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男女共同参画審議会資料 

令和２年６月 3 0 日 

 

第３次盛岡市男女共同参画推進計画(案)（第３次盛岡市配偶者暴力防止対策推進計画 

(案)及び盛岡市女性活躍推進計画(案)を含む）の策定について 

                                   

第３次盛岡市男女共同参画推進計画（案）の策定にあたり，令和２年４月 27日開催の男女共同参

画推進本部会議及び全庁意見照会，盛岡市男女共同参画審議会からの意見聴取，市議会総務常任委

員会及び６月定例会，パブリックコメント等で出された意見を踏まえ，計画案の内容を整理・調整

したことから，その内容について報告するものである。 

 

１ 意見募集を踏まえた計画（案）の主な変更点（詳細は P3～P6） 

(1) 寄せられた様々な意見を基に，パブリックコメント後の計画（案）の記載内容について，反

映区分Ａ「計画等に盛り込むもの」とした 20の項目について，加筆修正を加えた。（Ｐ３～

Ｐ６「計画案の主な変更点」のとおり） 

（2）主に，「成果指標・参考指標」の表現方法の修正，取組区分の変更（「検討事業」から，「継続

事業」への修正），性の多様性に関連する部分の加筆修正などを行った。 

 

２ 意見募集等について 

(1) 男女共同参画推進本部会議の意見 別紙 1 

  ア 日時  令和２年４月 27日 

  イ 意見数 ２件（１人） 

（2）全庁意見照会 別紙 1 

  ア 日時  令和２年４月 27日～５月 13日 

  イ 意見数 １件（１課） 

（3）盛岡市男女共同参画審議会委員の意見（書面照会） 別紙 2 

  ア 日時  令和２年４月 27日～５月 13日 

  イ 意見数 44件（４人） 

（4）市議会総務常任委員会（5/21），市議会 6月定例会一般質問（6/16・17）の意見 

  ア 意見数 12件（７人）  

  イ 主な内容 

(ｱ) 「基本目標 2-1・2-2の成果指標の妥当性」「性の多様性や同性パートナーシップ制度に

関する市民意識調査の必要性」「DV加害者更生プログラムの取組推進」「町内会等への波

及」「政治分野の男女共同参画推進の事業の工夫」「女性活躍推進人材育成に関する企業

側のニーズ把握の必要性」「男性育休など市役所の率先垂範」についての意見が出された。

（5/21 総務常任委員会） 

(ｲ) 検討事業に区分されている「同性パートナーシップ制度」に際し，新規事業として実施 

するよう意見があった。（6/16・6/17 ６月定例会一般質問） 
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（5） パブリックコメント 別紙 3 

  ア 日時  令和２年５月 30日～６月 18日 

  イ 意見数 25件（個人４人，団体１団体） 

 

３ 今後のスケジュール 

令和２年６月 盛岡市男女共同参画審議会 

７月 市長決裁・公表 

 

４ 資料 

第３次盛岡市男女共同参画推進計画（案） 別紙 4 
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計画案の主な変更点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 頁 項目 変更前 変更後 出展 

1 5 第１章 計画の概要 

６ 盛岡市における

「男女共同参画」の

定義 

「盛岡市男女共同参画推進条例」に

おいては，従前の「男・女」という

枠にとどまらず，性的指向や性自認

等の多様性をも包含した「男女共同

参画」の定義を市独自に定め 

「盛岡市男女共同参画推進条例」に

おいては，国の男女共同参画社会基

本法における定義に加え，従前の

「男・女」という枠にとどまらず，

性的指向や性自認等の多様性をも

包含した「性別等」の定義を市独自

に定め 

審議会 

パブコメ 

2 7 第２章 盛岡市の男

女共同参画の現状と

課題 

 

１ 第２次盛岡市男

女共同参画推進計画

における成果と課題 

男女共同参画人材育成講座や防災リ

ーダー講座修了後の活躍の場が少な

く機会が欲しいという声が多いこと

から，学びの成果を地域へ還元でき

る具体的な方策の検討が必要であ

る。 

男女共同参画人材育成講座や防災

リーダー講座終了後の活躍の場が

少なかったことから，学びの成果を

地域に還元できる具体的な方策の

検討が必要である。 

審議会 

パブコメ 

 

3 20 第４章 施策の展開 取組に次のように番号（№）を割り

振ることで，取組を分かりやすく進

捗管理します。 

取組の進捗管理のため，次のように

番号（№）を割り振ります。 

審議会 

 

4 21 

ほ

か 

各基本目標成果指標 

（P21・25・33・39・

44） 

 各基本目標成果指標に「目指す方向

（矢印）」を追記 

事務局調整 

5 22 基本目標１ 施策１ 

Ｃ10103 男女共同

参画関連資料の収集

と提供 

地域の状況を客観的に把握するた

め，男女別統計資料の作成と公表や

提供を行います。 

地域の状況を客観的に把握するた

め，性別等に関する統計資料の作成

と公表や提供を行います。 

審議会 

 

6 23 基本目標１  

施策２リード文 

市民や事業者，教育関係者向けの教

育，講座や講演会など，男女共同参

市民や事業者，教育関係者向けの教

育，講座や講演会など，男女共同参

パブコメ 

＜出展＞ 

審議会…委員への意見照会結果による変更 

パブコメ…パブリックコメント結果による変更 

議会等…市議会での意見（総務常任委員会等）による変更 

庁内意見…庁内意見照会の結果等による変更 

事務局調整…事務局調整による加筆・修正等 



- 4 - 

 

№ 頁 項目 変更前 変更後 出展 

画に関する学習機会を提供します。 画に関する学習機会を提供し，多く

の方に参加を呼びかけます。 

7 23 基本目標１ 施策２ 

Ｂ10203 性別で分

けない名簿導入の検

討 

B10203 性別で分けない名簿導入の

検討 

出席簿・学級名簿など主に学校など

で使用される名簿について，「性別で

分けない名簿」の導入や普及を検討

します。 

C10204 性別で分けない名簿の導

入と普及 

出席簿・学級名簿など主に学校など

で使用される名簿について，「性別

で分けない名簿」の導入や普及を進

めます。 

パブコメ 

事務局調整 

8 24 基本目標１ 施策３ 

Ａ10301 男女共同

参画人材育成講座受

講後の活躍機会の創

出 

人材育成講座等修了後の活躍支援の

ため，活動機会の情報提供や，自主

グループ立ち上げの支援など，学び

の成果を地域での活動に還元できる

機会の創出を支援します。 

人材育成講座等修了後の活躍支援

のため，活動機会の情報提供や，自

主グループ立ち上げの支援など，学

びの成果を地域での活動に還元で

きる機会の創出に取り組みます。 

審議会 

パブコメ 

 

9 25 基本目標 2-1  

リード文 

性別や性的指向，性自認等に関わら

ず誰もが尊重され，人権侵害を受け

ない社会を目指すことや，身体的性

差を十分に理解しあい，妊娠や出産

など性と生殖に関する健康と権利に

ついて個人の意思が尊重され，生涯

を通じ心と体の健康を享受できるよ

うにすることは，男女共同参画社会

の実現にあたり，基盤となる理念で

す。 

性別や性的指向，性自認等に関わら

ず誰もが尊重され，人権が守られる

社会を目指すことや，身体的な違い

を十分に配慮しあい，妊娠や出産な

ど性と生殖に関する健康と権利に

ついて個人の意思が尊重され，生涯

を通じ心と体の健康を享受できる

ようにすることは，性別等に関わら

ず誰もが尊重され活躍できる男女

共同参画社会の実現にあたり，基盤

となる理念です。 

審議会 

パブコメ 

10 25 基本目標 2-1  

成果指標 

目標値（R6） 維持 目標値（R6） 8,950件 

 

議会等 

庁内意見 

パブコメ 

11 25 基本目標 2-1  

参考指標 

「LGBTに関する啓発事業への参加人

数」 

 

「LGBTに関する職員研修への参加人

数」 

 

「男女共同参画視点での防災講座等

の受講者数」 

 

「性の多様性に関する啓発事業へ

の参加人数」 

 

「性の多様性に関する職員研修へ

の参加人数」 

 

「削除」 

 

 

審議会 

パブコメ 
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№ 頁 項目 変更前 変更後 出展 

「男女共同参画視点の防災リーダー

等認定者数（累計）」 

 

「男女共同参画視点の防災講座の

修了者数（累計）」 

12 26 基本目標 2-1  

施策１リード文 

 近年，社会全体で多様性を尊重し，

性的少数者（LGBT等）への理解と支

援の動きが加速している一方で，多

様な性のあり方への無理解などか

ら，性的指向や性自認を理由とした

差別や偏見により，当事者は生きづ

らさを抱え，社会生活で困難な状況

に置かれている場合が多いといわれ

ています。特に自殺未遂などの割合

が高いことなども指摘されており，

人権尊重の観点から，当事者が直面

している困難や不便を理解し，支え

あう意識の醸成が必要です。 

 このことから，性の多様性につい

ての関心と理解を深め，偏見や差別

等を解消するための啓発や講座等を

通して，理解と支援に向けた市民意

識を醸成するとともに，当事者が直

面している生活上の困難や，不便の

解消に向けた環境づくりを進めてい

きます。 

 近年，社会全体で多様性を尊重

し，性的マイノリティ（LGBTの人々）

への理解と支援の動きが加速して

いる一方で，多様な性のあり方への

無理解などから，性的指向や性自認

等を理由とした差別や偏見により，

当事者は生きづらさを抱え，社会生

活で困難な状況に置かれている場

合が多いといわれています。特に自

殺未遂などの割合が高いことなど

も指摘されており，人権尊重の観点

から，性的マイノリティの人々が直

面しがちな困難や支援のニーズを

知り，社会全体で解決するべき問題

として，各自が取り組み，支えあう

ことへの意識の醸成が大切です。 

 このことから，性の多様性につい

ての関心と理解を深め，偏見や差別

等を解消するための啓発や講座等

を通して，理解と支援に向けた意識

を醸成するとともに，当事者が直面

している生活上の困難や，不便の解

消に向けた環境づくりを進めてい

きます。 

（本計画では，「LGBT」を「LGBT

を含む性的マイノリティの総称」と

して使用します。） 

審議会 

パブコメ 

13 26 

 

「性的少数者」の表

記 

「性的少数者」 「性的マイノリティ」 

（P14・26・27・30・54も変更） 

審議会 

 

14 28 基本目標 2-1  

施策２ 

C21202 思春期保健

教育の充実 

若年層に向けて，幼児とのふれあい

体験の実施のほか，望まない妊娠や

性感染症，SNS を通じた性被害やデ

ートＤＶなどを防止する学習などを

若年層に向けて，幼児とのふれあい

体験の実施のほか，望まない妊娠や

性感染症，SNSを通じた性暴力被害

やデートＤＶなどを予防する学習

審議会 
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№ 頁 項目 変更前 変更後 出展 

通じ，性と生命を尊重する学びの機

会を提供します。 

などを通じ，性と生命を尊重する学

びの機会を提供します。 

15 33 基本目標 2-2  

リード文 

近年では，全国・県・市とも相談件

数が高めに推移しているほか，児童

虐待や精神障害等の問題が絡み，相

談内容が複雑化し，早期問題解決が

困難な事案が多くなってきていま

す。 

近年では，全国・県・市とも相談件

数が高めに推移しているほか，児童

虐待や精神障害等が絡み，相談内容

が複雑化し，早期問題解決が困難な

事案が多くなってきています。 

審議会 

 

16 33 基本目標 2-2  

成果指標 

目標値（R6） 維持 目標値（R6） 204 件 議会等 

庁内意見 

17 34 基本目標 2-2  

施策１ 

C22103 地域へ向け

た学習機会の提供 

ＤＶを許さない意識づくりのため，

ＤＶ予防啓発のための出前講座等を

実施します。 

ＤＶの加害者，被害者及び傍観者に

ならない意識づくりのため，ＤＶ予

防啓発のための出前講座を実施し

ます。 

審議会 

 

18 47 基本目標 3-2  

施策１ 

C32103 困難を抱え

る女性への支援 

非正規雇用で働く独身女性や，離

婚・死別等でひとり親となった女性

などを対象に，就業や生活における

不安など，様々な課題や困難の解消

のための講座や情報提供，日常生活

支援事業等を実施し，社会的かつ経

済的自立を支援します。 

非正規雇用で働く独身女性や，ひと

り親となった女性などを対象に，就

業や生活における不安など，様々な

課題や困難の解消のための講座や

情報提供，日常生活支援事業等を実

施し，社会的かつ経済的自立を支援

します。 

審議会 

19 55 第６章 資料編 

１ 策定経過 

 令和２年５月 29 日以降の策定経過

を修正 

事務局調整 

20 58 

～ 

64 

第６章 資料編 

３ 第２次盛岡市男

女共同参画推進計画

における課題 

４ 盛岡市における

DV相談の現状 

 令和元年度実績値の追記 事務局調整 

 

（その他，体裁の修正等については省略） 

 

 


