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第２次宗像市男女共同参画プラン（案）市民意見提出手続き（パブリックコメント）の結果について 

 

 第２次宗像市男女共同参画プラン（案）に関する市民意見提出手続き（パブリックコメント）を実施しましたところ、市民のみなさまから貴重な

ご意見をお寄せいただきました。提出された４名の方のご意見に対してプランへの反映を検討した結果、一部語句の修正やグラフの追加を行うこと

としました。 

 

Ⅰ 市民意見提出手続きの概要 

◇ 男女共同参画推進課、男女共同参画推進センター、宗像市役所本庁情報コーナー、大島行政センター、中央公民館、岬地区公民館、 

宗像ユリックス、各地区コミュニティセンター、市民活動交流館（メイトム宗像）での閲覧資料設置や市ホームページ掲載により 

意見を募集しました。 

  

１ 意見募集期間 平成２２年１０月１日（金）から平成２２年１０月３１日（日）まで 

２ 意見提出状況 ４人（１４件） 

３ 意見の概要 

（１）事業に対する意見・要望（９件） 

（２）その他の意見・要望（５件） 
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Ⅱ 市民意見への対応 

 第２次宗像市男女共同参画プランについて、下記のとおり意見をいただきました。意見に対する市の考え方、対応について、その取扱いは下記の

とおりです。 

提案者 意見 対応 回答 

１ １ 【ＤＶ・セクハラ相談、支援体制の充実について】 

むなかたホットラインを除く３つの相談業務

は、要事前予約です。平成２０年調査によれば、

女性の暴力をなくすために市民が求める施策とし

て「被害女性が安心して相談できる窓口をつくる」

が最も高くなっている現状と、相談業務の拡充、

相談窓口の周知と一層の広報活動を進めるという

ことであるならば、就業相談、こころと生き方相

談、むなかたホットラインを一つの業務としてま

とめて、業務時間も曜日・時間指定ではなく毎日

9：00～17：00（予約無）にしてはどうでしょうか。

基本、相談者が安心して相談できる場所作りをし

なければなりません。大阪府にあります、ドーン

センターを参考にしてみてはいかがでしょうか。 

原案どおり 

男女共同参画推進センターでは、それぞれの相談内容に精通

した専門の相談員による相談事業を実施しています。相談内容

は多様化・複雑化しており、一つの業務としてまとめると、相

談員の専門性が低下し、相談者の満足度が下がることも考えら

れます。また、現在の相談業務は委託事業であり、相談員を常

駐させることは財政的に困難と考えます。ただし、むなかたホ

ットライン（電話相談）につきましては、広域の自治体で取り

組むことにより相談回数を増やすなどの対応を検討したいと

思います。 

なお、相談できる場所づくりにつきましては、引き続き相談者

が安心して相談できるよう、関係機関と連携を図り、庁内にお

ける支援体制を整備していきたいと考えています。ご意見にあ

る大阪府立のドーンセンターに相当するものとして、福岡県男女

共同参画センターあすばるでも相談事業があります。市民の相談

しやすい窓口を市として整備するとともに、県等の相談窓口につ

いても一層周知を図っていきます。 
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提案者 意見 対応 回答 

１ 

 

２ 【就学前、学校教育における男女共同参画の推進

について】 

教職員の意識啓発＝教育政策課、男女平等教育

の推進＝人権対策課と分けられていますが、これ

を一つにまとめ、男女共同参画推進課が舵をとり

教育政策課と人権対策課が連携して、教職員と小

中学校の生徒に意識啓発させるようにしてはと思

います。例えば福津市では、ＤＶＤ「チェンジ」

を引用して指導要領を作り教職員が、生徒たちに

指導し意識啓発をしているそうです。 

幼稚園、保育所教職員の意識啓発＝子ども課で

すが、これも男女共同参画推進課と子ども課が連

携して、教職員と幼児たちに意識啓発させるよう

にしてはと思います。 

原案どおり 

すでに連携して事業を展開しておりますが、プランでは主体

的に事業を推進していく担当課を決めて啓発に取り組んでい

るところです。また、男女共同参画推進課は、本プランに掲載

されたすべての事業において、関係各課と連携して啓発を行っ

ていきます。 

なお、ご提案いただいた事業につきましては、教育委員会と調

整・連携を図りながら実施する必要があると考えます。 
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提案者 意見 対応 回答 

１ 

 

３ 【固定的な役割分担意識の解消に向けた啓発の推

進、コミュニティ運営協議会等における女性役員

登用促進、男女の社会参画の促進と支援について】 

新規に「各地区コミュニティ運営協議会との協

働により、地域の特性を生かしながら啓発事業を

推進します」「男女がともに地域社会を担うため

に、地域・社会活動への参加促進のための意識啓

発を行います」の２つを男女共同参画推進課が担

当しています。継続で「地域づくりにおいて男女

が共に参画しやすい環境づくりを支援します」を

コミュニティ課が担当しています。これを男女共

同参画推進課とコミュニティ課が連携して促進を

図るようにしてはと思います。 

赤間地区コミュニティ運営協議会には、男女共

同参画部会があります。他の１２地区のコミュニ

ティにも男女共同参画部会を創設して、意識啓発

させる事業を行えば宗像市全体に男女共同参画が

浸透していくと思います。現代の社会問題（子ど

もの虐待、自殺、性犯罪、貧困、ＤＶ等）の根源

には、男女共同参画があると思いますし、コミュ

ニティ課の構成部会の一つに、男女共同参画部会

を創設する必要があると思います。 

原案どおり 

男女共同参画推進課は、本プランに掲載されたすべての事業

において、関係機関及び関係各課と連携して啓発を行っていき

ます。また、地域における男女共同参画推進のあり方につきま

しては、他地域の事例等情報を提供しながら、地域の主体性を

重んじつつ、コミュニティ課やコミュニティ運営協議会と協議

していく必要があると思います。 
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提案者 意見 対応 回答 

２ １ 【両立しやすい職場環境づくりについて】 

 「（４）パワーハラスメント防止の啓発」を追加

する。「両立しやすい職場環境づくり」がなかなか

進まない実質的要因として、パワーハラスメント

が大いにあると思われるので、人権でのＤＶ、セ

クハラだけでなく、ここにパワーハラスメントを

追加すべきと考える。 

一部修正 

（Ｐ２１） 

 ご提案いただいた事業につきましては、男女共同参画推進課

としましてはハラスメントのひとつとして位置づけており、

「基本目標Ⅱ－１－（１）ＤＶ・セクハラ防止の啓発」のなか

で取り組んでいきたいと考えています。このことから、施策の

取り組み及び事業名を「（１）ＤＶ・セクハラ等の防止の啓発」、

「ＤＶ・セクハラ等の防止に向けた啓発活動の実施」に一部修

正いたします。 

２ ２ 【両立しやすい職場環境づくりについて】 

 「（５）ダイバーシティの理解・促進」を追加す

る。「両立しやすい職場環境づくり」を進めるには、

性別、障害等に関わらず、個々人の個性、スキル

を尊重し、トータルとしての最適化を目指すべき

であり、ここに追加すべきと考える。 

原案どおり 

 「ダイバーシティ」につきましては、今後、国、県や他市町

村の取り組みを参考にしながら、市としてどのように取り組む

べきか研究していきたいと思います。 

２ 

 

３ 【審議会等への女性登用促進について】 

 有識者等に市外からの女性登用が増えれば数値 

は上がるが、宗像市民としての男女共同参画が進 

んでいるとは言いがたい。従って市民（市内在住 

または勤務）としての参画の判る別途指標をも含 

めて管理すべきと考える。 

原案どおり 

 審議会によっては、委員の専門知識が必要などの理由で市外

の方を登用することもあります。平成２２年１１月１日現在、

女性委員１４１人のうち市外からの登用は７人であり、市外か

らの登用は少ないといえます。今後も、市民公募枠を活用し、

できるだけ市内在住または勤務の女性の登用を推進していき

ます。 
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提案者 意見 対応 回答 

２ 

 

４ 【国際交流事業の支援について】 

 姉妹都市である金海市との交流が書いてある

が、先のジェンダー指数の発表でも、日本・韓国

は国際的にも最低レベルであり、男女共同参画の

観点からしてジェンダー指数の高い北欧等の国を

挙げるべきと考える。 

原案どおり 

 国際交流事業につきましては、市の事業の一環として、韓国

の金海市やニュージーランド、ブルガリア共和国カザンラック

市との交流を行っており、対象市や国を変えることは難しいと

思われます。日本と韓国は類似点が多く、男女共同参画の観点

から韓国の方が進んでいる取り組みについて学べることもあ

ると考えます。国際交流事業だけでなく、広報紙等を通じて情

報提供を行いながら国際理解を深めるとともに、男女共同参画

の視点に立って、事業を実施する必要があると考えます。 

３ １ 【子育て中の親への支援について】 

 「保育サービスの充実について」の事業では働

く親への支援充実だけでなく、就業につくための

支援の充実も、また自分磨きやスキルアップのた

めの人材育成のためにも必要。また、子育て不安

や親が病気のときの支援なども必要なことです。

虐待防止にも役立っているとおもうので、いろん

な事業で充実させていただきたい。 

原案どおり 

 「保育サービスの充実について」は、ご意見のように多面的

な意義や効果があるものと認識しています。すでに実施してお

りますが、今後も、なお一層、関係各課と連携を図りながら事

業の充実を図っていきたいと思います。 

３ 

 

２ 【ＤＶ・セクハラ防止の啓発について】 

ＤＶとあわせてパワーハラスメントについて

も、もう少し取り上げていただきたい。 
一部修正 

（Ｐ２１） 

男女共同参画推進課としましては、前述のとおり、パワーハ

ラスメントをハラスメントのひとつとして位置づけており、

「基本目標Ⅱ－１－（１）ＤＶ・セクハラ防止の啓発」のなか

で取り組んでいきたいと考えています。このことから、施策の

取り組み及び事業名を「（１）ＤＶ・セクハラ等の防止の啓発」、

「ＤＶ・セクハラ等の防止に向けた啓発活動の実施」に一部修

正いたします。 
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提案者 意見 対応 回答 

４ １ 【その他の意見】 

Ｐ５のグラフとグラフの説明文との内容が違

う。 

グラフを追加 

（P5） 

 ご指摘のとおり、説明文の内容に応じたグラフを掲載いたし

ます。 

４ 

 

２ 【その他の意見】 

Ｐ６ ３行目 「７割以上の人が賛成」とあるが、

グラフでは男性の賛成派は６８．５％となっている。

「７割前後の人が賛成」と改めた方がよいのでは？ 

一部修正 

（P6 3 行目） 

男女別にみると、グラフでは８割を超えているものもありま

す。全体の分析結果から説明文を掲載しており、「７割以上の

人が賛成」の前に、「全体では」を追加します。 

４ 

 

３ 【その他の意見】 

Ｐ６ ４行目 「認識はかなり広がってきてい

るといえる」とあるが、前回調査と割合は変わら

ない。むしろ割合が下がっているため、広がって

いるとは言えない。 

一部修正 

（P6 4 行目） 

 ７割以上の人が賛成していることから、認識は広がっている

と分析しています。ただし、一部表現を改め、「広がってきて

いるといえる」を「広がっているといえる」に修正いたします。 

４ 

 

４ 【その他の意見】 

Ｐ７ ３行目 「前回調査に比べて賛成する人

がわずかながらとはいえ増加している」とあるが、

男女別にみると、前回調査と比べ、男性は割合が

下がり、女性は上がっている。分析は不要。 

一部修正 

（P7 3・4行目） 

ご指摘のとおり、「前回調査に比べて賛成する人がわずかな

がらとはいえ増加しています」の一文を削除いたします。 

４ 

 

５ 【その他の意見】 

Ｐ７ ４行目 「男性も家庭的責任を担わなけ

れば」は削除。 

一部修正 

（P7 4 行目） 

 前述のとおり、７割以上の人が賛成していることから、男性も

家庭的責任を担わなければならないという認識は広がっている

と分析しています。ただし、一部表現を改め、「広がってきてはい

るものの」を「広がってはいるものの」に修正いたします。 

 


