
男女共同参画の取組の中で、政治分野でのジェ

ンダー平等の遅れが、課題の一つになっています。

世界１１８の国と地域では、議員の一定数を女性

にする「クオータ制」を導入し、男女の差を少な

くしています。日本でも、この課題を

改善していくために、令和３年６月、

ナイスさんかく

誰でも立候補しやすくするために

教えて女性の市議会議員さん！

どんな勉強が必要ですか

議員というと、少し遠い存在のように感じませんか。

特に女性の場合は、将来の仕事として意識する人はあま

りいないかもしれません。でも、本当は皆さんのより良

い生活のために活動する、大変だけれどやりがいのある

仕事です。政治や議員活動について、もっとたくさんの

人に知ってもらいたくて、八千代市の４人の女性市議会

議員の皆さんに聞いてみました。

政治分野における男女共同参画の推進に関する

法律を改正しました。今後、誰でも立候補や議

員活動などを行いやすくするための環境整備が

進められます。

政党などは、男女の候補者数の目標設定や候

補者の選定方法の改善、候補者にふさわしい人

材の育成、セクシャルハラメント・マタニティ

ハラスメントなどの対策に取り組みます。国や

地方公共団体は、家庭生活との両立支援のため

に体制の整備などを行います。

これからは、性別に関係なく議員を目指せる

環境へと、変化していきます。
▲衆議院議員の女性割合は９.９％で
１０人に約一人です

ＮＯ.４４
令和３年
夏号

男女共同参画だより
For Young



■在職年数 ４期１５年目

💛好きな食べ物 和菓子

★好きな色 ピンク・白

◆趣味 音楽鑑賞、旅行、最近始めた
フラダンス

📖好きな本 ドキュメンタリー小説

「後悔しない人生を」の一言に背中を押されて

正田富美恵議員

し応援してくれる人が必要です。選挙のときだけで

はなく、常に思いを分かち合える味方がいてくれる

ことが、とても大事なことです。

この仕事の一番のやりがいは、皆さんの笑顔です。

議員活動に３６５日休みはありませんが、相談をい

ただいたことが少しでも良い方向に進んだり、その

方たちの気持ちが和らいだりしたときには、とても

うれしいです。提案したことが、行政や計画などに

反映されたときも、議員としての仕事を果たしてい

るという実感が湧きます。

女性ということで嫌な思いをしたこともありまし

たが、女性の方が話しやすいという人もいるので、

もっと議員という職業を選べるように、環境が整っ

ていけばと思っています。女性はライフステージで

の変化が大きく負担もあるので、サポートをしてく

れる人も大切です。支えてくれる人がたくさんいれ

ば、それだけ多くの皆さんから地域の声を聞くこと

もできます。私は、子育てを通して友人になったお

母さんたちが応援してくださったので、家事や学校、

地域のことについての情報をいただくことができて

とても助かりました。

若い人で市議会議員という仕事に興味がある人は、

ぜひ多くのことに興味を持って、たくさんの方がた

に応援してもらえる環境をつくってください。

どんなことにも負けない強い心で、色々な経験を

してほしいです。どんな経験も生かされるときがき

ますから、まずは人生を楽しく自分らしく歩んでみ

てください。

小さいころ、政治に一生懸命取り組む祖父母や、私

たち家族にいつも寄り添い、励ましてくださる議員さ

んがいらしたので、政治がいつも身近にありました。

私も人の役に立ちたいと漠然と思いながら、地域活

動やＰＴＡの役員などを行っていましたが、そんな中

で党の方から市議会議員にというお話をいただきまし

た。悩みましたが、夫からの「後悔しない人生を」と

いう言葉に背中を押されて、今度は自分が人々に寄り

添う議員になろうと決意し政治の道に入りました。

何もわからずに飛び込んだので、行政の仕組み、予

算・決算、財政、介護や子育て支援など学ぶことがた

くさんあって大変でした。自分で研修会を探して参加

したり、同じ党の他市の女性議員と学び合ったりしま

した。私が議員になったころは、八千代市議会の女性

議員は７名でしたので、議会のことを先輩方にもたく

さん教えていただきました。

もし、市議会議員になってみたいと思う人がいたら、

市役所などの地方自治の仕組みや、財政などの基本的

なことを知っておくと良いと思います。

仕事などの専門的な知識があればよかったと感じた

ことはありますが、市政には生活者の視点や子育て経

験も大切ですから、それだけでも大丈夫だとも思いま

す。また、選挙というハードルを越えなければならな

いので、そのためには、自分の思いや進む方向を共有

市政には生活者の視点や
子育て経験も大切

応援し支えてくれる
人たちがいるから頑張れます

何もわからずに飛び込んだので
最初は大変でした

最近当たり前の時間や、人との
出会いが、かけがいのないことだった

と痛感しています。家族はもちろん、

当たり前な生活に感謝して、

毎日を笑顔で過ごしたいです☺



■在職年数 ４期１５年目

💛好きな食べ物 玉子焼き

★好きな色 ボルドー

◆趣味 演劇鑑賞

📖好きな本 ミステリー小説

「人の役に立ちたい」と思っている人なら

堀口明子議員

えて、必要なときは専門家の方も交えて解決の糸口

を探します。弁護士や社会保険労務士などから知恵

をお借りすることもあります。

子育てと仕事の両立は、女性にとってどの職業で

も大変だと思います。中でも市議会議員は、時間に

関係なく緊急な相談が入ることもあるので、私の場

合も家族の理解があって仕事が成り立っています。

子育てだけではなく、最近では介護をしながら議会

に出席していたこともありました。そういったすべ

てのことを経験として、女性の視点として生かして

いきたいと思っています。相談の内容やその背景が

わかってこそ、その方にとってベストなアドバイス

や手続きが進められると思いますから、自分の強み

にもなります。相談者から「話しやすい」、「親し

みやすい」と言われることもあります。

私の会派では、ジェンダー平等を推進しているの

で、女性議員を５０％に引き上げるように取り組ん

でいます。任期中に妊娠・出産を経験した方も多く

いますが、そのことがリスクにならないで任期を全

うできるように改善を求めています。

議員には、人の役に立ちたいと思っている人なら、

誰でもなれると思います。大変ですが、やりがいは

あります。１５年前に私が議員になったときは３２

名のうち７名が女性でした。ところが今では２８名

のうち女性議員は４名です。もっと多くの女性の意

見が反映される八千代市にするために、暮らしの中

で改善してほしいと思っていることがあれば、ぜひ

皆さんも声を上げてください。

党から声をかけていただいたことがきっかけで議員

に立候補しました。議員になろうと決心してから選挙

まで、６か月足らずだったので、まずは市役所の各部

署の仕事の内容について勉強しました。

それまでは、ＰＴＡの役員などをしていたので、疑

問に思ったことや子育てのことで改善してほしいこと

について、自分で調べたことはありましたが、財政や

土木などは全く未知のものでした。

市議会の傍聴にも行ったりして勉強を進めていくと、

政治は暮らしそのものだということが良くわかりまし

た。前任の議員さんからは、たくさんの本をいただき

ましたし、党が開催している勉強会にも参加して選挙

に臨みました。

相談者から「ありがとう」「助かったよ」と言って

もらえたときや、議会を傍聴に来てくれた方に「私た

ちの言いたいことを言ってくれた」と喜んでもらえた

ときは、とてもうれしいです。私たちは市民の代弁者

なので、皆さんの声を届けて、改善されたり新たに取

り入れられたりしたときには、やりがいを感じます。

反対に大変だと感じるときは、相談者の問題を解決

できないときです。いくつもの部署をまたがっている

相談は、各部署のルールもあるので思ったようにいか

ないこともあります。でもそんなときは、市民の立場

になって、どうしたらその方の暮らしを守れるかを考

「ありがとう」「助かったよ」と
喜んでもらえる仕事です

子育て・介護、すべての経験を
女性の視点として生かしたい

勉強してわかったことは
政治は暮らしそのものということ

趣味の演劇鑑賞は、ミュージ
カルから、歌舞伎、宝塚まで、興

味を持った題材は見に行く！

でも、最近はコロナで行け

なくて残念😢



■在職年数 １期３年目

💛好きな食べ物 ご飯とお漬物

★好きな色 黄色・オレンジ・ネイビー

◆趣味 映画、音楽、盆踊り

📖好きな本 阿川佐和子「聞く力」
花島美記議員

もともと生まれ育った八千代市が大好きだったこ

ともあり、市の「今」と「未来」にかかわっていき

たい、もっとステキな街にしていきたいと強く思い、

市議会議員になる決心をしました。

議員になる前は、地元のケーブルテレビ局に長く

勤め、地域情報番組の制作に携わり、その後、地域

プロデューサーとして行政や市民の方がたと一緒に、

イベントを企画・開催してきました。

それは、今ではライフワークになっていますが、

そうした仕事を通したさまざまな経験や、たくさん

の人との出会いに影響を受けたことも、議員になっ

た理由の一つです。企業で働いて積み重ねてきた経

験を活かすことができれば、皆さんがやろうとして

いることの後押しや、一歩前に進めることにつなげ

られるのではないかと思いました。

議員になるために必要なことは？と聞かれたら、

まず社会人としての知識や経験を蓄え、地域の一員

として積極的にかかわり、人とのつながりを大切に

することだと答えます。豊富な体験や知識、地域や

そこに住む人を知ることは、議員になるためにも

なった後にも活かされるのではないかと思います。

議員をしていてやりがいを感じるのは、地域の問

題や課題が解決できたときや、要望がかなえられた

ことを喜んでもらえたとき。そして、そのために自

誠意と責任感を持って
向き合うように心がけています

仕事を通した経験や出会いに
影響を受けて

目標は「背中で握手」と
「ベターっと開脚」。

同じ姿勢で長時間過ごしてしまい

がちなので、すきま時間は

ストレッチに励んでいます！

分が力を尽くせたと感じられたときです。すぐに解

決できない課題もありますが、何ごとにも、誠意と

責任感を持って向き合うよう心がけています。

たくましく生きる野の花や、季節になると毎年咲

く庭の花に励まされることがたびたびあります。私

も、そんな風に一年一年こつこつと重ねていくこと

の大切さをいつも忘れずにいたいと思っています。

議員経験はまだ浅いですが、バトンを託されてい

ると感じています。八千代市がどんな世代の方も活

躍でき、誇りを持って住み続けられるような街にな

ればと思っています。

女性が議員になることで大変だと感じることは選

挙で当選することはもちろんですが、議員の仕事と

生活の両立だと思います。

未婚や既婚に関わらず、家事・育児・介護など、

まだまだ女性が担うことが多いからです。これから

は、出産や女性特有の体調の変化などに対応する、

制度の整備も必要だと感じます。

最近、政治分野での男女共同参画の推進に関する

法律が改正されるなどの動きがありました。このよ

うに改善が進んでいけば、議員を目指す女性がもっ

と増えると思います。そして、さまざまな人材を受

け入れ、市議会が活性化されれば、街の発展にも

きっとつながっていくことでしょう。

市議会議員の仕事は、生涯学び生涯活躍できる仕

事です。最後に、八千代市が好きですか？と聞かれ

たとき、「はい！」と答えられたあなたは、すでに

市議会議員の適正ありです！

市議会議員は、生涯学び
生涯活躍できる仕事

地域とかかわって人とのつながりを大切に



生活のすべてが勉強だと感じています

辰己百恵議員

あって一人ひとり大変さが違います。私の場合、子ど

もたちは手を離れていたので、タイミングとしては良

かったと思います。どんな仕事でもそうですが、選

挙・議員活動も家族の協力なしではできないでしょう。

議員になるためには、性別に関係なく地域のために

動く、勉強し続けるなどの強い心が大切だと思います。

また、選挙費用の負担も大きいので、事前に調べてお

くと良いと思います。

まだ市議会議員になったばかりですが、私は人と人

とを結び付けられる議員になりたいと思っています。

市民の方がたの困ったり、苦しんだりしている気持ち

を、少しでも和らげることができる、良い意味でのお

せっかいおばさんのような議員になりたいです。

福祉などの支援事業にかかわってきた中で、自分の

選択が正しかったのかと後悔したり、自分自身の存在

を許せなくなったりしている人たちにも会ってきまし

た。でも、いつかすべての経験が自分自身のために

なったと気づくときが来ると思います。そのときに選

んだ方向が最良の結果だったんだな、と振り返れると

きが必ず来ると思います。あなたの周りには、苦しん

でいる人を助けたいと思っている人たちが必ずいます。

つらいときには、ぜひＳＯＳを出してほしいです。

１０年くらい前にお会いした女性が「環境問題は重

要。私は国会議員になって、国のために国民のために

働く」とおっしゃいました。その言葉に心を動かされ

て「じゃあ、私は市議会議員になり、子育てや教育問

題で八千代市民の役に立つ人になる」と、言ったこと

がありました。その女性は、参議院議員になられまし

たが、私は子どもの受験などがあって、具体的に考え

ることができないままでした。でも、その間もずっと

自分にできることは何かを探しながら、地域のボラン

ティアを続けていました。

令和３年５月５日に選挙が決定し、２３日が投票日

と、急な話だったのでじっくり考える余裕もなく、決

意してからは、ただ走り続けました。選挙についての

勉強や準備などの足りない部分は、周りの方たちに本

当に助けていただきました。立候補したことで、思い

切って挑戦する大切さがわかりました。

議員になった今は、生活のすべてが勉強であり、支

援事業などのボランティア活動で見て聞いて体験した

ことすべてが、議員になることに繋がっていたのでは

ないかなと感じています。

女性が議員になることは大変です。また、女性をひ

とくくりにするのは難しいと思います。結婚、子育て

前、子育て真っ最中、子育てが終った人など、男性に

もいえることですが、さまざまなライフステージが

地域のために働き、勉強し続ける
強い心が大切

おせっかいおばさんのような
議員になりたいです

市議会議員になって
市民の役に立つ人になる

初めてコミックマーケットに
行ったのは中学生のとき。

マンガはジャンルを問わず何でも

大好き！ 着物や日本文化を

大切にしています👘

４人の市議会議員の皆さんのお話しから、議

員の仕事や政治が、少し身近に感じられるよう

になりましたか。これをきっかけに、身の回り

で起きていることにも関心を持ち、政治や選挙

のことについて考えてもらえたらと思います。

女性市議会議員の皆さん、お忙しい中ご協力

いただきありがとうございました。
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【発行】八千代市男女共同参画センター

電 話：047-485-7088

ＦＡＸ：047-485-7398

所在地：八千代市八千代台南１‐11‐６

（八千代台東南公共センター４階）

▼八千代市ホームページ
男女共同参画センター

東口から徒歩３分

☎047-485-7333（相談専用電話）

つらい、苦しい、眠れない･･･。あなたの悩みを、専門の女性相談員が匿名でお聞きします。

【相談日】毎週火・金曜日 午前９時～午後４時（祝日・年末年始12月27日～１月４日を除く）

女性、こころの悩み電話相談

男女って平等なのかな 家事や育児って誰の仕事？


