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令和４年度大野城市男女共同参画審議会第５回会議 実施報告

令和４年11月25日（金）10：00～11：00 

大野城市役所新館４階  427会議室 

出 席 者 審議会委員10名（別添名簿のとおり） 

人権男女共同参画課（永野課長、松本係長、山田） 

１ 開会 

２ 委嘱状交付（城戸委員） 

３ 議事 

（１）「第５次大野城市男女共同参画基本計画（案）」について 

【原田会長】 

それでは、議事に入ります。（１）「第５次大野城市男女共同参画基本計画

（案）」についてです。事務局は、説明を行ってください。 

【事務局】 

議事(１)についてご説明いたします。 

まず、資料の確認をお願いします。先日開催通知と併せて、資料を２点送付さ

せていただきました。 

一つ目は「「第５次大野城市男女共同参画基本計画（案）」に対するご意見一

覧」という資料、二つ目は、「第５次大野城市男女共同参画基本計画（審議会意

見反映版）」でございます。皆様お手元にございますでしょうか。 

また、前回の審議会で配付しました「第５次大野城市男女共同参画基本計画

（諮問案）」もお持ちでしょうか。 

それでは、これらの資料を基に、担当者からご説明いたします。 

【山田】 

 担当の山田です。よろしくお願いいたします。それでは、説明させていただきま

す。 

 前回10月25日の審議会では、第５次計画の策定の経緯や審議スケジュール、また、
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第４次計画からの主な変更点などを中心にご説明させていただきました。その後、

皆様から意見書などによりご意見のほうを出していただきましたので、それらのご

意見をまとめたものと、それに対する事務局としての対応方針の一覧を先日送付さ

せていただきました。 

 本日の会議では、このご意見に対する対応方針についての議論をしていただき、

第５次計画の中間取りまとめ案としてまとめていきたいと思います。 

 既に事前に資料のほうをご覧になっている方もおられるかもしれませんが、一覧

に沿って、ご意見と対応方針を簡単に説明させていただきます。 

 まず、第１部と基本目標の１から３について、意見の一覧の表で言いますと、３

ページまでを前半としてご説明させていただき、ご意見を出された方々から必要に

応じて補足説明のほうをしていただきたいと思います。その後、ほかの委員の皆様

からの質疑をお受けしたいと思います。そして、後半は基本目標４以降をご説明さ

せていただきます。 

 お手元の第５次計画のご意見一覧をご覧ください。こちらに、委員の皆様からい

ただきましたご意見の主旨と、その右側に事務局としての対応方針を記載しており

ます。こちらの資料に沿って説明させていただきますので、計画案も一緒にご覧い

ただければと思います。 

 なお、意見一覧のページ数は諮問案のページ数を記載しておりますので、今回配

付しました「意見反映版」のほうのページではございませんのでご注意お願いいた

します。 

 それでは、NO.１からご説明をいたします。 

 第５次計画における新規事業と重点項目の色を変えることで、内容が見やすくな

ると思うというご意見をいただいております。 

 こちらにつきましては、第２部の各実施計画において重点計画と新規事業を色分

けすることも考えましたが、既に重点計画には整理NO.の前に「重点」の表記をし

ていること、また新規事業の中には、第４次計画の事業の一部を見直ししたものな

ども含まれておりますので、新規事業であると色分けすることが難しいと考えてお

ります。 

 そこで、いただきましたご意見につきましては、意見反映版の７ページの第５次

大野城市男女共同参画基本計画体系の表に反映させたいと思っております。重点計

画につきましては、既に※印で記しておりますので、新規事業の６項目につきまし
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ては朱書きで記載をし、上の項目の見出し部分に、「実施計画（※印は重点計画、

朱書きは新規事業）」と示させていただきたいと思います。 

 次に、２番目のご意見に対してです。 

 男女共同参画のことをあまり知らない人が見ても分かるように、計画策定の趣旨

に、国の取組、動きなどを簡単でいいので加えたほうがいいというご意見をいただ

いております。 

 こちらにつきましては、第４次計画におきまして、前段に「男女共同参画のあゆ

み」「我が国の男女共同参画の現状と課題」を記載しておりましたが、第５次計画

案のほうでは、前段が全体としてやや長くなる印象がありましたので、省いており

ました。 

 しかしながら、ご指摘を受け、計画案の１ページ目に、これまでの取組の中に、

国の取組を追記させていただいております。 

 次に、３番目のご意見です。 

 ＤＶ計画としての位置づけを記載しなくていいですかというご意見についてです。 

 ＤＶ計画の位置づけにつきましては、諮問案の５ページ、７の基本目標の８つの

基本理念の下に※印で少し小さく記載しておりましたが、記載箇所を２の「計画の

位置づけ」に記載するのが適切であると考えましたので、これは記載の位置を変更

したいと思っております。併せて、女性活躍推進法の位置づけについても、同じく

「計画の位置づけ」に移動しております。 

 次に、４番目、諮問案の５ページ、審議会意見反映版では６ページをご覧くださ

い。 

 諮問案のほうでは、５ページの７行目ですね。意見反映版のほうでは、６ページ

の２行目になります。 

 諮問案では、「令和３年度の事業実績」となっておりましたが、「平成29年度か

ら令和３年度の実績の平均」ではないでしょうかというご意見をいただいておりま

す。 

 ご指摘のとおり、今回指標の実績値は、「第４次計画における単年の平均実績値

29年度から令和３年度」としていることから、「令和３年度の事業の実績」を「平

成29年度から令和３年度の実績の平均」に修正いたします。 

 続きまして、５番目の意見です。 

 諮問案では７ページ、審議会意見反映版では８ページをご覧ください。 
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 「男女共同参画に対する正しい認識を深め、無意識のうちに身についてしまった

性別による固定的意識にとらわれない男女平等のまちづくりを推進するためには、

男女共同参画社会の重要性を周知するとともに、市民意識の変革が必要です」とし

ておりました。 

 こちらにつきましては、「変革が必要です」という表現は課題になるので、「変

革を図っていきます」にしたほうがよいというご意見をいただいております。 

 確かにご指摘のとおりと考えますので、ご意見のとおり修正したいと思います。 

 続きまして、６番目のご意見です。 

 諮問案では９ページ、審議会意見反映版では10ページをご覧ください。 

 第４次計画からの主な変更点として、「意識の醸成」を「意識づくり」に変えた

との説明でしたので、「男女共同参画社会の実現に向けた市民意識づくり」とした

ほうがよいのではないでしょうかというご意見をいただきました。 

 こちらも、第１部の「計画において取り組むべき課題」のほうで、第４次計画で

は「男女共同参画意識の醸成」を諮問案では「男女共同参画の意識づくり」に変更

しましたので、ご指摘のとおり「男女共同参画社会の実現に向けた市民意識づくり」

に修正いたします。 

 続きまして、７番目のご意見でございます。 

 重点１－１、同じく男女共同参画社会の実現に向けた市民意識の醸成のところで

す。 

 「アンコンシャス・バイアスに注目し、意識の底にある偏見への気づきをできる

だけ促す政策が重要となっていると考えます。特に中高年の方向けに必要です。手

法としては、テスト方式、イエスノー方式、チェックリストなどがあるようですの

で、人権とも絡めて様々なタイミングで広報してはどうかと思います。周知の方法

はホームページだけではなく、駅や集会所、ポスターなどが効果的と思われます。

待ち時間に目をする場所などに掲示してはどうでしょうか」というご意見と、併せ

てアンコンシャス・バイアスの関連サイトもご紹介いただいております。 

 こちらにつきましては、現在の「第４次計画」の男女の人権の尊重の具体的施策

としまして、令和元年度から毎年、男女共同参画啓発冊子を発行しておりまして、

テーマを絞って特集を組んでおります。今年度は「アンコンシャス・バイアス」を

テーマに現在作成に取り組んでいまして、12月15日号の広報紙に折り込み、全戸配

布する予定でございます。そのほか、様々な研修で配布したり、ご意見を参考に公
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共施設等に設置するなど、今後の利活用についても検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 続きまして、８番目のご意見です。ご覧いただいているページの１－３について

です。 

 以前、市広報には、隔月にしか掲載できないとされたときがあったので、従来の

「市広報紙やホームページにとらわれず」を「に加え」としたほうがいいというご

意見をいただいております。 

 情報発信ツールに関しましては、広報紙やホームページのほか、ＳＮＳや様々な

メディアも積極的に活用していくことが求められますので、ご指摘のとおり「市広

報やホームページにとらわれず」を「市広報やホームページに加え」に修正させて

いただきたいと思います。 

 次に、９番目のご意見でございます。こちらも同じく１－３についてです。 

 「男女共同参画に関する情報発信の充実について、関心を持って接してもらえな

いと危惧します。高い頻度での更新のほか、その内容、市長や市内の活躍人物、誰

もが知っているあの人が発信するなど、運用方法、内容の工夫が重要になると思わ

れます。また、ＳＮＳをフォローしたことによるメリット提供も有望かと思います。

事業の効果は、ホームページアクセス数、資料の閲覧数、ダウンロード数、お問合

せの窓口と件数、さらに、ＳＮＳでは「いいね」などの数が参考になると思います」

というご意見をいただいております。 

 現在、市ではツイッター、ライン、フェイスブックを使用して、広報活動や市の

お知らせなどの活用をしておりますが、その運用方法やフォロワーの確保などにつ

きましては、大変課題が多いと認識しております。 

 また、今年の４月から、アスカーラにおきましてもインスタグラムを開設し、男

女共同参画に関するイベントの周知や情報発信を行っております。幅広い世代に関

心を持ってもらえるよう、ご意見を参考に、運用方法や掲載内容の工夫を検討して

まいりたいと思っております。 

 また、今回のご意見を踏まえまして、事業効果の指標の一つとして、新たに「ア

スカーラが情報発信するＳＮＳ等のいいねの数」を設けることとし、単年度目標値

を500件、５年間合計で2,500件として上げたいと考えております。こちらは、意見

反映版の計画案11ページの整理番号102の中で掲載しております。 

 次に、10番目のご意見です。諮問案では11ページ、審議会意見反映版では12ペー
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ジをご覧ください。 

 施策の方向性の二つ目の四角になりますが、全ての女性が輝く社会の実現のため

の様々な組織や分野における女性の活躍と意思決定の推進に向け、職場や地域など

の組織風土の変革を目的とした計画や、企業のトップや地域のリーダーに向けた働

きかけを行うなど、女性の意識変革やスキルアップを支援する取組を充実させてい

ただきますという項目です。 

 こちらにつきましては、「全ての女性が輝く社会の実現のための」は、不要なの

で削除したほうがいいというご意見をいただいております。 

 ご指摘を受けまして、事務局としても不要と考えますので、こちらも削除いたし

ます。 

 次に、11番目のご意見です。諮問案では14ページ、意見反映版では15ページをご

覧ください。 

 重点の２－１、地域や職場における女性活躍に向けた支援についてです。「各種

講座が数多く実施されてきたようですが、講座の継続は進めてほしいと思いますが、

個々の講座終了時に短時間のアフターミーティングを実施してはどうでしょうか。

参加者へのアンケートだけではなく、現在の困り事、気になることを積極的に集め、

次に生かすのはどうでしょうか」というご意見をいただいております。 

 現在、アスカーラが実施しております「生き生きと輝く女性応援講座」では、最

終講座で現在活動している団体の紹介を行ったり、受講生がグループをつくり、講

座終了後の活動につなげてもらったりしている状況も見られます。ほかの講座につ

きましても、参加者の様々な声を聞きながら、さらなる講座運営の充実につなげて

いきたいと思っております。 

 次に、12番目のご意見です。諮問案では15ページ、審議会意見反映版では16ペー

ジをご覧ください。施策の方向性についてです。 

 市の様々な組織や分野において、意思や方針決定の機会における男女の参画の働

きかけを行っています。その中で、「機会における」は分かりにくいので、「意思

や方針決定の場における男女の参画を働きかけていきます」にしたほうが分かりや

すくなると思うというご意見をいただいております。 

 確かに表現が分かりにくい部分がございましたので、こちらもご指摘のとおり修

正させていただきたいと思います。 

 次に、13番目のご意見です。同じくその下の枠の中に記載しておりますジェンダ
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ーギャップ指数についてです。 

 内閣府が本年７月に、2022年のジェンダーギャップ指数2022を公表しましたので、

最新のデータを掲載したほうがいいと思いますというご意見をいただいております。 

 こちらは最新版が公表されておりますので、今回、最新データを掲載しておりま

す。併せて、同じページの現状と課題のほうの文章も修正しております。 

 続きまして、14番目のご意見です。諮問案では17ページ、審議会意見反映版では

18ページをご覧ください。 

 各審議会などへの女性登用の促進についてです。「オンラインの審議会開催を検

討してはいかがでしょうか。男女を問わず、広い年齢層への参加を促進するため効

果があると思われます。審議会の開催時間など、オンラインであれば、融通がきき

やすい人が増えるのではないでしょうか」というご意見をいただいております。 

 審議会につきましては、各課において会議の開催方法を決めているところであり

まして、中には既にオンライン会議を進めている部署もあるかもしれませんが、審

議会委員のインターネット環境の課題などもあることから、今後の推進にあたり、

参考にさせていただきたいと思います。 

 続きまして、15 番目のご意見です。ご覧のページの下、整理 NO.301 の審議会に

おける年度当初の女性委員登用率についてです。 

 「目標値 52.0％は、50％を超えていますが、どこまでの数値を目標としますか」

というご意見をいただいております。 

 こちらは、諮問案作成段階での修正の誤りのため、現状の実績値から考慮しまし

て、目標値を50％に修正しております。 

 前半の一覧の３ページ目までの説明のほうは以上となります。 

【原田会長】 

 ありがとうございました。今事務局のほうから、皆さんからいただいたご意見に

基づいてご説明がありましたけれども、意見を出された皆さんから、何か補足でご

説明などありませんでしょうか。今、事務局のほうで訂正をされておられますけれ

ども、それについても何かありましたら、ご意見を出していただければというふう

に思いますが。 

【伊藤委員】 

 私はありません。 

【原田会長】 
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 そしたら、武富さんは。 

【武富委員】 

 そうですね。私はどちらかというと、文章というよりは、中身の説明をいっぱい

してしまいましたので、何だか混ぜ返したようで恐縮ですけれど、特に今までのと

ころはございません。 

【原田会長】 

 ありがとうございます。ちょっと私が８番目の意見のところで、字を間違えてし

まって、８番目ですね。男女共同参画に関して、情報発信の充実で、以前、市広報

に各月にしか掲載できないのか。月は、毎月という意味で字はなっているんですけ

ど、実は、２回に１回しか、何か広報紙には載せられませんというときがあったの

で、「加え」というふうに変更してもらおうかなと思いました。 

 私もちょっと幾つか意見を出させていただきましたけど、冒頭の国の動き等を入

れたほうがいいというのは、意識調査のときにやっぱり、何で女性ばっかりかとい

うようなご意見もありますし、やっぱり分からない方、まだ、そんなに男女共同参

画ということについての意識がそこまでない方もたくさんいらっしゃるでしょうか

ら、少しそういうことも丁寧に説明していたほうがいいかなと思って、意見を言わ

せていただいております。 

 では、次に進んでよろしいですか。 

〔「はい」の声あり〕 

【原田会長】 

 では次、基本目標４から最後までですかね。事務局のほうから説明を行ってくだ

さい。 

【山田】 

 では、続きまして基本目標４以降ですね。一覧で言いますと、４ページ目からを

ご説明させていただきます。NO.16についてです。 

 諮問案では21ページ、審議会意見反映版では22ページをご覧ください。 

 重点の４－１、両立支援のための企業、事業所への啓発についてです。 

 「事業内容に助成とありますが、どのような助成を検討しているのでしょうか。

企業応援登録制度を取られているようですが、企業や事業者の活動に具体的につな

がっているかを登録後も検証することで、実効性が高まるのではないでしょうか。

事業者アンケートでは、女性だけではなく、企業経営者にも行い、どうして共同参
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画が進まないのか、コロナの影響もあるのか、検討する必要があるかもしれません。

登録企業となることで、企業の稼ぐ力、採用、さらに企業のＣＳＲやＳＤＧｓにな

どへの貢献もあるなどを伝え、登録の意義を高めることも方策ではないでしょうか」

というご意見をいただいております。 

 こちらにつきましては、国が実施しております「両立支援等助成金」など、両立

支援のための様々な制度につきまして、企業や事業所に対し周知するとともに、利

用促進を図ってまいりたいと思っております。 

 また、応援企業登録制度の登録後の検証につきましては、ご意見を参考に、県や

関係部署と連携しながら検討してまいりたいと思います。 

 次に、17番目のご意見です。同じくご覧のページの４－７についてです。 

 市職員に対する育児・介護休業制度の周知と取得の促進についてです。 

 「ロールモデルとして市役所の動向は注目され、最も期待されているところです。

ＤＸなどの積極的な導入で、本来の仕事を優先できる組織とし、職員の休業中の不

安を解消するためにも、リモートでも業務の一部を行えるなど工夫が必要と考えま

す。休業期間がキャリアの障害とならないような制度、例えば休業者に対するキャ

リアアップ研修と認定試験を活用し、資格者となることで、経験不足を理由とした

女性の昇格の障害にならないなど考えられます」というご意見をいただいておりま

す。 

 ご指摘いただきました休業中のリモートによる業務の一部実施につきましては、

休業中に職務命令を発したり、給与の支払いができないなど、制度的に難しいもの

もあると思われますが、公務におきましては、リモートの活用があまりできていな

い状況でありますので、今後の働き方の課題となっております。 

 また、休業者の職場復帰時のキャリアの補完につきましても、関係各部署で調整

が必要な事項であります。特に、定年延長などの人事課題などを総合的に検討して

いく中で、協議していきたいと考えております。 

 続きまして、18番目のご意見です。諮問案では26ページ、審議会意見反映版では

27ページをご覧ください。 

 重点５－１、男女共同参画に関する学習機会の提供についてです。「学習の場を

ＡＲだけじゃなく、バーチャルにも拡大してはどうでしょうか。ＡＲでは集客に終

始しがちですが、休日や時間外など職員の負担も大きいと思います。年齢を問わず、

いつでもアクセスできるチャンネルの開設などはどうでしょうか」というご意見を
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いただきました。 

 ご指摘の内容をインターネット環境の活用と捉えますと、動画配信などによる学

習や啓発環境につきましては有効な手段の一つと考えますので、ほかの自治体の事

例なども参考にしながら研究していきたいと思っております。 

 続きまして、19番目のご意見です。同じくご覧のページの５－２についてです。 

 「教職員や保育士などを対象とした男女共同参画研修の実施について、教職員、

保育士を対象とした研修は夏休みを利用し、市教育委員会の教育支援課主催で実施

すると、同じ内容で全職員が受けることができると思います」というご意見をいた

だきました。 

 現在、男女共同参画関連では、夏休みを利用して、教職員向けにデートＤＶ防止

研修を行っております。研修などの実施時期や実施方法につきましては、ご意見を

参考に、関係部署と連携しながら進めていきたいと考えております。 

 次に、20番目のご意見です。同じくご覧のページの５－３についてです。 

 「小中学校における男女共同参画教育の充実について、学校では人権同和教育の

中の一つのカテゴリーとして、男女共同参画教育も位置づけていますが、人権同和

教育の作文、ポスター、標語に加え、男女共同参画教育でも、アスカーラからポス

ターなどの募集があります。夏休みの宿題の一つとして設定することで、実施が行

いやすくなりますので、多くの作品募集を行う夏休み前までに、学校に知らせてい

ただけると助かります」というご意見をいただきました。 

 こちらも、小中学校への作品募集などの進め方に関してですが、現在、アスカー

ラにおきまして、男女共同参画小中学生図画ポスター・標語コンクールを実施して

おります。こちらは夏休みを利用して作品の募集を行っているところですが、その

ほかの人権関連の作品募集に関しましても、夏休み前までの依頼の周知を各関係団

体に改めて行いたいと思っております。 

 次に、21番目のご意見です。同じく５－３について、男女共同参画図画ポスタ

ー・標語コンクールへの作品募集の件数について、「応募件数の1,250件は、実績

からして少ないのではないでしょうか。第４次計画の目標1,300件でいいのではな

いでしょうか」というご意見をいただきました。 

 担当課でありますアスカーラと協議をしまして、今年度の実績値も踏まえ、作品

応募件数の目標値を1,300件、５年間合計で6,500件とすることといたしました。 

 続きまして、22番目のご意見です。諮問案では29ページ、審議会意見反映版では
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30ページをご覧ください。 

 指標の601の母親教室、両親教室の参加者についてです。 

 「両親教室の目標値140人は、実績値141人より低いので、目標にならないのでは

ないでしょうか。第４次計画では、母親教室より多い人数を目標値にしているよう

です」というご意見をいただきました。 

 母親教室・両親教室におきましては、コロナの影響で定員を縮小して実施してい

るため、年６回実施時の最大人数を目標値としておりました。担当課に確認したと

ころ、現在、産婦人科等も同様の教室の実施を見送っているため、市が主催する教

室への参加希望者が増えているようです。そこで、来年度は両親教室の実施回数を

増やして実施するとのことでしたので、令和６年度以降はコロナ禍前の最大人数を

目標値とし、両親教室の参加者を目標値180人、５年間合計で900人とさせていただ

きたいと思います。 

 続きまして、23番目のご意見です。ご覧のページの６－４と諮問案の32ページ、

７－２も関連しているところです。 

 学校における性に関する教育の推進と、７－２の若年層に向けた暴力の未然防止

のための研修等の実施についてです。 

 「市として、各小中学校のカリキュラムを集約し、内容の大きな差が出ないよう

に、教務担当、主幹教諭を中心に検討することができると思います。また、最近、

学校への出前講座として入ってきている性暴力防止教育についての共通理解を図る

とよいと考えます。将来的には、担任が指導できるようにすることも大切だと思い

ますが、そのためには時間が必要です」というご意見をいただいております。 

 ご意見の中にあります学校への出前講座として入ってきている「性暴力防止教育」

につきましては、今年度からスタートしております「性暴力アドバイザー派遣制度」

のことと判断して回答させていただいております。制度の活用状況や内容などに関

しては、随時、教育委員会や学校と確認しながら、市としても今後の関わり方など

を検討していきたいと考えております。 

 次に、24番目のご意見です。同じくご覧のページの６－５についてです。 

 まず、こちらのご意見一覧の対応方針について、文字の誤りがありましたので修

正をお願いします。対応一覧の最初に「ファムテック」と記載しておりますが、正

しくは「フェムテック」でございます。申し訳ございませんでした。 

 ６－５の性と生殖に関する健康と権利に関する理解の促進につきまして、「特に
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生産性が下がると分析されているＰＭＳ、月経前症候群などについて、様々な支援

ツールがフェムテックとして提案されています。また、管理職が増える年齢で懸念

される更年期障害などについても、多様な支援が必要になると思います」というご

意見をいただいております。 

 ご指摘のとおり、フェムテックと呼ばれる支援ツールの活用につきましては、今

後拡大してくることが予想されます。現時点では、項目として新たな記載をするこ

とは難しいと考えますが、今後の動向を見ながら、具体的な施策が必要となる場合

は、実施計画の６－２や６－５に当てはめながら対応していきたいと考えておりま

す。 

 続きまして、25番目のご意見です。諮問案では32ページ、審議会意見反映版では

33ページをご覧ください。 

 指標の701、ＤＶ被害者の相談窓口の市民の認知度、市民意識調査についてです。 

 「ＤＶ被害者相談窓口の市民認知度の目標値が85％となっているが、この指標が

基本目標７性に基づく暴力の根絶であるので、90％以上が望ましいのではないでし

ょうか。第４次計画から10％増やしたということもあるかもしれませんが、目標値

の考え方を伺いたいと思います」という意見をいただきました。 

 こちらの目標値の考え方についてですが、過去３回の市民意識調査でのＤＶ被害

者相談窓口の認知度の増加率を踏まえまして、第５次計画での目標値を設定してお

りました。 

 しかしながら、ＤＶ被害者相談窓口の認知度を上げることの重要性を踏まえまし

て、ご意見のとおり、目標値を90％とさせていただきたいと思います。 

 最後に、26番目のご意見です。諮問案では35ページ、審議会意見反映版では36ペ

ージをご覧ください。 

 庁内における男女共同参画推進体制の充実についてです。「基本目標の４－７に

も連動して言えることですが、女性職員の昇格が低く感じられます。もし市役所内

で差があるなら、原因究明と改善が必要ではないでしょうか。出産、育児、介護で

長期休業期間の女性に特に工夫が必要ではないでしょうか」というご意見をいただ

きました。 

 ご指摘のとおり、本市の管理職に占める女性の割合は現在15％程度で、女性の昇

格については課題があると認識しております。管理職における女性の登用が進まな

い理由としましては、管理職に該当すると見込まれる年齢層に女性職員が少ないこ
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とが挙げられます。いただきましたご意見につきましては、今後の推進に当たり参

考とさせていただきたいと思います。 

 以上が基本目標４以降のご意見と対応方針となります。ご意見の中には、計画の

運用に関してのご助言や内容の進め方など、計画に直接反映が難しいものもござい

ますが、第５次計画を進めていく中で、これらのご意見も参考とさせていただきた

いと思っております。 

 以上長くなりましたが、事務局からの説明は終わります。 

【原田会長】 

 ありがとうございました。今、事務局のほうからご説明がありましたけれども、

まず、意見を出された方たちから、何か補足でご説明ありますか。 

【武富委員】 

 18の学習機会の提供ということで、少し補足したいと思います。私も引っ越して

きて間もないので、この大野城市の学習機会に参加するタイミングがなかったので、

これを出す前後も含めて、何かないかなと探していまして、福岡市が実施していま

すアミカスというのがありまして、そこでＤＶ、ストーカー、性暴力についての弁

護士さんのお話があります。これは土曜日に開催されているんですけれど、それに

参加してみたところ、福岡市というのは100万人都市で、たくさん来られるかと思

ったら、私を含めて５人だけで、かなり少ないなと感じました。 

 そのために、職員の方は会場も設置して、モニターも使って、これは３回のシリ

ーズで、もう１回目は終わっていたんですけれども、３回目は来年の初めにあるん

ですが、そちらはその場で私は申し込んできたんですけれども、要するに、相当地

道にやらないと、人を集めるということになると大変なんだなというのをすごく実

感しまして、こういうことをちょっと書いてみようというふうに思いました。 

 それから、最後の市の職員の方の女性の昇格というご回答のところに、年齢層に

おいてという言葉がありまして、これは男女を問わず、その年齢に達さないと昇格

しないのかという問題が実は提起されているように感じます。これはこのまま公表

されませんのでいいんですけれども、基本的には、そこのところもアンコンシャス

であろうとちょっと感じましたので、それだけ一言申し上げました。大変失礼いた

しました。 

【原田会長】 

 ありがとうございます。何か事務局からありますか。 
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【事務局】 

 ありがとうございます。まず、最初の点につきましては、確かに講座をアスカー

ラもたくさん実施しておりまして、現在、各団体の皆さんがいろいろやっていただ

いたりする分には、20人ぐらいの人数の方は集まっているように思います。 

 昨日、内閣府との意見交換会があった際に、その中で私も話をしたんですが、今、

特に若い方は手元で全てが完了する時代になって、会場まで足を運んでいただくと

いうハードルがだんだん高くなっていっているんだろうと思います。 

 そういった中で、やはり人を集めるというのはなかなか難しい状況にありますの

で、こういった動画配信等の手段も今後活用していけるように、職員のほうのスキ

ルもどんどん上げていかないといけないのではないかということはすごく感じてい

るところでございます。 

 あと、管理職の女性登用が進まない理由として、年齢層においてというのも、本

当におっしゃるとおり、ほとんどの公務員が持っているアンコンシャスなんだろう

と思います。ただ、やはりある程度経験を積まないと、管理職としての職責がなか

なか十分務まりにくいという公務の部分もある程度あるのかなとは思ってはいます。 

 そのご意見も踏まえて、今後変わっていけるのかどうかというと、私の立場から

すぐに申し上げられませんけれども、こういったご意見については人事のほうにも

届けたいなと思っております。ありがとうございます。 

【菊池委員】 

 19番で書いていることについてなんですが、教職員、保育士を対象としたという

ふうに書いてありますので、ここでは、小学校の教員を想定して夏休みということ

を書かせていただいたんですが、保育士の先生方とかは、夏休みは勤務があると思

いますし、動画を配信するとか、そういったことも含めて、研修の機会を提供して

いただけたらいいのかなということを思いました。 

 先ほどから出ていますように、学校も、集まって研修するということがここ２年

ぐらいはもう全然行われていないというふうな状況でしたが、今年は少しずつでき

るようにはなってきている状況です。 

 そういうところで何か、しばらくやってなかったことをやろうとすると、ちょっ

と負担というか、そんな感じにもならないように、うまくやっていただけたらいい

のかなということを思っています。 

 以上です。よろしくお願いします。 
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【原田会長】 

 ありがとうございます。私が男女共同参画のポスター・標語コンクールの目標の

ことを言わせていただきましたけれども、実はこの頃、私、アスカーラに７年前ぐ

らい前までおりまして、この表彰式のときに、表彰状を子どもさんたちに差し上げ

た立場だったんですよね。その子どもたちに、たまたまこの頃会ったら、そのとき

のことを覚えていますという方が何人かいらっしゃったので、やっぱりこういう小

学校とか中学校の子どもさんに表彰状をあげるということは、親御さんも含めて、

印象に残り、大分意識してもらえるんじゃないかなと思いましたものですから、意

見を出させていただきました。たくさんの子どもたちが取り組んでくれると嬉しい

なというふうに思います。 

 以上です。 

 そしたら、ほかの皆さんからも何かご意見とかありませんか。 

【釘﨑委員】 

 11番で武富さんのほうからいろんな講座の後に、ミーティングみたいなのをして

はどうかと思いますというご意見をいただいているんですが、私たちも活動団体で、

アスカーラのほうから支援事業をいただきながら実施させていただいております。   

昨年度はアンコンシャス・バイアスについて、アスカーラの職員さんと講演会を

して、会場がコロナで人数制限になっている中、普段はお見えにならない方も、し

っかりアンコンシャス・バイアスに興味を持っていただいたと思います。そして、

終わった後には、会場のほうから意見をいただいたり、自分たちも終わった後に、

それぞれ時間をいただいて、お互いに講演についての意見交換会をしたりとかしま

した。そういうふうに、アスカーラのほうからも、そのような時間を設けてくださ

いという指導を受けておりますので、今はただアンケートを書くにとどまらず、意

見を交換するなど、私たちも実施いたしております。 

 それから、さっき、会長がおっしゃったんですが、アスカーラのフォーラムとい

う授業の中で、私たちは小中学生の図画ポスターコンクールの表彰式とかを取り組

ませていただいいております。私もその実行委員の一人ですが、今は本当に小中学

校のほうから、図画ポスターとか標語の協力をすごくたくさんしていただいて、今

やっと審査が終わって、もう最終が決定したところです。来年の２月に、今回は尾

木先生をお呼びして実施されるのですが、本当に学校のほうにお願いに行くんです

ね。 
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 そしたら、校長先生方が、もう学校にはたくさんの応募依頼が来るんですよって。

人権も来るし、税とかも来るし、貯金も来るし、大変なんですっておっしゃられる

んですけど、本当に協力していただいて、唯一子どもたちに男女共同参画を理解し

ていただくとか、そういう機会がすごくありがたいと思いますので、私たちも団体

で、小学校のランドセルクラブに、アスカーラが作っております男女共同参画かる

たというのを持って、今ちょっとコロナでできないんですが、かるた会の実施をさ

せていただいています。そしたら、かるたの文章もちょっと難しいんですけど、す

ごくよく理解してくださっています。標語の募集でも、色々な言葉が出てきて、あ

あ、だんだん学校でも、そういう男女共同参画意識が深まっていっているんだな、

浸透していっているんだなというのを感じる機会がたくさんございまして、本当に

感謝いたしております。ありがとうございます。 

【原田会長】 

 ありがとうございました。ほかに何か皆さん、ご意見とか、ご質問とかないです

か。どうぞ。 

【島田委員】 

 27ページになるんですけれども、教育の場における男女共同参画の推進というと

ころで、指標を２つ置かれていまして、今ちょうど話題に上がっているところの応

募件数だとか、出前講座の実施回数というところが挙げてあります。 

 こちらの指標に、できればもう一つ、直接子どもや保育者の意識の変容が特定で

きるような指標が何か設定できたらなと考えていたところです。武富さんからもご

提案があって、前の項目にＳＮＳのいいねというような指標ができたように、何か

行動目標プラス、結果目標というかですね。その結果どうだったのかというところ

から、一つ加えられたらいいのではと思っております。事前にご意見が出せていな

くて恐縮なんですけれども、ご検討いただけると幸いです。 

【原田会長】 

 事務局お願いします。 

【事務局】 

 ありがとうございます。そうですね、具体的に今どういう指標がいいかというの

はちょっと私のほうも思いつかない部分であるんですけれども、この後、パブリッ

ク・コメント終了後に、パブリック・コメントの意見を基に、修正した部分も含め

たものを作成いたしますので、その際に何かご相談させていただいて、ご提案でき
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るようなものができれば反映させることも検討していきたいと思いますので、そう

いった形でよろしいでしょうか。 

【島田委員】 

 お願いいたします。 

【原田会長】 

 よろしくお願いします。ほかに何かご質問とか、ご意見とかないですか。 

 それでは、これからパブコメに移るんですよね。 

【事務局】 

 はい、そうです。 

【原田会長】 

 パブコメでもこの男女の計画はたくさんご意見が前回は出てきてたということで

すから、またその結果を基に、最終案取りまとめになりますよね。この際ですから、

何かあれば、おっしゃってください。 

 ないようでしたら、取りあえず、ここのところは終わって、議事の２のその他で

すけど、事務局のほうからご説明していただけますか。 

【事務局】 

 それでは、議事（１）のご審議、皆様、ありがとうございました。それでは、議

事（２）について、ご説明をさせていただきます。 

 本日は、前回の第４回会議後に委員の皆様からいただきましたご意見に対する対

応方針についてご説明させていただいております。 

 委員の皆様には、お忙しい中ご対応いただきまして、誠にありがとうございまし

た。 

 本日いただきましたご意見を基に、中間取りまとめ案を作成いたしまして、来月

の12月15日木曜日から翌年１月23日月曜日にかけまして、パブリック・コメントを

実施する予定といたしております。パブリック・コメントは、市のホームページ、

インターネットを経由して、市役所と主な公共施設におきまして、ご意見箱を設置

いたしまして、意見を募集させていただきます。また、市の広報ですとか、ホーム

ページでも周知をさせていただく予定としております。 

 続きまして、次回の会議の予定でございます。２月頃、パブリック・コメントに

おきまして、いただいたご意見の報告と、市の対応、計画への反映方針などにつき

まして、ご報告とご審議をお願いしたいと思っております。会議の日程につきまし
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ては、年明けに改めて調整をさせていただきたいと思いますので、ご協力をお願い

したいと存じます。 

【伊藤委員】 

 大体いつ頃になりますか 

【事務局】 

 パブリック・コメントの件数にもよりますが、大体２月中旬ぐらいに予定してい

ます。 

【伊藤委員】 

 分かりました。 

【原田会長】 

 今、事務局から、今後について、ご説明がありましたけど、ご質問とかありませ

んか。 

【事務局】 

 一応、中間取りまとめ案は今日、特段、さらにこちらの修正案に対する修正、意

見等はありませんので、今日お配りさせていただいた形に基本的にはさせていただ

こうと思っておりますが、先ほども申しましたように、今後追加でこういった形と

か、こういったのを入れてほしいとか、こういった部分はちょっと表現がおかしい

とかいうことがあれば言っていただいたら、それこそ先ほどもおっしゃったような

形で、次回会議までにその部分を含めて、パブリック・コメントとは別に、そのこ

とも反映させたところで、できる限り皆様からの意見も反映させていきたいと思い

ますので、それは随時言っていただいて構いません。 

【原田会長】 

 ありがとうございました。それでは、特に何かほかにありませんか。大丈夫でし

ょうか。 

 それでは、質問等もないようですから、これをもちまして、本日の議事は全て終

了ということにさせていただこうと思います。 

 では、事務局のほうにお戻ししますので、よろしくお願いいたします。皆様、お

疲れさまでした。 

【事務局】 

 皆様、審議のほうありがとうございました。それでは、閉会といたしまして、人

権男女共同参画課課長の永野からご挨拶を申し上げます。 
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【永野】 

 皆様ありがとうございました。たくさんご意見をいただきまして、直接、今回の

計画案に反映させていただけたものもたくさんありますし、なかなかすぐにという

わけにもいかないというところもありまして、各課との調整とか、中身の具体性と

かによって、直接反映させていただいてないものもございました。 

 ですけど、どの意見もすごくいろんなヒントを与えてくださって、こういう視点

もあるのかとかいろんな気づきにもなりましたので、先ほど山田のほうからも申し

上げましたけど、具体的な施策を進めていく中で、今日いただいたご意見、今回い

ただいたご意見は、無駄にすることのないよう一生懸命取り組んでまいりたいと思

いますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとう

ございました。 


