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　岩手県男女共同参画センター Facebookアカウントは、2021年 3月
31日をもちまして閉鎖し、2021年 4月 1日より「Twitter」及び「YouTube」での情報発信に移行いたしました。ご登
録いただいておりました皆様へは大変お手数をおかけいたしますが、移行先SNSへのご登録をお願いいたします。 

019-606-1762

　官民連携組織の「いわて女性の活躍促進連携会議」と「いわてで働こう推進協議会」では、令和３
年２月に連名で「性別による固定的な役割分担意識をなくそう  いわて宣言」※を行いました。
　県及びセンターでは、賛同者（個人・団体等）を募集しています。いわて宣言に賛同してくださる
方は、賛同メッセージ（50文字以内）等を岩手県男女共同参画センターに送付してください。賛同
メッセージはセンターのホームページで公開していますのでぜひ御覧ください。　

　※「性別による固定的な役割分担意識をなくそう  いわて宣言」 とは？

　国土交通省の「企業等の東京一極集中に関する懇談会とりまとめ」によると、東京圏以外の出身地から東京に流入した女性は、そ
れ以外の女性に比べて、「地元には『夫は外で働き、妻は家庭を守るべき』という意識を持っている人が多い」と考えている人の割合
が高いことが指摘されています。このことを踏まえ、一人ひとりが尊重され、誰もが参画できる社会の実現を目指し、「住みたい、働
きたい、帰りたい」と思える岩手を作るため、性別による固定的な役割分担意識を岩手からなくしていこうと宣言が行われました。

プランの
基本目標

　長引くコロナ禍のなか、経済的
な理由などから生理用品が買えな
いという、いわゆる「生理の貧困」

の問題が、ニュース等で聞かれています。女性のからだのこと
や生理のこと、息苦しさや悩み事をひとりで抱えていません
か？「いわて女性のスペース・ミモザ」では、気軽にお話しで
きる場としてサロンや居場所づくりを行います。ぜひ、あなた
のお話を聞かせてください。お待ちしています。

　岩手県では令和3年3月に、本県における男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な
実施を図るため、「いわて男女共同参画プラン」を策定しました。

面接（要予約）・電話相談

法律相談／男性相談

★ 一般相談
水・木・土・日・㊗

火・金
…… 9：00～16：00
…… 13：00～20：00

019-606-1762
相談室から相談室から

火・金 ……16：00～ 20：00

■一般相談　面接（要予約）・電話相談

毎月第３木曜日……10：00～ 15：00

女性のためのつながりサポート事業 が始まります!!が始まります!!

「性別にかかわらず、
一人ひとりが尊重され、
共に参画できる社会の実現」

〈相談カード〉岩手県男女共同参画センター
相談窓口

曜日
相談時間 月 火 水 木 金 土 日・祝
9：00～ 16：00
13：00～ 20：00

＊この他、弁護士による男女共同参画に関する法律相談や男性相談員による男性
相談、LGBT相談、女性のための就労支援相談、女性のためのサロン、居場所つ
くりなどを実施中

※月曜日に当たる　祝日はお休み

「Twitter」「Twitter」
始めました！

&「YouTube」「YouTube」
Twitterアカウント
＠IwateGender

YouTubeチャンネル名
岩手県男女共同
参画センター

★ 専門相談
弁護士による男女共同参画に関わる
　　　　問題についての面接相談（要予約・40分）

※係争中の案件はお受けできません
※同一案件についてのご利用は年度内１回までとさせていただきます

面接（要予約）・電話相談★ LGBT相談

019-601-6891

面接（要予約）・電話相談

★ 女性のための就労支援相談

★ インターネット相談

https://www.aiina.jp

※祝日にあたる火・金曜日はお休み

水・木・日 ……9：00～ 16：00

※相談者様の個人情報保護のため、
　情報登録が必要になります。
　アイーナHPよりご登録ください。

※月曜日にあたる祝日はお休み

相談室の
ご案内
相談室の
ご案内
相談室の
ご案内
相談室の
ご案内

法律
相談

毎月第２・第４木曜日……10：00～ 13：00

男性相談員による面接・電話相談（要予約・45分）男性
相談

アイーナホームページ

「用途別で探す」

「相 談」をクリック

1

2

サロンや出張相談を利用される方で、
必要とされる方には生理用品をお渡ししています。

いわて女性のスペース・   ミモザ北
［相談・予約・問い合わせ先］
Tel.090-6457-7887
mail : iwate.mimosa@gmail.com
※対面・オンライン相談は予約制
※医療・福祉・法律等の相談にも対応いたします。

［受付時間］
　●火・金 14:00～20:00
　●水・土 12:00～18:00（月・木・日・祝日休み）

［運営］認定NPO法人インクルいわて（岩手県男女共同参画センター内）

［サロン］※予約制　1回10名程度
　●盛岡／毎月第2日曜日の午前・午後開催
　　　　　いわて県民情報交流センター「アイーナ」
　●二戸／毎月第3日曜日の午前・午後開催
　　　　　「二戸シビックセンター」

［出張相談］
午前 9:30～11：30　午後 13:30～15:30
　8/1（日） 午前：葛巻町　　午後：軽米町
　8/22（日） 午前：九戸村　　午後：一戸町
　9/5（日） 午前：田野畑村　午後：岩泉町
　10/3（日） 午前：野田村　　午後：普代村
　10/24（日） 午前：久慈市　　午後：洋野町
　11/7（日） 午前：八幡平市　午後：岩手町
　12/5（日） 午前：雫石町
　12/26（日） 午前：宮古市　　午後：山田町
　1/23（日） 午前：※調整中　午後：紫波町
　1/30（日） 午後：滝沢市

新事業
スタート!!

　「いわて女性のスペース・ミモザ」が開設されました。
　コロナ禍のせいか、なんとなく不安や孤独を感じている方も多いのではないでしょうか。
　ミモザは、女性ならどなたでも安心して相談できる場として、北と南の２か所を開設しています。
ここではミモザ北の事業についてご紹介しますが、各ミモザのサロンや出張相談等の詳細はホームページでご確認ください。

いわて男女共同参画プランが新しくなりました！

性別による固定的な

役割分担意識をなくそう 賛同者   個人・団体等   募集！！賛同者   個人・団体等   募集！！い わて宣言い わて宣言

あらゆる
分野における
女性の参画拡大

施策の
基本的
方　向

1. 2.

い わて宣言

3. 5.4.東日本大震災
津波からの復興と
防災における

男女共同参画の推進

女性の
活躍支援

多様な困難を
抱えた女性への支援と
女性の健康支援

　男女共同
参画社会の
実現に向けた
基盤の整備

令和 3 年度から
令和 7年度までの 5箇年計画期間

詳細は、岩手県の
ホームページを
ご覧ください。

いわて宣言の内容や
賛同方法の詳細は、
当センターHPを
ご覧ください。

ミモザとは…。
「国際女性デー」を象徴する
お花です。3月8日を記念として、
女性の地位向上のために
世界中で様々な取り組みが

行われます。

※詳細は
　QRコード
　から

※詳細は
　QRコード
　から



　学生団体Marble＋ジェンダー論のパネル展示テーマは
“My Color” です。Rainbow Pride にちなみ 7チームを編
成しました。SDGs にあるジェンダー平等を意識し、「今だ
からこそ、私たちにできること」を追求しました。一人ひ
とりの個性を「色」として尊重し、活かし合い、ジェンダー
の固定概念を若者目線から塗りかえ、性別を超えて「自分」を表現す
る試みです。ジェンダー平等に配慮したピクトグラムや、ジェンダー
レスのオリジナル Tシャツ、SOGI の理解促進を手作り仕掛け絵本
にする等、多様なサブテーマで “My Color” を発表させていただきま

した。この展示では、成長し続ける学生の「今」ならではの輝きをご覧いただけると存じます。

　アサーティブはアメリカの奴隷解放運動の時代に確立された行
動心理学の１つで、自分も相手も大切にしながら自分らしく生き
るためのコミュニケーションスキルです。『相手の気持ちに配慮
しながら自分の主張をする』というアサーティブコミュニケー
ションは家族や友人、近隣の人、同僚等とのよい関係づくりの他、
クレームや各種ハラスメント対応にも通じるものであると考えら
れています。アサーティブの認知が広がる
ことで皆が安心して生活できるようになる
のではないかと思います。私たちは性別に
関わりなく誰もが生きやすい社会になるよ
う願い、コロナ禍で制限されることの多い

昨今ですが、今できる事を少しずつでも行っていきたいと思っています。

チャレンジ表彰チャレンジ表彰
いわて男女共同参画社会づくり功労者表彰功労者表彰いわて男女共同参画社会づくり

　現在の日本の男女共同参画の現状をお伝えいただきながら、著書となっている「炎上CM」の分析
を交え、終始笑いあり、納得ありの引き込まれるお話をいただきました。アンケートからは「職場で
ジェンダーバイアスを感じることばかりでとても気持ちが滅入っていたところ、勇気づけられ、元気
をもらえた。本当に良かった！」「今の社会には男性の意識改革が必要と改めて思った。」などの声が
寄せられました。

　岩手県では 6月を「いわて男女共同参画推進月間」と定めており、この月間に合わせ、県民が広く男女共同参画につい
ての関心、理解を深められるよう、「いわて男女共同参画フェスティバル 2021」を開催しました。今年度は、新型コロナ
ウイルス感染症の感染状況等に鑑みWEBによる開催としました。実施方法が変更となりましたが、皆様にご協力いただ
きながら、多くの方々にご参加いただけたことに深く感謝申し上げます。

いわて男女共同参画フェスティバル2021 報 告

©HONOTA design

テーマテーマ 笑って考えよう！ ひとり一人の幸せのために
～性別による固定的な役割分担意識をなくそう  いわて宣言～
笑って考えよう！ ひとり一人の幸せのために

～性別による固定的な役割分担意識をなくそう  いわて宣言～

配信期間
2021年
6月30日～7月31日 講師　東京大学大学院総合文化研究科 教授　瀬地山 角さん

せちやま　 かく

演題　 笑って考えよう！家庭のこと、仕事のこと、未来のこと ～男の家事が社会を救う！～

いわてアサーティブの会

Mable@岩手県立大学 ＋ Team“MyColor”＠ジェンダー論

基調講演

岩手県内の男女共同参画活動団体の紹介 パネル展示

受賞者紹介受賞者紹介受賞者紹介受賞者紹介
　男女共同参画社会づくりの推進に活躍されている
皆さんが、このたび県から表彰されました！ おめで
とうございます！

平成 21年に創設された制度で、二種類の表彰があります。

1 2
いわて男女共同参画社会づくり功労者表彰 いわて男女共同参画社会づくりチャレンジ表彰
岩手県の男女共同参画社会づくりに著しい功績があった
個人・団体 　

様々な分野におけるチャレンジや新たな領域を切り拓くなどの他者
への先導的な取組を行っている個人・団体

いわて男女共同参画社会づくり表彰とは

両川いずみ
さん

認定特定非営利
活動法人
いわて子育てネット
副理事長 髙橋 純子

さん

岩手県建設業
女性協議会　会長

　いわて子育てネット副理事長兼事
務局長として、子育て支援に関する多
様な事業を推進し、地域における子育
て環境の向上等に寄与。また、岩手県
東日本大震災津波復興委員会女性参
画推進専門委員会の委員等を務め、本
県の男女共同参画の推進に貢献した。

　岩手県建設業女性協議会会長として、県
内の工業高校生等に対して建設業への理
解を深めることに尽力。また、いわて女性
の活躍促進連携会議のけんせつ小町部会
会長として建設産業の職場環境の改善等
や業界のイメージアップに取り組み、建設
業における女性活躍の促進に貢献した。

　平成 28 年に団体を設立以降、各地でダブル
ケアの勉強会やダブルケアカフェを実施。平成
29年にはダブルケアシンポジウムを開催。活動
はダブルケアの啓発や当事者の居場所づくり、
政策への意見提言など多岐に及んでおり、一人
ひとりの生き方が多様化する現代において、多
様な個人の住みやすい社会づくりに貢献した。

※ダブルケア：
育児期にある者
（世帯）が、親の
介護も同時に
担うことなど

（八幡 初恵 
さん）

岩手奥州
ダブルケアの会

仕事と生活の調和の取組を推進 ▶▶▶   

仕事と生活の調和の実現

仕事が
忙しすぎる

男性の
家事・育児
参画が低調

育児と両立
できない

女性の就業
継続が困難

低い年次
有給休暇
取得率

長時間
労　働

介護と両立
できない

もっと考えてみませんか？

ワーク・ライフ・バランスとは

　性別、年齢、障がいの有無に関わらず、一人ひとりが能力を発揮することが、家庭や職場だけでなく、身近な
地域や社会を豊かにします。ワーク・ライフ・バランスの実現を目指すことが男女共同参画社会への第一歩、明日
への投資に繋がります。

ワーク・ライフ・バランスを実現すること

働くひとが、将来への不安を抱えたり、豊かさを実感できない
□ 社会の活力の低迷化　□ 少子化の更なる進行　□ 人口減少

　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）とは「仕事」と「仕事以外の生活」との調和がとれて充実してい
ることです。仕事以外には、家庭・育児・介護の他、地域活動やボランティア活動、趣味なども含まれます。調和が
とれている＝50：50ではありません。
　バランスは一人ひとり異なりますし、ライフスタイルによっても変化します。
　ライフスタイルや価値観がますます多様になっている今こそ、プライベートも充実させながら、仕事の責任も果たせる
よう、そしてやりがいや生きがいを感じられるように、みんなでワーク・ライフ・バランスの実現を目指しましょう。

共働き世帯は年々増加し、20年以上前から片働き世帯を上回り
現在では約２倍以上となっています。

～ワーク・ライフ・バランスの現状～

総務省「労働力調査（詳細集計）」　内閣府男女共同参画局「ひとりひとりが幸せな社会のために令和２年版データ」を元に作成

働きながら、家事や育児
をしていると自分の時間を
とることができないなぁ

厚生労働省「女性雇用管理基本調査」　内閣府男女共同参画局「ひとりひとりが幸せな社会のために令和２年版データ」を元に作成

家事や仕事、どちらも大切
にしたいけど、仕事中心で
家事は妻に任せきりだなぁ

男性の育児休業取得率は微増しているものの
6.16％（平成30年）と、まだまだ低い状況です。

総務省「労働力調査（詳細集計）」　
内閣府男女共同参画局「ひとりひとりが幸せな社会のために令和２年版データ」を元に作成
※平成23年の数値は岩手県、宮城県、福島県を除く全国の結果

親が寝たきりで介護しなきゃ
いけないんだけど、職場での
責任もあるから難しいなぁ

介護のため、私が仕
事をやめるしかない
かなぁ

介護・看護が理由の離職者は、男性が約２万人に対して、
女性が約７万人と、女性の方が多くの割合を占めています。

共働き等世帯数の推移
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岩手県男女共同参画センターではワーク・ライフ・バランスをテーマとした
出前講座を開催中です。就労相談も行っています。

岩手県男女共同参画センターではワーク・ライフ・バランスをテーマとした
出前講座を開催中です。就労相談も行っています。

厚生労働省岩手労働局
雇用環境・均等室

019-604-3010 月～金曜日/ ８：30~17：15019-606-1761 月・水・木曜日/９：00~18：00
　　火・金曜日/９：00~20：00
　土・日・祝日/９：00~17：00

＋家族との時間が増える
＋趣味の時間ができる
＋休息の時間を十分に
　取ることができる
＋ストレスの軽減
＋スキルアップのための
　勉強時間の確保
＋仕事に対する満足度や
　意欲の向上、
　仕事の効率アップ

□ ワーク・ライフ・バランスについて理解する
□ 業務の効率化や見直しをする
□ 家庭内での役割について見直しをする
□ 育児休業、介護休業制度等を知る
□ 職場環境づくりへ働きかける

□ 業務の効率化や見直しをする
□ 長時間労働の是正をする
□ 有給休暇の取得を促進する
□ 育児休業、介護休業制度を利用しやすい風土をつくる
□ 従業員の健康管理を促進する
□ 多様な働き方を導入する

みんなでこれからの生き方をアップデートしよう！！

個人ができること 企業ができること

＋業務効率改善によるコスト削減
＋優秀な人材の確保と定着
＋創造性、生産性や売上げの向上
＋企業イメージや評価の向上
＋従業員の心身の健康の保持増進
＋従業員の離職や意欲低下の防止

＋地域のつながりの形成
＋地域活力の向上
＋労働人口の確保
＋少子化の抑制

育児・介護休業制度等の問い合わせ先育児・介護休業制度等の問い合わせ先

岩手県男女共同参画センター

　アンコンシャス・バイアスとは、「○○が常識」「○○（する）べき」といった
無意識の偏った見方や思い込み、考え方で、誰にでもあるものです。あなたや、
あなたの周りのアンコンシャス・バイアスに気づき、ワーク・ライフ・バランスを
実現しながら、能力を発揮できるように意識と行動を変えてみませんか？

アンコンシャス・バイアスとは

●アシスタント的な役割は女性
の方が適している?

●長男は親の面倒を見るべき？
嫁が介護をするべき？

●母親は仕事よりも育児を優先
すべき?

●年配の人は頭が固く、多様な
働き方への融通が効かない？

●男性が育休を取得すると
　責任感がないと思われ
　そう?
●部下なのに上司よりも先
に帰るのは失礼 ?

●育児や介護をしている部下に
は負荷の高い仕事はまかせら
れない？

●リーダー的な役割は男性の方
が適している？

　岩手県（※）は「性別による固定的な役割分担意識をなくそう いわて宣言」（2021. 2.15）をしています。 
※「いわて女性の活躍促進連携会議」及び「いわてで働こう推進協議会」

　色々な幸せのカタチのために、「ワーク・ラ
イフ・バランス」の実現を目指すことが男女
共同参画社会への第一歩!! 性別、年齢、障が
いの有無に関わらず、一人ひとりが能力を発
揮することが、家庭や職場だけではなく、身近
な地域や社会を豊かにします。明日への投資
に繋がる行動を一緒に考えませんか？

p.1 p.2 p.4

p.3

ワーク・ライフ・バランス ご紹介啓発パネル

このページでは

アンコンシャス・
バイアス

について紹介しています

このページでは

アンコンシャス・
バイアス

について紹介しています

の

YouTubeで
動画公開中！

YouTubeで
動画公開中！

New
!

New
!

職場、学校、公民館、病院ロビーなど、地域で幅広くご利用ください。
貸出ご希望の方は、当センターまでお問合せください。



　学生団体Marble＋ジェンダー論のパネル展示テーマは
“My Color” です。Rainbow Pride にちなみ 7チームを編
成しました。SDGs にあるジェンダー平等を意識し、「今だ
からこそ、私たちにできること」を追求しました。一人ひ
とりの個性を「色」として尊重し、活かし合い、ジェンダー
の固定概念を若者目線から塗りかえ、性別を超えて「自分」を表現す
る試みです。ジェンダー平等に配慮したピクトグラムや、ジェンダー
レスのオリジナル Tシャツ、SOGI の理解促進を手作り仕掛け絵本
にする等、多様なサブテーマで “My Color” を発表させていただきま

した。この展示では、成長し続ける学生の「今」ならではの輝きをご覧いただけると存じます。

　アサーティブはアメリカの奴隷解放運動の時代に確立された行
動心理学の１つで、自分も相手も大切にしながら自分らしく生き
るためのコミュニケーションスキルです。『相手の気持ちに配慮
しながら自分の主張をする』というアサーティブコミュニケー
ションは家族や友人、近隣の人、同僚等とのよい関係づくりの他、
クレームや各種ハラスメント対応にも通じるものであると考えら
れています。アサーティブの認知が広がる
ことで皆が安心して生活できるようになる
のではないかと思います。私たちは性別に
関わりなく誰もが生きやすい社会になるよ
う願い、コロナ禍で制限されることの多い

昨今ですが、今できる事を少しずつでも行っていきたいと思っています。

チャレンジ表彰チャレンジ表彰
いわて男女共同参画社会づくり功労者表彰功労者表彰いわて男女共同参画社会づくり

　現在の日本の男女共同参画の現状をお伝えいただきながら、著書となっている「炎上CM」の分析
を交え、終始笑いあり、納得ありの引き込まれるお話をいただきました。アンケートからは「職場で
ジェンダーバイアスを感じることばかりでとても気持ちが滅入っていたところ、勇気づけられ、元気
をもらえた。本当に良かった！」「今の社会には男性の意識改革が必要と改めて思った。」などの声が
寄せられました。

　岩手県では 6月を「いわて男女共同参画推進月間」と定めており、この月間に合わせ、県民が広く男女共同参画につい
ての関心、理解を深められるよう、「いわて男女共同参画フェスティバル 2021」を開催しました。今年度は、新型コロナ
ウイルス感染症の感染状況等に鑑みWEBによる開催としました。実施方法が変更となりましたが、皆様にご協力いただ
きながら、多くの方々にご参加いただけたことに深く感謝申し上げます。

いわて男女共同参画フェスティバル2021 報 告

©HONOTA design

テーマテーマ 笑って考えよう！ ひとり一人の幸せのために
～性別による固定的な役割分担意識をなくそう  いわて宣言～
笑って考えよう！ ひとり一人の幸せのために

～性別による固定的な役割分担意識をなくそう  いわて宣言～

配信期間
2021年
6月30日～7月31日 講師　東京大学大学院総合文化研究科 教授　瀬地山 角さん

せちやま　 かく

演題　 笑って考えよう！家庭のこと、仕事のこと、未来のこと ～男の家事が社会を救う！～

いわてアサーティブの会

Mable@岩手県立大学 ＋ Team“MyColor”＠ジェンダー論

基調講演

岩手県内の男女共同参画活動団体の紹介 パネル展示

受賞者紹介受賞者紹介受賞者紹介受賞者紹介
　男女共同参画社会づくりの推進に活躍されている
皆さんが、このたび県から表彰されました！ おめで
とうございます！

平成 21年に創設された制度で、二種類の表彰があります。

1 2
いわて男女共同参画社会づくり功労者表彰 いわて男女共同参画社会づくりチャレンジ表彰
岩手県の男女共同参画社会づくりに著しい功績があった
個人・団体 　

様々な分野におけるチャレンジや新たな領域を切り拓くなどの他者
への先導的な取組を行っている個人・団体

いわて男女共同参画社会づくり表彰とは

両川いずみ
さん

認定特定非営利
活動法人
いわて子育てネット
副理事長 髙橋 純子

さん

岩手県建設業
女性協議会　会長

　いわて子育てネット副理事長兼事
務局長として、子育て支援に関する多
様な事業を推進し、地域における子育
て環境の向上等に寄与。また、岩手県
東日本大震災津波復興委員会女性参
画推進専門委員会の委員等を務め、本
県の男女共同参画の推進に貢献した。

　岩手県建設業女性協議会会長として、県
内の工業高校生等に対して建設業への理
解を深めることに尽力。また、いわて女性
の活躍促進連携会議のけんせつ小町部会
会長として建設産業の職場環境の改善等
や業界のイメージアップに取り組み、建設
業における女性活躍の促進に貢献した。

　平成 28 年に団体を設立以降、各地でダブル
ケアの勉強会やダブルケアカフェを実施。平成
29年にはダブルケアシンポジウムを開催。活動
はダブルケアの啓発や当事者の居場所づくり、
政策への意見提言など多岐に及んでおり、一人
ひとりの生き方が多様化する現代において、多
様な個人の住みやすい社会づくりに貢献した。

※ダブルケア：
育児期にある者
（世帯）が、親の
介護も同時に
担うことなど

（八幡 初恵 
さん）

岩手奥州
ダブルケアの会

仕事と生活の調和の取組を推進 ▶▶▶   

仕事と生活の調和の実現

仕事が
忙しすぎる

男性の
家事・育児
参画が低調

育児と両立
できない

女性の就業
継続が困難

低い年次
有給休暇
取得率

長時間
労　働

介護と両立
できない

もっと考えてみませんか？

ワーク・ライフ・バランスとは

　性別、年齢、障がいの有無に関わらず、一人ひとりが能力を発揮することが、家庭や職場だけでなく、身近な
地域や社会を豊かにします。ワーク・ライフ・バランスの実現を目指すことが男女共同参画社会への第一歩、明日
への投資に繋がります。

ワーク・ライフ・バランスを実現すること

働くひとが、将来への不安を抱えたり、豊かさを実感できない
□ 社会の活力の低迷化　□ 少子化の更なる進行　□ 人口減少

　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）とは「仕事」と「仕事以外の生活」との調和がとれて充実してい
ることです。仕事以外には、家庭・育児・介護の他、地域活動やボランティア活動、趣味なども含まれます。調和が
とれている＝50：50ではありません。
　バランスは一人ひとり異なりますし、ライフスタイルによっても変化します。
　ライフスタイルや価値観がますます多様になっている今こそ、プライベートも充実させながら、仕事の責任も果たせる
よう、そしてやりがいや生きがいを感じられるように、みんなでワーク・ライフ・バランスの実現を目指しましょう。

共働き世帯は年々増加し、20年以上前から片働き世帯を上回り
現在では約２倍以上となっています。

～ワーク・ライフ・バランスの現状～

総務省「労働力調査（詳細集計）」　内閣府男女共同参画局「ひとりひとりが幸せな社会のために令和２年版データ」を元に作成

働きながら、家事や育児
をしていると自分の時間を
とることができないなぁ

厚生労働省「女性雇用管理基本調査」　内閣府男女共同参画局「ひとりひとりが幸せな社会のために令和２年版データ」を元に作成

家事や仕事、どちらも大切
にしたいけど、仕事中心で
家事は妻に任せきりだなぁ

男性の育児休業取得率は微増しているものの
6.16％（平成30年）と、まだまだ低い状況です。

総務省「労働力調査（詳細集計）」　
内閣府男女共同参画局「ひとりひとりが幸せな社会のために令和２年版データ」を元に作成
※平成23年の数値は岩手県、宮城県、福島県を除く全国の結果

親が寝たきりで介護しなきゃ
いけないんだけど、職場での
責任もあるから難しいなぁ

介護のため、私が仕
事をやめるしかない
かなぁ

介護・看護が理由の離職者は、男性が約２万人に対して、
女性が約７万人と、女性の方が多くの割合を占めています。

共働き等世帯数の推移
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岩手県男女共同参画センターではワーク・ライフ・バランスをテーマとした
出前講座を開催中です。就労相談も行っています。

岩手県男女共同参画センターではワーク・ライフ・バランスをテーマとした
出前講座を開催中です。就労相談も行っています。

厚生労働省岩手労働局
雇用環境・均等室

019-604-3010 月～金曜日/ ８：30~17：15019-606-1761 月・水・木曜日/９：00~18：00
　　火・金曜日/９：00~20：00
　土・日・祝日/９：00~17：00

＋家族との時間が増える
＋趣味の時間ができる
＋休息の時間を十分に
　取ることができる
＋ストレスの軽減
＋スキルアップのための
　勉強時間の確保
＋仕事に対する満足度や
　意欲の向上、
　仕事の効率アップ

□ ワーク・ライフ・バランスについて理解する
□ 業務の効率化や見直しをする
□ 家庭内での役割について見直しをする
□ 育児休業、介護休業制度等を知る
□ 職場環境づくりへ働きかける

□ 業務の効率化や見直しをする
□ 長時間労働の是正をする
□ 有給休暇の取得を促進する
□ 育児休業、介護休業制度を利用しやすい風土をつくる
□ 従業員の健康管理を促進する
□ 多様な働き方を導入する

みんなでこれからの生き方をアップデートしよう！！

個人ができること 企業ができること

＋業務効率改善によるコスト削減
＋優秀な人材の確保と定着
＋創造性、生産性や売上げの向上
＋企業イメージや評価の向上
＋従業員の心身の健康の保持増進
＋従業員の離職や意欲低下の防止

＋地域のつながりの形成
＋地域活力の向上
＋労働人口の確保
＋少子化の抑制

育児・介護休業制度等の問い合わせ先育児・介護休業制度等の問い合わせ先

岩手県男女共同参画センター

　アンコンシャス・バイアスとは、「○○が常識」「○○（する）べき」といった
無意識の偏った見方や思い込み、考え方で、誰にでもあるものです。あなたや、
あなたの周りのアンコンシャス・バイアスに気づき、ワーク・ライフ・バランスを
実現しながら、能力を発揮できるように意識と行動を変えてみませんか？

アンコンシャス・バイアスとは

●アシスタント的な役割は女性
の方が適している?

●長男は親の面倒を見るべき？
嫁が介護をするべき？

●母親は仕事よりも育児を優先
すべき?

●年配の人は頭が固く、多様な
働き方への融通が効かない？

●男性が育休を取得すると
　責任感がないと思われ
　そう?
●部下なのに上司よりも先
に帰るのは失礼 ?

●育児や介護をしている部下に
は負荷の高い仕事はまかせら
れない？

●リーダー的な役割は男性の方
が適している？

　岩手県（※）は「性別による固定的な役割分担意識をなくそう いわて宣言」（2021. 2.15）をしています。 
※「いわて女性の活躍促進連携会議」及び「いわてで働こう推進協議会」

　色々な幸せのカタチのために、「ワーク・ラ
イフ・バランス」の実現を目指すことが男女
共同参画社会への第一歩!! 性別、年齢、障が
いの有無に関わらず、一人ひとりが能力を発
揮することが、家庭や職場だけではなく、身近
な地域や社会を豊かにします。明日への投資
に繋がる行動を一緒に考えませんか？
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ワーク・ライフ・バランス ご紹介啓発パネル
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職場、学校、公民館、病院ロビーなど、地域で幅広くご利用ください。
貸出ご希望の方は、当センターまでお問合せください。



No.42

　岩手県男女共同参画センター Facebookアカウントは、2021年 3月
31日をもちまして閉鎖し、2021年 4月 1日より「Twitter」及び「YouTube」での情報発信に移行いたしました。ご登
録いただいておりました皆様へは大変お手数をおかけいたしますが、移行先SNSへのご登録をお願いいたします。 

019-606-1762

　官民連携組織の「いわて女性の活躍促進連携会議」と「いわてで働こう推進協議会」では、令和３
年２月に連名で「性別による固定的な役割分担意識をなくそう  いわて宣言」※を行いました。
　県及びセンターでは、賛同者（個人・団体等）を募集しています。いわて宣言に賛同してくださる
方は、賛同メッセージ（50文字以内）等を岩手県男女共同参画センターに送付してください。賛同
メッセージはセンターのホームページで公開していますのでぜひ御覧ください。　

　※「性別による固定的な役割分担意識をなくそう  いわて宣言」 とは？

　国土交通省の「企業等の東京一極集中に関する懇談会とりまとめ」によると、東京圏以外の出身地から東京に流入した女性は、そ
れ以外の女性に比べて、「地元には『夫は外で働き、妻は家庭を守るべき』という意識を持っている人が多い」と考えている人の割合
が高いことが指摘されています。このことを踏まえ、一人ひとりが尊重され、誰もが参画できる社会の実現を目指し、「住みたい、働
きたい、帰りたい」と思える岩手を作るため、性別による固定的な役割分担意識を岩手からなくしていこうと宣言が行われました。

プランの
基本目標

　長引くコロナ禍のなか、経済的
な理由などから生理用品が買えな
いという、いわゆる「生理の貧困」

の問題が、報道されています。女性のからだのことや生理のこ
と、息苦しさや悩み事をひとりで抱えていませんか？「いわて
女性のスペース・ミモザ」では、気軽にお話しできる場として
サロンや居場所づくりを行います。ぜひ、あなたのお話を聞か
せてください。お待ちしています。

　岩手県では令和3年3月に、本県における男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な
実施を図るため、「いわて男女共同参画プラン」を策定しました。

面接（要予約）・電話相談

法律相談／男性相談

★ 一般相談
水・木・土・日・㊗

火・金
…… 9：00～16：00
…… 13：00～20：00

019-606-1762
相談室から相談室から

火・金 ……16：00～ 20：00

■一般相談　面接（要予約）・電話相談

毎月第３木曜日……10：00～ 15：00

女性のためのつながりサポート事業 が始まります!!が始まります!!

「性別にかかわらず、
一人ひとりが尊重され、
共に参画できる社会の実現」

〈相談カード〉岩手県男女共同参画センター
相談窓口

曜日
相談時間 月 火 水 木 金 土 日・祝
9：00～ 16：00
13：00～ 20：00

＊この他、弁護士による男女共同参画に関する法律相談や男性相談員による男性
相談、LGBT相談、女性のための就労支援相談、女性のためのサロン、居場所づ
くりなどを実施中

※月曜日に当たる　祝日はお休み

「Twitter」「Twitter」
始めました！

&「YouTube」「YouTube」
Twitterアカウント
＠IwateGender

YouTubeチャンネル名
岩手県男女共同
参画センター

★ 専門相談
弁護士による男女共同参画に関わる
　　　　問題についての面接相談（要予約・40分）

※係争中の案件はお受けできません
※同一案件についてのご利用は年度内１回までとさせていただきます

面接（要予約）・電話相談★ LGBT相談

019-601-6891

面接（要予約）・電話相談

★ 女性のための就労支援相談

★ インターネット相談

https://www.aiina.jp

※祝日にあたる火・金曜日はお休み

水・木・日 ……9：00～ 16：00

※相談者様の個人情報保護のため、
　情報登録が必要になります。
　アイーナHPよりご登録ください。

※月曜日にあたる祝日はお休み

相談室の
ご案内
相談室の
ご案内
相談室の
ご案内
相談室の
ご案内

法律
相談

毎月第２・第４木曜日……10：00～ 13：00

男性相談員による面接・電話相談（要予約・45分）男性
相談

アイーナホームページ

「用途別で探す」

「相 談」をクリック

1

2

サロンや出張相談を利用される方で、
必要とされる方には生理用品をお渡ししています。

いわて女性のスペース・   ミモザ北
［相談・予約・問い合わせ先］
Tel.090-6457-7887
mail : iwate.mimosa@gmail.com
※対面・オンライン相談は予約制
※医療・福祉・法律等の相談にも対応いたします。

［受付時間］
　●火・金 14:00～20:00
　●水・土 12:00～18:00（月・木・日・祝日休み）

［運営］認定NPO法人インクルいわて（岩手県男女共同参画センター内）

［サロン］※予約制　1回10名程度
　●盛岡／毎月第2日曜日の午前・午後開催
　　　　　いわて県民情報交流センター「アイーナ」
　●二戸／毎月第3日曜日の午前・午後開催
　　　　　「二戸シビックセンター」

［出張相談］
午前 9:30～11：30　午後 13:30～15:30
　8/1（日） 午前：葛巻町　　午後：軽米町
　8/22（日） 午前：九戸村　　午後：一戸町
　9/5（日） 午前：田野畑村　午後：岩泉町
　10/3（日） 午前：野田村　　午後：普代村
　10/24（日） 午前：久慈市　　午後：洋野町
　11/7（日） 午前：八幡平市　午後：岩手町
　12/5（日） 午前：雫石町
　12/26（日） 午前：宮古市　　午後：山田町
　1/23（日） 午前：※調整中　午後：紫波町
　1/30（日） 午後：滝沢市

新事業
スタート!!

　「いわて女性のスペース・ミモザ」が開設されました。
　コロナ禍のせいか、なんとなく不安や孤独を感じている方も多いのではないでしょうか。
　ミモザは、女性ならどなたでも安心して相談できる場として、北と南の２か所を開設しています。
ここではミモザ北の事業についてご紹介しますが、各ミモザのサロンや出張相談等の詳細はホームページでご確認ください。

いわて男女共同参画プランが新しくなりました！

性別による固定的な

役割分担意識をなくそう 賛同者   個人・団体等   募集！！賛同者   個人・団体等   募集！！い わて宣言い わて宣言

あらゆる
分野における
女性の参画拡大

施策の
基本的
方　向

1. 2.

い わて宣言

3. 5.4.東日本大震災
津波からの復興と
防災における

男女共同参画の推進

女性の
活躍支援

多様な困難を
抱えた女性への支援と
女性の健康支援

　男女共同
参画社会の
実現に向けた
基盤の整備

令和 3 年度から
令和 7年度までの 5箇年計画期間

詳細は、岩手県の
ホームページを
ご覧ください。

いわて宣言の内容や
賛同方法の詳細は、
当センターHPを
ご覧ください。

ミモザとは…。
「国際女性デー」を象徴する
お花です。3月8日を記念として、
女性の地位向上のために
世界中で様々な取り組みが

行われます。

※詳細は
　QRコード
　から

※詳細は
　QRコード
　から
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