
【令和２年度 第２回 男女共同参画懇話会議事要旨】 

 
日 時 令和２年１２月２１日（月） １４時００分から１６時００分 
場 所 市役所 新館１階 会議室５ 
出席者 （委 員）青木、緒方、斎藤、酒井、佐藤、三輪、若林 

 （事務局）水野課長、竹田係長、山本 
傍聴者 ０名 

 
あいさつ 

  斎藤会長よりあいさつ 
 
（１） 男女共同参画フェスタに代わる啓発について 

  資料№１をもとに事務局より説明 

  啓発内容について 
  来年度の避難訓練公演でも話をしたらどうか。その場合は今年と同じ「防災」をテーマに

新しいチラシを配ってほしい 
  来年度に実施される小学生や幼稚園児とその親が参加するイベントで啓発したらどうか 
  これまでのフェスタでは参加する年齢層や客が固定されていたが、イベントに出向いての

啓発はさまざまな層の市民への PR につながる 
  取り上げたいテーマや PR できる場所があれば次回以降の懇話会で意見をいただく 
 
（２） 委員継続確認について 

  資料№２をもとに事務局より説明 

  団体推薦の委員については団体へ推薦依頼、その他委員についてはそれぞれ再任確認を送

付（１月頃） 
 
（３） 男女共同参画フォトコンテスト 

  資料№３、「男女共同参画フォトコンテスト審査要領」をもとに審査会を実施 

1. 審査要領の確認 
2. 審査表により、各委員により評価（評価項目「テーマ性」「主題性」「独創性」「表現性」） 
3. 各委員による評価点数を集計し、点数の高い順に順位付け 
4. 表彰数の決定（最優秀賞他、表彰数の検討） 
5. 受賞者の決定 
  最優秀賞 なし、優秀賞 ２点、佳作 １点が決定 
  受賞者には年内に通知し、年明けに授賞式を開催予定、その他応募者には参加賞を送付 
  受賞作品は市の広報他、男女共同参画の啓発に使用する 
 



 
（４） 「第３次とよあけ男女共同参画プラン」施策見直しについて 

  資料№４をもとに事務局より説明、委員による意見交換 

  別紙「第３次男女共同参画プラン中間見直し 懇話会委員意見」のとおり 
  懇話会意見をもとに、事務局で変更箇所の変更、必要があれば関係課との調整を経て見直

し版を作成 
  次回懇話会（３月）で見直し版の提示 
 
次回懇話会 

令和３年３月開催予定（日程は後日調整） 



施策 内容 施策 内容

5
男女共同参画に関する学
習機会の充実

家事・育児・介護などの家庭生活に関
する講座やセミナーの開催など、男女
共同参画に関する学習ができる機会を
充実します。

家事・育児・介護などの家庭生活に関
する講座やセミナーなどに男女共同参
画に関する学習を組み込む。

内容がより具体的になるように表
現を修正した。
冊子案では施策の文言と同じにな
る。

9
多様な人々が学習できる
環境の整備

性別、世代、ライフステージを問わず、
多様な人々が参加できるように、テーマ
を設定し、環境（託児、手話通訳、要点
筆記など）を整備します。

国籍、性別、世代、ライフステージを問
わず、多様な人々が参加できるように
テーマを設定し、環境（託児、手話通
訳、要点筆記など）を整備します。

外国籍市民が多いため

9
多様な人々が学習できる
環境の整備

性別、世代、ライフステージを問わず、
多様な人々が参加できるように、テーマ
を設定し、環境（託児、手話通訳、要点
筆記など）を整備します。

性別、世代、人種（外国籍）、ライフス
テージを問わず、多様な人々が参加で
きるようにテーマを設定し、環境（託児、
手話通訳、要点筆記など）を整備しま
す。

内容に「人種(外国籍）」の文言を
追加
（理由）豊明市内には多くの外国
籍の人々が生活しているため

11
男女共同参画・LGBTに関
する情報発信

市全体の取り組みとして、広報やホー
ムページなどをはじめ男女共同参画・
LGBTに関する情報発信の場を充実し
ます。

施策43と重複

16
男性への家事・育児・介護
に関する学習機会や情報
の提供

家庭における男性のあり方や役割に関
する学習機会や、家事・育児・介護など
の家庭生活に関する講座や講習会の
充実を図ります。

家族全員が協力し、自立
した家庭を築くための学習
機会・情報の提供

施策16か18は同じ事項に対するそ
れぞれの行動を述べているので、
対象事項を同じ文言に修正した。
施策10から12と同じ形式

17
家族が協力して自立した
家庭を築くための認識の
啓発

男女が性別役割分担意識にとらわれる
ことなく、協力して家庭生活を担うという
認識を高める啓発を行います。

家族全員が協力し、自立
した家庭を築くための認識
の啓発

施策16か18は同じ事項に対するそ
れぞれの行動を述べているので、
対象事項を同じ文言に修正した。
施策10から12と同じ形式

18
家族全員で家庭生活を担
うための環境整備

仕事と育児・介護の両立を支援するた
め、育児・介護休業制度、再就職支援
などの情報収集に努めるとともに、制度
などの取得・利用についてＰＲします。

家族全員が協力し、自立
した家庭を築くための環境
整備

施策16か18は同じ事項に対するそ
れぞれの行動を述べているので、
対象事項を同じ文言に修正した。
施策10から12と同じ形式

第3次男女共同参画プラン中間見直し　懇話会委員意見

施策
№

当初プラン 変更の案
理由・意見 懇話会意見交換 内容



施策 内容 施策 内容

第3次男女共同参画プラン中間見直し　懇話会委員意見

施策
№

当初プラン 変更の案
理由・意見 懇話会意見交換 内容

19
男女が互いの性を尊重す
る性教育の充実

児童生徒が、妊娠や性感染症等の性
に関する知識を確実に身につけるよう、
適切な指導を実施します。

すべての児童生徒が、妊娠や性感染症
等の性に関する知識を確実に身につけ
るよう、適切な指導を実施します。

障害をもったという意味合いを加
える。加えたい。

19
男女が互いの性を尊重す
る性教育の充実

児童生徒が、妊娠や性感染症等の性
に関する知識を確実に身につけるよう、
適切な指導を実施します。

LGBTについての文言を該当箇所
へ追加してほしい（豊明が先進し
て取り組んだ分はできるだけ載せ
るという意味で）

19
男女が互いの性を尊重す
る性教育の充実

児童生徒が、妊娠や性感染症等の性
に関する知識を確実に身につけるよう、
適切な指導を実施します。

 男女が互いの性を尊重す
る性教育の充実

LGBT

LGBTへの配慮のため、「男女」と限
定することに違和感がある。
→「男女」と書くことに意味があるの
であえて載せるべき

21

全ての市民の人権を尊重
し、多様な生き方をお互い
に認め合うことによる、
LGBTへの配慮と理解の
浸透

多様な性の在り方（からだの性、こころ
の性、好きになる性、表現する性）があ
ることを理解するよう、啓発をします。

性の在り方をはじめとする多様な生き
方があることを理解するよう、啓発しま
す。

施策と内容の文言に整合性がな
いため

21

全ての市民の人権を尊重
し、多様な生き方をお互い
に認め合うことによる、
LGBTへの配慮と理解の
浸透

多様な性の在り方（からだの性、こころ
の性、好きになる性、表現する性）があ
ることを理解するよう、啓発をします。

LGBTについての文言を該当箇所
へ追加してほしい（豊明が先進し
て取り組んだ分はできるだけ載せ
るという意味で）

24 ＤＶ相談体制の充実
ＤＶの実態把握に努めるとともに、被害
者や加害者が適切な相談を受けられる
よう相談機能を充実します。

「子ども」「高齢者」「外国人」も適切
な相談を受けられるようにする。

25
関係機関との連携協力に
よる被害者の実情に応じ
た支援

被害者の支援にあたっては、子ども・高
齢者・障害者等それぞれの立場を踏ま
え、個人情報には十分に留意しつつ、
関係機関と連携協力し、適切な対応・
支援を行います。

被害者の支援にあたっては、子ども・高
齢者・障害者・外国人等それぞれの立
場を踏まえ、個人情報には十分に留意
しつつ関係機関と連携協力し、適切な
対応・支援を行います。

内容に「外国人」の文言を追加
（理由）豊明市内には多くの外国
籍の人々が生活しているため。

支援学校の子どもたちへの性被害
の話を聞く。障害のあるなしに関わ
らず、性教育を実施していくことが必
要

→「障がい者」とあえて書くか否か
→「LGBT」に関する配慮はどうする
か

◎施策に「すべての」と記載を追加
する

「多様な生き方をお互いに認め合
う」ことは自分自身の自己肯定感に
つながる大切なこと。

次期計画の策定時には、男女共同
参画とLGBTとを明確にわかりやすく
できるといい。



施策 内容 施策 内容

第3次男女共同参画プラン中間見直し　懇話会委員意見

施策
№

当初プラン 変更の案
理由・意見 懇話会意見交換 内容

25
関係機関との連携協力に
よる被害者の実情に応じ
た支援

被害者の支援にあたっては、子ども・高
齢者・障害者等それぞれの立場を踏ま
え、個人情報には十分に留意しつつ、
関係機関と連携協力し、適切な対応・
支援を行います。

DV等の被害者の支援にあたっては、子
ども・高齢者・障害者等それぞれの立
場を踏まえ、個人情報には十分に留意
しつつ、関係機関と連携協力し、適切な
対応・支援を行います。

被害者の前にDV or 暴力をいれる
何の被害者かより分かるように

・どこまで具体的に書くのか
・「関係機関」に法務省法務局と入
れたらどうか

26 緊急保護支援体制の確立

緊急保護を必要としているＤＶ被害者に
対して、関係機関（警察・病院・弁護士
など）と連携し、迅速な支援ができる体
制を充実します。

緊急保護を必要としているDV被害者に
対して、関係機関（警察・病院・弁護士・
法務局など）と連携し、迅速な支援がで
きる体制を充実します。

内容に「法務局」の文言を追加
（理由）法の番人の下は法務省法
務局であるため

31
人権尊重についての教
育・啓発

男女の人権尊重や男女平等の重要性・
LGBTなど人権教育を推進します。ま
た、暴力は人権侵害であり許されるも
のではないことについて、教育・啓発を
行います。

男女の人権尊重や男女平等の重要性
など幼・保育園、学校、職場等において
人権教育を推進します。また、暴力は
人権侵害であり許されるものではない
ことについて、教育・啓発を行います。

内容に「幼・保育園、学校、職場等
において」の文言を追加
（理由）人権教育の教育・啓発場
所を明確に示すため。

35
男女共同参画に関わるグ
ループやＮＰＯなどへの支
援

女性問題や男女共同参画・LGBTに取
り組んでいる団体やＮＰＯなどへの支援
を進めます。

女性の貧困、ハラスメント、ジェンダー
格差などの問題や、男女共同参画・
LGBTに取り組んでいる団体やNPOなど
への支援を進めます。

「女性問題」を「女性の貧困、ハラ
スメント、ジェンダー格差などの問
題」へ置き換える。
（理由）「女性問題」が何を指すの
かわからないため

36

女性団体や男女共同参
画・LGBTに関わる団体な
どの交流ネットワークづく
り

女性問題や男女共同参画、LGBTに関
わる活動に取り組んでいる団体などの
交流ネットワークづくりを進めます。

女性の貧困、ハラスメント、ジェンダー
格差などの問題や、男女共同参画・
LGBTに取り組んでいる団体などの交
流ネットワークづくりを進めます。

「女性問題」を「女性の貧困、ハラ
スメント、ジェンダー格差などの問
題」へ置き換える。
（理由）「女性問題」が何を指すの
かわからないため

38
男女共同参画・LGBTの意
識を高める講座などの実
施

市民活動団体と市が協働し、女性問題
や男女共同参画、LGBTに関する講座・
フォーラムなどを開催し、市民の関心を
高めます。

市民活動団体と市が協働し、女性問
題、LGBTや男女共同参画に関する講
座・フォーラムなどを開催し、市民の関
心を高めます。

内容に「LGBTや」の文言を追加
（理由）2017年より豊明市では
LGBTへの取り組みを始めたた
め。

38
男女共同参画・LGBTの意
識を高める講座などの実
施

市民活動団体と市が協働し、女性問題
や男女共同参画、LGBTに関する講座・
フォーラムなどを開催し、市民の関心を
高めます。

市民活動団体と市が協働し、女性の貧
困、ハラスメント、ジェンダー格差などの
問題や男女共同参画、LGBTに関する
講座・フォーラムなどを開催し、市民の
関心を高めます。

「女性問題」を「女性の貧困、ハラ
スメント、ジェンダー格差などの問
題」へ置き換える。
（理由）「女性問題」が何を指すの
かわからないため



施策 内容 施策 内容

第3次男女共同参画プラン中間見直し　懇話会委員意見

施策
№

当初プラン 変更の案
理由・意見 懇話会意見交換 内容

40 人材情報の整備

女性の人材情報に関するデータベース
を整備し、審議会等の委員として活躍
できるよう、活用します。また、データ
ベースに登録している方を審議会等へ
登用することで、活躍の機会を設けま
す。

データベースの整備

個人情報保護の観点からデータ
ベースの整理は難しいのでは

◎実施が不可能であるため施策か
らは削除

43 情報発信の工夫

広報、ホームページ、回覧板、各種講
座やセミナーなど、多様な方法で男女
共同参画やLGBTに関わる情報を発信
し、市民が女性問題や男女共同参画に
関する情報を得やすい環境を作りま
す。

広報、ホームページ、回覧板、各種講
座やセミナーなど、多様な方法で男女
共同参画やLGBTに関わる情報を発信
し、市民が女性の貧困、ハラスメント、
ジェンダー格差などの問題や男女共同
参画に関する情報を得やすい環境を作

「女性問題」を「女性の貧困、ハラ
スメント、ジェンダー格差などの問
題」へ置き換える。
（理由）「女性問題」が何を指すの
かわからないため

43 情報発信の工夫

広報、ホームページ、回覧板、各種講
座やセミナーなど、多様な方法で男女
共同参画やLGBTに関わる情報を発信
し、市民が女性問題や男女共同参画に
関する情報を得やすい環境を作りま
す。

施策11と重複

46
各種団体における男女平
等の理解を促進

区・町内会・老人クラブ・ＰＴＡ・子ども会
などをはじめ各地域における地域団体
や組織、また、区長連合会の研修会な
どで積極的に男女共同参画を働きかけ
ます。

市議会・区・町内会・老人クラブ・PTA・
子ども会などをはじめ各地域における
地域団体や組織、また、区長連合会の
研修会などで積極的に男女共同参画を
働きかけます。

内容に「市議会・」の文言を追加
(理由）市の運営母体である市議
会そのものが男女平等意識を持
つことが重要であるため。



施策 内容 施策 内容

第3次男女共同参画プラン中間見直し　懇話会委員意見

施策
№

当初プラン 変更の案
理由・意見 懇話会意見交換 内容

47 キャリアに関するサポート

女性のキャリアや労働、男女雇用機会
均等法などに関する講座の開催を行い
ます。また、出産・育児・介護などで退
職した女性の再就職を支援するための
制度や講座などを開催します。

48 就業・再就職支援の充実
女性の再就職、再雇用支援のために、
資格取得や能力開発、技術支援などの
機会を提供します。

 女性の再就職、再雇用支援のために、
資格取得や能力開発、技能支援などの
機会を提供します。

「女性」とあえて言わない

49 起業支援の充実
女性の起業を支援や融資制度などの
情報提供を行います。

 女性の起業支援や融資制度などの情
報提供を行います。

「女性」とあえて言わない

50
能力開発のための学習機
会の充実

女性の能力開発のためのセミナーや講
座を、企業や商工会とも連携を図り、実
施します。

 女性の能力開発のためのセミナーや講
座を、企業や商工会とも連携を図り、実
施します。

「女性」とあえて言わない

71
高齢者・障がい者の自立
支援

高齢者・障がい者の自分らしい自立し
た生活を支援するため、性別の違いに
配慮したきめ細やかな相談支援体制や
生活支援事業の充実を図ります。

性差の違い

80
防災・災害時における意
思決定の場への女性の参
画推進

防災・災害対応時において、女性の意
見も反映されるよう、女性向けの啓発
活動を実施します。

「女性」とあえて言わない

81
男女共同参画の視点に
立った防災・災害時対策
の推進

防災会議において女性委員を登用する
など、女性の意見を市の防災・災害時
対策に反映させます。

「女性」とあえて言わない

就職支援・能力開発などは、性別に
かかわらず行っていくことが必要で
ある。

・「女性」と書くことに意味があると思
う
・男女共同参画プランに載せるので
あれば、「女性」は入れたほうがい
い
・対象を絞る必要がある施策と、そう
でない施策が混在している
・「男性、女性」と「LGBT」は分けて
考える必要があると思う

◎５年前の状況と現状は変わってい
るため、事務局で確認し、「女性」と
いう言葉について残すか削除か検
討



施策 内容 施策 内容

第3次男女共同参画プラン中間見直し　懇話会委員意見

施策
№

当初プラン 変更の案
理由・意見 懇話会意見交換 内容

72
高齢者の生きがい支援と
社会参加の促進

高齢者を対象にした学習機会や就労機
会の提供、老人クラブ活動の充実な
ど、高齢者の生きがい支援と社会参加
を推進します。

重点目標にも関わらず、生涯学習
課は「実施なし」と回答している。
◎担当課から外す

77 介護環境の整備と支援
介護NPO・ボランティア活動を広げるな
ど介護環境を整備し、支援します。

介護NPO・ボランティア活動を広げるな
ど看護環境を整備し、行政及び介護施
設と円滑に支援します。

内容に「行政及び介護施設と円滑
に」の文言を追加
（理由）環境を整えるだけでなく、
支援者側を明確にすることで円滑
な支援ができるようにするため。

83
在住外国人への情報提供
と相談体制の充実

日本で生活する外国人に対し、ＤＶ等に
関する多言語での情報提供や相談体
制の充実を図ります。

日本で生活する外国人に対し、DV・
LGBT等に関する多言語での情報提供
や相談体制の充実を図ります。

内容に「・LGBT」の文言を追加
（理由）2017年より豊明市では
LGBTへの取り組みを始めたた
め。


