素敵 な人生

素敵 なパートナー
同参画社会をゆっくりとつくり進
めている間に、外国のジェンダー
レス（社会的につくられた性差を
無くすこと）はすごいスピードで

２月５日、県男女共同参画フォ
の百歩より百人の一歩」とはよく

変ショックなことでした。「一人

国とばかり思っていた私には、大

です。日本はジェンダーレス先進

進展し、日本を追い抜いていたの

ーラムが開催されました。講師は

社会的な男女差をなくすために

言ったものです。
はどうすればいいでしょうか。こ

笹川記念保健協力財団理事長の喜
ことで興味を持ち、参加しました。

多悦子さん。理事長が女性という
喜多さんは 年前、パキスタン

して活躍しました。また、２００

域に派遣した最初の日本人医師と
やすい社会・女性が社会進出して

がお互いに協力し合い、子育てし

まずは現状を見つめ直し、男女

れからどんな社会をつくっていけ

６年ニュースウィーク版「世界が
活躍できる社会を、一人一人が考

ばいいでしょうか。

尊敬する日本人１００人」にも選
えていくことが大事だと思いま

に新設されたユニセフで医療活動

出。このほか、エイボン女性年度
す。あなたには何ができますか。

に従事。日本政府が海外の紛争地

賞などを受賞し、社会的に大きな
世界経済フォーラムが数値化し

※各国内の男女間の格差について、

喜多さんの講演によると、平成

ランク付けしたもの。経済分野、

注目を集めた女性です。
年の日本ジェンダーギャップ指
は１４５カ国中１０１位と

の デ ー タ か ら 算 出 さ れ る、男 女

教 育 分 野、政 治 分 野、保 健 分 野

それと比べると、今後の財政状況が変

として 年計画で策定しました。この

営方針を「公共施設等総合管理計画」

（※）

いう大変不名誉な順位だったそう

格差を測る指数。

数
です。この 年間、日本が男女共

わらないと仮定しても年に４億５千万

増えています。これらが財政に与える

で人口が減り、高齢化で社会保障費が

公共施設の老朽化が進む中、少子化

・上水道

…年平均８億円

・道路など…年平均７億８千万円

まざまな改修・改築費用が掛かります。

道路や橋、上下水道施設・設備などさ

円が不足します。また、建物以外にも

みます。

計画では次の３つの基本方針で取り組

％減らします。

③運営経費を減らす

経費が掛かるのを抑えます。

建て替える周期を延長し、大きな

施設ごとに長寿命化計画を定めて

②施設の計画的な長寿命化

施設の総量を

統合、複合化、廃止を進め、公共

くにある施設や役割の似た施設は

すでにある施設のうち、比較的近

①施設総量の抑制・適正化

影響は大きく、将来は公共施設の維持

…年平均８億２千万円
将来、全ての費用を捻出するのは非

常に困難です。
公共施設管理・３つの基本方針
重要なのは、財政的な負担とその偏
りを減らし、次の世代まで安心して利
用できるよう施設を管理することで

30～39年
（36%）

ださい。

等総合管理計画」のコーナーをご覧く

ムページ「方針・計画」‐「公共施設

ロビーにある同計画の冊子か、市ホー

内容は、合志庁舎・西合志庁舎の１階

市公共施設等総合管理計画の詳しい

に具体的に定めていきます。

ては本年度以降、この基本方針をもと

なお、施設ごとの詳しい計画につい

営できるよう取り組みます。

で、これまでより少ない経費で運

の運営手法を根本的に見直すこと

公民連携や指定管理者制度、包括

半数近い42％が築30年以上。そのうち約６％が築40
年以上で、施設の老朽化が進んでいます

す。そこで市では、公共施設の建て替

20～29年
（21%）

円が必要という計算になります。この

40年以上
（6%）

人権に関するお悩みなど

人権擁護委員にご相談ください
☎（２４２）１１９０
平成 年度
市特設人権相談所開設
気 軽 に ご 相 談 く だ さ い。相 談 は 無
料。秘密は固く守られます。
ふれあい館
６月２日㈮、平成 年２月２日㈮
午前 時〜午後３時
泉ヶ丘市民センター
９月 日㈭、 月７日㈭
午前 時〜午後３時

公共施設の維持には

髙木 はるみ

・下水道

年間で５７０億円が必要

男女共同参画推進懇話会

や建て替えなどの予算が捻出できない

今後

30

20

的民間委託などにより、民間の活

行政関連施設
（8%）

10〜19年
（19％）

えや統廃合、長寿命化を長期的な視点

10年未満
（18%）

年間で、市が建物の改修・改築に掛

建物の建築年数

力を積極的に取り入れます。施設

間で５７０億円、年間平均 億８千万

10

のではないかと心配されています。
学校やスポーツ施設、公営住宅や庁
舎など、市が所有する建物は１１９カ
所にのぼります。鉄筋コンクリートの
建物を築 年で大規模修繕し、築 年

32 50
学校など学校教育関連施設が45％と最も多く、次に体
育館などスポーツ関連施設が13％。生活に身近な施設
が50% 以上を占めています

で計画的に行なうため、その管理・運

公営住宅
（12%）

けた費用は年平均

スポーツ関連施設
（13%）

億３千万円です。

17

で建て替えたと仮定すると、今後 年

25

その他
（14%）

8
広報こうし 2017.5
2017.5 広報こうし

9

27

29

10

10 14

32

委員

32

30

▼問い合わせ先 人権啓発教育課（御代志市民センター）

●問い合わせ先
財政課 契約管財班（合志庁舎）
☎248‐1667

12

13

学校教育
関連施設
（45%）
文化振興関連施設
（8%）

10
市が有する施設の種類

人権擁護委員は、市民の皆さんの人
権が侵されないよう見守り、人権が侵
されたときに相談相手になるなど、私
たちの間に正しい人権の考え方を広め
る活動をしています。
また、人権が尊重される社会を実現
するため、法務省と全国人権擁護委員
連 合 会 で は、啓 発 活 動 の 重 点 目 標 を
「みんなで築こう 人権の世紀〜考え
よう 相手の気持ち 育てよう 思い
やりの心〜」と定め、積極的な啓発活
動を展開しています。
市には、市長から推薦され、法務大臣
が委嘱した人権擁護委員が９人います。

公共施設の管理・運営方針を
定めました

●市人権擁護委員
上田 一男 （東）
上原 哲也 （新開）
桑原 典恵 （杉並台）
小林 富代子（若原）
澤田 日出夫（二子）
戸浪 佳寿子（くぬぎヶ丘団地）
長尾 隆
（みずき台）
中村 十九男（須屋）
山田 千代美（若原）

「新しく造る」から「かしこく使う」へ

