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ですか？！ 女と男との参画関係
ご存じ

あすてらすポケットクイズ
毎号、特集テーマに関連した男女共同参画に関するクイズ等を出題します。
心のポケットにしまっておきたい、ポケットからちょっと取り出して伝え
たくなる情報をご紹介。ぜひチャレンジしてみてください。

家事ギャップ

問題

（平成２８年社会生活基本調査より）

島 根 県 の ６ 歳 未 満 の 子 ど も を も つ 夫 婦 の、家 事
ギャップ（１日の家事関連時間の男女差）は５年前と
比べて・・・？

小さくなった
2 ほぼ同じ
3 大きくなった
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※答えは６頁のミニ解説【データ編】へ

特集

家事・育児等への男女のギャップを埋めるには？

「女性活躍推進法」が施行され、職場における女性の能力発揮への期待が一層高まる一方で、最近「家事ギャップ」
という言葉も注目されるようになっています。家事ギャップとは、男女（夫と妻）の間で家事や育児等について
の負担や責任、意識に差があること。一般的には、これまで家庭責任を担うことの多かった女性の側に負担が偏
りがちであるばかりでなく、
「自分は結構やっている」と思う夫に対して、「そうでもない」
「この程度で協力な
んて言わないで」という妻など、意識の上でも男女差があることが問題視されています。
そこで、今回の特集では、子育て世代の働く男女の皆さんにお集まりいただき、ご自身の家庭の状況や、この
問題へのご意見・ご提案など、ざっくばらんに語っていただきました。

ギ ャ ッ プ …感じてますか？
〜子育て世代男女のホンネ座談会〜

写真左から 山崎 千恵さん ＊ 東

俊介さん ＊ 浜田 昌美さん ＊ 加藤 将文さん
よう頑張っています。妻は、よくやってくれている

各自の家事・育児の参画状況は？

と友人にも自慢するなんて言ってくれますが、もし
かすると自分を喜ばせる作戦で、本当は妻の手の上

ー女性が職場で活躍するには、男性がこれまで以上

で転がされているのかも知れませんね。

に家庭参画することが必要というのは当然な気がし

浜田

ますが、現実にはままな

すが、家事はその分、夫の方がやってくれているかも。

らない家庭も多いようで

結婚前から結婚・出産後も仕事をがんばりたいと伝

す。皆さんのところはど

えていたし、夫も「どんどんやって」という考えだっ

うですか。
加藤

たので、自然と協力するようになっていったのだと

共働きなので、子ど

思います。もちろん、夫の家事の手際は最初から完

もができる前から互いに
できることはやるという
協力関係で、今は妻の出
産が控えているので、娘
の保育園のお迎えからお
風呂、ご飯、寝かしつけ
まで一通り一人でできる

育児に関しては自分の担当が多い部分はありま

か とう

●加藤

璧だったわけではありませんが、多少のことには目

まさふみ

将文さん

をつぶって、細かく褒めたりなどの段階を経て、今

カナツ技建工業株式会社総務部

の状態になった感じです。

座談会の３日後が第２子出産予
定の妻と、まもなく２歳の娘と
３人暮らし。夫婦共に松江市出
身で、３年前にＵターン。正社員
の妻は娘の育休中からそのまま
産休、第２子の育休も取得予定。

東

うちも、子どもが産まれる前から、家事はでき
る時にできる方がやるという感じでしたが、互いに
育休を取ったことで、家庭責任は夫婦半々だという
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特集

家事・育児等への
男女のギャップを埋めるには？
気持ちがより強くなった

に大変みたいなこともありますね。うちは、育休以降、

と思います。実家が遠く

料理は何となく自分になってしまいました。夫は料

夫婦で協力するしかない

理が上手だし、私が作らないようなものを作ってく

中で、自分の子どもの成

れるので、休みの日などはもう少しやってほしいな

長は間近で見たいという

あと思います。
加藤

気持ちや、自分が取るこ
とで父親の育休も当たり
前という意識が広がって
ほしいという気持ちなど
も合わさって育休を取る
ことにしたのですが、本
当 に 良 い 経 験 で し た。

が当然のようになってしまっているのは改めなけれ

ひがし しゅんすけ

●東

わが家も、育休中の妻が料理をやってくれるの

俊介さん

ば。自分は、休日には子どもの面倒をみるようにし

島根県環境生活部自然環境課

ているんですけれど、もうそれだけで手一杯なのが

妻、長女（12 歳）、長男（10 歳）、
次男（８歳）の５人家族。自身・
妻ともに実家が県外ということ
もあり、長女と長男の時に、妻が
１年間の育休取得後、自身も半
年ずつ育休を取得。

実感です。でも、妻はいつも子どものケア以外にも
やっているわけですからね。一度、妻が体調が悪く
食欲もないせいもあって、食事の支度をせずに「私

日々、できることが増えていく子どもを見守る喜び

は今日ご飯いらないから」と言ったことがあったん

を感じられましたし、一日中切れ間なく続く家事や

です。仕事から帰ったばかりの自分が思わず「えっ、

育児を経験することで、母親の気持ちが、ストレス

僕のは？」って言ってしまった時は、ものすごく怒

も含めてよくわかりましたし。

られて。今でも反省しています。

山崎

東

ここに来るまでは、自分の夫はよくやってくれ

「家事ギャップ」という言葉自体、今回の座談会

ている方と思っていましたが、皆さんのお話を聞い

のお話をいただいて初めて知りました。ただ、「家事

ていると全然違いましたね。とはいえ、自分はもと

ギャップ」とは違いますけれど、育休中に子ども連

もと専業主婦だったので、その頃は９割９分家事も

れで子育て中の母親が集まる場所に出かけたりする

育児もやっていましたけど不満とかはなく、夫も当

と、「（パパの子育てなんて）すごいねえ」と声をか

時は仕事が多忙でしたので、それで当然という気持

けてもらったりするんです。でも、「ママの子育てす

ちでした。今は、自分も仕事を始めて７：３くらい

ごいねえ」なんて言う人はいないでしょう？男女で

までになっているかな。就職する前から息子は幼稚

役割や責任に対する社会からの期待の差（＝ギャッ

園に通っているので、今のところ仕事の時間は午後

プ）があるというのは、育休中に実感して、こうい

２時までとしています。

うことも家事ギャップと繋がっているのかも知れま
せんね。

家事ギャップの現状は？

山崎

今のお話を聞いて、ちょっと泣きそうになりま

した。確かに、どんなに家事や育児をやっても女性・
母親だと当たり前なんですよね。これが男性だと、

ー「家事ギャップ」という問題については、どう

少し手伝っただけで褒められたりするわけですから、

感じておられますか。
浜田 「世の中の問題」として、理解はしていますが、

実際の分担割合や「やっている」という感覚にギャッ

正直自分の家庭の問題として強く感じたことはない

プが生じるのもわかる気がします。だからこそ、夫

ですね。でも、全くギャップがないわけではないで

と家事・育児の負担割合

すよ。例えば、夫は買い物はしてきてくれるんですが、

を比べると、物理的には

買った物は袋のままテーブルに置いて終わり。冷蔵

私の方が多いのにそんな

庫や所定の棚にしまうまでしてほしい気持ちにはな

に負担や不公平に思わな

ります。

いのは、お互いが求めて
いるレベル（期待）にも

山崎 「掃除」とか「料理」とかわかりやすい名前のな
い家事ですね。うちも、トイレットペーパーや石鹸

やまさき

●山崎

の補充はいつも私がやっているんですが、使ってい

え

千恵さん

株式会社 Cocoro Ribbon

るのは夫の方が多いんじゃないかと思ったりすると

夫と５歳の息子の３人暮らし。
夫の転勤で県外から松江へ移
り、夫に時間の余裕ができたこ
ともあり、４月から６年間の専
業主婦生活を返上して Cocoro
Ribbon に勤務。出雲市出身。

気づいてほしいなあと。
浜田

ち

それから、産休や育休を境に、以前は協力でき

ていたのに、育休中だからと担当が増えちゃって逆
3

ともと差があるからとい
うのが大きいかも知れま
せん。だからと言って、
きっちり平等にしてよ、
と主張したいわけではあ
りませんが。

東

家事ギャップを乗り越えるには？

んなに多くないと思うので、こういう取組はとても
いいと思います。ギャップがあって、そのことが原

ー「家事ギャップ」の問題も含めて、ご自身の家庭

因で互いに不満があるのに、夫婦なんだから「わかっ

でこうしたい、または、社会がこうなってほしいと

てくれるはず」「察してよ」と敢えて言わないでため

いう思いはありますか。
加藤

込んでしまっている状態が一番のストレスなのでは

自分は、第２子が産まれた後も育休を取る予定

ないでしょうか。そういう人は結構いるでしょうが、

はなく、妻からも取ってほしいと言われてはいない

口に出す習慣がないから言えずにますますギャップ

のですが、今以上に家事・育児に力を入れたいなと

も大きくなるという悪循環になる。でも、内閣府で

は思っています。勤務先には、今年初めて１ヵ月の

作成されたようなシートをきっかけに相手の思いを

育休を取った男性もいて、全社的に男性の育児参画

知り、これからのことを話し合う機会が持てるよう

には歓迎ムードなので、こうした社員に好意的でや

になれば、互いを思いやって感謝の気持ちも生まれ、

りやすいと思います。やはり、女性の活躍を進める

より良い家庭が築けると思います。

ためには、会社、そして社会全体が男性の家庭参画

浜田

にも前向きであることが大事だと思います。

こういうシートは初

めて見ましたが、これを

山崎 「家事ギャップ」って何が問題かというと、単純

見ると、夫婦の理想的な

に女性の側の負担が重いからというだけではないと

分担バランスは夫婦ごと

感じました。わが家では、私が仕事を始めて最初の頃、

に違うし、違っていいん

洗濯や掃除が今までのようにできなくなり、家の中

だなとわかります。私が

がぐちゃぐちゃになったと感じた時期があったので

仕事と家庭を両立して

すが、今まで通り完璧を求めると自分の負担、相手

やっていきたいと考える

への期待がともに大きくなってストレスが増します

ようになったのは、それ

よね。だから、夫と話し合って、手抜きもＯＫとい

を実践していた母の姿を

う風に気持ちを切り替えたんです。これで、気分的

見てきたからですが、正

には随分楽になりました。それから、今でも明らか

直父は家事参画していた

に私の方が家事・育児を担っていますが、そのこと

はま だ

●浜田

まさ み

昌美さん

有限会社高浜印刷営業部

松江市出身。両親と共に自営業
で働く夫、１歳４ヵ月の娘との
３人暮らしだが、自身・夫とも
に両親が近居なので、サポート
してもらうことも。

わけではないので母に負担がかかっていたし、それ

に不満があまりないのは、夫婦間でお互いが心地よ

を自分も当然視していたところがあります。もちろ

いと感じるバランスについて、きちんと話し合えて

ん、夫は分担に協力的な人ですが、改めてこうした

いるからだと思います。夫は、もともとほとんど担っ

ツールを使って自分たちに最も合うやり方・バラン

ていなかったからこそ、特に子育てについては「何

スを目に見える形で探していくというのは、良い方

をどうしてほしい？」とか「どういう風にすればい

法ですね。

い？」と訊いてくれるので、こちらも希望を言いや

山崎

すく、不満をため込まずに済んでいるようです。

今、専業主婦の女性の中にも、「家事・育児全部

担って当然と思われているけれど、もしも夫が家の
ことをいくらか担ってくれる気があるなら働きた

ー「家事ギャップ」の問題解決に向けて、国（内閣府）

い。」と思っていて、でも、そのきっかけがつかめず

や自治体でも取組を進めています。（※）
（※）

山崎さんのように、オープンに話せる夫婦はそ

にいる人もいるかも知れません。そういう人にとっ
ても、こうしたツールを意識的に使ってみるのは助

内閣府では、夫婦が互いに支え合い、協力するための

けになる気がします。

コミュニケーションツールとして、「夫婦が本音で話せ
る魔法のシート ○○家作戦会議」を作成し、活用を促
している。

（2017.10.31 取材）

（http://www.gender.go.jp/public/sakusenkaigi/）
また、企業と共同で「夫婦円満都市
推進プロジェクト」を展開する宮崎
県日南市、山形市など、取組を進め
ている自治体もある。
写真は、内閣府「夫婦が本音で話せる

魔法のシート ○○家作戦会議」
の表紙
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特集

家事・育児等への
男女のギャップを埋めるには？
最近、よく耳にするようになった「働き方改革」は、「女性活躍推進」の延長線上に見られる取組ですが、そ
の最たるものである長時間労働の是正は、男性が家庭責任を女性と分かち合い、男女の家事ギャップを埋める動
きとも呼応するものです。働き方改革に取り組み、男性の家事・育児等への参画が進むことこそ、女性にとって
のみならず、当の男性、ひいては企業や社会全体にとってプラスになると早くから提唱され、島根県女性活躍推
進アドバイザーを始め、様々な活動を展開されてきた「ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン中国」顧問の福井
正樹さんより、アドバイスをいただきました。

に
人
この く！
聞

家事ギャップを乗り越えるためのアドバイス
ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン中国 顧問

〈プロフィール〉

ふく

い

まさ

き

福井 正樹さん

1956年福島県会津若松市生まれ。東京の出版社での雑誌・書籍の編集者を経て出版社経

営（10年）。1985年の長女誕生から次女が４歳になるまでの６年間、家事・育児を妻と半々で分担する。
1998年、妻の父を介護するために人生をリセットし一家で鳥取市に移住。移住後、中堅の建設会社経営に11
年間携わり、その後現職。
ＷＬＢＣ関西フェロー、ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン中国顧問、島根県女性活躍推進アドバイザー、
新潟市働き方改革アドバイザーなどを通して、男女共同参画社会の実現、女性の活躍推進に尽力し、全国の企
業・行政へのコンサルティング、社内研修、講演などを年間150本以上行っている。

【家事ギャップ・・・その本質は】

分担してても結局は自分がやらなきゃいけなくなるん

「家事はママがするもの・・・」これは長い間培わ

端だ、ちゃんとやっていない」ということになってし

だ」とか「おんなじことしても夫のやることは中途半

最初に少し硬い話をしましょう。

まうのです。

れてきた男女の分業意識（固定的役割分担意識）から

家事スキルを高めることは男性の将来にとってとて

くるものです。男性が働き、女性が家事育児を担うこ
とによって長い間社会が、経済が、機能してきました。

も「利益」になること。進んで「スキルアップ」を目

しかしながら、社会構造が大きく変わったことにより

指し「苦痛感」を減らしましょう。

【お互いの

この「やり方」では機能し難くなってきたのです。で
も長い間のこのやり方は、家庭教育や学校教育にも

家事苦痛感を話し合おう】

「家事がどのくらい苦痛か、負担か、やりたくないか」

すっかり根付いていて、「男の子」は「おとなになっ

を夫婦それぞれがちゃんと話し合う場を持つことをお

たら家事育児」をするという教育や意識付けがなされ

勧めします。

ずに大人になってしまっているのです。

お互いが家事についてどのように思っているのか意

意識付けというのはとても重要で、あらゆる場面で

外に知らないもの。定期的（その過程によって違いま

影響を及ぼします。影響の中で一番大きいのが「スキ

すが 1 週間に一度程度）に家事について話し合う曜日・

ル」。いわゆる子どもの頃の「お手伝い」というもので、

時間を定めて、短い時間でいいので話し合ってみま

男の子にはこの経験が少ないがゆえに、また、家事を

しょう。家事のどの部分が大変か、苦手か、苦痛かを

しなければいけないという意識が薄いがゆえに「スキ

話し合い、それをどうやって補い合うかを話し合って

ル」が身につきにくいのです。

みるのです。「時間があったら話し合う」のではなく、

【家事ギャップはスキル】

話し合う曜日と時間を決めることが実行できる秘訣で
す。

何事においても、
「スキル」の低いことはやるのに「苦

痛感」「苦手感」を伴います。仕事で疲れて帰ってき

家事子育てに主体的に関わることは、男性にとって

て妻と分担して行う家事が「スキル」が低いがために

将来の幸せをもたらすことを信じて「家事ギャップ」

苦痛になる。そしてそれが態度・言葉・表情に出る。

消滅のために頑張りましょう！！

妻はその夫を見て「自分だって疲れているのに、家事
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ポケットクイズ
ミニ解説
【データ編】

【問題】島根県の６歳未満の子どもをもつ夫婦の家事ギャップ

3

答え

（１日の家事関連時間の男女差）

大きくなった

先頃公表された「平成２８年社会生活基本調査 生活時間に関する結果」（H28. 総務省）によると、島根
県では、６歳未満の子どもを持つ世帯の夫の１日の家事関連時間（家事・育児・介護・看護・買い物時間の
週全体平均）は１時間９分、５年前の同調査と比べて２７分短くなっています。逆に妻の家事関連時間は、
４分長くなっていて、当然ですが妻と夫の家事ギャップは約４．２倍→５．９倍へと大きくなってしまいま
した。職場における女性の活躍への取組推進に

Ｈ23

伴い、男性の家庭参画が期待されていて、全国
的にはこの５年間で家事ギャップは縮まる傾向
にあります。そんな中で、島根県のデータは、

島根県

この動きに逆行しており、いまや全国平均より
も男女の家事ギャップは大きくなっています。

夫の家事関連時間
（時間．分）

1.36

1.09

妻の家事関連時間
（時間．分）

6.43

6.47

約 4.2 倍

約 5.9 倍

夫の家事関連時間
（時間．分）

1.07

1.23

妻の家事関連時間
（時間．分）

7.41

7.34

約 6.9 倍

約 5.5 倍

ギャップ

別の調査では、子育てしながら働く女性の割
合が全国１位となっている島根県（平成 24 年就
業構造基本調査）。男性の一層の家庭参画を進め、

全

男女が職場にも家庭にもバランスよく参画し、
協力し合える関係づくりを本気でめざしたいも

国

ギャップ

のです。

Ｈ28

リ レ ー コ ラ ム vol.11

わ が家にも家事ギャップ・・・？
今号の特集テーマ、
「 家事ギャップ」
という言葉をテレ
ビの情報番組で初めて耳にした時、女性センターの職
員としては関心を持って観たものの、正直言って自身の
プライベートを振り返ることはなかった。私には、別居の
まま１７年ほど事実婚を続けている夫がいるが、普段は
互いに一人暮らしで、ほとんど各自でやっているので、
「夫と妻の家事の協力」
ということ自体ピンと来ていな
かったのだ。
でも、座談会に参加された皆さんの話を聞いていて、
ふと
「あれっ？これ、私にもあるな」
と思い当たってしまっ
た。そう、石鹸やトイレットペーパーの補充である。つま
りは、名前のない家事。私と夫は、数ヶ月に一度、数日間
一緒に過ごすのだが、いわゆる名前のない家事は大体
私がやっている。洗剤など消耗品の補充をはじめ、掃除
機の紙パックの交換や洗濯槽の掃除など、そう頻繁で
はないが、気づいた時にやるのは私である。夫はほとん
ど気づかない。私も別にこれ見よがしにやるわけではな
いので、夫は自分が掃除や洗濯をするのに、何か知らな

いうちにお膳立てされているとは思いもよらずに“平等
に”家事参画していると思い込んでいる節がある。そし
て、これが最も問題なのだが、私自身がこの役割をあた
かもそれが自然なことのように引き受けていて、今回の
座 談 会で気 づかされるまで、そもそも問 題 視していな
かったのである。これは、日頃「ジェンダーの偏りに敏感
になりましょう」
なんて言っている、女性センターの職員
として恥ずかしいことだ。知らず知らずのうちに
「お膳立
て家事」
をやる度に、一番身近な夫の生活自立のチャン
スを奪っているわけだから。
もしかすると、私の方にも気づかないうちに夫にやっ
てもらっている家事があるかも知れない。やっぱり、お
互いのためを思うなら、たまに会った時にでも家事全般
の洗い出しをすることから始めた方がよいだろう。そん
なことに気づかせてくれた、今回の特集だった。
公益財団法人しまね女性センター 事業課副課長
小 川 洋 子
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向け ン
学生 デザイ
座
フ
ライ 支援講会場】
雲

講座レポート

DＶの背景に潜むジェンダー規範

〜支配構造と被害者心理〜

【出

●と き
●ところ

平成29年6月28日
（水）
10：40〜12：10
島根県立大学出雲キャンパス 大講義室

●主

催

●講

師 遠矢家永子さん（NPO 法人 SEAN 副理事長）

●共

催

島根県、
（公財）しまね女性センター
島根県立大学出雲キャンパス
と お や

か

え

こ

看護学生たちが、ＤＶの支配構造や被害者心理を学び、将来看護師になっ
た時の被害者ケア等に活かしてもらおうと、県立大学出雲キャンパスにて
講座を開催しました。
講師としてお招きした遠矢家永子さんは、
1997 年保育サポートグループネットワーク
ス テ ー シ ョ ン と ん が ら し（現ＮＰＯ法 人
講師の遠矢家永子さん
ＳＥＡＮ）を結成した後、子ども対象の「ジェンダーと暴力」をテーマと
した人権教育プログラムを開発し、ジェンダー平等教育、デートＤＶ予防
教育等の出前授業など、全国各地で子どもの人権に関する啓発活動を精力 グループワークで話し合ったことを質問中
的に行っている方です。講座では、ＤＶの背景にある「彼氏・彼女は○○
参加者の感想（抜粋）
であるべき」といった偏ったジェンダーの考え方を理解し、逃れにくくな ◆「〜だから・・・しろ」などと決めつ
けることも差別につながり、
ＤＶにも
る支配関係や被害者心理、それを防止するための人権力について学び、被
つながることを学びました。
◆被害者への声のかけ方、二次被害を
害者をエンパワーする方法を考えました。
出さないための対応などを学ぶこと
ロールプレイングやグループワークなど、学生の皆さんの主体的参加を
ができました。
促すやり方で、遠矢さんからもワーク中に積極的にアドバイスされるなど、 ◆将来看護師になった時、被害者は心
や体に傷を負っている状態なので、
寄り添ったケアができるようにもっ
一人ひとりが当事者意識を持って理解を深められる講座になりました。
と学んでいきたいと思いました。

参画
同
共
座
男女 届け講場】
お 田会
【浜

人生の新たなステージを考える

〜自分らしくしなやかに生きるとは〜

●と き 平成２９年８月６日
（日）
１３
：
３０〜１５
：
３０
●ところ 浜田市総合福祉センター

浜田市、島根県、
（公財）しまね女性センター

●主

催

●講

師 吉岡俊介さん

よしおかしゅんすけ

（シニア産業カウンセラー、キャリア・コンサルタント）

今年度最初のお届け講座は、家族や組織のために走り続けてきたシニア世代が、
男女共同参画の視点で人生の新たなステージをより豊かにすることをテーマに、
浜田市で開催しました。
講師は、全国でも数少ない男性の悩み相談のカウンセラーをされている吉岡俊
介さん。「男は仕事、女は家庭」で象徴される、性別役割の 囚われ について、
時代を反映した流行歌なども交え、和やかな雰囲気でお話してくださいました。
社会に順応して働く中で身につけた、タテ型（左脳型、論理的思考、解説、命令など）
講師の吉岡俊介さん
思考の男性と、子育て経験等を通じてヨコ型（右脳型、直観、創造性、共感など）
の関係を築く傾向のある女性との違いが、夫婦間のコミュニケーションのズレに繋がりやすいなど、講
師自身の経験に基づいた説明は具体的で分かりやすく、参加された皆さんも頷きながら共感している様
子でした。
参加者の感想（抜粋）
また、傾聴を大切にするコミュニケーションや、
◆まずは自分の気持ちに寄り添
ワーク・ライフ・バランス度をチェックするワー
い、大切にすることが、人へ
の共感や思いやりに繋がる気
クでは、高齢期にはタテ型思考を切り替え、より
がします。
良い人間関係を築くことが、人生を豊かに過ごす
◆物も人生も角度を変えて見る
ことが大切だと感じました。
ための基盤となることなどを、皆で確認できる時
講義の様子
間となりました。
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男女共同参画に関する

取組紹介

り会館で開催さ
れた「防災を考
える〜避難所運

一人ひとりが住んでよかった
といえるまち浜田を！

営〜」の研修会
に参加し、会場
に男女共同参画
視点の「災害と

石見の中央に位置する浜田は、人口約５万５千人、県で

女性」パネルを

２番目に広い面積を有しています。平成１７年１０月の市

展 示 し た り、

町村合併時に導入された「浜田那賀方式自治区」制度は、

ＨＵＧゲームを通して避難所運営の際には例えば仮設トイ

一部見直しされましたが、現在も継続し、各々の自治区が

レの設置場所や個数を男性用・女性用で配慮することや、

個性ある地域づくりを進めています。

障がいのある方の避難部屋等に共同参画の意識を持つこと

そんな中で平成１８年１０月に設立された浜田市男女共

の大切さを参加者全員で確認することができました。

同参画研究会は、男性２名、女性７名の９名からなり、メ

また、他市町の取組について学ぼうと、津和野町を訪問

ンバーは公民館長、民生児童委員、社会教育委員、地域の

し、サポーターの「男女共同きら星つわの」と意見交換会

婦人会会長等で、日頃から地域の課題解決に取り組んでい
ます。当研究会は、設立当初どうしたら「男女共同参画」
の言葉の意義を解りやすく伝え、意識啓発することができ

話し合いの機会をつくり、町の種々の行事にサポーターと
を学ぶことができました。

て上演したり、市の啓発推進標語で最優秀賞に選ばれた「女
だてらにと陰口やめよう女性から」などをパネルに作成、
ンド助成事業を活用し、
「男性の生活力アップ講座〜料理

を行いました。そして、行政の担当課と日頃から積極的に
して啓発活動に出向いておられること等、参考になる取組

るか話し合い、固定観念にとらわれた家庭の例を寸劇にし

イベントで啓発に努めてきました。また、しまね女性ファ

「浜田市防災の日」
の研修会の様子

これからも、一人ひとりが「浜田に住んで良かった」と
言えるまちづくりをめざして、活動の継承を図りながら、
微力ではありますが取り組んでいきたいと思います。

編」を「つろーて浜田」として主催し、各自治区公民館と
タイアップして調理実習も行いました。今年度は、７月

島 根 県 男 女 共 同 参 画 サ ポ ー タ ー 〈浜田市〉
三浦 美穂

２３日の「浜田市防災の日」に合わせ、金城自治区・みど

「しまね女性ファンド」平成30年助成事業の募集スタートです！
対象となる団体

助成基準

・島根県内の女性たちが中心となって活動している
民間の団体やグループ
・構成員はおおむね１０名以上で、半数以上が女性
であること
・代表者が女性で、役員の半数以上が女性であること

助成内容

・女性たちが自主的・主体的に企画実施する活動
・一般に開放され、地域への影響力、ネットワーク
の広がりが大きい事業

対象となる活動

・対象経費の３分の２を助成（上限５０万円）
・男女共同参画社会づくりの普及・啓発活動は対象
経費の全額を助成（上限１０万円）
※同一団体への助成は原則３回まで

③次代を担う人づくり
①魅力ある地域づくり
②男女共同参画社会づくり ④水と緑豊かな環境づくり

受付期間：平成29年11月15日〜平成30年1月15日

（事業実施期間：平成30年４月１日〜平成31年３月31日）

【申し込み・問い合わせ先】

公益信託しまね女性ファンド事務局

（公益財団法人しまね女性センター内）

TEL 0854 - 84 - 5514

島根県立男女共同参画センター
至 江津

国道9号
JR山陰本線

至 出雲

JR大田市駅

〒694ー0064 大田市大田町大田イ236-4（JR大田市駅西隣）
（旧）
ファミリー
デパートパル

TEL 0854-84-5500（代） FAX 0854-84-5589
ホームページアドレス http://www.asuterasu-shimane.or.jp/
利 用 の ご 案 内

（
（

誰 で も 気 軽 に 利 用 で き ま す！

）
）

●開館時間／9：00〜19：00（貸出し施設については21：00まで）

大田市民会館

●休 館 日／毎週月曜日・国民の祝日、年末年始（12月29日〜1月3日）

発

行／公益財団法人しまね女性センター 第42号／2017年11月発行

