
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 男女共同参画推進につきましては、かねてからご理解とご協力を賜りましてありがとうございます。 

 男女共同参画社会の実現のため、鹿屋市では「かのや男女共同参画プラン」に基づき、さまざまな施

策に取り組んでいます。 

性別にとらわれず、すべての人が個性や能力を発揮できる社会を実現するために、また、すべての人

が個人として尊重され、男女が対等なパートナーとしてお互いの人権を尊重する社会を目指し、本年も

なお一層の取り組みを行います。 

 

 

 

  

昨年 11 月 14 日輝北総合支所において、「防犯の寸劇」をはじめとし、「運動でからだいきいき人生

いきいき」と題し、健康講演会が開催されました。 

 近年、あの手この手で振り込め詐欺が横行しており、多くのみなさんが被害を受けています。その防

犯に対する「劇団たかくま」の寸劇は、とても理解しやすく注意を促すものでした。また、「健康づく

りフォーラムの川尻彰氏」の健康講演では、老化とともに身体の感覚が弱まるが、身体を動かすことに

より脳への刺激が脳の老化を防ぎ、身体の老化を防ぐという内容のものでした。 

座ったままでの簡単な運動でしたが、なかなか思うように手や足が動いてくれなくて、確実に老化が

進んでいると感じましたが、訓練次第で動くようになると聞きホッとしました。毎日少しの運動を無理

なく実行し、健康な身体で人生をすごしたいと痛感しました。 
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 平成 22年 12月 17日に閣議決定された第 3次男女共同参画基本計画において改めて強調

している視点や特徴は次のとおりとなっています。 

・改めて強調している視点 

①女性の活躍による経済社会の活性化      ②男性、子どもにとっての男女共同参画 

③様々な困難な状況に置かれている人々への対応 ④女性に対するあらゆる暴力の根絶 

⑤地域における身近な男女共同参画の推進 
 

 

 

 

 

 

 

 

     ・「男性、子どもにとっての男女共同参画」 

  ・「貧困など生活上の困難に直面する男女への支援」 

  ・「高齢者、障害者、外国人等が安心して暮らせる環境の整備」 

  ・「科学技術、学術分野における男女共同参画」 

  ・「地域、防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進」 
     

 
 

 

 
 

 ・現行の第 2 次基本計画の 42 項目の 2 倍近い 82 項目（述べ 109 項目）の「成果目

標」を設定 

 （※「成果目標」とは、それぞれの重点分野に掲げる具体的施策を総合的に実施するこ

とによって、政府全体で達成を目指す水準） 
 

 

 

 

 

 ・中間目標の設定や多様なポジティブ・アクションを推進 

 ・政治、司法、経済分野など、これまで取り上げてこなかった分野や必ずしも積極的では

なかった分野についても、国は積極的に働きかけ 
 

 

 

 

 

・女性の継続就業支援や再就職支援等の施策の実施 

 

                        資料：内閣府男女共同参画局（第３次男女共同参画基本計画）より  

①①①①経済社会情勢経済社会情勢経済社会情勢経済社会情勢のののの変化等変化等変化等変化等にににに対応対応対応対応してしてしてして、、、、重点分野重点分野重点分野重点分野をををを新設新設新設新設 

②②②②実効性実効性実効性実効性のあるのあるのあるのあるアクションアクションアクションアクション・・・・プランプランプランプランとするためとするためとするためとするため、、、、それぞそれぞそれぞそれぞ

れのれのれのれの重点分野重点分野重点分野重点分野にににに「「「「成果目標成果目標成果目標成果目標」」」」をををを設定設定設定設定 

③③③③2020 年年年年にににに指導的地位指導的地位指導的地位指導的地位にににに女性女性女性女性がががが占占占占めるめるめるめる割合割合割合割合をををを少少少少なくともなくともなくともなくとも

30％％％％程度程度程度程度とするとするとするとする目標目標目標目標にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みをみをみをみを推進推進推進推進 

④④④④女性女性女性女性のののの活躍活躍活躍活躍によるによるによるによる経済社会経済社会経済社会経済社会のののの活性化活性化活性化活性化やややや「Ｍ「Ｍ「Ｍ「Ｍ字字字字カーブカーブカーブカーブ問問問問

題題題題」」」」のののの解消解消解消解消もももも強調強調強調強調 



 

 

              

鹿屋市では、あらゆる分野において女性の社会参画を促進し、審議 

会などへの女性の登用を積極的に推進するため、女性の人材登録を実 

施しています。 

 

女性人材リスト一覧（敬称略）（登録者数 56名 内公開者数 47名） 

登録者名 登録分野 登録者名 登録分野 

松山 みち子 男女共同参画 教育 福祉 

農業・商業 スポーツ 地域活動 

大久保 麗子 男女共同参画 福祉 地域活動 

柴田 悦子 教育 福祉 田畑 洋子 文化・芸術 その他 

日高 イツ子 文化芸術 スポーツ 神野 ナツ子 男女共同参画 教育 福祉 地域活動 

黒木 千栄子 地域活動 堀之内 節子 男女共同参画 教育 農業・商業 

地域活動 

園田 八千子 その他 朝倉 チカ子 教育 福祉 地域活動 

吉永 淳子 文化・芸術 佐々木 絹江 経済・労働 文化・芸術 

落司 ひとみ 男女共同参画 建築・土木 地域活動 倉岡 愛子 男女共同参画 農業・商業 

藤野 節子 男女共同参画 教育 地域活動 寒水 真実子 文化・芸術 

宮原 幸子 男女共同参画 文化・芸術 中村 三枝子 福祉 文化・芸術 

中野 恵理子 男女共同参画 建築・土木 地域活動 角崎 東美 教育 福祉 文化・芸術 

西ノ原 綾 地域活動 妹尾 妙子 男女共同参画 農業・商業  

文化・芸術 建築・土木 その他 

河原 多美子 男女共同参画 文化・芸術  

地域活動 

古里 なおみ 男女共同参画 地域活動 

木元 多香子 男女共同参画 文化・芸術 その他 米永 千代美 教育 その他 

久保田 美千代 教育 文化・芸術 地域活動 赤峯 瑞枝 教育 経済・労働 

小島 敦子 文化・芸術 渡邊 ひろ子 男女共同参画 文化・芸術 その他 

下出水 眞由美 文化・芸術 吉野 千代子 男女共同参画 教育 地域活動 

櫛下 さとみ その他 内野 純子 法律・行政  

黒田 陽子 文化・芸術 齋藤 鈴子 福祉 地域活動 

竹中 英子 地域活動 有嶋 律子 教育 福祉 地域活動 

能登 まり子 教育 福祉 地域活動 松園 タミ子 福祉 

門倉 キヨ子 教育 福祉 出口 菜津美 教育 福祉 

谷村 ヨネ子 福祉 農業・商業  中川 清美 男女共同参画 教育 

神丸 かず子 男女共同参画 地域活動 坂元 美佐子 男女共同参画 教育 福祉  

建築・土木 地域活動 

四本 美枝子 福祉   

※人材リストの登録情報は、登録者本人の同意を得てホームページで公開しています。 



   出前講座出前講座出前講座出前講座ってってってって？？？？ 

            市民の皆さまのご希望に応じて、市の職

員がおうかがいして話をするものです。 

     その一つに「男女共同参画って何？」に

ついて男女共同参画推進室が講座の出前を

いたします。お気軽にご利用ください。 

 

申申申申しししし込込込込みみみみできるできるできるできる方方方方はははは？？？？     

市内に住んでいる方、または勤めている方、

10 人以上で構成された団体やグループなど

が対象です。（例：ご近所、ＰＴＡ、職場）など 

 

申込申込申込申込みみみみ方法方法方法方法 

   受講を希望される場合は、受講希望日の 20

日前までに受講申込書を教育委員会社会教育

課か男女共参画推進室へ提出してください。 

受講料は無料です。 

     詳しい内容については、男女共同参画推進

室にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

  貸出期間：原則 2週間以内       

  貸出本数：1回につき３本以内              

申込み先：市民活動推進課           

男女共同参画推進室                          

【ＤＶＤ等一覧表】 

 

※印は ＤＶＤ です。         

タ イ ト ル 名 時間(分) 

女性が太陽になるとき 

～男女共同参画を進めるために～ 

26分 

21世紀はみんなが主役 
～男女共同参画社会基本法のあらまし～ 

23分 

地域こぞって子育て支援を！ 
～薬丸裕英が聞く育児支援ガイド～ 

28分 

あなたを応援します 

～いつでもどこでも誰でもチャレンジ～ 

40分 

根絶！夫からの暴力 

～あなたは悩んでいませんか？～ 

30分 

広がる未来！私が選ぶ 
～チャレンジする女性たち～ 

29分 

元気に再チャレンジ 

～キラキラしている女性たち～ 

25分 

チャレンジ・ストーリー  
～まちづくりにかける元気な女性たち～ 

39分 

※ 

ワーク・ライフ・バランス 
～働きがいのある職場と生き生きした暮らし～ 

27分 

夢へのパスポート  

～まちづくりにかける元気な女性たち～ 

・ 子育て№１の街をつくりたい！ 

・ 地元の伝統食を現代に発信したい！ 

・ 団塊世代が元気を生み出す街にしたい！ 

87分 

各 29分 

※ 
 
 

明日への道しるべ                                        

～まちづくりにかける元気な女性たち～ 

・ 再発見！私たちのオリジナル観光マップ 

・ 伝えたい！民話で語る村の心 

60分 

各 30分 

※ 

配偶者からの暴力の根絶をめざして  

～配偶者暴力防止法のしくみ～ 

35分 

※ 

人と人とのよりよい関係をつくるために 
～交際相手とのすてきな関係をつくっていく

には～                                 

・ 指導者用（前編再生） 約 42分 

・ 受講生用（授業のみ） 約 22分 

・ ＤＶとは？（映像資料）約 4分 

・ アニメ        約 3分 

・ 受講生インタビュウー 約 ２分 

73分 

※ 

 

 

 〒893－8501 鹿屋市共栄町20番1号 

  TEL ：（0994）31－1147 

  FAX：（0994）40－3003 

  市民活動推進課（男女共同参画推進室） 

 〈メールアドレス〉 

  danjyo@e-kanoya.net 
    

《問い合わせ先》 


