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あきた未来創造あきた未来創造あきた未来創造あきた未来創造部次世代・女性活躍支援課部次世代・女性活躍支援課部次世代・女性活躍支援課部次世代・女性活躍支援課    

                                                                                                課長課長課長課長    神谷神谷神谷神谷    美来美来美来美来    
 日頃、中央男女共同参画センターを御利用いただき、支えてくださっている地域の皆様には、この

場をお借りして厚くお礼申し上げます。 

 県では、「時代の変化を捉え力強く未来を切り拓く秋田」に向けて、平成３０年度から４年間の県

政運営の指針となる「第３期ふるさと秋田元気創造プラン」を策定しました。 

 これまで、本県の男女共同参画社会づくりに向けては、平成２８年度に策定した第４次秋田県男女

共同参画推進計画に基づき、県民の皆様とともに様々な取組を行ってまいりましたが、今後は、その

成果を土台にしながら、更なる県民意識の醸成や取組の促進に向け、向こう４年間、このプランによ

り全力で取り組んでまいりたいと考えております。 

 プラン初年度の平成３０年度は、重点戦略の施策の一つである「女性や若者の活躍推進とワーク・

ライフ・バランスの実現」に向けて、あらゆる分野における女性の社会参加と地域活動の促進を図る

ため、地域において男女共同参画を進める人材の育成に取り組むほか、女性が職場で生き生きと活躍

できるよう、気運の醸成を図るとともに、企業における行動計画の策定や女性活躍の取組に対し支援

することにしております。 

 特に、企業における取組を促進するため、平成３０年６月１日に秋田県商工会連合会内に「あきた

女性活躍・両立支援センター」を開設し、職場での女性の活躍推進や仕事と育児・家庭との両立支援

に取り組む企業に対する支援をワンストップで行っております。 

 また、昨年度、中央男女共同参画センターを拠点として、「日本女性会議２０１６秋田大会」に実

行委員として参画された方々を中心に、地域の課題を掘り起こし、その課題解決に向けた事業を実施

していただきましたが、今年度はその成果を踏まえ、更に地域活動の中心となって活躍できる女性を

育成するため、地域で活動する女性と女性団体との意見交換会を開催するほか、意見交換会で出され

た課題の解決に向けて、双方が連携し取り組みを実践するなどの事業を実施することにしております。 

このように、あらゆる視点から男女共同参画社会を実現するために、皆様とともに取り組んでまい

りたいと考えておりますので、今後も県の施策に対する御理解と御協力をよろしくお願いいたします。 

さて本県では、毎年６月を男女共同参画推進月間に定めており、県民の皆様に広く男女共同参画に

ついての関心と理解を深めていただくとともに、男女共同参画の推進に関する活動への参加を促進す

るため、この月間に様々なイベントや行事等を開催いたします。その中でも、６月３０日（土）には、

県民の誰もが参加でき、楽しみながら男女共同参画について学べるイベント「ハーモニーフェスタ２

０１８」を北秋田市民ふれあいプラザ「コムコム」において開催いたします。 

 当日は、「秋田県男女共同参画社会づくり表彰」の表彰式のほか、マティログさん、ゴトウモエさ

んご夫妻の特別講演や県北地域で活躍される

方々によるハーモニーフォーラムなど、工夫を

凝らしたプログラムを実施しますので、是非御

参加ください。 

 男女共同参画センターは、地域における男女

共同参画社会の実現に向けた拠点として、各種

情報や研修機会の提供とともに、地域活動を実

践する人と団体とのネットワーク構築を支援

してまいりたいと考えておりますので、皆様に

は引き続きセンターの御利用とともに、運営へ

の御協力をお願いいたします。 
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先日、センター研修室で第一回利用者懇談会が開催され、出席者は 44 団体

（50 名）と過去最多となりました。役員改選では、昨年度に引き続き、会長 

黒﨑秀一さん(日本ラジオ歌謡研究会)、副会長に工藤八重子さん(いきいき F ネ

ット秋田)、髙橋静子さん(あきた AT 研究会)が再任されました。 

  はじめに、県とセンターから今年度の事業説明がありました。その後の議事で「ハーモニープラザまつり

2018」の開催が 9 月 30 日に決定しました。 

事前の登録団体へのアンケートで「男女共同参画について、グ

ループワークをしては」とのご意見があり、今回、初めてグルー

プ形式で参加者同士が「セクハラ問題」「女人禁制土俵問題」な

どを話題にした意見交換をしました。各グループで活発な話し合

いが行われ、新登録団体として初めて参加した方からは「初めて

で緊張していましたが、グループで話すことで親しくなれ、参加

して良かったです。とても有意義で楽しかったです。」との感想

を頂きました。 

 第二回は平成 31 年 1 月に開催予定です。 

 
 

 

「「「「どうして私たちは輝けないのだろう」どうして私たちは輝けないのだろう」どうして私たちは輝けないのだろう」どうして私たちは輝けないのだろう」    

～シングル女性の現状と必要～シングル女性の現状と必要～シングル女性の現状と必要～シングル女性の現状と必要な支援な支援な支援な支援～～～～    に参加してに参加してに参加してに参加して    

荻田荻田荻田荻田    優美子優美子優美子優美子    

5 月 26 日、私は東京港区にある日本女子会館での日本女性学習財

団主催の講座に出席し、第一回日本女性学習財団 未来大賞受賞者の

菊池悦子さんの講演と、（公財）横浜市男女共同参画推進協会 秋葉

由美さんの「非正規シングル女性の現状についての調査結果」につい

てのお話を伺いました。 

菊池さんは、高校を卒業後非正規社員として働き、正社員との格差

を目の当たりにしてきました。仕事は正社員の穴埋めで、感謝もされ

ず、居場所もなく、毎日が「我慢代」を稼ぐ日々の連続。実家に居る

ことで経済的自立も出来ないことにふがいなさを感じていたそうで

す。このままだと何も変わらないと、『大学進学』を決意し、猛反対を押し切ってその夢を実現させました。 

社会学を学び、個人の問題は社会の問題であると気づいたことで、これからは大学院をめざし、同じよ

うな思いをしている人達の力になりたいと力強く語られました。 

秋葉さんの調査は、横浜・大阪・福岡の各市を対象に行われました。非正規雇用者数のうち 6割が不本

意非正規となっており、若い世代ほど初職の正規職比率が低い、また未婚率も年々増加し、壮年非正規シ

ングルの 2 人に 1 人が貧困という結果が出たそうです。『女性の貧困』は見えにくく、女性がフルタイム

で働いても経済的に自立出来ないのは、社会全体の問題というのが現状のようです。 

この研修に参加して、非正規女性の苦しい現実と生の声を聞くことができ、改めて考える機会を持つ

ことが出来ました。    

開催報告開催報告開催報告開催報告    

5555／／／／21(21(21(21(月月月月))))    

研修研修研修研修報告報告報告報告    
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男女共同参画社会づくり基礎講座男女共同参画社会づくり基礎講座男女共同参画社会づくり基礎講座男女共同参画社会づくり基礎講座    

((((11111111、、、、12121212 月開催予定月開催予定月開催予定月開催予定、、、、2222 市町村市町村市町村市町村))))    
開催中開催中開催中開催中    

女性チャレンジ支援講座女性チャレンジ支援講座女性チャレンジ支援講座女性チャレンジ支援講座    

（（（（９月９月９月９月    ２回連続）２回連続）２回連続）２回連続）    

女性の再就職支援 

地域で活躍する人材育成事業地域で活躍する人材育成事業地域で活躍する人材育成事業地域で活躍する人材育成事業    

７月～１１月７月～１１月７月～１１月７月～１１月    （１回／月）（１回／月）（１回／月）（１回／月）    

「あきた女性いきいき塾」「あきた女性いきいき塾」「あきた女性いきいき塾」「あきた女性いきいき塾」    

((((７７７７////７７７７、、、、８８８８////１１１１１１１１、、、、９９９９////８８８８、、、、１０１０１０１０////６６６６、、、、１１１１１１１１////１０１０１０１０))))    

 

男女共同参画を学び、地域で活躍できるリー

ダー育成講座 

ハーモニープラザまつりハーモニープラザまつりハーモニープラザまつりハーモニープラザまつり    

（９月３０日（日））（９月３０日（日））（９月３０日（日））（９月３０日（日））    

    

登録団体活動紹介（展示）、ふれあいマー

ケット、ワークショップ他 

「女性の相談事業に関わる人の「女性の相談事業に関わる人の「女性の相談事業に関わる人の「女性の相談事業に関わる人の    

ための実践研修」ための実践研修」ための実践研修」ための実践研修」    

  ～相談事業のシステム化・機関連携・ 

相談スキルの向上を目指して～ 

（（（（１１／１８，１９１１／１８，１９１１／１８，１９１１／１８，１９予定予定予定予定））））    

自主事業自主事業自主事業自主事業    

○大人のおりがみ教室(月２回) 

○お絵かきサロン（月１回） 

○おもちゃ病院（年４回） 

(７／28、９／１、12／１、２／２) 

 

運営事業運営事業運営事業運営事業    

利用者懇談会（年 2 回） 

運営委員会（年 2 回） 

中央地域連携ネットワーク会議 

      (年 2 回)他 

相談事業相談事業相談事業相談事業    

一般相談（電話・面接） 

無料法律相談 年６回 

    

    

国立女性教育国立女性教育国立女性教育国立女性教育会館所蔵図書会館所蔵図書会館所蔵図書会館所蔵図書１００冊１００冊１００冊１００冊    

年間パッケージ貸出年間パッケージ貸出年間パッケージ貸出年間パッケージ貸出とととと展示展示展示展示    

 

4 月～ 6 月 国際協力・海外事情・家庭・家族 

7 月～ 9 月 理科系・人間関係 

10 月～12 月 理科系、からだ、いのち、 

男女共同参画 

１月～ ３月 ジェンダー 

医療・看護・生命倫理 

開催中開催中開催中開催中    

    男女共同参画推進月間事業男女共同参画推進月間事業男女共同参画推進月間事業男女共同参画推進月間事業    
    「意識が変われば、秋田が変わる」「意識が変われば、秋田が変わる」「意識が変われば、秋田が変わる」「意識が変われば、秋田が変わる」    

    

（（（（6666 月月月月 11111111 日～日～日～日～6666 月月月月 30303030 日）日）日）日）    

(６Ｆオープンスペース内他) 

 

６／１５６／１５６／１５６／１５    ミニシアターミニシアターミニシアターミニシアター        13:3013:3013:3013:30～～～～    

            「未来を花束にして」「未来を花束にして」「未来を花束にして」「未来を花束にして」    

６／２３６／２３６／２３６／２３    ワークショップワークショップワークショップワークショップ    13:3013:3013:3013:30～～～～    

            「アニメで語るジェンダー」「アニメで語るジェンダー」「アニメで語るジェンダー」「アニメで語るジェンダー」    

他、パネル、利用者作品展示 

    

※※※※６／６／６／６／30303030    ハーモニーフェスタハーモニーフェスタハーモニーフェスタハーモニーフェスタ 2018201820182018    
My visionMy visionMy visionMy vision    

    ～男女共同参画で描く地域のカタチ～～男女共同参画で描く地域のカタチ～～男女共同参画で描く地域のカタチ～～男女共同参画で描く地域のカタチ～    
IIIIn n n n 北秋田市民ふれあいプラザ北秋田市民ふれあいプラザ北秋田市民ふれあいプラザ北秋田市民ふれあいプラザ    コムコムコムコムコムコムコムコム    
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〈〈〈〈相談室相談室相談室相談室よりよりよりより〉〉〉〉 
最近諸外国で、また日本でも世間を騒がせていることに「セクハラ」問題があります。ずっと以前からあ

ったものにフェミニズムが名前を付け、言い続けてきたことのひとつです。 

セクハラ問題の背景には根強い男性優位の社会、偏った役割意識があるために、なかなか浸透しま

せんでした。 

男女雇用均等法にセクハラ防止の条項が加えられ、少しずつ認識が高まってきた中、我慢に我慢を

重ねてきた女性たちが自らの被害体験を告白し始め、同じ被害にあった女性が「私も」「私も」と声を上げ

ました。これは必然的な事であり、当然の成り行きです。 

「気を付けよう、夜道の一人歩き」「あんな服装をするからだ」「むしろ女性は喜んでいる」など、以前は

女性を貶め、加害者を擁護するような言葉が堂々とまかり通っていました。遅々として変わらなかった世

間、男性、一部の女性の意識が、現実で起こっている真実にやっと追いついたという感がある今日この

頃です。 

この度の機運の盛り上がりとともに、男女平等の精神や人権の尊重など、根本的なところに目を向けて、

まだまだ追いつききれていない部分を、丁寧に修復、補足しながら社会を！未来を！変えて行かなければ

ならないと思います。 
 
相談専門番号 ０１８－８３６－７８４６ 

相談開業時間 月曜～土曜日 10 時～17 時（休業日 日・祝日） 

相 談 方 法 面接（要予約） 電話（土曜日は電話相談のみ） 

※ ご予約のない面接希望者は、お待たせしたり後日改めての来室をお願いする場合がございますので、

ご留意ください。 

 

 

          

お問合せはお問合せはお問合せはお問合せは    

秋田県中央男女共同参画センター秋田県中央男女共同参画センター秋田県中央男女共同参画センター秋田県中央男女共同参画センター        

018018018018----836836836836----7853785378537853    

ハーモニーハーモニーハーモニーハーモニー相談室相談室相談室相談室    ～あなたらしい生き方を応援します～あなたらしい生き方を応援します～あなたらしい生き方を応援します～あなたらしい生き方を応援します～～～～    

登録団体登録団体登録団体登録団体のののの皆皆皆皆さまへさまへさまへさまへ    

★★★★大人大人大人大人ののののおりがみおりがみおりがみおりがみ教室教室教室教室    

        ７７７７月月月月５５５５月月月月（（（（木木木木））））        10101010 時時時時～～～～、、、、14141414 時時時時～～～～    

        「「「「ひまわりひまわりひまわりひまわり」」」」            

        ８８８８月月月月９９９９日日日日（（（（木木木木））））        10101010 時時時時～～～～、、、、14141414 時時時時～～～～    

        「「「「ほおずきほおずきほおずきほおずき」」」」    

    

★★★★おおおお絵絵絵絵かきサロンかきサロンかきサロンかきサロン（（（（月月月月 1111 回回回回））））    

        ７７７７月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（金金金金））））    10101010 時半時半時半時半～～～～    

新たに、登録団体コーナーが出来ました。 

イベントのポスター等掲示できますので、 

どうぞご利用ください。 

研修室を無料開放研修室を無料開放研修室を無料開放研修室を無料開放します！します！します！します！    

    県の記念日に合わせて県の記念日に合わせて県の記念日に合わせて県の記念日に合わせて    

8888 月月月月２５２５２５２５日（日（日（日（土土土土）、）、）、）、２６２６２６２６日（日（日（日（日日日日））））    

７Ｆの研修室を無料でお使いいただけます。７Ｆの研修室を無料でお使いいただけます。７Ｆの研修室を無料でお使いいただけます。７Ｆの研修室を無料でお使いいただけます。    

あきた⼥性活躍・両⽴ 

支援センター 開設！ 

秋田県は⼥性の働きやすい環境や子育てしやすい

職場作りをサポートするための相談窓口として「あきた

⼥性活躍・両⽴⽀援センター」を6 月にオープンしまし

た。同センターでは、支援推進員や社会保険労務士

等の専門家を企業に派遣するなど、⼥性が働きやす

く活躍できる環境の整備を後押しします。 

＜名 称＞あきた⼥性活躍・両⽴⽀援センター 

(委託先 秋田県商工会連合会) 

＜所在地＞〒010-0923秋⽥県秋⽥市旭北錦町 

1-47(秋田県商工会連合会内) 


