平成29年度

回覧

藤枝市男女共同参画地区推進員事業

報

告

書

～男女が共に生き、共に輝くまち藤枝をめざして～
地域において性別による固定的な役割分担や社会慣習を見直し、一人ひとりの個性や
能力を活かした住みよい地域社会の実現に向けて、地区推進員の皆さんは様々な啓発
活動を行ってきました。平成29年度に実施した活動についてお知らせします。

１．男女共同参画 地区推進員事業
市内の各地区において地区推進員が男女共同参画を
啓発する活動を計画して実施します。
平成24年度から始まり、市内全域で男女共同参画
の推進を図っています。
２．男女共同参画 地区推進員
⑴ 人数 各地区（旧公民館単位）に６人を基本としています。
⑵ 職務 ◇地域における男女共同参画の普及・啓発活動を行います。
◇市が行う男女共同参画の研修会、講演会等へ参加します。
⑶ 委嘱 地区からの推薦により市長が委嘱します。
⑷ 任期 ２年間です。平成28年度から29年度までの任期は終了して、新たに平成30
年度から31年度までの２年間の任期が始まっています。
３．主な事業経過
実施時期
平成29年４月
５月
６月から
９月
平成30年２月
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男女共同参画地区推進員事業
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「元気共奏・飛躍ふじえだ」
～男女ともに元気で笑顔ひろがる
真に選ばれるまち藤枝を目指して～
私は、
「元気共奏・飛躍ふじえだ」を基本理念として、「元気と笑顔が満ちあふれる、真
に選ばれるまち藤枝」を目指して様々な施策をこれまで展開してまいりました。
平成11年度に「男女共同参画社会基本法」が施行され、藤枝市では男女が互いの人権
を尊重しつつ、個性と能力を発揮することができる男女共同参画社会の実現に向けて市民
と行政が連携しながら「藤枝市男女共同参画推進条例」にある「地域」、「家庭」、「学校」、
「職場」の４つの分野を柱として男女共同参画の推進を図ってまいりました。
特に「地域」においては、平成24年度より市内全域で男女共同参画の意識を地域に拡
げ根付かせていくため、「男女共同参画地区推進員事業」を展開しております。
当事業も３期目が終了し、昨年度の経験を活かした積極的な推進活動が報告されました。
この活動を通じて、地域はもとより推進員の皆様にとっても男女共同参画の理解促進が着
実に図られてきていると感じております。
しかしながら、男女共同参画の意識はまだ十分に浸透しているとはいえず、特に地域に
おいては、
性別に関わらない防災活動の重要性がクローズアップされています。さらには、
急速な少子高齢化に伴う人口減少社会を迎える中で、「あらゆる分野における女性活躍の
推進」や「働き方改革」といった新たな課題も出てきています。藤枝市では、これらの課
題に対応すべく、平成30年度からの４か年を計画期間とする「藤枝市男女共同参画第３
次行動計画」を新たに策定いたしました。すべての人が個性と能力を発揮できる男女共同
参画社会の実現は、これらの新たな課題を解決するうえでの基礎となるものであり、第３
次行動計画においても、
「地域」における啓発活動の核となる「地区推進員事業」を地域
の特性を活かしながら、引き続き実施してまいります。
結びに、この２年間、男女共同参画の普及啓発にご尽力いただきました地区推進員の皆
様はもとより、講師の皆様、アドバイザーの方々に心より感謝申し上げるとともに、本事
業が「元気共奏・飛躍ふじえだ」の理念のもと、一人ひとりが個性と能力を発揮できる「男
女共同参画社会」が実現し、市民がより元気で、自然と笑顔がひろがる「真に選ばれるま
ち」へとつながっていくことを大いに期待申し上げまして、私の挨拶といたします。
平成30年４月

藤枝市長
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北村正平

しぶとい壁
アドバイザー

奥山

和弘

男女共同参画社会――私がその言葉に出会ったのは平成７年でした。県教育委員会に異
動し、
啓発を担当することになったのでした。当時は、男女共同参画社会基本法の制定（平
成11年）に向けて、機運づくりが急がれていました。今回、各地区の活動に企画段階か
ら参画させていただき、その時のとまどいや不安、負担感などを思い出しました。
理念に関してはもちろんのこと、講座の企画・運営のノウハウについても一から学ぶ必
要がありました。アンケートでさえ、実は厳しいものだと思い知らされました。例えば、
「何
を把握するためのアンケートか」「結果をどう生かすのか」という基本。また、「もっと実
態を引き出しやすい問い方はないか」という追求。「質問自体が特定の回答へと誘導して
しまっていないか」という自制。さらには、「事後アンケートは自分たちへの評価である」
という観点。すべてが新しい学習でした。
推進員の皆さんもおそらく似た状況だったと思います。そうした点に、いわば経験者と
してもっと細かな配慮をすべきであったと反省しています。
基本法の制定から二十年にもなろうというのに、今なお啓発を必要とするようなしぶと
い壁があるというのがこの国の現状です。その難しい課題に、皆さんが真剣に、そして意
欲的に取り組まれたことに深く敬意を表します。同時に、これで卒業ということではなく、
今度は皆さん自身が経験者として、新たな推進員の方々をサポートしてくださることを期
待しています。

地区推進員へ期待すること
アドバイザー

福井

きよみ

日本は世界有数の経済大国であるにも関わらず、世界経済フォーラムが平成29年11月
に発表した各国における男女格差を測るジェンダーギャップ指数の順位は、世界144カ国
中114位でした。各国の経済・教育・政治・保健の４分野の中で「保健」は１位「教育」
は74位ですが、経済活動の参画機会と政治への参画が著しく低くなっています。日常の
生活や暮らしからは実感がわきませんが、この順位は衝撃的です。自分の育った環境が普
通であり、親から受け継いだ教えや社会から受ける情報から身についたジェンダー意識が
自然にあるからでしょうか。
地区推進員に選出された皆さんは、最初は「男女共同参画とは何か」というレベルから
スタートし、地域の課題を抽出し、どんな啓発をしていくかを考え、この活動報告書にあ
るとおり、バラエティに富んだ啓発活動を展開されました。男女共同参画の視点で自分の
地域を見つめなおし、変革できることは何か、この経験と結果を次の方に引き継ぎ、一人
でも多くの方が自分らしく暮らせるような社会を目指していただくようになればと思いま
す。そのためには身近な場面から男女がお互いに思いやりをもって制度や決まりを制定し
て協力し合うことではないでしょうか。推進員の皆さん、本当に２年間お疲れさまでした。
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藤枝市男女共同参画地区推進員事業
第１回研修会

平成29年４月25日㈫

講演を聴いて地区推進員活動の参考にしました◇◆

◆◇

講 演 会
「地域における男女共同参画」
講 師：犬塚協太

氏（静岡県立大学国際関係学部教授）

〈講演の要旨〉
私は、男女共同参画は、
「男女」が「共同」で「参画する」というひとつの文章を用語
にしたものと捉えています。
主語である「男女」とは、社会を構成するすべての個人一人ひとりが主役であることを
指し、
人任せにはできないということです。次に「参画する」とは、ただ参加するではなく、
「意思決定」をするということ。そして一番大切なのが「共同」です。これまでの社会は「性
別で役割が違う」という前提に立った「性別役割分業」社会で、そこには不平等が公然と
まかり通っている、ここを共同にしていこうということです。
「性別役割分業」は、典型的なジェンダー（社会や文化によって作られたもの）です。
例えば、
「妊娠・出産」は女性にしかできませんが、それを根拠に「子育て」も女性が担
うものだとされれば違和感を覚えるはずです。ジェンダーは歴史や文化で変わるもので、
男女どちらかにしかできないという考え方は明らかな間違いです。
従来の性別役割分業社会は、人も経済も成長することを前提に成立していたものですが、
今はそれがすべて逆転しています。女性も働かなければならない時代において、女性だけ
が家事・育児を担うのであれば不満が生まれますし、終身雇用・年功序列が崩れた中で、
「男
は経済力」というジェンダーに基づいた結婚観が根強く残っており、これが未婚化の要因
となっています。これを変える決め手が男女共同参画です。
さらに最近では、女性は「家事・育児＋仕事」、男性は「これまで以上に仕事」という、
「新・性別役割分業」が社会の一番の敵となっています。
一番問題なのは男性の無関心であり、男女共同参画社会が実現しないと苦しむことにな
るという実感がないこと。私はよく「女性の参画、男性の変革」というキャッチコピーを
使いますが、男性中心型の労働慣行を変えることが、男性をジェンダーの苦しみから解放
することになり、これが女性の活躍推進にもつながります。
昨年の活動報告書を見ると、１年目は啓発までを行ったところが多いようですが、２年
目はその先の制度慣習を変えることや実践にまでぜひ踏み込んでほしい。１年２年では困
難ですが、自治会のあり方を変えないと地域は変わっていきません。
私が関わった自治体で、２年をかけて自治会を変えた例があります。１年目は啓発とと
もに地域のイベントを観察し、こうすればもっとよくなるというポイントを提言します。
２年目は、同じ行事を企画段階から女性の意見が入るように変えることで違いを実感して
もらい、内部組織に男女共同参画委員会を作った自治会もありました。
また、期間が１年しかない場合は、半期で分けるのが効果的です。防災のような関心の
高いテーマを決め、前半では講座や学習から、一定の成果を表します。大事なのは後半で、
男女共同参画が地域に役立つことを実感したうえで、男女の偏りが問題となっているほか
のテーマを検討、それを自分たちで変えていくようなアイデアを出してもらいます。こう
することで地域が自立的に取り組んでいくようになります。
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第２回研修会
◆◇

平成29年５月23日㈫

「男女共同参画の視点に立った防災」を学びました◇◆

演

習「避難所運営ゲーム（HUG）」
講師：災害ボランティアコーディネーター藤枝

〈研修の内容〉
「避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）」は、大地震が発生して避難所が開設されたことを想定し、
避難所運営を皆で考えるために静岡県が開発したカードゲーム。避難者の年齢や性別、国
籍やそれぞれの事情が書かれたカードを、避難所の体育館や教室に見立てた平面図にどれ
だけ適切に配置できるか、また避難所で起こる様々な出来事にどう対応していくかを模擬
体験します。
演習は、各地区ごとで1つの避難所運営を想定して行いました。
推進員は、講師の指導を受けながら、次々に訪れる避難者をどう配置し、さまざまな出
来事にどう対応しているかを、みんなで話し合って考えていきました。
また、最後に地区ごとにどんなことに配慮して配置したかを発表しました。

状況報告会

平成29年９月26日㈫

各地区での活動状況を報告しました◇◆

◆◇

年度の中間で活動状況の報告会を行い、地区ごとの取組
みについて情報交換をしました。
各地区の皆さんは、啓発活動の進捗状況について発表し
ました。地区推進員が自分たちで企画した男女共同参画講
演会や意識調査、ふれあいまつりでの啓発の計画などが報
告されました。
各地区からの報告後、アドバイザーからは、「先駆的な
取組を行う市外自治会への視察」や「ＳＮＳを活用した広
報」など、地区での活動の想定を超えた取組ができていることや、活動を通じて地区にど
う変わってほしいのか、何に問題意識を持ってもらいたいのかがわかるような的確なアン
ケートが取れていることへの評価がありました。
また、人を集めることは難しいので工夫が必要であること、啓発グッズ配布の際には推
進員からのメッセージを込めて配布してほしいといったアドバイスがありました。

事業報告会

平成30年２月27日㈫

１年間の活動報告を行いました◇◆

◆◇

今年度に実施した地区推進員事業の締めくくりとして各
地区の活動報告を行いました。
各地区ごと、本年度に実施した講演会、啓発活動などの
報告とともに、実施したアンケートの結果から見えてきた
新たな課題などを、さまざまな資料を活用しながら発表し
ました。いずれの地区の報告からも積極的な活動がうかが
われ、推進員から「啓発活動を通じて、男女共同参画の意
義と役割が理解できた」という感想も出るなど、2年間の
活動の成果が十分に感じられるものとなりました。
アドバイザーからは、意欲的な推進員活動を労うとともに、推進活動を行う上ではまず
地域の課題把握が重要であること、活動の中で見えてきた課題をいかに来年度以降につな
げていくかが大事なので、今期の活動が終わってもぜひ次の推進員へのアドバイスをお願
いしたいというコメントがありました。
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瀬戸谷地区推進員 活動報告
地域の課題

家庭内での理解は得られているが、地域への浸透がまだ薄い

スローガン

地域に広めよう

事業タイトル

男女共同参画

男女共同参画の地域への理解を深める
◆講演会の開催

事業概要

日時 平成29年10月21日㈯ 午後７時～８時30分
会場 藤の瀬会館
演題「地域に広めよう男女共同参画～今、始める“途中の一歩” ～」
講師 奥山和弘氏

◆ふれあいまつりでの啓発
日時
会場

事業の目的

平成30年２月４日㈰
藤の瀬会館

午前９時～

地域の人に男女共同参画の意義を理解してもらい、積極的に社会に
参加するようにする。

◆講演会の開催
瀬戸谷地区では、男女共同参画推進アドバイザ―の奥山
和弘氏による講演会を開催しました。
当日は、台風が接近し悪天候だったこともあり、参加者
が非常に少なかったことが残念でした。
奥山氏からは地域に男女共同参画を広めるため「女性の
参画のための壁となっている要因」の中の一つに女性側に
も責任ある仕事に消極的であることが挙げられました。ま
た「正当な理由もなく、特定の性に役割を固定してしまっ
ていること」は家庭・職場・地域・個人のどこでもあては
まる事例であり、意識改革の必要性が語られました。

◆アンケートに寄せられた意見
講演後、参加者にアンケートを実施したところ、前向き
な意見が寄せられました。感想の一部をご紹介いたします。
・町内会役員に女性を参画させたい。女性が参画できる環
境を進めたい（60代男性）
・男女という感覚をあまり持たないほうが楽になるのでは
（50代男性）
・男女でこだわるより、もっと何かあるのでは（60代女性）
・参画の意味がわかりました（70代男性）

講演会に向けて準備中

奥山和弘氏による講演会①

奥山和弘氏による講演会②

◆ふれあいまつりで啓発
２月のふれあいまつりでは、「男女共同参画って？」の
パネルを掲示し、男女共同参画をＰＲしました。
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ふれあいまつりでの啓発

稲葉地区推進員 活動報告
地域の課題

地域の皆で防災を考えよう

スローガン

もしも稲葉地区に地震や大規模災害が起こった時、残った人々ができ
ることは何か？

事業タイトル

１次避難場所への避難経路の遮断等の防災で家庭内ＤＩＧを行う
◆講演会の開催

事業概要

日時 平成29年９月30日㈯ 午後７時～８時30分
演題 「家庭内ＤＩＧについて」
講師 災害ボランティアコーディネーター藤枝の皆さん

◆ふれあいまつりへの参加

日時 平成29年11月12日㈰ 午前9時～午後２時
家庭内ＤＩＧのパンフレットの配布

◆推進だより第３号の発行
事業の目的

講演会を開催して地域の皆さんに防災について、特に家庭内ＤＩＧ
を理解してもらう

◆講演会の開催
９月30日㈯に稲葉地区男女共同参画推進員主催の「ふれ
あい講演会」を開催しました。
「地震災害勉強会」と題し、講師は災害ボランティアコー
ディネーター藤枝の平野茂雅氏、石澤康夫氏、村松みつ江氏
にお願いしました。内容は、東海地震のメカニズムや稲葉地
区の地形と地質のリスクについて説明があり、ハザードマッ
プで危険個所を再確認しました。また、家庭内ＤＩＧでは、
家庭での危険個所について各地区グループに分かれ、真剣な
眼差しで話し合いを行いました。会場には約70人が集まり
ました。

地震災害勉強会

※DIG（ディグ)とは
Disaster Imagination Gameの頭文字、大きな地図を囲み、参加者全員で災害時の
対応策を考える訓練のこと

◆ふれあいまつりへの参加
ふれあいまつりは、11月12日（日）に開催され、男女共同
参画推進員は「地震災害勉強会」の様子や稲葉地区の危険
箇所のマップを展示しました。
また来場者へ家庭内ＤＩＧのパンフレットを配布して、防災
意識の高揚を図りました。

家庭内ＤＩＧ

◆推進だよりの発行
推進員活動をPRするため「推進だより」を３月に発行い
たします。ふれあい講演会、ふれあいまつりでの地区推進員
の啓発活動を報告する予定です。

ふれあいまつりで啓発
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葉梨地区推進員 活動報告
地域の課題

葉梨地区では男女共同参画の意識は高まったが、改革は進んでいない

スローガン

男女共同参画を考えよう、広めよう、進めよう

事業タイトル

男女共同参画の啓発、普及、改善
◆男女共同参画朗読劇と講演会の開催

事業概要

日時 平成29年９月20日㈬ 午後７時～８時30分
朗読劇 「桃子、鬼ヶ島に行く」
講演会 「葉梨の桃子たちのために」
講師 奥山和弘氏

◆ふれあいまつりでの啓発

日時 平成29年11月18日㈯〜 19日㈰
内容 アンケート調査

◆葉梨地区男女共同参画推進だよりの発行 平成29年12月
事業の目的

男女共同参画の意識を更に深め、各自治会活動の見直しや改善に繋げる

◆朗読劇・講演会の開催
葉梨地区では、男女共同参画推進アドバイザーの奥山氏
の著書「桃子、鬼ヶ島へ行く」をもとに脚本を推進員が作
成し、朗読劇を行いました。
小学校ＰＴＡに見ていただきたく、準備に励みましたが、
平日夜の開催が夕食時と重なり、聴講者数は予想をはるか
に下回る結果となりました。対象者に合わせた開催日時を
工夫する必要があることを痛感いたしました。
朗読劇の内容は、昔話「桃太郎」の性別を入れ替えたお
話しです。お爺さんが川で洗濯したり、お婆さんが山へ芝
刈りに行く場面が出てきます。一般的には男性（女性）が
やることが多いだけで、女性（男性）でもできるというこ
とに気付かされるお話となっています。
講演では奥山氏から朗読劇をわかりやすく解説いただき、
この昔話のようにイメージにとらわれていないか、顧みる
必要があることが語られました。

◆ふれあいまつりでの啓発
ふれあいまつりでは、朗読劇及び講演会時の記録写真、
アンケート集計結果を展示しました。
また、来場者にアンケートを追加で実施し、113人から
回答いただきました。アンケートの結果からは「男女共同
参画の意識は高まりつつある」と分析でき、集計後、葉梨
支部長へ送付しました。
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朗読劇「桃子、鬼ヶ島へ行く」

奥山氏の講演会

葉梨地区推進員メンバー

ふれあいまつりの様子

広幡地区推進員 活動報告
地域の課題

地域防災活動において、男女共同参画がなされているか？
防災活動において、男女の役割が固定化されていないか？

スローガン

全員参加による男女共同参画の輪を広げよう

事業タイトル

防災活動における男女共同参画視点の定着化
◆広幡地区防災懇談会を実施
平成29年6月27日㈫
◆各町内会の防災訓練において「男女共同参画」がなされているか検証
平成29年8月27日㈰
◆他地区との情報交換会
平成29年9月6日㈬
◆ふれあいまつりへの参加
平成29年11月19日㈰
◆男女共同参画だよりの発行
平成30年１月

事業概要

事業の目的

男女問わず防災に対する意識の向上及び地域防災活動への積極的な
参加

◆広幡地区防災懇談会の開催
今年度も引き続き「防災活動における男女共同参画視点の
定着化」のステップアップを図るため、広幡地区防災懇談会
を開催しました。
防災懇談会では「各町内会で女性防災指導員の育成をして
ほしい」
、
「女性の立場に立った避難生活を…」等のご意見が
ありました。
各町内会の防災関係者から助言や指導のもと、多様な視点
できめ細かい防災活動を推進していきます。

防災懇談会の様子

◆ふれあいまつりにおける意識調査
11月19日㈰広幡地区ふれあいまつりの会場内ブースで、
男女共同参画における防災意識調査を実施しました。避難場
所を知っているか、防災訓練に参加したか、など４項目につ
いて「はい」又は「いいえ」にシールを貼っていただきました。
当日は北村市長をはじめ273名の来場者の方に意識調査の
回答についてご協力いただきました。
アンケートの結果は集計分析を行い、「ひろはた男女共同
参画だより（平成30年１月発行）
」に掲載し、組回覧を行い
ました。

北村市長も回答してくれました

ふれあいまつり

◆他地区との情報交換会
男女共同参画の視点による防災避難活動を行っている「掛
川市南郷地区女性自主防災会」との情報交換会を掛川市南郷
学習センターで実施しました。
女性自主防災会の防災倉庫には、粉ミルクや紙おむつなど
の備蓄があり、非常に参考になりました。

女性自主防災会の防災倉庫
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西益津地区推進員 活動報告
地域の課題

男女共同参画の意義を理解し合える、地域にあった定着型活動を作
り上げること

スローガン

支えあおう、男女共同参画、西益津

事業タイトル

男女共同参画の認識・普及・啓発の推進
◆あおいまつりでの啓発活動

日時 平成29年11月4日㈯～ 5日㈰
会場 西益津地区交流センター

◆地域活動・行事での啓発運動（６回）

事業概要

カローリング大会・スポーツフェスタ・亀城祭等

◆講演会の開催

日時 平成29年8月18日㈮ 午後７時～８時30分
会場 西益津地区交流センター
内容 防災「ＨＵG」による地域の安全安心と男女共同参画

事業の目的

これからの地域の担い手である子どもたちを重点に、男女共同参画
の理解と役割及び普及に努め、住みやすい地域を目指す

◆あおいまつりでの啓発活動
あおいまつりに参加し、男女共同参画についての意識調査
のアンケートを実施したところ、346名の方から回答をいた
だきました。
アンケ―トを通し、まだまだ男女共同参画の活動が地域の
方に知られていないことや男女共同参画について学習したい
と考えている方が多いことなどがわかりました。
アンケートの結果を来年度以降の男女共同参画地区推進員
活動に生かしていければと思います。

あおいまつり

◆地区行事での啓発
地区で行われる様々な行事に参加することで、私たち男女
共同参画地区推進員の活動について理解を広めていくために
啓発を行ってきました。
まだまだ地域での認識度は高くありませんが、今後も地域
活動に積極的に参加し、男女共同で参画することの大切さを
啓発していきます。

スポーツフェスタ

◆地域防災勉強会の開催
地域の防災委員との協賛でＨＵＧの講習を行い避難所運営
の難しさを体験しました。よりよい運営ができるためには、
男だから、女だからではなく、一人ひとりがお互いの特性を
重視し、適材適所で活躍することが大切であることを学びま
した。
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地域防災勉強会

藤枝地区推進員 活動報告
地域の課題

男女共同参画への意識・関心を高めたい

スローガン

男女が共に生き共に輝く地区をめざして

事業タイトル

男女共同参画の意識向上

普及と啓発

◆講演会の開催
日時
会場
演題
講師

事業概要

平成29年10月１日㈰ 午後１時30分～３時30分
藤枝地区交流センター
男女共同参画とは何か ～イメージを超えて適材適所へ～
奥山和弘氏

◆藤枝宿ふれあいまつりでの啓発
日時
会場

事業の目的

平成29年11月12日㈰
生涯学習センター

午前９時～午後３時

男女共同参画を意識・関心をもってもらいたい

◆講演会の開催
10月１日㈰に、奥山和弘氏による講演会を開催しました。
なるべく多くの人に聞いてもらうため推進員で声かけし、打
合せも10回行いました。
70名近くの参加があり、講師の奥山氏からは「握力の平
均値は男性の方が高い（事実）から男は強い（イメージ）が
生まれた。男性にしかできないことは、よく考えると女性で
もできる人はいる。」とわかりやすくお話いただきました。

講演会に向けて推進員の打合せ

◆藤枝宿ふれあいまつりでの啓発
ふれあいまつりでは、講演会の参加者に行ったアンケート
結果を円グラフにして展示しました。
また、来場者に男女共同参画についてのアンケートも実施し、
回答者には啓発グッズのボールペンを配布いたしました。
展示ブースの位置が、生涯学習センターの屋内だったため、
来場者を誘導し、約100名の方に回答いただきました。

講演会は大盛況でした

◆アンケート調査の結果
たくさんの感想が寄せられましたので紹介します。今後の
推進員活動に活かして行きたいと思います。
〇できることはお互いに協力、でも強制にならないことが大
事。
（60代女性）
〇企業や学校等、人の集まる所でもう少し周知するとよいの
では。昔と違い男女の差は少なくなっていると思います。
（50代女性）
○育休後も女性が仕事をできる社会になればいいと思う。
（30代男性）

講師の奥山氏

藤枝宿ふれあいまつりの様子
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青島北地区推進員 活動報告
地域の課題

男女共同参画の言葉は知っていても、その意義や実施効果などは十
分理解されていない

スローガン

男女共同参画意識の浸透で、住みよい街づくり

事業タイトル

男女共同参画社会実現へ向けて、地域に根を下ろした地道な普及・
啓発活動
◆講演会の開催

事業概要

日時
会場
演題
講師

平成29年10月７日㈯ 午後２時～ 3時30分
青島北地区交流センター
「性別を超えて」～適材適所の街づくり～
奥山和弘氏

◆ふれあいまつりでの啓発活動

日時 平成29年11月12日㈰ 午前８時30分～午後3時
会場 青島北地区交流センター
内容 前年のアンケート結果等のポスター展示、啓発活動

事業の目的

男女共同参画意識の浸透及び見直し実現に向けた啓蒙活動を行い、
住みよい地域づくりに寄与する

◆男女共同参画講演会の開催
青島北地区では、男女共同参画意識の浸透で、住みよい街
づくりを目的とした講演会を実施しました。
講師の奥山氏とは講演内容やアンケート項目等につき、事
前打ち合わせも行いました。
参加者は30名程でしたが、熱心に聞いていただき、講演
後のアンケートでは「適材適所の家事分担が参考になった」
「女性の意識改革が急務ですね」など多くのコメントをいた
だきました。
特に女性からの積極的なご意見が多かったです。

講演会で推進員の自己紹介

奥山先生による講演

奥山氏と青島北地区推進員

講演会事前打ち合わせ

◆ふれあいまつりでの啓発活動
ふれあいまつりでは、前年のまつりで実施したアンケート
結果をポスターにして展示しました。
来場者の中には熱心に質問される方もあり、講演会用の資
料を活用しながら、わかりやすい説明に努めました。効果的
な啓発活動ができたと思います。
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ふれあいまつりで啓発

アンケート結果を展示

青島南地区推進員 活動報告
地域の課題
スローガン
事業タイトル

①地域活動（役割）において性別による固定観念がある
②男女共同参画意識の向上
性別に関わらず、地域で活躍できる人になろう！
地域に広めよう男女共同参画
◆講演会の開催

事業概要

日時
会場
演題
講師

平成29年７月21日（金）午後７時～８時30分
青島南地区交流センター
「男女共同参画とはなにか」～性別を超えた適材適所～
奥山和弘氏

◆南風まつりへの参加

日時 平成29年11月５日（日）午前９時～午後３時
会場 青島南地区交流センター

事業の目的

固定的な役割分担を見直し、男女の垣根をなくす

◆講演会開催
７月21日㈮青島南地区交流センターにて、藤枝市男女共
同参画推進アドバイザー奥山和弘氏の講演会を開催しました。
今年は自治会・町内会役員を対象に行い、当日は各自治会長
の協力もあり、多数の役員の方に参加していただきました。
講演会は、まず漫画を用いて最後のコマに入るセリフを皆
さんに考えていただきました。結果多くの方が、男女の役割
において性別による固定観念に捉われていることがわかりま
した。
奥山氏は性別に関わりなく「適材適所」が果たされる社会
づくりが大切だということを説明してくださり、参加された
皆さんは熱心に講演を聞いていました。
講演後、アンケートを実施したところ、今後の活動に生か
せる貴重なご意見をたくさんいただくことができました。

講演会受付

講演会の様子

◆南風まつりで啓発
11月５日㈰青島南地区交流センターの南風まつりに参加
しました。
７月の講演会で使用した漫画をパネル展示しました。漫画
の掲示は、大人から子どもまで興味を示してくださいました。
啓発グッズとして男女共同参画の
キャッチフレーズの入ったウェット
ティッシュを配布しました。
当日は午前中から来場者が多く、
男女共同参画展示コーナーも多くの
皆さんに見ていただくことができま
した。
南風まつりの様子①

南風まつりＰＲ

南風まつりの様子②
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高洲地区推進員 活動報告
地域の課題

男女共同参画に対する認識不足

スローガン

男女共同参画もう一度考えてみよう、この問題！！

事業タイトル

男女共同参画の認識と普及・啓発
◆各町内会防災アンケート実施
日時 平成29年８月
対象 各地区の自主防災会長

事業概要

◆ふれあいまつり参加及び防災アンケート実施

日時 平成29年11月５日㈰
会場 高洲地区交流センター
テーマ 男女共同参画の視点で防災への関心度を高める

◆アンケート結果の報告

アンケートを集計・分析し、結果を町内に回覧

事業の目的

地域住民へ浸透

◆アンケートの実施
今年度の高洲地区は「災害発生時、男女共同参画の観点
からどのように関わっていくか」をテーマに８月に地区の
自主防災会長に「各町内会アンケート」を実施し、自主防
災会長に災害時の問題点を書きだしていただきました。
持病患者の薬の確保や安否確認を組長に任せず４～５世
帯でグループを作り責任者を置く、といったものから災害
弱者の保護や避難所のプライバシーの確保など、男女共同
参画に関連する事項も問題点として挙げられました。

アンケート作成時の打合せ

◆ふれあいまつりで啓発
11月５日㈰にふれあいまつりに参加し、男女共同参画
の視点で防災への関心度を高めてもらうために、防災用啓
発ＤＶＤ「南海トラフ大地震」を上映しました。
また、推進員がそれぞれ各町内会で防災に対しどんな取
組をしているかを直接防災委員に聞き取り調査し、問題点
を洗い出して分析し、男女共同参画の視点での防災対策の
必要性を資料にまとめて展示しました。
来場者に対し、
「男女共同住民防災意識調査」も同時に
実施し、183名の方に協力いただきました。
アンケートの回答方法は用紙に記入する以外に、パソコ
ン入力コーナーも設け、工夫を凝らしました。

ふれあいまつり展示資料の準備

防災用ＤＶＤの上映

◆アンケート結果報告の作成
アンケート集計結果は、町内会で回覧しました。
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男女共同住民防災意識調査

大洲地区推進員 活動報告
地域の課題

少子高齢化が進む市街化調整区域での高齢生活を考える

スローガン

男女共に助け合い、高齢者の生活を家庭・地域で支えあおう

事業タイトル

「地域包括ケアシステムとは」の講座を通して男女共に行う家庭や地
域での支えあい意識を広げる
◆「地域包括ケアシステムとは」の講座開催

事業概要

日時 平成29年10月１日㈰
会場 大洲地区交流センター
講師 藤枝市健康福祉部 地域包括ケア推進課 大沼主幹

◆大洲ふれあいまつりでのＰＲ活動
日時 平成29年11月12日㈰
会場 大洲地区交流センター

事業の目的

家庭や地域で男女・世代を超えて支えあう安心な高齢生活

◆自治会との事前打合せ
６月に自治会長の皆様に、本年度の男女共同参画地区推
進員の活動計画の説明と協力依頼をしました。
自治会からは、ＰＲ活動に力を入れるようにとの要望が
あり、大洲ふれあいまつりへの参加を活動計画に追加しま
した。
また本年度より自治会から事業費の支給があり、活動の
幅を広げることができました。

自治会長との打合せ

◆地域包括ケア推進課との事前打ち合わせ
講座開催に先立ち、地域包括ケア推進課の大沼主幹と７
月に講座内容の打合せを行いました。

◆「地域包括ケアシステムとは」の講座の開催

大沼主幹との打合せ

10月１日㈰、40名の参加をいただき、
「地域包括ケアシ
ステムとは」の講座を開催しました。
講座では大洲地区での男女共同参画の取組状況や藤枝市
の高齢化と介護の状況を具体的に知ることができ、参加者
のレベルアップが図られました。

◆大洲ふれあいまつりでのＰＲ活動

講座の参加者

ふれあいまつりでは、家庭の仕事（食事の片付け、風呂
掃除、洗濯、ごみ出し）に関してアンケートを実施し、子
どもから大人まで約230名の皆さんにご協力いただきまし
た。男性が得意なことはごみ出し（51％）、苦手なことは
洗濯（16％）でした。
予想以上に家庭内での男女共同参画が進んでいることに
驚きました。

大洲ふれあいまつりの様子
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岡部地区推進員 活動報告
地域の課題

①男女共同参画社会は家庭より地域活動において進んでいない
②男女が共に力を発揮できる多様性を持った地域活動への仕組みが
不十分
③地域防災においては「男女の役割を固定的に考えない」に賛否両
論がある

スローガン

男女がともに力を発揮し、地域活動に多様性を！

事業タイトル
事業概要

男女は共同、地域広報大作戦
◆地域防災訓練に参加 平成29年8月27日㈰
◆東海道岡部宿にぎわいまつりへの参加
日時 平成29年11月12日㈰

◆Facebook・ブログ等によるSNS情報発信
事業の目的

前年度の「防災活動を通じて男女共同参画の意識向上を図る」から
一歩進んだ自主的活動で啓発

◆防災訓練に参加しての啓発活動
地域防災訓練に参加し、男女共同参画視点の防災訓
練を岡部地区全ての自治会に提案しました。会場設営・
消火訓練・救助訓練・炊き出し訓練等を男女混合班で
実施すること、男女共同参画視点のＨＵＧ訓練、防災
訓練後のアンケートに協力いただき、防災を切り口に
した男女共同参画の啓発活動を行いました。

男女混合班で実施した消火訓練

◆東海道岡部宿にぎわい祭りでの啓発活動
「東海道岡部宿にぎわい祭り」へ参加し、来場者に
楽しみながら男女共同参画と岡部地区推進員の活動を
紹介できるよう工夫をこらして啓発しました。
特に「男女共同参画をテーマとした川柳作品募集」
は、事前に岡部支所分館だよりに募集案内を掲載して
いただいた効果もあり、当日会場に作品を持参された
方でにぎわいました。また、推進員お手製の２連の輪
を男女ペアで息を合わせながら一緒に投げる「男女共
同参画輪投げ」も、大盛況でした。
また、
「男女共同参画による地域づ
くり」をイメージしたロゴマークの募
集も行い、来場者にシール投票を実施
しました。

◆Facebook・ブログでの告知活動
地域広報大作戦として、Facebookやブログを活用
し、広く告知ができる仕組みを作りました。
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男女共同参画輪投げ

ロゴマークのシール投票

