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 令和３年度第２回大野城市男女共同参画審議会 

令和３年８月３日（火）10：00～11：00 

大野城市役所新館４階  426 会議室 

出 席 者 原田会長、伊藤副会長、岸委員、島田委員、中野委員 

     住吉委員、萩尾委員、的野委員、山中委員（委員９名） 

人権男女共同参画課（山下課長、松本係長、的野、山田） 

欠 席 者 志岐委員 

≪第２回審議会≫

１ 開会 

山下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議事 

【原田会長】 

それでは、早速ですが議事に入ります。まず、「(１)令和３年度男女共同参画

市民意識調査票（案）」の「ア 調査票の見直しの進め方及び発送等について」

です。事務局は説明を行ってください。 

【事務局（松本）】 

それでは、議事の(１)のアについてご説明をいたします。 

「男女共同参画市民意識調査票（案）」については、前回の会議後、７月 26 日ま

でにいただきましたご意見を集約し、再度、事務局で全体をとおして字句や文章

表現の見直し等を行い、今回お配りしている案を別紙のとおり作成いたしており

ます。 

後ほど、主な見直し箇所に関するご説明を担当者からいたしますので、ご意見

やご質問等がございましたら、事務局から適宜回答を行わせていただきます。そ

のうえで、委員の皆様にご協議をいただいて、最終案に向けて必要な修正・変更

を行いたいと思います。 

なお、大変恐縮ながら、日程の都合がございますので、基本的には調査票の内

容に関するご審議は今回の第２回会議までとさせていただき、追加でご意見があ

る場合は、別紙の「ご意見等提出用紙」にご記入の上、８月 12 日までにご提出
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をお願いしたいと存じます。 

そこまでにいただいたご意見を事務局で取りまとめ、監修者でいらっしゃる原

田会長のご意見等を伺いながら、最終調整のうえ、意識調査票の発送（９月下旬）

を行いたいと考えております。 

ご説明は、以上でございます。 

【原田会長】 

ただいま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。 

  それでは続きまして、議事（１）のイ、調査票の見直しの概要について、事務

局のほうからご説明をお願いいたします。 

【事務局（松本）】 

  それでは、議事の（１）のイについてご説明をいたします。 

 調査票（案）の見直しの概要につきましては、担当者からご説明いたします。 

【事務局（山田）】 

   それでは、「大野城市男女共同参画市民意識調査」調査票（案）の３ページを

ご覧ください。まず、一番上の見出しにつきまして、当初、「家庭における仕事

の分担についてお尋ねします」と記載しておりましたが、設問の内容から「家

庭における役割分担」と表現を変更しております。 

また、委員の方からのご提案によりまして、問３－２として、自分が今やっ

ていること以外にできると思う項目を三つまで選択する問いを追加しておりま

す。あわせて、しない、またはできない理由を問い、今後の施策や啓発事業の

参考とできないかというご提案もいただき、事務局のほうで検討いたしました

が、こちらの都合で申し訳ありませんが、郵送料の関係で、紙面の制約があり

ますので今回は追加を差し控えさせていただきました。 

  次に、７ページの問 10－１をご覧ください。ワーク・ライフ・バランスの優

先度についての設問です。修正前は、項目の中で「地域・個人の生活」としてお

りましたが、地域という表記を省き、「個人の生活」として表記しています。あ

わせて、設問の中で「個人の生活（趣味・地域活動・付き合いなど）」と具体例

を示しております。 

  なお、設問の朱書き部分につきまして、今「個人生活」となっておりますが、

正しくは「個人の生活」と、「の」を追記していただきますようお願いいたしま

す。 

続きまして、８ページの問 11 をご覧ください。前回の会議でご意見をいただ

き、採用に当たっての企業側への啓発や制度、法律などの整備についての選択肢

の追加のご提案をいただきましたので、選択肢の見直しを行いました。 
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選択肢の６「育児休業・介護休業や短時間勤務などの仕事と家庭が両立できる

制度を充実する」の下に、具体的な制度などを記入する欄を設けました。 

  また、選択肢 13 に「事業所などにおけるワーク・ライフ・バランスに関する

研修や啓発を充実する」、また、選択肢の 15に「事業所や労働者に対する公的支

援を充実する」を追加しました。 

  選択肢 14 につきましては、当初「職業生活」という言葉を記載しておりまし

たが、そちらを「仕事と家庭の両立」に変更しております。 

 なお、意見・対応方針の表で１か所誤りがありますので、そちらをご覧いただ

いてよろしいでしょうか。ただいま説明しました人権男女共同参画課修正分、下

表の３番目、問 11 の項目につきまして、変更前と変更後の選択肢 13 と記載して

おりますが、正しくは 14 になります。変更前、変更後、選択肢 13、「職業生活を

続けていく上での」という記載がありますが、そちらは選択肢 14 が正しい数字

となっております。申し訳ありません。 

  次に、問 12 をご覧ください。前回の会議で、コロナ禍でやりたくてもやれな

い状況がある、注意書きを添えるなどすると意思がちゃんと伝わるのではないか

とご意見をいただきましたので、設問の最後に※印として「新型コロナウイルス

感染症などの感染症が収束しているものと仮定してお答えください」を追加しま

した。 

次に、10 ページの問 16 をご覧ください。こちらも委員の方より、ＤＶ被害者  

が相談窓口があることを知った媒体を聞くことで、今後のＤＶ相談窓口周知の方

法の効率化や新たな媒体、その配布先を検討する材料にできないかとのご提案を

いただきましたので、ＤＶの相談窓口があることを知っていると回答した方に、

どうやって知ったかをお尋ねする設問を追加しております。 

  次に、11 ページの問 17 をご覧ください。選択肢⑬と⑭につきまして、「嫌が

っているのに性的な行為を強要する、アダルトビデオやポルノ雑誌を見せる」と

しておりましたが、「嫌がっている（または同意していない）」という表記に見直

しを行っております。 

  次に、14 ページの問 19 をご覧ください。14 ページの問 19 につきまして、選

択肢１「学校や地域・事業所などで暴力を防止するための教育や研修会などを行

う」としておりましたが、「研修会」を「研修などを行う」に修正しております。 

  続きまして、15 ページの問 21 をご覧ください。委員の方からのご指摘で、設  

問の表記が①から⑫となっておりましたので、こちらを⑬に修正しております。 

大変失礼いたしました。 

最後に、16 ページの問 23 をご覧ください。選択肢３につきまして、「仕事と家

庭や地域活動の両立ができるよう企業に働きかける」としておりましたが、ほか 
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の表記と合わせるため、「企業」を「事業所」に変更しております。 

なお、前回の会議で、セクハラをしている人の意識を見直させる、日頃を振り返ら

せる問いを調査の対象にしてはとのご意見をいただき、事務局で検討いたしました

が、対応方針に記載しておりますとおり、セクハラやＤＶは無自覚に行われている

可能性が高く、調査結果と現実との間にギャップが生じるのではないかと思われま

すので、今回は見送らせていただきました。この件につきましては、企業への啓発

活動や研修の中で啓発を行ってまいりたいと考えております。 

今回、皆様からたくさんのご意見を賜りまして、誠にありがとうございました。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、ご質問やご意見はありませんでしょうか。 

はい、どうぞ。 

【岸委員】 

 すみません、質問というか確認です。10 ページ、11 ページのＤＶのところで、 

今回、問 16、17 もそうなんですけど、いわゆるデートＤＶというのは含まないと 

いうことですね。今回調査のＤＶの中には。 

【事務局（松本）】 

  ご説明をいたします。特にデートＤＶは除外するという趣旨ではございません。

設問の中で、パートナー（配偶者や恋人）としておりますので、デートＤＶも含ま

れます。 

【岸委員】 

含むのならば、ドメスティックバイオレンスの説明書きの中に一言入れるほうが 

いいのかなと思います。それと、デートＤＶの場合、加害者はパートナーじゃないで

すよね。交際相手ですよね。 

【事務局（松本）】 

 はい。 

【岸委員】 

  ですから、パートナーまたは交際相手からというような表題にしたほうがよろ 

しいんじゃないかなと思います。 

【原田会長】 

いかがですか、事務局は。 

【事務局（松本）】 

10 ページで、パートナー（配偶者、恋人）ということは書いておりますが、もう

少し伝わりやすくなるように関係箇所を今一度見直します。ありがとうございました。 
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【原田会長】 

ありがとうございます。ご検討をよろしくお願いいたします。 

ほかに何かご質問、ご意見ありますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、市民意識調査のほうは今日で議論は終わりということのようです。その

他、調査票でのご意見は、先ほど言われましたように、８月 12 日までに提出をお願

いします。 

では、先に進めさせていただきたいと思います。 

続いて、議事の（２）「第４次大野城市男女共同参画基本計画令和２年度進捗状況

報告書」について、まず、報告書の概要及び審議の進め方等について、事務局からご

説明をお願いいたします。 

【事務局（松本）】 

それでは、議事の（２）のア、第４次男女共同参画基本計画の令和２年度進捗状況

報告の審議の流れの概要を説明させていただきます。 

基本計画の進捗状況については、男女共同参画条例第 26 条第２号に基づきまして、

毎年、審議会に報告をさせていただいております。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 年度に策定しまして、翌年度の平成 30 年度から計画

年度がスタートしております。したがいまして、今回が３回目の進捗状況の報告とな

ります。 

令和２年度の進捗状況報告書の構成は、報告書の表紙から３枚目の第４次大野城市

男女共同参画基本計画、体系のページをご覧ください。 

この進捗状況報告書は、この体系に沿って、八つの基本目標と計 37 の実施計画、

それにプラスして、男女共同参画推進体制として４つの実施計画、合計 41 の実施計

画シートで構成をされております。そして、それぞれのシートに、各担当課が令和２

年度中に実施した事業の実施状況などが記載されております。 

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いたします。 

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いたしますので、委員

の皆様からは、担当者の説明に対するご意見やご質問などを賜りたいと思います。ご

意見やご質問に対しては、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３

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、８月 12 日の

木曜日までですが、進捗状況報告書に対するご意見などを受け付けさせていただきま

す。 

いただきましたご意見などにつきましては、次回、第３回の会議までに関係する所

管課に伝え、回答を取りまとめ、進捗状況報告書の最終案を事務局で作成し、委員の
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皆様に事前にご送付した上、第３回会議で最終案に関するご審議をいただく予定です。 

基本的には大きな問題がない限りは、第３回会議をもって進捗状況報告書のご審議

は終了とさせていただき、細部については第３回会議後に、事務局と会長の間で協議

をさせていただくなどして完成とさせていただきたいと考えております。 

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。 

【原田会長】 

ありがとうございます。今のご説明について、質問やご意見はありませんでしょう

か。よろしいですか。 

それでは続きまして、議事（２）のイ、報告書の個別事業の概要について、事務局

のほうからご説明をお願いいたします。 

【事務局（松本）】 

それでは、議事の（２）のイについてご説明をいたします。 

報告書の個別事業の概要については、担当者からご説明いたします。 

【事務局（的野）】 

では、お手元の第４次大野城市男女共同参画基本計画令和２年度進捗状況報告書の

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ページの体系図のほうでご確認ください。各項

目について、個別の報告内容の令和２年度実績の部分についてご説明をいたします。 

では、実施計画・重点計画の扉をめくって１ページ目をご覧ください。 

整理ナンバー１－１、男女共同参画意識の普及啓発についてです。こちらの令和 

２年度実績の欄をご覧ください。 

まず、人権男女共同参画課主催の事業についてご説明します。 

コミュニティ別男女共同参画講座は、各コミュニティを会場として、全４回、啓発

講座を実施しました。前年度同様、内閣府の補助金を活用しまして、著名な講師の方

をお招きすることができました。なお、第３回、第４回については、新型コロナウイ

ルス感染症拡大を受けて、講師が事前に録画した動画を使用して実施しました。 

次に、男女共同参画啓発冊子について、こちらは令和元年度から作成しているもの

ですが、日頃、男女共同参画にあまりなじみのない市民の方への啓発のため、お手元

にオレンジの冊子をお配りしております。こちらですけども、このようなイラストを

多く使った冊子を作成しまして、市広報紙の 12 月 15 日号に折り込んで全戸配布をい

たしました。 
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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。

右側のページをご覧ください。 

毎年実施されています男女共生講座と出前講座のアスカーラおでかけ教室の中か

ら、男女共同参画の意識普及啓発を目的とした内容の事業を記載しています。 

その次のアスカーラ共生フォーラムは、出口治明さんを講師にお招きする予定でし

たが、実施の直前に入院されたため中止をされております。 

次のページをお願いします。整理ナンバー１－２、市広報やホームページ等による

情報発信の強化です。 

主なものとしましては、項目の二つ目、相談窓口を掲載したＤＶ相談ホットライン

カードを、毎年、市内の公共施設、病院・診療所、幼稚園・保育所、大型商業施設に

依頼して設置をしていただいていますが、昨年は配布先を拡大しまして、スーパーマ

ーケットとコンビニエンスストアにも追加で設置の依頼をして、前年より約 800 枚、

配布数を増やしております。 

次に、見開き４ページ分めくっていただいて、整理ナンバー２－１をご覧ください。

地域女性リーダー養成のための講座などの実施です。 

初めに、このページの下のほうの※印のところにも書いておりますが、平成 26 年

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、こちらの審議会ですとか受講生のアンケ

ートで様々なご意見をいただきまして、それらを踏まえて、令和２年度は、生き生き

と輝く女性応援講座を新規事業として実施しました。 

新規事業の主な改善点としては、すぐに役立つ実践的な内容をテーマとしまして、

地域での実践活動を必須としないということで受講生の負担を減らし、テーマによっ

ては男性の参加も可能にして、男女共に地域の男女共同参画を推進するという姿勢を

打ち出したということがあります。 

また、新型コロナウイルス感染症対策として、会場で受講できない方も、オンライ

ンで受講できるように市のホームページから配信を行いました。 

では、次のページをお開きください。整理ナンバー２－２、地域における女性役員

登用の啓発です。 

一つ目は、地域の女性人材育成という点で、先ほどの生き生きと輝く女性応援講座

を再掲させていただいています。右のページでは、こちらも再掲ですが、男女共同参

画啓発冊子について記載しております。 

また、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ま

すが、昨年も同様に行っております。 

では、次の次のページをご覧ください。整理ナンバー２－４、事業所における男女

共同参画の推進です。 
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男女平等推進センター事業で、市内の事業所１社、株式会社アシュランさんのほう

から依頼を受けて、男女共同参画の出前講座を実施しております。こちらの出前講座

事業は依頼主側の負担はありませんので、ぜひたくさんの事業所さんにご利用いただ

きたいのですが、件数が伸び悩んでおりますので、先ほど紹介しました男女共同参画

啓発冊子の７ページ、８ページのほうに周知記事を掲載して、市内の事業所にも配布

をしております。 

また、ふるさとにぎわい課では、企業・事業所への情報提供を継続して行っており

ます。 

右側のページをご覧ください。整理ナンバー３－１、各審議会などへの女性登用の

促進です。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いまして、昨年の登用率の平均は 48.6％と

なっています。なお、大野城市の令和２年４月１日時点での県内の女性登用率の順位

は上から４番目となっております。 

見開き２ページ分めくっていただいて、整理ナンバー４－１をお開きください。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です。 

令和２年度、新たに育児休業を取得した 13 名の職員のうち、男性は３名でした。

なお、この３名の育児休業の取得期間は、それぞれ６か月間、２か月間、16 日間と

なっています。また、育児休業ではなくて育児参加休暇、５日まで取れる休暇ですけ

れども、こちらは例年７割以上の利用があっているということです。 

次のページをお開きください。整理ナンバー４－２、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です。 

施設整備の関係では待機児童を少なくするために、保育園が新設されております。 

ファミリー・サポート・センター事業は、小学生までのお子さんの一時預かりをす

る有償ボランティアですけれども、1,000 人以上の方が実際の活動をされています。 

留守家庭児童保育については、要件を満たしていれば全員受け入れることとしてい

まして、新型コロナの影響はありましたが、待機児童は出さずに実施継続できたとの

ことです。 

では次に、見開き３ページ分めくっていただいて、整理ナンバー４－５をお開きく

ださい。女性の再就職や起業に関する支援です。再就職チャレンジ事業では、これま

でパソコン講習中心だった内容を一昨年から一新しまして、ビジネスマナー、自己分

析など実践的な内容に見直して実施されております。 

スキルアップ資格取得講座、女性の起業支援セミナーについても、新型コロナウイ

ルス感染の対策を行いながら、継続して実施されています。 

次のページをお開きください。整理ナンバー４－６、男性に対する啓発事業の実施

です。 
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男女平等推進センターの男性に対する啓発事業は、子育て世代の男性対象のものと

シニアの男性対象のものの２種類を行っております。特に子育て世代向けの男性の講

座の受講者が少ないということについて、これまで審議会の中でもご指摘や改善に向

けたご提案を受けておりました。これを受けて男女平等推進センターでは、男性単体

を対象とするのではなく、家族全体の子育てということをテーマにして、それから、

連続講座のうち１回からでも受講できるという形に変更して、そのことを前面に出し

て周知されたことで、子育て世代の男性の参加が増加したと報告されています。 

次のページをお開きください。整理ナンバー４－７、両立支援のための企業・事業

所への啓発です。 

これまで、２年に１度の市の指名競争入札登録更新申請の時期に合わせまして、市

内の事業所に対して男女共同参画に関する取組の調査をしておりましたが、指名登録

更新時期の変更や指名登録業者に限らず、偏りなく調査をする必要があるのではない

かということと、一昨年からの新型コロナの影響で企業・事業所に対する調査が難し

かったため、調査対象や内容の見直しを行っているところです。 

事業所への啓発については、以前、この審議会で、男女共同参画に積極的に取り組

む業者を優先的に取り扱うような制度をつくってはどうかというご意見をいただき

ましたので、今後、市の社会貢献事業の追加を目指して、先進自治体の例を参考に検

討を行っております。 

では、見開き９ページ分飛びまして、整理ナンバー６－４をご覧ください。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です。 

危機管理課が所管する防災会議は、女性委員の割合が４割に満たない審議会の一つ

ですが、昨年度の改選に当たり、市の職員の委員構成を見直して、登用率の向上に努

めています。 

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、女性を含む災害時要配

慮者に関する啓発を実施したほか、引き続き女性や子供に配慮した備蓄品等の整備を

行っております。 

３つめは再掲ですが、市主催のコミュニティ別男女共同参画講座の第３回で、防災

をテーマに、南コミュニティで啓発講座を実施いたしました。 

次のページをお願いします。女性等に対する暴力の防止に関する啓発です。整理ナ

ンバー７－１です。 

毎年 11 月 12 日から 25 日までの２週間を女性に対する暴力をなくす運動週間とし

て全国的に啓発事業が展開されておりますが、男女平等推進センターでは、ＤＶをテ

ーマに講演会、また、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

した街頭啓発などが例年どおり実施されております。 

右のページに行きまして、人権男女共同参画課事業は全て再掲ですけれども、コミ
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ュニティ別男女共同参画講座の１回目でＤＶをテーマに東コミュニティで講座を実

施、市民向けの啓発冊子に、性に基づく暴力である痴漢について掲載いたしておりま

す。また、市広報、ホームページに、性に基づく暴力防止に関するこれらの記事を掲

載しました。 

では、次のページをお開きください。整理ナンバー７－２、デートＤＶに関する研

修の実施です。 

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回ずつ実施しました。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９割となっており、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」とする回答が 86％と高くな

っておりまして、講座の効果は高いと考えられます。 

では、次のページをお開きください。整理ナンバー７－４、ＤＶ被害者の保護と支

援です。 

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、支援措置の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 67 件でした。 

また、毎年年度初めに実施しております関係課の情報共有のための会議についても、

例年どおり実施し、被害者に配布する市の制度紹介のためのパンフレットの更新を行

っております。 

重点事業について、説明は以上でございます。 

【原田会長】 

それでは、事務局のご説明について、質問やご意見はありませんでしょうか。 

はい、どうぞ。 

【住吉委員】 

資料の最後のページに指標があって、それぞれに実績が書いてあるんですけども、

その実績の横に、さらに進捗評価という部分が書いてありまして、三角とか丸とか書

いてありますが、一つは、その評価の考え方がどういう考え方なのか。例えば整理番

号 103 番、上から３番目のところであれば、目標値２万 4,000 人に対して、令和２年

実績は 8,151 人ですよということで、改善の必要ありと書いてあるんですけども、ど

ういうことでそういう評価になったのか。あと、整理番号 501 番のところとか、下の

702 とか 703 番など、どういう考えでそういう評価になったのかというのを教えてい

ただきたいなと思います。 

【原田会長】 

今、指標についてのご質問ですけれども、これは改めてご説明されるわけではなか

ったんですね。では、今のご質問について、ご説明を。 
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【事務局（的野）】 

こちらの基本計画は、５年間を計画期間とする計画になっておりまして、策定した

時期が平成 28 年度ですけれども、そちらの実績を達成状況のところの段に記載して

おります。また、５年間の期間の間に目標値である令和４年までに達成というところ

の数値に近づけていくということで、取り組んでいくということであります。 

【原田会長】 

中間指標という考えですかね。今、ここに書いてあるのは。 

【事務局（的野）】 

そうですね。年度ごとの実績をこちらに記載しまして、そちらについての評価を書

いております。 

【原田会長】 

最終的に５年間の終わったところで、最後の数値が出るということになりますかね。 

【事務局（的野）】 

年々近づいていきまして順調かどうかというところで評価しております。 

【原田会長】 

はい。いかがですか。 

【住吉委員】 

ありがとうございます。要は、これ、今、２年度の実績に対して評価をしていると

いうことではないんですね。２年度実績までを含めたところで、その全体を評価して、

ここの評価が出てるということですかね。 

【原田会長】 

はい、どうぞ。 

【事務局（松本）】 

こちらの進捗状況報告書ですが、二つの側面がございまして、令和４年度に向けて

の到達具合を報告するという意味合いと、あと令和２年度の実施状況、成果報告とい

いますか、そういう二つの側面がございます。 

こちらの指標のページの整理ナンバー103 につきましては、目標値が令和４年度の

２万 4,000 人で、令和２年度は 8,151 人であったということで、あくまで令和４年度

の２万 4,000 人を目標としているという関係から、改善の必要があるという評価をす

るというものになっております。 

そのほかの事項につきましても、令和２年度の成果の報告という意味合いと、令和

４年度までの目標の到達具合を報告させていただくという形で評価となっておりま

す。以上でございます。 

【原田会長】 

分かりにくいですかね。今のご説明でよろしいですかね。 
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【住吉委員】 

いいです。 

【原田会長】 

ほかに、何かご質問や意見はありませんでしょうか。 

はい、どうぞ。 

【伊藤副会長】 

整理ナンバーの３－１の令和２年度の実績の実施内容のところで、丸の２番目、２

年度の女性登用状況で令和３年３月 31 日時点となってますけども、遡って３ページ

目ですかね、令和２年度の進捗状況についての主な実績のところの、丸の三つ目に、

女性登用状況、これは令和２年３月 31 日時点になってるんですが、令和３年３月 31

日のほうですかね。ちょっと確認です。 

【事務局（松本）】 

表紙を含めて４枚目、再掲のページの次のページですね。令和２年度の進捗状況

ついて、実績のページの下のほうにございますひし形の報告ですね。事前協議対象、

審議会女性登用状況が、こちらは令和２年３月 31 日になってると。一方で、整理ナ

ンバー３－１のほうは令和３年３月 31 日時点というご質問でよろしいでしょうか。 

【伊藤副会長】 

そうです。 

【事務局（的野）】 

そうですね、令和３年の間違いでございます。失礼いたしました。ありがとうござ

います。 

【伊藤副会長】 

分かりました。そしたら、一番下の※印のところも令和３年４月１日時点というこ

とでいいんですか。 

【事務局（的野）】 

一番下の※印は令和２年の数値になります。 

【伊藤副会長】 

これは令和２年の４月１日で、これは間違いないですね。 

【事務局（的野）】 

はい、こちらは令和２年です。 

【伊藤副会長】 

はい、分かりました。 

それともう１件ですが、今のページのひし形の一番目の事前協議対象の件数が 25

件とあって、行政推進協議会が開催、これが２件となっていると思うんですけども、

この２件は結局現在も達成されてないままということで理解してよろしいですか。 
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【事務局（山下）】 

 はい、ご指摘のとおり、この２件につきましては、まだ 40％を達成していない

状況です。 

【伊藤副会長】 

分かりました。 

【原田会長】 

ほかに何かご質問、ご意見ありますか。 

【島田委員】 

啓発のためにいろいろなイベント、講座などを企画されていて、参加者が伸び悩ん

でいるというところもあると思うんですが、企画の内容の見直しを検討されている一

方で、ちゃんと必要とされている方に届いているのかなという気持ちがあります。 

私は、ままいるという大野城の団体のほかに、福岡市でＮＰＯの設立もしてるんで

すけども、こちらで周知に効果があるのは、やっぱり福岡市のＬＩＮＥなんですよね。

最初にスタンプをあげるよという広報があったからか、登録者はかなり多くて、その

中でＮＰＯのイベントを告知させていただくと、本当に、コロナ禍の中でも 70 人、

80 人とお申込みがママ世代からあったりして、何か大野城でもああいった取組があ

ると、大がかりですけれども、できないのかなと思ったり、あとは乳幼児の健康診断、

健診のときに情報をお届けすると、割と育休中って少し余裕があるので、参加される

方が増えるのではないかなと思っています。 

【原田会長】 

事務局はいかがですか。 

【事務局（松本）】 

ご意見ありがとうございます。私どもも周知とか認知の向上に大変苦戦しておりま

す。市の広報紙、市のホームページ、ＬＩＮＥなど、ＳＮＳの活用はしているんです

が、なかなか情報が届いてないというところでございますので、今お伺いしましたよ

うな福岡市さんの、ＬＩＮＥスタンプのような活用事例を研究させていただいて参考

にさせていただければと思っております。誠にありがとうございました。 

【原田会長】 

ちなみに、そのＬＩＮＥで情報をというのは、どんなイメージなんですか。 

【島田委員】 

福岡市のＬＩＮＥがあって、市民としてはそのＬＩＮＥに登録をして、お友だち追

加をして、市のイベントの情報だとか、ごみ出し日の情報だとかが、ぽんぽんと流れ

てくるんですよね。なので、自分が欲しい情報にチェックを入れて、その情報だけが

届くという感じで、私だと子育てに関する情報にチェックを入れていて、それが月に

何回か届くというシステムです。 
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【原田会長】 

ありがとうございます。では、子育てに関する情報があるときに、例えばこういう

講座の情報とかも流れてくるという感じなんですか。 

【島田委員】 

そうです。最近は、パパと子供の料理教室がありますみたいなイベントが流れてき

ました。 

【原田会長】 

ありがとうございました。いろいろとご検討ください。 

ほかに何かご質問とかご意見とかありませんか。いいですかね。 

それでは、本日の会議で出されたご意見及び、８月 12 日までにまたご意見がある

方は出してくださいということでございますので、事務局のほうでそれを見て取りま

とめをお願いいたします。 

また、次回の第３回会議までに見直し箇所に関する資料を作成していただいて、各

委員への事前送付をお願いいたします。 

本日の議事は以上です。次第の４、その他以降は事務局のほうでよろしくお願いい

たします。 

【事務局（松本）】 

委員の皆様、たくさんのご意見を誠にありがとうございました。また、長時間のご

審議、大変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３回会議は、令和３

年８月 26 日木曜日午前 10 時から、会場は、本日とは異なりまして本館３階の庁議室

での開催を予定しております。議題は、「第４次大野城市男女共同参画基本計画令和

２年度進捗状況報告書について」を予定しております。 

次第の４のその他の説明は以上でございます。ご質問がありましたらお願いいたし

ます。 

【的野委員】 

確認ですが、今回は審議会としての回答までは言わなくてというか、そこも含めた

形で質問したほうがいいですか。 

【事務局（松本）】 

進捗状況報告書のことでしょうか。 

【的野委員】 

はい、そうです。 

【事務局（松本）】 

次回までに進捗状況報告書の各シートの審議会意見回答という今空欄の箇所がご
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ざいますが、こちらに本日いただきました意見などを基に言葉を入れまして、後で担

当課の回答も入れさせていただきます。 

【的野委員】 

それも 26 日にでしょうか。 

【事務局（松本）】 

はい、それを事前にお送りさせていただくという形になります。 

【的野委員】 

ありがとうございます。 

【事務局（松本）】 

ありがとうございました。ほかにご質問やご意見などはございますでしょうか。 

それでは、続けてご説明いたします。この会議の終了後になりますが、再度のご説

明になりますが、意識調査票と進捗状況報告書に関するご質問やご意見などがござい

ましたら、お配りしておりますご意見等提出用紙を８月 12 日までに人権男女共同参

画課へファクスや電子メールなどによりご提出いただければ大変ありがたいと思い

ます。 

なお、ご意見等提出用紙のワード様式のデータをご希望の場合は、会議終了後にそ

の旨、事務局にお申しつけください。 

事務局からの説明は以上でございます。 

ただいまのご説明につきまして、ご意見やご質問などがありましたらお願いいたし

ます。 

【岸委員】 

この書式を必ず使わないといけないということですか。 

【事務局（松本）】 

ご指摘の箇所を特定できれば、任意の様式でも大丈夫でございます。 

【岸委員】 

分かりました。 

【事務局（松本）】 

ほかにご質問などございませんでしょうか。ありがとうございます。 

それでは、以上をもちまして、令和３年度男女共同参画審議会第２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。 


