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◎ 特集「知ってる?岩手県の男女共同参画へ 

の取り組み」 
◎さんかくニュース「男女共同参画月間事業」

ほか 
◎インフォメーション 



特集   
  
男女共同参画の推進に関する 

苦情・相談の処理制度 
岩手県男女共同参画推進条例の第１６ 

条に「苦情及び相談の処理」の項目があ        申出書 
りますが、岩手県では今年４月１日から 
「男女共同参画に関する苦情及び相談の 
処理制度」がスタートしました。         通知 

県知事から任命された、学識経験者１                      通知 
名、弁護士２名の「男女共同参画調整委 
員」が、公平、中立な立場に立って、県 
内で発生した事案(※)を適切かつ迅速に 
処理します。（右の図を参照してください）             

なお、苦情・相談の申出は、書面によ      通知 
り申出することが必要です。申請書の様 
式は、県のホームページからダウンロー 
ドすることができます。   
お問合せ先：岩手県男女共同参画調整委員                      通知 

  事務局 Tel０１９－６２６－８０４１  
(※)①県が実施する男女共同参画に関する施策又は 

男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる 
施策についての苦情 
②男女共同参画の推進を妨害する要因によって人 
権が侵害された事案についての相談 

                      
参加者募集   ～あすばるエンパワーメント研修～         
県では、男女共同参画研修の初級編「あすばるエンパワーメント研修」を実施します。 

県内で 60 名の参加者を募集中ですが、このうち釜石市からの参加者を 1 名公募します。 

日  程：平成 15 年 11 月 20 日～24 日 （22 日と 23 日は「あすばるフェスタ」に参加します） 

     （注意）都合により日程及び行程が変更されることがあります 
研修場所：福岡県春日市 福岡県男女共同参画センター・あすばる 
募集対象：平成 15 年 10 月 1 日現在満 25 歳以上 60 歳未満の女性で、いわて女性洋上セミナー等へ 

の参加経験がない方、研修終了後、地域リーダーとして貢献することが期待される方 ほか 
参加申込：９月 10 日（水）までに市企画課青少年女性室へ参加申込書及び健康調査書を提出         

事前研修：盛岡会場 10 月 24 日、一関会場 10 月 27 日、二戸会場 10 月 22 日 

事後研修：別途ご案内します 
参加費用：５２，０００円（一部、市からの補助金があります） 
参加申込書と健康調査書の様式は、市企画課青少年女性室にあります。 
費用・条件等 詳しい内容について知りたい方、参加を希望する方は、市企画課青少年女性室（℡22-2111 内線

134,135）まで、お気軽にお問合せください。 

男女共同参画に関する苦情及び相談の処理制度の流れ 

申出人（県

民、事業者）

岩手県男女共同参画調整委員 県の機関、関係者

受付（事務局）

要件審査 
（事実確認） 
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調査実施 男女共同参画調整委員が処理方法を検

討 ◎県の施策 ◎私人間（協力を得た上で） 
事情聴取 関係書類等の閲覧、写しの提出を求める

調査結果 
必要がないときは、調査結果を 
必要があると認めるときは、次の

措置を 
◎県の施策 助言 指導 勧告 
◎私人間  助言、是正の要望 指導、勧告され

た事案について

は相当の期間を

設けて、是正 
その他の措置に

ついて報告 
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                      6 月 14 日(土)午前 10 時 30 分から 12 時まで、鵜住居町の「釜石地域子育て支援センター」におい

て、子育て支援センターと共催で、センター利用者及び鵜住居保育園園児の保護者を対象に、研修会

を実施しました。 

講師に「親業
おやぎょう

インストラクター」の高橋テルミさんをお招きし、「親子の間に心の架け橋を」と題

して、講演をしていただきました。参加した保護者の皆さんは、講演の中で、講師から「こどもがケ

ガをして帰ってきたら、何と言ってあげますか」など問いかけに対してそれぞれが考えながら、この

機会に「親業の基本」を自分のもの
．．

にできたのではないでしょうか。 
今年度は、甲東幼稚園との共催で 10 月 18 日に同様の内容の講演会を開催します。 

６月 14 日から 22 日までの９日間、釜石市立

図書館において、図書館との共催事業として、

初めて関連図書及びパネル展示・啓発ビデオ試

聴などを行いました。 

 また、パンフレット等を見るだけではなく、

来場者が手軽に参加する企画として、ジェンダ

ーチェックコーナーを設けました。 

「「かかままいいしし女女性性団団体体連連絡絡会会」」がが設設立立さされれままししたた 
「団体相互の交流を深め、共に考え行動し、もって女性の地位と福祉向上に資することを目的とする」

という趣旨に賛同して、市内の女性団体 17 団体が集まり、新たなネットワークができました。 

設立総会は、7 月 12 日に市民文化会館で行われ、８人の理事の中から１年の任期で、役員（会長、副

会長、会計、監事）が選ばれました。今年度事業としては、お互いの活動を理解するために交流会を実施

する予定です。 

総会終了後、記念講演として「もりおか女性の会」事務局長である三田村園子さんから「ネットワーク

で生き生き活動」と題してお話を伺いました。 

一人だけ、一つの団体だけで実現できないことは、声を掛け合ってやってみませんか？ 

構成団体（17 団体） 

ＪＡとおのよつば女性部釜石支部         岩手県看護協会釜石市支部 

岩手県母子福祉協会釜石支部           いわて生協釜石支部 

釜石・大槌生活研究グループ連絡協議会      釜石大槌地区交通安全母の会連合会 

釜石大槌地区母と女性教職員の会         釜石市赤十字奉仕団（カーネーショングループ）

釜石市地域婦人団体協議会            釜石商工会議所女性会 

釜石生活学校                  釜石更生保護女性の会 

上閉伊地区漁協婦人部協議会           新日本婦人の会釜石支部 

タンポポの会           唐丹生活学校         ボラントピア９０ 

 

男女共同参画研修会 

知って納得 男女共同参画展 
～参画で 私が変わる 未来も変わる～ 
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平成 15 年度 

まちづくり市民フォーラム開催！ 
テーマ 「参画で 私が変わる 未来も変わる」 

～無理なく元気に自分らしく年を重ねるために～ 
 何歳になっても自分らしく生きたいものですよね。 
 今回は「向

こう

老学
ろうがく

」から考え方のヒントを見つけませんか。

日時 平成 15 年８月 24 日（日） 

午後１時 30 分から４時 30 分まで（受付は１時から）

場所 釜石市民文化会館 中ホール 

主催 まちづくり市民フォーラム実行委員会・釜石市・ 

   釜石市教育委員会 

内容 ◇講演 

演題「人生をたのしむ向
こう

老学
ろうがく

」 

   講師 高橋ますみ さん 

   （ＮＰＯウィン女性企画代表理事、日本向老学学会

事務局長） 

   ◇座談会 

  テーマ：無理なく元気に自分らしく年を重ねるために

  座 長 高橋ますみさん 

  参加者 澤田龍明さん（釜石レボリューション元代表）

      松崎豊司さん（ＮＰＯまちづくり・ぐるっと

おおつち代表） 

      水上やす子さん（シニアリアス・ネット会員）

      洞口祐子さん（在宅介護支援センター保健師）

参加費 無料 ※どなたでも参加できます。 

＝お問い合わせは、市教育委員会社会教育課へ＝ 

連絡先：ＴＥＬ ２２－８８３５ 

情情報報・・アアイイデデアア  募募集集中中！！！！  
 市企画課青少年女性室では、れれでで

ぃぃすす・・ねねっっととわわーーくく掲載用の情報・

アイデアを随時募集しています。 

 募集内容は、「こんな団体がある、

こんなすてきな人がいる」といった

情報提供、「こんな特集を組みたい」

といったアイデアなどです。 

 男女共同参画社会実現のため、あ

なたの力を貸してください！ 

意見・感想もお待ちしております

 

市企画課青少年女性室 

TEL：22-2111(内線 135) 

FAX：22-6120 

E-mail ↓↓↓ 

kikaku@city.kamaishi.iwate.jp 
(件名に”れでぃす・ねっとわーく宛”  

とご記入ください。) 

生生涯涯学学習習ままちちづづくくりり出出前前講講座座  
ををごご利利用用くくだだささいい  

「男女共同参画」は、身近で奥

が深いテーマです。一方的に話を

するだけでなく、ビデオや本、チ

ェックシートなどを使って、わか

りやすく解説します。 

簡単な作業を取り入れた内容に

もできますので、お気軽にご利用

ください。 

○講座メニュー 

「男女共同参画ってなあに」 

○申込み・お問合せ先 
市教育委員会社会教育課 
Ｔｅｌ２２－８８３５ 

       ひととき。              
 
 

●6 月、親業インストラクターの講演会を開催しま 

した。「親業訓練」の原型は米国の臨床心理学者、 

ゴードン博士がつくりあげたものだそうです。 

子供を、柔軟な心をもった自律的な人間に育てて 

いくために大切なことは、どうやらコミュニケーシ 

ョンのとり方にあるようです。聞くこと、話すこと、 

共感すること。これが親子間だけではなく夫婦間で 

もうまくできたら、DV や幼児虐待なども今よりは 

減るのではないかと思いました。（T） 

●人事異動により、今回から「れでぃす・ねっとわー

く」の編集を担当することになりました。どうぞよろ

しくお願いします。 
さて、６月 22 日に「いわて男女共同参画フェステ

ィバル」へ参加しました。私が参加した分科会では、

ＣＡＰという団体が担当して、こどもが様々な暴力か

ら自分を守る方法、また自分を大切にして生きるため

に、大人としてこどもにどう話しかけ、行動すればよ

いか、実演を交えて示してくれました。 
このプログラムは、子どもだけではなく、もう少し

勇気がほしい大人にも使えると思いました。（B） 




