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Ⅳ  
平成 29 年度男女共同参画推進室の事業実績 
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男女共同参画推進室の活動経過 
期 日 内 容 詳 細 備 考 

H29.4.18 八代市男女共同参画社会づくり （１）総会案件について  

  ネットワーク役員会 （２）いっそ DE フェスタ 2018 決算について  

    （３）情報誌Ｍｉ☆Ｒａｉ編集スタッフについて  

       

H29.5.18 八代市男女共同参画社会づくり  （１）平成 28 年度事業報告について  

 ネットワーク通常総会 （２）平成 28 年度決算報告・監査報告について  

  （３）平成 29 年度事業計画（案）について  

  （４）平成 29 年度予算（案）について  

   （５）平成 29 年度予算（案）について   

     （６）その他について   

       

H29.6.13 情報誌 Mi☆Rai 第 14 号 

第 1 回編集会議 

（１）スタッフ紹介  

  （２）テーマ検討   

  （３）スケジュール確認  

    

H29.6.20 アドバイザー派遣事業 内容：デート DV 防止講座 会場：市内高校 

    講師：千丁ウィミンズネットワーク 

 

  

    デート DV 防止プログラムファシリテーター 

山本三代子 氏  

  

    

H29.6.22 

～6.30 

男女共同参画週間  広報やつしろ・ホームページにて周知   

    

H29.6.30 アドバイザー派遣事業 内容：デート DV 防止講座 会場：市内中学 

  講師：富永智子 氏 

 

 

    

H29.7.6 アドバイザー派遣事業 内容：デート DV 防止講座 会場：市内高校 

  講師：千丁ウィミンズネットワーク 

 

 

  デート DV 防止プログラムファシリテーター 

 堀口佳寿代 氏 

 

    

H29.7.10 情報誌 Mi☆Rai 第 14 号 

第 2 回編集会議 

（１）発行時期について  

  （２）記事内容について  
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H29.7.13 八代市男女共同参画社会づくり ◆学習会  

 ネットワーク 7 月定例会・学習会 ジェンダーかるたを使ったワークショップ  

 いっそＤＥフェスタ第 1 回 講師：森永俊彦 氏  

 実行委員会 ◆定例会  

  ① 事業計画について 

② 各班連絡網について 

 

  ◆実行委員会  

  ① 規約について 

② 予算について 

 

  ③ 講演等内容について 

④ 今後のスケジュールについて 

 

    

H29.8.10 いっそ DE フェスタ第 2 回 

実行委員会 

① 講師について  

  ② プログラムについて  

  ③ フリーマーケットについて  

    

H29.8.16 情報誌 Mi☆Rai 第 14 号 

第 3 回編集会議 

・記事内容について  

    

H29.9.1 広報やつしろ 9 月号特集記事掲載 『自分らしくいきいきと暮らす』  

    

H29.9.13 情報誌 Mi☆Rai 第 14 号 

第 4 回編集会議 

・記事内容について  

    

H29.9.14 八代市男女共同参画社会づくり ◆定例会  

 ネットワーク 9 月定例会・ ① 各チームの現況、調整事項等  

 いっそＤＥフェスタ第 3 回 ② 八代市男女共同参画計画づくりのための  

 実行委員会 市民等ワークショップ開催について  

  ◆実行委員会  

  ① 講師について  

  ② 予算について  

  ③ ハンドメイドフリーマーケットについて  

  ④ ワークショップ等について  

    

H29.10.12 いっそＤＥフェスタ第 4 回 ① ハンドメイドフリーマーケットについて  

 実行委員会 ② ワークショップ等について  
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  ③ 各担当割り振りについて  

    

H29.10.18 アドバイザー派遣事業 内容：デート DV 防止講座 会場：市内高校 

  講師：千丁ウィミンズネットワーク 

 

 

  デート DV 防止プログラムファシリテーター 

堀口佳寿代 氏 、西本朱美 氏 

 

    

H29.10.20 

 ～ 

熊本県男女共同参画社会づくり 東京都大田区男女共同参画推進センター（エセナ

おおた）等の視察及び交流研修 

研修生：行政職員 

1 人派遣 

H29.10.22 地域リーダー育成研修派遣   

    

H29.10.30 男女共同参画計画づくりのための 参加者：市民団体、市民（公募） 

    市職員（計画策定部会委員） 

会場：代陽コミュニテ

ィセンター 

 市民等ワークショップ第 1 回目 テーマ：八代市における男女共同参画推進状況と

課題について～八代市の課題を考えよう～ 

 

 

  ファシリィテーター 

水俣市社会福祉協議会 田代 久子氏 

 

    

H29.10.31 ステップアップセミナー 『本当の自分って？～自分に気づく～』 会場：やつしろハーモ

ニーホール大会議室 

 「劇的!!自己開発セミナー」 講師：キャリアカウンセラー 迎 恵子 氏 

 

 

    

H29.11.9 

 

男女共同参画計画づくりのための 参加者：市民団体、市民（公募） 

    市職員（計画策定部会委員） 

会場：代陽コミュニテ

ィセンター 

 市民等ワークショップ第 2 回目 テーマ:計画に盛り込む市民や市民団体の取組み

のアイデアを考えよう 

 

  ファシリィテーター 

水俣市社会福祉協議会 田代 久子氏 

 

    

H29.11.12 ステップアップセミナー 『相手の理解を深めよう 

～周囲の理解を深める～』 

会場：やつしろハーモ

ニーホール大会議室 

 「劇的!!自己開発セミナー」 講師：キャリアカウンセラー 本田 由紀 氏 

 

 

    

H29.11.13 情報誌 Mi☆Rai 第 14 号 

第 5 回編集会議 

・校正について  

    

H29.11.15 八代市男女共同参画社会づくり ◆定例会  

 ネットワーク 11 月定例会・ ◆実行委員会  

 いっそＤＥフェスタ第 5 回   

 実行委員会   
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H29.11.18 ステップアップセミナー 『自分の想いの伝え方～想いを正しく伝える～』 

 

会場：やつしろハーモ

ニーホール大会議室 

 「劇的!!自己開発セミナー」 講師：㈱きらり．コーポレーション 

 

 

  代表取締役 塚本 薫 氏 

 

 

H29.11.21 八代市男女共同参画審議会   

    

H29.12.11 男女共同参画計画づくりのための 

『働く女性テーマトーク』 

参加者：事業所従業員 6 人、 

男女共同参画推進室職員 

会場：市内 

    

H30.1.11 いっそ DE フェスタ出店者説明会   

    

H30.1.18 いっそＤＥフェスタ第 6 回   

 実行委員会   

H30.1.24 八代市男女共同参画計画策定部会   

H30.1.25 アドバイザー派遣事業 内容：デート DV 防止講座 会場：市内高校 

  講師：千丁ウィミンズネットワーク 

 

 

  デート DV 防止プログラムファシリテーター 

堀口佳寿代 氏 、西本朱美 氏 

 

    

H30.2.1 情報誌 Mi☆Rai 第 14 号発行 特集「「私の職場はイイ職場 

～男女が共に輝く職場インタビュー～」 

全世帯配布 

    

H30.2.9 アドバイザー派遣事業 内容：デート DV 防止講座 会場：市内中学 

  講師：千丁ウィミンズネットワーク 

 

 

  デート DV 防止プログラムファシリテーター 

堀口佳寿代 氏 、西本朱美 氏 

 

    

H30.2.11 いっそ DE フェスタ 2017 ◆講演会 会場：やつしろハーモ

ニーホール 

  「ご近所らはじまる男女共同参画」 

～まちで輝く女と男～ 

 

  講師 堀尾 正明 氏 （フリーキャスター）  

  ◆ワークショップ    

 

 

  ◆テーマトーク  

  ◆ハンドメイドフリーマーケット  

  ◆手作りお弁当やパンの販売  

H30.2.16 八代市男女共同参画行政推進  会場：鏡支所 3 階 

大会議室 

 委員会   
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H30.2.16 八代市男女共同参画審議会  会場：鏡支所 3 階 

大会議室 

    

H30.2.22 アドバイザー派遣事業 内容：デート DV 防止講座 会場：市内高校 

  講師：千丁ウィミンズネットワーク 

 

 

  デート DV 防止プログラムファシリテーター 

堀口佳寿代 氏 、西本朱美 氏 

 

    

    

H30.2.23 アドバイザー派遣事業 内容：デート DV 防止講座 会場：市内中学 

  講師：千丁ウィミンズネットワーク 

 

 

  デート DV 防止プログラムファシリテーター 

堀口佳寿代 氏 、西本朱美 氏 

 

    

    

H30.2.26 フォローアップセミナー 『思考力アップ！自分の想いをわかりやすく伝

えるために～』 

会場：やつしろハーモ

ニーホール大会議室 

 「劇的!!自己開発セミナー」 講師：㈱きらり．コーポレーション 

 

 

  代表取締役 塚本 薫 氏 

 

 

    

H30.3.8 八代市男女共同参画社会づくり ◆定例会  

 ネットワーク 3 月定例会及び 平成 28 年度活動状況のまとめ  

 いっそ DE フェスタ第 7 回 ◆実行委員会  

 実行委員会 いっそ DE フェスタ 2017 実績について  

  いっそ DE フェスタ 2017 収支見込  

  アンケート結果について  

    

H30.3.16 第 2 次八代市男女共同参画計画（骨

子）に対するパブリックコメント 

意見募集期間 

 H30.3.30 まで 

 

    

    

随時 八代市男女共同参画専門委員によ

る苦情等の処理 

弁護士２名・臨床心理士１名 委嘱  

    

随時 相談業務 八代市人権啓発センター人権相談員による  
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男女共同参画に関する推進事業 

事業名 ステップアップセミナー 

男女共同参画 

計画位置づけ 

基本的課題４ 男女がともにあらゆる分野へ参画できるまちづくり 

（1） 政策・方針決定の場への女性の参画拡大拡大 

① 女性のエンパワーメント支援 

目  的 
女性のエンパワーメンを支援するためのセミナーの開催し、あらゆる分野で

の女性の活躍を推進する。女性の審議会等への登用促進。 

実施日時 
 平成 29年 10月 31日、11月 12日、11月 18日、2月 26日 

 19：00～21：00 

場  所 やつしろハーモニーホール 大会議室 

参加人数 延べ 70人 募集対象 
市内在住又は市内に通勤・通学する

18歳以上 

タイトル 劇的！！自己開発セミナー 

実 施 日 テーマ 内 容 講 師 

10月 31日 
「本当の自分って？ 

～自分に気づく～」 

自分のセルフイメージ

に気づき、本当に自分が

やりたいことやできる

こと、強みや自身を発掘

するワークを行う。 

キャリアカウンセラー 

迎 恵子 氏 

 

11月 12日 

 

「相手の理解を深めよ

う～周囲の理解を 

深める～」 

個性心理学の大元であ

る素質論を学ぶととも

に他者を理解するスキ

ルを習得し、他者との関

係構築や関わりへのハ

ードルを下げる。 

キャリアカウンセラー 

本田 由紀 氏 

11月 18日 

 

「自分の想いの伝え方 

～想いを 

正しく伝える～」 

 

共感を得るために論理

的な伝え方、また、効果

的なプレゼンテーショ

ンの技術を学ぶ。 

㈱きらり．コーポレーシ

ョン 

代表取締役 塚本 薫 氏 

2月 26日 

考

「思考力アップ！自分

の想いをわかりやすく

伝えるために～」 

 

女

女性人材リスト登録者

のフォローアップを主

な目的とし、会議等の場

で共感を得るための論

㈱きらり．コーポレーシ

ョン 

代表取締役 塚本 薫 氏  
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理的な伝え方やプレゼ

ンテーションの技術を

実践しながら学ぶ 

アンケート 

満 足 度 

たいへん良かった 56.9％、良かった 34.5％、 

どちらでもない 1.7％、未回答 6.8％ 
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男女共同参画に関する啓発事業 

事業名 アドバイザー派遣事業 

男女共同参画 

計画位置づけ 

基本的課題１ 男女がともに育む男女共同参画の意識づくり 

① 男女共同参画に関する意識の高揚 

① 家庭、地域、職場における男女共同参画の意識づくり 

基本的課題２ 

 男女がともに互いの人権を尊重し、安心して暮らせる社会づくり 

（1）女性に対するあらゆる暴力の予防及び根絶 

①ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）の予防及び根絶 

目  的 

（1）男女共同参画意識の高揚 

・地域、職場、学校などの団体等が主催する講座、研修会などに講師を派遣

し、啓活活動等を支援する。 

（2）デートＤＶ防止教育 

・若年層、特に中高生のデートＤＶを防止するため、学校における教育・啓

発活動を強化する。 

実 施 日 

（1）男女共同参画意識の高揚 

派遣希望なく、実績なし 

（2）デートＤＶ防止教育  

6月 20日、6月 30日、10月 18日、7月 6日、10月 18日、1月 25日、 

2月 9日、2月 22日、2月 23日 

参加人数 
（1）男女共同参画意識の高揚 0人 

（2）デートＤＶ防止教育 954人（8校） 

アンケート 

理 解 度 

【デートＤＶ防止教育】8校平均 

よく理解できた 76.7％、少しは理解できた 21.9％、 

あまり理解できなかった 1.4％ 

 

事業名 男女共同参画情報誌「Ｍｉ☆Ｒａｉ第１４号」発行 

男女共同参画 

計画位置づけ 

基本的課題１ 男女がともに育む男女共同参画の意識づくり 

（1） 男女共画に関する意識の高揚 

③男女共同参画に関する広報・啓発活動の推進 

目  的 
・男女共同参画情報誌を発行、全世帯に配布し、市民へ男女共同参画に関す

る啓発を行う。 

発行内容 

・広報やつしろ平成 29年 12月号への折込により、全世帯に配布 

・Ａ4版 2ッ折 全 4ページ 2色刷り 

・情報誌の企画編集にあたっては、幅広い人材を確保するため、 
市民スタッフを公募した 

・市民スタッフ（5人）と協働で企画編集作業などを行い情報誌を発行した 
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事業名 いっそＤＥフェスタ 2018開催 

男女共同参画 

計画位置づけ 

基本的課題１ 男女がともに育む男女共同参画の意識づくり 

（2） 男女共画に関する意識の高揚 

③男女共同参画に関する広報・啓発活動の推進 

目  的 
・市民を対象にしたイベント、講演会、講座等を開催し、男女共同参画に関す

る啓発を図る。 

実施日時 平成 30年 2月 11日（日） 13：00～15：30 

場  所 やつしろハーモニーホール 市民ホールほか 

参加人数 

講演会 350人 

フリーマーケット・ワークショ

ップ・販売 600人 

延べ 950人 

実施

方法 

いっそＤＥフェスタ実行委員会に委託

し、市民との協働により開催 

イベント概要 

ステージイベント（市民ホール）開場 12：30 開演 13：00 

13：00～13：30 オープニング 

・主催者挨拶 

（市長・実行委員会委員長挨拶） 

・八代みらいネットによるテーマトーク 

13：30～15：00 講演会 
『ご近所から始まる！！男女共同参画 

 ～まちで輝く女と男～』 

講師：フリーキャスター 堀尾 正明 氏 

各種イベント（多目的ホール・会議室） 

10：30～12：00 ワークショップ 

・ジェンダーかるたで考えよう 

～男の本音 女の本音～ 

・親子でチャレンジ！ 

スマホごまを作ろう！ 

・いぐさで遊ぼう！リースづくり 

・ほのぼのフォトグラフ 

10：30～15：30 
ハンドメイドフリーマーケッ

ト 

ハンドメイド品を作成している女性の起業支援

として開催（22店舗出店） 

10：30～15：30 販売 パン、弁当、野菜の販売 

アンケート 

満 足 度 

【講演会】とても良かった 71％、良かった 20％、ふつう 2％、無回答 6％ 

【ワークショップ】とても良かった 15％、良かった 52％、ふつう 23％、 

あまり良くなかった 2％、無回答 8％ 

【フリーマーケット】とても良かった 24％、良かった 46％、ふつう 23％、あま

り良くなかった 2％、無回答 5％ 


