報告第１号

平成２６年度男女共同参画政策事業
１

男女共同参画政策の企画及び総括調整に関すること

（１）男女共同参画の総合企画、基本計画の調整及び進行管理に関すること
①男女共同参画基本計画の推進に関すること

・薩摩川内市男女共同参画基本計画
平成１８年度を初年度とする平成２７年度までの１０年間が計画期間。
（平成２０年度 → 一部見直し）
（平成２２年度 → 市民アンケート実施）
（平成２３年度 → 中間見直し）
（平成２６年度 → 市民アンケート実施）
市内居住者１,２００名にアンケート調査票を郵送（H26.10.31～11.28）
→ ４９１名から回答書受理（４０.９％）
【詳細】男性（２１８名：３６.３％）、女性（２７３名：４５.５％）
（平成２７年度 → 第２次男女共同参画基本計画策定に係るワーキングチーム結成予定）

・薩摩川内市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画（ＤＶ対策基本計画）
平成２５年度を初年度とする平成２７年度までの３年間が計画期間。
②男女共同参画実施計画の進捗状況調査（平成２６年度）
・平成２６年度進捗状況調査を実施。
③人材バンクの設置に関すること（さつませんだい女性人材バンク）
・女性人材バンクに各種審議会委員等及び講演会等講師候補者としての登録、男女共同参画に関
する各種情報資料（情報紙、講座案内など）の送付。
・平成２７年３月１日現在 登録者４５名
・第５期女性５０人委員会委員に登録への協力依頼を実施

（２）男女共同参画に係る庁内の総合調整に関すること
部課長・職員研修に関すること
・研修により、基本計画事項の推進調整を図り、全庁的な男女共同参画に関する理解を促進する。
①職員研修を平成２７年１月２３日（金）５０１会議室にて開催（午前、午後）
講師 たもつゆかり さん（オフィスピュア代表、かごしま女性政策研究会代表）
テーマ「政策形成における男女共同参画の視点」
～男女共同参画行政の推進に向けて基本的理解を深める～
【参加者】 合計８９人（男性６６名、女性２３名）
※甑４支所及び会場へ来れない職員については、自席のパソコンで閲覧でき
るよう映像配信を実施。
②職員研修の一環として、男女共同参画フォーラム(H26.10)への参加要請した。
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（３）男女共同参画に係る調査及び研究に関すること
①男女共同参画審議会に関すること
審議会の職務：審議会は、男女共同参画の推進に関する重要事項について調査研究し、その成
果に基づいて、市長に意見を述べ、又は提言を行う。
任
期 ：平成２５年４月１日～平成２７年３月３１日（２年間）
委員１６名（男性：７名、女性：９名）
・平成２６年５月２２日（木） １３時３０分～１５時３０分
本庁５０１会議室
・平成２７年３月 ４日（水） １３時３０分～１５時３０分
本庁５０１会議室
②男女共同参画推進検討会に関すること
推進検討会の職務：薩摩川内市男女共同参画実施計画の策定及び推進、関係部局間及び関係機
関との連絡調整、男女共同参画に関する施策の推進を調査研究し、又は審
議する。
・平成２６年５月１３日（火）
推進検討会開催 （事業説明等）

③男女共同参画専門委員に関すること
※専門委員の職務
市が実施する男女共同参画の推進に関する施策、若しくは、男女共同参画の推進に影響を
及ぼすと認められる施策についての苦情、又は、男女共同参画の推進を阻害する要因によっ
て人権が侵害された場合の事案について、市民からの申出を適切かつ迅速に処理する。
条例施行後、事案なし。
【２名委嘱】 谷崎 和代 氏 （鹿児島純心女子大学准教授）
増田 博
氏 （弁護士）
【任期：平成２５年４月１日～平成２７年３月３１日（２年間）】
④女性の公職参加状況に関すること
各種審議会等への女性の登用の推進
数値目標 平成２７年度までに４０％
Ｈ２６.４.１現在 ２２．３％（女性委員２１５名 / 総数９６５名）
Ｈ２５.４.１現在 ２２．９％（女性委員２２４名 / 総数９７９名）
Ｈ２４.４.１現在 ２２．５％（女性委員２２５名 / 総数９９８名）

（４）男女共同参画に係る広報及び普及並びに啓発に関すること
①男女共同参画フォーラムに関すること
※参加者約３００名
平成２６年１０月１９日（日）１３：００～１６：３０ 国際交流センター
Ｗｅ Ｄｏ！！挑戦 ～今、私たちができること～
・第 1 部 女性５０人委員会の活動発表
『女性５０人委員会１０年の軌跡と新たなチャレンジ～「地域に生きる」
一人ひとりの思いをつむぐ～』
⇒男女共同参画の視点に立った地域づくり事業構想を３事業発表
・第２部 パネルディスカッション
（パネリスト５名、コーディネーター：たもつゆかり 氏）
・第３部 ダイアログカフェ（ファシリテーター：髙崎恵 氏）
・実行委員会を７回開催（実行委員１４名、当日協力員６名）
・内容とアンケートは別紙のとおり
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【平成２７年度事業の予定】
男女共同参画フォーラム

→

７月５日（日）国際交流センター

１３時～

②男女共同参画講座（出前講座）に関すること
【目的】各事業所及び団体、地区コミュニティ協議会等を対象に、男女共同参画社会についての
理解を促すため。
※講師謝金・旅費については、市予算にて支給。
※今年度は３２講座実施、約１,４００名参加
③男女共同参画基礎講座「まちづくり塾」に関すること
【目的】男女共同参画社会についての理解を深め、市民によるまちづくりへの参画及び男女共同
参画社会の推進を行うリーダーを養成するため。
過去に男女共同参画出前講座の実施回数が少ない樋脇地区で実施。
次年度以降も各地区での巡回開催予定
→【第１回】平成２７年２月２８日（土） １３時３０分～１５時３０分
（講師）髙崎恵 氏
多様性に富んだ活力ある薩摩川内市に向けて
～男女共同参画への理解を深めよう！～

樋脇保健センター

→【第２回】平成２７年３月 ７日（土） １３時３０分～１５時３０分 樋脇保健センター
（講師）たもつゆかり 氏
Ｗｅ Ｄｏ！！男女共同参画によるコミュニティ・デザインへのアプローチ
～女性５０人委員会のチャレンジ～
→【第３回】平成２７年３月１４日（土） １３時３０分～１５時３０分
（講師）たもつゆかり 氏、女性５０人委員会委員
ダイアログカフェ
～一人ひとりの想いを重ねて・・・新しい価値を拓こう～

樋脇保健センター

④何でも相談に関すること
○何でも相談室
会
場
まちあいサロン（国道３号線沿い・川内山形屋斜め前）
曜日・時間
毎週土曜日（Ｈ１５年４月５日から）１３：００～１６：００
対 象 者
男女問わず誰でも
相 談 員
人権擁護委員、調停委員、消費生活専門相談員等（６名）
平成１８年５月から２名体制
電話相談
℡ ２７－６７５８（まちあいサロン）ただし，相談開設時間のみ
相談件数
３１件（平成２６年４月～平成２７年２月）
※周知のため、広報薩摩川内に掲載（年６回程度）。
※平成２４年度から毎月第一土曜日を「女性のお悩み１１０番！女性専用
相談日」として設定。
※東日本大震災被災女性支援として、平成２７年２月２２日（日）生涯学
習フェスティバルのフリーマーケット会場にて、仮設住宅女性による手
芸作品の販売を実施予定であったが、雨のため中止。別方法にて手芸作
品は完売。
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⑤男女共同参画情報紙（とらいあんぐる）発行に関すること
育児、介護、教育などについて、男女共同参画の視点から情報を発信する男女共同参画情報紙。
広報薩摩川内に挿み込み（４Ｐ）にて配布。
編 集 員：８名（平成２６年度）
発
行：年２回（９月、３月発行）
・広報９／２５号 特集 男女共同参画とこどもの人権 Ｐ１０～１３
・広報３／２５号 特集 Ｗｅ Ｄｏ！ 挑戦
～今 わたしたちができること～
＊男女共同参画フォーラムの記事

２

その他男女共同参画に関すること

（１） 男女共同参画に係る国・県及び関係市町村との連絡調整に関すること
・鹿児島県男女共同参画地域推進員の委嘱
平成２６年４月１日現在
４名（小原美津子さん、新満裕子さん、橋口秀子さん、橋渡よし江さん）
※県内の各地域において男女共同参画社会の形成に関する理解の浸透を図るために、各地域
の実情や特性を踏まえて地域の中で男女共同参画を推進する鹿児島県男女共同参画地域推
進員を設置する。（県地域推進員設置要綱１条）
※地域推進員はその活動をボランティアで行い、その活動に係る経費については自己の負担
とする。（県地域推進員設置要綱第２条）

（２） 薩摩川内市女性５０人委員会に関すること
・第５期（平成２５年４月１日～平成２７年３月３１日：２年間）
４８地区コミュニティ協議会へ推薦依頼し、３５名の推薦有。一般公募者は１５名。
５０名が９つのグループに分かれ、男女共同参画の視点に立った地域すくり事業構想を策定。

【第１期～第４期までは、市政に対する提言を行う＝サービスを受ける側の視点に立ち、活
動を行ってきたが、第５期では新たなチャレンジとして、「多様な生き方をしている市民
一人ひとりの人権を尊重するために、行政サービスにだけ頼るのではなく、私たち自身で
何ができるか」を模索し、私たちはサービスを受ける側であり、サービスを提供する側で
もあるとの視点に立ち、地域の一人ひとりの多様な問題に寄り添った問題解決のための地
域づくり事業構想の策定に取り組んだ。】
→１０月１９日（日） 男女共同参画フォーラムにて事業構想発表（３グループ）
→１１月１２日（水）

４８地区コミュニティ協議会会長会議及び女性５０人委員会との合同
研修会にて事業構想発表（３グループ）

→

まちづくり塾にて事業構想発表（３グループ）

３月

７日（土）

【平成２７年度事業の予定】
※第６期女性５０人委員会（Ｈ２７～２８）は人数を５０人から３０人程度に変更。
地区推薦枠（１８名）、一般公募枠（１２名）
※次年度からは名称を変更して、「薩摩川内市女性チャレンジ委員会」とする。（第５期委
員へのアンケート実施の結果）
※第５期で策定した地域づくり事業構想の実現に向けたフォローアップを実施する。
※任期満了後の委員の活躍支援のための総合的な支援策について検討し実施する。
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※男女共同参画審議会より、各種審議会委員等を選出し活躍いただいている。
薩摩川内市防災会議
（防災安全課）
薩摩川内市人権対策事業審議会
（市民課）

・・・・１名
・・・・１名

※女性５０人委員会より、各種審議会委員、フォーラム実行委員等を選出し活躍いただいている。
都市計画マスタープラン策定委員会委員
（都市計画課）
・・・１名
老人福祉計画・第６期介護保険事業計画推進委員
（高齢・介護福祉課）・・・１名
生涯推進本部委員
（コミュニティ課）・・・・１名
花いっぱいまちづくり推進協議会
（環境課）
・・・・１名
観光施設指定管理者評価委員会に係る評価委員（東郷地区）
（観光・シティセールス課）・・・１名
観光施設指定管理者評価委員会に係る評価委員（祁答院地区）
（観光・シティセールス課 ）・・・１名
宿泊施設の民間譲渡に係る選定委員会委員（東郷地区）
（観光・シティセールス課）・・・１名
宿泊施設の民間譲渡に係る選定委員会委員（里地区）
（観光・シティセールス課）・・・１名
宿泊施設の民間譲渡に係る選定委員会委員（下甑地区）
（観光・シティセールス課 ）・・・１名
指定管理候補者選定委員会（樋脇地区）
（観光・シティセールス課 ）・・・１名
指定管理候補者選定委員会（里地区）
（観光・シティセールス課 ）・・・１名
指定管理候補者選定委員会（下甑地区）
（観光・シティセールス課 ）・・・１名
薩摩川内わいわい街（タウン）ミーティング
（川内商工会議所） ・・・１名
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