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令和元年度 第２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 12月 2日（月）18：00～20：00 

【開催場所】筑紫野市役所 505会議室 

【委員出席状況】 

《出席》倉富会長、森山副会長、安恒委員、平野委員、瀧本委員、片原委員、椎葉委員、

合田委員、村尾委員、安永委員 以上 10名 

《欠席》柏熊委員、高倉委員 以上２名 

【事務局出席者】人権政策・男女共同参画課  

堀、吉田、中島、甲斐、嘉副 以上５名 

【傍聴人】０人 

【会議概要】 

１．事務局からの報告 

報告書訂正依頼について 

  

２．議題「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」について 

  基本目標ごとに、事務局より補足説明をした後に、具体的な内容について審議に入る。 

 

事務局 基本目標Ⅰ 男女共同参画を推進する人づくり 

基本方向１ 

事業番号２の市民との協働による学習機会の充実のところでは地域コミュニティ

２か所に対し出前講座を実施。また、平成 30年度から実施した中学校でのデート

DV 防止講座では、教職員 120 名、生徒 876 名に対し講座を実施。関係課のとこ

ろで健康推進課の市民団体と協働での「運動講座」と「調理実習」は、合計で 194

回開催、3302人の参加者である。 

 事業番号３・４男女共同参画担当所有の DVD、図書共に貸出件数⇒図書は前年比

74冊、35人増、DVDは前年比 14本増 

  

 基本方向２、基本施策（２）について。 

教育現場においては、すでに固定的性別役割分担にとらわれない諸活動や教材選

定、指導が日常となってはいるが、福岡県「男女共同参画教育指導の手引き」に基

づき、各学校での指導計画の中に男女共同参画に関する内容をそれぞれ盛り込ん

でいる。 

  

事業番号 18、「性的少数者の児童・生徒への配慮」のところでは、文科省通知に基 

づき性的少数者からの相談に対応できる体制づくりを行っている。（全教職員） 
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事業番号 19、幼稚園教諭に対する研修が△評価になっている。研修資料の職場内

回覧による内容共有をしていたが、今後は研修を実施していく。 

事業番号 20、小中学校における研修について、平成 30年の実施は小学校４校と書

いているが、確認したところ、11 校すべてで男女共同参画に関する独自研修の施

が確認されたので修正をお願いする。 

 

会長 基本目標Ⅰのところで質問はないか。８頁の事業番号 10の国際的な男女共同参画

に関する講座のところで今年は実施したとのことだが、どんなことをされたのか。 

 

事務局 筑紫女学園大学の藤原ゼミと協働で「smile for Nepal」と題し、ネパールの子供、

女性を支援する取り組みをおこなった。男女共同参画週間の講演会の中で学生さ

ん達から実際に現地に行った時の報告や物品販売をしてもらい反響が大きかった。 

 

委員 講演をされるときに託児所は配慮されているが、手話通訳はどのような感じか。 

 

事務局 手話通訳は、今のところ準備できていない。 

 

委員 お願いできたらと思う。 

 

委員 国際的な男女共同参画に関するところで、筑紫女学園大学だけでなく、日本経済大

学はあれだけの留学生がいるので一緒に取り組まれたらいろいろなことが見えて

くると思う。 

 

事務局 筑紫野市と筑紫女学園大学の間で地域連携協定を締結し、取組を進めている。そこ

からの流れで手を挙げさせていただいたが、これから積極的に他の大学、地域に入

っていけるように広げてけたらよいと考えている。 

 

委員 メディアリテラシーの向上のところで生涯学習課が、家庭教育学級にて学習会を

実施とあるが、二日市中学校、筑紫野中学校と記載されているのは中学校が持ち回

りでやっているのか。 

 

委員 私は家庭教育学級に入っているが、去年、天拝中で１月に人権学習をやるので、一

緒に実施する学校があればと呼びかけ、集まった学校がそれだけあり、講師を呼ん

で受講した。各学校に家庭教育学級があるので、役員に声をかけてそれぞれの学級

生に参加を呼びかけた。 
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委員 場所の提供がこちらの中学校ということですね。 

 

会長 テーマは報告書に書いてある「親が知っておきたい SNS・スマホの最新事情」な

のか。 

 

委員 それとはまた別のもの。メディアがテーマになると出席率が悪くなる。今年度は、

スマホを使った事件があり、天拝中学校の 1 年生の授業参観がメディアの内容な

のでどれぐらいの参加があるのかなと思う。 

 

委員 二日市中学校では毎年５、６年生が保護者と一緒にメディアの関係の学習をする。

 ２学年合同で保護者も一緒なので満杯の状態でやっている。 

 

会長 基本目標Ⅰで他にあるか。では基本目標Ⅱの報告をお願いする。 

 

事務局 基本目標Ⅱの内容について補足説明をする。 

基本方向４の DV防止対策について。 

事業番号 24、学校での相談窓口の案内については、小学校１年、４年、中学校１

年に対し、県が作成した相談カードを毎年配布している。 

事業番号 26、DV 相談窓口の周知については HP や広報、街頭啓発のほか、市役

所をはじめ市の施設の女子トイレに相談カードを設置した。また、関係課において

も、それぞれの事業の中でアンテナを張り、DV相談窓口の案内を行っている。【市

の女性相談室での平成 30年度 DV相談件数 71件】総数 765件である。 

事業番号 31、DV 被害者への自立支援の充実というところで、母子生活支援施設

への平成 30年度の延べ入所者は２組（母子４人）、現在０人。 

基本方向５ 

事業番号 33（a）では、前回の審議会でも話があがっていた「ＳＳＷ」が週１回か

ら週４回になったことについて、利用の仕方について委員よりお尋ねがあった。学

校教育課に確認したところ学校を経由して派遣希望が市役所へあり、ＳＳＷの日

程が空いていれば希望日に訪問という流れ。 

  【Ｈ30派遣回数・・・432件 】 

（b）教育の場におけるセクシュアル・ハラスメント防止のところでは各校での校

内研修は小中学校ともに毎年実施。平成 30年度のセクハラ発生の報告件数は 0件。 

基本方向６ 

事業番号 35、子育て支援課では、「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」に関する資

料を独自に作成し 10代妊婦や子供の多い家庭に配布。この資料には、避妊や中絶、

また相談窓口についてまとめられている。 
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基本施策（２）健康相談の充実について 

事業番号 40、健康推進課が平日の８時３０分～１７時に実施している健康相談で

は、内容により栄養士、保健師、運動指導士が対応している。 

【Ｈ30相談実績 窓口９件、電話 165件】 

 

会長 基本目標Ⅱについてご意見、ご質問はあるか。15頁の事業番号 40で健康相談の男

女比はどうなっているのか。わかれば教えていただきたい。 

 

事務局 担当課では把握していないとのことなので、担当課に意見として伝えておく。 

 

委員 事業番号 33、スクールソーシャルワーカー432件の相談件数は結構多いのではと 

感じる。これは週１回から週４回に増やした成果もあるのではないかと思うが、平

成 29年度はどれぐらいだったのか。 

 

事務局 平成 29 年度は 345 件だった。今回報告を挙げている 30 年度から新しいスクール

ソーシャルワーカーに入れ替わったというところもあり、件数自体はフルに回れ

ているわけではないとのこと。 

 

委員 スクールソーシャルワーカーは困窮された家庭の方を制度に早急に結びつけるよ

うな性格面での強みがある。増えていくことを期待している。 

 

事務局 スクールカウンセラーの方は平成 30年に 125件相談があっている。スクールカウ

ンセラーは心理の専門家でこちらも要請のあった学校に派遣して、児童生徒、保護

者、先生等に対してカウンセリングを行っている。 

 

会長 意見ですが、スクールソーシャルワーカーは福祉に関することで児童生徒の虐待

について書いてあるが、事業内容が教育の場におけるセクハラ防止なので、事業内

容と取組み内容が不一致じゃないと思う。虐待については事業番号 29の「関係課」

に記載したほうが適切ではないか。 

 

事務局 確認し、変更する。 

 

会長 他にいかがか。 

 

委員 保護者の育児放棄や虐待、子の暴力、不登校など、市や教育委員会の方でも把握は

されていると思うが、増えているのではと感じる。今年も小学生の事件があったが
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学校できちんと把握されているのか。子供たちの思念がどうなっているのかなと

気になっている。 

 

事務局 庁内に要保護児童地域連絡協議会というのがあり、主管が子育て支援課、その他人

権政策・男女共同参画課、健康推進課、学校教育課、生涯学習課、保護課、生活福

祉課、教育委員会、警察など各方面から出席し個別具体的なケースについて現状を

共有している。 

 

委員 私も近所で関わっているが、私たちがどこまで地域で入っていけるのか。保護者の

ところにどこまで踏み込んでいっていいのか分からない。そこら辺を児童相談所

や他の機関がフォローされるんでしょうけど。 

 

事務局 情報連携しながらそれぞれ繋いで支援しているところだが、言われたようなケー

スは増えてきているなと実感としてある。市の女性相談室にも相談が多く繋がれ

ている。 

 

会長 基本目標３（事業番号 48）の「筑紫野市子ども・子育て計画」のところに関わっ

てくると思う。虐待に特化せずに DV との関連で見ていく。虐待だけに焦点を当て

ると家族の中で起きている DV が見えなくなる。家族の問題として捉えていく必

要があるのかなと思う。 

 

委員 DV被害の 30.31など基本的なことで、DV被害の訴える先・窓口は人権政策・男

女共同参画課という認識でよろしいか。 

 

事務局 市役所の中であれば当課になる。あまりに身に危険が迫っているということであ

れば警察につなぐ。 

 

委員 その中で個別の支援をケースに応じてやっていくのは、児童虐待と同じようにケ

ース管理をしたり、個別の支援をしたりなどの対応をしているのか。 

 

事務局 いろんな課から DVがありそうという報告を受け、じっくり話を聞く。その中から

必要な連携先につないでいく。 

 

事務局 平成 30年度は、庁内であれば市民課、子育て支援課、高齢者支援課、障がい者福

祉、国保年金課、生活困窮者の相談であれば生活保護のケースワーカー、家庭児童

相談室、療育相談室、隣保館などと連携している。庁外であれば、地域包括支援セ
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ンター、中学校、民生児童委員、筑紫保健福祉環境事務所、警察、法テラス、児童

相談所などと連携する。その他としては、病院のソーシャルワーカー、NPO法人、

転出する際などは、他の市の相談室につなぐこともある。 

 

委員 そういった情報は人権政策・男女共同参画課に入ってきて必要な部署に繋げてい

るということですね。ありがとうございました。 

 

委員 事業番号 37、子育て世代の地域包括支援センターの立ち上げを検討していくとあ

るが、熊本で災害があったときに高齢者の分野だけの地域包括支援センターなど

とは言えないような状況となり、世代間を超えての地域包括支援センターを立ち

上げ、あらゆる世代に対応すると番組であったのを観た。筑紫野市もそういうのを

考えていかれては。 

 

事務局 具体的にどこまで固まっているかは把握していない。 

 

委員 高齢者の地域包括支援センターは４つの地域で分かれていて、管轄外があるなど

ジレンマがある。どこがメインということもなく、地域に密着する包括支援センタ

ーができ、機能していけばいいなと期待している。 

 

 

委員 筑紫野市にスクールソーシャルワーカーは何名いらっしゃるのか。 

 

事務局 1名です。 

 

委員 ではスクールカウンセラーは。 

 

事務局 市のカウンセラーが一人で各小学校を回る。要望があれば派遣をしているとのこ

と。また、県採用のカウンセラーが５名おり、各中学校にいる。毎日ではなくシフ

トを組む。 

 

委員 大きな学校は職員数が多いため、動きやすい。小規模になると、人手が足りず昼休

みも教室にいて、職員室に誰もいない状況になる。すると、不登校の子供が過ごす

場所があっても、誰もそこに入れない。そこに職員を回そうにも担当者も決められ

ないという話を聞いたことがある。スクールカウンセラーや養護教諭と連携して、

生徒が相談できる態勢がとれるといい。小規模校はなかなか来てもらえないとい

う話を聞いたものなので。県の採用が５名いるのなら少なくとも中学校では足り
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ているのかなと思う。 

 

会長 次に基本目標Ⅲについて説明を事務局よりお願いする。 

 

事務局 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 

基本方向７ 

基本施策（１）では高齢者の自立、生きがい対策として各課工夫を凝らし様々な講

座等を開催している。 

事業番号 43、公民館で行う介護予防のための運動教室及び継続教室について、平

成 30年度は 543回実施、延べ 8723人が参加している。 

基本施策（２）の高齢者・障がい者福祉サービスの充実では 

事業番号 46、【生活福祉課】のところで 65歳以上でも障害福祉サービスでしか賄

えないサービスとして、視覚障がいの方への「同行援護」の利用が 30年度末で 20

名。 

基本方向８ 

基本施策（１）事業番号 52、子育て支援課の職員 1名を「高等職業訓練促進給付 

金」「自立支援」「母子父子寡婦福祉金」の担当職員として専属配置。相談しやすい 

体制をとっている。生活保護受給者等就労自立促進事業について、ハローワークが 

生活保護受給者に対する就労自立促進事業で対応した中で、ひとり親の案件につ 

いては、子育て支援課にも情報提供あり、連携した支援を行う。 

基本施策（２）、事業番号 53、障害のある女性に配慮した施策の推進のところで、

具体的には３名（社会福祉士２名、精神保健福祉士１名）の女性相談員を配置して

いるとのこと。 

 

会長 ありがとうございました。基本目標Ⅲについてご説明いただいたところ、ご覧にな

ったところで何かあれば。 

 

委員 事業番号 42、高齢者の社会参加への支援のところで、「シルバー人材センター及び

筑紫野市シニアクラブ連合会の活動に対して助成した。」とあるが、助成の内訳は。 

 

事務局 お金の助成とのこと。 

 

委員 介護状態の方がサービスを利用したくても、事業所が人手不足で派遣できない状

態。ちょっとした家事支援について高齢者の社会参加というところで期待するの

は、シルバー人材センターや住民主体でのＮＰＯ法人などが立ち上がらないかな

ということ。 
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委員 コミュニティも地域包括支援センターからの研修を受けている。地域包括支援セ

ンターからそういう働きかけをされているかもしれないですね。 

 

会長 高齢者支援課の方でされているのかもしれないが、男女共同参画の視点でいえば、

女性ばかりではなく、男性も必要。シルバー人材センターは男性が多いのか。 

 

委員 実際、地域には定年すぎた男性がシルバー人材センターに協力したり、掃除に行っ

たりする人もいた。 

 

会長 基本目標Ⅲのところで他になにかあるか。ないようなので基本目標Ⅳに移る。説明

を事務局よりお願いする。 

 

事務局 基本目標Ⅳ 男女共同参画による活力あるまちづくり 

基本方向９ 

事業番号 57、女性委員の積極的登用の促進のところについては、プラン 46頁に目

標指標を掲げているが、未達のため△としている。達成に向けた取組みとしては、

審議会の新設や委員改選時に、事前協議書の提出と詳細なヒアリングを実施。総務

部長との協議の後必要に応じ指導をおこなっている。 

基本方向 10 

22 頁、事業番号 61、補助金交付団体に対する調査のところでは 40％以上という

目標を掲げているが、まだまだ実態は遠い。平成 30年は 28.8％。  

調査をもとに、出前講座を 2か所で実施。ＤＶＤ・図書については、作品を掲載し

たお知らせチラシを送付。 

基本方向 11 

基本施策（２）女性のニーズに応じた就労支援 

事業番号 67、男女共同参画プラザにおいて就職支援特集の掲示を行い、県の子育

て就職支援センターの情報、福岡市や近隣自治体の情報、労働相談の情報を掲示。 

基本施策（４）商工会の女性役員の登用に向けた啓発のところでは、昨年度の 9.6％、

は平成 29年度と同じ数字である。Ｈ28年度が 4.8％であった。 

基本方向 12 

事業番号 76、6 月 1 日号の特集記事では「九州北部豪雨で実際の避難所運営に携

わった朝倉市職員の方」、「先進的な防災活動を行い、福岡県防災賞を受賞した湯町

区で、区長・防災防犯委員長を務められた、二日市コミュニティ運営協議会の森田

陽子さん」からのインタビューを通し、防災のために「家庭・行政・地域」ででき

ることについて男女共同参画の視点から考える内容にした。 
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会長 基本目標Ⅳでご意見、ご質問はあるか。 

 

委員 21頁の 57番で女性のいない審議会は何の審議会なのか。 

 

事務局 筑紫駅西口土地区画整理審議会と農業経営改善計画認定審査会。なかなか女性の

専門的な女性の委員が見つけづらいところになる。働きかけは行っているが０が

続いている。 

 

委員 61 番の補助金交付団体のところで、アンケートが掘り下げ切れていない。条例を

作成するときに話題にもなったが表彰という形で盛り込めなかった。アンケート

を取っている団体は、補助金をもらっているので報告をしないといけない義務が

ある。任意なので 61 団体中 48 団体しか返ってきていない。積極的に女性の役員

を登用しているところには表彰がだめなら、広報で紹介し、活動などを載せるべき

だと思う。企業や団体の PRにもなる。 

 補助金団体は、補助金をもらっている立場なので、市がもっと出るべきところは出

ないといけないと思うので、そこら辺の改善が必要と感じる。 

 

事務局 これから今年度の調査票を出すところだが、検討していきたい。併せて市民への啓

発につながるような方法を工夫し考えていきたい。 

 

会長 他にはいかがか。 

 

委員 男女共同参画の立場的に商工会に女性部があるがどうなのか。分けていることに

問題ないのか。 

 

委員 女性部は、その方たちで活動されているということなのでそれはそれで評価され

ていいのではないか。青年部の男性がいずれ経営の中心に入り、女性は裏方で何か

をするのがこれまでの流れであるから、「青年部」・「女性部」ではなく１つの団体

で役員ができ、そこで男性も女性も入りながら運営していくのが１番理想的だと

思う。 

 

会長 中々女性が活躍できない状況があるのであれば、あえて女性部を作って場所を確

保するというのはあると思う。もっと発展したらそういうものはいらないとなる

でしょうね。 
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委員 事業番号 61、市から 10 万円以上の補助金というのはいろんな分野の補助金があ

ると思うが、補助金を出している団体を、アンケートを取っているのか。 

 

事務局 各課に調査票を出して、対象の補助金交付団体を挙げてもらう。 

 

委員 少なくとも男女共同参画に関連する団体だけでなく、意識がない団体にもアンケ

ートを通じて意識付けにはなっているということですね。中々このような全庁的

な取り組みでやれるというのは難しいと思うが、そういうところまで回っていっ

ているのだなと思った。 

 

事務局 プランに位置付けており、毎年調査している。 

 

委員 そこで何かしら意識付けになればというところもあるわけですね。 

 

事務局 同じ内容をただ送るのではなく、送る側も内容等工夫しながらやらなければなら

ないと思う。継続することで啓発にはつながっているのかなと思う。 

 

会長 他にいかがか。では、最後のプラン推進の施策までいけそうなので、報告をお願い

する。 

 

事務局 プラン推進のための施策 

基本施策（１）事業番号 79、各課等における男女共同参画の意識付けでは、平成

30年度は全ての課で内容や開催方法を工夫した独自研修が実施された。 

基本施策（３）ハラスメント防止対策の推進について、83番、87番に関連し、人

事課より聴取した休暇等に関する実績に関する別紙参考資料を配布。時間外勤務

の増加については庁舎移転の影響が大きい。筑紫野市の特定事業主行動計画で目

標として位置付けている男性の育児休業取得者数１名という目標に対し平成 30年

度は対象者が 14名、取得者が１名。出産補助休暇についてはすべての対象者が取

得をし、育児参加休暇についても４名取得している。目標の 50％には未到。 

 

会長 プラン推進のための施策のところでご質問、ご用件はあるか。 

 

委員 出産補助休暇と育児参加休暇は何日あるのか。 

 

事務局 出産補助休暇が、出産予定日の６週間前から当該出産の日後２週間以内で３日の

範囲内。育児参加休暇は妻の産前６週、産後８週の期間に出生した子や小学校就学
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前までの子を養育するために５日の範囲内で取得できる。 

 

委員 特定事業主行動計画の推進のところは、評価が〇になっているが対象者が 14人い

て、目標が１人で１人取ったから〇というのはどうか。取得すると仕事のしわ寄せ

がきたり等の課題が挙げられるが、それをクリアして市役所の中でもっと休暇を

取り、それを PRしながら広報に載せ、民間企業に示していくのが一番早い道だと

思う。そういう中で市役所の目標が低いというのは良くないと考える。 

 

委員 男性の育児休業取得者の期間というのはどのくらいか。 

 

事務局 期間は１ヶ月程度。 

 

委員 女性が育児休業を取る場合も１ヶ月か。 

 

事務局 女性の場合は平均して 2年ちかく取得。 

 

委員 取得しやすい雰囲気など、職場が支えていかないとなかなか取れないのではない

かと思う。 

 

委員 育休を取る、取らないの大前提として、筑紫野市の仕事の量に対して職員が足りて

いるのかどうかというところがある。また、育休という制度で計ろうとするが、一

つ育児時間制度などもあると思う。育休を取ることはハードルが高いので、育児時

間制度の普及を図ったほうが職員としても取りやすいのではないかと感じる。 

 

委員 女性はその後の育児時間制度は筑紫野市ではあるのか。 

 

事務局 １年未満で復帰した場合、１歳になるまでの間は取ることができる。 

 

委員 例えば育児休業を半年取ったとしたら、１歳になるまでは育児時間を取ることが

できるということですね。 

 

事務局 今出してもらっているご意見を人事課に伝えたいと思う。 

 

会長 他にはいかがか。 

 

委員 評価に〇がついているというのは、こういうことがしたいというのがあるから〇
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がついているのであって、実際に結果が出てこないと目標をもう少し数値で表せ

るような目標をあげてもらうことが必要だと感じる。 

 

会長 数値目標はいくつかあるが、あまり多くはないですね。 

 

事務局 第２次プランの時にはもう少しあったが、既にそれぞれの課の計画の中で管理さ

れている目標と重複しており、他の審議会で管理されているものをまたここで管

理はしないということで今回数値目標を減らした経緯がある。 

 

委員 筑紫野市の女性の管理職の割合はどうなっているのか。 

 

事務局 平成 31 年度は、管理職総数 49 人の中で女性が 13 人になった。目標としていた

25％を今年度初めて超え、26.5％になっている。筑紫野市には保育所があるので女

性の管理職は、保育所のないところと比べたら多いのもある。県の中でも上位。 

 

委員 女性の管理職や育児休業等は資料でいうとどこに入ってくるのか。そういうのが

浮き彫りになるといいのではないかと思う。具体的にここをこうすると上がると

いうのが視える評価の仕方があればいいと感じる。また、〇はすごく多いが、23頁

の農林業のところも全部〇になっているが、それはどうなのかという気がする。最

後に、補足の資料にある育児参加休暇のネーミングは、どうなのかと思う。全体的

な施策のネーミングについても突っ込むところがある。少しそういうところを工

夫していただければいいのではないかと思う。 

 

会長 プランの方のご意見はいただいたということで、審議事項はこれで終わる。 

 

３．閉会 

 ２０時閉会 


