
平成２３年度あいち男女共同参画財団事業報告 

 

＜県民意識の変革＞ 

 各種講座等の開催により、固定的な男女の役割分担意識の変革などを進め、男女共同参画に関す

る認識の深化、定着を図った。 

 

１ 男女共同参画に関する理解促進 

 

あいち国際女性映画祭 

男女共同参画意識の普及を図るため、世界で活躍する女性映画監督等を招き、女性の生き方や

社会参加、女性と男性の相互理解などをテーマとした映画の上映を行うとともに、上映後に監督

等によるゲストトークを実施した。 

あわせて、東日本大震災復興応援企画として県内被災者の無料招待や会場での募金のほか、名

古屋学芸大学、名古屋ビジュアルアーツの学生による震災復興支援をテーマとしたドキュメンタ

リー作品の制作と発表を実施した。 

また、県内４市と共催し、全県的な広がりを持った映画祭とした。 

さらに、ゲストトーク等の内容をまとめた記録誌を発行した。 

・開催日 平成２３年９月７日（水）～１１日（日） ５日間 

・会場  ウィルあいち会場 

       共催市４会場（一宮市、小牧市、北名古屋市、弥富市） 

・内容 

上映作品 ２３本 

    うち女性監督作品 １７本（海外監督１２本・日本監督５本・ 

日本初公開６本・愛知初公開２本・日本語字幕作成５本） 

    日本映画名作 ６本 

ゲストトーク １１回 

イベント   東日本大震災復興応援企画、トークサロン、ワークショップ、シーン・ボイス

ガイドと日本語字幕つき映画鑑賞会 

招待者    映画監督、出演俳優等 １６名 

海外６人、国内１０人 

参加者    １３，４００人 

          映画上映 ８，１９０人（ウィルあいち６，７７３人、４市１，４１７人） 

ゲストトーク・イベント ５，２１０人 

・記録誌 

「あいち国際女性映画祭２０１１記録」 

発行部数 ６００部 

発行年月 平成２４年３月 

 

 



２ 男女共同参画に関する啓発 

 

男女共同参画セミナー 

男女共同参画社会の実現に向けた課題の解決や新たな活動へのチャレンジ、多様な働き方を

可能にする環境づくり、男女共同参画により地域の課題に取り組む人材の養成などに役立つ講

座を開催した。 

・実施回数  年２期 ７セミナー、３公開講座 

○ 前期 

・テーマセミナー① 

「めざせ社会起業家！」（全３回／１回ずつの参加可） 

平成２３年７月１７日（日）始め３日間  参加者 ４７人 応募者 ５９人 

（他に｢公開講座①｣の参加者） 

・テーマセミナー② 

「“暴力”と“人権”を考える」（全３回／１回ずつの参加可） 

平成２３年６月２６日（日）始め３日間  参加者 ８０人 応募者１０９人 

・キャリアアップセミナー 

「素直な自己表現でより良い人間関係を築こう ～アサーションセミナー～」 

平成２３年７月３０日（土）始め２日間  参加者 ４３人 応募者 ５２人 

・公開講座① 

「こうして僕は世界を変えるために一歩を踏み出した」 

講師：鬼丸昌也（ＮＰＯ法人テラ・ルネッサンス創設者） 

平成２３年７月１７日（日）  参加者 ４９人 応募者 ５８人 

・公開講座② 

「世界がもし１００人の村だったら ～世界のために私ができること～」 

講師：池田香代子（ドイツ文学翻訳家・口承文芸研究家） 

平成２３年８月６日（土）  参加者 ９１人 応募者 １２６人 

○ 後期 

・テーマセミナー③ 

「ピーターラビットの生みの親 ビアトリクス・ポターの生涯」 

平成２４年３月４日（日）始め３日間  参加者 ３３人 応募者 ３８人 

・チャレンジセミナー 

「自分らしい働き方を見つけるために」 

平成２４年２月９日（木）始め３日間  参加者 ２５人 応募者 ２６人 

・キャリアアップセミナー 

「ファシリテーター型リーダーシップを身につけよう 

  ～多様な人材と協力し、携わる人の力を最大限に引き出す力～」 

平成２４年２月１８日（土）始め２日間  参加者 ２５人 応募者 ３６人 

・地域の課題解決セミナー 

「地域でイキイキと暮らすために ～地域の課題を解決する糸口の見つけ方～」 



（全２回／１回ずつの参加可） 

平成２３年１２月１０日（日）始め２日間 参加者 ３５人 応募者 ３８人 

・公開講座③ 

「東日本大震災の復興現場から学ぶ －女性の視点と参画－」 

講師：田端八重子（もりおか女性センター長） 

平成２４年２月４日（土）  参加者 ６５人 応募者 ７５人 

 

＜社会参画と交流の促進＞ 

女性が抱える諸問題の解決への支援を行うと共に、社会のあらゆる分野への女性の参画を促進す

るための人材育成や、課題の解決に役立つネットワークづくりを進め、交流の輪を広げた。 

 

１ 心身の健康づくり（自主事業） 

心と体の健康づくり及びリフレッシュのためフィットネス事業を実施した。 

・ソフトエアロビクス教室    週２教室  参加者  ６４７人 

  ・中高年向きフィットネス教室  週４教室  参加者１，５０８人 

・こども教室          週４教室  参加者１，１４８人 

 

２ 交流と協働の推進  

 

イベントや講座の共催などを通して、市町村や女性団体等関係機関の連携を強化し、事業の効

果を上げるとともに、団体間の交流の促進を図った。 

 

(1) サテライトセミナー 

遠隔地等でウィルあいちまで来ていただくことが難しい地域に出かけていき、地元の市町村

等と共催でセミナーを開催することにより、県内全域における男女共同参画社会の実現に向

けての啓発を行った。 

・実施回数 年１７回（大府市、美浜町、豊田市、日進市、東浦町、東郷町、刈谷市、岡崎

市、小牧市、南知多町、西尾市、飛島村、愛西市、蟹江町、春日井市、豊橋市、岩倉市） 

・参加者 １，３９７人 

 

(2) 協働推進事業 

ア ウィルあいちフェスタ 

男女共同参画社会の実現に資する講演やシンポジウムなど、参加団体が自ら企画したイベ

 ントを公募し、活動の発表の場としてウィルあいちフェスタを実施した。 

   ・開催日    平成２３年１１月１９日（土） 

   ・参加団体   ２６団体２８企画 

・イベント内容 講演会･講習会等：７、活動発表：２、シンポジウム：１、その他：１８  

・参加者  １，４２８人 

 



 イ ネットワーク支援事業 

女性が働く上で直面する課題の解決方法について学習する機会を設け、参加者同士のネッ

トワークづくりを支援し、女性の社会参画の推進と活躍の機会の拡大を図った。 

年４回 

・第１回「パパを楽しもう ～仕事と生活のバランスとは～」 

平成２３年６月２６日（日） 参加者１３人 応募者１３人 

・第２回「ネットを安全に、安心して使うために」 

  平成２３年７月３日(日) 参加者１２人 応募者１２人 

・第３回「老いは足元から 靴から考える健康 ～上級シューフィッターに学ぶ「足」とは～」 

平成２４年２月２日（木） 参加者３０人 応募者４５人 

・第４回「転ばぬ先のラストメッセージ。 ～教えます、日本一楽しい！遺言書づくり～」 

平成２４年３月３日（土） 参加者３２人 応募者３９人 

 

ウ 女性グループリーダー研修 

女性グループのリーダー等を対象にした研修を実施し、女性グループの活動基盤の強化や

組織の活性化、女性の地域活動への参加促進を図った。 

・｢リーダーに必要な資質｣ 

平成２４年１月２９日（日）始め３日間  参加者３９人  応募者４９人 

 

エ 協働事業 

女性団体、企業、関係機関との協働事業を行い、連携の強化を図った。 

年５事業６機関、総参加者数：３５７名 

   ・「家庭の中から始まる自立 ～いきいきと暮らす～」 

    愛知県女性地域実践活動交流協議会 参加者４７名 

    平成２３年５月２４日（火） 

・「貴女に贈る起業・経営支援セミナー」 

 （株）日本政策金融公庫名古屋支店 国民生活事業、（独）中小企業基盤整備機構中部支部  

 参加者９４名 

平成２３年９月１４日（水）始め３日間  

・「いのちの多様性フォーラムⅡ ～生物多様性とジェンダー・メインストリーミング～」 

ＮＰＯ法人ウィル２１フォーラム  参加者１００名 

平成２３年１０月２３日（日）  

   ・「女性起業相談」 

    ＮＰＯ法人起業支援ネット  参加者４名 

平成２３年１０月１９日（水） 

・「自分らしく生きてきた人が世の中を明るくする」 

ウィルあいち交流ネット  参加者１１２名 



平成２４年１月２１日（土） 

(3) ウィルあいち交流ネットの支援 

男女共同参画セミナー等の修了者により結成された自主活動グループが組織した「ウィル

あいち交流ネット」を支援するため、「ウィルあいち交流ネット通信」を発行すると共にウィ

ルあいちフェスタへの参加及びウィルあいち交流ネットセミナーの開催を協働で実施した。 

・｢ウィルあいち交流ネット通信」の発行 年３回 

・ウィルあいちフェスタ参加 平成２３年１１月１９日（土） 

ウィルあいち交流ネットセミナー開催 平成２４年１月２１日（土） 

 

３ 社会参画の支援 

 

行政の政策決定の場やボランティア活動及び経済活動など社会のあらゆる分野への女性の参画

を進めるため、女性の人材育成等を行った。 

 

(1) 男女共同参画人材育成事業 

ア 男女共同参画人材育成セミナー 

政策や方針決定の場への女性の登用を積極的に推進するため、とりわけ県内各市町村にお

いて登用できる女性人材を計画的かつ継続的に育成することを目的として、市町村から推薦

を受けた参加者を対象とするセミナーを実施した。 

・実施回数 年１回（１０日間） 

・参加者 ２９人 

・研修期間 １年間 

・主な内容 県行政「男女共同参画」、男女共同参画統計・データの活用、住民参加のまち

づくり、女性と人権、ワーク・ライフ・バランスほか 

 

イ フォローアップセミナー 

地域実践活動グループの自主的で地域に根ざした活動の一層の推進を図るため、これまで

の人材育成セミナー受講者に対しセミナーを開催した。 

・「あなたのリーダー力、再チェック！ ～自分に力をつけよう、次世代に力を渡そう～」 

平成２４年１月２６日（木）  参加者３２人 

 

＜情報の蓄積と発信＞ 

 男女共同参画社会実現のために、必要な情報の収集及び提供を行った。 

 

１ 広報による情報発信 

  

   男女共同参画広報誌の発行 

    男女共同参画社会を実現するために必要な情報などを提供するため、男女共同参画に関する

普及・啓発記事や、各種セミナーやイベントなど事業の案内・報告等を掲載し、広報活動を行った。 



  ・発行回数  年３回（５月、８月、１月発行） 

  ・発行部数  １２，０００部 

  ・規  格  Ａ４判 二つ折 ８ページ 

  ・特集テーマ 

   №71(23年5月発行)「育てる男が社会を変える」 

   №72(23年8月発行)「災害と男女共同参画」 

   №73(24年1月発行)「今と、そして、これからと」 

 

２ 情報の収集・提供（指定管理事業） 

 

(1) 情報ライブラリーの運営 

ア  図書・行政資料・視聴覚資料などの収集と提供 

男女共同参画社会の実現や、女性に関わる様々な問題への対応のため、図書・行政資料・

視聴覚資料などの資料を収集し、閲覧、貸出及びレファレンスを行った。 

平成２３年度から、日曜日の利用時間を２時間延長し、開業日を年間１２日増やした。 

・蔵書数（平成２４年３月末現在） 

図書 ４２，２０３冊（うち行政資料６，７８１冊）、視聴覚資料１，０７８本 

・図書貸出数    ２５，５６３冊 

・視聴覚資料貸出数 ２，７００本 

・レファレンス件数 ３，８５０件 

 

イ 情報発信のための事業 

男女共同参画社会の実現に役立つ情報発信のため、情報ライブラリーフェスタ等のイベン

トを実施した。 

（ア）情報ライブラリーフェスタ 年２回 

県の「男女共同参画月間」及び国の「男女共同参画週間」にちなんで、パネル展と関連

図書を展示した。 

また、ライブラリーフェスタで作成した男女共同参画啓発パネル（９種）は市町村等に

無料で貸出した。（平成２３年度実績 美浜町始め２１件 延べ３３種） 

・「育てる男が社会を変える」 

 平成２３年６月２１日（火）～７月２４日（日） 

   ・「介護と男女共同参画」 

 平成２３年１０月１日（土）～１０月３０日（日） 

 

（イ）テーマ展示 年６回 

   時機を得たテーマを設定し、図書を展示した。 

 ・「今、考えたい。災害に対する備え～女性の視点を大切に～」 

平成２３年４月２１日（木）～６月１０日（金） 

 ・「女とファッション その歴史」 



 平成２３年６月１５日（水）～７月３１日（日） 

・「時代を変える！「なでしこ」たち～スポーツ参加から見る男女共同参画」 

平成２３年８月２日（火）～１０月５日（水） 

 ・「気になる？知りたい！女性の病気」 

平成２３年１０月４日（火）～１１月３０日（水） 

 ・「没後３０年 向田邦子をふたたび読む」 

  平成２３年１２月１日（木）～平成２４年２月７日（火） 

   ・「生活の質☆幸福度向上させ隊」 

    平成２４年２月１５日（水）～３月３１日（土） 

 

（ウ）団体等との協働事業（団体活動ＰＲパネル展） 年５回【新規事業】 

団体等の活動を紹介するパネル展と関連図書を展示した。 

・「フェアトレードでつながる女性達」 

名古屋をフェアトレード・タウンにしよう会 

平成２３年８月４日（木）～８月１７日（水） 

・「名古屋大学 男女共同参画への取り組み あかりんご隊」 

名古屋大学男女共同参画室 

平成２３年８月１９日（金）～９月４日（日） 

・「あいち女性面白マップ あなたの町の女性の力は？」 

ＮＰＯ法人ウィル２１フォーラム 

 平成２４年１月１２日（木）～２月７日（火） 

・「遊ぶ・話す・集まる・学ぶ、そして飲む」 

家事・育児するオトコの集まり ＫＡＪＩメンズ 

 平成２４年２月１５日（水）～２月２９日（水） 

・「ひとりで悩まないで！子宮筋腫・子宮内膜症・子宮腺筋症」 

子宮筋腫・内膜症体験者の会たんぽぽ 

平成２４年３月１日（木）～３月３０日(金) 

 

（エ）課題解決コーナー 年４回【新規事業】 

男女共同参画に関わる課題解決に向けて役立つ関連団体の情報、ちらし、リーフレット

などを提供し、関連する図書や新聞クリッピングを展示した。 

・「心の不調 どうする？」 

平成２３年５月２９日（日）～８月１８日（木） 

・「地域とつながる～ＮＰＯ・ボランティアに関心のある方へ～」 

平成２３年８月１９日（金）～１１月１日（火） 

・「配偶者や恋人からの暴力に悩んでいませんか？～相談できる窓口があります～」 

平成２３年１１月２日（水）～平成２４年２月７日（火） 

・「悩んでいませんか？パワハラ・モラハラ・職場のトラブル～職場の環境を整えよう～」 

 平成２４年２月１５日（水）～３月３１日（土） 

 



（オ）パネル展示 年４回 

県や国の男女共同参画に関連する月間や週間等にちなんで、パネル展と関連図書を展示

した。 

・「がん検診受診率５０％達成に向けた集中キャンペーン月間」パネル展 

※パネル提供 愛知県健康福祉部健康対策課 

 平成２３年１０月４日（火）～１０月２０日（木） 

・「女性に対する暴力をなくす運動」パネル展 

平成２３年１１月２日（水）～１１月３０日（水） 

・「人権週間」パネル展示 

※パネル提供 （独）国立女性教育会館 

平成２３年１２月４日（日）～１２月２７日（火） 

・「女性の健康週間」パネル展 

※パネル提供 愛知県健康福祉部健康対策課 

 平成２４年３月１日（木）～３月８日（木） 

 

（カ）今週の男女共同参画トピックス 【新規事業】 

  国や県、市町村、海外の男女共同参画に関する最新情報等をポスターにして年４７回掲示

した。 

（キ）情報ライブラリーコンシェルジュ（総合案内） 【新規事業】 

情報ライブラリーの利用の仕方や情報の探し方について館内利用者を対象に案内した。 

（平成２３年度実績 １３回／５２人） 

（ク）セミナー、情報誌「ウィルプラス」等に関連する図書展示 年１７回 

（ケ）テーマ別図書リスト 年２６種、新着資料案内「あらかると」 年６回の作成 

（コ）指定管理者コングレ・愛知グループ自主事業【新規事業】 

 ① 情報ライブラリーセミナー 参加者４６名（応募１１６名） 

    平成２３年１０月１６日（日）１３：３０～１５：００ 

    「不安を解消！親の介護、自分の老後 

～事前に知っておきたい、仕事と介護の両立の「戦略」」 

  ② 情報ライブラリーポイントカード 

      図書等の貸出冊数に応じてポイントを付与し、特典グッズと交換できるサービスで利用 

促進を図った。（平成２４年２月１５日から実施） 

 

(2) 情報提供事業 

男女共同参画に関する各種情報の収集を行うとともに、「ウィルあいちホームページ」を通

じ、団体・グループ情報、財団主催事業、施設の案内など各種情報の提供を行った。 

 ・ホームページアクセス数 ９３５，２８４件 

   ・インターネットパソコン利用者数 ６７９人 

 

＜理事会等の開催＞ 

財団の業務運営状況を審議するため、理事会等を次のとおり開催した。 

・理事会 ３回（平成２３年５月、１０月、平成２４年３月） 



・評議員会 ３回（平成２３年５月、１０月、平成２４年３月） 

 

 


