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 　本年３月、平成20年度から平成25年度まで

 の６年間を計画期間とする「釜石市男女共同参

 画推進プラン」を策定しました。

 　男女共同参画推進事業は広範多岐にわたるた

 め、計画を総合的・効果的に推進していくに際

 しては、行政はもとより市民、民間企業、各種

 団体などと緊密な調整、連携を図っていくこと

 が大切となります。

   計画の進捗状況について、毎年度把握し、公

 表することとしていますが、先般、平成20年

 度の進捗状況（左表）がまとまりました。

 　平成25年度の目標値達成に向けて、軒並み

 快調な滑り出しを見せていますが、「審議会等

 における女性委員の比率」が、昨年度実績を下

 回りました。

 　当該比率について、国は、平成20年９月30

 日現在で32.4％、県は、平成20年 10月１日現

 在で34.4％と高い数値を示していることから

 も、今後、相当の努力が求められます。

 　こうした中、平成21年度は、新しい男女共

 同参画計画の実質的なスタートを切ります。

　これまで、男女共同参画フォーラムや男女共同参画展、各種講演会等個別に実施してきたものを、

男女共同参画まちづくり市民大学開催事業として統合し、内容の充実・深度化を進めることにしたほ

か、ワーク・ライフ・バランスの普及促進に関する新規施策の導入など、釜石市の男女共同参画史に

新たな１ページが刻まれようとしています。

　今号では、『平成21年度　男女共同参画推進事業の概要』と題し、85事業に上る釜石市男女共同参

画推進事業の中から、特筆的なものをピックアップして紹介します。

指　　　標 単位 摘要
男女混合名簿の採用校 ％ 76.5 76.5 100.0 小・中学校

平等と感じる人の割合 ％ 13 19 30 意識調査

思春期講演会の開催回数 回 10 累計値

回 216 累計値

パパママ準備教室の開催数 回 72 累計値

パパママ準備教室への男性参加率 ％ 68.8 81.5 90.0
保育所待機児童数 人 18 2 0
ゆいっこサポートセンター会員登録数 人 100 117 120
早世の割合 ％ 15.4 15.4 13.6
乳がん検診新規受診者数 人 1,800 累計値

子宮がん検診新規受診者数 人 1,800 累計値

喀痰検査受診者数 人 1,000 累計値

人 ー ー 10

審議会等における女性委員の比率 ％ 29.8 29.2 40.0
女性委員のいない審議会をなくす 16 12 6
市職員管理監督者に占める女性の割合 ％ 18.4 20.8 30.0 係長職以上

地域会議における女性構成員の比率 ％ ー 13.6 20.0
男女共同参画サポーター認定者数 人 10 累計値

回 1,800 累計値

注２）（　　）※：（　　）内は単年度の数値である

19年度 20年度 目標値
25年度

基 

本 

目 

標 Ⅰ

（2）※ 4（2）
婦人相談・人権相談・法律相談の開催
回数 （36）※ 72（36）

基 

本 

目 

標 Ⅱ

（12）※ 21（9）

10月末現在

基 

本 

目 

標 Ⅲ

（302）※ 669（367）
（355）※ 727（372）
（180）※ 394（214）

障がい者就業・生活支援センターの支
援による一般就労移行者数

平成23年度
運営開始

基 

本 

目 

標 Ⅳ （1）※ 4（3）
外国語指導助手の小・中学校、幼稚園
への訪問回数 （330）※ 657（327）

注１）累計値：H20～25の累計とする

　市内の女性団体は、行政と協働で男女共同参画に係る様々な取り組みを進
めてきた経緯があるが、世代交代が進まず、高齢化等によって団体運営その
ものが困難となり、解散に追い込まれるケースも増加している。このため、
男女共同参画を推進するための新たなリーダーを養成する。
○ 内容：
　①人権（ＤＶ）、②ワーク・ライフ・バランス、③女性のキャリア形成、
　④安全・安心と男女共同参画、⑤地域の活性化と男女共同参画、以上５つ
　のテーマから３回の講座を開催
○ 開設（実施）時期：平成２１年秋頃
○場所：市青葉ビル
○対象：一般市民（定員３０人）
○ その他：全ての講座を修了した市民に修了書を交付

　ワーク・ライフ・バランス（以下、ＷＬＢと言う。）の推進に積極的に取
り組む企業を優良企業として認定表彰し、その取り組みを広報かまいしや市
ホームページなどで紹介する。
　これと同時にＷＬＢに係るセミナーなどを開催して啓発活動を行う。
　以上をもって、ＷＬＢ普及のパイオニアを養成する。
○ 内容：
　①仕事と家庭両立支援、②男女がともに働きやすい職場作り、③性別にと
　らわれない従業員の能力活用や職域拡大、④独自の取り組み、以上４つの
　テーマに係る取り組みを審査の上、優良企業を認定表彰
○応募期間：平成２２年１月頃
○ 認定表彰対象：ＷＬＢの推進に積極的に取り組む市内の企業、事業所
○ その他：制度の詳細については、追って市広報等を通じ周知予定

　男女共同参画の推進には、小さい頃から、男も女も一人の人間として尊重
されるべきであるという環境や教育が大切である。
　このため、生命尊重・人間尊重、男女平等の精神に基づき、自分自身を大
切にするとともに、相手の心身の健康についても思いやりを持って望ましい
行動がとれる青少年を育むため、中学生を対象に思春期講演会を開催する。
○ 内容：
　専門医師等による講演
○ 開催時期：平成２１年１１月頃
○場所：釜石市立釜石中学校
○対象：生徒及びその保護者、学校関係者、地域住民等

　釜石市内の男女共同参画サポーターは、昨年度末現在で１１人となり、現
在２人が認定に向けて講座を受講中である。
　男女共同参画まちづくり市民大学の開催を契機に、連携を深める。

　市青葉ビルにおいて、啓発ビデオ等の貸出しを通年実施する。

　年４回発行し、男女共同参画推進の啓発に努める。

　「父親の子育て力向上推進事業」や「男の料理教室」など、年間を通じ計
画的に実施する。



　国では、毎年６月23日から29日までの１週間を「男女共同参画週間」と定め、男女共同参画推進の

ための各種行事や広報啓発活動が全国で行われています。

　岩手県もこれに呼応する形で、毎年６月を「いわて男女共同参画推進月間」と定め、様々な取り組

みを進めていますが、メインイベントとして、去る６月21日（日）、いわて県民情報交流センター

（アイーナ）において、いわて男女共同参画フェスティバル２００９が開催されました。

　午前中は、人権や教育、家庭などをテーマに８つの分科会が開催され、午後は、「ともに築く元気

ないわて」と題し、志村尚一氏による講演と劇団ぜんとようようくらぶによる歌と踊りが披露された

ほか、岩手町のグループホームが舞台の映画「ホーム・スイートホーム」の上映会が開催されました。

　当日、釜石市からは総勢 21人の女性団体関係者、男女共同参画サポーターらが参加しましたが、い

ずれの催しも有意義かつ勉強になったとの感想が多数寄せられる一方、幾つかの分科会では、分科会

の運営等に関し激論が交わされる１コマもあったようです。

　それでは、いくつかの分科会について、参加者報告をいたします。

分科会⑧「寸劇「おれのめしは？」」
主催団体：千厩地域男女共同参画推進クラブ
会　　場：８階８１２号室
【参加者報告】
　１００人の募集人員であったが、満席状態。熱気むんむん。
　実家の父が急病になった妻に、夫は「おれのめしは？」の一言。
　その後の展開は、想像のとおりであったが、寸劇終了後の討議は、まさしく「闘議」で驚きの連続。
　「自分達も寸劇をやっているが、こんなのは最低」との発言にはいささか閉口した。
　しかし、主催者は、そのことばを軽くいなし、かえす刀を打ち込み一本。
　さすがと関心したり、寸劇でこんなに盛り上がるなんて素敵。
　男女共同参画は奥が深いと感じる一日だった。

分科会①「あなたはパートナーに「感謝状」をあげられますか？」講師：普代村教育長　熊坂伸子　氏
主催団体：岩手県人権擁護委員連合会男女共同参画推進委員会
会　　場：５階５０１号室
【参加者報告】
　始めに、人権擁護委員による「模擬相談」が行われた。相談内容については、秘密が守られる。相談は無料でありむずかし
い手続きはないので、気軽に利用して欲しいとのことだった。
　続いて、熊坂氏による講演があり、引き続きワークショップが行われた。
　最後に、熊坂氏一押しの絵本『いつもいっしょに』の読み聞かせがあり終了した。
　パートナーって何だろう？配偶者、恋人、同性同士のパートナーもあり、定義も多種多様化している。動物は種の保存のた
めにパートナーを求めるが、人間は他の動物とは違う意味のパートナーを持つ。今、少子高齢化の社会、未婚の人が増えてい
る。生身の女性は面倒だからと、バーチャルの世界にパートナーを求めている現状もある。次世代へ与える影響は大きい。夫
婦は、せめて子どもの前では仲良くしよう。日本民族の存亡がかかっている大きな問題である。
　講師が人権擁護委員をしていた頃のことや、家庭と仕事を両立するご自身の生活を引き合いに、私たちと変わらない等身大
の悩みやひたすらに前向きな解決法などを話され、お人柄のにじみ出る優しい語り口に魅了された。力まずあせらずそして楽
しく、パートナーとの暮らしを続けていけそうなそんな気持ちにさせられる、肩の力が抜ける講演だった。
　ワークショップでは、パートナーとの良い関係を保つための方策について、参加した老若男女から様々な意見が出された。
必要なのは国の制度を待つのではなく、自分が努力することである。思いやりを持ち相手に感謝する、会話を増やす、相手に
だけ求めず自分が変わる、干渉しない時間を持つ等どれも体験を交えた説得力のある意見だった。ユニークだったのは、お風
呂はパートナーと一緒に入ろう！宣言に会場の参加者で賛同したこと。高齢者のひとりでの入浴は危険だから…、スキンシッ
プから会話が増えるから…、省エネにも効果が大きいから…など良いことづくしなので是非広めましょうとの提案だった。

分科会⑥「ＤＶＤ＋インタビュー 講演会「日照に行こう！」」
主催団体：ＯＮＥＷＯＲＬＤ（ワンワールド）
会　　場：８階８０４Ｂ号室
【参加者報告】
　主催団体ＯＮＥＷＯＲＬＤ中国人スタッフ（女性）の故郷「中国三東省日照市」について紹介された。
　このＯＮＥＷＯＲＬＤという組織は、今年５月に発足したばかりとのことで、「世界は一つ」をテーマに、会員相互の親交
等を通じ、国際交流推進のためのネットワークを構築しつつ、広く人類の平和と幸福に寄与することが目的だという。
　既に各種の国際交流イベントも計画しており、組織のバイタリティを強く感じたが、会場内からは、やっていることと人類
の平和と幸福に寄与という目的にギャップを感じるといった強い批判の声も上がった。
　私的には「評論」より「草の根的でもまずやっぺし」が大事であると思う。そういった観点でＯＮＥＷＯＲＬＤを支持した
い。ただし、ネットワークの完成目標を、２０１２年１２月２５日と年月日まで指定している点について、その年月日が各方
面から様々な意味合いを有していることもあり、公言は控えた方が良いと思った。



       

　　～　平成      21      年度「男女共同参画週間」の標語  

　内閣府男女共同参画推進本部では、毎年６月23日から29日までを「男女共同参画週間」と定めてい

ますが、この週間の趣旨を伝える標語が、応募総数２,４３５点の中から選ばれました。

　

　　～　「ワーク・ライフ・バランス啓発セミナー」の開催

　岩手県と岩手県男女共同参画センターでは、平成21年７月10日（金）10：30～15：30、いわて県民

情報交流センター（アイーナ）において、標記催しを開催します。

　詳細については、岩手県男女共同参画センター（電話：019-606-1761）にお問合せください。

　　～　続・合コンお料理教室『漁師バージョン』の開催

　釜石市では、平成21年５月に「釜石市出会いの場創出事業補助金交付制度」を創設しました。これ

は、昨今顕在化する少子化問題に対し、出会いの場の創出といった観点で、交流会を企画、運営する

民間団体や企業を応援するものです。

　そして今般、釜石湾漁業協同組合青年部が、本制度を活用し、出会いの場創出事業を開催すること

となりました。

 

 

 

6月に30℃になるなんて！
暑い日と肌寒い日とが交互
にやってきて大変。
男女共同参画も同じ、熱く
なったり、冷めたり･･･。
でも、このくり返しがあっ
て前進していくのかも！？
　　　　　　　（Ｋ.Ｉ）

国

標語　“共同参画　新たな社会の　パスワード”

県

１０：００～１２：３０　仕事と生活の調和実現を目指して
　　　　　　　　　　　　【講師】岩手労働局雇用均等室室長　鈴木千賀子さん
　　　　　　　　　　　　　　　　産業カウンセラー　村上眞樹子さん

１３：３０～１５：３０　企業が取り組むワーク・ライフ・バランスの事例発表
　　　　　　　　　　　　【講師】株式会社菅文　人事総務部長　菅しのぶさん
　　　　　　　　　　　　　　　　ＩＧＲいわて銀河鉄道株式会社　総務部主任　野村重之さん

　　いわて若者サポートステーション出前相談会
　いわて若者サポートステーションでは、９月２６日（土）１０：００～１７：００、釜石市
青葉ビル第１研修室にて、就業に関して悩んでいる１５歳から概ね４０歳未満の若年無業者等
とその保護者を対象とした、キャリアコンサルタントによる個別相談会を実施します。

■問合せ・お申し込み先■
いわて若者サポートステーション
電話： 019-653-4210

 
情情報報・・アアイイデデアア  募募集集中中！！！！  

 市少子化対策・男女共同参画推
進室では、れれででぃぃすす・・ねねっっととわわーー
くく掲載用の情報・アイデアを随時
募集しています。 
 

【お問い合わせ】 
市少子化対策・男女共同参画推進室 

TEL/FAX：0193-22-6002 
E-mail ↓↓↓ 

Syousi@city.kamaishi.iwate.jp 
件名に”れでぃす・ねっとわーく宛”  

とご記入ください。) 

息子の試合と日程が重なり、後ろ髪をひかれる思いで参
加した今年のフェスティバル。それも会場に到着するま
でのこと。「分科会」も「元気がでる講演会」も、泣い
たり笑ったりうなずいたり…あっという間に時間が経過
し、参加して良かったと心から思える内容でした。良好
な夫婦関係を保つためには、ふりでも良いから感謝する
ことが大切だと言ってた人生のセンパイのひとことが一
番のお土産かも（笑）　　　　　　　　　　（Ｙ.Ｃ）

昔、北極や南極から氷を
運び、物を冷やすことを
商売にした人達がいたそ
うですが、冷蔵庫の発明
で倒産したそうです。資
本主義社会では、発明が
失業を誘発することもあ
るんですね！（Ｔ .Ｎ）

（宮崎県　和田　勉　様）

参加無料
※ ただし資料代は１００円となります。

市

◇日　時：平成２１年８月１日（土）１５：００～１９：００
◇場　所：釜石湾漁協嬉石研修センター
◇対　象：原則、市内在住若しくは市内に勤務する方で概ね４０歳までの独身女性
◇定　員：２０人
◇参加料：１ , ０００円
＜お申し込み方法＞
　参加希望者は、住所、氏名、年齢、職業（勤務先）、連絡先の電話番号を明記（電話の
場合は口頭で）の上、７月２４日（金）までに、以下の宛先までお申し込みください。
　宛先：釜石湾漁業協同組合青年部事務局　担当：小林
　　　　住　所：〒 026-0001 釜石市大字平田 3-46 　　　　
　　　　ＴＥＬ :0193-26-5221 　 FAX:0193-26-5643
　　　　※Ｅメールの場合は、下記アドレスまでお願いします。
　　　　　 nakadaira1565@city.kamaishi.iwate.jp（釜石市役所　中平）

相談無料（要予約）

mailto:nakadaira1565@city.kamaishi.iwate.jp

