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第 3次大野城市男女共同参画基本計画

平成 29年度進捗状況報告にあたって

この報告書は、「大野城市男女共同参画条例」第 11条に基づき、男女共同

参画施策の実施状況及びその評価について、年次報告として公表するものです。

大野城市では、「第 3次大野城市男女共同参画基本計画」（計画期間：平成

25～29年度）を策定し、総合目標に「女性と男性が共同参画するコミュニテ

ィ都市」と掲げ 8つの基本目標のもと、54項目の重点計画と実施計画を定め

ています。

（詳細については、次ページの体系図を参照ください。）

 これらの計画をもとに、様々な男女共同参画施策を、市民の皆さんや関係

機関と共に推進してきました。

 本報告書では、平成 29年度におけるその事業実績を、市の関係課からの

報告をもとに取りまとめ、かつその内容について、市民委員で構成された

「大野城市男女共同参画審議会」の意見を付すことにより、その内容を今後

の施策に反映させていくものです。



第３次大野城市男女共同参画基本計画体系

基本目標

★1 人権教育・啓発基本指針に基づく取り組みの推進

2 市職員を対象とした研修の充実、意識調査の実施

3 各種相談機関の周知

4 男女共同参画の視点からの広報ガイドライン作成

5 メディア・リテラシーに関する研修会の実施

★1 地域女性リーダー養成のための講座などの実施

★2 地域における女性役員の積極的登用の啓発

★3 男女共同参画活動団体への支援

4 事業所における男女共同参画の推進

★1 各審議会などへの女性登用促進

2 男女共同参画に関する人材リストの作成

3 男女平等な職務分担の実施

★1 市職員に対する育児・介護休業制度の周知と男性の取得の推進

2 両立を支援するための子育て支援事業の充実

3 ファミリー・サポート・センター事業の充実

4 介護サービス事業や障がい者福祉サービス事業の充実

5 女性の再就職支援や女性の起業に関する学習機会の充実

6 ひとり親家庭の自立促進

7 男性のための講座の実施

8 両立支援のための事業所への啓発

1 乳幼児保育・就学前教育担当者の男女共同参画研修の実施

2 小中学校教職員の男女共同参画研修の実施

3 小中学校における男女共同参画教育の充実

4 小中学生の育児や介護の体験学習の充実

5 男女共同参画の視点に立った進路指導の充実

★6 男女平等推進センターの情報発信機能の充実

★7 市広報やホームページによる情報発信の促進

8 男女共同参画に関する視聴覚教材・図書資料の充実、利用の拡大

9 出前講座の実施

10 国内研修への市民参加支援

1 「母親教室」・「両親教室」の実施

2 母子保健施策の充実

3 成年期における各種健診事業の充実と生活習慣病予防の啓発

4 高齢期における介護予防の啓発

5 生涯にわたるメンタルヘルスケアの充実

★6 災害時の救助・支援対応への配慮

1 女性に対する暴力に関する啓発

2 女性に対する暴力に関する研修会の実施

★3 デートＤＶに関する研修の実施

4 関係機関、民間団体の相談窓口の周知

5 外国人に対する相談窓口の周知

★6 ＤＶ被害者の保護

★7 ＤＶ被害者への支援

★8 庁内関係部署の連携

9 相談業務に従事する職員への研修の実施

10 関係機関との連携

11 民間団体との連携

1 男女共同参画に関する国際的動向の発信

2 福岡県「女性研修の翼」への参加促進

1 基本計画の進捗状況の検証と公表

2 男女共同参画行政推進協議会の充実

3 男女共同参画条例の周知                         

4 市民意識調査の実施

5 施策などに関する苦情の処理

　　　　　　　   実施計画（重点計画）　    ★印は重点計画

教育・啓発
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（８）
国際社会との協調

（３）
政策や方針の立案と
決定への参 画

（２）
社会における制度や
慣行についての配慮

（４）
家庭生活と他の活動
との両立

（１）

男女の人権の尊重

（６）

健康で安全な生活を
営む権利の尊重

（５）
教育の場に おける
男女共同参画の推進

（７）

性に基づく暴力の根絶

（配偶者からの暴力及び

被害者の保護のための

施策の実施に関する計

画）

◆

男女共同参画推進
体制



実施計画・重点計画 



★重点計画

基本目標 整理No. 1-01

実施計画

担当課

第４次男女共
同参画基本計
画に向けた取
り組み

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。

１　男女の人権の尊重

人権教育・啓発基本指針に基づく取り組みの推進

事業内容 毎年度、基本指針に基づく実施計画の進捗状況を検証し公表します。

人権男女共同参画課

29年度
実　  績

実 施
内 容

平成23年度に策定した「人権教育・啓発基本指針に基づく実
施計画」の具体的事業について、平成28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  3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。

審議会意見

担当課課題をふまえ、事業を推進していくこと。

担当課回答

人権と男女共同参画の施策は結びつきが強いことから、本市の「男女共
同参画基本計画」と「人権教育・啓発基本指針」を両輪とし、相互に作
用しながら事業を推進させるよう努めていく。



実施計画

基本目標 整理No. 1-02

実施計画

担当課

１　男女の人権の尊重

市職員を対象とした研修の充実、意識調査の実施

事業内容
市職員を対象とした男女共同参画に関する研修の充実を図り、併せて市職員の意識調
査を行います。

総務課
人権男女共同参画課

29年度
実　  績

実 施
内 容

【総務課】
○平成29年度新規採用職員研修基礎研修（後期）
・テーマ　「男女共同参画社会の推進のために」
・開催日　6月9日(金)　10:45～12:15　受講者16名
・会場　　大野城市役所3階　311・312会議室（全日）
・講師　　　　人権男女共同参画課職員

○平成29年度大野城市職員人権・同和問題研修
・テーマ　「男女共同参画社会の実現に向けて」
・開催日
　①7月10日(月)　10:30～12:00　受講者　82名
　②7月12日(水)　13:30～15:00　受講者108名
　③7月12日(水)　15:30～17:00　受講者　95名
　④7月14日(金)　13:30～15:00　受講者109名　計394名
・会場
　大野城市総合福祉センター3階　大会議室
・講師
　松田 美幸 氏（福岡県男女共同参画ｾﾝﾀｰ「あすばる」ｾﾝﾀｰ長）

【人権男女共同参画課】
・当課事業「人権をまなぶ講座」や、男女平等推進センター アスカー
ラが実施する講演会等について、チラシや電子掲示板にて市職員に周
知した。
・新規採用者を対象に「男女共同参画」をテーマとした研修を実施し
た。また、研修で学んだことをもとに川柳を作成してもらい、男女共
同参画の意識の醸成を図った。なお、川柳は6月の「男女共同参画週
間」にアスカーラギャラリー（まどかぴあ3階）に展示した。

担当課
課 題

【総務課】平成29年度は、人権・同和問題研修で男女共同参画をテー
マとして実施したが、現在の実施方法では不定期での実施となるた
め、定期的に実施できるよう研修計画の見直しも含め、検討していく
必要がある。

【人権男女共同参画課】
・新規採用職員研修について、新規採用職員が男女共同参画意識につ
いて理解し、業務や生活の中でしっかり男女共同参画を意識すること
ができるような内容とする。
・男女共同参画や女性の人権をテーマとする講座や講演について、電
子掲示板等で職員へ案内を行っているが、参加に結びついているとは
言いがたい。〔参考〕「人権をまなぶ講座」（第4回）テーマ：「DV被
害者の相談から見える女性差別」参加者38名うち職員1名

（次頁に続く）



実施計画

審議会意見
市職員研修の充実をはかるとともに、市民対象講座についても職員に情報を提供
し、参加が増えることが望ましい。

担当課回答

職員意識調査及び市民意識調査（ともに平成28年度実施）の結果から、特
に固定的性別役割分担意識や男女の平等感などの項目において、市職員の
男女共同参画意識は市民と比較して高い傾向にあることは、市職員研修等
の成果の表れと考えられる。今後も市職員研修の一層の充実をはかり、市
民対象講座の情報も提供して参加を促していく。

第４次男女共
同参画基本計
画に向けた取
り組み

【総務課】新規採用職員研修の実施
研修の実施方法の検討

【人権男女共同参画課】
平成29年度に策定した「第４次男女共同参画基本計画」の中でも挙げている「市
職員を対象とした研修の充実」のため、今後も引き続き、新規採用職員研修の内
容の工夫に努めるとともに、男女共同参画や女性の人権をテーマとした講座・講
演について職員へ周知し、参加を促す。



実施計画

基本目標 整理No. 1-03

実施計画

担当課

第４次男女共
同参画基本計
画に向けた取
り組み

・「ＤＶ相談ホットライン」カードの内容について、見やすく、情報が
伝わりやすい表現となるよう工夫し、適宜必要な変更を行っていく。
・市広報紙、市ホームページ、「ＤＶ相談ホットラインカード」等を活
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し
ていく。また、「ＤＶ相談ホットラインカード」の設置箇所の拡大に努
める。

１　男女の人権の尊重

各種相談機関の周知

事業内容 市広報やホームページ、パンフレットなどで各種相談機関を周知します。

人権男女共同参画課

29年度
実　  績

実 施
内 容

・市広報、ホームページにおいて各種相談機関の周知を行っ
た。
「ちくし女性ホットライン」
「臨床心理士による相談」
「おしごと相談」
「まどかぴあ男女平等推進センター総合相談」など

・各種相談窓口を掲載した「ＤＶ相談ホットライン」カード
を作成し、市庁舎、市内公共施設、商業施設、及び病院・診
療所に設置（1,900枚）した。

担当課
課 題

平成29年度から、市内大型商業施設、筑紫医師会（病院、診
療所）にも「ＤＶ相談ホットライン」カードの設置依頼を行
い、1,900枚（前年度より1,400枚増）を配布した。結果とし
て「ちくし女性ホットライン」相談件数は大幅に増加（平成
28年度16件⇒平成29年度52件）したが、相談内容をみると継
続相談件数が多く、新規の相談者開拓にはつながっていな
い。

審議会意見

「ＤＶ相談ホットライン」カードの設置を病院等にも広げた成果が見ら
れるようである。今後、保育園や幼稚園等にも依頼するなど、設置箇所
の拡大に努めてはどうか。

担当課回答

「ＤＶ相談ホットライン」カードについては、平成３０年度も市内大型
商業施設に設置するなど、設置箇所を拡大している。情報を必要とする
方に一人でも多く相談窓口の存在を周知できるよう、保育園や幼稚園等
を含め、今後も設置箇所の拡大に努めていく。



実施計画

基本目標 整理No. 1-04

実施計画

担当課

審議会意見

「第４次基本計画に向けた取り組み」として、「見やすくわかりやすい」「紙
面のレイアウト」や、「誰もがわかりやすい印刷物の作成」が挙げられている
が、本実施計画で目指す取り組みとしては、男女共同参画推進に関連する内容
であることが必要ではないか。

担当課回答

【情報広報課】
印刷物チェックリストにおいて、印刷物の見やすさだけでなく、男女共同参画
の視点でも確認を行っている。

【人権男女共同参画課】
・広報物作成にあたっては、男女を固定的なイメージで描いたり男女で異なる
表現をしていないか留意するとともに、男女とも、違和感や疎外感なく、共感
を得られるような内容とする。

第４次男女共
同参画基本計
画に向けた取
り組み

【情報広報課】
今後も見やすく分かりやすいように、紙面のレイアウトなどについて、必要に
応じ助言・改善していく。

【人権男女共同参画課】
・今後も、印刷物ガイドラインを活用し、男女共同参画の視点を取り入れた広
報物を作成するとともに、誰もがわかりやすい印刷物の作成に努める。
・印刷物ガイドライン、刊行物・印刷物作成時の「チェックリスト」活用に
よって男女共同参画の視点が欠けることのないよう啓発を行う。

１　男女の人権の尊重

男女共同参画の視点からの広報ガイドライン作成

事業内容
市の刊行物などにおいて、性差別的な表現や固定的な役割表現を使うことがない
よう、広報ガイドラインを作成します。

情報広報課
人権男女共同参画課

29年度
実　  績

実 施
内 容

【情報広報課】
「印刷物ガイドライン」を改訂し、男女のイメージを固定化しない
言葉遣い、イラストを使用するように追記した。
また、「印刷物チェックリスト」を活用して各課印刷物のチェック
を行い、改善に努めた。

【人権男女共同参画課】
・啓発パンフレットや広報記事の作成にあたり、「印刷物ガイドラ
イン」に沿い、男女共同参画の視点から固定的な色使いや表現とな
らないように配慮して作成した。
・「印刷物ガイドライン」の改訂に伴い、男女共同参画の視点から
注意すべき点について、望ましい表現、ことばの言い換え、イラス
ト等の例を追加した。

担当課
課 題

【情報広報課】
今後も、「印刷物ガイドライン」に沿って、各課印刷物をチェック
していく。

【人権男女共同参画課】
市で作成するチラシやポスター等の広報物において、固定的な性別
役割や性差別的な表現とならないよう、印刷物ガイドラインも参考
としながら、配慮して作成する必要がある。



実施計画

基本目標 整理No. 1-05

実施計画

担当課

情報サポーターの資質向上のため、養成講座とフォローアップ講座を交互に実施
していきたい。文章に興味のある方が参加したくなるような旬な話題も取り入れ
た企画内容に努める。

審議会意見

担当課課題をふまえ、事業を推進していくこと。

担当課
回答

インターネットやＳＮＳの活用がさかんな現代において、一人ひとりが
情報を正しく取捨選択したり、正確な情報を効果的に発信する能力を身
につけることは大変重要である。広報ガイドラインの内容を参照・留意
しながら、男女共同参画の推進につながる各種メディアの活用を検討し
ていきたい。

第４次男女共
同参画基本計
画に向けた取
り組み

29年度
実　  績

実 施
内 容

情報サポーター養成講座（全3回）
○第1回
・日　時：平成29年10月23日（月）13：30～15：00
・テーマ：取材・文章作成をする上での心構え
・講　師：有村千裕（有村文章塾 主宰）
・人　数：27名

○第2回
・日　時：平成29年10月30日（月）13：30～15：00
・テーマ：四コマ漫画を要約してみよう
・講　師：有村千裕（有村文章塾 主宰）
・人　数：23名

○第3回
・日　時：平成29年11月6日（月）13：30～15：00
・テーマ：写真や図形を文章で説明してみよう
・講　師：有村千裕（有村文章塾 主宰）
・人　数：23名

担当課
課 題

毎年、参加者の満足度は95％以上ではあるが、サポーターの増加につ
なげることは容易ではない。そのような中、29年度は最近話題になっ
ていた「文章塾」と銘打って講座を実施したところ、新規の方が2名
サポーター登録された。

人権男女共同参画課（男女平等推進センター アスカーラ）

１　男女の人権の尊重

メディア・リテラシーに関する研修会の実施

事業内容
メディアからの情報を主体的に解釈し、自らの意思で情報を発信する能力を養う
ため、定期的にメディア・リテラシーに関する研修会を行います。



★重点計画

基本目標 整理No. 2-01

実施計画

担当課

担当課
課 題

第2期生の一部のグループについては、現状、主体的に活動できるまでには
至っていない。

人権男女共同参画課（男女平等推進センター アスカーラ）

実 施
内 容

29年度
実　  績

平成28年度同講座修了生（第2期生）から結成された2つのグループ「防災
ほっとキッチン」、「きらきらマルシェ」の活動支援。定例会への出席や、
活動のアドバイス、事業実施のためのサポート等を行った。

○フォローアップ講座
第1回（館外研修）
・日　時：平成29年8月6日（日）10：30～14：00
・テーマ:「共働について学ぼう」
・視察見学:「ふら～っとカフェ　壱岐南」
             施設名　マナハウス
・人　数：12名

第2回（座学研修 全2回）
・日　時：平成29年12月 7日（木）10：00～12：00
          　　　  12月14日（木）10：00～12：00
・テーマ：「想いを実行するための”やりたいことをカタチにする”学びの
ワン・ツー・ステップ」①②
・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）
・人　数：延べ36名

2 社会における制度や慣行についての配慮

地域女性リーダー養成のための講座などの実施

事業内容
地域で活躍する女性リーダーを養成するための講座を行い、地域で行動に
つなげるまでを支援します。

第４次男女
共同参画基
本計画に向
けた取り組
み

・第3期生の長期講座がスタートするが、途中、欠席をしても次回参加しやすい
よう講座内容の報告を行いフォローしていく。
・第2期生のグループには、登録団体への登録を勧め、他団体との交流をとおし
てスキルアップを図り、情報交換の機会を増やす。また、主体的に活動できるよ
うフォローアップしていく。

担当課回答

・平成30年度の講座では6回の演習を行い、「地域のことを知り、地域の人とつ
ながる」ことに重点をおいた内容とするよう企画している。
・講座修了生に対しては、二年目以降についても引き続きフォローしていく。ま
た、修了後も引き続きアスカーラとつながりを保ち、各種実行委員会やアスカー
ラ主催講座等の案内を個別に行い、地域活動を行う上でのスキルアップの場とし
てもらうよう参加を促す。

審議会意見

・「地域女性リーダー育成講座」の目的が、居住地域でリーダーとなり得る女性
人材の養成であるならば、地域とつながりのある講座内容とすると同時に、地域
活動につながるような仕掛けが必要である。
・また、講座終了後も主体的な活動を続けられるよう、講座一年目の受講中の
フォローが大切であると考える。
・さらに、講座修了生は「アスカーラ共生フォーラム」実行委員会への参画や、
その他アスカーラ主催講座等への参加により、企画運営やその他様々なスキルを
身に付けられると考えるので、修了生への参画・参加を促してほしい。



★重点計画

基本目標 整理No. 2-02

実施計画

担当課

第４次男女共
同参画基本計
画に向けた取
り組み

・第3期「地域女性リーダー育成講座」の支援や、その他講座を通し
て、主体的に行動できる女性の育成のため、女性に向けた啓発支援を積
極的に行う。
・区の運営に男女共同参画の視点を取り入れてもらうため、随時、市や
アスカーラで企画開催する事業の案内を行う。

2 社会における制度や慣行についての配慮

地域における女性役員の積極的登用の啓発

事業内容 女性の積極的登用について、関係機関などに働きかけます。

人権男女共同参画課

29年度
実　  績

実 施
内 容

・1月の定例区長会において、地域役員への積極的な女性登用
について依頼した。
・県男女共同参画推進課や男女平等推進センター アスカーラ
主催の男女共同参画に関する講演会や講座について、関係団
体に積極的に周知を行い、参加を促した。

担当課
課 題

・区長全27名のうち女性は0名、副区長全27名うち女性は3名
〔指標（整理№201,202）参照〕（p.62）であり、地域の女性
登用促進に向けて啓発を進める必要がある。
・今後、地域で活躍する女性の人材の育成のため、活動の場
を増やしていくための支援が必要である。

審議会意見

地域に対し男女共同参画事業の案内を行う際には、地域と市の協働、連
携推進を図るため、各区からの参加を呼びかけて欲しい。

担当課回答

地域において男女共同参画意識の醸成をはかることは、男女共同参画実
現への大きな推進力となると考えられ、特に力を入れていくべき分野で
ある。現在も区に対しては定期的にアスカーラ主催事業の案内を行って
いるが、男女共同参画の取り組みをより身近に感じてもらえるよう、広
報物等の手段を通じて広く啓発を行っていく。



実施計画

基本目標 整理No. 2-03

実施計画

担当課

担当課回答

審議会意見のとおり、事業を推進する。

○情報の提供
・大野城まどかぴあホームページ、男女平等推進センター情報誌「す
てっぷ」等をとおしてセンター事業の情報を提供した。
・情報交流ひろば、図書コーナー等へまどかぴあ主催事業や近隣の男
女共同参画センターのチラシ等の配備を行い情報の提供を行った。
・内閣府や福岡県からの助成金事業の公募や研修等の情報を提供し
た。

○団体相互の情報提供・連携
・アクティブルームのメールボックスの活用を呼びかけることで登録
団体および大野城共生ネットワークの団体相互が情報の交換及び提供
を行った。
・壁新聞「ほっぷ」作成説明会、登録団体説明会および交流会を実施
することで、各団体の情報交換の場づくりを設定した。
・市民グループ活動支援事業の実施により、説明会および報告会にお
ける各団体の情報交換及び連携を図った。

担当課
課 題

・壁新聞「ほっぷ」作成説明会、登録団体説明会、市民グループ活動
支援事業説明会のあとの時間を交流の場としてもらい、お互いに活動
の活性化をめざしてしてもらう。できるだけ多くの団体に参加しても
らうために、開催日程が学校行事や地域行事などと重ならないよう配
慮する必要がある。

審議会意見

担当課課題をふまえ、事業を推進していくこと。

第４次男女共
同参画基本計
画に向けた取
り組み

・日頃から団体さんとの連絡を密に取り、必要な情報が得られるようにアンテナ
を張る。
・壁新聞「ほっぷ」は、年度別にデータ保存し関係団体が参考資料としていつで
も見れるよう整理しておく。

人権男女共同参画課（男女平等推進センター アスカーラ）

29年度
実　  績

実 施
内 容

2　社会における制度や慣行についての配慮

男女共同参画活動団体への支援

事業内容
男女共同参画活動団体に対し、情報提供を行い活動を支援するとともに、団体相
互の情報共有・連携を図ります。



実施計画

基本目標 整理No. 2-04

実施計画

担当課
人権男女共同参画課（男女平等推進センター アスカーラ）
ふるさとにぎわい課

２　社会における制度や慣行についての配慮

事業所における男女共同参画の推進

事業内容
商工会と連携し、男女共同参画に関する講座の実施をはじめ、雇用の場における男女
平等のための法制度周知や男女平等についての意識づくりを進めます。

29年度
実　  績

実 施
内 容

【男女平等推進センター アスカーラ】
商工会との共催でスキルアップのための資格取得講座を実施した。開講式
や閉校式、講座実施期間中に男女平等推進センター主催講座のチラシなど
を配布設置し、男女共同参画推進の意識づくりや講座参加の周知に努め
た。
○スキルアップのための資格取得講座の実施
簿記3級講座（全28回）
・期間：平成29年8月18（金）～11月8日（水）18：30～21：00
・講師：高島喜代美（福岡地区職業訓練会講師）
・人数：延べ210名（受講生8名）
実践！JW-CAD初級講座（全5回）
・期間：平成29年8月28日（月）～9月11日（月）18：30～21：30
・講師：竹中ひとみ（有限会社アキラ企画代表取締役）
・人数：延べ90名（受講生20名）
福祉住環境コーディネーター2級試験対策セミナー（全15回）
・期間：平成29年9月25日（月）～11月16日（木）18：30～21：00
・講師：岡島秋男（株式エー・ディー・エル1級建築士）
・人数：延べ205名（受講生16名）
簿記2級講座（全36回）
・期間：平成29年11月24日（金）～平成30年2月19日（月）18：30～21：
00
・講師：高島喜代美（福岡地区職業訓練会講師）
・人数：延べ210名（受講生7名）

○企業のための男女共同参画事業
・日時：平成29年11月20日（月）　13：30～15：30
・テーマ：「聴いて納得！女性活躍推進のプロから学ぶ改革術」
・講師：久留百合子
・人数：18名

＜広報＞
・大野城市商工会会員へのチラシ配布（商工会からの会報折り込み）
・まどかぴあホームページ掲載

【ふるさとにぎわい課】
国、県、県商工会連合会等からの法制度の周知や男女平等の意識づくりに
関するポスター掲示、パンフレット等配架を実施した。

担当課
課 題

【男女平等推進センター アスカーラ】
簿記3級は募集期間を延長してのスタートとなり、簿記2級については、3
級より高度なためこちらも一桁の参加となった。一方、ＣＡＤ初級講座は
早々に定員となり、福祉住環境コーディネーター2級講座は、28年度は広
報が弱く定員に満たず開講できなかったが、29年度は16名での開講となり
出席率も高かった。時代に即した講座内容の見直しと広報の強化が必要で
ある。また、企業に対する男女共同参画意識の啓発が不十分である。

（次頁に続く）



実施計画

審議会意見

担当課課題をふまえ、事業を推進していくこと。

担当課回答

女性活躍の推進や、働き方改革の実現のためには、民間企業・事業所への
啓発や協力が必要不可欠であるため、「第４次大野城市男女共同参画基本
計画」のもと、しっかりと取り組んでいく。

第４次男女共
同参画基本計
画に向けた取
り組み

【男女平等推進センター アスカーラ】
商工会との協議により簿記3級と簿記2級は隔年実施とする。
商工会との連携で広報を強化する。
昨今の就業に対する市民意識の向上とあわせ、市民の豊かに生活しようとする支援を
今後も継続していく。また、日常的に企業への働きかけを行い、男女共同参画社会の
実現に向け啓発を推進していく。

【ふるさとにぎわい課】
引き続き、企業・事業所への積極的な情報提供を継続する。

担当課
課 題

【ふるさとにぎわい課】
雇用の場において、女性の社会進出や活躍の場の創出を生み出すことが、
男女共同参画の推進に貢献することから、継続的な啓発が必要である。



★重点計画

基本目標 整理No. 3-01

実施計画

担当課

・各審議会などへの女性登用の取り組みの中で、推薦を依頼する団体の
メンバーの固定化や減少があると、幅広い人材の登用にはつながらない
と思われるため、各コミュニティへも女性委員推薦を依頼してはどう
か。（一度に４地区のコミュニティに依頼するのが難しければ、少しず
つでも進めて欲しい。）

(次頁に続く）

審議会
意見

第４次男女共
同参画基本計
画に向けた取
り組み

女性登用率を一層向上させるため、庁内各課への啓発を行うとともに、
事前協議制度の周知徹底に努める。

３　政策や方針の立案と決定への参画

各審議会などへの女性登用促進

事業内容
政策・方針決定の場への女性参画を促進するため、委員改選に際して事前協議を
行います。併せて、重複や長期の任用を避けるなど、幅広い人材の登用に努めま
す。

人権男女共同参画課

29年度
実　  績

実 施
内 容

審議会委員を選任する際は、委員総数に対する女性の割合を
40％以上とすることを目標としており、審議会等への女性登用
の事前協議制度を実施している。審議会等への委員を選任する
所管課は委員選任3ヶ月前に「大野城市審議会等への委員選任
における事前協議書」を提出することとしている。

○事前協議件数
　事前協議書提出　18件
　うち男女共同参画行政推進協議会開催（女性40％未満）4件

○平成29年度女性登用状況
　平成30年3月31日時点
　事前協議対象審議会等
　委員総数   809名　女性委員数　351名　登用率　43.39％
　※前年度43.66％
　（地自法202条の3に基づく審議会：127名/314名⇒40.45％）
　※前年度40.56％
　（規則・要綱に基づく審議会： 224名/495名⇒45.25％）
　※前年度45.45％

担当課
課 題

女性が少ない分野の審議会等についても、推薦団体に女性登用
促進の重要性について理解してもらい、登用率を上げるための
協議やはたらきかけを継続していく必要がある。



★重点計画

担当課回答

・コミュニティから審議会等委員を登用することで、女性人材活用の裾
野を広げることができる。しかし、各審議会の委員構成や所属団体は条
例等にて定められているため、コミュニティへの推薦依頼を直ちに進め
ていくことは難しいと考える。
・可能な範囲での推薦依頼先の検討を各課に呼びかけるとともに、「審
議会委員として活躍したい」と思う女性が増えるよう、広く市民に向け
て、男女共同参画に関する情報提供や啓発を行っていく。

・女性登用促進をはかるため、女性が日頃から政策・方針に関心を持
ち、講演会や議会傍聴などの機会に参加するなどして、男女共同参画意
識を高め、審議会等の一般公募に応募し、審議会等に積極的に関わって
いくことが大切ではないかと思う。

審議会
意見



実施計画

基本目標 整理No. 3-02

実施計画

担当課

審議会意見

「２９年度実績」の「担当課課題」で、「導入について慎重な判断が必
要である」という記述は、第３次基本計画・実施計画と矛盾しているよ
うに捉えられるおそれがあるので、導入できなかった問題点等を記述す
るなどしてはどうか。

担当課回答

・平成30年度に始まった「第４次大野城市男女共同参画基本計画」で
は、より柔軟な方式での人材把握・活用をめざすこととしており、他自
治体の事例等を研究しながら、今後の方向性を検討していく。

第４次男女共
同参画基本計
画に向けた取
り組み

男女共同参画推進に向けた人材の把握・活用については、「第4次男女共
同参画計画」の実施計画として設定している。各種講座の修了生を含
め、様々な分野で活躍する女性の人材を把握し、審議会委員などの募集
情報の周知を広く行い、人材活用の取り組みを進めていく。

３　政策や方針の立案と決定への参画

男女共同参画に関する人材リストの作成

事業内容
審議会などの委員や講師への活用を促すため、さまざまな分野で活躍する女性を発
掘し、登録します。

人権男女共同参画課

29年度
実　  績

実 施
内 容

審議会等の委員の女性登用促進に関して、委員募集情報等につ
いて男女平等推進センター アスカーラへ周知依頼を行った。

担当課
課 題

人材リストについては、登録者の掘り起こしや、登録内容の違
いにより公平な扱いが難しいことなどが課題となり、他自治体
での活用の成功例も少ないため、導入について慎重な判断が必
要である。



実施計画

基本目標 整理No. 3-03

実施計画

担当課

審議会意見

担当課課題をふまえ、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。

第４次男女共
同参画基本計
画に向けた取
り組み

性別に関わりなく、職員の能力及び意欲に応じた人材育成・人員配
置を行う。職場環境整備については、働き方改革に向けた取り組み
の中で検討していく。

３　政策や方針の立案と決定への参画

男女平等の職務分担の実施

事業内容
性別にかかわりなく、職員の能力及び意欲に応じた登用を図るため、特に女
性の職域の拡大、能力向上の機会の確保に努めます。

総務課

29年度
実　  績

実 施
内 容

・これまで同様に、性別に関わりなく、採用・育成・人員
配置を行った。
・平成30年度に向けた人事異動においては、課長職、係長
職、それぞれ3名の女性職員の昇任配置を行った。その結
果、管理監督職における女性の割合は、課長職で19.1％、
係長職で19.5％となった。

担当課
課 題

昇任しても、家庭生活や子育てに安心して望めるような、
職場環境を整えていくとともに、女性職員のキャリアアッ
プへの意識づけを行っていくことが必要である。



★重点計画

基本目標 整理No. 4-01

実施計画

担当課

審議会意見

育児休業取得職員数は増加傾向にあり、また男性職員の取得も増えたこ
とは大きな成果だと思う。引き続き制度を活用しやすい職場づくりの推
進をお願いしたい。

担当課回答

職場全体としての理解も年々進んできているものと思われる。引き続き
育児・介護休業取得推進に向けた取り組みを進めていく。

第４次男女共
同参画基本計
画に向けた取
り組み

・国の法改正等があった場合、必要に応じて関係条例、規則等の改正を
行う。
・職員への周知は、様々な機会を通じて引き続き行っていく。

29年度
実　  績

実 施
内 容

・職員に対して電子掲示板等で制度の周知を図った。
・平成29年度中、27名が育児休業を取得し、うち3名が男性で
あった〔育児休業取得可能であった（=３歳未満の子を持つ）
男性職員は45人、取得率6.7％〕。

担当課
課 題

男性が育児休業を取ることは、以前と比べて珍しいことでは
なくなってきているが、引き続き、取りたいと思う職員が躊
躇することなく取得できるように職員全体への啓発を続けて
いく必要がある。

総務課

４　家庭生活と他の活動との両立

市職員に対する育児・介護休業制度の周知と男性の取得の推進

事業内容
特定事業主行動計画に掲げる休暇制度の周知に努め、活用することができる職場
づくりを進め、特に男性の取得を図ります。



実施計画

基本目標 整理No. 4-02

実施計画

担当課

審議会意見

担当課課題をふまえ、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。

29年度
実　  績

実 施
内 容

・平成29年度末に大野幼稚園が保育機能を持つ認定こども園
に移行するための施設整備を行った。
・大野城市内において、病児デイケアルーム大野城（松田小
児科）を実施している。（平成29年度利用延児童数1,128人）

担当課
課 題

・待機児童の対策を推進していく必要がある。
・「病児デイケアルーム」の利用者は増加傾向にある（前年
度比252人増）。今後の増加を見込んだ対応の検討が必要であ
る。

第４次男女共
同参画基本計
画に向けた取
り組み

待機児童解消に向けて、市内の私立幼稚園２園について、保育機能を持
つ認定こども園に移行するための施設整備を行う。
併せて認可保育所１園について、定員拡充のための施設整備を行う。

子育て支援課

４　家庭生活と他の活動との両立

両立を支援するための子育て支援事業の充実

事業内容
保育所や幼稚園、留守家庭児童保育所等において、多様な保育サービス
を実施します。



実施計画

基本目標 整理No. 4-03

実施計画

担当課

審議会意見

担当課課題をふまえ、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。

29年度
実　  績

実 施
内 容

おねがい（依頼）会員922人
おたすけ（協力）会員194人
依頼・協力会員51人
合計1,167人
活動回数807回

担当課
課 題

会員数は前年より増加しているものの、活動回数は下回る実
績となった。事業周知は相応に進み、活動の輪は広がってい
る一方で、子育てに関する悩みやニーズが他の子育てサービ
スに分散した結果であると思われる。しかしながら、市民同
士の相互扶助活動として根付いている事業であり、今後も安
定した運営に向けた取組を行っていく必要がある。

第４次男女共
同参画基本計
画に向けた取
り組み

おたすけ会員養成講習会の年２回開催、ならびに県が行う「子育て支援
員研修（ファミサポコース）」との調整や連携、および県のファミサポ
事業研修への参加など、事業周知や維持・強化に向けた取組を行う。

子育て支援課

４　家庭生活と他の活動との両立

ファミリー・サポート・センター事業の充実

事業内容
保護者の突発的な事態や学校・地域活動などに対応するファミリー・サ
ポート・センター事業の充実を図ります。



実施計画

基本目標 整理No. 4-04

実施計画

担当課

審議会意見

担当課課題をふまえ、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。

29年度
実　  績

実 施
内 容

【すこやか長寿課】配食サービスや徘徊位置検索装置設置事業などの各
種高齢者福祉サービスを実施した。〔指標（整理№430～433）参照〕
（p.64）

【長寿支援課】
介護保険法に基づく介護（予防）サービスおよび介護予防・日常生活支
援総合事業を実施した。ケアマネジメント調整会議を行い、ケアマネ
ジャーに対する多職種による助言で、自立につながるケアプランの作成
を支援する取り組みを実施した。介護予防の取り組みとして、高齢者が
介護事業所でボランティアを行った際に換金可能なポイントを付与する
「介護予防ボランティアポイント制度」を行った。

【福祉課】居宅介護によるホームヘルパーや障がい福祉施設での生活介
護、就労系サービス等の障害福祉サービスを提供することにより、障が
いのある人の介護支援等を提供した。
また、介護者や障がいのある人の家族が病気等により介護ができない際
には、短期入所（ショートステイ）等のサービス提供を実施した。〔指
標（整理№434～439）参照〕（p.64,65）

担当課
課 題

【すこやか長寿課】利用者数が減少傾向にある高齢者福祉サービスがあ
る。

【長寿支援課】総合事業の訪問型サービスAの担い手が不足している。介
護予防ボランティアポイント研修受講者とボランティア活動実績を増や
していく。

【福祉課】障害者総合支援法に基づく、市の地域性やニーズに応じた内
容となる地域生活支援事業の充実が求められる。
具体的には、相談から支援まで一連を通じて、強化が必要である。

第４次男女共
同参画基本計
画に向けた取
り組み

【すこやか長寿課】市民及び関係各機関へ制度の周知を行ない、サービス利用が必要
な高齢者へのアプローチに努める。

【長寿支援課】
・総合事業の訪問型サービスAの担い手の養成。
・ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ調整会議で抽出された地域課題への対応（サービスBなどの企画）。
・介護予防ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ研修受講者とﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動実績を増やしていく。

【福祉課】今後も引き続き障がい福祉サービスを提供し、より良い社会生活が送れる
ように支援体制の強化およびサービスの充実を図る。

すこやか長寿課
長寿支援課
福祉課

４　家庭生活と他の活動との両立

介護サービス事業や障がい者福祉サービス事業の充実

事業内容 家族の介護を支援するため、さまざまなサービスを提供します。



実施計画

基本目標 整理No. 4-05

実施計画

担当課 人権男女共同参画課（男女平等推進センター アスカーラ）

４　家庭生活と他の活動との両立

女性の再就職支援や女性の起業に関する学習機会の充実

事業内容 女性の経済的自立を支援するため、就職や起業に関する情報提供・相談・支援を行います。

○おしごと相談
・日時：毎月第2水曜日　10：00～12：00（2枠）

○再就職応援事業
「再就職チャレンジ講座」

　パソコン講習（全19回）平成29年4月18日（火）～7月3日（月）9：
30～12：00
・講　師：竹中ひとみ（有限会社アキラ企画 代表取締役）

　再就職準備講話①
・日　時：平成29年4月17日（月）10：00～12：00
・テーマ：「将来設計とキャリアプランを考える」
・講　師：園田博美さん（㈱キャリア研究所 代表取締役）
・人　数：18名
　再就職準備講話②
・日　時：平成29年7月11日（火）10：00～12：00
・テーマ：「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～」
・講　師：藤重知子さん（ボイスエアー）
・人　数：10名
　再就職準備講話③
・日　時：平成29年7月13日（木）10：00～12：00
・テーマ：「就職活動準備をしよう」
　　　　　就職無料斡旋登録の説明
・講　師：長田祐三子さん（株式会社ACR　就業支援事業部次長）
・人　数：13名

「チラシづくり講座」
・日　時：平成29年7月3日（月）・4日（火）14：00～16：30
・講　師：内村明子（内村明子商業施設コンサルタント事務所 代表）
・人　数：延べ39名

「キャリアアップ講座」（第1回）
・日　時：平成30年2月10日（土）10：00～12：00
・テーマ：「ビジネスコーチング 褒める技術、叱る技術、伝える技
術」
・講　師：野津浩嗣（株式会社アニメートエンタープライズ代表取締
役）
・人　数：29名
　「キャリアアップ講座」（第2回）
・日　時：平成30年2月24日（土）10：00～12：00
・テーマ：「問題解決につなげよう！レゴ シリアスプレイ 」
・講　師：深月敬子（株式会社ウイルブレイン代表取締役）
・人　数：18名

（次頁へ続く）

29年度
実　  績

実 施
内 容



実施計画

実 施
内 容

○スキルアップのための資格取得講座
簿記3級講座（全28回）
・日時：平成29年8月18日（金）～11月8日（水）18：30～21：00
・講師：高島喜代美（福岡地区職業訓練会講師）
・人数：延べ210名（受講生8名）

実践！JW-CAD初級講座（全5回）
・日時：平成29年8月28日（月）～9月11日（月）18：30～21：30
・講師：竹中ひとみ（有限会社アキラ企画 代表取締役）
・人数：延べ90名（受講生20名）

福祉住環境コーディネーター2級試験対策セミナー（全15回）
・日時：平成29年9月25日（月）～11月16日（木）18：30～21：00
・講師：岡島秋男（株式会社エー・ディー・エル 1級建築士）
・人数：延べ205名（受講生16名）

簿記2級講座（全36回）
・日時：平成29年11月24日（金）～平成30年2月19日（月）18：30～
21：00
・講師：高島喜代美（福岡地区職業訓練会講師）
・人数：延べ210名（受講生7名）

29年度
実　  績

担当課回答

女性活躍の推進に向けた重要な項目であり、社会情勢や受講ニーズを的確にふま
えつつ事業を推進していく。

パソコンや周辺機器などの不調が相次ぎ、検定時にどのパソコンでも
使用できるよう、事前に環境設定とチェックを行うなど、事前準備に
時間を要した。
再就職講座終了後の受講生の追跡調査に取り組む必要がある。
また、受講生へのアンケート等により、今、就職活動で有利な資格と
ニーズを把握する。

担当課
課 題

第４次男女共
同参画基本計
画に向けた取
り組み

女性のための起業支援セミナーを実施する。（隔年実施）
再就職講座終了後の受講生の追跡調査に取り組む。
時代に即した就職に有利な資格を把握し、実施が可能か検討する。

審議会意見

担当課課題をふまえ、事業を推進していくこと。



実施計画

基本目標 整理No. 4-06

実施計画

担当課

審議会意見

担当課課題をふまえ、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。

29年度
実　  績

実 施
内 容

・ひとり親家庭等日常生活支援事業　6名、462時間利用
・自立支援教育訓練給付金事業　4名
・高等職業訓練促進給付金事業　12名
・ひとり親支援相談員配置事業開始（4月～）
・母子父子自立支援プログラム策定事業開始（11月～）1名

担当課
課 題

・各事業の周知等により利用者は増加したが、今後も引き続
き事業の推進を行い、より多くのひとり親家庭の自立を支援
していく必要がある。
・社会福祉士の資格を持った相談員を配置したが、担当内の
職員は人事異動があるため、離婚やひとり親の相談に対応す
る知識やスキルが不足している。

第４次男女共
同参画基本計
画に向けた取
り組み

・実施事業の周知やＰＲ方法を工夫していく。
・定期的に相談員による担当内での勉強会を行うなど、相談情報の共有
や担当内職員のスキルアップを図り、ひとり親相談窓口として市民に寄
り添った相談体制を整えていく。

子育て支援課

４　家庭生活と他の活動との両立

ひとり親家庭の自立促進

事業内容
ひとり親家庭に対し、経済的自立、子育てと仕事の両立などを支援する
ための事業の周知に努めます。



実施計画

基本目標 整理No. 4-07

実施計画

担当課 人権男女共同参画課（男女平等推進センター アスカーラ）

４　家庭生活と他の活動との両立

男性のための講座の実施

事業内容
男性を対象とした料理教室や介護教室が開催されるよう、区やコミュニ
ティに働きかけます。また、大野城まどかぴあで、男性のための講座を
開催します。

29年度
実　 績

○”パパ時間”充実セミナー（全3回）
（第1回）
・日　時：平成29年7月22日（土）13：00～15：30
・テーマ：「夫婦のパートナーシップを強くする 世帯経営セ
ミナー」
・講　師：長廣 百合子、長廣 遥（Logista株式会社）
・人　数：13名
（第2回）
・日　時：平成29年7月29日（土）13：30～15：00
・テーマ：「パパと一緒に簡単おやつづくり」
・講　師：中島 美香（おうちごはんplus主宰）
・人　数：20名
（第3回）
・日　時：平成29年8月5日（土）13：30～15：00
・テーマ：「パパだって泣いていいんだよ ～明日からの笑顔
のために～」
・講　師：秋吉 建（感涙療法士）
・人　数：9名

〇オトナの男の教養セミナー（全3回）
（第1回）
・日　時：平成30年1月13日（土）10：00～12：00
・テーマ：「プロにきく！スマホを使った写真撮影術」
・講　師：福田 一也（株式会社 新通エスピー）
・人　数：14名
（第2回）
・日　時：平成30年1月18日（木）10：00～12：00
・テーマ：「ソノ時に備えて！楽々介護テクニック」
・講　師：田上 美里 氏（麻生医療福祉専門学校非常勤講
師）
・人　数：9名
（第3回）
・日　時：平成30年1月27日（土）10：00～13：00
・テーマ：「旨いものを作って食す！男の料理」
・講　師：藤吉 和男（料理ブロガー「筋肉料理人」）
・人　数：9名

※各講師には、本講座が男女共同参画社会の実現に向け男性
の意識の向上を目的の一つとした事業であることを理解して
もらい、講座を実施した。

（次頁へ続く）

実 施
内 容



実施計画

29年度
実　 績

・父親だけを対象とした第3回の講座は集客が大変困難であっ
た。
映画の感想等を通して、男性にとって「泣く」と言う行為に
ついて考えたが、講座の組み立てや内容があまりマッチして
いなかった事もあり、充実した講座とはならなかった。今後
は講師の選定等を工夫していきたい。
・例年集客に苦労する男性向け講座であるが、今後も、セン
ターとしては男性も女性も共に助け合い、楽しく暮らしてい
くためのきっかけとなる講座を開発して、中高生男性への男
女共同参画への関心を高めていきたい。

第４次男女共
同参画基本計
画に向けた取
り組み

例年集客に苦労する男性向け講座であるが、今後も、センターとしては
男性も女性も共に助け合い、楽しく暮らしていくためのきっかけとなる
講座を開発して、男性への男女共同参画への関心を高めていきたい。

審議会意見

・男性を対象とする講座について、平成２９年度は夏季と冬季に開催さ
れているが、どちらも全３回の連続講座（３週連続）となっており、そ
のことが参加人数に影響していることも考えられる。講座の間隔を長め
に設定したり、一回のみの受講もできるものを明示するなど分かりやす
くしてはどうか。
・休日のまどかぴあ図書館には、親子連れで来館する利用者も多く見ら
れることから、父親を対象とする講座については、子どもと一緒に参加
できる内容も検討してはどうか。
また、男性対象となっているが、男性一人では参加しにくいことも考慮
し、夫婦で参加できる内容も検討してはどうか（例えば「子どもを介し
たそれぞれの喜び」などのテーマ）。

担当課回答

・平成30年度の子育て世代向け講座は、講師及び会場の都合により3週
連続となるが、一回のみの受講及びパートナーとの参加が可能なことを
明示・強調する。さらに、新しい試みとして日曜日午前中の開催及び図
書館へのチラシの配架を行う。
・中高年向けの講座については、審議会意見を参考に事業を推進する。

担当課
課題



実施計画

基本目標 整理No. 4-08

実施計画

担当課

４　家庭生活と他の活動との両立

両立支援のための事業所への啓発

事業内容
子育て応援宣言企業・子育て応援の店への登録や、次世代認定マーク（くるみ
ん）の取得を事業所に働きかけます。

人権男女共同参画課
ふるさとにぎわい課

29年度
実　  績

実 施
内 容

【人権男女共同参画課】
・6月の男女共同参画週間（6月23日～29日）に「アスカーラ
ギャラリー」（大野城まどかぴあ３階掲示板）において、市
内の「子育て応援宣言企業」および「子育て支援の店」の市
内登録事業所一覧を掲示し、市民に周知するとともに企業へ
の取得促進を図った。
・平成29年2月～4月にかけて、市内事業所を対象に実施し
た、男女共同参画に関する状況調査の回答結果をもとに啓発
パンフレットを作成し、調査協力事業所（144社）へ送付し
た。（「中小企業のためのよくわかる女性活躍支援の手引
き」（平成29年１月福岡県発行）も同封）。

【ふるさとにぎわい課】
市ホームページ内「子育て情報サイト」内の「子育て応援宣
言」「子育て応援の店」に関する啓発、企業募集を継続して
行っている。子育て応援の店については、平成30年３月末時
点で394件、前年比10件増の登録となっており、認知等は広
がっている。

担当課
課 題

【人権男女共同参画課】
・平成29年2月～4月にかけて、市内事業所を対象に実施し
た、男女共同参画に関する状況調査の結果、民間企業や事業
所において、女性登用や育児・介護との両立に関する取組み
について、前回（2年前）調査結果と比較して大きな前進が見
られないこと、セクハラ防止対策については一定の改善が見
られたものの、対策を「していない」企業が過半数を占めて
いることがわかった。
・「子育て応援の店」登録企業数は年々伸びているが、「子
育て応援宣言企業」、「次世代認定マーク（くるみん）」取
得企業数は伸び悩んでいることから、企業・事業所に対し更
なる啓発を進める必要がある。〔指標（整理№444,445,446）
参照〕（p.65）

【ふるさとにぎわい課】
市ホームページ等の周知を通じて、子育て応援の店等は登録
事業者数は増加しているが、個々の事業者への周知方法等は
検討の必要がある。

（次頁へ続く）



実施計画

審議会意見

「第４次基本計画に向けた取り組み」の人権男女共同参画課の記述に関
連して、福岡県では「福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要
綱」で定める参加資格審査項目の中に「地域貢献活動評価項目」を設
け、貢献度に応じて加点されるような仕組みとしている。大野城市でも
（加点方式ではないが）同様の制度があるので、男女共同参画に関する
取組みを評価項目に追加してはどうか。

担当課回答

大野城市では、入札参加資格審査申請をしようとする事業所に対し、
「社会貢献事業」として、「まちぴか市民運動」、「赤ちゃんの駅」な
ど５事業の登録を確認している。今後、男女共同参画に関する何らかの
取り組みを「社会貢献事業」登録事業とすることについて、他自治体の
動向も参考としながら検討を行っていく。

第４次男女共
同参画基本計
画に向けた取
り組み

【人権男女共同参画課】
・市の指名（競争）入札登録更新申請を行う市内事業所に対して男女共
同参画に関する進捗状況調査を実施する（平成31年２月予定）。
・調査結果報告とともに事業所へ送付する啓発パンフレットについて、
男女共同参画意識が浸透するよう、より効果的な啓発ができるよう内容
を工夫する。

【ふるさとにぎわい課】
市ホームページ等の啓発を継続するとともに、市商工会等と連携し、未
登録事業者への周知方法等を検証する。



実施計画

基本目標 整理No. 5-01

実施計画

担当課

第４次男女共
同参画基本計
画に向けた取
り組み

参加者拡大に向けた取り組みを行いつつ、継続して研修を行う。

５　教育の場における男女共同参画の推進

乳幼児保育・就学前教育担当者の男女共同参画研修の実施

事業内容
保育士や幼稚園教諭に対して、定期的・継続的な男女平等教育についての研修会を
行います。

子育て支援課

29年度
実　  績

実 施
内 容

大野城市保育所連盟主催にて公私立保育所対象に男女共同参画
研修を行った。
・開催日　平成29年10月19日（木）
・参加者　28人（前年度28人）

担当課
課 題

より多くの人が研修に参加し、男女共同参画について深く学ん
でいく必要がある。

審議会意見

担当課課題をふまえ、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。



実施計画

基本目標 整理No. 5-02

実施計画

担当課

第４次男女
共同参画基
本計画に向
けた取り組
み

校内研修会において、男女共同参画教育に関する研修を充実させ、確実に
行うように指導する。

５　教育の場における男女共同参画の推進

小中学校教職員の男女共同参画研修の実施

事業内容 各小中学校教職員を対象とする男女共同参画教育についての研修を実施します。

教育指導室

29年度
実　  績

実 施
内 容

市内全中学校（５校）において「デートＤＶ」に関する研修を
行った（※人権男女共同参画課事業「デートＤＶ啓発講座」
（整理NO.7－03）の受講）

担当課
課 題

男女共同参画教育に関する研修内容を充実させる。

審議会意見

担当課課題をふまえ、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。



実施計画

基本目標 整理No. 5-03

実施計画

担当課

第４次男女共
同参画基本計
画に向けた取
り組み

【教育指導室】
学校だよりや行事等を通じて保護者に啓発する。また、家庭教育学級との
連携をより一層図り、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、男女平等推進センター
アスカーラを支援し、学校への依頼や調整などの面で協力することによ
り、アスカーラとの共働により引き続き啓発を進めていく。

５　教育の場における男女共同参画の推進

小中学校における男女共同参画教育の充実

事業内容
学習指導要領に基づき、学校の教育活動全体を通じて、男女共同参画教育を行うと
ともに、図画ポスター・標語作りなどの活動を通じて男女共同参画の意識を育てま
す。

教育指導室
人権男女共同参画課

29年度
実　  績

実 施
内 容

【教育指導室】
各学校が地域に向けて公開している道徳の時間を通して、保護
者をはじめ地域への啓発を行った。

【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「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」の支援を
行った。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1回アスカーラ共
生フォーラム」（平成30年2月3日（土））と併せて表彰を実施
し、来場者に対する啓発を図ることができた。
応募作品総数　727点
　　　　　（小学生：245点、中学生：482点）
・図画ポスター 118点（小学生102点、中学生16点）
・標語 609点（小学生143点、中学生466点）

担当課
課 題

【教育指導室】
保護者への啓発活動について、家庭教育学級等の連携協力を充
実させる。

【人権男女共同参画課】
・平成29年度の応募作品数は、前年度より180点増加した（図
画ポスター20点増、標語160点増）。
・「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」及び「アスカーラ共生フォーラム」は、男女平等
推進センター アスカーラ主催事業であるが、より多くの児童
生徒が男女共同参画についての意識を高められるよう協力を
行っていくことが重要である。

審議会意見
担当課課題をふまえ、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。



実施計画

基本目標 整理No. 5-04

実施計画

担当課

第４次男女共
同参画基本計
画に向けた取
り組み

【こども健康課】
市内の小・中学校から依頼があった出前講座について、担当 教諭と打ち
合わせの上実施する。

【長寿支援課】
今後、小中学校の総合学習などの授業に取り入れたいとの学校からの要望
があった場合には、市内介護事業所等とも協力しつつ随時応じていく予定
である。また、保護者も受講できるような講座内容の検討も行っていく。

５　教育の場における男女共同参画の推進

小中学生の育児や介護の体験学習の充実

事業内容 小中学生対象の、赤ちゃんにふれる体験学習や、介護の体験学習を行います。

こども健康課
長寿支援課

29年度
実　  績

実 施
内 容

【こども健康課】
今年度は9月の教頭会にて事業の紹介を行い、平野中学校と大
野東中学校の２校で実施した（平野中学校3年生8クラス300
名、大野東中学校2年生5クラス171名）。講義内容は、妊婦体
験ジャケットの着用や赤ちゃん人形の抱っこ体験、妊娠成立か
ら1歳になるまでの成長過程の説明等。保健師3名が中学校に行
き2名が講義、1名が写真撮影等の補助を交替で行った。
　生徒たちは、妊婦さんの体のきつさや赤ちゃんの可愛さ、命
の大切さ、親への感謝の気持ちなどを感じてくれたようだっ
た。

【長寿支援課】
認知症とはどのようなものなのか、認知症の人にはどのように
接したらよいかなど、テキストを中心に講話やDVDによる映像
を交えながら行う認知症サポーター養成講座を実施した。平成
29年度は市内介護事業所の協力を得て、９つの小学校の児童を
対象としたキッズサポーター養成講座を実施することができ
た。

担当課
課 題

【こども健康課】
実施校が少ないため、学校に事業の啓発を行う必要がある。

【長寿支援課】
児童や生徒でも講座の内容によって認知症という重いテーマを
理解することは可能であり、いかに児童にわかってもらうかと
いうことが今後講師に課せられる課題である。

審議会意見

小中学生に対して育児や介護の体験学習を行うことで、男女共同参画社会
の形成にどのようにつなげようとしているのかについても記述が必要では
ないか。

（次頁へ続く）



実施計画

【こども健康課】
子どもたちが、当該体験学習を通して、命の大切さ等を学ぶことにより、
親への感謝の気持ちや将来大人になった際の配偶者への思いやりの気持ち
等を醸成することで、男女共同参画社会の形成につながると考えている。

【長寿支援課】
今後超高齢社会を迎える中で、子どもたちへ当該体験学習を通して、子供
の頃から認知症の方など要介護者に対する接し方を学べ、また、将来大人
になった際の介護に対する考え方を身につけることができ、それらが、男
女共同参画社会の形成につながると考えている。

担当課回答



実施計画

基本目標 整理No. 5-05

実施計画

担当課

第４次男女共
同参画基本計
画に向けた取
り組み

男女共同参画の視点を教育活動全般に取り入れるために、職員研修の充実
に取り組んでいく。

５　教育の場における男女共同参画の推進

男女共同参画の視点に立った進路指導の充実

事業内容 性別にとらわれない個性を重視した進路指導や職場体験授業を実施します。

教育指導室

29年度
実　  績

実 施
内 容

進路学習や職場体験学習の事前・事後の学習において、性別に
よる固定的な考え方にとらわれない、男女共同参画社会の視点
に立った進路指導を行った。

担当課
課 題

入学時から様々な機会をとらえ、教育活動全般をとおして、男
女共同参画の視点に立ち、一人一人の社会的・職業的自立に向
けた進路指導を充実させていく。

審議会意見

担当課課題をふまえ、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。



★重点計画

基本目標 整理No. 5-06

実施計画

担当課

第４次男女共
同参画基本計
画に向けた取
り組み

男女平等推進センターが「アスカーラ」としてリニューアルして5年目を迎
えるが、市が実施したアンケートによると認知度が低いということが分
かった。これまで以上にアスカーラからの情報発信を強化し、講座への参
加や男女共同参画の啓発につなげていく。

５　教育の場における男女共同参画の推進

男女平等推進センターの情報発信機能の充実

事業内容
男女平等推進センターを男女共同参画推進の活動拠点とし、さまざまな情
報を発信します。

人権男女共同参画課（男女平等推進センター アスカーラ）

29年度
実　  績

実 施
内 容

○情報交流広場・アスカーラギャラリー事業
　情報交流広場、アスカーラギャラリーにおける男女平等推進セン
ター事業及び関係団体活動の紹介、男女共同参画に関する全般的な情
報の発信と近隣男女共同参画センターの事業紹介。また、男女共同参
画週間や女性に対する暴力をなくす運動期間、日本女性会議等開催期
間に併せて企画掲示を実施した。

○情報収集提供事業
　図書コーナーにおける男女共同参画に関する書籍や男女共同参画白
書をはじめとする調査物の開架、書籍の貸出、新聞切抜きスクラップ
ブックの整備を行い情報を発信した。

○男女平等推進センター情報誌の発行
 センター情報誌「すてっぷ」の発行：月1回（1,000部）情報サポー
ター担当。まどかぴあ館内、他設置
○壁新聞「ほっぷ」の掲示：月1回（センター関係団体輪番制で担当）
○ギャラリーモール、他掲示
新聞切抜き掲示物「窓」の掲示：年3～4回（情報サポーター担当）

○まどかぴあホームページ・デジタルサイネージによる情報発信

○主催講座・相談事業・託児方法・アスカーラだより（所長所感）他

担当課
課 題

館内を利用する多様な市民が利用する場所であるため、情報発信
に工夫し、センター事業への参加やサポーター活動への参加等に
つなげたい。

審議会意見

「男女平等推進センター アスカーラ」の知名度が低い事がアンケートや聞
き取りでわかっている。この事に関しては、多くの人の案を持ち寄り、男
女共同参画社会の実現のために早急に解決すべきである。

担当課回答

昨年、アスカーラの紹介映像（ＤＶＤ）を作成したので、大ホールで実施
する「アスカーラ共生フォーラム」や館外に出掛けて行う「アスカーラお
でかけ教室」等の事業実施前にＤＶＤをみていただき、「アスカーラの活
動と役割」を周知していきたい。



★重点計画

基本目標 整理No. 5-07

実施計画

担当課

第４次男女共
同参画基本計
画に向けた取
り組み

平成30年度も積極的に市広報、ホームページ、ＳＮＳ等を活用し、親しみやす
く、伝わりやすい表現を工夫し、男女共同参画に関する情報を発信していく。

５ 教育の場における男女共同参画の推進

市広報やホームページによる情報発信の促進

事業内容
市広報、市ホームページその他の刊行物を使って、積極的に男女共同参画に関す
る情報を発信します。

人権男女共同参画課

29年度
実　  績

実 施
内 容

市広報「大野城」（月2回発行）や市ホームページに下記の啓発記
事を掲載した。
①無料相談「ちくし女性ホットライン」
②福岡県「ふくおか女性いきいき塾」　募集
③男女共同参画研修「日本女性会議」参加者募集
④福岡県男女共同参画表彰者募集
⑤男女共同参画週間
⑥アダルトビデオ出演強要・ＪＫビジネス注意喚起
⑦DV防止週間「女性に対する暴力をなくす運動」（特集）
⑧日本女性会議参加者報告
⑨福岡県「地域のリーダーを目指す女性応援事業」募集
⑩男女共同参画苦情処理委員
⑪「地域女性リーダー育成講座」育成講座・活動紹介
⑫福岡県「女性のための災害対応研修」募集
⑬福岡県男女共同参画推進センターあすばる講座等案内
⑭アジア女性センター主催講座等案内

担当課
課 題

平成29年度は「⑥アダルトビデオ出演強要・ＪＫビジネス注意喚
起」について、市広報及び市ホームページに新規に記事を掲載し
たほか、「⑦ＤＶ防止週間『女性に対する暴力をなくす運動』」につ
いて市広報11月号に特集記事を組むなど、社会の変化に伴う新し
い問題についても取り上げ啓発を行った。今後もこのような取り組
みが重要である。

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。
今後とも、様々な情報発信を期待する。

担当課回答

審議会意見のとおり、今後とも、市広報紙やホームページ、ＳＮＳ等の
手段を使って定期的な情報発信を行うとともに、新たなテーマについて
も積極的に啓発を行っていく。


