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松江市男女共同参画センター

情報誌
＊プリエールとは男女共同参画センターの愛称です。
フランス語で願い・祈りの意味を持ち公募によって決ま
りました。

今月のフォトギャラリー

↑プリエール出前講座「避難所運営ゲーム“HUG”」
2020/11/19(木) 島根県立松江北高等学校1年生

●男女共同参画啓発パネル展示
「ジェンダー」について考えてみませんか！
●松江市景観審議会委員募集

2020年11月19日(木)島根県立松江北高等学校1年
生「総 合 的な 探 究の 時 間」のな か で避 難 所 運 営
ゲームHUGをリモートで実施しました。多くの感想
が寄せられ一部抜粋したものを紹介します。

＜授業担当の先生から感想を頂きました＞

高校生として何ができるか考えるきっかけに
生徒の大半は、ＨＵＧをしてみて、本当に良かったと感じており、感想にもその
ような記述が多く見られました。｢人権を最大限配慮するために、どうしたらいい
か｣、｢わたしだけの知識では無理かもしれないけれど、何人か集まって知恵を出し
合えばできる｣、｢運営する側ってこんなに大変なのか…。私たちも力になりたい！｣
など、高校生としてもっともっと学びたい、協力したいという前向きな姿勢を感じ
とることができました。
ＨＵＧのみならず、今後も生徒たちの活動における
｢多くの情報が飛び交うなかで、その情報の取捨選択･
交換をし合いながら、多くの要望(ニーズ)に応えるため
にどうするか｣ということを考えるきっかけになったと
思います。
また、現在のコロナ禍において、考えさせられるこ
とも多くあったようで、例年より｢もっとこんなことを
学びたい、知りたい｣という声が多くあがりました。生
徒たちが主体的に学ぶことへとつながっていると考え
ます。あらためて、このような企画を実施していただ
いたことに感謝いたします。ありがとうございまし
た。（教育企画部担当者 大内）

●本当に災害が起き
てしまって、避難す
るときどうするかを
家族とも普段から話
し合っておきたいと
思いました。

●今回、チームで取り組ん
でみて、自分一人では、運
営は絶対に無理だなと思い
ました。なので、協力して
意見を出しあって、１番良
い状況へ導くことが大切で
あると思った。

●リモートで行うということで、新鮮でおもしろそう
だと思っていたが、内容はとても重く深く考えさせら
れるものだった。災害時、さまざまな事情を持つ人が
避難所という一カ所に集まるとき、こんなにまで大変
なのかということを思い知らされた。一人一人のその
ときの判断がその後の対応につながってくるので、大
変なときこそ冷静になろうと思った。

➣避難所運営ゲーム「HUG(ハグ)」は、
H(hinanzyo) U(unei) G(game)の頭文
字です。
静岡県の危機管理局が開発した避難所運
営シュミレーションゲームです。

●高校生なので、専門的な
こと(例えば医療について)
は、分からないことも多い
が、些 細 な こ と で も フ ォ
ローできたり、ものを運ん
だり、考えたりと今できる
最大限の力を発揮したい。

● も し も、本 当 に 松 江
北高校が避難所に なっ
た ら、校 舎 の 中 と か が
分かりづらいと思 うの
で、高 校 生 が 案 内 係 に
なって活躍すべき。

●大人の人(周り
の人)に自分たち
の考え方をしっか
り伝えていくこと
も必要だと思う。

●高齢者や障がいを
持った人など、さまざ
まな方がいるので、高
校生であるぼくたちが
そのパイプ役となり、
率先して手伝いをして
いきたい。

●大規模災害による避難所の開設を想定し、避難所
運営を皆で考えるための防災学習法です。避難者の
年齢、性別、国籍や、それぞれが抱える事情が書か
れたカードを避難所となる体育館や教室に見立てた
平面図にどれだけ適切に配置できるか、また、避難
所で起こる様々な出来事にどう対応していくかを模
擬体験します。

＊詳しくは男女共同参画センターまでお尋ねください。
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震災の教訓を伝え
｢防災･減災｣啓発活動に取り組む
私は、東日本大震災発災から４年目の平成26年、
27年度に、岩手県陸前高田市に応援職員として派遣さ
れました。
津波で被災した道路の復旧や復興計画に基づく避難
道路、橋梁の設計などに従事しました。
被災後３年は経っていましたが、被災された方は仮
設住宅、市役所や店舗も仮設の建物、道路の寸断もあ
り、復興は程遠い印象をもちました。

防災安全部 防災安全課係長 永田 敏幸

最初は、地名や電話で話される言葉がよく分か
らず、派遣職員はダメとか正規職員でないと話を
しないなど、地元の皆さんの受け入れが厳しい場
面にも遭いましたが、誠実な対応を心掛け、徐々
に被災された皆さんと打ち解けながら、事業を進
めることができました。
そこで、被災された方が今の心情や思いを吐露
された時に、初めて私を受け入れてくださった
という、うれしさと松江市に戻っても、被災地
の皆さんの思いを届けることができるようなセ
クションへ戻りたいと思いました。
松江市に戻ってからは、防災のセクションへ配
属され、市民の皆さんへ、｢防災出前講座｣など
で被災地の状況や被災者の思いを伝えながら、
｢災害に備える｣ことの重要性についてお伝えし
ています。

↑当時の復興状況

❑ジェンダー多様性チェックリスト<国際的な人道支援の最低基準「スフィア・プロジェクト」 に基づく(一部抜粋)>
①

参考にして
みましょう！

子どもからお年寄りまで、いろんな立場の男女の被災者から、どんな支援が必要か
意見を聴きましょう。
意見を言いにくい被災者がいれば、言いやすい環境を整えましょう。特に、女性が

② 安心して話せるよう、必要なら女性だけで話す場を設け、女性への暴力やＤＶ支援
の知識のあるひとが話を聞きましょう 。

③ 被災者の情報は、男女別・年齢別に整理して収集し、それを支援に活用しましょう。
④

支援チームの構成は、性別や年齢が偏らないようにしましょう。男女それぞれの若
者世代とシニア世代がチームを組むようにしましょう。
災害から特に大きな影響を受けている人とは誰かをよく把握し、それらの人々が必

⑤ 要な支援を十分に受けられるようにしましょう。そのために、できるだけ立場の違う
男女（子どもも含む）が、支援計画づくりから、関わるようにしましょう。

⑥

支援者は、支援する側の者が持つ権力を自覚し、権力を濫用せず、支援と引き換え
に、いかなる交換にも関与しないこと。
参考資料：減災と男女共同参画研修推進センター

№

講座名
2020プリエール両立支援セミナー

１

イラッとしたときの処方箋
～仕事にも家庭にも役立つ
アンガーマネジメント

講
◎ハローワークで雇
用保険を受給されて
いる方が、このセミ
ナーを受講された場
合は、求職活動実
績に該当します。

師

日時/会場
3月3日(水)

オフィスびーぷらす
代表 岩成洋子さん

プリエール市民企画講座

2

「女性の権利を国際基準に」
～コロナ禍での女性の今とこれから～

「多様性と調和」をコンセプトの一つとして掲げた東
京オリンピック・パラリンピック。先日、女性蔑視とも
とれる発言は、国内外から厳しく批判され、日本社
会に男女間の不平等が今も根強く残っているなど
指摘されたところです。どんな状況であっても差別
発言は許されません。一人ひとりが「ジェンダー」に
ついて正しく知り、男女共同参画について考えても
らうために啓発パネル展示を開催しています。

弁護士
光谷

【定
【託

考

員】15人
児】無料

＊対象6ヶ月～就学前児
先着10人
託児締切:２/25(木)

3月7日(日)

女性の権利・ジェンダー平等学習会

備

【定
【託

＊対象6ヶ月～就学前
先着5人

香朱子さん

場所：市民活動センター1階 展示ブース

員】60人
児】無料

〔期間：3月9日(火)15時まで〕

【応募方法】
❑松江市景観審議会の委員を市民の皆さんから募集します。
松江市の良好な景観の形成および屋外広告物に関する事項について調査し、
または審議を行う景観審議会の委員を市民の皆さんから募集します。

募集期間 令和3年 3月1日（月）～3月31日（水）必着
次の①②を記入し、持参、郵送、FAXまたはメールでま
ちづくり文化財課まで提出してください。(様式不問、持
参は開庁日時に限る。)
①住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、職業、勤
務先、そのほか参考となる事項
②委員に応募した動機(400字以内)
【その他】
応募書類は返却しません。 委員の氏名と会議での発
言内容はホームページなどで公開します。

【任 期】令和3年7月1日～令和5年6月30日
【応募資格】①～⑥すべてに該当する人
①松江市の良好な景観の形成および屋外広告物の表示・掲出に関心がある人
②令和3年3月1日現在で松江市に住民登録が1年以上ある18歳以上の人（高校生は除く）
③平日昼間の会議に出席できる人（年3回程度）
④市議会議員・政治団体の役員・市職員でない人
【お問い合わせ・応募先】
⑤市のほかの審議会などの公募委員でない人
〒690－8540 末次町86番地
⑥過去に松江市景観審議会の公募委員に就任したことがない人
松江市役所まちづくり文化財課景観政策係
【募集人数】2名(男女各1人)
TEL：55－5696 Fax：55－5658
*審査のうえ、候補者多数の場合は本人(代理可)の抽選で決定します。
メール：keikan@city.matsue.lg.jp

開館時
休館

9:00～17:15
土日、祝日、年末年始
●女性相談/女性相談員があなたと一緒に考えます

●交通のご案内
JR松江駅から徒歩10分
天神町バス停ななめ前
松江大橋南詰め下車徒歩3分

＊なるべくご予約ください。（月･火･木･金）祝日、年末年始除く
10:00～16:00[電話又は面談]
●法律相談/弁護士＜女性＞と面談できます

〈要予約〉事前面談が必要です（毎月第２、４木曜日）
10:00～12:00(原則30分程度)[面談のみ]
〒690-0061
松江市白潟本町43
TEL 0852-32-1190

3階
FAX 0852-32-

●カウンセリング/カウンセラー＜女性・公認心理師＞と面談できます

〈要予約〉 （毎月第１、３火曜日）
10:00～14:00(原則60分)[面談のみ]

