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　岸田厚市議会議長よりご挨拶を頂いた後、DVD『安心できる
避難所づくり～男女共同参画の視点を避難所運営に～』を観
て、その感想を話し合うことから始めました。

　東日本大震災の後、多数の震災関連死の原因を調べた結果
「避難所生活の疲労」が最多だったことから、今後の避難所づ
くりのためにとDVDが作成されました。
　特に大切な点は　①避難所の意思決定の場・運営各部署に
女性を入れてプライバシーの担保等を図る　②妊産婦、DV被害
者など特別に配慮の必要な人のニーズに応える　③暴力・性被
害の防止策を講じる　④特定の人に負担が偏らないようにする　
⑤これらの実現に向けてルールを作る　⑥日頃から女性が声を
挙げやすいような訓練の機会を設ける、などです。

＜DVDを観て＞
議員：このDVDを校区別人権問題研修会で観て、地域の避難

訓練での上映を提案しました。自主防災会の役員は男性ばか
りなので、地域の人にも見てもらうようにしたいです。

議員：避難所の在り方が整理できてよかった。地域の防災訓練
は男女共同参画にはなっていません。避難所づくりは絶対に
考えておく必要があるので、ミニ集会を開いて地元の人たち
とこのDVDを見ていきたい。

女性会議：初めて見ました。このDVDを町会の総会の時に借
りてはどうかと思います。

議員：地域では、実際には女性が中心でも名義は男性ばかりに
なっています。避難訓練は1回しましたが避難所作りはまだ
です。女性が意見を述べて全体を引っ張っていければと感じ
ています。

女性会議：避難所づくりの情報は知りませんでした。行政にお
任せではなく、町自体が自主的にやらないと。

女性会議：町会は伝統的に男性中心で女性は入っていきにくい
です。入るきっかけ作りが要ると思います。議員さんにも女
性の視点が入るように後押しをしてほしい。

議員：実際の避難所のことは何も知らなかったので、DVDは大
変参考になりました。AEDなども実際に使えるような訓練の
積み重ねが大事だと思います。

女性会議：地域の代表者は夫の名前でも現実には妻が出て来る
のに、女性は後方に席を占めて下を向きがちです。地域の足
元から変えていきたい。

女性会議：女性の入る審議会等も増えていますが、女性が一人
きりでは声を出しにくい。複数の女性がいると言いやすいの
では。女性が自分の考えを伝えるには訓練が要ります。

＜女性センターの位置づけについて＞
女性会議：創立以来女性センターを拠点として活動してきまし

た。サン・アビリティーズへ移転後は現大宮青少年会館との
複合館になるので、事業の区別がきちんとできるのか心配で

す。新施設において
も『女性センター』の
名称を大事に使いた
いと思っています。

女性会議：DVDを見て
の感想のように、女
性が適切な発言がで
きるためには訓練が
必要です。女性センターはその研修・訓練の場であり、今後
一層重要性が問われます。

議員：ぜひ『女性センター』の名称を、というわけですか。
女性会議：はい、女性の視点がなかなか認められない現段階で

は『女性センター』を希望します。公民館と併設になるので、
男性も来やすくなるのでは。

女性会議：施設名に愛称が使用されると、女性センターが男女
平等参画推進の拠点館であるという意味までぼかされそうで怖
い。女性センターと公民館の2枚看板を掛けることを望みます。

＜子どもの貧困と居場所について＞
女性会議：『わたしたちは買われた』というタイトルのビデオを

見ました。居場所のない女子中高生らが声をかけられついて
いったという内容です。小中学生だけでなく、居場所を求め
る十代の子にも目を向けなくてはなりません。

議員：『子ども食堂』の一つにお手伝いに行きました。貧困な子
どものみが対象では来にくいので、オープン（誰でもOK）に
しています。

議員：社会福祉協議会が中心になってやっていますが、単に
食事を提供するだけでなく、支えのいる子どもたちを発見し
て、その子をどうサポートしていくかが課題です。

女性会議：共同募金で子ども食堂も4カ所できましたが、食べ
ることと共に公民館が子どもたちの居場所の一つになれたら
と思います。

女性会議：子ども食堂から見えてくる問題を行政に取り上げてほし
いです。ボランティアだけでなく出来れば学校ごとにスクールソー
シャルワーカー等を置いてやっていかないと。中高生の「売春」な
どにしても解決を図れるのは行政ではないでしょうか。

＜その他＞ 
議員：女性の農業委員として議員枠から出ています。来年度か

ら議員枠がなくなり定数も減りますが、国は女性委員の割合
を30％にまで上げるそうなので、女性市議から１名を立候補
させたいと考えています。

議員：それぞれの視点で絶えず男女共同参画を主張していくことが
肝心です。避難所づくりのDVD鑑賞は大変有意義なものでした。

…………………………………………………………………………
　本日の勉強会に参加できましたことを心より感謝致します。

（実川　孝子）

2月9日（木）10：00～12：00　市立女性センター

議　　員：池田啓子・井舎英生・今口千代子・岸田厚
　　　　　澤田和代・中井良介・西田武史・松本妙子
　　　　　8名（敬称略）

女性会議：11名　　行政：1名

市 議 会 議 員 と の 勉 強 会
～ 男 女 共 同 参 画 社 会 を 実 現 す る た め に ～

NO.89
発行者
発行日
事務所

岸 和 田 女 性 会 議
２０１７ 年 ３ 月 25 日
〒596-0042 岸和田市加守町4-28-25
岸和田市立女性センター気付
岸 和 田 女 性 会 議
TEL 0 8 0 - 4 9 8 4 - 5 2 2 6

URL：http://joseikaigi.web.fc2.com/



− 2 −

　１回目は、来年度から運営補助から事業費補助に代わるという
ことを聞き、２回目は事業費補助の対象となる事業について話し
合った。私たちは広報紙発行を啓発事業として捉えているが、意
見の相違があった。その後市長と懇談をし、担当課と話し合いを
持つようにということだった。 
課長：広報をいくつか見せていただき、その内容は会報紙と　　

しての部分が多いと思いました。会報に対して補助を出す
ということはできないという判断に至っております。課内で
検討し、女性会議がここ30年近く市のために貢献してこら
れたことを考えますと、市民の啓発に資するような事業につ
いては補助金という形で支援していきたいと考えています。

女性会議：啓発の意味で、他市にも送っています。2000部
刷って、半分以上は庁内と公共施設に置かせてもらってお
り、会報ならそこまでする必要はないと思います。男女平
等社会の実現を目指してやっているので、それを会報と言
われるなら、どういうことを会報というのでしょうか。

課長：要望的なものも掲載されていますし、活動報告である
とかです。啓発の部分もあり、会報の部分もあるというよ
うな感覚はあります。

女性会議：要望など載せられたらいやですか？
課長：市に対する批判に対して補助金を出すのはどうかとい

うところはあります。
女性会議：岸和田市のまちづくりに良くなるようにという意

見であって、自分たちの私利私欲のためではないです。補
助金をもらっている団体は何も言えないのですか？

課長：それは会報でされたらいいと思います。そういうこと
と啓発とを分けられたらいい。

女性会議：女性会議がいち早く情報をキャッチして、たとえ
ば『イクボス』や『地域包括システム』の勉強会や講演会を
開催して、広く市民に知ってもらいたくて広報紙で発信し
ています。市民が意見を書いたことが批判ととられるので
あれば、公民協働の線引きがおかしいです。

女性会議：日本女性会議でも他府県の人に配って、岸和田で
女性会議が男女平等参画社会のために頑張っていると評
価してもらっています。

課長：会報だからと申し上げたのですが、自由に市に対する要
望も批判も書いていただいて、それは当然していただかない
といけないことだと思うのです。そういうことがあって市制
が良くなるということもあるので、それは必要なことだと思
うのですが、そのことに対して補助金を出すっていうことは
どうなのかとは思います。それから、啓発というのは一般的
な方々が見たときに「あっそうやったんか、今までこの考え
方間違っていたよな」と思えるようなものがあったらすごく
ありがたい。広報紙にはそれが本当に少ないと思ってしまう
のです。かしまし座を一緒にさせてもらった時、寸劇を見て、
少しでも男女共同参画、男女平等というのが分かってもらえ
たかなと思いました。そういう活動をもっとやってほしい。

女性会議：分かりやすく伝えるために、かしまし座を始めま
した。広報紙は、かしまし座に来られない人にどこかで目
に触れてもらうためのもの。両方必要です。今男女平等の
ことで、こんなことが社会で、岸和田で起こっているのだ
と知ってもらうことが広報紙の役目です。

課長：万人というか一般の人を基準にしないと啓発とは言え
ないと思っています。

女性会議：『クォータ制』という言葉も最近メディアにはよく
出ています。あっ女性会議が何か難しいこと言っていたな

と、それだけでいいと思います。そういうことが啓発にな
ると思います。

課長：『ＤＶ』という言葉があったからこそ、被害者支援というの
ができるので、言葉があるってことはすごく大事なことです。

女性会議：かしまし座はそれが表現の方法で、広報は文字に
した表現の方法だと思うのです。それは男女平等参画社会
の実現を目指しての、女性会議の公開講座、女性センター
との共催の講演会等、全部が目的に沿っての表現の方法
で、まちづくりの一つだと思っています。

課長：うちは補助金出しているのだからこの批判はやめてよ、
というのは正直なところあります。

女性会議：そういう時は、言ってくださいよ。話し合いがで
きたら一番の公民協働ですよね。

課長：批判したらいいと思うのですよ。市の批判もできない
団体になることこそ、団体が小さくなる。批判することは
必要なことだと思います。でも、それを広報だというもの
に載せるっていうのはどうなのかなと。

女性会議：事業費補助という名前でなくて、活動費補助とか
いう事ではだめなのですか？

課長：活動費補助は、運営補助と似ていますね。はじめての
意見なので、検討はします。しかし、そもそも補助金とい
うのは、市民にどれだけ還元できるか、みなさんの活動が
市民の啓発にどれだけ寄与しているかということで補助が
考えられると思うのです。活動費というと、その考えが難
しいかと思います。また、こんなこともしているのでこれは
対象になるのではないですか、という提案はその都度して
くれたらいいと思います。基本は市民に還元することです。

女性会議：私たちも市民ですけれどねえ。
課長：私たちも含めた市民です。　　　　　（馬場　由美子）
………………………………………………………………………
　岸和田女性会議は２月20日、市長と市議会議長あて
に下記の「 お願い文」を提出しました。　  

日　時：12月16日(金)　14：00～15：00
出席者：西村人権推進課長、松阪担当長 

上田女性センター館長、女性会議16名
第 3回   担 当 課との 懇 談 会

2017年 2月 20日 
岸和田市長 
	 信貴	 芳則	 様 

岸和田女性会議	 代表 
小南	 ひとみ 
中川	 麗子 
野上	 千寿 

 
「補助金」と「女性センターの名称の存続」について（お願い） 

 
平素は、岸和田女性会議の活動にご理解、ご支援をいただきありがとうございます。 
下記の 2点についてお願い申し上げます。 
 

記 
 
1. 岸和田女性会議は、結成当初から補助金をいただいて男女平等参画社会の実現をめざして事

業や活動をおこなってきました。担当課は、2017年度より事業費補助として予算要求をしま
すが、広報紙発行は事業として認められないとのことでした。女性会議は常に男女平等の視

点をもって広報紙を年 3 回発行してきました。庁内に配布し、また公共機関に置いて広く市
民に閲覧してもらい、啓発の役割を果たしていると自負しています。 
広報紙の発行を市民啓発のための「事業」と認めていただきたくお願い申し上げます。 

 
2. 「女性センター」は 2018 年度の移転予定に伴って、名称が「男女共同参画センター」とな

るのではないかと懸念しています。まだまだ地域では性別役割分担意識が根強くあります。

女性がいろいろな場に参画して、しっかりと発言していくためには研修や機会の提供が必要

です。そのためには「女性センター」の役割はますます重要になってきます。今まで慣れ親

しんできた、そしてその重要性が問われる名称をぜひ残していただきたいと切に希望します。 
「女性センター」では男性が入りにくい、利用しにくいという意見もありますが、移転に伴

って公民館との複合施設になりますので、それに関しては女性センターと公民館を併記する

ことで、男性も利用しやすくそして利用目的が明確化していくのではないかと思います。 
 
 

以上、岸和田女性会議の意見をぜひお聞きいただきますようお願いいたします。 
 
 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 連絡先：事務局長	 宮路良江	 080-4984-5226 
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当日は穏やかな晴天に
恵まれ、多くの方に参加
して頂くことができまし
た。第1部の百軒横丁で
は、和柄の鞄を扱う店や、
着物のリメイク品や和装
小物を扱う店が新しく2

店加わり、自然素材を使ったものや手作りの温もりのある品
が数多く並び、会場は熱気と活気に溢れていました。

また、毎年人気のバザーは開店前から多くの人が列をなし、
値段の設定を低くした効果もあり、売上げを伸ばしました。

さらに、模擬店では、豚汁が人気で定刻より早く完売しま
した。しかし、今年はノロウィルスが流行り、出店を取り下
げた店もあったので、それを見越した豚汁の販売数を想定す
ればよかった等、いつくかの反省点も挙げられました。

第2部のかしまし文化祭では、まず、かしまし座による「そ
れが問題やねん‼～シアワセは歩いてこない～」のプラカード

紙芝居がありました。
身近な日常生活の中に
ある女性問題を楽しくわかりやすく表現し、会場内は真剣に
聞き入っている様子でした。

次に女性３人ユニット「笛こるり」さんに篠笛を演奏して頂
きました。篠笛はだんじりのある町で音色には親しみがあり
ますが、民謡や童謡を奏でると、また違った情景や日本の風
景が浮かび、改めて篠笛のもつ『和』の神秘性を感じました。
アンコールにも応えて頂き、大盛況のうちに終わることがで
きました。

また、福引き抽選会では、昨年度の反省を踏まえ、予め提供
品にグループ名と内容を明記し、スムーズに進行しました。今
年は最後に日本画の提供もあり、会場内は大盛り上がりでした。

来年度は今ある女性センターでの「かしましフェスティバ
ル」は最後となるので、「かしましフェスティバル」の意義を
今一度確認し、次へつなげていきたいと思います。

（実行委員長　松田　真弓）

第19回　久米田校区交流会

第28回   かしましフェスティバル
12月11日(日)　9:30 〜 15:30　市立女性センター
参加者：1部　349名（うち男性23名）　　　2部　112名（うち男性7名）　

11月27日(日)  10：00〜15：30　八木地区公民館
出席者：9名

久米田校区の仲間 たち
「校区別交流会をしましょう」事業が始まって以来、たぶん

途切れなく続いていると思います。なんでだろう?　　
あの人に会える、会いたいと思う人達がいる。仕事着の

まま駆け込み、座卓を囲み自分の思いを素直に語る。決して
恥ずかしいことではなく、それを許してくれる人達であるこ
とが一番魅力なのだと、私は思う。メンバーそれぞれ生活の
軸足が違うので、内容の豊富さがうれしい。社会問題を自分
目線で「なんで?」と肩をひっつかせて普段着で話せるのがい
い。軌道修正いただくのもありがたい。

交流会の構成は学習とお楽しみで組まれ、メンバーの意外
な面を発見して、ずっこける場面も多々あるのがまた面白い。
「だから人間なのよ」と互いに納得してほっとする。互いに認
め合い、受け入れることができて、知識情報、培った人脈をも
ち合わせた多彩な人たちが集う、居心地のよい校区なのです。

私、女性会議で、大恥をかいたことも数知れず、めげずに
踏ん張り居残った。この経験は大きな財産となっています。

（岡本　ヤス子）

11月５日、マドカホールで行なわれた、きしわだキラキラ
プロジェクト「イクボスが岸和田の未来を変えていく」の全体
フォーラムで、岸和田市と34の企業、団体は岸和田女性会議を
はじめ６団体が「きしわだイクボス共同宣言」を行ないました。

Ⅰ部　交流会 ～みんなで楽しく話し合いましょう！～
 10：00～12：00 
活動報告 
•女性会議の活動報告 
•「日本女性会議2016秋田」報告 
•介護保険制度の改定による岸和田の総合事業について

Ⅱ部　手づくり小物　ピエロのブローチ
  13：00～15：30

笛こるりかしまし座

第29回総会　ご案内
と　き： 2017年４月８日㈯　13：30〜16：00
ところ： 岸和田市立女性センター
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私たちを取り巻く社会の状況 
　　少子高齢化と人口減少 ― 右肩下がり時代
　日本の人口は１億2000万人（2010年）から少しずつ減りはじ
め、2025年には団塊世代が75歳を超え後期高齢者となる。同
時に高齢者単独または夫婦のみの世帯が増加、認知症高齢
者・要介護者も増加する。年間の死亡数は約70万人（1970年）
だったのが1980年代から増加となり、現在は約1.9倍の130万
人、人口の１％が亡くなっている。岸和田市でも例外ではな
い。年間2000人死亡、人口20万人を切りはじめていて、2060
年には約13万人まで減り生産年齢人口もどんどん減少してい
くと予想される。一方、病気への対応と介護を必要とする人
の増加がある。これらのことにどう対応していくか。
1950年代から80年代は、人口・若者が増えいわゆる右肩上
がりの時代だった。戦後の復興を果たし経済的に豊かな社
会が出来た。個人が快適さを求め、借金をして箱物を作り自
然を壊して地球環境に負担をかけてきた。人間関係が煩わし
くなり、お金やコンピュータですませるように。だんだんと
晩婚、少子化になり、家族力が低下し、地域社会が崩壊し
てきた。今がよければと将来に負担を回してきた。

地域包括ケアシステム　病院の時代から地域包括ケアの時代へ

　高齢者が増えていくと、病気が治り退院をしたが前より元
気がなく寝ているということがおきてくる。厚生労働省HP
に、2025年を目途に住み慣れた地域で安心して人生の最後ま
で暮らせるように、「住まい」「医療」「介護」「予防」「生活支援」
が包括的に提供されるシステムを作り上げていくことが必要
とある。現在、これらに加え強調されることは、「本人・家
族の選択と心がまえ」である。
　地域包括ケアとは、高齢者の医療介護対策に留まるもの
ではない。家族・人間関係・自然環境を大切にし、「自助」・
「互助」を大きくすることを「豊か」と感じる社会をめざす。
まちづくりの基盤の一つとして、住まい・健康・医療・介護
をどうしていくのかと、答えを探す試み。国が用意してくれ
るわけではない、自分自身の問題である。千葉県柏市豊四季
台を中心に、高齢者が社会の支え手になっていくという実験
プロジェクト（柏プロジェクト）がおこなわれている。

これから重要なこと　

①健康寿命（日常生活に制限
のない期間）をのばす
一番大切なのは、社会参加
（人と会う、人生を楽しむこ
と）。歩く、立つなどの生活
動作や筋力などの心身機能が達成される。肥満・高血圧・
高脂血症・糖尿病をきっちり管理し、禁煙をしてガンを防ぐ。

②出来るだけ自宅ですごせるような体制作り　
③病院医療の再編　
④看取りを含めた在宅医療・介護の増進
⑤いざという時のことを元気なうちに自分で考えておく（ACP：

アドバンス ケア プラニングに取り組む）
　いざという時とは、人工呼吸器、人口（経管）栄養、人口

透析、胃ろう造設等の救命・延命治療。例えば、胃ろう造設
を決めたのは家族が80％、本人は５％でほとんど関与してい
ない。自分ならどうしてほしいかを、家族やかかりつけ医師、
介護関係者等と話し合いあらかじめ決め、伝えておく。家族
はそれを理解し尊重する。

「家族に迷惑をかけたくない」について

　余命が限られている時にどこで過ごしたいかの問いに、
63％の人が自宅で過ごしたいが実現は難しいと思う。理由は
家族の負担が大きいからと答えた人が83％。緊急時に迷惑を
かけるかもしれないは45％。しかし、大切な家族や友人が重
い病気やその後遺症で介護が必要になった時、「大変」だが
「迷惑」とは思わない。大変だけどありがとうと言ってお願
いするのも大切なこと。人間成長の機会かもしれない。命の
リレーを支えるということは、人生の中で大事な出来事、親
をどう看とったのか、子どもをどう育てたのか、その努力の
中で初めて気づく命の大切さがあるはず。

在宅医療・在宅ケアとは

　短期間の入院治療で改善が望めない、また通院困難になっ
た時に住み慣れた家で望むよう過ごすことを医療・介護面からサ
ポートすること。医者、訪問看護師、薬剤師、ホームヘルパーだ
けでなく、デイケア、外来等多施設間多職種の連携が必要になる。

出水クリニックでは

　開院して20年、在宅導入患者数959人。729人が亡くなられ、
そのうち家で亡くなった人が552人。がんの人は８割強が自宅で
亡くなっている。現在、60人あまり在宅で看ている。24時間365日
の対応をしている。時間外や休日に亡くなった人は７割を超え
る。「岸和田在宅ケア24」グループを組んで互いにカバーしてい
る。在宅を始めるときは、他病院からの紹介が多い。１時間半
から２時間かけて相談や救急受診が必要な時等の説明をする。
　自宅での介護・看取りと負担軽減のために最も大切なこと
は、本人の希望が分かっていること（ACP）。過剰な延命治
療や医療行為を避けることが可能になる。上手な介護・医療
サービスを利用する。自分ですべてしなくてもよい、他の家
族や友人、近所の人に手伝ってもらう。

まとめ

・「死に方」「死に場所」を考えることは、今の生き方を考え
るということ。

・人とのつながりを作り、楽しく生きること。
・必ず命のバトンをリレーする時が来る、上手にバトンを渡

すよう準備しよう。　　　　　　　　　　（山中　眞知子）
　※この講座は女性センターと共催で行いました。

１、てくてく歩く
２、かみかみする
３、にこにこする
４、どきどき・わくわくする

講 師：  医療法人出水クリニック院長　  出水　明さん

・１１月５日（土）　　・市立女性センター　　・135名（うち男性16名）

超高齢化社会を支える医療と介護
　　 ～地域包括ケアシステムと在宅での看取り～

おめでとうございます。
南 淳子さんが10月17日に法務大臣表彰を受けました。
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日本女性会議２０１６　
　　　　秋田に参加して

澤田　和代

日本女性会議初参加で、期待に胸を膨らませての参加。
有意義な３日間を過ごした。
昨年発表のジェンダーギャップ指数が先進7カ国の中で日

本は最下位、世界144カ国中111位となり、この結果を日本女
性として、重く受け止めたいと思う。この判定項目「女性の政
治参加」の低さが顕著。日本の女性はもっと能力を発揮すべ
きであり、また発揮できる土壌を作っていく努力が必要だと
感じた。

それには、自らをまず振り返り、様々な場面で「私が言わな
くても」とか「これは男性がしてくれて当たり前」と思っている
ことはないだろうかと。
「女は出しゃばらない」と子どもの頃から擦り込まれ、女性

自身がそこから抜け出せずにいること、また、そういった社会
風潮も根強い。「寿退社」は女性のみの言葉であるように、人
生の節目である結婚、出産、介護など女性が家事、育児を担

うことが多く、仕事や社会でのキャリアを積むことは難しい状
況。　

分科会「女性の活躍を進めるために必要なこと、困難なこ
と」サブテーマ　「自分も相手も大切にするアサーティブなコ
ミュニケーション」に参加し、自らの努力目標が明確になった。

アサーティブネスとは自分を押し出すこと。自己主張をして
いくこと。

立場の違う者同士が相手を認め話あうことが社会を発展さ
せる。相手を思いやりながら会話することにより社会的信用
や家庭内での信用が向上することにつながるというもの。

男性も男性らしさのジェンダー（文化的、社会的につくられ
る性差）にしばられていることもあるため、女性が男女平等を
主張し、社会を変えていくことは男性にとってもプラスになる
ことであり、決して対立することではないこと。

私たちはややもすると非主張的に陥ったり、相手が自分の
立場を理解してくれない場合は感情的になったりすることも
ある。しかし、それを冷静に、受け入れ、自分の意見を丁寧
に根気よく伝えることを家族、議会、地域の中で実践してい
くことが、男女平等参画の実現につながっていく。一人ひと
りが成長し、変化すれば、社会全体も変わる。男性社会の中
で協働していくコミュニケーション力と自己尊重が変革の鍵。

350名対象に10回の研修会を実施。生涯学習課の出前講座メ
ニューでの対応の他、町会連合会の会議などを通じて啓発。
28年５月には、岸和田テレビの市政だよりにて１カ月間ゴミ
の分別方法について放映し、そのDVDを各町会に配布し啓
発を促した。今後も、要望があれば伺う。

Ｑ ふれあい収集について
A ふれあい収集とは、一人暮らしの高齢者（65歳以上）や一
人暮らしの障がい者の方などを対象に、職員が直接出向い
て屋内から粗大ごみの運び出しをする制度で平成18年４月よ
り実施し、年間約140件の依頼がある（通常の粗大ごみ手数
料は必要）。現在、普通ゴミについてのふれあい収集も検討
中。広報やホームページで知らせている。

《懇談を終えて》
　ゴミの分別方法について分り易いDVDを作成しているに
も関わらず、活用出来ていないのが現状です。このDVDの
内容を広く市民に浸透させる取り組みを行政にして頂きたい
と思いました。　　　　　　　　　　　　　  （尾崎　敏子）
………………………………………………………………………

サロン・ドゥ・GOMI

生活環境課との懇談

Ｑ ペットボトルと缶ビンの混合回収の現状について
A 平成27年度ペットボトル全体量は約272トン（三種混合収
集の量約232トン、拠点回収量は約40トン）混交回収実施前
の総排出量を400トンと予測していたのでやや少ない結果。
　収集時の状況は、三種混合時にもペットボトルは排出されてい
るが、プラの分別の時にもペットボトルが混じっているのが現状。

Ｑ プラゴミと製品プラについて（混入の状況など）
A プラスチック類中間処理委託業者は、関西リサイクル環
境事業協同組合（貝塚市）
ベール化（プラスチック製の容器包装）・フレーク化（ペットボ
トル・製品プラ）異物除去（リサイクル出来ないもの・汚れたプ
ラ・プラでない物）の合計がプラスチック類の総排出量で、26年
度まではほぼ横ばいだったが、27年度より三種混合が始まった
ことと、プラマークのみの分別啓発により大きく減少した。
　プラスチック類中間処理施設での状況は、異物の混入は、
それほど目立つものではないが、プラマークのみを対象とし
て収集しているにも関わらず、対象ではない製品プラとの区
別がつかず排出されているのが現状。

Ｑ ゴミの分別方法の啓発について
A 27年度の出前講座の開催状況は10件参加者260名、28年度
は、９月現在４件、参加者105名。廃棄物減量等推進委員

２月 28 日（火）「認知症を学び、やさしいまちを」の公開講座を開催し、参加者は 39 名でした。
参加者にはオレンジリングが配られました。

女性センター１階ロビー奥

ペットボトルの
キャップを集め
ています。
ご協力お願い
します。

11月28日(月)　10：00〜 
出席者：谷藤生活環境課長、大工参事、田代主幹 

大北減量推進担当主幹、女性会議７名
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思い出の色えんぴつ　

阪森　由紀子

　手元にある24色の色えんぴつは
父からプレゼントされたもので、半
世紀近く経った現在も、日本画のス
ケッチをしたり原画をトレースする
時などに愛用している。
　父が教職を去る少し前に、文房
具屋さんから贈られたものだそうだ
が「お父さんは、もう必要がないか
ら由紀子にあげるよ」と言って手渡
された。ケースの蓋を開ける度に、
その時の父の表情がふっと浮かぶ。
　「真面目に頑張るんだよ」と声を
掛けられているようで、一瞬身が引
きしまる想いがする品でもある。
　戦争末期、大阪に父を一人残し
て私達母と弟妹は、母のふるさとで
暮らすという不自由な疎開時代。二
週間に一度、お土産を携えて帰っ
てくる父を母子は心待ちにしたもの
だった。各々のお土産の品々で家
族は賑わい、楽しいひとときを過ご
した光景は、今もって鮮明だ。その
時どきに贈られた中でも、今もって
手元に置き愛用している唯一の品
“24色の色えんぴつ”は、取り分け
愛着のあるものとなっている。
　父が亡くなって数十年、母も弟も
後を追うようにこの世を去り、妹と
二人になって久しかったが、その大
切な妹も余命幾許もない病に罹り
一進一退の日を過ごしている。
　色えんぴつのケースを開けなが
ら、みんな何色の人生を送ったのだ
ろうか。
　今年傘寿を迎える自分は、決し
て一色ではなかったが、果たして
何色で終わることになるのだろう
か。年の初めに改めてこれからの
越し方に想いを馳せた。

　“補助金問題”を通して、広報の果
たしてきた役割を改めて考えることが
できました。

（小畑、実川、中川、野上、馬場、宮路、山中）

つ ぶ や き

・役員会 ３回
・代表・事務局会議 ３回
・臨）代表・事務局会議 ２回
・女性学サークル ６回
・福祉部会 ３回
・サロン・ドゥ・ＧＯＭＩ ３回
・悠遊・ＵＢＡステーション ３回
・ワーク部会 ６回
・お針子サロン 13回
・広報編集委員会 企画会議 12/12
・広報編集委員会 ７回
・久米田校区交流会 11/27
・生活環境課との懇談会 11/28
・市議会議長・副議長との打ち合せ 11/29
・かしましフェスティバル準備 12/10
・かしましフェスティバル 12/11
・担当課との懇談会・事前学習会 12/16
・役員選考委員会 ６回
・市議会議員との勉強会事前学習会 2/6
・市議会議員との勉強会 2/9
・部長会議 2/16
・市長・議長に「お願い」提出 2/20
・「認知症を学び、やさしいまちを」公開講座 2/28
・広報№89発行・発送 3/25
・古布悠花作品展 3/26

＜行事への参加＞
・人権街頭啓発 11/30

・人権を考える市民の集い 12/3
・サン・アビリティーズの有効活用案に
　　　関する方針についての説明会 12/17
・新年互礼会 1/4
・生涯学習研修会 ２回
・男女共同参画フォーラム 1/7
・女性センターグループ・団体登録にかかる説明会 1/14
・いきいき市民のつどい 1/28
・人権問題専門講座 2/9
・女性センターまつり 3/4・5

＜委員会への出席＞
・社会福祉協議会理事会 ３回
・文化祭サポーター会議 12/22
・生涯学習推進本部委員会 ３回
・地域公共交通協議会 1/18
・女性センターまつり実行委員会 ２回
・シルバー人材センター理事会 ２回
・子ども・子育て会議 1/31
・住居表示審議会 2/8
・まちを美しくする市民運動推進協議会 ２回
・環境審議会 2/13
・男女共同参画推進審議会 2/20
・生涯学習についての打ち合わせ 3/4
・社協ボランティアセンター運営委員会 3/10
・平和を考える戦争展実行委員会 3/13
・女性センター事業意見交換会 3/24
・生涯学習審議会 3/30

あ ゆ み（11/26 〜 3/31）

　昨年6月26日に「サン・アビリ
ティーズの有効活用案の検討にあた
る意見交換会」が開かれて以来、意
見交換会、登録グループ等への個別
ヒアリングも行われました。そして、
市ではそれらの意見を取りまとめ、検
討の結果を報告するための「サン・ア
ビリティーズの有効活用策に関する
方針についての説明会」が12月17日に
開催され、次のような報告がありまし
た。
　サン・アビリティーズの施設改修
後、2018年4月以降、女性センターと
大宮青少年会館の機能を移転させ、
男女共同参画推進の拠点施設、およ
び生涯学習と地域コミュニティ活動
施設としての複合施設となります。
　女性センターは男女共同参画を推
進していく拠点施設として、各種講
座や相談場所としての機能を備えた
岸和田市唯一の施設です。しかし、
女性の活躍が期待される中、まだま
だ男女共同参画の取り組み強化が必

要であり、この移転を契機に現在の
女性センターの全機能を移転し、男
女共同参画事業の推進にふさわしい
施設環境の実現を目指します。
　複合施設となるため、部屋使用に
ついては共用ですが、事業や取り組
みについては各々の担当による運営
とし、それぞれの機能を明確に区別
するとのことでした。
　施設の名称は併記し、管理は男女
共同参画推進の拠点とするため人権
推進課となり、それに伴う正職員の
確保に努め、人員は両施設の人員体
制を現状のまま維持し、それぞれの
事業運営に対応します。開館曜日も
両施設の現開館曜日、時間を維持す
る方向で検討します。
　現女性センターの利用もあと1年ほ
どですが、これからも男女平等参画
社会の実現をめざす拠点施設として
ますます充実していくよう公民協働で
取り組んでいかなければならないと
思います。　　　　　（中川　麗子）

女性センターの移転について

会費受付中    　個人会員…1000円　　団体会員…2000円　　＊お問い合わせは事務局まで


