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令和４年度大野城市男女共同参画審議会委員委嘱状交付式

及び第４回会議 実施報告

令和４年10月27日（木）10：00～11：30 

大野城市役所新館４階  428・429会議室 

出 席 者 審議会委員９名（別添名簿のとおり） 

人権男女共同参画課（原田市民生活部長、永野課長、松本係長、 

鳩山主査） 

○委嘱状交付式 

（１）開式 

 永野人権男女共同参画課長よりあいさつ 

（２）委嘱状交付 

 井本市長から各委員へ委嘱状を交付 

（３）閉式 

○第４回会議 

（１）開会 

（２）自己紹介 

（３）議事 

① 会長・副会長の選任 

【事務局】 

それでは、議事（会長、副会長の選任）に移ります。 

本来、議事に関しては会長が進行するかたちになるのですが、まだ、会長、副会

長が決まっておりませんので、事務局のほうで進行をさせていただきます。 

まず、会長、副会長の選任ということですが、「大野城市男女共同参画条例施行

規則」第12条において、審議会には会長、副会長を置くこととしておりますので、 
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会長、副会長になっていただく方を決めたいと思います。 

会長に関しまして、立候補、または、推薦がありましたら、挙手を願います。 

（的野委員から原田委員の推薦） 

原田委員のご推薦がありましたが、委員の皆様いかがでしょうか。 

（意義なし） 

それでは、会長は原田委員にお願いしたいと思います。 

続きまして、副会長の選任ですが、立候補の方はございませんでしょうか。 

（立候補者なし） 

原田会長いかがでしょうか。 

（前期に引き続き、伊藤委員にお願いしたい） 

会長より伊藤委員のご推薦がありましたが、委員の皆様いかがでしょうか。 

（意義なし） 

それでは、伊藤委員に副会長をお願いしたいと思います。 

お手数ですが、会長、副会長は、お席を前のほうにご移動願います。 

新たにご就任いただいた会長、副会長よりご挨拶をいただきたいと思います。 

（会長あいさつ） 

（副会長あいさつ） 

【原田会長】 

それでは、次第では、続いて「諮問書交付」となっております。事務局は、説明

を行ってください。 

【事務局】 

「諮問書交付」についてご説明いたします。 

「第５次大野城市男女共同参画基本計画」の案につきましては、本日の次第と一

緒に皆様にお配りしておりますが、この後、市長が入室し、会長に直接、諮問書の

原本を手渡しさせていただくものです。 

交付式の進行は、事務局で行わせていただきます。 

説明は、以上でございます。 

【原田会長】 

只今の事務局の説明について、ご質問はありませんか。 

 （質疑なし） 

【原田会長】 
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それでは、諮問書交付の進行は、事務局にお願いします。 

（市長入室） 

②「第５次大野城市男女共同参画基本計画」の諮問 

  井本市長から原田会長へ諮問書を交付 

 ③「第５次大野城市男女共同参画基本計画」の策定方針等について 

【事務局】 

議事（３）についてご説明いたします。 

それでは、説明いたします。 

まず、資料の確認をお願いします。 

１つ目は「「第５次大野城市男女共同参画基本計画」の策定方針について」とい

う資料、２つ目は、「第４次大野城市男女共同参画基本計画からの主な変更点」と

いう資料、３つ目は、「第５次大野城市男女共同参画基本計画」（案）、それから、

４つ目に「第４次大野城市男女共同参画基本計画」についても資料編を除いたもの

を比較用として準備させていただいております。５つ目が「令和３年度大野城市男

女共同参画市民意識調査の結果について」というスライドを印刷した資料、最後の

６点目が「令和３年度大野城市男女共同参画市民意識調査報告書（概要版）」とい

う資料です。皆様お手元にございますか。 

それでは、まず「「第５次大野城市男女共同参画基本計画」の策定方針について」

の資料に従って説明させていただきます。 

現在進めております第４次大野城市男女共同参画基本計画の計画期間が今年度で

満了となることに伴い、今年度末までに、新たに、令和５年度～９年度の５年間の

計画期間で第５次の男女共同参画基本計画を作成することとしています。 

２の策定方針のところをご覧ください。 

①の計画期間は先ほど説明したとおりで、②以降記載していますとおり、市の第

６次総合計画、近年の社会情勢、昨年度実施した市民意識調査の結果等を反映する

とともに、第４次計画からの引継ぎまたは見直しを行うこととしています。 

 続いて、３の策定方法のところをご覧ください。 

策定にあたっては、関係課会議の開催、職員意見募集、本審議会への付議、パブ

リックコメントの実施となどの過程を経ることしています。 

４のロードマップについては、この後策定の経過等について説明させていただく

際に参考にご覧いただきたいと思います。 
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最後に５のその他ですが、ここでは、本計画の関係課について記載しております。

これらの課が参加し、素案の検討をして参りました。 

それでは、引き続き、策定にあたってのこれまでの経過及び今後の予定について

説明させていただきます。 

策定にあたっては、まず、昨年度１０月に市内に居住する１８歳以上の男女２０

００人を対象に男女共同参画市民意識調査を実施しました。この意識調査の結果に

ついては、後ほど説明させていただきます。 

ここからは３枚目に添付しているロードマップを参考にご覧いただきながら、お

聞きいただければと思います。 

今年度に入りまして、５月３０日に市の経営会議において計画の策定について承

認を得た後、課内でたたき台を作成し、庁内において、本計画の事業に関係する各

課を集め、関係課会議を６月29日と８月23日の２回開催し、関係各課においてもそ

れぞれが所管する事務事業の見直し等を行ました。これらの検討を経て、計画の素

案を作成し、今度はその素案について、９月21日～10月４日まで、今度は庁内全体

に対して意見募集を行い、全体で74件の意見が寄せられました。それらの意見に基

づき必要な修正等を行ったものが、今回の諮問案となります。 

続いて、策定にあたってのこれまでの経過及び今後の予定について説明いたしま

す。 

本日お配りした諮問案については、この後、内容について、第４次計画からの変

更点などを中心に説明させていただきます。その後、二週間を目途に委員の皆様か

ら本案に対する意見を提出していただくよう考えております。その意見を元に見直

しを行ったものを修正案として、次回、11月25日を予定しておりますが、お示しさ

せていただき、内容を確認していただいた上で必要な修正等を行い、中間とりまと

め案とさせていただきたいと考えております。その後、その中間とりまとめ案によ

り、12月下旬から1月下旬までパブリックコメントを実施する予定としております。

委員の皆様に対しましては、パブリックコメント実施後にその対応方針についての

審議をお願いする予定です。時期は２月下旬から３月上旬を予定しております。そ

れを経て、最後は、市長への答申をいたします。時期は３月下旬に予定しており、

その後、市長決裁を経て完成ということになります。 

 これまでの経過と今後の予定についての説明は以上となります。 

【原田会長】 
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今ご説明がありましたけれども、何かご質問とかご意見とかありますか。 

【的野委員】 

とても分かりやすくありがとうございました。こんなに丁寧に説明していただい

たのって、初めてなのでとても分かりやすかったです。ありがとうございます。 

【武富委員】 

市の計画の中で、どういう位置づけになるかということで、策定方針の中で第６

次の総合計画との兼ね合いということなんですが。これ、期間を５年間というのは、

同じタイミングで動いているものなんでしょうか。 

【事務局】 

これは、同じタイミングではない形になっています。第６次総合計画の前期は、

もうある程度進捗している状況ですので、今度の後期計画を見据えて、先にこちら

のほうを策定して、そこに合わせて今度は後期計画について男女共同参画の方針等

をそこに落としていくというような感じになろうかなとは思います。 

【武富委員】 

先取りということになるかもしれないということですか。 

【事務局】 

そうですね。もともと開始のタイミングが、最初の大野城市女性計画が10年だっ

たんですが、その後５年といく中で、総合計画のタイミングとずっとリンクしてい

るので、ここまでのところはこの５年の計画期間をずっと守って実施しているとい

うことでございます。 

【武富委員】 

５年というのがもうこの時代あまりにも長い気がしていまして。３年にするのが

難しいんであれば、中間的なあるいは、毎年、報告書という形で出してはおられま

すけれども、その辺のところ５年というのは割と固まったものでしかたがないとい

うんですかね。 

【事務局】 

そうですね。 

【武富委員】 

予算の関係で。 

【事務局】 

予算の関係というわけでもないんですけれども、市のほかの計画とか他市町村の
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状況を見る限り、５年というのは決して短い方ではないのかなと思います。10年で

計画しているところも結構ありますので、そういう意味では、行政の計画の区切り

としては一般的な区切りなのかなというところでさせていただいております。 

 ただ、総合計画と合わせる意味で、計画期間を短める、伸ばすということは、次

期計画を策定する時期等については、今いただいたご意見等も参考にしながら検討

していきたいなと思っております。 

【武富委員】 

ありがとうございました。 

【原田会長】 

よろしいですか。 

 つくるのも結構大変だというのもあるんでしょうから。進捗状況はしっかりと提

供しておられるので、事業的なものについてはそれなりにその年その年で見直して

いってらっしゃると思うので、今後の検討課題ですかね。 

 はい。ほかに何かご質問、ご意見ありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

【原田会長】 

 なければ次に、進みましょうか。 

 では事務局のほうから、説明をお願いできますか。 

【事務局】 

 次が議事の４番でございますね。こちらにつきましては、昨年度実施しました

「大野城市男女共同参画市民意識調査」の調査結果の概要について説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 スライドを用意しておりますので、こちらをご覧いただきながらお聞きいただき

ければと思います。 

【係長】 

 それでは、議事の（４）「大野城市男女共同参画市民意識調査」の結果につきま

してご報告をさせていただきます。 

 この市民意識調査は、第４次大野城市男女共同参画基本計画の実施計画に基づき、

市民の男女共同参画に関する意識、関心を調査し、より効果的な男女共同参画の施

策の在り方や方向性を考える基礎資料を得ることを目的として令和３年度に実施を

したものでございます。調査の概要については左のとおりでございます。回収数は
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調査対象の2,000通のうち1,034通で回答率は51.7％となっております。 

 本調査に関する監修につきましては、当審議会の原田会長にお願いをいたしてお

ります。 

 続きまして、調査結果の概要についてでございますが、この場で全てをご紹介す

る時間がございませんので、幾つか特徴的なデータをご紹介させていただきたいと

思います。 

 まず、男は仕事、女は家庭という考え方についての質問でございます。あまり同

感しない、同感しないを合わせた反対意見、否定的な意見は男女ともに５割以上と

なっております。また、若い年代ほど、反対、否定的な意見が大きいふうにござい

ますが、70歳以上の男女につきましては、賛成意見、肯定的な意見が前回調査に比

べて若干増加しておりまして、古典的、性別役割分担意識がいまだ根強い傾向にあ

る、一部で残っているということがうかがえるかと思われます。 

 それでは次に、女性が職業を持つことについて、どのような形が望ましいと思う

かという質問でございます。過去の調査との比較が出ておりますが、前提としまし

ては、①「子どもができたら職業を中断し、子どもに手がかからなくなって再び職

業を覚える」と回答した割合が42.5％で、最も高い割合となっております。しかし

ながら、過去の調査と比べると減少傾向にあります。一方で②に「ずっと職業を持

つほうがよい」と回答した割合は41.6％で、全体で２番目に多い結果となっており

ますが、過去の調査と比べますと男女ともに増加をしており、特に女性は「子ども

ができたら職業を中断し、子どもに手がかからなくなって再び職業を持つほうがよ

い」を初めて上回る結果となっております。このようなことから、結婚出産後も女

性が職業を持つことが肯定的に捉えられている、そういった傾向が見えていること

が分かります。 

 続きまして、男性の育児休業等の取得率が低い理由についての質問でございます。

男女ともに「職場に取りやすい雰囲気がない」、「周りの人に迷惑がかかる」、

「仕事が忙しい」といった回答が多くなっております。⑤の「休業補償が十分では

ないので経済的に困るから」と回答された割合も、前回調査から男女ともに僅かな

がら増加しておりまして、休業取得を阻む見えないハードルが存在する職場が依然

として多いことがうかがえます。 

 次に、「ワークライフバランスがとれていると思うか」についての質問でござい

ます。男女ともに約半数が「バランスがとれている」、「どちらかと言えばバラン
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スがとれている」と回答しており、男性のほうが僅かに高い結果となっております。

また、前回調査より、男性は1.7ポイント、女性は7.5ポイント上昇しておりまして、

５年前より「バランスがとれている」と回答した人の割合が増えている結果となっ

ています。その背景につきましては、様々あるかと思いますが、一つには新型コロ

ナの感染拡大に伴いまして、テレワークや在宅勤務など多様な働き方が普及してい

ることなども考えられます。 

 次に、自由意見でございます。特に「年代が高い上の世代のほうで、無意識の男

女差別的意識が根強く残っているのではないか」といったご意見ですとか、「子ど

もたちが性別や差別に悩まずに、自分らしくのびのびと社会参画できる世の中にな

ってほしい」などの意見がございました。 

 最後になりますが、監修者のご意見でございます。原田会長から４つのテーマで

ご指摘をいただいております。今後の取組課題としてもご指摘いただいています。 

 一つ目が、固定的性別役割分担意識を解消するための啓発。二つ目が多様な働き

方の推進と保育、介護サービスの充実など、働き続けるための条件整備。三つ目が、

再就職支援、スキルアップなど学び直しの支援。最後にＳＮＳやメールなどを活用

した多様な相談機能の充実でございます。 

 また、令和３年６月の育児・介護休業法の改正にともないまして、育児休業を取

得しやすい雇用環境整備などが進んでいることを踏まえ、子育て支援や就労との両

立支援などを積極的に展開していく必要があるというご意見をいただいております。 

 担当課といたしましては、これらのご意見を踏まえながら、今後の男女共同参画

の施策や啓発の充実に取り組んでまいりたいと考えております。 

 簡単ではございますが、以上でご説明を終わります。ご静聴ありがとうございま

した。 

【原田会長】 

 意識調査の結果について、今ご報告がありましたけれども、何かご質問とかご意

見とか、ご質問かな、何かありませんか。 

【的野委員】 

 意見でも質問でもなく、参考までに情報提供をしてきたんですけど。他市とコメ

ントを比べてみると、圧倒的に大野城市のコメントっていうのが前向きで、特に若

い方が応援するようなコメントが多かったのと、あとちょっとご指摘があったのが、

「今時アンケートは紙ですか」みたいなのがすごく多くて、これ他市には見られな
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いコメントだったんですね。なので、次回は少し経費削減とかもできると思うので、

今後ご検討いただけたら、大野城市の市民の気持ちもぐっと掴めるんじゃないかな

というふうな気もします。 

【原田会長】 

 ありがとうございました。 

【係長】 

 アンケートの実施方法につきましては、全国的に電子化、ネットの活用というの

が課題になっておりますが、一方でなりすましですとか重複回答っていうのが、そ

れを防ぐためには、回答者にＩＤを付与とかする必要がございまして、そうすると

回答者が特定されてしまう可能性が出てくるといったところで、その辺がなかなか

全国的に課題となっておりまして、まだこの辺はあると思いますので、課題として

検討してまいりたいと考えております。 

【的野委員】 

 もしそれで、紙が続くのであれば、そのような事情をちょっと説明していただく

と、ああなるほどねと分かると思います。私も、どうして電子化じゃないのかなと

いうふうに思っていたのもあって、ぜひご説明をお願いいたします。 

【係長】 

 ありがとうございました。 

【武富委員】 

 結構枚数多い意識調査だったんですけれども、５割ちょいの方が回答していらっ

しゃるのはすごいなと思います。 

【原田会長】 

 私もみさせていただきました。かなり差はあるんですけれども、回答結果につい

ては、高齢者の回収率が高い。もともと発送する率も高いんですけれども、回収率

も高いので、そこのいろいろあるとは思いますけれども、これだけのものをよく回

答してくださったなというふうに思います。 

【的野委員】 

 それで、関連してなんですが、この20日間をもうちょっと伸ばしていただくとか

できないのかなとは思いました。20日間って発送してから20日間ですか。 

【的野委員】 

 手元へ届いて、どのくらいぐらいの期間で返せばいいか。 
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【係長】 

 回答期限は決めさせていただいております。郵便の配達日数が１日ぐらい長くな

っているように聞いておりますので。次回の課題として検討いたします。ありがと

うございます。 

【原田会長】 

 ほかに何かご質問とかありますか。 

【武富委員】 

 ＳＮＳというようなことは、全体大きな調査、アンケートを実行するのは難しい

かもしれないんですが、今度新しくつくられる計画に対して、トピック的なことを

ＳＮＳやツイッター、ホームページでもいいので簡単なアンケートを少し入れてみ

て反応をみる。それを大きく集計する必要がなくても、受け入れてもらってる、知

ってもらっているといったような反応を見るというのもありかなというふうに思っ

ております。ちょっと、大野城市のツイッターのフォロワー数が少ないのでびっく

りしているんですけれども。私のツイッターのフォロワーより少ないので。 

【係長】 

 ありがとうございます。高齢者の方ですとか、ネット環境が使いづらいという方

もいらっしゃいますので、紙とネットの併用という形で今後なっていくのかなとい

うふうに思っております。 

 あとは、アンケートの利用は、紙のほうが回答しやすいというような傾向を聞い

ておりますので、その辺の兼ね合いを今後検討していきたいと思っております。あ

りがとうございました。 

【原田会長】 

 ほかに何かありますか。よろしいですかね。 

 次に、議事（５）「「第５次大野城市男女共同参画基本計画（案）」について」

ご説明をお願いいたします。 

【事務局】 

 諮問案の内容につきましては、先ほど申し上げたとおり第４次計画からの変更点

を中心に説明をさせていただきます。資料としましては、こちらの「第４次大野城

市男女共同参画基本計画からの主な変更点」というものになります。それとともに

先ほどお配りした諮問案、それから第４次の計画。比較用としてお配りしているこ

の計画を比較しながらページを追いながら説明をしますので、もし分かりにくいと



 11

きはおっしゃってください。こちらのほうも、どこか分からなかったりしたら、説

明を止めたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 まず、こちらの用紙の第１部、基本方針について説明をいたします。この計画の

中では最初の第５次は１ページから５ページ、それから第４次では１ページから６

ページになりますけれども。こちらのほうになります。まず１ページ目の部分です

ね、第５次計画におきましては、「１計画策定の趣旨」というふうにタイトルをし

ております。 

 ここは、第４次計画では、「１計画策定の趣旨と背景」としており、我が国の男

女共同参画のあゆみや現状と課題、本市の取組、計画策定の趣旨などを記載してお

りましたが、今回の案では、国に関する記載については省いておりまして、本市に

おける取組のみを記載し、計画策定の背景にある社会情勢として、計画策定の中段

辺りにありますが、新型コロナやＳＤＧｓ、ジェンダー平等など新たな課題をキー

ワードとして加えました。 

 次のページですが、次の２番から４番についてです。２ページ目になります。第

４次計画では、２ページから４ページにわたっていますが、ここの２から４番につ

いてはいろいろ文言を整理したりとか、表を省略したりはしているのですけれども、

内容的には大きな変更はないので説明は省略をさせていただきます。 

 次の５番の「計画において取り組むべき課題」というところです。第５次計画で

は３ページ、第４次計画では４ページのところになります。第４次計画においては、

５番に「計画策定に当たっての基本的考え方」という項目を設けていたのですが、

その項目を無くして、第４次計画で６に記載しておりました「計画において取り組

むべき課題」の番号を繰り上げて記載しております。 

 計画において取り組むべき課題については、内容としてはそんなに大きくは変わ

っていないんですけれども、１番を「男女共同参画意識の醸成」から「男女共同参

画の意識づくり」というふうにタイトルを変更しております。これは、男女共同参

画の意識の根本にある固定的性別役割分担意識の面において、昨年度実施した市民

意識調査で、その前の調査に比べ若干後退するような傾向もみられました。こうい

った点を踏まえて、改めて男女共同参画の意識を市民全体で作っていこうという意

味からこういったタイトルに変更をしてみております。 

 それから（２）ですけれども、第４次では「女性活躍推進とワークライフバラン

スの充実」というタイトルにしておりましたが、第５次では「女性の活躍と多様な
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働き方の推進」に変更いたしました。これは、コロナ禍の２年間を経て働き方につ

いての意識が大きく変わる中で、それぞれのライフスタイルに応じた多様な働き方

を認めていくことができる社会の構築が求められているというふうに考えましたの

で、このような形で修正をしてみております。 

 内容については、細かく申し上げると長くなりますので、そういった社会情勢等

を踏まえて、各項目とも（３）、（４）も含めて必要な修正を行っておりますので、

またご確認いただければと思います。 

 次に第５次計画では４ページ、第４次計画では５ページのところにございます総

合目標のほうに移らせていただきます。総合目標につきましては、今回の第５次計

画では「性別にかかわらず個性と能力を発揮できる社会を目指して」というふうに

いたしました。第４次は「実感ある男女共同参画都市を目指して」ということにし

ておりましたが、第５次計画ではこのような形に変更しております。これは、書い

ていることそのものが男女共同参画社会の基本的な考え方を示したものではあるん

ですけれども、あらゆる分野で市民が自らの意思で存分に個性と能力が発揮できる

環境をつくっていくことが、最も活力あるまちづくりにつながっていくのではない

かと考え、このような文言に今回しております。また、これまでの計画の基本目標

では全て「男女」という言葉が使われておりました。ただ、性の多様性についての

認識が社会一般に徐々に広まっていくような状況を踏まえて、あえて、今回につい

ては男女という言葉は使わない形にしております。 

 次に第５次計画では５ページ、第４次計画では６ページに記載している「基本目

標」についてですが、ここは条例の文言を書いておりますので、特に変更はござい

ません。 

 その下にあります「計画の体系と基本的な考え方」というところですけれども、

先ほどお話したように第４次計画の中で設けておりました第４次計画で５番でした

「計画策定に当たっての基本的考え方」と第４次計画の９番「計画の体系と具体的

施策」というのが、割と似たようなことを重ねて書いていましたので、内容をまと

めてみております。書いている内容としては大きく変わっているものではないので

すが、二つの内容をまとめて整理し直しております。 

 第１部についての説明は以上でございます。 

【原田会長】 

 では、今ご説明がありましたけれども、何かご質問、ご意見ございませんか。 
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【島田委員】 

 前回の会議の際に、男女という言葉を外して総合目標を立てたいと思いますとお

っしゃっていて、どんな形になるのかなと期待感が大きかったので、今回本当に性

別にかかわらずというところで置いていただいて、ここが市民としてすごく誇らし

く新しさを感じています。ありがとうございます。 

【事務局】 

 男女共同参画の計画なので性別にかかわらずとしていますが、性別、年齢とか、

それぞれ、あらゆる区別するものという意味は込めてなかったですけれども、やは

りそういうふうに書いてしまうと少し分かりにくくなるので、性別というふうに書

かせていただいております。 

【島田委員】 

 その背景、すべての多様性というところを踏まえているんだろうなと感じていま

す。ありがとうございます。 

【原田会長】 

 ほかに何かご質問等はありませんか。 

 今日は取りあえずご説明をいただいて、また次回のときにもご意見をいただきた

いのもございますし、質問等もございますので。よろしければ次のところでまたご

説明をいただこうかと思いますが。何かここでご質問をしておきたいとか、ご意見

を言っておきたいとかいうのがあれば、承ります。 

〔「なし」の声あり〕 

【原田会長】 

 では、次に行きましょうか。 

【事務局】 

 それでは、続いて第２部について説明をいたします。 

 第２部では、８つの基本目標についてそれぞれ、基本理念、現状と課題、施策の

方向性を示して、その目標を実現するために進めていくための重点計画・実施計画

を記載しております。 

 基本理念、現状と課題、施策の方向性については、各項目ともこの５年間の社会

情勢の変化等を踏まえてそれぞれ内容を修正しておりますが、その一つ一つに触れ

ていくとかなり時間を要してしまいますので、ここでは重点計画・実施計画につい

て第４次計画から修正・変更のあった項目について説明をさせていただきたいと思
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います。 

 お配りしています資料の「第４次大野城市男女共同参画基本計画からの主な変更

点」という資料の、１枚めくって２枚目の紙のところに表になっていまして、参考

大野城市男女共同参画基本計画・実施計画の比較というところがあります。この資

料は各基本目標の実施計画・重点計画について、第４次と第５次で計画の加除や名

称の変更など比べ安いように横に並べてみている資料でございます。これは、いろ

いろ表を見るので、一個一個ページは紹介していきますけれども、第５次と第４次

の先ほどの計画を見比べながらいくとかなり混乱すると思うので、主にこれを見な

がら聞いていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 まず、基本目標１「男女の人権の尊重」のところです。ちなみに、第４次、第５

次の計画では、重点計画・実施計画を記載しているのは第５次計画では９ページ、

第４次計画では10ページということになります。 

 １－１のところにつきまして、第４次計画では、「男女共同参画意識の普及啓発」

という実施計画だったのですが、これは内容的には第４次計画のところちょっと見

ていただくと分かると、文言がたくさん書いてあるんですが、要は内容的に市民の

啓発とか学習に関するあらゆるものが含まれるような幅広い内容でありました。こ

ういった点をちょっと、広すぎるかなと思いまして、ここでは「男女共同参画社会

の実現に向けた市民意識の醸成」というふうに名称を変えて、市民の啓発に重点を

置くことを意識した内容としております。 

 また、資料のほうのページを１枚めくってもらって、基本目標５のところに「教

育の場における男女共同参画の推進」の中で５－１の第５次計画のところに「男女

共同参画に関する学習機会の提供」というのを設けております。これは、幅広い市

民への啓発と区別して、市民の積極的な男女共同参画に関する学びの支援に関する

項目を新たに設けています。これは第４次計画の１－１の内容を第５次における１

－１と５－１に分けるイメージでつくっております。不特定多数のというか、幅広

い市民の方が学んでいただく一方で既にある程度男女共同参画について知識などを

お持ちの方がアスカーラを拠点にいろんな学びを進めていらっしゃるという点にも

少しクローズアップして、敢えて学習という部分で少し内容を分けてみたというと

ころでございます。 

 それから１－２に移らせていただきます。１－２ですが「性的少数者への理解促

進」という項目を新たに設けております。これは、性の多様性に対する認識が社会
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の中で少しずつ広まっていく中、差別や偏見を生まないための正しい認識の普及に

ついての教育啓発についての計画となっております。 

 次に１－３ですけれども、第４次計画では重点の１－２「市広報やホームページ

等による情報発信の強化」という計画でしたが、市広報やホームページのみにとら

われず、幅広いメディアの活用等を見据えて「男女共同参画に関する情報発信の充

実」というふうに書いております。 

 次に基本目標２のほうに移りたいと思います。基本目標２「社会における制度や

慣行についての配慮」でございます。重点計画・実施計画の記載は第５次計画では

14ページ、第４次計画では16ページになっております。 

 第４次計画では、２－１「地域女性リーダー養成のための講座などの実施」とい

う計画でございました。これは第３次計画から引き続き第４次計画に渡って実施し

ておりました地域女性リーダー育成講座というのを６年間にわたって実施しており

ました。それで、このような計画になっておりましたが、その講座はもう現在終了

し、現在は「生き生きと輝く女性応援事業」ということで別事業がスタートしてお

ります。その内容等を踏まえ第５次計画では「地域や職場における女性活躍に向け

た支援」というふうな形で名称を変更しております。 

 また２－３のところでは、今度はまた「性的少数者への配慮の促進」という項目

を新たに設けております。これは先ほどの１－２と同様で、性的少数者の方々に対

する項目でございますが、１－２のところでは理解促進に向けた啓発をターゲット

にしたものであり、こちらは、例えば各種申請書の性別欄の見直しとか学校の制服

の見直しとか、そういった社会制度の見直しをターゲットにした取組として記載を

しております。 

 次、続いて２－４のところでございます。２－４につきましては「男女共同参画

の視点を取り入れた防災・被災者支援体制の整備」というのを持ってきております。

これは今まで「健康で安全な生活を営む権利と尊重」というところに記載があった

ものですが、内容的には、避難所運営等における社会慣行の問題が主な内容である

のかなと思われましたので、健康で安全なというよりか、課題としては社会におけ

る制度や慣行についての配慮のほうが大きいのかなと思いましたので、計画の１を

こちらのほうにずらして、内容を若干見直して基本目標２のほうに移したというと

ころでございます。 

 続いて、基本目標３のところなんですが、これについては大きな変更はありませ
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んので、説明を省略させていただきたいと思います。 

 次に、基本目標４のところでございます。「家庭生活と他の活動との両立」でご

ざいます。重点計画・実施計画の記載は第５次計画では21ページ、第４次計画では

22ページになっております。 

 ここも、内容的にはあまり変更はないのですが、重点目標としている企業・事業

所や市民を対象とした両立支援に関する普及啓発事業等の記載を最初に持ってくる

ような形で、計画の記載順番を入替えをしております。 

 次に基本目標５のところに移らせていただきます。「教育の場における男女共同

参画の推進」ですが、重点計画・実施計画の記載は第５次計画、第４次計画とも26

ページに記載しております。 

 ここではまず、先ほどご説明しましたが、１－１に書いてあった項目を２つに分

ける形で、市民の男女共同参画に関する学習の項目として５－１「男女共同参画に

関する学習機会の提供」を新たに設けております。 

 次に５－２では、第４次計画では「教育者・保育者を対象とした男女共同参画研

修の実施」としてあったものを「教職員や保育士など」というふうに表現を修正し

ております。 

 次に、５－５ですけれども、第４次計画では「国内の研修会への市民参加の支援」

という項目でしたが、参加する研修等を見直したりしたこともありまして、もうち

ょっと一般的な感じの書き方にしております。「男女共同参画に関する研修会等へ

の市民参加の支援」というふうに計画名を見直しております。 

 次に基本目標６に移らせていただきたいと思います。「健康で安全な生活を営む

権利の尊重」というところになりまして、重点計画・実施計画に記載しているペー

ジは第４次、第５次計画とも29ページになります。 

 ここでは、先ほどご説明したとおり、第４次計画でこの目標に含めていた「男女

共同参画の視点を取り入れた防災・災害支援体制の整備」という項目を基本目標２

に移しました。それに代わりまして、６－４のところで「学校における性に関する

教育の推進」、６－５「性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス

/ライツ）に関する理解の促進」を実施計画として新たに設けました。 

 まず、６－４の「学校における性に関する教育の推進」ですが、これは特に新た

な取組を意識したものでははないんですけれども、これまでも学校において行われ

てきた保健等の授業での取組みがこの計画中で特に位置付けられていなかったから
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というふうに感じましたので、教育委員会のほうとも話しまして学校の取組みにつ

いてもこの計画の中で位置づけさせていただきたいということで今回加えようとす

るものでございます。 

 また６－５、「性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライ

ツ）に関する理解の促進」については、ＳＤＧｓにおける基本目標３「すべての人

に健康と福祉を」、それから基本目標５「ジェンダー平等を実現しよう」における

かなり重要な考え方となっております「性と生殖に関する健康と権利（リプロダク

ティブ・ヘルス／ライツ）」について、広く普及啓発を図っていく必要があるとい

うことから新たに設けたものでございます。 

 次に基本目標７に移ります。「性に基づく暴力の根絶」です。重点計画・実施計

画を記載しているページは第５次計画、第４次計画とも31ページから32ページにな

ります。 

 ７－２のところでは、第４次計画では「デートＤＶに関する研修の実施」として

おりましたが、デートＤＶと限定せず、デートＤＶを始めとする性に関係する暴力

の防止に関して、若年層に対して啓発を進めていく必要が、今後ますます必要性が

増してくるのではないかというところから、表現を「若年層に向けた暴力の未然防

止のための研修等の実施」としております。 

 次に基本目標８「国際社会との協調」のところでございます。これは、重点計

画・実施計画の記載は第５次計画、第４次計画とも36ページになります。 

 ここでは、国連が提唱するＳＤＧｓに関する普及啓発に関して、「ＳＤＧｓに関

する知識や理解の普及促進」という名称で新たな計画を加えております。 

 次に、第４次計画、第５次計画ともに35ページに記載しております男女共同参画

推進体制ですが、星の４番のところですね、「施策などに関する苦情の処理」とい

うふうに第４次に記載していたものにつきまして、結局苦情処理制度のことなんで

す。こういうふうに書いていますが、少しタイトルとしてはやわらかくしたほうが

いいんじゃないかという意見が庁内からございまして「施策などに関する意見への

対応」というふうに修正をしております。 

 最後に各基本目標に設定している指標についてです。いくつか整理統合したもの

もございますが、目標値の設定について、指標を書いてあるページを開いてみてい

ただけるとありがたいんですが。例えば、29ページのところですね。目標値が２段

書きになっているかと思います。目標値の設定については、計画期間トータルでの
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達成度を測るために、数字の積み上げを行うものについては、これまでの単年度の

数値に加えて、５年間合計の数値を併記いたしました。その比較の対象となる、そ

の隣にある実績値につきましては、これまで策定作業を行う前年の単年度の数値を

記載していたんですけれども、現計画である第４次計画の計画期間の平成29年から

昨年までの令和３年度までの４年間の平均値を算出し、その数値を記載しました。

そういった形で修正をして、計画したトータルでの比較がしやすいように修正をい

たしました。 

 長くなりましたが、説明については以上でございます。 

【原田会長】 

 はい、ありがとうございました。 

 大変な作業の計画だったですけれども、皆さん何かご質問とかご意見とかありま

せんか。 

 ちょっと聞いていいですかね。目標値のところがコロナで結構この何年か影響を

受けたと思うんですけれども、そういうところは平均値ということで出すことで、

少し加味された感じなんですかね。 

【事務局】 

 本当に、そこが一番大きな理由でして。ちょっとこの２年間はなかなか比較にな

らないような部分もありますので、本当を言うと何事もなければ令和元年度辺りの

数値というのが一番平常時に近いとは思うんですが、今現在これからも平常時に戻

るかと言われたら、そこまでの状況ではない。不安要素もたくさん抱えているとい

うこともございまして、この４年間の平均値をもとに算出したものを、というよう

な形でつくっております。 

【原田会長】 

 ありがとうございます。 

 皆様何か、ご質問、ご意見ないでしょうか。 

【島田委員】 

 前回の計画から、取組自体はかなり修正、変更されていると思うんですけれども、

指標を見たときにあまり変わっていなくて、そこが、新しい取組の成果をどこで見

ていかれるのかなというところを感じました。 

【事務局】 

 ありがとうございます。目標値としても、実績これなのに何かちょっと下がって
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ない、というのもあるかもしれません。そういったところ、いろいろ内部的な事情

はあるんですけれども、こういった項目を入れたらどうかとかいうのもご意見いた

だく中で練り直していこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。 

【原田会長】 

 では、何か追加もいいそうですから、ご意見をお願いします。 

【事務局】 

 ただ、そう言っておいて、出せないこともあるかもしれませんので、その場合は

ご了承ください。 

【原田会長】 

 ほかに何か、ご質問とかご意見とかありませんか。 

 かなり文言とかも整理されたような感じになっていますようです。 

【的野委員】 

 これ、今すぐにということではないですけれども。コロナウイルス関連拡大のと

いうところ、生活様式が変わったというところで具体的にここら辺を変えたんです

よというのは、これを読んでいけば分かるということですか。だから、ここを想定

してこんなふうに変えたんだよというのがどこかに出てくるんですか。文言だけじ

ゃなくて。策定の趣旨のところへはあるんですけれども。ここが変わって、変えた

んですよというのがもしあれば、次回にでも教えていただきたいです。 

【事務局】 

 そうですね。ぱっと答えが出てきませんので、またちょっとその辺については、

それなりに意識はしてつくっているんですが。もし、読んでいてその辺が足りない

なと思えばその辺のご意見も取り上げていこうと思います。 

【的野委員】 

 もっと入れてもいいところがあるかもしれませんね。分かりました。ありがとう

ございました。 

【原田会長】 

 何かほかにありませんでしょうか。今日見て、すぐということもなかなか難しい

かもしれませんし。次回に向けての、皆さんしっかり読んでいただいて、ご意見い

ただけないですか。次回の会議のときにということもございますので。よろしいで

すか。 

〔「なし」の声あり〕 
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【原田会長】 

 取りあえず、ご説明をいただいて、次回にでもということで。はい。ありがとう

ございます。 

 それでは、６のその他ですかね。何かありますでしょうか。 

【事務局】 

 議事の（６）その他のご説明をさせていただきます。 

 本日は第５次基本計画の概要、策定スケジュール、第４次基本計画からの主な変

更点などについて、ご説明をさせていただいております。 

 委員の皆様には大変お忙しい中恐縮ではございますが、第５次基本計画案につい

て、ご意見やお気づきの点などにつきまして、本日お配りしております意見提出用

紙にご記入の上、11月10日木曜日までにファックスまたはメールなどでご提出いた

だければと思っております。 

 こちらのワードの様式がございますので、電子様式をご希望の場合は、その旨事

務局にお申し付けいただければと思います。また、皆様からいただきましたご意見

につきましては、事務局で集約いたしまして、対応方針などを作成いたしまして、

次回第５回の審議会でまたお諮りをしたいと思っております。 

 なお、次回の会議は11月25日金曜日10時からを予定しております。会場は隣の

427会議室でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 あと、もう１点、お手元に緑色のチラシをお配りしております。12月５日に本年

度の人権週間の事業としまして、映画の上映会を予定しております。こちら筑紫地

区の人権の啓発事業を活用させていただいておりまして、今年の夏に公開されまし

た「破戒」という映画の上映会をさせていただこうと思っております。こちら、私

のほうも観て参りましたが、大変お勧めの作品となっておりまして。ご支援の皆様

とかにもお声掛けいただければありがたいと思っております。 

 私のご説明は以上でございます。 

【原田会長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、今ご説明がありましたけれども、意見書の提出が11月10日まで。メー

ルでも可能だということですので、よろしくお願いいたします。それでは、次回が

11月25日ですね。 

 それでは、以上を持ちまして、議事は終了させていただいてよろしいでしょうか。 
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〔「はい」の声あり〕 

【原田会長】 

 では、事務局はお願いいたします。 

【事務局】 

 ありがとうございました。それでは会議、閉会としたいと思いますが、閉会にあ

たりまして、市民生活部長の原田のほうより一言ご挨拶申し上げます。 

【原田市民生活部長】 

 本日はお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。また、

貴重なご意見もいただきまして御礼申し上げます。ありがとうございました。 

 さて、本年度の会議は５年に一度の計画策定の大事な会議になります。説明あり

ましたとおり、あと３回予定がありまして、またご足労をお願いすると思いますが、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上で閉会いたします。ありがとうございました。 


