
 平成 31年３月 22日 

 

 

「第２次観音寺市男女共同参画計画 (案)」についての 

パブリック・コメント手続実施結果 

 

 

 平成 31年１月 16日から平成 31年２月 14日までの 30日間「第２次観音寺市

男女共同参画計画（案）」について実施したパブリック・コメント手続では、１

人から 19件の意見をいただきました。ご意見をいただきありがとうございまし

た。 

 この意見について、内容を要約して整理し、それに対する市の考え方とあわ

せて以下に示します。 

 今後とも市政につきまして、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。 

 

○意見を募集した施策等：「第２次観音寺市男女共同参画計画（案）」 

○提出意見  <意見の提出者数> １名  <意見の数> 19件 

<意見の提出方法> 持参 １名  

※ 提出いただいたご意見は、趣旨を変えない範囲内で、簡略化または文言等の

調整をしています。また、内容が類似しているご意見につきましては、まと

めて１件分として市の考え方を示しています。 

 

№ 該当箇所 ご意見（要約） 意見に対する市の考え方 

1 「計画の期

間」の設定と

「前期計

画・後期計

画」について 

“本計画は平成 31（2019）年

度から平成 40（2028）年度ま

での 10年間の計画とし、平

成 35（2023）年に見直しをお

こないます。”とあるが、本

計画（案）は、期間５年間の

計画・前期計画でしかなく、

第２次計画（案）（期間 10年

間）の体をなしていない。こ

のため、「目標」設定年度の

修正と「前期計画・後期計画」

との関係を明確に整理した

後、再度のパブコメ実施を求

本計画は、10年間の「計画

の基本的な考え方」並びに

前期５年間の「施策の方向」

及び「具体的施策」を示し

た計画としています。より

明確にするため、Ｐ４中の

「４計画の期間」及び第２

章の中表紙等に記述を追記

します。 



める。 

2 アンケート

結果の公表

について 

アンケート調査結果報告書

は平成 30年８月に完成して

いるが、ホームページで公開

しない状況のままパブコメ

を開始した理由の明記を求

める。 

アンケート報告書は計画策

定のための意識調査とし

て、本計画の策定組織であ

る男女共同参画推進会議、

推進本部会、推進研究会で

報告・協議をしてきました。 

今後は、計画策定のための

関連資料として、速やかに

ホームページにて掲載しま

す。 

3 アンケート

結果の取り

扱いについ

て 

今回調査の回答数が、平成 20

年約 820件・平成 25年約 970

件よりも大幅に減少してい

る（約 670件）が、このこと

が計画案に触れられていな

い。回答数の大幅減少を評価

しなかった理由の明記を求

める。 

アンケートの信頼度 95％を

確保する場合のサンプル数

（400件程度）を上回る回答

が得られたため、回答数に

ついての記述は掲載してい

ません。しかし、現状で良

いというわけではなく、回

答数が増加するようにアン

ケート方法、取り組み等を

改善してまいります。 

4 「観音寺市

男女共同参

画社会に関

するアンケ

ート（平成 29

年度）報告

書」に関して 

市民アンケート調査結果に

ついて、前回・今回の比較評

価がない。比較評価がなくて

策定できるのか、市は継続的

な計画を意図していないの

かと思う。計画案への、前

回・今回アンケート結果の比

較評価検討の付記を求める。

調査報告書と計画案のどち

らにも、前回結果との比較評

価検討が記述されていない

理由の明記を求める。 

現行計画は第１次計画の後

期計画であることから調査

結果を前々回と前回で掲載

しています。 

今回は、策定の基礎資料と

なるアンケート報告書にお

いて前回と今回の結果を比

較し、計画書を作成してい

ます。 

なお、県内の課長級以上の

女性職員の割合、及び「男

は仕事、女は家庭の考え方」

についての国と県のアンケ

ート結果は追記します。 

 

5 アンケート

結果の表記

について 

前計画では市の平成 20年・

25年の結果、県の平成 24年

の調査結果が併記されてい



たが、本計画では平成 29年

の結果のみである。「区域の

特性」を把握するためにも、

県及び近隣自治体との比較

が必要であり、せめて前計画

レベルの資料を明示すべき

である。前計画レベルの資料

の付記を求める。付記が不可

能であればその理由の明記

を求める。 

 

6 第２章 計

画の内容 

アンケート結果の図表が前

計画では市の平成 20年・25

年、県の平成 24年の結果が

併記されていたが、本計画で

は平成 29年度の結果のみな

ので、評価検討が十分にでき

ない。 

市の前回・今回アンケート結

果及び同時期の香川県調査

結果の検証結果の明記を求

める。 

7 ３ページ「本

市のこれま

での取り組

み」について 

“平成 25年度から改善した

項目、目標を達成した項目

は、平成 29年度で全体の

40％となっています。”とあ

るが、達成度 40％は落第評価

である。目標達成は５項目

で、９項目が平成 25年度よ

り低下している。この状況に

対して各組織の見解を明記

すべきである。「達成度 40％

の結果」に関する「男女参画

推進室の見解」、「男女共同参

画推進研究会の見解」、「男女

共同参画推進本部の見解」、

「観音寺市の見解」の明記を

進捗状況は男女共同参画推

進会議、推進本部会、推進

研究会に報告し、協議して

きたところです。目標の達

成率が低い状況にあるた

め、重点的に取り組む項目

を示し、これまで以上に推

進できるように各施策を進

めてまいります。なお、達

成状況がより明確になるよ

うに、計画本文に達成度、

改善度、未達成度を追記し

ます。 



求める。 

8 ５ページ「取

り組むべき

課題」 

第２章 計

画の内容 

“審議会等の女性委員や女

性管理職など、少しずつ登用

が増えています”と記載があ

るが、女性管理職の結果に関

して、減少結果を明記するこ

とを求める。 

一般行政職管理者総数に対

する女性管理者数の資料の

付記を求める。 

県および県内７市の資料の

付記を求める。 

女性管理職は横ばい状態で

あるため表現を訂正しま

す。 

また、女性管理職の資料は

NO.４,５,６の回答のとお

り付記します。 

9 【目標の進

捗状況】につ

いて 

目標の 20項目に通し番号が

なく、後頁との関連性が把握

できないので、整理番号を付

記し、後頁においても同一番

号の付記を求める。 

現行計画と本計画の指標は

新規項目もあり指標数が異

なります。本計画では、関

連性が分かりやすいように

基本目標毎に記載していま

す。 

10 平成 30年度の結果が表示さ

れていない。全数でなくて

も、後頁で言及されている項

目については示すべきであ

る。平成 29年度の結果とと

もに、平成 30年度の結果の

明記を求める。あわせて、平

成 29・30年度の結果の達成

度（達成・未達成など）の表

記を求める。 

目標年度は平成30年度です

が事業実施中であるため、

年度単位で評価できる平成

29年度の実績を掲載してい

ます。 

11 計画の基本

的な視点

（P6） 

キーポイントとなる基本視

点を前計画の３項目から、今

回の２項目に変更した理由

の明記を求める。 

ジェンダーに関する視点は

２項目に含まれるため、２

項目にまとめ、わかりやす

く整理したものです。 

12 計画の基本

目標（P6） 

基本的視点は変更されてい

るが、「計画の基本目標」は

前計画とほぼ同一であり、前

計画と本計画との関係・継続

基本目標は方向性を示すと

ころであるため、内容を継

承しています。 

 



性に疑問を感じる。「計画の

基本目標」が同一である理由

の明記を求める。 

 

13 （１）男女共

同参画に関

する情報の

収集・提供に

ついて（13

ページ） 

13ページで、前計画にあった

「男女共同参画計画に関す

る市民意識調査の実施と結

果の公表（５年ごと）」が削

除されており、具体的施策と

して、前計画にあった調査の

実施の挿入を求める。 

市民意識調査は計画策定時

及び本計画の指標の点検時

に必ず実施するため記載し

ていません。 

14 指標の設定

について 

基本目標ごとの指標項目の

選定理由と、その目標（値）

の設定理由が記述されてい

ない。市民の理解を得るため

には判断基準が分かりづら

い。各基本目標における「指

標項目の選定理由」の記述を

求める。 

指標項目の選定、目標値の

設定は、男女共同参画を総

合的に推進していくため

に、男女共同参画推進会議、

推進本部会、推進研究会及

び担当課との協議で検討し

たものです。 

15 45ページ 

【基本目標

Ⅲの指標】 

①「健康栄養相談参加者」の

目標について、前計画の目標

（値）「350人以上」から「100

人以上」と設定した理由の明

記を求める。 

②「子宮頸がん検診受診者

数」の目標について、表記方

法が「受診率（％）」から「受

診者数（人）」に変更になっ

た理由の明記を求める。 

③「市職員の女性管理職の割

合【再掲】」について、表外

の「新規」表記の削除を求め

る。 

④「えるぼし認定の市内事業

所数」について、表外に「新

規」表記の付記を求める。 

 

①当初目標設定時と比べ、

本市の高齢化率も上昇する

中で、近年の参加者数の実

績を踏まえて 100人に設定

しました。 

②国より平成 28年 11月に

平成28年度以降のがん検診

の受診率対象者数について

は、市町村の 20歳から 69

歳の女性人口とすることに

変更となりました。そのた

め、受診率で比較管理する

より、受診者数で管理する

ことが望ましいため変更し

ています。 

③④はご指摘のとおり修正

します。 



16 51ページ 

第３章 計

画の推進に

ついて 

（1）～（5）は前計画とほぼ

同文、（6）に【PDCAサイクル

による施策の推進】が追加さ

れただけである。同じ内容が

続いている。【PDCAサイクル

による施策の推進】は、本計

画に適用されていないであ

ろうか。本市の男女共同参画

は 10年前と変化がみられな

いのか、アンケート結果は全

く一緒なのか。「計画の推進」

の根本的な見直しを求める。 

推進体制を確保してきたと

ころであり、今後も継続し

ていくことを基本としてい

るため、内容を継承してい

ます。 

そのなかでＰＤＣＡサイク

ルにより、施策を推進する

必要があるため追加しまし

た。 

17 52ページ 

【男女共同

参画推進体

制】について 

図中の「男女共同参画推進本

部」「男女共同参画推進研究

会」「男女共同参画推進会議」

に関する説明の付記を求め

る。 

図表下に各組織の説明を付

記するとともに、規則、要

綱を資料として付記しま

す。 

18 55ページ 

資料につい

て 

用語説明に、「出現順」「50

音順」等、列挙順についての

説明の付記を求める。 

50音順であることがわかる

ように、説明を付記します。 

19 その他 パブリック・コメントが１月

に２案、２月に３案と短期間

に多数実施されている。実施

時期に関する検討を求める。 

本計画の内容とは別に、貴

重なご意見として検討しま

す。 

 

【連絡先】 

住 所：〒768-8601 

    観音寺市坂本町一丁目１番１号 

担 当：政策部企画課男女共同参画推進室 

電 話：0875-23-3917 

F A X ：0875-23-3920 

E-mail：danjyo@city.kanonji.lg.jp 


