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       ～多様な意思を市の政策に反映させるために～ 
   「平成２４年度 男女共同参画人材リスト登録者および 
                はもりあ四日市登録グループ合同研修会」報告 
 ３月３０日（土）に男女共同参画人材リストの登録者と、はもりあ四日市登録

グループを対象に、四日市大学総合政策学部教授 松井真理子先生をお招きして女

性の参画の重要性や審議会などに臨む時に心がけるべきことなどを学ぶ研修会を

実施しました。 

【四日市市の審議会における女性委員登用状況】 

 四日市市は、平成26年度までに審議会等委員の比率を男女ともに40％以上を

目指すという目標を設定し、その目標達成のための取組みの一つとして、男女共 

同参画人材リストを整備しています。しかし、現在の四日市市の審議会等における女性委員比率は32.6％で、

平成22年度目標設定時の31.5％から上昇はしているものの40％の目標達成まではまだまだの状況です。 

【なぜ政策・方針決定への女性の参画か】 

なぜ政策・方針決定へ女性の参画を進める必要があるのかということについて、松井先生はアテネ宣言（１

９９２年１１月EU第 1回欧州サミット「政治権力と女性」にて採択）から説明されました。アテネ宣言では

「女性は、人類の潜在能力ならびに人類の技能の半分を代表しており、意思決定の場においてその代表が少ないこと

は、社会全体の損失であり、人類全体のニーズと利益を考慮に入れることを阻害している。」とあり、政治や経済活動

の場、地域等において意思決定の場に女性が少ない日本では、人口の半分を占める女性のニーズが反映されて

いないと話されました。 

【男女共同参画社会の実現のために】 

せっかく委員になっても、「発言をほとんどしない委員」、「勉強させていた

だきますという委員」では意味がありません。このようなスタンスではなく、

市民の声を市政に反映させるためにもきちんと発言をすべきであり、女性自身

が意思決定の場に入っていく意識を持たなければいけないとのお話がありま

した。 

男女共同参画社会を実現させるためには、社会の中で女性が力を発揮できる

しくみを作っていくとともに、女性自身も社会の一員としての自覚を持ち、そ

の力を発揮できる存在となることが重要です。はもりあでは、今後も女性委員

の登用を促進するとともに、女性のエンパワーメントをすすめていきます。 

「はもりあ」とは造語で、女性と男性の協

働という素敵な“ハーモニー”が奏でられる

“中核エリア”という意味です。 

２00６年 10 月に公募で決定した男女共同

参画センターの愛称です。 

 4 月に「アベノミクス」の三本柱のひとつである経済再生に向けた成長戦略に関する基本方針が発表され、

その中核に位置づけられたのが「女性の活躍」。「三年間抱っこし放題での職場復帰支援」が提唱され、保育

の受け皿の増加とともに、育休期間の延長推進、職場復帰のための支援策等が打ち出されました。今後、働

く男女の多様な事情に応じた柔軟な働き方が選択できる社会を目指して、”はもりあ”でも関係機関と連携しな
がら取り組みを進めていきます。 

〈研修の様子〉 

〈講師の松井先生〉
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   さんかくカレッジ２０１３ 男性向け料理教室   

～生活の自立を目指し､料理を基本から学びたいと思っている男性のための料理教室～ 
                     

     

料理の前には、「ちょこっとさんかく教室」で 

男女共同参画について、ちょこっと学びましょう！ 

 
日時．．．．．６／１５（和食）､６／２９（中華）､７／１３（洋食）､１２／７（おもてなし料理で同窓会） 

      いずれも土曜日、１０：００～１３：００    師．．．．．．吉武奈穂子さん 

対象 ．．．．．市内在住、在勤、在学の男性          場所 ．．．はもりあ四日市調理室 

定員 ．．．．．１２名（抽選ですが、初めて受講の方優先です） 料金 ．．．．４回通しで3500円  

その他 ．．．．．託児有（無料、5月 31日（金）申込締切） 

【申し込み】往復ハガキに、講座名・参加者名・連絡先の住所・電話番号、託児が必要な場合は預ける 

子の名前と年齢を記入し、男女共同参画センター「はもりあ四日市」へ。5月 31日(金)必着 
 
 

 

 

平成２５年度 

                   
   

募集期間：平成２５年４月１日（月）～６月２８日（金）まで 
  

三重県では、職場における男女共同参画の推進と「働きがい」のある職場環境づくりを目的に 
男女の雇用均等や活躍支援（ポジティブアクション）、仕事と生活調和（ワーク・ライフ･バラン 
ス）、次世代育成支援などを積極的に推進する企業等を募集し、基準を満たした企業等を「男女が 
いきいき働いている企業」として認証、さらには表彰し、優れた取組事例を広く紹介しています。 
 【応募・問い合わせ先】 三重県雇用経済部雇用対策課 ＴＥＬ 059-224-2454  FAX 059-224-2455     

応募方法など詳細は、はもりあＨＰでもご覧いただけます。 はもりあ → 検索    

ビルマ（現ミャンマー）の民主化運動のリーダー 

アウンサンスーチーの激動の半生を描いた映画です。 

日時：７月６日（土）１３：３０～１５：５０ 

場所：四日市市文化会館 第２ホール 

料金：無料 ６／１から整理券配布 

定員：６００名 

託児：有、６か月～小学校３年程度 

（6/22(土)締切、先着15名程度） 

※整理券配布場所等の問合せは、男女共同参画 

センター「はもりあ四日市」へ 

三重県内の男女共同参画を推進するため、県内のセンターと市町が手を取り合い「映画祭」を開催します。



 

 

近年、本市の男女共同参画センターにおける相談のうち、配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオレ

ンス、以下「ＤＶ」という）の問題を含むケースが多く見られます。本市ではこれまで、「男女共同参画プラン

よっかいち」に基づきＤＶ防止や被害者の保護及び自立支援に努めてきましたが、それらの取り組みの一層の

充実を図るため本計画を策定しました。今年度より、この基本計画に基づき、取り組みを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細は、はもりあ四日市のＨＰへ（http://www.city.yokkaichi.mie.jp/danjo/jourei/index.html） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
計画の期間 平成２５年度～平成３２年度 

計画の体系  

基本目標 重点課題 

Ⅰ ＤＶを許さない社会づくり ①市民意識の広がり ②若年層へのＤＶ予防・人権教育 

①相談体制の充実 ②外国人等情報が届きにくい人への相談体制の充実 Ⅱ 安心して相談できる 

体制づくり ③相談員の資質向上と相談員に対する支援 ④苦情受付体制の周知・活用 

①被害者の早期発見 ②緊急時における被害者の安全確保 Ⅲ  被害者等の保護充実と 

加害者対策 ③加害者対策 

①生活安定と自立促進 ②当事者の子どもに対する支援 Ⅳ  被害者等の生活安定と 

自立支援 ③情報提供･管理の充実強化と手続きの一元化 ④長期に及ぶ継続的な支援 

 

 エンパワーメントとは、一言でいうと、「力を

つけること」です。 

 男女共同参画におけるエンパワーメントとい

う言葉の多くは「女性のエンパワーメント」の

ことを指し、女性が政治的・経済的・社会的・

文化的にも力を発揮できる存在となり、自分の

ことは自分で決め、行動できる能力を持つこと

を意味します。この考え方の前提には、性差別

があります。社会において女性は、重要なこと

を決定する場に参加する機会や発言する機会を

与えられないことが多くありました。今、女性

たちは少しずつ社会的に力をつけ、活動の幅を

広げていくことにより、女性がおかれている不

利な状況を変えていこうとしています。女性が

力をつけ、意思決定の場でその力を発揮するこ

とは、単なる女性の地位向上に止まらず新しい

ビジョンや価値観をつくることでもあります。 

 女性のエンパワーメントを

進めることによって女性と男

性がお互いを尊重しあい、責

任も分かち合う男女共同参画

社会が実現されるのです。 

今月のキーワード 

エンパワーメント 

 
 
 
 
 
 
 
今回は、先月号とは打って変わって、私（39 歳男

性）の子育て奮闘記？を綴っていきたいと思います。

私は現在生後９ヶ月の双子の男の子、Ｒ君とＫ君の

父親で、初めての育児をあれでもかこれでもかと悩み

ながら、妻と一緒に毎日寝不足ながらも頑張っていま

す。もっとも日中私は仕事なので、妻のほうが遥かに

頑張ってくれているのですが…。 

周りの人たちから、双子だと一度に済むから楽だと

よく言われますが、実際はそんなことを言っている余

裕もなく、双子ならではの大変さがあります。核家族

の我が家では、基本妻と私２人でのマンツーマン対応

です。おむつ交換、離乳食、ミルク（母乳はさすがに

無理ですが）、寝かしつけ等はそれぞれ二人が、お風

呂を入れるのは私、取り上げは妻と役割分担をしてい

るものもあります。ただ私は不器用なので爪切りは免

除してもらっています。(・_・；) 
育児は大変ですが、それ以上に楽しく、心も充実し、

子どもの成長とともに自らも成長していることを実

感しています。子ども達、妻、支えていただいている

周りの方たちに感謝です。 

【昨日初めて二人同時に離乳食を食べさせることができて達成感

を感じている担当：Ｙ】 

男女
共同 

ああいい  

 

このコーナーでは、はもりあ四日市のスタッフが、本を読

んだり、映画を観たり、お話しを聞いたり、また、日々の生

活の場面で感じたことを綴っていきます。 もちろん、『男

女共同参画』の視点   を通してね。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

○●◎あとがき◎●○ 

こんにちは！はもりあ四日市の清水です。 

6月 1日から連携映画祭のチケット配布開始です。今年は無料ですので、整理券ご希望の方はお早めに。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

５月１７日(金) 〈文章教室〉１２００文字にあなたの思いを！ 

７月１２日(金)  毎回テーマに沿った文章を書き、読み上げ発表し、講師からのアドバイス。 

テーマ５／17「駅」、７／12「坂」 講師河原徳子先生（近代日本文学研究家） 

      時 13:30～15:30  所 本町プラザ はもりあ四日市３F会議室  

申・問こすもすの会 佐藤（tel/fax ０59-354-4100） 

 

５月１１日(土)  団員募集中♪ わたしたちと一緒に歌いませんか？ 

  １６日(木) 練習日見学♡♡体験入団、随時受付中！ 

  ２５日(土)   詳細はお気軽にお問合せください。 

  ３０日(木)  問女性合唱Ｌｕｃｅ（ルーチェ）内田059-364-2641 

 

６月１５日(日) くわえパペットステージ公演（11時・15時） 

・１１時開演  ビーンズドリーム ～まめちゃんの夢～ 

♪赤ちゃんから親子で楽しめる人形劇 シアタースタート♪   

 対０才～３才までの親子   

料大人 2000円、子２才までは大人１人に付き１名無料、２人目以降500円 

 ・１５時開演 大人のための人形劇 猫夜噺（ねこよばなし）ちょっと・・・こわくておもしろい！  

 対中学生以上  料大人2500円  

場所は、どちらも四日市市勤労者・市民交流センター、保育有り 

        申・問 体験ひろば☆こどもスペース四日市 059-321-0883 

登録グループイベント情報 

男女用堂参画センター「はもりあ四日市」に登録されているグループを紹介します。         

今回は                               代 表  伊藤
いと う

 爾
ゆ

己
き

枝
え

  

                        さんです。  連絡先 080-5104-5042
 

  『体にストレス溜めていませんか？ 
らく(楽)～に たの(楽)し～く きら～く(楽)に ストレッチヨガをたのしみませんか？』 

と楽ヨガを始めて３年になります。

すこしでも 楽ヨガを楽しんでいただけたらいいなぁ～と思い続けています。 

≪毎週木曜日午後、土曜日夜間に男女共同参画センターでヨガをしてます。一度見に来てください≫ 

登録グループ紹介 

未就学児 1000円
小学生   500円 


