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平成２３年度第３回宗像市男女共同参画推進センター運営委員会会議録（要点筆記） 
 
 
 

日 時  平成２３年１１月２９日（火）１９時 ０ ０ 分 ～  
場 所  メイトム宗像 １０２会議室 
 
運営委員会委員 
■ 吉村 信明委員 ■ 高木 里美委員 □ 長田 博幸委員 ■ 眞嶋 洋子委員 
■ 井上 透委員 ■ 吉積 明子委員 ■ 石橋 全委員 ■ 谷山 喜代子委員 
 
 
議事 
（１） 男女共同参画推進センター運営方法のあり方について（案） 
   事務局から説明する。 

（添付資料：センターの運営変更に伴う今後のスケジュール（案）） 
 
  
会長  ：平成２４年度以降のセンター運営について、事務局から説明がありましたが、何か意見・ 

質問等はありませんか。 
委員  ：平成２５年度の協働委託の形態はどういう形になるのですか。 
事務局 ：非常勤任用職員４人のメンバーで、平成２４年度中に市民活動団体を立ち上げていただき

ます。平成２５年度は、提案という形ではなく、男女共同参画推進課で協働委託する旨の

起案を行い、その団体に委託する形です。 
委員  ：運営を変更する理由としては、予算や事業仕分けの問題が前提にあるのですか。 
事務局 ：平成１９年度に協働化提案がなされましたが、金銭的な面で折り合いが付かずに提案を取

り下げた経緯があります。その後もセンター運営のあり方について内部で検討を行ってき

た結果、直営ではなく、協働委託の方向で提案させていただいています。 
委員  ：課が係に降格する話があった時に、課を存続する旨の請願書が出されましたが、そのこと

とも関係がありますか。 
事務局 ：直には関係ないですが、今後、状況に応じて、考え方のひとつに出てくる可能性はあるか

もしれません。 
 委員  ：センターを設立して１３年が経ち、リーダー養成や啓発については十分に役目を果たして

いると思います。これからはこうするのだという、確かな方向性がないと大変だと思いま

す。男女共同参画の啓発はセンターで企画する場合、参加者は限られていると思います。

根元の啓発は地域で行わないといけないと感じています。センターで育ったリーダーが各

地域に入り、揺さぶりをかけていきながら、啓発活動をやっていきたいという気持ちを持

っています。 
事務局 ：講座を開催しても参加者は同じ方が多いのが現状です。できるだけ多くの方に聞いて頂き

たいと思っていますが、人集めが厳しい状態です。啓発事業もプランに沿って進めて行き

たいと考えています。 
委員  ：興味がある方は、センターの講座に参加して知識を身に付けています。参加した事がない

方に対してどのように啓発していくのかが課題かなと思います。 
事務局 ：例えば、協議会の会員と他の自治体の研修に参加し、研修内容をそれぞれの団体に持ち帰

り啓発してもらうのも考え方の１つかと思います。 
委員  ：協議会にはレベルの高い方が多いので、有効に活用できたら良いですね。 
委員  ：男女共同参画と聞くと、考え方によっては後ろ向きに取られる事もあります。歴史を振り

返ると前進していかないといけないと思います。メイトムに職員が居るという事で安心し

て立ち寄れますが、職員が本庁に戻るとなると敷居が高くなる感じがします。 
事務局 ：本庁にもお越しになってください。センター事業以外にも男女共同参画プランに掲げてい

る事業が多々あり、強化して進めて行きたいと思っていますのでご理解をお願いします。 
委員   ：各市町村で市民団体が活動をしていますが、行政のバックアップがあって活動しています。 
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     協議会メンバーを中心に各地域で別れて活動するのも良いが、中心部（コア）となるもの

をメイトムや本庁に残して頼りになる場所が欲しいと思います。再雇用される A 氏はす

ぐに仕事が出来ると思いますが、何かあった時に安心して駆け込んで行ける場所が欲しい

と思います。 
委員  ：A 氏は、男女共同参画推進条例の策定にも関わっており、非常に有能な方で適任だと思い

ます。 
委員   ：委託に関しては、男女共同参画推進課の意向はきちんと伝えていってもらえるのですか？ 
事務局 ：最終的に市民サービス協働化提案になると、何ができるのかを審査会の中で諮る必要があ

ります。事前に打合せをしながら審査会で説明し、審議後、最終決定という流れになりま

す。今、持っている内容をそのままお願いする事にはならないと思います。 
委員  ：センターの機能がどういうものなのかという話ですが、センターは講座などの事業を行う

場所であるとともに、情報発信や情報提供をする役割があると思います。本庁に気軽にお

越しくださいと言われても行きにくいと思います。本庁といっても、事務所が外にあるの

で、男女共同参画推進課の職員がセンターへ来た方がいいと思います。さきほど、２次プ

ランの施策を強化していくために職員が本庁へ戻るという話をしていましたが、本庁に戻

る意味があるのか、具体的にどのようなことをするのか、職員が本庁に戻らないと２次プ

ランが強化できないのか、と思います。センターの方が色んな意味で広がると思います。 
     地域で啓発と言っても、５年１０年はかかるだろうし、２次プランを進めるのであれば、

センターで行う方が良いと思います。メイトムには、色んな方が来館しているので、セン

ター機能をしっかりしていれば、啓発などの働きかけは本庁に居るより実施しやすいと思

います。センター中心に行っていただきたいと思っており、この場合、本当に委託で良い

のかと思います。今は、直に職員に話を聞いてもらえるが、委託になるとワンクッション

入り、直の話が伝わらなくなるのではないか、心配です。 
事務局 ：職員を本庁に戻すのは、大きな部分でプランの進行管理と相談業務の関係です。そして、

現在、職員が３人いますが、勤務地が離れていて業務上支障をきたしているのが現状です。

今後、本庁に相談業務の窓口を設置する予定です。相談内容に関して、他課との連携が必

要になる場合に、男女共同参画推進課の職員が中に入り相談者に情報提供や繋ぎをしてい

けるのではないかと思っています。また、２次プランの事業の進捗状況や女性登用率の関

係など各課へヒアリングを行いながら、具体的な指導が直に行えると考えています。 
委員  ：一般市民との関わりを持つのであれば、本庁よりセンターに居た方がいいと思います。職

員が本庁に戻らなければならない理由を尋ねているのだと思います。 
委員  ：非常勤任用職員３人は女性ですか？ 
事務局 ：女性です。 
委員  ：世間では、非常勤などの雇用について問題になっていますが、女性ばかりがなぜ、非常勤

なのかという思いがあります。大変でしょうが、非常勤ではなく正職員の配置をお願いし

たいと思います。 
事務局 ：職員の配置は厳しいと思います。 
委員  ：センターが委託になると、利用回数が少なくなり足が遠のくと思います。市民としては、

何か相談したい時は市の職員とお話したいという気持ちがあります。 
事務局 ：今回の改善会議では、チャレンジ支援事業が取上げられており、センター運営については

対象ではありません。改善会議で内容を審査してもらったのは、チャレンジ支援事業です。 
委員  ：先ほどの答えと、改善会議の結果を教えてください。 
事務局 ：チャレンジ支援の最終的な結果については、色んな意見がでましたが、現状維持と拡大と

いう事で決定しています。もう１点については、やはりプランが念頭にあるので職員を本

庁に置いて進行管理を積極的に進めていきたいと考えています。 
委員  ：具体的にどんな動きをされるのですか？ 
事務局 ：県内のセンターは直営での運営が多いですが、ムーヴやまどかぴあなど、すでに指定管理

で事業を実施しているセンターもあります。そこでは、市民活動団体が運営を行っており

ます。まず、宗像市がはじめてではないこと、また、現在の非常勤任用職員は、長年セン

ター事業に携わってきていますので、事業自体ができないことはないと考えています。 
     職員が本庁に戻り実施する内容としましては、やはりプランの進行管理の強化になります。

ヒアリングを実施する中で、まだまだ、職員の意識が低いと感じています。職員の意識改
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革が必要だと思うので、今まで以上にヒアリング回数を増やす必要があると思います。セ

ンターから出向いて行う事も可能ですが、センターの職員体制が手薄になるため、すぐに

動くのは難しい状況です。さらに、地域への啓発も大事ですが、子ども達への啓発も重要

と思っていますので、教育委員会への働きかけもしていきたいと考えています。本庁で政

策面を強化していき、センターでは、市民の方への啓発など事業を強化していきたいと考

えています。 
     現在、非常勤任用職員が講座の企画、運営を行っています。経験年数も３年になり、かな

り力も付いてきています。これを５年で終わらせるのは非常にもったいないと考えていま

す。彼女たちの力を継続し活用していくためにも、協働委託でセンター運営をお願いした

いと思います。 
会長  ：今の回答でよろしいですか？ 
委員  ：ちょっと納得いかない部分もあります。３人職員がいて、上手くやりとりができないのか

なと思います。確かに、職員が本庁に行くとセンターが手薄になるのは理解できますが、

毎日、ヒアリングを行うわけではないと思います。また、委託団体がいつまで続くのかわ

からないし、できなくなったらどうするのだろうかと不安です。そもそも、行政が協力し

て団体を立ち上げていくのはおかしいと思います。市民サービス協働化提案の原点として、

団体が手を挙げて行うのが趣旨だと思うので、先々大丈夫かなと心配です。委託するとな

ると、どうしても行政が一歩引くように思え、その点が疑問であり、不安です。本当に本

庁でなければならないのか、やはり納得できない部分があります。 
委員  ：本庁では、機構改革などがあるので、支障のないように皆さんで協力してやっていかない

といけないと思います。今、議論して覆すような事は難しいと思います。 
委員  ：これは決定ですか？ご承認してくださいという事ですか？ 
事務局 ：この形でぜひお願いしたいと思っています。 
事務局 ：さきほど、委員の話にもありましたが、センターを設置して１３年経っています。もちろ

ん、市が関わりながら運営をしていく事は大事だと思っています。センターに市の職員が

いるのも、ひとつの形だと思います。でもそれがすべてではないとも思っています。指定

管理で運営しているセンターもありますので、ぜひ宗像市でもこの形で運営してほしいと

思っています。協働化提案なので、職員がまったく手を引くのではありません。問題があ

れば、すぐに駆けつけます。何か行う場合は協力もしていきます。職員が本庁で業務をす

るのは、組織の一元化を進めています。市役所内での連携をとらないと底辺の部分と男女

共同参画の意識がなかなか広がりません。機能強化も併せて行いたいと思っています。不

満な面もあると思いますが、方向性として市民団体がセンターを運営し、市が全体的な裾

野を広げる施策を行っていく体制を取ると言う事で了解していただきたいと思います。 
委員  ：機構改革や財政面で、委託すると宗像市は楽になりますか？ 
事務局 ：金額的な面を含めて楽になると思います。市の職員から非常勤職員に変わると金額的に違

います。 
委員  ：財政的な面で、こういう形での運営に変更するのであれば、良いのではないかと思います。 
委員  ：社会の状況変化での事なのかなと思います。 
委員  ：いろいろ議論する中で、機構改革や財政面の関係上、運営できないのであれば、市が中心

になってやってもらえればと思います。 
事務局 ：来年度も当面の間は、職員はセンターで業務を行います。 
事務局 ：来年度は、引継ぎの部分で一緒に行っていく時間はかなりあると思います。本庁の場所の

問題ですが、将来的に全体的な機構改編もあるので庁舎内に戻す形でと思っています。 
委員   ：確認ですが、職員が本庁へ戻り、センターを市民協働化提案で委託して運営していくのは、

すでに決定したうえでの話ですか？ 
事務局 ：100％決定ではありません。あくまでもセンター運営については、運営委員会でご意見を

十分に聞いたうえで、今、提案している内容で運営させていただければという気持ちはあ

ります。予算面など議会の議決なども必要になってきます。その後に最終的な決定になり

ます。 
委員  ：財政的な面もあるという事ですね。 
事務局 ：今後、協働化提案の中でセンターの情報発信の場として HP などが必要であれば、考えて

いきたいと思います。100％財政的な面だけではなく、市長が進めている行政がやるべき
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もの、市民がやるべきものを含めた所で、センター運営につきましては、市民団体が運営

していくのも可能ではないかと思っています。 
委員  ：特に財政的な面が重要な理由でないのであれば、女性の雇用問題も含め、センター運営の

予算を多く頂けるようにしてもらいたいです。本当は、行政の手を離れてほしくないと思

いますが、前回、協働化提案が上手くいかなかった部分を考慮してほしいと思います。事

務所の場所の問題ですが、職員が本庁に戻る意味が半減しないように、強力にやっていた

だきたいと思いますのでよろしくお願いします。 
委員  ：理解の仕方ですが、私は２つあるのかなと思います。１つは、プランの進行管理を強化す

るために、職員が本庁に戻ること。それは、職員の意識が低いので意識を高めていきたい。

男女課だけで進めるのはきついので、職員のレベルが上がることで、各課の事業を通して

幅広く啓発を進めていきたいということですね。２つ目は、センターの運営の手法の検討

です。これまでに、地域に向けた啓発やリーダー育成を行ってきたので、職員でなくても

市民活動団体が運営できる状況になりつつあること。市民協働の流れから、センター運営

は市民活動団体に任せていくということです。市民フォーラムや他自治体のセンターの事

例もあり、今までよりもレベルを落とさないように事業展開していくという内容で良いで

すか？職員が本庁に戻るのは、男女共同参画推進課の問題だけではなくて、全体的に各課

の事業に意識を刷り込ませるためであり、決して経費削減など財政的な面で戻るわけでは

ないということですね。 
 事務局 ：プランの進行管理では、懇話会から、男女共同参画の視点を明確にして事業展開すること

という意見をいただいています。第２次プランからは、すべての事業において、男女の視

点に基づいて目標設定し、課題や今後の方針を抑えていくようにしています。また、次年

度からは実施状況を公表し男女共同参画を進めていきたいと思っています。 
委員  ：市民向けの啓発や地域の底上げを、市民団体に任せる事は非常に良い事だと思います。大

阪市に例があり、以前「センター廃止」という話で大騒ぎになりました。その時に全国の

男女共同参画に関わる市民団体が結集し、廃止が取り止めになりました。また、指定管理

にした事で職員の質が向上し、雇用の仕方も団体の中で決めるので女性の色んな働き方が

できる形で雇用しています。市民団体が持っているノウハウや人脈を活用して、すごく良

いセンターを作っています。宗像市も後ろ向きではなく、力を持っている市民団体が数多

くある中で新たに市民団体を作り上げ、そのレベルが高い団体が運営することで、市民が

より広く関わりができるセンターになる様な気がします。庁内では職員の意識を高めてい

く事と相談業務を充実させていくということです。面接相談と電話相談を一本化し、毎日

相談業務をやることはとてもいいことだと思います。DV や児童虐待・高齢者虐待など庁

内の連携がとても重要なので、本庁に窓口があると連携がとりやすいと思います。宗像市

は、保健福祉環境事務所や警察署など関係機関の施設もあり取りまとめていけるので、相

談業務を本庁で行うのは有効だと思います。今まで行っていた事を土台にしてステップア

ップできるのではないかと思います。 
委員  ：逆の発想で考えると、市民団体に任せるという事は、任される側は自立しパワーをつけ自

分たちらしくやっていけるという希望もありますよね。 
委員  ：私は、皆さんの話を聞いて、ある程度理解できました。しかし、市民の方は、この話を聞

いたときに、そんなに財政が逼迫しているのかなと考えると思います。市民に対しての説

明はどのようになされますか？ 
事務局 ：方向性が固まれば、施策の部分については、センターで行う内容と行政が行う内容のすみ 

分けを行い、市民の方には相談業務を含め周知を図り利用しやすい体制で行っていきたい 
と思います。 

会長  ：一般市民の方は、宗像市が協働化提案制度をかなり周知徹底しているので、認識はかなり 
高いと思います。A 氏の雇用について、一般公募は考えなかったのですか？ぜひ、公募を 
考えてほしかった。その中で、A 氏が選ばれるのであればと思いました。 

事務局 ：今は４人体制を考えていますが、A 氏はもっと男女共同参画の意識を持っている方が 
協力してくれる環境ができればと思っています。また、条例から関わって意識のある方

と考えた時に A 氏が知識や理解を持っているという事でお願いできないかと考えました。 
委員   ：これから先々、市民サービスを考え市民団体がセンター運営をしていくのであれば、民 

間の方の雇用を考えて欲しかったと思います。 



 5 

委員   ：宗像には、色んな方がたくさん活躍をされていると思います。広い視野で募集を考えてほ 
しいと思いました。 

事務局  ：A 氏を選んだ理由のひとつとして、NPO 法人団体立上げなどにも携わっていることもあ

ります。 
委員   ：手順として、市民にこのようなことも公募しますよという手法は取れなかったのかなと 

思います。 
委員   ：そもそも団体の設立は任意なので、市が公募する形はないと思います。市が主催で委員の 

公募をするのとは違って、市民団体の立ち上げに市が支援するという形だと思います。協 
働化提案は、もともと市民団体が自分たちから手を挙げる形だと思います。今は、手を挙 
げる団体がいないという事で団体立上げの準備をしているのだと思います。市が公募する 
形は違うのではないかと思います。 

事務局  ：なかなか受け手側も厳しい。私達の考えとしては、今勤務している方のノウハウを生か 
しながら組織を作っていただいて、センター運営に携わってほしいと思っています。 

委員   ：A 氏だけではなく、他の方への働きかけをしていただければと思いました。 
委員   ：建前として、公募するべきなのであれば、公募すべきだと思いますが、市役所 OB が入っ 

ていただいてやっていくのも良いと思います。 
委員  ：団体がいない中で、委託という形で持っていくのはどうなのかなと思います。本来、団体 

が手を挙げるのが趣旨だと思います。市が働きかけていくというのは疑問だと思います。 
会長  ：これから、団体の育成が大変だと思います。ぜひ、今まで以上にセンターの窓口を有効に 

生かして市民との交流や委員の方との情報交換を密に取ってほしいと思います。 
委員   ：２５年度から委託した場合は、運営委員会はどうなるのですか？ 
事務局  ：基本的に運営委員会は、このまま継続させていただければと思います。色々ご指導いた 

だければと考えています。委託になったから無くすという事はありません。 
会長   ：２６年度以降完全に委託になった場合はどうなりますか？ 
事務局  ：同じ形で運営委員会を継続します。センターの運営について審議して頂く場なので、協働

化についても提案してほしいと思います。 
事務局  ：センター、行政も一緒に入って意見を聞き、事業に繁栄させていく方向で行っていきたい

と思います。 
委員   ：直営の時と委託になった場合では、管理者が変わり意思決定の方法が変わってくると思い

ます。また、市の施策の推進のためにもセンター運営があると思いますので、団体とのす

み分けや意思決定の方法など２年間の内に整理していただければと思います。 
会長   ：他に今後のセンター運営に関してご意見はありませんか？ 

      来年度以降のセンター運営については、提案どおりに行っていくという事で理解をいただ

いたという事でよろしいですか？ 
以上をもちまして、これで第３回運営委員会を終わります。ありがとうございました。 

 


