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1 月 15 日～ 2 月 20 日  性と人権ネットワーク ESTO  性と人権パネル展         

2 月 22 日～ 3 月 20 日  あきたＦ・Ｆ推進員      カラーリボン運動紹介とメッセージ展 
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新年のあいさつ 
 

秋田県南部男女共同参画センター 

センター長 藤原 惠美子 

あなたの“いきいき”応援します。 

秋田県南部男女共同参画センター通信 ★第１１３号 

 

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 

令和２年度 男女共同参画社会づくり基礎講座 

イキイキ職場宣言事業所で働く女性のスキルアップや活躍を応援する 

セミナーを開催します。 
 

■日時：2 回目 令和 3 年 1 月 22 日（金） 

午後 1 時 30 分～3 時 30 分 

■場所：湯沢グランドホテル（湯沢市材木町 1-1-1） 

■アドバイザー：高橋玲子さん、津田宏美さん（ウーマンキャリアラボ）

■定員：先着 20 名  

■参加費：500 円（異業種交流茶話会あり） 

「次世代リーダー応援セミナー」全 2 回 
  

 

編集後記 「高齢になったら横手に住めないよね」そんな会話になりました。もう雪は要らない！と

思いながら雪寄せしていて、少しの晴れ間があると太陽の温かさを有難いと感じ嬉しくなり、真っ白

でキラキラした景色があまりに美しくて少しの間手を止めてしまうことがあります。住み続けたい場

所だけど雪が少なければと思います。（小山） 

明けましておめでとうございます。 

皆様には、日ごろからセンターのご利用、また、事業へのご協力等で大変お世話になってお

り厚くお礼申し上げます。 

さて、コロナ禍で社会情勢が昨年以来大きく変わってきております。このことは、これまで

予想だにされなかった甚大な災害ではないかと思われます。令和３年を迎えワクチンの投与等

の希望の光も感じられるこの頃ですが、やはりもう少しの間、このようなコロナ禍の状況は続

くのではと思われます。 

 

令和２年度 男女共同参画センター運営事業 

第２回センター利用者懇談会 
  

 

センター利用登録団体代表者の皆さまとセンタ

ー職員が話し合い、そのご意見をセンター運営に

反映させることを目的として開催します。たくさ

んのご参加をお待ちしています。 
 

■日時：令和 3 年 1 月 25 日（月） 

午後 1 時 30 分～2 時 45 分 

■場所：南部ハーモニープラザ 

（秋田県南部男女共同参画センター） 

 

令和２年度 ネットワーク業務 

第２回地域連携ネットワーク会議 
  

 

南部男女共同参画センターと市町村、あきた

Ｆ・Ｆ推進員、ハーモニーネット団体が相互に連

携をはかり、男女共同参画社会推進のため情報

交換と意見交換をすることを目的に開催します。 
 

■日時：令和 3 年 2 月 22 日（月） 

午後 1 時 30 分～3 時 

■場所：南部ハーモニープラザ 

（秋田県南部男女共同参画センター） 

 

 

 

 

センターの事業も、昨年の秋以降に集中して実施したところですが、セ

ンター利用者の皆様にも多大なご協力をいただきました。今後も引き続

き、人口減少、高齢化が進む中、男女共同参画推進のための事業の実施に

努めてまいります。しかしながら、男女共同参画の推進に欠かせないこと

の一つに、「性別役割分担意識の解消」があげられます。そのための、

「男性の家事、育児と仕事の両立」の事業と、そして、「女性の活躍」を

主眼にした事業を、令和３年度以降から展開してまいりたいと思っており

ます。 

今後も一層の固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発と

併せながら、仕事や家事、育児、介護など、男女が共に取り組む

ことの重要性について訴えてまいりたいと思っております。 

新年も、スタッフ一同、居心地の良いセンター運営と課題解決

のための事業展開を心がけてまいります。皆様には昨年同様、ど

うぞよろしくお願い致します。 

3 月 8 日は国際女性デーです 1904 年 3 月 8 日にアメリカ・ニューヨーク

で婦人参政権を求めたデモが起源となり、国連によって 1975 年に 3 月 8 日を

「国際女性デー」と制定されました。女性への差別撤廃と女性の地位を訴える日

となっています。イタリアでは「ミモザの日」として女性に感謝を込めて、母親

や妻、友人、会社の同僚などに愛や幸福の象徴でもあるミモザが贈られています。 



令和 2 年度 女性活躍推進 

子育て支援等の取組が顕著な企業を表彰 

  令和 2 年 10 月に秋田県が女性の活躍や子育て支援の推進、脱少子化の気運を高めるために取組んで

いる企業等を表彰しました。各表彰の概要と受賞された県南の企業を紹介します。 

 
◆秋田県女性の活躍推進企業表彰        

 

株式会社ＪＡＷＡ秋田（横手市）・・ 

  医療・福祉 

 従業員数 137 人（男性 19 人.女性 118 人） 

  
 

◆秋田県子ども・子育て支援知事表彰 
 

株式会社ＪＡＷＡ秋田（横手市）・・・ 

  （秋田県女性の活躍推進企業表彰とダブル受賞） 

 

シャイニングワンスターズ株式会社・・ 

医療・福祉     （横手市） 

従業員数 77 人（男性 24 人.女性 53 人） 

 
 

◆ベビーウェーブ・アクション会長表彰 
 

東邦技術株式会社（大仙市）・・・・ 

学術研究・専門技術サービス業 

   従業員数 50 人（男性 35 人.女性 15 人） 

 

 

 

（職場環境改善や女性の能力を活かすための取組み） 

 

 

 
 

  
 

（仕事と育児・家庭の両立支援等に関する取組み） 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

（少子化克服のモデルとなる取組み） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域サポーター養成講座 

 

11 月 20 日（金）福地地区交流センター 参加者 32 名 

12 月 20 日（日）ほろわ地区交流センター 参加者 21 名 

講師にはエンパワーメント with の加賀谷七重さんをお迎えし、

いつ発生してもおかしくない自然災害に備え、「それだばもったい

ね～女子力も活かそう災害時」と題しお話を伺いました。日頃から

自治会運営の中で、地域独自の防災マニュアルを作成しておくこと

や、自分が出来る事をあらかじめ申請しておくと、性別にかかわら

ず個人の特性を活かしたスムーズな避難所運営が出来るなど、たく

さんのアイディアをいただきました。また 3.11 東日本大震災の体

験から、地域の事を知り尽くしている女性がリーダー的立場にいる

ことが災害時にとても重要であると語られました。 

講座後半では、牛乳パックを使い非常用備蓄の制作体験を行いま

した。助けがくるまで 24 時間命をつなぐ「24H キット」の制作に

参加された方々は楽しみながらも真剣に取り組んでいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業報告 
 

お知らせ 

「地域の女性防災リーダー育成講座」 
 
 

 

～参加者のアンケートより～ 

●男性の理解が必要（70 代女性） 

●女性リーダーは絶対必要。自分が出来ることは協力します。（70 代女性） 

●会合があれば女性は下働きの方ばかりでリーダー的なことは出来ません。難しいと感じる。意見が

あっても通らないことがほとんどで女性がリーダーとなるのはどうか（60 代女性） 

●75 歳以上の私にはリーダーは無理かなと思う。活躍するとは何かと考える。出来ることをする。

（70 代女性） 

男女共同参画社会づくり基礎講座  「ハラスメントを学ぶ」 

12 月 4 日（金）湯沢グランドホテル 参加者 15 名 

湯沢雄勝地域のイキイキ職場宣言事業所を中心とした企業で働く

女性を対象に、業種を超え交流を深めながら共に管理職を目指し活

躍する人材を育成することを目的として、次世代応援セミナーを開

催しました。あきたＦ・Ｆ推進員でもあるウーマンキャリアラボの高

橋玲子さんと津田宏美さんのお二人にアドバイザーとしてご参加い

ただきました。 

「男女共同参画と女性活躍」についての講話では、キャリアアップ

のために転機を逃さないこと、逆境に負けないレジリエンスを身に

着けることや、アンガーマネジメントについて学びました。また、女

性活躍の事例発表として、湯沢グランドホテルの佐藤茂子さん、（株）

和賀組の近藤真紀子さんが、社内の取り組みについて発表してくだ

さいました。女性管理職育成には、職場環境の整備が大きな要因の一

つになります。こうした企業の先進事例を聞き、自社に持ち帰ること

で女性活躍の向上に繋がってほしいと思います。 

Part2 は１月 22 日（金）に開催します。 

 

 

 

 

 

 

●業務の IT 化と情報共有ツールの整備により事務作業や管理職の

業務見直しにより女性管理職が増加（H30:16％⇨R2:37％） 

●事業所内保育所を運営（無料で従業員の子どもを保育） 

●育児や介護のために短時間正職員への転換が可能 

●非正規から正規雇用への登用制度の整備（R1:1 人登用） 

 

12 月 17 日（木）羽後町活性化センター 参加者 33 名 

本田正博さん（NPO 法人ファザーリング・ジャパン東北事務局長）

を講師にお迎えし「アンガーマネジメントから考える、パワーハラス

メント防止体験講座」を開催しました。 

怒りとパワーハラスメントの関係性や私たちを怒らせるものの正体

とは何か等について解説してくださいました。パワーハラスメントを

防止するためには、アンガーマネジメント（怒りをコントロールする

スキル）を身に付け、価値観を共有することや普段からコミュニケー

ションをとっていることが大切だと学びました。参加者アンケートよ

り「アンガーマネジメントの考え方は実行できそうですか」の問いに

79％の方が「実行できそう」と回答されました。その理由として 

●人それぞれ価値観は違うので、受け入れつつ感情をコントロールす

ることは難しくないと思ったから。 

●具体的な手法を聞いて無理なく実行できそうと感じたため。 

●思ったほど難しいものではなかったから。 

などがあげられました。 

 

 

りゆう       

 

 

 

 

 

 

●年次有給休暇を時間単位で取得可能 

●リフレッシュ休暇、ペット休暇、配偶者出産休暇等の独自の特別

休暇を創設 

●子の看護休暇を拡充他 

●年次休暇を半日単位で取得可能 

●子連れ出勤制度の整備 

●事業所内保育所を運営（無料で従業員の子どもを保育） 

●男性の育児休業の取得を促進するため、育児休業制度の特徴を

記載した独自のパンフレットを作成し従業員に配布 

●大学や高校からのインターンシップ受入を継続実施・ボーリング

やドローンなどの土木コンサルタントの仕事を体験できるカリ

キュラムを実施 

●若者のキャリアアップ支援・社内社外研修に積極的に従業員を派

遣・資格取得費用を負担し資格に応じた手当の支給 

●出産祝い金 10,000 円支給、有給の「育児時間」制度を整備 

男女共同参画社会づくり基礎講座  「次世代リーダー応援セミナー」 

福地地区交流センター 

ほろわ地区交流センター 


