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「大野城市人権教育・啓発基本指針」に基づく実施計画（第２次）  

平成30年度進捗状況報告にあたって 

平成22年３月、大野城市は豊かな人権文化のまちづくりのための方向

性と人権教育・啓発の基本的な方針を示した「大野城市人権教育・啓発基

本指針」を策定し、また平成23年５月には基本指針をもとにした「大野

城市人権教育・啓発基本指針」に基づく実施計画（計画期間：平成23年

～27年度）を策定しました。 

この実施計画は、平成27年度をもって、５年間の計画期間を満了とな

り、新たに、平成28年３月に、社会情勢の変化や平成26年度に実施した

「大野城市人権問題に関する市民意識調査」調査結果等を踏まえ、「大野

城市人権教育・啓発基本指針（改定版）」及び「同指針に基づく実施計画

（第２次）」（計画期間：平成28年度～32年度）を策定しました。 

本報告書は、平成30年度におけるその事業実績を、市の関係各課から

の報告をもとに取りまとめ、その内容について、市民委員により構成され

た「大野城市人権政策審議会」の意見を付して年次報告として公表するこ

とにより、今後の人権教育・啓発施策に反映させていくものであります。 
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1 

総 括 的 意 見 

※ ８月以降に開催される人権政策審議会に付議後、記載します。 

（現時点で内容は未定） 

                    令和元年 月 

                      大野城市人権政策審議会 



Ⅰ 総合的施策 

１ あらゆる場における人権教育･啓発の推進 

表中の「30年度実績についての評価」について 

平成30年度に実施した事業について、成果の度合いをＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄのいずれか

で評価しています。 

   Ａ…期待以上の成果であった 

   Ｂ…期待通りの成果であった 

   Ｃ…期待した成果に至らなかった 

   Ｄ…その他（未実施など） 

2



Ⅰ　総合的施策

項目

事業名 ① 担当部署 保育所

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

30年度実
績につい
ての評価

31年度
取り組み

１　あらゆる場における人権教育・啓発の推進　(1)就学前教育

豊かな心を育てる保育
活動の推進

内容
様々な体験活動を取り入れながら、子どもたちが命の大切さを学ぶことがで
きる保育活動を実践する。

主な取り
組み

◇日々の保育における様々な体験活動の実施

　「いのちの大切さ、人権の大切さを日々の生活の中で自然と感じることが
できる」ような体験活動の充実を図っていく。

30年度
実績

実
施
内
容

 保育所において小学生とのふれあい交流会や中学生による保育体験活
動を行うことで、縦のつながりを促す取り組みを行ったり、園児が高齢
者施設を訪問し、高齢者との交流を行った。
　また、遠足や散歩など自然とふれあう体験活動の場も設けた。虫捕り
やどんぐりひろい等季節に応じた活動を行うことで、身近な四季の変化
を感じとってもらえるような活動等も行った。

担当
課課
題

  いのちの大切さ、人権の大切さを日々の生活の中で自然と感じられる
ような活動を継続的に実施していく必要がある。

　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：様々な体験・経験の中でいのちの大切さを感じることができている
と考える。

　小学校や中学校、高齢施設等の調整を十分に行い、引き続き事業を実施し
ていく。
　また、外遊び等を積極的に取り入れ、自然とのかかわりを継続して行って
いく。

審議会
意見

・保育所は家庭から集団へと入っていく最初の段階となるので、豊かな心を
育て、命の大切さを自然と感じ取れるような体験活動を継続していくことが
望ましい。
・幼児期でもあるので、年長者（小学生・中学生）との交流や高齢者との交
流、四季折々の自然とのかかわりも経験を積んでいくのが望ましい。
・感情のコントロールができるように、子ども同士がお互いの言い方や態度
に気を配っていけるよう保育することが望ましい。

担当課
回答

　引き続き体験活動や年長者との交流を継続し、子どもたちの豊かな心を育
くんでいきたい。また併せて、集団生活の中で言葉づかいや他人への配慮な
どコミュニケーション能力も育てていきたい。



Ⅰ　総合的施策

項目

事業名 ② 担当部署 保育所

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

30年度実
績につい
ての評価

31年度
取り組み

１　あらゆる場における人権教育・啓発の推進　(1)就学前教育

従事する職員への研修
の実施

内容
保育に従事する職員として、正しい人権感覚を身につけるため、計画的に研
修会や学習会を実施する。

主な取り
組み

◇保育所（園）等の職員に対する研修会の開催
◇他団体が開催する人権研修への参加

　「全国人権保育研究集会」をはじめとする各種研修会への保育士の積極的
な参加を図る。また、市保育所連盟主催の研修会を引き続き実施していく。

30年度
実績

実
施
内
容

　「全国人権保育研究集会」や福岡県保育協会が主催する新任保育士研
修会に組み込まれている「人権研修」を受講した。また、市保育所連盟
が主催する人権研修会を6月に開催した。

担当
課課
題

　保育所職員一人ひとりが当事者意識を持ち、正しい人権感覚を身につ
けるために継続的に研修会や学習会での学びを行っていくことが重要で
ある。

　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：機会をみて、積極的に研修会に参加している。

「全国人権保育研究集会」をはじめとする各種研修会への保育士の積極的な
参加を図る。また、市保育所連盟主催の研修会を引き続き実施していく。

審議会
意見

　保育所職員の意識向上の為の研修会は、必要だと思うが、若い職員の子ど
もに対する思いやりも教育することが望ましい。

担当課
回答

　様々な研修会での学びと共に、先輩保育士との保育の中で、子どもに対す
る接し方、言葉遣い等、子どもに対する思いやりを育んでいけるように努め
たい。



Ⅰ　総合的施策

項目

事業名 ① 担当部署 教育指導室

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

30年度実
績につい
ての評価

31年度
取り組み

１　あらゆる場における人権教育・啓発の推進　(2)学校教育

自尊感情を育む教育の
推進

内容
自分を大切にする心とともに、他人への思いやりの気持ちを育む「心の教
育」を推進する。

主な取り
組み

◇「心の教育」推進大会の開催
◇道徳の公開授業の実施

　引き続き、保護者、学校運営協議会委員、教職員などを対象とした「子ど
もたちの『いのち』を守る研修会」を７月下旬に実施し、いじめ防止等の取
組や啓発を行う予定。

30年度
実績

実
施
内
容

・「こどもたちの『いのち』を守る研修会」では陸前高田市教育委員会
教育長の金　賢治先生に講話をいただき、大変好評だった。
　演　題：『“あの日”からのあゆみ　～子どもたちの心の変化～』
　開催日：７月25日（水）
　場　所：まどかぴあ大ホール
・道徳の公開授業は市内全小・中学校で実施した。休日に公開し、多数
の保護者、地域の方々に参加いただいた。

担当
課課
題

　いじめ防止の根底にある「いのち」の尊さを、広く周知するため、今
後もいじめ問題のみに限定せずに、様々な角度から「いのち」を見つめ
ることができる講演を行っていく必要がある。

　30年度の自己評価の判定（　　Ａ　　）
　理由：計画通り実施できたため。

・「心の教育」推進大会の開催
・道徳の公開授業の実施

審議会
意見

(1)「自分を大切にする心と、他人への思いやりの気持ち」から人権が始まる
ように思われる。小中学校のときに是非とも育んでいくことが望ましい。
「総合的施策１(3)家庭教育」とも関連するが、家庭環境も影響するため、保
護者とも連携を取りながら継続していくことが望ましい。
(2)「こどもたちの『いのち』を守る研修会」は、良い事業であると思われる
が、いじめをする・される事で嫌な思いをする事を、子どもたちに伝えるこ
とが望ましい。

担当課
回答

(1)道徳の公開授業は保護者も参観しており、引き続き保護者とも連携を図り
ながら、自他を大切にする心の育成を図っていく。
(2)「こどもたちの『いのち』を守る研修会」は参加対象が地域や保護者、教
員等となっている。この研修で学んだことを日頃の教育の中で、子どもたち
に還元していく。



Ⅰ　総合的施策

項目

事業名 ② 担当部署 教育指導室

「30年度
取り組
み」
※前年度
実績報告
書から転
記してい
ます

30年度実
績につい
ての評価

31年度
取り組み

主な取り
組み

◇道徳授業における差別や人権に関する指導
◇社会科基底カリキュラム(※)を通じた人権問題に関する正しい認識の教育
※市教育委員会において、小中学校の社会科学習の中で、特に人権意識を高
めたい学習内容について、教師の理解が進むように共通の指導計画案を示し
たもの。2011（平成23）年に小学校版、2012（平成24）年に中学校版を作
成。2017年度（平成29年度）に小学校版を改訂、2018年度（平成30年度）に
中学校版を改訂予定

１　あらゆる場における人権教育・啓発の推進　(2)学校教育

正しい人権感覚を養う
教育の推進

内容
差別につながる言葉や態度を認識し、差別を行わない正しい人権感覚を養う
教育を実践する。

・保護者へ公開する授業参観において、積極的に人権に関する道徳の時間の
授業の取り入れを推進する。
・学校における保護者会等において、人権教育に関する学校の取組の説明や
家庭との連携、特に情報機器を用いた人権侵害に対する学校と家庭との連携
についての啓発を行う。
・中学校社会科基底カリキュラムをこれまでの授業実践を踏まえ、改訂を行
う。
・市社会科基底カリキュラム作成委員は、中学校の教員代表者と教育指導室
指導主事で構成する。

・道徳授業における差別や人権に関する指導
・社会科基底カリキュラムを通じた人権問題に関する正しい認識の教育

審議会
意見

　小・中学校9ヶ年を見通して、「かがやき」や「あおぞら2」（県教委の副
読本）などの教材を活用した人権感覚の向上を図ることが望ましい。

担当課
回答

　全小・中学校とも人権学習の年間カリキュラムの中で「かがやき」「あお
ぞら」「あおぞら2」を活用した授業が組まれている。

30年度
実績

実
施
内
容

・道徳授業においては、各校の年間計画に沿って差別や人権に関する指
導を実施することができた。
・家庭との連携については、各校で実施している保護者と学ぶ規範意識
学習会において情報機器を用いた人権侵害に関する内容を取り扱い、保
護者にも啓発を行った。
・社会科基底カリキュラムは計画どおり中学校版を改訂した。

担当
課課
題

　社会科基底カリキュラムは小・中学校版とも改訂が終了したので、今
年度は各校での活用を啓発していく必要がある。

　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：計画通り実施できたため。



Ⅰ　総合的施策

項目

事業名 ① 担当部署 教育指導室、教育振興課

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

１　あらゆる場における人権教育・啓発の推進　(3)家庭教育

保護者の学習機会の提
供と支援

内容
保護者が正しい人権感覚を身につけられるように、様々な学習機会の充実を
図る。

主な取り
組み

◇家庭教育学級の実施
◇家庭教育講演会の開催

【教育指導室】
　学校における保護者集会等で、さらなる人権に関する啓発を進める。
【教育振興課】
　家庭教育学級の重点目標を昨年度に引き続き「基本的生活習慣づくりと家
庭学習の習慣づくり」とし、講座内容を講話中心に取り組んでいく。

30年度
実績

実
施
内
容

【教育指導室】
　ＰＴＡ総会、保護者と学ぶ規範意識学習会、道徳の公開授業等で人権
に関する啓発をおこなうことができた。

【教育振興課】
・家庭教育学級の実施
　・市内全小・中学校において、それぞれ年間5～8回の学習会を実施。
　・学級生562名に対し、合計88学習会を開催。
・年３回の家庭教育合同講演会の開催
　・第１回家庭教育合同講演会（参加人数　112人）
　（平成30年6月14日（木）　大野城まどかぴあ　多目的ホール）
　・第２回家庭教育合同講演会（参加人数　36人）
　（平成30年10月20日（土）　大野城総合福祉センター　大会議室）
　・第３回家庭教育合同講演会（参加人数　96人）
　（平成31年1月24日（木）　大野城まどかぴあ　多目的ホール）
　※詳細は「参考6」参照

担当
課課
題

【教育指導室】
　今年度も保護者が参加する行事等において啓発を継続することが必要
である。

【教育振興課】
・市内全小・中学校の保護者全体への家庭教育の重要性の啓発・浸透が
必要である。
・家庭教育学級運営困難な学校の学級加入促進と運営及び活動の効果的
な取組みの改善が必要な状況である。



Ⅰ　総合的施策

30年度実
績につい
ての評価

31年度
取り組み

【教育指導室】　30年度の自己評価の判定（　　Ｃ　　）
　理由：啓発はできているが、その方法に工夫する余地があると考える。

【教育振興課】　30年度の自己評価の判定（　　Ｃ　　）
　理由：家庭教育学級の学習会が活発な学校とそうでない学校の格差が広
がってきていることと、運営スタッフの組織化が不十分な学校が出てきた。

【教育指導室】
　近年、ＬＧＢＴの問題が大きく取り上げられているので、学校においても
啓発するよう働きかける。

【教育振興課】
　上記の担当課課題を踏まえた、家庭教育学級運営委員会を行い、情報交換
や合同学習会を推進していく。また、教育振興課が各学校の家庭教育学級学
習会の講話を中心に参加し、運営についての支援・助言を行っていく。

審議会
意見

(1)児童生徒は、学校において人権課題にかかわる様々な学習を積み上げる機
会がある。保護者に対してもLGBTを含む人権課題（法務省では強調事項は17
項目）について学習する機会を設けて啓発していくことが望ましい。
(2)家庭教育学級の参加・活動に、学校差が出てきたという事であるので、家
庭教育学級が活発な事例の発表を合同講演会の時に入れてみるというのはど
うか。
(3)市内中学校の制服を統一していく方向に進めることが望ましい。（発注数
が増えれば、単価もおさえられるし、近年問題になっているLGBTに関する問
題への対処にもなっていくと思われる）
(4)家庭教育合同講演会に1回、小・中学校での学習会に1回ずつ、人権侵害の
現実とそれに向けての小・中学校や市の取り組みを紹介することが望まし
い。

担当課
回答

(1)【教育振興課】家庭教育学級は各校で運営されているが、運営委員会の際
に人権学習に関する学習内容を含む講師情報を提供するなど、各校の家庭教
育学級の学習内容選定において積極的に人権課題を含む子育ての課題につい
て学習を推進するよう指導・助言していく。また、合同講演会においても、
同様の課題に関する講演を積極的に行うよう検討していく。（実際に平成30
年度は、LGBTに関する講演を1回開催している）
(2)【教育振興課】活発な家庭教育学級活動を促すために、まずは小・中学校
と連携した家庭教育学級を通して、保護者の学びの重要性を広報・啓発して
いき、学級生の増加と学習内容の質の向上を図る。
(3)【教育指導室】制服の市内統一については今後、調査研究としたい。
(4)【教育振興課】家庭教育学級は、各校の運営委員により、学習内容の選定
を含め、自主的に運営されている。その選定対象として、市や学校の取り組
みについても、保護者の求める内容とも照らし合わせ、情報提供していきた
い。合同講演会においても、同様の考えで実施していきたい。



Ⅰ　総合的施策

項目

事業名 ② 担当部署 人権男女共同参画課

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

３０年度実
績について
の評価

３１年度
取り組み

　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：上記事業について、年度当初の予定通りに実施することができたた
め。

・啓発冊子「みんなのしあわせのために」は、様々な人権問題について取り
上げることで、市民の人権意識の涵養を図り、それぞれ一人ひとりが自分自
身の問題として考えてもらうような内容で作成をする。
・啓発冊子「種をまこう」については、引き続き「人権の花」運動実施学年
の児童に配布し家庭で読んでもらえるよう働きかけを行い、保護者を含めた
啓発を行っていく。

審議会
意見

　担当課課題を踏まえ、事業を推進していくこと

担当課
回答

　審議会意見のとおり、事業を推進する。

・啓発冊子「みんなのしあわせのために」は、身近かつ現代社会において重
要な人権課題を取り上げ、人権問題について自分自身の問題として考えても
らうきっかけとなるような内容で作成をする。
・啓発冊子「種をまこう」については、引き続き「人権の花」運動実施学年
の児童に配布し家庭で読んでもらえるよう働きかけを行い、保護者を含めた
啓発を行っていく。

３０年度
実　績

実
施
内
容

・啓発冊子「みんなのしあわせのために」の作成（編集）・配布
啓発冊子（A4サイズ・カラー刷12ページ）を、「人権・同和問題啓発推
進員初級・中級講座」を修了した市職員を中心に作成（企画・編集）⇒
市の広報（７月１日号）に折込み、市内の全世帯に配布した。

・「人権の花」運動にて、実施校である月の浦小学校の3年生に対し
て、啓発冊子「種をまこう」を配布し、保護者と一緒に読んでもらうよ
うにお願いした。
　（事業詳細については、その他の人権問題②を参照）

担当
課課
題

・啓発冊子「みんなのしあわせのために」は市で作成し、全戸配布して
いるが、平成26年度に実施した「大野城市人権問題に関する市民意識調
査」では、「読んだことがない」「配られていることを知らない」とい
う市民の意見も散見される。「いかに多くの人に読んでもらえるか」が
課題である。
・啓発冊子「種をまこう」については、事業実施当日の配布資料として
だけで終わらないように、啓発冊子をそれぞれの家庭で活用してもらう
ことが必要である。

主な取り
組み

◇人権啓発冊子の配布

１　あらゆる場における人権教育・啓発の推進　(3)家庭教育

パンフレット等資料の
配布による啓発の推進

内容
家庭において、親子が人権について共に考える機会が持てるよう、パンフ
レット等の配布による啓発を行う。



Ⅰ　総合的施策

項目

事業名 ① 担当部署 人権男女共同参画課

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

30年度実
績について
の評価

31年度
取り組み

　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：上記の担当課課題で述べたように、一部の参加者からの指摘はあっ
たが、参加者全体の90％以上が、研修に対する理解度を「おおむねわかっ
た」「よくわかった」と回答をしており、参加者からの評価は上々であっ
た。

　企画を行う際には、研修会全体の時間配分やバランスを検討しながら、実
施内容を検討する。

　研修会開催時の周知広報の際には、より分かりやすい表記にする。また、
今後講師の方へ講話を依頼する際には、どのような参加者か、どうすれば伝
わりやすいのか、講師との入念な打合せを行う。

30年度
実　績

実
施
内
容

　コミュニティ別人権・同和問題研修会を開催し、市民等への啓発を
行った。
　《テーマ》「今だからこそ　考えよう」
　《対象》　市民、企業、市職員、教職員
開催日：7月3,5,10,12日（天候不良により、3日と5日は中止）
場所：市内4地区のコミュニティセンター
内容：①人権男女共同参画課職員による説明・提起
　　　　「スマホ・ネット時代の人権・同和問題」
　　　　※途中、上記内容に沿ったDVD「あなたに伝えたい
　　　　　こと」を上映。
　　　②人権問題や人権教育に精通した講師による講話
　　　　「明るい社会をめざして」
　　　（事業詳細は、「参考1」参照）

・広報の際の研修内容のわかりづらさを解消するために、チラシなどに
具体的なタイトルを表示することで工夫した。
・講師へ講話を依頼する際には、問題提起やDVD選定などの前半部分を
早めに構築しておき、講師と入念な打合せを行った。

担当
課課
題

　内容について、参加者から「一つ一つの内容は良かったが、問題提
起・DVD・講話の組み合わせは盛り沢山すぎる」との指摘があった。こ
のような指摘も参考にしながら、内容について全体の構成を考えていく
必要がある。

1　あらゆる場における人権教育・啓発の推進　(4)地域

コミュニティ別研修会
の推進

内容
地域と市が協力しながら、地域が主体的に企画・運営を行うコミュニティ別
研修会を実施する。

主な取り
組み

◇コミュニティ別人権・同和問題研修会の開催



Ⅰ　総合的施策

審議会
意見

(1)学校での同和教育を補完するためにも、中高生の参加依頼などを学校を通
じて行ってはどうか。
(2)参加者からの「内容が盛り沢山すぎる」との指摘に対して、今後項目を各
コミュニティで分散させて、2つずつ位に絞って行うというような方法を考え
てみてはどうか。

担当課
回答

(1)市内中学生は、1学年約950人（3学年合計で約2,800人）、高校生（筑紫中
央高）は、1学年約440人（3学年合計で約1,300人）おり、生徒及び保護者へ
の個別的案内は困難であるので、学校へのポスター掲示、チラシ設置等を検
討する。
(2)「内容が盛り沢山すぎる」との指摘を踏まえ、内容の簡略化、開催時間の
短縮を図るものとする。令和元年度においては、各会場とも10分程度の開催
時間の短縮を実現した。



Ⅰ　総合的施策

項目

事業名 ② 担当部署 人権男女共同参画課

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

実
施
内
容

・人権をまなぶ講座において、様々な人権についての講座を実施した。講座のテーマ
については、時流に沿った内容を取り入れるようにした。
開催日：①9月15日,②10月20日,③11月17日,④1月19日,⑤2月16日,⑥3月16日
場所：大野城まどかぴあ,市内各地区のコミュニティセンター
内容：第1回　子どもの人権
　　　『「子どもを被害者　加害者にさせないために」
　　　　～今、大人ができること～』
　　　講師　黒田 可奈子
　　　　　（NPO法人子どもとメディア　事務局長）
　　　参加者数：37名

　　　第2回　外国人の人権
　　　『「地域での異文化間交流を深めるために」
　　　　～外国人から地域住民へ～』
　　　講師　吉谷 武志
　　　　　（NPO法人ともに生きる街ふくおかの会 理事長）
　　　参加者数：13名

　　　第3回　犯罪被害者の人権「犯罪被害者支援活動を通じて」
　　　講師　浦 尚子（（公社）福岡犯罪被害者支援センター
　　　　　　　　　　　専務理事兼センター長）
　　　参加者数：19名

　　　第4回　障がい者の人権
　　　『「発達障がいのある大人たち」～異なる文化の中で生きる～』
　　　講師　緒方 よしみ（児童発達支援センター「こだま」　園長）
　　　参加者数：29名

　　　第5回　女性の人権「政治から考える女性の人権」
　　　講師　王 貞月（福岡大学・西南学院大学　非常勤講師）
　　　参加者数：31名

　　　第6回　人権・同和問題
　　　「江戸時代、福岡藩の身分と暮らし
　　　　－教科書記述をヒントに考えるー」
　　　講師　石瀧 豊美（郷土史家、イシタキ人権学研究所　所長）
　　　参加者数：38名

・12月の人権週間にあわせて人権週間講演会を実施した。
開催日：12月10日
場所：大野城まどかぴあ　多目的ホール
講師：前田 恵理（一般社団法人 日本車いすテニス協会 会長）
演題：講演「車いすテニス」に学んだこと
参加者数：185名

３０年度
実　績

主な取り
組み

◇各種講演会等の講座内容や周知方法の見直し

１　あらゆる場における人権教育・啓発の推進　(4)地域

講演会等の参加促進に
向けた取り組みの推進

内容
新たな参加者が獲得できるよう講演会等の実施や周知の方法について工夫し
ながら、参加促進を図る。

・人権をまなぶ講座については、参加者の増加を図るため、バランスのよい内容・テーマの
設定、時流にあった人権テーマの講師選択を検討する。
・人権週間講演会については、幅広いテーマを取り扱い、周知時期についても、早期から広
く市民に周知を行うなど、参加者の増加へ向けて実施する。



Ⅰ　総合的施策

３０年度
実　績

３０年
度実績
につい
ての
評価

３１年度
取り組み

担当課
回答

(1)①関係団体の中には、本市だけでなく他の公共団体や民間団体等からも講座等の案内や
参加依頼等が多くあっているものがあり、そういった団体については負担の大きさに配慮す
る必要があることから、人数の割り当てを一律に求めることについては慎重に検討する。講
座のテーマにあわせ、教育関係、福祉関係等の様々な団体への案内を強化、工夫するものと
する。
　②市内中学生は、1学年約950人（3学年合計で約2,800人）、高校生（筑紫中央高）は、1
学年約440人（3学年合計で約1,300人）おり、生徒及び保護者への個別的案内は困難である
ので、学校へのポスター掲示、チラシ設置等を検討する。
(2)◆講座のタイトルについては、印象的で、市民等の興味を惹きつけるようなものを検討
する。
　◆全戸へのチラシ配付については、4万5千世帯が対象となり、困難背が高いことから、
(1)①と同様に、関係団体への周知の強化、工夫等の取り組みを通じて参加者数の増大の取
り組みを進めるものとする。

担当
課課
題

・人権をまなぶ講座では、講座の内容や周知方法について見直しを行
い、講師選定やテーマ選びなどで工夫をしたが、一部参加者の少ない回
があったため、引き続き参加者数の増加を目指す必要がある。
・人権週間講演会では、約250名の参加者を見込んでいたが、上記のと
おり200名弱の参加者しか集まらなかった。参加することへの敷居が高
くならないように、参加者からの共感を得られるテーマ設定等工夫する
ことなどし、参加者の増加を目指す必要がある。

　30年度の自己評価の判定（　　Ｃ　　）
　理由：年度当初の予定通りに事業を実施することができたが、期待以上の
参加者が集まらず、想定していた参加者数（「人権をまなぶ講座」180名、
「人権週間講演会」250名）と比べて、約82％（「人権をまなぶ講座」167
名、「人権週間講演会」185名）の参加者に止まった。

・人権をまなぶ講座については、参加者の増加を図るため、様々な人権問題
の中から時流にあったテーマを取り上げ、講師選択を検討する。
・人権週間講演会については、時流に沿ったテーマを取り扱い、より多くの
市民が参加できるような講演形式としたい。周知方法についても、チラシや
ポスターのデザインや構成を工夫し、市民の目に留まりやすい内容とし、参
加者の増加へ向けて実施する。

審議会
意見

(1)参加者を増やすために次の取り組みを行ってはどうか。
　①関係団体（保護司、民生委員、人権擁護委員、区役員等）に人数を割り当て、参加依頼
をする。
　②中高生にチラシを配布し、関心のある講座への参加を促す。
(2)「人権をまなぶ講座」について、インパクトのあるタイトルの設定と、参加集約の方法
を再検討してはどうか。（例えば全戸へのチラシ配布）



Ⅰ　総合的施策

項目

事業名 ① 担当部署 人権男女共同参画課

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

３０年度実
績について
の評価

３１年度
取り組み

　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：研修会開催にあたり、企画または運営の補助を行うことができ、平
成29年度に作成したポスターについても、関係団体に配布することができた
ため。
　筑紫地区企業・事業所同和問題研修会については、平成31年度の開催地が
大野城市であるため、研修会の企画や運営を行い、円滑かつ効果的な研修の
開催を図る。また、市内の企業・事業所に対して、開催の案内を送付し、参
加を促す。

審議会
意見

　担当課課題を踏まえ、事業を推進していくこと

担当課
回答

　審議会意見のとおり、事業を推進する。

　筑紫地区企業・事業所同和問題研修会については、平成30年度の開催地で
ある筑紫野市と連携・協力して企画や運営の補助を行い、円滑かつ効果的な
研修の開催を図る。また、市内の企業・事業所に対して、開催の案内を送付
し、参加を促す。
　平成29年度に作成したポスターについては、市内の企業・事業所に対して
配布を行い、「部落差別解消推進法」施行の周知を行う。

３０年度
実　績

実
施
内
容

・筑紫地区企業・事業所同和問題研修会の開催
開催日：平成31年2月19日（火）
開催場所：筑紫野市生涯学習センター
演題：「人権が尊重される社会をめざして」
講師：小西　幸恵（部落解放同盟福岡県連合会　教育運動部）

・筑紫地区人権・同和行政推進協議会からの依頼で、「部落差別の解消
の推進に関する法律」の啓発ポスターを、筑紫地区企業同和問題推進委
員会の会員企業（大野城市に住所がある企業のみ）に配布した。
　関係企業団体：39社

担当
課課
題

　平成31年度以降の研修会開催時には、今後も引き続き関係機関との連
携をし、多くの企業が研修会に参加するように、市内の企業・事業所へ
対する働きかけを行う必要がある。

主な取り
組み

◇筑紫地区企業・事業所同和問題研修会の開催

１　あらゆる場における人権教育・啓発の推進　(5)企業

関係機関と連携した研
修会等の実施

内容
筑紫地区各市町や国・県の関係機関、企業団体、商工会等と連携しながら企
業・事業所に向けた研修を実施する。



Ⅰ　総合的施策

項目

事業名 ② 担当部署 人権男女共同参画課

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

・筑紫地区の各市町や県の出先機関とも連携し、相談窓口の周知を工夫しな
がら、ポスターやパンフレットによる効果的な啓発を進めていく。
・DV相談ホットラインカードについては、内容について、見やすく、情報が
伝わりやすい表現となるよう工夫をし、適宜必要な変更を行っていく。そし
て、DV相談ホットラインカードを活用し、DVに関する啓発を行うとともに、
相談窓口情報について周知をしていき、DV相談ホットラインカードの設置箇
所の拡大に努める。

３０年度
実　績

実施
内容

・筑紫地区人権・同和行政推進協議会にて、平成29年度に作成した「部
落差別解消推進法」の周知を目的とした「人権・同和問題啓発ポス
ター」について、関係企業団体（計３９社）への配布を行った。

・DV相談ホットラインカードの設置を行った。
　送付先（送付枚数）：各コミュニティセンター４箇所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各60枚、240枚）
　　　　　　　　　　　大野城まどかぴあ　　　（100枚）
　　　　　　　　　　　社会福祉協議会　　　　 （60枚）
　　　　　　　　　　　ファミリー交流センター （30枚）
　　　　　　　　　　　すこやか交流プラザ　　 （60枚）
　　　　　　　　　　　こども健康課窓口　　　 （10枚）
　　　　　　　　　　　人権男女共同参画課窓口 （50枚）
　　　　　　　　　　　市役所女子トイレ10箇所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各15枚、150枚）
　　　　　　　　　　　イオン大野城ショッピングセンター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（100枚）
　　　　　　　　　　　イオン下大利ショッピングセンター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（50枚）
　　　　　　　　　　　イオン乙金ショッピングセンター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（50枚）
　　　　　　　　　　　病院６施設　　（各60枚、360枚）
　　　　　　　　　　　診療所42施設　（各20枚、840枚）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　2,100枚

担当
課課
題

・人権・同和問題啓発を目的としたポスターについては、引き続き施設
や事業所等の関係機関に配布し、より啓発をしていく必要がある。
・DV相談ホットラインカードについては、平成30年度から送付先・送付
枚数を増やしている（平成29年度依頼先59件・送付枚数1,900枚）。し
かし、結果として「ちくし女性ホットライン」相談件数は平成29年度の
52件から、11件と大幅に減少した。筑紫地区５市の中でも大野城市が一
番件数が少ないため、市民がDV相談ホットラインについて認知できるよ
うに工夫することが必要である。

主な取り
組み

◇筑紫地区人権同和行政推進協議会における啓発ポスター等の配布
◇男女共同参画パンフレットの配布

１　あらゆる場における人権教育・啓発の推進　(5)企業

パンフレット等資料の
配布による啓発の推進

内容
ポスターやパンフレットの配布等により、企業・事業所の人権意識の高揚を
図る。



Ⅰ　総合的施策

３０年度実
績について
の評価

３１年度
取り組み

担当課
回答

(1)男子トイレについては、「30年度実績」「実施内容」記載欄の送付先の男
子トイレについて本年度中に、設置する予定である。
　中学校については、現在、毎年度２年生を対象としてデートＤＶ防止研修
を実施しており、配布資料中に相談先一覧を掲載していることから、現時点
では中学校の男女トイレに設置する予定はない。
　高校については、相談先を掲示したポスターを送付するものとする。
(2)既にホットラインカード類は様々な団体が多数設置しており、飽和的な状
況にあることから、様々なハラスメントすべてについてのホットラインカー
ドを新たに制作、設置等することは、逆に埋没化してしまう恐れがあるた
め、重要な課題となっているものについて制作、設置等することを検討す
る。

　30年度の自己評価の判定（　　Ａ　　）
　理由：様々な施設・事業に対して、昨年度以上に送付を行うことができた
ため。

・筑紫地区の各市や県の出先機関とも連携し、相談窓口の周知を工夫しなが
ら、ポスターやパンフレットによる効果的な啓発を進めていく。
・DV相談ホットラインカードについては、適宜内容について、見やすく、情
報が伝わりやすい表現となるよう工夫を重ねていく。そして、DV相談ホット
ラインカードを活用し、DVに関する啓発を行うとともに、相談窓口情報につ
いて周知をしていき、昨年度同様にDV相談ホットラインカードの設置箇所の
拡大に努める。

審議会
意見

(1)DV相談ホットラインカードの設置場所に中学、高校および公共の男子トイ
レを追加してはどうか。
(2)DVに限らず、様々なハラスメントに関する啓発も含めて行ってはどうか。



Ⅰ 総合的施策 

２ 人権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進 

表中の「30年度実績についての評価」について 

平成30年度に実施した事業について、成果の度合いをＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄのいずれか

で評価しています。 

   Ａ…期待以上の成果であった 

   Ｂ…期待通りの成果であった 

   Ｃ…期待した成果に至らなかった 

   Ｄ…その他（未実施など） 
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Ⅰ　総合的施策

項目

事業名 ① 担当部署 人権男女共同参画課

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

３０年度実
績について
の評価

３１年度
取り組み

　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：審議会を開催及び報告を行い、報告書を作成することができたた
め。

　人権男女共同参画課及び他課の事業について進捗状況を把握し、事業に対
して審議会委員から出された意見をふまえた指導や助言を他課に行ってい
く。

審議会
意見

・「31年度取り組み」中の「指導や助言を他課に」に続けて、「行い、その
結果、中間の点検や評価を行う。」としてはどうか。

担当課
回答

　全事業について中間の点検や評価等を行うのは、担当課等の負担が大き
く、全事業について中間の点検や評価等が必ずしも必要ではないと考えられ
ることから、9～10月を目処に各担当課に対し、事業の進捗管理の徹底等に関
する通知を実施するものとする。

　人権男女共同参画課の事業はもとより、他課事業についても進捗状況を把
握し、他課には審議会意見をふまえた指導助言、また審議会委員意見の反映
の是非（可否）について検討していく。

３０年度
実　績

実
施
内
容

　平成28年3月に策定した「人権教育・啓発基本指針に基づく実施計画
（第２次）」の具体的事業について、平成29年度の実施状況を担当課に
照会したものをとりまとめ、人権政策審議会に報告した。また、実施状
況における審議会意見と、審議会意見に対する担当課回答をとりまと
め、報告書を作成し、行政資料室および市ホームページにおいて公表し
た。

○人権政策審議会　開催回数　４回

担当
課課
題

　審議会内での審議会意見から出された意見については施策に反映さ
せ、より実行性のある事業の推進を図ることが望ましい。すぐに反映が
できないような意見や提案については、担当課へ意見を提示のうえ、重
要性や緊急性について勘案のうえ、今後の事業の見直しに活かしてもら
う必要がある。

主な取り
組み

◇人権政策審議会による人権施策の進捗管理

２　人権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進　(1)教育・啓発活動の推進

人権教育・啓発推進体
制の充実

内容
本計画の事業実施について、関係各課での連携を進めるとともに、人権政策
審議会を通じた進捗管理を行う。



Ⅰ　総合的施策

項目

事業名 ② 担当部署 人権男女共同参画課

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

３０年度実
績について
の評価

３１年度
取り組み

　３０年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：上記の担当課課題で述べたように、一部の参加者からの指摘はあっ
たが、参加者全体の90％以上が、研修に対する理解度を「おおむねわかっ
た」「よくわかった」と回答をしており、参加者からの評価は上々であっ
た。

　企画を行う際には、研修会全体の時間配分やバランスを検討しながら、実
施内容を検討する。

審議会
意見

　担当課課題を踏まえ、事業を推進していくこと

担当課
回答

　審議会意見のとおり、事業を推進する。

　平成29年度は啓発手法の一つとして人権啓発DVDを取り入れ上映したとこ
ろ、参加者からの意見の中に「DVDの内容はすごく考えさせられるものだっ
た」「DVDはとても良かった」とあり、参加者には好評であった。平成30年度
は、テーマ設定及びDVDを活用する際には作品の選定についても工夫してい
く。

３０年度
実　績

実
施
内
容

　7月10,12日に開催したコミュニティ別人権・同和問題研修会におい
て、「人権男女共同参画課職員による問題提起」と、「人権問題や人権
教育に精通した講師による講話」の間に、視聴覚教材（DVD）を上映し
た。DVDの選定については、上映内容を慎重に検討し、アンケートのコ
メントを見ても大変好評であった。
　※3日、5日は天候不良により中止
　（事業詳細は、「参考1」参照）

・広報の際の研修内容のわかりづらさを解消するために、チラシなどに
具体的なタイトルを表示することで工夫した。
・講師へ講話を依頼する際には、問題提起やDVD選定などの前半部分を
早めに構築しておき、講師と入念な打合せを行った。

担当
課課
題

　内容について、参加者から「一つ一つの内容は良かったが、問題提
起・DVD・講話の組み合わせは盛り沢山すぎる」との指摘があった。こ
のような指摘も参考にしながら、内容について全体の構成を考えていく
必要がある。

主な取り
組み

◇より効果的な啓発手法の検討と導入
◇講座、研修体制の見直し

２　人権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進　(1)教育・啓発活動の推進

啓発手法の充実

内容
新たな参加者を獲得できるように、様々な啓発手法を検討し、その充実を図
る。



Ⅰ　総合的施策

項目

事業名 ③ 担当部署 人権男女共同参画課

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

30年度実
績について
の評価

31年度
取り組み

　30年度の自己評価の判定（　　―　　）
　理由：未実施のため

　平成28年度に策定した大野城市人権教育・啓発基本指針（改定版）及び第2
次実施計画については、平成28（2016）年度から令和2（2020）年度までの5
年間を計画期間としており、新たな実施計画を策定することが必要となって
いる。「大野城市人権問題に関する市民意識調査」を行い、大野城市人権教
育・啓発基本指針（第2次改定版）の策定及び第3次実施計画の策定のための
基礎資料を得る。

30年度
実　績

実
施
内

　平成26年度に「大野城市人権問題に関する市民意識調査」を実施。
　次回は平成31年度実施予定。

担当
課課
題

2　人権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進　(1)教育・啓発活動の推進

意識調査の実施

内容
市民意識の実態を把握し、より効果的な施策を推進していくため、人権問題
に関する意識調査を定期的に行う。

主な取り
組み

◇人権問題に関する市民意識調査の実施



Ⅰ　総合的施策

審議会
意見

(1)次回の意識調査の質問事項については、追加として「LGBTQ※」について
の質問も是非入れることが望ましい。これからの地域社会において、いろん
な人々との共生が求められる。そのためにも多くの市民の「LGBTQ」に対する
理解を深める必要があるので、人権意識の高まりもあり、時流に沿った質問
であることが望ましい。
(2)前回26年度の内容・結果が確認出来ないので（31年度の調査内容も不
明）、その結果を元にした調査項目を審議会が審議することが望ましい。こ
の5年間の社会情勢は特に変化が顕著だと思われる。

※代表的な性的指向及び性自認を表す言葉であり、一般的には次のことを指
す。
　Ｌ：女性の同性愛者（Lesbian：レズビアン）
　Ｇ：男性の同性愛者（Gay：ゲイ）
　Ｂ：両性愛者（Bisexual：バイセクシャル）
　Ｔ：こころの性とからだの性との不一致（Transgender：トランスジェン
ダー）
　Ｑ：性的指向や性自認が揺れ動いたり定まらなかったりする
（Questioning：クエスチョニング）

担当課
回答

(1)LGBTQ等の性的少数者に関する設問は前回調査（問3、問24）においても設
けられているところである。今回の調査においては、性的少数者を含め多様
な個性を持つ人々が共生していける社会づくりに配慮した設問となるよう、
国や近隣自治体の資料等を参考に設問の必要な見直しを行う。また、「回答
者の属性」については、従来の「男」「女」に加え、「どちらでもない。わ
からない。」と「答えたくない。」を追加することを検討している。
(2)意識調査は、前回調査時との社会情勢の変化等を把握するために行うもの
であるため、今回の意識調査の内容は、基本的には前回調査の内容を基礎と
しつつ、変更は必要最低限な程度とするものとしたい。なお、意識調査の次
年度に予定する次期「人権教育・啓発基本指針」及び「実施計画（第3次）」
の策定においては、今回の調査において判明した社会情勢の変化等を踏まえ
た内容とする。



Ⅰ　総合的施策

項目

事業名 ① 担当部署 人権男女共同参画課

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

３０年度実
績について
の評価

３１年度
取り組み

　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：平成30年度当初の計画どおりに実施することができたため。

　本講座修了者が活躍する環境の整備を進めていき、講座終了後を見据えた
展開を考えていく必要がある。また、上記の担当課課題をふまえたプログラ
ム（テーマ・講師）の組み立てを行う。

審議会
意見

　担当課課題を踏まえ、事業を推進していくこと

担当課
回答

　審議会意見のとおり、事業を推進する。

　上記の担当課課題（本講座は、修了者がその後職場や地域等で「啓発推進
員」となり、差別の解消や、人々の人権意識の向上に向けて主体的に行動で
きることを目指し実施するものであり、この点を十分に意識して実施する必
要がある。）をふまえたプログラム（テーマ・講師）の組み立てを行うとと
もに、修了者が活躍する環境の整備も同時に進めていく。

３０年度
実　績

実
施
内
容

　基礎知識の習得を通じて人権感覚を涵養し、行政職員または地域社会
の一員として、人権・同和教育を推進する指導者としての人材育成を図
るため、「人権・同和問題啓発推進員初級・中級講座」を実施した。
（初級・中級ともに6回づつ、講師を招聘しての座学やフィールドワー
ク等）
（その他事業詳細は、「参考8」参照）

担当
課課
題

　本講座は、修了者がその後職場や地域等で「啓発推進員」となり、差
別の解消や、人々の人権意識の向上に向けて主体的に行動できることを
目指し実施するものであり、この点を十分に意識して実施する必要があ
る。

主な取り
組み

◇人権・同和問題啓発推進員初級・中級講座の実施

２　人権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進　(2)人材の育成と活用の充実

人権教育・啓発推進
リーダーの育成

内容
あらゆる場を学習の機会と捉え、常に人権感覚を持って主体的に行動できる
リーダー的な人材の育成を図る。



Ⅰ　総合的施策

項目

事業名 ② 担当部署 教育指導室

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

30年度実
績につい
ての評価

31年度
取り組み

２　人権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進　(2)人材の育成と活用の充実

人権・同和教育に関す
る嘱託職員の配置

内容
嘱託職員を配置し、大野城市人権・同和教育研究協議会に関する事業支援な
ど、人権同和教育事業を推進する。

主な取り
組み

◇人権担当指導主事配置による大野城市人権同和教育研究協議会支援

・大野城市人権同和教育研究協議会定期総会に則り、取組内容を推進する。
　◆各種研修・研究会の案内及び参加推進
　◆学校部会の推進
　◆教育振興課と人権男女共同参画課との連携・協力

30年度
実績

実
施
内
容

・人権担当指導主事を配置し、取組内容を推進することができた。
・教育振興部と人権男女共同参画課との連携を図ることができた。

担当
課課
題

　大野城市人権同和教育研究協議会定期総会における学校部会からの報
告内容を精選する。

　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：計画通り実施できたため。

　人権担当指導主事配置による大野城市人権同和教育研究協議会支援

審議会
意見

・「30年度実績」欄において、嘱託職員に関する課題が整理されているが、
その事項は31年度の取組方策にも反映されることが望ましいのではないか。
・担当課課題の「嘱託職員なので次の指導主事への引き継ぎが難しい状況」
というのは本報告書に記載すべき内容ではないと思われる。市職員も数年毎
に担当部署が変わるので、それとあまり変わらないのではないか。むしろそ
の中での引き継ぎをスムーズにするように考えていくのが策ではないだろう
か。

担当課
回答

　審議会意見に沿って、担当課課題を修正する。



Ⅰ　総合的施策

項目

事業名 ③ 担当部署 総務課

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

30年度実
績につい
ての評価

31年度
取り組み

２　人権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進　(2)人材の育成と活用の充実

職員の研修体制の充実

内容
様々な研修を通じて、常に人権に関する正しい知識と感覚を持って、市民と
接することができる職員を育成する。

主な取り
組み

◇職員人権同和問題研修会の実施

・新規採用職員研修の実施
・同和問題啓発強調月間における職員人権・同和問題研修の実施
・人権に関する研修計画の策定

30年度
実績

実
施
内
容

・新規採用職員研修（前期）で、人権をテーマとした研修を実施した。
　・テーマ　「人権学習」
　・会　場　福岡県市町村職員研修所
　・講　師　馬場　周一郎氏（ジャーナリスト）
　・受講者　18人

・平成30年度大野城市職員人権・同和問題研修
　・テーマ「二〇五〇年 変わる日本 変わる社会 公務員と人権につい
　　　　　　て考える」
　・開催日　第１回 ８月７日(火)14：00～15：40 50人
　　　　　　第２回 ８月８日(水)10：00～11：40 49人
　　　　　　第３回 ８月９日(木)10：00～11：40 43人
　　　　　　第４回 ８月10日(金)10：00～11：40 59人
　　　　　　第５回 ８月16日(木)10：00～11：40 75人
　　　　　　第６回 ８月17日(金)14：00～15：40 65人
　　　　　　第７回 ８月21日(火)14：00～15：40 71人
　・会　場　大野城心のふるさと館　中２階　講座学習室
　・講　師　馬場 周一郎（ジャーナリスト）
　・受講者　412人

・人権に関する研修計画の策定については、実施することができなかっ
た。

担当
課課
題

　平成30年度は行政職員として様々な人権問題にどのように向き合って
いくか、という面からの研修が実施できた。
　今後は、それを日々の業務の中で生かすことができるように、より実
践的な研修を検討していく必要がある。

　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：行政職員として、必要な知識や考え方を身に付けることができる研
修が実施できたため。

・新規採用職員研修の実施
・研修の実施方法の検討
・人権に関する研修計画の策定

審議会
意見

　担当課課題を踏まえ、事業を推進していくこと

担当課
回答

　審議会意見のとおり、事業を推進する。



Ⅰ　総合的施策

項目

事業名 ① 担当部署 人権男女共同参画課

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

３０年度実
績について
の評価

３１年度
取り組み

　３０年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：年度当初の計画通りに実施することができた。

　広報紙は市内全世帯が情報を得ることのできる数少ない媒体であるため、
相談日やイベント等の啓発・周知を行い、参加者がより増加するように、継
続して広報掲載を行っていく。

審議会
意見

　担当課課題を踏まえ、事業を推進していくこと

担当課
回答

　審議会意見のとおり、事業を推進する。

　広報紙で相談日やイベント等の啓発・周知を行い、市民が情報を得る手段
の一つとして活用できるように、継続して広報掲載を行っていく。

３０年度
実　績

実
施
内
容

・法テラス福岡が実施する「無料法律相談」の記事を毎月1日号に掲
載。

・筑紫地区人権擁護委員が実施する「筑紫地区人権（悩みごと）相談」
の記事を毎月15日号に掲載。

・啓発月間・週間の概要等の周知
　・男女共同参画週間（広報6月15日号掲載）
　・同和問題啓発強調月間（広報7月1日号掲載）
　・社会を明るくする運動強調月間（広報7月1日号掲載）
　・人権週間（広報11月15日号掲載）
　・北朝鮮人権侵害問題啓発週間（広報12月1日号掲載）

担当
課課
題

　啓発月間や週間の間には、様々な事業を市で実施するため、より市民
に人権問題について啓発できるような内容を発信する必要がある。

主な取り
組み

◇広報「大野城」による情報提供

２　人権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進　(3)情報提供の充実及び強化

広報紙の活用

内容
市民にとって、市の情報を得るための身近な手段である広報紙を通じて、人
権に関する情報を広く提供する。



Ⅰ　総合的施策

項目

事業名 ② 担当部署 人権男女共同参画課

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

３０年度実
績について
の評価

３１年度
取り組み

　３０年度の自己評価の判定（　　Ｃ　　）
　理由：様々な事業の情報をSNSで掲示したが、市民からのコメントなどの反
応は僅かであったため。

　今後も市ホームページ及びSNSについては、市民の興味を持ってもらえる内
容の記事となるよう、まず内容に目を通してもらえるように、見やすさに配
慮したページを作成し、周知していく。

審議会
意見

　市民への効果的な周知方策の工夫検討をすることが望ましい。

担当課
回答

　今後も市ホームページ及びSNSについては、他課・他団体・他自治体が作成
したページを参考にしながら、市民の興味を持ってもらえる内容の記事とな
るようページを作成し、周知していく。

　今後も市ホームページ及びSNSについては、他課・他団体・他自治体が作成
したページを参考にしながら、市民の興味を持ってもらえる内容の記事とな
るようページを作成し、周知していく。

３０年度
実　績

実
施
内
容

　各種事業の実施前または実施後に、市ホームページ・SNS（Google+、
Twitter、Facebook、LINE）にて記事を投稿し、下記事業の周知を行っ
た。

　「人権の花活動」
　「地域女性リーダー育成講座」
　「『人権擁護委員の日』街頭啓発」
　「男女共同参画週間パネル展」
　「社会を明るくする運動・同和問題啓発強調月間
　　街頭啓発」
　「人権教室」
　「人権作品展」
　「コミュニティ別人権・同和問題研修会」
　「人権をまなぶ講座」
　「人権週間講演会」
　「人権週間パネル展」
　「北朝鮮人権侵害問題啓発週間パネル展」

担当
課課
題

　市ホームページ及びSNSの記事に対する閲覧者の反応が少ないため、
記事の内容を工夫し、人権問題に関心をもってもらえるようにする必要
がある。

主な取り
組み

◇ホームページ等を利用した情報発信

２　人権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進　(3)情報提供の充実及び強化

インターネットの活用

内容
特に若年層に向けた情報提供の手段としてホームページやSNSの活用を推進す
る。



Ⅰ　総合的施策

項目

事業名 ③ 担当部署 人権男女共同参画課

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

３０年度
実　績

実施
内容

・下記3つのパネル展を実施したが、それぞれで市民にとっての見やす
さやわかりやすさに気をつけながら、レイアウト（パネルの向きや展示
物同士の貼付けの間隔など）について検討した。

　・7月の同和問題啓発強調月間にあわせて、「人権作品展」を実施。
　期間：6月30日～7月11日午後3時
　場所：大野城まどかぴあ（ギャラリーモール）
　掲示物：平成29年度「人権作文集」に掲載された、
　　　　　小中学生が作成した人権に関する標語・
　　　　　図画ポスター

　・12月の人権週間にあわせて、「人権週間パネル展」を実施。
　期間：12月1日～10日
　場所：大野城まどかぴあ（ギャラリーモール）
　掲示物：平成30年度「人権作文集」に掲載された、
　　　　　小中学生が作成した人権に関する標語・
　　　　　図画ポスター

　・12月の北朝鮮人権侵害問題啓発週間にあわせて、「北朝鮮人権侵害
問題啓発週間パネル展」を実施。
　期間：12月11日午後3時～17日
　場所：大野城まどかぴあ（ギャラリーモール）
　掲示物：「北朝鮮に拉致された日本人を救出する福岡
　　　　　の会」から日本全体での拉致に関する出来事
　　　　　の年表や、個人ごとの拉致被害者の詳細のパ
　　　　　ネルデータを借り、市民へ向け周知した。

主な取り
組み

◇各種パネル展の実施

２　人権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進　(3)情報提供の充実及び強化

パネル展等のイベント
の実施

内容
各種の強調月間や週間、イベントの機会を捉え、人権に関する様々なパネル
展等を実施する。

・「人権作品展」「人権週間パネル展」では、同和問題啓発強調月間及び人
権週間にあわせて実施することで、より多くの市民に、人権問題を啓発して
いく。また、内容及びレイアウトについても、見やすさやわかりやすさに気
をつけるように検討する。
・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」のパネル展は、県や関係団体と連携しな
がら展示内容やレイアウトを工夫・検討する。



Ⅰ　総合的施策

３０年度
実　績

３０年度実
績について
の評価

３１年度
取り組み

担当課
回答

(1)来場者数の計測、報告は、事務局職員等が常駐していないため、困難であ
る。
　アンケート等については、アンケート用紙・筆記用具・回収箱・記載台等
の設置を検討する。
(2)市内小学生は1学年約1,000人（6学年合計で約6,200人）市内中学生は、1
学年約950人（3学年合計で約2,800人）おり、児童生徒の保護者への案内状の
送付は困難であるので、学校へのポスター掲示、チラシ設置等を検討する。
(3)まどかぴあにおいて、同一内容の事業（パネル展）を時期を変えて複数回
実施することは、原則として困難であるので、市広報、ホームページ、SNS、
関係団体の案内等を通じて周知に努めるものとする。

担当
課課
題

　「人権作品展」等のパネル展では、より市民の関心を高めることがで
きるように、内容・レイアウトに工夫をし、展示を行う必要がある。

　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：年度当初の予定どおりに実施することができたため。

　「人権作品展」等のパネル展では、市民が人権の大切さや命の尊さについ
て考えてもらえるように、展示内容及びパネルの配置について、見やすさや
わかりやすさに気をつけるように検討する。

審議会
意見

(1)「30年度実績」欄において、各パネル展の来場者数の報告はできないか。
さらに、「30年度の実績についての評価」においては、来場者数及びアン
ケート調査結果による評価検証はできないか。
(2)「人権作品展」等に展示した作品を作成した小中学生の保護者に案内状を
送付してはどうか。
(3)パネル展は各々の啓発月間（週間）に合わせて行うのに加え、まどかぴあ
大ホール等のイベント開催時にも合わせて展示することで、多くの人に見て
もらえるのではないか。



Ⅱ 分野別施策 

表中の「30年度実績についての評価」について 

平成30年度に実施した事業について、成果の度合いをＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄのいずれか

で評価しています。 

   Ａ…期待以上の成果であった 

   Ｂ…期待通りの成果であった 

   Ｃ…期待した成果に至らなかった 

   Ｄ…その他（未実施など） 

29



Ⅱ　分野別施策

項目

事業名 ① 担当部署 人権男女共同参画課

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

・「コミュニティ別研修会」について、研修会開催時の周知広報の際には、
より分かりやすい表記にする。また、講師へ講話を依頼する際には、どのよ
うな参加者か、どうすれば伝わりやすいのか等について、講師との入念な打
合せを行う。
・「初級・中級講座」については、受講者が修了後に各地域・分野で活躍す
ることを従来よりさらに意識した上で、プログラム等を組み立てていく。

３０年度
実　績

実
施
内
容

・コミュニティ別人権・同和問題研修会を開催し、市民等への啓発を
行った。
　《テーマ》「今だからこそ　考えよう」
　《対象》　市民、企業、市職員、教職員
開催日：7月10,12日（天候不良により、3日と5日は中止）
場所：市内４地区のコミュニティセンター
内容：①人権男女共同参画課職員による説明・提起
　　　　「スマホ・ネット時代の人権・同和問題」
　　　　※途中、上記内容に沿ったDVD「あなたに伝えたい
　　　　　こと」を上映。
　　　②人権問題や人権教育に精通した講師による講話
　　　　「明るい社会をめざして」
　　　（事業詳細は、「参考1」参照）

・基礎知識の習得を通じて人権感覚を涵養し、行政職員または地域社会
の一員として、人権・同和教育を推進する指導的役割を担う人材の育成
を図るため、「人権・同和問題啓発推進員初級・中級講座」を実施し
た。（初級・中級ともに６回ずつ、講師を招聘しての座学やフィールド
ワーク等）
（その他事業詳細は、「参考8」参照）

担当
課課
題

・内容について、参加者から「一つ一つの内容は良かったが、問題提
起・DVD・講話の組み合わせは盛り沢山すぎる」との指摘があった。こ
のような指摘も参考にしながら、全体の構成を考えていく必要がある。
・「初級・中級講座」については、修了者が職場や地域等で「啓発推進
員」となり、差別の解消や、人々の人権意識の向上に向けて主体的に行
動できることを目指し実施するものであり、この点を十分に意識して実
施する必要がある。

主な取り
組み

◇同和問題に関する各種講座や研修の開催

１　同和問題

市民を対象とした講演
会・研修会等の開催

内容
市民一人一人が、同和問題への正しい認識を持ち、理解を深めるために、同
和問題に関する講演会や研修会を開催する。



Ⅱ　分野別施策

３０年
度実績
につい
ての
評価

３１年度
取り組み

担当課
回答

　審議会意見のとおり、事業を推進する。

　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：「コミュニティ別人権・同和問題研修会」については、一部の参加
者からの指摘はあったが、参加者全体の90％以上が、研修に対する理解度を
「おおむねわかった」「よくわかった」と回答をしており、参加者からの評
価は上々であった。また、「初級・中級講座」については、平成30年度当初
の計画どおりに実施することができた。

・「コミュニティ別人権・同和問題研修会」については、企画を行う際に
は、研修会全体の時間配分やバランスを検討しながら、実施内容を検討す
る。
・「初級・中級講座」については、修了者が活躍する環境の整備を進めてい
き、講座終了後を見据えた展開を考えていく必要がある。また、上記の担当
課課題をふまえたプログラム（テーマ・講師）の組み立てを行う。

審議会
意見

　担当課課題を踏まえ、事業を推進していくこと



Ⅱ　分野別施策

項目

事業名 ② 担当部署 人権男女共同参画課

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

30年度実
績について
の評価

31年度
取り組み

　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：年度当初の予定どおりに実施することができたため。

　7月の同和問題啓発強調月間において、各公共施設や学校に啓発用横断幕等
の設置を行うとともに、行政と市民の共働による街頭啓発に実施の協力を依
頼し、市民への人権意識の啓発・涵養を図っていく。そのために、地域や学
校と密に連携をとり、協力を依頼する。

　7月の同和問題啓発強調月間において、各公共施設や学校に啓発用横断幕等
の設置を行うとともに、行政と市民の共働による街頭啓発に実施の協力を依
頼し、市民への人権意識の啓発・涵養を図っていく。そのために、地域や学
校と密に連携をとり、協力を依頼する。

30年度
実　績

実
施
内
容

・横断幕・懸垂幕・のぼり・立て看板の設置
横断幕：各コミュニティセンター・各小学校
のぼり・懸垂幕：市庁舎、各コミュニティセンター
立て看板：各公民館
設置期間：7月1日～7月31日

・街頭啓発の実施
実施日：7月1日
場所：西鉄春日原駅前・白木原駅前・下大利駅前・イオン大野城ショッ
ピングセンター
配布数：840個
配布物：ウェットティッシュ・ポケットティッシュ・筑紫地区統一チラ
シ・コミュニティ別研修会チラシ・県講演会チラシ・更生保護チラシを
1セットにして配布。

担当
課課
題

　街頭啓発や看板等での啓発については、より効果的な啓発や周知を
行っていく必要がある。

1　同和問題

同和問題啓発強調月間
における啓発活動の推
進

内容
7月の同和問題啓発強調月間における街頭啓発等を通じて、同和問題について
市民に広く周知する。

主な取り
組み

◇横断幕・懸垂幕等の設置
◇街頭啓発の実施



Ⅱ　分野別施策

審議会
意見

(1)市内中学校（5校）についても、横断幕の設置などの連携を検討すること
が望ましい。（同和問題③との関係があるなか、中学校がなぜ対象外なの
か）
(2)街頭啓発は配布場所近隣の学校関係者（学校運営協議会・生徒・児童会）
からの参加など、学校との連携を検討することが望ましい。
(3)街頭啓発で配布するのも良いが、学校で配布物を小学生などに配って、家
に持ち帰ってもらうことで、親や家族の目にふれて効果的ではないか。

担当課
回答

(1)市内中学校において横断幕が設置されていない経緯、小学校のみに設置す
ることとなった経緯は不明である。今後、代替措置（ポスターや立て看板の
掲示等）への切り替えなども含めて検討を行う。
(2)今年度中に関係団体と協議する。
(3)市内小学生は、1学年約1,000人（6学年合計で約6,200人）おり、保護者等
への個別的配布は困難であるので、当面は現行の取り組みを継続するものと
する。



Ⅱ　分野別施策

項目

事業名 ③ 担当部署 教育指導室

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

30年度実
績につい
ての評価

31年度
取り組み

１　同和問題

小・中学校における同
和教育の充実

内容
正しい知識と理解を深めるため、小・中学校において、歴史的経緯を含めた
同和教育を推進する。

主な取り
組み

◇社会科基底カリキュラムを活用した教育実践の推進

・市で作成した中学校社会科基底カリキュラムをこれまでの授業実践を踏ま
え、人権・同和教育の視点に立ち見直しを行う。
・中学校ブロック別研修会において、基底カリキュラムに基づいた授業公開
を行う。

30年度
実績

実
施
内
容

・中学校社会科基底カリキュラムは検討委員会を開催し、各校からの代
表者によって見直しを行った。
・中学校ブロック別研修会においては授業公開を行うことができた。
・大利中ブロックは区人権同和教育研究発表会において、基底カリキュ
ラムによる授業公開を行った。

担当
課課
題

　小・中学校の基底カリキュラム改訂が終わったので、各校への啓発を
行っていく必要がある。

　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：計画通り実施できたため。

　社会科基底カリキュラムを活用した教育実践の推進

審議会
意見

・社会科基底カリキュラム（改訂）の小・中学校への啓発を積極的に活用すること
が望ましい。
・小・中学生に歴史的経緯を含めた同和教育を推進するときに、経験豊富な講師を
招いても良いのではないか。
・社会科基底カリキュラムの活用と、小学6年生までの人権感覚の積み上げ、さらに
は中学校での「部落差別の現実」を含めた人権学習の展開を図ることが望ましい。

担当課
回答

　審議会意見の通り推進したい。



Ⅱ　分野別施策

項目

事業名 ④ 担当部署 人権男女共同参画課

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

・筑紫地区企業・事業所同和問題研修会については、平成30年度の開催地で
ある筑紫野市と連携・協力して企画や運営の補助を行い、円滑かつ効果的な
研修の開催を図る。
・筑紫地区企業同和問題推進委員会「研修会」については、本市が開催市で
あることから、より効果的な研修を企画する。
・筑紫地区企業同和問題推進委員会「総会及び研修会」については、太宰府
市が平成30年度の開催当番市であるため、円滑な開催となるよう協力し取り
組む。

３０年度
実　績

実
施
内
容

・筑紫地区企業同和問題推進委員会「研修会」の実施
開催日：平成30年7月27日（水）
開催場所：大野城まどかぴあ
演題：「『企業と人権問題』（企業の社会的責任を考える）」
講師：中島　一磨（福岡県同和問題をはじめとする人権問題に係わる啓
発研修講師団講師）
参加者数：約80名

・筑紫地区企業同和問題推進委員会「総会及び研修会」への協力
開催日：平成30年11月14日（水）
開催場所：プラム・カルコア太宰府
演題：「企業と人権―過去・現在・未来―」
講師：原田　憲正（福岡県同和問題をはじめとする人権問題に係わる啓
発研修講師団講師）
参加者数：約100名

・筑紫地区企業・事業所同和問題研修会の開催支援および市内企業に参
加の依頼を行った。
開催日：平成31年2月19日（火）
開催場所：筑紫野市生涯学習センター
演題：「人権が尊重される社会をめざして」
講師：小西　幸恵
　　　（部落解放同盟福岡県連合会　教育運動部）
参加者数：約130名

担当
課課
題

　多くの企業に講演会へ参加してもらえるよう、研修会実施の際には企
業にとって意義のある内容となるよう、テーマ設定や講師のリストアッ
プ等企画及び運営（補助含む）について支援を行う必要がある。

主な取り
組み

◇筑紫地区企業・事業所同和問題研修会の開催支援

◇筑紫地区企業同和問題推進委員会「研修会」の実施及び「総会及び研修会」への協力

１　同和問題

企業・事業所を対象とす
る研修会の開催・支援

内容
筑紫地区各市町と協力し、企業・事業所を対象とする研修会を開催するほ
か、企業団体の開催する研修会の実施を支援する。



Ⅱ　分野別施策
３０年
度実績
につい
ての
評価

３１年度
取り組み

担当課
回答

・講演等の題材においては、差別の現実とその解消に向けた取組み等の周知
につながるような内容が含まれるものとなるよう、実施事務局に要望してい
くものとする。

　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：それぞれの研修会開催にあたり、企画または運営の補助を行うこと
ができたため。

・筑紫地区企業・事業所同和問題研修会については、大野城市が開催地であ
ることから、企画や運営を行い、円滑かつ効果的な研修の開催を図る。
・筑紫地区企業同和問題推進委員会「研修会」については、平成31年度の開
催地が春日市が開催市であることから、より効果的な研修となるよう協力し
て取り組む。
・筑紫地区企業同和問題推進委員会「総会及び研修会」については、那珂川
市が平成31年度の開催当番市であるため、円滑な開催となるよう協力し取り
組む。

審議会
意見

・同和問題を身近に感じない人も多いので、差別の現実とその解消に向けた
取組み等を周知させていくことが望ましい。



Ⅱ　分野別施策

項目

事業名 ⑤ 担当部署 人権男女共同参画課

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

　市外への派遣研修は宿泊を伴うものも多いが、その分研修時間や内容も充
実しており、人権・同和問題についての多くの学びを獲得し、しっかりと考
えたり、自分を見つめ直したりすることのできる貴重な機会となることか
ら、関係課職員の更なる参加者数の増加及び前年度に参加できなかった職員
への参加・派遣の依頼に努める。

３０年度
実　績

実
施
内
容

　新任課長・係長17名に対して、下記の研修会への参加・派遣の依頼を
行った。
　①5月15～16日　　人権社会確立第38回全九州研究集会
　　　　　　　　　（鹿児島市）
　②6月28～29日　　第43回部落解放・人権西日本夏期講座
　　　　　　　　　（米子市）
　③8月8日　　　 　第59回福岡県人権・同和教育夏期講座
　　　　　　　　　（福岡市）
　④8月20～21日　  第45回九州地区人権・同和教育夏期講座
　　　　　　　　　（別府市）
　⑤9月23～24日　  第41回全国人権保育研究集会
　　　　　　　　　（さいたま市）
　⑥10月20日　　 　第57回福岡県人権・同和教育研究大会
　　　　　　　　　（北九州市）
　⑦11月17～18日　 第70回全国人権・同和教育研究大会
　　　　　　　　　（大津市）
　⑧11月27～29日　 部落解放研究第52回全国集会
　　　　　　　　　（岡山市）
　⑨2月6～7日　  　第33回人権啓発研究集会
　　　　　　　　　（新潟市）

担当
課課
題

　差別解消の責務を負う行政の職員として更なる資質向上を図るため、
今後も引き続き積極的に職員の研修派遣を実施していく必要がある。
　新任課長・係長の中で、業務の都合上等、研修へ参加ができなかった
職員がいたため、次年度以降に参加ができるように調整を行う必要があ
る。

主な取り
組み

◇各種研修会への職員の参加促進

１　同和問題

職員に対する研修の
充実

内容
市における職員研修の実施とともに、県内、県外における研修への職員派遣
を通じて、職員の同和問題への知識と理解を深める。



Ⅱ　分野別施策

３０年
度実績
につい
ての
評価

３１年度
取り組み

担当課
回答

　審議会意見のとおり、事業を推進する。

　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：昨年度同様に、多くの研修会に職員が参加することができたため。

　市外への派遣研修は宿泊を伴うものも多いが、その分研修時間や内容も充
実しており、人権・同和問題についての多くの学びを獲得し、しっかりと考
え、自分を見つめ直すことのできる貴重な機会となることから、関係課職員
の更なる参加者数の増加及び前年度に参加できなかった職員への参加・派遣
の依頼に努める。

審議会
意見

　担当課課題を踏まえ、事業を推進していくこと



Ⅱ　分野別施策

項目

事業名 ① 担当部署 人権男女共同参画課

30年度実
績につい
ての
評価

担当課
回答

　県や他市町の男女共同参画センター等から、講座やイベントの資料を取り
寄せ、本市の市民のニーズを的確にとらえ、事業の企画立案の参考にしてい
く。

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

　様々な講座でいえることだが、集客には”旬な話題と万人が知っている
人”がキーワードだと思われる。
担当者がテーマを考える際、身近な人にリサーチして企画のヒントにするこ
とも必要だと考える。
　また、テーマにより効果的な情報発信を世代別に考える必要もある。日
頃、仕事等でまどかぴあに来館されない人にどうやって情報を届けられる
か、効果的な広告は何なのかを工夫して集客につなげていきたい。

30年度
実績

実
施
内
容

　男女平等推進センターにおける講座・イベント等の実施
　全16事業講座実施回数96回、延べ参加者数4,058名

担当
課課
題

　1つの事業の中に複数の講座があり、実施回数も多い割に1回の参加者
数が少ない。逆に講座数を減らし、1つの事業に広報の時間もかけて参
加者数が増やせるよう事業見直しを行う必要がある。

　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：参加者数は若干減少したものの多世代を対象に様々なテーマで講
座・イベントを実施した結果、アンケートでは概ね好評を得た。

31年度
取り組み

　事業実施時のアンケート結果を踏まえ、ニーズと世相と実施時期を考慮
し、工夫したテーマで講座およびイベントを実施していく。

審議会
意見

　他市町村開催の人気講座も参考にしてはどうか。

２　女性に関する問題

男女共同参画推進のた
めの講演会・研修会の
開催

内容
固定的性別役割分担意識の解消など、男女共同参画社会の実現に向けた市民
への啓発を進めるための講演会等を開催する。

主な取り
組み

◇男女平等推進センターにおける各種講座・イベント等の実施



Ⅱ　分野別施策

項目

事業名 ② 担当部署
保育所

教育指導室
人権男女共同参画課

２　女性に関する問題

子どもたちへの男女平
等教育の実施

内容
保育所や小・中学校において、固定的性別役割分担意識にとらわれず、男女
平等の意識を育てる教育を実践する。

主な取り
組み

◇日々の保育や教育における男女平等教育の実践
◇男女共同参画図画ポスター・標語コンクールの実施

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

【保育所】
　読み聞かせ等の活動を更に充実させながら継続して実施していく。
【教育指導室】
　学校だよりや行事等を通して保護者に啓発する。また、家庭教育学級との連携を
図り、情報提供を行っていく。
【人権男女共同参画課】
　「図画ポスター・標語コンクール」については、今後も男女平等推進センターと
協力し、学校との調整など支援していくことで、引き続き啓発を進めていく。ま
た、男女共同参画社会への理解と関心を持ってもらえるよう、作品応募がないとこ
ろや少ないところについては、応募を促すように働きかけを行う。

30年度
実績

実
施
内
容

【保育所】
　保育所に入所する全園児を対象に、絵本や紙芝居を用いて男女共同参画意識
を育てる取り組みを行った。
　子どもたちを指導する保育士についても男女共同参画意識を育成するために
研修会を実施した。

【教育指導室】
　日々の教育において、男女平等教育を実践できた。

【人権男女共同参画課】
　男女平等推進センター アスカーラ事業として「アスカーラ『男女共同参
画』小中学生図画ポスター・標語コンクール」を実施した。当事業では、小中
学生から男女共同参画社会をテーマとする作品を募集することで、若い世代へ
男女共同参画への理解と関心を深めることができた。また「第２回アスカーラ
共生フォーラム」（平成31年3月3日（日））のプログラム内で表彰式を行い、
来場者に対する啓発を図ることができた。

　応募作品総数：877点
　　　　　　　（小学生：632点、中学生：245点）
　・図画ポスター　254点（小学生：229点、中学生：25点）
　・標語　623点（小学生：403点、中学生：220点）

担当
課課
題

【保育所】
　幼少期より男女共同参画意識を育てるために、繰り返しの活動が重要であ
る。
　また、子どもたちを育成する保育士においても継続的に男女共同参画の研修
を実施していく必要がある。

【教育指導室】
　日々の教育において、男女平等教育を実践していく必要がある。

【人権男女共同参画課】
　平成30年度の応募作品数は、前年度より150点増加した（図画ポスター136点
増、標語14点増）。中学生からの応募数が伸び悩んでいることが課題である。



Ⅱ　分野別施策

30年度実
績につい
ての評価

担当課
回答

(1)(3)(4)【教育指導室】審議会意見に沿って各小・中学校に適宜働きかけを行う等
して、日々の教育における男女平等教育を実践していく。
(2)【人権男女共同参画課】各小中学校に平成28年4月に10セットずつ配布してお
り、各学校での有効活用について依頼している。また、読み札の内容について、子
ども達の理解が難しいとの声があったので、男女平等推進センターでは読み札の解
説を作り、各学校に配布した。
・カルタの活用については、令和元年度の11月末にセンターの登録団体である「大
野城女性の会」がランドセルクラブで男女共同参画カルタを使い、子ども達に男女
共同参画について啓発する予定である。

【保育所】30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：日常生活の中で継続的に活動を行っているため。

【教育指導室】　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：日々の教育において、男女平等教育を実践できたため。

【人権男女共同参画課】　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：前年度よりも多くの作品を募ることができ、多くの来場者に男女共
同参画の啓発をすることができたため。また、広報については、夏休み前と
後に校長会を通して作品募集を行うことができたため。

31年度
取り組み

【保育所】
　日常生活の中で、自然と男女共同等の意識が育まれるように、絵本や紙芝
居の読み聞かせを行っていく。
　子どもたちを指導する保育士も研修会等で男女共同参画意識について学
び、子どもたちに適切な対応ができるように進めていく。

【教育指導室】
 日々の教育において、男女平等教育を実践する。

【人権男女共同参画課】
　毎年周知を図っているが、今後も全ての小中学校から応募されることを目
標に、引き続き校長会での依頼等を通して周知を図り浸透するよう努める。
また、学校への依頼時に昨年の受賞作品等を参考資料として付けるなど、ど
のような作品を制作したらよいかわかりやすいよう工夫する。

審議会
意見

(1)本事業は「子どもたちへの男女平等教育の実施」となっているが、教育指導室の
取り組みや実績が保護者対象の内容となっている。家庭科や特別活動、日常指導等
での取り組みを構築することが望ましい。
(2)保護者への啓発の他に、子どもたちに関心を高め理解を深めてもらう方法の一つ
として、3年前に全国に男女共同参画カルタの標語を募集したうえ作成した「男女共
同参画カルタ」がある。現在、市内小・中学校、公民館に配布されているので、学
校ホームルームでの利用、家庭教育学級（保護者）での活用、学童保育やランドセ
ルクラブでの活用等、いろいろな機会を利用して楽しく活用することが望ましい。
(3)【教育指導室】の実施内容及び担当課課題に、保護者への啓発に関する記述があ
るが、事業対象が子どもたちであることから考えると、記載場所等の検討が必要で
はないか。
(4)【教育指導室】は、30年度の実績と31年度の取り組み（学校だよりや行事等を通
して保護者の啓発を図る）が同じようになっているので、再考する必要がある。例
えば、今年度の保護者対象の講座等で、男女平等に関するテーマを取り上げてもら
う学校を増やす（働きかける）ことが望ましい。



Ⅱ　分野別施策

項目

事業名 ③ 担当部署 人権男女共同参画課

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

・人権をまなぶ講座については、多くの参加者が集まり、アンケートでの結
果も「よかった」との回答が多くあった（約70％、20名）。平成30年度の取
り組みとしては、新規参加者獲得のため、講演内容について、検討を行う。
・デートDV研修については、平成30年度継続実施に向けて、実施日や内容に
ついて学校、実施団体と協議していく。

３０年度
実　績

実
施
内
容

・人権をまなぶ講座では「政治と男女共同参画」をテーマとした内容で
実施したため、人権・同和問題啓発推進員中級講座においてＤＶを扱っ
た講座を行った。
開催日：9月18日
場　所：大野城市役所　426会議室
参加者数：19名（うち市民8名）
講　師：椹木　京子（NPO法人博多ｳｨﾒﾝｽﾞｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ　ﾌｪﾐﾆｽﾄｶｳﾝｾﾗｰ）
演　題：「DVを理解する」
（その他事業詳細は、「参考8」参照）

・市内全中学校（５校）において、中学校デートDV防止研修（生徒（中
学2年生）対象、教職員対象各１回ずつ）を実施した。

担当
課課
題

・人権をまなぶ講座では、DVをテーマとした内容で実施することはでき
なかったため、人権・同和問題啓発推進員中級講座にてDVを取り上げた
講座を実施した。DVについては、男女を問わず、また児童虐待にもつな
がる重要な人権課題であるため、引き続き、市民向け講座実施時には
テーマの一つとして取り扱う必要がある。
・中学校でのデートDV防止研修（生徒対象、教職員対象）は、実施３年
目で各学校への意識も少しずつ浸透し、アンケート結果も上向いてきて
いる。若い世代を暴力の連鎖に巻き込まないよう、研修を継続する必要
がある。

主な取り
組み

◇DV防止のための講座等の実施
◇中学校デートDV研修の実施

２　女性に関する問題

女性への暴力の根絶に
向けた研修会の開催

内容
ドメスティックバイオレンス（DV）を始めとする様々な女性への暴力の根絶
に向けた研修会を開催する。



Ⅱ　分野別施策

３０年度実
績について
の評価

担当課
回答

(1)女性への暴力の根絶のための講座は、男女共同参画コミュニティ別研修会
において実施しており、今後も引き続き、DV加害者の治療等に関するテーマ
も含めた講座の実施を検討していく。
(2)小学校5、6年生においても性被害事件が発生しているのは事実であるが、
デートDVの防止を目指すという研修内容や、年齢的な研修効果等の観点から
は、現在の中学校2年生を対象とする研修が、現時点では適切と考える。
(3)生徒の中にはデートDVの被害当事者である者が含まれている可能性があ
り、被害当事者を意見交換に加わらせるものとする場合、当該被害当事者に
とって過大な負担等を強いる可能性があることに配慮する必要があるため、
生徒間の意見交換は、慎重に検討するものとする。なお、研修後の生徒アン
ケート（意見や提言等の自由記述欄を含む。）の結果を踏まえて、今後の研
修の改善等に活用するものとする。
(4)従来から講座においては、DVの定義の説明及び相談所等の案内を行ってい
るところであるが、今後もよりわかりやすい説明等となるよう努める。

　３０年度の自己評価の判定（　　Ｃ　　）
　理由：中学校デートDV防止研修については、滞りなく実施することができ
たが、DV防止のための講座等の実施はできなかったため。

３１年度
取り組み

・女性の人権を扱った市民向け講座の実施の際には、講演内容について検討
を行う。
・中学校デートDV防止研修については、中学生が、友人や恋人との正しい人
間関係を築いていくための知識やスキルを身に付けることのできるように、
内容について学校、実施団体と協議していく。

審議会
意見

(1)女性への暴力の根絶のため、「DV防止のための講座」を実施することが望
ましい（毎年何度あってもよい）。「DV加害者の治療（仮題）」等の講座の
開催を通じて、DV加害者の治療・更生が進み、DV被害者（女性）が減少し、
女性の人権が守られる社会にしていくことが望ましい。
(2)中学校デートDV防止研修が継続して実施されており、意識も浸透してきて
いる。子の成長は徐々に早くなっているので、小学校（5、6年生）にもデー
トDV防止研修を実施してはどうか。
(3)中学校デートDV防止研修後に、生徒間の問題解決への課題・感想などの意
見交換の実施を検討することが望ましい。（自身の感想や他者の意見聴取
は、具体的な効用がある）
(4)中学校デートDV防止研修においては、DVの定義と相談所の案内等が有れ
ば、より良いと思われる。



Ⅱ　分野別施策

項目

事業名 ④ 担当部署 人権男女共同参画課

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

・印刷物へのＱＲコードの掲載、ホームページと紙媒体との併せ効果、男女
共同参画啓発週間など国の動きと直結した掲示物の作成などに取り組み、男
女共同参画のまちづくりを推進するための情報発信を多面的に行う。
・見やすくわかりやすいチラシ棚の設営を心掛ける。
・情報誌の作成を担っている情報サポーターのスキルアップ及び会員増をめ
ざし、養成講座の内容の工夫と充実を図る。

実
施
内
容

・男女平等推進センター情報誌「すてっぷ」の発行
　　発行部数：1,000部／毎月
　　配布先：主催事業参加者、まどかぴあ館内、大野城市役所、
　　　　　　大野城市内公共施設、近隣市町村の女性センター・
　　　　　　公共施設等

・男女平等推進センター壁新聞「ほっぷ」の制作
　　発行：毎月1回（毎月1日に掲示）
　　掲示場所：1階ギャラリーモール掲示板
　　　　　　　※制作団体が2団体の場合、3階情報交流ひろばにも掲示
　　制作者：アスカーラサポーター、登録団体、
　　　　　　大野城共生ネットワーク加盟団体

・情報サポーター新聞切抜き掲示物「窓」の制作
　　発行：年1回
　　掲示場所：3階情報交流ひろば壁面
　　制作者：情報サポーター

・男女平等推進センター主催事業の情報発信
　　時期：各事業開催ごと
　　手段：まどかぴあ情報誌「アテナ」・男女平等推進センター情報誌
　　　　　「すてっぷ」掲載、チラシ配布、ホームページ掲載、
　　　　　新聞や無料情報誌への掲載

・情報サポーターフォローアップ講座の実施
　　日時：11月12日（月）13：30～15：30
　　対象：現在登録している情報サポーター、まどかぴあ職員
　　内容：「事前取材・記事作成、記事講評・添削」
　　講師：有村 千裕（有村文章塾主宰）
　　参加者：16名

30年度
実績

２　女性に関する問題

男女共同参画や女性の人
権に関する情報の発信

内容
情報誌や啓発冊子の作成、ホームページ、ギャラリー掲示等様々な手段を活
用し、情報発信を行う。

主な取り
組み

◇男女平等推進センターにおける情報発信活動の推進



Ⅱ　分野別施策

30年度
実績

30年度実
績につい
ての評価

担当課
回答

　審議会意見のとおり、事業を推進する。

担当
課課
題

・主催講座のチラシの配布状況により参加者の多寡が推測できる面があ
るため、市民の興味・関心を引く情報物の作成を心掛ける必要がある。
・より効果的な情報発信のために、既存の広報手段に加えて新たな広報
手段を考える必要がある。

　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：計画通りに事業を実施することができた。

31年度
取り組み

　情報交流ひろばは、チラシ棚の容量が大きいため、まどかぴあのチラシだ
けでなく他施設のチラシも配架することで「様々な情報が得られる場」とし
ての認知度を高めていく。新たな試みとして、近隣の駅掲示板に主催事業の
ポスター等を掲示する。また、男女共同参画啓発週間や女性に対する暴力を
なくす運動など国の動きと直結した掲示物の作成などに取り組み、男女共同
参画のまちづくりを推進するための情報発信を多面的に行う。

審議会
意見

　担当課課題を踏まえ、事業を推進していくこと



Ⅱ　分野別施策
項目

事業名 ⑤ 担当部署 人権男女共同参画課

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

　途中、受講者が欠席しても次回参加しやすいよう、毎回、講座内容の報告
を行いフォローしていく。

実
施
内
容

平成30年度 地域女性リーダー育成講座
　①テーマ：「市民の力が地域を創る」
　　開催日：5月12日（土）10：00～12：30
　　参加者：21名
　　講　師：古賀 桃子（NPO法人ふくおかNPOセンター 代表）
　②テーマ：男女共同参画入門講座「わたしが変わると地域も変わる」
　　開催日：6月9日（土）10：00～12：00
　　参加者：22名
　　講　師：中嶋 玲子（元福岡県男女共同参画センター館長）
　③テーマ：私もあなたも笑顔で活動するための「コミュニケーション
術」
　　開催日：6月23日（土）10：00～12：00
　　参加者：15名
　　講　師：冨岡 郁雄（NPO法人日本ソーシャルコーチ協会代表理事）
　④テーマ：「みんなが活きるチーム作り～成果を出す会議の方法～」
　　開催日：8月26日（日）10：00～12：00
　　　　　　※大雨のため、7月7日（土）から延期
　　参加者：15名
　　講　師：吉田 まりえ（九州の暮らし創造研究所 代表）
　⑤～⑩
　　テーマ：「あなたの『想い』をカタチにして地域で活動する」
　　開催日：平成30年8月4日、9月8日、9月29日、10月13日、11月17
日、12月8日
　　　（いずれも土曜日）10：00～12：00 ※9月29日のみ9：30～11：
00
　　参加数：⑤18名、⑥12名、⑦9名、⑧16名、⑨13名、⑩8名
　　講　師：佐々木 喜美代（NPO法人ｱｼﾞｱﾝ・ｴｲｼﾞﾝｸﾞ・ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ上席
研究員）
　⑪テーマ：もっとわくわくする大野城をめざして！「活動計画発表
会」
　　開催日：平成31年2月2日（土）10：00～12：00
　　参加数：41名（うち受講生13名）
　⑫閉講式
　　開催日：2月23日（土）10：00～12：00
　　参加数：11名（うち受講生10名）

30年度
実績

２　女性に関する問題

地域における女性リー
ダーの育成

内容
地域において主体的に活躍できるリーダー的存在の女性を育成するため、講
座の実施や活動の支援を行う。

主な取り
組み

◇地域女性リーダー育成事業の実施



Ⅱ　分野別施策

30年度
実績

30年度実
績につい
ての評価

担当課
回答

・過去3期の受講生へのアンケートの結果、中途での離脱者が多い背景には、講座の回数の
多さや、実践活動の負担の重さ、「地域女性リーダー」という名称が持つ負担感の重さ、自
発的受講生の少なさ（知人等からの紹介に応じた受動的受講生の割合が多い）などがあると
考えられる。
・受講生が受講しやすく、かつ継続しやすいものとするため、受講内容の見直しが必要と
なっている一方で、地域女性リーダーの育成は男女共同参画社会の実現を進める上で重要な
課題となっており、講座内容を単に軽易なものにすればよい訳ではないという難しさ等に配
慮しつつ、令和2年度の実施に向け、必要な見直しを行うものとする。

担当
課課
題

　受講生の獲得に大変苦戦した。受講生にも聞き取りを行ったところ講
座回数が多い点や、講座名に「女性リーダー」という言葉が入っている
点が参加することを躊躇させる原因だったようだ。当講座も3期目を迎
え、新しい形式での実施を考え転換していく必要がある。

　30年度の自己評価の判定（　　Ｃ　　）
　理由：最後まで残った受講生についてはしっかり育成ができたが、途中で
受講を辞退する方が続出し、最終的に開講当初の半分にまで受講生が減って
しまったため。

31年度
取り組み

　31年度は30年度受講生の実践活動を支援する年となる。今まで机上で考え
てきた企画を形にできるよう、活動のサポートやアドバイス等を行う。

審議会
意見

　受講生の中途減少への分析と検討を行ったうえ、より受講しやすい講座のあり方や、講座
修了後の活動のあり方などについて、根本的な見直しをすることが望ましい。



Ⅱ　分野別施策

項目

事業名 ① 担当部署
保育所

教育指導室

３　子どもに関する問題

思いやりや生命尊重の
気持ちを育む教育の推
進

内容
学校、保育所と家庭や地域の連携のもと、子どもたちに思いやりや生命尊重
の気持ちを育む教育や保育を推進する。

主な取り
組み

◇日々の教育、保育活動における実践
◇学校運営協議会を通じた地域との連携
◇道徳の公開授業の実施

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

【保育所】
　思いやりや生命尊重の気持ちを意識しながら読み聞かせ等の活動を更に充
実させていく。
【教育指導室】
・学校における道徳の教科化を視野に入れ、道徳の授業を充実させ、道徳の
授業で学んだことや考えたことを議論したり、発表したりする場を多く設定
する。
・各校学校運営協議会と連携しながら各校の「心の教育推進道徳公開授業」
を充実させる。

30年度
実績

実
施
内
容

【保育所】
　保育所に入所する全園児を対象に、絵本や紙芝居を用いたり、高齢者
施設での体験を通して他者への思いやりや生命を尊重する気持ちを育ん
でいる。
　また、園内で揉め事等があった際には、その都度子どもたちと問題や
課題に向き合い、相手の気持ちに立って考えるようにしている。

【教育指導室】
・小学校は道徳科が始まり、授業研修を進めることができた。
・心の教育推進公開授業は各校とも学校運営協議会と連携を図り、工夫
を凝らした授業を公開することができた。

担当
課課
題

【保育所】
　いろいろな活動や対応の中で、思いやりや生命尊重の気持ちを育んで
いく必要がある。

【教育指導室】
　31年度からは中学校においても道徳科がはじまるので、授業研修を進
める必要がある。



Ⅱ　分野別施策

30年度実
績につい
ての
評価

担当課
回答

　審議会意見のとおり、事業を推進する。

【保育所】　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：集団生活の中で、活動のいろいろな場面において取り組まれてい
る。

【教育指導室】　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：計画通り実施できたため。

31年度
取り組み

【保育所】
　集団生活の中で、思いやりや生命尊重の気持ちを育む活動を実施するとと
もに、日常の出来事のなかで、学びの機会として活用し相手の気持ちを考え
る習慣を身に着けるように取り組んでいく。

【教育指導室】
・学校運営協議会を通じた地域との連携
・道徳の公開授業の実施

審議会
意見

　担当課課題を踏まえ、事業を推進していくこと
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項目

事業名 ② 担当部署 こども健康課

３　子どもに関する問題

児童虐待等防止のため
の取り組みの推進

内容
関係機関や近隣市町と連携しながら、虐待等の困難な状況への早期対応と防
止対策に努める。

主な取り
組み

◇虐待通報ダイヤルや相談窓口の周知
◇虐待等防止のための講座や研修の開催

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

・大野城市職員に「STOP子ども虐待」と表記（ﾃﾞｻﾞｲﾝ）された名札を着用す
る。
・大野城市子ども相談センターの周知啓発のため連絡カードを年２回以上配
布する。
・児童虐待防止推進月間（11月）にポスター及びチラシの設置、子ども虐待
防止（ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝ）運動等の啓発活動に取り組む。
・筑紫こども虐待防止連絡協議会運営委員会及び講演会に出席、関係機関等
との連携強化を図る。
・民生委員児童委員（主任児童委員含む）を対象とした出前講座等を随時実
施し、支援体制の構築に繋げる。

実
施
内
容

・大野城市職員が「STOP子ども虐待」と表記（ﾃﾞｻﾞｲﾝ）された名札を着
用
　着用期間：平成30年９月～11月

・大野城市子ども相談センター連絡カードの配布
　対象者及び配布数：市内小中学生(9,224人：5/1現在）
　　　　　　　　　　市内民生委員及び児童委員
　　　　　　　　　　（103人：一人5枚づつ）

・大野城市子ども相談センター連絡カード（県内相談窓口周知ﾁﾗｼ含
む）の配布対象者：市内中学3年生（947人：2/1現在）

・児童虐待防止推進月間啓発・ポスター・チラシの窓口設置
　設置箇所：庁舎1階掲示板・、コミュニティセンター、公民館、
　　　　　　小・中学校、市内保育所、市内幼稚園、
　　　　　　市内届出保育施設

・子ども虐待防止（ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝ）啓発活動への協力（11月）
　対象：市職員　　内容：庁内向け啓発チラシ及びﾏｽｸの配布

・筑紫こども虐待防止連絡協議会
　運営委員会（６月）に出席、講演会（９月）に参加。
※講演会内容
　　日時：平成30年９月15日（土）　14時～16時
　　場所：筑紫医師会　講堂
　　講演：「子ども虐待の予防～家族になることへの支援～」
     　　　佐藤　拓代
　　　　（大阪府立病院機構大阪母子医療センター
　　　　　母子保健情報センター顧問）

・出前講座の開催
　平成30年度　実績回数：３回　参加者：延べ62人
　対象：ファミリー・サポート・センターおおのじょう会員、
　　　　中央地区民生委員・児童委員協議会

30年度
実績
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30年度
実績

30年度実
績につい
ての評価

担当課
回答

　要保護児童対策地域協議会（以下「要対協」と表記。）を設置し、児童相談所、
警察、学校、教育委員会等の関係機関と、年1回の代表者会議、年12回の実務者会
議、ケース会議を実施している。また、月1回民生委員・児童委員連合協議会で活動
報告し、連携を図っている。要対協を中心に、地域や庁内の関係機関とのネット
ワークをいかした支援を行っており、一定の支援体制は構築されていると考えてい
るが、更なる連携強化に努めたい。

担当
課課
題

・平成30年度の子ども相談センター相談対応件数は14,611件であり、
H29年度（12,530件）より約2,000件増加している。虐待対応は事案が起
きた際の関係機関との連携支援も大切であるが、叩かない・怒鳴らない
子育てに関する啓発や子育て不安を抱えた保護者を孤立させない支援等
予防的な取組みも必要である。
・子ども相談センターや要保護児童対策地域協議会の事務局体制の強化
をはじめ、児童相談所や教育ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ等関係機関との情報共有による
連携支援できる体制づくりが必須である。
・地域の子育て支援者である民生委員児童委員（主任児童委員を含む）
との情報共有による支援体制の構築が課題である。

　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：事業の目的の通りに虐待防止にむけた周知活動や講座の実施、研修
会への参加することができた。講座の参加者は意欲的に参加し、評価も高
かった。

31年度
取り組み

・大野城市職員用に「STOP子ども虐待」と表記（ﾃﾞｻﾞｲﾝ）された名札を作成
し着用する。
・大野城市子ども相談センターの周知啓発のため連絡カードを年２回以上配
布する。
・児童虐待防止推進月間（11月）にポスター及びチラシの設置、子ども虐待
防止（ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝ）運動等の啓発活動に取り組む。
・筑紫こども虐待防止連絡協議会運営委員会及び講演会に出席、関係機関等
との連携強化を図る。
・民生委員児童委員（主任児童委員含む）を対象とした出前講座等を随時実
施し、支援体制の構築に繋げる。
・子育て世代包括支援センターと日常的に連携し、妊娠期からの切れ目ない
子育て支援実施に努める。

審議会
意見

　カードや啓発チラシの配布、研修会等の参加はできているが、肝心要の支援体制
が整備されていないことは問題である。
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項目

事業名 ③ 担当部署
教育指導室、福祉課
コミュニティ文化課

30年度実
績につい
ての評価

３　子どもに関する問題

いじめ等の防止のため
の取り組みの推進

内容
いじめやそれに伴う不登校等の問題に対する防止と解決に向けた取り組みを
推進する。

主な取り
組み

◇教育サポートセンターによる総合的対策の実施
◇定期的なアンケート調査の実施
◇スクールカウンセラー等の派遣
◇サポートティーチャーの配置
◇適応指導教室による支援

担当課
回答

(1)【教育指導室】適応指導教室南教室設置については調査研究を継続する。
(2)【教育指導室】「子どもの人権」については社会科の授業等で取り扱っている。
今後はより丁寧に周知できるよう学校に働きかける。
(3)【教育指導室】サポートティーチャーの業務内容・業務時間を超えた取組は実施
が難しい。

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

・各学校における、教師のいじめ認知力向上のための資料等を提供し、各学
校でのいじめに関する研修等を推進していく。
・スクールソーシャルワーカーと連携した不登校対策を図っていく。
・不登校サポートティーチャーと学校との連携を推進するため、校内での会
議にサポートティーチャーも参加してもらう。
・適応指導教室南教室（仮）設置へ向けた調査研究を継続する。

30年度
実績

実
施
内
容

・教育サポートセンターは約１６００件の相談を受け、対応を行った。
・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーは学校からの要
請に応じて派遣することができた。
・不登校サポートティーチャーは校内会議に参加し、学校との連携を進
めることができた。
・適応指導教室南教室（仮）については調査研究を継続している。

担当
課課
題

　適応指導教室南教室（仮）の調査研究の推進を行う必要がある。

　30年度の自己評価の判定（　　Ｃ　　）
　理由：適応指導教室南教室の調査研究が十分に進められなかったため。

31年度
取り組み

・教育サポートセンターによる総合的対策の実施
・スクールカウンセラー等の派遣
・不登校サポートティーチャーと学校との連携推進
・適応指導教室南教室（仮）設置へ向けた調査研究

審議会
意見

(1)市内小中学校に不登校の児童生徒がいる現状へ対応するために、適応指導教室南
教室の設置に向け調査研究をさらに進めてほしい。
(2)教育サポートセンターによる総合的対策について
主権者教育として「子どもの人権」を子どもに周知・発信する方策を検討をしてほ
しい。（講話・座談会・ワークショップなど）また、自助グループ方策の導入を検
討すべきである。（該当者・保護者）
(3)サポートティーチャーや児童民生委員の自宅や地区公民館にかけこめるような取
り組みをすべきである。（例えば何曜日の何時～何時迄「おしゃべりにおいで」と
か、相談という前の日常察知として。）
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項目

事業名 ④ 担当部署 保育所、教育指導室

30年度実
績につい
ての評価

３　子どもに関する問題

教職員や保育士等を対
象とした研修の充実

内容
教職員や保育士に対して、正しい人権感覚や指導方法を身につけるための研
修を実施し、体罰などの不適切な指導の防止に努める。

主な取り
組み

◇保育所（園）等の職員に対する研修会の実施
◇教職員に対する研修会の実施

担当課
回答

　審議会意見のとおり、事業を推進する。

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

【保育所】
　各種研修に積極的に参加する。また、市保育所連盟主催の研修会については研修
内容を検証しながら、引き続き実施する。
【教育指導室】
・ブロック別研修会の実施。
・中学校社会科基底カリキュラムの改訂を行う。

30年度
実績

実
施
内
容

【保育所】
　市職員に対する人権研修に参加した。
　また、市保育所連盟が主催する人権研修会を6月に開催した。

【教育指導室】
・ブロック別研修会は実施することができた。
・中学校社会科基底カリキュラムは検討委員会を実施し、改訂を図ることがで
きた。

担当
課課
題

【保育所】
　保育所職員一人ひとりが当事者意識を持ち、正しい人権感覚を身につけるこ
とが必要である。

【教育指導室】
　改訂された小・中学校の基底カリキュラムの各校への周知とカリキュラムを
使った授業の検討を行う必要がある。

【保育所】　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：講師選定を含め工夫ある研修会を継続して行えている。

【教育指導室】　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：計画通り実施できたため。

31年度
取り組み

【保育所】
　保育士としての様々な研修を受講するが、人権に関する研修を意識して積極的に
受講するように取り組みたい。市職員に対する人権研修はもれなく参加する。
　また、市保育所連盟が主催する研修会においても継続的に人権研修を行い、たく
さんの参加者が人権について学んでいけるように取り組みたい。

【教育指導室】
　基底カリキュラム改訂版を使った授業づくりの推進と公開

審議会
意見

　担当課課題を踏まえ、事業を推進していくこと
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項目

事業名 ⑤ 担当部署
こども未来課、教育振興課
教育指導室、こども健康課
人権男女共同参画課

実
施
内
容

30年度
実績

【こども未来課】
　子ども･若者育成フォーラム実行委員会（大野城市子ども・若者育成
会議）主催による「大野城市子ども・若者育成フォーラム」を開催。今
回は、乳幼児期（～５歳）、学童期（小学生）の子を持つ保護者４名と
子育てに携わる方３名の合計７名のパネリストを迎えてディスカッショ
ンを行った。子育てに関するインタビュー映像などをもとに、保護者、
子育てに携わる方それぞれの視点から「子育ての悩み、不安」、「子育
てに必要なもの」を回答し、アドバイザーからのコメントを受けなが
ら、子ども、家庭、地域、みんなの「つながり」で子育て世代に大きな
安心を与えるとともに、子ども達の成長を「連携プレー」で見守る環境
づくりを進めて行くことを目的として開催した。

「大野城市子ども・若者育成フォーラム」
テーマ「つながりが生み出す、新しい子育てのカタチ」～つくろう！育
ち・育て合う社会～
開催日：平成31年２月23日
場所：大野城まどかぴあ　多目的ホール
参加者：110名

◇子ども療育支援センター事業研修会の開催
◇人権をまなぶ講座（子どもの人権）の開催

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

【こども未来課】
　平成30年度も実施予定であり、今後、子ども・若者育成フォーラム実行委
員会（大野城市子ども・若者育成会議）で市民の関心や重要性の高いテーマ
の選定等を協議していくこととしている。
【教育振興課】
　親としての子育ての在り方の見直しや、子どもとの積極的な関わりへの意
識を高めるため、市Ｐ連主催による年１回の研修会開催を実施予定である。
【教育指導室】
　今年度も保護者、学校運営協議会委員、教職員などを対象とした「子ども
たちの『いのち』を守る研修会」を７月下旬に実施し、いじめ防止の取組や
啓発を行う予定。
【こども健康課】
第７回　子ども療育支援センター事業研修会を開催する。
開催：平成30年８月２日（木）午後１時～４時
場所：まどかぴあ多目的ホール
【人権男女共同参画課】
　人権をまなぶ講座の開催について、多くの参加者が集まり、アンケートで
の結果も「よかった」との回答が多くあった（約77％、24名）。平成30年度
の取り組みとしては、新規参加者獲得のため、講演内容について検討を行
う。

３　子どもに関する問題

保護者等を対象とした
講演会や研修会の実施

内容
保育所、小・中学校の保護者や市民に対して、子育てや子どもを取り巻く
様々な問題についての講演会等を実施する。

主な取り
組み

◇大野城市子ども・若者育成フォーラムの開催
◇家庭教育学級の実施
◇家庭教育講演会の開催
◇市ＰＴＡ連絡協議会による講演会等の開催
◇いのちを守る研修会の開催
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【教育振興課】
・家庭教育学級の実施
　・市内全小・中学校において、それぞれ年間５～８回の学習会を実施。
　・学級生562名に対し、合計88学習会を開催。
・年３回の家庭教育合同講演会の開催
　【第１回家庭教育合同講演会】（参加人数　112人）
　（平成30年6月14日（木）　大野城まどかぴあ　多目的ホール）
　【第２回家庭教育合同講演会】（参加人数　36人）
　（平成30年10月20日（土）　大野城総合福祉センター　大会議室）
　【第３回家庭教育合同講演会】（参加人数　96人）
　（平成31年1月24日（木）　大野城まどかぴあ　多目的ホール）
　※詳細は「参考6」参照
・大野城市ＰＴＡ連絡協議会指導者研修会の開催
・指導者研修会（H30.8.25　東コミュニティセンター）
　演題　「『いいんだよ』は魔法のことば　～寛容の精神が醸成される社会～
　講師　齋藤　眞人 氏（学校法人立花学園　立花高等学校　校長）
　子どもたちが安心して個性を発揮できるよう、大人たちが「おおらか」であ
ること、そのために必要な「共感的理解」について講演。

【教育指導室】
　「子どもたちの『いのち』を守る研修会」では陸前高田市教育委員会教育長
の金　賢治先生に講話をいただき、大変好評だった。

【こども健康課】
第７回子ども療育支援センター事業研修会
期日：平成30年８月２日　場所：まどかぴあ多目的ホール
テーマ：子どもとの絆を深めるために、今日からできることを学ぼう
サ　ブ：子どもの「安全基地」になるために
【１部】講演「子どもと大人の絆を深めるプログラム（CARE）から学ぶ子育て
法」
　　　　講師　福丸　由佳（白梅学園大学子ども部発達臨床学科教授）
【２部】ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「CAREの効果について学ぼう」
　　　　司会　木村　一絵
　　　　　　　（九州大学大学院医学研究院保健学部門看護学分野助教）
　　　　ﾊﾟﾈﾗｰ 野口　英世（教育指導室長）、
　　　　　　　ＣＡＲＥプログラム参加保護者2名。
対象：一般市民、民生児童委員他（114名）

【人権男女共同参画課】
　人権をまなぶ講座において子どもの人権についての講座を実施した。また
テーマについては、時流に沿ったテーマを選び、新規参加者が増えるよう、関
心を惹きやすい内容とした。
（第１回）子どもの人権
開催日：９月15日
場　所：大野城まどかぴあ　301会議室
参加者数：37名
講　師：黒田　可奈子（NPO法人子どもとメディア　事務局長）
演　題：「子どもを被害者　加害者にさせないために―今、大人ができること
―」
（その他事業詳細は、「参考9」参照）

　人権・同和問題啓発推進員初級講座において子どもの人権を扱った講座を
行った。
開催日：1月17日
場　所：大野城市役所　311・312会議室
参加者数：21名（うち市民9名）
講　師：百田　英子（NPO法人スペースde GUN （ぐんぐん） 理事長）
演　題：「子どもの権利と大人の関わり」
（その他事業詳細は、「参考8」参照）

30年度
実績

実
施
内
容



Ⅱ　分野別施策

30年度
実績

担当
課課
題

【こども未来課】
　毎年度、様々なテーマで行っており、より多くの市民に参加してもら
い、市全体で子ども・若者を育てていく社会を作り上げるために、どのよ
うに参加する方が共感し、かつ楽しめるテーマを設定をしていくかが課題
である。

【教育振興課】
・家庭教育学級について
　・市内全小・中学校の保護者全体への家庭教育の重要性の啓発・浸透。
　・運営困難な学校の学級生加入促進と運営及び活動の効果的な取組みの
改善。
・市Ｐ連指導者研修会について
　本研修会は、受講者が各小・中学校のＰＴＡ活動の場で子育てに関する
啓発推進員となり、会員の資質向上を目指して実施するものである。その
ための課題として次の2点が考えられる。
　・指導者研修会の受講内容を一般ＰＴＡ会員全体へ広げ、浸透するこ
と。
　・参加者数が増加するための企画運営。

【教育指導室】
・いのちを守る研修会では、いじめ防止はもちろんだが、広く「いのち」
の重さ、尊さを啓発していく必要がある。

【こども健康課】
・今年度は大野城市が平成25年度より取り組んでいるペアレンティングト
レーニング「ＣＡＲＥプログラム」をテーマに講演とパネルディスカッ
ションを実施した。子どもとの絆を深めるためにすぐに実践できる方法に
ついて参加者は学びを深めることができた。参加者アンケートからは、
「療育が必要な子どもへの関わり方」や「子どもの発達に関する悩みを抱
えた保護者への支援」についての研修を希望する声が多い。研修会参加対
象のニーズを把握しながら、本市の療育事業や福祉と教育の連携のあり方
を理解してもらえるような研修テーマの設定を行なう必要がある。

【人権男女共同参画課】
　子どもにとっても身近なものとなっている、インターネット上のSNS等に
ついて、子どもを危険から守るために何ができるか考えることは大変重要
なテーマである。子ども達とどのように向き合っていくかを知るために広
く啓発を行っていく必要がある。また、「人権をまなぶ講座」全体的に、
受講後のアンケートにて「過去に同講座を受講したことがある」と答えた
参加者の割合が多く、参加者の固定化が目立つ。新規の参加者の増加が必
要である。



Ⅱ　分野別施策

30年度実
績につい
ての評価

【こども未来課】　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：子育て世代の保護者の悩みや不安、必要なものなどを聞き、安心できる環
境づくりを進めて行くことを会場全体が大切だという到達点に達したため。

【教育振興課】
・家庭教育学級について　30年度の自己評価の判定（　　Ｃ　　）
　理由：家庭教育学級の学習会が活発な学校とそうでない学校の格差が広がってき
ていることと、運営スタッフの組織化が不十分な学校が出てきた。

・市Ｐ連指導者研修会について　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：事業の目的のとおりに研修会を実施することができて、参加者からの研修
内容の評価も高かった。

【教育指導室】　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：計画通りに実施できたため。

【こども健康課】　30年度の自己評価の判定（　　Ａ　　）
　本市で平成25年度から取り組んでいるペアレンティングトレーニングの一つであ
る「CAREプログラム」の日本における第一人者を講師としてお迎えした。またパネ
ルディスカッションでは、トレーナー、教育委員会、CARE参加市民と立場の違うパ
ネラーによる意見の交流を行うことができた。研修参加者からの評価も高かった。

【人権男女共同参画課】　３０年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：多くの参加者が集まり、アンケートでの結果も「よかった」との回答が多
くあったため（約77％、28名）。

31年度
取り組み

【こども未来課】
　今年度も実施予定であり、子ども・若者育成フォーラム実行委員会で市民の関心
や重要性が高いテーマの選定等を協議していくこととしている。

【教育振興課】
　・担当課課題を踏まえた、家庭教育学級運営委員会を行い、情報交換や合同学習
　会を推進していく。
　・教育振興課が各学校の家庭教育学級学習会の講話を中心に参加し、運営につい
　ての支援・助言を行っていく。
　・親としての子育てのあり方の見直しや、子どもの特性の理解や積極的な関わり
　への意識を高めるため、市Ｐ連主催による年１回の研修会開催を実施予定。

【教育指導室】
　いのちを守る研修会の開催

【こども健康課】
　第８回　子ども療育支援センター事業研修会を開催する。
　開催：令和元年７月31日（水）午後１時～４時　場所：まどかぴあ多目的ホール

【人権男女共同参画課】
　子どもの人権を扱った市民向け講座の実施の際には、時流にあったテーマや講演
内容について検討を行う。



Ⅱ　分野別施策

審議会
意見

(1)小中学校の子どもの親にとって家庭教育学級は、子育て、自分育ての最適
な学習の場である。大野城市の15の小中学校において、学習会が活発な学校
と、そうでない学校の格差があるとのことであるが、学習を受けるばかりで
なく、組織運営も勉強になり、人生において役立つことばかりである。子の
成長とともに親も成長できるチャンスである。15校揃って活発な学習会とな
るように実施していくことが望ましい。
(2)家庭教育学級の各校役員会での、情報交換・意見交換・事業感想について
活発な交流を支援していくことが望ましい。

担当課
回答

(1)【教育振興課】家庭教育学級の運営に際しては、保護者としての家庭教育
に関する悩みや不安な事項を集約精選し、子育て、自分育ての学習に有益な
テーマを設定していく。市全体では合同講演会の場で、また各校では家庭教
育学級の場で学び合う環境を提供し、支援していく。今後も、教育振興課と
学校が連携し、各校の家庭教育学級運営を支援することを強化するととも
に、小中連携した合同の家庭教育学級の実施など家庭教育学級の重要性を啓
発し、15校の活発な活動を促進していきたい。
(2)【教育振興課】市全体の家庭教育学級運営委員会において、各校の運営委
員が自校での企画・運営に活かすことができるような情報交換・意見交換等
の交流の場を設定し支援していく。



Ⅱ　分野別施策

項目

事業名 ① 担当部署
長寿支援課

人権男女共同参画課

４　高齢者に関する問題

市民を対象とした講演
会・研修会等の開催

内容
認知症や介護問題など高齢者を取り巻く様々な問題への市民の理解を深める
ための講演会等を開催する。

主な取り
組み

◇認知症啓発事業の実施
◇シニアクラブ連合会主催の講演会の開催
◇人権をまなぶ講座（高齢者の人権）の開催

「30年
度取り組
み」
※前年度
実績報告
書から転
記してい
ます

【長寿支援課】
・シニアクラブは今年度も10月頃に同様の研修会を計画している。講演内
容・講師未定。
・30年度も29年度同様、より効果的な認知症啓発事業となるよう開催する。
また今後もサポーター養成講座を実施し、認知症への理解を広く啓発してい
く。

【人権男女共同参画課】
　人権をまなぶ講座の開催について、多くの参加者が集まり、アンケートで
の結果も「よかった」との回答が多くあった（約73％、17名）。平成30年度
の取り組みとしては、新規参加者獲得のため、講演内容について検討を行
う。

30年度
実績

実
施
内
容

【長寿支援課】
・シニアクラブ連合会主催の講演会の開催
歯科医師による健康講演会開催
開催日：７月24日（火）
参加者数　90人
演題：「歯の健康」
社会福祉士による健康講演会開催
開催日：11月27日（火）
参加者数　90人
演題：「老後の生き方」

・認知症啓発事業の実施
認知症啓発事業「みんなで支えよう認知症」の中で成年後見制度の講演
会を実施
開催日：１月26日（土）
参加者数　34人

その他認知症サポーター養成講座を年間通じ開催
○開催回数：計14回
○参加者数：532名
○総受講者数：532名
○オレンジリング総配付数：532個

【人権男女共同参画課】
　平成30年度通して、様々な市民向けの講演会を実施する機会があった
が、高齢者の人権についての講座を実施することができなかった。



Ⅱ　分野別施策

30年度
実績

30年度実
績につい
ての評価

担当課
回答

(1)【すこやか長寿課】地域包括支援センターが行う訪問は、高齢者の総合相
談支援として実施しておりますので、今後も継続して取組みます。
(1)(2)(3)(4)【人権男女共同参画課】審議会の意見のとおり、コミュニティ
別人権・同和問題研修、人権をまなぶ講座、人権週間講演会等におけるテー
マ・課題とすることを検討する。

担当
課課
題

【長寿支援課】
・平成25年度から始めた認知症啓発事業「みんなで支えよう認知症」だ
が、参加人数が昨年度よりも増加したものの、停滞気味であるため、内
容や周知方法を再度検証する必要がある。
・今後も、認知症に関する理解を市民に広めるため、認知症サポーター
養成講座等の実施により、認知症サポーターを増やしていく必要があ
る。

【人権男女共同参画課】
　人権をまなぶ講座において、高齢者の人権についての講座を実施する
ことができなかった。昨今、認知症や虐待などについてのニュースが報
じられることが多々あり、より多くの人々へ広く周知を行う必要がある
テーマであるため、講座実施時にはテーマの選定を慎重に行う必要があ
る。

【長寿支援課】　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：計画通りに実施できたため。

【人権男女共同参画課】　30年度の自己評価の判定（　　Ｄ　　）
　理由：高齢者の人権についての講座等の実施はできなかったため。

31年度
取り組み

【長寿支援課】
・シニアクラブ　健康講演会を実施予定（７月、12月）。
　講演内容・講師未定。
・認知症啓発事業　今年度も実施予定。参加者を増やすため内容や周知方法
を再検討を行う。
・認知症サポーター養成講座の実施。認知症への理解を広く啓発していく。

【人権男女共同参画課】
　高齢者の人権を扱った市民向け講座の実施の際には、時流にあったテーマ
や講演内容について検討を行う。

審議会
意見

(1)長期ひきこもりによる「8050問題」の実態把握、問題解決に向けた講座を
開催することが望ましい。
(2)年々、高齢者が増える現状、高齢者をとりまく様々な問題（認知症、介
護、健康、虐待、交通事故（高齢者による運転）、詐欺（振込））等々に対
する市民の理解を深めるため、高齢者の人権について、本人は勿論のこと、
高齢者予備軍の方々、次代を担う若い方々にも現状を理解して高齢者を見守
り、安心して暮らせる地域社会であることが望ましい。高齢者の人権に関す
る講座を実施することが望ましい。
(3)各種講座と調整し、新年度での高齢者の人権に関する講座の開催を企画す
ることが望ましい。
(4)「高齢者の人権」は、64才以下の人々にとって、より重い課題であること
を再度確認することと、高齢者はこれまでの世の中を支えてきてくれたこと
を、もっとアピールしていくことが望ましい。



Ⅱ　分野別施策

項目

事業名 ② 担当部署
すこやか長寿課

福祉課

30年度実
績につい
ての評価

４　高齢者に関する問題

地域福祉活動の充実

内容
住みなれた地域で安心して暮らせるよう、地域住民による見守りや地域ボラ
ンティアの活動を支援する。

主な取り
組み

◇地域ケア会議を通じた地域の見守り活動の充実
◇おおのじょうボランティアセンターによるボランティアの活動支援

担当課
回答

　審議会意見のとおり、事業を推進する。

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

【すこやか長寿課】
　基幹型地域包括支援センターや各地区地域包括支援センターによる訪問及び地域
ケア会議を活用した高齢者の見守り活動を実施していく。また、事例の掘り起こし
に対して区へのアプローチを行ない、より万全な見守り体制を構築していく。

30年度
実績

実
施
内
容

【すこやか長寿課】
　基幹型及び各地区地域包括支援センターは、各区毎に開催している地域ケア
会議に参加し、各地域に居住する高齢者の情報共有や見守り活動を実施。
　平成30年度実績：開催回数全140回（全地区で開催）

【福祉課】
　社会福祉協議会に補助金を交付することによって、ボランティア活動支援を
行っている。

担当
課課
題

【すこやか長寿課】
・独居高齢者や高齢者世帯の増加に伴い、対応や支援件数が増加している。
・見守り活動について、地区によっては活動に差が見られることもある状況で
ある。
・見守り活動から得られた情報によっては、担当課だけでは解決困難な事案も
ある状況である。

【福祉課】
　特に無し

【すこやか長寿課】　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：高齢者に関する情報を共有することで、地域で見守り地域で支えあ
うという認識が深まっている。

【福祉課】　30年度の自己評価の判定（　　Ａ　　）
　理由：ボランティアセンター登録者数900人を目標値としていたが、平成31
年3月時点で、登録者数900人を達成しているため。

31年度
取り組み

【すこやか長寿課】
　基幹型及び各地区地域包括支援センターによる訪問や地域ケア会議を活用した高
齢者の見守り活動を継続して実施する。また、上記の課題を踏まえ、地域ケア会議
において支援体制の協議を行い、関係機関や団体と連携しながら地域における見守
り活動の調整を図る。

【福祉課】
　社会福祉協議会に対して、補助金交付
（ボランティアセンター運営費：1,470,000円）

審議会
意見

　担当課課題を踏まえ、事業を推進していくこと



Ⅱ　分野別施策

項目

事業名 ③ 担当部署 すこやか長寿課、長寿支援課

30年度実
績につい
ての評価

４　高齢者に関する問題

高齢者虐待防止のため
の取り組みの推進

内容
地域や関係機関と連携しながら、虐待への早期の発見と対応を努めるととも
に、市民や介護職員に対し虐待防止のための研修や啓発を行う。

主な取り
組み

◇地域包括ケアネットワーク協議会の開催
◇高齢者虐待対応マニュアルの普及
◇高齢者福祉施設における虐待防止のための研修の実施

担当課
回答

　審議会意見のとおり、事業を推進する。

「30年度
取り組
み」
※前年度
実績報告
書から転
記してい
ます

【すこやか長寿課】
　基幹型及び地区地域包括支援センターに配置されている社会福祉士の勉強会にお
いて、高齢者虐待、権利擁護について学習し、職員のスキルアップを図る。

【長寿支援課】
　養介護施設等指導者・管理者向け高齢者虐待防止研修会を実施する。

30年度
実績

実
施
内
容

【すこやか長寿課】
　虐待が疑われる案件が生じた場合、高齢者虐待対応マニュアルに基づき対応
を行い、地域包括ケアネットワーク協議会を定例で４回開催した。
　また、高齢者虐待対応リーフレットの見直しを行うと共に、各地区で開催さ
れている地域ケア会議において、気になる高齢者の情報提供を依頼した。
　その他、高齢者の権利擁護の相談機関として、広報等で基幹型及び各地区地
域包括支援センターの周知を行うと共に、各包括に配置している社会福祉士の
勉強会を年２回開催した。

【長寿支援課】
・高齢者福祉施設における虐待防止のための研修の実施
　平成30年度　要介護施設等指導者・管理者向け高齢者虐待防止研修会
　会場：大野城市役所311.312会議室　参加者：42名

担当
課課
題

【すこやか長寿課】
　虐待が疑われる案件が生じた場合の情報提供のあり方に課題がある。

【長寿支援課】
　研修後、各事業所における職員全体での共有及び欠席事業所へのフォロー
アップが必要である。

【すこやか長寿課】　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：情報提供を受け、マニュアルに基づき対応を行うことができた。

【長寿支援課】　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：今後管理者就任予定など若手職員等へも受講を促し、事業所全体で
の共有に繋げられた。

31年度
取り組み

　【すこやか長寿課】
　居宅介護支援事業所を中心とした、高齢者虐待予防研修会を開催する。また、基
幹型及び各地区地域包括支援センターに配置している社会福祉士のスキルアップを
図るため、各種研修会の参加を促すと共に勉強会を継続して実施する。

【長寿支援課】
　引き続き要介護施設等指導者・管理者向け高齢者虐待防止研修会を実施する。

審議会
意見

　担当課課題を踏まえ、事業を推進していくこと



Ⅱ　分野別施策

項目

事業名 ④ 担当部署 長寿支援課

４　高齢者に関する問題

社会参加の促進

内容
高齢者の培ってきた経験を活かして、地域での就労やボランティア活動な
ど、社会参加を促進する。

主な取り
組み

◇シニア大学の開講

◇シルバー人材センターの運営支援と活用推進

「30年度
取り組
み」
※前年度
実績報告
書から転
記してい
ます

【長寿支援課】
　シルバー人材センター運営補助金18,626千円　事業内容については29年度と同
じ。
※30年度見込み
【雇用によらない臨時かつ短期的な就業】
（受託事業（一般））就業実人数：350人、就業延人数：36,640人、就業率：85.0％
（独自事業）就業実人数：10人、就業延人員160人、就業率：100％
【雇用による臨時かつ短期的な就業】
就業実人員：10人、就業延人員：1,001人、就業率：2.5％

実
施
内
容

・シニア大学（山城塾）の開講：定期講座数 20講座、スポット講座　年間７
回
受講生数 実人数　304人（のべ人数631人）
　(事業詳細については、「参考7」参照)
・シルバー人材センターの運営支援と活用推進
　シルバー人材センター運営補助金 16,879,012円
　◆雇用によらない臨時かつ短期的な就業
　(受託事業(一般))就業実人員:326人、就業延人員:38,715人、就業率86.1％
　・公園内の除草・清掃作業、自転車等置き場の整理・管理など。・個人
　　宅の剪定・除草作業。ふすま、障子、網戸の張替え・子育て中の家事
　　援助等の育児支援サービスなど
　(独自事業)就業実人員:８人、就業延人員:212人、就業率100％
　・地域公民館を巡回する刃物研ぎ
　◆雇用による臨時かつ短期的な就業
　就業実人員:14人、就業延人員:1,015人、就業率：3.6％
　・宅配便、メール便の仕分け、積込、病院の清掃、配管部品等の洗浄・
　　清掃
　◆普及啓発事業
　・就業機会開拓推進員を配置して事業所・家庭等を訪問し、「会員募
　　集・利用案内」のチラシを配布して新規受注開拓を行った。
　・センターだより「大文字」及び市広報へのシルバー事業掲載
　・まどかフェスティバルへ参加し、会員手芸品の展示、会員募集・利用
　　案内のチラシ配布、仕事受注受付
　・おおの山城大文字まつりの時期に会場周辺および生きがい創造センタ
　　ーの清掃ボランティア活動を実施した。
　◆相談事業
　・毎月２回、入会希望合同説明会に就業相談を実施
　◆研修・講習事業
　・剪定、草刈機の安全な取扱い等の技能講習　・接遇研修
　・認知症サポーター養成講座

30年度
実績



Ⅱ　分野別施策

30年度
実績

30年度
実績につ
いての
評価

担当課
回答

　審議会意見のとおり、事業を推進する。

担当
課課
題

　就労を通じて高齢者に居場所と出番を作り出すシルバー人材センター
の会員が伸び悩んでいる。会員増に向け、シルバー人材センター事業の
周知や雇用の機会その他の多様な就業の機会の確保等を図るための支援
が課題である。

　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：シニア大学及びシルバー人材センター事業ともに計画通り実施でき
ており、昨年度から各々に関わる高齢者も増加傾向にあるため。

31年度
取り組み

・シニア大学の開講
・シルバー人材センターの運営支援と活用推進

審議会
意見

　担当課課題を踏まえ、事業を推進していくこと



Ⅱ　分野別施策

項目

事業名 ⑤ 担当部署 すこやか長寿課、安全安心課

４　高齢者に関する問題

財産保全のための取り
組みの推進

内容
専門家との連携のもと、認知症高齢者等の財産保全に努めるとともに、振り
込め詐欺等の犯罪防止のための啓発を行う。

主な取り
組み

◇司法書士と連携した相談・支援

◇成年後見制度の利用支援

◇消費生活相談員による高齢者向け出前講座の実施

◇消費生活に関する街頭啓発の実施
「30年度
取り組
み」
※前年度
実績報告
書から転
記してい
ます

【すこやか長寿課】
　事例の早期発見に努め、高齢者の権利擁護に関する相談については、より
迅速に多職種で連携して対応する（地域包括ケアネットワーク協議会による
事例検討等）。
【安全安心課】
・民生委員会やシニアクラブなど、高齢者が集まる機会における出前講座の
利用を呼びかけ、実施回数の更なる増加を図る。
・街頭啓発を継続的に実施し、消費生活センターの周知を図る。

30年度
実績

実
施
内
容

【すこやか長寿課】
　事案が生じた場合、司法書士と連携して対応する他、必要に応じて消
費生活センターと情報共有を図ると共に、地域包括ケアネットワーク協
議会を定例で年間４回開催。
　成年後見人への報酬助成制度等により、後見人となる者の支援体制を
整備。
　市民を対象とした、成年後見制度講演会を開催（年１回）。

【安全安心課】
【消費生活相談員による高齢者向け出前講座の実施】
　実施回数：６回
　参加者数：延べ１７８名
【消費生活に関する街頭啓発の実施】
　・偶数月の１５日（年金支給日）に大型商業施設にて街頭啓発を実施
（年６回）
　・消費者月間（５月）、悪質商法撲滅月間（１２月）にて市内４ヶ所
（JR大野城駅、西鉄白木原駅、西鉄下大利駅、イオン大野城店）で街頭
啓発を実施

担当
課課
題

【すこやか長寿課】
　複合した課題を抱える事案もあり、多職種・多機関での協議や対応が
必須となっている。

【安全安心課】
・出前講座の実施回数の増加、消費生活センターの周知が必要である。



Ⅱ　分野別施策

30年度実
績につい
ての評価

担当課
回答

　審議会意見のとおり、事業を推進する。

【すこやか長寿課】　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：司法書士と連携し成年後見制度の相談対応等、必要な支援を行うこ
とができている。

【安全安心課】　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：シニアクラブ等への出前講座の利用の呼びかけや、街頭啓発の継続
的な実施を行ったため。

31年度
取り組み

【すこやか長寿課】
　高齢者の権利擁護に関する事案が生じた場合、今後も継続してより迅速に
多職種で連携して対応を行う。

【安全安心課】
・民生委員会やシニアクラブなどに出前講座の積極的な利用を呼びかけ、実
施回数の増加を図る
・街頭啓発を継続的に実施し、消費生活センターの周知を図る

審議会
意見

　担当課課題を踏まえ、事業を推進していくこと



Ⅱ　分野別施策
項目

事業名 ① 担当部署
福祉課

こども健康課
人権男女共同参画課

５　障がい者に関する問題

市民を対象とした講演
会・研修会等の開催

内容
様々な障がいや障がい者をとりまく問題について、市民の理解を深めるための講演
会等を開催する。

主な取り
組み

◇障がい者福祉講演会の開催

◇子ども療育支援センター事業研修会の開催

◇人権をまなぶ講座（障がい者の人権）の開催
「30年度
取り組
み」
※前年度
実績報告
書から転
記してい
ます

【福祉課】
　アンケート結果等に基づきニーズの把握を行い、講演会を企画するとともに、関
係団体等を通じた周知により集客を図っていく。
【こども健康課】
　第７回　子ども療育支援センター事業研修会を開催する。
　開催：平成30年８月２日（木）午後１時～４時
　場所：まどかぴあ多目的ホール
【人権男女共同参画課】
　人権をまなぶ講座でのアンケートの結果では「よかった」との回答が多くあった
（約73％、11名）。平成30年度の取り組みとしては、新規参加者獲得のため、講演
内容について検討を行う。

30年度
実　績

実
施
内
容

【福祉課】
　今年度については、講演会の内容や対象となる参加者及び障がいに対する理
解を深められるような企画を検討したため、講演会を実施せずに見直し期間と
した。

【こども健康課】
第７回子ども療育支援センター事業研修会
期日：平成30年８月２日　場所：まどかぴあ多目的ホール
テーマ：子どもとの絆を深めるために、今日からできることを学ぼう
サ　ブ：子どもの「安全基地」になるために
【１部】講演「子どもと大人の絆を深めるプログラム（CARE）から学ぶ子育て
法」
　　講師　福丸　由佳（白梅学園大学子ども部発達臨床学科教授）
【２部】ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「CAREの効果について学ぼう」
　　司会　木村　一絵（九州大学大学院医学研究院保健学部門看護学分野助
教）
　　ﾊﾟﾈﾗｰ 野口　英世（教育指導室長）、ＣＡＲＥプログラム参加保護者2
名。
対象：一般市民、民生児童委員他（114名）

【人権男女共同参画課】
・人権をまなぶ講座において障がい者の人権についての講座を実施した。また
テーマについては、時流に沿ったテーマを選び、新規参加者が増えるよう、関
心を惹きやすい内容とした。
（第４回）障がい者の人権
開催日：1月19日
場　所：南コミュニティセンター　視聴覚室
参加者数：29名
講　師：緒方　よしみ
　　　　（児童発達支援センター「こだま」　園長）
演　題：『「発達障がいのある大人たち」～異なる文化の中で生きる～』
（その他事業詳細は、「参考9」参照）



Ⅱ　分野別施策

30年度
実績

30年度実
績につい
ての評価

審議会
意見

　2020年開催の東京パラリンピックの前年度として、より一層の理解のた
め、積極的な啓発を推進することが望ましい。

担当課
回答

　審議会意見のとおり、啓発を推進する。

【福祉課】
・障がいの種別や程度は、個々に応じて課題や悩みが変わってくる。そのた
め、障がい全般に関して講演会を実施することは困難であることから、講演内
容や対象となる参加者を十分に検討していく必要がある。

【こども健康課】
・今年度は大野城市が平成25年度より取り組んでいるペアレンティングトレー
ニング「ＣＡＲＥプログラム」をテーマに講演とパネルディスカッションを実
施した。子どもとの絆を深めるためにすぐに実践できる方法について参加者は
学びを深めることができた。
・参加者アンケートからは、「療育が必要な子どもへの関わり方」や「子ども
の発達に関する悩みを抱えた保護者への支援」についての研修希望する声が多
い。研修会参加対象のニーズを把握しながら、本市の療育事業や福祉と教育の
連携のあり方を理解してもらえるような研修テーマの設定を行なう必要があ
る。

【人権男女共同参画課】
　近年ニュース等でも報道されている「大人の発達障がい」などについて、積
極的な啓発を行い、障がいのある人への理解を広め、深めていくことは非常に
重要であると考える。講座等のテーマの選定時には考慮する必要がある。ま
た、「人権をまなぶ講座」全体的に、受講後のアンケートにて「過去に同講座
を受講したことがある」と答えた参加者の割合が多く、参加者の固定化が目立
つ。新規の参加者の増加が必要である。

担当
課課
題

【福祉課】　30年度の自己評価の判定（　　Ｄ　　）
　理由：検討期間とし、講演会は未実施のため

【こども健康課】　30年度の自己評価の判定（　　Ａ　　）
　本市で平成25年度から取り組んでいるペアレンティングトレーニングの一つであ
る「CAREプログラム」の日本における第一人者を講師としてお迎えした。またパネ
ルディスカッションでは、トレーナー、教育委員会、CARE参加市民と立場の違うパ
ネラーによる意見の交流を行うことができた。研修参加者からの評価も高かった。

【人権男女共同参画課】　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：参加者が多く集まり、アンケートの結果では「よかった」との回答が多く
あったため（約86％、25名）。

31年度
取り組み

【福祉課】
　今後は、障がいの種別や程度に応じた内容を企画し、多くの参加者が障がいに対
する理解を深められる講演会を目指していく。

【こども健康課】
　第８回　子ども療育支援センター事業研修会を開催する。
　開催：令和元年７月31日（水）午後１時～４時　場所：まどかぴあ多目的ホール

【人権男女共同参画課】
　障がい者の人権を扱った市民向け講座の実施の際には、時流にあったテーマや講
演内容について検討を行う。



Ⅱ　分野別施策

項目

事業名 ② 担当部署 教育指導室

30年度実
績につい
ての評価

５　障がい者に関する問題

障がいへの理解を深め
るための教育の推進

内容
特別支援学級と普通学級との交流等を通じて、子どもたちの障がいに対する
理解を深める教育を実践する。

主な取り
組み

◇障がい理解教育の実践
◇特別支援学級と普通学級の交流活動の実施

担当課
回答

　審議会の意見に沿って、３０年度の実績欄、３１年度の取組を修正する。

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

・全中学校ブロックにおいて、特別支援学級の学校間の交流活動を実施す
る。
・小・中学校と特別支援学校との交流の機会を増やす。

30年度
実績

実
施
内
容

・全中学校ブロックで、特別支援学級の学校間の交流活動を実施するこ
とができた。
・通常学級と特別支援学級との交流を図ることができた。
・小・中学校と特別支援学校との交流機会を増やすことができた。

担当
課課
題

　交流の内容や方法の充実が必要である。

　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：計画通り実施できたため。

31年度
取り組み

・障がい理解教育の実践
・通常学級と特別支援学級の交流活動の実施
・小・中学校と特別支援学校との交流の機会を増やす。

審議会
意見

・「30年度取り組み」欄には、「小・中学校と特別支援学校との交流」の記
載があるが、「30年度の実績」欄では、それに対応する事項がないようだが
差し支えはないか。また、同欄の課題では、「内容や方法の充実が必要」と
されているが、「31年度の取り組み」欄の記述にはそれに対応する記載はな
いが差し支えないか。
・2020年開催の東京パラリンピックの前年度として、より一層の理解のた
め、成長過程に応じた積極的な啓発を推進すべきである。
・特別支援学級と通常学級との交流活動は、今後も継続すべきである。



Ⅱ　分野別施策

項目

事業名 ③ 担当部署 福祉課

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

・障がい者大運動会については、団体と協力し、今後も引き続き支援を実施
する。
・みんなのチャレンジアート展は、講演内容等を市民の方に関心が持てる内
容で実施し、来場者数の増加を図るための支援を行い、当該事業を実施して
いく。
・ふくしフェスティバルについては、今後も引き続き関係機関と連携し、実
施していく。

実
施
内
容

・障がい者大運動会の開催
　日　時：平成30年10月21日（日）９時～１６時
　場　所：大野城市北コミュニティーセンター
　参加者：275人（前年度：250人）
　内　容：障がい者が主役の運動会の実施
　主催：大野城市身体障がい者福祉協会、大野城市手をつなぐ育成会
　　　　大野城市母子寡婦福祉会、大野城市障害者施設団体連絡協議会
　後援：大野城市、大野城市社会福祉協議会
　　　　大野城市ボランティア連絡協議会、大野城ライオンズクラブ
・みんなのチャレンジアート展
総参加人数：1,161人（前年度：1,030人）
①作品展
　会場：大野城まどかぴあ多目的ホール
　日時：11月29日（木）～12月4日（火）　１０時～１９時
②ワークショップ「自分だけのハーバリウムを作ろう！」
　会場：大野城まどかぴあ１階ギャラリーモール
　日時：12月1日（土）10時～12時
　講師：小林京子（こばやし造形教室）
③講演会「フェルメール～無言の叫びと可能性の芸術」
　会場：大野城まどかぴあ２階小ホール
　日時：12月2日（日）１３時～１５時
　講師：福森　伸（しょうぶ学園総括施設長）※手話通訳付き
④販売
　関連グッズ（ポストカード、小物等）及び展示作品を会場で販売
・ふくしフェスティバル
・開催日：11月25日（日）
・来場者数：7500人
・内容：障がい者施設やボランティア、小学校児童等によるステージ
（まどかぴあ大ホール・ギャラリーモール）や福祉団体による出店な
ど。

担当
課課
題

　全ての事業において来場者数は年々増加しており、イベントも周知さ
れてきている。今後も来場者数を増加させる企画を検討し、実行委員会
を通じて支援していく必要がある。

30年度
実績

５　障がい者に関する問題

障がいのある人の社会参
加と交流活動の開催

内容
障がい者関係団体との交流を促進し、障がいのある人が、より多くの社会参
加や交流のできる機会を設ける。

主な取り
組み

◇障がい者大運動会の開催
◇みんなのチャレンジ・アート展の開催
◇ふくしフェスティバルの開催



Ⅱ　分野別施策

30年度実
績につい
ての評価

担当課
回答

　今後は、障がいのある人の生涯学習についても調査研究していきたい。

　30年度の自己評価の判定（　　Ａ　　）
　理由：来場者数が増加し、イベント内容の評価も良いため

31年度
取り組み

・障がい者大運動会については、団体と協力し、今後も引き続き支援を実施
する。（10月中旬を予定）
・みんなのチャレンジアート展については、来場者数は増加しており、今後
も引き続き来場者を増やすための支援を実施していく。（11月中旬頃を予
定）
・ふくしフェスティバルについては、関係機関と連携し実施する予定（12月1
日開催予定）

審議会
意見

・チャレンジアートの来場者が年々増加しているのはいいことであるが、そ
のアートを出品する側になりたい人が学べる場所があることが望ましい（ま
どかぴあ生涯学習センターで、障がい者に向けた講座を（短期～1年位でも）
開いてもらいたいという声が聞かれる）。



Ⅱ　分野別施策

項目

事業名 ④ 担当部署 福祉課

30年度実
績につい
ての評価

※2013（平成25）年6月制定。正式名称は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」。施
行は一部の附則を除き平成28年4月からとなっている。

　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：手話通訳者の窓口設置など、合理的配慮を適宜実施し、問題なく業
務ができているため

31年度
取り組み

・障害者差別解消法に関する研修を新規採用職員に対して実施
・障がい者差別事象に対する相談対応
・障がい者に対する合理的配慮の提供
・障がい者週間（12月3～9日）にあわせて、市広報に記事を掲載

審議会
意見

　「30年度実績の実施内容」欄に、「合理的配慮の提供を実施している」と
あり、「30年度実績についての評価」欄の理由にも同様の記載があるが、具
体的にはどのような事象か。その記載はしないでよいか。

担当課
回答

　審議会意見のとおり、見直すものとする。

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

・障害者差別解消法に関する研修を新規採用職員に対して実施
・障がい者差別事象に対する相談対応
・障がい者に対する合理的配慮の提供

30年度
実績

実
施
内
容

・4月4日（水）に新規採用職員（18名）に対して、障がい者差別解消法
に関する理解を深めるための研修を実施した。
・相談対応
　平成30年度の相談件数：0件
・職員対応要領により各課業務に応じた合理的配慮の提供を実施してい
る。

担当
課課
題

　一般市民の障害者差別解消法に関する理解を深めるため、法律等を周
知していくことが必要である。

５　障がい者に関する問題

障がい者に対する差別
解消のための取り組み
の推進

内容

関係機関と連携しながら、障がいを理由とする差別の解消を図るとともに、
市民から相談対応をはじめとして、障害者差別解消法（※）に基づく取り組
みを行う。

主な取り
組み

◇障がい者差別事象に対する相談対応
◇市各種サービスにおける障がい者に対する合理的配慮の提供



Ⅱ　分野別施策

項目

事業名 ⑤ 担当部署 福祉課

30年度実
績につい
ての評価

担当課
回答

　審議会意見のとおり、事業を推進する。

「30年度取り
組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記してい
ます

・障がい者（児）基幹相談支援センターを設置し、さらにきめ細かな対応を行って
いく。
・大野城市障がい者自立支援協議会ネットワーク会議では、各分野ごとに会議を実
施していく。

30年度
実績

実
施
内
容

・障害者虐待防止センターの運営を兼ねた障がい者（児）基幹相談支援セン
ターを設置し、虐待等の通報があった際は担当職員がすぐに動ける体制を整備
している。
・自立支援協議会の開催
　◆筑紫地区自立支援協議会
　・会議回数：全体会（年２回）、相談支援部会（年６回）、権利擁護部会
（年６回）、事務局会議（年12回）
　・会議内容：全体会では協議会全体に関する報告等、各部会では困難ケース
等の事例検討、事務局会議では筑紫地区で連絡調整事項を行った。
　◆大野城市障がい者自立支援協議会ネットワーク会議
　・全体会（年６回）、障がい児部会（年２回）、就労部会（年10回）の会議
を開催した。
　・各部会の会議内容は、障がい福祉における課題や制度の情報共有
　・会議参加者…50の障がい関連団体の自由参加

担当
課課
題

・障がい者（児）基幹相談支援センターを設置したことにより、きめ細かな対
応ができている状況である。
・大野城市障がい者自立支援協議会ネットワーク会議において、虐待対応スキ
ルの向上を図る必要がある。

　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：基幹相談支援センターを設置するとともに自立支援協議会を目標ど
おりに開催したため。

31年度
取り組み

・障がい者（児）基幹相談支援センターの円滑な運営を実施していく。
・大野城市障がい者自立支援協議会ネットワーク会議において、虐待対応スキル向
上の研修会を検討していく。

審議会
意見

　担当課課題を踏まえ、事業を推進していくこと

５　障がい者に関する問題

障がい者虐待防止のた
めの取り組みの推進

内容
関係機関や近隣市町と連携しながら、虐待の早期発見と対応に努めるととも
に、情報の共有や事例検討・研究を行う。

主な取り
組み

◇障害者虐待防止センターの運営
◇自立支援協議会の開催



Ⅱ　分野別施策

項目

事業名 ① 担当部署
ふるさとにぎわい課
人権男女共同参画課

６　日本に居住する外国人に関する問題

市民を対象とした国際
理解を深める事業の開
催

内容
外国の異なる文化や生活習慣などへの理解を深めるための、講座や交流事業
などを実施する。

主な取り
組み

◇スピーチコンテストの実施
◇国際交流協会と連携した各種事業の実施

担当
課課
題

【ふるさとにぎわい課】
・申込校の片寄り
・英語部門（大学生の部）の参加周知
上記２点を第６回で改善していく必要がある。

【人権男女共同参画課】
　2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催により、外国人
との交流の機会がより増加していくことが想定されるため、引き続き「多文化
共生」をテーマに取り上げた内容について、講座を実施する事を検討する必要
がある。

30年度
実績

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

・会場への導線を再検討する。
・引続き、国際交流協会と密接に情報共有を図りながら、本市の国際化の推進に努
める。

実施
内容

【ふるさとにぎわい課】
・30年度で５回目となる「英語・日本語スピーチコンテスト」を実施し、日本
語部門９名、英語部門中学生の部６名、高校生・大学生の部４名が「私が思う
国際交流」について、スピーチを行った。
・29年度に引続き、まどかフェスティバル及びＪＩＣＡ九州による異文化体験
型事業を同時に実施したことにより、多くの方に異文化に触れてもらい、国際
協力活動の啓発をすることができた。
　また、平成30年度は、日本語司会に加え、ＡＬＴによる英語司会を盛り込ん
だことにより、ネイティブな言語に触れる機会を提供することができた。
・国際交流フェスティバルでは、スリランカカレーの販売や、スリランカ協会
によるバンドパフォーマンスステージを行い、国際色豊かな内容で実施した。

【人権男女共同参画課】
　人権をまなぶ講座において外国人の人権についての講座を実施した。
（第２回）外国人の人権
開催日：10月20日
場　所：東コミュニティセンター　研修室1･2
参加者数：13名
講　師：吉谷　武志
　　　　（NPO法人ともに生きる街ふくおかの会　理事長）
演　題：「『地域での異文化間交流を深めるために』
　　　　　～外国人から地域住民へ～」
（その他事業詳細は、「参考9」参照）



Ⅱ　分野別施策

30年度実
績につい
ての評価

担当課
回答

(1)〔ふるさとにぎわい課・人権男女共同参画課〕　審議会意見のとおり、事業を推
進する。
(2)〔ふるさとにぎわい課・人権男女共同参画課〕　現在行っている交流事業の周知
方法については、頂いたご意見を参考に関係団体と協議を行っていく。
(3)〔ふるさとにぎわい課・人権男女共同参画課〕　審議会意見のとおり、事業の実
施においては、人権侵害を行った加害の歴史についても配慮した内容となるよう検
討する。

【ふるさとにぎわい課】　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：回を重ねるごとに見えてくる課題が、年々改善されているため。

【人権男女共同参画課】　30年度の自己評価の判定（　　Ｃ　　）
　理由：参加者からのアンケート結果で、「よかった」との回答が多くあっ
た（約77％、10名）が、参加者が今年度に実施した全6回の講座の中で一番少
なかったため。

31年度
取り組み

【ふるさとにぎわい課】
・課題改善に向けた事業周知
・実施事業内容の向上
・国際関係団体と連携し、幅広く市の国際化を推進する。

【人権男女共同参画課】
　外国人の人権を扱った市民向け講座の実施の際には、時流にあったテーマや講演
内容について検討を行う。

審議会
意見

(1)スピーチコンテスト・国際交流協会と連携した各種事業の実施は、非常に良いと
思われる。又、各地域の祭りに呼び日本文化を知らしめる事も大事である。（各国
の文化に触れる事は、大事である。）
(2)近年、スーパーマーケットやコンビニエンスストアで、日本語以外の言語を耳に
する事が多くなっているので、交流事業のポスターやチラシを店に掲示する等し
て、参加者募集を行うことが望ましい。
(3)過去に、日本が外国に対して、人権侵害を行った加害の歴史についても、学習の
機会をもつことが望ましい。



Ⅱ　分野別施策

項目

事業名 ② 担当部署 教育指導室

30年度実
績につい
ての評価

６　日本に居住する外国人に関する問題

小・中学校における国
際教育と英語教育の充
実

内容
外国人による語学指導等を通じて、小・中学校の国際理解のための教育や英
語教育の充実を図る。

主な取り
組み

◇ALT（外国人指導助手）の配置

担当課
回答

　審議会の意見のとおり実施する。時流にあったテーマの設定については、
今後の調査研究としたい。

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

・小学校１校、中学校１校でALTを活用した外国語活動、英語の研究授業を行
い、生徒のコミュニケーション能力を高める授業実践の研修を行う。
・大野南小・平野小・月の浦小で小学校英語教育体制整備事業を受け、エリ
アマネージャーによる授業支援・授業指導を行う。

30年度
実績

実施
内容

・小学校１校において２回外国語活動、英語の研究授業を行い、授業実
践の研修を行うことができた。
・エリアマネージャーによる授業支援･授業指導を受け、授業づくりに
役立てることができた。

担当
課
課題

　小学校で２回研究授業を行ったため、中学校においての研究授業は実
施できなかった。

　30年度の自己評価の判定（　　Ｃ　　）
　理由：当初の計画とは変更になり、中学校で研究授業を実施しなかったた
め。

31年度
取り組み

　中学校において外国語の研究授業及び研修を実施

審議会
意見

　中学校での外国語の研究授業及び研修を実施すべきである。（内容の検討
の要がある。例：災害時の英語対応など時流にあったテーマの設定など）



Ⅱ　分野別施策

項目

事業名 ③ 担当部署 ふるさとにぎわい課

30年度実
績につい
ての評価

６　日本に居住する外国人に関する問題

日本語及び日本文化へ
の理解の促進

内容
外国人を対象とした日本語講座の開催や市民との交流の中で、外国人が日本
文化や生活習慣を学ぶ場を提供する。

主な取り
組み

◇国際交流協会との連携による日本語講座の開催

担当課
回答

　審議会意見のとおり、事業を推進する。

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

　本講座の周知のため、外国人市民が転入手続の際に受け取る「ONOJOウェル
カムパック」に協会パンフレット及びことばの交流ひろばのチラシを封入す
るほか、Joe's Newsや協会ウェブサイトを通じてのPRを行う。

30年度
実績

実
施
内
容

平成30年度記載のＰＲは、１度雨天により開催できなかったが、その他
は、全て開催することができた。
また、ふるさとにぎわい課・安全安心課による防災教室（出前講座）を
実施し、災害時の対応や、不測の事態における備えを学ぶ機会を設け
た。

担当
課課
題

民間企業からの外国人技能実習生のまとまった人数の受け入れ等によっ
て、受講生の人数は安定してきたが、今後も受講生が継続して参加した
くなるような講座・交流のテーマを検討する必要がある。

　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：ＰＲ及び防災啓発を行うことができたため。

31年度
取り組み

・事業周知を強化する。（「ONOJOウェルカムパック」への封入、Joe's News
や市ホームページへの掲載、県などへの情報提供）
・国際交流団体が主催する日本語教室等の事業周知を行う。

審議会
意見

　担当課課題を踏まえ、事業を推進していくこと



Ⅱ　分野別施策

項目

事業名 ④ 担当部署 こども未来課、ふるさとにぎわい課

６　日本に居住する外国人に関する問題

青少年の国際交流事業
の推進

内容
青少年の国際理解を深めるため、国際交流事業を実施するとともに、民間団
体による文化交流を支援する。

主な取り
組み

◇中学生・高校生交流の翼事業の実施
◇国際交流協会との連携による青少年の国際交流事業の支援

「30年度
取り組
み」
※前年度
実績報告
書から転
記してい
ます

【こども未来課】
　（公財）国際青少年研修協会と連携して事業を実施することとしている。研修先
は前年度と変わらず、オーストラリアのバサーストで行う。また、前年度は学校訪
問の日数が少なかったため、今年度はその日数を増やしたい。その他、社会学習の
ための老人ホームや市役所訪問のプログラムについても昨年度と同様に実施する予
定である。

【ふるさとにぎわい課】
・青少年育成事業の軸となる世代の参加を促すため、コミュニティセンターや学校
等と連携を図り、イベントのポスター掲示等を実施する。
・公益財団法人オイスカ西日本研修センターでの農業体験・郷土料理教室を引続き
行い、交流を深めていく。
・バーモンド州からの高校生ホームステイを受け入れ、文化体験を通じて協会員と
の交流を深める。

30年度
実績

実
施
内
容

【こども未来課】
　「中学生・高校生交流の翼」事業においては、（公財）国際青少年研修教会
と連携してオーストラリアのバサーストでのホームステイ（本研修）のプログ
ラムに留まらず、事前･事後研修の中でも、オーストラリアと日本の文化など
の違いについて調べ学習を行うなど、自ら知り、考える研修をとおして他国の
文化理解を深めた。
　また、オーストラリア滞在中は学校訪問の日数を増やし、社会学習のための
老人ホームや市役所訪問のプログラムについても、昨年度と同様に実施した。
　事前研修５回、本研修９泊10日で、そのうち７泊８日をホストファミリー宅
でのホームステイ、事後研修４回行いその後、大野城心のふるさと館にて報告
会を行った。

【ふるさとにぎわい課】
・7/1 国際交流協会の青少年育成事業に係る協会員を中心に公益財団法人オイ
スカ西日本研修センターにて、農業体験や海外実習生の郷土料理を学ぶ機会を
設け、国際交流や相互理解に対する意識の向上を図った。
・7/21～29 アメリカ・バーモンド州の高校生ホームステイを受け入れ、習字
やレクレーション等の交流活動を行った。
・12/15、16 若者会員の企画によりクリスマスキャンプを開催し、外国人留学
生との交流を深めた。

担当
課課
題

【こども未来課】
　団員報告会の周知・PR方法や実施場所などの機会をとおして、団員以外の青
少年に対する研修効果の波及を拡大していく必要がある。
　また、他の青少年育成団体や国際交流団体への積極的な参加を繋げていくこ
とで、研修の効果を一過性のものにしない工夫も必要である。

【ふるさとにぎわい課】
若者会員が受験・進学のために、活躍がやや限定的となりつつあるため、教育
機関を通して参加を呼び掛ける必要がある。



Ⅱ　分野別施策

30年度実
績につい
ての評価

担当課
回答

　審議会意見のとおり、事業を推進する。

【こども未来課】　30年度の自己評価の判定（　　Ａ　　）
　理由：国による文化や習慣の違いを実感し、団員の豊かな国際感覚を育成
することができたため。

【ふるさとにぎわい課】　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：予定の事業を実施し、交流の場の提供を行うことができたため。

31年度
取り組み

【こども未来課】
　今年度は、昨年度と同様に（公財）国際青少年研修協会と連携して事業を
行うこととしている。研修先をオーストラリアのオレンジに変更して行う。
また、キャッスルヒルハイスクールとの交流も行い、交流を絶たないように
する。

【ふるさとにぎわい課】
・青少年育成事業の軸となる世代の参加を促すため、コミュニティセンター
や学校等と連携を図り、イベントのポスター掲示等を実施する。
・公益財団法人オイスカ西日本研修センターでの農業体験・郷土料理教室を
引続き行い、交流を深めていく。
・バーモンド州からの高校生ホームステイを受け入れ、文化体験を通じて協
会員との交流を深める。

審議会
意見

　担当課課題を踏まえ、事業を推進していくこと



Ⅱ　分野別施策

項目

事業名 ⑤ 担当部署 ふるさとにぎわい課

30年度実
績につい
ての評価

・今年度も外国語ができる職員の登録を行っており、窓口翻訳対応の体制を継続・
強化していく。
・防災講座については、日本で生活する外国人の防災意識の向上に有効と考え、国
際交流協会等関係団体の協力を得ながら今年度も実施を検討する。
・国際化推進プランの改定に伴うアンケート調査等を通じて得た情報を活用し、き
め細やかな行政サービスを提供できるよう内容を検討する。

６　日本に居住する外国人に関する問題

外国人に対する生活情
報等の提供の充実

内容
各種申請書、生活情報や防災情報などの外国語への翻訳や手続きの際に市役
所窓口での通訳等の支援を行う。

主な取り
組み

◇外国人向け行政情報の作成・発信支援
◇各種申請書の翻訳版の作成支援
◇外国語対応可能職員による窓口での通訳による支援

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

　担当課課題を踏まえ、事業を推進していくこと

　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：「大野城市国際化推進プラン」に基づいて、事業実施できたため。

担当課
回答

　審議会意見のとおり、事業を推進する。

30年度
実績

実施
内容

・外国語ができる職員の把握を行い、国際化推進員と併せて、通訳が必要な外
国人の市役所窓口対応を実施した。（窓口通訳派遣件数88件（通訳対応課すべ
て含めると114件））
・３月に中央コミュニティセンターにおいて、ハザードマップを使用した外国
人向け防災教室をふるさとにぎわい課、安全安心課共同出前講座として実施し
た。（主催は本市国際交流協会）
・平成25年3月より、転入手続きで来庁した外国人に「ＯＮＯＪＯウェルカム
パック」を配布しているが、配布物の一つである「外国人のための生活情報ガ
イドブック」（英語・中国語・韓国語）は、毎年度末に関係課に照会し、内容
を修正している。30年度中にも内容を修正し、31年度版として改訂版を作成し
た。
・外国人も休日・夜間診療当番医の情報を得ることができるよう、市HP「外国
人のためのお役立ち情報｣ページに情報を掲載するようにした。

担当
課課
題

・各種申請書は、多岐にわたりかつ法令等の変更により随時更新が行われるた
め、各所管課との協力による窓口での、対象者個々の実情に応じた翻訳対応を
充実させる必要がある。
・防災講座は、日本人にとって基礎的な内容でも、地震等の災害に不慣れな外
国人には大きな効果があることを実感しており、継続実施していくことが重要
だと考える。

31年度
取り組み

・国際交流協会や日本語学校などと連携して、大野城市総合防災マップを活用しな
がら、防災啓発事業を行う。
・市職員の外国語通訳・翻訳登録者制度の推進強化に加え、１階窓口での翻訳器機
などの導入を行い、サービス向上を図るとともに、研究・検討を行っていく。

審議会
意見



Ⅱ　分野別施策

項目

事業名 ① 担当部署 人権男女共同参画課

３０年度実
績について
の評価

※新聞、テレビ、インターネットなどのメディアの特性や利用方法を正しく理解し、メディアを流れる情報
を取捨選択して活用する能力。

　３０年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：上記の担当課課題で述べたように、一部の参加者からの指摘はあっ
たが、参加者全体の90％以上が、研修に対する理解度を「おおむねわかっ
た」「よくわかった」と回答をしており、参加者からの評価は上々であっ
た。

３１年度
取り組み

　企画を行う際には、研修会全体の時間配分やバランスを検討しながら、実
施内容を検討する。

審議会
意見

　担当課課題を踏まえ、事業を推進していくこと

担当課
回答

　審議会意見のとおり、事業を推進する。

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

　昨今、インターネットによる人権侵害の問題がメディア等でも扱われてい
るため、今後当該問題についてテーマとして掲げ、研修や講演会にて市民へ
周知を行う。平成30年度の「コミュニティ別人権・同和問題研修会」の実施
においては、市職員による「スマホ・ネット時代の人権・同和問題」につい
ての説明を行うこととしている。

３０年度
実　績

実
施
内
容

　コミュニティ別人権・同和問題研修会を開催し、市民等への啓発を
行った。
　《テーマ》「今だからこそ　考えよう」
　《対象》　市民、企業、市職員、教職員
開催日：7月3,5,10,12日
　　　　（天候不良により、3日と5日は中止）
場所：市内４地区のコミュニティセンター
内容：①人権男女共同参画課職員による説明・提起
　　　　「スマホ・ﾈｯﾄ時代の人権・同和問題」
　　　　※途中、上記内容に沿ったDVD
　　　　　「あなたに伝えたいこと」を上映。
　　　②人権問題や人権教育に精通した講師による講話
　　　　「明るい社会をめざして」
　　　（事業詳細は、「参考1」参照）

担当
課課
題

　内容について、参加者から「一つ一つの内容は良かったが、問題提
起・DVD・講話の組み合わせは盛り沢山すぎる」との指摘があった。こ
のような指摘も参考にしながら、内容について全体の構成を考えていく
必要がある。

主な取り
組み

◇情報モラルやメディアリテラシー（※）に関する研修や啓発の実施

７　インターネットによる人権侵害に関する問題

情報モラルに関する市
民への啓発の推進

内容
市民向け研修や啓発資料配布により、インターネットによる人権侵害の現状
を伝えるとともに、情報モラルについての啓発を行う。



Ⅱ　分野別施策

項目

事業名 ② 担当部署 教育指導室

30年度実
績につい
ての評価

７　インターネットによる人権侵害に関する問題

学校におけるインター
ネット教育の推進

内容
小・中学校において、パソコンを使用した授業を通じて、インターネットの
正しい利用方法について指導する。

主な取り
組み

◇パソコンを活用した情報教育の推進

担当課
回答

　審議会の意見のとおり、情報モラルの推進を図る。

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

　引き続き教育活動全体を通して、（主にインターネットやSNSにおける）児
童生徒の情報モラルの向上を図っていく。

30年度
実績

実施
内容

　小学校の総合的な学習の時間、中学校の技術科の時間において、情報
モラル等に関する学習を行った。

担当
課課
題

　特定の教科に限らず、教育活動全体を通して計画的に学習を仕組むこ
とが必要である。

　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：計画通りに実施できたため。

31年度
取り組み

　パソコンを活用した情報教育の推進。

審議会
意見

　近年、SNS等でいじめ・誹謗中傷が多いと聞くので、子ども時代から正しい
インターネット使用に関する研修を通じて学ぶ事は、重要である。



Ⅱ　分野別施策

項目

事業名 ③ 担当部署 教育指導室

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

30年度実
績につい
ての評価

７　インターネットによる人権侵害に関する問題

保護者に向けた啓発の
推進

内容
インターネットによるいじめ等から子どもたちを守るために、保護者に対し
て、正しい知識を対応についての啓発を行う。

主な取り
組み

◇子どもたちのインターネット等の使用に関する保護者への研修・啓発の実
施

担当課
回答

　審議会意見のとおり、事業を推進する。

　スマートフォンを所持する児童生徒の数も増えていることから、さらに各
小・中学校において、情報モラルを高める学習を継続して行う。また、保護
者に対しても啓発を行うために「保護者と学ぶ児童生徒の規範意識育成学
習」を実施する。

30年度
実績

実
施
内
容

　保護者と学ぶ規範意識学習会等でインターネットやＳＮＳによる被害
や防犯に関する学習を行い、保護者へも啓発を進めることができた。

担当
課課
題

　規範意識学習会だけでなく、学校だより等を活用した継続的な啓発が
必要である。

　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：計画通りに実施できたため。

31年度
取り組み

　子どもたちのインターネット等の使用に関する保護者への研修・啓発の実
施

審議会
意見

　担当課課題を踏まえ、事業を推進していくこと



Ⅱ　分野別施策

項目

事業名 ① 担当部署 人権男女共同参画課

３０年度実
績について
の評価

８　その他の人権問題

市民を対象とした講演
会・研修会等の開催

内容
多様な人権問題について、市民の理解を深めるための講演会や研修会を開催
する。

　30年度の自己評価の判定（　　Ｃ　　）
　理由：人権週間講演会については、期待以上の参加者が集まらず、想定し
ていた参加者数250名と比べて、185名の参加者しか集まらず、また人権をま
なぶ講座についても、想定していた30名程度の参加者と比べて、20人に満た
ない人数しか参加がなかったため。

主な取り
組み

◇各種人権問題に関する講座・研修会の実施

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

・人権週間講演会では、幅広くテーマや講演方式を検討し、参加者数及び参
加者の満足度が高まる講演を実施していく。
・人権をまなぶ講座では、大野城市で近年取り上げていなかったテーマにて
開催するなど、さまざまな人権問題について市民へ周知し、人権意識の更な
る涵養へ向けて実施する。
・両事業において、上記取り組みを実施し、過去に受講したことがない新規
参加者についても興味を引かせるような事業内容を検討する。

３０年度
実　績

実施
内容

　人権週間（12月4日～10日）に併せて、人権週間講演会を実施した。
　開催日：12月10日
　場　所：大野城まどかぴあ　多目的ホール
　参加者数：185名
　演　題：講演「『車いすテニス』に学んだこと」
　講　師：前田　恵理（一般社団法人　日本車いすテニス協会 会長）

　人権をまなぶ講座において犯罪被害者の人権についての講座を実施し
た。
（第３回）犯罪被害者の人権
　開催日：11月17日
　場　所：中央コミュニティセンター　研修室1･2
　参加者数：19名
　講　師：浦　尚子（（公社）福岡犯罪被害者支援センター　専務理事
兼センター長）
　演　題：「犯罪被害者支援活動を通じて」
　（その他事業詳細は、「参考9」参照）

担当
課課
題

　人権週間講演会、人権をまなぶ講座ともに、全体的に「過去に同事業
を受講したことがある」と答えた参加者の割合が多く、参加者の固定化
が目立つ。引き続き、参加者からより深い共感や人権問題に対する関心
が得られるよう、テーマ設定等工夫すると同時に、新規の参加者の増加
が必要である。



Ⅱ　分野別施策

３１年度
取り組み

・人権週間講演会では、幅広くテーマや講演方式を検討し、参加者数及び参
加者の満足度が高まる講演を実施していく。
・人権をまなぶ講座では、大野城市で近年取り上げていなかったテーマにて
開催するなど、さまざまな人権問題について市民へ周知し、人権意識の涵養
を図る。
・両事業において、上記取り組みを実施し、過去に受講したことがない新規
参加者についても興味を抱かれるような事業内容を検討する。

審議会
意見

・社会問題として広く理解をしてほしいテーマの講座を開催することが望ま
しい。また、事前の効果的な開催周知方策を検討することが望ましい。

担当課
回答

・講座や講演会等においては、社会問題として広く理解をして欲しいテーマ
を選定するよう留意する。
・また、関係団体への参加の呼びかけの他、市広報、市ホームページ、市
SNS、チラシの配付、ポスターの掲示、各種イベントでの案内、周知等を通じ
て、市民への広い参加を周知するものとする。



Ⅱ　分野別施策

項目

事業名 ② 担当部署 教育指導室、人権男女共同参画課

30年度実
績につい
ての評価

８　その他の人権問題

様々な人権問題に関す
る教育の推進

内容
様々な差別で苦しんでいる人がいることを学び、正しい問題意識を持つ子ど
もたちを育成する教育を推進する。

主な取り
組み

◇人権・同和教育に関する副読本や学習教材を活用した教育実践

【教育指導室】　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：計画通り実施できたため。

【人権男女共同参画課】　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：計画通りに実施することができたため。

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

【教育指導室】
・大野城市社会科基底カリキュラムの中学校版を改訂する。
・大野城市社会科基底カリキュラムを活用した公開授業後に研修会を実施。
【人権男女共同参画課】
・「人権の花」運動は、ひまわりを育てる過程の中で生命の尊さを実感させ、児童
へ基本的人権尊重の精神を身に付けてもらう。
・「人権教室」では、人権啓発ビデオを使用して「やさしさや相手の気持ちを思い
やる心」「いじめをやめさせる勇気」など人権尊重に対する意識を学んでもらう。

30年度
実績

実
施
内
容

【教育指導室】
・中学校社会科基底カリキュラムは検討委員会を開催し、改訂を図ることがで
きた。
・人権同和教育研究発表会において、大利中ブロックが基底カリキュラムを
使った授業を公開した。

【人権男女共同参画課】
　人権擁護委員や学校と連携して「人権の花」運動及び「人権教室」を行っ
た。

・「人権の花」運動
実施学校：月の浦小学校
実施学年：3年生（3クラス101名）
内容：ひまわりの栽培を通して、生命の尊さを実感し、その中で、豊かな心を
はぐくみ、やさしさと思いやりの心を体得する。

・「人権教室」
実施学校：大利小学校
実施学年：4年生（4クラス145名）
内容：ビデオ教材を使用して、小学生が自分なりの考えをまとめることで、
「いじめ」の問題を自分の問題として考え、人権尊重の意識を養う。
生徒からは、ビデオに対し積極的に意見が発表され、実施後に感想文を作成し
てもらった。昨年度と同様、保護者参観日に実施したため、保護者に対しての
啓発も行うことができた。

担当
課課
題

【教育指導室】
　「かがやき」「あおぞら」「あおぞら２」（副読本等）を活用した授業の計
画と実施を行う必要がある。

【人権男女共同参画課】
　引き続き、豊かな人権感覚をもった児童の育成のため、児童への人権教育を
継続する必要がある。



Ⅱ　分野別施策

担当課
回答

　審議会意見のとおり、事業を推進する。

31年度
取り組み

【教育指導室】
　人権・同和教育に関する副読本や学習教材を活用した教育実践

【人権男女共同参画課】
・「人権の花」運動は、ひまわりを育てる過程の中で生命の尊さを実感さ
せ、児童へ基本的人権尊重の精神を身に付けてもらう。（実施学校：大野小
学校）
・「人権教室」では、人権啓発ビデオを使用して「やさしさや相手の気持ち
を思いやる心」「いじめをやめさせる勇気」など人権尊重に対する意識を学
んでもらう。（実施学校：平野小学校）

審議会
意見

　担当課課題を踏まえ、事業を推進していくこと



Ⅱ　分野別施策
項目

事業名 ③ 担当部署
人権男女共同参画課
すこやか長寿課

８　その他の人権問題

県や関係団体等と連
携・協力した取り組み
の推進

内容
県や支援団体等と連携した市民への啓発活動を推進するとともに、県等が実
施する多様な人権課題に関する研修会への職員の積極的な参加を進めてい
く。

主な取り
組み

◇県と連携したポスターやリーフレットなどの活用による啓発の実施
◇県が実施する事業等への参加と市広報等による情報提供

「30年度
取り組み」
※前年度実
績報告書か
ら転記して
います

【人権男女共同参画課】
　市民に対しては、ポスター等の配布を行い、福岡県等の実施する事業に参加を促
す等、啓発活動を進めていく必要があり、職員に対しては、引き続き事業の周知を
行い、より多くの参加について進めていく必要がある。
【すこやか長寿課】
　県が実施する事業の市広報等による情報提供を行う。

30年度
実績

実
施
内
容

【人権男女共同参画課】
　県が開催する、７月の「同和問題啓発強調月間」に開催する、「福岡県同和
問題啓発強調月間講演会」への参加および12月4日から10日までの「人権週
間」に開催する、「福岡県人権週間講演会」への参加を、市職員へ通知した。
　また、ポスター、チラシ等についても、下記の配布先へ案内を行った。

「福岡県同和問題啓発強調月間講演会」
開催日：7月21日
場　所：クローバープラザ
講演会テーマ：「部落問題と向き合う私たち～結婚差別を乗り越えて～」
内　容：オープニング「手拍子の花束～みんなでボディーパーカッション～」
　　　　出　演：久留米ボディーパーカッションクラブ

　　　　講　演「部落問題と向き合う私たち～結婚差別を乗り越えて～」
　　　　講　師：石井　眞澄、石井　千晶

配布数：ポスター37枚、チラシ200枚
配布先：小・中学校、公益財団法人大野城まどかぴあ、社会福祉協議会、すこ
やか交流プラザ、公民館、地域行政センター、市内銀行２店舗

「福岡県人権週間講演会」
開催日：12月8日
場　所：クローバープラザ
内　容：第1部　講演「きみが世界を変えるなら」
　　　　講　師：石井　光太（ノンフィクション作家）
　　　　第2部　人権作文　全国中学生人権作文コンテスト
　　　　　　　　　　　　福岡県大会表彰式・発表会

配布数：ポスター48枚、チラシ353枚
配布先：地域行政センター、小・中学校、保育所（園）、幼稚園、
　　　　社会福祉協議会、公益財団法人大野城まどかぴあ、
　　　　大野城心のふるさと館、すこやか交流プラザ

【すこやか長寿課】
 ・HIV検査普及週間（6月）及び世界エイズデー（12月）に伴う
　　 夜間エイズ検査の市広報およびポスターの掲示による周知



Ⅱ　分野別施策

30年度
実績

30年度実
績について
の評価

担当課
回答

　審議会意見のとおり、事業を推進する。

担当
課課
題

【人権男女共同参画課】
　職員の参加状況は把握できていないが、多くの職員に参加するように
促し、多様な人権問題に対しての認識を深め、現状を理解するように福
岡県等が実施する事業の案内を行う必要がある。

【すこやか長寿課】
　市民への県事業の分かりやすい周知に努める。

【人権男女共同参画課】　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：県の講演会開催にあたり、周知または職員への参加を促すことがで
きたため。

【すこやか長寿課】　30年度の自己評価の判定（　　Ｂ　　）
　理由：予定どおり年に２回広報やポスターによる周知を実施した

31年度
取り組み

【人権男女共同参画課】
　市民に対しては、ポスター等の配布を行い、県等の実施する事業に参加を
促す等、啓発活動を進めていく必要があり、職員に対しては、引き続き事業
の周知を行い、より多くの参加について進めていく必要がある。

【すこやか長寿課】
　県が実施する事業の市広報等による情報提供を行う。

審議会
意見

　担当課課題を踏まえ、事業を推進していくこと



（参考資料） 



（参考資料）具体的な個別事業の概要一覧
分野 事業名 平成30年度事業内容 担当課

人権全般 コミュニ
ティ別
人権・
同和問
題研修
会

テーマ「今だからこそ考えよう」
内容：①人権男女共同参画課職員による説明・提起
　　　　　「スマホ・ネット時代の人権・同和問題」
　　　　※途中、上記内容に沿ったDVD「あなたに伝えたいこと」を
上映した。
　　　　②人権問題や人権教育に精通した講師による講話
　　　　　「明るい社会をめざして」

※南コミュニティセンター（7月3日）
　北コミュニティセンター（7月5日）は天候不良により中止

中央コミュニティセンター（7月10日、参加者：172名）
①説明　大楠　和美　（人権男女共同参画課）
②発表　藤本　勝徳　（平野小学校　教諭）

東コミュニティセンター（7月12日、参加者：195名）
①説明　藤木　大介　（人権男女共同参画課）
②発表　田中　和徳　（筑紫地区同研連絡協議会事務局）

人権男
女共同
参画課

参考1



（参考資料）具体的な個別事業の概要一覧
分野 事業名 平成30年度事業内容 担当課

女性に関
する問題

男女平
等推進
センター
事業

※開催順

女性のための生涯を通じた健康支援事業
　ヘルシーエクササイズ講座
　　実施日：4月12日(木）～2月21日(木）全16回　参加者：1,289名
　　内　 容：「ヘルシーエクササイズ講座」藤　道子、船越　光子、
                                                     土井　孝子
　 　　　　「男女共同参画に関する学習会」啓発・事業サポーター

　女性の身体と心の健康を考える講座
　　実施日：①12月6日（木）　②平成31年1月24日（木）　参加者：72名
　　内　 容：①「女性特有の病気を考える
                 ～乳がん・子宮周辺がんのリアル～」
　　　　　　　　金城 舞
　　　　　　  ②「エクササイズでいきいき生活
                  ～インストラクターの元気のヒミツ～」
　　　　　　　　藤 道子、船越 光子

男女平
等推進
センター

再就職応援事業
　再就職チャレンジ講座
　　実施日：4月20日（金）～7月19日（木）全25回　参加者：286名
　　内 　容：「パソコン講習」　竹中 ひとみ
　　　　　　  「強みを活かし仕事に繋ぐ『キャリアデザイン』
 　　　　　　　　 　　　なりたい自分へ～keep！up！shape！」　中園 久美子
　　　　  　　「役立つコミュニケーション
　　　　　　　　      ～伝えるのは言葉、伝わるのは心～」　藤重 知子
　　　　  　　「就職活動準備をしよう」　山本 みゆき

　キャリアアップ講座 「今すぐ実践！ビジネススキルアップセミナー」
　　実施日：①平成31年2月9日（土）　②平成31年2月16日（土）全2回
　　参加者：116名
　　内　 容：①「アンガーマネジメントを学ぼう
    　                       ～怒りと上手にお付き合い！～」　大谷 香里
　　　　　     ②「人の顔と名前を覚えよう
    　                       ～記憶力アップでキャリアアップ！～」　松井 達治

地域女性リーダー育成講座
　実施日：5月12日（土）～2月23日（土）全12回　参加者数：172名
　内　 容：①開講式、オリエンテーション
　　　　　   　講演「市民の力が地域を創る」　古賀桃子
　　　  　   ②男女共同参画入門講座「わたしが変わると地域も変わる」
　　　　　　                                                                     中嶋 玲子
              ③私もあなたも笑顔で活動するための「コミュニケーション術」
　　　　　　                                                                     冨岡 郁雄
　　　　     ④　「みんなが活きるチーム作り～成果を出す会議の方法～」
　　　　　　　                                                                 吉田 まりえ
　　　　     ⑤～⑩演習 「あなたの『想い』をカタチにして地域で活動する」
　　　　　　　　　                                                      　佐々木 喜美代
　　　　     ⑪もっとわくわくする大野城をめざして！ 「活動計画発表会」
　　　     　⑫閉講式、交流会　                                    佐々木 喜代美

男女共同参画条例制定記念講演会
　実施日：5月19日（土）　参加者：58名
　内　 容：「男女共同参画--女性はどこで輝く？
　　　　　     　  『職場でも、地域でも、家庭でも』」    神﨑 智子

参考2



（参考資料）具体的な個別事業の概要一覧
分野 事業名 平成30年度事業内容 担当課

女性に関
する問題

男女平
等推進
センター
事業

あなたとわたしのための元気塾
　 実施日：5月26日（土）～8月4日（土）全3回　参加者：62名
　 内　 容：①「共に健やかに生きるために
　　　　　　　　　　　～性差医療をごぞんｌじですか?～」　樗木 晶子
　　　　      ②「経験者に学ぶ！
　　　　　　　　　　　　不安に打ち勝つ防災の備え」　　　德丸 宏美
　　　　    　③「ブラジル番長物語
　　　　　　　　　　　～経験を生かしたまちづくりと青少年支援～」
　　　　　　　                                                          吉永 拓哉

男女平
等推進
センター

アスカーラおでかけ教室
　 大野北小学校家庭教育学級
　　 実施日：5月30日（水）　参加者：13名
　　 演　題：「子どもの自立に役立つお金の話」

　 井の口Ｍs"クラブ
　　 実施日：6月16日（土）　参加者：33名
 　　演　題：「障がいと共に生きる～コカリナの音色を楽しもう～」

　 大野南小学校家庭教育学級
　　 実施日：7月11日（水）　参加者：21名
 　　演　題：「親から子に伝える性教育」

　 大野北小学校職員
　　 実施日：7月30日（月）　参加者：30名
 　　演　題：「小学校教諭のための捨てるから始めない整理術
　　　　　　　～プロが教える職場の環境整備～」

　 大野南小学校教養委員会
　　 実施日：10月5日（金）　参加者：17名
 　　演　題：「子どもとメディア」

　 平野小学校PTA教養・成人講座
　　 実施日：11月7日（水）　参加者：71名
 　　演　題：「叱り方・褒め方がうまい親になろう！
　　　　　　　～コミュニケーションがうまくいく秘訣は質問力にあり！～」

大野城市男女共生講座
　  実施日：8月3日（金）～11月20日（火）全4回　参加者：430名
　  内　 容：①「分かちあって夫婦円満
　　　　　　　  ～人生100年時代をハッピーに暮らす秘訣～」
　　　　　　    新垣 誠
　　　　   　  ②「『適材適食』
　　　　　　　    ～あなたに合った食べものをあなたに合った食べ方で～」
　　　　　　　 小園 亜由美
　　　　  　   ③館外研修「九州大学伊都キャンパス見学」
　　　　　　  　九州大学男女共同参画推進室　担当者
　　　　  　   ④「誰でもできる防災術～もしもに備えるいつも～」
　　　　　　 　 柳原 志保、林田 スマ

子育てママ応援事業
　　育休ママ＆パパの仕事復帰セミナー
　　実施日：9月1日、15日（土）　全2回　参加者：26名
　　内   容：①「スムーズに職場復帰を！ 赤ちゃんが寝てくれて、
　　　　　　　　自分の時間も取れる、ミラクル時間割・家事表作り」
　　　　　　　 　山本 ユキコ
　　           ②｢素直に伝える 身近な人とのコミュニケーション｣
　　　　　　　 　松井 美由紀

参考3



（参考資料）具体的な個別事業の概要一覧
分野 事業名 平成30年度事業内容 担当課

女性に関
する問題

男女平
等推進
センター
事業

　ママの元気チャージセミナー
　　実施日：11月6日（火）～11月30日（金） 全3回　参加者：74名
　　内　 容：①「動いてスッキリ！エクササイズでリフレッシュ」
　　　　　　　　土井 孝子
　　　　　     ②「知って安心！子育てママのためのマネーの話」
　　　　　　　　久恒 恵美子
　　　　     　③「家族が笑顔になる！片付けなさいという前に」
　　　　　　　　里舘 友子

男女平
等推進
センター

男性、子どものための男女共同参画事業
　“パパ時間”充実セミナー
　 実施日：10月7日（日）～10月20日（土）全3回　参加者：27名
　 内   容：①「パパのヨガ入門～心と体をリセットしよう！～」　山本 梓
　　  　　②「パパの家事入門～めざせ！アイロンがけと洗濯物たたみの
　　　　　　　達人～」　富永 由美
　　  　　③「パパのコーチング入門～子どもの信頼ゲットだぜ！～」
　　　　　　　吉村 伊織

 男性のためのブラッシュアップセミナー
　 実施日：1月26日(土）・2月7日（木）全2回　参加者：23名
　 内 　容：①講話「第2の人生の再設計」
　　　　　　　  調理実習　初めての料理入門
　　　　　      参加者同士の自由談話　　　　　吉田 清彦
              ②簡単介護入門　　　　　　　　　　  田上 美里

託児サポーターフォローアップ講座
　  実施日：11月1日(木）～2月13日（水）　参加者：36名
  　内   容：①「救命講習」春日・大野城・那珂川消防本部　救急隊員
　　　　       ②「子どもを見守る託児について学ぼう」三原 詔子

情報サポーターフォローアップ講座
　実施日：11月12日（月）　参加者：16名
　内   容：「事前取材・記事作成、記事講評・添削」　有村 千裕

啓発・事業サポーターフォローアップ講座
　実施日：1月15日（火）　参加者33名
　内   容：　「人前での話し方教室～想いを言葉にする～」　鮫島 宗哉

企業のための男女共同参画事業
　    実施日：1月17日（木）　参加者：19名
　    内   容：「レゴ シリアスプレイ 研修」　深月 敬子

市民グループ活動支援事業
　    実施日：8月6日(木）～2月15日(金）
　    内   容：
①主催：ふくおか県翼の会大野城
　　　実施日：9月15日(土)13：30～15：30
　　　演　 題：「フランスに学ぶ男女平等」
　　　講　 師：石橋美恵子
　　　参加者：42名

②主催：パパママちかっぱ応援団
　　　実施日：9月29日（土）13：30～15：30
　　　演　 題：「子どもの個性を知ろう！」
　　　　　　　　　～個性を活かすオリジナル子育て～
　　　講　 師：キタガタスグル
　　　参加者：19名
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（参考資料）具体的な個別事業の概要一覧
分野 事業名 平成30年度事業内容 担当課

女性に関す
る問題

男女平
等推進
センター
事業

③主催：高齢者支援プロジェクトげんきかい
　　　実施日：10月13日（土）14：00～15：30」
　　　演　 題：落語を聴いて大いに笑おう
　　　　　　　　　「小咄からひもとく男女共同参画」
　　　講 　師：粗忽家勘心
　　　参加者：86名

④主催：ままいる
　　　実施日：10月29日（月）
　　　　　　　　　一部　10：00～12：00　　二部　12：00～13：00
　　　演　 題：もう一度「私」と出会うワークショップ
　　　講　 師：井上恵美
　　　フォトグラファー：橘　ちひろ、田中藍子
　　　参加者：22名

男女平
等推進
センター

⑤主催：福岡友の会筑紫方面
　　　実施日：11月16日（金）10：30～14：00
　　　演　 題：「家事家計講習会」
　　　　　　　・家計簿を人生の伴走者に
　　　　　　　・「見つけよう！暮らしのヒント
　　　講　師：福岡友の会筑紫方面会員
　　　参加者：88名

⑥主催：大野城共生ネットワーク
　　　実施日：11月17日（土）13：30～15：30
　　　演　 題：「子どもの命を守る」
　　　講　 師：倉富史枝　他1名
　　　参加者：25名

⑦主催：女性会議大野城支部
　　　実施日：11月18日（日）13：30～15：30
　　　演　 題：「災害時の母子支援と産前産後ケア」
　　　講 　師：大庭きみ子
　　　参加者：10名

⑧主催：大野城女性の会
　　　実施日：12月15日（土）13：30～15：30
　　　演　 題：可能性を信じていきいき未来
　　　　　　　　　～共に輝く男女共生社会へ～
　　　講　 師：林田スマ
　　　パネリスト：石田尚久、日下部達矢、山下由紀子
　　　参加者：93名

・男女共同参画小・中学生図画ポスター・標語コンクール
　　  実施日：3月3日（日）   表彰者：7名
　  　内　 容：男女共同参画小・中学生図画ポスター・標語コンクール表彰式

アスカーラ共生フォーラム
　　　実施日：3月3日（日）実行委員会形式によるイベント
　　　講演会：「いつもチャレンジ精神で」
　　　講 　師：草野 仁
　　　参加者：588名
　　　実行委員活動者：154名
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（参考資料）具体的な個別事業の概要一覧
分野 事業名 平成30年度事業内容 担当課

子どもに
関する問
題

家庭教
育合同
講演会

教育振
興課

【第１回】（参加人数　112人）
　（平成30年6月14日（木）　大野城まどかぴあ　多目的ホール）
　・演題　「思いやりで社会を変える～飲酒運転ゼロへの思い～」
　・講師　  山本 美也子　氏（ＮＰО法人はぁとスペース代表理事）
　・講演概要
　非行と問題行動の課題解決のために、思春期の子どもたちの心
のサインを受け止め、子どもの自尊心を育て、存在を認め愛され
ているとわかってもらうことの重要性について講演。

【第２回】（参加人数　36人）
　（平成30年10月20日（土）　大野城総合福祉センター　大会議室）
　・演題　　「多様な性　～性同一性障がいについて～」
　・講師　  椎太　信　氏（GID Link 代表）
　・講演概要
　「こころの性」と「からだの性」との関係と性同一性障害（GID）の
特性を知り、性的マイノリティのことを理解し、共生するために支援
をするアライについて講演。

【第３回】（参加人数　96人）
　（平成31年1月24日（木）　大野城まどかぴあ　多目的ホール）
　・演題　「ひまわり先生の心の子育て実践法」
　・講師  米倉　けいこ　氏
　　　（九州女子大学非常勤講師、心理カウンセラー）
　・講演概要
　個々の子どもを理解し子育てに活かすためには、子どものストレ
スの種類と解消法について知り、情動調律（子どもの気持ちに合
わせること）が重要であることについて講演。
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（参考資料）具体的な個別事業の概要一覧
分野 事業名 平成30年度事業内容 担当課

高齢者に
関する問
題

長寿支
援課

シニア
大学(山
城塾)
（20講
座）

◇シニア大学（山城塾）の運営
・講座数全20講座　受講生数実人数　304人（のべ人数631人）
【定期講座】
１．タイトル　福岡の歴史と人物
　　講師：石瀧　豊美　　受講生：54人
２．タイトル 万葉の歌びと
　　講師：稲田　宰　　受講生：46人
３．タイトル 60歳からの健康生活
　　講師：上園 慶子　　受講生：30人
４．タイトル   環境と人に優しい技術で豊かに暮らす
　　講師：蛯原　健治　　受講生：10人
５．タイトル 手掘り戦国史「戦国武将たちの生き様」
　　講師：大澤　俊作　　受講生：22人
６．タイトル　天文学入門
　　講師：鴈野 重之　　受講生：34人
７．タイトル　『古事記』でみる古代史
　　講師：河村　哲夫　　受講生：64人
８．タイトル　これからの生き方に役立てよう「制御工学に学ぶ人生訓
話」
　　講師：熊丸　耕介　　受講生：11人
９．タイトル　身近な薬草・薬木・漢方薬
　　講師：正山 征洋薬　　受講生：16人
10．タイトル　新聞から「政治」を読み解くシリーズ４
　　講師：髙田　宏　　受講生：43人
11．タイトル　古事記―神話から市話へ―
　　講師：竹原　元凱　　受講生：40人
12．タイトル　三国志─東夷伝を読む─
　　講師：竹原　元凱　　受講生：31人
13．タイトル　筑前５女と三閨秀
　　講師：谷川 佳枝子　　受講生：30人
14．タイトル　船はなぜ浮くか　飛行なぜ飛ぶか
　　講師：中武　一明　　受講生：7人
15．タイトル　ちょっと寄り道・「雑学」の楽しみ　ＰＡＲＴⅡ
　　講師：深野 治　　受講生：54人
16．タイトル　日本の現近代史の再検討
　　講師：古田　重治　　受講生：19人
17．タイトル　みんなで理科の実験をしよう♪
　　講師：諸岡　成治　　受講生：8人
18．タイトル　健康寿命を考えよう（基礎Ⅰ）
　　講師：矢野　弘重　　受講生：21人
19．タイトル　健康寿命を考えよう（基礎Ⅱ）
　　講師：矢野　弘重　　受講生：26人
20．タイトル　みんなで学ぼう！大野城の歴史
　　講師：ふるさと文化財課職員　　受講生：65人

【スポット講座】
・九州国立博物館特別展３回
・単発講座４回
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（参考資料）具体的な個別事業の概要一覧
分野 事業名 平成30年度事業内容 担当課

人権全般 人権・同
和問題
啓発推
進
中級講
座

第1回　（9月18日、市役所）
演題：「ＤＶを理解する」
講師：椹木　京子　（ＮＰＯ法人博多ｳｨﾒﾝｽﾞｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ共同代表）
受講者：19名

第2回　（10月16日、市役所）
演題：「差別落書きと私たちの課題」
講師：星野　操（筑紫野市京町隣保館　館長）
受講者：20名

第3回　（11月13日、市役所）
演題：「メディアから見た人権・同和問題～どう対応するか～」
講師：中川　茂（ジャーナリスト（元西日本新聞論説委員長）
受講者：20名

第4回　（12月4日、市役所）
演題：「一人一人が大切にされるために」
講師：江口　幸児（福岡教育事務所　人権・同和教育室）
受講者数：15名

第5回
筑紫地区社会教育関係職員等同和問題研修会（市職員のみ参加）
日時・会場：　1月24日/2月19日　筑紫野市（生涯学習センター）・太宰府市（プラ
ム・カルコア太宰府）どちらか1回を選択
受講者：10名（市職員のみ）

第6回　（2月26日、市役所）
演題：「社会力で、つなぐ、かわる、まちのふうけい　～就学前からの教育ｺﾐｭﾆ
ﾃｨ～」
講師：中野　直毅（福岡県人権・同和教育研究協議会　副会長）
受講者：18名

人権男
女共同
参画課

人権全般 人権・同
和問題
啓発推
進
初級講
座

第1回　（9月20日、市役所）
演題：「人権が尊重されるまちづくりのために」
講師：江口　幸児　（福岡教育事務所　人権・同和教育室）
受講者：27名

第2回　（10月18日、市役所）
演題：「今だからこそ、考え・行動してほしいこと」
講師：溝口　一孝　（筑紫野市教育委員会　教育政策課）
受講者：26名

第3回　（11月15日、市役所）
演題：「私たちをとりまく人権・同和問題」
講師：藤木　大介（大野城市人権男女共同参画課）
受講者：24名

第4回　（12月6日、春日市ｸﾛｰﾊﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ）
演題：「福岡藩の部落史」
講師：竹森　健二郎（福岡県同和問題をはじめとする人権問題に係わる啓発研
修講師団講師）
ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ（福岡県人権啓発情報センター内の展示物見学）
受講者：22名

第5回　（1月17日、市役所）
演題：「子どもの権利と大人の関わり」
講師：百田　英子（NPO法人スペースde GUN （ぐんぐん） 理事長）
受講者：21名

第6回　（2月21日、市役所）
演題：「同和教育から広がる人権尊重のまちづくり」
講師：濱近　政和（糸島市前原公民館　館長）
受講者：23名

人権男
女共同
参画課
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（参考資料）具体的な個別事業の概要一覧
分野 事業名 平成30年度事業内容 担当課

人権全般 人権をま
なぶ講
座

第１回　子どもの人権
実施日：9月15日（土）
演題：「子どもを被害者　加害者にさせないために－今、大人ができるこ
と－」
講師：黒田　可奈子（NPO法人子どもとメディア　事務局長）
受講者：37名
開催場所：大野城まどかぴあ　３０１会議室

第２回　外国人の人権
実施日：10月20日（土）
演題：「『地域での異文化間交流を深めるために』～外国人から地域住
民へ」
講師：吉谷　武志（NPO法人ともに生きる街ふくおかの会　理事長）
受講者：13名
開催場所：東コミュニティセンター　研修室1･2

第３回　犯罪被害者の人権
実施日：11月17日（土）
演題：「犯罪被害者支援活動を通じて」
講師：浦　尚子（（公社）福岡犯罪被害者支援センター　専務理事兼セン
ター長）
受講者：19名
開催場所：中央コミュニティセンター　研修室１・２

第４回　障がい者の人権
実施日：1月19日（土）
演題：「『発達障がいのある大人たち』～異なる文化の中で生きる」
講師：緒方　よしみ　（児童発達支援センター「こだま」　園長）
受講者：29名
開催場所：南コミュニティセンター　視聴覚室

人権男
女共同
参画課

第５回　女性の人権
実施日：2月16日（土）
演題：「政治から考える女性の人権」
講師：王　貞月（福岡大学・西南学院大学　非常勤講師）
受講者：31名
開催場所：北コミュニティセンター　視聴覚室

第６回　人権・同和問題
実施日：3月16日（土）
演題：「江戸時代、福岡藩の身分と暮らし　－教科書記述をヒントに考え
るー」
講師：石瀧　豊美（郷土史家、イシタキ人権学研究所　所長）
受講者：38名
開催場所：大野城心のふるさと館　講座学習室
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発行：大野城市人権男女共同参画課（令和元年 月） 
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