
 1  設置目的　

２　もりおか女性センターの５つの機能
「学ぶ」学習・研修の機会の場

男女共同参画をテーマとした各種講座などを実施するとともに、市民の自主的な学習活動を支援します。

「出会う・力をつける」活動促進・交流の場

知識や技能の習得、日常生活に役立つ各種講座を実施し、女性センターで発足した自主活動グループなどに活動の場を提供します。

「悩み・考える」女性相談

女性のかかえる悩みを女性の視点でとらえ、解決方法をともに考え支援する相談事業を行っています。

「考え究める」調査・研究事業

男女共同参画に関わる調査・研究を行っています。

「知る」情報提供・収集の場

女性問題や男女共同参画社会実現に資する図書・資料を収集、整理し、提供します。

３　施設の概要
〒020-0871　　盛岡市中ノ橋通一丁目１番10号　プラザおでって5Ｆ

午前9時～午後9時30分（月曜日～金曜日）

午前9時～午後5時（土・日・祝日）

毎月第2火曜日、年末年始（12/29～1/3）

鉄骨鉄筋コンクリート造6階建て地下１階（複合施設）
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収容人数室名 広さ（約）

113㎡

　女性の自立と社会参画を支援するとともに、男女共同参画を推進する拠点、それが「もりおか女性センター」です。男女共同参画社会
の実現のために、各種事業の展開、情報・市民活動の場の提供、相談事業などを行っています。

所在地:

開館時間:

休館日:

建物の規模:

　　　　　　  

令和３年度は、１9,33１人の方にご利用いただきました。

グループ活動、情報交換、読書、新聞の閲覧

雑誌、資料の閲覧

女性相談

生活に役立つ衣・食・住の体験学習（グループ活動、研修、調理等）

託児、子どもと保護者が自由に過ごせるスペース

使用申込手続き、図書の貸出し、情報提供

会議

登録団体が印刷

起業就労支援、関連図書の貸出

50

12

令和３（2021）年度

もりおか女性センター

事 業 報 告

ダイジェスト版

啓発事業 ▶男女共同参画推進のための啓発事業

市民団体支援事業▶市民グループ育成のための事業支援

講座事業▶男女共同参画の実現に向けての学習や情報提供

起業・就労支援講座事業▶経済的自立に向けた学習や情報提供

相談事業▶デートDV及びDV予防のための人材育成・出前講座（予防啓発）

▷男女共同参画週間もりおか展2021

▷もりおか女性センターフェスティバル2021

▷なくそう!女性に対する暴力2021

▷外部との連携事業

▷生徒・学生のための人権出前講座 「大切なわたし 大切なあなた」

▷みんなのおしゃべりルーム 対象:一 般

▷みんなのおしゃべりルーム 対象:ユース

▷女性起業芽でる塾 公開講座

▷女性起業芽でる塾 連続講座 ホップ編・ステップ編・ジャンプ編

▷起業応援フォーラム2021

▷就労支援・スキルアップ講座 エクセル集中講座

▷防災オンライン連続学習会 あなたの視点と声で高めよう!地域防災力～東日本大震災等の教訓を踏まえて～

▷おうち性教育はじめませんか!?～生と性の伝え方の第一歩～

▷男性講座 フレキシブルな自分になるために

▷シングルマザーが知っておきたい 給付型奨学金と貯金の方法

▷男女共同参画基礎セミナー「もりおか女性塾」 少女マンガをジェンダーの視点で読み解いてみよう!

▷非正規で働くシングル女性のあなたへ ワンステージアップ講座

▷人生100年時代 自分らしく生きるために

▷映画を通して知ろう!LGBTQ+のT（トランスジェンダー）のこと

▷『国際女性デー』映画上映会 「ベアテの贈りもの」 「ドリーム」

▷防災オンライン講演会 津波のような洪水～内陸部に住む私たちの危険～

▷防災出前講座 今、考えよう!災害時、あなたの地域で命と健康を守るために



おうち性教育はじめませんか!?
~生と性の伝え方の第一歩～

実施日:７月29日～８月30日

防災オンライン講演会
津波のような洪水

～内陸部に住む私たちの危険～

実施日:３月12日

参加者延べ人数:40人

  温かみある講師の「性教育は生活の一
部、生きていくうえで欠かせない大切な
　　　　　　  こと」というメッセージが、多く

　　　　  の参加者に届けられた。

防災出前講座
今、考えよう!

災害時、あなたの地域で命と健康を守るために

実施日:８～12月

働いている、または就労を目指している
女性のための、自主学習と講座の2本立
てによるエクセルスキルアップ講座。苦手
意識を克服し、積極的に学ぼうとするな
ど、次へのステップとなったことが窺われた。

  漠然とお金に関する不安を抱えるシン
グルマザーが、様々な角度からお金の情
報を得る機会となった。多くの質問が寄
せられ、テーマへの関心の高さが窺えた。

  全６回の連続学習会に、岩手県内外
から多くの方が参加。災害時の性暴力や
アレルギー問題など、女性の視点・多様
な視点を重視した防災の知識を得る機
会を提供した。講座終了後、参加者によ
る全国規模の自主グループが結成され、
相互の情報交換活動へと繋がっている。

  内陸部での洪水を想定した防災危機
管理について、実践的な対処法が示され
た。知識を得たことにより、防災への意識
向上に繋がった。

  職員が講師
として地域に出
向き、ジェンダー
の視点に立った
地域防災の基礎知識を提供。災害トイ
レの使用実験などを取り入れた実践的な
講義によって、安心・安全な避難所の運
営を共に考え、防災・減災の地域力を高
める機会とした。

  講演「人生100年時代 自分らしく生
きるために」と、漫談「笑って延ばす 自分
の健康寿命」の2部構成で開催。高齢
社会を生き抜くヒントを得る機会とした。

参加者延べ人数:３地区 67人

実施日:２月19日

参加者延べ人数:21人

シングルマザーが知っておきたい
給付型奨学金と貯金の方法

実施日:12月26日、１月30日

参加者延べ人数:28人

人生100年時代 自分らしく生きるために

参加者延べ人数:60人

実施日:10月18日～29日

非正規で働くシングル女性のあなたへ
ワンステージアップ講座

実施日:１月21日～２月28日

参加者延べ人数:49人

『国際女性デー』 映画上映会

  交流分析によって自己を見つめ直し、
ジェンダーにとらわれず柔軟な生き方を実
践するためのヒントを得る機会とした。参
加者の意欲が高く、補講を開催。

男女共同参画基礎セミナー もりおか女性塾
少女マンガをジェンダーの視点から読み解いてみよう!

実施日:１月６日、20日

参加者延べ人数:29人

  労働者の権利や社会保障に関する情
報を提供。不安を払拭し、課題解決に
向けて自分らしい働き方や生き方を見つ
め直す機会となった。

  映画鑑賞の後、看護師・当事者・作
品の監督でもある講師から医療と法制
度の現状などを学び、多様なセクシュアリ
ティについて考える機会を提供した。

  講義とマンガ読書会のグループワークに
　　　　　　　　より、無意識の偏見への気
　　　　　　　　づきを促し、ジェンダー平等
　　　　　　　　社会を考える機会とした。

参加者延べ人数:24人

防災オンライン連続学習会
あなたの視点と声で高めよう!地域防災力

～東日本大震災等の教訓を踏まえて～

実施日:６月19日～９月25日

参加者延べ人数:838人

市民団体支援事業 

就労支援・スキルアップ講座
「エクセル集中講座」

公募期間:6月22日～7月25日 採択数:４団体（実施:４団体）

  男女共同参画の推進に資する市民団体に対し、事業企画を公募し選定した。初参
加団体の他、昨年度コロナの影響で断念・辞退した団体も再チャレンジし、すべての団
体が予定通り対面で実施することができた。

実施日:３月５日

参加者延べ人数:84人

生徒・学生のための人権出前講座
大切なわたし　大切なあなた

映画を通して知ろう!
LGBTQ+のT（トランスジェンダー）のこと

実施日:2月26日

  「ベアテの贈りもの」、「ドリーム」の2作
品を上映。ジェンダーや人種への差別と
の闘いを描く作品を通して、女性の人権
と生き方について学ぶ機会とした。

主 な 事 業 報 告

実施日:11月12～25日

参加者延べ人数:487人

なくそう!女性に対する暴力2021

★ニュースレター
 年６回・各1,200部　発行

★報道履歴
 新聞取材記事　  ６件
 テレビ・ラジオ　     ６件
 事業告知記事　  44件

★ホームページ
　更新回数322回
（うち、ラジオmjc６番組・Twitter149件
　　Instagram67件）

参加者延べ人数:3人

実施日:１月～３月（各１回）

みんなのおしゃべりルーム
対象:一般女性/ユース

参加者延べ人数:６校(749人)

各校の生徒によるロールプレイを取り入
れた啓発講座。デートDVなどの暴力に
陥る要因や暴力の種類を理解し、事例
から学ぶことにより、望ましい人間関係と
は何かを知る機会とした。

★図書
 蔵書点数 8,200冊
 貸出点数 2,607冊
 貸出人数 1,493人 (うち新規　34人)

情報事業

　　女性を対象とし、生活や生き方に
　関わる身近な問題について幅広く
　相談に応じ、相談者自らの主体的な
　問題解決を促進しながら、エンパワー
　メントに繋がる支援を行った。
      相談件数　　　 1,884件
      うち、DV相談   1,015件

誰からも批判されない安全・安心の場
で悩みや思いを「語る」「聴く」体験を通し
て、参加者が主体的に自己の問題を見
つめ整理していくグループ相談。ユースと
は課題を共有し協働の可能性を探った。

実施日:５月～１月

実施日:10月８日、９日

参加者延べ人数:93人

女性のエンパワーメント、性の多様性、
子育てをテーマに3本の映画を上映。会
場の他オンラインでも配信し、多くの参加
者にメッセージを届けることができた。

連携事業

もりおか女性センターフェスティバル
2021

参加者延べ人数:99人

男性のための交流分析講座
「フレキシブルな自分になるために」

実施日:11月11日、18日、25日、２月10日

参加者延べ人数:17人

　男女共同参画社会の実現に向けて、学習の場と啓発のための情報の提供を目的とし事業を開催。前年度に引き続き、
新型コロナウイルス感染症防止対策のためオンラインも活用しつつ、新たな形での事業を展開した。

女性相談

国で定めている男女共同参画週間に
合わせて開催。＃男女共同参画ってな
んですか代表 櫻井彩乃さんと、岩手に
暮らす3大学の学生を迎えてのパネルディ
スカッションによって課題を共有した。

参加者延べ人数:257人

実施日:6月23～29日

男女共同参画週間もりおか展
2021

「性暴力をなくそう!」をテーマに開催。
コロナ禍で街頭キャンペーン活動が制限
される中、東北電力ネットワーク㈱と㈱テ
レビ岩手の鉄塔をシンボルカラーのパープ
ルにライトアップ。商業施設には啓発パネ
ルやパープルリボンツリーを展示した。
　　　　　　　テレビ中継、Twitter「クイズ
　　　　　　　de＃パープルリボン」、関連
　　　　　　　動画の紹介、「おうち性教育
　　　　　　　　はじめませんか!?」アンコー
　　　　　　　　ル配信など、メディアやオン
　　　　　　　　ラインを活用した形での事
　　　　　　　　業を展開し、人権尊重の
　　　　　　　　ための意識啓発を行った。

  芽でる塾では、先輩女性起業家の事例発表やワークショップ、各講義において起業の
基礎知識と心構えを学び、具体的な一歩を踏み出すための機会とした。
  学びの集大成であるフォーラムでは、女性起業家をお迎えしたパネルディスカッションの
他、芽でる塾受講生を含めた参加者によるチャレンジショップとして出店マーケットを開
催。参加者同士の交流の場を提供した。

女性起業芽でる塾　公開講座／連続講座・起業応援フォーラム2021

公開講座 実施日:７月31日 参加者延べ人数:14人

連続講座 実施日:７月31日、９月18日、10月23日 参加者延べ人数:23人

フォーラム 実施日:12月11日 参加者延べ人数:71人

もりおか女性センター事業の詳細は、

〇相談方法 面接・電話・メール

※男性相談を１月より開設

〇開設日時 月・火・金 10時～17時

水・木 10時～20時
✤もりおか女性センターは盛岡市配偶者暴力

相談支援センターに指定されています。

・令和3年度DV被害者対応研修

・女性のキャリア形成支援リカレントプログラム

・令和3年度教育関係者向

「人権啓発オンライン講演会」

・令和3年度盛岡市女性活躍推進事業

実施日:５月28日、31日

実施日:９月27日

実施日:12月23日

～１月27日

実施日:2月9日

参加者延べ人数:45人

参加者延べ人数:29人

参加者延べ人数:67人

参加者延べ人数:47人

2021年度 もりおか女性センター 事業テーマ

「変様する社会に即応したジェンダー平等社会の実現!
～今こそ、リスタート～」


