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NWEC ヌエック
フォーラム2010
8 月 27～29 日

平成２２年度「男女共同参画のための研究と実践の交流推進フォーラム」参加報告

「女性のエンパワーメントと男女共同参画社会づくり」

全体シンポジウムのテーマは、
「未来へのメッセージ
…男女共同参画社会への展望…一歩さきに進むための
関係づくり」でした。シンポジストは、昨年のハーモニープラザまつりの基調
講演の講師であった仙台市長の奥山恵美子さんと、(株)まちづくりカンパニー
シープネットワーク代表の西郷真理子さんでした。
奥山さんは国会における女性議員の比率などの具体的な数字をあげ、
「政策 「地域づくりと男女共同参画統計」
決定の場では、女性の参画がまだまだ足りない。もっと推し進めるためには、女性がよりプロフェッシ
ョナルな視点をもち、自らをエンパワーしていくこと。また行政は自分のところしか見えないが、市民
はヨコのネットワークも持っているから、一歩先を行くために十歩先を見ていくことが必要である。」
と行政のトップにありながら、市民サイドに立つ心構えも話しました。
西郷さんはこれからのまちづくりについて、
「市民（特に女性や高齢者､こども）が、一つの地域(エ
リア)で買い物が出来たり、医療を受けることが出来るなど、歩いて暮らせることや生活者の視点から
造っていくことが望ましい。」といった､地域住民が参画し計画するまちづくりのポイントを示しました。
コーディネーターの廣瀬隆人さん（宇都宮大学教授）は、NPO の指定管理制度にも触れ、「NPO は
市民としての主体的自覚をしっかり持ち、その上で、
・データを持って相手にものを言っていく。
・生活者として提言提案し、何かを企画し実行していくときに、『市民としての気持』を置き去りにし
ないこと。
・NPO がミニ公務員化していかないために『NO』と言える対等な関係をつくっていくこと。」
などが重要であると、提起しました。
3 日間の開催期間中には、61 のワークショップと９つの展示ワークショップが組まれ、DV 被害者
支援やワークライフバランス、施設管理運営の模索についての内容が多く目につきました。また､現在
策定中の国の第 3 次男女共同参画行動計画についての話し合いの場がもたれ、こどもや男性も含めた
問題への対応の遅れについて語られていました。当センターからは 2 名が参加しました。
（佐藤 真佐子）

＜主なワークショップ＞※抜粋
・性暴力支援を世界の水準へ
・自己開発講座「あなたのジェンダーを超えて」
・｢地域づくりと男女共同参画統計｣
・ポルノ被害に対する法的アプローチを考える
・これからの男性のワークライフバランスを考える
・パパﾟたちが語る男女平等参画

・大学における男女共同参画の意識の醸成
・小学生へのジェンダー平等教育の実践
・男女平等条例と拠点施設
・感情コントロールレッスン
・DV 被害者のための「暮らし復興」
・これからの情報発信を考える
・
「変わる世界、変えよう日本」
練馬区女性センター主催展示

1

◆目次◆
P1・参加報告「ヌエックフォーラム 2010」
P2・「すこやか秋田 2010」でのアンケート結果から
P2・登録団体紹介コーナー「がりっと平等･秋田」
P3・情報広場＜センター主催講座等＞
P4・相談室から・お知らせ
P4 新刊図書ご案内、ほか、編集後記

★★「子育て応援団 すこやか秋田 2010」でのアンケート結果から★★
7/31(土)、8/1（日）の二日間、秋田県立武道館で、安心して子どもを産み育てられる社会づくりをめざして産・官・
民協働による「すこやか秋田 2010」（主催：子育て応援団実行委員会）が開催されました。会場には子育てに必
要な情報を提供するコーナーの他、アンパンマンショーや歌のお兄さんのコーナーもあり、朝から大勢の親子連れ
で賑わいました。当センターは秋田労働局と共同で、育児と仕事の両立支援をサポートするブースを設け、そこで子
育て中のお父さん、お母さんにアンケートをお願いしました。アンケートに答えてくれたのは、６歳までのお子さんを
持つ 30 代の女性が多く、以下にアンケート結果をご紹介します。（回答者数 340 名）
【母親の現状と意識調査】

アンケート結果から

Ｑ．現在、仕事をしていますか？
・ している 48％
・ していない 52％
Ｑ．（仕事をしていない方に） いつ仕事を辞めましたか？
・ 出産を機にやめた 59％ ・ 結婚を機にやめた 29％
Ｑ．（仕事をしていない方に） 仕事をしたいですか？
・ 今すぐ仕事をしたい 45％
・ 子どもがある程度の年齢になったら仕事をしたい 54％
アンケート結果から、｢家事メン｣｢イクメン｣(※注) への関心
が高まっていることもあり、子育て世代の男性が家事や育
児に積極的に参加しつつあるということもわかりました。
しかし､現在仕事をしてないと答えた女性のほとんどが、
結婚や出産を機に仕事を辞めているという現状をみると､女
性たちが働き続ける難しさが浮き彫りになっています。働く
ことを希望する女性たちが働き続けられる環境づくりのため
に､少子化問題の解決への一助となるためにも､企業の理
解や取り組みをもっと進める必要があります｡
そのためにも、男女共同参画を推進していくというセンタ
ーの重要性を改めて実感しました。

【父親の意識調査】
Ｑ． パートナーが働くことをどう思いますか？
・ 働いた方がいい 55％ ・ 働いてほしくない 8％
Ｑ． 家事・育児に参加していますか？
・ 参加している ９３％ ・ 参加していない 7％
Ｎｏ
7%

Ｙ ｅｓ
93%

※「家事メン」「イクメン」とは、家事や育児に積極的に関わる
男性のことを表す最近の言葉。

☆登録団体さんの活動紹介コーナー☆

ようこそ!!ﾊｰﾓﾆｰプラザへ♪

今号で紹介するのは「がりっと平等・秋田」さんです。
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ｑ・活動を始められたきっかけはなんですか？

Ａ 女性に限らず、ジェンダーの視点をもった議員を増やすことを目標とし、平成 19 年に「がりっと
平等・秋田」を結成しました。前身は「秋田女性議員を増やす会」です。市民の政治参画を訴え、立候
補者の擁立や、支援をしています。
Ｑ・現在の会員数と、活動の内容は？

Ａ 会員数は現職議員も含めて約４０名です。年に一度の総会の他、合宿と数回の研修会を行なって、
政治談議や情報交換をしています。議員と市民をつなぐ会の開催も主な活動です。今年のハーモニープ
ラザまつりでも、“国会議員と語ろう”の開催を計画しています。
Ｑ・ハーモニープラザに望むことを教えて下さい。またもっと多くの人に活用してもらうためには何が必要だと
おもいますか？

Ａ 男女共同参画の推進拠点として、ジェンダー平等の視点を重視・理解して事業を展開してほしいで
す。政治は“くらし“ですから、気軽に政治やニュースなどを語れる場や機会を作って、センターに来
た人だれでもおしゃべりができるようになればいいと思います。

がりっと平等･秋田さん、ありがとうございました♪
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中央センターの事業や関連情報をお届けします！

情報広場

❐❐女性チャレンジ支援講座（全 3 回）❐❐❐❐❐❐

「あなたらしく働くために」
～ちょっと先のあなたをイメージしてみませんか～

再就職を考えている女性のための講座です。在宅
ワーク等、多様な働き方の実例の紹介やコミュニケ
ーションの講座など、これからの働き方や生き方を
考えるためのヒントの詰まった内容です。
是非、3 回続けてご参加下さい。
1 回目

1 回目

９/28 「自分らしく生きるために
～「これまで」
「今」そして「これから」～
(火)

10/15

「在宅ワークの支援について」
「ココが知りたい！在宅ワーク」
(金)
講師：小松美穂さん( Emotion 代表)､
10:00～12:00
3 回目

３回目

「あなた流 わたし流

について考えよう!!

幸せってなあに？」
10 月 17 日（日）／13:30～16:00
話題提供者：藤原由美子由利本荘市副市長
●実行委員による対話劇 「田中家の子育て」

２回目
2回目

●グループ・ワーク（語らい）

」
10/2６「講すぐに使いたくなる楽々コミュニケーション
師：小山田聖子さん(ＦＦ推進員、ｺｱセンター職員))

(火)

10:00～12:00

・どなたでも参加出来ます。（約 50 名まで）
・託児あります。（無料）
・申込、お問合せはハーモニープラザまで
℡（０１８）８３６－７８５３

・参加者 20 名まで（女性限定）
・託児あります（12 名まで、無料）

速報 －開催日決定!!－

ワーク･ライフ･バランス

本荘由利産学共同研究センター（由利本荘市）
【内容】●話題提供「仕事も､家庭も､子育ても！」

講師：佐藤了子さん(聖霊女子短期大学准教授)

10:00～12:00

✣✣✣男女共同参画社会づくり基礎講座 in 由利本荘✣✣✣

平成 22 年 11 月 1２日(金)～1３日（土）

11 日：基調講演 講師：萩原なつ子さん（立教大学教授）、活動紹介、その他
12 日：ワークショップ、フリーマーケット、その他
＊詳細が決まり次第、お知らせします＊
平成 22 年度秋田県男女共同参画講演会

今年は青森！
平成 22 年度
北東北三県男女共同参画推進合同会議
10 月 26 日(火)～27 日(水)

－ 仕事も家族もあきらめない！ －

｢ワーク･ライフ･バランス｣講演会

開催場所:アピオ青森（青森県男女共同参画センター）

講師：佐々木常夫さん(東レ経営研究所特別顧問・秋田市出身）

・

北東北三県の男女共同参画推進に関わる広域的な連携を図り、情
報交換するために、毎年開催しています。

１４：３０～１６：３０
秋田市文化会館小ホール

10/22
（金）

今年の基調講演講師は広岡森守穂さん(中央大学教授)です。

対象：一般の方（250 名）
・

・

・

・

・

・

・

・

・

＊お問合せは，秋田県男女共同参画課 ℡（０１８）８６０－１５５５

【♪いきいき F ネット秋田 関連情報♪】

萩原なつ子さん

＊お問合せは、当センターまで（℡018-836-7853）

「これでいいのか劇場」の上演があるよ！ ※26 日のみ

９月２４～２６日（金、土、日） 【西部地区】秋田市「第 20 回男女共生フォーラム」＜場所：西部市民サービスセンターウェスタ＞
10 月 23 日（土）
【中央地区】秋田市「第 20 回男女共生フォーラム」＜場所：秋田拠点センターアルヴェ＞
＊お問合せは秋田市企画調整課まで ℡１８-８６６-２０３３
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ハーモニー相談室

～あなたらしい生き方を応援します～

ハーモニー相談室では、あなたの気持ちをありのままに受け止め、大切にしながら、家族や地域、社会の
中で孤立することなく「自分らしく」生きていけるように、解決方法を探っていくお手伝いをします。
◆家族(親､子ども)のこと ◆夫婦のこと ◆生き方、性格のこと ◆ドメスティックバイオレンスなど

相談は無料です。秘密は厳守します。
【直通ダイヤル】 ０１８-８３６-７８４６ ／ 月～土曜日 10：00～17：00
当相談室では、電話（月～土 10 時～17 時）
・面接（月～金 10 時～17 時）相談で対
応しております。
「自分や家族の事など口に出して言ってはいけない」「自分の悩みは大したことではない」
「自分の悩みは自分だけで、他の人はこんなことでは悩んでいない」などと思い込んで相談
する事をためらっていませんか。個人のことは、社会のことです。自分だけと思わず、何よ
り自分を大切にし、是非当相談室をご利用ください。
どなたでも、どんな悩みでも、じっくり一緒に考えます。

＊無料法律相談日＊

11/2(火)
10/5(火)､11/16(火)､12/7(火)､1/18(火)､2/1(火)
11/9(火)

北秋田地域振興局
県中央男女共同参画センター
平鹿地域振興局

こ

●コピーカードをお持ちの登録団体様へ

ど

も

サ

ロ

ン

か

ら

★助産師さんとのおしゃべりサロン★
現 在 子 育 て 中 の 方、ま も な く パ
パ・ママになる方、おじいちゃん、
おばあちゃん、助産師さんと一緒
におしゃべりしませんか？

10 月上旬に、22 年度上半期使用分のコピー料金の
請求をします。請求書が送付された団体様は
11 月１日までにお支払いをお願いします。
※ご不明な点は、センターまでお問合せ下さい。

毎月第三火曜日

・

・

・

10:00～

・

★★おはなし会 時間変更 のお知らせ★★
毎月第三木曜日 14：00～
語り手 遠藤美弥子さん
♪どなたでもご参加いただけます♪
詳しくは、ハーモニープラザまでお問合せ下さい。

【編集後記】
猛暑で少々バテ気味でしたが、十数年ぶりでヌエ
ックに行き、以前から男女共同参画推進の拠点と
して運営されてきたヌエックならではの貴重な
講座を聴いてきました。
これから、活動しやすい秋をむかえ、センターで
も「自分らしくあるための再就職」講座から、季
節の折り紙教室まで、さまざまな講座を企画して
おります。みなさま、どうぞご参加下さい。お待
ちしております。（（M・S）
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