
平成２８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の上映と、講演会やトークイベント等の関連事業を通し

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、半田市、弥富市及び公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団と共催し、県内各

地で実施することにより、地域的な広がりを持った映画祭とした。 

  ・期 間 平成２８年９月７日（水）～９月１１日（日） ５日間 

  ・会 場 ウィルあいち 

       アイプラザ半田 

       弥富市総合社会教育センター 

       愛知県青年の家（岡崎市） 

・内 容 

招待作品上映    

海外作品：「アジア・ムービー インパクト」として、ASEAN加盟国を中心にアジア各

国・地域（台湾、パキスタン、マレーシア、フィリピン、ベトナム、香港）

の６作品を上映するとともに、欧米の５作品を上映。 

国内作品：女性監督の新作、話題作など８作品を上映。 

フィルム･コンペティション 

長編フィルム部門 

応募総数９作品、ノミネート４作品上映（グランプリ１作品） 

短編フィルム部門 

応募総数４１作品、ノミネート１０作品上映（グランプリ１作品、準グランプリ１作品、

観客賞１作品） 

国連広報センター連携企画 

女性の教育を軸に映画の上映と講演会を開催 

国連制作 女性関連ドキュメンタリー・ショートフィルムの上映 

   女性の活躍、わが社のチャレンジ ショートフィルム２０１６ 

    応募のあった企業２社の作品を上映 

   イベント 監督等のトークイベント（２０回。うち３回は半田会場、弥富会場、愛知県

青年の家会場）、講演（１回）、情報ライブラリ－映画祭関連展示、東日本大震災復興

支援企画（被災者の無料招待、パネル展示） 



   ポスター・パンフレット表紙デザイン募集 

    応募総数１９作品、最優秀賞１作品 

  ・ゲスト  映画監督、出演俳優等 ２５人（海外４人、国内２１人） 

  ・参加者  １３，５１２人 

        映画 ５，９８０人（ウィルあいち５，０９４人、半田会場４７０人、弥富会場

３２３人、愛知県青年の家会場９３人） 

        その他イベント ７，５３２人 

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等、男女共同参画の促進に向けた講座を開催した。 

〇前期 

 ・テーマセミナー① 

    「会話がはずむ！人間関係がぐっと良くなるコミュニケーション」 

     平成２８年６月２５日（土）開催 参加者２４人 

   ・テーマセミナー② 

「定年が見えてきたあなたへ～余裕？貧乏？いったいどんな老後になるの～」 

     平成２８年７月３０日（土）始め２日間開催 参加者６７人 

   ・様々な困難を抱える人々への理解促進セミナ－① 

    「ＬＧＢＴ～多様な“性”のあり方～」 

     平成２８年７月２４日（日）始め２日間開催 参加者５６人 

  〇後期      

 ・テーマセミナー③ 

  「ストレスと心の関係～役立つストレスマネジメント～」 

     平成２９年１月２２日（日）始め２日間開催 参加者５６人 

 ・テーマセミナー④ 

「鍛えよう！『睡眠力』～人生の３分の１を快適に～」 

平成２９年２月１８日（土）始め２日間開催 参加者７０人 

   ・様々な困難を抱える人々への理解促進セミナ－② 

「暮らしの中の介護予防 ～からだと住まいを整える～」 

平成２９年３月１１日（土）開催 参加者３１人 

   ・親と子のセミナ－① 

「体感♪リズムでコミュニケ－ション！～音楽遊びで親子の絆を深めよう～」 

平成２９年２月２６日（日）開催 参加者５組１０人 

・地域の課題解決セミナ－① 

    「地域と人を育むネットワ－クとは」 



平成２９年２月１８日（土）始め２日間開催 参加者６６人 

   ・公開講座① 

    第１部 「山が教えてくれたこと～人間
ひ と

の力・自然の力～」 

第２部 チャリティ－コンサ－ト 

平成２８年１１月６日（日）開催 参加者６６５人 

     あいち女性連携フォ－ラムとの協働により実施 

   ・公開講座② 

    「働き方改革 ～多様性を実現する柔軟な働き方とは～」 

     平成２９年３月８日（水）開催 参加者９６人 

     あいち女性連携フォ－ラムとの協働により実施 

(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

ポートしたり、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教室   週４教室 参加者５４９人 

イ パパと遊ぼう「子育てスキンシップ教室」 週３教室 参加者５４０人 

(3) 男女共同参画広報誌の発行 

主催セミナ－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（No.８６ ７月発行、No.８７ １２月発行、No.８８ ３月発行） 

イ 発行部数  各９，０００部 

ウ 規  格  Ａ４判 ８ペ－ジ 

エ 特集テ－マ No.８６「あいち国際女性映画祭２０１６」 

          No.８７「ダブルケアの現実～介護と子育てが同時にやってくる～」 

          No.８８「多様性を考慮した社会とは？～社会で向き合うＬＧＢＴ～」 

＜社会参画と交流の促進＞ 

 女性が抱える諸問題の解決に向けた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、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教室 週４教室 参加者１，２２９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すること

により、事業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ることが難しい地域に出向き、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の実現に向けた啓発を

行った。 

 ・実施回数 １５回（設楽町、稲沢市、犬山市、北名古屋市、東海市、東郷町、西尾市、春

日井市、幸田町、岡崎市、豊田市、弥富市、安城市、半田市、飛島

村） 

 ・参加者数     １，２０４人 

 (2) 協働推進事業 

   女性団体、ＮＰＯ、市町村、企業、大学等とのネットワークを構築したり、各種連携事

業を実施することにより、女性の活躍に向けた機運の醸成を図った。 

ア あいち女性連携フォーラム 

・会員団体が主催するイベントやセミナー等の情報を集約して会員団体に配信した。 

・公開講座① 

    第１部 「山が教えてくれたこと～人間
ひ と

の力・自然の力～」 

    第２部 チャリティ－コンサ－ト 

平成２８年１１月６日（日）開催 参加者６６５人 

   ・公開講座② 

  「働き方改革 ～多様性を実現する柔軟な働き方とは～」 

平成２９年３月８日（水）開催 参加者９６人   

   ・全体交流会 

     平成２９年３月８日（水）開催 参加者２０人  

イ ウィルあいちフェスタ 

開催日  平成２８年１１月２６日（土） 

参加団体 ２３団体  

イベント内容 講座・講習会：５、発表会：５、その他：１３ 

参加者  ８２４人 

ウ からふる女性応援士隊による個別起業相談会 

   平成２８年６月４日（土）始め３日間開催 相談者１９人 

エ ウィルあいち交流ネットの支援 

   ・情報交換会を毎月開催 

   ・ウィルあいち交流ネット通信の発行 ４回 



   ・ウィルあいち交流ネットセミナ－開催  

     映画上映『Ｓｔａｒｔ Ｌｉｎｅ』 

     平成２９年３月１９日（日）開催 参加者１３０人 

オ その他の協働事業 

   ・講演会 「地域のビジネスで個人の強みを生かす」 

共催者 愛知県女性地域実践活動交流協議会 

平成２８年５月２５日（水）開催 参加者４８人 

   ・女性のための創業支援塾 

共催者 日本政策金融公庫名古屋創業支援センター、中小企業基盤整備機構中部本部、

あいち産業振興機構 

     平成２８年６月１５日（水）始め３日間開催 参加者３２人 

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－ 

    政策や方針決定の場への女性登用の積極的推進、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

た者を対象としたセミナーを実施した。 

・実施回数 １回（年１０日間）  

・参 加 者 ２４人 

・主な内容 愛知県の男女共同参画行政、政策･方針決定過程への女性の参画、地域福

祉、ドメスティック・バイオレンス－女性と子どもへの被害、女性と経済、

女性の雇用と活躍促進、地域リーダーに求められるもの、男女共同参画統計

データの活用、女性のチャレンジ－科学者の活躍と性差の科学 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修了生を対象にセミナーを開催した。 

   ・「わが町創生 ～自ら調べ、自ら考え、自ら行動～」 

     平成２９年２月１日（水）開催 参加者５９人 

(2) 女性の再チャレンジ支援事業 

女性のための起業相談 

子育て等で仕事を中断した女性の社会参画を支援するために、起業に関する相談を行った。 

    平成２８年６月１５日（水）始め５日間開催 相談者 ２８人 

(3) 女性の活躍促進事業（実行委員会事業） 

女性の就労の定着や活躍の場の拡大促進に向け、愛知県及び愛知県経営者協会とともに



実行委員会を組織し、各種事業を実施した。 

ア 働く女性のキャリアアップ・交流事業 

管理職として将来活躍する人材を育成するための「女性管理職養成セミナー」や、働

く女性の交流会を開催した。 

・女性管理職養成セミナー(４コース) 

     名古屋会場 （１日水曜コ－ス） 参加者２１人 

     名古屋会場 （半日金曜コ－ス） 参加者２５人 

     名古屋会場 （半日土曜コ－ス） 参加者１８人 

     岡崎会場  （１日木曜コ－ス） 参加者２４人 

   ・働く女性の交流事業 

    平成２８年１２月２日（金）    参加者７０人 

 イ 男性管理職向けワークショップ 

男性管理職を対象に、女性の活躍に向けた意識改革や、効率的な働き方などマネジメン

ト能力の向上を目的とするワークショップを開催した。 

    「男性管理職の意識改革／職場環境づくり」 

     名古屋会場・岡崎会場各１回 参加者５０人 

    「女性部下育成のためのコミュニケーション」 

     名古屋会場・岡崎会場各１回 参加者４５人 

    「育休復帰前後の人材マネジメント」 

     名古屋会場・岡崎会場各１回 参加者２８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 

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、資料の収集と

提供を行うとともに、情報発信のための事業を実施した。 

平成２８年４月２７日に、コーヒー等を飲みながら本を読むことができるスペース

「ライブラリーカフェ」を設置した。 

ア 図書・雑誌・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に役立つ図書・雑誌・行政資料・視聴覚資料などの資料を収

集し、閲覧、貸出し及びレファレンスを行った。 

・蔵書数 

図書 ４７，４５６冊（うち行政資料 ７，３０６冊）、視聴覚資料 １，２２２点 

・図書貸出数     ３３，７１６冊（対前年同月比 １１０．７％） 



・視聴覚資料貸出数   ３，５２５点（対前年同月比 １０６．６％） 

・レファレンス件数   ４，３３２件（対前年同月比 １０１．４％） 

イ 情報発信のための事業 

男女共同参画に関わる課題解決に向けて役立つ情報の発信や、情報ライブラリーの利

用促進を図る企画事業を行った。 

また、女性団体、ＮＰＯ、市町村、企業、大学等との協働による事業を実施すること

により、情報発信力を高めるとともに、連携を強化した。 

（ｱ）情報ライブラリーフェスタ 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や関連図書等を展示した。 

 ・「みんなでサンカク！（中高生向け）」 ６月１６日（木）～７月１７日（日） 

 ・「データで分かる！愛知の女性～全国と比較して～」 

      １０月１日（土）～１０月３０日（日） 

（ｲ）テーマ展示の実施 ６回 

  時宜を得たテーマを設定し、図書等を展示した。 

 ・「仕事の困った！を解決する本」 ４月２０日（水）～６月２２日（水） 

 ・「ミライにＶＯＴＥ！（投票）」 ６月２３日（木）～８月１７日（水） 

 ・「地球にお財布にやさしい生活」 ８月１８日（木）～１０月１１日(火) 

 ・「やれるんだぜ！男だって家事！」 １０月１２日（水）～１２月８日(木) 

 ・「女と男のアレコレ～解決のヒントに～」 １２月９日（金）～２月２２日（水） 

 ・「すこやかに働く！～心と体を大切にする働き方～」２月２３日（木）～３月３１日（金） 

（ｳ）「ＤＶ」及び「人権」のパネル展の実施 

  「女性に対する暴力をなくす運動」及び「人権週間」にちなんで、パネルと関連図

書を展示した。 

 ・「知ってほしいＤＶのこと」 １１月１日（火）～１１月３０日（水） 

 ・「性の多様性と人権」 １２月２日（金）～１２月２５日（日） 

（ｴ）「今週の参画トピックスコーナー」の設置 ４８回 

  国内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、情報ライブラリーや

エレベータ等に掲示した。 

 （ｵ）団体等との協働事業「団体活動ＰＲパネル展」の実施 

   男女共同参画に関わる活動を行う団体に、自らの活動・研究の成果や課題をＰＲす

るパネル展を行う場を提供し、情報交換や交流の促進を図った。 

  ・「名古屋工業大学男女共同参画推進センターの取組」 

名古屋工業大学 

７月２１日（木）～８月４日（木） 

  ・「４コマ漫画で見る男女共同参画 この１０年」 

   さんか・クラブ 



    ８月１８日（木）～９月１日（木） 

  ・「あいち女性面白マップ２０１６～あなたの町の女性の力は？～」 

   ＮＰＯ法人ウィル２１フォーラム 

    １月５日（木）～１月１９日（木） 

  ・「働きたいあなたを応援します」 

   あいちマザーズハローワーク 

    ２月２日（木）～２月２３日（木） 

  ・「東日本大震災による愛知県への避難者の動向」 

愛知県被災者支援センター 

２月２５日（土）～３月１６日（木） 

（ｶ）セミナー、情報誌「ウィルプラス」等に関連する展示 ２０回 

   ウィルあいち内で実施される講座やイベントに合わせて、関連する資料の展示や資

料リストを配布し、講座受講と情報活用による学習効果の向上を図った。 

 （ｷ）テーマ別資料リスト ３７種、新着資料案内「あらかると」 ６回作成・配布 

 （ｸ）男女共同参画啓発パネルの貸出 東郷町始め５９件（啓発パネル７６組） 

   県や市町村のイベント等に、情報ライブラリーが作成した啓発パネルの貸出を行

い、啓発活動を支援した。  

 （ｹ）ライブラリーコンシェルジュ（総合案内） ２３３回 ４７０人 

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。 

  (ｺ) 県内大学等の学外授業の受入  延べ６大学 ３９２人 

 （ｻ）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

で利用促進を図る。８月からは、対象を中学生までとする「こどもポイントカー

ド」を配布した。 

②「女性活躍支援コーナー」の設置 ４回 

 女性活躍の妨げとなっている課題をテーマに設定し、その課題の解決に役立つ情報を

関係機関の協力を得て収集・作成し、関連する図書等の展示を行った。 

  ・「身の丈起業、してみませんか？」 ４月２４日（日）～７月１２日（火） 

   ・「理系女子～未来は可能性に満ちている～」 

７月１３日（水）～１０月１５日（土） 

   ・「パートナーからの暴力に悩んでいませんか？」 

１０月１６日（日）～１月２１日（土） 

     ・「Ｒｅｓｔａｒｔ！もう一度働こう」 

 １月２２日（日）～３月３１日（金） 

  ③「ライブラリーｄｅビンゴ」の実施 

    資料の貸出しに応じてビンゴカードにシールを貼り特典グッズと交換できる、親



子で参加可能なイベントを実施した。 

    ６月１４日（火）～９月３０日（金） 参加者 ９６人 

 (2) 情報提供事業 

男女共同参画に関する各種情報を収集し、インターネット等により情報提供を行った。 

・ホームページアクセス数 １，６２６，９８１件 

＜理事会等の開催＞   

 財団の運営に関する重要事項を審議するため、理事会及び評議員会を開催した。 

 ・理事会  ４回（平成２８年５月、６月、１２月、平成２９年３月） 

 ・評議員会 ３回（平成２８年６月、平成２９年１月、３月） 


