていけば、現段階では大体まかなっています。 

 

【会長】 

アバンセでの件数が増加しているということだったが、佐賀市の相談件数はどうなっているのか。 

 

【事務局】 

 30 年度が 872 件、29 年度が 985 件、28 年度が 944 件と、大体 900 前後を推移しています。 

 

【会長】 

資料 3—2 の 12 ページ目。ＤＶを受けたときにあなたはどうしましたかという項目がある。これまで

は我慢したという回答が多かったが、今回大幅に減少している。今回は回答選択肢が少し変更になって

いるということも、関連しているのではないかというのが今のところの分析。謝ったりなだめたりした

という選択肢が今回追加されたが、この数値が多い。謝った、なだめたというのは、ちょっと抗議した

ということとはまた異質だと思う。 
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最初に説明していただいた資料 1、1 ページ目のいわゆる性別役割分業と言われるもの。夫は外で働

いて妻は家庭を守るべきだという考え方について反対する人は増えてきていて、目標を達成していると

いう状況である。他方で 6 番の男性の家事時間 30 分未満という人は、むしろ悪化しているという状況

である。頭ではわかっているのになかなか行動が伴わないというところをどう埋めていくかというのが、

男女共同参画進める上で大きな課題であると改めて感じる。 

進捗状況のピンク色の未達成のところは、審議会も含めて引き続き努力してまいりたいと思う。 

 

（３）令和元年度男女共同参画に関する市民意識調査結果（速報）について・・・【資料３-１、３-２】 

 

【事務局】 

資料 3-1 と 3-2 に沿って、令和元年度男女共同参画に関する市民意識調査結果（速報）について

説明。 

 

【会長】 

先般実施された、市民に対する男女共同参画意識調査の速報値を報告していただいた。これからの詳

細な分析が行われるところで、こういう分析もやってもらいたいというようなご意見もあれば、ぜひ出

していただきたい。この質問でこれに答えている人は別の質問でどういうふうに答えているかとか。そ

ういったことも、これから分析されるので、合わせて検討していただきたい。 

 

【委員】 

調査の 7 番の人権について、ページ 11 から 12 にＤＶの問 29 そのような行為を受けたときどうしま

したとある。近頃テレビなど幼児虐待がたくさん問題になっているが、この背景には男女のＤＶが非常

にあるのではないか。夫婦で例えばどっちかが優位に立って抑えつける、そして子どもを一緒になって

痛めつけているということもあるため、男女のＤＶと、また幼児虐待の関係そんなこともひょっとした

ら調査しなくてはいけないと思うが、どうだろうか。 

 

【会長】 

私も全く同感である。先ほどのこども家庭課の相談内容でも、児童虐待との関連について指摘があっ

たと思うが、可能な範囲で何かあれば教えていただきたい。 

 

【事務局】 

ＤＶ家庭で、お子さんが親御さんから直接暴力を受けていなくても、双方が暴力を振るったり暴言を

吐いたりしている姿をお子さんに見せるということだけで、面前ＤＶという形で児童虐待という部分に

つながる。最近それも認知をされ始めたので、件数としては多くなってきているところです。 

 

【会長】 

私も、児童虐待との関連は意識しながら考えていく必要があると思う。 
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【副会長】 

先ほど言われたように、問 29 の 2 の謝ったりなだめたりしたは、「我慢した」のほうにつながるの

ではないかと思う。謝っている親を見て、児童虐待の場面でも許してくださいっていう、子どものニュ

ースあった。なので、次の市民意識調査の時は、謝るという選択肢は、なぜ謝ったのかを分析する。ま

た、比率が減ったほうの 1番と 2番と 12番は相談しなかったと同じ分類になってもいいかなと思った。 

 

【委員】 

6 番のＬＧＢＴについてだが、身障者の方の職業訓練をさせていただいていて、何年か前にお 1 人い

らっしゃった。男性の方でワンピースを着て、お弁当も自分で手の込んだものをつくってこられて、本

当に女性らしくされていた。そういった方は、就職がすごく難しい。いま佐賀市内にどれぐらいの方が

いらっしゃるのだろうかと思っている。そういう方たちの就職はどうなっているのだろうと気になって

いる。 

 

【事務局】 

ＬＧＢＴの方が佐賀市内にどのくらいいらっしゃるという調査は行っておりません。なぜかというと、

そこはカミングアウトが伴うためで、カミングアウトするかどうかは個人の自由です。 

調査は行っていませんが、啓発の部分については、人権啓発係のほうで市民向けや事業所向けにもＬ

ＧＢＴの研修会を実施し、当事者の方に話をしていただいております。ちょうどその講師がこれから就

職をされる方だったので、就職についての自分の困り感とか、こういうところが面接など不利だと思う

とか、そういうところをきちんと伝えてはもらっています。 

あと市民向けにつきましては、人権ふれあい学級や講演会、映画の上映会等でも昨年度は研修会を実

施しております。回数としては大体 20 回、ＬＧＢＴについての研修を行っています。1,500 人ぐらいの

参加があっている状況ではあります。参加した方の中に、当事者の方から話を初めて聞くという方もた

くさんいらっしゃいます。どういう困り感があるのかとか、自分たちがどういうことができるのかとか、

その辺りを少し考えていただくというのは進んできているのではないかと思っているところです。今年

度もＬＧＢＴの研修については、人権啓発係のほうで進めているところですので、引き続き啓発を行っ

ていきたいと思っています。 

またＬＧＢＴの相談も、昨年度は啓発の講演会とあわせて、東京などで活動されている杉山文野さん

というトランスジェンダーの活動家の方に、相談員として対応していただきました。そのときも数名か

らの相談があっています。家族の方や当事者の方からの相談です。内容については把握できていません。

また、臨床心理士の方に来ていただいて、映画の上映会の間に相談を受けるというやり方で、そのとき

も関係のある方から、相談がありました。 

もう一つ、先ほど言われた面前ＤＶについて、次回のアンケート調査で一緒にしたらどうかというご

意見がありました。次回また状況等も変わってくる場合もありますので、それも含めて、５年後にアン

ケート調査をするときに検討していきたいと思います。 

 

 

【副会長】 
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関連してですがこの前も中学生の調査も含めて、性別をお答えくださいの 3 番の選択肢いろいろ検討

しました。ほかの市神戸にいる友人に聞いたら、性別のところを選択ではなく自由に書かせるアンケー

トにしているとのことだった。５年後は、男・女・その他ではなくて全く好きなように書かせるような

方式で、もし集約ができればそれも一つの方法かなと思った。 

 

【委員】 

調査の回収率が 3 割を切っている。このぐらいの回収率で大体統計をいつも出されるのかもしれない

が、男女共同参画の市民意識調査というのを見ただけで、書かれない場合があると思う。多分書いた方

はいくらかでも関心があるので 60％の関心というのが出ていると思う。もし 5 年後に同じようになさ

るのであれば、もっと回収率をアップするような方法を考えていただけたら少し違ってくるのではない

かという気がする。 

 

【事務局】 

ご指摘のとおり、今回は回収率が 3 割を切っている状況です。 

一つの要因としては、前回調査の時はお礼状と催促を含めたはがきを送付しました。それを送付する

ことで、5％ほどは戻ってくる可能性があるという話を聞いていましたが、今回送付をしなかったこと

もあると思います。あとは、佐賀市では他の部署でも色々な意識調査等をしておりますが、それらはお

礼状等を出してないということもあり、今回は出していません。次回はまた検討したいと思います。 

あとは返送先です。本当に佐賀市の調査ですかといった問い合わせの電話がありました。返送先を郵

便局留めにしておりまして、それが要因ではないかと考えています。次回は返送先を佐賀市役所に変更

していきたいと思っています。 

それから、今回は質問項目を増やしたため回答している中で、結構時間がかかるなと思われた部分も

もしかしたらあるのかもしれません。これらを反省点として挙げているところです。 

次回の調査のときには、できるだけ回収率が上がるようにしていきたいと思っているところです。 

 

【会長】 

私も気になった。少ない人が関心を持って回答してくださっているため、こういう回答結果になって

しまっているところもあるかなと思っている。 

 

【委員】 

回収率については、やはりどれぐらい集まったかによって正しくわかるし、対応策も打てるのかなと

いうふうに思っている。やはり意識の高い方が返送してくださっているだろうから、この出てきた数値

もやはり、全市民と考えると割と高いパーセントになっているかもしれないんだろうなという不安はあ

る。もし私が委員ではなくて、アンケートが送られてきたときに私は果たして送れるだろうか。そうす

ると、今の生活では、家に帰ってからじっくりアンケートと向き合いながら、チェックするという時間

は厳しいなというところはある。今世の中どんどんもう携帯の時代になっていて、すべてではないが、

多くのものでネット回答ができるようになっている。例えばだが、セキュリティーの問題とかあるかも

しれないが、ネットでの回答もできるようにＱＲコードがあれば、私も気軽にすき間とかにパパッとや
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れるかなと思ったりもする。5 年後は、多分そこら辺もどんどん進んでいくと思うが回収率を上げるた

めの手だてを打っていただきたい。 

 

【事務局】 

回収率について報告を受けたときに、下がっていて、えっ！と思ったのが正直なところです。今 2 人

の委員さんから貴重な御意見をいただきました。私は統計学のことについて全く素人で何も知らなかっ

たのですが、ネットでほかの自治体の同様の調査結果をいくつか見ました。統計データを分析すると、

当然ながら誤差があります。このアンケートの結果の誤差が一般論から言うと 5％と挙げられておりま

した。95％は信頼できるということです。 

いろんな数式があり、例えば今回 16 歳以上の調査対象者数が大体 22 万（人）になります。その数式

に当てはめてさっきの 5％の誤差というところから算出すると、必要なサンプル数は 384 件という数字

が出ます。ただ、事例ということで今お話をさせていただければ、今回 626 票のサンプル数があったと

いうことからいくと、384 件をはるかに超えているので、今回のこの調査から得られた分析結果という

のは、一定の信頼性は持っていると言えます。ただ、これはあくまでも一つの事例ということで、お聞

きいただければというふうに思っております。 

それから先ほど委員が言われたネットで調査をするということからいうと、やっぱり手軽にできると

いう点はあろうかと思います。紙の調査はやりつつも、われわれ調査主体としては臨機応変に他の媒体

も柔軟に考える必要はあると思っています。ただその結果をどうフィックスしていくのかが一つの課題

と思っています。 

やはり、数が多いにこしたことはないと私は思っています。今まで督促もしていたということですが、

私が知る限りでは、市でやっている調査において、督促催告をしたという事例はありませんでした。全

体的に言えるかどうかはわかりませんが、回答割合は約 3 割前後あったのではないかと思っています。

あくまでも気持ちとしては、やっぱり回答率を高めたいと私も思います。もう少し我々も統計学を勉強

させていただければなというふうに思った次第です。 

 

【委員】 

ネットでアンケートとかいろいろある。しかし 30 問を越すともう嫌になって消してしまう。だから

少し分けてやっていただければ答えやすく、暇なときちょっとできることが非常に必要である。統計上

の問題で 3 割あると大体 OK だと昔から言われているが、近年社会情勢どんどん変わっていく中で回答

してくれる人たちは限られてきている。 

ただ自治会で見ると、マンションの住民は、やっぱり人づき合いが煩わしくて近所の住民とつき合い

たくないからマンション買ったのだと公然と言われる。地域でどんな活動があるかわからないという人

は、回覧を見ない人たち。そして、地域活動のメリットを感じないということと人づき合いをしたくな

いことは、相通ずるところがある。これを見ると、回答どおりのパーセンテージに近いのかなと思う。 

それと防災のこと。男女の性別における決定権がないが自然と決定されてしまう。やっぱり動くのは

男性で、それを補っていただくのが女性。今自治会活動でもＰＴＡ活動でも、ＰＴＡ活動でも女性が活

動していただけなれば活動できない。自治会もそう。自治会長が 664 人いて、女性の会長は 40 人弱。

でも各町区に行けば、女性がどんどん前へ前へと出ていて、それをただ統括しているのが自治会長。緊



7 

 

急の時や防災、ＤＶ、児童虐待にしても一番身近にいる自治会を使ってほしい。この前も防災説明にこ

られたが、最終的に当てになるのは自治会長。自治会長に全部被災状況を提出してくださいと言ってく

るから。しかしその防災説明の案内は、民生委員さんには来るが、自治会長には来ない。自主避難をす

るときに行政はタッチしないが、避難する人はいる。そんな時は自治会長を使ってくれという申し出を

しているが、行政は遠慮しているのか。もっともっと自治会を使ってほしい。そうすることによって地

域の活性化につながっていく。 

まちづくり協議会を作ってくださいと言われてみんなつくり、今あと 2 校区残っているが、その 2 校

区もちゃんと動いている。河川清掃にしたってその都度山のほうに下に流れないように配慮していただ

いている。統計ばかりではなく、そういうこともあっていることを覚えていてほしい。 

 

【会長】 

今自治会の状況も一緒にあわせてご説明いただいた。 

資料 3-1 の 1 番下のところで、自治会、あるいはＰＴＡで女性がどれくらい活躍しているかという数

値は確かに高く、女性が活躍しているという見方が強い。下支えをされている女性が多いと思う。先ほ

ど委員からご説明あった統括の部分や意思決定にかかわる部分でも、これからは女性の人がかかわって

いくということがあればいいのかなと思う。 

それから、ネットを活用すると若い人たちが答えてくれて、もう少し状況は変わってくるというとこ

ろもある。5 年後に状況を見ながら物理的な面も検討していければというふうに思う。 

 

【副会長】 

調査の最後にご自由にお書きくださいの欄があるが、5 年前は 129 件だった。今回どうだったのか。

また、5 年前の報告書は、分野別に抜粋されて冊子の最後に載せていただいている。非常にいい意見が

たくさんあってそういう考え方もあるなという、数字だけでは出ない市民の皆さんの声が見えた。今回

そういう載せていただける予定はあるのか。 

 

【事務局】 

何件あったかは、まだ集計ができておりません。コメントについては、次の審議会等で説明ができた

らと思っていす。あと掲載の分については、できるだけ掲載する方向で検討させていただきたいという

ふうに思います。 

 

【委員】 

 私も回収率に関しては少し気になっていた点があった。私も統計学に関しては初心者なでわからない

が、この回答者の属性を見たときに、10 代 20 代の若い世代の回答率が少ないことが気になった。質問

の中身を見ると、自分ごとに落とし込めていないような質問がたくさんあるだろうと感じた。まだ結婚

もしていないし子育ても経験してないしというところもあったので、自分のことではないなという形で

回答をしなかったのかなと考えた。こういった 10 代 20 代の若い世代が、どのような形で答えればいい

のか、どういった形で自分事に落として答えられるのか、どういう立場で答えればいいのかといった見

方はどのように提示されているのか気になった。 
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【事務局】 

このアンケート自体、若い人向けにはなってはおりません。結婚をされていたり、ある程度の年齢 30

第、40 代 50 代、60 代をターゲットにしたようなアンケートのつくりになっていると思っています。若

い方が紙で回答することは減ってきていると思いますので、若い世代にいかに回答していただくように

持っていくかというのは今後の課題です。アンケートの項目についても、次の調査に向けて考えさせて

いただきたいと思っております。 

 

【委員】 

全世代向けの質問をつくるのは難しいかなと私は思って見ていたが、実際この意識調査の中で、若い

世代の方々回答をどういう形で考えていらっしゃるのかなあと思う。この調査の回答に関しては、余り

有効ではなさそうだが、どうなのか。 

 

【事務局】 

10 代に関しては、中学 2 年生に意識調査のお願いをしているところです。こちらは学校のご協力が

あり、9 割を超える回答をいただいておりますので、14 歳の意見に関しては、きちんと把握出来ると思

います。 

こちらの一般の市民意識調査のほうの 10 代の回答ですけれども、分析する際には 20 代以上と 10 代

と分けて分析をしております。10 代のときとそれを 20 代以上になると傾向が違いますのでそういった

分析を前回もしておりますし、今回の調査でもそうした分析をする予定としております。 

 

【会長】 

詳細な分析のときに年代別の結果を出してもらうと、例えば性別役割分業についてどういう意見かと

いうのが、世代ごとにかなり違いが出たりするときもある。そういうこともあって、同じ調査を全世代

に共通してやっているというところもあるのかなと思う。 

若い人たちの回答率の上昇は、たぶんどのアンケートも課題だと思う。言葉が悪いが、時間のある人

が答えてくれるということにどうしてもなってしまうという事がある。 

 

【委員】 

ＤＶをしたことがありますか、されたことはありますか。というアンケートだが、私は弁護士として

家事事件、ＤＶ事件とかよくやるが、結構被害経験がある方は複数のパートナーからいろんな被害経験

がある方がいらっしゃる。そういった複数の経験というのが 1 カ所に書けるようなアンケート方式にし

たらどうかと思った。他方でそうすると質問がすごく多くなって回収が難しいというのもあるのかなと

は思った。あとＤＶやハラスメントをしたことがあるという回答がすごくおもしろいなと思い、できれ

ば分析のときにしたことがある方のほかの質問と関連とか、そういったものも出していただけると非常

に参考になるのではないかというふうに考えた。 

 

【会長】 
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ＤＶに関して、したことがあるとされたことがあると区別されていない。質問は増えるが、次回から

分けるという考え方はあるかもしれない 

今回は速報であるため、詳細版で次回ご説明いただけるということなので、またそのときに改めてご

意見、ご指摘いただきたいというふうに思う。 

 

（３）令和元年度男女共同参画に関する市民意識調査結果（速報）について・・・【資料３-１、３-２】 

 

【事務局】 

〇「第 2 次佐賀市総合計画見直し案」の資料を使って、第 2 次佐賀市総合計画の中間見直しが行われ

る際に、男女共同参画社会の実現という項目の成果目標と目標値を今回見直したことを説明。 

〇「男女共同参画に関する中学 2 年生意識調査の調査票」を示し、現在調査中であることを説明。 

〇「各種イベントのチラシ」内のイベントの案内。審議委員さんにもご参加いただき、ぜひセミナー

等の内容に関するご意見もいただけたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【会長】 

その他として 3 点。ですね、総合計画の男女共同参画にかかわる部分の数値目標の変更と追加。前回

議論いただいた中学校 2 年生を対象とした男女共同参画意識調査について、性別欄を真ん中のほうに見

えない形で折り込んで印刷するといった工夫をしていただいた。 

 

【委員】 

本校でも、アンケートを実施したが、私が最初に詳しく説明し過ぎてしまうと、他の中学校との状況

が違うので、今回手だてをとっていただいたのが、どれぐらい実施できるかなと見守った。混乱もなく、

スムーズに今のところをいっている。多分、すごく丁寧にしてくださった成果が今回、出たのではない

かと思っている。アンケートの内側のところに性別をわからないように持ってくるのも、いいアイデア

だなと改めて思った。 

 

【会長】 

そこで今回は封筒を用意して手間がふえたところはあるが、ご協力いただいて良い結果が出そうだと

いうことである。 

総合計画は 2014 年度からの 10 年計画で、中間見直しなのか。 

 

【事務局】 

総合計画は 10 年計画で、今年度は中間の見直しになります。 

 

【事務局】 

吉岡会長、委員の皆様、ありがとうございます。次回のこの会議につきましては、年明けの 2 月ごろ

の開催を予定しております。日程調整につきましてはまた後日改めて連絡をさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 
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