
令和３年度 自治会における男女共同参画に関する活動等事例 

 

【自治会男女共同参画推進員活動報告書（集計結果）から】 

■ 男女共同参画推進員設置自治会数    ・・・ 279 自治会/298 自治会  設置率 93.6％ 

■ 自治会男女共同参画推進員総数     ・・・ 392 人 

■ 活動報告書（アンケート）回答者数   ・・・ 234 人/392 人      回答率 59.7％ 

■ 活動報告書（アンケート）回答自治会数 ・・・ 197 自治会/298 自治会  回答率 66.1％ 

 

 

○ 問２ 本年度、自治会で男女共同参画についての学習会や啓発事業を実施されましたか。 

  

 

実施状況では、本年度もコロナ禍で各自治会とも「集まること」を自粛されており、実施は 26 自治

会（令和２年度は 19 自治会）でした。実施 26 自治会の内、単独実施が 12 自治会、他事業とあわせて

実施が 14 自治会でした。その内、他事業とあわせて実施の「他事業」は、「住民人権学習会」、「役員会

等の会議」、「文化祭」などでした。 

また、実施していない理由（コロナ関連の理由を除く）58 件の内、28 件が、「何をすればいいのか分

からない」とのことでした。その他では、「毎年実施していない」が７件、「必要ない」が３件ありまし

た。  

 

実施した, 26人, 13%

実施していない, 

171人, 87%

学習会や啓発事業を実施されましたか

・実施した     26 自治会   13% 

・実施していない  171 自治会   87% 

          計     197 自治会 



○ 問３ 自治会で、男女共同参画についての学習会や啓発事業を実施する上での悩みは何です

か。 ※複数回答可      

 

【その他の記載内容（※一部抜粋）】（コロナ関連の記述を除く） 

◇ 関心のある人、ない人へのアプローチの仕方 

◇ 自治会から「名前だけ」と言われている。また、事業はしにくい。 

◇ 1 人ひとりにとって「男女共同参画」が身近に感じられ、興味があるという状況に至っていない

ところ。 

◇ 自治会に女性役員がいない。 

◇ 自治会内に複数の男女共同参画推進員が必要だと思う。 

◇ 男女共同参画ということの意味、内容がわかりにくい。 

 

○ 問５ 自治会で、男女共同参画についての学習会等を実施するにあたり、男女共同参画センタ

ーに取り組んでほしいことはありますか。 ※複数回答可      

 

 

進め方, 

117人, 33%

予算確保,

11人, 3%

学習資料,

39人, 11%日程確保, 46人, 13%

参加者数, 

93人, 26%

その他, 49人, 14%

学習会や啓発事業を実施する上での

悩みは何ですか

学習教材の貸出, 

89人, 27%

講師紹介や出前

講座, 69人, 21%

推進員等向けの研

修会, 36人, 11%

事例紹介, 

122人, 38%

その他, 10人, 3%

男女共同参画センターに取り組んで

ほしいこと

⑴ 進め方がわからない   117 人   33% 

⑵ 予算の確保が難しい    11 人   3％ 

⑶ 学習会等の資料がない   39 人  11％ 

⑷ 日程の確保が難しい       46 人  13％ 

⑸ 参加者が少ない      93 人  26％  

⑹ その他                   49 人  14％ 

・ 

⑴ 学習教材の貸出     89 人   27% 

⑵ 講師紹介や出前講座   69 人  21％ 

⑶ 推進員等向けの研修会  36 人  11％ 

⑷ 事例紹介          122 人  38％ 

⑸ その他         10 人   3％  



男女共同参画センターに取り組んでほしいことで一番多かったのが、「他の自治会で行っている事業

等の事例紹介」で、続いてが「学習教材（資料やＤＶＤ）の貸出」でした。 

自治会での事業等の実施事例を下記に紹介していますので、今後の活動の参考にして下さい。 

また、下記の学習教材（ＤＶＤと防災ゲーム）の貸出を行っていますので、是非、ご利用下さい。 

【自治会での学習会、研修会等の実施事例（※要約・一部抜粋）】 

■は、丹波市男女共同参画推進事業補助金を活用して実施。 

□ 在宅学習：パンフレット「人権文化あふれる温かい共生社会をめざして」と「ジェンダーチェッ

クシート」を学習用教材として全戸配布し、在宅学習をお願いした。 

■ ミニ文化祭において、男女共同参画の標語・川柳の展示と男の料理教室を開催した。 

□ ＤＶＤ「映像で学ぶジェンダー入門①男らしさ/女らしさ」を鑑賞し、意見交換を行った。 

□ 男女共同参画推進員研修会で学んだことを、自治会の定例会で報告し、意見交換を行った。 

■ 男女共同参画についてのアンケートを実施した。 

□ 男女共同参画講演会の感想や内容を役員会で報告した。 

□ 国の資料「『男女共同参画社会』とは何かご存じですか？」と丹波市男女共同参画センターだより

Vol.4 の内「柏原男女共同参画推進会『ウィズ・ユーかいばら』の紹介頁」を回覧した。 

□ 男女共同参画推進員研修会の資料「アンコンシャス・バイアスから考える」と「ジェンダーチェ

ックシート」をもとに学習会を開催した。 

■「ウィズ・ユーかいばら」の正副会長を招き、発行されている「男女共同参画用語集」による学習

会を開催した。 

■ 北村久美子さんを講師に招き、「風通しの良い自治会をめざして」と題した講演会を開催した。 

□ 男女共同参画週間に併せて、幟旗を自治会内に立て啓発を行った。 

 

※ 令和３年度から次の学習教材（ＤＶＤと防災ゲーム）の貸出を行っています。 

映像で学ぶ ジェンダー入門 ① 男らしさ/女らしさ  

 

 

映像で学ぶ ジェンダー入門 ③ 結婚・家庭におけるジェンダー 

映像で学ぶ ジェンアー入門 ④ 労働とジェンダー 

防災ゲーム「クロスロード」：職場や自治会などそれぞれの立場や置かれた状況などから、災害時の

シミュレーションを行い、お互いの考えを知るカードゲーム（思考の防災訓練）です。 



【男女共同参画推進事業補助金の活用事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒井地区自治協議会 

 

 

 

 

事業名称 男性＆超高齢女性の自活力向上講座 

～男女共同参画料理教室～ 

目的・内容 女性が地区事業に参画する家庭環境

には、男性の家事参画が不可欠であ

ることから、料理教室を通して男性

の意識啓発及び超高齢女性の参加に

よる安否確認も図る。 

経 費 講師謝金（交通費含む）【謝金】等 

事業効果 家庭料理を作れる男性の育成及び男

性の家事への参画促進、超高齢女性の

参加による安否確認が図れた。 

石田自治会（柏原） 

 

 

 

 

 

事業名称 自治会活動の活性化は男女共同参画、

多様性の尊重へ 

目的・内容 性別による「無意識の思い込みや偏

見」により、地域の暮らしの在り方に

問題がないか、課題があれば解決し、

住みやすい街とするため、講演会を実

施する。（講師：北村久美子さん） 

経 費 講師謝金（交通費含む）【謝金】 

事業効果 グループワークにより、今後の自治会

活動が活発になるように感じた。家庭

や地域の中で男女の活動の考え方や

思いに違いがあることが分かった。 

柏原男女共同参画推進会 

 

 

 

 

事業名称 研修会 

目的・内容 自治会役員の女性登用がすすんでい

る柏原町下町区を「先進的な模範」と

して、研修会を実施する。（講師：下町

区現役役員・元役員） 

経 費 講師謝金（交通費含む）【謝金】等 

事業効果 今回のような研修を重ねていくこと

で意識が変わり、性別に関係なく、誰

でも役員として活躍できる自治会が

増えていくのではないかと感じた。そ

れが当たり前になっていくことを期

待したい。 

本町自治会（柏原） 

 

 

 

 

事業名称 男女共同参画意識アンケート 

目的・内容 男女共同参画に関する質問や、男女共

同参画用語に接してもらうことによ

り、各人の男女共同参画意識の啓発を

図る。 

経 費 アンケート調査票等コピー代 

【使用料及び賃借料】等 

事業効果 普段考える機会の少ない男女共同参

画に思いを向けてもらえ、また、集計

結果を公表することで、自分と他の人

の認識の違いや共通点を知り、男女共

同参画を身近に感じてもらえた。 


