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令和元年度 第１回筑紫野市男女共同参画審議会 会議録 

 

【開催日時】令和元年 10月 28日（月）18：00～19：00 

【開催場所】筑紫野市役所 506会議室 

【委員出席状況】 

《出席》森山副会長、安恒委員、平野委員、瀧本委員、片原委員、合田委員、村尾委員、

安永委員 以上８名 

《欠席》倉富会長、柏熊委員、高倉委員、椎葉委員 以上４名 

【事務局出席者】人権政策・男女共同参画課  

堀課長、吉田係長、中島、甲斐、嘉副 以上５名 

【傍聴人】０人 

 

【開催行事】 

１．委嘱書交付（代表受理） 

２．市長あいさつ（部長代理） 

 

【議題及び審議の内容】 

１．自己紹介（委員・事務局） 

２．会長、副会長互選 

３．報告事項 

・第３次ちくしの男女共同参画プラン 平成 30年度実施状況報告 

４．当面の予定 

５．その他 

 

開催行事（要約筆記） 

●委嘱書交付 

総務部長より委嘱書交付 

●市長あいさつ（部長代理） 

部長退室 

（10分休憩） 

 

議題及び審議の内容 

●出席者自己紹介（委員、事務局） 

 席次順に出席委員が自己紹介を行う。 

 事務局職員が自己紹介を行う。 
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●会長、副会長互選 

筑紫野市男女共同参画推進条例第 49条の規定に基づき、会長、副会長の互選を行う。 

立候補や推薦がなかったため、事務局から会長を倉富委員、副会長を森山委員とする案を

提案し、出席者全員一致で決定。 

（席の移動） 

●副会長挨拶 

 

事務局   本日、倉富会長が欠席されておられるので、ここからは進行を森山副会長にお

願いする。 

 

副会長  それでは、傍聴の方がいらっしゃるかどうかの確認をお願いする。 

 

事務局 傍聴の方はいらっしゃらない。 

 

副会長  傍聴の方がいらっしゃらない様なので、引き続き進行していく。次第に沿って

進めさせていただく。 

 次第の３．報告事項「第３次ちくしの男女共同参画プラン 平成 30年度実施

状況報告書」について事務局よりお願いする。 

 

事務局 事務局からの報告事項の説明に入る前に、今年度の男女共同参画審議会の審

議の進め方についてあらためて説明させていただく。 

  今年度の男女共同参画審議会では、筑紫野市男女共同参画推進条例第 45条第

１項第２号に基づき、市役所の様々な課で行っている男女共同参画に関する

施策の前年度の実施状況について審議をしていただくこととなるが、今回、新

たに審議会の委員になられた方もいらっしゃるので、まずは第３次ちくしの

男女共同参画プランの概要から説明させていただき、後に平成 30年度のプラ

ン実施状況報告書についての説明、並びに個別の具体的報告内容について審

議をしていただく。 

この第３次ちくしの男女共同参画プランは、平成 28年度に実施した市民意識

調査及び職員意識調査の結果をもとに、本市の男女共同参画推進のための課

題を分析し、その解決のために必要な内容を盛り込み策定したものである。９

頁では、プランの基本的な考え方を記載している。 

 

１．プランの基本理念では、「一人ひとりが輝き 豊かで活力あるまち ちく

しの」と掲げている。この基本理念は、「筑紫野市男女共同参画推進条例」の

前文と第１条の規定をもとに、筑紫野市の目指すべき姿を表現したものであ
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る。 

次に２．プランの基本目標については、９頁から 11頁にかけて記載している。 

先ほどの基本理念を達成させるために、４つの基本目標を設定して施策を展

開している。 

    基本目標Ⅰ 男女共同参画を推進する人づくり 

    基本目標Ⅱ すべての人の人権が尊重される社会づくり 

    基本目標Ⅲ すべての人が共に支えあう暮らしやすいまちづくり 

    基本目標Ⅳ 男女共同参画による活力あるまちづくり 

     となっている。 

次に３．プランの位置づけであるが、11頁の中ほどに記載している。 

「第３次ちくしの男女共同参画プラン」は条例第 12条の規定に基づく「男女

共同参画に係る基本的な計画」としての位置づけとなり、法的な根拠が明確化

されている。 

   次に４．プランの性格では 

   （１）「筑紫野市男女共同参画推進条例」に基づいた計画 

（２）筑紫野市男女共同参画審議会の答申を尊重した計画 

（３）国、県の基本計画並びに市の総合計画を反映した計画 

（４）配偶者暴力防止法及び女性活躍推進法に基づいた計画 

（５）市民の意見を反映した計画 

（６）市民との協働で実施する計画 

となっている。個別具体的な説明についてはそちらに記載しているが、この中

で「（４）配偶者暴力防止法及び女性活躍推進法に基づいた計画」という部分

については、今回のプランで新たに加わった特徴の一つとなっている。 

「配偶者暴力防止法」と「女性活躍推進法」において、それぞれ市は「基本計

画」や「推進計画」を定めることとなっており、今回のこの第 3次プランはそ

れらの計画を盛り込んだ形となっている。 

具体的には、23 頁の「基本方向４の部分」が「配偶者暴力防止法に基づく市

の基本計画」となり、35頁の「基本方向 11の部分」が「女性活躍推進法に基

づく市の推進計画」となっている。 

続いて、５．プランの期間についてだが、第３次プランの全体期間は、平成 30

年度から令和９年度の 10年間となっている。そして中間年である令和４年度

に見直しを行う予定である。 

最後に、６．計画の進捗状況の管理について、その進捗状況については、条例

第 12条に基づき毎年報告書を作成し、公表することとなっている。 

 

いま述べた内容に基づいて市役所の各課等が平成 30年度にそれぞれ取り組ん
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だ内容をまとめたものが、皆さんに事前配布させていただいた資料①の「第３

次ちくしの男女共同参画プラン平成 30年度実施状況報告書」であり、これか

ら数回にわたり内容の審議をしていただくものである。 

  報告書の表紙をめくっていただいて「目次」をご覧いただきたい。目次の「１．」

及び「２．」については、事務局よりこのあと説明をさせていただく。 

「３．施策ごとの実施内容」については、具体的な各課等からの報告内容とな

るで、２回目以降の審議会において、委員の皆様に審議をお願いしたいと思っ

ている。 

それでは、資料①の「平成 30年度実施状況報告書」の説明に入っていくが、

まず報告書の「構成や見方」について説明させていただく。１頁目をご覧いた

だきたい。 

ここでは、評価方法について記載している。 

５頁以降に掲載している各課等で取り組んだ「施策ごとの実施内容」に対する

評価として、「計画どおりに実施できた。概ね計画どおりに実施できた」もの

を「〇」、「今年度の実施はできなかったが、次年度以降の実施に向けた準備な

ど、関連する取り組みを行った」ものを「△」、「実施できなかった」ものを「×」、

「今年度は実施年度でない」あるいは「該当なし」などのものを「－」として

いる。 

昨年度までは、ABCDEの５段階で評価していたが、A「実施できた」と B「概

ね計画通りに実施できた」の判断が難しいところがあったので、今回の報告書

からは、以前の Aと Bを合わせて「〇」、これまでの Cを「△」、これまでの

Dを「×」、これまでの Eを「―」と評価している。 

   続いて、２頁では、５頁以降に掲載しております各課等で取り組んだ「施策

ごとの実施内容」の報告について、「基本方向」ごとに主だったところをピッ

クアップし、掲載している。 

次に５頁から 27頁までは、こちらが、今申し上げた「施策ごとの実施内容」

である。それぞれ担当課ごとに「取組み内容」「評価」「課題や改善点」を記載

している。「課題や改善点」の欄で空白になっているものについては、「今後も

継続して実施する」というものである。 

最後に、後ろから 2枚は【参考資料】として「担当課主要事業一覧」（課ごと

に事業をまとめたもの）を付けている。 

以上が平成 30年度実施状況報告書の「構成および見方」となる。 

 

続いて「内容」の説明に入っていく。 

最初に１頁の「１．評価について」、説明する。平成 30年度の実施状況の評価

については、評価対象数のうち約９７．５％が「〇」、約２．５％が「△」で



5 

 

あり、「×」と評価したものはなかった。全体的にプランに基づいた実施がで

きたものと考えている。 

今年度より新プランの報告書となり、前年度までとはプランの事業内容が異

なるため、純粋に昨年度までとの比較はできないが、参考までに、昨年度は今

年度でいう「〇」にあたる Aと Bの評価を合わせると 95％であった。 

 

２頁では「２．平成 30年度実施状況概要」を掲載している。 

これは、５頁以降に掲載している各課からの実施状況報告書内容から、特徴的

なものをピックアップし、基本方向ごとに概要をまとめたものである。 

この中から大きな基本目標ごとに代表的なものをピックアップして報告させ

ていただく。 

基本目標Ⅰ 男女共同参画を推進する人づくり 

  ・セミナーの実施に関しては、近年頻発する災害を取り上げ、避難所等におけ

る男女共同参画の視点の大切さを学ぶ講座を数多く実施した。 

・学校や地域などへの出前講座を積極的に行い、幅広い年代の市民と共に考え

る機会を多くつくることができた。 

  ・６月の男女共同参画週間や 11月の配偶者に対する暴力防止運動期間中には、

男女共同参画関係団体と協働してイベントの開催や街頭啓発を実施した。 

 

基本目標Ⅱ すべての人権が尊重される社会づくり 

  ・DV防止に関しては、市内全公立中学校において生徒及び職員向けにデート

DV予防講座を実施し、予防教育を実施した。 

  ・学校における相談体制の充実をはかるために、スクールソーシャルワーカー

の勤務を週１日から週４日に増やした。 

・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）に関す

る資料（妊娠や避妊、中絶などについて）を独自に作成し、若年妊婦や新成人

に配布し、周知啓発をはかった。 

 

基本目標Ⅲ すべての人が共に支えあう暮らしやすいまちづくり 

  ・妊娠届出時や母親学級で「産後のイメージシート」を配布し、夫婦で産後の

家事育児について話し合う機会を提供した。 

・性的少数者への配慮として、図書館利用登録の様式から性別記入欄を削除し

たり、印鑑登録証明書の性別欄を廃止した。また、住民票記載事項証明書の性

別欄については、「記載するか、しないか」の選択を可能とした。 

 

基本目標Ⅳ 男女共同参画による活力あるまちづくり 
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・審議会等への女性登用率は 34.3％で、目標の 35％には僅か届かなかった。

ちなみに来年度の審議会で報告はできると思うが、平成 31年度は目標に無事

到達し、35％を超えているところである。 

・市内 10万円以上の補助金交付団体における役員の女性登用率は 28.8％と前

年 29.6％よりも低下しており、さらなる啓発が必要である。 

・筑紫野市・太宰府市・日本経済大学が連携し、女性及び若者向けの創業意欲

喚起事業として、セミナー及びワークショップを行った。 

  ・育児と仕事の両立に関する制度や相談窓口などの積極的な情報提供を行う

とともに、再就職を希望する女性に対しては国や県と共催で就職サポートセ

ミナーを実施し、就労支援を行った。 

  次にプラン推進のための施策では、 

・庁内すべての課等において、課内会議や朝礼などの時間を利用して男女共同

参画について、それぞれ工夫を凝らした研修を独自に実施した。 

・庁内の男女共同参画推進本部会議において、男女共同参画プランの進捗状況

の確認の他、女性大活躍推進宣言の新たな数値目標について審議し、目標設定

をした。 

以上が、平成 30年度の実施状況概要についてであり、ここまでが資料①の

報告書に関する事務局からの報告事項となる。 

 

副会長 最初にちくしの男女共同参画プランについての説明をしていただき、これに

対してアンケートをとってどれぐらいの進捗状況かということで、実施状況

報告書の１頁から４頁までの説明をしていただいた。２つの資料はお互い関

連があるが、第１回目の会議なので率直にご質問、ご意見がある方はいらっし

ゃるか。 

  基本的なことで私の方から。プランの 12頁に「プランの期間」というのが

あるが、自分たちが今どこにいてどういうふうなことをしていくのかという

ことでは、今が 2019 年で、平成 30 年度の実施状況報告をしていただいたの

で、これについてのそれぞれの項目ごとの検討をしていくということか。 

 

事務局 前年度の実施内容について翌年度その内容を審議するというものである。 

 

副会長 そして、流れとしては５年後には点検・見直しを審議会で継続してやっていく

ということか。 

 

事務局 はい。委員の任期は今年と来年の２年間。2019 年度と 2020 年度については

前年度の実施状況報告の審議ということになっている。その次の年からがプ
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ラン見直しに向けた動きが出てこようかと思う。 

 

副会長 他に何かご質問等はないか。 

 

委員 実施状況報告書の４頁一番最後のプラン推進のための施策というところで、

主に庁内の取り組みと書かれているが、最後の行に女性大活躍推進宣言の新

たな数値目標の登録というところがあるが、女性大活躍推進宣言とはどうい

ったものなのか。 

 

事務局 福岡県内の団体、企業、自治体が、女性活躍推進のための具体的な数値目標を

宣言し、それを公表する。公表することによって、より団体・企業の中での女

性の活躍を推し進めていこうというもの。筑紫野市についてもこちらの宣言

をしている。ホームページで女性大活躍推進宣言というのは公表されており、

本市の他にも数多くの企業、団体が登録している。 

 

委員 筑紫野市役所が一つの企業という形で手を挙げているということか。 

 

事務局 企業と同じように登録している。事務所のカウンターに大活躍推進宣言登録

証を掲げて仕事をしている。 

 

副会長 関連したこと、別の質問でもある方はどうぞ。 

 私から、報告書２ページの基本目標Ⅱの基本方向４で「市内全ての公立中学校

において、生徒向け教職員向けにデート DV防止講座を実施し、予防教育に取

り組みました」ということで、これは中学校の何年生とか限定して、継続して

行っているのか。 

 

事務局 それぞれの中学校に希望を聞き、学校側の希望に沿った形で実施している。例

えば、３年生で実施してほしいと学校からの要望があったら、毎年３年生で実

施。一度はこの講座を受けて卒業していけるように、同じ学年で毎年実施して

いただくようにお願いしている。昨年度から始めて、今年も一通り終えたとこ

ろで、２年目になる。 

 

副会長 それと別個に教職員向けも行っているということか。 

 

事務局 教員向けにも行っている。生徒向けにこうした授業をするのであれば、そのフ

ォローアップの体制づくりが必要であろうということで先生方に先に研修を
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行った。基本的な知識等は先生でもばらつきがある。前任校で十分受けてこら

れた先生もいれば、初めて聞きましたという先生もいるため、一通り基本的な

ことを知っていただく。そのあと生徒さんのフォローアップをどういった形

で行うか、相談があったときにどう対応し、繋げていけばいいのかなど、そう

いったところについても先生方に研修をさせていただいた。 

 

委員 それに関連してデート DV 防止講座は２年目ということで子供たちの反応は

どうなのか。 

 

事務局 生徒には、アンケートを書いてもらうが、いわゆる暴力というと、「身体的な

暴力」が「暴力」であるという認識を多くの生徒は持っている。私たちでも知

らなければそうなるが、「暴力にもこんなに種類があるということを初めて知

りました」という感想が多かった。また、講座の中では LINE 等のコミュニケ

ーションについても学習するので、日ごろの生活の中でコミュニケーション

に気をつけていきたいというようなアンケートの回答をたくさんいただいて

いる。 

 

委員 私の娘が中学３年でこちらの講座を受けたという話を聞いたときに、そのあ

とクラスで付き合っている子たちで片方の男の子が言っている発言について、

「これって危ないんじゃないの」という話が出たらしい。聞けば、そのクラス

の中で話題が出て、自分たちで考えるということをやったんだなというのを

聞いて、ちゃんと話を聞いているんだなというのが分かった。 

 

委員 うちの女性団体では、男女共同参画に関する出前講座をやっているが、何年か

前にデート DV の講座をしたいとなったときに、時期早々であるということ

で触れられなかった。行政として、学校のカリキュラムの中に入っているもの

を変えてでも入れていくということで難しかったのだと思うが、やっぱり時

期早々であって、でも現実私たちや女性団体が集まったときに、女の子たちが

付き合っていく中でいろんなことを受けているんじゃないかと考える。性教

育もそうだが、あまりにも早く教えると違った方向に行く可能性もある。そう

いうところでいうとデート DV は扱われにくかった。どんなことでもそうだ

が、正しく知らせるのは大事なことで、女の子たちが暴力に対して、自分に対

する愛情なんだという愛情の捉え方を間違ってしまって、大人になってもそ

ういうのが続いていく。やはり、その年代にはその年代の工夫をしながら教え

ていくのはすごく大事だと思った。やっと今２年目で私たち女性団体として

は早く入れてほしいなという希望があって、学校との兼ね合いですごく難し
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かったがやっぱり大事だなと思った。 

 

副会長 何か関連してあれば。筑紫野市は、３年生なら３年生で一斉に授業を行うとい

うことか。 

 

事務局 学年単位で行う。 

 

副会長 今みたいに子どもたちの会話がより身近にあるいは何かを相談するときにし

やすくするためには、それぞれのクラスでの個別の時間を用いてもう一回お

さえる等そういうふうなこともしてあるかどうか、その辺りも詳しく分かれ

ば後でいいので教えてほしい。それでは、他の件で何かあれば。 

 

委員 ２頁の基本方向５で「スクールソーシャルワーカーの勤務を週１回から週４

回に増やしました」ということで、私たちが審議してきたことが取り入れられ

てとてもうれしく思った。後での質問配置されているスクールソーシャルワ

ーカーは筑紫野市で一か所にいらっしゃって予約制なのか。 

 

事務局 市内でお一人である。毎日いろんな学校を回っている。予約制かどうかは確認

をとれていないので確認しておく。 

 

委員 やはり相談しやすくなったのではないかと思うが。 

 

事務局 週１回から週４回となり、体制がだいぶ整ってきているのかなと思う。 

 

副会長 関連して何かあれば。別件で他に何かある方。 

 

委員 報告書の５頁にある実施しているセミナー等の効果について、アンケートが

あると言われていたが、効果に対してのものは持っていたりするのか。 

 

事務局 アンケートの具体的な細かい結果については、ここには記載していない。 

 

委員 評価のところが「行った」ということで「〇」と書いてあるので、セミナーに

ついてはどういう評価、効果があったのか。 

 

副会長 今言われているのは、５頁でいうと評価が〇だけだから、もう少し具体的な評

価はどういったものだったのかということか。 
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委員 これは実施したことに対して「〇」ということか。 

 

事務局 事業の内容としては、「男女共同参画に関するセミナー・講座を計画的に開催

します」という内容なので、委員が言われたように「計画的に開催できた」と

いうところで評価は「〇」になっている。アンケートは、男女共同参画担当の

方で関わった講座・セミナーが１１ほどあるが、「満足」という回答がほぼ９

割以上である。こちらが企画をして募集をかけ、そこに自ら応募してくださる

方というのは、ある程度関心をお持ちの方が多い。そういった方に対して実施

をすると「満足度」は非常に高い。不満足という方はいない。中には出前講座

という形で中学校のデート DV 防止講座にしてもそうだが、高年大学の講座

など他の課の主管となるところに私どもが出向いて講座を開催する。そうい

ったところについては、元々男女共同参画に関心があって来られる方ばかり

ではないので、やはりその中で「不満足」と答えられた方が若干名いらっしゃ

る。ただ、そういったところで講座を開催するというのが非常に意味のあるこ

とだろうと思っているので、「不満足」というアンケート結果が出たところを

しっかりこちらも分析をして、今後も出前講座をより多く実施していきたい

と考えている。 

 

副会長 ５ページ以降の中身については第２回の審議の中身になっていくので、出し

てもらえたらと思う。他に質問はないか。 

 それでは本日の議題はここまでで終了したいと思う。 

 

 

 


