
※人数は、令和2年3月末現在

No. 開催日 項　　　　目 内　　　　　　　　　容

1 5.10 男女共同参画講座
・テーマ　「これからの男女共同参画な暮らし方」
・対象者　市民（いきがい館金立）（48人）
・講　 師　社会同和教育指導員

2 6.25 男女共同参画講座
・テーマ　「これからの男女共同参画な暮らし方」
・対象者　市民（平松清風大学）（55人）
※男女共同参画ネットワーク（結い）との協働

3 10.24 男女共同参画講座
・テーマ　「地域の力で防災力アップ！」
・対象者　市民（44人）　※佐賀市隣保館まつりで実施
・講   師　社会同和教育指導員

4 10.31 男女共同参画講座
・テーマ　「これからの男女共同参画な暮らし方」
・対象者　佐賀大学大学院生（20人）

5
R2.1.15

22
佐賀大学　生命科学の基礎A・
男女共同参画講座１、２

・テーマ　「これからの男女共同参画な暮らし方」
・対象者　佐賀大学学生（鍋島キャンパス）（257人）
※男女共同参画ネットワーク（結い）との協働
※ＬＧＢＴs支援団「SOiGIEs」（ソイギーズ）協力

6 R2.2.1
佐賀市男女共同参画ネットワーク（結
い）との協働講座

勧興公民館かささぎ学級
・内　容　「みんなちがってみんないい、パートナーデー紹介等」
・対象者　市民、勧興小3年生　（68名）

7 通年 男女共同参画に関する研修会
・テーマ　男女共同参画、女性の人権、ハラスメント（24回実施）
・対象者　市民、事業所等（706人）
・講　 師　社会同和教育指導員

② 「4・14パートナーデー」事業 8
4.13、14

R2.3
パートナーデーメッセージカード配布

・街頭啓発　ゆめタウン佐賀、佐賀玉屋前、バルーンミュージアム
　　　　　　　　（配布枚数：1250枚）
※男女共同参画ネットワーク（結い）との協働、北稜高校協力
・卒業生配布　市立小中学校の卒業生へ配布（約3600枚）

9 6.23 男女共同参画週間展示
・パネル展示（6月23日：アバンセ）
・男女共同参画の関係図書の展示（6月23日～29日：市立図書館）

10 6.23
2019男女共同参画週間記念フォーラ
ム　*アバンセとの共催

・テーマ　「さよならハラスメント」
・講　師　小島慶子氏（エッセイスト・タレント）
・対象者　市民等（304人）

男女共同参画ネットワーク（結い）によ
る「一言メッセージ作品集」の発表と活
動報告

一言メッセージ記念冊子完成報告及び男女共同参画に関する卓話
・対象者　市民（107人）
※男女共同参画ネットワーク（結い）主催

令和元年度 女・男フォーラム
・テーマ　「女性目線で考える地域防災」
・対象者　市民（107人）
・講　 師　大崎麻子氏（関西学院大学客員教授）

12 年2回
庁外情報誌「ぱすぽーと」の発行
2500部×2回

本庁各課、支所、公民館、小・中学校、協賛事業所、金融機関（5社）
市内各支店、他市町等に配布

13 10月～実施 メールによる情報発信
・メール登録者に対して事業等の案内を送付し、情報提供を行う。
・対象者　市民（登録者数：約100人）

14 5.20 第1回佐賀市男女共同参画審議会
・平成30年度男女共同参画事業報告および令和元年度男女共同参
画事業計画について
・令和元年度男女共同参画に関する市民意識調査について

15 10.7 第2回佐賀市男女共同参画審議会
・平成３０年度　第三次男女共同参画計画進捗状況報告
・令和元年度　各種審議会等における女性委員の参画率報告
・令和元年度　男女共同参画に関する市民意識調査結果（速報）

16 R2.2.10 第3回佐賀市男女共同参画審議会
・令和元年度　男女共同参画に関する市民意識調査報告
・令和元年度　中学2年生意識調査報告
・令和元年度　事業報告

⑦ 条例の推進 17
R1.5

～R2.2
子ども向け条例パンフレットを活用した
授業

佐賀市立中学校１年生に対する授業の実施（全18校、約1800人）

18 4.3 佐賀市新規採用職員研修
・テーマ　「男女共同参画の推進について」
・対象者　佐賀市新規採用職員（41人）

19
6.18～

8.5
人権・同和問題研修会

・テーマ　ハラスメント
・対象者　採用後、2.3.5.10年目の市職員（157人）、9回実施
・講　 師　社会同和教育指導員

20 8.7
男女共同参画推進に向けた取り組み
とSDGｓ

・テーマ　男女共同参画推進に向けた取り組みとSDGｓ
・対象者　市職員（希望者28人）

21
9.17～
10.11

男女共同参画に関する佐賀市職員意
識調査

職員の意識変化やニーズを把握し、今後の施策の資料とすることを
目的に調査を実施（対象者数：1,322人　回答者数：632人　回収率：
47.8％）

22 R2.3.5 公民館主事研修

・テーマ　「女性・ママ目線での防災」
・対象者　市内公民館主事（67人）
・講 　師　柳原志保（防災士）
※新型コロナウイルス感染症による中止のため資料を配布することで対応

23 毎月 庁内向け情報誌の発行
「男女共同参画の窓から」を毎月、各部署に配信・送付し、男女共同
参画の意識付けを行った。

①
 男女共同参画研修会
（出前講座、講師派遣）

⑤  広報誌の発行等

令和元年度事業報告

事業名等

男女共同参画週間
記念行事

佐賀市男女共同参画
審議会

③

⑥

職員への意識啓発⑧

11④

 一言メッセージ作品集発表

会＆女・男
　ひと　ひと

フォーラム

*男女共同参画ネットワーク

（結い）と共催

R2.2.1
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No. 開催日 項　　　　目 内　　　　　　　　　容事業名等

⑨ リーダー養成 24 R2.1.18 2020男女共同参画フォーラム
男女共同参画リーダーの養成を目的として、2020男女共同参画
フォーラム（香川県高松市）に市民１人を派遣

25 9.28 はじめてのネットショップセミナー

起業をめざす女性に初歩的な知識や情報を提供。
・テーマ　ネットショップをはじめるための基礎知識
・対象者　市民（32人）
・講　 師　福博印刷㈱ファンインターネット課　福田建悟氏

26 11.21
女性の政治参画推進セミナー
*アバンセとの共催

・テーマ　女性議員が増えると　暮らしが　社会が　変わる
　　　　  　～議会に多様な声を届けるために～
・対象者　市民（74人）
・講　 師　申きよん氏（お茶の水女子大学ジェンダー研究所准教授）

27 R2.2.14 男女共同参画研修
・テーマ　「イクボス」
・対象者　新任管理・監督者（41人）
・講　 師　川島髙之氏（ファザーリング・ジャパン理事）

28 6.1 各種審議会等の女性委員登用促進
・女性委員登用率調査実施
・庁内関係課に登用促進（事前協議書提出）
・公募の際に人材リストを活用

29 7.1 女性人材リストの拡充
・人材リスト登録者の更新（登録期間：5年）
　（R1新規登録者数：11人、登録者総数：105人）
・市報7月1日号にて登録募集記事掲載

⑫ 相談事業 30 通年 各種ハラスメント、ＬＧＢＴ関係相談 ＬＧＢＴ関係16件、その他2件の相談(すべて電話相談)

31 7.5 人権ふれあい研修会
・テーマ　性別で見る多様性と人権
・対象者　市民（262人）
・講 　師　飯田亮瑠氏（ダイビーノン代表）

32 10.9 人権ふれあい学級
・テーマ　知って考える、LGBTQと性の多様性の話
・対象者　市民（53名）
・講 　師　健崎まひろ氏（佐賀大学CARASS代表）

33 10.10 人権ふれあい学級
・テーマ　一人ひとりが自分らしく生きるために
・対象者　市民（43名）
・講 　師　小野アンリ（FRENS（フレンズ）代表）

34 R2.2.14 LGBT成人式
支援団体「SOiGIEs」（ソイギーズ）によるLGBT成人式の会場で、佐
賀市の取り組みを展示
・参加者　市民（約50人）

35 通年 市民、事業所、学校等向け研修会
・テーマ　LGBTs
・対象者　市民、市内事業所、教職員等（11回：2,532人）
・講　　師　社会同和教育指導員

36
7.12～

7.26
男女共同参画に関する市民意識調査

市民の男女共同参画に関する意識を把握するため調査を実施
・対象者数　2,300人（16歳以上）
・回答者数　626人　（回収率：27.2％）

37
10.1～

11.8
男女共同参画に関する中学2年生意
識調査

市立中学2年生の男女共同参画に関する意識を把握するため調査を実施
・在籍者数　1,806人
・回答者数　1,631人（回答率：90.3％）

38
R2.2.6～

26
男女共同参画及び女性の活躍推進に
関する企業意識調査

佐賀市男女共同参画推進協賛事業所の男女共同参画に関する意
識や取り組みを把握するため調査を実施
・対象数　185事業所
・回答数　69事業所（回収率：37.3％）

39 9.7
家事ギャップ解消セミナー
*アバンセとの共催

・テーマ　夫婦で学ぶ家事のコツ（皿洗いセンター試験、実技）
・対象者　市民（24人）
・講　 師　ライオン㈱リビングケアマイスター

40 12.15
パパの料理教室＆家事シェア講座
*アバンセとの共催

・テーマ　家事シェア＆時短料理で夫婦の絆を深めよう
・対象者　市民（16人）
・講　 師　特定非営利活動法人ファザーリング・ジャパン九州

⑯ DV啓発 41 12.18 富士大和温泉病院職員研修
・テーマ　「ＤＶ被害者支援と人権問題」
・対象者　富士大和温泉病院職員（30人）
・講 　師　人権擁護委員

⑰
ワーク・ライフ・バランス
推進事業

42 R2.2.5
ワーク・ライフ・バランス推進のための
公開研修会

講演会、男女共同参画協賛事業所の事例発表
・対象者　市内事業所経営者、人事担当者、市民（94名）

【第1部】基調講演
・テーマ　新しい時代を生き抜く働き方
・講　 師　出口治明氏（立命館アジア太平洋大学　学長）
【第2部】市内事業所（男女共同参画協賛事業所）による事例発表
・登壇事業所　九州電力㈱佐賀支社、(株)佐賀広告センター
　　　　　　　　　ヤマトマネジメントサービス(株)佐賀BPOセンター
・配布資料　佐賀市オリジナル冊子「働き方改革の羅針盤」
　　　　　　　  自社の課題を見える化！「働き方診断チェックシート」

男性への家事参画推進⑮

⑭
市民等の男女共同参画意
識の把握

LGBTs啓発⑬

⑪

女性活躍推進⑩

女性の参画促進

2


