
平成２５年度あいち男女共同参画財団事業報告 

 

＜県民意識の変革＞ 

 注目を集めるイベントや各種講座の開催により、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 

世界で活躍する女性監督の映画を上映し、トークやシンポジウムを通して、男女共同参画意

識の啓発を図るとともに、映像制作に関わる女性の社会進出の支援を行った。 

また、昨年に引き続き、東日本大震災復興応援企画として県内在住被災者の無料招待や、支

援団体の協力のもと、東北の物産品の展示即売会を実施した。 

西尾市、弥富市、設楽町と共催し、地域的な広がりを持った映画祭とした。 

・開催日 平成２５年８月３１日（土）～９月８日（日） ９日間 

・会場  ウィルあいち会場 

共催市町 西尾市、弥富市、設楽町 

・内容 

 上映作品 ３８本 

   メイン作品  ２３本（海外監督１３本・日本監督１０本） 

（日本初公開１本・愛知初公開２０本・劇場未公開２本） 

   特別企画作品 １３本 

   短編作品    ２本（他にショートフィルムコンペティション１１作品） 

 イベント 監督のティーチイン（１７回うち３回は共催会場）、講演（２回）、 

シンポジウム・対談（２回）、企画トーク（７回）、 

東日本大震災復興応援企画物産展示即売会 

 招待者  映画監督、出演俳優等 ２１人 

 参加者  １６，３６６人 

映画上映 ９，３８８人（ウィルあいち８，３２４人、西尾市３０８人、 

            弥富市３５６人、設楽町４００人） 

      その他イベント ６，９７８人 

・短編映画（ショートフィルム）を募集 

   応募総数 ９９作品、１１作品をノミネート、グランプリ・準グランプリ各１作品 

・ポスター・チラシデザインを募集 

   応募総数 ２２１作品、最優秀賞１作品 

 

２ 男女共同参画に関する啓発 

(1) 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 １０セミナー、２公開講座 

○ 前期 

・男性セミナー① 

「Ｍｅｎ’ｓ専科」目指せ収納名人！！～整理整頓で空間と時間の無駄を減らそう～ 

平成２５年６月２日（日）開催 対象人員４０人 参加者２７人 

・テーマセミナー① 

「女性の参画後進国、日本。～日本再生のヒントはここにある！～」 

平成２５年６月２２日（土）始め３日間開催 対象人員３０人 参加者２９人 

・男性セミナー② 

「元気でいきいきセカンドライフ術！！」 

平成２５年６月３０日（日）開催 対象人員各３０人 参加者８人 

・テーマセミナー② 

「婚活応援！！料理教室でコミュニケーション」 

平成２５年７月６日（土）開催 対象人員男女各８人 参加者女８人 男８人 

・公開講座① 

「妻として、女優として －夫・大島渚と過ごした日々－」 

平成２５年９月８日（日）開催  対象人員１００人 参加者１００人 

○ 後期 

・公開講座② 

「企業における女性の活躍促進のために～働く女性や企業経営者・人事担当者の皆様へ、

内永ゆか子さんからの熱いメッセージ～」 

平成２６年１月２４日（金）開催 対象人員２００人 参加者１５０人 

・テーマセミナー③ 

「育休からの職場復帰に夫婦で備える！－育休後コンサルタントに聞く 子育てしながら

働くコツと両立の心がまえ－」 

平成２６年２月２日（日）開催 対象人員１２組（２４人） 参加者１３組（２６人） 

・男性セミナー③ 

 「ケアメン入門！～女性まかせにできなくなった介護」 

  平成２６年２月９日（日）開催 対象人員３０人 参加者１６人 

・テーマセミナー④ 

 「「ＤＶ」を学ぶ－支援のために必要なこと－」 

  平成２６年２月１３日（木） 対象者３０人 参加者１８人 

・女性の能力開発セミナー 

  「ワンランクアップを目指す女性のための能力開発セミナー」 

  平成２６年２月２２日（土）始め２日間開催 対象人員３０人 参加者１８人 

・父親と子どもセミナー① 

 「キッチンサイエンス～お父さんといっしょに楽しくカガク～」 

平成２６年３月２日（日） 対象人員８組１６人 参加者７組１４人 

・父親と子どもセミナー② 



 「こづかいゲームでやりくり上手！」 

平成２６年３月８日（土） 対象人員２０組４０人 参加者１３組２７人 

 

(2) ワーク・ライフ・バランス推進事業 

女性の社会参画を促進するため、健康で働き続けられるよう心身の調和を保つことをサポート 

し、また、男性の育児参加を促進するための教室を開催した。 

ア 働く女性のための３Ｒ講座        週４回教室開催 参加者 ７２２人 

イ パパと遊ぼう「子育てスキンシップ教室」 週３回教室開催 参加者 ４２１人 

 

(3) 男女共同参画広報誌の発行 

主催セミナー等の参加者を効果的に募集するため、男女共同参画広報誌「ウィルプラス」

に、事業の案内・報告や、男女共同参画に関する動き、情報などを掲載し、広報活動を行っ

た。 

ア 発行回数  ３回（№77 ７月発行、№78 １２月発行、№79 ３月発行） 

イ 発行部数  １０，０００部 

ウ 規  格  Ａ４判 ８ページ 

エ 特集テーマ №77「２０１３今年の映画祭」 №78「女性と就業」 

№79「子どもとネット社会」 

 

＜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ともに、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 

  ワーク・ライフ・バランス推進事業 

心と体の健康づくり及びリフレッシュのための機会を提供した。 

  女性のためのウェルエイジング講座 週４回教室開催 参加者 １，２７９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との連携を強化し、事業の

効果を上げるとともに、団体間の交流を促進した。 

(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

けた啓発を行った。 

・実施回数 １４回（稲沢市、設楽町、東海市、豊山町、大府市、犬山市、岡崎市、豊田市、

豊明市、瀬戸市、南知多町、弥富市、あま市、豊橋市） 

・参加者  ８５４人 

 

(2) 協働推進事業 



ア あいち女性連携フォーラム 

女性の活躍に向けた機運を醸成し、県内女性団体の連携ネットワークを構築した。 

・記念講演会を男女共同参画セミナーの一環として実施した。 

・関連事業として、からふる女性応援士隊結成記念シンポジウムを実施した。 

イ ウィルあいちフェスタ 

・開催日    平成２５年１１月９日（土） 

・参加団体   ２４団体２４企画 

・イベント内容 講座・講習会：８、活動発表：１、その他：１５ 

・参加者    ７０５人 

ウ 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。 

   ・「新聞の力－わたし達の役割 ～これからの高齢社会を元気に歩くために～」 

    愛知県女性地域実践活動交流協議会 参加者７５名 

    平成２５年５月２３日（木） 

   ・自分らしく生きるための離婚 

    axisPROLINK 参加者２７名 

平成２５年７月２０日（土） 

   ・あいち女性創業支援セミナー 

    日本政策金融公庫、中小企業基盤整備機構 中部本部 参加者２１名 

    平成２５年９月２４日（火）、平成２５年１０月９日（水） 

   ・ソプラノ＆混声合唱によるハーモニ－コンサ－ト ～届け！心の歌声、東北へ～ 

    あいち国際交流はなのき会 参加者６８７名 

    平成２６年１月１３日（月） 

・「からふる女性応援士隊結成記念シンポジウム 『女性×起業』～夢を叶える～」 

axis PROLINK 参加者 ５５名 

平成２６年２月１日（土） 

・「時間栄養学からみた理想の食べ方 ～マスコミでは語れない食のウソ・ホント～」 

ウィルあいち交流ネット 参加者 １２１名 

平成２６年３月１６日（日） 

 

(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５回（４月、６月、８月、１２月、３月） 

・ウィルあいちフェスタ参加 平成２５年１１月９日（土） 

・ウィルあいち交流ネットセミナー開催 平成２６年３月１６日（日）  

 

３ 社会参画の促進 

(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（年１０日間） 平成２５年５月３０日（木）開講式 

・参加者  ２３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。 

・「女のロマン 市川房枝」 

平成２５年１０月４日（金） 参加者５９人 

 

(2) 女性の再チャレンジ支援事業 

子育て等でいったん仕事を中断した女性の社会参画を支援するため、就業・起業についての

相談や起業に役立つスキル取得のための講座を実施した。 

ア 女性の再チャレンジ相談 

就業相談：年５回（延べ１０人） 利用者７人 

起業相談：年５回（延べ３０人） 利用者２６人 

イ ネイリスト養成セミナー 

年１期（合計６０時間） 対象人員２５人 参加者１６人 

ウ ファイナンシャル・プランナー養成セミナー 

年１期（合計２１時間） 対象人員３０人 参加者３３人 

 

＜情報の蓄積と発信＞ 

 男女共同参画社会実現のために、必要かつ適切な情報の収集・調査を行い、効果的な情報提供を

図った。 

 

１ 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。 

・蔵書数（平成２６年３月末現在） 

図書 ４４，４３７冊（うち行政資料６，９８４冊）、視聴覚資料１，１７３点 

・図書貸出数     ２７，１９５冊 

・視聴覚資料貸出数   ２，２４６点 

・レファレンス件数   ３，８４１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 

     国の男女共同参画週間及び愛知県の男女共同参画月間にちなんで、情報ライブラリーで

作成したパネルと関連図書等を展示した。 

 ・「女性の力で経済活性化！」 

平成２５年６月２２日（土）～７月２１日（日） 

   ・「男もつらいときがある」 

    平成２５年１０月１日（火）～１０月３１日（木） 

（イ）テーマ展示 年６回 

   時機を得たテーマを設定し、図書を展示している。 

 ・「はばたけ☆宇宙女子」 

平成２５年４月１９日（金）～６月１８日（火） 

   ・「生誕１２０年 市川房枝」 

    平成２５年６月１９日（水）～８月２２日（木） 

   ・「家族みんなで考えたい！ワーク・ライフ・バランス」 

平成２５年８月２３日（金）～１０月２２日（火） 

   ・「心と身体の多様な性のあり方を考えよう」 

平成２５年１０月２３日（水）～１２月１１日（水） 

・「情報ライブラリーから、本との出会いをプレゼント。」 

平成２５年１２月１２日（木）～平成２６年２月１４日（金） 

・「パパのチカラ～男の家事・育児～」 

平成２６年２月１５日（土）～３月３０日（日） 

（ウ）「今週の参画トピックスコーナー」の設置 ４８回 

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掲示した。 

（エ）課題解決支援コーナー 年４回 

男女共同参画に関わる課題解決に向けて役立つ情報を提供し、関連する図書や新聞クリ

ッピングを展示した。 

・「セクハラ・パワハラ 悩んでいませんか？」 

平成２５年４月１１日（木）～７月５日（金） 

・「あなたのシニアパワー まだまだ活かせます！」 

平成２５年７月６日（土）～１０月２６日（土） 

・「ちょっと待って、それって ほんとに 愛ですか…？」 

平成２５年１０月２７日（日）～平成２６年１月１６日（木） 

・「家族で子育て 地域で子育て 社会で子育て」 

平成２６年１月１７日（金）～３月３０日（日） 

（オ）団体との協働事業の実施（団体活動ＰＲパネル展） 年５回 

・「男女共同参画社会をめざして」 

かすがい女性連盟 



 平成２５年７月２４日（水）～８月７日（水） 

・「地域開発みちの会活動紹介」 

地域開発みちの会 

 平成２５年８月９日（金）～８月２９日（木） 

・「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２６年１月９日（木）～１月２４日（金） 

・「面会交流ってなあに？」 

名古屋ファミリー相談室（FPIC）面会交流部 

 平成２６年２月６日（木）～２月２８日（金） 

・「あいち国際理解教育ステーションの活動」 

あいち国際理解教育ステーション 

 平成２６年３月６日（木）～３月２８日（金） 

（カ）パネル展示 ２回 

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

た。 

 ・ 「女性に対する暴力をなくすために」 

   平成２５年１１月９日（土）～１１月３０日（土） 

 ・ 「子どもの人権と児童虐待」 

   平成２５年１２月３日（火）～１２月２７日（金） 

（キ）情報ライブラリーコンシェルジュ（総合案内） ２２回 

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。 

（ク）セミナー、情報誌「ウィルプラス」等に関連する図書展示 ２１回 

（ケ）テーマ別資料リスト ３０種、新着資料案内「あらかると」 ６回 

（コ）指定管理者コングレ・愛知グループ自主事業 

① 情報ライブラリー利用ポイントカード 

      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 情報ライブラリーセミナー 

      「男性のための「伝え方」「聴き方」講座」 

      平成２５年１０月２０日（日） 対象人員２０名 参加者３９名 

 

(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、イベント情報、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 ６８６，９６３件 

 

＜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２５年５月、６月、平成２６年３月） 



・評議員会 ２回（平成２５年６月、平成２６年３月） 

（平成２６年３月評議員会は、決議の省略の方法による。） 

 


