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令和３年度第２回いわき市男女共同参画審議会報告書 

 

 本会議については、令和３年８月 25日の開催を予定していましたが、「いわき市感染

拡大防止一斉行動」が延長されたことに伴い、参集しての開催を避け、第１回審議会同

様、書面による開催とすることとしました。 

 書面による開催は、令和３年８月 25日から９月 10日までの間、委員に議事資料を送

付するとともに、書面表決を求めることにより行いました。 

 その結果、次のとおり議決されましたので報告します。 

 

 

１ 委員総数 12人 

２ 書面表決委員数 12人（委員の過半数の表決により会議は成立しました） 

３ 議事経過及び結果（表決した委員の過半数で決します） 

議事 

番号 
議 事 名 結果 賛成 反対 無効 

⑴ 
第１回いわき市男女共同参画審議会 

の審議結果について 
可決 12人 ０人 ０人 

⑵ 
第四次いわき市男女共同参画プラン 

について 
可決 11人 １人 ０人 

 

  また、次のとおり、意見の提出がありました。 

議事⑴ 第１回いわき市男女共同参画審議会の審議結果について 

資料１ 令和３年度第１回いわき市男女共同参画審議会報告書 

委員からの意見 事務局の回答 

【意見１－①】 

①の家庭におけるネット環境の整備（委員から

の意見）については、喫緊の課題だと思います。

学校では、コロナ感染防止をしながら教育活動を

展開していますが、今後はリモートでの学習を視

野に入れているところです。国の施設のＧＩＧＡ

スクールにより、タブレットの準備はできました

が、（市教委は今のところ通常時の家庭への持ち

帰りは想定していない）各家庭のネット環境の整

備が十分でないと、リモート学習に支障が生じま

す。 

 

 

●ネット環境の整備については、

特に災害等の情報伝達の観点から

も重要であり、生活困窮世帯のみ

ならず、高齢者世帯などの情報弱

者への支援も含め、市全体の課題

として考えていかなければならな

いと考えています。 
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【意見１－②】 

「生理の貧困」（委員からの意見）については、

女性特有の問題であり、今、各マスコミやＳＮＳ

等でもとり上げられる機会が増えています。アメ

リカでは、州によってナプキンなどは無税という

所もあります。いずれ条例・法律が必要になる時

まで、市民活動がしやすいように、「性差によって

健康阻害」を受けることのないように明記して欲

しいと思います。 

 

 

●「生理の貧困」については、コロ

ナによる経済困窮だけでなく、こ

れまで生理について表で語られて

こなかったことによる男性側の理

解不足や、社会の仕組みづくりに

女性の参画がなく、男性視点でつ

くられてきたことも背景にあると

言われています。 

●「女性のみを優遇している」とい

う意見は、ネットなどでも男性の

意見として見受けられますが、男

女両方の意見を出し合う場もない

状況です。 

●この問題は、生理用品の配布だ

けでなく、必要としている女性の

抱える困りごとや悩みへの支援に

つなげることが重要ですが、男女

の性差への理解や健康面での支

援、経済困窮者への就労・経済的支

援など、様々な課題も含んでいる

ことから、今後も関係部課等と連

携し、取り組んでいきたいと考え

ています。 

●性差による健康阻害が生じない

ことについて記載しました。 

【資料３ Ｐ23】 

 

【意見１－③】 

議事⑶（「生理の貧困」対策の積極的な取組に関

する委員からの意見）で女性のみを優遇するのは

どうでしょうか。 

 

【意見１－④】 

新型コロナウィルス感染拡大防止のために現

在まん延防止重点措置等が適用されているが、な

かなかいわき市の感染者数も少なくならない状

態が続いている。 

若い人達のワクチン接種が広がらない限り今

後も再適用される可能性もあり、これまでのよう

な会議も困難となっている。 

そのため、オンライン等での会議や研修開催等

を進めていく必要があると思います。オンライン

での会議は音量やネット環境等によってスムー

ズでない場合もあるが、新たな環境での会議、研

修を考えることが必要となってくるのではない

か。 

 

 

●オンライン等での会議等開催に

はその環境整備が課題となります

が、市全体の課題として考えてい

かなければならないと考えていま

す。 
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議事⑵ 第四次いわき市男女共同参画プランについて 

資料２ 第四次いわき市男女共同参画プランの構成（案） 

委員からの意見 事務局の回答 

【意見２－①】 

計画の中では最終的な目標（成果物）が重要か

と思いますが、その内容が分かりづらい。 

 

 

 

 

●本計画においては、「男女共同参

画社会の実現」に向けた基本目標

及び施策を掲げ、その成果を評価

するための一つの手法として成果

目標（指標及び目標値）を掲げてい

ますが、より分かりやすい内容と

なるよう努めます。 

 

【意見２－②】 

「第１章 計画策定の趣旨」「２ 計画の見直

しの必要性」の 1行目にある「推進に課題のある

施策」について、他の章を含めたどこかで明示し

て、その改善に取り組むことを明確化できるとよ

いと思います。 

現状、時代の変化に伴う社会的要請や県の新た

な計画策定に伴い、四次プランを策定するという

前プラン見直しの必要性やその背景を強く感じ

る記述となっていますが、いわき市としての課題

に取り組むという姿勢を前面に出すなどの強調

も必要であると思います。 

前プランでできなかったこと、宿題があると思

いますので、いわき市の男女共同参画の課題であ

ると認識して取り組む姿勢を明示することが必

要であると考えます。 

 

 

●いわき市の課題に取り組む姿勢

について記載しました。 

【資料３ Ｐ７,12】 
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【意見２－③】 

第四次プランの中にこれまでも重点施策とし

てきたＤＶ防止等被害者支援対策をＤＶ防止基

本計画として位置付けることで、施策の方向性や

施策を具現化していくためにもより効果的であ

ると思います。 

しかし、暴力の根絶のためにはただ位置付ける

だけではなく、いわき市のＤＶ被害状況等を考慮

した詳細な対応等を記載する必要があると思わ

れます。 

女性活躍推進計画のように別紙で基本目標Ⅱ

の具体的な取組内容を記載したものが必要では

ないかと思います。 

ＤＶ防止基本計画を策定する必要性を考慮し、

コロナ禍による相談内容も複雑化していること

も踏まえ、また、今年 6月に出された「女性活躍・

男女共同参画重点方針 2021」にも記載されている

ように、相談支援の充実（ＳＮＳ相談・メール相

談・オンライン相談等も）、支援体制の強化等（女

性相談員の他に弁護士、臨床心理士、外国語通訳

などの専門家による相談や支援）、盛り込んでい

くことが必要なのではないか。 

 

 

●今回の市ＤＶ防止基本計画は、

本市の方向性を定めるものであ

り、具体的な取組等については、本

計画を踏まえながら、具体的な対

応に努めていきたいと考えていま

す。 

【資料３ Ｐ21～22,24～25】 

●重点方針 2021 では、「地域女性

活躍推進交付金」を活用して、様々

な困難や不安を抱えながらも支援

が届いていない女性（女児）に対

し、連携型のアウトリーチ型の支

援や、臨床心理士等の専門相談、Ｓ

ＮＳ相談等の相談体制の充実等を

行うこととしていますので、今後、

その動向を注視していきたいと考

えています。 

【意見２－④】 

「第 2章 基本計画」「２ 基本理念（目指すべ

き社会）」の「⑥ 国際社会の取組と密接な関係を

有し、共生できる社会」に「国際社会の人権問題

に関心を寄せる」という文を付け加えてはどうで

しょう。（例えば、タリバン政権時の女性の在り方

など、世界中で女性がゆえに差別を受けています

し、様々な国の人と共存を目指すなら、近い将来、

いわき市も無関心でいられない時が来ます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●当該記述の基本理念（目指すべ

き社会）①～⑥は、市男女共同参画

推進条例第３条の基本理念に関す

る条文が基となっていることか

ら、付け加えないこととしました。 

【資料３ Ｐ10】 
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資料３ 第四次いわき市男女共同参画プランの体系（案） 

委員からの意見 事務局の回答 

【意見３－①】 

県の方針に沿ってＳＤＧｓと関連することで

達成目標が分かりやすいです。 

すべての目標に「ジェンダー平等」が含まれて

います、今後の重要な部分と認識できます。 

 

 

●国のＳＤＧｓ実施指針におい

て、「地方自治体の各種計画にＳＤ

Ｇｓの要素を反映すること」とさ

れており、本計画の推進がＳＤＧ

ｓの達成に貢献することを明確に

位置付けるため、基本目標ごとに

関連するＳＤＧｓの主な目標を提

示しています。 

●ＳＤＧｓを解説【資料３ Ｐ１】

するとともに、本計画にＳＤＧｓ

の目標を提示する趣旨を記載しま

した。【資料３ Ｐ11】 

●≪参考≫「ジェンダー平等」はＳ

ＤＧｓの５番目の目標というだけ

でなく、分野横断的な価値として

17 の全ての目標の実現に不可欠な

ものとされています。（「持続可能

な開発のための 2030アジェンダ」

前文において、「人権の実現」、「ジ

ェンダー平等」、「女性と女児のエ

ンパワーメント」が明記されてい

ます。） 

 

【意見３－②】 

基本目標ごとにＳＤＧｓの個別の目標（アイコ

ン）が示されて（資料３及び資料４）いますが、

明確な区分は難しいように思います。個別目標の

うち、１，３，５，10，16，17などは、全ての基

本目標に関わる内容であると思います。そのた

め、４つの基本目標ごとにＳＤＧｓの個別の目標

（アイコン）を示すよりは、全ての基本目標に係

ることとして、全体として示したほうがよいと個

人的には思います。 

 

 

●「持続可能な開発のための 2030

アジェンダ」前文において、「17の

目標は統合され不可分のものであ

る。」とされており、明確な区分は

難しいですが、基本目標の目指す

ＳＤＧｓの目標をイメージしやす

いよう、関連するＳＤＧｓの目標

のうち主な目標を提示していま

す。 

●ＳＤＧｓを解説【資料３ Ｐ１】

するとともに、本計画にＳＤＧｓ

の目標を提示する趣旨を記載しま

した。【資料３ Ｐ11】 
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【意見３－③】 

ＤＶ基本計画を基本目標Ⅱ「人権が尊重され、

誰もが安心して暮らせる社会づくり」施策の方向

性Ⅱ－２「あらゆる暴力の根絶」に位置付けるの

であれば、具体的な施策の中に「被害者の自立を

支援する環境の整備」を重点施策ともしているた

め、被害者への包括的な支援のために配暴センタ

ー（配偶者暴力相談支援センター）の設置の検討

を盛り込んでいただきたいと考えます。 

 現在のいわき市の相談・支援体制を組織化し、

総合的支援（中長期的、継続的支援）を充実する

ためにもその拠点となる機能が必要と思われる。 

 

 

●女性相談員の専門性の向上を含

め、相談支援体制の充実を図る中

で、今後、配偶者暴力相談支援セン

ターについても検討していきたい

と考えています。 

【資料３ Ｐ22】 

【意見３－④】 

基本⽬標Ⅲの「あらゆる分野に参画できる社会

づくり」という⽂⾔には主語が必要であると考え

られます。具体的な施策からは「⼥性が」を主語

として、「⼥性があらゆる分野に参画できる社会

づくり」とした⽅がよいと思います。ただし、基

本⽬標Ⅱを参考に「誰もが」を主語とする場合に

は、具体的な施策の名称を再検討すべきかと思い

ます。 

 

 

●施策の方向性、具体的な施策の

内容から、主語は女性が的確と考

え、基本⽬標Ⅲを「『女性が』あら

ゆる分野に参画できる社会づく

り」に、施策の方向性Ⅲ－３を「あ

らゆる分野における『女性の』参画

拡大のための人材の育成」に修正

しました。 

【資料３ Ｐ26～】 

●女性のみの参画を求めるのでは

なく、多様な視点の必要性につい

て記述したいと考えています。 

 

【意見３－⑤】 

 基本目標Ⅳ「働きやすい社会づくり」について、

ここ最近、「ワークライフバランス」という言葉が

独り歩きしているように感じることが多いので、

広報・啓蒙活動に関しては、ワークライフバラン

スの根本的な意義や目的、メリットまでしっかり

訴えるべきかと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

●根本的意義等について周知する

ことを記載しました。 

【資料３ Ｐ36】 
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【意見３－⑥】 

図中の下にある「計画の推進体制」の具体的な

施策のうち、「（1）市民との連携」について、もう

少し、行政主導ではなく一人一人の市民の自覚と

主体性により推進していくことを示す表現のほ

うがよいと思います。例えば、「(1)市民一人一人

の自覚・認識と連携」など。 

 

 

●市民一人一人の自覚と主体性に

より計画を推進していくことを記

載しました。 

【資料３ Ｐ41】 

【意見３－⑦】 

 「計画の推進体制」について、いわき市庁内で

の連携をあえて加えるのは難しいでしょうか。 

 

 

●庁内における連携について記載

しました。 

【資料３ Ｐ41】 

 

資料４ 基本目標・施策 第三次プランと第四次プラン（案）の比較 

委員からの意見 事務局の回答 

【意見４－①】 

 全て箇条書きに整理され、とても分かりやすい

と思います。 

 

 

 

 

●計画全体の表記として、「箇条書

き」、「敬体（です・ます調）」、「Ｕ

Ｄデジタル教科書体」で統一し、読

みやすさに配慮しています。 

【意見４－②】 

 第三次プランと比較して、第四次プランでは、

現状を踏まえて具体的になってきており、改善さ

れているように思います。可能であれば、更に踏

み込んだ具体的施策が示せればなおよいと考え

ます。 

 

 

●具体的な施策については、ある

程度幅を持たせた内容にしてお

り、今後はプランに基づき、庁内に

実施事業を照会し、具体的な位置

付け事業を決定する流れとなりま

すので、より多くの事業が含めら

れるよう、推進体制に記載しまし

た。 

【資料３ Ｐ41】 

 

【意見４－③】 

 ⽂末表現が第三次プランでは「常体」、第四次プ

ランでは「敬体」でした。また、「役割」では、「〜

しましょう」という提案表現でした。第四次プラ

ンをどのように公表するかを熟知しておらず申

し訳ないですが、対象に向けた⽂末表現にした⽅

がよいと思いました。 

 

 

●計画全体の表記として「敬体（で

す・ます調）」に統一しています。 

●「市民・企業・事業者の役割」で

は、対象に向けた「提案の表現（し

ましょう）」に統一しています。 
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【意見４－④】 

 第三次プランでなかなか推進することができ

なかった課題を解消していく姿勢が分かるよう

に、具体的な施策を記述する必要があると思いま

す。 

 例えば、基本目標Ⅰ「男女共同参画社会の形成

に向けた意識づくり」施策の方向性Ⅰ－１「男女

共同参画の視点に立った慣行の見直しと意識改

革」具体的な施策⑴「男女共同参画推進のための

学習機会の充実」の最初の〇「講演会やセミナー、

講座等を開催します」と一般的な記述をするより

は、「普及・啓発が必要とされるテーマや対象世代

を適宜設定しながら●●●開催します」などの表

現のほうがよいと思います。 

このことは，同じく四つ目の〇「その意識を改

革するための講座等を開催し、・・・」の内容にも

共通します。 

 

 

●記載が最も必要と思われる最初

の指摘箇所において、普及・啓発が

必要とされるテーマや対象世代を

適宜設定することについて記載し

ました。 

【資料３ Ｐ14】 

 

【意見４－⑤】 

 基本目標Ⅰ「男女共同参画社会の形成に向けた

意識づくり」について、オンライン事業や YouTube

での発信を検討してはいかがでしょうか。 

 

 

 

 

●新型コロナウイルス感染症対策

として、昨年の「男女共同参画の

日」講演会においては、来場せずと

も参加いただけるよう、会場での

開催に併せ、収録後の動画配信も

行い、より多くの市民の参加に繋

げたところです。 

●同様の理由により、今年は、いわ

き市在住の弁護士を講師に招き、

「コロナ禍における女性や子ども

のＤＶ・人権侵害」と題した講演会

の動画を、市公式 YouTube「iTube」

で一般公開しています。（11 月 14

日（日）「男女共同参画の日」から

12月 31日（金）まで） 

●オンラインや YouTubeの活用に

ついて記載しました。 

【資料３ Ｐ15】 
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【意見４－⑥】 

 基本目標Ⅰ「男女共同参画社会の形成に向けた

意識づくり」施策の方向性Ⅰ－１「男女共同参画

の視点に立った慣行の見直しと意識改革」具体的

な施策⑴「男女共同参画推進のための学習機会の

充実」における家事・育児のロールモデルの発信 

について、本人の了解が必要ですが、ＳＮＳを活

用しての発信も良いと思います。 

 

 

●具体的な施策⑵「男女共同参画

に関する広報・啓発活動の推進」に

記載のとおり、ＳＮＳ、ホームペー

ジ、広報紙等を活用し、理解促進を

図ります。 

【資料３ Ｐ15】 

 

【意見４－⑦】 

 基本目標Ⅰ「男女共同参画社会の形成に向けた

意識づくり」施策の方向性Ⅰ－１「男女共同参画

の視点に立った慣行の見直しと意識改革」具体的

な施策⑴「男女共同参画推進のための学習機会の

充実」における家事・育児のロールモデルの発信 

について、男性のみの意識改⾰だけではなく、働

きたいと思う⼥性の意識改⾰も必要になると思

います。そのため、次のように修正してはいかが

でしょうか。 

「家事・育児等に積極的に参加する男性や⽣き

⽣きと働く⼥性のロールモデル（模範となる⼈

物）の発信等により、男性中⼼型労働慣⾏や固定

的性別役割分担意識を解消し、男⼥共同参画への

男性の理解の促進や意識の改⾰を図ります。」 

 

 

●女性のロールモデルについて記

載しました。 

【資料３ Ｐ14】 

 

 

【意見４－⑧】 

基本目標Ⅰ「男女共同参画社会の形成に向けた

意識づくり」の成果目標「家庭における男女の地

位が平等であると考える人の割合 目標値 R8 現

状値以上」「男女共同参画社会を内容まで分かる

人の割合 目標値 R8 現状値以上」の「現状値以

上」という表現は、計画目標を設定するうえで好

ましくないと思います。ほかの基本目標の成果目

標にも同様の表記があるため、難しいなかでも目

標を設定するべきであると思います。基本目標Ⅲ

「あらゆる分野に参画できる社会づくり」の成果

目標においては、国の目標値より思い切る形で設

定しています。 

 

 

●市として新たに目標値（案）を設

定しました。 

【資料３ Ｐ17,24,38、資料４】 
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【意見４－⑨】 

基本目標Ⅰ「男女共同参画社会の形成に向けた

意識づくり」の指標「家庭における男女の地位が

平等であると考える人の割合」「男女共同参画社

会を内容まで分かる人の割合」の目標値を「現状

値以上」とするのは、消極的な態度を⽰している

ように思います。つまり、男⼥共同参画社会の形

成に向けた意識づくりをしようとしていないと

捉えられかねないように感じました。そのため、

明確な⽬標を⽴てた⽅がよいと思います。（他の

成果目標における目標値「現状値以上」「現状値未

満」も同様） 

 

 

●市として新たに目標値（案）を設

定しました。 

【資料３ Ｐ17,24,38、資料４】 

【意見４－➉】 

基本目標Ⅰ「男女共同参画社会の形成に向けた

意識づくり」の指標「家庭における男女の地位が

平等であると考える人の割合 現状値 R1」は具体

的な質問項⽬として尋ねていると思います。その

時の質問項⽬が「社会全体における男⼥の地位が

平等であると考える⼈の割合」であるなら、尋ね

ていない項⽬の数値となっているかと思います。

その場合には、注釈として、尋ねている項⽬が異

なることを追記した⽅がよいかと思います。 

 

 

●第三次プランでは「『社会全体』

における男⼥の地位が平等である

と考える⼈の割合」であった指標

を、第四次プランでは「『家庭』に

おける男⼥の地位が平等であると

考える⼈の割合」に変更していま

す。 

●令和元年度の市民意識調査で

は、「『家庭』における男⼥の地位が

平等であると考える⼈の割合」に

ついて尋ねたため、特段追記はし

ませんでした。 

【資料３ Ｐ17】 

 

【意見４－⑪】 

 基本目標Ⅱ「人権が尊重され、誰もが安心して

暮らせる社会づくり」について、【現状と課題】は

＜実施事業等＞となっており、課題については４

項目目の「～取組の更なる強化が求められます。」

言及にとどまっているように見受けられました

ので、【現状と取組】ないし課題を明確にするなど

の方がより記載内容に沿うと感じました。（他の

基本目標における表記も同様。）このままでも異

論ございません。 

 

 

●基本目標ごとに【現状と課題】の

状況が異なることについて、改め

て委員に確認いただいた上、修正

しませんでした。 
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【意見４－⑫】 

 基本目標Ⅱ「人権が尊重され、誰もが安心して

暮らせる社会づくり」施策の方向性Ⅱ－１「多様

な価値・個性が尊重される社会づくりの推進」具

体的な施策「⑵多様性に対する理解の促進」につ

いて、ＬＧＢＴという呼称は性的マイノリティの

みを指す呼称であり、ダイバーシティには性的マ

ジョリティも含まれると考えております。そのた

め、全ての⼈の性的指向・性⾃認を含めたＳＯＧ

Ｉという⽤語を使うことも検討していただきた

いと思います。 

 

 

●「ダイバーシティ」には「マイノ

リティ」と「マジョリティ」が含ま

れますが、多様性への理解の一歩

として、まずは社会一般的に認知

度が高くなっているＬＧＢＴとい

う用語を用い、理解促進を図りた

いと考えています。 

●多様性については、プランにＳ

ＯＧＩなどの用語の解説を含めた

トピックを記載しました。 

【資料２ Ｐ24】 

 

【意見４－⑬】 

 基本目標Ⅱ「人権が尊重され、誰もが安心して

暮らせる社会づくり」施策の方向性Ⅱ－１「多様

な価値・個性が尊重される社会づくりの推進」に

ついて、多様性への理解や未婚のＤＶ事例もある

ことから、大学や専門学校への情報紙配布も検

討。コロナ禍では難しいが、高校生対象の討論会

などの開催で同年代への多様性への理解浸透を

図る。多様性は人権に関わる部分が多いので、性

別に関することだけでなく幅広い年代への理解

浸透が重要です。 

 ＤＶ防止についても、パープルライトアップ運

動の拡大として、費用がかかる場合もあるので賛

同していただける企業等は難しいですが、高校生

ダンス部など、広報活動への協力と併せ理解を図

る。 

 

●幅広い年代への理解浸透につい

て記載しました。 

【資料３ Ｐ20】 

●本市では、市内企業等の協力を

得てライトアップ運動を展開して

いますが、ＤＶは児童虐待と密接

な関係があることから、御提案の

内容も含め、今後は、児童虐待防止

啓発と併せて学校等への周知・広

報に努めていきたいと考えていま

す。 

【資料３ Ｐ21】 

【意見４－⑭】 

 基本目標Ⅱ「人権が尊重され、誰もが安心して

暮らせる社会づくり」施策の方向性Ⅱ－２「あら

ゆる暴力の根絶」（＝いわき市ＤＶ防止基本計画）

具体的な施策「⑴暴力を許さない意識の醸成」に

ついて、ＤＶに関する理解や知識のほかに小さい

頃からの暴力に対する教育（暴力にならないため

に必要と思われるコミュニケーション能力の教

育等）、デートＤＶ、性、人権、命等に関する教育

の推進、啓発が必要と思われます。 

 

 

●他市の計画も参考にしながら、

市民に対する教育を通じた普及・

啓発について記載しました。 

【資料３ Ｐ21】 
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【意見４－⑮】 

 基本目標Ⅱ「人権が尊重され、誰もが安心して

暮らせる社会づくり」施策の方向性Ⅱ－２「あら

ゆる暴力の根絶」（＝いわき市ＤＶ防止基本計画）

具体的な施策「⑵安心して相談できる体制の充

実」について、ＤＶは虐待と同時に行われたり、

子どもたちに直接的な虐待がなくても面前ＤＶ

となり、虐待とされている。面前ＤＶの認識をし

てもらうためにも、面前ＤＶを入れてほしい 

 

 

●ＤＶの説明において面前ＤＶを

記載しました。 

【資料３ Ｐ22】 

【意見４－⑯】 

 基本目標Ⅱ「人権が尊重され、誰もが安心して

暮らせる社会づくり」施策の方向性Ⅱ－２「あら

ゆる暴力の根絶」（＝いわき市ＤＶ防止基本計画）

について、ドメスティック・バイオレンスの内容

を⽰す箇所で、「ＤＶは被害者を⼥性には限定し

ていませんが、配偶者からの暴⼒の被害者は、多

くの場合⼥性であり、ＤＶは⼥性の⼈権を著しく

侵害する重⼤な問題です」とあります。 

まず、ドメスティック・バイオレンスは家庭内

暴⼒であり、恋⼈間の暴⼒であるデーティング・

バイオレンス（デートＤＶ）も問題となっている

ことに触れられるとよいと思います。 

また、ＤＶは男性も被害を受けているというこ

とが周知されづらい事実であることからも、「⼥

性の⼈権を著しく侵害する重⼤な問題です」とい

う⽂⾔を修正した⽅がよいと思います。 

具体的には「ＤＶは配偶者だけではなく、恋⼈

関係にあるパートナーからの暴⼒を受けること

であり、その被害者は性別に限定されず，男⼥問

わず⼈権を著しく侵害する重⼤な問題です」など

とした⽅がよいと思います。 

 

 

●ＤＶの説明について修正しまし

た。 

【資料３ Ｐ22】 
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【意見４－⑰】 

 基本目標Ⅱ「人権が尊重され、誰もが安心して

暮らせる社会づくり」施策の方向性Ⅱ－２「あら

ゆる暴力の根絶」（＝いわき市ＤＶ防止基本計画）

具体的な施策「⑶被害者の自立を支援する環境の

整備」について、市内で活動する団体と連携し、

避難の場となるシェルター機能の確保等に努め

ますとありますが、平成 19 年より緊急一時保護

事業として、既にシェルターの確保はされている

ため、「機能の充実・強化」等に変更してもよいの

かと思います。 

 

 

●シェルター機能について修正し

ました。 

【資料３ Ｐ22】 

【意見４－⑱】 

 基本目標Ⅱ「人権が尊重され、誰もが安心して

暮らせる社会づくり」施策の方向性Ⅱ－３「生涯

を通した健康支援」について、「施策の推進のため

に関係部署と連携する」というのを加えられれば

より良いと思います。 

 

 

●関係部課等との連携について記

載しました。 

【資料３ Ｐ25】 

【意見４－⑲】 

 基本目標Ⅱ「人権が尊重され、誰もが安心して

暮らせる社会づくり」施策の方向性Ⅱ－３「生涯

を通した健康支援」具体的な施策⑵「それぞれの

ライフ・ステージに応じた健康の保持増進対策の

推進」の「ライフ・ステージ」を具体的に市とし

てどう区分するかを明記すると、対策が立てやす

く良いと思います。 

例 ①小児期、②思春期、③性成熟期（妊娠前 

［妊活・生理］・妊娠・出産・子育て）、 

④更年期、⑤老年期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「乳幼児期から高齢期まで」と記

載しました。 

【資料３ Ｐ23】 

●健康増進法に基づく市町村増進

計画である「健康いわき 21（第二

次）改定版」において、世代を①乳

幼児期（０歳～就学前）、②学童期

（小・中学生）、③青年期（16歳～

29歳）、④壮年期（30歳～64歳）、

⑤高齢期（65 歳～）の５つに分類

しています。 
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【意見４－⑳】 

 基本目標Ⅱ「人権が尊重され、誰もが安心して

暮らせる社会づくり」について、指標に「多様性

（ダイバーシティ）」を内容まで分かる人の割合

の項目が追加になり、大変今の市政にマッチして

いると思います。そのダイバーシティ構想の中

で、市内の外国人住民の増加、特に技能実習生や、

日本人の配偶者として女性の方が多いと思いま

す。外国人女性も視野に入れた計画も必要かと思

います。 

 

 

●市内の外国人住民は増加傾向に

あり、市民の一人として、性別、国

籍、年齢などに関係なく、サポート

が必要です。 

●今後もニーズや課題に配慮した

取組をしていきたいと考えていま

す。 

【資料３ Ｐ20】 

【意見４－㉑】 

 基本目標Ⅱ「人権が尊重され、誰もが安心して

暮らせる社会づくり」の成果目標について、「ＤＶ

を受けた経験」という件数自体は様々な要因で増

減すると想定されます。現に、H26の数値（8.9％）

から R1の数値（9.1％）は増加しています。つま

り、取組自体の成果があったことと件数自体が単

純な相関関係にないのではないかと思われます。

そのため、当該プランの取組の成果目標値として

掲げることは不適切ではないかと思います。ま

た、「ダイバーシティを内容まで分かる人の割合」

という指標も成果の一面しか表していないので

はないかという懸念があります。 

 基本目標Ⅰ～Ⅳ全体を通して言えることです

が、成果目標には具体的な施策の各項目の目指す

ところに具体的に対応した指標が掲げられるべ

きと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●施策の成果を評価するための一

つの手法として成果目標（指標及

び目標値）を掲げています。 

●市として新たに目標値（案）を設

定しました。 

【資料３ Ｐ24、資料４】 
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【意見４－㉒】 

 基本目標Ⅲ「あらゆる分野に参画できる社会づ

くり」施策の方向性Ⅲ－１「意思決定過程におけ

る女性の参画の推進」について、「クオータ制の導

入」というのは加えられないでしょうか。 

 

 

 

 

 

●「クオータ制」とは、格差是正の

ためにマイノリティに割り当てを

行うポジティブ・アクション（積極

的改善措置）の手法の一つであり、

政治分野におけるジェンダー・ク

オータとは、議会における男女間

格差を是正することを目的とし、

性別を基準に女性又は両性の比率

を割り当てる制度です。 

●諸外国で導入が進む中、日本で

は導入されていませんが、国の動

向などに注視していきたいと考え

ています。 

【資料３ Ｐ28】 

 

【意見４－㉓】 

 基本目標Ⅲ「あらゆる分野に参画できる社会づ

くり」の指標「審議会・委員会等における女性委

員の登用率」について、この数字向上のためには、

市の各部署への積極的な働きかけが必要。そのた

めにも各会ごとの登用率一覧も提示必要かと思

います。 

 

 

●女性委員の積極的登用等につい

ては、総務部長発出通知により各

部等の長に対し随時働きかけを行

っています。 

●各会の登用状況等についても同

様に各部等の長に提示され、都度

改善を求めています。 

【資料３ Ｐ31】 

 

【意見４－㉔】 

 基本目標Ⅲ「あらゆる分野に参画できる社会づ

くり」施策の方向性Ⅲ－２「家庭・地域における

男女共同参画の推進」具体的な施策「⑶ 災害・

防災分野における女性参画の推進」について、女

性防災士養成とその後の具体的な活用方法提示、

男女共同参画の視点による災害対応研修会など

の開催で今以上の参画を高める。 

 

 

 

 

 

 

 

●女性防災士養成は危機管理部に

おいて、女性消防クラブへの防災

教育は消防本部において取り組ん

でいるところです。 

【資料３ Ｐ29】 
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【意見４－㉕】 

基本目標Ⅲ「あらゆる分野に参画できる社会づ

くり」、Ⅳ「働きやすい社会づくり」において、第

三次プランまでの推進状況及び評価より、個人的

には「女性自身の自覚、認識、意識向上を含めた

スキルアップ」が課題であると思います。 

そのため、具体的な施策としても「女性の○○

○のための環境づくり、整備」とともに、「女性自

身が参画と拡大に自ら臨むための意識や行動の

普及・啓発活動」が必要であると思います。 

女性が参画することができる環境・体制づくり

だけではなく、女性が自ら参画する意識や行動を

導く施策が必要であると思います。 

 

 

●女性の参画意識の向上について

記載しました。 

【資料３ Ｐ30,35】 

●女性が参画できる環境・体制づ

くりだけでなく、女性の意識や行

動の変容も重要と考えています。 

●そのため、主に働く女性を対象

とした意識向上を目的とした講座

を開催し、啓発に努めているとこ

ろです。 

●今後も、環境づくりと意識付け

を女性参画、活躍の両輪と捉え、取

り組んでいきたいと考えていま

す。 

 

【意見４－㉖】 

 プロジェクトの目標は具体的にどうするのか

を明確に表現する。約 20 年の活動であまり進展

がないように思います。第四次計画まで来ても大

きな変化が見られない。 

 

 

 

●社会全体や市の市民意識調査結

果からも、男女共同参画について

は少しずつながらも進展していま

すが、固定的性別役割分担意識や

男女格差などが存在していること

も事実です。 

●今後も基本理念にもあるとお

り、男女の性差にとらわれず、個性

と能力を十分に発揮することがで

きる男女共同参画社会の実現に向

け、継続して国や県と共に取り組

むものです。 

【資料３ Ｐ10】 
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【意見４－㉗】 

第三次プランまでの進捗状況や評価より、個人

的に「いわき市の男女共同参画としての（なかな

か取り組むことができないでいる）課題」として

は、次の点があると思います。 

・性別や年代，所属先（職場や学校など）、居住

地域を問わず、男女共同参画に関する意識醸成 

→若年世代よりも高齢世代、職場よりも家庭

内、仕事よりも家事・育児、部下よりも上司・

管理職、都市部よりも農村部において必要 

・情報交換、共有しあう場の不足、欠如 

→ボランティア、参画サポーターの充実、発展 

 

 

●性別や年代、職業、居住地域を問

わず男女共同参画に関する意識醸

成を図る、情報を共有することに

ついて記載しました。 

【資料３ Ｐ７,12】 

資料５ 第四次いわき市男女共同参画プラン策定に向けたスケジュール 

委員からの意見 事務局の回答 

【意見５－①】 

 この後の審議会は、11月と１月の２回でしょう

か。コロナ禍で会議等の開催が難しい現状です

が、何十人も集まる会議ではないので、できる方

法でリアル会議の開催も必要かと思います。いわ

き市水道事業経営審議会は、９月１日に市役所本

庁８階の大きな会議室を使って開催されます。 

 

 

●コロナの感染状況及び全庁的な

方針を踏まえつつ、参集しての開

催を基本とし、委員の皆様が顔を

合わせて御審議いただけるような

環境整備に努めたいと考えていま

す。 

【意見５－②】 

 基本目標Ⅱ「人権が尊重され、誰もが安心して

暮らせる社会づくり」施策の方向性Ⅱ－２「あら

ゆる暴力の根絶」をいわき市ＤＶ防止基本計画と

して位置付けることに伴い、より具体的な施策内

容等を記載とありますが、スケジュールの 11 月

に記載されている素案の全体の審議までにその

内容は示されるのでしょうか。ＤＶ防止基本計画

に必要な具体的な内容の記載をお願いしたいと

思います。 

 

 

●今回の市ＤＶ防止基本計画は、

本市の方向性を定めるものであ

り、現在の記載以上の具体的な取

組等については、本計画を踏まえ、

今後、取り組んでいきたいと考え

ています。 

【資料３ Ｐ21～22,24～25】 

【意見５－③】 

 今の日本社会に重要な施策ですが、内容までは

伝わりにくいために、後回しになりがちです。こ

のスケジュールで進められることを望みます。 

 

 

●了承されたスケジュールを適正

に管理し、策定に向けて取り組ん

でいきたいと考えています。 
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その他 

委員からの意見 事務局の回答 

【意見①】 

 現状、男女共同参画に対する意識は大きく変わ

ってきており、社会制度的な面を見ると徐々に整

ってきていると思われます。真の多様性社会を実

現するための、これからのフェーズは個人の意識

や行動の変化がより重要になってきているので

はないかと思います。個人が社会の関わり合いの

中や家族との関係の中で、人権を守るための適切

な行動を起こすことや、ＤＶやハラスメント加害

者側が抱える心の問題を解決していくことも大

切なのではないかと思います。そういった個人の

変化を起こすためにも、引き続きの啓もう活動に

合わせ、コミュニケーションやアンガーマネジメ

ントなどのセミナーや、各種問題をコミュニティ

の中で解決するためのロールプレイを取り入れ

た教室など、より踏み込んだ施策を取り入れては

どうかと思います。 

 

 

●これまで以上に人権に目を向け

ることが必要と考え、セミナーや

講座については、テーマを工夫し

ながら開催していきたいと考えて

います。 

●加害者支援などについては、国

において今後検討する方向です

が、市としても、その状況を注視し

ていきたいと考えています。 

●コミュニケーションやアンガー

マネジメントについては、令和元

年に講座を開催したところです。 

【資料３ Ｐ20～22】 

 

【意見②】 

 取り組むべき内容が「男女」以外の広く人権を

取り扱っているのに、「男女共同参画プラン」とい

う表題に違和感を感じていますし、市民から見た

分かりやすさや関心にも影響を与えていると思

います。（例えば、「多様性社会推進プラン」とし

た方がしっくりくるのでは） 

 会議体の権限外のこととは思いますが、現場の

意見としてどこかであげていくことも必要なの

ではないかと思います。 

 

 

 

 

 

●今般、国が策定した第５次計画

の自治体向け説明会においても、

「男女共同参画」という用語の使

用について同様の質問があり、「男

女共同参画社会基本法」に基づく

計画のため、用語は継続して使用

するとの説明がありました。 

●市計画についても、同法に規定

された市町村計画であることから

「男女共同参画プラン」とします

が、内容は多様性を意識しつつ、今

後の国の動向に注視したいと考え

ています。 

 

【意見③】 

 見直しのポイントや加筆修正された項目は大

変重要なものと存じます。 
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【意見④】 

 難しいとは思いますが、市議会議員の方たちに

もっと男女共同参画の考え方を理解していただ

けたら、よりスピード感を持って施策を実行でき

ると思います。 

 

 

●市議会議員に対しても、男女共

同参画情報紙「Wing」の配布、「男

女共同参画の日」事業の周知等を

通じ、理解促進を図っているとこ

ろですが、今後、策定した新プラン

も配布したいと考えています。 

 

【意見⑥】 

 以前には女性相談員として、現在はＮＰＯ法人

いわきふれあいサポートで、ＤＶ等人権侵害被害

女性たちへの支援活動に携わっておりますが、そ

の中で感じることはまだまだ性別役割分担意識

やアンコンシャスバイアス、ジェンダーバイアス

が根強く存在している事です。 

夫だけでなく、父親や兄弟からのケア役割を強

いられ、経済的な自立も難しい状態で生活してい

る女性たちが現在にいるという事です。 

ＤＶ被害者は長期間にわたる暴力により、精神

的にも不安定となり、自身の体調を崩しながらも

家族のためにケア役割をしなければと親や子ど

もたちを支援している方が多いように思います。 

暴力は連鎖することが言われていますが、被害

者も加害者も暴力環境の中で育ってきた方が多

いように感じています。また、子どもの時に父親

の暴力行為を見て、暴力に敏感であるはずなのに

結婚してみると暴力的な夫であったという方も

いますし、最初の結婚で暴力的な人だったのに再

婚相手からも暴力を受けたというケースもあり

ます。 

暴力を学習して育ってきた方は暴力を過少評

価し受け入れてしまうのかもしれません。あらゆ

る暴力を根絶していくためには、小さいうちから

の暴力を受け入れない、許さない、見逃さない、

暴力に代わる方法を学習する必要があると思っ

ています。 

そのための啓発や年齢に応じた暴力への認識、

容認しない学習をしていくことが大事であると

思います。 

また、被害者への支援については一時的なもの

ではなく、その時々の問題に対応するために継続

的な支援が必要になってくると思われます。被害

者は日本の方だけではなく、外国籍の方々への支

援もあり、日本人との子どもを抱え、日本で生活

していくためにはビザの継続なども含め、いろい

ろな支援を必要としています。 

そのようなことを考えると、ＤＶ被害者支援も具

体的な施策が考えられた基本計画が必要となっ

てくると思われます。 

 

●年齢に応じた学習機会・啓発や、

継続した被害者支援など、具体的

な取組については、市ＤＶ防止基

本計画を踏まえながら検討してい

きたいと考えています。 

【資料３ Ｐ21～22,24～25】 
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