県民一人ひとりが持てる個性や能力を存分に発揮して、互いに生きがいをもって意欲的に暮らすことができる男女共同参
画社会の実現に向けて、今後の方向性を明らかにする新たな滋賀県男女共同参画計画を策定しました。
「学習・啓発」から「実
践」の取組に向けて４つの「取組の視点」と５つの「重点目標」を設け、男女共同参画社会の形成に向けての施策を総合的かつ計
画的に進めていきます。

計

画

の

体

系

概

要

計画の期間：平成23年度から平成27年度

取組の視点

男女共同参画の推進に向けて、具体的な施策を取り組むにあたり、横断的な視点から
取組の基本となる４つの考え方を「取組の視点」として計画に位置づけています。
(1) 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を促進する
(2) 意欲と能力がいかせる様々なチャレンジを支援する
(3) 多様な主体の連携協働による男女共同参画のまちづくりを推進する
(4) かけがえのない命と性を大切にする意識の浸透を図る

5つの重点目標
働く場における
男女共同参画の
推進

家庭・地域にお
ける男女共同参
画の推進

男女間のあらゆ
る暴力の根絶と
人権の尊重

男女共同参画意
識の浸透と自立
意識の確立

男女共同参画社会の実現
滋賀県男女共同参画課

図書資料室から

農村ジェンダー
女性と地域への新しいまなざし

あたらしい本＆話題の本

コミュニティ・カフェをつくろう！

昭和堂 ２００７年︵６１１ア︶

秋津元輝・藤井和佐／他共著

地域や暮らしに密接に関わる農
村漁村には多くのジェンダー問
題が存在する。地域活性化のた
めにも女性の地位向上は必要な
こと。農業や地域でリーダーと
して活躍する女性たちの事例も
紹介。

イラスト：タカノキョウコ

ＷＡＣ︵長寿社会文化協会︶／編

人と人が出会い、つながる、行
くとホッとする居場所･･･そん
なカフェがあったらいいな。コ
ミュニティ・カフェの立ち上げ
方と事例を紹介。

詳しい内容は
こちら

学陽書房 ２００７年︵６７３チ︶

２００９年︵３６７・２イ︶

財団法人 市川房枝記念会／編集発行

菜の花エコ革命

藤井絢子︵菜の花プロジェクトネットワーク︶
／編著
創森社 ２００４年︵５１９フ︶

男女共同参画社会実現への
原動力は地域と女性の力。
北海道から沖縄まで全国各
地の女性パワーあふれる実
践活動を紹介。

コミュニティカフェ
地域から変える
コミュニティカフェネットワーク
女性たちが変える
ガイドブック２０１０
男女共同参画社会をめざして

全国コミュニティ・カフェ・マッ
プや研究報告会などコミカフェ
情報満載です！

ＷＡＣ︵長寿社会文化協会︶／編

仕事と暮らし
ふたつの鍵を手にしたら

一田憲子／著

菜 種 油 が食 用・バイオ燃 料・
せっけんに。資 源 循 環を地 域
で実現させた滋賀県発 菜の花
プロジェクト の出発から全国
発 展まで。日本列島を菜 の花
色に！

主婦と生活社 ２００５年︵６７３イ︶

自分のお店を持ちたい！暮らし
の中のほんの小さなきっかけ
と勇気がもう一つの扉を開け
ていた−。仕事と暮らし二つの
鍵を手にした11人の店 主 たち
のお話。

検索

政策・方針決定
過程への女性の
参画促進

■貸 出 本は一人 5 冊まで（3 週間） ビデオは一人 2 本まで（1 週間）
■開室時間 午前 10 時〜午後 4 時〈H23 年 4月より 午前 9 時〜午後５時〉 ■休室日 月曜日・祝休日の翌日・年末年始・施設点検日

男女共同参画課から

滋賀県男女共同参画計画〜新パートナーしがプラン〜を策定しました！

こんにちは、
G-NETしが推進員です！
こんにちは、
G-NETしが推進員です！

G-NET しが推進員とは…
男女共同参画センターの講座修
了生など、地域の男女共同参画
の推進に関わるリーダーです。

『湖南市の男女共同参画リポーター』の活動を紹介します！
湖南市では、地域に根ざした男女共同参画のまちづくりを
進めるために『男女共同参画リポーター』を設置しており、
現在５期目となります。メンバーは、Ｇ−ＮＥＴしが推進員
や各女性団体の代表者、公募の５名の方で構成されています。
今年度の主な活動は、
「いきいき講座」の企画・運営や「 Ｇ
▲リポーター会議

―ＮＥＴしが フェスタ 2010」への参加と活動内容をまとめ
た「いきいき通信」の発行などです。

「今後は、他市町で活動されている男女共同参画推進員とも
交流をしていきたい」と語るのは、Ｇ−ＮＥＴしが推進員でもあ
る森富裕子さん。
このように従来の行政主導による講座ではなく、市民と行政
が一緒になって、地域の実情に応じた男女共同参画社会をめざ
して活動しています！

▲フェスタにて石河所長 (中央 )と記念撮影

講座中も託児があれば
安心です！

広角レンズ
「警察犬きな子」

▲

▲子育て中のママ・パパも
いっしょに参加♪（いきいき講座）

〜７回挑戦で臭気試験に
見事合格見習い警察犬の話〜

警察犬とは、人間のおよそ６千倍もの臭覚で
行方不明者や犯人捜査等で活躍する臭いの捜査
官です。人にも、体質や性 質が異なるように、
犬にも様々な犬がいます。「きな子」
（ラブラドー
ル・リトリバー）は、生まれつき体が弱く食も細
いので、この犬は到底警察犬には向かないと思
われていました。障害越え競技、臭気試験など、
オールアウトという状態でした。ずっこけ犬とし
ては有名になったものの、警察犬としては夢の夢
でした。しかし、愛情深い見習い訓練士の出会

編集
後記

いと、訓練士の忍耐強い指導のもとで、臭気警
察犬試験に挑み、臭気選別の部で優勝したので
す。きな子はみごと７回目に合格し、間もなく、
すばらしい嘱託警察犬になるでしょう。
こんなすばらしい「きな子」
のように、私達もチャレンジ、
チャレンジ！！

参考文献：「きな子」〜見習い警察犬のものがたり〜 他

＊散歩の道すがら、桜の蕾の中に、小さな花びらをみつけました。まるで春を待つ幼子のようです。Ｎ・Ｋ
＊G−NETしが広報誌編集に関わり色々な方の真剣に取り組んでおられる様子が解りました。Ｍ・Ｆ
＊編集に関わらせていただき、皆さんからいろんな知恵をいただきました。ありがとうございました。Ｙ・Ｙ

滋賀県立男女共同参画センター
事業・講座のご案内

男女共同参画相談室
〒523-0891
滋賀県近江八幡市鷹飼町 80-4
TEL.0748-37-3751
FAX.0748-37-5770
E-mail.
ct30@pref.shiga.lg.jp
ホームページ .
http://www.pref.shiga.jp/c/g-net/
【開所時間】午前9時〜午後9時
【休 所 日】月曜日、祝休日の翌日
年末・年始、施設点検日

「女だから…男だから」と差別された。夫やパートナー、恋人からの暴力。夫婦間の問題。
セクハラ・パワハラなど、一人で悩まないで、まずは、お電話ください。
・相談は無料です。
・秘密は厳守します。・無料託児施設があります。
ミ ナ

ハ ナ サ ク

◆相談専用電話 0748−37−8739

（総合相談）火・水・金・土・日曜日 9：00 〜 12：00 13：00 〜 17：00
木曜日 9：00 〜 12：00 17：00 〜 20：30
・カウンセリング：
火・土曜日 9：00 〜 12：00 13：00 〜 17：00
木曜日 （午前のみ）
・男性相談：
土曜日 13：00 〜 17：00
（専門相談）法律相談・家族相談（月1回）

◆休所日

月曜日・祝休日の翌日・年末年始

ホームページ「チャレンジサイトしが」
であなたのチャレンジを応援します
チャレンジする女性のための総合情報サイト。
身近なチャレンジ事例紹介や県内のチャレンジ支援機関の実施事業、相談窓
口等の情報を掲載しています。アクセスしてください。

または、http://www.pref.shiga.jp/c/challenge/

女性のためのチャレンジ相談

JR近江八幡駅下車南口より500m（徒歩10分）
または近江八幡駅南口から近江バス
『男女共同参画センター』下車

専門の相談員が、再就職やキャリアアップ、起業、ＮＰＯ活動などチャレンジ
したい女性へのアドバイスや情報提供などを行います。（要予約）
＜相談日＞ 毎月第 2 木曜日
9：00 〜、10：00 〜、11：00 〜
毎月第 4 土曜日 13：30 〜、14：30 〜、15：30 〜
◎無料託児あり（２日前までに要予約）6ヶ月〜就学前
まずはお電話ください。（TEL 0748−37−3751）

G-NETシネマ

〜毎月1回金曜日上映しています〜

＊４月のシネマ「アカシアの道」
＊５月のシネマ「セルロイド・クローゼット」
＊６月のシネマ「尼僧物語」
◎参加無料・申込不要
◎無料託児あり（２日前までに要予約）6ヶ月〜就学前

MOVI

E

ボランティア募集中
G-NET しが
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＊ご意見・ご感想がありましたらセンターまで
お寄せください。
この印刷物は古紙パルプを配合しています。

＜図書ボランティア＞
＜事業ボランティア＞

図書・資料室の運営補助
講演会・講座・研修会等の事業実施時の補助

詳しくは当センターまでお問い合わせください !!

メールマガジン「きてみ〜な」で最新情報をGet!
男女共同参画センターの最新情報をお届けします。
登録は当センターホームページから！
http://www.pref.shiga.jp/c/g-net/sankaku̲infomation/mail̲magazine/mail̲magazine.html

