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　「人と自然が輝き　心ふれあう創造の村」をめざす田野畑村で
は、村長をはじめとする庁内委員、関係機関委員、公募委員（い
わて男女共同参画サポーター）及びアドバイザーとの協働で、
H21年6月から12月にかけてプランを検討しました。「田野畑村
男女共同参画推進会議」（委員16人　会議3回）、「男女共同参
画策定に係るワーキンググループ」（委員11人　会議5回）、「住
民意識調査」（7月）、「パブリック・コメントの募集」（11月）を経
て作られたプランは4つの基本目標を掲げ、以下の特色を盛り込
んでいます。

１．家族間暴力（ファミリー・バイオレンス）の根絶 
DV（配偶者間暴力）のみではなく、児童虐待、高齢者虐待など
家族間暴力の包括的な根絶をめざす施策です。

２．高齢者の自立支援 
高齢社会が進行する中、高齢者を男女で支えるとともに、高齢
者自身が健康で生き生き暮らすための施策です。

３．農林漁業の維持・継続 
村の基幹産業である農林漁業で、男女がともにやりがいをもっ
て働くことができることをめざす施策です。

委員と協力して“田野畑村に合った、田野畑らしいプラン”を作るこ
とができました。みなさんと着実にプランを実行することが今後の
課題です。（担当者：佐藤智佳さん）

策定アドバイザー：県男女共同参画センター長　上原千鶴子

◆田野畑村政策推進課 ℡ 0194-34-2111
http://www.vill.tanohata.iwate.jp

　「北緯40度の地球村」がキャッチフレーズの普代村では、庁内
委員、学識経験者、いわて男女共同参画サポーター、公募委員18
人とアドバイザーからなる「ふだい男女共同参画計画策定委員
会」を設置し、H21年7月からプランを検討し、3月末の策定をめ
ざします。委員会では住民意識調査の結果をふまえたグループ
ワーク（3回）から計画案を立て、12月の村政懇談会（各地区）で
計画説明と意見聴取をおこないました。基本目標は2つとし、こ
の計画が一人ひとりにとって身近なものとして浸透すること、小
さな事、できる事から進めることをめざしています。

１．男女共同参画社会実現のための意識づくり 
村では男女の役割に対する固定的な考え方が根強いことから
「性別による差別意識の改革」と「男女共同参画の視点に立っ
た教育・生涯学習の推進」に重点を置きました。

２．男女共同参画社会実現のための環境づくり 
少子高齢化の進行や家族や地域の変化をふまえて、以下の環境
を整備することを施策化しました。
・「家庭や地域活動における男女共同参画の促進」
・「子ども、高齢者、障害者を支える環境の整備」
・「政策・方針決定の場での男女共同参画の推進」

　
グループワークを重ねることで、委員同士が意見交流をしながらの
プラン作りとなりました。策定会議自体が意識啓発活動のひとつに
なったと実感しています。（担当者：金子小夜さん）

策定アドバイザー：県男女共同参画センター　藤原美妃子

◆普代村教育委員会　℡ 0194-35-2711
http://www.vill.fudai.iwate.jp/

田 野 畑 村
たのはた男女共同参画プラン

【計画期間】5カ年（H22年度〜H26年度）

普 代 村
ふだい男女共同参画社会づくり計画
【計画期間】5カ年（H22年度〜H26年度）

●県の「いわて男女共同参画プラン」では、市町村のプラン策定率100％めざしています。
　県民のみなさんも地域で作られている男女共同参画プランに関心をもち、プランの推進に参画しましょう！

みなさんは、ご自分のお住まいの市町村に男女共同参画計画があることをご存じですか？
男女共同参画をすすめるためには、住民に身近な市町村ごとの推進が必要とされており、県内では地域の実
情や課題に即したプラン作りが行政と住民との協働で進められています。平成21年度末までに6市町村が新
たにプランを策定することとなっており、市町村策定率は85.3％になります。
今回は4月施行のプランを作った沿岸北部に隣り合う2つの村の取り組みを紹介します！

市町村の男女共同参画プラン

岩手県男女共同参画センター
〒020-0045　盛岡市盛岡駅西通1−7−1
いわて県民情報交流センター（アイーナ）6階
TEL 019−606−1761　FAX 019−606−1765
URL：http://www.aiina.jp/danjo/index.html
E-mail：danjo@aiina.jp
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特 集
もっと身近に！　もっと確かに！

人口：4,034人
（H22.1現在）
特産品：牛乳、アイ
スクリーム、ヨー
グルト、ワカメ、
アイガモ
名勝：「北山崎」等

人口：3,105人
（H22.1現在）
特産品：すき昆布、
ワカメ、さけ、いくら、
マツモ、こんぶ饂飩
名勝：「黒崎展望台」等
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男女共同参画サポーター上級講座男女共同参画サポーター上級講座
　今年度から新たに
行われた本講座は、セ
ミナーのパネリストや
ワークショップのファシ
リテーター、また男女
共同参画に関する講座
を市町村担当課と共に
企画・運営をするなど、
学習支援者として活躍することを目的に開催しました。
　講義形式とは違い、グループごとに語る、聴く、そして質問す
るという参加者主体で行われた今回の講座では、講座終了後
に「脳が疲れた」という感想を持った参加者がいたほど、全身で

“聴く”作業を行った3日間となりました。

　講座の前半2日間は、三輪建二先生（お茶の水女子大学教授）をお招きし、 ラウンドテーブル（詳し
くは下記参照）を行いました。参加者の多くは、講師の話を聞く機会は沢山あっても、参加者同士が
自らの実践を語ったり、聴いたりするのは初めての体験でした。2日間の先生の講座を通して、“聞く”のではなく“大きな耳と14
の心で聴く（傾聴）”ことの大切さを理解し、自らの実践をわかりやすく物語ることにより見過ごしていたものへの“気づき”を体
験しました。参加者にとって「語ることにより気づき、聴くことにより気づくことを体験した」「学ぶことが団体・組織の力をつけ
ていくことを知った」と多くの気づきを得た講座となりました。
　今回、講師をしていただいた三輪先生より、ラウンドテーブルの手法について、また講座修了生へのエールをいただきました。

実践力をアップするラウンドテーブル

　ラウンドテーブルは、
1グループ6名程度がグ
ループを作り、報告者が
自分自身の実践を「物語
り」、聴き手が報告者の
文脈に沿いながら「聴き
取り」、意見交換をしあう
学習方法です。通常は、
報告と意見交換をセット
に、約1時間半から2時間
かけて行います。

　ラウンドテーブルは報告者にとって、短時間の実践よりは
ロングスパンの実践を物語ることで、自らの実践を丁寧に省
察する（ふり返る）機会になり、忙しさの中で気づかなかった
自分の立場や思いを確認することができます。また、分野が
異なる聴き手にも分かるように物語ることで、あらたな仲間
づくりができ、さらには意外にも同じ課題を抱えているとい
う共感の輪を広げる体験もできるようです。
　聴き手にとっては、すぐにアドバイスや代替案を出すこと
に慣れてしまっていた自分に気づき、それがときとして報告
者が自分の頭で考える機会を奪ってしまっていることを確認
し、相手の立場に立って「聴く」ことの大事さを実感する時
間になるようです。

手法と効果
　今回の講座では、何名かの参加者に物語る体験をしてい
ただきました。物語るという体験自身が初めてという方もお
りましたし、相手に伝わる喜びを感想文に書いてくださった
方もいらっしゃいました。
　また、聴くことの難しさを強調された方もおられました。
　男女共同参画というテーマは、社会構造上の問題を含ん
でおり、したがって、参加者は男女共同参画についての基礎
的知識を学んだ上で、その大切さを地域で「伝える」ことに
情熱を傾けます。その地道な営みには頭が下がる思いです
が、あまり性急に活動すると、グループ内にリーダーと従事
者という権力構造を作ってしまい、かえって社会構造の再生
産に荷担してしまうことになります。あるいは若手や新人が
参加できず、本音が言いにくいグループになりかねません。
せっかくの対抗的な運動が、内部に権力関係をつくってしま
うとすれば、あまりにもったいないことですね。
　ラウンドテーブルは、男女共同参画の社会に向けての取
り組みを「遅らせる」ものではありません。メンバーがたえ
ず意見交換をし、ふり返りながら活動する「省察的実践者」
（ショーン『省察的実践者とは何か』鳳書房、2007年）にな
り、反対勢力とも対話を重ねて仲間を増やす方法として、
今後ともグループ活動に位置づけてほしいと期待していま
す。

〜 2日間の講座から 〜

【男女共同参画サポーター上級講座日程】
第1回講座　12月1日（火）10：00～16：00
　実践力をアップするラウンドテーブル①

　〜自らの実践について語る・聴く〜
　講師：お茶の水女子大学　教授　三輪建二先生
第2回講座　12月8日（火）10：00～16：00
　実践力をアップするラウンドテーブル②
　〜イベント・講座の企画・運営とのつながりを考える〜
　講師：お茶の水女子大学　教授　三輪建二先生
第3回講座　12月9日（水） 9：30～12：45
　模擬審議会の開催
　講師：岩手県立大学　教授　吉野英岐先生

講師：お茶の水女子大学
文教育学部教授  三輪建二先生
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　男女共同参画サポーター上級講座の3日目は、吉野英
岐先生（岩手県立大学教授）指導の下、模擬審議委員会を
行いました。レジュメは「いわて男女共同参画プラン」の
概要版。この県のプランは平成11年度を初年度とし、平成
22年度を目標年次とする12ヵ年計画のプランです。男女
共同参画のあらゆる分野において、現状と課題、施策の方
向が記載されています。
　上級講座の1日目、2日目は30分で「語る」作業を行いま
したが、3日目は、各人の持ち時間はわずか3分。受講者が
審議委員と行政側、記録をそれぞれ3分間ずつ体験し、質
問、回答作業を繰り返し行いました。受講者の中には各市
町村の審議委員を務めている方もいらっしゃいましたが、
ほとんどの方は初めての体験でした。実際に模擬体験をし
てみて、3分間で要点を的確にまとめる難しさや質問する
難しさ、また質問されることに慣れていないことに気づい
たという感想もありました。しかし、審議委員、行政側にな
りきり、短時間で的確に質問や回答を行っていました。地
元の審議委員に立候補する自信につながった受講者もい
たようです。また、今回の講座でこのプランを目にし、県の
プランが様々な視点で推進されていること、県の男女共
同参画の全体像を改めて知る機会ともなりました。
　受講した方の多くは、男女共同参画の推進を様々な形
での「情報提供」を行っていますが、これからの推進は情
報提供や知識を広めるだけにとどまらず、①多くの方の意
見や考えを「聴く」こと、②他機関と「語る」ことにより連
携を深めることが、第2ステージへ向けた取り組みとして
重要となってきます。参加者からも、“ラウンドテーブルや
模擬審議委員での「語る」「聴く」「質問する」経験を、これ
からの取り組みに役立てたい”との感想を多くいただきま
した。今後は行政主体の推進だけではなく、上級講座を受
講した皆さんと各自治体、そして当センターが連携し、県
内の男女共同参画の推進を進めていきたいと思います。

★平成21年11月12日～13日、地域における男女
共同参画社会の形成に向けた取組みを促進するこ
とを目的に「男女共同参画ヤングリーダー会議」が
開催されました。全国から若手リーダーとして期待
される20代～40代の男女66名が出席。内閣府か
らの施策説明や鹿嶋敬実践女子大学教授による講
演「セカンドステージに入った男女共同参画～地方
でどう根付かせればいいのか」ほか、グループ別の
テーマ討議・意見交換が活発に行われました。岩手
からこの会議に出席した「いわて男女共同参画サ
ポーター」の織茂麻子さん（盛岡市）と今村眞弓さ
ん（花巻市）に今後の意欲を一言、寄せていただき
ました。

受講者に3日間の感想をお聞きしました

一関市　橋本温子　さん
　構えずに語り、構えずに聴く。決められた時間、30分ま
たは3分で。その練習の3日間でした。
　語ることで振り返り、質問されて背景が鮮明になり本人
の気づきを待つ。傾聴によりヒントを得たり、目からうろこ
の発見に新鮮な驚きと気づきがある。
　年度を越えたサポーターとの出会いと傾聴の深さを教
えてくれた講座にありがとう。

宮古市　山根　勝　さん
　ラウンドテーブルを取り入れ、皆で一緒に資料を見なが
ら、意見交換や話し合いを繰り返したことで、自身の今ま
での活動を振り返る機会となりました。
　私自身の活動でも非常に有効な手法です。この学びを
地域の課題解決、情報発信につなげていき、男女共同参画
の運営に参画して、自身を磨いていきたいと思います。

花巻市　葛巻　輝　さん
　ラウンドテーブルは、どんな場面でも応用できることを学
び、私にとって大変強みになりました。あらゆる組織活動の
中で仲間との関係やあり方の基本にたちかえり、聴く耳を
いかしながら、考え語り合い歩まなければと心新たにしまし
た。今後仲間とともに男女共同参画が自然体の中で進める
ことができる様に努めたいと思います。

■講演では地域の身近なネット
ワーク作りが重要だという話が
ありました。丁度良く地元で「ア
ラフォー　まま倶楽部」という
子育てシニアサークルを立ち上
げたばかりなので、これから仲
間を増やしていきたいです。

今村　眞弓さん
（H19サポーター）

■班別討議「女性の活躍の促
進」では、自尊感情を持つことが
大切である等、活発に意見交換
でき、有意義でした。この班のメ
ンバーとは、今でも情報交換し
ており、これからの地域での活
動に活かして行きます。

織茂　麻子さん
（H20サポーター）

会議後、福島みずほ大臣を囲
んで行われた懇談会参加者。
大臣左隣りが織茂さん
写真：（内閣府 HP より）

～盛岡、花巻から2名が出席～

◆◆◆ 内 閣 府 男 女 共 同 参 画 ヤ ン グ リ ー ダ ー 会 議 ◆◆◆

模擬審議会
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こころもからだも私らしく
─リプロダクティブヘルス／ライツ─

生涯にわたる健康の維持や増進は、すべての人に関わる重要な課題です。
男性と女性については、生物学的な違いが認められていることから、これについての正しい知識や理解を深める
ことはもちろんですが、からだのしくみや状態は性差以上に個人差が大きく作用していることから、まずはひとり
ひとりが主体的に自分の健康に関心を持ち、日頃から自分の心と体の声に耳を澄ませて生活することが大切です。
そして、必要なときに必要な医療や人的支援が受けられるよう社会の環境を整備することが、今後ますます必要と
なっています。

特 集

性と人権〜1994年に生まれた概念

「リプロダクティブヘルス／ライツ」という言葉をご存じ
ですか？英語でリプロダクション（Reproduction）は生
殖、ヘルス（Health）は健康、ライツ（Rights）は権利とい
う意味で、日本語では「性と生殖に関する健康と権利」と
訳されています。リプロダクティブヘルスは人が生涯にわ
たって性と生殖に関して心も体も良好な状態でいること、
人にはそうした状態でいる権利があることを表した考え
方です。とくに妊娠や出産、中絶といった人の生死にかか
わる問題を自分の身体で引き受けなければならない女性
にとっての大切な権利として1994年の国際人口会議（エ
ジプト・カイロ）で承認されました。
日本の男女共同参画施策では、女性のリプロダクティブヘ
ルスが守られる社会をつくるために「生涯を通じた女性の
健康支援」を盛り込み、相談体制の整備やスポーツ社会の
促進、女性の医療専門職に対する支援、性感染症の予防啓
発などに取り組んでいます。

男性参加のリプロダクティブヘルス推進活動

従来、女性の健康支援策は啓発教育を含めて女性だけに
おこなわれてきたことから、「母子保健＝女性の役割」と
いう意識ができてしまいました。しかし、世界規模で広が
るエイズや性感染症、多産や妊産婦の死亡といった深刻
な問題には男性が関わっていることから、男性抜きでは予
防も解決もできないことが、近年ようやく認識されるよう
になってきました。国連やNGOでは、リプロダクティブヘ
ルス推進活動を男性に広げるよう様々な活動を各地で展
開しています。日本でも男女共同参画の視点による取り組
みがますます期待されます。

例）南アフリカ諸国
・幼年期からの男女平等教育
・男性の集まる場所での啓発教育
・男女に信望の厚い人材による地域講習会
・性や生殖の話を自由に語る環境づくり

●「いわて男女共同参画プラン」では生涯を通じた女性の健康支援として妊娠、出産に関わる保健医療対策の整備を図
るとともに、県立中央病院に「女性外来」を設置して女性が受診しやすい環境を整備しています。

岩手県立大学看護学部
リプロダクティブサポートプロジェクト
お問い合わせ　℡（019）694-3230

—カップルの10組に1組が
　　　　不妊に悩んでいると
　　　　　　　　いわれています

不妊について、夫婦で、あるいは女性も
男性もひとりで悩みを抱えている方が岩
手県内にも多くいらっしゃいます。不妊相
談では相談者に必要な情報提供や不安や
悩みが少しでも和らぐよう気持ちに寄り添うかかわりを心掛
けています。同じ立場の方が気軽に集まれる「トランの会」
では、美味しいケーキと紅茶をいただきながら自由におしゃ
べりをしています。みなさんの心が少しでも軽くなっていた
だければと思っています。

スタッフ 
大谷良子さん
（助産師）

「不妊相談」
女性、男性、おひとりでもご夫婦でも利用できます。
■日時：毎月第2水曜日　14：00〜16：00
■場所：岩手県立大学アイーナキャンパス（アイーナ7階）
■費用：無料　※予約をお受けしますが、原則不要です

※ご都合の合わない場合は、ご連絡ください

「トランの会」
不妊という共通の悩みをもつ当事者会です。
■日時：毎月第2土曜日14：00〜16：00　　
■場所：岩手県立大学アイーナキャンパス（アイーナ7階）
■費用：300円（お茶菓子代）
※プライバシーは守られます。※一度だけの参加も可。

◦◦◦ おすすめ情報 ◦◦◦
・「My Choice 不妊治療−わたしらしい選択のために」 
・「My Choice あなたの身近な人が不妊で悩んでいたら」
聖路加看護大学とフィンレージの会が作った2種類の小冊子が
http://www5c.biglobe.ne.jp/~finrrage/からダウンロー
ドできます。県男女共同参画センターでも貸出できます。
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幸せの芽の育て方
“笑顔が消える”サインをキャッチ!!

沈んだココロとのコミュニケーション術

2010年2月9日（火）
開催しました

講師：
県立中央病院
精神科長

佐々木 由佳先生

　岩手県男女共同参画センターで大好評の講座シリーズ「幸せの芽の育て方」。
これまではストレスを感じたときのセルフケアについて学びましたが、今回は身近な家族
や友人がストレス性の心の病にかかったとき、その人の気持ちを感じ取る（他者理解）ヒ
ントを学習しました。

活動団体
紹介②

乳がん患者の会 アイリスの会
お問い合わせ airisu@rouge.plala.or.jp
ホームページ http://www.iwate-iris.jp/

乳がんで悩んでいるのは私だけではない
はず。手術した人たちはどうしているのだろ
う…。私の執刀医でもあった石田茂登男先
生に相談し、「アイリスの会」を立ち上げま
した。あの頃は、がん＝死という思いだけで
したが、今は乳がんのお陰でたくさんの仲
間やいい主治医と出会えました。おっぱいを
1つ失いましたが、それ以上に得るものがた
くさんあり、がんのことは恨んでいません。
44人からスタートした『アイリスの会』は現
在145人の会員になりました。同じ乳がん患者でなければ解らな
い苦しみ悩みなど、愚痴をこぼせる場として、乳がんの正しい知
識と確かな情報を得る場として、活動しています。関心のある方、
術後悩んで不安を抱いている方がいらっしゃいましたら、ぜひお
問い合わせください。

代表
鈴木淑子さん

（盛岡市在住）

①相手の様子をよく観察する（表情や生活態度）
　“なんか変だなぁ“と感じたら、それはその人からのサインです。
②相手から受けて感じた自分の感情を知る
　自分の感情をないがしろにしてはいけません。自分の感情にスポット

ライトを当てること（自己理解）で、感情をコントロールすることが
出来ます。

③自分の感情について相手に話してみる。
　きっかけがつかめなければ、第 3 者の仲介が効果的な場合もあります。
④成果だけを重視せず、前向きで建設的、肯定的な考えや意見を示す。
　ただ単に反対意見を述べたり批判をせず、“私は○○と思うけど、あ

なたは××と思うのね”など。
※自分の感情が制御しにくい場合、無理を押して相手と関わらないこと

も重要です。

【相手を理解するポイント】
①　あせらないでゆっくり見守りましょう

心の病は治療でよくなる病ですが、多少時間が
かかるものと理解しましょう。とにかくゆっくり
見守ることが大切です。

②　相手の態度、言動を深刻に受け止めない
心の病になると、今まで楽しめていたことでも
楽しく感じることが出来なくなります。何をする
にも面倒くさくなったりもします。

③　バランスのとれた食生活
身近な人が心の病にかかると、本人のみならず、
周りの人にとっても辛いものです。栄養のバラ
ンスのとれた食事はストレスへの耐性を高めま
す。

④　自分を犠牲にしない
大切な人が心の病にかかってしまったら、出来る
限りの事はしたいと考えてしまいがちです。しか
し、自分の楽しみを犠牲にしてまで相手に献身
していたら、自分も燃え尽きてしまいます。自分
を大切にする時間は、最低限確保しましょう。

【出典：「うつ病の人との接し方」HP より】

【心の病をもつ人への接し方】

　今回の講座は定員50名に対して104名の申し込みがあり、反響の大き
さに驚かされました。今、心病む人が増えているということの証なのかも
しれません。
　講座の中で「人間はたった1人では生きられない」「調和と共感が大切」
という先生の言葉を聞き、忘れていた大事なものを思い出した気がいた
しました。
　来年度も引き続き同様の講座を開催できればと思っています。

（担当者）
（注）詳しくお知りになりたい場合は、専門の医療機関に直接

おたずねください。

♡20人に1人が乳がん
日本では年間4万人を超える女性が乳がんと診断されていま
す。40歳後半が最も多いですが、20歳すぎから確認され、年間
1万人を超える人が亡くなっています。

♡早期発見・早期治療をしましょう
早期発見・早期治療で約90％の人が治癒すると言われていま
す。またがんが小さなうちであれば、乳房を失わない手術を受
ける事もできます。

♡胸に触ってチェック！
残念なことに乳がん検診の受診率は全国平均20－30％と低
く、岩手県も同様です。日頃から自分の胸のチェックや、病院へ
行くなど、健康管理につとめましょう！

◦◦◦ おすすめ情報 ◦◦◦
＊いわてピンクリボンプロジェクト　
　http://www.iwate-pink.jp/

（2009年5月に設立された県内の市民活動です）
＊ブライトアイズ　乳がん専用の下着販売店
　http://www.be-japan.com/

（乳がん体験のある女性2人が経営・商品開発をしています。
つけたまま温泉に入ることができる日本初の入浴着などが
並んでいます）



岩手・仕事と生活の調和推進プログラム
地域の実情や県民性にも配慮したワーク・ライフ・バランスの
実現に向けた提言をとりまとめたものです。

＜5つの重点目標＞
＊年間総実労働時間を短縮しましょう。
＊年次有給休暇の取得率を高めましょう。
＊育児休業取得率を向上させましょう。
＊子育てしやすい環境を整備しましょう。
＊特別休暇制度を創設しましょう。

（岩手労働局・岩手県仕事と生活の調和推進会議）

「子育てをしながら、働く」
　　　　社会の実現に向けて

岩手県仕事と生活の調和推進会議議長
岩手大学人文社会科学部教授
　　　　　　　　　　　田口典男先生

　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）について考
えることは、岩手県に住むわたしたちにとって、とても大切な
ことです。全国的にも、少子高齢化、ライフスタイルの変化、
就業環境の変化が進んでいますが、岩手県もその例外では
ありません。また、全国平均と比べると、労働時間は長く、子
育て環境も十分とはいえません。
　ワーク・ライフ・バランスを実現するためには、社会・企業・
家族を含めた社会全体の「働き方」や「生き方」を考え直す
必要があり、長期的な取り組みといえます。しかし、現実に
は、すべてのことを同時に実現することは難しいことです。
岩手県や地域の実情に配慮しながら、できることから少しず
つ「とりあえず、やってみよう」という気持ちで取り組んでみ
てはいかがでしょうか。
　ワーク・ライフ・バランスは、すべての人の「働き方」や「生
き方」にとって必要なことですが、特に「仕事と子育ての両
立支援」を考えていただきたいと思っています。岩手県を

「子育てをしながら、働く」というライフスタイルが当たり前
のこととして捉えられる地域にしようではありませんか。

いわて子育てにやさしい企業等
岩手県では、仕事と子育ての
両立支援など男女が共に働き
やすい職場環境づくりに取り
組む企業等を認証し表彰して
います。
現在の認証企業等は次の5社
です。
＜認証企業＞
㈱平金商店 ･･････････････ 子育てサービス利用費援助の実施等

（社医）盛岡繋温泉病院 ･････ 年次有給休暇の取得促進等
IGRいわて銀河鉄道㈱ ･･･ 育児休業期間を最長3年間等
川口印刷工業㈱･････････ 育児短時間勤務制度の充実等
㈱ウェルファム ･･････････ 子の看護休暇制度の単位を半日等

始まりの言葉は
　　「まずやってみよう！」
株式会社　東北銀行
　　人事部長　横澤英信さん

　当行では20年前、現頭取が人事部在籍
当時から、女性の積極的活用に取り組んできています。
　現在取り組んでいる中の1つにコンプライアンス相談室があ
ります。女性室長がメールの交換や各支店を回り、個々の従業
員と面談を行う業務に携わり、女性の相談に応じるとともに、
ロールモデルとしての役割も果たしています。その結果、意識
の高い女性が増え、女性の管理職育成にも寄与しています。
　昨年8月に初めて試行した残業ゼロ月間は、当初、支店長、課
長から、「長期間の残業ゼロは無理ではないか」との声があり
ました。しかし、やってみないことにははじまらない、「まずやっ
てみよう！」ということで、個々が日々の計画を立て、定時退行
を試みたのです。すると「早く帰れることは心身もリフレッシュ
され、いいことだ！」との気づきが定着し、好結果が生まれまし
た。また、その副産物でしょうか、今年度はベビーラッシュとな
る見込みです。
　そのほか、連続休暇制度、育児休業制度、フリー・エリアコー
スの変更など、いろいろな制度を利用し、個々の状況にあった
働き方を選択しています。経営者が働きやすい職場づくりの意
識を持ち、安心して長く働くことができる職場の環境づくりが
大切ですね。

ワーク・ライフ・バランス
私たちが暮らすいわてでも、働きながら心豊かに暮らすため
に、“仕事と生活の調和”の実現に向け、実際に取組みが行
なわれ、様々なメリット、効果が生まれている企業が増えてい
ます。その取り組みをご紹介します！

厚生労働省では、「女性労働者の能力発揮を促進するための
積極的な取組」、「仕事と育児・介護との両立支援のための取
組について他の模範となる取組」をしている企業に対し、表彰
を行っています。

　　平成21年度
　　　均等・両立推進企業表彰（均等推進企業部門）
　　　岩手労働局長優良賞

　　株式会社　東北銀行

受 賞 理 由
１. 採用拡大

コース別雇用管理制度を導入し、ホームページ等により女
性の活躍を紹介するなどの取組みの結果、女性の応募数
及び採用数が増加した。

２． 職域拡大
渉外部門に女性を積極的に配置した。渉外部門の専門職種

（チーフ・マネー・アドバイザー）を公募し、女性の営業職
への配置や育成に積極的に取り組んでいる。

３． 管理職登用
平成20年度は、女性の部店長級6名となり、また課長クラ
スに占める女性割合は19.7％と全国産業別平均（3.8％）
と比較して高くなっている。

　

認証マーク
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県内21市町村から参加のあった今年度のサポーター養成
講座（全16回）。最終回は受講生が自分の暮らす地域で活躍
している人にインタビューし、レポート化して発表する実践
講座。お互いの発表を聞き合
うことで、県内各地で男女共
同参画につながる活動をして
いる人が数多くいることや、
人前で話して伝えることの難
しさを学びました。
新たに49人のサポーターが
誕生し、県内に590人の男
女共同参画サポーターが活
躍しています！
次回はみなさんも参加しま
せんか？

35市町村の男女共同参画担当職員が集い、自治体の男女共
同参画政策の現状と課題について学習しました。講義のほか、
市町村の事例発表（釜石市、北上市、田野畑村）や実践ワーク
ショップ、情報交流会など有意義な2日間でした。

仕事・家庭の両立を心がけて県内で生き生き活動している
3団体を紹介し、参加者にワーク・ライフ・バランスについて考
えていただくきっかけを提供しました。

福祉と教育の男女共同参画を推進する
フォーラムを二戸市と開催。児童文学作
家の上條さなえさんによる第一部の講
演会「差別を抱きしめて生きてきた私」
に約100人が参加。父母との離別や貧
困、差別と闘いながらも力強く生き抜い
た子ども時代を優しく語り、日常に感謝
する大切さを訴えました。第二部の県男女共同参画センター

職員による「デートDV予防教育支援者
セミナー」には教職員ら17人（女性11
人、男性6人）が参加。若者のDV予防と
対策ついて学習し、理解を深めました。

（参加者の声）
・あらためて気づくことがあって、大変参考になりました。
・先進地の事例発表にかなり刺激されました。
・普段一人で事業を考えているので、グループワークで企

画するワークは新鮮で有意義だった。
・参加者とのネットワークを活かし、行政課題に取り組み

たい。

講師　㈶せんだい男女同参画財団理事長　遠藤恵子さん（左）
講師　NPO法人青森県男女共同参画研究所　工藤緑さん（右手前）

ミュージカルシアトレほのか
小学生から大人まで、毎週平日夜に稽古し
ている演劇サークルです！

ティアレフア・ココナッツ 森山レディース
フラ＆タヒチアンダンスで県内地域のイ
ベントで活躍しています！
http://alohairo.blogzine.jp/mizusawa/

OHHO
紫波町にあるスタジオで、毎週仕事後に
練習！県内外で演奏会を開催！
http://www.ohho.sakuraweb.com/

DV（配偶者間暴力）やセクハラ、ストーカーといった性暴力
の大半は女性が被害を受けている現状がみられます。内閣
府が主唱する「女性に対する暴力をなくす運動」期間にちな
み、暴力のない社会をめざす啓発キャンペーンを実施しまし
た。

11月25日（水）、県男女共同参画センター職員によるDV予
防講座「学びませんか？男女のこと」に19人が参加。
デートDVの現状や高校生対象の予防啓発講座を紹介しまし

た。受講者からは「若年層のDVの
特徴などがわかった」「高校生にど
のように教えているか知ることが
できた」等の感想をいただきまし
た。

事業報告2009 下半期事業報告2009 下半期
～学び、出会い、力をつけました！

◆いわて男女共同参画サポーター養成講座
（5月21日〜11月4日　アイーナ8階）

◆第2回市町村男女共同参画
担当職員研修会

（10月14日・15日　アイーナ6階）

◆県民活動魅力発見フェスタ
男女でるん♪秋フェスタ

（11月22日　アイーナ4階県民プラザ）

◆にのへ男女共同参画フォーラム
（1月16日　二戸市シビックセンター）

◆STOP！THE暴力キャンペーン
（11月12日〜11月25日）駅ビルフェザン、アイーナ6階

◆DV予防講座　アイーナ6階

最後にみんなで記念撮影！

感動の涙に包まれた
講演会！

長い間、
 お疲れ様でした♪

パ
ー
プ
ル
リ
ボ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（
賛
同
の
気
持
ち
を
リ
ボ
ン
に
込
め
て
）

盛
岡
駅
で
啓
発
テ
ィ
ッ

シ
ュ
を
配
布
！

D
V
予
防
啓
発
パ
ネ

ル
を
展
示

☆この他、12/1・8・9 サポーター養成上級講座（5講座）、2/9「沈んだココロとのコミュニケーション術」、男女共同参画ネットワーク事業（1/25
西和賀、2/17金ヶ崎町）、職員出前講座（13ヵ所）、3/15（予定）湯浅誠講演会「STOP！広がる日本の貧困〜ジェンダーの視点から」を開催！！
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　レディースデイに一人で映画館に行った日のこと、待
合のソファで見知らぬ女性と二人きりになりました。どち
らからともなく会話が始まり、「いつも映画はお一人で？」

『映画鑑賞はストレス解消です』「やっぱりストレスある？」
『生きていればいろいろですね』「結局は自分次第なんだ
けど、もうやめた！って叫びたくなるときもあるよね」…古
びたソファで見ず知らずの女同士がうなずきあいます。や
がて上映時刻となり、二人は少し離れた席で映画の世界
を堪能。
　映画が終わると、先ほどの女性が駆け寄り「面白かった
ね、これでまた明日から頑張れるね」と互いを励ますよう
に小さく両手でガッツポーズ。「またどこかで会うかもね」
と笑顔で別れました。ほんの一時でも、共感し合える人
とのおしゃべりで、気持ちが元気になることがあるようで
す。その日は、なんとなくいつもより足取り軽く帰路につ
きました。　　　　　　　　　　　　　　　　　（C）

こころのエッセンス

❖❖❖ 相談室のご案内 ❖❖❖

おすすめ図書

図書コーナーからのお知らせ

おすすめDVD

『働く女性とマタニティー・ハラスメント』
杉浦浩美 著、大月書店（2009）

妊娠という身体的制約を抱えながら働く不安
や困難、職場の無理解や「マタニティ・ハラス
メント」ともいえる行為を働く妊婦の実態を
アンケートなどから明らかにした一冊です。

『トラフィッキング』〜闇の人身取引ビジネス〜
社会安全研究財団

警察庁の企画、公共政策調査会の企画協力によ
り製作されたＤＶＤです。
トラフィッキング事犯とは何か？外国人女性の被
害実態と被害女性救済のため、大使館、ＮＧＯ等
の取組も紹介しています。

『リプロダクティブ・ヘルス』
我妻堯 著、南江堂（2002）

リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖の健康）に
ついて、産婦人科学の地球規模の問題にもふ
れながら、専門的な内容をわかりやすく紹介
しています。

『男たちのワーク・ライフ・バランス』
ヒューマンルネッサンス研究所 編著、

幻冬舎ルネッサンス（2008）
“仕事と家庭の両立”に悩む共働きの男性が
急増しています。妻の知らない夫の本音、より
豊かな生き方、働き方に向けて一歩を踏み出
すためのヒントが満載の1冊です。

『反貧困の学校』
宇都宮健児、湯浅誠 編者、明石書店（2008）

—貧困をどう伝えるか、どう学ぶかー
反貧困フェスタ2008で行われたシンポジウム、
講演会の内容をまとめた1冊です。わが国社会
で貧困問題に関心を持ち反貧困ネットワークが
全国に広がることを祈念し出版されました。

レファレンス（情報・図書）コーナーでは、男女共同参画の
啓発のための図書＆ビデオ（DVD）の貸出を行っております。
どうぞご利用下さい。今年度のセンター開催の講座、講演会
にあわせて、図書、DVD を紹介します。　

みなさんからの情報、感想、ご意見をお待ちしてます
当センターでは、メールニュースやホームページ、「いわてdeとも
に通信」に県内の男女共同参画関連等の各情報を掲載しています。
掲載希望・メール登録希望の方は、センターまでお知らせください。
また、本誌のご感想、主催事業、施設利用に関するご意見をおまち
しています。
　　E-mail：danjo@aiina.jp
　　URL：http://www.aiina.jp/danjo/index.html

いわて男女共同参画フェステバル2010
●日時　平成22年6月26日（土）10：00〜16：00
●会場　マリオス（午前）及びアイーナ（午後）
●内容　午前／開会式・表彰式・基調講演
　　　　基調講演【講師】NPO法人ファザーリング・ジャパン
　　　　　　　　　　　　　　　　代表理事　安藤哲也さん
※詳細は決定し次第、ホームページ等でお知らせします。

●一般相談　電話相談・面接相談（要予約）
　　　毎日　9:00～16:00
　　　　　　（火・金は20:00まで）
●女性のための法律相談
　　毎月第3木曜日　10:00～13:00
　　　　　　（1人30分程度:要予約）
　　女性弁護士が相談に応じます
●男性相談員の相談室
　　毎月第2土曜日　10:00～13:00
　　　　　　（1人45分程度：要予約）
●インターネット相談　
　　アイーナHP　http://www.aiina.jp
　　「インターネット相談」をクリック

様々な悩みごとや一人では解決の難しい困りご
とについて、相談員が一緒に考えます。相談に
あたってはプライバシーに配慮し、秘密は厳守
します。相談は全て無料です。お気軽にご相談
下さい。

相談室☎　019-606-1762

お知らせ

一人で悩まずに まずお電話を…




