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あきた未来創造部次世代・女性活躍支援課
あきた未来創造部次世代・女性活躍支援課
課長 水澤 里利
秋田県中央男女共同参画センターは、平成１３年開設以来、男女共同参画社会の形成を推進
しようとする団体等に対し、活動に必要な情報及び研修の機会を提供するとともに、その団体等
の交流その他の活動を支援してまいりました。
おかげをもちまして、平成３０年度利用者数が初めて５万人を突破したところであり、当センターを
ご利用いただき、また、支えてくださる皆様には深く感謝申し上げます。
さて、昨年３月に国立社会保障・人口問題研究所から公表された「日本の地域別将来推計人口」
では、２０４５年時点の本県の人口が約６０万人とされ、今後、高齢化も急速に進展することが予想
されております。
こうした状況において、持続可能な地域づくりを進める上では、一人ひとりが、社会のあらゆる分
野において、その個性と能力を存分に発揮し、生きがいを感じながら生活できる環境をつくることが、
とても重要であると認識いたしております。
また、男女平等の意識が浸透してきているものの、「男は外で働き、女は家庭を守るべきだ」との
固定的な性別役割分担意識がいまだに相当程度存在することから、こうした考え方を払拭できるよ
うな取組が必要と考えております。
そのため、今年度は、当センターを拠点として、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、町内会活動や消防団活動をテーマに、地域で活躍する女性や地域活動を実施している団
体との意見交換を踏まえ、実践活動を実施するこ
ととしております。加えて、女性の負担になりがち
な家事や育児について、男性参画を促すため、
様々な媒体を活用した気運の醸成にも取り組んで
まいります。
こうした取組は地域や市町村などとも連携を図
りながら進めてまいりますが、全ての県民が生
きがいを持って豊かに暮らせる社会の実現に
向け努力してまいりたいと思いますので、皆様
の御理解と御協力をお願いいたします。

次世代･女性活躍支援課
女性活躍･両立支援班の皆さん
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6 月 15 日（土）、秋田市中央市民サービスセンターで「ハーモニー
フェスタ 2019 世界のＹｏｕから学ぶ、秋田の未来。」を開催しました。
この催しは秋田県の男女共同参画推進月間の６月に男女共同参画
や人権の理解を深め、更なる周知を図るため、毎年開催されるもの
です。今年は中央男女共同参画センターの指定管理者である NPO
法人いきいき F ネット秋田が実施団体として、実行委員会とともに開
催しました。
午前中は男女共同参画社会づくり表彰とアトラクションが行われ、
秋田県の男女共同参画の推進に寄与した個人として、ハーモニー
賞・奥真由美さん(横手市)とチャレンジ賞・石戸幸子さん(大館市)が
表彰されました。アトラクションでは、県内で活躍するダースコちんど
ん隊のちんどんパフォーマンスと歌声コンサートが行われ、参加者は
楽しいトークやちんどんの音色、懐かしい曲を楽しみました。
午後からは、国際教養大学教授の阿部祐子さんによる、「グローバ
リゼーションから考える秋田の男女共同参画」と題した講演が行われ
ました。阿部さんは、多様な価値観を持つ人が活躍出来る社会になる
ためには、これまで当たり前と思われていた習慣やコミュニケーション
のあり方を見直すことが必要であると話されました。
そのあとのパネルディスカッションでは、秋田で暮らす外国出身の方
や国際機関の方をパネリストに迎え、秋田で生活して感じていることや
ジェンダーに関するそれぞれの考え方や母国との違いを語っていただ
きました。また、後半は会場からの質問も多く出され、お互いの文化や
違いに関心を深めながら、秋田で性別や国籍に関わらず誰でも生きや
すくなる社会を目指すことを共有する機会となりました。参加者からは
「秋田だけでなく日本にとっても重要な課題だと思う」「基調講演がわか
りやすく勉強になった」「パネリストによる文化、表現の違いが興味深く、
ジェンダーの問題を考えさせられた」などの感想が聞かれました。
その他にも会場では、ハーモニーネット団体や協力団体等などのパネル展示や茶点て体験、手作り体験コー
ナーが設けられ、多くの参加者がありました。

利 用 者 懇 談 会

中央地域連携ネットワーク会議

5 月 16 日（金）の利用者懇談会には、登録 123 団
体のうち 40 団体にご参加いただきました。
新センター長の佐々木美奈子の挨拶のあと、女
性活躍支援課副主幹の會場由紀子さんからは「3 年
に 1 度、県中央地区で開催する『ハーモニーフェスタ
2019』の今年度のテーマ、『だれもが主体的に生活
出来る地域社会をめざして』により男女共同参画の
機運が高まると期待しています」とお話がありまし
た。
利用者懇談会の会長に再任された黒﨑秀一さん
からは、日頃の各団体の活動にも男女共同参画の
視点を取り入れ、皆で『ハーモニーフェスタ 2019』の
実行委員になってフェスタを盛り上げようと力強いエ
ールが送られ、第一回目の懇談会は終了しました。

6 月 18 日（火）、７階研修室に於いて、本年度第 1 回
目の地域連携ネットワーク会議が開催されました。中
央エリアの行政担当者やハーモニーネット団体、利用
者団体など、約 30 名の参加者がありました。
今年度の事業計画や取り組みについて報告した
後、情報交換として、「地域自治組織における男女共
同参画の推進について」をテーマに話し合いをしまし
た。各グループからは、「世帯主が男性であることが影
響しているのではないか。」「家庭や地域での男女共同
参画が進んでいない。」「行政から割り当て制で、副会
長の一人は女性にするなどの、強制力を発揮していた
だくのも一案。」との意見が出ていました。
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開催中
「女性の相談事業に関わる人の
ための実践研修」

男女共同参画推進月間事業
（6 月 11 日～6 月 29 日）

講師：女性人権機構
ミシェル・ノバコースキイさん
（９／24、25 予定）

テーマ「世界を知る。未来に活かす。
「世界を知る。未来に活かす。」
６／１５（土）

10:30～15:30

ハーモニーフェスタ２０１９

６／２９（土）

ハーモニープラザまつり 2019

14:00～

（１０／１２（土）
）

ミニシアター＆ワークショップ
ミニシアター＆ワークショップ
「Girl Rising～私が
Rising～私が決める、私の未来
～私が決める、私の未来」
決める、私の未来」

登録団体活動紹介（展示）、ふれあいマーケ

他、パネル展(秋田市協力)、

ット、ワークショップ他

センター利用者作品展

男女共同参画社会づくり基礎講座
(11、12 月開催予定、
八郎潟町、由利本荘市)

情報事業に携わるひとのための
課題解決・実践研修 in 秋田
（10／30、31 予定）

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）

地域活動の中心となる女性人材の育成と
その活動支援事業

開催中

(７／６、９／２８、１１／２、２／１)

12 月頃予定

運営事業
利用者懇談会（年 2 回）
運営委員会（年 2 回）

国立女性教育会館所蔵図書１００冊
年間パッケージ貸出と展示

中央地域連携ネットワーク会議
(年 2 回)他

4 月～ 6 月 国際関係、子ども、セクシュアリ
ティ、男女共同参画、文化
7 月～ 9 月 男女共同参画、家庭・家族
10 月～12 月 理科系、キャリア・しごと、
いのち、社会、男女共同参画
１月～ ３月 キャリア・しごと、人権、多文化・
国際比較、セクシュアリティ
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相談事業
一般相談（電話・面接）
無料法律相談 年６回

ハーモニー相談室
ハーモニー相談室

～あなたらしい生き方を応援します～

当相談室は、女性に向けた無料の法律相談を実施しています。
今年度は 6 回の開催を予定しています。
これからの予定は
令和１年 7 月 4 日（木）
１３時～１４時 要予約
１０月３日（木）
１２月５日（木）
一人３０分、定員２名 （託児あり・要予約）
令和２年 ３月５日（木）
★弁護士さんに相談できる機会ですので、ぜひご利用ください。
★相談員が法律相談当日まで、サポートします。
★離婚に伴う養育費、面会交流などが主な内容となりますが、
まずはお気軽にお電話ください。お待ちしております。
当相談室は、社会の中の性別による固定観念や役割意識が女性の悩みの原因になっている
ことを理解し、サポートしています。本来持っている生きる力を取り戻し、自分を尊重した
新しい生き方を見つけていけることを目指しています。
相談専門番号
相談時間
相談方法

０１８－８３６－７８４６
月曜～土曜日 10 時～17 時（休業日 日・祝日）
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。

新スタッフ紹介
谷 直子 さん
17 年ぶりに静岡から地元秋田に戻ってきまし

★おもちゃ病院
おもちゃ病院
７月６日（土） 10 時～14 時

た。センターには、性別、世代を問わずたくさん
の方々が集っています。千秋公園の美しい風

原則無料。
原則無料。部品代
部品代は実費。
実費。直接センターに
直接センターに。
センターに。

景が見えるこの職場で、意欲的なスタッフの皆
さんと、男女共同参画の推進に携われることを

★大人の
大人のおりがみ教室
おりがみ教室

うれしく思います。よろしくお願いいたします。

松橋

７月 11 日（木）、18 日（木） 10 時～12 時
(どちらか一日
どちらか一日の
一日の参加)
参加)
「ほおずき」
ほおずき」

洋美 さん

4 月からスタッフとなりました。小学 1､2 年生の
男児の子育て奮闘中です。8 年のブランクを経

★お絵かきサロン（
かきサロン（月 1 回）
７月 19 日（金） 10 時半～
時半～

ての仕事で、至らない点もあるかと思います
が、お気持ちに寄り添えるようがんばりたいと
思いますので、よろしくお願いいたします。

研修室を無料開放します！
研修室を無料開放します！
県の記念日に合わせて
8 月 24 日(土)、25 日(日)
７Ｆの研修室を無料でお使いいただけます。

お問合せは
秋田県中央男女共同参画センター

018018-836836-7853
4

