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福岡市男女共同参画基本計画の進捗と課題について 

 

福岡市民クラブ 

成 瀬 穫 美 

 

福岡市民クラブの成瀬穫美です。私は、福岡市民クラブを代表して、本市にお

ける男女共同参画の取り組みについて質問させていただきます。 

 

1. まず、現在の第３次男女共同参画基本計画の計画期間は、いつからいつまで

ですか？ 

＜市民局 男女共同参画課＞ 

平成28年度から令和２年度 

 

2. 2020年度が計画の最終年度ということですが、計画で目指している福岡市の

姿及びその目標はどのようなものですか。 

＜市民局 男女共同参画課＞ 

・誰もが思いやりを持ち，すべての人にやさしいまち「ユニバーサル都市・

福岡」を実現するため，性別にかかわりなく，一人ひとりが個性と能力を

十分に発揮できる「男女共同参画社会」の実現 

・基本目標 

1 男女平等意識が浸透した社会 

2 女性への暴力が根絶され，男女の人権が尊重されるとともに，誰もが

安心し 

て暮らせる社会 

3  仕事と生活の調和を実現できる社会 

4  働く場において男女が対等に参画し，女性が活躍できる社会 

5  政策・方針決定過程に男女が共に参画できる社会 

6  地域において男女が共に支えあい，安全・安心で住みよい地域社会 

 

3. では、ここからは６つの基本目標に沿って特に注目していただきたい点につ

いてお伺いします。まず基本目標１にあるように「男女平等意識が浸透した

社会」を実現するためには、市民一人ひとりが従来の固定的性別役割分担意

識を解消することが大前提となっているわけですが、計画の数値目標に位置

付けている「男女の固定的な役割分担意識の解消度」の目標値と、直近の調

査結果をお答えください。 

＜市民局 男女共同参画課＞ 

・目標値 
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令和２年度までに女性 75％，男性 70％  

・福岡市基本計画の成果指標に関する意識調査の結果（令和元年度） 

女性 76.5％ 男性 68.2％ 

 

4. 特に男性は、女性よりも10ポイント近く低い状況にありますが、その理由は

どのように分析されていますか？また、今後、どのような点に力を入れて取

り組むのかご所見を伺います。特にこれまでとは違うアプローチをお示しく

ださい。 

＜市民局 男女共同参画課＞ 

社会通念等により，固定的性別役割意識分担意識が根強く残っていること

が要因と考える。 

引き続き，若年層に向けた男女平等教育や地域における男女共同参画推進

の取組み支援，企業における女性活躍の促進等，固定的役割分担意識の解

消に努める。 

 

新しいアプローチをお答えいただけないのは残念です。 

5. 固定的性別役割分担意識の解消に向けては、性別や年齢に関わりなく、市民

が男女共同参画の必要性を広く共感できることが重要となってきます。しか

しながら、社会の慣習やしきたり、地域の行事などの中には、性別による固

定的な役割分担を前提とするものが数多く残っており、また、人々の意識の

中にも依然として根強く残っている状況です。こうしたことから、特に自己

形成過程にある若年層に向けた男女平等教育が重要だと考えます。そこでお

尋ねしますが、学校教育における男女平等教育の取組状況はどのようになっ

ていますか。 

＜市民局 男女共同参画課＞ 

・小学生及び中学生向けの副読本の活用 

・中学生向け出前セミナーの実施 

 ３年間で，市内の全中学校で実施 

・小・中・高等学校・特別支援学校の教職員を対象とした男女平等教育研

修会の実施 

 

6. 「福岡市男女共同参画年次報告書」によると、平成30年度の男女平等教育副

読本の活用率は、活用目標値100％に対して小学校で87.5％である一方で、

中学校では52.2％と低い率になっています。この理由をどのように考えてい

ますか。 

＜市民局 男女共同参画課＞ 

中学校への調査では，活用したかったが時間がなかったとの意見が多かっ
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た。 

 

7. 教育委員会としては、中学校での男女平等教育の推進に向けてどのように取

り組んでいるのですか。また、今後、中学校での男女平等教育副読本の活用

に向け、どのように取り組むか所見を伺います。 

＜教育委員会 学校指導課＞ 

・男女平等教育については，特別活動を中心に，社会科，保健体育科，技

術・家庭科，道徳科などで学習するよう指導している。 

・市民局作成の男女平等教育副読本については，授業をはじめ，朝の会や

帰りの会など様々な機会に活用している。 

・今後は市民局と連携して，授業での活用をさらに充実させていく。 

 

8. 次に、基本目標２に関して昨年度から始まった「STOP！性犯罪」キャンペー

ンについて伺います。このキャンペーンの概要をお示しください。 

＜市民局 生活安全課＞ 

・若年層が多く利用するソーシャルネットワークサービスSNSを活用した

啓発として実施。 

・キャンペーン期間 平成30年度 平成30年8月22日～10月16日 

          令和元年度 令和2年2月14日～3月19日 

・ツイッターに公式アカウントを立上げ，毎週発信する防犯情報を参加者

がツイートすることにより，多くの方に防犯情報を啓発するもの。 

 

9. 本年度のキャンペーンは、昨年度の成果と課題をどのように捉えて、実施を

されたのでしょうか。 

＜市民局 生活安全課＞ 

・昨年度のキャンペーンでは，5,200人を超える登録と，17,000件を超え

るリツイートがあり，若年層に対する啓発としては一定の効果があった。 

・若年層に対する効果的な啓発手法が課題となっており，今年度は，防犯

情報をクイズ形式で発信するなど，より関心を高める工夫をした。 

 

10. 本キャンペーンの呼びかけには、「性犯罪は卑劣で、許しがたい犯罪です。

悪いのは加害者です。」とあり、悪いのは犯人であるとの見解を示していま

す。しかしながら、その具体的な対策を見ていくと、「夜道では周囲に警戒！」

「ながら歩きに注意！」「防犯ブザーをお守りに！」などすべての項目にわ

たって、自己防衛のみに焦点を当てた対策にとどまっています。防犯意識も

必要ですが、このような内容だけでは被害者側をさらに追い詰める自己責任

論に結びついてしまいます。行政に求められる啓発は、性暴力を許さず、被
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害者に寄り添う心を共有する社会をつくることだと考えます。そこで、本キ

ャンペーンの啓発の内容として配慮が必要だと思いますが、ご所見をお聞か

せください。加えて、性犯罪において犯人がもっとも恐れるのは、住民の視

線だという福岡県警からの指摘もあります。地域の中での性犯罪の発生を防

ぐ取り組みについてお示しください。 

＜市民局 生活安全課＞ 

・自分の安全は自ら守るという観点から，防犯意識の醸成は重要である。 

・犯罪に遭うのは被害者の責任といった誤解が生じ自己責任論につなが

らないように配慮しながら，啓発に取り組み，犯罪のない安全で住みよい

まちづくりを推進していく。 

・地域では，夜間防犯パトロール，安全安心マップや防犯だよりによる注

意喚起など，地域の実情に応じて実施。 

 

11. Twitterの発信が、昨年度のキャンペーンが終了した2018年10月17日より今

回のキャンペーンの告知が始まる2020年1月31日まで１年３カ月以上、全く

発信がないのも気になります。キャンペーンのためだけのツールになってい

ないのか、見直しが必要だと思いますが、ご所見をお聞かせください。 

＜市民局 生活安全課＞ 

・性犯罪防止のため，出前講座の実施や新大学生防犯強化月間における啓

発，県や警察と連携した街頭キャンペーンの実施など，年間を通じて取り

組んでおり，今後とも，効果的な啓発を実施していく。 

 

県では、昨年、「福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守る

ための条例」が施行され、さらに条例の全面施行に向けて、「福岡県性暴力

対策検討会議」が設置されました。ぜひ、福岡市も県とともに一体となって

この機運を高め、よりよい発信方法なども考えていただきたいと思います。 

 

12. 次に、目標３にあるように「男女がともに暮らしやすい社会」を実現するに

は、ワーク・ライフ・バランスを推進し、仕事と生活の調和を図る必要があ

るのですが、実態を確認させてください。 

直近の調査結果において、「仕事と生活などの優先度に関する希望と現実」

がどうなっているのか、「仕事を優先したい」と回答した割合と、現実生活

の中で、「仕事を優先している」と回答した割合を、男女別にお示しくださ

い。 

また、「仕事と家庭生活を優先したい」と回答した割合と、現実に「仕事と

家庭生活をともに優先している」との回答した割合を、男女別にお示しくだ

さい。 
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＜市民局 女性活躍推進課＞ 

平成３０年度市政に関する意識調査 

「仕事」優先 

女性 希望 3.0％ 現実17.1％，男性 希望 5.7％ 現実28.4％ 

「仕事」と「家庭生活」をともに優先 

女性 希望 26.1％ 現実20.0％，男性 希望 31.5％ 現実19.0％ 

 

13. 男性も女性も仕事を優先したい人の割合は低いものの、現実には仕事を優先

せざるを得ない状況にあり、特に男性はその傾向が強いことが分かります。

また、「仕事」と「家庭生活」をともに優先したいと考えていても、現実に優

先している人は少なく、これも男性にその傾向が強いことが分かります。男

性の生きづらさを表している数字だと思いますが、男性相談はこの間、どの

ような対応をとってきたのでしょうか。また相談内容の特徴なども合わせて

お示しください。 

＜市民局 事業推進課＞ 

・アミカスにおいて，平成17年度から，より男性が気軽に相談できるよう，

男性相談員による専用の相談ダイヤルを開設するとともに，26年度から

は，男性の面接相談日を設け，対応している。 

・主な相談内容は、夫婦関係や対人関係、仕事に関することなど。 

 

今後も、ワーク・ライフ・バランスを推進し、希望と現実が一致するような

社会を実現する必要がありますが、一方で、家事分担の在り方に意識変革が

なければ男性の「取るだけ育休」問題にもなりかねません。制度の充実とと

もに、意識変革に向けた取り組みもお願いします。 

 

14. 次に、基本目標４では「働く場において、男女が対等に参画し、その能力を

十分に発揮できる社会の実現を目指している」となっていますが、実際に職

場での意識はどうなのか、「職場における男女の平等感の割合」の調査結果

について、計画策定時と現在を比較してお示しください。 

＜市民局 女性活躍推進課＞ 

平成２５年度福岡市男女共同参画社会に関する意識調査 

平等 女性 15.9％，男性 23.1％，全体 18.6％ 

平成３０年度市政に関する意識調査 

平等 女性 17.3％，男性 23.5％，全体 19.7％ 

 

15. ほとんど変化のない数字だと思いますが、この結果をどう評価し、今後どの

ように取り組む計画があるのかお示しください。 
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＜市民局 女性活躍推進課＞ 

・今後とも，取組みを推進していく必要があると考えている。 

・男女間の不平等感を解消し，職場において均等な取扱いが進むよう，行

動計画の策定を支援するほか，セミナーなどを通じて，引き続き男女共同

参画の啓発に取り組む。 

 

16. 女性が結婚、出産、育児をきっかけに、仕事を辞めざるを得ない傾向はいま

だになくなっていません。また、男性に比べて非正規雇用で働く女性の割合

は高く、大きな賃金格差があります。そこでお尋ねしますが、正規及び非正

規の平均賃金を男性・女性ごとにお示しください。 

＜市民局 女性活躍推進課＞ 

・平成30年賃金構造基本統計調査 

短時間労働者を除いた一般労働者 

正社員・正職員       男性 35万1100円 女性 26万5300円 

正社員・正職員以外（非正規）男性 23万2500円 女性 18万7900円 

 

17. 正社員男性と非正規女性には倍の違いがあります。また、お示しいただいた

数字には賞与などは含まれていないはずなので生涯賃金にするとさらに大

きな格差が生じてしまい、この相対的貧困状態が人格や健康まで奪ってしま

うものになりかねません。リーマンショック以降の不況の中で男性の非正規

雇用率も上昇傾向にあり、重大な社会問題となっています。しかしながら、

女性の非正規問題はこの間の経済問題とは別に、根強く残る「男性稼ぎ主」

モデルを基盤とした賃金体系とそれを補完する社会保障制度のメカニズム

の中で生まれたものです。いわば、女性の働き方・生き方を制限する人権問

題ということができます。 

 

このような社会背景の中、横浜市男女共同参画センターや大阪市立男女共同

参画センターでは非正規雇用の中でも特にシングル女性の貧困や孤立の調

査を行い、その結果をもとに支援事業や追跡調査を実施しています。女性の

生きづらさ、働きづらさの社会的背景を根底から見つめなおそうとする両市

の取り組みに学ぶべきことが多いと思います。そこでお尋ねいたしますが、

不本意な非正規雇用に対して本市ではどのような支援を行っていますか。 

＜市民局 女性活躍推進課，事業推進課＞ 

・非正規雇用の女性に限定した就労支援は行っていない。 

・就職希望者に，スキルアップの講座や，「シティハローワークみなみ」と

連携した就職活動に役立つ講座を開催するなど，女性の就労支援に取り組

む。 
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・「ふくおか女性活躍NEXT企業 見える化サイト」にて，求職の際の参考

に，女性の活躍推進に取り組む企業を紹介 

 

先に紹介した２市の取り組みは、例えば、男女共同参画拠点施設でのキャリ

アコンサルタントの導入だったり、社会保障や行政施策に対する追跡調査だ

ったり、個人と社会双方へのアプローチを開始しています。一度非正規にな

ると、なかなか正規になることができない日本の雇用システムが女性の就労

を難しくしています。個人の責任論では済まされないのが問題です。さらに、

今回のコロナウイルスに起因する数々の影響は、非正規雇用の人たちへ大き

なしわ寄せを生じさせています。このような社会背景を踏まえての非正規支

援を強くお願いしたいと思います。 

 

18. 次に、基本目標５に関して伺います。男女共同参画審議会委員の女性の参画

率はどうなっていますか。 

＜市民局 男女共同参画課＞ 

 男女共同参画審議会委員の女性の参画率：56.3％ 

 

19. では、その他の審議会等の状況についてもお伺いします。審議会等委員の女

性の参画率について、目標値と現状値についてお答えくさい。また、すべて

の審議会等のうち、女性委員がいない審議会等の数をお示しください。 

＜市民局 男女共同参画課＞ 

・審議会等委員への女性の参画率 

   目標値：令和２年度までに40％ 

   現状値：令和元年８月１日現在 35.4％ 

・女性委員のいない審議会等の数：０ 

 

女性委員がいない審議会等がなくなったとのことで、この間、目標達成にご

尽力されてこられたことが分かりました。一方で参画率は目標値にはあと一

歩という印象ですし、女性委員が１人という審議会等も複数あるはずです。

引き続き、目標達成に向け、女性委員の登用に努めていただきたいと思いま

す。 

 

20. 次に地域における取り組みについてお伺いします。基本目標６においては地

域において男女が共に日常の活動や意思決定の場に参画することで、住みよ

い豊かな地域社会の実現を目指すとありますが、地域団体の長等への女性の

就任率について、計画策定時と現在を比較してお示しください。 
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21. 若干上昇しているようですが、男性が圧倒的に多い状況が続いています。日

常的な活動は女性も多く参加していますが、代表の就任となると男性が多く

なるのはなぜでしょうか。理由を分析されているのであれば、お示しくださ

い。 

＜市民局 男女共同参画課＞ 

平成30年度に実施した「市政に関する意識調査」の結果で，地域活動にお

いて女性のリーダーが少ない理由について，「これまでの慣習で，リーダ

ーには，男性が就任してきたから」，「女性は家事や仕事で忙しいから」，

「男性中心の組織運営になっているから」と回答した人の割合が高くなっ

ている。 

 

22. 各校区において、男女共同参画協議会などの男女共同参画を推進する団体が

組織されてますが、この団体はどのような目的を持って、どのような活動を

行っているのでしょうか。また、各団体が具体的にどのような活動を行った

か毎年把握をしているのか、お示しください。 

＜市民局 男女共同参画課＞ 

校区における男女共同参画を推進することを目的とし，男女共同参画週間

「みんなで参画ウィーク」などにおいて研修会や講演会等の活動を行って

おり，その実施状況を毎年把握している。 

 

23. 地域における啓発は、社会通念や慣習が根強い障壁となり、なかなか進まな

いのが実情のようです。地域で活動する方々からは、目的を達成するために

具体的にどのような活動を行えばよいか分からないといった声も聞きます。

市は地域での活動に対して、どのような支援を行っていますか。また、各校

区での取り組みを単にフィードバックするだけでなく、成果の上がった取り

組みをモデル事例として取り上げるような考えはないのかお尋ねします。 

＜市民局 男女共同参画課 事業推進課＞ 

・活動支援 

男女共同参画協議会等が実施する研修や事業などに男女共同参画推進サ

ポーターなどを派遣するとともに講座を実施 

・モデル事業の紹介 

「男女共同参画つうしん」や福岡市と七区男女共同参画協議会が共催する

＜市民局 男女共同参画課＞ 

・計画策定時（平成27年度）：18.2％ 

・現在（令和元年７月１日現在）：21.1％ 



令和２年第１回福岡市議会（条例予算特別委員会総会）質疑 

9 

2020/3/23 

「男女協サミット」において，校区の事例紹介 

 

広く集客をして、地域全体の底上げを図るものと、地域の男女共同参画の担

い手となる方々へブラッシュアップの機会は車の両輪のように、同時に進め

なければならないと考えます。地域の担い手となる方へは、地域での具体的

な取り組み方を含んだ支援をお願いいたします。 

 

24. さて、質問の冒頭でも確認いたしましたが、現在の第３次男女共同参画基本

計画の計画期間は2020年度までです。今後、第４次男女共同参画基本計画の

策定に向けて、具体的な検討を進められると思いますが、策定のスケジュー

ルについて、議会への報告時期を含めてお示しください。 

＜市民局 男女共同参画課＞ 

・令和２年１月24日：男女共同参画審議会へ諮問 

・令和２年３月～８月：男女共同参画審議会で審議 

・議会へ中間報告 

・令和２年10月～11月：パブリックコメント 

・令和２年度中：男女共同参画審議会からの答申，計画策定，議会報告 

 

25. 議会に対しては、パブリックコメントを実施する前に中間報告をする予定と

のことですが、その時点では、すでに計画の体系や基本目標、施策の方向、

具体的施策なども重要な部分はほとんど固まった状況にあり、議会の意見を

踏まえて修正するとしても部分的にしかできないのではないでしょうか。も

っと早い段階で議会の意見を聴けないのかご所見を問います。 

＜市民局 男女共同参画課＞ 

審議会で策定した原案をもって，議会へ中間報告を行い，ご意見を伺う。 

 

26. 市役所内部や自治協議会、男女共同参画協議会などには、パブリックコメン

ト原案を策定する際に意見を聴くお考えのようですので、同じタイミングで

議会にも意見を聞かれるよう、強く求めておきます。 

 

現計画が策定されて以降、国においては、「政治分野における男女共同参画

の推進に関する法律」や「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

等の一部を改正する法律」などが、また県においては、先にもふれましたが、

「福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例」が

施行されました。さらに、国おいて、「困難な問題を抱える女性への支援の

あり方に関する検討会」も継続開催されています。第４次計画の策定にあた

っては、現計画の振り返りにより明らかになった課題に加え、新たな法令・
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制度に対応した内容とする必要がありますが、どのような視点で取り組んで

いくのかご所見を問います。 

＜市民局 男女共同参画課＞ 

現計画の成果と課題，新たな法律等，社会情勢の変化等を踏まえながら策

定していく。 

 

27. しっかりと計画に反映し、取り組んでもらいたいと思います。また、次の第

４次計画の策定にあたっては、家族や性の多様化や、SDGsの達成に向けた世

界的な潮流など、社会情勢の変化にも対応した内容とする必要があります。

SDGsの第５目標は、ジェンダー平等を達成し、すべての女性のエンパワーメ

ントを図ることです。このジェンダー平等の度合いを測る上で、ジェンダー

ギャップ指数が1つの指標として用いられていますが、2019年12月に世界経

済フォーラムが発表した国別ジェンダーギャップ指数によると、日本は153

カ国中121位という結果でした。特に政治と経済の分野で格差が広がってい

ます。 

このうち、経済分野で格差を埋めていくには、企業等における管理職の女性

比率向上や収入の男女差を縮小させることが必要であり、福岡市としても、

積極的な貢献が可能であると考えますが、所見をお伺います。 

＜市民局 女性活躍推進課＞ 

・講演会や見える化サイトなどで，女性活躍の必要性やそのメリットにつ

いて，広く企業に働きかけるとともに，企業への事業主行動計画の策定支

援や，働く女性へのキャリアアップ支援を行っている。 

・これらの取組みが，経済分野における解消につながっていくものと考え

る。 

 

28. SDGsの目標期限は2030年です。SDGsで目指す10年後の姿を見据えながら次期

計画を策定しなければ、実効性のないものになる恐れがあると思いますが、

ご所見を伺います。 

＜市民局 男女共同参画課＞ 

SDGsの目指す姿を踏まえながら計画策定に取り組む。 

 

29. 本日の質問では、第３次福岡市男女共同参画基本計画の進捗状況と、その振

り返りにより明らかになった課題の認識、また、新たな法令・制度や社会情

勢の変化に対応した次期計画づくりの必要性などについて、私の考えを述べ

させていただきました。市民一人ひとりが、性別に関わりなく、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て、真に実効

性のある第４次福岡市男女共同参画基本計画づくりに取り組まれるよう求
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めるとともに、市のあらゆる施策において、男女共同参画の視点に立った行

政運営が推進されるべきと考えますが、庁内の推進組織である福岡市男女共

同参画推進協議会の会長として市長のご所見を問い、この質問を終わります。 

＜市長＞ 

 

 

 

 


