
イキメン実践PJ
FJK的

～「地域」の変化の「当事者」になる！～

特設サイトURL≫

イキメン実践ノウハウ集
（審議会入門編）
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審議会をとおして地域に参画する方法

もっと知りたい、一緒に活動したい方へ

リーフレットを手に取って頂いたあなたに

審議会って何? どうやって委員になるの?

初めての審議会出席

伝わりやすい発言のコツ、議事録に残る発言のコツ

審議委員の立場や経験を活用する

政策に反映させるためのコツ
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「イキメン実践プロジェクト」は、審議会を「地域のアツい住民と

繋がれる場」として捉え、地域課題に目覚めた「イキメンパパ」が、

「審議会の市民公募枠を活用して審議会に参画」することで、

「地域貢献」と、「自身の成⾧」の機会を得て、そして実践するこ

とで、「より持続可能な地域を次世代に残す」ことを目的とした、

NPO法人ファザーリング・ジャパン関西の全国プロジェクトです。

本リーフレットは、審議会の市民公募を通した地域参画の指

南書として作成しました。

これまでプロジェクトで実践してきたノウハウ・知識を余すところ

なく反映し、市民公募のハードルを下げたいと考えています。

本リーフレットが審議会を通して、人脈・地域の現状・知識を

広げ、皆さんの地域参画「イキメン」の一歩になれば幸いです。

イキメン実践プロジェクトと本リーフレットについて

「イキメン」とは

地域活動をするパパのことを地域の「域」をとって「イキメン」と呼んでおり、今、イキメンが
注目されています。

地域活動に参加すると、パパがビジネスで培ったスキルやネットワークを活かせる場面も
多く、地域の人たちから歓迎されます。 〈出典〉「新しいパパの教科書」NPO法人ファザーリング・ジャパン著

「NPO法人ファザーリング・ジャパン関西」（通称:FJK）とは

「笑ろてるパパがええやん!」をキャッチフレーズとし、関西地域を中心に男性の育児推
進・家庭参画の活動を実施するNPO法人

(2013年4月 設立 /会員数125名(男119名・女6名)、2022年8月時点）
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審議委員になって良かったこと
Best３!

２ 審議会をとおして地域に参画する方法

地域で活動する人との
つながりができる

街のことを深く知る
ことができる

地域に自分の居場所
ができる

そもそも、仕事も家庭も忙しいのに、
なぜ、地域の審議会に入るの？

何かいいことあるの？
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⑥ 行政機関の役職名を貰える
⑦ 行政と関係が持てる
⑧ 発言することが地域貢献に繋がる
⑨ 次世代のために貢献できる
⑩ なんせ、おもろい!

① 地域で活動する人とのつながりができる
② 街のことを深く知ることができる
③ 地域に自分の居場所ができる
④ 多様性を感じられ視座が高まる
⑤ コミュニケーションスキルがアップする

他にもこんな良かったこと! ( Best 10 )



① 審議会って何? どうやって委員になるの?

〇「審議会」とは、自治体の⾧などに意見を求められること(諮問)に応じて、有識者や
市民などで審議し、意見を伝える(答申)ことを目的とした行政機関

〇「審議会」のメンバーは、有識者(大学教授など)、実務家(地域活動組織メンバー等）、
一般市民(公募委員)などの審議委員により構成される。※公募委員募集は自治体HPや広報誌に案内あり

〇 各審議会により異なるが、一般的には任期は2～3年、会議は年に数回程度、
また、会議出席に対して報酬（7,000円程度）があることも多い。

審議会イメージ

市⾧

市⾧

□□の計画策定に
ついて意見をくだ
さい（諮問）

審議会

有識者 実務者

市民

議論
↓

意見とりまとめ

議論して、まとめた
内容をお伝えします。
（答申）

政策に
活かす

応募
（作文８００字等）

議論内容は
議事録として

公開

〈体験談〉 市民委員に選ばれる作文のコツ!（作文は応募時に求められることが多い。）

審議会例

① 男女共同参画審議会: 基本計画の策定・評価、DV防止、男性育児支援などを審議
② 子ども子育て会議 : 子育て支援、待機児童解消にむけた行政施策などを審議
③ 総合計画審議会 :  5～10年のまちづくりの基礎となる中・⾧期計画を審議

〈審議委員募集がない時は〉
任期が数年であり募集タイミングが頻繁にないため、募集されていない場合も。そんなときは、ま
ずは、自治体主催の活動（講座、イベントなど）に参加してみましょう。その経験や出会いが、
今後、委員応募の際にも活きます。(募集時期・方法を行政担当に問合わせる事も大事)
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私は、①Can:自分に現在どのような想いがあって活動をしているか、②Will:住む地域をどう
していきたいか、③Must:そのため審議会で何をするのか、を整理して熱い想いを伝えました。

ファザーリング・ジャパン関西には「自分の子どもだけでなく地域の子ども達も幸せにしよう」という
モットーがあり、審議会の目的である「誰もが幸せに暮らせる社会」の実現に繋がっています。
「自分の経験を活かして誰かの笑顔を増やす」是非そんな最高のミッションに携わりましょう!



② 初めての審議会出席

〇 「審議会」での自分なりの“目標”をつくる。（例）必ず挙手し意見を言うなど

〇 自分の“軸足”整理した上で、自己紹介の準備をする。

〇 事前配布された資料を確認し、自身の任期中の審議会の位置づけ等確認。
（例）計画策定、行政の実施状況のチェック ⇒分からないことがあれば役所に問い合わせ!

〈更に、ここまでできればスゴイ!〉
〇 審議会で発言する準備のため、過去の審議会の答申など議論の経緯を把握し、そのうえで

国やほかの地方公共団体の関連審議会の事例や統計データをチェック!

こんな審議委員はイヤだ！

・他者の意見の否定、反対のみ
・個人、組織の意見の主張のみ
・ゴールがよくわかっていない

-この委員会の今のテーマは?
・何も言わない

-あなたは市民の代表です
・ジェンダー意識に鈍感

〈体験談①〉 初めての審議会出席にむけて実施したこと（準備）

正直、最初はどんな雰囲気か分からないので、そんなに準備万端じゃなかったです。当
日に全員と挨拶できるよう、名刺の準備をしておきました。（名刺を多く持っていく。）

当日は、開始時間より早めに行き、他の委員と名刺を積極的に交換しました。
その中で、委員だった地域鉄道会社の社⾧(当時)とつながったことで、地域活動で子育
て支援NPOとハロウィンイベントをちょうどしているときで、その鉄道のゆるキャラがイベントに
来てもらえることになりました!

男女共同参画審議会の審議委員に選ばれたものの、まずは、何が審議されるのか分か
らなかったので行政の担当者に問い合わせを行いました。（メールで聞いて出向いた。）
（→計画の評価が主であることがわかる）

そのうえで、市の男女共同参画計画書を読み込み、疑問点や質問をまとめました。

〈体験談②〉 初めての審議会では、名刺交換を!新たな出会いから思わぬことも
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③ 伝わりやすい発言のコツ、議事録に残る発言のコツ

〇 質問する内容を事前にメール等で事務局に送っておく。

〇 発言の際は、質問か、それとも指摘か提案なのかを、初めに伝えたうえで、発言の
対象となるページや資料の番号を言い、簡潔に発言する。

〇 裏付けとなる統計データを合わせて話す。（定量的指標）

〈体験談①〉 発言のときに意識していたこと

私は、発言するときに以下のようなことを意識していました。

①発言の対象となるページや資料の番号をまず言う。 ②簡潔に発言する。
③適時、発言の背景を加える ④発言時は、質問か、それとも指摘・提案か冒頭に伝える
⑤可能であれば、根拠となるデータを提示する ⑥ときには、他委員の発言の流れにのる
⑦個人的エピソードを用いて発言すると、とても効果的です!

〈体験談②〉 審議会にはいろんな背景の人が参画しているのを忘れない

事前に質問内容をメールしておくことで、しっかりとした回答を用意してくれる、
当日にうまく話せなくても、質問の意図が事前に伝わっており議事録にも正確に残る

（発言例）
質問ですが、３
ページの資料２
にある〇〇につ
いて、具体的に
どういうことか
教えてください

データの入手方法
は、国等の関連審
議会の参考データ
や各省庁白書など
（議事録を整理しやす
くするため会議終了後
に事務局に渡すと感謝
されます。）

〇事前メール

〇簡潔な発言 〇統計データ
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審議会には市外の方もいるので、一市民として発言する時は、自分はこの地域に住んで
いて、そこではこういう特徴があるので、と前置きしたうえで発言していました。また、自身の
得意とする分野の内容は、委員にもいろんな方がおられることを意識して、できるだけわか
りやすい言葉で専門用語やカタカナ語ばかりを使わないように心がけていました。



④ 政策に反映させるためのコツ

〇 自分だけの意見ではなく複数人の意見にする。

〇 国や「近隣」の自治体での事例を伝える。

〇 以前の意見が反映されていなければ、なぜ反映されていないのか、その理由などを
明確に確認し、意図が伝わっていなければ何度も主張。

〈体験談①〉 計画策定時の審議委員になる!

〈体験談②〉 しつこく尋ねる。

〇複数人の意見にする
そのためにも、他の委員で賛同したい
内容の発言があれば、「自分も〇〇さ
んの意見に賛成である」と伝える。
また、「〇〇さんがおっしゃったとお
り、私も・・」と乗っかって意見する
などがとても効果的！

隣の自治体がやって
いることは、みんな
が気になるところ。
改善したいポイント
があれば近隣自治体
の取り組みも調べて
みましょう！

一審議委員の意見で
は、なかなか政策の
文書は変わらない。
けれど、なぜ変えな
いのか等、しつこく
聞くことも重要！

〇近隣自治体の事例 〇気になるポイントは何度も主張

私の場合は、何度もしつこく尋ねていました。
具体的には、育児支援の項目に、男性の育児推進の文言がなく、初回に重要性を

指摘したものの、次回の審議会でも反映されていなかったので、前回発言した内容が反
映されていない理由を尋ねました。意図があって反映されていないのであれば、その理由
を確認し、議論したことで策定中の計画への記載につながりました。時には、役所側も、
深く検討をせず、聞き流している場合もあるので、その際は要注意だと思います。 7

目標達成のために、必要と理解してもらえるような提言をすると施策として反映され
やすいです。
 また、これは審議委員の募集タイミングにもよりますが、 計画を策定する時の委員に
なると、そこでの議論がその後の中期計画に文言として記載されるなど、実際の行政
施策として反映されやすいです。



⑤ 審議委員の立場や経験を活用する

〇 審議会は「閉じた行政に入り込む鍵」。自治体の職員さんと仲良くなることで、地域
をよくしていく事業に一緒に関わるようになることも。

〇 審議委員という立場や経験を活用する。

〇 審議会を通じて知り合った地域の仲間と次のアクションを!

〈体験談①〉 審議会の枠を超えて活動する!

〈体験談②〉 審議会は、ソーシャルイノベーション力をレベルアップできる場

・
残念ながら審議会のみでは行政は変わらないことも。
ただ、審議会をきっかけに行政に関わり、審議会終了後も、
行政と関わり続けることで変えられることは多くあります。

・審議委員の立場や経験を得たことで、閉じた行政に入り
込む「鍵」を手に入れたと自ら思い、自治体職員と仲良く
なるなど、この機会を最大限活用しましょう！

審議委員は、思っている
より行政から一目置かれ
ます。例えば、こちらか
らお願いすれば、役所の
幹部や市⾧とも話せる機
会をもらえるケースも。

審議会には街のキーパー
ソンがたくさん集う。
そこで仲間をみつけて、
次のアクションを打つこ
とが街をよりよくするこ
とにつながります。

〇「閉じた行政に入り込む鍵」

〇立場や経験を活用する 〇仲間を見つけてNext Action!

審議会は、建設的な議論の場だけではなく、市民の意見の場を聞くというデモンスト
レーションの場という側面もあるので、審議会だけで全てを変える、ということが難しい場面
も多々あります。
しかし、審議委員の立場があれば、審議会とは別の場で、首⾧や議員などとも会いや

すくなります。審議委員がお願いすれば事務局も無下にはできないので、個別提案なども
可能です。立場を活用しつつ、審議会の枠を超えて活動することがポイントです。

審議会には、多様な立場の方が集います。そこで自ら 、社会課題の解決を図るためのコ
ミュニケーションをします。 質問するために、情報収集し分析する。ネット検索する方法や見
方も大きく変わってきます。自身の発言に対してはもちろん、反論や批判などの反応がありま
す。 それも正当に。それは、更なるブラッシュアップや自戒にもつながります。

審議委員としての立場や経験を礎に、まさに全力で実践することで、 ソーシャルイノベー
ションを起こす「力」がアップします。その力は、私自身のイキメン活動に活かされています!
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〇 ファザーリング・ジャパン関西（FJK）の、イキメン実践プロジェクト特設サイトで、
プロジェクトの詳細やメンバーを紹介しています。

〇 Facebookのグループで、活動案内・情報交換などの交流をしています。

〇 「note」で、審議会や公募委員に関する記事を投稿しています。

３ もっと知りたい、一緒に活動したい方へ

① 審議会や本プロジェクト活動などについて、もっと知りたい方へ

② 本プロジェクトに参画して、一緒に活動してみたい方は

〇特設サイトを
のぞいてみる！

〇 Facebookで
交流してみる！

〇 noteで審議会に
触れてみる！

※Facebookログイン要

https://fjkansai.jp/ikimen https://www.facebook.com/groups
/1699349413600183

https://note.com/ikimen_fjk/
magazines/
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〇 興味のある方なら、誰でも、日本全国どこからでも参加できます。
(審議委員に就任していなくても、地域活動の経験がなくてもOK!)

〇 審議会の情報交換、勉強会、情報発信や、地域活動ノウハウを話し合う
などの活動を行っており、イキメンの「プラットフォーム化」を目指しています。

〇 情報の信頼性を確保するため、プロジェクトの「ポリシー」を制定しています。

〇イキメン実践プロジェ
クトへの参加方法！

・活動の幅が広がる「正メ
ンバー(FJK会員)」と、誰
でも参加OKの「準メン
バー」で構成。

・ポリシーを必ずご覧くだ
さい。(要承諾)

https://fjkansai.jp
/ikimen

〇ファザーリング
ジャパン・関西
(FJK)への入会方法！

・「笑ろてるパパ」が集
まっています！

・イベント、勉強会、セ
ミナー講師、悩み相談
など活発に活動中！

https://fjkansai.jp/
about/membership/



リーフレットを手に取って頂いたあなたに

私は、13年前に育児休業を取得しました。まだ ”イクメン”という
言葉も、それほど普及していませんでした。

平日の日中に、子どもと手をつないで公園に遊びに来ているパパは
一人もいませんでした。

育休期間中に、いろいろな人との出会いがありました。仕事とは
全く異なる、多様で崇高な価値観を有する人に多く出会いました。

私が若いころ、社会をより良く変えたいと思っていましたが、もちろん
そんな力量も知識もありませんでした。けれども、育休時に、その多
様な価値観に触れ、「このままの社会ではダメだ」「手の届く身近な
地域から変えないと」と、何かフツフツと湧き出るものがありました。

それからというもの、集める情報や、出会う人、学ぶものが大きく
変わりました。心の中にあるアンテナが変わったのです。
そして、「ファザーリング」を通して、「自分の子どもだけが幸せな社

会はない」という言葉に出会いました。このイキメン実践プロジェクト
は、手の届く身近なところから、自ら実践するためのプロジェクトです。

昨日より、今日。今日より明日。少しでもいいので、次世代により
良い社会のバトンを。
あなたも、地域の変化の「当事者」になりませんか。
お会いできる日を楽しみにしております (^^)/

NPO法人ファザーリング・ジャパン関西 理事
イキメン実践プロジェクトリーダー 浅山 貴宏
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プロジェクトコアメンバー 表紙デザイン:島津 聖
荒木 正太 牛山 太郎 佐野 崇之 勝部 尚樹 西山 信昌
森田 将悟 下村 千恵 佐伯 タダシ 櫻井 一宇 山本 利映

Special Thanks !
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