
平成３０年度 第１回田川市男女共同参画センター運営委員会次第 

 

日 時：平成３０年１０月１１日（木） 

辞令交付式 １０時００分 

運営委員会 辞令交付式終了後 

場 所：辞令交付式 男女共同参画センター 講座室１ 

      運営委員会 男女共同参画センター 講座室１ 

辞 令 交 付 式  

 

１ 辞令交付 

 

２ 市民生活部長あいさつ 

 

  

田川市男女共同参画センター運営委員会 

 

１ 開  会 

 

２ 委員及び事務局職員自己紹介 

 

３ 田川市男女共同参画センター運営委員会委員長及び副委員長の選出について 

 

４ 議  事 

⑴ 会議の公開について 

 

⑵ 平成３０年度田川市男女共同参画センター事業実績報告について 

 

⑶ 平成３１年度田川市男女共同参画センター事業計画（案）について 

 

⑷ 男女共同参画出前講座について 

                           

５ 閉  会 

 

【添付資料】 

 １ 田川市男女共同参画センター運営委員会委員名簿  

 ２ 附属機関等の会議の公開等に関する指針 

３ 平成３０年度田川市男女共同参画センター事業実績報告 

４ 平成３１年度男女共同参画センター事業計画（案） 

５ 男女共同参画出前講座チラシ 

６ ゆめっせ通信第１３号 



資料１

選　出　部　門　 氏　　名 所　　　属 備　考

たがわ２１女性会議 長尾
ナガオ

　純子
ジュンコ

たがわ２１女性会議 　

たがわ２１女性会議 熊谷
クマガイ

　依子
ヨリコ

たがわ２１女性会議

センター登録団体 岩丸
イワマル

　麗子
レイコ 田川地区子育てネットワーク

「たんたん」

市民活動を行っている団体 竹野
タケノ

　智教
トモノリ 特定非営利活動法人

風治さつきの会

福岡県立大学 坂
サカ

無
ナシ

　淳
ジュン

人間社会学部　講師

福岡県立大学 加藤
カトウ

　法子
ノリコ

看護学部　講師

公　　　募 岩本
イワモト

　敦子
アツコ

公　　　募 長副
ナガソエ

　佐希子
サキコ

市　職　員 鶴川
ツルカワ

　靖
ヤスシ

孝
タカ

市民生活部地域福祉課　係長

市　職　員 鍋山
ナベヤマ

　公一
コウイチ

教育部文化生涯学習課　係長

市長が認めた者 河野
カワノ

　久美子
クミコ

市長が認めた者 牛尾
ウシオ

　淳子
ジュンコ

市長が認めた者 石川
イシカワ

　昇平
ショウヘイ

田川市男女共同参画センター運営委員会委員名簿

平成30年10月1日

【任　期】　　平成３０年１０月１日から平成３２年９月３０日



資料１



   附属機関等の会議の公開等に関する指針 

１ 目的  

  この指針は、附属機関及び長の私的諮問機関（以下「附属機関等」という。）の会議の

公開に関し必要な事項を定めることにより、市政の透明性の向上及び市民との情報共有

を図り、もって公正で開かれた市政を推進することを目的とする。 

２ 定義 

 ⑴ 附属機関 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に

より、市政の重要事項について調停、審査、諮問又は調査することを目的として、法

律又は条例に基づき設置するものをいう。  

 ⑵ 私的諮問機関 有識者等の意見を聴取し、又は有識者等との意見交換を行い、その

結果を市政に反映させることを主な目的として、法律又は条例によらず、要綱等に基

づき設置するものをいう。  

３ 会議の公開の基準  

  附属機関等の会議は、原則として公開するものとする。ただし、附属機関等の会議が

次の各号のいずれかに該当する場合は、公開しないことができる。  

 ⑴ 法令等の規定により会議が非公開とされているとき。 

⑵ 田川市情報公開条例（平成４年条例第１号）第１０条第１項各号のいずれかに該当

することにより開示しないものとする情報（以下「非開示情報」という。）について

審議等を行うとき。 

⑶ 会議を公開することにより、会議の公正かつ円滑な運営に著しい支障が生ずると認

められるとき。 

４ 公開又は非公開の決定等  

⑴ 附属機関等の会議の公開又は非公開は、前項の会議の公開の基準に基づき、当該附

属機関等が決定するものとする。 

⑵ 附属機関等は、会議の一部又は全部を非公開とすることを決定したときは、非公開

とする内容及びその理由を明らかにしなければならない。 

５ 会議開催の周知  

  附属機関等は、会議を開催しようとするときは、原則として当該会議の開催の１週間

前までに、市のホームページへの記事掲載等により、次の事項を市民に周知するよう努

めなければならない。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じ、かつ、周知する時間

資 料 ２ 



的余裕がないときは、この限りでない。  

 ⑴ 会議の名称 

⑵ 開催の日時及び場所 

⑶ 会議の議題 

⑷ 会議の公開又は非公開の別 

⑸ 一部公開又は非公開とするときは、その理由 

⑹ 傍聴者の定員及び傍聴の手続 

⑺ 問合せ先 

 ⑻ その他必要な事項 

６ 公開の方法 

  附属機関等は、会議を公開しようとするときは、原則として、会議の傍聴を希望する

者に当該会議の傍聴を認めることにより行うものとする。この場合における傍聴の手続

等は、次に掲げるところによる。  

 ⑴ 公開する会議において傍聴を認める者の定員をあらかじめ定め、当該会議の会場に

一定の傍聴席を設ける。 

⑵ 傍聴者に会議資料を配布する。ただし、図面、地図、写真、報告書その他配布する

ことが困難なものについてはこの限りでない。 

 ⑶ 附属機関等の長は、公開に当たり、会議が公正かつ円滑に行われるよう会場の秩序

維持に努めなければならない。 

７ 会議録等の公開 

 ⑴ 附属機関等は、会議を公開したときは、原則として、市のホームページへの掲載に

より、会議資料及び会議録を公開し、閲覧に供するものとする。 

⑵ 前号の会議録の公開は、会議の終了後２０日以内に行うよう努めなければならない。 

 ⑶ 附属機関等は、非公開とした会議であっても、当該会議の会議録のうち公開しても

差し支えない事項については第１号の規定に準じて閲覧に供するよう努めるものとす

る。この場合において、非公開とした理由を当該会議録に記載するものとする。 

 ⑷ 第１号の規定による会議資料及び会議録の公開の期間は、会議録を作成した日の属

する年度の翌年度の末日までとする。 

８ 施行期日 

  この指針は、平成３０年８月１日から施行する。 



平成30年度男女共同参画センター事業計画及び実績 資料３

日　程 啓発事業名 会　場 内　容 備　考

5月14日
（月）

防災講座（女性のための災
害対応力向上講座）

田川市民会館
講堂

福岡県との共催
・対象：県内在住の女性（男性も聴講は可能）
・講演「主役はわたしたち～避難所からのコミュニティ形
  成～」   講師 吉村静代さん
・大牟田市女性消防団からの報告～消防団での活動
 から～
・朝倉市杷木松末地区からの報告
　　　　～平成29年７月九州北部豪雨被災から～
　報告者　中嶋玲子さん
・講習：避難時に使うおむつカバーなどの作成
・避難所図上訓練
・参加者　72人

男女共同参画研
修会

6月16日
（土）

ゆめっせフェスタ2018
田川青少年文化
ホール

・オープニング
　上伊田西地区獅子楽保存会による獅子舞及び稚児
  舞
・講演「誰もが自分らしく生きられる社会に向けて
　　　　　　　　　～おばちゃん流 幸せになれる法則～」
　講師：谷口真由美さん（大阪国際大学准教授）
・参加者　294人

6月21日
(木)

デートＤＶ防止研修会 福岡県立大学

・対象：福岡県立大学学生
・講師：野口真理子さん（NPO法人FOSC理事長）
・内容：デートDV防止講座
　　　　「私とあなたの心と身体を大切にするために」
・参加者：学生75人、教職員1人

男女共同参画
研修会

7月19日
（木）

田川市女性人材バンク登録
者研修会

男女共同参画
センター

・対象：⑴田川市女性人材バンク登録者
　　　　 ⑵田川市男女共同参画センター登録団体
             会員
　　　　 ⑶一般希望者
・講演「女性のためのコミュニケーションセミナー」
  講師：井上奈美子さん（福岡県立大学准教授）
・参加者　32人

女性リーダー育
成研修会

8月4日
（土）

子ども料理教室
田川市民会館
調理実習室

・対象：小学生
・講師：香月英香さん、梅野美枝さん、濱口美代子さ
  ん、池田智子さん（給食調理員）
・参加者：15人

料理教室

10月13日
（土）

10月27日
（土）

親子料理教室（2回開催）
田川市民会館
調理実習室

・そば打ち体験と試食
・対象：小学生とその保護者
・講師：竹下和信さん(竹庵店主）

料理教室

11月25日
（日）

男女共同参画ワークショップ
（父と子の読み聞かせ講座）

田川市民会館
和室

・対象：未就学児と父親または祖父
・内容：⑴読み聞かせ講座
 　　　　　 講師：内木場豊さん
　　　　　　（ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン九州）
          ⑵パパ同士の情報交換及び交流会

男女共同参画研
修会

12月19日
（水）

デートＤＶ防止研修会 未定
・対象：東鷹高校生徒（定時制）
・講師：野口真理子さん（NPO法人FOSC理事長）

男女共同参画研
修会

未定 男性の料理教室（2回開催）
田川市民会館
調理実習室

・対象：市内在住・在勤の20歳以上の男性
・講師：未定 料理教室

未定 女性の就職支援講座
男女共同参画
センター

・対象：一般希望者
・講師：未定

男女共同参画研
修会

　　＜参考＞　平成30年度予算額

　　　ゆめっせフェスタ関係　　　　　  　                  　　569,994円（決算額）
　　　料理教室（5回）　　　　　　　　　　9,000円×5回＝　45,000円
　　　男女共同参画研修会（4回）　　50,000円×1回＝　50,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  30,000円×3回＝　90,000円
　　　手話通訳　　　　　　　　　　3,000円×2人×4回＝　24,000円
　　　託児　　　　　　　　　850円×3時間×5人×4回＝　51,000円



平成31年度男女共同参画センター事業計画（案） 資料４

日　程 啓発事業名 会　場 内　容 備　考

6月15日
（土）

ゆめっせフェスタ２０１９
田川青少年文化
ホール

・内容についてはゆめっせフェスタ実行委員会で決定

7月～12
月

親子料理教室（2回開催）
田川市民会館
調理実習室

・対象：小学生とその保護者
・講師：未定 料理教室

7月～8月 子ども料理教室（1回開催）
田川市民会館
調理実習室

・対象：小学生
・講師：未定 料理教室

未定 男性の料理教室（2回開催）
田川市民会館
調理実習室

・対象：市内在住・在勤の20歳以上の男性
・講師：未定 料理教室

未定
田川市女性人材バンク登録
者研修会

男女共同参画
センター

・対象：⑴田川市女性人材バンク登録者
　　　　 ⑵田川市男女共同参画センター登録団体
             会員
　　　　 ⑶一般希望者
・講師：未定

女性リーダー育
成研修

未定 健康講座
男女共同参画
センター

・対象：一般希望者
・講師：未定

男女共同参画研
修会

未定 コミュニケーション講座
男女共同参画
センター

・対象：一般希望者
・講師：未定

男女共同参画研
修会

未定 男女共同参画ワークショップ
男女共同参画
センター

・対象：一般希望者
・講師：未定

男女共同参画研
修会

未定 男女共同参画川柳コンクール
・応募資格:田川市の在住、または通学・通勤している
方
・部門：小中学校の部、一般の部

未定 デートＤＶ防止研修会 未定
・対象：高校生及び大学生
・講師：未定

男女共同参画研
修会

　　＜参考＞　平成30年度予算額

　　　ゆめっせフェスタ関係　　　　　  　                  　　569,994円（決算額）
　　　料理教室（5回）　　　　　　　　　　9,000円×5回＝　45,000円
　　　男女共同参画研修会（4回）　　50,000円×1回＝　50,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  30,000円×3回＝　90,000円
　　　手話通訳　　　　　　　　　　3,000円×2人×4回＝　24,000円
　　　託児　　　　　　　　　850円×3時間×5人×4回＝　51,000円



田川市男女共同参画センター運営委員会傍聴要領（案） 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、田川市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例第１４条

第３項で定める事項について審議する田川市男女共同参画センター運営委員会（以下「委

員会」という。）の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （傍聴の手続等） 

第２条 傍聴の受付は、会議の開催予定時刻の３０分前から開催予定時刻までの間に会場

の前において、会議を傍聴しようとする者が受付簿（別記様式）に住所及び氏名を記入

することで行う。 

２ 傍聴者の定員は、１０人とする。 

３ 会議を傍聴しようとする者が傍聴人の定員を超えたときは抽選により傍聴人を決定す

る。 

４ 傍聴人には、原則として会議で使用するものと同じ会議資料を配布する。ただし、図

面、地図、写真、報告書その他配布することが困難なものについてはこの限りでない。 

 （会場に入ることができない者） 

第３条 次の各号のいずれかに該当する者は、会場に入ることができない。 

 ⑴ 酒気を帯びていると認められる者 

 ⑵ 凶器その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者 

 ⑶ 貼り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者 

 ⑷ 鉢巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者 

 ⑸ 楽器、ラジオその他音声を発する鳴物等を携帯している者 

 ⑹ 前各号に定めるもののほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者 

 （傍聴人の守るべき事項） 

第４条 傍聴人は、会場において、次の事項を守らなければならない。 

 ⑴ 会議における言論に対して、拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。 

 ⑵ 飲食又は喫煙をしないこと。 

 ⑶ みだりに席を離れないこと。 

 ⑷ 携帯電話、パソコン等の情報通信機器の電源を切ること。  

 ⑸ 他の傍聴人の迷惑となるような行為をしないこと。  

 ⑹ その他会議の秩序を乱し、又は会議を妨害するような行為をしないこと。  



 （写真等の撮影及び録音等の禁止） 

第５条 傍聴人は、会場において写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、

委員長の許可を得た場合は、この限りでない。  

 （傍聴人の退場） 

第６条 傍聴人は、会議を非公開とする決定があったときは、速やかに退場しなければな

らない。 

 （違反に対する措置） 

第７条 委員長は、傍聴人がこの要領に違反したときは、これを制止し、その命令に従わ

ないときは、これを退場させることができる。 

２ 前項の規定により退場を命じられた者は、当日再び会場に入ることはできない。 

附 則 

この要領は、平成３０年１０月１１日から施行する。 



別記様式（第２条関係） 

傍 聴 受 付 簿 

 

会議の名称                       

 

傍聴人の定員                人     

 

住   所 氏   名 備考 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

※ 傍聴しようとする者が傍聴人の定員を超えたときは、抽選により傍聴人を決定します。 


