問合せ・連絡先

２０１０・７・２７

みらい通信

NO．３４

２０１０・５・９ 10:40〜14:00

ウィズ豊川視聴覚室

豊川共生ネットみらい
事務局
０５３３８７２５６４
ホームページ
http://mirai.net.cn

参加４４名

おめでとう！

一人じゃできない。
みんなの力で
10 周年を迎えられた。

豊川高校のみなさんが豊川市男
女共同参画推進条例を朗読して
くれました。

市長と語ろう！
「差別と区別ってどう違う？」
「豊川市の特徴は？」など６つの
質問がありました。

それぞれの思いをみんなで一言ずつ

ライブ

ハンドベル演奏

『ちいさな世界』

どんぐりの会と豊川高校

1

レモンスカッシュ
『あのすばらしい愛をもう一度』
『野に咲く花のように』
オリジナル曲『花の約束』『１００円ショップ』など

豊川共生ネットみらいのあゆみ
2000 年４月〜
2001 年 5 月 24 日

（□は年度テーマ

斜め字は継続中の事業）

設立準備会

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 年度みんなで創る・初めの一歩

・行政懇談会

・第１回豊川市男女共同参画フォーラム受託

みらい通信発行 資金作りバザー
2002 年度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受託

・行政懇談会

2003 年度気づきから始めよう！個性（ひと）輝く未来へ
・第３回豊川市男女共同参画フォーラム受託

みらい企画『ワイワイ答えてドンドン語ろう！』

・生活活性課とざっくばらんに語ろう会
2004 年度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の部受託

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』

・講演

夜回り先生水谷修『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〜』

・学習会

子どもたちの今を知るつどい『豊川市の現状』

女性のための委員会設立 女性のための電話相談・談話室・支援開始

かぞくの未来を考える委員会設立

2005 年度勇気をかたちに・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
・講演

結婚しない男女の増加』

森田ゆり『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ぞむもの〜』
草谷桂子『絵本のこころ

子どものこころ』

・講座

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〜』

・定例会

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〜』

・懇談会

生活活性課と語る男女共同参画社会

・交流

ウィメンズネットこまきとの交流会

ホームページ開設 http://mirai.net.cn
2006 年度勇気をかたちに・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』
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・講演
・講座

中田直助『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』
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〜』

・定例会

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について』
『託児ボランティアシステムについて』

・交流

豊橋女性フォーラム

2007 年度勇気をかたちに・私からの発信
・講演

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

伊藤納（名古屋地裁判事部総括）
『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』
中田直助（ｱｲﾁｻﾄﾞﾍﾞﾘｰｽｸｰﾙ主宰）『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〜』

・講座

『タバコの正体

ほんとうの怖さを知ろう！』

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』
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』
『電話相談の心構え』
・定例会

『豊川市の男女共同参画条例に向けての学習』

・映画

『裁判員・選ばれ、そして見えてきたもの』

・交流

総会ワイワイ交流会

・ mirai みらいの活動支援

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

条例学習委員会設立
2008 年度みんなでつくろう！みんなの男女共同参画条例
・講座

ファシリテーター養成『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』

・定例会

豊川市の男女共同参画条例に向けての学習

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』
・提言と懇談

『条例みらい案提出』
・交流

介護保険制度についての学習

『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』
総会ワイワイ交流会

・mirai みらい の活動支援

『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』
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』

支えあいの社会をめざす委員会設立

２

2009 年度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

・豊川市男女共同参画推進条例制定記念祝賀会開催
・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
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〜』

・講座

アサーショントレーニング講座
ロジカルシンキング（論理的思考）講座『ものごとを論理的に考える』
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〜』
・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

・提言と懇談

『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』
『市長懇談会・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』

・交流

豊川学園フォーラム参加

祝賀会での交流

託児システム研究委員会設立

・mirai みらい の活動支援

２０１０年度 総会 ~すべての議案を承認〜
会員数５６《団体５》豊川商工会議所女性会

５月９日（日）10:00〜10:30 ウィズ豊川視聴覚室

豊川ビジョンリサーチ

どんぐりの会

プラクトピア・カフェ

出席数

２６

団体４

個人２２

委任状
計

１６
団体１
４２（過半数２８以上） 団体５

個人１５
個人３７

ライツ＆アイ《個人５１》

〜 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 〜

2010 年度テーマ
2010 年度事業方針

１

設立１０周年記念事業

２

平場の組織：グループ・団体や個人から発信された自由な企画提案を事業活動とするための
組織づくり

３

複数代表制： 誰もが代表になることのできる体制づくり

４

グループや個人の思いを行政や社会（公）に結びつけるための活動

５

ｍｉｒａｉみらいの活動支援

2010 年度事業 ★継続 ☆新規
★女性のためのエンパワーメント講座

★女性のためのアサーショントレーニング講座

★ロジカル・シンキング（論理的思考）講座

★相談支援スキルアップ講座

★行政へ提言

★豊川高校との交流

★名城大学との共同研究

★とよかわ子育てネット（おんぶぎつねこん）と協働

★ｍｉｒａｉみらいの活動支援

★資金づくり（どんぐりの会と協働）

★みらい通信

★ホームページ

★広報（ちらし作成・マスコミ等へ発信）

≪男女共同参画視点を広げるために≫
☆設立１０周年記念事業

☆団体会員の活動に学ぶ

☆市長とランチ

☆調査研究

☆連携団体の活動に学ぶ

（・タウンミーティング・ＮＰＯ法人化）

2010 年度組織運営

2010 年度事業運営
１

総会

年1回

星野美千代

２

理事会

随時

b. 条例学習委員会

冨田靖子

３

定例会

研修の場

c. かぞくの未来を考える委員会

山脇善典

事業発表の場

d. 支えあいの社会をめざす委員会

中村信彦

原則毎月第３木曜日 13:00〜

e. 託児システム研究委員会

西本全秀

ウィズ豊川

f. ホームページ管理委員会

彦坂千津子

１

全員体制（設立１０周年記念事業）

２

委員会体制 a

３

女性のための委員会

臨時開催もあり

企画発表の場

グループ・団体や個人の企画受け入れ体制（会員外、他団体も可）
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2010/5/714:00〜16:00 第３次男女共同参画基本計画策定（中間整理）に向けての公聴会
福島

瑞穂

３名参加

ウィルあいち

内閣府特命担当大臣（少子化男女共同参画担当）

鹿嶋

敬

基本問題・計画専門調査会会長代理（実践女子大学教授）

辻村

みよ子

基本問題・計画専門調査会委員（東北大学大学院教授）

岩井

宣子

女性に対する暴力に関する専門調査会会長
基本問題・計画専門調査会委員（専修大学法科大学院教授）

◎

男女共同参画社会基本計画施行（1999）後 10 年間の反省
1 固定的性別役割分担意識がまだ強い
2

働く女性の支援という印象を与えてしまい、あらゆる人々にとって必要であるという認識が広まらず、意
識改革や制度改革が不十分

◎

3

女性のＭ字カーブ（労働力が２０代３０代で減少）の解消や、長時間労働の抑制に成果がみられない

4

経済状況の悪化によって困難を抱える人が増加。高齢単身女性世帯・母子世帯で貧困の割合が高い

中間整理の具体的取組
1

国際的概念や考え方を重視【ジェンダー（社会的文化的につくられた性差）・リプロダクティブヘルス/ライツ
（性と生殖に関する健康と、性と生殖に関する健康を得る権利）など】

2

実効性のあるポジティブ・アクション（積極的改善措置）の推進
【2020 年女性登用 30％・クオータ制（比率や人数の割り当て制）
・インセンティブ（報奨）付与の検討など】

3

世帯単位の制度・慣行を個人単位に移行【税制（配偶者控除等）見直し・社会保障制度、家族に関する法制（民法
の改正等）の検討・人権侵害被害者救済相談体制の拡充・ジェンダー統計の活用・ジェンダー予算の検討など】

4

雇用問題の解決のためのセーフティネットの構築【Ｍ字カーブ解消・同一価値労働同一賃金の実現・ワークライ
フバランス（仕事と生活の調和）の行動指針・女性管理職登用・母子家庭支援施策・外国人支援など】

5

男性・子どもにとっての男女共同参画・地域における男女共同参画を推進【男性の育児介護休業の取りやすい
職場環境整備・地域での方針決定過程への女性の参画拡大など】

◎

意見発表

26 名 (参加者 300 余名 挙手多数のうち指名された 26 名が発言)
1 男女共同参画推進反対 10 名
【家庭崩壊招く・母、妻に使命感を・男女別教育を・専業主婦を大切に・性教育反対・日本人の心を取り戻せ・Ｍ
字カーブすばらしい・３歳児神話で幸せを・母の無償の愛は美徳・男の子は男らしく・夫婦別姓反対・・】

2

性的マイノリティ（少数者）の人権に配慮を

3名

【男女共同参画社会が少数者を不利にする社会でなく多様な選択を認める社会であると明記を・青年期に悩みを抱
える人が多いので、早急に性的マイノリティについての理解教育を】

3

実効性のある基本計画にしてほしい

10 名

【クオータ制を・ＤＶ、ジェンダーについての学校教育を・性教育を・ＤＶ加害者の実態把握を・外国人の老後問
題を・性暴力の医療対応の充実を・メディアリテラシイ(メディアを主体的に読み解く能力)教育を・人生選択の
自由な環境を・リプロダクティブヘルス/ライツをきちんと明記を・男性の人権に配慮を・ジェンダー主流化を】

4

法整備してほしい

3名

【長時間労働の規制を・最低賃金明記を・有期雇用契約の規制を・労働実態の調査を・ポルノの法的取締りを・同
一価値労働同一賃金の法整備を】

内閣府男女共同参画局ホームページ http://www.gender.go.jp/
中間整理資料(4/15) http://www.gender.go.jp/danjo‑kaigi/kihon/sanjikeikaku/chukanseiri/index.html
公聴会（兵庫・宮城・広島・愛知・東京・福岡）意見と意見公募の結果(6/3)
答申(7/23)

http://www.gender.go.jp/danjo‑kaigi/kihon/sanjikeikaku/boshukekka.html
http://www.gender.go.jp/danjo‑kaigi/kihon/sanjikeikaku/toshin/index.html

7 月 31 日（土）11:00〜14:00 ウィズ豊川

視聴覚室

名城大学人間学部の豊川市でのフィールドワーク（地域研究）に協力
8 月 17 日（火）13:30〜ウィズ豊川技能実習室

定例会

『豊川市男女共同参画基本計画策定等』

9 月 5 日（日） 10:00〜16:30 豊川市勤労福祉会館 1 階研修室
相談支援スキルアップ講座

『相談者のこころを聴く〜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（ウィメンズカウンセリング名古屋ＹＷＣＡ）

9 月 16 日（木）13:30〜15:00 ウィズ豊川
愛知県 DV 理解講座

ｓｇｙ
主催：豊川共生ネットみらい

視聴覚室

『ＤＶ被害者の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

企画運営：豊川共生ネットみらい
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