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議事の経過及び発言要旨
発言者

事務局

意見概要
＜ 開 会 ＞（14：00）

本日は、御多忙の中、御出席いただきありがとうございます。
ただ今から平成３０年度第１回さぬき市男女共同参画推進協議会を開会します。
はじめに、委員の皆様に委嘱状を交付します。
委員の名前をお呼びしますので、その場で御起立ください。

市長

＜委嘱状交付＞
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事務局

開会に当たり、さぬき市長

大山茂樹からごあいさつを申し上げます。

市長

＜市長あいさつ＞

事務局

ありがとうございました。
申し遅れましたが、私は、この会議を所管する男女共同参画・国際交流推進室長の
酒井です。会長が選出されるまでの間、会議の進行を務めさせていただきますので、
よろしくお願いします。
つづいて、会議の公開についてです。
さぬき市では、「附属機関等の委員の構成及び会議の公開に関する指針」に基づき、
会議は「原則公開」となっています。委員の皆様には、この会議を「原則公開」する
ことで承認いただいてよろしいですか。

委員

＜委員承認＞

事務局

承認ありがとうございます。
本日は、協議会の傍聴要領に従い 13 時 30 分から受付しています。いまのところ傍聴
の希望はありませんが、会議途中で傍聴希望があった場合には、随時許可することと
します。
議事に入る前に、本日が初顔合わせの方もいらっしゃると思いますので、簡単に委員
と事務局を紹介したいと思います。
まず、委員の皆様の紹介です。お手元の委員名簿の順番に従い、お名前や所属、委員
としての活動への思いなどを一言ずつお願いします。

委員

＜委員紹介＞

事務局

つづいて、事務局を紹介します。

事務局

＜事務局紹介＞

事務局

次に、会長と副会長を選出したいと思います。
本協議会の会長と副会長は、委員の互選により定めるとなっていますので、どなたか
御発言をお願いします。

委員

＜会長・副会長選出＞

事務局

会長に村上委員、副会長に筒井委員という発言がありましたが、よろしいですか。
よろしければ、拍手をもって承認をお願いします。

委員

＜選出承認＞

事務局

承認ありがとうございます。
それでは、会長は村上委員、副会長は筒井委員にお願いします。
会長と副会長には座席を移動していただきますので、一時休憩します。
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事務局

なお、大山市長は次の予定がありますので、ここで退席させていただきます。
＜

休 憩 ＞

事務局

会議を再開します。
会長と副会長から一言あいさつをお願いします。

会長・副会長

＜会長・副会長あいさつ＞

事務局

ありがとうございました。
それでは、議事に入ります。
会議の進行につきましては、さぬき市男女共同参画推進協議会規則に基づき、村上
会長にお願いします。

会長

よろしくお願いします。
はじめに、本日の会議についてですが、終了予定時間を１６時としたいと思いますの
で、ご協力よろしくお願いします。
なお、本日は、第２次さぬき市男女共同参画プラン（後期計画）の策定支援を担当
する「株式会社ぎょうせい」の家久さんと山内さんに出席を求めています。
では、議事（１）
「平成３０年度事業概要について」
、事務局から説明をお願いします。

事務局

・資料１に基づき、次のとおり説明した。
①男女共同参画推進協議会
今年度は、第２次さぬき市男女共同参画プラン（後期計画）を策定するため、
年６回程度開催する。
②男女共同参画推進市民サポーター会議
男女共同参画の取組に協力していただく市民サポーター制度を設け、現在１５名
に登録いただいている。
③第２次さぬき市男女共同参画プラン（後期計画）の策定
現在の男女共同参画プランは、策定から５年が経過し、見直しの時期を迎えて
いる。見直しを行う策定委員会の役目を果たすのが、本協議会の役割となる。
④男女共同参画進捗状況調査
男女共同参画プランで設定した「さぬき市の目標」の達成具合を確認するため、
毎年、担当部署で進捗状況を確認する調査を行っている。今年度の調査結果は、
後期計画を作る際の基準値となるため、結果がまとまり次第、会議でも報告する。
⑤男女共同参画推進事業（市民企画事業）
４月に募集選考を行い、５団体に助成することが決定した。
詳細は、議事（３）で説明する。
⑥講演会
昨年度に引き続き、
「人権推進課との共催による企業向け研修会」を予定する
ほか、新たに「生涯学習課との共催による高齢者学級講演会」の開催が決定した。
⑦男女共同参画セミナー、男女共同参画出前講座
議事（４）
（５）で説明する。
⑧男女共同参画パネル展
議事（４）で説明する。
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事務局

⑨児童虐待・ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）防止啓発キャンペーン
若い世代からの虐待やＤＶ防止の取組として、健康福祉部子育て支援課と連携
して事業を実施する。今年度は、志度中学校での啓発講話、県立志度高校での
デートＤＶ防止講演会、市内商業施設での街頭啓発キャンペーンなどを予定して
いる。
・関係各課との連携を図るなど、実効性の高い取組を目指す。
市広報紙やホームページなどを活用した啓発活動を積極的に実施したいので、委員
でお気づきの点があれば意見をお願いしたい。

会長

今年度の事業内容について、質問や提案がありましたらお願いします。

委員

男女共同参画進捗状況調査とは、どういった調査なのか。

事務局

第２次さぬき市男女共同参画プランに記載した取組の進捗状況について、年度ごとに
担当部署で点検しているものである。
具体的な取組状況と数値目標の両面から進捗状況を報告してもらい、調査結果は市の
ホームページで公開している。委員には、調査結果の是非を議論していただきたい。

委員

議論を通じて、目標数値を下方修正することもあり得るのか。

事務局

下方修正する場合があるかもしれませんが、まずは内容や数値を踏まえて十分に議論
していただきたい。

会長

かなり先までのスケジュールなので変更は生じると思いますが、事業の概要について
異議はありませんか。

委員

＜異議なし＞

会長

ありがとうございます。事務局は、委員と情報を共有しながら取組を進めてください。
次の議事に移ります。議事（２）「第２次さぬき市男女共同参画プラン（後期計画）
について」
、事務局から説明をお願いします。

事務局

・資料２に基づき、次のとおり説明した。
○今回の見直しは、１０年にわたる計画の「中間見直し」を目的とするものだが、
社会情勢の変化に伴い、女性活躍の推進など新たな視点を盛り込むことが必要と
なるなど大がかりな修正が想定されることから、豊富な経験を有する専門事業者
へ策定支援を求めることとした。
○策定方針については資料説明のとおり。
○今後の策定作業を考慮し、次の３点について委員に承認いただきたい。
①後期計画の策定に当たっては、現在の男女共同参画プランの骨格である「基本
理念」や「３つの基本目標」は、継続・維持する。一方、分野別の取組である
「９つの基本方針」や「２８の主要課題」については、必要に応じて見直し・
修正を加えることで、社会情勢の変化に対応した計画を目指す。
②後期計画に盛り込む施策検討の参考とするため、事業者からの提案に基づき、
委員や関係団体等を対象に「意見聴取（ヒアリングシート方式）
」を実施する。
③「次世代を担う若者の意見」を計画に反映させるため、前回策定に引き続き、
市内中学校の代表生徒による「中学生ワークショップ」を開催する。なお、
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事務局

ワークショップのテーマは、昨年度実施した意識調査（中学生アンケート）の
設問や社会情勢を踏まえ、
「望ましい女性の働き方」を予定している。

会長

男女共同参画プラン全体、事務局から提案のあった施策体系の策定方針について、
質問などがありましたらお願いします。

委員

＜質問なし＞

会長

プラン全体に対する質問はないようですので、事務局から承認を求められた提案に
ついて協議します。
１つ目、後期計画の骨格について、
「基本理念」や「３つの基本目標」は継続しつつ、
分野別取組である「９つの基本方針」や「２８の主要課題」について、必要に応じて
見直し・修正を加えることで、社会情勢の変化に対応するという提案について、承認
することで異議ありませんか。

委員

＜異議なし＞

会長

ありがとうございます。
２つ目、後期計画に盛り込む施策検討の参考とするため、委員や関係団体等を対象に
ヒアリングシート方式の意見聴取を実施することについて、質問などはありますか。

委員

意見聴取シートの内容について、意見することはできるか。

事務局

６月初旬には調査を実施したいので、５月中に意見をお願いしたい。
今回の調査は、課題を集める手法として適切だと考えられる。
次回会議までに調査 結果をまとめるので、議論に生かしていただきたい。

委員

昨年度の意識調査（市民アンケート）に追加して意見聴取を実施する目的は。
また、どのような団体を調査対象として想定しているのか。

事務局

市内には、熱心に男女共同参画の取組を行う団体等があるが、意見を聴取する機会は
ほとんどなかった。現状と課題を分析する中で、課題解決のヒントやキーワードが
あれば活用したいと考えている。
また、調査対象に委員も含めることで、各委員が感じている課題を具体化・明確化
するためのツールとしても期待できる。実効性のある後期計画を策定するためにも、
事業者の提案を受け入れたい。
なお、調査対象は、直近５年間に男女共同参画推進活動事業（市民企画事業）へ協力
いただいた団体等を想定している。

委員

団体名を伏せて調査することで、意見に偏りが出ないか不安だ。
公表する必要はないが、属性を把握するためにも団体名を記入してもらいたい。

事務局

記入してもらう予定である。団体名を公表するかどうかは今後検討したい。

委員

調査の有効性を高めるためには、男女共同参画の理念を理解している団体に調査を
行うことが求められる。調査対象の選定には、十分考慮してもらいたい。
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事務局

選定作業の参考とする。

委員

男女共同参画の取組を行う団体の中でも、知識や活動に温度差があって当然だ。
活動に対する団体の意識を掴むことは、計画策定に向けた議論を活性化することにも
つながるので、ぜひ実施してもらいたい。

事務局

各団体の意見や新たな課題などを一覧表に整理分類し、次回の会議で示したい。

会長

２つ目、委員や関係団体等を対象にしたヒアリングシート方式の意見聴取を実施する
という提案について、承認することで異議ありませんか。

委員

＜異議なし＞

会長

ありがとうございます。
３つ目、
「中学生ワークショップ」を開催することについて、質問などはありますか。

委員

望ましい女性の働き方をテーマに選定した理由は。

事務局

昨年度実施した意識調査では、ワーク・ライフ・バランスに関する設問を設け、意識
啓発を兼ねた投げかけを行った背景がある。委託事業者とも協議し、後期計画から
新たに盛り込むことを予定している「女性活躍の視点」につながるテーマを選定する
ことが適切だと判断した。

委員

参加者が中学生であれば、特定の課題に対して賛成・反対の立場に分かれて討議を
行い、意見を発表しあう「ディベート方式」でワークショップを進めてもよいのでは。

事務局

ワークショップの進行は、専門的知見を有する村上会長にお願いすることを予定して
いるので、参考とさせていただく。
なお、生徒や学校の負担を考慮すると、できるだけ早くワークショップの実施計画を
まとめる必要がある。近日中には村上会長と進行方法を協議したいので、個別の意見
や協議参加の希望がある場合は事務局まで申出ていただきたい。

会長

３つ目、「中学生ワークショップ」を開催するという提案について、承認することで
異議ありませんか。

委員

＜異議なし＞

会長

ありがとうございます。
事務局は、皆さんの意見を参考に事務を進めてください。
次の議事に移ります。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

・資料３に基づき、次のとおり説明した。
○男女共同参画推進活動事業（市民企画事業）は、市内で活動する団体などが自ら
企画・運営を行う取組に対して市が助成することで、男女共同参画社会の形成の
推進を図るものである。
○ヒアリングに基づく選考を行い、資料のとおり５団体への助成実施が決定した。
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事務局

○助成団体が適正な事業執行を行えるよう、事務局でも支援する。

会長

質疑があれば、お願いします。

委員

＜質疑なし＞

会長

事務局は、適正な事務執行に努めてください。
次の議事に移ります。議題（４）
「男女共同参画週間事業について」、事務局から説明
をお願いします。

事務局

・資料４に基づき、次のとおり説明した。
○さぬき市では、６月２３日から２９日までの「男女共同参画週間」にあわせ、
毎年セミナーとパネル展を行っている。
○「男女共同参画週間セミナー」は、６月２３日土曜日の午前１０時から開催する。
今年度は、男女共同参画プランの柱の一つでもある「子育て支援」を後押しする
ため、子育て支援課と連携し、母子手帳や子どもの成長記録などの機能を備えた
「子育て支援アプリ」のおひろめ会を行うほか、子育て支援施策に関する情報
提供を行う。このほか、男女共同参画推進活動事業（市民企画事業）に取組んだ
５団体による実施報告や「男女共同参画社会」をテーマに募集した作品の表彰式
などを予定している。
○乳幼児相談で案内チラシを配布するなど広報を行っているが、知り合いなどにも
参加を呼びかけてもらいたい。
○「男女共同参画週間パネル展」は、６月２３日から２９日にかけて、市役所１階
市民ホールで開催する。
○小・中学生のポスターや書をはじめ、一般から公募した川柳・俳句作品、男女
共同参画推進活動事業（市民企画事業）の実施報告、男女共同参画啓発クイズの
ほか、ＬＧＢＴ（性的少数者）への理解を促す虹色（レインボーカラー）の作品
展示などを予定している。
○展示物の準備や会場設営・撤去作業、パネル展の受付当番などは、男女共同参画
推進市民サポーターが中心になって協力いただいているが、市民の男女共同参画
に対する意識を認識できる貴重な機会といえる。協力希望調査票を添付している
ので、委員にも可能な範囲で参画していただきたい。

会長

質疑があれば、お願いします。

委員

男女共同参画週間セミナーでは「子育て支援アプリ」を操作体験できるのか。

事務局

セミナー当日までにアプリが公開され、誰でもスマートフォンやタブレット端末に
ダウンロードして利用できるようになる予定である。セミナーではアプリの機能紹介
や操作説明などを行うので、子育て世代だけでなく、祖父母などを含めた家族みんな
で参加してもらいたい。

委員

子育て世代も楽しめるセミナーだと感じる。勤務する職場に案内チラシを掲示する
など協力したい。

事務局

ぜひ周知への協力をお願いする。
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会長

次の議事に移ります。議事（５）「その他」について、説明をお願いします。

事務局

・資料５に基づき、次のとおり説明した。
①男女共同参画セミナー
さぬき市子ども会育成連絡協議会「さぬきっ子ふぇすてぃばる」と連携した事業
「おもしろ 世界一周スタンプラリー」を７月１５日に開催する。
事業では、外国人講師と英語を使って交流する体験を通して国籍や文化の違いを
理解してもらい、男女共同参画推進に欠かせない「相互理解」の大切さを伝える。
②男女共同参画出前講座
男女共同参画推進市民サポーターが講師となり、地域での男女共同参画の取組を
広げる活動である。
昨年度は、市内スポーツ少年団で「男女共同参画をテーマにしたカルタ遊び」と
独自資料を活用した子ども向け学習会を開催した。
今年度は、１０月２２日に生涯学習課の家庭教育事業「気ままに来いまい！
気ままガーデン」と連携した取組を予定している。
出前講座の受講希望は随時募集しているので、お声かけに協力いただきたい。
③男女共同参画推進市民サポーター募集
平成３０年４月現在、１５名が登録して活動している。
メンバーは随時募集しているので、ぜひお声かけに協力いただきたい。
④事務連絡
男女共同参画に関する全国規模の大会「日本女性会議」の案内チラシ、香川県
「かがわ女性の輝き応援団」ホームページ、県内市町の事業予定紹介ほか
市広報紙やホームページなどでの情報発信にも努めていく。

会長

質疑があれば、お願いします。

委員

先般、市広報や発出文書の中に、「父親・母親の役割」などの表現が見受けられた。
ひとり親家庭が増加している現状を踏まえると、こうした表現は市や職員が固定的
性別役割分担意識を助長していると受け取られかねない。こうした配慮ができる社会
こそが「男女共同参画社会」だと思うので、職員一人ひとりがしっかりと意識して
取組んでほしい。

事務局

貴重な意見として、今後の啓発などに反映させたい。

会長

以上で、議事は終了しました。
最後に、
「次回会議予定について」、事務局からお願いします。

委員

＜日程調整＞

事務局

・次回会議は、７月９日（月）１４時から開催する。
・議事予定は、次のとおりとする。
①後期計画策定に向けた委員意見交換（グループミーティング）
⇒委員・関係団体等へ実施した「意見聴取（ヒアリングシート方式）
」の結果を
基に、後期計画策定に向けた課題などについて討議する。
②「中学生ワークショップ」について
⇒事業概要などを説明する
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会長

第２回会議は、７月９日（月）１４時から開催することで異議ありませんか。

委員

＜異議なし＞

会長

ありがとうございます。
それでは、あらためて事務局から案内しますので出席をお願いします。
その他、委員から意見などはありますか。

委員

＜意見なし＞

総務部長

＜総務部長あいさつ＞

会長

活発な議論ありがとうございました。
平成３０年度第１回さぬき市男女共同参画推進協議会を閉会します。
お疲れ様でした。
＜ 閉 会 ＞（16：05）
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