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令和４年度第１回大野城市男女共同参画審議会

令和４年７月６日（水）10：00～11：30 

大野城市役所新館４階  427会議室 

出 席 者 原田会長、伊藤副会長、岸委員、志岐委員、島田委員、 

     藤井委員、城戸委員、的野委員（委員８名） 

   人権男女共同参画課（永野課長、松本係長、山田） 

≪第１回審議会≫ 

１ 開会 

 永野人権男女共同参画課長よりあいさつ 

２ 会長あいさつ 

 原田会長よりあいさつ 

３ 委員紹介 

４議事 

【原田会長】 

それでは、議事①審議会の所掌事務及び今後のスケジュールについて、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

【事務局】 

議事の「①審議会の所掌事務及び今後のスケジュール」についてご説明いたしま

す。 

お手元に、「大野城市男女共同参画条例施行規則（抜粋）」と「第４次大野城市

男女共同参画基本計画の概要版」をお配りしています。これらの資料に基づき説明

をいたします。 

この審議会は、「大野城市男女共同参画条例」第25条以降の規定に基づき設置さ
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れており、同条例第26条各号の規定に基づき、「基本計画の策定及び変更に関して

調査審議し、意見を述べること」、「基本計画の実施状況に関する年次報告書の内

容についての報告を受け、必要に応じて、これに関する意見を述べること」等を所

掌事務としております。 

まず、第26条第１項の「基本計画の策定及び変更に関する調査審議」についてで

すが、今年、令和４年度は、「第４次大野城市男女共同参画基本計画」の計画期間

である、５年間の最終年度に当たっております。従いまして、今年度は第５次の基

本計画の策定の年となっております。 

つきましては、進捗状況報告のご審議を３回、９月以降に「第５次男女共同参画

基本計画」の策定に向けての会議（審議）を４回程度予定しております。 

また、現委員の任期が８月31日までとなっていることから、９月の改選後に、第

５次計画の策定のご審議をしていただくこととなります。委員の改選につきまして

は、改めてご相談させていただく場合がありますので、よろしくお願いいたします。 

第26条第２項の「基本計画の実施状況に関する年次報告書」についてですが、基本

計画に掲げている各施策の進捗状況報告書について、毎年、審議会に報告させてい

ただき、その内容についてご審議をいただいております。 

先ほど申し上げたとおり、予定としましては、本日の第１回から第３回会議にか

けまして、各施策の進捗状況についてのご報告及びその内容についてのご審議をお

願いしたいと考えております。 

議事の①の説明は以上でございます。 

【原田会長】 

ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について、質問やご意見はあ

りませんか。よろしいですか。 

〔「なし」の声あり〕 

【原田会長】 

それでは、続いて議事「②令和３年度 男女共同参画基本計画進捗状況報告につ

いて」です。事務局は説明を行ってください。 

【事務局】 

それでは、議事の「②令和３年度 男女共同参画基本計画進捗状況報告につい

て」、まずは審議の流れの概要を説明させていただきます。 

今年度、ご審議いただく第４次男女共同参画基本計画は、平成29年度に策定し、
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翌年度の平成30年度から計画年度がスタートしていますので、今回が４回目の進捗

状況報告となります。 

令和３年度進捗状況報告書の構成ですが、報告書の２ページ「第４次大野城市男

女共同参画基本計画 体系」をご覧ください。進捗状況報告書は、この「体系」に

沿って、８つの基本目標と37の実施計画、そして男女共同参画推進体制として４つ

の実施計画、合計41のシートで構成されております。 

そして、それぞれのシートに各担当課が令和３年度中に実施した事業の実施状況

等を記載しております。 

ここで、報告書の綴り込みに誤りがありましたので、訂正させていただきます。 

３ページと４ページについて、ページが逆になっておりました。正しくは、４ペー

ジの「令和３年度の進捗状況について（主な実績）」のタイトルのある方が３ペー

ジとなります。大変失礼いたしました。 

以上が、進捗状況報告書の概要のご説明となります。 

続いて、進捗状況報告書に関する審議の流れについてご説明を致します。 

後ほど、担当者から主な事業の進捗状況等に関するご説明を致しますので、委員

の皆さまからは、担当者の説明に対するご意見やご質問等を賜りたいと思います。 

ご意見やご質問等に対しては、事務局で適宜回答をさせていただきます。本日の

会議中でのご回答が難しいものについては、会議後に事務局が各事業の所管課と協

議し、第２回会議までに回答を準備させていただきます。また、この会議後にも、

７月８日(金)まで、進捗状況報告書に対するご意見等を受け付けさせていただきま

す。 

いただきましたご意見等につきましては、次回の会議までに、関係する所管課に

伝え、回答をとりまとめ、進捗状況報告書の最終案を事務局で作成し、委員の皆様

に事前にご送付いたします。第２回・第３回会議で最終案に関するご審議と審議会

意見のご確認をしていただく予定です。 

なお、進捗状況報告書が完成いたしましたら、委員の皆様には郵送等によりご送

付させていただきたいと思います。 

以上が、進捗状況報告書に関する審議の流れとなります。 

ご説明は、以上でございます。 
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【原田会長】 

只今の事務局の説明について、質問やご意見等はありませんか。

〔「なし」の声あり〕 

【原田会長】 

それでは引き続き、事務局は、説明を行ってください。 

【事務局】 

それでは、報告書の個別事業の概要について、担当者からご説明を致します。 

【事務局】 

・お手元の「第４次大野城市男女共同参画基本計画 令和３年度進捗状況報告書」

（案）の冊子をご覧になりながらご確認ください。 

・実施計画の中の、★印をつけております「重点計画」を、ピックアップしてご説

明します。なお、重点計画の一覧は、冊子の２ページの体系図でご確認ください。 

・各項目とも、個別の報告内容の「令和３年度実績」について説明いたします。 

では、５ページをご覧ください。 

○ 男女共同参画意識の普及啓発〔整理№１-１〕 

・まず、人権男女共同参画課主催の事業についてご説明いたします。 

男女共同参画啓発冊子については、令和元年度から作成しているものです。ジェ

ンダー平等をはじめ、無意識の偏見や性に基づく暴力の防止などに関する正しい

理解を深めるために、啓発冊子を市広報の12月15日号に折り込み、全戸配布いた

しました。お手元に冊子を配布しておりますが、令和３年度は、監修者のご助言

のもと、クイズを取り入れたり、新型コロナウイルス感染症に関連した身近なテ

ーマを選定することで、アンケートの回答数も増え、年齢・性別に関わらず幅広

い市民の関心を捉えることができたと考えております。 

・ 次に、男女平等推進センターアスカーラで実施された事業についてご紹介しま

す。 

アスカーラわくわくひろばは、「アスカーラ夏まつり」から名称変更し、誰でも

気軽に参加きるイベントとして、男女平等推進センターの周知や利用者の増加を

目的としたイベントです。親子向けイベントや男女共同参画に関する絵本の読み

語りなどを通して、若い世代にも男女共同参画への理解促進につながったものと

考えております。 
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・また、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、まどかぴあが休館した時期もあり

ましたが、事業を延期したり、オンラインを活用したりすることで「男女共生講

座」「子育て応援講座」「おでかけ教室」「アスカーラ共生フォーラム」など、

事業の実施に至りました。 

また、「男女共同参画条例制定記念講演会」では、まどかぴあ館長の林田スマさ

んに、男女共同参画に関するこれまでの歩みや大野城市の取り組み、未来への思

いについて語っていただきました。 

※８ページをお願いします。 

○ 市広報やホームページ等による情報発信の強化〔整理№１-２〕 

・主なものとしましては、項目の２つ目をご覧ください。相談窓口を掲載した「Ｄ

Ｖ相談ホットラインカード」を毎年、市内公共施設、病院、スーパーなどに依頼

して設置していただいています。昨年度は、配布先を５箇所拡大し、計167箇所

に設置しました。この結果、筑紫地区５市において共同委託しておりますDV等相

談窓口「ちくし女性ホットライン」に相談された方のうち、最多の約３割が女性

ホットラインを「相談カード」で知ったと回答しています。このことから、幅広

い年齢層に相談を呼びかけるためには、有効な媒体であると考えております。 

※11ページの整理№１-４をご覧ください。 

〇 市職員を対象とした研修充実と、意識調査の実施〔整理№１-４〕 

・重点計画ではありませんが、昨年度職員意識調査を実施しましたので、概要を説

明させていただきます。これは、現在の市職員の男女共同参画意識の実態を把握

し、今後、男女共同参画に関する職員研修等の充実及びその他施策に反映させる

ために実施したものです。この回答結果を踏まえ、職場における課題やニーズを

把握し、男女共同参画に関する職員への積極的な啓発が必要であると考えており

ます。 

※15ページの整理№2-1をご覧ください。 

〇 地域女性リーダー養成のための講座などの実施〔整理№２-１〕 

・はじめに、平成26年度から令和元年度まで、「地域女性リーダー育成講座」とい

う事業を実施しておりました。この「地域女性リーダー育成講座」に対しては、
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審議会や受講生対象のアンケートで様々なご意見をいただきましたので、それら

を踏まえ、令和２年度から「生き生きと輝く女性応援講座」を新規事業として実

施しております。 

・昨年度は「話し合いが怖くなくなる！ファシリテーション講座」と題し、全３回

の講座を行いました。これらの研修を通して、今後、地域活動に関心を持っても

らえるように、地域で活動されている団体の情報を提供しながらつながりを広げ

ていきたいと考えております。 

※次に16ページをお開きください。 

○ 地域における女性役員登用の啓発〔整理№２-２〕 

・区長会への働きかけとして、毎年１月に、女性役員登用のお願いをしており、昨

年も同様に行いましが、女性は以前少数であります。地域団体等の運営に男女共

同参画の視点が取入れられ、性別役割意識が解消されていくよう、引き続き、積

極的な情報提供や研修等の周知や啓発をしてまいります。 

※次に19ページをご覧ください。 

○ 事業所における男女共同参画の推進〔整理№２-４〕 

・男女平等推進センター事業で、企業・事業所を対象とした啓発講座を行っており

ますが、昨年度は新型コロナウイルス感染拡大のため、実施できませんでした。 

・こちらの出前講座事業は依頼主側の費用負担はありませんが、事業所に講師を招

き講座を開催するため、コロナ対策や会議室の確保等が難しく、ハードルが高い

と感じておられる事業所もあるようです。今年度は研修方法を見直し、会場をま

どかぴあに代えて、複数の企業に参加していただく企画を検討しております。 

※次に20ページをご覧ください。 

○ 各審議会などへの女性登用促進〔整理№3-1〕 

・大野城市では、審議会委員を選任する際は、委員総数に対する女性委員の割合を

40％以上とすることを目標としており、昨年度の登用率の平均は49.66％でした。 

本市の県内における順位は令和３年４月１日時点で上から４番目となっています

が、委員に女性が少ない審議会もあることから、登用率を上げるための協議や働

きかけを継続してまいります。 
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※23ページをご覧ください。 

○ 市職員に対する育児・介護休業制度の周知と男性の取得促進〔整理№４-１〕 

・男性の育児休業取得者は例年２～３名でしたが、令和３年度に新たに育児休業を

取得した29名のうち、男性は８名で大きく増加しました。引き続き、職員が躊躇

することなく取得できるよう、管理職を含めた職員全体への啓発を続けてまいり

ます。 

※24のページをお開きください。 

○ 仕事や社会活動と家庭の両立のための子育て支援事業の充実〔整理№４-２〕 

・施設整備の関係では、待機児童数０人をめざし、既存園の移転新築１園、分園新

設が２園ございました。令和４年４月時点では待機児童０人を達成しましたが、

今後も必要な人に必要な保育を提供できるよう努めてまいります。 

・また、留守家庭児童保育所についても、１年間継続して待機児童を出さずに実施

継続できました。今年度は全小学校においてランドセルクラブとの一体運営を実

施しており、引き続き、感染対策を図りながら事業を進めてまいります。 

※29ページをお開きください。 

○ 女性の再就職や起業に関する支援〔整理№４-５〕 

・再就職チャレンジ事業では、パソコンスキルアップ講座を全９回実施しました。 

・また、「資格取得講座」や「女性のための企業支援セミナー」などにつきまして

も、感染対策を行いながら、継続して実施いたしました。直接的に就職に有利と

なるパソコン講座では、受講者の満足度も高いことから、再就職応援事業やスキ

ルアップ講座などを通して、就業や起業のための支援、情報提供を行ってまいり

ます。 

※31ページをお開きください。 

○ 男性に対する啓発事業の実施〔整理№４-６〕 

・子育て世代向けの講座については、家族全体の子育てというテーマにして、親子

で参加できる講座を取り入れたところ、父親と子どもの参加や家族での参加もみ

られました。今後も男性の育児等への参加促進につながるよう、講座内容の充実
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を図ってまいります。 

※33ページをお開きください。 

○ 両立支援のための企業・事業所への啓発〔整理№４-７〕 

・市ホームページにおいて、「子育て応援宣言」「子育て応援の店」に関する啓発、

企業募集記事の掲載をしています。「子育て応援の店」については、事業所の閉

店などにより、368件から353件と、前年比15件減となっております。今後、市商

工会等と連携し、未登録事業者や新規創業者への周知方法などを検討いたします。 

※47ページをお開きください。 

○ 男女共同参画の視点を取り入れた災害・災害支援体制の整備〔整理№６-４〕 

・安全安心課では、出前講座や各区での避難所訓練において、女性を含む災害時に

おける要配慮者に関する啓発を実施したほか、女性や子どもに配慮した備蓄品等

の整備を行いました。 

・また、アスカーラ事業として「おでかけ教室」「男女共生講座」において防災を

テーマに講座を実施いたしました。引き続き、災害時において、女性や子ども、

高齢者に必要な配慮や支援が行き届くようにすることや、避難所運営に女性が参

画することの重要性などについて啓発してまいります。 

※49ページをお願いします。 

〇 女性等に対する暴力の防止に関する啓発〔整理№７-１〕 

・毎年、11月12日から25日までの２週間は「女性に対する暴力をなくす運動週間」

（11月25日が「女性に対する暴力撤廃国際日」）として全国的に啓発事業が展開

されます。男女平等推進センターでは、ＤＶをテーマに講演会、まどかぴあでの

パネル展示やパープルリボンの装飾、県と連携した街頭啓発などを実施いたしま

した。 

・また、男女共同参画啓発冊子では、「コロナ下のＤＶ相談の増加について」を掲

載し、コロナ下における生活の変化を通してＤＶの増加や性暴力について特集し

ました。 

※51ページをお開きください。 
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〇 デートＤＶに関する研修の実施〔整理№７-２〕 

・市内中学校全５校で、例年同様、デートＤＶに関する研修を、教職員向け、生徒

向けで１回ずつ実施いたしました。生徒向け研修では、デートＤＶについての基

礎知識や相談窓口の紹介、また教職員研修では、ＤＶに関する子どもへの影響や

その支援について講師から説明し、寸劇を交えた研修を行いました。 

・講座後のアンケートでは、デートＤＶについて「知らなかった」新たな知識を得

られた、という生徒が８割を超えており、生徒をサポートする教職員向けのアン

ケートでも「生徒指導に役立つ」との回答を得ており、講座の効果は高いと考え

られます。 

※54ページをお開きください。 

○ ＤＶ被害者の保護と支援〔整理№７-４〕 

・人権男女共同参画課では、住民票上の支援措置の相談機関という位置づけで、被

害者から聞き取りを行い、支援措置担当課へ支援の必要性に関する意見を提出し

ており、昨年度の件数は81件でした。令和２年度の67件から14件増加しており、

少なからずコロナの影響もあるのではと感じております。 

・対応時は被害者の心情に寄り添い、引き続き、必要な支援が行えるよう、ＤＶ等

被害者相談支援員とともに随時対応してまいります。 

※最後に、64ページをお開きください。 

○ 市民意識調査の実施〔整理№★-３〕 

・重点計画には入っておりませんが、昨年度実施いたしました市民意識調査につい

てご説明させていただきます。 

 昨年度の審議会において、市民意識調査票の作成にあたり、委員の皆様にはさま

ざまなご意見をいただきありがとうございました。 

 おかげさまで、昨年10月に市民2,000人を対象に意識調査を実施し、回答率は

51.7％であり、県の意識調査の回答率（43.7％）を上回ることができました。 

 市民意識調査の結果は、４月に送付させていただきましたが、この調査結果や監

修者の原田先生のご意見等を、今年度策定の第５次計画の内容に反映させてまい

ります。 
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議事の「②令和３年度 男女共同参画基本計画進捗状況報告について」の説明は

以上でございます。 

【原田会長】 

 ご説明ありがとうございました。今、事務局のほうからご説明がありましたけれ

ども、事前にも言っておりましたが、皆様方、何かご質問、ご意見等がございまし

たらお願いいたします。 

【志岐委員】 

 16ページの「地域における女性役員登用の啓発」について、女性が委員などに出

るとき、家庭の中の性別役割分担で、年齢が若い方は特に子育てを中心に、なかな

か出にくいということがあって、年齢が上がってくると介護で出にくいとか、そう

いうことが上がってくると思うんですけれども、たしかアンケートの結果にもそう

いうことが上がっていたんじゃないかなと思います。 

 啓発で「出ましょう」「出よう」ということは分かっています。自分も出たいと

思っていても、現実を見てください。出られませんということがあると思います。

だから、当事者の声を生かして、啓発だけじゃなくて、具体的な出るための施策と

いうか取組については、ここには書いてないように思ったんですけれども、何か考

えてあるところとか、具体的な取り組みなどがあれば教えていただきたいなと思い

ます。 

【事務局】 

 意識調査のほうでもやはりそういった意見が多かったですけれども、例えば、託

児スペースを作って託児をして女性が参加するとか、会議等の時間を調整するなど

といった要望は確かに市民の方からございましたので、市民ニーズを把握しながら

対応していくことが今後必要であると考えております。 

【志岐委員】 

 考えているということは、今まではそこまでの取組ができていなかったというこ

とですかね。 

【原田会長】 

 今、女性の副区長さんが４人おられるので、何か少しそういう方のご意見を聞い

てみるとか、そういう方たちが区長さんになっていただくようなものが何かできる

といいかもしれませんね。 
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 意識調査でも、確かに時間的な問題とか、逆に男性のほうが、そんなのせんでい

いやないかとかいうような意見もあったような気もします。また、女性は経験がな

いからどうだとかいうようなこともありましたけれども、副区長さんまでされてお

られたら、それなりの経験は積まれておられるわけですから、何か少しでも増えた

らいいかなと思います。 

【事務局】 

 副区長さんや役員の方など、決してそんな極端に女性が少ないわけではないんで

すが、やはり区長となると、大野城市は長年、ほぼゼロとか１とかいう状況が続い

ております。もちろん先ほど志岐委員さんが言われたような、女性が出にくいとい

うところもあるのでしょうが、活動自体は結構出ていただいているということがあ

るりますので、それを考えると、やはり、各区とか地域の中の固定的性別役割分担

意識を変えるような働きかけを考えていかないといけないかなというのは、以前か

ら感じております。しかし、なかなか進められていない部分もあるので、そこは今

後の課題であると思っています。 

【志岐委員】 

 そこで提案ですが、審議会の委員が目標を決めて、審議会委員が40％を超えるの

で、区長さんも、具体的な目標を立てて、それに向けて候補になるような方たちに、

区長さんってこんな役割でこんなんですよということを示してほしいと思います。

例えば、区長会にしても、区長さんたちが集まる会合にしても、副区長さんもオブ

ザーバーで参加してもらって、どんな雰囲気か知ってください、そんなにすごい負

担を感じなくちゃいけないことはないんですよみたいな。まずは慣れてもらって、

あ、これだったらできるかなと、そういう自信をつけてもらうとか。そういうこと

をされると、ちょっと一歩前に出てくるかなと思います。 

 以上です。 

【的野委員】 

 今おっしゃったみたいに、副区長さんがオブザーバーでもいいから参加するとい

うのはとてもいいことだと思うので、区長さんたちのネットワークみたいなのが少

しずつですね。やはり南と北だったら大分離れてるので、なかなかちょっと状況は

分からなかったりとかすると思うので、そういう取組がなされたらいいなと思いま

した。 

【事務局】 
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 区長会においても、長年、区長さんに女性の方の登用という働きかけをしており

ますが、やはり区長となると、最近多いのが、災害対応時の泊まり込み勤務とか、

関係部署、消防団とか役所とかの調整というところで、女性の方が尻込みする方も

多く見られるというような話も聞いております。その一方で、現在つつじヶ丘区は

女性区長さんで、過去にも女性区長さんがおられますし、そういったように、女性

でも全然いけるという地域もございますから、その辺、考え方というところがあり

ますので、災害とかあるかもしれませんけど、そういった考え方ですよというよう

なところを強調して啓発していきたいと思います。 

 もう一つあるのは、やはり市と各区の関係性というのは、区はやはり自治組織と

いうところがありますので、なかなか数値目標をお願いしますというのは難しいと

いうところがございます。私どものアプローチとしては、やはり考え方を変えて、

女性もできるというところを啓発してまいりたいと思っております。 

【原田会長】 

 ありがとうございます。ほかに何かご質問はありますか。 

【島田委員】 

 33ページの家庭生活と他の活動との両立というところで、市内の企業に対する啓

発などをされていると思いますが、市内の企業さんの温度感というか、女性にも職

場で活躍してもらう必要があるとか、そうしないともう雇用っていうところで厳し

いなというような、温度感ってどんな感じでしょうか。 

 伊藤副会長のほうがご存じかもしれない。 

【伊藤副会長】 

 やはり職種によって女性が前に出ていくような職種と、男性中心の職種、そうい

うのがありますので、なかなか難しい面はあるとは思います。 

【島田委員】 

 商工会の企業さんの中で、くるみんを積極的に取りたいなとか、逆に、そこまで

しなくていいなみたいなところがあるのでしょうか。 

【伊藤副会長】 

 それはやっぱりあると思いますね。こう言ったら悪いかもしれないですけど、昔

かたぎの職人さんみたいなところは、女性ではなく男性がいいというのがあるとは

思いますね。障がい者の雇用では法的基準がありますが、女性はないですかね。 

【事務局】 
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 あまり聞かないですね。 

【伊藤副会長】 

 やはりそういったものも法的に補助金などがあれば、少しは変わってくるんじゃ

ないかという気はします。 

【島田委員】 

 ありがとうございます。私も社労士ではないので詳しくないんですけども、今、

例えばパートさんから正社員に雇用した場合の助成金というか補助金は出ています

ので、何か企業さんにとっての直接のメリットを感じながら、最初のアクセルとい

うのは踏んでいく必要があるのかなと思います。 

【伊藤副会長】 

 何らかの金銭的な、そういったメリットがやっぱりないと駄目ですね。難しい気

はしますね。 

【島田委員】 

 それがなかなか知られていなくて、私も勉強してお伝えしたりするので、このあ

たりも含めて、今年度の研修で周知をしていただくといいかなと思います。 

【事務局】 

 はい。ありがとうございます。 

【原田会長】 

 市のほうから何かありますか。 

【事務局】 

 アスカーラのほうでも、今、事業所向けの研修の募集をかけていますが、参加す

る企業がまだまだ少ない状況です。なかなか市から事業所へのアプローチというの

が、県が主導だったり、接点も少ないため、なかなかしにくいところではあります

が、今おっしゃったような制度の周知などは、市としてもやっていける部分かなと

思いますので、積極的に進めていきたいと考えております。 

【原田会長】 

 何かほかにご質問はありますか。 

【志岐委員】 

 51ページの性に基づく暴力の根絶ということで、性に基づくということで、ここ

ではデートＤＶのことで書かれているんですけれども、今、性の多様性、性自認と

か、性の指向とか、そういったことでいろいろ悩みを抱えている子供たちや小さい
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ときから、自分の性に何か違和感があってとかいうことで、結果それがいじめにつ

ながったり、男らしくないからといって、言葉で「オカマか」とか言われて傷つい

たみたいなことなどがあります。性的な関わりの中での問題だけじゃなくて、性の

多様性についての、これもやはり性に基づく暴力につながっていくと思うので、性

の多様性に関することについても今後取り扱っていかなければならない段階に入っ

ているのではないかと思います。 

 いろいろな調査で、一クラスの中でそういった子が複数いるというような結果も

ありますので、やはりそこは行政として学校教育の一環として考えていくというこ

とがあっていいのではないかなと思います。 

【事務局】 

 デートＤＶ防止研修を中学校の２年生を対象に毎年させていただいておりまして、

そこでは直接的なテーマが性の多様性ではないですが、初めの段階でこのデートＤ

Ｖのカップルというのは必ずしも男性、女性のカップルを前提にはしておりません、

異性間の交際でないといけないということはありませんということを伝えています。   

また、もし、あなたたちがそういう機会に触れたら、こういう良好な関係をつくっ

て、お互いを尊重していく関係性をつくっていくのが大事ですよというのを前提に

始めさせていただいております。生涯パートナーをつくらないという選択もあり得

るというところも踏まえて、デートＤＶの防止研修に入らせていただいております。 

 男女共同参画では、第５次計画でもそういった観点から性的多様性についても触

れる方向で見直しを事務局として考えていきたいと思っております。 

 これまでの取組で、もう一つ、人権政策審議会という審議会がございまして、Ｌ

ＧＢＴＱの考え方などもご意見をいただいておりますので、そういった方向でも啓

発、研修を考えていきたいと思っております。 

【原田会長】 

 ちなみに、この中学生は何年生ですか。 

【事務局】 

 ２年生を対象としています。 

【志岐委員】 

 性の多様性というのは１割近くがおられるとか。そういうことにも配慮しないと

いけない時代にはなっていますからね。 

【事務局】 
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 今、教育委員会のほうでも、制服を検討するワークショップを今度、福祉センタ

ーで予定しておりますので、関心がある方はぜひご参加いただきたいと思います。 

【島田委員】 

 ちょうど我が子が中学校１年生なので、制服についてのアンケートが市から送ら

れてきて、そういった取組と、中学校でのＬＧＢＴＱに関する講演会なども企画さ

れていて、子どもたちと保護者と一緒に聞ける場ということで、非常にいい取組を

されているなと思っています。 

【事務局】 

 たしか、その制服検討委員会にも有識者として性的少数の当事者の方が入ってお

られたように聞いております。 

【事務局】 

 ９月以降にご審議いただくことになると思いますが、現在、第５次の計画の素案

の検討に入っていまして、その計画の中で総合目標というのを定めています。今ま

で「男女共同参画」というような言葉を、第４次計画まで入れておりましたが、今

度の計画はあえて「男女」という言葉は使わずに、「性別にかかわらず」というよ

うな言葉を使うような総合目標を今のところ案として考えております。そういった

意味で、性の多様性というところも実施計画の一つとして組み込んでいく必要があ

るかなと考えております。 

【的野委員】 

 すてきですね。 

【原田会長】 

 ありがとうございます。ほかに何かご質問はありませんか。 

【岸委員】 

 他の行政でも同じですが、この報告書を拝見して、非常にやっていることは盛り

だくさんですごいなというふうに思いますが、一つ一つの計画を見ていくと、何と

なく似たようなものもあるんですよね。もっとメリハリをつけた形で、それこそ費

用も人員も投入できたほうが、もっと推進のスピードも早くなるのではないかなと

いう気がします。例えば、男女ではなくて性の多様化をベースにしたものをまた一

つ持ってくると、さらに盛りだくさんのものになってしまうので、シンボル事業じ

ゃないですけど、次の計画ではもっとメリハリのついたものにできたら、市民にも

アピールができるのではないかなという気がします。 
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【事務局】 

ありがとうございます。 

 そういった側面はどの事業でも今の市は抱えているところで、なかなか課される

べきことはどんどん増えていく一方で、やめる勇気がなかなかないというか、それ

に関わっている人が例えば少なかったとしても、そこへの配慮もあって、どんどん

積み重なっていっているというのが正直なところでして、この事業も本当におっし

ゃるとおり、そういった側面があります。 

 計画見直しというのは、そういった意味で、事業を整理できる機会の一つだろう

と思いますので、ぜひいろいろご意見を伺いながら、スクラップ・アンド・ビルド

とよく言いますけど、なかなかビルドばっかりになっているところがあるのですが、

何とか進めていきたいなと思いますので、ぜひご意見をいろいろいただければと思

います。ありがとうございます。 

【原田会長】 

 これ、一つやればできるというものでもないということで、結構積み重なってき

ていると思うので、いろんな方法を試しながらというところもあろうかと思います

けれども、スクラップ・アンド・ビルドも大切だと思います。第５次の計画の中で

検討していければと思います。 

 ほかに何かご質問とかはないでしょうか。 

【原田会長】 

 私がいいですか。 

 31ページの家庭生活と他の活動の両立で、男性のための男女共同参画事業で、中

高年のためのＺｏｏｍ入門ってされて、それなりの参加があったように思いますけ

ど、これは男女共同参画と何か関係があるのでしょうか。Ｚｏｏｍだけじゃなくて、

そういうものも入れ込んだ何かをされたんですか。 

【事務局】 

 参加者が多くて非常に好評だったという話は聞いていますが、男女共同参画の視

点をどう取り入れたかというところについては、少し確認をさせていただいて、次

回会議でお答えさせていただいてもよろしいでしょうか。 

【原田会長】 

 はい。よろしくお願いします。 

【原田会長】 
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 ほかに何かございますか。 

【的野委員】 

 今のアスカーラ関連ではあるのですが、５ページからですね、アスカーラでいろ

いろな講座をしていただいて、コロナで延期になったものがあるのですが、どのよ

うにして通知されているのですか。私、いろいろ行きたいなと思っていて、延期に

なったということを知らない講座が多かったので、通知方法を知りたいなと思いま

した。 

【事務局】 

 アスカーラのホームページの更新のほか、間に合えば「アテナ」という情報誌の

中でお知らせしたりしていると思いますが、校正の都合等で間に合わず、ホームペ

ージだけの周知になっている場合もあるかなとは思います。 

【的野委員】 

 そうなんですね。それにしてはすごく集まっているなと思って。 

【事務局】 

 アスカーラの登録団体さんあたりにはチラシを配って周知するなど、さらに参加

者を募ったりされているのではないかと思います。 

【的野委員】 

 大野城市の公式のＬＩＮＥラインも、なかなかそういう情報が入ってこないので

で、アスカーラも、そういう情報を入れていただくといいんじゃないかなと思いま

した。 

 あと、引き続き、19ページの企業への出前講座ですが、今年度は会場をまどかぴ

あにされたというご説明があったんですけれども、これは、まどかぴあでいろんな

会社や事業所が一斉に会し、集合研修になるということですか。それとも、１社だ

けまどかぴあをどうぞ使ってくださいということですか。 

【事務局】 

 ７月下旬に開催の予定ですが、こちらは集合開催でいろいろな企業の方に来てい

ただくための研修です。 

【的野委員】 

 商工会さんとかがやっているようなイメージですか。 

【事務局】 

 そうですね。市内の事業所に郵送でご案内をして、参加できる企業さんはぜひ参



 18

加していただきたいということで周知のほうをしております。あわせて、商工会の

ほうにも周知をしているかと思います。 

【的野委員】 

 ありがとうございます。 

 すみません、あと１点だけ。54ページ、55ページですが、まず54ページの実施内

容のところで「ＤＶ被害者、ストーカー被害者等の状況について聞き取りを行い」

というのは、聞き取りというのはどなたに行うのですか。 

【事務局】 

 相談者です。 

【的野委員】 

 相談者に支援措置の必要性をお伝えしたということですか。 

【事務局】 

 新規で支援措置の申し出をされた方や、転入前から支援措置を受けていて、継続

を希望される方などに対し、相談機関で内容を聞き取り、その必要性について証明

をする必要があります。そういった全部の件数を合わせて、昨年度が81件というこ

とになります。 

【的野委員】 

 ありがとうございます。意外に多いですね。 

 これは初年度も継続年度も入っているのですか。 

【事務局】 

 継続も入っております。 

【的野委員】 

 毎年、相談されるんですか。 

【事務局】 

 はい。更新が１年間となっております。 

 支援措置期限前に、住民基本台帳の担当課のほうから、そろそろ期限ですけど継

続されますかというご案内を差し上げて、そこでもう希望されない方もいらっしゃ

いますが、希望される場合はまたおいでいただいて、その後の状況等をお聞きさせ

ていただいています。 

【的野委員】 

 あと、55ページ、その関連のあれですけども、３番目、「ＤＶ被害者相談台帳」
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を作成し、関係課間における被害者情報の共有を図った」ということなんですが、

この台帳は永野課長が起案されたということを聞いたんですけど、随分昔に。 

【事務局】 

 そうです。 

【的野委員】 

 これはすごくいいシステムですね。 

 それで、この303件ということは、303件から81件を引いて、それ以外が単純な相

談ですか。 

【事務局】 

 ここは、相談台帳件数303件というのが、過去の相談も含めてのこれまで相談を

された方の台帳が303件ということになっております。したがって、303件と令和２

年度の262件を引いた41件が、昨年度相談台帳を新たに作った件数ということにな

ります。 

【的野委員】 

 新規の方。 

【事務局】 

 そうです。支援措置のほうの81件は継続の方も含みます。 

【的野委員】 

 じゃあ、コロナ禍だけどあんまり変わらなかったという。 

【事務局】 

 そうですね、新規の相談は増えてはないのですが、支援措置をした件数は増えて

はいることになります。 

【的野委員】 

 ありがとうございます。 

【原田会長】 

 ほかに何かご質問、ご意見ないでしょうか。よろしいでしょうか。 

【岸委員】 

 66、67ページに表組みがありますけど、ここに目標値として数値が挙げられてい

るんですよね。この数値の根拠みたいなものってあるのですか。それとも、近隣の

市町村を見て、大体これぐらいの数値かなというような感じでつけられているので

しょうか。 
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【原田会長】 

 目標値の設定の仕方はどのようになっているんですかということですかね。 

【事務局】 

 いろいろなパターンがあると思いますが、平成29年度に策定した時点で、計画期

間中に達成したいというところでの値になるんですが、多分、一番多いのは、それ

までの過去数年の増減を見て、おおむねこのぐらいであれば５年後に達成できる、

もしくは達成すべき値ではないかというところを見極めてつけているものが多いと

思います。それ以前、要は、第３次計画における数字の推移とかを見ながらつけて

いるのが一番多いのかなとは思います。 

【岸委員】 

 数値目標としては、私は低いなという気がします。実現可能な数値を挙げている

だろうと思うんですけど。 

【事務局】 

 そうですね、そういうものもありますけど、一つはコロナで予定が狂った部分も

少しありますし、まあまあかなという気はします。 

 また第５次計画でも数値目標を掲げられるものについては、設定していきたいと

思っています。目標値の立て方等も、一応、案として出させていただきますけど、

ご意見をいただいて、私の感覚は割と高めだなと思ったけど、そこら辺がちょっと、

委員の皆さんからすると、ちょっとまだ低過ぎるだろうとかいうのがあれば、遠慮

なく言っていただければ、いろいろ検討していきたいと思います。ありがとうござ

います。 

【原田会長】 

 よろしいですか。それでは、ほかに何かご質問、ご意見はありませんでしょうか。 

【事務局】 

 先ほど、原田会長のほうからご質問をいただきました31ページ、男性に対する啓

発事業の実施につきまして、中高年のためのＺｏｏｍ活用術が男女共同参画にどう

関連してるのかというところですが、アスカーラの事業計画がありましたので、事

業の目的を読ませていただいてよろしいですか。 

 「大きな社会問題となっている日本人の孤独問題、中でも、男性は家族以外の人

との交流が少ないために、自分から積極的に関係性をつくることができず、孤独を

感じやすい傾向にあります。そこで、コミュニケーションツールを活用することに
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より活動の場を持つことが、生涯にわたり豊かな人生をもたらすと考えられます。

コミュニケーションツールの手段として、Ｚｏｏｍやインスタグラムをきっかけに、

友人や地域とのコミュニケーションの活性化を図ることを目的とします。また、実

現することにより、男性の自立と豊かな人生を過ごすことへの効果を期待するもの

です」ということで、企画のほうをされているようです。 

 参加者は女性や夫婦で参加される方も結構いらっしゃったみたいです。 

【原田会長】 

 コロナでいろんなことができなくなった代わりにＺｏｏｍとかを活用して会議だ

ったりとかできるようになってきて、こういうのも必要な時代になってきたのかな

と。 

【原田会長】 

 では、ほかに何かご質問、ご意見ありませんか。よろしいでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

【原田会長】 

 ちょっと時間も押したような気もいたします。 

 では、今日、皆さん方からたくさんご意見、ご質問とかも出されておりますし、

まだ意見などがありましたら、提出用紙に記入して７月８日までに出してください

ということですかね。 

【事務局】 

 そうですね、今日いろいろ出していただいた意見のほかに、後でこれもあったな

というようなことがあれば、出していただければ、次回の会議までにご準備をさせ

ていただきたいと思います。７月８日までということで少し期間が短いですが、お

帰りになって思いついたことがありましたら、追加で出していただくことも可能で

すので、ぜひよろしくお願いいたします。 

【原田会長】 

 では、そういう意見を事務局のほうで取りまとめてもらって、次の７月22日の第

２回会議のときまでお願いします。 

【事務局】 

 そうですね、次回は審議会意見の案を入れて出させていただくような形というこ

とでいいですよね。 

 なので、審議会意見の欄について、今日出していただいたいろいろなご意見とか
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を踏まえて、それから追加で出していただいたものも含めて、こちらから審議会意

見として各課に出すコメントの案を入れた形で次回の資料をお配りしたいと思いま

す。それを、ご意見いただいて修正をしていただいて、最終的には３回目に確定を

させていきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

【原田会長】 

 ありがとうございます。それでは、ここで私は終わらせていただきます。 

【事務局】 

 原田会長、ありがとうございました。そして、委員の皆様、たくさんのご意見、

誠にありがとうございました。 

 それでは、次第の４、その他についてご説明をいたします。 

 次回の日程と議題についてのお知らせでございます。 

 次回の第２回会議は７月22日金曜日、午前10時から、会場はこの会議室のお隣の

428会議室での開催を予定しております。 

 議題は、引き続き、「第４次大野城市男女共同参画基本計画令和３年度進捗状況

報告書について」でございます。 

 次第の４、その他の説明は以上でございます。 

 この点につきましては、ご質問などはございませんでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

【事務局】 

 また、繰り返しになりますが、この会議終了後、進捗状況報告書に関するご質問

などがございましたら、お配りしておりますご意見等提出用紙によりまして、７月

８日金曜日までに人権男女共同参画課へ、電子メールやファクスなどによりご提出

をお願いしたいと存じます。期間が短く、大変申し訳ございません。 

 なお、ご意見等提出用紙のワードの様式データをご希望の方は、会議終了後、そ

の旨、事務局にお申しつけください。 

 以上、全体を通しまして、ご意見、ご質問等はございませんでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

【事務局】 

 ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして、令和４年度男女共同参画審議会第１回会議を終了

いたします。皆様、お疲れさまでした。ありがとうございました。 


