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令和元年度第３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２年２月１０日（月）１０時００分～１１時４５分 

 

開催場所  佐賀市役所大財別館４階４－２会議室 

 

会議の公開又は非公開の別 

議題（１）（２）（４）（５）：公開 

議題（３）：非公開 

 

出席者 （委 員）内田 貞子、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、原 健一、藤野 真也、吉岡 剛彦 

（事務局）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）江島 光代、小林 敬治、納富 辰子、濱川 梨沙、福成 有美 

 

傍聴者  なし 

 

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ 議 題 

 

 

（１）男女共同参画に関する中学２年生意識調査結果について・・【資料 1】 

 

【事務局】 

〇資料 1 の 1 ページ目。 

調査対象、時期、回答率など、調査の概要については、資料１の１ページ目のとおり。 

〇3 ページ 

今回の調査では、性別の質問で男性、女性とその他を設けました。 

「その他」と回答されたのは 9 名。 

その他の後に、自由記載欄に記載されていた内容は、「見た目は女性だが、心は男性時に女」、

「時に男自分が女だと思ったことはない」など、9 名のすべての方が括弧内に記載されており、は

っきりと意思をもってその他を選択されています。 

以下、主な調査結果のグラフ等に関する説明は、報告書に記載されているコメントのとおり。 

・4 ページの下のグラフ。 

・5 ページ下のグラフ。 
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・6 ページ下のグラフ 

・6 ページの上のほうの文章 

・7 ページの上のグラフ 

・7 ページの下のグラフ 

・8 ページの下のグラフ 

・13 ページのグラフ 

・18 ページの下のグラフ 

・19 ページの下のグラフ 

・20 ページの下のグラフ 

・21 ページの下のグラフ 

・22 ページの下のグラフ 

・28 ページ上のグラフ 

・29 ページの上のグラフ 

その他の結果については後ほど報告書でご確認ください。こちらの報告書は最終版ではなく、こ

れから校正を行っていくところです。審議委員の皆様のご意見も踏まえ、また吉岡会長のご講評も

いただきまして最終の報告書として、今年度末までにまとめる予定としております。 

 

【委員】 

   実はこの調査結果ですごく心強く思った。また、学校はやはり遅れていたのだと再認識した。そ

れは制服の選択制。女子男子もズボンを履いていい、スカートとズボンを両方自由に選択していい

んじゃないかと思う女子の生徒の割合がこんなにも高かったのかと改めて驚いた。それを日ごろ生

活の中で、子どもたちは余り表面には出していないし、そういう風土になっていることをまず反省

した。 

これを機に、私の所属する諸富中学校は来年度から制服の選択制を検討に入り、再来年からは選

択制に移行したいと思っている。この調査結果はすごく心強く感じている。この流れが佐賀市だけ

ではなくて佐賀県内どんどん広がっていけばと思っている。 

あと、ポイントの下がっている点が気になり、すごく反省している。 

例えばデートＤＶに関しても、きちんと押さえるような取り組みを学校で考えているかというと、

目の前のことにとらわれていて、子どもたちが将来出会うかもしれない、という意識づけがちょっ

と向いていなかったという反省点がある。 

この調査結果が正式に出たら、私も佐賀市内の中学校校長会を中心に紹介し、各学校へ広げてい

きたいなと思った。とても参考になった。 

 

【会長】 

中学２先生にも回答をご協力いただきありがとうございました。制服の問題に関しては今回初め

ての設問だが、そのように生かしていただけるのであれば、それだけでも意識調査をした甲斐があ

ったと思う。 
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【委員】 

 デートＤＶの予防教育については大体佐賀県内の半分の中学校でやっている。県内の地域差があ

って、唐津地区の実施校数が多い。佐賀市の場合は大規模な中学校が多く、どうしても時間をとる

のが難しかったり、担当の先生が変わられることによって、ちょっと実施が遠のいてしまったりと

いうことがこれまで幾つかあった。 

それと、細かい話を申し上げると、この予防啓発の講演でＤＶや暴力の話をすると子どもたちは

とても理解度が上がることが私たちのこれまでの調査でもわかっている。11 月に講演に行っている

ため、この調査を 11 月に実施されたら数字が減ったような見え方はしなかったのではないかと個

人的には思う。 

先生方の話を聞いていると、今は携帯の使い方も含めてＳＮＳ関係のことをすごく心配されてい

る。ＳＮＳで出会った相手とデートＤＶみたいなことが起きやすくなる。いわゆる情報モラル教育

の部分と関係性を学ぶデートＤＶの教育っていうのは両方とも学校教育で今後も取り組んでいっ

てほしいと思っている。 

 

【委員】  

しつけにしろ自分が就きたい職業にしろこんなに母親に相談するのかという感じに受け取った。

就職に関することは父親がもうちょっと高くなるのかなと思っていた。 

女子に足を閉じなさいというのは非常にいい教育だと思っている。昔は足をそろえていたのに今

は女の子が自転車で足を開いて走っている人が多いと思う。自転車王国だからそれがよく目立つの

ではないか。私もスカート、ズボンどっちも選んでいいと思っている。大人を見ると大体ズボンの

ほうが多い。 

自治会長が 664 人いる中で女性は約 30 人。これを増やしてくださいということを今お願いして

いる。それは、結婚、出産、に関して相談する人が地域にいない。だから自治会長が女性になれば、

すぐ相談できると思う。 

全体を見ると、自治会長は男性だが活躍しているのは女性。調査結果にも出ているが、ＰＴＡも。

学校行事の参加しているのは圧倒的に母親。だからそういう力を引き出すためには、昨年から女性

に、とお願いしているがなかなか増えてこないというのが現状。 

それと、自治会長が 1 年で変わる地区がどんどん増えている。それは順番が決まっているから。

この考え方をちょっと変えさせるために複数年任期のお願いの文書も出している。 

この結果を見ると、結局母親、女性に相談することが非常に多い。さらに自治会長までも女性に

してしまうと、女性に非常に負担がかかってくるのかなっていう感じもする。 

上にぽんと会長としているのが男というだけなので、会長も女性となるような方法にできないか

なと思っている。そういう意味で自治会もとにかく女性を増やすことに努力したい。負担がふえる

かもしれないがよろしくお願いいたします。 

 

【会長】 

是非、女性の増加をお願いしたい。相談相手が女性、母親が多いのは、男性が家庭に不在だとい

うことも、一つ影響しているかもしれない。 
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【委員】 

男は外で働き、女は家庭を守るっていうような意識のほうは、だいぶ変わってきていると思う。

ただ、実際に家事をする人の割合がこんなになかなか変わらないっていうのが残念だなと思う。実

態としては、女性の非正規の方が多いというようなところを考えると、なかなか（家事時間が）伸

びない。やはり社会全体が正規化ということにならないと、男性は実際家事をやるところまで追い

ついていないという、社会構造の部分について思った。 

それから、スカートかズボンかという部分。先生からもお話があったが、こんなに違いがあるの

かと個人的に思った。私の娘も小学校の時にずっとズボンだったから、スカートは履きたくないと

大変苦労したと思う。ここは改善をしていかないといけないというところだと思っている。社会人

になるとみんなズボンなのに、なぜなのかなと思っている。 

 

【会長】 

 男子がスカートを履くという発想は、今のところまだ浸透し切れていない。そういうところが一

つ男女間のギャップにあらわれてるのかもしれない。 

 

  【副会長】 

私も学校現場にいるが、確かにデートＤＶは５年前より目にする資料が減った。前は市か 

ら出る資料などシリーズ物であったのがなくなった。ついつい忘れてしまうので、やはり男 

女共同参画を発信する側からも、デートＤＶやＳＮＳのこともシリーズ化してではないが、 

ずっと発信し続ける。また、講師の先生がこられるときの学校全体の講演などではなく、ロ 

ングホームルームとかで取り上げていくような話題にしてもいいと思った。 

あとは、先生の対応に差別を感じる生徒が多いことは、反省事項。それも学校現場で先生 

たちみんなが考えていかないと。1 日の大半を過ごす学校で生徒たちはそうやって男女差別 

を学んでしまっているのかなと反省している。 

 

【委員】 

今、人権擁護委員で人権教室を実施している。これまで学校では、大体いじめや差別や高齢者、

障がい者そういったことに対する差別をなくしていこうというような内容が多かった。最近は、こ

の男女共同参画をどうにか小学校の子どもたちの間でも浸透させていけないかということで、そう

いう資料とかも徐々にでき上がってきている。例えば、男は男らしく、女は女らしくというのは本

当は違うといった寸劇をしている。今、各学校で少しずつ男女共同参画を小学校とか中学校のうち

からしようということで今やり始めている。佐賀市の学校でもそういった資料があり、増えてきた

らもっとよくなっていくと思う。小学校、中学校の間に意識がつくられていく。男は働き女は家事

ということではないことを学校で習って、家での両親の姿を見て、「お父さん、お母さんそれ違う

んだよ」と学校や家庭に向けても言えるような、学校に対してそんな取り組みをしていきたいと思

っている。 
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【委員】 

   4 ページのところで、女だから男だから何々しなさいとか何々するなと、女子のほうが言われる

のが高いという結果が出ていた。6 ページのところで、それは母親が 1 番言っている。 

母親から、女子が「お手伝いをしなさい、家事をしなさい、片づけをしなさい」、男子が「泣く

なとか荷物を持ちなさい」と言われている。 

これを見た限りでは、男女が同じように家事も育児もちゃんとできるように育てていくような家

庭の土壌づくりが大事だが、母親の男女共同参画意識がない、改善されてないことが明らかになっ

ている。先ほどから話があった自治会の仕事にも積極的に出ずに家庭だけをしっかり守っていこう

とする母親の姿が見てとれるように感じた。やはり、家庭のお母さんの存在が、男女共同参画の意

識をどう生むかっていうところからすると、ここを攻めていかないといけないのではないかなと感

じた。 

 

【事務局】 

人権のほうで、ＰＴＡ等に向けて人権ふれあい学級を実施しています。その中で男女の人権につ

いて啓発をしているところです。引き続き、人権ふれあい学級のほうでこうしたデータ等も示しな

がら、ＰＴＡや保護者、地域向けに啓発を続けていきたいと思っています。 

それと中２の意識調査は、前回と結構性別の分も大きく変わって、調査の中での変更点が大きく

変わっている部分もありますし、制服の選択性っていうのも新たに設問に入れている部分もありま

すので、教育委員会また学校等を通して、先生がたに広めていきたいというふうに思っています。

よろしくお願いいたします。 

 

【会長】 

ご指摘の点は保護者世代。それと早い段階での啓発の両輪で進めていきたい。 

  

 

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

 

【事務局】 

前回の審議会で速報としてご報告した調査結果の性別、年代別の結果の主なものを説明。（資料

内、説明するページには付箋を貼付） 

調査の最後の男女共同参画についての自由意見を記載された方は、112 名。 

その他の結果については報告書をご覧ください。こちらについても中学 2 年生と同様、今年度中

に報告書は完成させる予定です。報告書が完成いたしましたら皆様にお送りしたいと思いますので

よろしくお願いします。 

 

【委員】 

 全体的に、男性中心社会というのはなかなか強固なんだ、変わらないんだなっていうのを感じる。

基本法ができて 20 年間、日本は取り組みをそれなりにしてきたはずなのにジェンダーギャップ指
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数が上がらない。日本の順位の前後の国はアラブ首長国連邦など、明らかに男女差別がはっきりし

た国の間にいる。改善しない要因は、やっぱりこの男性中心社会をはっきり手を加えていかないと

いけない。 

一方で細かく見ていくと平等主義的な夫婦も増えたなあとか、パートナーを持って対等な関係を

つくっている人たちも私の身の回りもやはり見受けられるので社会は明らかに変わってきている。

暴力の告発がしやすくなり、ある種社会啓発がしやすい時期に来ているんじゃないかっていうこと

は、現場感覚でも思う。 

ＤＶの調査の中で、男性も女性も特に被害を受けた経験のある女性は加害行為をやるリスクって

当然あがる。自分の身を守る目的もありますし、当事者がうちはＤＶじゃなくて夫婦げんかってい

うふうに思ったりすると、女性の加害者性の話とかデータっていうのは、当然出てくる。しかしこ

こで見落としちゃいけないのは、重篤ケースは明らかに女性の被害者が圧倒的に多いという現実。

今国が、加害者更生プログラムの取り組みをやっと始めた。そういうことがやっと議論できる時期

になった。男女共同参画の方向性っていうのはまだ私もはっきり見えないが、ＤＶ対策に関しては

過渡期にも来ているようにも思う。 

ＤＶだったら別れましょう逃げましょう自立しましょう、の話ではなくて、それ以外のあらゆる

方法を使ってその家庭に合う支援をやっぱりやっていかないといけなくなる。こういう資料ももち

ろん基礎資料となるが、実際に困っている女性や子どもに対する支援、ＤＶの取り組みは、必ず続

けていく必要があると感じている。 

 

【委員】 

  調査のデータ見させていただいて、1 番気になったのは、回収結果の有効回答率が 27.2％でかな

り低い数字だと思った。この回答率で、この調査がどれだけ状況を把握できているのかは少し考え

なくてはいけない。次回５年後はもう少し回収率を上げるような調査の仕方でないとと思った。 

それから、ちょっと細かいところで、私も最初の段階で言うべきだったと思うが。 

例えば、あなたは共稼ぎですか共稼ぎでないですかっていうところに、年金生活者が抜けている。

結局、家庭の中で男女の役割がどうなのかっていうことを調査されたかったと思うが、この共稼

ぎ・共稼ぎという設問の中に、年金生活者の割合がかなりあったのに入れていなかった。今さらな

がらそういうふうに思った。 

それから問 8 とか問 12。「あなた」がどういう立場の人かによって変わってくると思う。女性・

男性それからどういう人が回答したのかを整理しないと、統計として数字がどうなのかなと思った。

そういったところがいくつかあった。 

これらは、アンケートを作成する時に言うべきだったことを今さらながらで申し訳ないが気づい

た。次回は、そういうところをきちっと精査してアンケート作成をお願いしたい。 

 

【事務局】 

 ありがとうございました。回収率の低さは、前回の審議会の時にもご指摘があったところです。

今回は催促のはがきを出してないというのが一点あります。それで約 5％増えると見込まれていま

した。しかし佐賀市のほかの意識調査等も催促のはがきを出していないため、今回は出しませんで
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した。 

紙での回収というのが今難しくなってきております。5 年後にやり方等も含めて検討していかな

ければいけないと思っております。貴重なご意見ありがとうございました。 

 

【会長】 

ご指摘のあった回答者の属性に関しては、集計の仕方にもよると思う。一人一人の回答を拾って

いくのであれば、例えば、問 14 で職業についていると答えた人が育児休業についてどう考えてる

かっていうような、いわゆるクロス統計ができるかと思う。集計の手間はそれだけかかる。男女別

で集計なさっているので、そういった形で統計が取られている。 

 

【事務局】 

こちらのクロス集計の部分は、委託業者のほうに深くクロスしてもらうようお願いしています。

報告書にはあげることができないかと思いますが、事務局としては、その意見をまとめて、次回の

審議会などご報告できるようにしたいと思います。 

 

【委員】 

 全体にたくさん関連していることだと思うが、1 番ショックを受けたのは、結婚しても必ずしも

子どもを持つ必要はないに賛成の数がどんどん増えていること。これが少子高齢化につながってい

るんだなと思ったし、結婚はしてもしなくてもいいっていうのもどんどん増えてきている感じがす

る。それに並行して、夫は外で働き、妻は家庭を守るべきに反対という人は増えている。何か矛盾

していると感じるが、女性がそれだけ働いているという証しかと思う。それに比べてやっぱり男性

の家事労働時間っていうのはなかなか増えない。協力がないから、結婚をしないのかなというふう

に思った。どこから手をつけてどういうふうに改善していったら、男女共同参画とプラス子どもた

ちがふえるような感じになっていくのか自分で考えたが、結論が出なかった。 

 

【会長】 

 本当にご指摘のとおりで、子どもを持たなくても良い、結婚したくてもよいというのが個人の選

択を認めるということであれば、望ましいと思う。しかし、子どもを持ちたくないという気持ちの

現れ、結婚したくないという気持ちの現れだとやっぱり問題であると思う。 

中 2 の調査結果でご指摘もあったが、性別役割分業、男が外で働き、女が家庭を守るとことに反

対する人が増えているが、実際に家事は全然やっていない。 

以前の審議会でも、こんなに啓発しているのになかなか効果が上がらないっていうときに、もう

少し根本的に考え直す必要があるんじゃないかというご指摘があったかと思うが、ちょっとその答

えはちょっと私もない。 

 

【委員】 

母親が、「家事をしなさい」と男子にはうるさく言わなくて女子にはうるさく言うことがあぶり

出された。女性も男性も働く時代であるという認識はもうみんな随分高くなってきているが、その
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中で家庭の中のことは女性が担っている。女性の中にもなかなかでき上がらないのは小さいときか

ら、母親から家事のことを口うるさく言われているため、いざ、家庭生活したときにそのことが嫌

だから結局もう結婚しなくてもいいとか、子どもを産むとその分仕事しながら、家事も子育ての負

担も女性にしわ寄せになっていることが数字として出てきたのでないかと思う。 

ひとり暮らしをする期間があると、家庭の中での仕事の重要性が男性も理解できると思う。一人

で生活すると掃除も洗濯もゴミ出しもしないといけない。家庭から離れた男の人の 1 人生活を実践

すると結婚生活がいかに女の人におんぶされているかを実感できるんじゃないかと思う。 

しかし母親が男の子をかばっているのか。家事しなさい、洗濯しなさいっていうのは女の子だけ

でなく男の子ににも言う言葉であるということを再度もう一度言いたい。そこがネックじゃないか

なと思う。 

 

【会長】 

 ご指摘のとおりだと思う。 

 

【委員】 

なかなか根本的なところが難しいなというのをお聞きして思った。 

131 ページの女性にＤＶ等をなくすためにということで安心して相談できる窓口を確保するとい

うのは、トップには出ていますし、ここがスタートではある。この相談窓口とその後の保護するた

めの実効性の部分は表裏一体であるので、相談だけで終わらないような実効性のある施策をいろい

ろとっていただくことで、もっと被害は防げると思う。 

あとは暴力に対する啓発という意味でデートＤＶの周知等は、もうちょっとしていただく必要が

ある。特別講義とかじゃなくても性教育もあるでしょうからその中でやっていただくとか。小さい

ころから教育していただくことで、被害を防げるんじゃないかと考えた。 

 

【会長】 

我慢したという回答が随分減ったということだが、その点に関してどのように分析されるのか。 

 

 【委員】 

昔起きていたＤＶは、女性が我慢をする割合がすごく多かったんだろうと思う。そういうことは

いろいろな啓発で変わってはきていると言える。だからといって生活はどうするのかとかいう、現

実問題も一緒に絡まってくるため、我慢するしないっていう数字の変化はあっても、実際に困って

る人たちに対する支援の体制っていうのをきちんとつくっていかなければ。今後は、この数字より

も本当に困っている人たちに視点を向けていくことになるんだろうと思う。あとはご指摘のあった

相談後のケア。 

 

【委員】 

 今やっと働き方改革という波が出てきていて、それとあわせて人手不足が出てきている。今後さ

らに働く女性が今からもっともっと増えてくると考えてみると、この働き方改革とあわせて、もっ
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ともっと男性の育児や家事の参加というのが必要になってくる。 

それは明らかなのだが、ここが進まない。今から本当に人手不足の中で、企業が倒産といったこ

とも出てくるため、男性の育児や家事と働き方改革を結びつけて考えていかなければならないのか

なというふうに思っている。 

 

【副会長】 

データの中でやっぱりなと思ったのが、介護を配偶者にしてもらいたい割合が男女にこんなに差

があること。ここが根本でここの男性の考え方が変わらない限りなかなか厳しいのではないかなと

思いった。男性は、お母さんに、妻に面倒見てもらうという意識がずっと根本にある。なぜ変わら

ないんだろうと思う。家事の内容も具体的に指示をしてすれば、男性も動くようになる。大変だけ

ど、女性が我慢して家事をするのではなく具体的に指示する。夫達がやるごみ出しっていうのは、

玄関に置かれたごみをごみ移動しているだけなのだが、ごみ出ししてくれてありがとうって言わな

いと。家中のごみを集めて一つにするという見えない家事は女性がやっているのだが、そこをほめ

ながら男性を育てていくというのも女性の役割だと思う。夫婦どちらが先に倒れるか分からないし、

いろんなことを、日常の生活で話をしていかなきゃいけないなと我が事として思った。 

 

【委員】 

母親から父親のほうに手伝ってとかいうのはなかなか素直に聞いてくれないお父さんが多いみ

たいだが、「お父さん、お母さんが忙しそうだから少し家事手伝ったらどう」と子どもが言うと、

意外と効果が大きい。きょう皆さんに作品集をお渡しした一言メッセージで書いているように、子

どもたちは意外とよく家族のこと見ている。「スマホばっかりしてないで、たまには話そうよ」と

か、「お父さん寝そべってテレビばかり見ないで、お母さん忙しそうだから手伝ったら」とか、そ

ういう辛らつな文章をたくさん寄せてくるようになった。家庭の中での変化は、子どもをクッショ

ンにするとちょっと良くと感じた。 

 

 

【会長】 

  それぞれノウハウがあると思います。 

 

【委員】 

 この調査結果を見ながら自分の職場での状況と照らし合わせてみた。家事については、これまで

幾つかの職場で勤めている中で、40 台後半から 50 代の男性が夕食を作っているとか、朝食と弁当

は自分が作ってるとういうふうに家事分担をはっきりしている。もうすぐスーパーが閉まるから早

く帰らなきゃということも増えてきたので、徐々にその変化が見えてきている。しかし、子育て世

代が 1 番厳しいかなと思う。お子さんが幼稚園とか保育園の世代だと熱を出すことも多く、よく職

場に電話がかかってくる。圧倒的に女性職員である母親のほうに電話がかかってくることが多い。

そうなると慌てて職場を退勤してお子さんのほうに行くとか、インフルエンザの時期も子どもがイ

ンフルエンザで休みますっていうのも比率的には女性のほうが多い。そういう雰囲気があるのかな
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と思う。その中で今年、かなり熱心に育児にかかわる男性職員が出てきた。いいことだと思う反面、

職場の中でやはり不平不満が出てくるのが実態。そこをどう調整していくか。「どうして妻のほう

じゃないんですか」とか、「こんなに休まれたら困ります」とかいう声が上がってくる。だから、

まだまだなかなか根深いと感じている。解決策ではないが、その実態の根深さを感じている。 

 

 

【委員】 

 行政が家庭の中にどこまで入れ込めるかという話もある。アンケート結果が出て、実態も話して

いただいた。そしたらその解決策として何があるのかというと、やはり家庭の意識改革だというこ

とがあぶり出されたように思う。うちの夫に言わせれば「おれは男女共同参画は好かん」と一言。

やはり男の権威が下がることだと思っている。60 代後半や 70 代の男性。家の中で女性に命令する

ことが権威があること。それを受ける女性がいることでずっとやっぱり甘やかされている土壌で育

ってきた。このことを行政がどこまで改善できるかというとかなり難しいことが実態として出てき

たと思う。 

先ほども子どもが言えば、という話もあったので、教育現場では男女平等と同じように生活は家

族でするんだよということ。子育ては夫婦で家事は家族でといった言葉がいつかスローガンとして

あった。子どもに浸透させていくことによって、少しずつ変わっていくことであって、行政ばかり

ができることでないということは自覚している。どこまで家庭に入れるかっていうのも難しい問題

だと思うが、頑張っていただきたい。 

  

 

（３）男女共同参画に関する佐賀市職員意識調査結果について・・ 【資料 3】※非公開 

  

 

（４）令和元年度 男女共同参画事業報告について・・【資料 4】  

（５）その他 

 

【事務局】 

〇「資料 4 に沿って、令和元年度の事業報告 

数字は 1 月末現在で表示しており、2 月 3 月実施分は、申し込みがあった人数や参加予定の人数を記

載しております。 

〇その他 

「令和元年度の男女共同参画、女性の活躍推進に関する企業意識調査」について 

これは、来年度第三次佐賀市男女共同参画計画の見直しの年ですので、それに伴いまして企業がどう

いう実態か、どういう取り組みが佐賀市として必要かを参考にするため、今回初めて企業向けのアンケ

ート調査を 2月に実施します。結果については審議会でご報告をさせていただきたいと思っております。

大体佐賀市の男女共同参画推進事業所約 200 社弱に対してのアンケート調査です。 

 

【委員】 
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 男性の家事参画推進 36、37 番をされているが、24 人とか 16 人とかしか参加がない。日曜日だ

ともっと集まりがあるのかなという気がしたが、何曜日になさったのか。 

 

【事務局】 

 実施した曜日は、36 番が土曜日で、37 番が日曜日です。 

調理室の関係等があり、大体 30 人ぐらいで募集をかけました。 

 

【委員】 

男性の家事参画の事業をされているということだが、私たち組合のほうでも今週土曜日に料理教

室をする。ここだけでなく広がりが出ているという報告である。 

 

【事務局】 

 イベントの告知は、アバンセとの共催ですので両方で告知をしました。 

市としては市報、ホームページ、またメール登録されている方、また女性人材リストの方等にも、

配布ご案内をさせていただきました。あとほほえみ館で、子どもの検診があるときに、チラシを配

布して案内をしました。 

 

 

【会長】 

 一言メッセージについてはよろしいか。これは、長年、継続して本当に意義深い活動を続けてい

ただいた。 

 

【事務局】 

 調査報告書は今年度作成し、でき上がりましたらまた皆さんには送らせていただきたいと思って

ます。それと令和元年度の会議は 3 回で、今回が最終回です。また令和 2 年度の審議会は 6 月から

7 月ぐらいの開催を考えているところです。 
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