男女共同参画推進団体一覧 （五十音順）

2022年7月13日現在

活動分野
団体名

Nｏ

※全般：男女共同参画全般（略）
※ＷＬＢ：ワーク・ライフ・バランス（略）
※くらし：くらし・まちづくり・環境（略）
※国際：国際協力・国際交流・多文化共生（略）

1 あそび寺子屋

教育・子育て

2 糸

全般／女性の人権・ＤＶ防止／教育・子育て
／労働・雇用・ＷＬＢ／男性の家庭・地域参画
／就職・職能支援

２０１２

3 NPO法人

ウィメンズ・カウンセリングルーム熊本

4 一般社団法人

5 ｃｏｌｏｒ

ウィメンズ・フォーラムくまもと

ｓｈｉｎｅ

全般／女性の人権・ＤＶ防止

全般／女性の人権・ＤＶ防止／教育・子育て／LGBT関連／
くらし／労働・雇用・ＷＬＢ／女性活躍推進／自殺防止／男
性の家庭・地域参画／国際／就職・職能支援

全般／教育・子育て/労働・雇用・WLB/女性活躍推進

6 菊陽町男女共同参画さんさんの会

全般

活動エリア

活動のＰＲ

玉名郡・市

パステルやバルーンの色を使って、子どもの時か
ら自由な発想でジェンダー観を育む活動を行って
います。

県内全域

子育て、仕事、介護、自由なテーマで参加者同士
が語り合います。楽しいギター生演奏でぼつぼつ
過ごしましょう。

県内全域、
宮崎・鹿児島

私たち女性は、それぞれに女性であるが故の共通
の生きづらさを抱えています。心の健康の回復を
援助する相談機関です。

女性の社会参画を促し、生きづらさや困窮する人
たちの声を聞きながら福祉を増進する事業に取り
益城町・上益城郡を
組む団体です。女性と子どもの人権が守られ、誰
中心に県内全域
もがのびやかに暮らせる男女共同参画社会の実現
を目指します。
県内全域

熊本よりカラーのチカラを発信中。カラーのチカ
ラを身近に感じていただけたら嬉しいです。

菊陽町

地域婦人会等の団体や、趣旨に賛同する個人会員
で構成し、行政と協働で男女共同参画啓発イベン
トを毎年開催しています。

熊本市とその近郊

県内企業の女性管理職やその候補生により構成さ
れ、働く女性の能力と地位の向上を目指し活動し
ています。

7 キャリア・アップくまもと

女性活躍推進

8 熊本県看護協会

保健・医療

県内全域

9 熊本県教職員組合

全般／女性の人権・ＤＶ防止／教育・子育て
／労働・雇用・ＷＬＢ／女性活躍推進
／男性の家庭・地域参画／国際／文化・芸術・スポーツ

県内全域

女性部をはじめ各専門部、支部、本部でも男女共
同参画・ワークライフバランスの向上に向け活動
しています。

全般／女性の人権・DV防止／保健・医療／女性活躍推進/国
際

県内全域

当会は、熊本県の男女共同参画社会の実現を図る
ため、各団体及び個人の活動を支援しています。

10 熊本県男女共同参画活動交流協議会

県内全域と
すべての人がその人らしく心豊かに生きていける
佐賀県とネットを組 社会づくりをめざし、ワークショップ等を企画し
む
地域に発信する。

11 熊本県つばさの会

全般

12 熊本県弁護士会

全般／女性の人権・DV防止／LGBT関連／女性活躍推進

県内全域

男女共同参画に関する啓発活動やＤＶ、セクハ
ラ、ストーカー等の被害に遭われた方からのご相
談を受けています。

13 熊本こども・女性支援ネット（KCW）

全般／女性の人権・ＤＶ防止／教育・子育て／女性活躍推進

県内全域

KCWは、こどもと女性の未来のために、こどもと
女性支援に関わる団体等のサポートをしていま
す。

14 特定非営利活動法人

全般／教育・子育て／国際／文化・芸術・スポーツ

県内全域と全国

子どもの読書とお話の実演について講演会や定例
会で学び、子育てや地域でのボランティア活動に
活かしている。

両性の平等に関する委員会

熊本子どもの本の研究会

15 くまもと女性議員の会

全般／女性の人権・DV防止／くらし／女性活躍推進

県内全域

県内の女性議員で作る会です。所属する自治体の
課題や取り組みを共有しながら、議員活動の向上
を目指します。

16 NPO法人熊本どんぐり

全般／女性の人権・DV防止／高齢者・障がい者・福祉／く
らし

県内全域

様々な困難を有する女性たちの支援を行えるよ
う、よろず相談、居場所づくりのカフェ、入居施
設を運営中です。

17 くまもと・バックアップ女性の会

全般／女性の人権・ＤＶ防止／女性活躍推進

県内全域

議会を初め社会のあらゆる分野への女性の進出の
重要性を広めたく、ワークショップ等を開催し啓
蒙活動としている。

18 NPO法人

全般／女性の人権・ＤＶ防止／教育・子育て
／高齢者・障がい者・福祉／女性活躍推進／国際

熊本市とその近郊

今後も多くの協力を得てこれまで以上に幅広い支
援ができる活動をしていきたいと考えています。
そのためのプログラムを発信していきます。

熊本YＷCA

19 国際ソロプチミスト熊本

全般／女性の人権・ＤＶ防止／女性活躍推進／国際

熊本市とその近郊

社会的・経済的エンパワーメントをもたらすプロ
グラムを通じて女性と女児の生活を向上させるた
めの奉仕活動

20 国際ソロプチミスト熊本－すみれ

全般／女性の人権・ＤＶ防止／教育・子育て
／女性活躍推進

熊本市とその近郊

女性と女児の生活向上の為に活動している非営利
団体です。歳入事業（バザーやお茶会等）をして
運営しています。

21 NPO法人

全般／女性の人権・DV防止／教育・子育て

県内全域と県外

講座やカウンセリング、講師派遣などを通して、
「ひとり分」を生きるサポートをしていきます。

こころのサポートセンター・ウィズ

22 コスモス会

くらし／女性活躍推進

荒尾市

23 NPO法人

子育て応援おおきな木

全般／女性の人権・ＤＶ防止／教育・子育て／くらし

益城町

子育て支援を中心の活動に加え、Ｈ29年10月か
ら仮設団地の集会所を巡回し、高齢者対応の活動
も行っている。

24 NPO法人

子育てネットワークわ・わ・わ

全般／女性の人権・ＤＶ防止／教育・子育て／女性活躍推進
／男性の家庭・地域参画

天草市

話して・和んで・輪になろうを合言葉に、子育て
中の方の声をきき、ニーズに合わせ、よりよい支
援を、共に考え、活動中。

県内全域

コムスタカは、国籍や文化や宗教の異なる人々に
も、人権が守られ安心して暮らせる社会をめざし
ています。

八代市

活動で培った経験を生かし女性グループの交流と
親睦を深めエンパワーメントを図り男女共同参画
社会実現をめざす。

県内全域

アウェアのデートＤＶ防止プログラムを中学・高
校・大学等で実施。女性のためのこころのケア講
座や相談等を行っています。

熊本市とその近郊

一馬力でも当たり前の生活ができる世界へ。自力
で生き抜く力を付けるスーパーウーマンを育成し
ます。

八代市

女性問題の根幹はＤＶと深く関わりがあり、特別
な人の問題ではなく自分自身の問題であるという
認識に立ち活動しています。

県内全域

子育てと介護とが重なる『ダブルケア』になって
も幸せに一人一人が自分らしく輝ける熊本を目指
します。

25 コムスタカ―外国人と共に生きる会

女性の人権・ＤＶ防止／労働・雇用・ＷＬＢ／国際

26 女性グループネット千丁

全般／女性の人権・ＤＶ防止

27 女性のための相談室☆ｗｉｍｉｎ

全般／女性の人権・DV防止／教育・子育て

28 一般社団法人

全般／女性の人権・ＤＶ防止／労働・雇用・ＷＬＢ
／女性活躍推進／就職・職能支援

スーパーウーマンプロジェクト

29 千丁ウィミンズネットワーク

全般／女性の人権・DV防止／教育・子育て

30 ダブルケア熊本

全般／教育・子育て／高齢者・障がい者・福祉／くらし／労
働・雇用・ＷＬＢ／女性活躍推進／自殺防止／男性の家庭・
地域参画

31 男女共生社会を実現するくまもとネットワーク

全般／女性の人権・ＤＶ防止／労働・雇用・ＷＬＢ
／女性活躍推進

熊本市とその近郊

男女共生社会を妨げる様な発言・行動を常に注視
し、基本法の理念が定着し男女共生社会が実現す
る為に行動します。

32 ”人間と性”教育研究協議会

全般／女性の人権・ＤＶ防止／保健・医療
／教育・子育て／高齢者・障がい者・福祉／くらし

県内全域

活動の中で、自分自身の「性」のあり方を問い直
し、新しく充実した「自分らしい」生き方を一緒
に探してみませんか？

全般／女性の人権・DV防止／教育・子育て

県内全域

暴力や暴力被害について考え、そこからの回復を
形にし、暴力のない社会をめざして活動していま
す。

33 ぱ～ぷるヒゴタイ

熊本サークル

活動分野
Nｏ

団体名

※全般：男女共同参画全般（略）
※ＷＬＢ：ワーク・ライフ・バランス（略）
※くらし：くらし・まちづくり・環境（略）
※国際：国際協力・国際交流・多文化共生（略）

活動エリア

活動のＰＲ

34 ひだまりの家サンポミチ

女性の人権・DV防止／教育・子育て／くらし／女性活躍推
進

県内全域

脳科学と心理学を元に日常に活かせるストレス発
散法などを提供し、少しでも人生を楽しく生きら
れるお手伝いをしたいと思います。

35 NPO法人ブライトパル熊本

教育・子育て／高齢者・障がい者・福祉/国際／文化・芸術・
スポーツ

県内全域

性別や年齢に隔たりなく、誰もが等しく楽しめる
日本の伝統文化である生け花の魅力を発信してい
ます。

36 八代市男女共同参画社会づくりネットワーク

全般

八代市

男女共同参画啓発イベント『いっそＤＥフェス
タ』企画運営の他、ジェンダーかるたを使った出
前講座も実施。

