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四日市市男女共同参画センターだより

はもりあ１０５号
「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。

２０１７年４月発行
日が暮れるのもぐっと遅くなり、春の日差しを感じる季節になりました。毎年のことですが、はもりあの職
員も別れあり、新しい出会いもありの中で新年度を迎えました。今年度も、たくさんの事業を企画して、皆さ
んと触れ合いながら、男女共同参画を少しでも前に進めたいと思っています。はもりあは新しい所長を迎えま
す。今年度も皆さんに親しんでいただけるよう職員一同頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。

平成２９年３月４日に「イクボス宣言」を行った森市長に、市長として、また家庭人と
して考える「男女共同参画」について、インタビューをしました。
Ｑ：日々の生活のなかで、男女共同参画が進んでいると感じることは？
市長：女性の方が、がんばる姿をよくみるようになりましたね。例えば私はラ
グビーをやっているのですが、女子ラグビーがさかんになってきましたし、女
性の競技でも国際大会などでいい成績をおさめたり。場面は違いますが、学校
にいくと生徒会長を女の子がしたりしていますね。また、待機児童の増加は問
題ですが、需要が増えるということは女性が社会へ出て働こうという意思をも
っているということなのかと。そういう意味では、以前よりも女性が外に出て
働く時代になったのかなと感じますね。
Ｑ：イクボス宣言の中でワーク・ライフ・バランスにもふれていますが、
市長ご自身が考えるワーク・ライフ・バランスとはズバリ？
市長：昔は、残業しないなど、勤務時間を減らすことがワーク・ライフ・バラ
ンスだと思っていましたが、今は、心の豊かさを享受することだと考えていま
【森 智広市長】
す。仕事と仕事以外の時間を調和させることが大切で、限られた時間の中でも
中身が充実したものになれば、それがワーク・ライフ・バランスなのかなと思っています。
Ｑ：男女共同参画の視点から見た、家庭人としてご自身に点数をつけるならズバリ何点ですか？
市長：３０点くらいで、今は３５点になってきたかなと。イクボス宣言をしたことで、「やらなあかん」という
風に自分の中でも意識が芽生えたし、市民の方にもみられるので模範になるようにしなければいけないなと。
子どもとの時間も取るようになって子どもの笑顔も増え、妻にもほめられるんですよ。
Ｑ：最後に、男女共同参画社会の実現に向け、市民の方にメッセージをお願いします。
市長：本市でも、長く、男女共同参画活動に尽力された方々の活動の成果
で今があると思っています。性別にかかわらず、のびのびと生きられる様
な社会にしたいと考えています。能力があるのに発揮できずに人生を過ご
すことは不幸なことだと思っているので、挑戦できる機会は平等にないと
いけない、それをどのようにつくっていけるのかが、これから課せられて
いるのかなと思います。参画は進んできたといえども、まだ管理職や議員
も女性の割合が少ない。女性の能力を発揮できる場、機会はまだまだ多い
と思いますので、手のつかめるような社会にしていきたいと思います。
森市長が取り組まれている「元気もりもりの四日市」にするため、女性も男性もいきいきと活躍できる
男女共同参画の視点は必要不可欠だと思います。はもりあ四日市は、今年度もいろいろな角度から様々な
事業を実施してまいりますので、皆さんもぜひ参加していただき、男女が共により暮らしやすい社会とな
るよう、一緒に考え行動していきましょう。

平成２９年３月９日（木）、市役所８階来賓応接室で、平成２８年度四日市市
「男女がいきいきと働き続けられる企業」表彰式が行われました。
「安心して子どもを産み、育てられるまち」の実現を推進するために、男女がいきい
きと働き続けることができる環境づくりを推進している企業等の功績を顕彰するととも
に、こうした取り組みを市民の皆さんに知っていただくため、表彰を行っています。

【三浜紙器株式会社の特長】
①育休や産休が取得しやすい環境づくり
休業に必要な日数や時間について常に相談でき、取得しやすい環境を
作っており、法律の規定を上回る産前産後休業取得者の実績がある。

②職場の男女比への考慮や女性の管理職への登用
職場の男女比に偏りがなく、管理職の半数を女性が占めるなど、積極
的に女性の雇用、登用に取り組んでいる。

③女性が活躍する職場づくり
表彰式の様子
森市長から
表彰状が手渡されました。

心身に障害を持つ人たちの社会復帰を目的に、みはま作業所を設立し、
女性のみのスタッフで運営しており、所長代理として役務を担い、業務
管理や雇用している 7 人の障害者の指導教育にあたるなど、女性が活躍
している。

株式会社Ｅプレゼンスの代表取締役、川北 睦子さんを講師にお迎えし、ご自身の子育てや起業、審議会
委員等の経験をふまえ、男女共同参画の視点から、女性が自分の意見を伝えることの必要性についてお話
いただきました。ワークショップや自身の欲求を知るチェックリストなど
を取り入れた内容は、終始和やかな雰囲気で行うことができました。アンケ
ートからは、
「すごく良かったです。時間が経つのが早かったです。」、
「あっ
という間でした。もっと長い時間で聞きたい！今の仕事、子育てにぴったり
リンクする内容で、すぐ活かせるテーマが色々ありました。自分なりにどう
【講座の様子】

取り組んでいくか考えます。」との感想が寄せられました。

「ＮＰＯ法人 体験ひろば☆こどもスペース四日市」企画・運営による、市民企画講座が終了しました。
「子どもの権利とは」
「子育て支援とは」
「遊びの大切さ」をテーマに、3 回連続講座で開催されたこの講
座は、子育て中の方を中心に、子育て支援ＮＰＯスタッフの方など多くの方が、子どもの権利を大切にす
る考え方について学び、その保障の視点から日本の親子を取り巻く現状と課題、子どもの育ちに必要な遊
びについて学びました。アンケートでは、
「子どもと少し離れて普段の自分の子どもへの対応について、改
めて考えてとても良い時間でした。2 回目の公開講座には夫も参加させて頂き、夫婦で話す事もできてと
【
ても良かった」「子どもの成長には、その親自身の関わり方や気持ちの部分が
講
座
大きく影響することを、この 3 回通して思った。私自身、変わっていきたい
の
と思う」といった感想が寄せられ、新たな知識を得るとともに、今後の自分
様
子
自身の子育てビジョンについて考える方が多かったように思います。
】

仕事や生き方、家庭の問題など、

毎月、電話での相談を受けています。
《男性相談専用電話》

★ 男性からの相談を、男性の臨床心理士が
お聴きします。（ひとり 30 分程度）
★ 市内にお住まい、通勤、通学している男性なら、
どなたでも利用できます。
★ 匿名で OK です。
プライバシーは厳守します。
★ 相談は無料です。

今月のキーワード

イクボス宣言
３月４日、森智広市長が「イクボス宣言」を行いま
した。「イクボス」とは、部下が育児や介護などと仕
事を両立できるよう配慮したり、育休取得や短時間勤
務などを行っても、業務を滞りなく進めるために業務
効率を上げ、自らも仕事と生活を充実させている管理
職のことを言います。
森市長は、①長時間労働の是正など働き方改革をす
すめ、お互いを支えあう職場風土の醸成に努めます。
②市内の企業や団体に、ワーク・ライフ・バランスの
推進を働きかけていきます。③家族の笑顔を増やして
いきます。週に一度は家族と食事をするぞ！週に一度
は子どもと風呂に入るぞ！月に一度はみんなでお出
かけするぞ！の３つを宣言しました。
「男女共同参画プランよっかいち 2015～2020」
には、父親の子育て参画など男女共同参画を、市役所
が率先して行っていくことを掲げています。ワーク・
ライフ・バランスを進めるには、経営トップ・管理職
の決意と行動が成功の鍵とも言われています。市長の
「イクボス宣言」をきっかけに、さらにワーク・ライ
フ・バランスを進めていく必要があると思います。
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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。

今回も、私（４３歳男性）の子育て奮闘記です。
育休期間を終え、職場に復帰して約２カ月が経ちま
した。今回は育休について振り返りたいと思います。
育休を取ろうと思ったのは、妻の妊娠がわかってす
ぐでした。妻とよくよく相談して、出産の日から妻の
体調が戻り、かつ収入が減少しても大丈夫な期間とし
て約２カ月半、職場の理解もあって取らせていただき
ました。今思えば長いようであっという間でした。当
時は長く感じたものです。特に冬休み期間は…(-_-;)
Ｒ君Ｋ君とは幼稚園の時間を除いて常に一緒だった
こと、また、幼稚園行事への参加や先生との会話から、
外での二人の様子も知れ、成長を感じることができた
貴重な経験でした。これは育休を取ったからこそ、経
験できたものだと思っています。
今は、ほぼ毎日残業で、何とか子どもたちが寝る前
には帰っていますが、平日は起きている二人と触れ合
えるのは１時間ほどしかありません。育休期間もう少
し大切に過ごせばよかったなぁと、後悔しています。
【２カ月半常に一緒だったことを覚えていてもらいたい担当:Ｙ】

キャリアコンサルタントがお聞きしま
す。（１回５０分までの個別相談）
【対象】市内在住、通勤、通学して
いる女性
【場所】四日市市男女共同参画セン
ター「はもりあ四日市」
★予約優先です。
お電話またはメールにてお申込みください。
NPO 法人人材育成センター
電 話 ０５９‐３４０‐３０１５（平日9時～12時、13時～17時）
メール support@ji-center.com（終日）
※氏名、電話番号、希望日時をお伝えください。
★託児あり：希望される方は、申込み時にお伝えください。
★相談事業のお問合せは「はもりあ四日市」までお願いします。
★昨年度と電話番号、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽが変わっています。ご注意ください。
本事業は、四日市市が NPO 法人人材育成センターに委託し、運営
されています。

働くウーマンナビ
開催日は月２回土曜日。
開催日によって時間が異な
ります。

【開設日時】
15 時～19 時 16時～20 時
４/８
４/22
５/13
５/27
６/10
６/24
７/８
７/22
８/12
８/26
９/９
９/30
10/14
10/28
11/11
11/25
12/２
12/９
１/13
１/27
２/10
２/24
３/10
３/24

登録グループイベント情報
「私もアナタもい～い～よぉ～の会」記念トークライブ開催
「い～い～よぉ～」でおなじみの、吉本新喜劇アキ氏をゲストに迎え、「愛する子どもに、い～い～よぉ～」
「大事な家族に、い～い～よぉ～」
「自分自身に、い～い～よぉ～」笑いと感動の素晴らしい時間を、自分へ
プレゼントしてみませんか？
日時：平成２９年４月８日（土）１７時開演（１６時１５分開場）
場所：ばんこの里会館
料金：前売り３５００円 当日４０００円 ＊前売りで完売した場合は当日券はありません。
申込先：私もアナタもい～い～よぉ～の会
振込先：
（ゆうちょ銀行）名義：ワタシモアナタモイーイーヨォーノカイ 記号：12250 番号：33276691
ＴＥＬ：080-6927-2039 （電話に出れないことがありますので基本的にメールでお申し込みください）
メール：ｗａｉｉｙｏ＠ｅｚｗｅｂ.ｎｅ.ｊｐ 【①名前（ひらがな）②連絡先 ③枚数 を記入してください。
】
○●あとがき●○
こんにちは、川尻です。表紙のごあいさつでも少し触れましたが、私はこの 3 月で異動となりました。3 年前に
はもりあに来てから、登録グループの皆さまをはじめ「はもりあ」を支えていただいている方々に、大変お世話に
なりました。後任は、磯村が所長として赴任します。3 年間ありがとうございました。 感謝 <(_ _)>

