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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１０８号 

編集後記  東日本大震災から 9年、人間のチカラではどうにもできないことがあり、これからも自然災害はおこるかも 

しれない。治療方法がみつかっていない病気が発生し、この事態をのりきるために皆が頑張っています。安心して暮ら 

せる生活をおくるために。皆が同じ思いでいる現状を考えると、少子高齢社会や防災、ジェンダー問題に関しても男女 

共同参画社会のほうが安心して暮らせるのだから、国民全員で取組めばジェンダーギャップ指数は数年で上位にいく 

気がする、と思うのは私だけだろうか。今はただ節度ある行動をすること、そして東日本大震災で亡くなられた方々の 

ご冥福とともに、感染拡大の終息を祈るしかない。（小山） 

 

 

 

 

男女共同参画センター管理者等の情報交換会に出席して 
 

副センター長 井上 博子 

 
2 月 19 日永田町にある内閣府１F 講堂には、全国から 60 名程が集まりました。内閣府男女共

同参画局長のお話の後、外務省から「国際女性会議について」、経産省からは「女性活躍・女性

起業家支援について」、厚生労働省は「困難な問題を抱える女性への支援のあり方」、国土交通

省では「観光分野における女性活躍について」他、文科省や内閣府の各課からも報告がされまし

た。どの省庁でも共通して話されたことは「とにかく日本は男女共同参画において世界から大き

く遅れをとっている。今後ものすごく加速していかなければならない」ということでした。また

これだけ沢山の省庁が関わっている男女共同参画は、生活に密着した大事なことなのだと改めて

感じました。途中橋本聖子内閣府特命担当大臣が挨拶され、終わりに参加者と一緒に記念撮影を

しました。会議終了後埼玉の女性教育会館ヌエックに移動し、懇親会と翌日 20 日は意見交換会 

を行いました。来年度は第５次男女共同参画基本計画策定年となります。そこでの意見が反映さ

れる大事な意見交換会となりました。 

今回、全国の方と交流し情報交換ができたことで、それぞれが抱える地域 

の課題も知ることができました。また、たくさんの学びをいただき、この男 

女共同参画推進の仕事に関われることに、とてもやりがいを感じています。 

2016 年から始まった SDGｓは 2030 年のゴールまで残り 10 年です。こ 

れからの大切な時期を、スピードをもって皆さんと一緒に秋田県の男女共同 

参画推進のために頑張らせていただきたいと思います。今回、秋田県からは 

私一人の参加でしたので、代表で参加させていただきました御礼とご報告と 

させていただきます。 

 

1 月 22 日（水）南部男女共同参画センターで、第２回利用者懇談会を開催しました。22 団体 27 名の方にご

参加いただきました。登録団体活動報告は「横手おやこ劇場」の齊藤雅子さんと「横手山岳協会」の永沢敏昭さ

んに発表していただきました。グループ懇談は「団体の活動情報の発信や PR 方法について」をテーマに活発な 

意見交換が行われました。「情報発信や PR をしたいがパソコンの使い方や SNS のやり方がわからない」等の 

いろいろな悩みがあることを知りました。グループで解決策等について話し合われました。パソコンを教えてい 

る登録団体の参加者もおり、良い交流の場になりました。たくさんの貴重なご意見をありがとうございました。 

今後のセンター運営に反映させていただきます。 

 

 
利用者懇談会参加者からのアンケートより 
 

Q：駐車場の案内が、もっとわかりやすければ助かる。 

A：駐車スペースが狭いため、あらかじめたくさんの利用者がいる

時は、隣の駐車場を借りて対応しています。なるべくわかるよう

に今後も対応していきます。 

Q：大判プリンターや貸出用のプロジェクターとスクリーンがあれ

ばよい。 

A：大判プリンターは毎回アンケートで要望があるが、予算的に難

しい。プロジェクターとスクリーンの貸出はおこなっていません

が、検討します。 

 

令和元年度 秋田県南部男女共同参画ネットワーク事業 第２回地域連携ネットワーク会議 

 2 月 25 日（水）南部男女共同参画センターで、第２回地域連携ネットワーク会議を開 

催しました。男女共同参画推進に関する情報交換や共通理解を深め、相互協力を図ること 

を目的に、市町村担当者と F・F推進員、ハーモニーネット団体の代表者と県職員等 30 名 

にご参加いただきました。各市町村担当者からと南部男女共同参画センターの今年度の事 

業報告がありました。また講話として A プランニング代表の山脇幸美さんに「起業と女性 

の活躍」と題し、県職員として 36 年間勤務した経験とたくさんの方との出会いから学ん 

だこと、そして現在のこと等をお話していた 

だきました。 

受託事業（詳細は次頁）は実行委員を代表 

して齊藤純子さんから、女性消防団員の活動の重要性について仙北 

市、大仙市、美郷町の消防団員との意見交換会と、その成果である 

イベント実施報告がありました。県からは「県の女性の活躍推進に 

関わる取組みについて」「第５次秋田県男女共同参画推進計画策定」 

等の報告と情報提供がありました。仙北市からは「仙北地域オリジ 

ナル父子手帳」について、4 月 1 日から配布の情報提供がありまし 

た。各担当者にとって、来年度の事業へのヒントや課題等がみつ 

かったのではないかと思います。 

 

 

お知らせ 

秋田県南部男女共同参画センターでは、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため 3 月 7 日

から当面の間休館とさせていただきます。コピー機や印刷機のご利用について、需要の多い時

期で大変申し訳ありませんが、新型コロナウイルス感染拡大防止という趣旨をご理解いただき 

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。なお、電話は通常通り受付け 

しております。ご不明な点がありましたら、お問合せください。 

TEL：0182-33-7018  FAX：0182-33-7038 

E-mail：sagec-7002@abelia.ocn.ne.jp 

秋田県南部男女共同参画センター臨時休館について 



第 2回意見交換会（大仙市消防団） 

令和元年９月 25 日（水） 

時間：午後１時半～3 時半 

場所：中仙市民会館「ドンパル」2Ｆ 

参加者：大仙市消防団９名 大仙市１名 

実行委員６名 事務局２名  

県アドバイザー2 名 計 20 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録団体紹介 

秋田県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報告 

2 月 6 日（木）羽後町活性化センターで開催、40 名の方にご参加いただきました。地域で男女共同参画 

の推進的役割を担う人材養成を目的に、今年度はジェンダー観「性別役割 

分担」に焦点をあて「サブカルからジェンダーを考える会」代表の佐々木 

香里さんをファシリテーターにむかえました。アニメの家族を題材に、将 

来起こるかもしれない出来事や家族構成の変化に性別役割分担がどのよう 

に変わっていくかをグループで考えました。「サザエさんの家族について 

考えることで自身の家族について反省させられた」「男性女性ということ 

ではなく出来ることは率先して取組むことが必要だと考えさせられまし 

た」等の感想をいただきました。 

第１回意見交換会（仙北市消防団） 

令和元年 8 月 22 日（水） 

時間：午後 1 時半～3 時半 

場所：角館樺細工伝承館 

参加者：仙北市消防団 4 名 仙北市 1 名 

実行委員６名 事務局２名  

県アドバイザー2 名 計 15 名 

 

 

2 月 2 日（日）南部男女共同参画センターで開催、20 名の方にご参加いただ 

きました。昨年度に開催して好評だった「育自のための小さな魔法」シリーズで 

す。「ＮＰＯ法人育児の魔法」の小野まゆみさんをむかえて、育自の本来の意味 

である自分の人生を語り相手の人生も聴くことで、過去の自分とのつながりが整 

理される。そして「ほめほめシャワー」をあびて 

自己を肯定してもらうことで自信につながる。 

「心と心のつながりや人のあったかさを感じて 

ほっとできる時間でした」「ふさがっていた心が開いていくような感覚を 

あじわえました」「子育てにいかせる素敵なワークショップでした。子ど 

もに、たくさんほめほめシャワーをしてあげたいです」等の感想をいただ 

きました。                                        

県南実行委員 
 
佐藤春美さん（仙北市消防団員） 

大石友子さん（仙北市消防団班長） 

西宮三春さん（あきた F・F 推進員・仙北市消防団班長） 

櫻田英喜さん（仙北市消防団本部部長） 

渡辺勇悦さん（仙北市消防団団長） 

齊藤純子さん（民生児童委員） 

三橋由美子さん（少子化について学ぶ会代表） 
 
実施者：秋田県南 NPOセンター（秋田県男女共同参画センター） 

実施責任者：藤原惠美子  

事務局：井上博子 

令和元年度 地域サポーター養成講座 ジェンダーって、なぁに？ in 羽後町 

 

令和元年度 南部男女共同参画センター自主事業  

プリザーブドフラワーのしおり作り体験会 
1 月 29 日（水）南部男女共同参画センターで開催、7 名の方にご参加いただきまし

た。プリザーブドフラワーと和紙を組み合わせ、ラミネート加工をして制作しました。

それぞれにアイディアがうまれ素敵な作品が完成しました。 

令和元年度 団体・グループ等活動支援のための研修会等事業 育自のための小さな魔法 Part1 

 

令和元年度 男女共同参画社会づくり基礎講座 ハラスメントを学ぶ in 大仙市 

 

 

2 月 20 日（木）大仙市健康福祉会館で、47 名の方にご参加いただました。地域に活力を与え、男女が共

にイキイキと暮らせる心豊かな男女共同参画社会づくりを地域に啓発・普及させることを目的に、昨年度に

引き続き「いわてライフキャリアラボ」代表の後藤大平さんを講師にむかえました。職場において問題とな

っているパワーハラスメントを中心に、ハラスメントが企業に与える影響を知りました。ハラスメント対策

は働き方改革、社員の多様化への対応が仕事の質の向上になる。「雑談ができる職 

場は一人ひとりの生産性が高いことが意外でした」「ハラスメントの視点がわかっ 

てコミュニケーションの仕方の参考になった」「他 

人の価値観を認めること、上司と部下ではあるが、 

同じ大人の人間であることを大前提に尊重すること 

が今後の日本社会に必要だと知りました。自分も変 

わります」等、たくさんの感想をいただきました。 

         

◆初の女性消防団員として入団した当初の苦労について 

⇒活動環境（着替えの場所・制服のベルト等） 

⇒男女問わず、家庭と仕事と消防団の両立の難しさが悩みである 

⇒新しい団員を募集しているが、同じ悩みを抱えないように環境を整えたい 

◆活動を通して見えてきたこと 

⇒女性団員も活動の幅を広げたい 

⇒やむを得ない性差からくる現場での安心安全の確認と役割について 

⇒男女間のコミュニケーションを密にし、相互関係と悩みの解決に取り組む 

 環境づくりの重要性 

◆消防署員と消防団の任務の違いについて 

◆女性消防団の役割について 

⇒女性団員の活動の幅は広い 

◆職場での理解が活動のしやすさにつながっている 

◆情報交換や密なコミュニケーションが連帯感につながる 

⇒それぞれが抱える生活環境への相互理解を深める 

⇒女性消防団員として長く活動できる工夫  

第 3回意見交換会（美郷町消防団） 

令和元年１０月３１日（木） 

時間：午後１時半～３時 

場所：美郷町役場３Ｆ会議室                   

参加者：美郷町消防団幹部６名 美郷町３名 

実行委員 7 名 事務局２名  

県アドバイザー２名 計 20 名 

◆初の女性消防団員 1 名をむかえ

ての戸惑いと新たな将来への展

望 

◆仙北市女性団員の体験をもとに

今後の美郷町女性消防団の体制

づくりに協力したい 

課題解決に向けたイベント「まさかの自然災害に備えていますか！～消防団の活動から～」 

令和 2 年 1 月 19 日（日） 

時間：午後１時～３時 

場所：美郷町 湧太郎（国の誉ホール）  

13:00～開会  

救命救急（AED）実践/子供用消防服展示 

非常用グッズ作成/非常食展示 

13:30～女性消防団の活動紹介  

発表者：西宮三春さん（仙北市消防団班長） 

14:00～特別講演  

「災害時における女性防災リーダーの重要性」 

講師：宗片恵美子さん（NPO 法人イコールネット仙台）  参加人数 のべ 211 名 

 

 

 

 

        

活動のまとめ 

３地域の消防団との意見交換会により、男性女性とも仕事・家庭・活動の両立の難し

さは共通していました。女性が入団し、男性と一緒に活動しながらコミュニケーション

を深めていくことで、女性消防団の存在が男性団員にプラスの意識変革のきっかけにな

っていることを知りました。この事業が従来の消防団は男性のみというイメージから、

男女団員が協力して行動する組織というイメージに移行するきっかけになり、３地区の

消防団が女性消防団員を支援する形で、この事業に合同参加することで団結力が創出さ

れました。 

今後予想される、思いがけない多様な地域災害に対応する上でも、女性防災リーダー

の育成は喫緊の課題であることを感じます。家族の理解と協力のもと女性のチャレンジ

と行動力に期待し、いろいろな方々と連携して今後も取組んでいきます。 

事業の目的 

地域で活躍する女性や活動団体との意見交換会を行い、そこで出た意見等を踏まえて協働による実践的な活動を

男女共同参画センターを拠点に支援する体制づくりを進め、地域の中心となって活躍できる女性の育成を行う。 

 


