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令和２年度 第１回佐賀市男女共同参画審議会 報告書 

 

開催日時  令和２年７月９日（木）１５時３０分～１７時１５分 

開催場所  佐賀市立図書館２F 多目的ホール 

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、菖蒲 庸子 

            永石 亀、藤野 真也、松本 昌代、村岡 美知子、吉岡 剛彦 

            吉牟田 康保 

      （事務局）市民生活部三島部長、片渕副部長 

            人権・同和政策・男女参画課八谷課長、男女共同参画室南雲副室長、 

秋吉主査、子育て支援部こども家庭課 香月ひとり親支援係長、中尾主任 

欠席者 （委  員）名和田 陽子、南里 美紀江、野口 剛志、福成 有美 

傍聴者  なし 

取 材  佐賀新聞社 

 
１ 開会 

２ 辞令交付 

３ あいさつ 

４ 委員紹介 

５ 会長・副会長の選出   会長に吉岡剛彦委員、副会長に草場栄美委員が選出された。 

６ 議題 

（１） 令和元年度 男女共同参画事業報告・・・【資料１】 

（２） 令和２年度 男女共同参画事業計画・・・【資料２】 

 

【事務局】   

令和元年度事業報告  資料１に沿って、主な事業の内容を説明 

令和２年度事業計画   資料２に沿って、今年度の事業計画を説明 

 

【委員】 

前年度の事業で今年度はどれが減ったかを教えていただきたい。新規事業があるが、内容が

変わるという意味での新規なのか、新たな事業なのか、前年度減らされている部分があるのか、

単純にこれが増えたのかというのだけお聞きしたい。 

 

【事務局】 

令和元年度に実施した事業で、令和 2 年度に実施しない事業というのは、今のところはない。

ただ意識調査（5 年ごとに実施）は、令和元年度に市民の分と中学 2 年生と、企業の調査を実施
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した。そのほかの事業について令和元年度実施した事業は、今年度実施計画である。５月実施

予定の事業等は、コロナウイルスの影響で既に講座等が中止になっているものもある。今後、他

の事業もコロナウイルスの影響で中止や延期になる可能性は考えられる。 

令和 2 年度、新たに実施予定の事業は、15 番の 1 番上のワークライフバランス推進事業で、

「男性の家事・育児参画促進啓発事業」である。これは男性の家事・育児参画が昨年度の市民

意識調査のなかで、目標に達成しておらず、男性の平日の家事参画時間が 30 分未満というの

が約 50％であり、その点を増やしていきたいので、家事・育児に積極的に参加している人を、新

聞紙面やホームページ、市報などで紹介しながら、広げていきたいと考えている。これは新規の

取り組みである。 

16 番の計画策定業務は、第四次男女共同参画計画で、今年度策定である。令和 3 年度から

の期間となり、5 年に 1 回の策定である。この業務が新事業となる。 

 

【委員】 

  ⑦の条例の推進の子ども向けパンフレットを活用した事業についてだが、私が中学校に勤務

していた時に関わった。今年から男女混合名簿になって現場が混乱しているというのを聞いた。

なぜ混合名簿なのかという理由を、その条例の推進、活用した授業の内容に、入れていただき

たい。 

 

【事務局】 

混合名簿が導入されて、混乱を招いているということは把握してない。条例の推進については

中学 1 年生の授業で毎年している。中学生の意識調査が中学 2 年生を対象にしているので、調

査をする前の年齢の中学 1 年生で男女共同参画について学ぶという取り組みである。内容は本

当に幅広い、男女共同参画の気づきや、考えるきっかけになるよう、条例も含めて、授業の中で

取り組みをしている。中学生向けの冊子も作っており、ＤＶＤとあわせて授業の中で取り組んでい

る。 

 

【委員】 

ＤＶ啓発が毎年、富士大和温泉病院が対象になっているが、他のところでは実施されていな

いのか。 

 

【事務局】 

男女共同参画の計画の中に、富士大和温泉病院で職員を対象にしたＤＶの研修を実施する

という事業があるので、毎年実施している。それ以外については人権啓発係の「人権ふれあい学

級」においてＤＶをテーマにして取り組んでいる。事業計画の 1 番上の①の講座の中で、いきが

い館、公民館、佐賀大学等で実施する講座の中でも、ＤＶ、デートＤＶについて研修を行ってい

る。子ども家庭課でも、職員向けに庁内の研修等を行っている。 
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【委員】  

子ども家庭課で、研修を行っているのは、ＤＶとＬＧＢＴの研修ということだろうか。 

 

【事務局】 

DV の研修である。 

 

【委員】 

学校が子どもの男女混合名簿で非常に混乱しているという話、どういう点が混乱されているの

か教えていただきたい。 

 

【委員】 

男女混合名簿については、男女で分けるのではなく一人一人を大切にしたいと訴えてきた。

行政からの指示で実施となった。男の子の持ち物と女の子の持ち物の違い等もあるので、靴箱

やロッカーをどうするかなど、そういうハードの部分を現場の先生たちが考えなければならなかっ

たが、時間がなくて話し合えていない。小学校と中学と両方経験しているが、小学校で混合名簿

によりミックスした男女が、中学校では男女別に分かれると納得している生徒がここ何十年と多か

った。それが本当にいい意味で変わってきたので、上から下ではなく教職員自体がもっと勉強し

て話し合いをすることが大事である。そういう意味でもパンフレットを活用して、教職員が勉強す

るように、行政側から働きかけていただけないだろうか。子どもたちは柔軟なので大丈夫である。 

 

【委員】 

昨年度の事業名で、男性の家事育児促進のところが 15 番で独立しているのに、今度はワー

クライフバランスに入れ込んでいる。新規事業であればワークライフバランスと一緒にしなくても

いいではないか。男性の家事・育児促進を別立てで、事業名としていいのではと思う。 

 

【事務局】 

別立てとしたい。 

 

(3)令和 2 年度 各種審議会等における女性委員の参画率報告・・・【資料３】 

【事務局】 

  資料 3 に沿って、内容を説明。女性の参画率が低くなる要因は 2 つ。1 つ目は、委員に専門

性が求められる場合で、建築や農業、文化や遺跡関係など、それぞれの専門分野に女性が少

ないこと。2 つ目は関係団体の代表者をあて職としている場合で、代表や会長などの役職は男

性が多いため女性の参画率が低くなっている。 

   関係団体からの推薦の場合は、代表や長に限らず、幅広く推薦してもらうことや、女性人材リ
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ストの活用について、関係課にお願いしている。 

 

【委員】 

   相変わらず防災会議の女性比率が少ないままである。これは第三次計画のときの重点的に推

進すべき取り組みの 1 番に掲げていて、2011 年の東日本大震災以降ずっと言われていることな

のに、増えていかないのはなぜだろうか。それから女性消防団員を増やそうとこの数年取り組ん

でいる中から選んでいただいたりはしてないのか。何かその防災分野だけでももう少し早く何とか

ならないかなと思う。 

 

【事務局】 

   御指摘のとおり、防災会議については、43 人中、女性の委員が 8 人で、参画率が 18.6％とな

っており、かなり低いと言わざるをえない。担当課からは、あて職や団体からの推薦が多いという

ことで、こちらの要望を伝えてはいるけれども、推薦してこられるのが必ずしも女性ではないと聞

いている。次の改選が令和 3 年の 3 月になるので、前もって働きかけていきたい。団体に推薦を

依頼する場合には、長や代表にこだわらず、女性の推薦を考慮するようにお願いしたいと考えて

いる。 

防災会議の女性委員は、平成 30 年は 7 名、令和元年度が 1 人ふえて 8 名となっている。 

 

【委員】 

   結局、防災等は男性が、全部取り仕切っているのでなかなかその辺が難しい。水対策も女性

ゼロである。各自治会長で判断しているが、河川に入る等危険性を伴う。事務局として、ゼロのと

ころはだめだという考えだろうか。適材適所でやればいいことであって、何も無理やりやる必要は

ないと思う。先ほど申し上げたとおり自治会 664 人のうち、女性は 25 人前後しかいない。どうに

か増やすようにと、3 年前から言い続けているが、なかなか地域から上がってこない。地域性もあ

るので絶対行政が入らないとだめである。女性が多いところもある。それはそれなりにいいと思う。

無理する必要はない。 

 

【事務局】 

 適材適所、それも必要な部分もあるというのは私たちも感じている。ただ、防災会議等は、やは

り防災分野でも避難等に関しては、女性の視点ということも、今大きく言われていることであるの

で、女性が参画できる分については、やはり積極的に女性参画を図っていきたいと考えている。 

 

(4)第三次佐賀市男女共同参画計画 進捗状況報告・・・【資料４-1、4-2】 

【事務局】 

資料４-1 の成果指標については未達成の項目を中心に令和元年度の実績値について説明。

資料 4-2 に沿って、数値指標を中心に主なものについて、令和元年度の実績値を説明し、目標
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達成の状況と未達成の理由等について報告した。 

 

【委員】 

実績値のほう見ると達成率が高いと感じたが、資料 4 の 2 の 1 ページ目の①で「パートナー

デーの認知度」の目標が 50％に対して 38％ということで達成していない。事業内容を見ると、テ

レビや市報、ホームページでの周知ということで、多分、テレビや新聞だと、かなりの費用がかか

るのではないかと思う。入札のやり方も検討の余地がある。例えば、これを広報してくれるところを

募集するという入札だと、受注者側は、本当は周知をするというのが目標であるのだが、受託者

側からすると、その広報をするというのが目的になり、広報は手段であって目的ではないのだ

が、手段が目的化してしまって、達成が低くなっていることも考えられる。例えば入札の仕様書

に、こういうふうな調査を必ず行うこと、そのときに、達成率が 50％を超えることを入れるとか。そ

れで、受託者側も、その目標を超えるためにいろんな工夫であるとか、考えがあるのではないか

と思う。 

また、1 番最初に、令和元年度の事業報告書の中でも、男性の家事の参画推進でセミナーを

されたということで、人数が書いてあるが、ここも、参加人数を達成すればいいが、そうではない

場合は、これを受託するところに、この人数を達成すること、というのを仕様書に書くことで、受託

者側の意識も変わって、達成率も高くなるのではないかなというふうに思う。 

 

【事務局】 

パートナーデーの認知度のテレビや市報、ホームページ等については秘書課が予算的に持

っているものを使っているということで、こちらで別途入札をしているのではない。ただ、今おっし

ゃったことは他の部分でも活用できる。とても参考になる御意見をいただいたと思う。 

 

【委員】 

18 ページ 1 番下の②番で、学校におけるＤＶ未然防止教育等の推進。デートＤＶを今、学校

で教育していくことが大事になってくる。教職員に周知徹底して、校内研修会のテーマに取り上

げるとなっているが、教職員の間で終わって、子どもたちまで研修が行われたという割合はわか

るだろうか。 

 

【事務局】 

18 ページの②の部分ですが、教職員への啓発を行ったというところで、子どもたちへの啓発

はこちらで把握してない。中学生で使う先ほどの条例のパンフの中で、デートＤＶ等の内容が入

っている。 

 

【委員】 

この校内研修会というのは、先生たちの研修会だろうか。先生方が習ったことを今度は中学生
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に教えるという事まででは要望されてないのだろうか。 

 

【事務局】 

先生方がきちんとＤＶ等についても理解をしておく必要があるということで、この校内研修会で

取り組んでもらうということである。 

 

【事務局】 

子ども、中学生向けのＤＶ研修については、ＤＶセンターのほうに、講師の派遣を依頼して、

直接、授業やいろんな場で子どもたちへの啓発を行われている。全中学校ではないが市内の何

校かは研修を実施している。 

 

【委員】 

ＤＶ総合対策センターで予防教育として行っているが、先生方に DV を理解してもらい、生徒

を指導していただくというのが一番良い。しかし、先生方の時間がなく、予防教育の時間をとって

いただくことが難しいと聞いている。当センターから県の学校教育課や、保健体育課の担当に声

かけをしているが、先生方や生徒向けの予防教育がなかなか広がらない現状である。特に佐賀

市内は少く、中学生向けは今のところ 3、4 校ぐらいである。唐津など佐賀市以外は、教育や研

修で呼んでもらえている。私たちの業務実績でも、もう少し増やしたい。学校への呼びかけはし

ているが、今年は特にコロナの影響で事業自体ができてないところがある。ＤＶセンターが立ち

上がったときから、協力をしていただいている学校は、毎年実施させてもらっている。今後とも宜

しくお願いしたい。 

 

【委員】 

学校に男女共同参画を推進するように、必ず人権・同和教育の担当とかをつけてほしいなど、

広まってきている。中 1 での実施が全部というのはとてもうれしいと思っている。しかし実質は、そ

の担当者がどれだけ必要性を感じて伝えているのか。それと、研修会も職員全部来ない現実が

ある。1 年生で実施する授業は、2 年生のアンケートがあるからではなくて、随時やっていかない

といけない。学校現場も職員の異動はあるし、今年ＤＶを研修したら、次はパワーハラスメントの

テーマでとか研修が変わってくる。だから、ＤＶセンターには、学校に来て直接研修してもらうと

などの声がある。いろいろな課で相談していただいて、呼びかけも多くしていってほしい。 

 

【事務局】 

教育委員会にも今日出た意見は伝え、話し合う機会を持ちたいと思っている。 

 

【委員】 

4 の 1 ページだが、⑤公民館のことを書いてあるが、広報紙や館報に掲載しなければ広報に
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ならないのか。この 4 の 1 に書いてあるとおり、広報紙男女共同参画のほう、32 館のうち 30 館、

しかしその下の 12 番目に、男女共同参画に基づく講座を開催したのは、32 館ある。この違いを

ちょっと教えてほしい。 

 

【事務局】 

講座を開催したというのは男性の料理教室や公民館で主催する男女共同参画に関する講座

である。講座を必ず公民館で実施してもらうように依頼をしている。また、実施したことを館報とか

公民館だより等に載せることで、その実施が広がっていく。4 の 1 の資料の 3 番になるが、広報

紙への男女共同参画記事を掲載した公民館数だが、公民館にも、男女共同参画の事業を実施

したら、公民館だよりに掲載してほしいということを依頼している。講座を実施しただけで終わると

校区の人にも周知ができないので、掲載することで、また推進できるため、数値目標にしている。 

 

【委員】 

ということは、通学合宿を 2 公民館がしなかったということになるのだろうか。しかし、こういうの

をするに当たっては広報するので、館報に出ないとだめだという、その理由を教えてほしい。 

 

【事務局】 

公民館だよりは、全校区内には配布をされているので、実施したという事を多くの人に知って

もらうという点である。そこからまた男女共同参画について少し考えてもらうというようにひとつの

手段としての取り組みと考えている。 

 

【委員】 

参加くださいという内容を館報に載せなければ、だめだということ自体おかしな話である。発信

はしている。住民には、館報に載せたら絶対に発信ができるということだろうか。我々が 1 番困っ

ているのは、回覧を行政から頼まれまるが、大体見ない。各自治会に言っていることは、大事な

ことは 1 番上に乗せてほしいと。今月はこれが 1 番大事だと。するとそれだけは見る。広告でも、

もう全然見ていなくて棚に入れるというのが結構多い。興味がなければ見ないという事である。理

由がわからない。 

 

【事務局】 

第三次の計画では広報紙への掲載ということで数値目標にしている。ただ、第四次では広報

紙に限らず周知をするというようなことも検討をしていければいい。委員の意見等をもとに、第四

次計画では館報に限らず校区内の人に周知をするというところで考えていきたい。 

 

【委員】 

いろんなメディアやＳＮＳとか手段がある。今はコロナでネット上でのやりとりが多くなってきた
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が、みんなに周知徹底できる一番いい方法を活用すればいいのではないかと思う。 

 

【委員】 

いろんな手段はあるかと思うが、公共的な部分でも男女共同の部分を一度ぐらいははきちっと

出していこうというような趣旨ではないのかと思う。 

 

【委員】 

市報とかにも今月載っていた。声を上げないと、なかなかよくならないということだから、すぐ結

果が出るようなものでもないので、やはり地道にしていくしかないのではと思う。 

 

【委員】 

21 ページのところで相談体制の充実ということで説明をしていただいたが、③の事業として

は、相談員を配置ということだと思うが、事業内容に婦人相談員とある。婦人相談と言葉じりを取

るわけではなくて、女性でないといけないのか。男性被害者の DV 相談ということもある。婦人相

談員と書かれている意味を、教えてほしい。 

 

【事務局】 

婦人相談業務については、法律的な根拠としては、売春防止法に基づいて、また、配偶者か

らの暴力等についての保護に関しての法律、いわゆるＤＶ防止法に基づいて、こういった相談員

を設置している。当初からの婦人相談員という呼び名が、根拠になっている。男性相談について

は、県に相談センターがある。 

 

【委員】 

婦人相談員として、婦人相談日と、男性相談日と分けている。男性相談のときは、男性の臨床

心理士で男性だけである。ＬＧＢＴは女性が入っているけれども、なぜ婦人相談員かと言うと、男

性が相談を受けるとなると、女性がそこでやめるということもあるので、女性は女性に、男性は男

性にという形の婦人相談員という言葉を使っている。女性にしか言えないとか、相談内容はいろ

いろでＤＶに関して、子どもさんのこと、病気的なこととか、男性には言いづらいけど女性にはと

いう形で、女性相談日を決めているところである。 

 

【委員】 

法的な根拠でと言われたら、納得せざるを得ない。単純に私の感覚として違和感を覚えたの

で。 

 

【委員】 

デートＤＶは教科としては家庭科の家族の中で出てくるので学校の人権担当者よりは、家庭
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科の教科書ではどう書かれているか、どう扱っているかという形でいくほうが、よりできるのではと

思う。授業で扱い、試験問題にも出してという形でやっているので、そう進まないのであれば、第

四次では、教科でどう扱っているかでいかれてもいいのではと思う。 

 

(5)第四次佐賀市男女共同参画計画について・・・【資料５】 

【事務局】  資料 5 の資料に沿って概要とスケジュールを説明した。 

 

【委員】 

平成 14 年の頃のパートナーシップを見直していたのだが、その頃からほとんど内容としては

変わらないが、その頃あったのに、今抜けているのが、国際感覚というか、外国人への対応で、

今ＳＤＧｓを国際的にやっているが、その辺のところが完全に抜けている。それから以前は高齢

者・障がいを持った方の施策などもここ入っていたが、そういう言葉も抜けている。ＬＧＢＴとかは

入ってくると思うが、今いわれているダイバーシティーが実現できる社会、多様性の中にＬＧＢＴ

を入れるのであれば、外国の方も含めてもう少し細かく入れていってもいいのではないかと思う。

社会情勢の変化によるところにＬＧＢＴだけでいいのかという思いが少しある。 

 

【事務局】 

佐賀市で、国際課が 4 月から新たに課としてできている。国際課と今後協議をしながら、また、

高齢者や障がい者についても、第四次に向けて、先ほど言われた抜け落ちている部分が何かと

いうところで、指標等で示していければと考えている。 

 

【会長】 

計画でカバーできればいいが、カバーできたとしても、ジェンダーとか男女共同参画の視点か

ら盛り込むべきものもあると思う。これから事務局でもたたき台をつくられると思うので、お気づき

の点については事務局に御連絡いただければと思う。 


