
令和３年度 第１回田川市男女共同参画審議会次第 

 

日 時：令和３年７月１４日（水）１３時００分～ 

場 所：田川市男女共同参画センター 講座室１ 

１ 開   会 

 

 

２ 会長あいさつ 

 

 

３ 委員自己紹介 

 

 

４ 議   事 

⑴ 第２次田川市男女共同参画プラン後期計画策定のスケジュールについて 

  

⑵ 第２次田川市男女共同参画プラン前期計画の評価について 

 

 ⑶ 県内各市の各種審議会等における女性登用状況について 

 

 ⑷ 県内各市の管理職（一般行政職）への女性登用状況について 

 

 ⑸ その他 

 

 

５ 閉   会 

 

 

 

 

【添付資料】 

 資料１  第２次田川市男女共同参画プラン後期計画策定スケジュール（案） 

  資料２  第２次田川市男女共同参画プラン（前期計画）体系表 

資料３  第２次田川市男女共同参画プラン（前期計画）進捗状況判定結果集計表 

資料４  第２次田川市男女共同参画プラン（前期計画）総合評価一覧表 

資料５  県内各市の審議会等における年度別女性委員の登用状況（令和２年４月１日現在） 

資料６  県内各市の管理職（一般行政職）への年度別女性登用状況（令和２年４月１日現在） 

 

※審議会当日（７月１４日 水曜日）は、この資料をご持参ください。 



資料１

開催予定 審議会議事 備考

令和3年7月14日
第１回　審議会　7月14日（水）
　　①計画策定スケジュール（会議日程・議題)
　
　

前期計画の総合評価

８月　　日

第２回　審議会　8月下旬
　　①前期計画の事業進捗状況報告
　　　　(成果と課題)
　　②後期計画の体系(案)検討
　　③後期計画の骨子(案)検討

　

９月　　日

９月下旬
第３回　審議会
　　①後期計画基本構想(案)について
　

１１月　　日

第４回　審議会　　１１月上旬
　　　①後期計画の基本構想(案)確認
　　②後期計画の内容(案)について
　　③後期計画の成果指標(案)について

１２月　　日

第５回　審議会　　12月上旬
　　　①後期計画(素案)の確認
　  ②パブリックコメントの実施について

２０２２年
１月

　パブリックコメントの実施
　　　1月中旬

２月　　日

第６回　審議会　２月上旬
　　　①パブリックコメント結果の報告
　　②第２次田川市男女共同参画計画後期計画
　　　の確定
　　③答申

第２次田川市男女共同参画計画後期計画策定スケジュール



　 資料２

めざす姿
事業
№

具　　体　　的　　施　　策 関　係　課

1 法律や制度についての事業主への啓発 産業振興課

2 育児・介護休業制度の普及促進 人権・同和対策課

3 教職員を対象とした特定事業主行動計画の推進 学校教育課

4 人事評価制度の本格導入による公正・公平な人事処
遇の実現

総務課

5 労働相談 産業振興課

２） 仕事と子育て・介護の両立支援 6 延長保育促進事業 子育て支援課

7 一時保育事業 子育て支援課

8 病児・病後児保育事業 子育て支援課

9 ファミリーサポートセンター事業 子育て支援課

10 放課後児童クラブの充実 学校教育課

11 子育て支援事業 子育て支援課

1 12 児童家庭相談 子育て支援課

13 母子保健施策の充実 保健福祉課

14 介護保険制度等の在宅支援サービスについての周
知徹底

高齢障害課

15 男性職員の育児参加の促進 総務課

16 女性職員の研修への参加促進 総務課

17 企業等への女性の積極的登用の働きかけ 人権・同和対策課

４） ワーク・ライフ・バランスの意識啓発 18 ワーク・ライフ・バランスの意識啓発 人権・同和対策課

19 子育て女性の就職支援相談 人権・同和対策課

20 労働に関する情報の提供及び就職に関する助成制
度の実施

産業振興課

２） 女性による起業や再就職の支援 21 再就職のための支援の実施 人権・同和対策課

22 創業支援事業 産業振興課

23 男女の起業に関する啓発 人権・同和対策課

１） 地域活動への男女共同参画の促進 24 校区活性化協議会等への女性の参画促進
文化生涯学習課
人権・同和対策課

２） 地域活動団体等の育成、支援 25 男女共同参画に係る団体の活動支援 人権・同和対策課

３） 防災活動における男女共同参画の推進 26 地域における防災活動（訓練・研修等）への女性参加
の促進

安全安心まちづくり
課

27 女性人材バンクの充実 人権・同和対策課

28 女性リーダー育成に向けた学習の場の提供 人権・同和対策課

２） 審議会等への女性の登用促進 29 各種審議会等における女性登用の推進 人権・同和対策課

１） DV防止のための広報・啓発活動 30 DV防止のための広報・啓発活動 人権・同和対策課

２） DV相談体制の充実 31 相談員の資質向上のための研修の実施 人権・同和対策課

３） 被害者の緊急保護と救済体制の充実 32 被害者の保護のための関係機関との連携及び安全
確保のための直接的支援

人権・同和対策課

33 DV被害者の自立に向けた支援 人権・同和対策課

４） ハラスメント防止に関する取組の充実 34 ハラスメント防止のための意識啓発 人権・同和対策課

35 市におけるセクシュアル・ハラスメント、パワーハラス
メントの防止に向けた取組

総務課

男女共同参画を推進するリーダーの育
成・活用

１）

働く場において男女が
ともに参画し、活躍す
る

１） 男女の対等な雇用機会と待遇の確保及
び支援

３） 企業等における女性の登用推進及び啓
発

多様な働き方を可能にする能力開発・就
職支援

１）

施策の方向基本目標

⑵

基本取組

⑴

第２次田川市男女共同参画プラン　進捗管理シートの体系

働く場における男女
共同参画の推進

社会環境づくりへの
女性の参画促進

⑵

女性の能力をいかせ
る就労環境の整備

2

⑴

男女がともに健やか
に安心して暮らす

3

　
男
女
が
と
も
に
認
め
合
い
　
互
い
に
支
え
合
い
　
自
分
ら
し
く
生
き
る

⑴
地域における男女共
同参画の推進

地域社会において、
男女が支え合う

あらゆる暴力の根絶
及び被害者支援

Administrator
テキストボックス

Administrator
下線

Administrator
タイプライターテキスト
資料２



　 資料２

めざす姿
事業
№

具　　体　　的　　施　　策 関　係　課施策の方向基本目標 基本取組

第２次田川市男女共同参画プラン　進捗管理シートの体系

１） ひとり親家庭への支援 36 自立支援教育訓練給付金事業 子育て支援課

37 高等職業訓練促進給付金等事業 子育て支援課

38 ひとり親家庭等日常生活支援事業 子育て支援課

39 児童虐待防止 子育て支援課

40 高齢者の権利を尊重する啓発の推進 高齢障害課

41 障がい者虐待防止のための啓発の推進 高齢障害課

42 外国人の権利を尊重する啓発の推進 人権・同和対策課

43 性的少数者の権利を尊重する啓発の推進 人権・同和対策課

１） 心身の健康づくり支援の充実 44 生涯を通じた男女の健康支援の推進 保健福祉課

45 健（検）診、健康相談、健康情報の提供 保健福祉課

46 子どもの発達段階に応じた性教育の実施 学校教育課

47 薬物乱用防止のための啓発の推進 保健福祉課

48 薬物乱用防止のための教育の推進 学校教育課

49 性と生殖の健康と権利に関する意識啓発 保健福祉課

１） 男女共同参画を進める広報、啓発活動 50 様々な広報媒体による啓発の推進 人権・同和対策課

51 公的広報の表現ガイドラインに沿った広報紙の編集 市長公室

52 「ゆめっせフェスタ」による啓発の推進 人権・同和対策課

２） 家庭・職場・地域における意識啓発 53 地域における学習機会の提供
文化生涯学習課
人権・同和対策課

54 家庭における男女共同参画の意識啓発 人権・同和対策課

３） 社会制度・慣行の見直しに向けた意識啓
発

55 公的広報の表現ガイドラインの活用 人権・同和対策課

４） 男性の意識改革の促進 56 子育て支援センター事業への男性参加の促進 子育て支援課

57 介護への参画に関する意識啓発 高齢障害課

58 小中学校における男女平等教育の推進 学校教育課

59 保育・幼児教育者への学習機会の提供
子育て支援課
人権・同和対策課

60 教職員に対する研修の実施 学校教育課

２） 男女平等の視点に立った社会教育等の
推進

61 人権・同和教育の推進 文化生涯学習課

性と生殖の健康と権利についての理解促
進

２）

男女平等の視点に立った学校教育等の
推進

１）

⑵

生涯を通じた心身の
健康支援

男女共同参画社会
の実現に向けた意識
改革

⑴

一人ひとりを尊重し、
男女共同参画意識が
浸透する

⑵

子ども、高齢者、障がい者、外国人及び
性的少数者等の人権を尊重する啓発の
推進

２）

生活上の困難や人
権課題を考える人々
への支援の充実

学校教育等における
男女共同参画の推
進

男
女
が
と
も
に
認
め
合
い
　
互
い
に
支
え
合
い
　
自
分
ら
し
く
生
き
る

4

⑶

Administrator
ハイライト表示

Administrator
長方形



資料３

Ａ Ｂ Ｃ ― 合計

指標数 10 3 13 4 30

判定割合 33.3% 10.0% 43.3% 13.3%

指標数 23 2 8 1 34

判定割合 67.6% 5.9% 23.5% 2.9%

Ａ Ｂ Ｃ ― 合計

指標数 0 3 3 1 7

判定割合 0.0% 42.9% 42.9% 14.3%

指標数 5 0 2 1 8

判定割合 62.5% 0.0% 25.0% 12.5%

Ａ Ｂ Ｃ ― 合計

指標数 10 4 7 3 24

判定割合 41.7% 16.7% 29.2% 12.5%

指標数 22 2 5 2 31

判定割合 71.0% 6.5% 16.1% 6.5%

Ａ Ｂ Ｃ ― 合計

指標数 3 2 4 4 13

判定割合 23.1% 15.4% 30.8% 30.8%

指標数 6 1 6 2 15

判定割合 40.0% 6.7% 40.0% 13.3%

判定

A

B

C

― 　未実施・評価不可　（事業未実施または市民意識調査等が未実施で評価不可のもの）

判　　　　定　　　　基　　　　準

　実績値が目標値に達している

　実績値が基準値から好転しているが、目標値に達していない

　実績値が基準値から横ばい又は悪化しており、目標値に達していない

事業№　24～29

成果

活動

基本目標３ 　男女がともに健やかに安心して暮らす

事業№　30～49

成果

活動

基本目標４　 一人ひとりを尊重し、男女共同参画意識が浸透する

事業№　50～61

成果

活動

基本目標２ 　地域社会において、男女が支え合う

第２次田川市男女共同参画プラン（前期計画）における進捗状況判定結果集計表

基本目標１　 働く場において男女がともに参画し、活躍する

事業№ 1～23

成果

活動



第２次田川市男女共同参画プラン（前期計画）進捗管理一覧表（全体） 資料４

H29 H30 R1 R2 H29 H30 R1 R2 ４年間の成果・課題 後期計画における事業の展開・見通し

育児休業の整備について、就業規
則及び別に規則を定めている事業
所の割合（％）

55.0 ― C ― ―

介護休業の整備について、就業規
則及び別に規則を定めている事業
所の割合（％）

47.3 ― A ― ―

育児休業の整備について、就業規
則及び別に規則を定めている事業
所の割合（％）

55.0 ― C ― C
アンケート調査実施回
数（回）

1 A A A A

介護休業の整備について、就業規
則及び別に規則を定めている事業
所の割合（％）

47.3 ― A ― B
男女共同参画出前講
座実施回数（回）

3 A C C A

3
教職員を対象と
した特定事業主
行動計画の推進

教職員を対象とした特定事業
主行動計画に基づき、職員へ
の計画の周知を図るととも
に、制度の取得推進など働き
やすい職場づくりを進める。

管理職（教頭以上）に占める
女性職員の割合(%)

25.0 A C C C
福岡県教職員事業主
行動計画についての
周知回数（回）

各校１回 A A A A 2

活動指標の進捗状況が、直接成
果指標の進捗状況に影響を及ぼ
すものではないため、成果につ
ながらない。

福岡県教職員事業主行動計画についての周知
は実施できているが、直接成果につながって
いない。

③
廃止・統合

・変更

項番60と統合することで、重複内容を解消
する。

項番60と統合 学校教育課

4
人事評価制度の
本格導入による
公正・公平な人
事処遇の実現

市職員の課長以上を対象とし
た人事評価研修会を実施し、
評価の平準化を図り、客観
的・具体的な評価に基づく公
正・公平な人事・給与等の処
遇を行う。

「処遇（勤勉手当）反映の対
象範囲」（％）

35.0 ― ― ― ―
人事評価研修会参加率
（％）

85 A A C C 3
人事評価の反映を令和３年度ま
でに係長級まで反映するという
目標を達成できたから。

人事評価の勤勉手当への反映を係長級まで拡
充するという目標は達成したが、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により、令和元年、２
年と人事評価研修を開催することができな
かった。今後は、広い会場を利用したり、研
修回数を増やしたりすることで密になる状況
を避け、コロナ禍でも安全に開催ができるよ
うに工夫していきたい。

②見直し

人事評価の反映を令和３年度までに係長級
まで反映することを目標値（35％）とし、
その目標を達成したため。

人事評価の新たな指標を決定し、それを達
成するために開催する研修の参加率向上に
取り組む。研修実施の際には、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を考慮し、研修の開
催方法も含めて検討していく必要がある。

 総務課

「広報たがわ」掲載
による周知(回/月)

1 A A A

無料労働相談」・「子
育て女性就職相談」案
内チラシの発送(回/
年)

1 A ― ―

延長保育事業に関する苦情件
数
（件）

0.0 A A ― A
延長保育事業実施箇
所数（箇所）

6 C C A A

延長保育事業利用希
望者の利用率（％）

100 A A

保育所入所申込時等
における個別周知回
数（回）

1 A A

一時保育事業に関する苦情件
数（件）

0 C C ― A
保育所入所申込時等
における個別周知回
数（回）

1 C C A A

延べ利用児童数（人） 1,334 C
一時保育事業申込者
（利用希望者）利用
率（％）

100 A A

病児・病後児事業に関する苦
情件数（回）

0 A C ― A
保育所入所申込時等
における個別周知回
数（回）

1 C A A

広報による周知回数
（回）

1 A C A

病児・病後児保育
利用希望者の利用率
（％）

100 C A A

まかせて会員登録人
数（両方会員含む）
（人）

48 A A A A

おねがい会員登録人
数（人）

350 A A A B

成果指標の評価はB、Cであっ
た。
対象の市内事業所は小規模の事
業所(10人未満63.6％)が大半で
あり、取組が困難であると判断
されるため。（従業者数10人未
満は就業規則制定は努力義務）

事業所アンケートは市の競争入札参加資格審
査申請時に行うため対象が限定されており、
規定通り実施できているが、回答率が毎回落
ちている。
出前講座を実施しているが、整備ができてい
ない事業所を選定していない。また、内容も
育事休業、介護休業の整備に向けた内容では
ない。

①継続
男性の育児休業取得に繋がることが望まれ
る。

整備の普及に繋がる講座内容にする。

産業振興課

人権・同和対策課

「無料労働相談（定例・随
時）」における相談件数
（件）

10 1

目標値に対して、相談件数が低
調に推移している。広報に関し
ては、毎月「広報たがわ」に掲
載しているが、潜在的相談者に
対して伝わっていないと考えら
れる。現状では効果があるとは
言い難い。

直近の令和元年度及び令和２年度において
は、目標値に対して、達成率は３０％を下
回っている。
市ホームページ及び、広報たがわへ掲載する
施策を行っているが、効果がみられない。
相談者の目線に立った、周知手段を検討して
いく必要がある。

①継続

新型コロナウイルスの影響による雇用環境
の悪化から、労働相談のニーズは増加する
可能性がある。引き続き、筑豊労働者支援
事務所と連携して、労働相談会を実施して
いくことで、相談者の問題解決へとつなげ
ていく。

労働基準監督署も労働相談を随時受け付け
ており、当相談会との特色の違い（相談し
やすい、敷居を下げて相談できる等）を市
ホームページ、広報たがわへ掲載し、ＰＲ
を行っていく。今後も筑豊労働者支援事務
所との連携を強化し、周知の方法も含めて
検討していく。

A

2

A A 3

福岡県や各関係機関等からの情報につい
て、市民に一番近い機関である市が発信す
ることによって、より情報を得やすい環境
を提供することができるため。

今後もチラシ・パンフレットの配架及び市
ホームページへの掲載を継続して行ってい
きたい。

産業振興課

成果指標
成果目標
（R3）

活動指標
活動目標
（R3）

法律や制度に関する情
報周知割合（％）

100

5
労働相談

職場のトラブルを円満に解決
するため、筑豊労働者支援事
務所と連携し、「労働相談」
を行う。

A C C C

2
育児・介護休業制
度の普及促進

担当課事業内容

１
法律や制度につい
ての事業主への啓
発

具体的施策

男女共同参画に関する法律や
育児・介護休業制度、家族経
営協定制度等について、国や
県と連携し、広報たがわや市
ホームページ等を活用した啓
発活動を事業主に行う。

A A

成果指標の判定 活動指標の判定 総合評価

　　　施策の評価とその理由

　４…十分な成果を上げることができた。
　３…ある程度の成果を上げることができた。
　２…あまり成果につながらなかった。
　１…成果につながらなかった。

         今後の方向性とその理由
 
     ①継続･･･継続実施
     ②見直し･･･事業内容の見直しが必要
     ③廃止・統合・変更…具体的施策の廃止・統合・
　　　　　　　　　　　　　変更の検討が必要

効果についての確認は難しい
が、情報を発信するという意味
では成果を上げている。

福岡県、各関係機関等からの情報について、
主として、市役所１階チラシ配架台にてチラ
シ・パンフレットの配架、市ホームページへ
の掲載を継続して行っている。

①継続

C

7
一時保育事業

就労形態の多様化に対する一
時的な保育や、専業主婦家庭
等の育児疲れ解消、緊急時の
保育等を行う。また、保護者
の傷病・入院・災害・事故、
育児等に伴う心理的・肉体的
負担の解消等により、緊急・
一時的に保育が必要となる児
童に対する保育を実施する。

6
延長保育促進事
業

保護者の就労形態の多様化や
長時間の通勤等に伴う保育時
間の延長に対する需要に対応
するため、通常の保育時間を
超えて延長保育を実施する。 延べ利用児童数（人） 12,685

C

9
ファミリーサ
ポートセンター
事業

おねがい会員、まかせて会員
及び両方会員登録者が子育て
の相互援助を行うため、まか
せて会員養成講習会や会員交
流会を開催する。また、事業
について広報たがわや市ホー
ムページ等を活用し、周知す
る。

― A A

8
病児・病後児保
育事業

保護者が就労している場合等
において、子どもが病気の際
に自宅での保育が困難な場合
に、専用施設で一時的に保育
を実施する。

ファミリーサポートセンター
延べ利用件数（件数/年）

290 A

3

延長保育事業の実施箇所数（６
箇所）は維持している。また延
長保育の利用率は１００％であ
る。

延長保育を実施する市内の民間保育所（６施
設）に対し、延長保育を実施するために必要
な経費の一部を補助している。保育士不足や
保育所の労働環境などの課題はあるが、仕事
と子育て・家庭の両立支援から重要な役割を
担っているため保護者へ保育ニーズに合わせ
て対応していきたい。

③
廃止・統合

・変更

前期計画では仕事と子育て・介護の両立支
援に向けた具体的施策を事業ごとにわけて
評価をしてきた。しかし、保護者への多様
化する保育ニーズに柔軟な対応が必要であ
り事業ごとに評価するのではなく、保育環
境の改善及び拡充という施策で、延長保育
事業、一時保育事業、病児・病後児保育事
業、ファミリーサポートセンター事業、子
育て支援事業を一つの具体的施策にまとめ
る方向性としたい。

今後は、具体的施策を保育環境の改善及び
拡充とする。成果指標については男女共同
参画推進室と検討を行い、成果指標に応じ
て活動指標の作成をしたい。

子育て支援課

3

個別周知等を行い、一時保育に
ついての周知を行っている。ま
た、利用率については１００％
に達しているなど一時保育によ
り保護者の心理的・肉体的負担
を解消できていると感じている
ため。

一時保育事業については公立保育所（１施
設）、民間保育所（１施設）で実施してお
り、民間保育所については一時保育所の必要
な経費を補助している。今後も市内の民間保
育所を連携しながら、保護者へニーズに合わ
せて対応していきたい。

③
廃止・統合

・変更

前期計画では仕事と子育て・介護の両立支
援に向けた具体的施策を事業ごとにわけて
評価をしてきた。しかし、保護者への多様
化する保育ニーズに柔軟な対応が必要であ
り事業ごとに評価するのではなく、保育環
境の改善及び拡充という施策で、延長保育
事業、一時保育事業、病児・病後児保育事
業、ファミリーサポートセンター事業、子
育て支援事業を一つの具体的施策にまとめ
る方向性としたい。

今後は、具体的施策を保育環境の改善及び
拡充とする。成果指標については男女共同
参画推進室と検討を行い、成果指標に応じ
て活動指標の作成をしたい。

子育て支援課

③
廃止・統合

・変更

前期計画では仕事と子育て・介護の両立支
援に向けた具体的施策を事業ごとにわけて
評価をしてきた。しかし、保護者への多様
化する保育ニーズに柔軟な対応が必要であ
り事業ごとに評価するのではなく、保育環
境の改善及び拡充という施策で、延長保育
事業、一時保育事業、病児・病後児保育事
業、ファミリーサポートセンター事業、子
育て支援事業を一つの具体的施策にまとめ
る方向性としたい。

今後は、具体的施策を保育環境の改善及び
拡充とする。成果指標については男女共同
参画推進室と検討を行い、成果指標に応じ
て活動指標の作成をしたい。

子育て支援課

3

会員数や利用件数が着実に増加
しており、今後も利用件数の増
加が見込める。又、会員相互の
交流会や研修等を開催すること
で、質の維持・向上に繋がっ
た。

提供会員の増加により、ニーズに合せたマッ
チングが可能となった。会員相互の交流会や
研修等を開催することで、援助活動の「質」
の維持や向上を図る。幼児教育・保育の完全
無償化に伴い、利用件数も増加している。

延べ利用児童数（人） 200 C

3

令和２年度については新型コロ
ナウイルスの影響により利用人
数は減少しているが、病児・病
後児保育のニーズは確実にあ
る。感染症等の発生動向により
利用時期が偏る傾向はあるが利
用率は高いため、保護者の希望
どおり利用できていると考え
る。

病児・病後児保育のニーズは確実にあるが、
感染症等の発生動向等により、利用時期が偏
る傾向がある。利用手続きの改善など、利便
性の向上を図るとともに、運営面において
も、効率的で柔軟な体制を確保していく必要
がある。

③
廃止・統合

・変更

前期計画では仕事と子育て・介護の両立支
援に向けた具体的施策を事業ごとにわけて
評価をしてきた。しかし、保護者への多様
化する保育ニーズに柔軟な対応が必要であ
り事業ごとに評価するのではなく、保育環
境の改善及び拡充という施策で、延長保育
事業、一時保育事業、病児・病後児保育事
業、ファミリーサポートセンター事業、子
育て支援事業を一つの具体的施策にまとめ
る方向性としたい。

今後は、具体的施策を保育環境の改善及び
拡充とする。成果指標については男女共同
参画推進室と検討を行い、成果指標に応じ
て活動指標の作成をしたい。

子育て支援課

競争入札参加資格審査申請事業者
に対し、育児・介護休業制度に関
するアンケート調査を実施する。
また、アンケート結果を基に事業
所への出前講座等を行い、育児・
介護休業制度の普及促進に努め
る。

1



第２次田川市男女共同参画プラン（前期計画）進捗管理一覧表（全体） 資料４

H29 H30 R1 R2 H29 H30 R1 R2 ４年間の成果・課題 後期計画における事業の展開・見通し
成果指標

成果目標
（R3）

活動指標
活動目標
（R3）

担当課事業内容具体的施策

成果指標の判定 活動指標の判定 総合評価

　　　施策の評価とその理由

　４…十分な成果を上げることができた。
　３…ある程度の成果を上げることができた。
　２…あまり成果につながらなかった。
　１…成果につながらなかった。

         今後の方向性とその理由
 
     ①継続･･･継続実施
     ②見直し･･･事業内容の見直しが必要
     ③廃止・統合・変更…具体的施策の廃止・統合・
　　　　　　　　　　　　　変更の検討が必要

10
放課後児童クラ
ブの充実

全学年受入れの実施等による
登録児童の増や多様化する保
護者ニーズに対応するため、
小学校の空き教室の利用等、
環境整備に努め、学習支援を
実施する。また、民営化を含
めた運営方法の検討も進め
る。

放課後児童クラブに満足して
いると思う保護者割合(%)

100 A A A A
放課後児童クラブへ
の受入率(%)

100 A A A A 3
アンケート調査や保護者説明会
を実施し、利用者の意見を聞く
ことができた。

アンケート調査や保護者説明会を実施し、利
用者の意見を反映しながら事業の見直しを行
うことができた。

①継続
事業の必要性が十分にあるため、今後も継
続し事業を実施する。

利用者のニーズに対応できるよう業務委託
内容等の見直しながら事業を行っていきた
い。

学校教育課

出張子育て支援回数
（回）

16 C C C C

C ―

子育て支援講座参加
者数（人）

210 A A A C

相談窓口周知回数
（回）

1 A A A A

チラシ配布回数
（回）

1 A A A A

乳児家庭訪問率（％） 100 C C B B
乳幼児健診実施回数
（回）

48 A A C C

出産後、育児に不安を抱える
割合（％）

7.0 C C

産前産後サポート事
業（助産師による育
児相談・保育士によ
る保育回数）（回）

60 C C

14
介護保険制度等
の在宅支援サー
ビスについての
周知徹底

広報たがわや市ホームページ
等を活用し、介護保険制度の
周知を図る。また、田川市高
齢者福祉事業のチラシを全戸
配布し、事業の周知を図る。

以前に職業を持っていた人の
仕事をやめた理由について、
「老人や病人の介護が十分に
できないから」と回答した人
の割合（％）

10.0 ― A ― ―
在宅支援サービスに
関する周知回数
（回）

2 A A A A 3

広報たがわへの特集ページ掲載
や田川市高齢者福祉事業のチラ
シの全戸配布を行い、周知を
図った結果、相談件数及び申請
件数の増加へとつながった。

制度や事業についての周知を図ることで、高
齢者自身の選択により必要なサービスを受け
たり自立を支援することに繋がったと考え
る。

①継続

前期計画では広報たがわへの特集ページ掲
載や田川市高齢者福祉事業のチラシの全戸
配布を行うことによって、相談及び申請件
数の増加につながったことから、今後も継
続して取り組んでいく。

広報たがわへの特集ページ掲載や田川市高
齢者福祉事業のチラシ全戸配布の方法が市
民への周知に最善であると考える。制度や
事業についての周知を図ることで、高齢者
自身の選択により必要なサービスを受けた
り自立を支援することに繋がることから、
今後も継続して取り組んでいく。

高齢障害課

育児参加のための休暇＋配偶
者の出産に伴う休暇取得日数
（日）

5 B A B B

育児休暇取得率（％） 50.0 C C C A

16
女性職員の研修
への参加促進

本市研修計画において、主要
な取組事項として掲げる研修
会へ、職制に応じて参加を促
進し、女性職員の人材育成を
行う。

課長補佐以上の女性職員の割
合（％）

19.0 C C C C

キャリア形成及びマネ
ジメント強化のため、
女性職員を派遣した
（市町村研修所、市町
村アカデミー、国際文
化アカデミー）研修件
数（件）

20 C A B C 2
課長補佐以上の女性職員の割合
が目標を超えなかったため。

課長補佐以上の女性職員の割合は、少しずつ
上昇しているが、目標達成には至っていな
い。また、研修については、新型コロナウイ
ルス感染症の影響に伴い、男性・女性問わ
ず、研修の中止が多く、活動指標は目標を達
成できなかった。今後は研修の開催方法を検
討していく必要がある。

①継続
今後も計画的に女性の研修参加を促し、管
理職登用に繋げていく必要があるため。

女性の管理職登用に繋がるよう、積極的に
研修を企画実施していく必要がある。今後
は、広い会場を利用したり、研修回数を増
やしたりすることで密になる状況を避け、
コロナ禍でも安全に開催ができるように工
夫していきたい。

総務課

17
企業等への女性
の積極的登用の
働きかけ

広報たがわやゆめっせ通信、市
ホームページ等を活用し、企業
等に対して女性の積極的登用に
関する研修会等の情報を提供す
る。また、企業へ女性の登用促
進に関する出前講座を行うなど
して、啓発を進める。

事業所における女性管理職割
合（％）

24.0 ― C ― C 出前講座件数（件） 3 A C C A 2
出前講座は実施できたが、直接
女性登用に結び付くものではな
い。

数回の出前講座で女性管理職の割合が増える
ことは難しい。

①継続
活動が成果につながるような指標の見直し
が必要だとは思うが、事業内容はそのまま
継続していきたい。

今後も広報たがわやホームページ等で女性
の積極的登用に関する研修会等の情報提供
を行っていきたい。また、企業向けの出前
講座については審議会委員やセンター運営
委員会委員などに呼びかけをして実施対象
を広げていきたい。

人権・同和対策課

C

13
母子保健施策の
充実

児童虐待による死亡件数
（件）

0

15
男性職員の育児
参加の促進

妻の出産手続を行っ
た男性職員に対する
制度の説明割合
（％）

C
11
子育て支援事業

子育てサークル支援、出張子
育て支援、育児講座、子育て
ボランティア養成講座等を行
い、地域の子育て力の向上を
図る。

B B C

12
児童家庭相談

家庭児童相談員及び保健師と
いった専門相談員が児童の養
育など家庭内の様々な問題に
ついての相談を受け、支援を
行う。また、子育て支援課
（子ども相談ホットライン）
の相談窓口について周知し、
利用を促すことで育児不安等
の軽減を図る。

― A C

3

乳児家庭全戸訪問や乳幼児健診
のほか、各相談等、あらゆる場
面で対応をしてきた。令和元年
度より新型コロナウイルス感染
症の影響を受け、支援に抑制が
あったが、電話でのアプローチ
を増やす、予約制の対面相談な
どコロナ禍に適応した体制を整
備し、柔軟に対応できた。

乳児家庭全戸訪問や乳幼児健診は対象者の事
情や思い等が複雑に関係するため、未実施や
未受診を防ぐことには限界がある。そのた
め、事案が生じた際、いかに対象の把握に努
めるか、そのまま放置しないようにどう対応
するか等、常により良い方法を考えながら実
施し、結果的に把握できなかった家庭はな
かった。今後の課題は、事前に訪問未実施、
健診未受診を減らす対策を講じるなど保護者
の相談の場が欠けないように検討することで
ある。同時に新型コロナウイルス感染拡大
等、近年の社会情勢や状況に応じた体制の検
討も重要である。

①継続

出産後に育児に不安を抱えるものの割
合は横ばい状態であり、今後も、乳児
家庭全戸訪問や乳幼児健診、各種相談
事業をとおした支援の必要性は高い。

今後も、より良い支援方法を検討しな
がら実施する。

保健福祉課

100 A A A A 3

男性職員の育児に係る休暇（休
業）の取得に大きな変化は見受
けられないが、一定程度の取得
はできている。

男性職員への育児参加休暇等の説明は行って
いるものの、出産後に実施しているため、取
得率の向上に至っていないと考える。出産前
（配偶者の妊娠が判明次第）から、男性職員
が育児休業等取得を考えられる環境整備が必
要である。

①継続
取得率の向上に加え、取得日数の長期化に
つながるような取組を行っていきたい。

取得することへの懸念等を洗出し、出産前
から育児休業等を取得する給与等のシミュ
レーションができるよう、さらなる男性職
員の育児参加の促進を図るべく取組を実施
する。

総務課

子育て支援センター事業延べ
参加者数（人）

11,600 3

新型コロナウイルス対策でイベ
ントや講座の参加者数が制限し
たが、イベントや講座への関心
は高い。

イベントの内容や講座の充実を図り、一時は
減っていたイベントへの申し込みが、定員に
なり断ることも増えてきた。日々の利用時に
気軽に相談しやすいようセンター室に保育士
が常駐して声掛けを行うことで、気軽に相談
できる雰囲気ができ、相談件数が増加した。

③
廃止・統合

・変更

前期計画では仕事と子育て・介護の両立支
援に向けた具体的施策を事業ごとにわけて
評価をしてきた。しかし、保護者への多様
化する保育ニーズに柔軟な対応が必要であ
り事業ごとに評価するのではなく、保育環
境の改善及び拡充という施策で、延長保育
事業、一時保育事業、病児・病後児保育事
業、ファミリーサポートセンター事業、子
育て支援事業を一つの具体的施策にまとめ
る方向性としたい。

今後は、具体的施策を保育環境の改善及び
拡充とする。成果指標については男女共同
参画推進室と検討を行い、成果指標に応じ
て活動指標の作成をしたい。

子育て支援課

3
関係機関と連携しながら、相談
対応することができた。

近年は、複雑な家庭背景や問題がある家庭へ
の支援が多くなっているため、課内の相談員
だけでなく他機関と情報共有を行い、適切な
支援方法についての検討を行い、実施するこ
とができた。

①継続
今後も関係機関と連携しながら、家庭支援
を行う。

今後も関係機関と情報共有し、役割分担を
行いながら支援を行い、家庭支援を行う。

子育て支援課

乳児家庭全戸訪問、乳幼児健
診等において、乳幼児の発達
状況、保護者の育児不安やス
トレス等を把握し、関係機関
と連携して助言や支援を行
う。

市職員を対象とした特定事業
主行動計画に基づき、男性職
員に対して、妻の出産に伴う
休暇・育児休業及び妻の産前
産後に伴う育児参加休暇につ
いて説明し、取得促進を図
る。また、特定事業主行動計
画を庁内ネットワークの電子
書庫に掲載し、育児休業につ
いて周知を図る。

2



第２次田川市男女共同参画プラン（前期計画）進捗管理一覧表（全体） 資料４

H29 H30 R1 R2 H29 H30 R1 R2 ４年間の成果・課題 後期計画における事業の展開・見通し
成果指標

成果目標
（R3）

活動指標
活動目標
（R3）

担当課事業内容具体的施策

成果指標の判定 活動指標の判定 総合評価

　　　施策の評価とその理由

　４…十分な成果を上げることができた。
　３…ある程度の成果を上げることができた。
　２…あまり成果につながらなかった。
　１…成果につながらなかった。

         今後の方向性とその理由
 
     ①継続･･･継続実施
     ②見直し･･･事業内容の見直しが必要
     ③廃止・統合・変更…具体的施策の廃止・統合・
　　　　　　　　　　　　　変更の検討が必要

18
ワーク・ライ
フ・バランスの
意識啓発

ワーク・ライフ・バランスに
ついての理解を深めるため、
広報たがわやゆめっせ通信、
市ホームページ等を活用した
情報提供や事業所への出前講
座を行うなどして、啓発を進
める。

ワーク・ライフ・バランスに
ついて「見たり聞いたりした
ことがある」と回答した人の
割合（％）

30.0 ― A ― A 出前講座件数（件） 3 A A C A 3
令和元年を除いて、成果指標、
活動指標共にA判定であったた
め。

実施はできているが、もっと実施回数を増や
すことが求めらる。

①継続
ワーク・ライフバランスの啓発は必要であ
るため。

定期的な情報提供、出前講座の実施回数を
増やす。

人権・同和対策課

19
子育て女性の就
職支援相談

子育て中の女性の就職を支援
するために、福岡県筑豊労働
者支援事務所と連携し、子育
て女性の就職支援相談を行
う。

相談件数（件） 17 A C C C
相談窓口の周知回数
（回）

13 A A A A 2

相談窓口の周知は定期的に行っ
ているが、成果（相談件数の増
加）につなげることができな
かった。

平成30年度と令和2年度に県との共催で就職サ
ポートセミナーを開催することができ、就職
支援相談事業について紹介することができ
た。
平成29年度は周知が相談件数の増加に結び付
いたが、平成30年度以降は成果に結びつかな
かった。市民の皆さんに注目してもらえるよ
うな周知方法の見直しが必要。

①継続
成果が数値に現れなくても、県との共同事
業なので、事業内容はそのまま継続して実
施したい。

今後も県と共同で就職サポートセミナーを
実施し、その中で事業のPRをし、一人でも
多く人の就職につなげられるよう努力して
いきたい。

人権・同和対策課

20
労働に関する情
報の提供及び就
職に関する助成
制度の実施

労働に関する基礎知識、各種
資格取得、技能取得につい
て、広報たがわや市ホーム
ページ等を活用し、情報提供
を行う。また、就業援助制度
に係る助成を行う。

就業援助制度の女性申請者割
合（％）

60.0 A A A A
就業援助制度助成件
数（件/年）

45 A B B B 3

情報の周知に関しての効果の確
認は難しいが、発信するという
意味では成果を上げている。
就業援助制度（スキルアップ助
成金）に関しては今後も周知等
継続して行う必要がある。

令和元年度で、目標値に対して、助成件数が
５０％を割り込み減少したが、令和２年度
は、６０％を超えて増加傾向にある。公共職
業訓練以外の申請（資格取得等）が少ないこ
とから、今後周知方法を検討していく必要が
ある。女性の申請者は、目標値に対して、各
年度とも上回っており、一定の効果があると
考えられる。

①継続

スキルアップ助成金に関して、訓練校に対
して、当制度の周知（チラシ・パンフレッ
ト・申請書一式等の配架）を継続して行っ
ていく。申請者に対して、申請方法等を分
かりやすく伝えていく。

当制度を継続していくことで、女性の就業
者の増加に対して、一定の効果があると考
えられる。
現状、公共職業訓練の修了生の申請が大半
を占めており、公共職業訓練以外の資格取
得等による申請についても申請件数を増加
させるため、周知方法を検討していく。

産業振興課

21
再就職のための
支援の実施

出産や育児、介護などで退職し
再就職を希望する女性のため
に、広報たがわやゆめっせ通
信、市ホームページ等を活用
し、就労に関する情報提供を行
う。また、女性相談利用者に
は、女性相談員が就労に関する
情報提供を行う。

女性相談利用者への情報提供
割合（％）

100 A C A A

再就職を希望する女
性に向けた就労に関
する情報掲載割合
（％）

100 A A A A 4

女性相談利用者で就労に関する
情報を必要とする件数自体少数
ではあるが、情報提供はできて
いる。

女性相談利用者で就労に関する情報を必要と
する件数自体少数ではあるが、情報提供はで
きている。また、「子育て女性の就職相談」
の窓口を男女共同参画推進室に一本化するこ
とで、相談者や県とのやり取りがスムーズに
できるようになった。

①継続
今のところ、情報提供ができているので、
このままの内容で継続していくことが望ま
しいと考える。

今後も県の担当者と協議を重ね、共催でセ
ミナーを実施し、県や団体からセミナーに
ついての掲載依頼があった場合は市ホーム
ページ等で情報提供を行っていきたい。ま
た、女性相談利用者で就労に関する情報を
必要とする相談者には、今後も継続して情
報提供していきたい。

人権・同和対策課

22
創業支援事業

創業セミナーの開催や創業支
援窓口による新規創業者の支
援を行う。

創業セミナー受講者のうち女
性新規創業者数（人）

1 C C A A
創業セミナー女性受
講者数（人）

10 A C C C 2

創業セミナー受講者の中から、
創業者を輩出しており、新規創
業者の支援を推進する施策とし
て、一定の効果があると考えら
れる。

各年度とも目標値に達していないが、令和元
年度及び令和２年度においては、受講者数全
体の割合からみると、５０％が女性の受講者
となっており、一定の効果があると考えられ
る。令和２年度においては、女性受講者３名
がその後創業済である。

①継続

今後も継続して、事業実施者である田川商
工会議所と連携し、創業セミナーを実施し
ていくことで、より多くの創業者の掘り起
こしを行う。

田川商工会議所との連携を強化して、創業
者の掘り起こしからフォローまできめ細か
い支援ができるよう体制を維持していく。
国や県等の関係機関の支援策との併用に
よって制度の充実を図り、受講者数の底上
げをすることで、創業者及び女性創業者の
増加を図る。

産業振興課

23
男女の起業に関
する啓発

起業に関するセミナー等の情
報を把握し、チラシの配布や
ポスターの掲示及び広報たが
わや市ホームページ等を活用
し、情報提供を行う。

創業セミナー女性受講者数
（人）

10 A C C C
セミナー情報等提供
回数（回）

3 A C C C 1
活動指標が成果に直接的につな
がっているとは考えにくいた
め。

成果指標に産業振興課主催の創業セミナーの
女性受講者数をあげているが、当課の啓発が
成果に結びついていない。

③
廃止・統合

・変更

施策№22「創業支援事業」の活動指標も創
業セミナーの女性受講者数を挙げており、
施策としては統合したほうがいいと思われ
るため。

産業振興課と共同でセミナーを行うなど、
今まで以上に連携をとっていきたい。

人権・同和対策課

24
校区活性化協議
会等への女性の
参画促進

男女共同参画センター等と連
携して校区活性化協議会等で
出前講座を行い、地域におけ
る学習機会を提供する。

自治会長への就任依頼を引き
受ける女性割合（％）

30.0 ― C ― C
男女共同参画セン
ターと連携した出前
講座実施回数（回）

5 A B A C 3

校区活性化協議会に対して講座
の趣旨や必要性等を丁寧に伝え
てきた。その結果、男女共同参
画に特化した講座の実施は不十
分だったものの、全ての校区に
おいて人権・同和教育に係る講
座を実施することができ、市民
の人権意識・人権認識も一定程
度高まっていると思われるた
め。

・「人権問題に関する市民意識調査（平成２
９年）」の結果から明らかとなった課題を踏
まえ、普遍的視点と個別的視点の双方向から
の取り組みにより、男女共同参画の推進を
図ってきた。
・充実した講座内容であったものの、校区に
よって参加者数に若干の偏りが見られた。

③
廃止・統合

・変更

「地域に根差したきめ細かな人権教育・啓
発の取り組み」をさらに推進するため、後
期計画においては具体的施策５３との統合
を図りたい。

・人権問題を取り巻く状況や今日的課題を
的確にとらえ、地域に対して講座の趣旨や
必要性等を丁寧に伝えていきながら、地域
の実情や要望等を的確につかみ、きめ細か
な人権教育・啓発を推進する。
・普遍的視点と個別的視点の双方向からの
取り組みにより、男女共同参画の推進を図
る。

文化生涯学習課
人権・同和対策課

25
男女共同参画に
係る団体の活動
支援

男女共同参画に係る市民活動
団体について、広報たがわや
市ホームページ等で紹介す
る。また、講座室や会議室を
提供し、その活動を支援す
る。

男女共同参画センター利用件
数（件）

250 ― A ― C
男女共同参画セン
ター登録団体につい
ての周知回数（回）

2 A B C A 3

コロナウイルス感染拡大の影響
で、貸館業務が一時休止となっ
たため、センター利用件数が
減ったが、登録団体の活動の支
援の場となっているため。

ホームページやゆめっせ通信で登録団体の紹
介記事を掲載した。登録団体の活動の場とし
て講座室等の貸出しを行ってきたが、コロナ
ウイルス感染拡大の影響で、貸館業務が一時
休止となったため、令和元～２年度はセン
ター利用件数が減少した。また、登録団体は
５団体であるが、高齢化が進んでいるため、
今後団体数が減少することが考えられる。

①継続
成果指標の目標値の見直しが必要と考えら
れるが、事業内容としてはこのまま継続し
て行っていきたい。

今後もコロナウィルス感染予防に十分留意
しながら、講座室等の貸し出しを行い、登
録団体の活動支援につなげたい。また、登
録団体を増やすために周知方法の見直しな
ど検討していきたい。

人権・同和対策課

26
地域における防
災活動（訓練・
研修等）への女
性参加の促進

平時から保健センターや保育
所、幼稚園及び小中学校等と
連携しながら、妊産婦や乳幼
児及び児童の保護者等に対し
て防災知識の普及や訓練を実
施することで、地域における
防災活動への女性の参加を促
進する。

市主催・共催の防災活動（訓
練、研修等）に参加した女性
の割合（％）

50.0 ― A A B

市主催・共催の防災
活動（訓練、研修
等）の実施回数
（回）

10 ― A A C 3

新型コロナウイルスの影響で、
避難訓練や防災講話の開催は思
うようにできなかったが、実施
分に関しては女性の参加が見ら
れたため。

平成29～令和元年度については、女性の参加
者が目標値を超えており成果は出ているが、
令和２年度については、新型コロナウイルス
感染症の影響により思うような避難訓練等が
実施できなかった。また、女性出席者の大半
が高齢者のため、今後は、妊産婦や乳幼児及
び児童の保護者を取り込むことが課題であ
る。

①継続
女性の地域防災リーダー育成等に努め、細
やかな防災体制の構築を図りたいため。

女性参画を含めた地域防災リーダーの公募
方法を見直し、避難訓練や防災講話の回数
を増やすことで、防災力の向上を図る。

安全安心まちづく
り課

女性人材バンク認知度（％） 20.0 ― C ― B

新規登録者数（人） 4 C C A C

人権・同和対策課
27
女性人材バンク
の充実

2

女性人材バンクの周知を定期的
に行っており、認知度は上がっ
てきているが、成果（新規登録
者数）につなげることができな
かった。

令和２年度に実施した市民意識調査におい
て、女性人材バンクの認知度が前回調査時
（平成27年度）よりも上昇したが、新規登録
者数が少ないため、周知方法や取組の見直し
が必要である。

①継続
活動が成果につながるような指標の見直し
が必要だと思うが、事業内容は継続した
い。

新規登録者数に繫がるような周知方法や取
組を他自治体を参考にし、実施していきた
い。

女性人材バンク周知
回数（回）

2 A A A A

女性の人材育成及び活用のた
め、女性人材バンクについて
広報たがわやゆめっせ通信、
市ホームページ等で広く市民
に呼びかけ、登録者の充実を
図る。

3
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成果指標の判定 活動指標の判定 総合評価

　　　施策の評価とその理由

　４…十分な成果を上げることができた。
　３…ある程度の成果を上げることができた。
　２…あまり成果につながらなかった。
　１…成果につながらなかった。

         今後の方向性とその理由
 
     ①継続･･･継続実施
     ②見直し･･･事業内容の見直しが必要
     ③廃止・統合・変更…具体的施策の廃止・統合・
　　　　　　　　　　　　　変更の検討が必要

女性リーダー養成講
座参加者数（人）

50 C C C C

広報等による周知回
数（回）

6 C A

女性の登用依頼回数
（回）

2 A A A A

女性登用調査及び公
表（回）

1 A C A A

「ＤＶ防止法」について、見
たり聞いたりしたことがある
人の割合（％）

70.1 ― B ― C
ＤＶ防止のための情
報掲載回数（回）

5 A A A A

相談窓口の周知回数
（回）

15 A A A A

ＤＶ防止講座開催回
数（回）

2 A A A

31
相談員の資質向
上のための研修
の実施

相談員の資質向上のために、
県女性相談所や県男女共同参
画センター「あすばる」等が
実施する研修会を積極的に活
用する。

研修会参加延時間数（時間） 60 A C A A
研修会参加回数
（回）

12 A A A A 4
研修がオンラインに切り替わっ
ても、相談員が研修に参加する
ことができた。

令和2年度から研修がオンラインでの開催に切
り替わったものの、センターがネット環境に
ないため、その都度、会議室やパソコンを予
約しなければならなかったが、相談員2人とも
必要な研修を受講することができた。また、
オンライン研修での質疑応答もこなせるよう
になり、スキルアップにもつながった。

①継続

今後も、積極的にあすばる等主催の研修会
を活用し、相談員の資質向上のために、相
談員が安心して研修会に参加できるよう配
慮したい。

センターのインターネット環境を整備でき
れば、今以上に多くのオンライン研修に参
加することが可能となるため、今後は予算
要求をしていきたい。今後も相談員が安心
して研修会に参加できるよう配慮していき
たい。

人権・同和対策課

32
被害者の保護の
ための関係機関
との連携及び安
全確保のための
直接的支援

被害者の緊急避難の際、県や
他の相談機関や警察と連携
し、一時保護施設への措置
等、迅速かつ適切に被害者の
保護を行う。また、住民基本
台帳の閲覧制度など安全確保
のための制度について情報提
供し、必要に応じて関係機関
への手続きを直接支援する。

ＤＶ相談解決率（％） 100 A A A A
被害者に同行して直
接的に支援した回数
（回）

37 A A C C 3

令和元年度と令和２年度の活動
指標で２年連続C評価となった
が、成果指標が４年連続A評価と
なり、ある程度の成果を上げる
ことができた。

活動指標の実績値が少しずつ減少したが、支
援が必要な相談者への対応はできたと考え
る。

①継続
緊急避難を要するDV被害者を速やかに保護
するための支援であり、今後も継続して実
施したい。

今後も「配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護等に関する法律」や「ストーカー
行為等の規制等に関する法律」に基づく被
害者支援を適切に行う必要がある。
また、迅速な支援を行うため、庁内外の関
係機関との連携を更に強化する必要があ
る。

人権・同和対策課

33
ＤＶ被害者の自
立に向けた支援

ＤＶ被害者の生活の安定のた
めに、福祉制度等について情
報提供を行う。また、経済的
自立のために就職情報の提供
や就業に向けての支援を行
う。

ＤＶ相談者への福祉や就職に
関する情報提供件数のうち、
前向きな回答が得られた件数
の割合（％）

100 A A A A
ＤＶ相談者への福祉
や就職に関する情報
提供件数（件）

29 A C A C 3

平成３０年度と令和２年度の活
動指標でC評価となったが、成果
指標が４年連続A評価となり、あ
る程度の成果を上げることがで
きた。

年度によって活動指標の実績値に波があり、
提供する内容にもバラつきが見られた。
相談者が必要な支援を見極めて情報提供を行
う必要がある。

①継続
 DV被害者の自立を支援する取組みであ
り、事業内容をそのまま継続して実施した
い。

事業を継続することにより、DV被害者それ
ぞれの状況に応じた適切な社会資源の情報
提供を行い、早期自立に向けた支援ができ
るよう努めていきたい。

人権・同和対策課

退職の理由として、「出産や育児
に対して職場の理解が得られな
かっため」と回答した人の割合
（％）

0 ― C ― C

退職の理由として、「上司や同僚
との人間関係がうまくいかなかっ
たため」と回答した人の割合
（％）

30.0 ― C ― C

ハラスメントの理解度（「分
かりやすかった」と回答した
人の割合）（％）

95.0 ― ― ― ―

ハラスメントの理解度（「役
に立った」と回答した人の割
合）（％）

95.0 ― ― ― ―

周知用リーフレット
配布人数（人）

1,000 A A A A

広報たがわ、市ホーム
ページ、ひとり親家庭
の生活便利帳掲載回数
（回）

1 A A A A

受給者数（人） 1 A C A A

36
自立支援教育訓
練給付金事業

就職による自立を支援するた
め、対象講座を受講した場合
に支払った受講料の６割（上
限２０万円、下限１万２千
円）に相当する額を支給す
る。

B

29
各種審議会等に
おける女性登用
の推進

審議会等への女性登用率(%) 35.0
平成30年度から基準値には達し
ているが、目標値には程遠いた
め。

2

各審議会の改選に合わせ、各課に直接登用依
頼をしてきたが、登用率は下がっており、目
標値に達していない。各審議会ごとの現状や
課題を把握し、それぞれの課題に合った対応
策を検討する必要がある。

①継続
活動が成果につながるような指標の見直し
が必要だと思うが、事業内容は継続した
い。

各審議会ごとの現状や課題を把握し、それ
ぞれの課題に合った対応策を検討し、各課
に依頼していきたい。また、積極的な登用
に繋がるように、担当者への啓発も実施し
ていきたい。

人権・同和対策課

　新たなハラスメント規程及び指針（セクハ
ラ、パワハラ及びマタハラを包括して規定し
たもの）を整備し、当該規程等に則した啓発
活動（研修、チラシ、ポスター等）を実施す
る。

・新たなハラスメント規程及び指針（セク
ハラ、パワハラ及びマタハラを包括して規
定したもの）を整備する。
・当該規程等に則した啓発活動（研修、チ
ラシ、ポスター等）を実施する。

総務課

28
女性リーダー育
成に向けた学習
の場の提供

3

成果指標の目標値に達すること
はできなかったが、毎年、女性
リーダー育成研修会を実施する
ことができた。

女性リーダー育成研修会を審議会会長の協力
を得て毎年実施することができた。令和2年度
は文書管理システムで参加を呼びかけたとこ
ろ、女性職員の参加につながったが、コロナ
ウイルス感染拡大の影響もあり、全体の参加
者数は減少した。一般参加者が増えるような
工夫が必要。

①継続
活動が成果につながるような指標の見直し
が必要だとは思うが、事業内容はそのまま
継続していきたい。

今後も審議会会長にアドバイスを受けて女
性リーダー育成研修会を実施していきた
い。コロナ禍でも実施可能なやり方につい
て、他自治体を参考にして検討していきた
い。

C B B B

人権・同和対策課

配偶者からの暴力を経験した
人の中で、田川市の女性相談
窓口に相談したことがあると
回答した人の割合（％）

14.1 ― A ― C

2
活動指標が成果に直接的につな
がっているとは考えにくいた
め。

広報誌やホームページなどによる情報発信や
高校・大学でのデートDV予防講座の実施など
を定着化させることができた。また、女性に
対する暴力をなくす運動期間に設置する特設
コーナーについては令和2年度は2か所に増や
すことができた。
一方で、市民意識調査の結果（DV防止法の認
知度、相談窓口の利用）を成果指標として挙
げているが、いずれも目標値から大きくかけ
離れているため、周知方法の工夫が必要。

①継続
活動が成果につながるような指標の見直し
が必要だとは思うが、事業内容はそのまま
継続していきたい。

自立支援教育訓練給付金受給
者の就職率（％）

100 3
支給件数が大きく伸びたといも
のではなかったが、概ね目標値
に届く結果となった。

目標値が高くないため、成果が上がらなかっ
たとは言えないが、概ね良好な結果となっ
た。
広報誌等への掲載のしかたについて、再度検
討の必要がある。

①継続
費用の60％が助成されるため、ひとり親の
自立のための制度としては有用であるた
め。

ハローワークと連携し、事業内容の周知に
努めながら、事業を継続していきたい。

子育て支援課

市の審議会や委員会のメン
バーへの就任を依頼されたら
「積極的に引き受ける」また
は「なるべく引き受ける」と
回答した女性の割合（％）

21.0 ― C ― C

ハラスメント防止に
関する啓発活動（研
修・チラシ等配付・
ポスター掲示）
（回）

2

35
市におけるセク
シュアル・ハラス
メント、パワーハ
ラスメントの防止
に向けた取組

― ― ― ― 2

一定の啓発活動は実施できた
が、研修の開催や新たなハラス
メント規程等の整備に至らな
かった。

・ハラスメント防止に関する啓発活動（研
修・チラシ等配付・ポスター掲示）につい
て、リーフレットの配布を実施した。
・新たなハラスメント規程及び指針（セクハ
ラ、パワハラ及びマタハラを包括して規定し
たもの）の整備に至らなかった。

①継続

― A A

30
ＤＶ防止のため
の広報・啓発活
動

今後も広報誌やホームページなどによる情
報発信や高校・大学でのデートDV予防講座
の実施、女性に対する暴力をなくす運動の
特設コーナー設置については引き続き実施
していく。
４年ぶりに作成する女性相談カードについ
ては、載せる内容を十分精査したうえで作
成し、公共施設等関係機関に配架したい。

人権・同和対策課

人権・同和対策課

34
ハラスメント防
止のための意識
啓発

女性に対する暴力をなくす運動期間中の特
設コーナーの設置は今後も継続して行いた
い。
また、さまざまなハラスメントについて、
ゆめっせ通信やホームページ等で情報を発
信していきたい。

ハラスメント防止に
関する情報掲載回数
（回）

4 A A A A 2
活動指標が成果に直接的につな
がっているとは考えにくいた
め。

令和元年度に女性に対する暴力をなくす運動期間に
あわせて図書館に特設コーナーを設けて、関連書籍
の紹介やＤＶ防止のポスター等の掲示を行った。令
和2年度は市役所にも特設コーナーを設置し、より
多くの人への周知を図った。一方で、市民意識調査
の結果を成果指標として挙げているが、活動指標と
の直接的な関連性があるとは考えにくいため、成果
指標の見直しが必要。

①継続
活動が成果につながるような指標の見直し
が必要だとは思うが、事業内容はそのまま
継続していきたい。

人材育成のための女性リー
ダー養成講座を開催する。ま
た、市民活動団体や女性人材
バンク登録者等に研修会等の
各種情報の提供を行う。

「女性の登用推進方策」に配
慮しながら、各種審議会等の
委員への女性の登用を積極的
に推進します。各種審議会等
の新規設置や委員改選時等に
は、女性人材バンクの活用を
検討するよう依頼する。ま
た、各委員会、審議会等の女
性登用率の上昇を図るため、
登用状況についての調査を行
い、公表する。

ＤＶに対する正しい理解と認識
を深めるよう、広報たがわやゆ
めっせ通信、市ホームページ等
を活用した啓発やＤＶ防止の講
座を行う。また、ＤＶ相談窓口
案内カードの関係施設への設置
や、広報たがわや市ホームペー
ジ等を活用して、相談窓口の周
知を図る。

広報たがわやゆめっせ通信、
市ホームページ等を活用し、
ハラスメント防止に関する啓
発を行う。

市職員の係長以上を対象とし
たセクシュアル・ハラスメン
トやパワーハラスメント防止
に向けた研修会を実施する。

4



第２次田川市男女共同参画プラン（前期計画）進捗管理一覧表（全体） 資料４

H29 H30 R1 R2 H29 H30 R1 R2 ４年間の成果・課題 後期計画における事業の展開・見通し
成果指標

成果目標
（R3）

活動指標
活動目標
（R3）

担当課事業内容具体的施策

成果指標の判定 活動指標の判定 総合評価

　　　施策の評価とその理由

　４…十分な成果を上げることができた。
　３…ある程度の成果を上げることができた。
　２…あまり成果につながらなかった。
　１…成果につながらなかった。

         今後の方向性とその理由
 
     ①継続･･･継続実施
     ②見直し･･･事業内容の見直しが必要
     ③廃止・統合・変更…具体的施策の廃止・統合・
　　　　　　　　　　　　　変更の検討が必要

周知用リーフレットの
配布人数（人）

1,000 A A A A

広報たがわ、市ホーム
ページ、ひとり親家庭
の生活便利帳掲載回数
（回）

1 A A A A

新規受給者数（人） 10 A A B B

周知用リーフレット
の配布人数（人）

1,000 A A A A

広報たがわ、市ホーム
ページ、ひとり親家庭
の生活便利帳掲載回数
（回）

1 A A A A

利用者数（人） 5 A C C C

育児支援講座実施回
数（回）

4 A A B A

養育支援訪問実施率
（％）

100 A A A A

40
高齢者の権利を
尊重する啓発の
推進

高齢者の権利を尊重する意識
を高めるため、市民または専
門職等に対し、研修会を開催
する。また、広報たがわや市
ホームページ等を活用し、啓
発を行う。

権利擁護研修会の参加者数
（人）

30.0 B A A C
権利擁護研修会開催
回数（回）

1 A A A C 2

新型コロナウィルス感染防止の
観点から講演会を中止したた
め、権利擁護に関する十分な周
知、また市民のニーズの把握が
出来なかった。

権利擁護研修会を通じて、成年後見制度や遺
言、死後委任事務等の関心の高い制度につい
て周知できたと考える。令和２年度に限って
は研修会が出来ず、チラシ配布に留まった。
今後も新型コロナウィルス対策を万全に行
い、研修会を通じて制度についての周知を
行っていきたい。

①継続
研修会の規模を縮小し、少人数で密になら
ない形での開催を考える。またオンライン
研修についても検討する。

今後も市民ニーズを把握し、関心度の高い
権利擁護の研修開催や、広報やチラシ等に
よる制度周知を図りたい。

高齢障害課

41
障がい者虐待防
止のための啓発
の推進

障がい者虐待防止に関する啓
発パンフレットを窓口に設置
するとともに、必要に応じて
虐待に関する相談に応じ、情
報提供を行う。また、障がい
についての理解促進を図るた
めの情報及び虐待相談窓口に
関する情報を広報たがわや市
ホームページ等を活用し、周
知する。

パンフレット配布人数（人） 150 B C B B
障がい者虐待防止に
ついての周知回数
（回）

1 A A A A 2
啓発パンフレットや広報、市
ホームページを活用し周知に努
めたが、成果が見えづらい。

ホームページ等を通じて周知を行ったが、今
後は活動方法の見直し等を検討する必要があ
る。

①継続
成果として数値に現れにくいものではある
が、市民に対し障がいについての理解促進
を図るため、今後も継続したい。

今後も、パンフレットや広報等を通じて、
障がいについての理解促進や相談窓口に関
する情報提供等を行い、啓発活動に努めた
い。

高齢障害課

42
外国人の権利を
尊重する啓発の
推進

外国人に対する正しい理解を
深めるため、研修会等を行
い、啓発を進める。

外国人に関する研修会参加者
数（人／年）

50人／年 A A A A
外国人に関する研修
会開催回数
（回／年）

１回／年 A A A A 4

外国人に対する正しい理解を深
めるため、研修会等を開催し市
民等に対して啓発を行うことが
できた。

目標とした活動指標、成果指標を達成するこ
とができた。特に令和２年度においては、新
型コロナウイルス感染症が拡大する中で、こ
れまでの形式での研修会の実施が困難となる
中で、出前講座というかたちで啓発を実施で
きたことはよかった。

①継続

本市において外国人問題についての啓発の
重要性は今後ますます高まることが予想さ
れるため、外国人に対する正しい理解を深
めるための取組を今後も継続する。

前期計画で実施してきた取組を継続させつ
つ、研修会等啓発事業のの内容を検証して
改善していき、参加者の増加者数のさらな
る増加につなげたい。

人権・同和対策課

43
性的少数者の権
利を尊重する啓
発の推進

性的少数者に対する正しい理
解を深めるため、広報たがわ
やゆめっせ通信、市ホーム
ページ等を活用した情報提
供、研修会等を行い、啓発を
進める。

性的少数者という言葉につい
て「見たり、聞いたりしたこ
とがある」と回答した人の割
合（％）

55.7 ― A ― B
性的少数者に関する
情報掲載回数（回）

1 A A A A 2
令和元年度以降は活動指標の目
標を達成しているものの、積極
的な啓発ができなかった。

平成30年度に広報たがわの特集号を活用し、
ＬＧＢＴに対する啓発を行ったが、それ以降
は市民課職員を対象に出前講座を行ったもの
の、市民に対して積極的な啓発ができなかっ
た。
LGBTに対しての認知度を上げるための啓発の
方法の工夫が必要。	

①継続
事業内容の見直しは行わず、活動が成果に
つながるような啓発方法の見直しを行うな
ど検討していきたい。

今後は、他自治体のホームページなどを参
考に市ホームページなどを活用し、啓発を
行っていきたい。						

人権・同和対策課

講演会（研修会）参
加者数（人）

50 C B C C

リーフレット等によ
る周知回数（回）

1 A A A A

特定健診受診率（概算値）
（％）

60 C A B C
がん検診実施回数
（回）

26 B B A C

がん検診（五大がん）受診者
延べ数（人）

6,000 A C
ヤング健診受診者数
（人）

140 A A

C
39
児童虐待防止

児童虐待の通告受理に伴い、対
応支援を行う。特に、養育支援
が必要であると判断した家庭に
対して、その居宅を訪問し養育
支援を行う。また、児童虐待の
未然防止のため、出産後間もな
い育児に不慣れな母子に対し、
育児支援講座を行う。

A A C

45
健（検）診、健
康相談、健康情
報の提供

38
ひとり親家庭等
日常生活支援事
業

家庭生活支援員を派遣し、食
事の世話、住居の掃除、生活
必需品の買い物、その他の付
帯する日常生活の支援を行
う。また、子育て支援とし
て、乳幼児の保育、その他付
帯する日常生活の便宜を図る
ための支援を行う。

A A C A

37
高等職業訓練促
進給付金等事業

就職に有利であり、かつ生活
の安定に資する資格取得を促
進するため、養成機関修業期
間中に訓練促進給付金、修了
後に修了支給給付金を支給
し、経済的支援を行う。

A C

44
生涯を通じた男
女の健康支援の
推進

自殺死亡者数（人） 10 A B A A 2
自殺者の数は、平成30年度以外
は目標値を達成しているが、全
体的に減少していない。

性別や年齢に関わらず自ら健
康管理ができるように、健康
相談会や講演会等を実施す
る。また、チラシの配布及び
広報たがわや市ホームページ
等を活用し、啓発を行う。

令和元年度は新型コロナウイルス感染症の影
響により、講演会は中止となった。令和2年度
は感染症対策を実施し、募集人数を少なくし
て開催したため、参加者数が少なかった。
今後、周知方法等の見直しを検討する必要が
ある。

①継続 事業内容はそのまま継続して実施。

今後も事業内容は継続しながら、周知方法
等の見直しを行い、普及啓発を続ける。今
後、新型コロナウイルス感染症に関連する
メンタルヘルスのフォローについても方法
を考えていく必要がある。

保健福祉課

子育て支援課

ひとり親家庭等日常生活支援
事業利用登録世帯の実施率
（％）

100 3

 利用には至らないものの利用に
ついての相談等は受けていた。
しかし、委託先の受け入れは難
しく断ることもあった。

利用についての相談や定期的な利用をできる
人がいたものの、委託先の受け入れが難し
く、対象者のニーズに応えることができない
ことがあった。対象者の利用増とニーズをよ
り満たせるように新規委託先を確保する必要
がある。

①継続
ひとり親世帯のニーズがある以上、本事業
を継続する必要がある。

より対象者のニーズに沿った事業ができる
よう現在の委託先とも協議し、今以上の受
け入れ時間や日数の確保を行い、あわせて
新規委託先の確保ができるよう努めていき
たい。

子育て支援課

C
高等職業訓練促進給付金受給
者就職率（％）

100 A
助成額が大きく、ひとり親の自立のための
制度としては有用であるため。

助成の対象期間が拡充される等、国も制度
の利用を促進する動きをしている。今後も
周知に努めながら、利用者を増やしていき
たい。

3
受給者数はここ数年伸びていな
いが、就職率は高いため。

対象資格のスキルが比較的高いが、助成額が
大きいため、新規申請者が途絶えることはな
かった。対象となる養成機関の協力を得て、
更に周知を行う必要がある。

①継続

児童虐待による死亡件数
（件）

0 3

講座については、新型コロナウ
イルス感染症の流行のため、緊
急事態宣言中は、開催を見合わ
せたが、実施時期を延期して感
染予防対策を行い開催すること
ができた。

児童虐待防止に関する啓発グッズを作成し、
市民への普及に努めることができた。

①継続 子育て支援課

2

広報紙等で周知し、セット健診
等取り入れることで、令和元年
までは、取り組みの成果があ
り、徐々に増加していたが、令
和２年度はコロナ禍で伸び悩ん
でいるため。

広報紙や健康づくりガイドでの周知や、セッ
ト健診の導入、レディースデイ等の取り組み
で、健診参加者は増加している。また、令和
元年度からは、胃内視鏡検査の実施も始め、
受診しやすい体制を作っている。

①継続
徐々に増加しているため、継続して推進し
たい。

前期計画を継続して推進しながら、新たな
取り組みを模索、検討し、より受診しやす
い体制を整えていく。

保健福祉課

今後も引き続き、児童虐待に関する普及啓
発を行い、早期発見、対応していく必要が
ある。

今後も引き続き、関係機関や市民へ効果的
に普及啓発できる方法を検討していく。

各種がん検診（胃がん・肺が
ん・大腸がん・子宮頸がん・乳
がん・前立腺がん）及び骨粗
しょう症検診、肝炎ウイルス検
診、また生活保護受給者健診、
ヤング健診を実施する。また、
その際、必要に応じた健康相談
や情報提供を行う。

5



第２次田川市男女共同参画プラン（前期計画）進捗管理一覧表（全体） 資料４

H29 H30 R1 R2 H29 H30 R1 R2 ４年間の成果・課題 後期計画における事業の展開・見通し
成果指標

成果目標
（R3）

活動指標
活動目標
（R3）

担当課事業内容具体的施策

成果指標の判定 活動指標の判定 総合評価

　　　施策の評価とその理由

　４…十分な成果を上げることができた。
　３…ある程度の成果を上げることができた。
　２…あまり成果につながらなかった。
　１…成果につながらなかった。

         今後の方向性とその理由
 
     ①継続･･･継続実施
     ②見直し･･･事業内容の見直しが必要
     ③廃止・統合・変更…具体的施策の廃止・統合・
　　　　　　　　　　　　　変更の検討が必要

46
子どもの発達段
階に応じた性教
育の実施

小中学校の保健体育、特別活
動、道徳の時間において、発
達段階に応じた性教育の授業
を行う。

性教育の授業を受けた児童生
徒割合（％）

100 A A A A
性教育に関する授業
実施率（％）

100 A A A A 3
各学校において、発達段階に応
じた性教育が計画的に実施され
た。

校長会をはじめとする各種の担当者会等にお
いて、性教育の推進について周知を図ったこ
とで、各学校が計画的に実施するようになっ
たことは成果である。
LGBTQの人権課題に関して、今後、小学校の早
い段階から取り組む必要がある。

①継続
子どもが性に関する正しい知識を身に着け
るための性教育の実施については、継続し
て実施していく必要がある。

今後も、子どもの実態に応じて性教育の内
容を工夫、改善しながら事業を推進した
い。

学校教育課

47
薬物乱用防止の
ための啓発の推
進

母子健康手帳交付や健康相談
会等で喫煙や飲酒、シンナー
など、薬物による健康被害に
ついて情報提供を行う。

母子健康手帳交付率（％） 100 A C A A
母子健康手帳交付時
の啓発（アルコール
及び喫煙）（％）

100 A A A A 2

母子健康手帳交付時や健康相談
会に来所する住民は限られてお
り、また話ができる時間も少な
いため。

来所者は限定されるため、薬物乱用防止のた
めの啓発の推進が図れたのかは不明である。
効果が見えにくい

③
廃止・統合

・変更

来所者は限定されるため、具体的施策であ
る「薬物乱用防止のための啓発の推進」の
目標達成は難しい。

内容の見直しをする。 保健福祉課

48
薬物乱用防止の
ための教育の推
進

喫煙や飲酒、シンナー、覚せ
い剤など、薬物による健康被
害について正しく理解するた
め、関係機関と連携し、薬物
乱用防止のための教育を推進
する。

講演会受講者率（％） 100 A A A B

薬物乱用防止のため
の全校児童生徒を対
象とした講演会実施
率（％）

100 A A A B 2

各学校で薬物乱用防止教育は実
施できたが、コロナ禍により外
部の専門家を招聘した学習が実
施できていない。

４年間継続実施してきたことで、各校が薬物
乱用防止の授業を年間計画に位置付け、すべ
ての学校で実施できた。
より児童生徒が理解しやすいように、外部の
専門家による学習や教材の工夫などを行って
いく必要がある。

①継続
薬物乱用防止教育については、児童生徒に
とって必須の内容であり、継続して実施し
たい。

今後も関係機関と連携を図りながら、学習
内容を充実させ、薬物による健康被害等を
確実に理解させていきたい。

学校教育課

早期妊娠届出率（11週以内）
（％）

85.0 C A A A
家族計画についての
保健指導率（％）

100 ― A A A

田川市不妊治療助成金交付件
数

40 C C
田川市不妊治療助成
金周知回数（回）

4 A A A A

ゆめっせ通信認知度（％） 20.0 A A A A
ゆめっせ通信発行回
数（回）

2 A A A A

広報たがわ特集記事
掲載回数（回）

2 A A A A

市ホームページ掲載
回数（回）

70 A C C C

51
公的広報の表現
ガイドラインに
沿った広報紙の
編集

平成27年3月に作成された『男
女共同参画の視点に立った
「公的広報の表現ガイドライ
ン」』に沿った編集を行い、
広報たがわを発行する。

男女共同参画の視点に立った
広報紙への満足度(%)

65.0 ― C ― A

『男女共同参画の視
点に立った「公的広
報の表現ガイドライ
ン」』に基づく紙面
の校正（回/号）

1回/1号 A A A A 3

『男女共同参画の視点に立った
「公的広報の表現ガイドライ
ン」』に基づく紙面の校正を継
続して実施できているほか、結
果として男女共同参画の視点に
立った広報紙への満足度の値が
上昇している。

成果指標の「男女共同参画の視点に立った広
報紙への満足度」について、平成30年度に目
標値を65.0に設定した。アンケート調査の結
果では目標値を上回る68.8の実績値を得るこ
とができた。

①継続

男女共同参画の視点に立った広報紙への満
足度が目標値を上回っている状況であるた
め、今後もガイドラインに沿った紙面の校
正等の取り組みを継続する。

『男女共同参画の視点に立った「公的広報
の表現ガイドライン」』に基づく紙面の校
正を実施するほか、男性・女性に偏ること
のないようなインタビューや写真撮影等、
編集において多角的な視点で取り組みを継
続したい。

市長公室

52
「ゆめっせフェ
スタ」による啓
発の推進

市民の男女共同参画意識を高
めるため、「ゆめっせフェス
タ実行委員会」においてフェ
スタの内容を検討し、開催す
る。講演会以外に子ども向け
の教室やバザーなどの催しを
行い、家族での参加や男性の
参加促進を図る。

ゆめっせフェスタの参加者に
実施するアンケートで「参考
になった」と回答した人の割
合（％）

80.0 A A A ―
ゆめっせフェスタ新
規参加率(%)

50.0 B C A ― 3
ゆめっせフェスタの新規参加率
が増加しており、成果指標も目
標値に達しているため。

県立大生に声掛けしたことで若年層の参加者
が、競争入札参加資格申請（市内建設工事）
の加点対象になり周知をしたことから、男性
の参加者が増加した。このことから一定の成
果がでていると考える。しかし、令和2年度は
コロナウイルスの感染拡大の影響で開催を中
止したたため、今後は開催方法の見直しが必
要である。

①継続
成果指標の見直しが必要と考えるが、事業
内容は継続して行っていきたい。

若い世代への声掛けや加点対象である旨の
周知を継続して実施していきたい。また令
和元年はコロナ禍で開催を中止し、開催方
法について他自治体を参考に見直しを行っ
ていきたい。

人権・同和対策課

53
地域における学
習機会の提供

男女共同参画センター等と連
携して公民館等で出前講座を
行い、家庭・職場・地域にお
ける学習機会を提供する。

自治会などの地域活動の場に
おいて「男女の地位が平等に
なっている」と回答した人の
割合（％）

50.0 ― C ― C
男女共同参画セン
ターと連携した出前
講座実施回数（回）

5 A B A B 3

地域に対して講座の趣旨や必要
性等を丁寧に伝えていきなが
ら、実施地区の掘り起こしを本
格的に行ってきた。その結果、
昨年度は新型コロナウイルス感
染症の影響により不十分な結果
となったものの実施数は増えつ
つあり、市民の人権意識・人権
認識も一定程度高まっていると
思われるため。

・「人権問題に関する市民意識調査（平成２
９年）」の結果から明らかとなった課題を踏
まえ、普遍的視点と個別的視点の双方向から
の取り組みにより、男女共同参画の推進を
図ってきた。
・実施地区の掘り起こしを行ってきたが、十
分にアプローチできなかった地区もあった。

③
廃止・統合

・変更

「地域に根差したきめ細かな人権教育・啓
発の取り組み」をさらに推進するため、後
期計画においては具体的施策２４との統合
を図りたい。

・人権問題を取り巻く状況や今日的課題を
的確にとらえ、地域に対して講座の趣旨や
必要性等を丁寧に伝えていきながら、地域
の実情や要望等を的確につかみ、きめ細か
な人権教育・啓発を推進する。
・普遍的視点と個別的視点の双方向からの
取り組みにより、男女共同参画の推進を図
る。

文化生涯学習課
人権・同和対策課

54
家庭における男
女共同参画の意
識啓発

家庭における生活自立能力を
高めるため、主に子どもや男
性を対象とした料理教室等の
家事参加促進研修会を開催す
るなど、身近な生活の場での
男女共同参画の意識啓発に努
める。

炊事、掃除、洗濯などの家事
を妻と夫が同じ程度に分担し
ていると回答した人の割合
（％）

10.0 ― B ― B
家事参加促進研修会
参加者数（人）

74 A C C C 3

研修会の参加者は平成30年度以
降目標値を下回ったが、参加者
の意識づけのために料理教室に
おいて毎回家事の役割分担につ
いてミニ講話を実施することが
できた。

令和元年度に実施した親子料理教室では、ハ
ロウィンにちなんだ料理を企画したことで、
申込みが殺到し、参加者のニーズに合った企
画を実施することができた。男性対象の
「“おとう飯”はじめよう」キャンペーンの
取組みを2年連続して実施することができた。
令和2年度はコロナウイルス感染拡大の影響で
料理教室を実施することができなかった。今
後も状況が変わらなければ、料理教室の実施
方法について検討が必要。

①継続
今後もコロナウイルス感染拡大の影響が考
えられるが、実施可能な方法で啓発事業を
行っていきたい。

ポストコロナに向けて、料理教室の実施方
法について、他自治体を参考にして検討し
て、新たな方法での実施につなげたい。

人権・同和対策課

55
公的広報の表現
ガイドラインの
活用

男女共同参画の視点に立った
刊行物等を発行することがで
きるよう、関係各所に「公的
広報の表現ガイドライン」を
周知する。

社会通念・慣習・しきたりな
どにおいて「男女の地位が平
等である」と回答した人の割
合（％）

24.0 ― B ― C
公的広報の表現ガイ
ドライン周知回数
（回）

5 A C C A 2
周知回数は活動指標の目標値に
達しているが、成果指標は目標
値に達していない。

表現ガイドラインの活用は、男女共同参画社
会の実現に向けた意識改革には繋がるが、成
果指標である「社会通念・慣習・しきたりな
どにおいて『男女の地位が平等である』と回
答した人の割合にまで影響するとは言い難
い。

③
廃止・統合

・変更

あくまで、男女共同を進める広報、啓発活
動の一環であるため、施策の方向１に追加
した方がよいのでは。

施策の方向３：社会制度、慣行の見直しに
向けた意識啓発につながる具体的施策を検
討する。

人権・同和対策課

継続実施。
県の不妊治療助成事業の見直しがあった時
点等で、田川市においても要綱の見直しを
行う。

保健福祉課

50
様々な広報媒体
による啓発の推
進 各種事業における新規参加者

割合の平均（％）
70.0 C C C C

3

コロナウイルス感染拡大の影響
で、ゆめっせフェスタ等の催し
が実施できず、新規参加者の増
加につながらなかったものの、
ゆめっせ通信の認知度は目標値
を上回ることができたことから
ある程度の成果を上げることが
できたと考えられる。

令和元年度はゆめっせフェスタが入札参加資
格申請の加点対象となったことや県立大の先
生（審議会会長、センター運営委員会委員）
の学生への呼びかけにより新規参加者の増加
につながった。一方、令和2年度はゆめっせ
フェスタや料理教室が中止となったことで新
規参加者割合の減少に大きく影響した。従来
どおりの方法では啓発事業の実施が困難に
なっている。

①継続

今後も広報たがわやゆめっせ通信、ホーム
ページ等でより多くの情報を発信し、男女
共同参画についての啓発を進めていきた
い。

ポストコロナに向けて、ゆめっせフェスタ
や料理教室の開催方法について、他自治体
を参考にして見直しを行っていく予定であ
る。今後も多方面から情報収集し、市民に
より多くの情報を提供できるよう努めてい
きたい

人権・同和対策課

49
性と生殖の健康
と権利に関する
意識啓発

3

田川市不妊治療助成該当者につ
いては、田川保健所にて申請書
一式を配付してもらい、漏れの
ないようにした。
申請に対し、100％交付決定し、
経済的負担の軽減に寄与でき
た。

経済的負担の軽減に寄与できた。 ①継続
継続実施。不妊治療は高額であり、経済的
負担が大きいため。

広報たがわや市ホームページ等
を活用し、相談事業に関する情
報提供を行う。また、乳児全戸
訪問時やイベント等でリプロダ
クティブ・ヘルス/ライツ（性と
生殖の健康と権利）に関する
リーフレットを配布する。ま
た、不妊に悩む方の支援として
治療費の助成を行う。

広報たがわやゆめっせ通信、市
ホームページ等を活用し、男女
共同参画についてわかりやすい
啓発に努める。その際、より多
くの人に啓発及び情報発信がで
きるよう、掲載内容を充実させ
るとともに、啓発方法の見直し
を随時行う。

6



第２次田川市男女共同参画プラン（前期計画）進捗管理一覧表（全体） 資料４

H29 H30 R1 R2 H29 H30 R1 R2 ４年間の成果・課題 後期計画における事業の展開・見通し
成果指標

成果目標
（R3）

活動指標
活動目標
（R3）

担当課事業内容具体的施策

成果指標の判定 活動指標の判定 総合評価

　　　施策の評価とその理由

　４…十分な成果を上げることができた。
　３…ある程度の成果を上げることができた。
　２…あまり成果につながらなかった。
　１…成果につながらなかった。

         今後の方向性とその理由
 
     ①継続･･･継続実施
     ②見直し･･･事業内容の見直しが必要
     ③廃止・統合・変更…具体的施策の廃止・統合・
　　　　　　　　　　　　　変更の検討が必要

出張子育て支援実施
回数（回）

16 C C C C

子育てボランティア養
成講座参加者数（人）

80 C ―

子育て支援講座参加
者数（人）

210 A A A C

57
介護への参画に
関する意識啓発

広報たがわや市ホームページ
等を活用し、在宅医療・介護
についての周知を図る。
在宅医療・介護に関する研修
会を開催し、より多くの男性
の参加を促す。

講座への男性参加割合（％） 40.0 A C C ―
在宅医療・介護に関
する研修会開催回数
（回/年）

4 A A C ― 2
新型コロナウイルスの感染拡大
防止により研修会を実施できな
かった。

地域で開催することにより参加しやすい体制
づくりに努めているが、近年は新型コロナウ
イルス拡大により実施できていない。今後の
状況を見ながら、研修会の実施方法等につい
て、検討していく必要がある。

①継続
今後状況を見ながら研修会を検討してい
く。引き続き広報での普及啓発を行ってい
く。

今後も研修会等開催し、男性の参加を促し
たり、広報掲載等により、普及啓発を行っ
ていきたい。

高齢障害課

58
小中学校におけ
る男女平等教育
の推進

男女についての相互理解の重
要性の認識を高めるため、学
校教育活動全体を通じて、発
達段階に応じた指導を行う。

学校教育の場での「男女の地
位は平等である」と回答した
人の割合（％）

70 ― B ― ― 取組実施校数（校） 17 A A A A 3

全ての学校で、道徳科や特別活
動の時間において、男女の平等
や特性、個性の尊重に関する学
習が実施できた。

各学校が計画的に男女平等に関する学習を実
施するようになったことは成果だと考える。
ネット情報による新たな課題等に対応する指
導内容の工夫が必要である。

①継続
男女共同参画については、社会的な課題で
もあり、本事業は学校教育においても継続
して推進する必要がある。

ネット情報による新たな課題やLGBTQなど
の人権課題をふまえ、社会の状況や児童生
徒の実態に即した指導内容を構築し、事業
を充実させたい。

学校教育課

59
保育・幼児教育
者への学習機会
の提供

男女共同参画センターと連携
して、園長会議等で出前講座
を行い、男女共同参画に関す
る学習機会を提供する。

男女共同参画出前講座参加率
（％）

90.0 B B A ―
男女共同参画出前講
座実施回数（回）

2 A A B C 2

園長会議で実施できたことは成
果であるが、そのことがどの程
度各園の中で実践されているか
が分からない。

園長会議であるため、対象者が限定され、時
間が限られている。

①継続
保育・幼児教育者への学習機会を提供する
ことは、意義のあることである。

園長会議に特化しないで、職員研修の一環
として実施していく。

子育て支援課
人権・同和対策課

60
教職員に対する
研修の実施

田川市男女共同参画推進条
例、男女共同参画プラン等に
ついての学習会、情報交換会
を各校の男女共同参画担当者
を中心に計画し、教職員研修
等で実施する。

学習会、情報交換会等の教職
員の受講割合（％）

100 A A A A
教職員研修等での学
習会、情報交換会の
実施校数（校）

17 A A A A 3

教職員研修等での学習会、情報
交換会の実施により、男女平等
意識の浸透は進んでいると思わ
れる。

男女平等意識の浸透の数値化ができていな
い。

①継続
今後も職場環境において、より具体的な改
善が図られるよう男女平等意識の浸透を継
続していく必要があるため。

より具体的な改善が図られるよう研修の教
材や題材を工夫していく。

学校教育課

61
人権・同和教育
の推進

地域や職場の指導者・推進者
を対象とした「人権・同和教
育「中央講座」（年3回）等に
おいて、同和問題を始めとす
る様々な人権課題について講
座を実施する。

人権・同和教育中央講座の内
容を納得できたと回答した人
（人）

95.0 ― A A C
人権・同和教育中央
講座参加者数（人）

100 A A A C 4

中央講座の参加対象者に対する
周知をより丁寧に行ってきた結
果、参加者数は従前に比べると
かなり増加している。また、ア
ンケートの結果からも講座の内
容が参加者に十分に伝わってい
ると思われるため。

・様々な人権問題を切り口に講座を実施し、
「女性（差別）問題」を中心に据えた講座も
開催できた。
・講座の内容について「納得できた」と回答
した割合が、いずれの講座も９５％前後で
あった。内容面についても充実していたと判
断される。
・勤務時間外の講座であるため難しい側面も
あるが、市職員の参加が不十分だった。働き
かけ方に課題があったと思われる。

②見直し

現在も、中央講座だけでなく目的及びカテ
ゴリーを明確にした各種講座・セミナーを
実施していることから、後期計画において
は事業内容の見直し（拡充）を図りたい。

・人権問題を取り巻く状況や今日的課題、
「人権問題に関する市民意識調査」から明
らかとなる市民の人権意識・人権認識の実
態等を的確にとらえ、様々なカテゴリーの
講座・セミナーを目的意識を明確にして実
施する。
・普遍的視点と個別的視点の双方向からの
取り組みにより、男女共同参画の推進を図
る。

文化生涯学習課

56
子育て支援セン
ター事業への男
性参加の促進

子育てサークル支援、出張子
育て支援、育児講座、子育て
ボランティア養成講座等を行
い、より多くの男性の参加を
促す。

B B B B
子育て支援センター事業への
男性参加率（％）

10.0 2

支援センターの全体の利用者が
減っていることや、新型コロナ
ウイルス対策として大人数で行
うイベントを中止にしたこと
で、男性の利用者の増加につな
がらなかった。

平成３０年度、令和元年度に行ったミニミニ
運動会や毎年行っている双子ちゃん遊びま
しょう会への男性の参加が数名いたが、新型
コロナウイルスの流行により、ミニミニ運動
会の中止や双子ちゃん遊びましょう会の中止
により、土曜日のイベント開催がなくなり、
男性の参加も減少した。

①継続

男性の利用者は減っているが、今後も継続
していきたい。日々のセンター室に家族や
男性だけで利用しやすい雰囲気を作ってい
く。

イベントや講座への男性の参加を呼び掛け
る。家族で訪れる方や、父親が１人で子ど
もを連れて利用しやすいような雰囲気づく
りをしていく。また、男性が１人で利用し
た場合、おむつ替えなど困ったときにすぐ
に対応できるようにする。

子育て支援課
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※地方自治法第202条の3に基づく審議会等（法律や条例に基づいて設置され、、調停、審査、審議、または調査等を行う機関）を対象としている。

※北九州市は令和元年7月1日現在、福岡市は令和２年8月1日現在の数値。

※那珂川市市制施行（H30.10.1）に伴い、令和元年度から２８市から２９市となっている。

順位 市名 登用率 順位 市名 登用率 順位 市名 登用率

１位 北九州市 52.2% 1位 北九州市 52.0% 1位 北九州市 51.7%

２位 久留米市 43.9% 2位 久留米市 43.7% 2位 久留米市 44.5%

３位 福津市 43.7% 3位 福津市 43.2% 3位 福津市 41.5%

４位 大野城市 41.7% 4位 大野城市 40.6% 4位 大野城市 40.6%

５位 嘉麻市 37.8% 5位 嘉麻市 37.6% 5位 古賀市 38.8%

６位 古賀市 37.1% 6位 大牟田市 37.1% 6位 宗像市 37.8%

７位 うきは市 36.2% 6位 古賀市 37.1% 7位 糸島市 36.3%

８位 宗像市 36.1% 8位 直方市 35.9% 8位 大牟田市 35.8%

９位 中間市 35.3% 9位 中間市 35.6% 9位 中間市 35.3%

１０位 小郡市 34.7% 10位 宗像市 35.5% 10位 直方市 35.2%

１１位 筑紫野市 34.6% 10位 糸島市 35.5% 11位 筑後市 34.9%

１２位 福岡市 34.4% 12位 うきは市 35.4% 12位 筑紫野市 34.3%

１３位 直方市 34.4% 13位 筑紫野市 35.3% 13位 嘉麻市 34.1%

１４位 筑後市 34.1% 14位 福岡市 34.3% 14位 福岡市 33.4%

１５位 大牟田市 32.8% 14位 大川市 34.3% 15位 うきは市 32.2%

１６位 糸島市 32.1% 16位 朝倉市 32.5% 15位 大川市 32.2%

１７位 朝倉市 31.5% 17位 那珂川市 32.3% 17位 朝倉市 31.8%

１８位 飯塚市 31.3% 18位 筑後市 31.3% 18位 小郡市 31.4%

１９位 那珂川市 31.2% 19位 小郡市 30.7% 19位 八女市 29.8%

２０位 八女市 30.9% 20位 八女市 30.6% 20位 飯塚市 29.3%

２１位 大川市 28.1% 21位 飯塚市 30.4% 21位 太宰府市 27.5%

２２位 豊前市 27.7% 22位 柳川市 27.6% 22位 春日市 27.3%

２３位 宮若市 26.2% 23位 太宰府市 26.7% 23位 田川市 26.9%

２４位 みやま市 25.8% 24位 みやま市 26.6% 24位 みやま市 26.3%

２５位 田川市 25.6% 25位 田川市 26.3% 25位 柳川市 25.4%

２６位 太宰府市 25.3% 26位 宮若市 25.9% 26位 豊前市 22.6%

２７位 柳川市 24.7% 27位 行橋市 24.7% 27位 行橋市 22.1%

２８位 春日市 19.8% 28位 豊前市 23.1% 28位 宮若市 20.3%

２９位 行橋市 17.6% 29位 春日市 18.3%

42.3% 42.4% 40.8%

35.5% 35.5% 35.0%

32.9% 32.9% 32.1%

福岡県内29市平均 福岡県内29市平均 福岡県内29市平均

県内市町村平均 県内市町村平均 県内市町村平均

県内各市の審議会等における年度別女性委員の登用状況

令和２年4月1日現在

令和２年度 令和元年度 平成30年度

県が設置している審議会等 県が設置している審議会等 県が設置している審議会等

資料3

Administrator
長方形

Administrator
タイプライターテキスト
資料５
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審議会等（地方自治法第202条の3に基づく）の女性登用率 県内各市平均

田川市



平成30年度

順位 市名 登用率 順位 市名 登用率 順位 市名 登用率

1位 筑後市 25.0% 1位 福津市 25.0% 1位 筑後市 30.0%

2位 福津市 25.0% 2位 筑後市 24.1% 2位 福津市 22.2%

3位 春日市 23.3% 3位 みやま市 23.5% 3位 みやま市 21.2%

4位 筑紫野市 22.5% 4位 小郡市 20.5% 4位 小郡市 20.9%

5位 豊前市 22.2% 5位 筑紫野市 20.0% 5位 朝倉市 20.5%

6位 嘉麻市 21.6% 6位 古賀市 18.8% 6位 古賀市 18.2%

7位 小郡市 20.9% 7位 春日市 18.6% 7位 筑紫野市 17.5%

8位 大野城市 17.5% 8位 豊前市 18.2% 8位 豊前市 17.4%

9位 朝倉市 17.5% 9位 八女市 17.9% 9位 春日市 16.3%

10位 みやま市 17.1% 9位 朝倉市 17.9% 10位 大野城市 15.5%

11位 うきは市 15.8% 11位 嘉麻市 17.6% 11位 嘉麻市 15.2%

12位 福岡市 15.5% 12位 大野城市 16.4% 12位 田川市 14.7%

13位 直方市 15.2% 13位 直方市 15.6% 13位 福岡市 13.1%

14位 古賀市 15.2% 14位 宮若市 15.4% 14位 北九州市 12.5%

15位 八女市 14.3% 15位 うきは市 15.0% 14位 直方市 12.5%

16位 久留米市 12.6% 16位 田川市 14.8% 16位 柳川市 11.4%

17位 田川市 12.5% 17位 福岡市 14.3% 16位 糸島市 11.4%

18位 行橋市 12.3% 18位 行橋市 12.7% 18位 行橋市 10.9%

19位 北九州市 12.2% 19位 北九州市 12.2% 19位 宮若市 10.7%

20位 宮若市 12.0% 19位 糸島市 12.2% 20位 久留米市 10.0%

21位 宗像市 10.9% 21位 久留米市 11.2% 21位 八女市 9.8%

22位 那珂川市 10.7% 22位 宗像市 10.4% 22位 大川市 9.5%

23位 中間市 9.1% 23位 那珂川市 10.0% 23位 うきは市 9.5%

24位 大牟田市 8.9% 24位 大牟田市 8.8% 24位 大牟田市 9.3%

25位 飯塚市 8.7% 24位 中間市 8.8% 25位 宗像市 8.5%

26位 糸島市 8.2% 26位 大川市 8.7% 26位 太宰府市 8.3%

27位 太宰府市 8.1% 27位 太宰府市 7.9% 27位 中間市 7.9%

28位 柳川市 7.3% 28位 飯塚市 7.7% 28位 飯塚市 6.6%

29位 大川市 4.8% 29位 柳川市 7.1%

福岡県内29市平均 13.9% 福岡県内29市平均 13.6% 福岡県内28市平均 12.9%

※那珂川市市制施行（H30.10.1）に伴い、令和元年度から２８市から２９市となっている

県内各市の管理職（一般行政職）への年度別女性登用状況

令和2年4月1日現在

令和２年度 令和元年度

※管理職の定義

　　平成28年度から： 課長相当職以上
　　平成27年度まで： 管理職手当を支給されている職員（田川市の場合は課長補佐級職員を含む）

資料４
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長方形

Administrator
タイプライターテキスト
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