
第６章 人権・男女共同参画       人権・男女共同参画課 

 

第１節 人権 

 

人権を大切にする心を育て、市民一人一人が人権を尊重し合い、人権が保障された自由で平等な

心がかよう明るい社会づくりを進めるため、人権に対する意識啓発や人権相談事業を実施した。 

 

１ 人権擁護委員の日にちなんだ特設人権相談 

期日 ６月７日（火） 

会場 市役所本館 720会議室（１） 

内容 人権問題に関すること、日常生活の心配ごとに関する相談など 

件数 ２件 

 

２ 参加型の人権啓発活動 

 来場者に、人権について普段から考えていることを、メッセージに記入してもらい、ポスタ

ーへの貼り付けを行った。また、啓発活動に参加していただくことによって、人権をより身近

に感じる機会を作った。 

（１） 期日 ９月 25日（日）（ひらつか市民活動センターまつり） 

会場 ひらつか市民活動センター 

参加人数 218人 

（２） 期日 ２月５日（日） 

会場 ららぽーと湘南平塚 

参加人数 455人 

 

３ 人権週間事業 

（１）人権街頭キャンペーン 

期日 12月 15日（木） 

場所 ＪＲ平塚駅北口 

内容 人権啓発物品の配布 

配布数 啓発物品 1,360個 

（２）特設人権相談 

ア 期日 11月 15日（火） 

会場 つちやホーム 

 内容 入所者からの相談 

 件数 集計せず 

イ 期日 12月６日（火） 

会場 市役所本館 720会議室（１） 



内容 人権問題に関すること、日常生活の心配ごとに関する相談など 

件数 １件 

（３）人権メッセージ展 

期日 12月１日（木）～ 13日（火） 

会場 市役所本館多目的スペース２ 

内容 中学生が書いた人権メッセージの掲示、人権関係資料の展示・配布  

（４）平塚市人権講演会 

期日 11月９日（水） 

会場 平塚市教育会館大会議室 

内容 講演「ＬＧＢＴを理解する ～同性婚・新しい家族のかたち～」 

講師 東小雪氏（株式会社トロワ・クルール 取締役） 

参加者 147人 

 

４ 共催事業 

神奈川県ゆかりの特定失踪者のパネル展示（共催：神奈川県） 

期日 ９月２日（金）～ 16日（金） 

会場 市役所本館多目的スペース２ 

内容 神奈川県ゆかりの特定失踪者の啓発資料、拉致問題啓発資料の展示 

 

第２節 男女共同参画 

 

 少子高齢社会において、男女が共に自らの存在に誇りが持てる「男女共同参画社会」が期待され

ている。そこで、男性も女性も性別的役割にとらわれず、家庭、地域、学校、職場等社会のあらゆ

る分野へ参画していくことができるまちづくりに向けて、「ひらつか男女共同参画プラン 2007」を

推進している。 

 

１ ひらつか男女共同参画推進協議会 

男女共同参画を推進するため、学識経験者１人、団体組織から推薦された市民８人及び公募に

よる市民２人による協議会を設置し、「（仮称）ひらつか男女共同参画プラン 2017（案）」等につ

いての意見聴取等を行った。 

 ７月７日（木） 「ひらつか男女共同参画プラン 2007実施計画（第３期）」の進捗状況 

         ひらつか男女共同参画改定プラン 施策の体系図と内容（案）についての意

見聴取 

 ８月 31 日（水） 「（仮称）ひらつか男女共同参画プラン 2017（素案）」についての意見聴

取 

 １月12日（木） 「ひらつか男女共同参画プラン2017（案）」についての意見聴取 

 プラン2017スタート後のひらつか男女共同参画推進協議会のあり方 

 

 



２ 平塚市男女共同参画管理会議 

本市における男女共同参画に関する施策を総合的に推進するため設置し、会議を開催した。 

 ６月28日（火） 「平成27年度 ひらつか男女共同参画プラン 2007実施計画（第３期）」

の実施状況評価及び成果達成状況について（報告） 

「平成 27 年度 女性職員活躍に関する実施計画（第３期）」の進捗状況 

について（報告） 

「ひらつか男女共同参画プラン 2007」改定プランについて（検討） 

イクボス研修用テキスト「イクボスの輪」の活用について（周知） 

 ７月29日（金） 「ひらつか男女共同参画プラン 2007」改定プランについて（検討） 

 ８月25日（木） 「（仮称）ひらつか男女共同参画プラン 2017（素案）」について（検討） 

 ９月30日（金） 「（仮称）ひらつか男女共同参画プラン 2017素案（案）」について（検討、

承認） 

 12月26日（月） 「（仮称）ひらつか男女共同参画プラン 2017（素案）」パブリックコメン

トからの反映について（検討、承認） 

「ひらつか男女共同参画プラン 2017」（案）策定について 

 １月27日（金） 「ひらつか男女共同参画プラン 2017」（案）の最終確認（確定）について 

 ３月27日（月） ひらつか男女共同参画プラン 2017の進捗管理方法について（協議） 

男女共同参画管理会議について（協議） 

 

３ 平塚市男女共同参画推進会議 

平塚市男女共同参画推進委員（各課長）を対象に実施した。 

 １月17日（火） 第１部 課長職イクボス養成研修 

講師 株式会社ソラーレ代表／ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン 

                              理事 東浩司氏 

            第２部 イクボス宣言式 

４ 啓発等事業 

男女共同参画を推進するため、男女平等を阻害している固定的な性別役割分担意識の改革や女

性に対する暴力防止・人権尊重などの啓発事業及び女性の再就職やキャリアアップなどの支援事

業を実施した。また、市民企画、市民参画による啓発事業を実施した。 

（１） 男女共同参画週間における啓発事業／男女共同参画推進登録団体活動紹介パネル展示 

 期日 ６月 23日（木）～ 29日（水） 

 会場 市役所本館多目的スペース２ 

 内容 関連資料、ポスター、男女共同参画推進登録団体の活動資料などの展示、配布 

 （２） 再就職応援セミナー 

 期日 ３月 16日（木） 

 会場 平塚市青少年会館 

 内容 「ママのための再就職応援セミナー 私らしく働くための準備をはじめよう」 

 講師 ＮＰＯ日本キャリア・コンサルタント協会所属 キャリアカウンセラー 

受講者 11人                           高野紀子氏 



（３） 働く女性のためのキャリア開発講座  

 期日 ２月 26日（日） 

 会場 平塚市青少年会館 

 内容 「伝える力をさらに上げたい プレゼン力ＵＰ講座」 

 講師 ＮＰＯ法人国際ファシリテーション協会 専務理事 椿景子氏 

 受講者 29人 

（４） 大学生向けデートＤＶ防止講座 

 期日 11月 16日（水） 

 会場 東海大学 湘南キャンパス  

 内容 デートＤＶの内容、発生要因、メカニズム等についての講義、ＤＶＤ上映、 

恋人同士の会話を題材にしたロールプレイ 

 講師 アウェア・デートＤＶ防止プログラムファシリテーター 

 吉田由美氏、鳴海友子氏 

 受講者 36人  

 （５） 新成人への啓発 

 内容 男女共同参画啓発リーフレット「みんなでつくろう男女共同参画社会 ～個性と

能力を活かす～」を送付 

 通数 2,786通 

（６） 情報誌「まめ」の発行 

 第55号（12,000部） 新プラン策定 これから７年、「家庭で、社会で、職場で、みん

なが活躍するまち」に！ 

 （７） 市内企業・事業所に対する男女共同参画推進事業 

 期日 ２月８日（水） 

 会場 平塚市教育会館 

 内容 平成 28年度 平塚市イクボスプロジェクト～働きやすいまち Hiratsuka～ シ

ンポジウム 

第１部 企業合同イクボス宣言式 

第２部 イクボス講演会「新しい働き方、マネジメント、そして人生『イクボス

で、成果と笑顔が共にアップ』」 

 講師 ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン 理事 川島高之氏 

 参加者 26人 

（８） 共催事業 

男女平等意識の啓発や女性の問題などに関する市民の積極的な取組を促進するため、男女

共同参画推進登録団体が開催する研修会、講演会などの啓発事業に関し、市が講師謝礼の一

部を負担し、共催で実施した。 

ア 講演会 （共催 ＮＰＯ法人ワーカーズ・コレクティブ きしゃポッポ） 

 期日 ９月 17日（土） 

 会場 ひらつか市民活動センター 



 内容 「社会性ってなんでしょう？」 

 講師 幸町クリニックなごみ 臨床心理士 川並かおる氏 

 参加者 31人 

イ 家事家計講習会（共催 平塚友の会） 

 期日 11月 17日（木） 

 会場 中央公民館 

 内容 我が家のちょうどよいくらし－きっと来る「続けてよかった！」家計簿記帳－ 

 講師 生活勉強リーダー 鷲尾博子氏 

 参加者 107人 

ウ なるほど講座 （共催 （公社）神奈川県社会福祉士会湘南西支部） 

 期日 １月 28日（土） 

 会場 ひらつか市民活動センター 

 内容 「傾聴について学ぼう」～相手に寄り添うということ～ 

 講師 ＮＰＯ法人シニアライフセラピー研究所 理事長 鈴木しげ氏 

 参加者 25人 

 

５ 女性相談事業 

（１） どこに相談したらよいかわからないことやドメスティック・バイオレンスなど、女性から 

のさまざまな相談に対応するため、女性相談員による「女性のための相談窓口」を設置し、

問題解決にあたっている。 

開設日 毎週月曜日から金曜日（除：祝日、年末年始）午前９時30分から午後４時まで 

相談の形態  電話相談、面接相談 

相談件数 

   件数 

区分 

平成 28年度 平成 27年度 

来室 電話 計 来室 電話 計 

生き方 0 9 9 0 1 1 

こころ 3 22 25 1 33 34 

からだ 0 4 4 0 3 3 

仕事上 2 9 11 1  4 5 

夫婦関係 146 160 306 138 159 297 

親子・家庭 22 90 112 30 66 96 

人間関係 7 36 43 16 43 59 

性・性的被害 3 5 8 2 4 6 

暮らし 125 40 165 108 41 149 

その他 4 71 75 2 39 41 

合計 
312 446 758 298 393 691 

    内 DV:  120     内 DV: 178 

 



（２） 女性に対する暴力をなくす運動啓発展示 

期日 11月 11日（金）～ 25日（金） 

会場 市役所本館多目的スペース３ 

 内容 ＤＶ、セクハラ、ストーカー、人身売買等防止の啓発資料の展示 

（３） 女性のための無料法律相談会 

 期日 ３月７日（火）、３月13日（月） 

 会場 平塚市教育会館 

 内容 弁護士による夫婦関係にまつわる無料法律相談 

 相談員 弁護士 篠崎百合子氏 

 相談者 ７人 


