
平成２６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。 

 

１１１１    男女共同参画に関する男女共同参画に関する男女共同参画に関する男女共同参画に関する理解促進理解促進理解促進理解促進    

あいち国際女性映画祭あいち国際女性映画祭あいち国際女性映画祭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、弥富市と共催し、地域的な広がりを持った映画祭とした。 

なお、東日本大震災復興支援企画として、県内在住被災者の無料招待や支援団体の協力のも

と、東北の物産展示即売会と県内在住被災者の現状と支援内容に関するパネル展示を行った。 

・期 間 平成２６年９月３日（水）～９月７日（日） ５日間 

・会 場 ウィルあいち 

弥富市総合社会教育センター 

・内 容 

 上映作品 ２８本 

   メイン作品  ２１本（海外監督１０本、日本監督１１本） 

（日本初公開２本、愛知初公開１８本） 

   特別企画作品  ５本（名作・話題作４本、国連広報センター連携企画１本） 

   短編映画作品  ２本（他にショートフィルムコンペティションノミネート作品１０

本） 

 イベント 監督のトークイベント（１４回。うち１回は弥富市会場）、講演（２回）、シン

ポジウム（１回）、対談（２回）、企画トーク（１回）、東日本大震災復興支援企

画（被災者の無料招待、東北物産展示即売会、パネル展示）、国連ショートフィ

ルム上映会、「女性の活躍、わが社のチャレンジ ショートフィルム」上映会 

 ゲスト  映画監督、出演俳優等 ２６人（海外２人、国内２４人） 

 参加者  １３，０６０人 

映画上映 ６，４５６人（ウィルあいち６，１２９人、弥富市３２７人） 

      その他イベント ６，６０４人 

・短編映画（ショートフィルム）を募集 

   応募総数９１作品、ノミネート１０作品（グランプリ１作品、準グランプリ２作品） 

・ポスター・チラシデザインを募集 

   応募総数７７作品、最優秀賞１作品 

 

２２２２    男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画に関する啓発に関する啓発に関する啓発に関する啓発    

(1)(1)(1)(1)    男女共同参画セミナー男女共同参画セミナー男女共同参画セミナー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。 

○前期 



・ テーマセミナー① 

      「女性の起業を考える  ソーシャルビジネスという働き方」 

       平成２６年６月２９日（日）開催 対象人員３０人 参加者３８人 

・ テーマセミナー② 

      「あすが見えない ～生活困難を抱える若者や女性たち～」 

平成２６年７月２７日（日）始め３日間開催 対象人員９０人 参加者１３０人 

・ 男性セミナ－① 

      「男性のための体験型コミュニケーション講座」 

       平成２６年７月２６日（土）開催 対象人員２０人 参加者１６人 

   ・ 公開講座① 

      「やっぱり、映画はおもしろい！」 

       平成２６年９月７日（日）開催 対象人員１００人 参加者１００人  

○後期 

   ・ 公開講座② 

「ひとりぼっちの私が市長になった！」 

       平成２７年２月２８日（土）開催 対象人員９０人 参加者７５人 

 ・ テーマセミナ－③ 

      「あすが見えない パート２ ～生活不安の中で～」 

       平成２７年２月２２日（日）始め３日間開催 対象人員９０人 参加者６１人 

 ・ 地域の課題解決セミナー 

      「いざという時のために！ 

～男女共同参画と誰もが安心・安全な避難所を作るために～」 

平成２７年２月１５日（日）開催 対象人員３０人 参加者２５人 

 ・ 男性セミナー② 

      「元祖イクボスに学ぶ！イクメンは、なぜ仕事もデキるのか？」 

       平成２７年２月１４日（土）開催 対象人員３０人 参加者１４人 

   ・ 父と子のセミナー 

      「お父さんと子どもの手作り教室 とことこオモチャを作ろう」 

       平成２７年３月７日（土）開催 対象人員１２組２４人 参加者１０組２０人 

   ・ テーマセミナー④ 

      「海外で、国際社会で、活躍する人材になる！ 

        グローバルに働きたい女性のための異文化適応トレーニング」 

       平成２７年３月１４日（土）開催 対象人員３０人 参加者３１人 

 

((((2222))))    ワーク・ライフ・バランス推進事業ワーク・ライフ・バランス推進事業ワーク・ライフ・バランス推進事業ワーク・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教室 参加者 ６２８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 ５５２人 

    

（（（（3333）男女共同参画広報誌の発行）男女共同参画広報誌の発行）男女共同参画広報誌の発行）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.８０ ７月発行、No.８１ １２月発行、No.８２ ３月発行） 

 イ 発行部数  ９，０００部 

 ウ 規  格  Ａ４判 ８ペ－ジ 

 エ 特集テ－マ No.８０「今年の映画祭」 

         No.８１「睡眠とこころの健康」 

         No.８２「ともに生きる ～今どきの結婚事情～」 

    

＜社会参画と交流の促進＞＜社会参画と交流の促進＞＜社会参画と交流の促進＞＜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。 

１１１１    心身の健康づくり心身の健康づくり心身の健康づくり心身の健康づくり    

  ワーク・ライフ・バランス推進事業ワーク・ライフ・バランス推進事業ワーク・ライフ・バランス推進事業ワーク・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教室 参加者 １，２４０人 

 

２２２２    交流と協働の推進交流と協働の推進交流と協働の推進交流と協働の推進    

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、団体間の交流を促進した。 

(1)(1)(1)(1)    サテライトセミナーサテライトセミナーサテライトセミナー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の実現に向けて啓

発を行った。 

・実施回数 １５回 （一宮市、大府市、東郷町、東海市、刈谷市、犬山市、津島市、 

西尾市、北名古屋市、春日井市、豊田市、愛西市、設楽町、半田市、飛島村）  

・参加者  １，３２２人 

 

((((2222))))    協働推進事業協働推進事業協働推進事業協働推進事業    

    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２６年１１月１５日（土） 

・参加団体   ２４団体 

・イベント内容 講座・講習会：７、発表会：３、その他：１５ 

・参加者    ８３２人 

    

イ 協働事業 

女性の活躍促進に向けた様々な事業を女性団体、企業、関係機関等と協働して実施し、

事業効果を高めるとともに、相互の連携強化を図った。 

・「『女性が輝く国』になるために」 

愛知県女性地域実践活動交流協議会 参加者６４人 

平成２６年５月１３日（火） 



・「からふる女性応援士隊 個別相談会」 

axis PROLINK（２回目からは日本政策金融公庫も共同参加） 

    平成２６年６月７日（土）始め４日間開催 参加者１９人 

・「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 

    平成２６年９月１２日（土）始め２日間開催 参加者３６人 

・「性の売買と人権―北欧モデルの可能性」 

ウィルあいち交流ネット 

平成２６年１０月２６日（日） ７２人 

・「ウクライナの歌姫ナターシャ・グジー コンサート 

～水晶の歌声とバンドゥーラの可憐な響き～」 

あいち国際交流はなのき会 

平成２６年１１月１５日（土） ６１０人 

  ・「ひとりぼっちの私が市長になった！」 

あいち女性連携フォーラム 

平成２７年２月２８日（土） ７５人 

※あいち女性連携フォーラムについては、会員団体の情報の集約と配信（月１回）及

び全体交流会（平成２７年２月２８日（土））を開催した。 

 

ウ 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、情報交換の場を提供するとともに、「ウィルあいち交

流ネット通信」を発行した。 

・情報交換会の開催 毎月１回 

・｢ウィルあいち交流ネット通信」の発行 ２回 

・ウィルあいち交流ネットセミナ－開催 平成２６年１０月２６日（日） 

 

３３３３    社会参画の促進社会参画の促進社会参画の促進社会参画の促進    

(1)(1)(1)(1)    男女共同参画人材育成事業男女共同参画人材育成事業男女共同参画人材育成事業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）  

・修了者  ２７人 

・研修期間 １年間 

・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、女性のチ

ャレンジ－科学者の活躍と性差の科学、ドメスティック・バイオレンス－女

性と子どもへの被害、地域リーダーのコミュニケーション、地方行政と住民

参加、女性と経済、男女共同参画統計データの活用ほか 

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。 

・「多文化共生のまちづくり ～伝えよう、地域の魅力を世界の人々に～」 

 平成２７年１月７日（水） 参加者５３人 

 

((((2222))))    女性の再チャレンジ支援事業女性の再チャレンジ支援事業女性の再チャレンジ支援事業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８人 

起業相談：年５回（延べ３０人） 利用者２６人 

イ ファイナンシャル・プランナー養成セミナー 

７回（合計２４．５時間） 対象人員３０人 参加者３４人 

 

(3)(3)(3)(3)    女性の活躍促進事業（実行委員会事業女性の活躍促進事業（実行委員会事業女性の活躍促進事業（実行委員会事業女性の活躍促進事業（実行委員会事業） 

   女性の就労の定着と活躍の場の拡大の促進に向け、愛知県、愛知県経営者協会とともに

「あいち女性の活躍促進事業実行委員会」を組織し、ミニセミナ－及び交流会並びにシン

ポジウム及び公開講座を実施した。 

ア 働く女性のネットワーク構築事業（キャリアアップ＆交流ビュッフェ） 

・第１回 平成２６年 ９月１２日（金） 参加者 ４９人 

・第２回 平成２６年１０月１０日（金） 参加者 ５５人 

・第３回 平成２６年１１月 ７日（金） 参加者 ２５人 

・第４回 平成２６年１２月 ６日（土） 参加者 ３９人 

・第５回 平成２７年 ２月１２日（木） 参加者 ３８人 

 

イ チャレンジシンポジウム及び公開講座 

(ア) シンポジウム 

企業経営と女性の活躍を考えるシンポジウム「女子力で会社を変えるには」 

平成２６年１０月１１日（土） 参加者６９人 

(イ) 公開講座 

第１回 女性の活躍応援公開講座「仕事も子育てもあきらめない！」 

平成２６年１１月１日（土） 参加者５５人 

第２回 女性の活躍応援公開講座「チャレンジする楽しみ～『働く』という選択肢を

考える～」 

平成２７年２月１１日（水） 参加者４９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

供を図る。 

 

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ている。 

・蔵書数（平成２７年３月末現在） 

図書 ４５，３８２冊（うち行政資料７，０９１冊）、視聴覚資料１，２１２点 

・図書貸出数     ２９，１４６冊（対前年比 １07．2％） 

・視聴覚資料貸出数   ３，１０７点（対前年比 １38．3％） 

・レファレンス件数   ３，９２４件（対前年比 １02．2％） 

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ている。 

・「わたしのミライ、自分で選ぶ」 

平成２６年６月２１日（土）～７月２７日（日） 

・「変わるライフコース その常識はもう古い？～仕事と暮らし 男女の今～」 

平成２６年１０月１日（水）～１０月３１日（金） 

(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。 

・「「ほしい未来」のつくり方。～社会の課題は楽しく解決できる～」 

平成２６年４月２２日（火）～６月１３日（金） 

・「きらめくスタァ、読んでみる？宝塚歌劇１００周年」 

平成２６年６月１５日（日）～７月３１日（木） 

・「抜け出したい！貧困スパイラル」 

平成２６年８月１日（金）～１０月８日（水） 

・「知っておきたい。産後のからだとこころ」 

平成２６年１０月９日（木）～１２月１８日（木） 

・「ライブラリーの美味しい本」 

平成２６年１２月１９日（金）～平成２７年２月２１日（土） 

・「働くってなんだ？～就職を考えるきみに伝えたい」 

平成２７年２月２２日（日）～３月３１日（火） 

(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

ている。 

(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ている。 

・「私のからだは私が守る！！」 

平成２６年４月２７日（日）～７月２０日（日） 

・「被害に遭っていませんか？～セクハラ、パワハラ、マタハラ～」 

平成２６年７月２３日（水）～１０月２５日（土） 

・「ＤＶで悩んでいるひとのために」 



平成２６年１０月２６日（日）～平成２７年１月２７日（火） 

・「こころの不調が気になる時に」 

平成２７年２月４日（水）～３月３１日（火） 

(ｵ) 団体との協働事業の実施 年４回 

・「ＮＰＯ法人名古屋おやこセンター」 

平成２６年７月３１日（木）～８月１３日（水） 

・「尾張旭市男女共同参画社会推進ボランティア「あゆネット」」 

平成２６年８月１５日（金）～８月２９日（金） 

・「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２７年２月５日（木）～２月２７日（金） 

・「世界の課題 地域の課題 

 ＮＰＯ法人あいち国際理解教育ステーション（ＡＩＳ）」 

平成２７年３月５日（木）～３月２７日（金） 

 (ｶ) パネル展示 

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

している。 

・「知ってほしい、ＤＶのこと」 

平成２６年１１月１日（土）～１１月３０日（日） 

※愛知県図書館共同企画として、愛知県図書館においても実施 

平成２６年１１月１４日（金）～１２月１０日（水） 

・「子どもの人権について考える～「子どもの権利条約」誕生２５周年～」 

平成２６年１２月４日（木）～１２月２８日（日） 

(ｷ) 情報ライブラリーコンシェルジュ（総合案内） ２２５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

ている。 

(ｸ) セミナー、情報誌「ウィルプラス」等に関連する図書展示 ２２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回作成 

(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 

利用促進を図っている。（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 

      「「就活」「婚活」しないと、できない時代～通用しない！親世代の常識～」 

      平成２６年１０月１９日（日） 対象人員３０名 参加者５６名 

    ③ 情報ライブラリー親子で楽しむクイズラリー 

      子どもの人権 

      平成２６年１２月４日（木）～１２月２８日（日） 

 参加者 １８４名（大人 ７８名／子ども １０６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ている。 

・ホームページアクセス数 ９３９，６３４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  ５回（平成２６年５月（２回）、６月、１２月、平成２７年３月） 

・評議員会 ４回（平成２６年５月、６月、平成２７年１月、３月） 

 


