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2013年6月 第２次 豊川市 地域福祉計画
学習会 「福祉はだれのもの・・・？」

2014年2月 豊川市男女共生セミナー
ロジカルシンキング講座
感情摩擦を避けるため「シンプルに考えるコツ」

2014年3月 成年後見制度 学習会
最期まで、自分を大切にするために。。。

2013年10月 豊川市男女共同参画協働型事業
女性のエンパワーメント講座
「自分でするこころの手入れ」
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４．閉会のことば

１

第１号議案

２０１３年度 事業報告（案）

総括
１．テーマ
～ 防災にも、男女共同参画の視点を！～
東日本大震災(2011 年 3 月 11 日)後の避難所や仮設住宅では、人間関係・環境面などの問題が地域シ
ステムの弱点として浮上しました。それらの問題は、震災前の男女意識・ジェンダーがあぶりだされ
たことによることが多く、男女共同参画の視点を持つことで解決できるものでした。
豊川共生ネットみらいでは、2011 年 5 月の総会で『みんなで語ろう！災害時の避難生活を考える』
と題して話し合いを行い、7 月には専門家の立場から防災対策課の方に豊川市の災害時の避難方法を
教えていただきました。2012 年 12 月には防災対策課と生活活性課（現、人権交通防犯課）の２課を
お招きし、災害時の共助の具体策を探りました。そこで、豊川市地域防災計画（風水害等地域災害
対策計画）に『この計画を効果的に推進するため、市は、防災に関する政策、方針決定過程をはじ
めとする様々な場面における女性や高齢者、障害者などの参画を拡大し、男女共同参画その他多様
な視点を取り入れた防災体制を確立するよう努める』との文言を知りました。
こうした中で情報収集と学習を深め、安全安心な避難所生活確保のための『避難所運営ゲームＨＵＧ』
の普及が災害時の備えに有効と考え、行政に提案しました。幸いにも、
『避難所運営ゲームＨＵＧ』
は購入され、地域普及への第一歩が踏み出されました。2013 年度は、4 月にまず防災対策課と会員で
試験的に行い、5 月には地域に先駆けて、高校生から年長者までの 35 名が体験しました。
防災対策課によれば、その後、２地区の民生委員児童委員協議会、豊川市防災リーダーの情報交換
会、愛知防災リーダー会、１連区で実践されたそうです。この連区では、着用ベストにＨＵＧカー
ドを貼り付けた避難者役の動きに着目し、避難所のあり方を検討したそうです。防災対策課は、Ｈ
ＵＧが実際の災害現場で役立つと考え、町内会の防災訓練に取り入れるように図っていくそうです。
（2014/4/16 防災対策課談）
２．講座
「女性だけのエンパワーメント講座」「批判に対処するコツ」「ＤＶ理解講座」「ロジカルシンキン
グ講座」（開催順）を開設しました。ここに通底するのは女性が自分らしく生きていくための手掛り
です。最後の「ロジカルシンキング講座」のみが男女ともに参加可能とし、男女共同参画を実感でき
る場となっています。いずれの講座も講義とワークショップが配置され、実践的な工夫がなされてい
ます。行政との協働によってすべての講座を無料で提供し、参加しやすくしました。託児をＮＰＯ法
人とよかわ子育てネットおんぶぎつねこんに委託し、子育て中の方の参加を促しました。また、講師
に豊川市の実態をお知らせし事前に内容検討をしていただきました。事後、参加者によびかけ、講座
の振り返りを〝女性のための談話室〟で行いました。尚、「ロジカルシンキング講座」は中断してい
る市民討論会『ワイワイ語ろう！』（2003年度～2006年度）再開の布石でもあります。
３．開かれた学習会
毎月第３木曜日の午後に開催する定例会を“開かれた学習会”として会員も会員以外も参加可能な
場としました。男女共同参画の視点を入れ込んで講師に話してもらいました。今年度は４回開催し
講師は行政職員でした。少人数で中身の濃い話し合いができましたが、参加人数を増やし、年間通じ
た学習課題を見つけ実を結ぶものとする工夫が必要です。
４．他団体との協働
NPO法人とよかわ子育てネットおんぶぎつねこん（6か月児から）との協働により、すべての事業に託
児を行いました。今年度、５か月児の託児希望には会員が対応しました。
５．男性の参加
毎年男性の講座参加が少ないことが課題でしたが、今年度のロジカルシンキング講座では１０名の申
込みがありました。国府駅、伊奈駅、豊川駅に掲示した手書きのポスターが通勤サラリーマンの目に
とまったことによるものです。広報の仕方によっては男性の参加が期待できることがわかりました。
６．会員を増やす工夫
女性だけの談話室の参加者が増えてきました。自主的に講座スタッフになってくださいました。
２

事業内容
Ⅰ 会議

１

総会

5/12（土）

２

理事会

4/18（木）

2012 年度事業報告・収支決算報告・監査報告、承認
2013 年度事業計画・予算・新役員、承認
総会事案承認

Ⅱ 活動
１． 研修
（１） 体験
『避難所運営ゲームＨＵＧ 』防災対策課と協働で開催
日 時：５月１２日

場 所：ウィズ豊川

参加費：無料

参 加：３５名

（２） 講座
① ≪2013 年度豊川市男女共同参画協働型事業≫
（ⅰ）女性のためのエンパワーメント講座『女性だけの心理学～自分でするこころの手入れ』
講 師 ：増井さとみ フェミニストカウンセラー 一般財団法人名古屋 YWCA 所属
主 催 ：豊川市

企 画 運 営 ： 豊川共生ネットみらい

託児従事 ： NPO 法人とよかわ子育てネットおんぶぎつねこん
第1回

9/ 4 （水） わたし自身を見直そう！

第２回

9/11 （水） わたしの落ち込み・もやもや・怒りに向き合うには？

第３回

9/18（水）

わたしの考え方のクセを知ろう！

第４回

9/25（水）

ポジティブに考えてみよう！

第５回

10/ 2（水）

（ⅱ）講座ふりかえり

わたしを大切にしよう！

10:00～12:00
ウィズ豊川
参加費 無料
託児費ひとり 500 円
参加 女性限定
延べ 108 名
託児 延べ 12 名

無料

10/4 10:00～12:00 諏訪地区公民館 参加 7 名

主催：豊川共生ネットみらい

(ⅲ) 報告書 豊川市人権交通防犯課に提出
みらい通信４８号として会員に送付
②

参加者に送付

≪豊川市ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ推進出前講座≫
（ⅰ）
『批判に対処するコツ』
『女性だけの心理学～自分でするこころの手入れ』の内容を踏まえ、テーマを絞りこみました。
講師：増井さとみ フェミニストカウンセラー 一般財団法人名古屋 YWCA 所属
主催・企画運営：豊川共生ネットみらい 託児従事：NPO 法人とよかわ子育てネットおんぶぎつねこん
日 時：11/ 6 （水）10:00～12:00

場 所：ウィズ豊川

参加費：無料

託児費：ひとり 500 円

参 加：女性限定 32 名

託 児：４名

内容 ①批判とは何か

②なぜ批判と思うのか

③批判の分類
・正当な批判 ・相手の言い分に一理あるが納得できない批判
・相手を傷つけることが目的の批判
（ⅱ）講座ふりかえり

12/6（金）10:00～12:00 ウィズ豊川 参加無料 参加８名

（ⅲ）報告書 豊川市人権交通防犯課に提出
③ ≪愛知県健康福祉部出前講座 ＤＶ理解の出前講座≫
（ⅰ）
『聞いたことあるけど、DV って。
。
。
』

３

講師：加藤佐紀子 フェミニストカウンセラー 一般財団法人名古屋 YWCA 所属
主催・企画運営：豊川共生ネットみらい

後援：豊川市 豊川市教育委員会 豊川市社会福祉協議会

日時：11/16 (土) 10:00～12:00

場所：ウィズ豊川

参加費：無料

参加：12 名 (うち豊川市職員 3 名)
内容

託児：０名

①支配を押しつける方法
②ＤＶをする人（自分勝手 自己中心 特権意識 責任転嫁 心理的操作）
③ＤＶ支配（心理的監禁 緊張 混乱）とその影響（子ども）
④暴力は選ばれ行動 ⑤私らしく生きるために

（ⅱ）講座ふりかえり 12/6（金）10:00～12:00 ウィズ豊川 参加無料 参加８名
（ⅲ）報告書を愛知県健康福祉部に提出
④ ≪2013 年度男女共生セミナー≫
（ⅰ）ロジカルシンキング講座『シンプルに考えるコツ～感情摩擦を避けるために、ロジカルシンキングしよう！～』
講 師：ＨＲインスティチュート取締役チーフコンサルタント 内田友美
主 催：豊川市

企画運営：豊川共生ネットみらい

託児従事：NPO 法人とよかわ子育てネットおんぶぎつねこん
日 時：2/1（土） 10:00～16:00

場 所： ウィズ豊川

参加費：無料

参 加：３１名（女２２名 男９名）

託児費：ひとり 500 円

託 児：３名

★午前の部（10:00～12:00）
・納得感はどこから生まれるか
・ピラミッド構造を意識して聴く
・感情的になってしまう時

★ 午後の部（13:00～16:00）
・ロジカルに考えるための５つの問い
・相手の考えを整理する
・納得の反論を組み立てる
・魅力的に伝える

（ⅱ）講座ふりかえり 2/7（金）10:00～12:00 ウィズ豊川 参加無料 参加 7 名
（ⅲ）報告書 豊川市人権交通防犯課に提出
みらい通信４９号として会員に送付

参加者に送付

（３） 定例会/開かれた学習会（原則毎月第 3 木 13:30～15:30 ウィズ豊川）

参加延べ 103 名

第１回

4/18

総会準備

第２回

5/16

総会・避難所運営ゲームＨＵＧのふりかえり

第３回

6/20

開かれた学習会

第４回

7/18

委員会の検討 （条例学習委員会と女性のための委員会を廃止）

第５回

8/22

開かれた学習会 「新豊川市民病院視察」市民病院経営企画室職員４名

第６回

9/19

新豊川市民病院への意見の検討

第７回

10/24

開かれた学習会 「市長とランチ」
（豊川市管理職への女性登用・Ｂ１グランプリなど）

第８回

11/21

HUG カードの検討

第９回

12/19

HUG の普及について

第 10 回

1/16

第 11 回

2/20

愛知県初の女性副知事吉本明子さん招聘にあたって
2014 年度総会準備
活動テーマ検討 案『今ふたたび、男女共同参画は必要か？』 ワイワイ語ろう！の復活

第 12 回

3/20

開かれた学習会 「いざという時のために知って安心 成年後見制度」

9名

「第二次地域福祉計画…福祉は誰のもの」福祉課課長 稲垣健さん

豊川市成年後見支援センター 西山登さん

４

9名

8名

21 名

２． 提言・懇談・協働
（１） 避難所運営ゲームＨＵＧ
みらい会員（8 名）に防災対策課の指導
（２） 避難所運営ゲームＨＵＧ（参加 35 名） 防災対策課と協働
（３） 新豊川市民病院の視察 （参加 9 名）

4/18
5/12
8/22

（４） 市長と昼食会 （豊川市管理職への女性登用・Ｂ１グランプリなど）
ウィズ豊川

参加 8 名

（５） 新豊川市民病院視察の提案と感想を提出 （下記）

10/24
10/28

豊川市民病院経営企画室のご厚意により、去る８月２２日に視察することができました。
豊川共生ネットみらいの９名に対し経営企画室の４人の職員の方が応対してくださったこと、
心より感謝申し上げます。
午後２時３０分から１時間にわたり、経営企画室の皆様から、豊川市民病院の理念・受診の仕方・
防災対策などについてお話しいただきました。その後、病院内（１階・２階）の視察にも同行し説明
していただきました。
このように真摯に受け入れていただき、おかげで新生市民病院が力強く歩き出したことを実感できました。
下記は、その際に私たちが感じた感想や、提案させていただきたいことなどを列記したものです。
認識不足などで失礼な点があるかもしれませんが、コメントをいただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
豊川共生ネットみらいの提案・感想など
１． 「事務局」と「経営企画室」と「人事課」において女性職員の割合を教えてください。
（参考）政府目標 「指導的地位に占める女性の割合を2020年までに30％程度とする」
・院長・副院長に女性の起用を望みます。
（参考）女性副院長 開設５５年になる市立吹田市民病院では、平成２０年４月１日付で初の女性副院長
が誕生しました。前看護局長の高須賀千恵子さんです。
２． 「豊川市民病院 平成２５年度重点目標 ７ 職員の労働環境の向上」と記載されています。
女性職員の働き方の現状、院内託児の現状、定着率などを教えてください。
・女性の働きやすい職場を望みます。
３． 患者が、性被害者、ＤＶ、児童虐待の被害者であった場合、職員が発見するためのシステムはありますか。
・発見した場合、当事者に情報を提示するため、官民の支援団体・支援機関の情報収集をされること
を提案します。
４． 広報誌「ふれあい」の充実
例：豊川市民病院の特徴 利用者の心がけること 利用者の声 病院スタッフの声など
・広報誌「ふれあい」を市民も記者となり作成することを望みます。
理由：市民も育つため たくさんの知恵で市民病院をよくしよう。市民と行政がキャッチ
ボールできるやり方を模索したい。できることから実現しようという思いがあるから。
５．ボランティアの充実
「豊川市民病院ボランティア募集 月～金 8:30～11:00 外来患者の案内 車椅子の介助」とＨ
Ｐに記載あり。困っている人に声をかけ案内してくれる人、診察時に子どもをみてくれる人、荷物
を持ってくれる人の充実を希望します。
６．「市民病院サポーター」・市民ボランティアを募集して病院と打合せ・実働、記者となり広報誌「ふ
あい」を作成など、市民と役割分担をすることを望みます。
７．「市民病院と市民」のキャッチボールのための病院内掲示板の設置
・市民の意見にコメントを書き加え、市民病院内の掲示板に張り出すことを提案します。
・この報告書にコメントを書き加え、市民病院内の掲示板に張り出すことを提案します。
８．院内コンサート・院内講座
２階のピアノを利用して支障ない患者さんも含め一般の方を交えてコンサートを時々（クリスマス会
等）開催することを提案します。病院のイメージづくりに効果的では。ピアノを置く場所が一階な

５

ら、いつでも可能ですね。病気の知識や病気予防の講座を一階の講堂で開催することを提案します。
９．各施設・機関との連携
退院後のケアの充実を図るために官民の施設や機関との密な連携システムの構築を提案します。
10. 表示
総合案内の場が人の動きで見えなくなる。高い位置に案内標識の設置を希望します。
① 日本語表示だけでなく外国語表示の併記を希望します。
② 前市民病院のように床面表示を希望します。
③ 八幡駅に市民病院までの道順案内と病院内見取り図の掲示を希望します。
④ 『正面玄関』『北玄関』を大きな字ではっきりと表示し、玄関であることがわかるようにして
いただくことを望み
ます。救急玄関を正面玄関と間違え易いので。
⑤ 『正面玄関』『北玄関』に２階が診療スペースであるとわかるように表示することを望みます。
⑥ 「←こちらに有人の会計受付あります」の表示をしていただくことを望みます。
11. ２階
① 広々して開放的だが、体が大変な時は移動がしんどいです。
（こういう時にお助けボランティア）
② 飲料水自販機、マスク自販機、公衆電話があると助かります。
12. 車・駐車場・歩道
一般道路に出ようとしたら、救急車と鉢合わせ。バックしたくも後継車が連なり誘導もなかった。配
慮をお願いします。
① 駐車場は広くていいが、外から見て正面玄関の位置がわかりにくかった。
② 北玄関の歩道には屋根があるが、八幡駅前歩道にも屋根があると助かります。
13. 手すり・イス・車椅子
① 院内全体に手すりがあると助かります。
② 総合受付前のイスは足りないのでは。
③ 総合受付で用紙記入する時坐って書くことができるといい。イスがあると助かります。
④ 車椅子の種類が多くて、感動しました。必要台数は足りていますか。
⑤ 車椅子の置き場が分かりにくい。表示をはっきりさせることを望みます。
⑥ 車椅子を押してくれる人がいますか。 （こういう時にお助けボランティア）
14. 緊急時
避難訓練を患者のいる時にすることを提案します。
① エスカレーターを階段として使用しますか。
② ピアノが動くことはありませんか。
③ ２階の非常口はどこかわかるように大きく表示することを提案します。
この中で、７．と１０．④に改善が見られます。
（６） 避難所運営ゲーム HUG の普及について（防災対策課と話す）
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（７） 人権・男女共同参画講演会（
『人と人との絆、そして家族との絆』 俳優 笹野高史）主催：豊川市
当日スタッフ（会場係・受付係）
活動紹介パネルを展示

参加３名

3/１

３．ｍｉｒａｉみらいの活動支援 女性のための相談・女性のための自立支援
（１） 電話相談 ℡090-9183-8712 毎月第１・第３の月 13:00～16:00

125 件

（２） 女性のための自立支援

6件

（３） 談話室（毎月第１金 10:00～12:00 ウィズ豊川）無料

参加延べ 68 名

（４） カードを作成し、市役所の女性トイレに設置

４．みらい通信
第４５号 （5/16）

５．ホームページ

第４６号（7/10）

第４７号（8/1） 第４８号（11/30） 第４９号（3/10）

ホームページ管理委員会が随時更新

６

アドレス

http://mirai.net.cn

2013年度 収支決算書

第 2 号議案

収入の部
項

目

単位：円

予算額

収入済額 比較増減額

前年度繰越金

328,150

328,150

0

会費

92,000

76,000

-16,000

摘

要

団体会費＠3,000×４団体＝12,000
個人会員＠2,000×３２人＝64,000
豊川市男女共同参画協働型事業女性
のためのエンパワーメント講座（豊川市
より委託金 150,000、託児協力費
6,000）

276,500

-17,000 豊川市男女共生セミナー

259,500

ロジカルシンキング講座（豊川市より委
託金 100,000、託児協力費 1,500）

事業収入

豊川市パートナーシップ推進出前講座
「批判に対処するコツ」（託児協力費
2,000）
愛知県健康福祉部ＤＶ理解の出前講座
(0)

寄付金

20,000

7,000

-13,000 匿名寄付

雑収入

0

49

49 利息（49)

716,650

670,699

合

計

-45,951

（注）比較増減額＝収入済額－予算額
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支出の部
項

目

事 業 費

予算額
318,000

支出済額 比較増減額
301,546

講座

306,000

288,750

女性支援
（miraiみらい）

12,000

12,796

運 営 費

合

豊川市男女共同参画協働型事業
女性のためのエンパワーメント講座
156,287
（講師料、託児費、テキスト用紙代、講
師お茶代、講師送迎費、送料）
豊川市男女共生セミナー
ロジカルシンキング講座 125,627
-17250 （講師料、託児費、テキスト用紙代、講
師送迎費、送料）
豊川市パートナーシップ推進出前講座
「批判に対処するコツ」 6,716 （託児
費）
愛知県健康福祉部 DV理解の出前講
座 120（講師お茶代）
女性のための電話相談
（12ヶ月分携帯電話維持費）11,796

796

女性のための談話室 会場費 1,000

63,934

事務費

2,500

2,502

人件費

18,000

18,000

会議費

15,000

16,432

通信費

33,150

27,000

330,000

0

330,000

716,650

365,480

-351,170

計

要

-16,454

68,650

予 備 費

摘

-4,716
2 みらい通信の用紙代、文具代、封筒代
0 事務局員２人、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ管理1人
総会・理事会・定例会/開かれた学習会

1,432 (市長とランチ等）パン茶菓子代
-6,150 会報送料、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ維持費

（注）比較増減額＝支出済額－予算額

収 入 済 額

670,699

支 出 済 額

365,480

差 引 残 高

305,219

（次期繰越金）

8

第４号議案

２０１４年度役員（案）
代表

理事

中村
西本
彦坂
山脇

信彦
全秀
千津子
善典

支えあいの社会をめざす委員会
託児システム研究委員会
ホームページ管理委員会
かぞくの未来を考える委員会

大島
加藤
新沢
杉浦
川本
中尾
中村
西本
野中
彦坂
藤田
堀
山脇

嗣雄
憲子
のり子
弥生
佑子
設子
信彦
全秀
泰志
千津子
美代子
優子
善典

監事

本馬 清珠
伊奈 克美

事務局

杉浦 綾子
井上 淑子

アドバイザー

村上 貴美子

団体会員

（豊川商工会議所女性会）
（どんぐりの会）
（プラクトピア・カフェ）

（拓殖大学講師）

４団体
豊川商工会議所女性会
どんぐりの会

個人会員

４６名 （女性３１名 男性１５名）
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豊川ビジョンリサーチ
プラクトピア・カフェ

第５号議案

２０１４年度事業計画（案）

１．テーマ

～ 今再び、男女共同参画は必要か？ ～

２０１３年４月、男女共同参画会議で、安倍総理は「女性の活躍促進は我が国の経済の
再生や成長に不可欠…、仕事で活躍している女性も、家庭に専念している女性も、全ての
女性が、その生き方に自信と誇りを持ち、輝けるような国づくりを積極的に進めていきた
い」と述べました。
それを受けて、愛知県では２０１３年７月、愛知県初の女性副知事（吉本明子さん）が
誕生し、
『あいち女性の活躍促進プロジェクト』を設置しました。さらに、女性の社会進出
を促すため、２０１４年度の組織改編で、男女共同参画室を「課」に格上げしました。
こうした、国・県の動きの中で物議をかもしたのが、NHK 経営委員長谷川三千子氏の、
「女
性は家で子どもを産み育て、男性は外で働いて妻子を養うのが合理的であり、少子化問題
の解決のためには、男女雇用機会均等法以来のこれまでの男女共同参画社会施策の方向を
見直すべき」という意見です。
男女共同参画社会づくりの推進を掲げる、豊川共生ネットみらいは、これらの動きと豊
川市の現状を見据え、活動の方向を見定め社会貢献していきたいと考えます。従って、２
０１４年度のテーマを『今再び、男女共同参画は必要か？』とし、すべての事業にこのテ
ーマを問いかけていきます。

２．事業
（１）ワイワイ語ろう！

2003 年度～2006 年度から４回開催した事業を再開します。

（２）開かれた学習会 （随時開催）
①今再び、男女共同参画は必要か？ 【男女共同参画社会像を改めて検証します。人権交通
防犯課とともに学びます。
】
②成年後見制度

【介護・医療・成年後見は三位一体。成年後見制度
は周知されていません。生を自分らしく全うするた
めに、福祉課・豊川市後見支援センター・民生委員
児童委員協議会・認定ＮＰＯ法人東三河後見センタ
ーなどに協力を求め、きちんと学びます。
】

③避難所運営ゲーム（HUG）

【避難所では平時に隠れている生き辛さが露見。
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仮想体験ゲーム HUG をすることによって自覚します。
HUG 普及を防災対策課と協力して行います。
】
（３）講座（下記講座は愛知県と豊川市の支援を受け、参加無料です。
）

名称・内容
豊川市男女共同参画協働型事業
「女性のためのエンパワーメント講座
～自分でする心の手入れ～」
参加対象：女性限定

日程

会場

１０月頃
毎週１回×5 日
10:00～12:00

ウィズ豊川

講師 他
増井さとみ
フェミニストカウンセラー
一般財団法人名古屋 YWCA 所属

募集案内は「広報とよかわ」に掲載

日々の生活では、落ち込んだりイライラすることもあります。そんな時、「自分を大切にするやり方」を学びます。講義
だけでなく実習を通して、グループで話し合いながら、丁寧に自分のことを考えます。安心な場で、互いに支え合いな
がら思いを語り合う経験をします。
昨年度の参加者の感想
自分が安定すると相手を客観的・冷静に見ることができることがわかった。
参加する前とは少しだけれど考え方を前向きにできる瞬間ができた。

豊川市パートナーシップ推進出前講座
増井さとみ
タイトル 未定
１１月頃
ウィズ豊川
フェミニストカウンセラー
（『女性のためのエンパワーメント講座
10:00～12:00
一般財団法人名古屋 YWCA 所属
～自分でする心の手入れ』を網羅し特
募集案内はちらし（施設配布）に掲載
化した内容） 参加対象：女性限定
昨年度のタイトルは『批判に対処するコツ』でした。コミュニケーションのやり方は人それぞれ。その違いによるズレ
で、誤解が生まれます。上下関係が生まれることもあります。気持ちの良いコミュニケーションの仕方を学びます。
昨年度の参加者の感想
同じ言葉でも、言い方・シチュエーション・相手との関係性等によって全く受け止め方が違ってくる
んだな、と感じた。
批判されてイライラした時に、自分の信念をふりかえるチャンスなんだとわかってよかった。
言葉に対して裏読みをすることが多いし過剰反応をしがちであるという性向に気づいた。

愛知県健康福祉部出前講座
ＤＶ理解講座・タイトル未定

ウィズ豊川
秋から冬

未定
募集案内は「広報とよかわ」に掲載

「お前はバカなんだから、黙ってろ！」「お前がおかしい！」とパートナーから言われたことは、ありますか？これは、
「精神的暴力」です。暴力が起きる理由や子どもへの影響、支援の方法を学びます。
昨年度の参加者の感想
夫のご機嫌をとるために行動していた自分に気づいた。 相談窓口が近くにあることを知った。
DV は子どもの虐待につながっていくし、様々な社会問題につながっていることがわかった。

豊川市男女共生セミナー受託事業
ロジカルシンキング講座
「シンプルに考えるコツ～感情情摩擦を避け
るためにロジカルシンキングしよう！～」

２月頃
10:00～16:00

ウィズ豊川

内田友美
HR インスティテュート取締役
募集案内は「広報とよかわ」に掲載

「上役の言葉にふりまわされる。」「自分の思いがうまく伝わらない。」「考えがまとまらない。」このように感じたことは
ありますか？「誤解されずに自分を表現する技術」を、グループになり、話し合いながら身につけます。
昨年度の参加者の感想
相手の視点で物事を組み立てるというのが大事だと思った。感情的な話し合いでは相手に通じない
とわかった。説得ではなく納得させるのがコツかなと思った。普段接したことのない年齢・職業・異
性の方とじっくり（？）話ができ、いろんな考え方や感じ方に触れることができ、とても楽しかった。
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すべての講座に託児をします。≪2 週間前までに要予約≫
一緒に、講座当日の受付係などして頂ける方を常に募集します。
（４）行政との連携・提言
① 事業活動を行うにあたり、行政の指導・支援を求めていきます。
② 『市長とランチ』 市長と豊川市の男女共同参画社会づくりについて話し合いをします。
③ 男女共同参画に関わる、提言を行います。
（２０１３年５月に新豊川市民病院が開院しました。２０１４年５月現在、２０１３年
１０月に提出した意見書への回答待ちです。）

３．支援
ｍｉｒａｉみらいの支援を継続します。
・女性のための談話室 毎月第一金曜日 祝日は休み 午前１０時～１２時 ウィズ豊川
参加無料 参加時間自由 子ども連れ OK
・電話相談
毎月第一・三月曜日 祝日は休み 午後１時～４時
・面接相談
毎月第一金曜日 午前１０時～１１時 祝日は休み ウィズ豊川

４．組織運営
１ 総会

年1回

２ 理事会

随時

臨時開催もあり

３ 定例会・開かれた学習会

学習の場・企画提案の場

原則毎月第３木曜日 13:30～ ウィズ豊川 or センタープリオ
４ 委員会

① かぞくの未来を考える委員会
② 支えあいの社会をめざす委員会
③ 託児システム研究委員会
④ ホームページ管理委員会

５．連携団体
連携団体

ＮＰＯ法人とよかわ子育てネットおんぶぎつねこん

（豊川市）

東三河家族の会

（豊川市）

認定ＮＰＯ法人東三河後見センター

（豊川市）

子ども若者支援育成民間ネットワーク

（豊橋市）

いまからディア・ボイス

（豊橋市）

一般財団法人名古屋ＹＷＣＡ

（名古屋市）

かけこみ女性センターあいち

（名古屋市）
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第 6 号議案

2014年度 予算書（案）
単位：円

収 入 の 部
項

目

繰越金

金額

摘

要

305,219
76,000

会費
事業収入

団体会費＠3000×４団体＝12,000
個人会員＠2000×３２人＝64,000

275,000 講座（委託金、託児協力費）

雑収入

5,000 寄付金、 利息等
合

計

661,219

支 出 の 部
項

目

事 業 費

金額

摘

要

300,000
豊川市男女共同参画協働型事業
女性のためのエンパワーメント講座 （講師料等）

280,000

講座

豊川市男女共生セミナー
ロジカルシンキング （講師料等）
豊川市パートナーシップ推進出前講座 （託児費等）
愛知県健康福祉部 DV理解の出前講座 （お茶代等）

女性支援(miraiみらい）

12,000 女性のための電話相談（12ヶ月分携帯電話維持費等）

ワイワイ語ろう！

5,000 茶菓子代等

開かれた学習会

3,000 用紙代等

運営費

56,000
2,000 みらい通信の用紙代等

事務費

18,000 事務局員２人、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ管理１人

人件費

9,000 総会・理事会・定例会の茶菓子代等

会議費

27,000 みらい通信送料、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ維持費

通信費
予備費

305,219
合

計

661,219
（注）項目間の流用を認める
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豊川共生ネットみらい規約
（名称及び事務局）
第１条

本会は、豊川共生ネットみらいと称し、事務局を事務局長宅に置く。

（目的）
第２条

本会は、男女共同参画社会の形成の促進を目指し、各団体、グループ（以下「団体等」とい
う）及び個人間の交流を通して各団体等の活動の活性化を促進するとともに、地域社会の発
展に寄与することを目的とする。

（事業）
第３条

本会は、前述の目的を達成するために次の事業を行う。
（１）

男女共参画社会実現に向けての調査・研究・提言・事業等

（２）

会員相互の交流及び情報交換

（３）

会員の社会参加の促進

（４）

同一目的を有する他団体との交流

（５）

その他目的を達成するために必要な事業

（会員）
第４条

本会は、第２条の目的に賛同する、豊川市を活動の拠点とするもしくは豊川市を活動の範囲
に含む団体等を団体会員とする。
（但し、政治、宗教、営利の目的を持つものは除く。
）
２

本会は、第２条の目的に賛同する個人の入会を認め、これを個人会員とする。

３

団体会員及び個人会員をもって正会員とする。

４

団体会員は例会、事業に複数の参加ができる。

（役員）
第５条

本会に、次の役員を置く。
代表複数名、理事１０～２０名、監事２名、事務局長１名、事務局員若干名
２

本会は顧問及びｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰを若干名置くことができる。

３

役員は、理事会及び総会において選出し、理事会及び総会の承認を得る。

（役員の任務）
第６条

役員の任務は次に掲げるとおりとする。
２

代表は、本会を代表し、業務を総括する。

３

理事は、理事会を構成し、業務を総覧する。代表は理事であることを要する。

４

監事は、本会の事業並びに会計が公正に行なわれているかの監査を行う。

５

監事は、他の役員と兼務することができない。

６

事務局長は、事務局員と共に本会の事務（会計を含む）を行い、事務局を管理し、所
務を司る。

７

役員は、団体会員の会員又は個人会員であることを要する。
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（役員の任期）
第７条

役員の任期は１年とし、再任を妨げない。

（会議）
第８条

本会の会議は、総会、理事会、例会とし、代表が召集する。
２

総会は、年１回の総会及び必要に応じて開催する臨時総会とし、出席正会員の過半数
をもって決する。

３

理事会は必要に応じて開催する。

４

例会は適宜開催し、勉強会、情報交換の場とする。

（加入及び脱会）
第９条

本会に加入しようとする団体等（団体会員）及び個人会員は、文書によって申し込み、理
事会の承認を経て加入するものとする。
２

本会を脱会しようとする団体等（団体会員）及び個人会員は、事前に文書で届けなく
てなくてはならない。

（経費）
第 10 条

本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
２

会費は、入会の時期を問わず年額すべてを納入するものとする。また、退会した団体
等（団体会員）及び個人会員の既に納入された会費は、返還しないものとする。

（事業年度）
第 11 条

本会の事業年度は毎年４月１日から翌年の３月３１日までとする。

（雑則）
第 12 条

この規約に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

附則
この規約は２００１年５月２４日から施行する。
附則
この規則は第１条 第２条 第３条 第４条 第６条 第８条 第 10 条 第 11 条を、２００４年
５月２０日一部改正し、同日から実施する。
運営の約束
会費は、団体会員は年額３０００円、個人会員は年額２０００円とする。
附則
この規則は第１条 第５条 第６条 運営の約束を、２００７年５月１３日一部改正し、同日から実
施する。
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２０１４年度版
２０１４年度版

女性だけの

談話室

安心して思いを言葉にできる場
気づきと分かち合いの場

豊川共生ネットみらい企画の講座を
振り返ったり・・・。
楽しい話、うれしい話、面白い話、
ちょぴり心に触れた話・・・。

参加無料・参加時間自由・子供連れ OK
毎月 第１金曜日
午前１０時 ～１２時
ウィズ豊川
４月４日

５月２日

６月６日

７月４日

８月１日

９月５日

10 月３日

11 月７日

聴きあい！話しあい！感じあい！
ささやかなお茶菓子で盛り上げます。
お気軽にのぞいてください。

12 月５日

2015 年１月９日（第２金） ２月６日 ３月６日
15

毎月
第 1・3 月曜日

女性のための

電話相談

女性のための

面接相談

13:0０～16:00
祝日は休み

09091838712

予約不要 無料
毎月第１金曜日 10:00～11:00
祝日は休み

ｍｉｒａｉみらい

ウィズ豊川

２０１４年度版

団体会員 ４

豊川商工会議所女性会
どんぐりの会

豊川ビジョンリサーチ
プラクトピア・カフェ

個人会員 ４６名

女性３１名

男性１５名
事務局 0533-87-2564

ホームページ http://mirai.net.cn
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
２０００年度

設立準備会

２００１/5/24

豊川男女共生ネットみらい設立（２００７年度に豊川共生ネットみらいに名称変更）

２００１
第１回豊川市男女共同参画フォーラム午前午後受託
講演：樋口恵子『女と男 自立と支え合いの社会をめざして』
行政懇談会
２００２ 足元からの男女共同参画社会をめざす
第２回豊川市男女共同参画フォーラム午前午後受託
講演：田中康夫『しなやかな改革 いつでも どこでも だれもが』
行政懇談会
ひ

と

２００３ 気づきから始めよう 個性輝く未来へ
第３回豊川市男女共同参画フォーラム午前午後受託
講演：有森裕子『よろこびをちからに』
みらい企画『ワイワイ答えてドンドン語ろう！——女の言い分 男の言い分』
生活活性課とざっくばらんに語ろう会
２００４ 気づいて一歩踏み出す勇気
第４回豊川市男女共同参画フォーラム午前受託
みらい企画『ワイワイ語ろう！Ⅱ今のわたし、１０年後のわたし』
夜回り先生水谷修講演会『子どもを育てるのは～闇に沈む子どもをつくらないために～』
子どもたちの今を知るつどい『豊川市の子どもの現状』
２００５ 勇気をかたちに 私からの発信
第５回豊川市男女共同参画フォーラム
みらい企画『ワイワイ語ろう！Ⅲ 結婚しない男女の増加』
森田ゆり講演会『子どもを暴力の被害者にも加害者にもしないために
/子どもの虐待のうらにひそむもの』
草谷桂子講演会『絵本のこころ 子どものこころ』
『女性のための連続５回講座～自分を大切にするトレーニング～』
講師：佐竹一予 フェミニストカウンセリングなごや
ビデオ視聴と話し合い 10 回『日本の、これから～どう思いますか、子どもが生まれない社会～』
生活活性課と語る男女共同参画社会
ウィメンズネットこまきと交流会
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２００６ 勇気をかたちに 私からの発信
『ワイワイ語ろう！私からの発信Ⅳ～男女共同参画というけれど～わたしの本音』
中田直助（ｱｲﾁｻﾄﾞﾍﾞﾘｰｽｸｰﾙ主宰）講演会『子どもから見た親の姿～いごこちのいい家族とは～』
ファシリテーター養成連続２回講座『風通しのよい人間環境づくりのために』
講師：市川まゆみ 具ゆり ウィメンズカウンセリング名古屋ＹＷＣＡ
女性のためのエンパワーメント連続５回講座『～自分を大切に思い、信じる力を育てるために～』
講師：増井さとみ

フェミニストカウンセラー

ビデオ視聴と話し合い６回
『日本のこれから、聞こえていますか、女の怒り。知っていますか、男の本音～男女共同
参画というけれど・・・』
行政と語る会『豊川男女共同参画プラン進捗状況/託児ボランティアシステムについて』
豊橋女性フォーラムとの交流会
２００７ 勇気をかたちに 私からの発信
規約改正 ①豊川共生ネットみらいに名称変更 ②複数代表制 ③自由に企画提案できるシステム
定例会 『豊川市の男女共同参画の条例に向けての学習』
豊川高校土曜講座での企画『タバコの正体 ほんとうの怖さを知ろう！』
講師：山本茂紀 愛知大学短期大学部教授
ファシリテーター養成連続３回講座『ファシリテーターとは、コミュニケーションの仲介者・促進者』

講師：増井さとみ フェミニストカウンセラー
女性のためのエンパワーメント連続５回講座『自分を大切に思い信じる力を育てるために』
講師：増井さとみ フェミニストカウンセラー
『電話相談の心構え』講師：井上光子 子ども虐待防止ネットワークあいち（ＣＡＰＮＡ）
裁判員制度 映画

『裁判員・選ばれ、そして見えてきたもの』

講演会 『スタートまで２年を切りました。いつかはあなたも裁判員』
講師：伊藤納

名古屋地裁判事部総括

中田直助（ｱｲﾁｻﾄﾞﾍﾞﾘｰｽｸｰﾙ主宰）講演会
『子どもの自立・親の自立を考える～大人に見えていない子どもの力～』
総会ワイワイ交流会
豊川高校５者フォーラム参加
全国一斉子育て虐待防止ホットライン参加
２００８ みんなでつくろう！ みんなの男女共同参画条例
定例会『豊川市の男女共同参画条例に向けての学習/介護保険制度についての学習』
ファシリテーター養成講座
『わかってほしい！気持ちの受けとめ方・カウンセリング技法を学んでスキルアップ』
講師：増井さとみ フェミニストカウンセラー
女性のためのエンパワーメント連続 5 回講座『自分でするこころの手入れ』
講師：増井さとみ ウィメンズカウンセリング名古屋ＹＷＣＡ
提言と行政懇談

・条例策定委員会についての提言 ・市長懇談会 ・条例制定に関する懇談会
・条例みらい案提出
・豊川市男女共同参画推進条例についてのパブリックコメント提出

総会ワイワイ交流会
豊川高校５者フォーラム参加
全国一斉子育て虐待防止ホットライン参加
国際ソロプチミスト豊橋ポートより表彰『社会ボランティア賞』
２００９ やっと条例ができたよ！みんなで活かそう！
豊川市男女共同参画推進条例制定記念祝賀会（主催：豊川共生ネットみらい）
豊川市男女共同参画推進条例制定記念フェスティバル協力
定例会『豊川市男女共同参画基本計画意識調査に向けての学習』など
女性のためのエンパワーメント連続 5 回講座『自分でするこころの手入れ～』
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講師：増井さとみ フェミニストカウンセラー
アサーショントレーニング講座『言いたいことをきちんと伝えるために』
講師：星野美千代 豊川共生ネットみらい
ロジカルシンキング講座『ものごとを論理的に考える』
講師：内田友美 ＨＲインスティテュート取締役チーフコンサルタント
相談支援スキルアップ講座『相談者の心を聴く～カウンセリング技法を学んでスキルアップ～』
講師：増井さとみ フェミニストカウンセラー
提言と行政懇談 ・豊川市男女共同参画基本計画意識調査（案）についての意見提出
・意識調査報告書についての意見
・市長と昼食会
・豊川市次世代育成支援対策地域行動計画のパブリックコメント
豊川学園５者フォーラム参加
２０１０ 条例ができたよ！みんなで活かそう！
豊川共生ネットみらい 10 周年記念パーティー
豊川市男女共同参画フェスティバル協力
定例会『豊川市男女共同参画基本計画についての学習』
女性のためのエンパワーメント連続 5 回講座『女性だけの心理学～自分でするこころの手入れ～』
講師：増井さとみ

フェミニストカウンセラー

ロジカルシンキング講座
『感情摩擦を避けるためにロジカルシンキングしよう！ものごとをシンプルに考えたら…』
講師：内田友美 ＨＲインスティテュート取締役チーフコンサルタント
相談支援スキルアップ講座『相談者の心を聴く～カウンセリング技法を学んでスキルアップ～』
講師：増井さとみ

フェミニストカウンセラー

DV 理解講座 『DV 被害者支援から見えてきたもの/DV の基礎的知識を学ぶ』
講師：かけこみ女性センターあいちスタッフ
名城大学人間学部との連携
・地域女性のライフヒストリー調査に協力
・授業『ジェンダーと社会』のゲストスピーカーに招かれる
定例会『他団体の活動に学ぶ 』
・
（NPO 法人）とよかわ子育てネットおんぶぎつねこん
・東三河家族の会
・
（NPO 法人）どんぐりの会
提言と懇談

・第３次男女共同参画基本計画施策に関する意見を内閣府男女共同参画局に提出
・豊川市男女共同参画基本計画案について策定委員会に意見提出
・豊川市男女共同参画基本計画案についてのパブリックコメント提出
・市長とランチ

豊川学園５者フォーラム参加

新年会

２０１１ 条例ができたよ！みんなで活かそう！
7/4

市長とランチ『男女共同参画推進事業 市民の役割 行政の役割』

7/21

出前講座『災害時の避難生活』 講師：防災対策課 松倉英明

9/19

DV 理解講座『支援から見えてきたもの』
講師：かけこみ女性センターあいちスタッフ

10/25～

女性のためのエンパワーメント連続５回講座『自分でする心の手入れ』
講師：増井さとみ フェミニストカウンセラー

11/19

相談支援スキルアップ講座『相談者の心を聴く』
講師：増井さとみ フェミニストカウンセラー

2/2

新年会

2/4

ロジカルシンキング講座
『感情摩擦を避けるためにロジカルシンキングしよう！ものごとをシンプルに考えたら…』 20

講師：内田友美 ＨＲインスティテュート取締役チーフコンサルタント
２０１２ 防災にも男女共同参画の視点を！
4/14

10 周年記念講演会 『家族持ちから人持ちへ～支えあいのネットワークづくり～』
講演：上野千鶴子
上野千鶴子を囲む会

5/8
9/15 10/21

市長とランチ『新豊川市民病院について』
DV 理解講座「男女間で暴力のおきる理由」
講師：かけこみ女性センターあいちスタッフ

10/3～

女性のためのエンパワーメント連続５回講座『自分でする心の手入れ』
講師：増井さとみ フェミニストカウンセラー

11/14

女性のためのエンパワーメント講座ダイジェスト版
講師：増井さとみ フェミニストカウンセラー

12/20
2/16

提言 避難所運営ゲーム HUG の普及
ロジカルシンキング講座
『感情摩擦を避けるためにロジカルシンキングしよう！ものごとをシンプルに考えたら…』
講師：内田友美 ＨＲインスティテュート取締役チーフコンサルタント

３/13

『ハッピー家族になるためのシンプルなコミュニケーションのコツ』
講師：増井さとみ フェミニストカウンセラー

開かれた学習会 7/19 8/23 9/20 『もう一度聞こう！上野千鶴子』
11/19

『豊川市の男女共同参画』講師：井川郁恵

12/20

『避難所の男女共同参画』講師：生活活性課 前田課長補佐 伊奈主査
『災害時の共助』講師：防災対策課 倉田課長補佐

1/17

『私の男女共同参画への思い』講師：藤田美代子 豊川共生ネットみらい

２/21

『小規模多機能型居宅介護施設〝ぬくぬく“』
講師：杉浦弥生 豊川共生ネットみらい

3/21

体験『避難所運営ゲーム HUG』防災対策課 倉田・伊藤

２０１３ 防災にも男女共同参画の視点を！
５/12

体験『避難所運営ゲームＨＵＧ』

9/4～

女性のためのエンパワーメント連続５回講座『自分でする心の手入れ』
講師：増井さとみ フェミニストカウンセラー

10/24

市長とランチ『豊川市管理職への女性登用 Ｂ１グランプリ』

10/28

提言 『新豊川市民病院を視察した提案と感想』提出

11/6

『批判に対処するコツ』
講師：増井さとみ フェミニストカウンセラー

11/16

DV 理解講座『聞いたことあるけど、ＤＶって。
。
。
』
講師：加藤佐紀子 フェミニストカウンセラー

2/1

ロジカルシンキング講座
『感情摩擦を避けるためにロジカルシンキングしよう！ものごとをシンプルに考えたら…』
講師：内田友美 ＨＲインスティテュート取締役チーフコンサルタント

開かれた学習会

6/20

『第二次地域福祉計画』講師：福祉課 稲垣健

8/22

『新豊川市民病院視察』講師：市民病院経営企画室職員（４名）

3/20

『いざという時のために知って安心 成年後見制度』
講師：豊川市成年後見支援センター 西山登

● 開かれた学習会（定例） 毎月第３木 13:30～15:30
● 女性のための談話室

毎月第１金 10:00～12:00

《いずれもウィズ豊川・無料》
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豊川市男女共同参画推進条例
前文
我が国では、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、昭和５０年の「国際婦人年」
をきっかけに、国際社会における取組に連動して、男女共同参画社会の実現に向けた制度が整備
され、平成１１年に男女共同参画社会基本法が成立しました。
また、豊川市においては、平成１３年に自立と支え合いの男女共同参画社会の実現を目指す「と
よかわ男女共同参画プラン」を策定し、様々な取組を進めてきました。
しかしながら、ジェンダーが様々な場面で日本国憲法にうたわれている個人の尊重と法の下の平
等を妨げることがあり、今なお、ジェンダーにとらわれた固定的な役割分担意識や慣習が根強く
存在しているため、なお一層の努力が求められています。
私たちは、誰もが主体的に参画する活力あるまち豊川市として一層の発展を遂げるために、男女
が性別にかかわり無く互いに人権を認め合い、自立した個人として社会のあらゆる分野に希望を
持って対等に参画し、その責任を担うことができる男女共同参画社会の実現を目指し、ここに、
この条例を制定します。
第１章 総則
目的
第１条 この条例は、男女共同参画の推進について、基本理念を定めて、市と市民、教育に携わる
者、市民活動団体や事業者（以下「市民等」といいます。）の役割を明らかにし、市が行
う男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、その施策を市
と市民等が共に総合的かつ 計画的に推進し、男女共同参画社会を実現することを目的とし
ます。
定義
第２条 この条例における用語の意義は、次のとおりとします。
（１）男女共同参画
男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって、家庭、地域、学校、職
場その他の社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、その機会
が確保されることにより男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享
受することができ、かつ、共 に責任を担うことをいいます。
（２）積極的改善措置
前号に規定する機会についての男女間の格差を改善するため、必要な範囲内におい
て、男女のいずれか一方に対し、その機会を積極的に提供することをいいます。
（３）ジェンダー
生まれついての生物学的性別に対し、社会通念や慣習の中にある男性像又は女性像
のような、社会によって作られた社会的性別をいいます。
（４）リプロダクティブ・ヘルス
男女が、性と生殖に関する健康を含め、生涯にわたり身体的、精神的及び社会的に
良好な状態であることをいいます。
（５）リプロダクティブ・ライツ
産む性としての女性の自己決定権を含め、リプロダクティブ・ヘルスを享受する権
利をいいます。
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基本理念
第３条 男女共同参画の推進は、次のことを基本理念として行われなければなりません。
（１） 男女が性別による差別的取扱いを受けることなく、個人として人権が尊重され、自らの
意思と責任によりそれぞれの生き方を選択し、個性と能力を発揮する機会が均等に確保
されること。
（２） ジェンダーによる固定的な役割分担意識に基づく社会制度や慣行が、社会のあらゆる分
野の活動における男女の自由な選択を制限することのないよう配慮されること。
（３） 男女が社会の一員として、社会のあらゆる分野における方針の決定、計画の立案等に対
等に参画する機会が確保されること。
（４） 男女が家庭においてそれぞれの個性を尊重し、家族の一員としての役割を果たすととも
に、互いの協力と社会的支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動とそれ
以外の活動の両立ができるよう配慮されること。
（５） 男女が互いの性の理解を深めるとともに、リプロダクティブ・ヘルスとリプロダクティ
ブ・ライツが尊重されること。
（６） 男女共同参画の推進に向けた取組が国際的な理解と協調の下に行われること。
市の役割
第４条 市は、基本理念に従い、男女共同参画の推進に関する施策（積極的改善措置を含みます。
以下同じです。）を総合的かつ計画的に策定し、実施する役割があります。
２ 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するときは、国、県その他の関係機関と連
携して取り組み、市民等と協力し、協働して男女共同参画を推進する役割があります。
３ 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するため必要な体制を整備し、財政的な措
置を執るよう努める役割があります。
４ 市は、市民等への模範として、自ら率先して男女共同参画を推進する役割があります。
市民の役割
第５条 市民は、基本理念に従い、男女共同参画について理解を深め、社会のあらゆる分野におい
て男女共同参画を推進するよう努める役割があります。
２ 市民は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努める役割があります。
教育に携わる者の役割
第６条 教育に携わる者は、基本理念に従い、教育を行うよう努める役割があります。
２ 教育に携わる者は、その教育の中で、メディアリテラシー（多様な情報を無批判に受け入
れるのではなく、主体的に読み解いて自己発信する能力をいいます。）の習得や向上のた
めの教育を行うよう努める役割があります。
３ 教育に携わる者は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努める役割
があります。
市民活動団体の役割
第７条 市民活動団体は、基本理念に従い、その活動方針の決定、計画の立案等において、男女が
共に参画する機会を確保するよう努める役割があります。
２ 市民活動団体は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努める役割が
あります。
事業者の役割
第８条 事業者は、基本理念に従い、男女が職場における活動に対等に参画する機会を確保し、ワ
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ーク・ライフ・バランス（働く人が仕事とそれ以外の生活を自身が望む調和のとれた状態
にできることをいいます。）に配慮した環境整備に努める役割があります。
２ 事業者は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努める役割があります。
性別による権利侵害の禁止
第９条 すべての人は、社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為を行ってはなりません。
（１） 性別による差別的な扱い
（２） セクシュアル・ハラスメント

(性的な言動により相手方を不快にさせたり、相手
方の生活環境を害することや、性的な言動に対する
相手方の対応によってその者に不利益を与えるこ
とをいいます。)

（３） ドメスティック・バイオレンス （配偶者等に対する暴力や心身に有害な影響を及ぼ
す言動をいいます。）
表示する情報への配慮
第１０条 すべての人は、広報、報道、広告等において、ジェンダーによる固定的な役割分担や暴力
行為を正当化し、助長する表現や不適切な性的表現を 行わないよう努めなければなりま
せん。
第２章 基本的施策
基本計画
第１１条 市長は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため
の基本的な計画（以下「基本計画」といいます。）を策定します。
２ 市長は、基本計画を策定し、変更するときは、豊川市男女共同参画審議会の意見を聴き、
市民等の意見を反映するよう努めます。
３ 市長は、基本計画を策定し、変更したときは、速やかに公表します。
実施状況の公表
第１２条 市長は、毎年度、基本計画に基づいた男女共同参画の推進に関する施策の実施状況につ
いて、公表します。
参画機会の格差の是正
第１３条 市は、社会のあらゆる分野の活動に参画する機会が男女に対等に確保されていないなど
の格差が生じている場合は、市民等や関係機関と協力して積極的改善措置に関する情報
の提供その他の格差を是正するために必要な支援をするよう努めます。
学習の支援等
第１４条 市は、市民等が行う男女共同参画についての関心や理解を深めるための学習を支援し、
家庭教育、学校教育、社会教育その他の教育において必要な援助ができるよう努めます。
情報提供等
第１５条 市は、男女共同参画の推進に関する活動を行う市民等へ、情報を提供し、男女共同参画
に関する理解をより深めるため、広く啓発活動を行います。
２ 市は、市民等に、男女共同参画を推進するうえで必要なメディアリテラシーに関する情
報を提供するよう努めます。
国際的な理解と協調のための支援
第１６条 市は、国際的な理解と協調の下に男女共同参画を推進し、多文化共生を目指す交流を促
進するため、必要な支援ができるよう努めます。
24

調査研究
第１７条 市は、男女共同参画の推進に必要な調査研究を行い、必要があるときは、その結果を公
表します。
意見、苦情等の申し出と処理
第１８条 市長は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策や男女共同参画の推 進に影響を及ぼ
すと認められる施策について、市民等から意見、苦情等の申し出があったときは、関係
機関と連携し、必要な措置が執れるよう努めます。
相談の申し出と処理
第１９条 市は、男女共同参画の推進を妨げる権利侵害について、市民等から相談の申し出があっ
たときは、関係機関と連携し、必要な措置が執れるよう努めます。
第３章 男女共同参画審議会
男女共同参画審議会
第２０条 市は、男女共同参画の推進に関して必要な事項を審議するため、豊川市男女共同参画審
議会（以下「審議会」といいます。）を置きます。
２ 審議会は、市長の諮問に応じ、基本計画の策定及び男女共同参画の推進に関する重要な
事項を調査審議し、その結果を市長に答申します。
３ 審議会は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策について調査審議し、市長に意見
を述べることができます。
４ 審議会は、委員１０名以内の委員で組織します。
５ 男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の１０分の４未満とならないようにします。
６ 委員の任期は２年とし、再任を妨げません。ただし、委員に欠員が生じた場合における
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
７ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定め
ます。
第４章 雑則
委任
第２１条
附 則

この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定めます。
１

この条例は、平成２１年４月１日から施行します。

２

この条例の施行の際、現に男女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８号）第１
４条第３項の規定に基づき策定されている市の男女共同参画計画（
「とよかわ男女共同
参画プラン」をいいます。
）は、第１１条第１項の規定により策定された基本計画とみ
なします。
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ワイワイ語って、

参加無料

2014 年度

新しい自分に気付こう！
わたしの本音『今再び、男女共同参画は必要か？』
わたしの本音『今再び、男女共同参画は必要か？』
大好評の
ワイワイ語る場

グループに１人
進行係がいます。
皆さんが等分に話
せる進行をします。

キーワード
「女性が働くこと」
「イクメン」
「生きづらさ」等
を元に、
語り合います。

5 月 10 日（土）
1:30～3:30（受付 1:00）
吉本副知事の話
ワイワイ語ろう！
会場：プリオ 4 階 市民交流ホール
ボランティア・市民活動センター
参加申込み：前日まで事務局に連絡
定員：先着５０名
ジェンダー
セクハラ DV

会場
無料 駐車場有

キーワード
特別ゲスト
愛知県 初の女性副知事
吉本明子さん

性別役割分担
Ｍ字カーブ
ワーク・ライフ・バランス
セクハラ
待機児童 少子高齢化 ジェンダー ＤＶ
デートＤＶ
・・・

託児あります！

前回の参加者の感想
前回の参加者の感想

負担金：お子さん１人 500 円
申し込み：4 月 25 日(金)まで

『女性が元気に働き続
けられる愛知の実現を
目指して』
について、スピーチして
頂きます。

自分と全く
違う意見に、
驚いた。

楽しくみんな
本音を言って
いて良かった。

全ての問合せ 申込み先：
豊川共生ネットみらい 事務局
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ my-inoue@ams.odn.ne.jp
TEL&FAX 0533- ８７－２５６４
ホームページ http//:mirai.net.cn
主催：豊川共生ネットみらい

