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令和３年度第１回伊達市男女共同参画審議会 会議録 

 

●概要 

日   時 令和３年７月２日 9：30～11：20 

場   所 伊達市役所 東棟４階 401 多目的会議室 

出 席 者 藤野会長、丹治委員、新井委員、小野委員、八島委員、遊佐委員、 

橘内委員、浦山委員、菊田委員、三浦委員、岡部アドバイザー 

伊 達 市 伊達市長 須田博行、未来政策部長 宍戸利洋 

事務局 協働まちづくり課（斎藤、三本杉、鈴木、佐戸井） 

会 議 事 項 １ 開会 

２ 委嘱状交付 

３ 市長あいさつ 

４ 各委員紹介 

５ 会長・副会長の選出 

６ 協議事項 

（１）伊達市男女共同参画プラン令和２年度実施状況について 

（２）男女共同参画に関する伊達市職員アンケート調査結果について 

（３）令和３年度男女共同参画に関する市民アンケートについて 

（４）その他 

７ その他 

８ 閉会 

 

●発言内容等 

１．開会 

司 会（協働まちづくり課長）： 開会 

 

２．委嘱状交付 

～市長より、各委員へ委嘱状を交付～ 

 

３．市長あいさつ 

市 長： 「伊達市男女共同参画審議会」を開催するにあたり、一言ごあいさつを申

し上げます。皆様方にはお忙しい中、伊達市男女共同参画審議会委員をお引

き受けいただき、誠にありがとうございます。また、委員の皆様方におかれ

ましては、日頃から様々な分野においてご尽力いただいておりますこと、厚

く御礼申し上げます。 

さて、本市では、平成 30 年度に策定した第２次伊達市男女共同参画プラ

ンにおいて６つの基本理念を掲げ、すべての人々が性別にとらわれず活躍で

きる環境を目指した取り組みを推進しております。 
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昨今、新型コロナウイルス感染症の拡大により社会が変化しつつある中で、

家庭で過ごす時間が増えたことでのＤＶの増加や、女性の貧困など、様々な

問題が注目されております。 

国ではこれらの問題を受け、昨年の 12 月に、第５次男女共同参画基本計

画が閣議決定され、さらなる男女共同参画の推進に向けて動き出していると

ころです。 

また、本市におきましても、よりいっそうの男女共同参画社会の実現に向

けた取組を進めるため、令和５年度に現行プランの改定を予定しております。

今年度は、市の現状を把握するために、市民を対象とした男女共同参画アン

ケートを予定しており、審議会の皆様の協力を得ながら、男女共同参画の推

進、プランの改定を進めて参りたいと存じますので、よろしくお願いいたし

ます。 

本審議会は、男女共同参画の取組に対し、広く意見を取り入れるため、伊

達市男女共同参画推進条例に基づき設置するものであります。これからの伊

達市の男女共同参画の推進のため、是非、活発に意見を交わしていただきた

いと思います。 

最後になりますが、皆様の益々のご健勝とご活躍を祈念申しあげ、簡単で

はありますが、あいさつといたします。 

本日は誠にありがとうございます。 

 

４．各委員紹介 

～各委員自己紹介・事務局紹介～ 

 

司 会： 今後、審議会の中で皆様と活発に意見を交わしていきたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

なお、市長はこの後別の公務があるため、ここでご退席いたします。 

～市長退席～ 

 

５．会長・副会長の選出 

 次のとおり決定 

   会 長：藤野 美都子 委員（福島県立医科大学教授） 

   副会長：菊田 保   委員（一般公募 指名） 

 

６．協議 

司 会： 次に協議事項に移りますが、伊達市男女共同参画審議会規則第３条第２項

により会議の議長は会長が務めることとなっておりますので、藤野会長よろ

しくお願いします。 
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会 長： それでは暫時の間、議長を務めさせていただきます。 

まず「（１）伊達市男女共同参画プラン令和２年度実施状況について」の説 

明をお願いします。 

 

事務局： ～配布資料の確認、資料１を用いて説明～ 

 

会 長： ありがとうございました。これについて委員の皆さんから何かご意見・ご

質問はございますか？ 

 

遊佐委員： 暴力根絶の啓発に記載されている「DV 相談＋（プラス）」はどこが対応

しているのですか。 

 

事務局： 内閣府が行っている事業になります。最寄りの配偶者暴力支援センターに

つながる「DV 相談ナビ」と併せて行われています。 

 

遊佐委員： 伊達市でやっているわけではないのですか。 

 

事務局： 現在伊達市では、市の HP に同内容を掲載し、相談があった際に県等の支援

機関につないでいます。 

 

小野委員： 防災会議はどのような位置づけですか。 

      ７月になり、自然災害が増えると防災会議もそれに伴い開催する機会が

あると思いますが、伊達市の防災会議は女性の方がいないと新聞で見たこ

とがあります。それに対する働きかけは可能ですか。 

 

事務局： 今年の防災会議は７月５日に開催予定となっております。市の防災の全般

論について、市の部長や消防や国や県等に参加してもらい審議を行っていま

す。昨年度は組織の代表という位置づけで招集したため、女性がいませんで

した。今年度については一部委員の入れ替えをしています。防災会議を含め、

協働まちづくり課から全部署に、女性委員を増やすよう文書通達を行ってお

ります。 

 

小野委員： 避難所は男女関係なく利用しますが、女性への配慮が欠けているとニュ

ースで聞くため、どのようになっているか聞きたいと思っていました。 

      各団体から１、２名出席する形ですか。 

 

事務局： 消防や警察、県北建設事務所等の行政組織や地域の代表者に入ってもらい、

市の全体の防災計画を決めています。市民生活部が会議を主催しております。 
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会 長： 先ほどの DV相談＋と防災会議のメンバーについて、後ほど委員の皆さんに

情報をお願いします。 

 

事務局： 議事録を送付する際に併せてお送りします。 

 

三浦委員： １月 30 日に開催された講演会について、とても良い内容でしたが、コロ

ナ禍ということもあり、参加者が少なかったようです。中学生等の子ども

にも聞かせたい内容なので、講演した後も広めていく工夫づくりが必要だ

と感じました。 

      また、女性委員の登用が目標値の 30％に遠く感じます。審議会は団体の

長が出る傾向があると思いますが、できれば長に限らず副の方に委員にな

っていただいたり、女性の割合を増やしていくことが大切だと思います。 

 

会 長： 充て職ばかりだと男性が多くなってしまいますが、女性の比率を上げるた

め工夫できそうな審議会はありますか。法律や条例で決まっているとなかな

か変えられないと思うので、そうでない審議会から変えていき、それでも改

善されない場合は条例を改正したり、市に働きかける必要があると思います。 

 

事務局： 審議会等の委員は、団体に対して委員の選出を要請しており、できれば女

性の委員を積極的に出してもらうようお願いしている会が増えてきていま

す。条例で団体の長を委員とするという決め方をしている審議会は少ないと

思いますので、呼びかけ次第で女性委員の枠は増やせるかと思われます。 

 

会 長： 第一希望として女性委員の選出をお願いしても良いかもしれません。 

 

八島委員： 婦人会の現状として、弱小化している中で充て職が多く、負担が大きく

なっています。一般公募や関心がある方を委員としたり、枠を広げたほう

が良いと感じます。 

 

事務局： 男女共同参画推進庁内委員会において、婦人会長への負担が多くなってい

るため、会議の目的にあった団体に依頼したり、一般公募を増やす等工夫し

てほしいと話をしていますが、女性団体＝婦人会というイメージが強いのが

現状です。 

 

八島委員： 婦人会の規模も小さくなっているため、何か良い案があればと思います。 

 

事務局： 引き続き庁内には呼びかけを行っていきます。 
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新井委員： １月 30 日の講演会に参加したかったのですが、コロナの影響もあり行く

ことができませんでした。夫婦どちらも仕事をしていると、平日は仕事、

夕方から家事や子どもの面倒を見て就寝、土日は子どもの習い事等の送迎

があり忙しく、時間の確保が難しいです。子育て世代が男女共同について

家庭でも実施していかなくてはいけないと日頃から感じています。学校の

保護者会等、人が集まる機会を活用して実施していくという手もあると思

います。 

      また、「女性の働きやすい雇用環境についての企業向けセミナー」につい

て、参加した企業が、このセミナーを受けてどのように良い方向に変わっ

たか共有する機会があれば、こんな良い効果があったのか、と理解しても

らえ、もっとセミナーに興味をもっていただけると思います。 

 

会 長： １月 30 日の講演会は非常に良い内容だったということなので、講師の先生

の了解を得て内容を市民に還元したり、何らかの形で次に広げられると良い

と思います。 

     職場等でも男女共同参画研修というと参加者が少ないため、管理職研修や

初任者研修と併せて行うことが一般的になっています。可能であれば、人が

集まる機会に開催できると多くの人に聞いてもらえるかもしれません。 

 

浦山委員： PTA 活動の現状は、かなり制限がかかっており、家庭教育講座も中止と

なっています。今は中学生が１人１台タブレットを持っている学校もある

ので、リモートで講座を開催する等、協力要請がありましたら検討したい

と思います。 

 

会 長： 最近はオンラインでの研修等が増えてきており、実際に参加するのとは異

なりますが、拘束時間が短かったり、感染症を気にせず参加できたり等良い

面もあります。できるだけ参加者の拘束が少ないやり方を検討いただけると

良いと思います。 

 

菊田委員： 講演会をやって終わりではなく、見える化を図っていただきたい。家事

は夫婦だけではなく、子どもや祖父母、家族みんなでやるものなので、中

学生にも聞いてもらいたいと思います。中学生もチラシを見てもらい、興

味がある子には参加してもらう等は可能だと思います。 

 

会 長： ありがとうございました。まだご意見ある方がいらっしゃるかもしれませ

んが、後ほど改めてご意見を伺いたいと思います。 

それでは「（２）男女共同参画に関する伊達市職員アンケート調査結果に

ついて」の説明をお願いします。 
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事務局： ～資料２－１、２－２を用いて説明～ 

 

会 長： ありがとうございました。 

ただいまのご説明に関して、委員の皆様から何かご意見、ご質問がござい

ましたらお願いします。 

 

遊佐委員： 職員対象にしては回答率が少ないと感じます。 

 

事務局： 設問数が多かったため、回答する時間がない方が多かったのかもしれませ

ん。 

 

会 長： 簡単に答えていただくためには、３回くらいに分けて Google フォーム等で

回答できるようにし、小出しにすると良いかもしれません。次回実施する際

はやり方を工夫すると良いと思います。 

 

三浦委員： 回答者が 169 人のうちの男女の割合を記載していますが、全男性職員が

何人いて何人が回答したか、全女性職員が何人いて何人が回答したかが分

かると良いと思います。 

 

事務局： 議事録を送付するときと併せてお知らせします。 

 

事務局： 最近の採用は女性の方が多い年度も増えてきておりますので、女性の方が

回答率は少ない可能性があります。 

 

三浦委員： 女性の回答率が低いのが見えてくると、どう考えているのか啓発には必

要になってきます。 

 

新井委員： Q15 の設問は、市役所の中でのことですか。市政全体のことですか。 

 

事務局： 市政全体に対する各課の取り組みのことになります。 

 

新井委員： 不十分、やや不十分のところを是正していただきたいと思います。 

 

事務局： 今回のアンケートは男女共同参画推進庁内会議で報告し、その後職員に対

し共有しております。 
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会 長： 次のプランの改定時に今回のアンケートの結果で不十分だったところを活

かせると良いと思います。アンケートの結果が活かされるという積み重ねも

必要だと思います。 

 

会 長： それでは「（３）令和３年度男女共同参画に関する市民アンケートについて」

の説明をお願いします。 

 

事務局： ～資料３－１、３－２を用いて説明～ 

 

会 長： ありがとうございました。これについて委員の皆さんから何かご意見・ご

質問はございますか。 

 

会 長： この市民アンケートは完成版ですか。 

 

事務局： まだ案の段階なので、皆さんの意見をいただき修正する予定です。 

 

会 長： いつまでなら対応可能ですか。 

 

事務局： 今月中にアンケートが固まれば対応可能です。 

 

会 長： 皆さん今日ご覧になったばかりなので、一度お持ち帰りいただきご意見が

あれば事務局にお寄せいただくということでよろしいでしょうか。 

 

事務局： 議事録送付時に返信用封筒と意見書を同封しますので、ご意見いただきた

いと思います。 

 

八島委員： 年収についての設問を今回のアンケートでは削除していますが、大事な

キーポイントだと思います。年収が少ないといろんな問題が発生すると思

うので、分析が必要かと思います。 

 

事務局： 今回年収の項目を削除したのは、職業の設問の回答によって代えられると

考え削除していました。年収の項目の追加を検討します。 

 

会 長： このアンケートでは、本人の職業のみを聞く形になっていますが、本人が

非正規でも家族がフルタイムで働いていれば生活に困らない可能性があり、

職業だけでは所得による違いは炙り出せないかもしれません。世帯年収を大

まかに聞くのであれば回答者も答えやすいかもしれません。年収の設問が必

要かどうかも含め、もう一度ご検討ください。 
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三浦委員： セクシュアル・ハラスメントの項目で、自分が受けたセクハラの内容に

ついて、「性的な経験についてしつこく尋ねられた」とありますが、「求め

られた」ということもあるかと思います。以前他のアンケートでもそうい

った回答がいくつかありました。「その他」に書いてもらっても良いかもし

れませんが、その選択肢も検討いただきたいと思います。 

      また、コロナによる影響により収入が減ったことで、生理用品が買えな

い女性が話題になっています。私も男女共生センターに生理用品を届ける

取り組みをしているのですが、生理用品の提供を希望するかどうか、どこ

なら受け取りやすいか、等の設問についても追加を検討いただきたいと思

います。 

 

事務局： 検討させていただきます。 

 

会 長： 先ほど申し上げたように、今日ご覧になったばかりなので、他にご意見が

ありましたら後日お寄せいただきたいと思います。 

     本日、アドバイザーとしていらした岡部さんから全体をとおしてご意見あ

りましたらお願いいたします。 

 

岡部アドバイザー： 

  ３つほどお話させていただきます。 

防災会議の女性比率、審議会での女性比率を上げるにはどうすれば良いかという

話があったかと思います。防災会議については、規定により機関の長が委員となっ

ている市町村が全国的にありますが、東日本大震災で、女性の意見が反映されず、

大きな反省点となりました。その反省から規定を変えたり、規定は活かしながら女

性委員を増やすよう工夫している自治体があります。例えば、会議の長が任命して

女性に入ってもらうような道筋を立てた市町村があります。伊達市の場合は充て職

ではなく団体からの推薦をもらう形ですので、バランスを見ながら、団体に女性委

員の推薦をお願いするのも良いと思います。 

  審議会については、毎年女性が少ない審議会が同じなのであれば、担当課で女性

の人材リストを予め作成しておき、日頃から関わる方の中で委員をお願いしたい女

性の方を意識的に覚えておくと良いと思います。力がある女性がいるということを

認識しながら頭日々の業務を行っていただけると良いと思います。 

  また、男女共生センターでは生理の貧困に関して皆様から生理用品の寄付を頂戴

しています。二本松のセンターと、同じ財団の福島県青少年会館で生理用品を希望

する方に差し上げており、また、女子トイレにも小分けにした生理用品を置いてお

き、自由に使っていただけるようになっています。ただ、それを受け取りに来るこ

と自体抵抗がある方もいますので、６月 23 日から始めましたが、取りにいらっし

ゃった方は２人でした。青少年会館もおそらく同じくらいです。生理用品を配る際
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にアンケートも一緒に入れておき、１件「このような取り組みは有難い。できれば

続けてほしい」とご回答をいただきました。やはり相談しづらい案件ではあります

が、困っている方も確実にいて、そういった方にどうやって支援をしていくかがポ

イントになっています。本来県が国の助成事業を活用して、８月から本格的にこの

事業を始める予定でしたが、期間が空くため、皆様から寄付をいただいたものをセ

ンターがお配りすることを先に始めました。寄付を多くいただけた場合は県内の関

係各所にもお配りしたいと思います。今後県と協力しながら、効果的なものとして

実施していきたいと思います。 

 

会 長： ありがとうございます。他の皆様も、全体を通してご意見等ありましたら

お願いいたします。 

 

丹治委員： 令和元年度の男女共同参画審議会の際に、職員の方が付けていたパープ

ルリボンバッジを委員にもいただけないかとお願いしたところ、後日委員

全員にパープルリボンとオレンジリボンのＷリボンバッジを提供いただき

ました。当時、私が所属している団体でバッジの話をしたところ、自分も

欲しいという方もいました。 

また、令和元年度に、市長と女性職員が伊達市の女性が転出してしまう

理由をテーマに座談会を行ったという話を聞き、どういった話があったの

かをお聞きしたいと思っておりました。原因は伊達市の政策か、企業の在

り方か、住みにくさなのか。女性が転出する理由は、本審議会としても重

要な事項だと思いますので、教えていただきたいと思います。 

 

事務局： 座談会では、伊達市は子育てに力を入れており、屋内子ども遊び場は市外

の方も来るくらい人気なのですが、そこをうまく発信できていないという意

見がありました。 

また、若い人たちが遊ぶ場所がなく、都会に憧れを持つ若者は出ていって

しまう、働く場所も少なく、大きいところで働きたい人は、市役所や銀行等

しか選択肢がない、銀行で働く人も異動があると市外にいってしまう。交通

手段としても、駅が遠く、駅に近いところに住もうとすると福島市に行って

しまう、等が主な意見としてありました。 

 

丹治委員： 市内で屋内こども遊び場がいくつかありますが、小学校高学年以上の子

ども達の遊び場がないという話を耳にします。そういったことも一つの課

題かと思います。 
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橘内委員： 伊達市は小さい子が遊ぶ場所は多くありますが、映画館がなく本屋も少

なく、小学校高学年以上の集まれる場所があった方が転出しにくい市にな

っていくのではないかと感じました。 

 

岡部アドバイザー： 

  伊達市の男女共同参画審議会の発言や取り組みは、他の市町村の参考になります。 

その具体例ですが、昨年度の市政だより 11 月号に男女共同参画特集ページを掲載

したことについて、他の市町村広報でここまで特集を組むところはほぼなくなっ

てきています。男女共同参画社会基本法ができた頃は多かったのですが、約 20

年経った今、改めて皆さんに考えてほしいということで良い取り組みだと思いも

ます。 

  また、月舘学園で、女子制服がスカートとスラックスを選べるということは、セ

クシュアルマイノリティの理解として大きな取り組みです。制服があることで学校

に行きにくくなってしまう人もいるので、こういったことが当たり前になってほし

いと思います。 

 審議会での皆さんの発言も、市を良くしたいという気持ちがとても伝わってくる

ので、私も他の市町村の審議会に出席する際に、皆さんの意見を共有させていただ

いて県全体の男女共同参画を進めていきたいと思います。 

 

浦山委員： 男女共同参画について、町内会へ呼びかけは行っていますか。 

 

事務局： 地域自治組織に対しては、女性の役員登用等の呼びかけを行っていますが、

町内会レベルでは現状行っておりません。 

 

浦山委員： 町内会では、昔からのローカルルールが残っており、若い人が良い意見

を言っても潰れてしまうことがあります。良い伝統を残しながら、町内会

を改革していかないと市全体が変わっていかないと思います。各町内会は

保守的なところが多いため、そこに訴えかけていくのも一つの手だと思い

ます。 

 

会 長： 町内会長の集まりに何らかの形で参加できると良いですね。 

 

菊田委員： 町内会の班長の名前が、実際に活動している女性ではなく、男性の名前

であがってくることが多くあります。第２次プランにもあるように、男女

が共に責任を持つことが必要だと思います。町内会の役員会で話をしたと

ころ、「女性の名前ではどこの家が班長か分からないため、世帯主の名前で

良い」という意見がありました。そういった考え方を変えていかないと進

まないと思います。 
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会 長： ありがとうございます。 

     それでは「（４）その他」について、事務局より何かありましたらお願いし

ます。 

 

事務局： ～資料４を用いて説明～ 

     先ほどご意見をいただいた、前年度の１月 30 日に行った講演会について中

学生を対象に行うことは、後日教育委員会に相談させていただきます。 

     協働まちづくり課としては、女性の参画推進をテーマに市民と企業を対象

に講演会を行いたいと考えております。他に皆さんからご意見ありましたら

お願いいたします。 

 

会 長： 企業を対象とする際に、参加者が管理職だけではなく、20 代、30代の女性

社員と一緒に参加いただく等、出席の仕方を工夫するのも良いと思います。 

    企業の枠を超えた方が若い人も意見を言いやすいと思います。 

 

事務局： 今回講演会のお知らせを企業に直接チラシを持っていこうと考えているた 

め、その際にお話ししたいと思います。 

 

三浦委員： 子育て世代の集まりやすい時間帯はいつか、平日の仕事をしている時間

は若い人が来られないということもあり、時間を考慮していただきたいと

思います。 

 

事務局： 今回、企業の方に特に参加いただきたいと考えているため、業務時間中の

方が研修として出席してもらいやすいかもしれないと考えておりました。検

討させていただきます。 

 

会 長： 他に皆様から何かご意見ございませんか。 

～意見・質問なし～ 

 

会 長： それでは、本日予定されておりました議事が全て終了いたしましたので、

進行を事務局にお戻しいたします。 

 

司 会： 藤野会長、ありがとうございました。 

     次にその他といたしまして、事務局より事務連絡させていただきます。 

 

事務局：・審議会の報酬について７月中の振込予定 

・振込口座の確認 
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７．閉会 

司 会： 皆様、本日はありがとうございました。次回の審議会は令和４年１月頃を

予定しております。詳しい日時については、改めて通知させていただきます。 

以上で、令和３年度第１回伊達市男女共同参画審議会を終わります。お疲

れ様でした。 


