議

事 録

１ 会 議 名

平成２８年度第３回さぬき市男女共同参画推進協議会

２

日

時

平成２８年１１月１日（火）１３：３０～１５：５０

３

場

所

さぬき市役所３０１会議室

４ 出 席 者

浅川委員 上原委員 柿木委員 亀井委員 多田委員
江口委員 筒井委員 南田委員 宮本委員
酒井室長

田山主任主事

５ 傍 聴 者

０人

６

会議次第

１ 開会
２ 議事
(１) 平成２８年度男女共同参画講演会について【資料１】
(２) 成人に向けての啓発について【資料２】
(３) 平成２９年度男女共同参画推進活動事業市民企画事業（案）について
【資料３】
(４) 第２次さぬき市男女共同参画プラン中間見直し予定（案）について
【資料４】
(５) さぬき市男女共同参画出前講座の報告について【資料５】
(６) ＤＶ防止啓発に係る取組について【資料６】
(７) その他
①家事場のパパちからスクールの報告について【資料７】
②レディース・ファーマーズ・フォーラムの報告について【資料８】
③「男女共同参画社会」川柳・俳句作品募集について【資料９】
④女性が輝く地域づくり講演会について【資料１０】
３ 閉会

７

配布資料

資料１：平成２８年度男女共同参画講演会チラシ(案)
資料１－１：平成２８年度男女共同参画講演会次第（案）
資料１－２：平成２８年度男女共同参画講演会アンケート（案）
資料１－３：平成２８年度男女共同参画講演会任務分担･スタッフスケジュール(案）
資料２：
「２０ｔｈANNIVERSARY 男女共同参画ってなあに？」チラシ（案）
資料３：平成２９年度市民企画事業募集要項(案)
資料３－１：平成２９年度市民企画事業募集チラシ(案)
資料３－２：さぬき市男女共同参画推進活動事業助成金交付要綱(案)
資料３－３：さぬき市補助金等交付規則
資料４：さぬき市男女共同参画プラン策定の流れ
資料４－１：さぬき市第２次男女共同参画プラン中間見直し予定表（案）
資料４－２：「さぬき市男女共同参画プラン」をつくるにあたっての中学生アンケート調査
資料４－３：「さぬき市男女共同参画プラン」をつくるにあたっての市民アンケート調査
資料４－４：「さぬき市男女共同参画プラン」の策定に関する事業所アンケート調査
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資料４－５：「さぬき市男女共同参画プラン」をつくるにあたっての教職員アンケート調査
資料４－６：「さぬき市男女共同参画プラン」の策定に関する市職員アンケート調査
資料５：さぬき市男女共同参画出前講座報告書
資料６：パープルリボン運動ＨＰ掲載原稿(案)
資料７：平成２８年度「家事場のパパちからスクール」報告書
資料８：レディース・ファーマーズ・フォーラム２０１６報告書
資料９：
「男女共同参画社会」川柳・俳句大募集チラシ（案）
資料１０：女性が輝く地域づくり講演会（東讃会場）チラシ
８ 議事の経過及び発言要旨
発言者
意見概要
事務局
＜開会挨拶＞
会長

＜会長挨拶＞

会長

議事（１）「平成２８年度男女共同参画講演会について」事務局は説明をお願いし
ます。

事務局

＜議事（１）説明＞

会長

２月２６日の講演会について、チラシ内容や、アンケート等について、御意見をお
願いします。

委員

津田中学校が閉校最後の年に、香川県の男女共同参画の事業で、依頼して講演をし
てもらって、生徒の反応がとてもよかったので期待しています。

委員

託児料金については、県や他市では無料にしているところが多いと思います。

委員

託児は誰が行いますか。

事務局

さぬき市の社会福祉協議会の託児ボランティアに依頼予定です。

事務局

講演会当日の運営スタッフとして、１０時頃からお手伝いいただける方はおいでま
すか。

会長

それでは、運営の御協力がいただける方は、挙手をお願いします。

委員

挙手

会長

４名ですね。まだ先の事ですので、変更があれば事務局まで御連絡ください。

事務局

会長
事務局

ありがとうございます。運営の御協力をいただける方は、どうぞよろしくお願いし
ます。後日、市民サポーター会議を開催し、市民サポーターの方とも打合せを行いた
いと思います。運営について決定した詳細については、後日御連絡いたします。
続いて、議事２、
「成人に向けての啓発について」事務局から説明をお願いします。
＜議事（２）説明＞
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会長

成人に向けての啓発について、初めて啓発チラシを作成し配布するということです
が、内容も含めて御意見等がありましたらお願いします。

委員

チラシの中の、
「学びの場では」
、男女共同参画の立場で考えてランドセルの色を工
夫してはどうでしょうか。中高生や女子サッカー部などの部活動などでもいいのでは
ないでしょうか。「地域社会では」のところも、男の子が青い服、女の子が赤い服と
なっていますが、男女共同参画の視点から少し配慮してはどうでしょうか。「働く場
では」
、従来の男の人、女の人の仕事になっているので、考えてみてはどうでしょう
か。

委員

（チラシ内の）
「学びの場では」小学生はどうかと思います。
「働く場では」サラリ
ーマンや企業の人がいないので、少し偏っていませんか。人物でなくてもいいと思い
ます。

委員
委員

(チラシ内の)「学びの場では」は、４人にしてはどうですか。
平成１７年に明風で啓発ノートを作成した時のイラストを、参考にしてはどうです
か。

委員

４コマ漫画はどうですか。

事務局

４コマ漫画は難しいです。

委員

委員
委員

見る人にとって、“ああだろうか”、“こうだろうか”と考える機会になるチラシで
もいいのではないでしょうか。
「学びの場では」のイラストを校舎にするなど、
「働く
場では」についても、人物以外にしてみるのはどうでしょうか。「家庭では」子ども
のイラストを２人にしてほしいです。「地域社会では」のイラストを地図にしてはど
うですか。
裏面の矢印の色は、ＹＥＳを青色に、ＮＯを赤色にしてはどうでしょうか。
「管理職」という言葉は、成人に理解できるでしょうか。責任者や、責任のある立
場でもよいのではないでしょうか。

委員

漫画やドラマなどで使われますので、「管理職」でも理解できると思います。

委員

チェックをするというのは、ゲーム感覚で取り組めると思います。

委員

（学校の授業の）公民で、「男女共同参画」について学んできた世代であり、二十
歳を迎える成人の周りには、例えば、男性の保育士が増えてきている時代だと思うの
で、チェック項目が“ばっちり”の人が多いかもしれません。

委員

チェックの結果は把握できませんが、二十歳を迎える人たちにとっては、「男女共
同参画」は当然だと思っている人が、多くなっているかもしれません。

委員

チェックの質問事項等が、気づきや家庭での会話につながることを期待します。
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事務局

一度でも、目を通していただき啓発になればと期待します。
御指摘の件、修正、検討し、成人式に配布をします。

会長

それでは、次に議事３、「男女共同参画推進活動事業市民企画事業について」事務
局から説明をお願いします。

事務局

＜議事（３）説明＞

会長

来年度の市民企画事業について、御意見がありましたらお願いします。

委員

市民企画事業を、文理大学生や高校生、企業へ働きかけをして、参加を広げ、新し
い参加を求めることをしてはどうですか。

委員

応募団体が固定化しているので、募集を広げるために、何か男女共同参画の取組が
見えれば、働きかけのきっかけとなると思います。

委員

「くるみん」の認定を受けている企業がさぬき市にありますか。あれば、そういう
企業に参加を依頼してはどうでしょうか。

事務局

さぬき市内に「くるみん」の認定企業は、なかったと思いますが、企業への働きか
けは行っていきたいと思います。

委員

男性の育児休業率を１００％にした企業がありましたが、市内の男性の育児休業率
の高い企業に働きかけてみるのはどうでしょうか。

委員

文理大学などは、先生に直接募集をしてみてはどうでしょうか。

委員

応募の裾野が広がることを期待します。

事務局

応募の裾野が広がることを期待し、取組を進めたいと思いますので、今後も良いア
イデアがあれば、随時御意見をお願いします。また、新しい申請等の様式については、
希望団体等へメールします。

会長

議事４、「第２次さぬき市男女共同参画プラン中間見直し予定(案)について」事務
局から説明をお願いします。

事務局

＜議事（４）説明＞

会長

さぬき市第２次男女共同参画プラン中間見直し予定表についてご意見がありまし
たらお願いします。

委員

平成１５年度のプラン策定時には、この一覧の記載以上に話し合いの機会を持って
議論してきました。その時と同様とまでは言いませんが、フリーで意見を出し合える
場を作り、声を出して話合いをしていかなければ、前には進んでいかないと思ってい
ます。思い切って生活の中の色々な事例を出し合って、議論しながら進めていきたい
と思います。また、毎日、新聞の切り抜きをしていますが、最近は、男女共同参画に
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関する具体的な分野の資料が毎日掲載されています。例えば、昇進を望まない女性や、
出産後に仕事をしたい女性が５０％を超える等の女性の働く意識が変わってきてい
る記事や、男性は育休を取っても復帰後の昇進が不安であるので、上司の理解や管理
職の意識改革についての記事、子育ての理想と現実についての掲載などをみると、社
会が変わってきていることを感じます。
会長

プランの見直しは出来る限り、皆さんの意見が反映されるようにしていきたいと思
います。
それでは、議事４、
「第２次さぬき市男女共同参画プラン中間見直し予定(案)につ
いて」の続きを事務局から説明をお願いします。

事務局

＜議事（４）のつづきを説明＞

委員

事務局

アンケートの見直しについて、参考資料はないですか。
他市等との比較はしていますか。
このアンケート作成時には、他市等を参考に作成しています。
基本的には、今回は中間見直しなので、前回のアンケートをできる限りそのまま使
用し比較をしたいと考えていますが、これだけは追加して質問したいことがあれば、
次回協議会までに考えておいてください。次回の協議会で、お諮りして決定します。

委員

アンケート対象者の中学生は、何年生ですか。

事務局

来年度の市内中学２年生全員を対象にしています。

委員

アンケートについては、中学生の回収率は高いと思いますが、市民の回収率が気に
なります。

委員

パブリックコメントの数も他市と比べて、さぬき市は格段に低いです。パブリック
コメントに参加することは、その後も、自分が答えたことがどうなったのかと思うこ
とにつながります。市民の意見をできるだけたくさんもらうことで、男女共同参画が
浸透していく手立てになると思います。いかにして市民に、興味関心を持ってもらい
パブリックコメントの数を増やしていくかという対策をお願いします。

委員

５年前と今では、スマホなど、世の中が随分変化していると思います。

委員

インターネットをうまく使うことを考えるのも、開かれた行政だと思います。まず
は、知ってもらうことが大事です。よろしくお願いします。

事務局

ご指摘の件、検討します。講演会やセミナー時を利用したＰＲ活動など、周知の方
法などを、今後も皆さんと模索し、具体的に考えていきたいです。

委員

前回の策定時には、中学生のワークショップを開催しました。先生と、中学生との
感覚の違いが大変興味深く、中学生は意識せずに、男女共同参画の視点で新しい意見
をどんどん発言できていて、中学生でこれだけのものが見えていることに感心しまし
た。そこで、アンケートの中で、「生徒会長は男子」という問いに、今そう思ってい
る生徒はいないと思います。たぶん、「なんで、こんなこと聞くの？」という感覚だ
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と思います。また、先生方の感覚も５年前とは変わっていると思います。その、結果
が楽しみです。３０年度には、ワークショップのような身近に感じられることを、実
施してほしいと思います。また、ワークショップが成功したのは、香川大学の先生の
お力が多大であったと思います。
事務局

今回の見直しでは、中学生のワークショップの実施は考えていませんが、必要にあ
わせて、来年度、再度協議したいと思います。また、今回の見直しにも、前回と同様
に、香川大学の先生に参加してもらう予定です。

会長

第４回の協議会までに、
「アンケート」の内容について、確認しておいてください。
その他に、議事４、「第２次さぬき市男女共同参画プラン中間見直し予定(案)につい
て」について、事務局から説明はありますか。

事務局

＜議事（４）のつづきを説明＞

会長

講座の開催やアドバイザーの設置について御意見がありましたらお願いします。

委員

アドバイザーは、どなたを予定していますか。依頼する先生には、これまでのさぬ
き市のプラン策定の経緯の説明をしてください。

事務局

わかりました。アドバイザーは、香川大学男女共同参画推進室コーディネーターの
村上弥生さんです。

会長

それでは、次に、議事５、「さぬき市男女共同参画出前講座の報告について」事務
局から説明をお願いします。

事務局

＜議事（５）を説明＞

会長

初めての出前講座について、御質問や御意見をお願いします。

委員

実施前には、必ず事前の打ち合わせを丁寧にしておく必要があると感じました。

事務局

わかりました。今後は、市民サポーターの皆さん同士での打合せを大切にします。

会長

それでは、議事６、
「ＤＶ防止啓発に係る取組について」事務局から説明をお願い
します。

事務局

＜議事（６）を説明＞
資料の送付までに間に合わなかった写真については、回覧していますので、ご覧く
ださい。

会長
委員

事務局の説明に対し、御質問や御意見をお願いします。
ＤＶ啓発キャンペーンは、津田町文化祭時や、大型スーパーの前などで、毎年、人
権擁護委員や市の職員などと街頭キャンペーンをしていました。今年の実施予定はど
うなっていますか。
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事務局

子育て支援課と共同での実施だと思います。現在のところ未定です。連絡がありま
したら、周知をさせていただきます。

会長

次に、議事７、その他「家事場のパパちからスクールの報告について」事務局から
説明をお願いします。

事務局

＜議事（７）その他資料７を説明＞

会長

報告について、御質問や御意見をお願いします。

委員

どのような方が、参加されましたか。

事務局

市内の全幼稚園と保育所を訪問して説明し依頼しましたので、幼稚園や保育所の保
護者が多く参加していました。中には、小、中学生の保護者も見られました。

会長

続きまして、資料８、「レディース・ファーマーズ・フォーラムの報告について」
事務局から説明をお願いします。

事務局

＜その他資料８を説明＞

会長

説明について、御質問や御意見がありましたらお願いします。

委員

特になし

会長

資料９、「
「男女共同参画社会」川柳・俳句作品募集について」、事務局から説明を
お願いします。

事務局

＜その他資料９を説明＞

会長

報告について、御質問や御意見をお願いします。

委員

学校や企業等にも募集してはどうですか。

委員

中学校では、既にカリキュラムが組まれているので、授業で行うことは難しく、個
別募集になると思います。

会長

それでは最後に、資料１０、「女性が輝く地域づくり講演会について」事務局から
説明をお願いします。

事務局

＜その他資料１０を説明＞

会長

皆さんの参加をよろしくお願いします。参加される方は、事務局までお知らせくだ
さい。
それでは、議題以外に、何かこの場でお話ししておくべきこと等がありましたら、
お願いします。

委員

特になし
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会長
事務局

それでは、
「次回の会議スケジュール」について、事務局からお願いします。
次回は、２月末から３月初旬を予定しています。随分先の予定ですが、皆さんのご
都合をこの場でお聞きしたいのですが、いかがでしょうか？

委員

３月は、学校では卒業式もあるので、２月末がいいと思います。

事務局

それでは、２月２８日の午後に予定したいと思いますがいかがですか。

委員

異議なし

事務局

ありがとうございます。では、次回の詳細については追って御案内しますので、よ
ろしくお願いします。

会長

（閉会挨拶）
＜ 閉 会 ＞
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