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<計 画のス ローガン >

認 めあ い

共 に歩 もう

多幸 のまち

三原市 らしさを大切 に しなが ら一人ひと りがお互いの違 いを認めあい ,苦 労も喜びも共 に分かち
合 つていくことで ,誰 もが幸せを しつか り感 じることのできるまちに していこう ,そ して ,輝 か し
い未来を切 り拓いていこうという ,男 女共同参画 にかける想いが込め られています。

<計 画の全体図 >

三原市が目指 す男女共同参画社会
男女が互いにその人権を尊重 しつつ責任も分かち合い ,性 別 にかかわ りな く,そ の個性 と能力を
十分 に発揮 し,多 様な主体 の協働 によ りあ らゆる分野 における活動の調不□が図られた社会

三原市男女共同参画 プラン

協働 して
取 り組む

多様な主体の
協働

施策の調整
進捗管理

男女共 同参画
推進本部

■■￨■ ■
・ ■￨■ 1計 画の1期 1間 ■■￨■ ■■￨■
平成 24(2012)年 度 〜平成 28(2016)年 度の 5年 間と します。

三原 市で ￨よ ,男 女 がお互 い にその人権 を尊重 しつ
つ 責任も分かち合 い ,性 別 にかかわ りな く,そ の 個
性 と能力 を十分 に発揮 する ことができる 社会の実現
を 目指 して ,様 々な 取組みを進めています。
また ,平 成

23(2011)年 3月 には 「三原 市男女

共同参画推進条例」を制定 し,市 ・市民 ・市民団体 ・
事業者 ・教育 に携 わる者 という多様 な主体の協働 に
よ り,家 庭生活 ,仕 事 ,地 域その他の社会 のあ らゆ
る分野 における活 動の調 /TEが 図 られた 男女共 同参画
社会の実現を図 つているところで す。
市の男女共 同参画 プラン (第

2次 )は ,男 女共 同

参画社会の実現 に向けて ,条 例の理念 に基づ き ,総
合 的か つ 計画 的な施策 を推進 するための取組 みをま
とめたものです。

三 原市男女共 同参画 プラン (第 2次 )と 概要版の詳細は,三 原市の本一ムペ ージか らこ覧いただけます。また
市内各図書館 (中 央図書館 ・本郷 図書館 ・久井 図書館 。大不□図書館 )で も ,閲 覧が可能です。
ホームペ ージア ドレス
http://www city rlnihara hlroshima lp/selShOu/josel/2sa∩ kaku― p an/josei2∩ d html

三原市男女共同参画 プラン (第 2次 )

市 内の20歳 以上の女性 を対象 に,男 女共 同参画 に

向けて ,人 □減少 ,少 子高齢化な ど社会の変化 と変わ

ついて理 解 し,具 体的な推進 に向けて動 くことがで

る価値観や広島県及 び三原市の現状な どについて学

きる人材を育成するためのセミナーを開催 しま した。 習 し, 気 づき"の 視点をも つ大切 さを学びま した。

9月 か ら10月 の期間で計 5回 実施 し,セ ミナーを
修了 (3国 以上受講 )し た参加者を ,市 の審議会や委
員会な どの女性委員登用候補者 と して登録 します。
この事 業 は ,三 原 市男女共 同参画 プラ ン (第 2次 )の
計画の重点的に取 り組む施策のひとつでもあ ります。
受講者が ,市 の男女共 同参画推進の担い手 と して

,

将来的 には地域で講 師活動や普及活動を行 うことが
できるようになることを期待 しています。
第 1回 のセミナー は,講 師 に (財 )広 島県女性会議
理事長 の吉村幸子 さんをお迎 え し,男 女共 同参画
につ いての概論 と して ,男 女共 同参画社会 づ く りに

,
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皆さんは,三 原市農業委員会に女性農業委員がお
られることをこ存 じですか ?現 在 2名 の女性委員が
日々活動されています。今回￨よ ,昨 年 7月 に就任さ
れた竹谷繁美さんをキラリス トとしてこ紹介 します。
待ち合わせの ビニール八ウスに,小 型耕運機を押
してやつて来 られた竹谷さんの素敵な笑顔が E日 象的
で,小 柄なが らも力強さを感 じました。
「農業委員になつたきつかけ￨よ ,退 職を機に,地 域
の農業振興 に力を注ぎたいとの思いと,何 にでも挑
」こ
戦 したい性格なのでやつてみようと思いました。
の竹谷さんの熱意で,猛 反対だ つた夫を説得 して立
候補されたそうです。
「農業委員として活動を してみて,わ からないこと
ばか りで したが,す ぐに先輩委員さんにお聞き しな

竹 谷 繁 美 さん
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がら,無 理せずに今 ,自 分ができることをさせても

菜の味 ￨よ 格別で ,食 べた人が元気になることで しよう。

らつています。
」「広島県内の研修会 に参力□して,先

命の源 にな る作物 を人か ら人 に愛情 と共 に届 ける

輩委員さんからの刺激をいただきながら,毎 日草と
戦つています。
」
・
農業従事者 委員として毎 日を大切にして前 に進
んでおられます。
「農業委員会の活動に参力0し て,女 性の視点で気 づ
いたことを発言させていただいています。
」女性農業
委員さんの大切な位置づけを感 じ讀した。
「今後の目標 ￨よ ,若 い人が農業をやりたいと思える
ように,農 業だけで食べていけるようにしたい。
」と
力強く答えていただきました。

ビニール八ウス内￨よ ,真 夏￨よ 気温50度 以上。そん
な中,竹 谷さんの笑顔と愛情をたつぷり注がれた野

竹谷さんは ,と てもキラキラ していま した。
※農業委員 とは′市 町村 に設置 され て い る農業委員
会で′地域の農業者の代表 と して活動 してしヽます。
公選制 によ り選 ばれた選挙委員 と議会等 か ら選任
され た選任委員 で構成 され た特別職の地方公務 員
です。任期 は 3年 とrd̲っ て います。
※参 考 :全 国の女性農業委員数 は2′ 070人 で ,全 農業
委員 (36′ 034人 )に 占め る害J合 は57%(平 成 23年 10
月 1日 現在 )。 前年 (平 成 22年 )に 比 べ ′農業委員数
が減少す る中で ,女 性 が 占め る害J合 は ′08ポ イ ン
ト土
曽力日
。
(農 林水産省の平成 23年 度農業委員へ の女性の参画
状況 ′平成 24年 8月 23日 公表資料か ら。)

平成 24(2012)年 3月 ,三 原市男女共同参画プラン (第 2次 )が 「認めあい
多幸のまち」のス ロー ガンのもと策定されま した。

共 に歩もう

なで しこジャバンの活躍 ￨よ ,日 本中の人々に勇気と感動を与えま した。私も一人ひとりの存在
を認め,力 の限 り走 つたプ レーに,惜 しみないエールを贈 りま した。
男女共同参画社会の実現 ￨ま まだ道半ばではあ りますが,が んばつたなで しこの皆さんのように
粘 り強く 1辛抱強く 1歩 みたいものです。
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