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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 

（１）人数 各地区（旧公民館単位）に６人を基本としています。 

（２）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。 

（３）委嘱 地区からの推薦により市長が委嘱します。 

（４）任期 平成３０年度から３１年度までの２年間の任期です。 

３．主な事業経過 

実施時期 事 業 内 容 

平成３０年４月 第１回研修会／講演会・事業説明 

     ５月 第２回研修会／講演会・事務説明・アドバイザーの助言 

     ６月から 各地区における検討・啓発活動をスタート 

     ９月 状況報告会／各地区の経過報告・アドバイザーの助言 

平成３１年２月 事業報告会／各地区の活動報告・アドバイザーの講評 

  

 

 

 

 

 

 

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３０年度に実施した活動についてお知らせします。 

～ 目 次 ～  

Ｐ１ 瀬戸谷地区推進員 活動報告   Ｐ７  青島北地区推進員 活動報告 

Ｐ２ 稲葉地区推進員   〃     Ｐ８  青島南地区推進員   〃 

Ｐ３ 葉梨地区推進員   〃     Ｐ９  高洲地区推進員    〃 

Ｐ４ 広幡地区推進員    〃     Ｐ１０ 大洲地区推進員    〃 

Ｐ５ 西益津地区推進員  〃     Ｐ１１ 岡部地区推進員    〃 

Ｐ６ 藤枝地区推進員    〃     

          

藤枝市男女共同参画課 電話 ６４３－３１９８（直通） 

平成３０年度 



 

  

地域の課題 男女共同参画の地域への理解度はまだまだ薄い 

事業概要 

◆瀬戸谷夏祭りまつりでの啓発 
日時 平成３０年 8 月４日（土） 
会場 瀬戸谷地区交流センター 

 内容 活動予告付ティッシュ配り 
◆アンケート実施 
日時 平成３０年１０月１０日（水） 
内容 自治会経由でアンケート配布、回収を依頼 

◆ふれあいまつりでの啓発 
日時 平成３１年２月３日（日） 
内容 アンケート集計結果（各戸へは自治会経由で配布） 

 

 

 

 夏祭りでは啓発と共に、活動の予告を入れた 

ティッシュを配り、ＰＲをしました。 

 デザインは推進員全員で考えた 

もので、2 年間の活動への取り組 

みを紹介する機会になりました。 

引き続き男女共同参画をＰＲし 

て行きます。                      夏祭りでの啓発活動  

                                                      

 

 〇×ではない意見を書いてもらう型のアンケート  

だったため集計は大変でしたが、『もっと住みやす 

くなるためのアイデアや望みたいこと』の項目では 

20 代から 80 代の住民の様々な思いが伝わってき 

ました。 

また、集計作業にはアドバイザーの福井氏にもご    アンケート内容の集計の様子 

参加いただき、集計についての分析方法や考察、さ   集計結果の一部を配布しました  

らに結果の活かし方など助言をいただきました。                                         

                          

 

アンケート結果の展示をし 
ました。同時に来年度の啓発 
活動に向けての呼びかけも行 
いました。 
         市長に説明→               

                         

 

    

◆夏祭りでの啓発 

◆アンケートの実施 

◆ふれあいまつりでの啓発 
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地域の課題 
地域の皆で防災を考えよう Part2 実践編 
～３日間生き延びよう～ 

事業概要 

◆男女共同参画講演会の開催 
 日時 平成 30 年 9 月 8 日(土)午後 7 時～8 時 45 分 
 演題 みんなで考えよう稲葉の防災、 
    みんなで作ってみよう防災グッズ 
 講師 災害ボランティアコーディネーター藤枝の皆さん 
 
◆稲葉地区ふれあいまつりでの啓発 
 日時 平成 30 年 11 月 11 日(日) 午前 9 時～午後 2 時 
 会場 稲葉地区交流センター 

 内容 アンケートの実施 
 
◆男女共同参画推進だよりの発行 

 
 
 
稲葉地区では、災害ボランティアコーディネーター藤

枝の皆さんに演題「みんなで考えよう稲葉の防災、みん
なで作ってみよう防災グッズ」をお願いしました。平成
３０年は自然災害が多く発生した年であり多数の方に
ご参加いただきました。稲葉地区の地形を勉強した後、
女性や子供でも簡単に出来る新聞紙で作るスリッパ、キ

ッチンペーパーで作るマスク等、防災グッズを作成。水
で作るカップ麺、ポリ袋でごはんを炊いて試食。皆さん
で協力し合い大変好評でした。 
 
 

 

稲葉地区ふれあいまつりでは、講演会の内容をパネルで展

示。実際に作成した防災グッズも紹介しました。また、平成

２８年度に男女共同参画に関する意識調査を実施して２年が

経ち、私たちの活動がどのように浸透したかを検証するため

同じ質問で約２００名に回答をいただきました。「男女共同

参画を知っていますか」に対して【知っている＋聞いたこと

がある】は H２８年度が 83.9％だったのに対し、H３０年度

は 81.2％と男女共同参画への認知度が２年前より 2.7％下

がった事が私たちの今後の啓発活動の課題となりました。 

 

 

男女共同参画推進だよりを２月に発行。講演会、ふれあい

まつりで実施したアンケートの集計結果をお知らせしました。 

 

 

◆男女共同参画講演会の開催 

◆ふれあいまつりでの啓発 

◆稲葉地区 男女共同参画だよりの発行 
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地域の課題 一定レベルでの認知度はあるものの、まだまだである。 

事業概要 

◆男女共同参画講演会・市出前講座の開催 
日時 平成３０年９月 6 日（木） 
会場 葉梨地区交流センター 

 第 1 部 
講師 奥山和弘氏 
演題 「進めよう男女共同参画を」 
第 2 部 
講師 自立支援課職員 
演題 障害を知り、共に生きる“笑顔で自分らしく暮らす 
   共生社会の実現“ 

 
◆ふれあいまつりでの啓発 
日時 平成３０年１１月１0 日（土）～11 日（日） 
会場 葉梨地区交流センター 

 内容 漫画クイズの実施（４２名の回答） 
 
◆男女共同参画推進だよりの発行 

2 月発行 組回覧による啓発  

 
 
                        
葉梨地区では男女共同参画アドバイザーの 

奥山和弘氏を講師に迎え「進めよう男女共同 
参画を」をテーマに講演会を開催しました。 

又同時に、市出前講座を利用して、自立支援課 

職員に、「障害を知り、共に生きる“笑顔で 
自分らしく暮らす共生社会の実現」をテーマに 
講演していただきました。 
さらに、アンケートも実施しました。71 名 

の方に出席していただき、55 名の方から回答 
を得ました。                     講演会の様子 奥山講師 

 
 
 
漫画形式による男女共同参画関連のクイズを 

実施し、４２名の方より回答していただき認識 
も新たに深めてもらえたと思います。 
 また、講演会・出前講座に関するアンケート 
の集計結果をお知らせしました。                       
 
                         ふれあいまつりでのクイズの様子 
                                  

講演会・出前講座の報告と、実施したアンケート結果等をお知らせしました。 

◆男女共同参画講演会の開催 

◆ふれあいまつりでの啓発 

◆葉梨地区 男女共同参画だよりの発行 
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地域の課題 
生活環境（ゴミ出しなど）において 

男女の役割が固定化されていないか 

事業概要 

◆広幡地区男女参画研修会 
日時 平成３０年 ７月 8 日（日）・9 月 12 日（水） 
   平成３０年 10 月 12 日（金） 
会場 広幡地区交流センター他 

 内容 『ゴミの減量化、資源化とリサイクルの必要性』 
◆広幡ふれあい祭りへの参加 
 日時 平成３０年 11 月 11 日（日） 
 会場 広幡地区交流センター 
 内容 啓発活動・アンケート実施 
◆静岡大学・読売新聞連続市民講座 2018 への参加 

日時 平成３０年 11 月 17 日（土） 
会場 静岡県男女参画推進センター「あざれあ」 

 講師 静岡大学助教 跡部 千慧 氏 
演題 『人口減少社会の処方箋   

～女性の活躍とは？ 男女共同参画を考える～』 
◆男女共同参画だよりの発行 平成 31 年２月 

 

 

 地域において性別による固定的な役割分担や社会習慣を 
見直すため、身近なゴミの分別について考える研修会を開 
催しました。７月８日（日）に『ゴミの減量化、資源化と 
リサイクルの必要性』と題し、講師は、市の職員にお願い 
しました。なぜペットボトルのラベルは剝がすのか？ビン 
の分別は無色・茶色・その他なのか？知っていそうで知ら 
ないことを再認識しました。９月 12 日（水）・10 月 12    7 月 8 日 研修会 
日（金）にも開催し、より多くの地域の方に周知すること 
ができました。 

 

 

11 月 11 日（日）広幡ふれあい祭りの会場内のブース 
でゴミ出しなどに関する意識調査を行いました。 
・あなたの家のゴミ出し・危険物出しは男性ですか？女性ですか？      ふれあい祭り準備 

・ゴミ出しの時、ペットボトルのラベルを剥がすことを知っていますか？ 
など 4 項目について「はい」または「いいえ」にシールを 
貼っていただくことで、ゴミへの意識度がその場でわかる 
ようにしました。子どもから大人まで約 300 人の来場者の 
方に回答をいただきました。調査結果は、みなさんゴミに 
関心を持ち、家族で協力してゴミ出しをしているようでした。   ふれあい祭り 
意識結果は集計、グラフ化し、「ひろはた男女共同参画だよ  ふれあい祭りでの啓発活動  

り（平成 31 年 2 月発行）」に掲載し、組回覧します。   
 
 
「市民一人ひとりが、自分らしく、いきいきと生活すること 
が幸せだ。」と再認識できる講座となりました。 

                                     市民講座 ⇒ 

◆広幡地区男女共同参画研修会 

◆広幡ふれあい祭りでの啓発 

◆静岡 “あざれあ”市民講座 
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あおいまつり 

講演会の様子 

三世代歩け歩け運動 

カローリング大会 スポーツフェスタ 

亀城祭 

あおいまつり 

 

地域の課題 
男女共同参画の意義、意識の浸透が薄く地域活動においては、あま
り進んでいない。 

事業概要 

◆あおいまつりでの啓発活動 
日時 平成 30 年 11 月 3 日（土）～4 日（日） 
会場 西益津地区交流センター 

◆男女共同参画講演会の開催 
日時 平成 30 年 11 月 16 日（金） 
会場 西益津地区交流センター 

 講師 奥山和弘氏 
演題 「男女共同参画と防災」 

～平常時にできないことは被災時にはなおさらできない～ 

◆地域活動・行事での啓発活動 

 カローリング大会、スポーツフェスタ、三世代歩け歩け運動、亀
城祭、他 

 
 
 あおいまつりでは会場内ブースで一般社会や家庭内に 
おける男女の地位の調査、又共働き意識調査など５問の 
アンケートを実施しました。１７２名の皆さんから協力 
して頂き回答者には啓発グッズを配布しました。 
 また、市より借用した男女共同参画に関するパネルの 
掲示、小冊子の配布も行いました。 
 
 

 
 11 月 16 日に西益津地区交流センターにて男女共同 
参画推進アドバイザー奥山和弘氏による講演会を開催し 
ました。台風の影響で２回も延期し難産のすえに開催す 
ることができました。 
 演題は男女共同参画と皆さんが興味のある防災を絡め 
たものにし奥山氏と事前打合せの上、最終決定しました。 
 推進員の紹介と「あおいまつり」でのアンケート集計 
の結果を併せてこの場で報告しました。 
 講演では被災時における男女共同参画の必要性を認識させられました。講演後の
アンケートは大変貴重な意見、感想を頂き今後の活動に活かしていきたいと思いま
す。 
 

 
 地域の皆さんが多く集まる地域行事の場に推進員が参 
加することが啓発活動には最も有効と考え、私達は積極 
的に地域の活動、行事に参加しました。 
 男女共同参画のＰＲはもとより地域の方々と楽しく交 
流できたことがとても良かった。 
地域の男女共同参画の意識度は少しずつ高められてき 

ていますが、まだ低い状況ですので今後も地域イベント 
で人が集まる場所での啓発を更に進めていきます。 

◆あおいまつりでの啓発活動 

◆男女共同参画講演会の開催 
 

 

写真① 

◆地域活動・行事での啓発活動 

 

 

写真② 
 

 
 

写真④ 

 

 

写 真

 

 

写 真

④ 
 

 

 

写真④ 
 

 

 

写真

④ 
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地域の課題 地域防災活動において男女共同参画の意識を高めたい 

事業概要 

〇ふれあいまつり 
日 時 平成３０年１１月１０日（土）１１日（日） 
会 場 藤枝地区交流センター（五十海） 

  
 〇講 演  
講師 大規模災害対策課職員 

 〇避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）   
協力 災害ボランティアコーディネーター藤枝の皆さん 
日 時 平成３０年１２月 9 日（日） 
会 場 藤枝地区交流センター（五十海） 

  

 

 

講師は、市役所大規模災害対策課職員にお願いし、 

「わが家の地震対策～地震から命を守る為に～」と題 

し、とてもわかりやすく参考になるお話をいただきま 

した。 

アンケートの結果では、参加者全員から『理解でき      講演の様子  

た』と回答がありました。                   

 

 

 各地域の役員、女性防災委員他 40 代から 70 代の 

男性 25 名、女性 20 名の参加者が６グループに分か 

れました。設定となった場所は小学校の体育館。駐車 

場を中心に性別、国籍などそれぞれが抱える事情が書 

かれたカードを考えながら、いかに適切に配置できる  コーディネーターによる説明 

か難しかったのですが、女性の参加者が多かったため、 

女性の目線で進行することが出来、大変良い経験にな 

りました。 

 
 

 

ＨＵＧを体験して意識したことは？         カードを手に取り配置を考える 
1． 男女別トイレの設置 82％          
2． ペットの取扱い 60％ 
3． 間仕切りの早期設置と女性の着替え、 

授乳スペースの確保 49％ 
 ～感想～ 

・避難所の場所や現状を考えさせられた。 

・役割分担の大切を感じた。             アンケート内容の一部 

などたくさんの感想をいただきました。  

◆講  演 

◆避難所運営ゲーム（ＨＵＧ） 

◆アンケート結果 
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地域の課題 
認知度が低い 
難しいイメージがある 

事業概要 

 
・ふれあいまつりでの啓発 
日時 平成３０年１１月１１日（日） 
会場 青島北地区交流センター 

 内容 お父飯レシピの掲載/男女参画の広報掲載(政府発行) 
 
・各町内で資料配布（上記同様） 
 

 
 

 
ふれあいまつりでお父飯レシピ、男女共同参画の 

広報(政府発行)の掲載を行った。催事来場者は幅広 
い年齢層であったが、ブースとしては主に 30～70 

代の男女が多く見受けられた。配布物（資料）発行 
部数は各 30 枚程度であったが、全て無くなり足り 
ない状況となった。 
ただ、人目に付きにくく声を掛けないと気付かな 

いような場所であった為、来場者数に対しての人数 
はそれほど多くない印象であった。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふれあいまつりと同様の資料を各町内で回覧。 

料理のレシピという事でとっつきやすいと好評 

であった。 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 

◆ふれあいまつりでの啓発 

◆町内会への資料配布 
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地域の課題 男女共同参画による地域づくり 

事業概要 

◆男女共同参画講演会の開催 
日時 平成３０年９月８日（土） 
会場 青島南地区交流センター 

 講師 ①奥山 和弘氏 
演題 「男女共同参画による明るい家庭、地域づくり」 
   ②西原 明美氏 

◆ふれあいまつりでの啓発 
日時 平成３０年１１月４日（日） 
会場 青島南地区交流センター 

 内容 展示コーナーでの来場者への啓発とアンケート実施 

   「市政、自治会活動への女性の参画推進」 
◆男女共同参画推進だよりの発行 

                            

 

講師に男女共同参画アドバイザーの奥山和弘氏と    

藤枝市議会議長の西原明美氏をお招きし、講演会を 

開催しました。 

自治会（町内会）役員の皆さん 70 名の出席を得 

て意見交換やアンケートを行いました。                                            

                          

      ふれあいまつりで                    講演会での開会挨拶        

 ふれあいまつりでは、展示コーナーでの来場者へ 

の啓発と、地域社会における男女共同参画に関する 

アンケートを行い、150 人より回答をいただき 

ました。  

                              
 

講演会でのアンケート集計結果につきましては自 

治会、町内会にお知らせすると共に、ふれあいまつ 
りでのアンケート結果につきましては、全戸回覧を   ふれあいまつりでの啓発               

お願いし、地域住民への啓発に努めました。   

                        

 

 
 
             
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

     

                               

      奥山和弘氏の講演               西原明美氏の講演 

◆男女共同参画講演会の開催 

◆ふれあいまつりでの啓発 

◆青島南地区男女共同参画だよりの発行 
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地域の課題 男女共同参画を地域へ浸透させること 

事業概要 

◆出前講座の開催および男女共同参画に関するアンケートの 
実施 

 日時 平成３０年９月８日（土） 
    午前 10:00～12:00 午後 13:30～15:30 
 会場 高洲地区交流センター 
 内容 ①男女共同参画って何だろう 
    ②台風や大雨に備えて 
    ③健康講座 
◆高洲地区ふれあいまつりに参加並びに防災訓練に関する 
アンケートの実施 

日時 編成３０年１１月４日（日） 
会場 高洲地区交流センター 

◆防災訓練に関するアンケート結果のまとめ 

 

 
９月８日（土）高洲地区交流センターにて、 

藤枝市職員による出前講座を開催しました。 
講座は 
 午前の部 ①男女共同参画って何だろう  
       （男女共同参画課） 
      ②台風や大雨に備えて（河川課）    男女共同参画って何だろう 

 午後の部 ①男女共同参画って何だろう 

       （男女共同参画課）  
      ②健康講座（健康推進課） 
以上のテーマを各１時間位の目安で行なって 
いただきました。 
参加者は熱心に聴いて頂き、最後に講座に関連 

した簡単なアンケートを実施しました。       台風や大雨に備えて 

 

 
11 月 4 日（日）高洲地区ふれあいまつりに参加 

し、出前講座の時に行なったアンケートの集計結果 
を判り易く展示・説明しました。 
また、ふれあいまつりに参加した地域の皆さんに、 

防災訓練についてのアンケートを実施しました。こ 

のアンケートは来年度の活動の一環として今後の防 
災訓練のあり方を検討するための準備調査として行 
いました。アンケートでは多くの意見を聴く事がで 
きました。 
 
 

                             

出前講座でのアンケート集計結果は、「たより」  ふれあいまつりでの啓発活動 
を作成し各町内会に回覧しました。          

◆出前講座の開催 

◆ふれあいまつりでの啓発 

◆出前講座でのアンケート結果の報告 
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地域の課題 
若い世代の方々をはじめ、 

多くの住民の男女共同参画に対する意識の啓発 

事業概要 

◆男女共同参画講演会の開催     
日時 平成３０年１０月２７日（土） 

午後７時～８時３０分  
  会場 大洲地区交流センター     
  講師 奥山和弘氏      
  演題 「男は、女は、こうあるべき」を見直そう！  
     ・講演会後にアンケートを実施   
◆川柳の募集        
  大洲中学校生徒から川柳を募集（８月に回収）  
◆大洲ふれあいまつりでの啓発     

  日時 平成３０年１１月１１日（日） 
午前９時～午後２時       

  会場  大洲地区交流センター      
  内容  奥山講師の漫画パネルの掲示    
大洲中学校生の川柳１０作品を掲示し、来場者に投票を依頼 

  

 

講師に奥山和弘氏をお迎えし、５０名の参加者に 
男女共同参画について分かりやすく解説していただ 
きました。 
やれる時に、やれる人が、やれることをする「適 

材・適時・適所」が重要だというお話がありました。 
終了後のアンケートは、４４名の回答があり「家事 
は女性がするのが当たり前」「地域の行事は男性が 
決めるのが当たり前」という固定観念に気付かされた    自治会役員の皆様と打合せ 
という意見があり、意識改革の良いきっかけになった 
と思われます。 
 講演会後には１１月の「大洲交流センターだより」 
に開催内容が紹介されました。 
 
 
大洲中学校生徒の皆さんに男女共同参画川柳を作っ 

ていただきました。川柳への取組やその作品から若い 
世代では男女共同参画の意識は広がっていると感じま 
した。家庭や地域での男女共同参画を考える機会にな  奥山講師による講演会を開催 
ったと思います。                     

                           
 
中学生が挑戦してくれた多くの川柳から 10 作品を 

掲示し、来場者に投票していただきました。150 人の 
方々にご協力いただき、優秀作品を決定しました。また、 
12 月には投票結果や協力のお礼を載せた「男女共同参 
画だより」を作成し、町内会に回覧しました。 
 ☆最優秀作品「変えていく 私らしさが 大切だ」   ふれあいまつりで川柳の投票 

◆男女共同参画講演会の開催 

◆川柳の募集 

◆ふれあいまつりでの啓発 
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たたいてかぶって 

じゃんけんぽん大会 

簡単取説の作成及び実践 

男女共同防災訓練

から 

ワークショップ 

カラフルジョイづくり 

コースターづくり 

 

地域の課題 

 住民間のコミュニケーションが希薄化し、地域づくりに必要
な情報が共有されているとは言えない。 
 男女共同参画は、地域の協働力を再構築する出発点となるの
ではないか。 

事業概要 

◆防災機器のユニバーサルデザイン（ＵＤ）化 
日時 平成３０年７月 5 日（木）ほか 

 内容 UD 化への意見具申、簡単取説の作成設置等 
◆男女共同防災訓練の実施 
日時 平成３０年 8 月 20 日（日） 

 内容 男女混成による防災訓練 
◆男女共同参画ワークショップ 
日時 平成３０年 11 月 18 日（日） 

会場 岡部宿にぎわいまつり 
 内容 ノベルティーグッズの作製、男女共同参画ゲーム 
    シンボルマークの愛称募集 

 

 

地域協働力の底上げのため、防災活動の活発化 

を進めたいが、発電機やテント等防災器材は取り 

扱いが難しい・重い等により、女性やお年寄りは 

触るのを躊躇してしまうことから、各町内会等に 

今後の器材更新時には考慮事項としてほしいこと 

を意見具申しました。 

また、現在の器材を動かしてみたくなるような 
「簡単取説」を作成し、設置しました。   
 

 

老若男女が混じっての防災訓練はとても楽しく、 

活発なコミュニケーションが図られました。 

今後もこうした活動を継続し、地域協働力を高 

めていきたいです。     

 

 

楽しく男女共同参画社会を学んでいただこうと、 

岡部宿にぎわいまつりの一画でワークショップを 

行いました。 

述べ 440 人の皆様にご参加いただきました。 

家事の協力をイメージした「カラフル JOY 作り」、  

相手への思いやり「たたいてかぶってじゃんけん 

ぽん大会」、キャラクターの「愛称募集」と「コ 

―スターづくり」を通じて、男女共同参画社会の 

イメージをふくらめました。                                                                    

◆防災機器のユニバーサルデザイン化 

◆男女共同防災訓練の実施 

 

 

◆男女共同参画ワークショップ 
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