令和元年度

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。令和元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
（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年度から令和元年度までの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３１年

４月

第１回研修会・事業説明

令和

５月

地区別相談会／アドバイザーの助言

６月から

各地区における啓発活動をスタート

２月

事業報告／各地区の活動報告

令和

元年
２年

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、報告会は中止

～ 目
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Ｐ１
Ｐ２
Ｐ３

瀬戸谷地区推進員
稲葉地区推進員
葉梨地区推進員

Ｐ４
Ｐ５
Ｐ６

広幡地区推進員
西益津地区推進員
藤枝地区推進員

活動報告
〃
〃
〃
〃
〃

藤枝市男女共同参画・多文化共生課

Ｐ７
Ｐ８
Ｐ９

青島北地区推進員
青島南地区推進員
高洲地区推進員

Ｐ１０
Ｐ１１

大洲地区推進員
岡部地区推進員

活動報告
〃
〃

電話 ６４３－３１９８（直通）

〃
〃

地域の課題

昨年のアンケートの結果を元にした講演会
夏まつりでの啓発
・日時 令和元年８月３日（土）

事業概要

講演会開催
「まんまるトーク ｉｎ 瀬戸谷」
・日時 令和元年９月１３日（金）
・会場 藤の瀬会館
・講師 長谷川玲子氏

◆夏まつりでの啓発
夏まつりにのぼりを立てて、瀬戸谷地区で作成した
ティッシュを配り、１ヶ月後の講演会への参加の呼
びかけをおこないました。
◆講演会〈まんまるトーク ｉｎ 瀬戸谷〉を開催
長谷川玲子氏（元ＳＢＳアナウンサー）
をお招きして講演会を開きました。ア
ンケート結果から自分が出来る事は何
だろう？という事で、家庭で・仕事で・
自治会での自分が自信を持ってすぐに
出来る事の意見を出し合い、再確認を
しました。

夏まつりでの啓発

まんまるトーク打ち合わせ

まんまるトーク長谷川玲子さん

まんまるトーク集合写真

まんまるトーク意見交換

◆ふれあいまつりでの啓発
講演会での意見を書いたものをまとめて掲
示。市役所から配付されたティッシュを配
り啓発しました。
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ふれあいまつり
での啓発

地域の課題

少子高齢化

「高齢社会における男女共同参画」

◆男女共同参画講演会の開催
日時 令和元年 9 月 7 日(土)
演題 「みんなで考えよう稲葉の高齢者介護、
体験してみよう高齢者疑似体験」
講師 藤枝市社会福祉協議会
社会福祉士 近藤美和子氏
事業概要

◆稲葉地区ふれあいまつりでの啓発
日時 令和元年 11 月 10 日(日)
会場 稲葉地区交流センター
内容 講演会の報告・展示
◆男女共同参画推進だよりの発行
令和 2 年 3 月発行予定

◆男女共同参画講演会の開催
高齢者の疑似体験をしていただき
高齢者の目線になり介護を学び性別
に関わらず介護のあり方を考えよう
と藤枝市社会福祉協議会に講師をお
願いし「みんなで考えよう稲葉の高
齢者介護、体験してみよう高齢者疑
似体験」の講演会を開催。みなさん
“明日は我が身“と真剣に動作の不
自由さを体験し介護される側、介護
する側の大変さを実感され、介護に
対して考えさせられました。

＜塗り絵と折り紙＞

＜パジャマの着替えと介助＞

＜介助者と階段を下りる＞

◆ふれあいまつりでの啓発
ふれあいまつりでは、講演会での様子を
パネルにて展示。稲葉地区の人口推移を
グラフで解説。講演会でのアンケート結果
のお知らせをしました。
◆稲葉地区 男女共同参画だよりの発行
本年度の活動報告として講演会の報告と実施
したアンケート調査の集計結果。稲葉地区の少子
高齢化のまとめを令和 2 年 3 月に発行予定。
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＜ふれあいまつりでの啓発活動＞

地域の課題

各町内会、組長会レベル迄下げ降ろしての啓蒙、啓発の要有り
◆グラウンドゴルフ大会への参加による啓発
・日 時 令和元年９月８日（日）
・会 場 葉梨小学校校庭
・内 容 １９町内会約１５０人参加 男女共同参画賞提供

事業概要

◆男女共同参画講演会の開催
・日 時 令和元年９月２６日（木）
・会 場 葉梨地区交流センター
・講 師 佐野愛子 氏（県議会議員）
松林三樹夫 氏（心理カウンセラー）
・テーマ 議員から見た男女共同参画について
男女共同参画時代を生きる
◆ふれあいまつりでの啓発
・日 時 令和元年１１月１７日（日）
・会 場 葉梨地区交流センター
・内 容 講演会アンケート集計結果掲示
漫画形式のクイズ実施

◆グラウンドゴルフ大会への参加による啓発
地域一番の大会に出席し、一緒にプレイをしまし
た。あいさつを一言させていただき、男女共同参画
賞も提供しました。１９町内会から約１５０名の
参加。老若男女大勢の中で和気あいあいと過ごし
ました。
◆男女共同参画講演会の開催
県会議員の佐野愛子氏より“議員から見た男女共同参画について”及び心理カウ
ンセラーの松林三樹夫氏による“男女共同参画時代を生きる”の２テーマについ
てお話をしていただきました。８０人を超える大勢の方の前で各々の立場で語っ
ていただき、終始笑い声の絶えない、また時には真剣な眼差しで聞き入ったりと
印象に残る講演会でした。アンケート調査も実施しました。（６３枚回収）

◆ふれあいまつりでの啓発
講演会アンケート結果を数値化し掲示。また来場者に
漫画形式のクイズを実施しました。
４１名の方に回答していただきました。
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地域の課題

男女共同参画推進を通して防災意識と防災知識を高める
◆HUG の勉強会開催
・日時：令和元年７月９日（火）
・会場：広幡地区交流センター
・講師：災害ボランティアコーディネーター（VCF）

事業概要

◆ふれあいまつりでの啓発
・日時：令和元年１１月１７日（日）
・会場：広幡地区交流センター
・内容：アンケート調査の実施、HUG の説明
◆男女共同参画推進だよりの発行

◆防災避難所運営ゲーム（HUG）
町内会長、女性部、保健部、幼・小・中 PTA 役員等女性中
心に町内ごとに分かれて実施しました。（８町内）
避難所で高齢者や子供、乳児、妊婦、ペット同伴など色々な
立場の人に配慮するために適切かつ迅速に配置できるよう
意見を出し合うことが出来ました。
特に、今回の勉強会では女性が多かったので、女性目線で話
し合うことが出来た点が良かったです。
そして、多くの意見がでたので、意見をまとめ自治会長に報
告しました。
◆広幡ふれあいまつりでの啓発
１１月１７日（日）広幡ふれあいまつりの会場内のブースで、
防災についてのアンケート調査を実施しました。
・避難場所を知っていますか？
・〝HUG″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、防災意識が、その場でわかるようにし
ました。
子供から大人まで約２５０名の来場者の方に回答をいただき、
アンケートに協力していただいた方に啓発グッズを配りま
した。
７月９日（火）に実施した HUG についてのパネルも掲示し、
説明しながら防災知識の向上にも努めました。
意識調査結果は、集計し、グラフ化し、
「ひろはた男女共同参
画だより（令和２年２月発行）」に掲載し、組回覧を行いまし
た。（６３枚回収）

アンケート集計結果
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VCF と配置を考える

ふれあいまつりでの様子

地域の課題

地域防災において、より実践的に男女共同参画の意識を高めたい
◆ふれあいまつり
日時 令和元年１１月１０日（日）
会場 生涯学習センター
内容 昨年の講演会 ＨＵＧの様子の展示

事業概要

◆講演会の開催
日時 令和元年１１月１７日（日）
会場 藤枝市役所 大会議室
講師 自衛隊静岡地方協力本部藤枝地域事務所
所長 １等陸尉 黒岩要彦 氏
演題 「地震、水害など災害への対応について」
◆ふれあいまつり

昨年の講演会、ＨＵＧの様子を展示しました。
今年の講演会の参加を募り、そのうち興味を持った方
数名の参加をいただきました。
◆講演会開催
昨年ＨＵＧを体験したので、もっと具体的に避難所の
運営の仕方、男女の役割とは？と思い、実際被災地で
活動したことのある方のお話、体験談を伺いたいと自
衛隊の方に講演をお願いしました。
当日は男性４２名、女性３１名（計７３名）の方に参
加していただきました。
アンケート結果（感想）
・大変参考になった
・一般的な防災講演に比べ興味深かった
・防災グッズを見直そうと思う
などの感想をいただきました。
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地域の課題

事業概要

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余り進
んでいない。
◆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
◆あおいまつりでの啓発活動
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。
市より借用した男女共同参画に関するパネルの掲示、
又小冊子の配布も行いました。
あおいまつり
あおいまつり

◆男女共同参画講演会の開催

写真
④

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
講演会の様子
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。

写真②

◆地域活動・行事での啓発活動
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。
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スポーツフェスタ

カローリング大会

三世代歩け歩け運動

写真
④

写真④

写真

亀城祭

地域の課題

特別に地域の課題はないが、一般的には町内会、自治会
会社、その他団体では男女平等になっているわけではない。
◆男女共同参画推進だよりの発行
男性でもできる簡単レシピの紹介

事業概要

◆青島北地区ふれあいまつりでの啓発
日時 令和元年１１月１０日（日）
会場 青島北地区交流センター
内容 たより配付、説明
◆自治会役員会での説明会の開催
「男女共同参画社会」の説明

◆男女共同参画推進だよりの発行
女性の負担が大きい「家事」の中で
料理を取り上げ、男性でもできる
総菜レシピを紹介しました。

◆青島北地区ふれあいまつりでの啓発
ふれあいまつりでレシピの掲示、配付をしました。

◆自治会役員会での説明会の開催
「男女共同参画社会」の説明をしました。
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地域の課題

男女共同参画の認知を、より高める
◆男女共同参画講演会
・日時 令和元年 9 月 28 日（土）
・会場 青島南地区交流センター
・講師 あざれあ防災講師（大國氏、大塚氏）
・演題 防災劇

事業概要

～劇を見ながらわかりやすく理解を深める女性と防災～

◆ふれあいまつりでの啓発
・日時 令和元年 11 月 3 日（日）
・会場 青島南地区交流センター
・内容 展示コーナーでの啓発
◆男女共同参画推進員だよりの発行
推進員の活動内容と感想を紹介

◆男女共同参画講演会の開催
あざれあ防災講師として活躍されている大國氏、大塚氏をお招きし、劇をとりい
れた講演会を開催しました。多くの女性の方も出席していただきました。

◆ふれあいまつりでの啓発
ふれあいまつりでは、展示コーナーでの来場者への啓発を行いました。講演会での
内容の一部を展示し、推進員が説明しました。率直な感想も聞くことができました。

◆青島南地区 男女共同参画
推進員だよりの発行
推進員の活動内容を紹介することで、
男女共同参画をより身近に感じていた
だけるよう作成しました。
全戸回覧をお願いし、地域住民への
啓発に努めました。
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地域の課題

男女共同参画による町づくり
◆防災訓練のアンケート結果を“たより”にして町内会に回覧

事業概要

◆総合防災訓練に参加しアンケート調査を実施
・日時 令和元年９月１日（日） 午前９時～１１時
・場所 藤枝市高柳仁平町内会 訓練会場
・内容 総合防災訓練に関するアンケート調査および
ＰＲ活動の実施
◆高洲地区ふれあいまつり参加・アンケート結果の展示
・日時 令和元年１１月 10 日（日）
・会場 高洲地区交流センター

◆たよりの発行・回覧
昨年の高洲地区ふれあいまつりで調査した防災訓練のアンケート結果を
“たより”にして高洲地区の町内会に回覧した。
◆総合防災訓練に参加しアンケート調査を実施
高洲地区の高柳仁平町内会をモデルとし
女性４名の推進員が訓練に参加し、訓練を
実際に体験した人並びに訓練を見学した人、
それぞれからアンケート調査を行った。
訓練の最後には参加者全員に啓発グッズを
配布しＰＲ活動も行った。

◆高洲地区ふれあいまつりに参加
１１月１０日（日）高洲地区ふれあいまつりに参加し、
総合防災訓練のアンケート調査結果を展示し、来場者には
啓発グッズを渡しＰＲ活動も行った。
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地域の課題

事業概要

地域活動や家庭での役割分担を見直すきっかけづくりが必要
◆川柳の募集
大洲中学校生徒から川柳を募集（８月に回収）
◆大洲スポーツの集いでの啓発
・日時
令和元年１０月 27 日（日）
・会場
大洲小学校
・内容
男女共同参画○×ゲーム（10 問 240 人が参加）
◆大洲ふれあいまつりでの啓発
・日時
令和元年 11 月 10 日（日）
・会場
大洲地区交流センター
・内容
男女共同参画○×クイズ（紙面で 10 問 60 人が回答）
中学生の川柳 10 作品を掲示し、来場者が投票（160 人）
◆「たより」の発行
川柳投票結果、○×クイズ回答結果
◆啓発用ティッシュに昨年度の川柳のシールを貼付

◆川柳の募集
昨年度に続き、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。家庭での役割分担などをよく観察
していると思われる作品が多く、今の中学生が大人になった
時にどんな風に意識が変わっていくのか楽しみです。
最優秀作品「つらい顔 見せない母は 金メダル」

自治会役員の皆様と打合せ

◆大洲スポーツの集いで啓発
「スポーツの集い」の競技の一つとして「男女
共同参画○×ゲーム」を行い、小学生からお年
寄りまで約２４０人の方々が参加してくれました。
男女共同参画や大洲地区に関する問題１０問に
対し、大勢の方々がグランド内の○×エリアを
行ったり来たりし、正答を告げる度に大きな
歓声が上がり、大変盛り上がりました。
○×ゲームに大勢の方が参加

◆ふれあいまつりでの啓発
中学生が作成してくれた川柳の中から１０作品
を掲示し、来場者に投票していただきました。
中学生の観察力に感心する方など１６０名の
方々が投票してくださり、優秀作品を決定しまし
た。また、○×ゲームの問題１０問を紙面にして
来場者に答えていただきました。
６０名が挑戦し、全問正解は１名でした。
１２月に川柳投票結果や○×クイズ回答結果の
一部を載せた「男女共同参画だより」を作成し、
町内会で回覧しました。

川柳を掲示

○×クイズに挑戦

◆啓発ティッシュにシール
市から配布されたティッシュに昨年度の中学生の
川柳作品をシールにして貼付し、啓発に活用しました。
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川柳シールを貼付

地域の課題

男女共同参画の切り口から地域社会の協働力を力強くしたい
◆男女共同防災訓練＠岡部の実施
・日時 令和元年９月１日（日）
・会場 各自治会一次避難所等
・内容 男女混成チームによる防災訓練

事業概要

◆シンボルマーク愛称募集による関心喚起
・期間 令和元年９月１日（日）から 10 月６日（日）
・ポスター掲示場所 岡部地区内の商業施設、公共施設、学校、
幼稚園、保育園
10 か所
・選考方法 一次審査（推進員）
二次審査（市担当課とアドバイザーの先生方）の後
岡部宿にぎわいまつり会場にて決戦シール投票
◇愛称決定

「ゆう と こころ」

◆男女共同防災訓練＠岡部
「男女混成チームによる訓練の継続はコミュニ
ティー強化に有効です！」と題して、地域防災訓練
を前年度から継続して実施。ある自主防災会では、
防災機器のユニバーサルデザイン化に取り組んで
いただき、計画的に軽量で設営が楽な防災テントに
器材更新を図ってくれています！
◆シンボルマーク愛称募集
岡部地区では、平成 29 年度までの活動の中で、
男女共同参画による地域づくりをイメージしたキ
ャラクターを選定しており、啓発に活用を図ってい
るところです。
本年度は、このキャラクターに愛称をつけてもら
うというイベントにより、その過程において理念の
浸透を図っていこうという作戦です。
多くの人々の目に触れるよう、岡部地区内の商業施設や学校等に協力をいただい
たところ、な、なんと 327 通もの応募をいただき、その一つ一つに、
「男女共同参
画社会ってなんだろう？」と考えてくれた愛称が書かれていました！
推進員一同、すでにこの段階で「やったー、大成功だー！」と実感し、うれしさで
感極まってしまいました！！
決戦シール投票の結果、「ゆう と こころ」が選ばれました。その意味「男にも
女にも当てはまる名前です。男だから、女だからと決めつけないで、という思いが
込められています。」どうです、素晴らしいでしょー♡
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