
「令和元年度進捗状況報告書（案）」に対する意見一覧 

整理№ 事業名 意見 審議会意見・事務局案 担当課

●「コミュニティ別男女共同参画講座」について
・担当課課題で「コミュニティ別男女共同参画講座」の周知において、各回申
込者数は目標（80人）に届かなかった」とある。各区の役員会で「コミュニ
ティ別男女共同参画講座」の内容テーマを話し合ってもらい、その内容に合う
ものを講座にしてはいかがでしょうか。各コミュニティでの男女共同参画に関
する話し合いが少ないように思います。啓発の意味でも地域と一緒に企画すれ
ば、当事者意識をもって参加してもらえるのではないかと思います。

「コミュニティ別男女共同参画講座」について、各
コミュニティごとの地域課題に合ったテーマや内容
を、各コミュニティの役員会等で協議してはどう
か。地域と一緒に企画することで啓発になり、当事
者意識をもって参加してもらうことも期待できるの
ではないか。

●「男女共同参画啓発冊子」について
・「アンケートの回答が30件と少ない状況」とあるが、アンケートのお願いの
欄が小さく、表示も目立たないため、もっと大きくインパクトのあるものにし
た方が気づいてもらえたのではないでしょうか。予算と労力を使って配布して
いるので、各区や各団体から必ず回答をもらえるようお願いをしてもよいので
はないでしょうか。

「男女共同参画啓発冊子」について、読者アンケー
トの件数が30件と少なかったのは、アンケート協力
の呼びかけが目立たなかったためと思われるため工
夫が必要である。また、予算と時間をかけて作成・
配布しているものであるから、各区や団体にアン
ケートへの協力を求めてはどうか。

●まどかぴあ（男女平等推進センター）利用料の割引等について
・男女共同参画意識の普及を図るために、アスカーラ会議室の有料利用を、男
女共同参画講座に３名以上参加した団体には割引や特典が得られるようにし
て、意識の広がりができるようにしてはいかがでしょうか。また、参加者には
必ずアンケートを実施することにしてはいかがでしょうか。

・男女共同参画意識の普及を図るため、男女平等推
進センターの男女共同参画啓発事業に市民団体から
一定人数参加した場合は、その団体のまどかぴあ施
設利用料を割引するなど、参加の動機付けとなる取
り組みを行ってはどうか。
・男女共同参画啓発事業の参加者には必ずアンケー
トを実施してはどうか。

1-1
(p.1)

男女共同参画
意識の普及啓
発

人権男女共同参画
課（男女平等推進
センター）

※網かけ部分は、意見用紙のみまたは審議会後に提出された意見
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整理№ 事業名 意見 審議会意見・事務局案 担当課

1-2
(p.5)

市広報やホー
ムページ等に
よる情報発信
の強化

●男女平等推進センターの相談事業の周知について
① １－１同様「令和2年度事業計画」は昨年度と全く同じ内容となっており、
改善の意気込みが感じられません。
② 併記されている人権男女共同参画課の「DV相談ホットライン」が取り組み
を強化して相談件数を4倍に増やしたのを参考に取り組まれてはいかがでしょ
うか。

「令和２年度事業計画」は昨年度と同様の内容と
なっており、記述からは進捗が認められない。市で
「ＤＶ相談ホットライン」カードの配布枚数を増や
し相談件数が伸びた例を参考に取り組みを強化して
はどうか。

人権男女共同参画
課（男女平等推進
センター）

2-1
(p.13)

地域女性リー
ダー養成のた
めの講座など
の実施

●「地域女性リーダー育成講座」の受講生募集方法及び講座内容について
地域女性リーダーの候補者を求めるのはなかなか難しいので、各区から男女１
名ずつ参加してもらい、各区の課題と対策を出し合って、お互いのよい所を学
び合う。最後に成果を出し合って次年度につないでいくようにしてはいかがで
しょうか。

地域女性リーダー養成のための講座について、これ
まで一般市民の自発的な参加者は少ない傾向にあっ
たため、今後は、各区から男女１人ずつ参加させて
はどうか。また、講座では、男女共同参画に関する
各区の課題と対策を話し合い、それぞれの取り組み
の良い点を共有して、次年度に活かしていってはど
うか。

人権男女共同参画
課（男女平等推進
センター）

3-1
(p.18)

各審議会など
への女性登用
の促進

●各審議会などへの女性登用の促進について
女性が少ない分野に女性を登用することは、表には見えにくくても存在する女
性の人材発掘にもつながる。防災関係の審議会は法律で委員構成が決まってい
るなど女性登用が難しい面もあるかもしれないが、その他の分野では可能な限
り努力していただきたい。

女性が少ない分野の審議会であっても、委員に女性
を登用しようと努めることは、女性人材の発掘につ
ながる。法律で委員構成が決まっている審議会など
は女性委員の目標割合達成が難しいと思われるが、
その他の審議会では可能な限り努力していただきた
い。

人権男女共同参画
課

4-1
(p.21)

市職員に対する
育児・介護休業
制度の周知と取
得の促進

●市職員の育児・介護休業の取得促進について
啓発だけでは育児・介護休業はまだまだ取りにくい状況があるので、取得した
本人や課にメリットがある副賞や表彰をしてはどうでしょうか？

職員に啓発を行うだけでは育児休業や介護休業は取
りづらい状況があると思われる。取得した職員やそ
の職員の所属課に副賞を出したり、表彰を行うなど
してはどうか。

総務課
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整理№ 事業名 意見 審議会意見・事務局案 担当課

5-2
(p.37)

小中学校にお
ける男女共同
参画教育の充
実

●「小中学生図画ポスター・標語コンクール」について
「小中学生図画ポスター・標語コンクール」の作品提出が、締め切り日までは
極端に少ない。「男女共同参画宣言都市」である大野城市としては、優先順位
が１番くらいであることを、各学校に周知してもらいたいです。教育委員会と
の連携をお願いします。

「小中学生図画ポスター・標語コンクール」につい
て、各学校からの作品提出数が少ない。「男女共同
参画宣言都市」である大野城市として、優先して取
り組むべきテーマであることを各学校に周知してい
ただきたい。

・教育指導室
・人権男女共同参
画課（男女平等推
進センター）

6-4
(p.49)

男女共同参画
の視点を取り
入れた防災・
災害支援体制
の整備

●地域女性リーダー育成講座修了生グループの活用について
最近、大規模自然災害が多発し、防災・減災の取り組みの重要性が高まってい
る。市の講座で避難所運営や自主防災のための女性人材を育てるのはよいこと
だが、実際に避難所を開設したとき、その女性たちが活躍しやすくするために
は、区やコミュニティへの活用の呼びかけや、災害時の弱者に対する視点の重
要性に関する認識を高めるための取り組みが必要である。

避難所運営や自主防災のための女性人材を育てるだ
けでなく、実際に避難所が開設されたとき、その女
性たちが活躍しやすくするためには、日頃から地域
に災害時の弱者に対する視点の重要性を伝え、育成
した人材の活用を呼びかける必要がある。

・危機管理課
・安全安心課
・人権男女共同参
画課（男女平等推
進センター）

6-4
(p.49)

男女共同参画
の視点を取り
入れた防災・
災害支援体制
の整備

●地域女性リーダー育成講座修了生グループの会員募集支援について
地域女性リーダー育成講座の修了生である「防災ほっとキッチン」はこの頃団
体人数が減少している。団体の意思を確認のうえ、行政やアスカーラからもメ
ンバー募集の呼びかけをしてはどうか。防災関係の団体なので４地区に数名ず
つでも会員がおられるという風になればよいと思う。

地域女性リーダー育成講座修了生グループのうち、
地域で防災に関する啓発を行っている団体で人数が
減少している。団体の意思を確認のうえ、行政や男
女平等推進センターからも、会員募集の呼びかけを
してはどうか。

・危機管理課
・安全安心課
・人権男女共同参
画課（男女平等推
進センター）
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7-2
(p.57)

デートＤＶに
関する研修の
実施

●「中学校デートＤＶ防止研修」について
中学生には相談機関を３ ５機関に絞り、夕方 夜にかけて電話ができる、又
は24時間対応の青少年向けのホットライン等が掲載されたカードを作成し、お
渡ししたらどうでしょうか（”いじめ110番”のような名刺サイズのカード）。
もし既にあるのなら、それをお使いください。

デートＤＶのことを相談しやすく、時間の制限を受
けにくい相談機関をいくつか選んで掲載した携帯用
の印刷物を作成し、デートＤＶ防止研修の際、受講
した生徒に渡してはどうか。

・人権男女共同参
画課
・教育指導室
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「令和元年度進捗状況報告書（案）」に対する意見一覧 【追加分】

整理№ 事業名 意見 審議会意見・事務局案 担当課

1-1
(p.1)

男女共同参画
意識の普及啓
発

登録団体についての記述をしてほしい。男女平等の意識普及啓発のひ
とつの手段として、アスカーラでは団体の登録制度を持っている。
色々な団体が登録する事で、すそ野を広げる目的がある。長いスパ
ン、男女平等の意識を普及する姿勢を保っていくことも明記してほし
い。評価についても、ただ参画人数や参加人数、時間（年数）のみで
判断する事はこのましくない。

アスカーラ使用登録団体についての記述を追加してほし
い。登録制度は男女平等や男女共同参画意識の普及啓発の
手段の一つであり、様々な団体が登録することで裾野を広
げる目的がある。登録団体の募集にあたっては、団体は男
女平等や男女共同参画意識を普及する姿勢を長期的に保つ
べきことを事前に周知する必要がある。また、団体の評価
を、団体会員数や事業参加人数、活動年数のみで判断する
ことは好ましくないのではないか。

人権男女共同参画
課（男女平等推進
センター）

1-4
(p.9)

市職員を対象
とした研修の
充実と、意識
調査の実施

重点計画ではないが、事業内容の中に「市職員が社会におけるロール
モデルとなり…」とあるので、ＤＶの問題や女性への性暴力について
の問題については、新規職員だけでなく、全職員へ研修を実施してほ
しい。業務に関する事だけではなく、自分自身の問題としての研修内
容も必要であると思う。

事業内容にあるとおり「市職員が社会におけるロールモデ
ルとなる」ためには、ＤＶや性暴力、セクシュアルハラス
メントなどの各種ハラスメント防止など、人として正しく
生きるための基本的知識の習得や資質の向上が不可欠であ
る。新規職員だけでなく、全職員への研修を実施し、より
啓発を強化することが望ましい。

・総務課
・人権男女共同参
画課

2-1
(p.13)

地域女性リー
ダー養成のた
めの講座など
の実施

令和２年度の事業計画の中で、「アスカーラ登録団体として他団体と
交流することでスキルアップを図り 」とあるが、登録団体というだ
けでは他団体との交流はほぼないと思われます。育成中の講座や研修
に、アスカーラサポーターの活動を体験する（座学だけでなく）事も
勉強になると思うし、自分の住んでいる地域にもどって活動する事を
考える事が大切だと思う。

事業計画に「アスカーラ登録団体として他団体と交流する
ことでスキルアップを図る」とあるが、登録団体になるだ
けでは他団体との交流は促進されない。例えば、講座の中
の課程にアスカーラサポーターの活動体験を組み込んだ
り、居住地域での活動を想定した講座内容とすることが大
切である。

人権男女共同参画
課（男女平等推進
センター）
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整理№ 事業名 意見 審議会意見・事務局案 担当課

4-1
(p.21)

市職員に対す
る育児・介護
休業制度の周
知と取得の促
進

 男性の育児休業、介護休業については、家庭（育児や介護の度合い
等）の状況も様々で、職場からは見えにくく、取得する前に「迷惑を
かけてしまわないか」「同じような境遇でも働き続けている人がいる
のにと思われないか」と思いとどまってしまう方がいらっしゃるので
はないかと感じました。
 介護については、以前１名取得されていたようですが、今回「取得
実績なし」となっていますので、取得しやすい制度となっていくこと
を望みます。

・男性の育児休業、介護休業については、各家庭の状況も
様々で、職場からは見えにくく、「迷惑をかけてしまわな
いか」「同様の境遇でも働き続けている人がいるのにと思
われないか」と思いとどまってしまう職員がいるのではな
いかと思う。職場側からの休業取得に向けた積極的な後押
しが必要である。
・介護休業について、平成30年度に１名取得していたが、
今回は「実績なし」となっている。取得しやすい制度と
なっていくことを望む。

総務課

4-2
(p.23)

仕事や社会活
動の家庭の両
立のための子
育て支援事業
の充実

 待機児童解消に向け、大野城市行政が頑張られていることは、仕事
上でも感じています。全国の都市部でいえることですが、入所の受け
皿が大きくなると、そこをめがけて住所を移される方もいらっしゃい
ます。住みやすい街になることは喜ばしい反面、待機児童の解消に追
いつかない現状も感じざるをえません。
 ファミサポや病児保育については、コロナ禍で対応が難しくなり利
用者はもちろん、受入側への配慮も考えなければいけないのではと思
います。

・待機児童解消に向けた大野城市行政の努力は仕事上でも
感じるが、保育所入所の受け皿が大きくなると、住所を移
してくる人もいる。住みやすい街になることは喜ばしい反
面、待機児童の解消に追いつかない現状も感じざるをえな
い。
・ファミサポや病児保育については、コロナ禍で対応が難
しくなり、利用者はもちろん、受入側への配慮も考える必
要がある。

・子育て支援課
・こども未来課
・教育振興課

7-1
(p.53)

女性等に対す
る暴力の防止
に関する啓発

7-3
(p.59)

関係機関、民間
団体の相談窓口
の周知

今年度は新型コロナウイルスによる自粛期間などがあり、余計に隠れ
て（隠されて）しまうことが考えられるので、これまでよりも一層の
啓発活動、相談窓口の周知を進めなければならないのではないかと思
います。

今年度は新型コロナウイルスによる外出自粛期間などがあ
り、DV等家庭内の暴力が通常以上に隠れて（隠されて）し
まうことが考えられるため、一層の啓発活動、相談窓口の
周知を進めなければならない。

人権男女共同参画
課（男女平等推進
センター）

2



令和元年度進捗状況報告書（案）に対する質問一覧 

整理№ 事業名 質問 意見への対応方針・回答 担当課

1-1
(p.1)

男女共同参画
意識の普及啓
発

●男女平等推進センターの「令和元年度事業計画」「実績」「担当課課題」
「令和2年度事業計画」について
① 「令和元年度事業計画」で「新たな広報ツールをプラスして、センターから
の発信を工夫していく。」とされていましたが、「実績」でどう工夫したかの
記載がありません。また、「担当課課題」として「相手に届ける手段や場所を
工夫する」とされていますが、これは「何もしませんでした」と記しているよ
うなものです。
② 更に「令和2年度事業計画」の「広報チラシや手段・場所を工夫して」は昨
年度計画と全く同じ内容であり、改善の意気込みが感じられません。事業内容
に掲げている「様々な情報発信」についてどのように推進されるのでしょう
か。

ご意見を参考に、新たな情報発信の具体例と、それに伴う
課題を追記します。

【参考】男女平等推進センターによる新たな情報発信の例
・西鉄春日原駅東口掲示板にポスターを掲示
・対象者が集まる場（会合、講座など）に出向きチラシを
手渡して事業参加を呼びかけ など

人権男女共
同参画課
（男女平等
推進セン
ター）

4-5
(p.29)

女性の再就職
や起業に関す
る支援

●「スキルアップのための資格取得講座（JW-CAD初級講座）」について
 当事業は商工会と男女平等推進センターとの共催事業。「担当課課題」に
「講座内容を見直す」とありますが、令和2年度も商工会には定数以上の申込
があり、キャンセル待ちをお願している状態となっています。商工会としては
「講座内容を見直すべき時期に来ている」とは考えていません。

ご意見を参考に、男女平等推進センターに下記のことを確
認しましたので、この内容をふまえて「担当課課題」を記
載します。

・JW-CAD初級講座は受講生が集まりやすい傾向がある
が、「スキルアップのための資格取得講座」で取り上げて
いる他のテーマ（JW-CAD中級、簿記、パソコンなど）に
ついては近年、需要が薄れているため、内容の刷新を事業
全体の課題としてとらえている。

人権男女共
同参画課
（男女平等
推進セン
ター）

網かけ部分は、審議会後に追加提出された質問


