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豊川共生ネットみらい 事務局
TEL・FAX 0533-87-2564
ホームページ http://mirai.net.cn
メール mirai2001kara@gmail.com

市民活動団体：豊川共生ネットみらいの会報誌。
活動の目的：男女共同参画社会の実現
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職場や家庭で生かす男性のための「体験型」コミュニケーション講座・・・他人と、わかりあうため、つながるためのコミュニケーション・・・
２０１５年８月８日（土）10:00～15:00 ウィズ豊川視聴覚室
主催

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

１995 年 京都大学教育学部教育心理学科在学中、日本初の男性専用相談
『男』悩みのホットラインを開設
2001 年より 精神科医療機関、児童養護施設等で心理療法を担当

講

受 講 者

2004 年より 『男』悩みのホットライン代表を務め、各地自治体主催の男性

師

相談事業を受託
2011 年 カウンセリングオフィス天満橋開設
2012 年 内閣府 地方自治体等における男性に対する相談体制の
整備支援のための調査検討会 委員

受講無料

現在 京都橘大学 健康科学部心理学科 助教
各地自治体の男性相談事業の相談員・研修講師 等

男性１９名

２０代から７０代まで
みらい男性スタッフ３名含む
半数以上豊川市、その他、豊橋・新城・東京・田原・湖西

託児希望者

なし

内

容

心豊かな社会実現のためには、男女共に自分を抑圧しているものを意識する必要があります。

目

内閣府平成 26 年度男女共同参画白書によると「今、幸せだと感じている」男性は、28.1％、
女性は 34.8％です。男性が女性より生きづらいのが実態です。男女が力を合わせてする社会づ

的

くりの推進基盤を強固にするために、１０年余の女性のエンパワーメント支援の経験をもとに、

午前の部

男性に焦点をあてた講座を開設し、男性の人材育成を図ります。
DVD 視聴

ＮＨＫ「クローズアップ現代～男はつらいよ 2014～」（2014/7/31 放映）
講師の取り組みの紹介あり

レクチャー

心理学の視点から、ストレス発生のしくみ・自分の感情との付き合い方、
相手の気持ちの受け止め方など

マッチングゲーム

自分が初対面の人にはどんなふうに見えるのか、自分が周囲にどんな
イメージを与えているか、を自覚する貴重な機会
午後の部

見合い形式の話し合い

お互い同じ時間だけ話し、その間もう一方は聴き役に徹するという制
限を設けることで、会話下手の男性がコミュニケーションの呼吸を知
る。世代や立場の異なる同士でも、話題を選べば楽しく会話ができ
るという経験をする。

用紙積みゲーム

初対面の者が即席のグループをつくり、知恵を出し合い共通の課題に
取り組む、という企図。遊び感覚を持たせながら、共同作業の有益さ楽
しさを体験。

共有ワーク

午前の部レクチャーの、「相手の気持ちに寄り添う」ことの実践。

講師、締めの言葉

「全国に男性推進室がほしいですね。」

ア ン ケ ー ト
講座の満足度

満足

回収１４
６名

まあ満足 ６名
普通

２名

やや不満

０名

不満

０名

設しました。

総

括

①

受講者の言動から隠れたニーズがあると推測した。その実態把握と啓発のために継続講座と
する必要性を強く感じた。
② 受講者の居住地域が豊川市だけではなかった。この講座を機に豊川市が男性講座の核となり、
東三河地方の他地域まで広げる体制を望む。
（更なる行政や NPO 団体との連携が課題）
③ 今回の講座で男性の本音を吐き出す場と「男性も自分のことを相談してもよい」という意識づ
けが必要であると痛感した。豊川市に男性相談窓口と男性だけで自由に話す場をつくりたい。
④ 今回、資金調達がうまくいかなかった。
（現在、企業との協働体制を研究中）
⑤ 男性のみで初めて講座の企画運営をした。人材が育ち活動強化につながった。

【参 考】
★ 内閣府「男性にとっての男女共同参画」に関する意識調査報告書（平成 24 年）より
「他人に弱音を吐くことがある」男性は３割
「悩みを気軽に誰かに相談する」男性は２割
４５％以上の男性が回答・・・ 「男は弱音を吐くべきではない」
★ 2014 年 7 月 31 日 NHK テレビ 「クローズアップ現代」より
6 月に政府が閣議決定した「男女共同参画白書」
* 「現在、幸せである」と感じている割合：男性＜女性
* 妻が「主婦」の場合に夫の幸福度が特に低い（しかも収入が増えるほど妻は上がり、夫は下がる）
「世界価値観調査」
女性の幸福度が男性を上回っているのは先進国では極めて珍しく、イラク、エジプトなど国内紛争
や戦争が行われている国と同等

・講義になると仕事をしている感じになるので、体験型はとてもよかったです。
・職場の人間関係は男性にとって最大の争点である。この点に絞った講座が計画されれば、参加してみたい。

・（自分の考えが及ばない）様々な悩みを持った、いろいろな方がいるんだな～。
・人生経験等が違った人たちと交流することができ、有意義でした。本日学んだことを
活かして、職場だけでなくプライベートの面でも、コミュニケーションについて自分
だけでなく相手を配慮して対応するように心がけようと思いました。

・いつもの生活では、吐き出せないことを話せた。
・続けて開催すると、世の男性のためになるのでは？
・女性がいたら、あんなにも話せなかったと思う。
・不安だったが、具体的で良かった。

一歩、踏み出すために

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・愛知県出前講座

ＤＶ理解の講座

２０１５年９月２６日（土）13:30～15:00 その後懇談 自由解散
ウィズ豊川視聴覚室
講師：フェミニストカウンセラー 加藤佐紀子
参加：１１名（女性８名 男性３名） 託児：１名 参加費無料
主催：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
ＤＶを受けた女性の行動と心は、【ＤＶＤ『ゆらぐ家族～ＤＶの中で』（ウィメンズハウスとちぎ制作）視聴して】
① 結婚前のことまでも何時間も攻められた。「お前はだめな人間だ」と罵倒された。物を投げられ、床にたたきつけ
られた。
② 近所の人には、わかってもらえないと思った。理由は、夫は外面が良いし、恥ずかしいから。
③ 体に不調が出て病院に行った。医師から「思い当たるふしは？」と聞かれたが、夫のことを無意識に隠してしま
った。弱みを他人に見せる経験がないから、言えなかった。
④ 身内にも友達にも相談できなかった。女性相談に電話した。「あなたは悪くない。それはＤＶ」と教えてもらった。
頼りは女性相談窓口だった。
⑤ 日々の生活で、夫を怒らせないように気をつけている。 夫が期待しているように、行動しようとする。 「私が頑
張れば、夫が変わってくれるかもしれない」と思う。
⑥ 何年耐えられるだろうか。殺される気がする。一緒に暮らせない。離婚したい・・・いつも心の奥で思っている。
⑦ 夫から「お前には、生活力がない」と言われている。
⑧ 子どもを父親のいない子にしてもよいのか・・・悩む。

ＤＶ家庭で育った子どもは、びくびくしながら不安な生活を送る。虐待を受けていることなる。安心安全な家
庭でないと、他人を信頼できる子どもに育たない、と教えてもらった。

今の日本の社会は、「暴力ＯＫ」という雰囲気があると思う。この社会の雰囲気を、変えたい。
講師のことば「誰でも、他人から言われるがまま生きる必要ない」が、心に残っている。
（３０代女性）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

市長とランチ

２０１５年７月２３日（木）11:30～13:00
ウィズ豊川研修室１ 昼食代８００円
参加 １３名
託児 ０名
主催 豊川共生ネットみらい

いい知恵出し合って、豊川を元気にしたい。
課題：人口減少、子育て支援、市施設の活用、東三河広域連合（介護保
険の統一）、スズキ跡地活用
市長選マニュフェストに、市民皆さんの意見を採り入れたい。

＊高齢の親は障がいの子の行く末が心配、障がい者が終生過ごすことのできる施設
がほしい。＊支所の空き室をグループホームなどの福祉転用に。＊児童クラブに障
がい児を受け入れてほしい。＊プレミアム商品券を予約制に。＊歩道スペースが確保
できない道路が多すぎる。人が歩ける街にしてほしい。＊マニュフェスト案を出した
い。（8 月 31 日みらい案提出。みらい通信 55 号２。）
した。）
。

豊川共生ネットみらい

山脇市長マニュフェスト案

2015/8/31 提出

山脇市長は「男女共同参画条例制定」を公約に掲げ当選されました。その２年後の 2009 年には「豊

❻ ファミリー・フレンドリー企業登録制度の活用を

川市男女共同参画推進条例」が施行され、その有言実行の姿勢に大きな感銘を受けました。男女共同
参画社会を推進する、豊川共生ネットみらいは、さらに「豊川市男女共同参画推進条例」の実効性を

愛知県の「愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録制度」は、男女ともに働きやすい職

深めるために、下記、ご提案申し上げます。どうぞ、今回のマニュフェストへの採用をご検討くださ

場 環境づくりのために従業員のワーク・ライフ・バランスに取り組む企業を応援する制

いますよう、お願いいたします。

度。企 業には、イメージアップ、優秀な人材確保、従業員の意識向上のメリットがあり
ます。豊川 市の登録企業をさらに増やし、働きやすい豊川市のイメージを！

❼ 男女共同参画の視点を入札・契約制度に反映を

１．豊川市男女共同参画推進条例を深めるための具体策

❶

豊川市防災会議などの女性委員を３割以上に
理想を言えば、男女同数が好ましいです。男性の人数が多いと数の暴力、あるいは

豊川市男女共同参画推進条例第１章第８条【事業者の役割】第２項の「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」を具体化したものです。新潟県上越

女性の遠

市、福岡県福津市、東京都千代田区が実施しています。

慮で、男性側の意見に偏りがちです。性別が偏ると偏った方の視点が公となってしまいます。
そうならないために豊川市男女共同参画推進条例では、第１章

第５条【市民の役割】とし

て、市民の意識改革も求められています。

❷

❽ 女性相談事業の充実を

小中学校に男女混合名簿の導入を

豊川市の DV 相談窓口や女性相談窓口が、民間とリンクするシステムの構築を望みます。
豊 川共生ネットみらいは、女性が気楽につどい安心して話ができる、みらい主催の「女

名古屋市の小学校では、ほぼ１００％で実施済です。片方の性がいつも優先される名簿は「隠

性のための談話室」(毎月１回）が受け皿になることができます。

れたカリキュラム」となって差別意識を学びます。差別意識と認識されずに差別そのものが社
会通念となってしまいます。

❾
❸

自治体組織を男女共同体制に

豊川共生ネットみらいは２０１５年８月８日に「男性限定職場や家庭で生かす男性のため
の体験型コミュニケーション講座」を開催しました。この講座でジェンダーバイアスにか

東日本大震災など過去の大震災の避難所では、女性や子どもが被害にあう DV、セクハラ、児童

かり、悩みを鬱積させている男性の実態がわかりました。男性にも気軽に話せる場所を設

虐待が多発しました。今後の起こり得る災害に対して被害者を出さない対策が必要です。その

置し、自己尊重できる環境が必要です。

ために平時から女性の意見を採用し運営する男女共同体制が必要です。

➍

「豊川市避難所運営マニュアル」にある、避難所運営委員会の女性委員を３割
以上に

男性の気楽に話せる場の設置を

❿

市役所に託児スペースを
審議会委員会などの市民参加の委員会に託児配慮をし、育児中の市民も審議委員などに参

避難所は生活の場となります。男性のできること、女性のできることを把握し、男性の問題は
男性で、女性の問題は女性でと互いを尊重しながら運営しなければなりません。家庭で衣食住
を担う女性（現在、残念ながら、未だに男性にその力は不足しています）の意見を取り入れて
運営することによって、生活上の様々なリスクやトラブルを回避することができます。

❺

全町内会に避難所運営ゲームＨＵＧの普及を
東日本大震災では、平時この仮想体験ゲームを何度も行った町内会の避難所ではトラブルが少
なかったそうです。平時の意識（ジェンダーにとらわれた固定的役割分担意識・慣習・差別意
識など）がゲームをするごとに認識され、克服されていったからだと推測します。従って、全
市的に普及させることによって、災害時のリスクの一端を回避することができます。

画できる機会が必要です。

⓫ 男女共同参画室の設置を
調査研究は、市民の意識を計るアンケート調査だけでなく、国、愛知県、他自治体、国際
社会の動向を知ることによって、次代につながる豊川市のあるべき男女共同参画社会像を
見つけることができます。この調査研究をする場として、男女共同参画室が必要です。

⓬ 男女共同参画資料保管の場を
市民がいつでも閲覧できるスペースの設置を男女共同参画に関する書籍はウィズ豊川３階
の本棚にあります。が、貸し出されることはめったにありません。紛失の可能性もありま

５５号ー２

す。それらととも豊川市の男女共

同参画の歴史がわかる場を設置する必要があります。

⓭ 豊川市中央図書館で男女共同参画週間・男女共同参画月間の展示を

皆様へお願い
市民が調査研究したものを閲覧すれば、貴重な意見も生まれます。
２．

次の３項目は、豊川市男女共同参画推進条例第１章第５条【市民の役割】と障害を理由とする
差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）（２０１６年４月１日施行）を、関連づ
けた提案です。

イオン「幸せの黄色いレシートキャンペーン」
「豊川共生ネットみらい」、応援団体として登録！！

豊川市男女共同参画推進条例制定には、障がいのある男女から意見を聞いていません。障がい
のある方も男女共同参画の視点をもつことによって平等意識が深まります。

●キャンペーンの内容●
【１】毎月 11 日に「イオン豊川店」にてお買物をしていただき、

❶

講座・講演会などへの合理的配慮を
豊川共生ネットみらいは、障がいのある方にも男女共同参画を学んでいただきたいと門戸を

精算時にレジで黄色いレシートを受け取ります。
【２】応援登録団体ごとに仕切られた投函 BOX がありますので、

開いてきました。視覚障がいの方、聴覚障がいの方、精神障がいの方の参加がありました。

「豊川共生ネットみらい」の BOX に黄色いレシートを

どんな講座・講演会にも気兼ねなく参加でき、学べる環境づくりの整備を。

❷

審議会委員登用などへの合理的配慮を

投函してください。
【３】団体別にレシート金額が集計され、「合計金額の 1%分の贈呈額」
の品（コピー用紙等）が助成されます。

障がいのある方がどんな委員会にも委員となる機会と 支援はもとより、議会や審議会傍聴で
きる環境整備 を。

❸ 「豊川市避難所運営マニュアル」にある、避 難所運営委員会に障がいのある方
または障がいのある方の家族の方の登用

豊川共生ネット
みらい

毎月 11 日にイオン豊川店で
お買物の時、
「豊川共生ネットみらい」の BOX に
黄色いレシートの投函！！！！
10 月 11 日（日）１１月 11 日（水）
12 月 11 日（金） 1 月 11 日（月）
2 月 11 日（木）

3 月 11 日（金）

