
事業実績(平成２４年度) 

 

１ 管理運営事業 

（1） 施設維持管理業務 

男女共同参画社会実現のための実践的活動拠点として、センターの 3 つの機能（情

報機能、自立促進機能、交流機能）を発揮し、効果的・効率的な施設の管理・運営

に努めたほか、浪江町の臨時庁舎として研修ホールを提供するなど、東日本大震災

の被災地・被災者の支援に取り組んだ。 

また、研修会や各種会議など様々な目的に応じた会合等に利用できる開かれた施

設として、より多くの人々に利用されるよう PR に努めた。 

（2） 男女共同参画目的利用促進事業 

センター主催講座や男女共同参画に関するセミナー等に参加し、宿泊室を利用し

た方に対し、宿泊料を助成し、男女共同参画目的での宿泊室利用の促進に努めた。 

（3） 原子力災害避難者宿泊料助成事業 

原子力災害により避難された方に対し、宿泊料を助成し、避難により困難になっ

ている地域コミュニティ活動の維持や地域生活における絆を深める活動を支援した。 

（4） 原子力災害避難者指示区域市町村等研修室等使用料免除事業 

研修室等の使用料を免除し、原子力災害により避難指示区域とされた市町村の復

興に向けた取組を支援した。 

  



〔平成 24 年度 施設利用状況〕 

 

利用率

研修室 290 室 206 室 71.0%

宿泊室 492 室 123 室 25.0%

研修室 301 室 221 室 73.4%

宿泊室 518 室 185 室 35.7%

研修室 290 室 221 室 76.2%

宿泊室 494 室 218 室 44.1%

研修室 291 室 240 室 82.5%

宿泊室 472 室 220 室 46.6%

研修室 301 室 226 室 75.1%

宿泊室 514 室 283 室 55.1%

研修室 290 室 228 室 78.6%

宿泊室 470 室 218 室 46.4%

研修室 286 室 165 室 57.7%

宿泊室 484 室 262 室 54.1%

研修室 286 室 183 室 64.0%

宿泊室 484 室 218 室 45.0%

研修室 264 室 172 室 65.2%

宿泊室 418 室 186 室 44.5%

研修室 264 室 156 室 59.1%

宿泊室 440 室 189 室 43.0%

研修室 264 室 177 室 67.0%

宿泊室 440 室 281 室 63.9%

研修室 297 室 174 室 58.6%

宿泊室 484 室 173 室 35.7%

研修室 3,424 室 2,369 室 69.2%

宿泊室 5,710 室 2,556 室 44.8%
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２ 情報関連事業 

（1） 情報事業 

男女共同参画についての情報、専門図書、資料などを収集・提供し、男女が新し

いパートナーシップを確立するための自己啓発及び活動等を支援した。 

また、男女共同参画に関する問題を明らかにするための調査研究や民間グループ

による研究を支援した。 

さらに、情報ネットワークの充実を図り、広く情報を発信した。 

ア 図書室運営 

図書室において、男女共同参画社会形成の促進に寄与する図書や資料等約 4 万

点を備え、閲覧及び貸出により利用に供した。 

内 容 ・購入図書・資料の選定 

 平成２４年度購入図書 ２７１冊 

・図書・資料の収集、分類、整理 

 図書貸出利用者数   延べ １，７４３人 

 図書貸出冊数     延べ ４，６２０冊 

・レファレンスサービス 延べ １，６９８件 

イ 情報提供 

センターの活動内容をはじめとする男女共同参画に関する情報を、ホームペー

ジ及びメールマガジン(月 1 回発行)により提供した。 

内 容 ・図書室内情報コーナーインターネット利用者数 延べ９３２人 

・当センターホームページアクセス件数 延べ１０７，４４０件 

・当センターメールマガジン配信件数（月 1 回） ７６１件 

（２５年３月末現在） 

 ウ 広報活動 

男女共同参画の理念や、センターの活動内容について、広報誌「未来館 NEWS」

を発行し紹介するとともに、県政広報その他各種媒体を活用し、周知を図った。 

内 容 広報誌「未来館 NEWS」第４３号～４６号発行 各８，０００部 

 県内の図書館、公民館、高等学校、市町村担当課、各都道府県担当課、

全国の男女共同参画施設及び被災者支援団体などに送付 

（2） 調査研究事業 

男女共同参画社会の形成を推進するため、現状を把握し、問題解決への道を探る

ための調査研究を実施した。 

ア 公募型研究 

男女共同参画社会の形成を促すため、全国・世界に発信できる学術研究を広く

公募し、実施した。 



内 容 「復興に向けた地域コーディネーターのコミュニティづくり―男女共

同参画社会実現の視点から」 

研究期間 平成２４～２５年度 

研究代表 早稲田大学文学学術院 教授 村田 晶子氏 

 イ 地域課題調査・研究事業 

県内の男女共同参画を推進するために重要な地域の課題やその解決方法につ

いての調査・研究を公募し、実施した。 

内 容 ・「東日本大震災および原発事故によって生じた避難生活の実態と課題」 

研究代表 福島大学行政政策学類 教授 加藤 眞義氏 

・「医師の働く環境に関する調査」 

研究団体 医師の「仕事と生活の調和」をめざすネットワーク福島 

・「福島県男女共生センターを中核とする災害復興に向けた女性支援者

の力量形成に関する研究」 

研究代表 早稲田大学文学学術院 教授 村田 晶子氏 

・「知的障害のある本人と家族の QOL 研究」 

研究団体 合同会社ジェロントロジーセンター 

・「小規模山村における男女共同参画の初期的課題の研究」 

研究団体 横田地域を考える会 

 ウ 自主研究 

本県において男女共同参画を推進する上で必要となる様々な事項について、調

査・研究を実施した。 

内 容 「福島県の高校生のジェンダー環境に関する調査」 

調査票の配付・回収を行った。 

 

３ 自立促進事業 

（1） 普及啓発事業 

男女共同参画に関する講座や講演会などを開催し、男女平等に向けた意識変革を

しながら、男女が互いに個人として自立し、責任を担う力をつけて共に社会参画で

きるよう支援した。 

事業名 未来館フォーラム 

対象者 県民 

内 容 男女共同参画についての認識を深め、県民への意識啓発を図るため、

地域やその時々の課題等をテーマとした講演や討論会を開催した。 

（１）福島大学との連携講座 

開催日：平成２４年５月１８日～７月２０日の毎週金曜日（全１０回） 

会 場：福島大学 



内 容：福島大学と連携し、多様な視点から男女共同参画について考え

る契機の提供及び若者世代へのセンター事業 PR 等を行った。

東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故による被災者支援

や復興に関連するテーマを、共通テーマとして位置付けて実施

した。 

○５月１８日 

テーマ：「若妻の翼」と飯舘村の村づくり 

講 師：菅野 クニ氏（飯舘村民、村主催第１回「若妻の翼」参加） 

参加者：２２名 

○５月２５日 

テーマ：避難所内「女性専用スペース」の取り組み 

講 師：長沢 涼子（男女共生センター事業課副主査） 

参加者：２１名 

○６月１日 

テーマ：ジェンダーを考える 

講 師：加藤 志生子氏（（公財）せんだい男女共同参画財団エル・ソ

ーラ仙台管理事業係長） 

参加者：２１名 

○６月８日 

テーマ：「かーちゃんの力」にできること～放射線災害のただなかで 

講 師：渡邊 とみ子氏（かーちゃんの力・プロジェクト協議会代表） 

参加者：２０名 

○６月１５日 

テーマ：放射能問題とジェンダー 

講 師：菅波 香織氏（福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク） 

参加者：１９名 

○６月２２日 

テーマ：東日本大震災・福島原発事故とジェンダー～女性相談の現場か

ら 

講 師：丹羽 麻子氏（女性の自立を応援する会） 

参加者：１９名 

○６月２９日 

テーマ：助産師と一緒に性 いのちについて語りませんか 

講 師：宗形 初枝氏（リプロダクティブ・ヘルスの会代表） 

参加者：２１名 

○７月６日 



テーマ：制服とジェンダー～女子高生モードの語るもの（震災とジェン

ダー～お母さんモードと語るもの） 

講 師：南條 かおる氏（福島県立梁川高等学校教諭） 

参加者：２１名 

○７月１３日 

テーマ：災害リスク削減のジェンダー主流化 

講 師：池田 恵子氏（静岡大学教育学部教授） 

参加者：１９名 

○７月２０日 

テーマ：自分を変革し、地域社会を豊かに変革する活動のすすめ 

講 師：山口 誓子氏（（一社）国際女性教育振興会福島県支部長） 

参加者：２７名 

 

（２）未来館トークサロン 

東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故による被災者、またそ

の支援者等とのトークから、復興や防災分野における男女共同参画の

推進に資するものを見出す。 

開催日：郡山会場 平成２４年１０月３０日（火） 

福島会場 平成２４年１１月１日（木） 

参加者：女性団体等会員（郡山１７名、福島１５名） 

内 容：震災後の被災者支援活動の成果報告から、課題や今度の活

動について話し合った。 

 

 

事業名 未来館アートメッセージ 

対象者 県民 

内 容 県民に広く訴えるために効果的な視覚的手法である映画の上映や写真

展等を通じて「男女共同参画とは何か」を考える場を県民に提供した。 

福島こどものみらい映画祭の共催及び実行委員として、ふくしま映画

塾とこどものみらい映画祭の企画・運営等を実施した。 

（１）ふくしま映画塾 

開催日：平成２４年９月１５日（土）～１７日（月・祝） 

参加者：２８名 

内 容：映画制作の第一線で活躍中の講師の指導のもと、県民が相

互に交流をしながら脚本・撮影・編集まで、映画の作り方

をゼロから学び、映像を通していまの福島を発信した。 



（２）福島こどものみらい映画祭 

開催日：平成２４年１０月２７日（土） 

会 場：福島県文化センター 

内 容：シングルマザーである女性とその子供の生き方がテーマで

ある映画「おおかみこどもの雨と雪」の上映とふくしま映

画塾で制作した作品の上映。こども緊急サポートネットワ

ークふくしまの案内ブースや震災の写真店などを同時開

催。 

 

事業名 未来館キッズクラブ 

対象者 県内小学生、中学生、高校生 

内 容 県内小・中・高校と連携し、学級担任とセンター職員が一緒になって

授業案を練り上げ、互いの性と人権を尊重することの大切さや自分らし

さを発揮するよさを考えるための連携授業を実施した。 

○二本松市立杉田小学校 

開催日：平成２４年１２月１９日（水） 

参加者：６年生（３７名） 

内 容：「男らしさ女らしさ」から「一人ひとりのよさ」 

○二本松市立小浜中学校 

①開催日：平成２４年６月８日（金） 

参加者：２年生（３５名） 

内 容：ひとはどうして働くのか～職業選択～ 

②開催日：平成２４年７月１日（日） 

参加者：２年生（３５名） 

内 容：性別によらない職業選択～講師との交流～ 

○福島県立安達東高校 

開催日：平成２４年１２月１３日（木） 

参加者：１年生（７８名） 

内 容：産業社会と人間～性別にとらわれない職業選択～ 

 

 

（2）イ 研修事業 

ア エンパワーメントの推進に関する講座 

地域などにおいてあらゆる分野に参画し、共に責任を担うことのできる人材を

育成するとともに、意思決定過程への男女の共同参画を進めるため各種講座を開

催した。 



事業名 男女共同参画基礎講座 

対象者 県民 

内 容 男女、世代等、そのライフステージにおける共通、特徴的な課題や話

題をテーマとした講座を実施した。 

今年度は、男性を対象とした男女共同参画について考える講演会を開

催した。 

講演「『プロ主夫』直伝！らくちん男の家事」 

講 師：山田 亮氏（家事ジャーナリスト） 

開催日：平成２４年９月２８日（土） 

参加者：２０名 

 

事業名 未来塾 

対象者 県民 

内 容 地域における防災・復興をメインテーマとし、災害時の被災者支援や

防災・減災、復興の分野において、男女共同参画の視点に立ち、他者・

他機関との連携・ネットワークを図りながら積極的に活動できる女性の

育成・支援を目指すためのセミナーを実施した。 

参加者：２５名 

○平成２４年１０月１３日(土） 

①講話「福島県の防災・復興と男女共同参画の状況」 

講師：松崎 健一氏（福島県青少年・男女共生課長） 

②講義「女性×男性の視点で総合防災力アップ」 

講師：浅野 幸子氏（東京女学館大学非常勤講師） 

○平成２４年１０月１４日(日） 

③ワークショップ「協働のための提案力を磨こう」 

講師：服部 篤子氏（CACー社会起業家研究ネットワーク代表） 

※日本女性学習財団とのコラボレーションセミナー 

○平成２４年１０月２０日(土） 

④「自己尊重・自己主張トレーニング～いざという時にこそ“ガマン”

しない女子でいよう！」 

講師：丹羽 麻子氏（女性の自立を応援する会） 

○平成２４年１１月３日(土） 

⑤講義「多様な専門機関、専門家、ボランティア等との連携・協働が

なぜ必要か」 

  講師：天野 和彦氏（福島大学うつくしまふくしま未来支援センタ

ー特任准教授） 



○平成２４年１１月３日(土）～４日(日） 

⑥ワークショップ「シミュレーション～未来館が避難所になった

ら？」 

講師：天野 和彦氏（福島大学うつくしまふくしま未来支援センタ

ー特任准教授） 

    北村 育美氏（中越防災安全推進機構、現おだがいさまセン

ター派遣） 

○平成２４年１１月４日（日） 

⑦振り返り センター職員 

 

イ 個人のスキルアップを図るための講座 

自己の能力を開発し、その能力を発揮して社会に参画していくことを支援する

ため各種事業を実施した。 

事業名 女性のチャレンジ応援講座（有料） 

対象者 県内在住で就業を希望する女性 

内 容 就業（再就職等）を希望する女性に対し、就業に役立つ技術（ホーム

ヘルパー２級）の習得を目指す講習会を実施した。 

○会津会場 

開催期間：平成２４年８月～２４年１２月 

スクーリング会場：（株）ニチイ学館 門田教室 

受講者：１５名（修了者１４名） 

○いわき会場 

開催期間：平成２４年８月～２４年１２月 

スクーリング会場：（株）ニチイ学館 いわき教室 

受講者：１７名（修了者１６名） 

 

事業名 未来館パソコン講座（有料） 

対象者 県民 

内 容 受講者のレベルに合わせたワード、エクセル等の講座を開催した。 

受講者のレベルに合わせたワード、エクセル等の講座を開催した。 

（１）エクセル基礎（５日間） 

・第１回 

開講日：平成２４年４月１３日（金）、１９日（木）、２０日（金）、       

２５日（水）、２７日（金） 

受講者：１２名 

  ・第２回 



開講日：平成２４年９月１９日（水）、２１日（金）、２６日（水）、       

２８日（金）、１０月３日（水） 

   受講者：１２名 

（２）じっくり入門（１５日間） 

  ・第１回 

開講日：平成２４年５月１０日（木）～６月２８日（木）の火・

木曜日（祝日を除く） 

   受講者：１２名 

   ・第２回 

開講日：平成２４年７月１９日（木）～９月１３日（木）の火・

木曜日（祝日を除く） 

   受講者：１０名 

  ・第３回 

開講日：平成２４年１０月４日（木）～１１月２７日（火）の火・

木曜日（祝日を除く） 

   受講者：７名 

（３）ワード応用（２日間） 

   開講日：平成２４年８月４日（土）、１１日（土） 

   受講者：１１名 

（４）パワーポイント（２日間） 

開講日：平成２４年９月３０日（日）、１０月７日（日） 

   受講者：９名 

（５）画像処理（２日間）        

   開講日：平成２４年１１月２８日（水）、３０日（金） 

   受講者：１０名 

（６）エクセル応用（２日間） 

   開講日：平成２４年１２月８日（土）、１５日（土） 

   受講者：８名 

 

事業名 コミュニケーションスキルアップ講座 

対象者 県民 

内 容 男女共同参画社会を実現するために、自分らしさを大切にしながら他の

人とのより良い関係を築くためのコミュ二ケーション能力の向上に資

する講座を実施した。 

○コーチング講座 

  講 師：前田 文氏（アズ・コミュニケーション代表） 



（１）基礎編       

  ・第１回 

   開催日：平成２４年５月２６日（土）、２７日（日）    

   受講者：２０名 

  ・第２回 

   開催日：平成２４年８月２５日（土）、２６日（日） 

   受講者：２０名 

  ・第３回 

   開催日：平成２４年１０月２０日（土）、２１日（日） 

   受講者：１５名 

（２）フォローアップ編（平成２１年度から平成２３年度のコーチング

講座「ステップアップ編」受講者を対象） 

   開催日：平成２４年９月９日（日） 

   受講者：１１名 

（３）ステップアップ編（コーチング講座「基礎編」等の受講者を対象） 

開催日：平成２４年１２月５日（土）、１６日（日） 

受講者：２４名 

 

ウ 多様なライフスタイルを考えるための講座 

事業名 教師のためのヒューマンライツセミナー 

対象者 県内の教職員  

教育事務所並びに市町村教育委員会・男女共同参画推進部局の関係者 

内 容 教職員等を対象とし、人権や男女共同参画の正しい認識を深めるとと

もに、児童生徒への指導実践に資する講座を開催した。 

 開催日：平成２４年８月１７日（金） 

 受講者：１４名 

  内 容： 

  ○講義「男女共同参画とは」 

  講師：松崎 健一氏（県生活環境部青少年・男女共生課長） 

 ○講義「学校における男女共同参画」 

  講師：黒川 佳子氏（県教育庁高校教育課指導主事） 

 ○講話「県の推進拠点施設としての役割」 

  講師：岡部 貴敏（男女共生センター事業課副主査） 

 ○解説「教材、ポイント集、副読本」 

講師：大塚 由美子氏（県生活環境部青少年・男女共生課主査） 

 ○事例発表、協議(特別活動、教科部会) 



     講師（発表者） 

    深谷 裕之氏（西郷村立小田倉小学校教諭） 

      石幡 良子氏（県教育庁健康教育課指導主事） 

      中野 道代氏（県立郡山商業高等学校教諭） 

      黒川 佳子氏（県教育庁高校教育課指導主事） 

※福島県教育委員会との共催事業として開催 

 

事業名 健康セミナー 

対象者 県民 

内 容 震災及び原発事故の影響によるストレスや不安が大きいことから、女

性や子ども達が安心して福島で暮らせるよう講演会を実施した。 

(１)ストレス解消セミナー 

 開催日：平成２４年６月３０日（土） 

 受講者：４１名 

内 容：第１部 講演「震災後の、様々なストレスについて理解し、

解消に向けて」 

         講師：上野 牧子氏 佐藤 初美氏 

            （ふくしま心のケアセンター） 

     第２部 茶話会 

         進行運営：(社)国際女性教育振興会福島県支部 

(２)子どもと食と放射線～健康の充実に向けて～ 

 開催日：平成２５年３月１６日(土) 

 受講者：１２名 

 内 容：第１部 放射線量の簡易分析装置測定実演 

     第２部 講演「子どもと食と放射線」  

         講師：熊谷 敦史氏（県立医科大学災害医療学習セ

ンター） 

     第３部 測定結果の説明 

 

エ その他の講座 

事業名 未来館ボランティアセミナー 

対象者 県民 

内 容 ・ボランティアセミナー 

 自主的なボランティア活動を推進し、今後の活動の強化（下地づくり）

を目的としたスキルアップのための研修を開催した。 

 ○ボランティアセミナー現地視察研修 



  開催日：平成２４年７月２７日（金） 

   視察先：宮城県亘理郡山元町 

  参加者：１７名 

  講 師：庄司 アイ氏（やまもと民話の会会長） 

  ○「災害と男女共同参画トレーナー養成講座」 

  開催日：平成２５年２月１日（金） 

      平成２５年２月８日（金） 

   受講者：７名 

  講 師：浅野 幸子氏、池田 恵子氏、福田 紀子氏 

      （東日本大震災女性支援ネットワーク） 

・ボランティアのつどい 

 ボランティアのより良い活動を考える場として、意見交換を行った。 

  開催日：平成２４年５月１２日（土） 

      平成２５年３月 ２日（土） 

 

事業名 市町村男女共同参画担当者研修 

対象者 県民 

内 容 ・市町村等男女共同参画初任者研修 

 開催日：平成２４年７月１２日（木） 

 参加者：２５名（２０市町村） 

 内 容 

   基調講義「なぜ男女共同参画が必要か」 

   講師：松浦 美和氏（県青少年・男女共生課主幹兼副課長） 

  福島県男女共生センター紹介（事業・施設案内） 

   担当：飯島 好廣（男女共生センター事業課長） 

      岡部 貴敏（男女共生センター事業課副主査） 

  調査研究報告「県内市町村における男女共同参画推進上の課題の整

理と今後に向けた一考察」 

   担当：森 米吉（男女共生センター事業課社会教育主事） 

  事例報告・意見交換 

   事例報告① 白河市 

    講師：塩田 香織氏（白河市地域支援課） 

   事例報告② 西会津町 

    講師：塚原 一雄氏（西会津町健康福祉課） 

  特別講義「男女共同参画の視点を取り入れた防災～市町村の役割

～」 



   講師：池田 恵子氏（静岡大学教育学部教授） 

 

・市町村等男女共同参画担当者会議 

 開催日：平成２５年２月１日（金） 

 参加者：２５名（２０市町村） 

 内 容 

   講義「災害と男女共同参画～基礎知識と対策・政策」 

   １ 防災基礎知識・男女で異なる被災経験 

   講師：浅野 幸子氏（東京女学館大学非常勤講師、東日本大震災

女性支援ネットワーク研修コーディネーター） 

   ２ 国内政策と国際動向 

   講師：池田 恵子氏（静岡大学教育学部教授） 

  県からの報告 「ふくしま男女共同参画プラン」の改定について 

   講師：松浦 美和氏（県青少年・男女共生課主幹兼副課長） 

  福島県男女共生センター事業報告 

   担当：岡部 貴敏（男女共生センター事業課副主査） 

  フリートーク 

   人口規模や男女共同参画条例・プラン策定の有無により市町村を

グループ分けし、地域の課題やその解決の施策等について話し合っ

た。 

 ※福島県との共同主催による開催 

 

事業名 研修講師派遣事業 

対象者 県民 

内 容 市町村や市民団体等が実施する男女共同参画社会実現に向けた研修、

学習会等にセンター職員を派遣し、地域における取組を支援した。 

 職員派遣回数：２０回（延べ参加者数７７４名） 

 

事業名 企業研修 

対象者 県民 

内 容 企業における男女共同参画の推進のために、企業が男女共同参画に関

わる研修を開催する際の職員の派遣や、センターの利用促進に向け、プ

ロジェクトチームを立ち上げた。また、企業研修実施の際の、男女共同

参画に関する内容の研修プログラムを作成した。 

○企業研修「福島県信用金庫協会」(全４回) 

 ①開催日：平成２４年５月１７日(木) 



  受講者：２０名 

  内 容：「女性が継続して活躍できる環境づくり」 

   講 師：森 米吉（男女共生センター事業課社会教育主事） 

 ②開催日：平成２４年６月１４日(木) 

  受講者：１５名 

  内 容：「ワークライフバランス」 

   講 師：加藤 孝子氏（福島労働局雇用・均等室長） 

 ③開催日：平成２４年６月２１日(木) 

  受講者：１８名 

  内 容：「男性の育児・介護」 

   講 師：水野 史恵（男女共生センター企画調査課副主査） 

 ④開催日：平成２４年７月１２日(木) 

  受講者：１８名 

  内 容：「男性の育児・介護」 

   講 師：水野 史恵（男女共生センター企画調査課副主査） 

 

事業名 交流&研修会「地域課題の解決と女性の経済的自立に向けて」 

対象者 地域活動をしている、または、地域活動に関心のある女性 

内 容 県内で地域課題解決のための活動をしている、または、これから活動

をしたいと考えている女性たちが、国立女性教育会館が作成したプログ

ラムに参加、現在の課題等を共有し、団体・個人・センターとのネット

ワークを構築し、さらに幅広く活動を行っていくことを支援した。 

 開催日：平成２４年１２月４日(火)、１１日（火） 

 受講者：２４名 

 内 容：参加者による事例報告、グループワークでの意見交換 

     事例報告者及び活動報告の内容（１２月４日） 

     ①丹羽 麻子氏（ウィメンズスペースふくしま副代表理事） 

      ビッグパレットふくしま 避難所内「女性専用スペース」

運営や被災女性の電話相談事業等の活動報告 

     ②渡邊 とみ子氏 (かーちゃんの力・プロジェクト協議会代

表) 

       飯舘村、葛尾村、浪江町の「かーちゃん（女性農業者）」

たちによる、地域特産品や加工食品作り、販売に関する活

動報告 

     ③鎌田 千瑛美氏（peach heart代表） 

      これからの恋愛や結婚を考える若い世代の女性たちが「自



分らしく」生きるためのつながる場づくりを目指して開催

した「fuku×fukuガールズ cafe」等の活動報告 

 

※独立行政法人国立女性教育会館との共同主催による開催 

 

（3） 相談事業 

男女が自立し、生き生きとして生きがいのある人生を送ることができるよう、日

常生活から生じる様々な問題や悩みに関する相談や、配偶者からの暴力(ドメスティ

ックバイオレンス)に関する相談及びこれらに関する情報提供を行った。 

事業名 一般相談 

対象者 県民 

内 容 女性及び男性がいきいきと生きていくために、広く生活全般に係る相

談を行った。 

 相談内容：広く生活全般に関する相談 

       配偶者等からの暴力に関する相談 

 相談方法：電話・面接  

 相 談 員：男女共生相談員（嘱託職員）２名 

 相談件数：７２３件 

 

事業名 専門相談 

対象者 県民 

内 容 法律問題や健康に関することについて、専門家による相談を行った。 

相談内容：法律相談（月２回、各回２時間） 相談件数５６件 

      健康相談（こころ隔月１回、１時間）相談件数 ０件 

          （カウンセリング月１回 １時間程度）相談件数

１０件 

 相談方法：面接（予約制） 

 相 談 員：法律相談 弁護士 

       健康相談  こころ：精神科医  

                カウンセリング：女性臨床心理士 

 

事業名 チャレンジ支援相談 

対象者 県民 

内 容 内職希望者からの相談や内職求人受付、あっせんを行うほか、女性の

就業援助に関する相談、情報提供を行った。 

また、ふくしま就職応援センター等と連携し、震災及び原発事故によ



り避難している仮設住宅や借上住宅の方々に内職等の情報提供を行っ

た。 

 相談方法：電話・面接 

  相 談 員：女性就業援助相談員（嘱託職員） 

 ※配置個所 男女共生センター及び県内３ヶ所（郡山、会津若松、い

わきの県地方振興局内）に相談コーナーを設置 

 相談件数：２，５８３件 

  内職あっせん者数：５２２名 

 

（4） 介護実習・普及センター事業 

高齢者介護の実習等を通じて、地域住民への基礎知識、介護技術の普及を図ると

ともに、「高齢化社会は国民全体で支えるもの」という考え方を地域住民に広く啓発

する事業を実施するほか、福祉用具の展示並びに住宅改修を含めた相談体制の整備

等を行った。 

事業名 介護実習・普及事業 

対象者 県民 

内 容 介護の実習等を通じて、県民への介護知識、介護技術の普及を図るた

め、社会福祉法人福島県社会福祉協議会に業務を委託して各種講座等を

実施した。 

（１）県民介護講座の実施 

   初級介護講座、介護セミナー、認知症介護セミナー、介護ワンポ

イント講座、オーダーメイド介護講座、介護実技基本講座、認知症

キャラバン・メイト養成研修 等 

   実施講座数：５０回、５５日 

   参加者数：１，６０１名 

（２）地域介護専門職員研修の実施（介護専門職員を対象） 

   介護講習等企画担当者研修、相談援助面接研修、福祉用具・住宅

環境改善研修、排泄ケア研修 等 

   実施講座数：１３回、２６日 

   参加者数：２１５名 

（３）介護の日記念イベントの開催（「介護セミナー」と併催） 

   開催日：平成２４年１１月２３日（祝・金）・２４日（土） 

   会場：福島県男女共生センター 

   内容： 

    ①高齢者疑似体験 

     日時：１１月２３日（金） 



     会場：介護実習室 

    ②介護セミナー 

     日時：１１月２４日（土） 

     会場：研修ホール 

     ア 体験発表「わたしの介護体験談」 

      発表者：公益社団法人認知症の人と家族の会 

          福島県支部 三浦 美佐子さん 

     イ 講演「無理なく介護を続けるコツ～ストレスに負けない

介護の心がまえ～」 

      講師：（財）竹田綜合病院心理室長（臨床心理士）石橋 和

幸氏 

       ③県民介護講座（特別編）～安心・安楽な介護動作を体験しよ

う～ 

     日時：１１月２４日（土） 

     会場：介護実習室 

      実施協力：福島県介護福祉士会 

（４）福島県介護研修事業検討委員会の開催 

   第１回：平成２４年１１月１５日（木） 

   第２回：平成２５年３月５日（火） 

 

事業名 福祉用具・住宅改修普及支援事業 

対象者 県民 

内 容 （１）福祉機器展示室の運営 

    福祉機器展示室において、各種用具を展示するとともに、福祉機

器企画相談員（嘱託職員２名）を配置し、一般県民からの福祉用具・

住宅改修に関する相談を受け、助言指導を行った。 

    来所者数：４，５３４名   

   相談者数：９６０件（相談内容件数１，３２８件） 

   主な相談内容：移動機器（２３４件）、パーソナルケア関連（１

７０件） 

（２）福祉用具・住宅改修普及支援協議会 

   福祉用具・住宅改修の普及事業の円滑な実施を図るため、理学療

法士、作業療法士、建築士、福祉用具取扱業者、行政関係者からな

る協議会を開催し、優良な機器の選考・展示方法及び住宅改修相談

等について検討を行った。 

   第１回：平成２４年１１月１５日（木） 



   第２回：平成２５年３月５日（火） 

（３）福祉用具・住宅改修相談員派遣事業 

   福祉用具の活用や住宅改修についての相談及び事例検討会を行

い、福祉用具や住宅改修の適切な活用を推進した。 

  ・住宅改修相談（自宅訪問） ２件（三春町、石川町） 

  ・事例検討会 ２回（会津若松市、会津美里町） 

（４）先進的介護福祉機器・ロボット実用化を推進するための体験型・

意見交換会 

   県内の介護保険施設及び関係団体等を対象に、より専門的な機器

を実際に体験する場を提供するとともに、一般県民を対象に、コミ

ュニケーションロボットなど生活に身近な機器を長期間展示し、介

護ロボット・介護福祉機器等について周知する機会とした。 

  ① 長期展示 

     開催日：平成２４年１１月１日（木）～平成２５年２月２８日（木） 

   内 容：介護ロボットが身近な支援ツールであることをＰＲする

ため、コミュニケーション型ロボット等を福祉機器展示

室内に展示した。 

   設置機器：パロ、パルロ、うなずきかぼちゃん 

   参加者：５００名 

  ② 短期展示 

   開催日：平成２４年１２月１５日（土）、１６日（日） 

   内 容：移乗、リハビリ、食事支援、排泄等、生活者の自立支援

を目的とした最新の介護ロボットに触れるためのコー

ナーを設置し、メーカー等職員をオペレーターとして製

品紹介及びデモンストレーションを行った。 

   設置機器：車イス型移乗支援ロボット、リズム歩行アシスト（歩

行支援）、ＨＡＬ（リハビリ支援）、ハイブリッド訓

練器および訓練評価用ペダリング測定機（動作支援）、

マインレット爽（排泄支援） 

   参加者：１４０名 

  ③ アンケートの実施 

       参加者に対しアンケートを実施、介護福祉機器・ロボット等の

実用化に向けた意見等を集約し、メーカーに報告した。 

 

４ 交流関連事業 

（1） 交流関連事業 



県民が、主体的に男女共同参画についての問題に取り組む実践的活動拠点としての機

能を発揮するため、自主的な交流の場として男女共生センターを提供するとともに、男

女の平等と自立を目指す個人や様々な団体・グループ間の相互交流を促進するための事

業を実施した。 

事業名 男女共生を進めるための県民企画応援事業 

対象者 県民 

内 容 県内のＮＰＯ等のグループが主体となって自主的に企画・実施する講

座やワークショップ等を公募して、センターが企画・広報・チラシ作成

の協力、会場・設備等の提供、運営協力等の支援を行った。 

 採択件数：９件 

 採択企画（団体）： 

 ・「ホモフォビアとトランスフォビアに反対する国際デー(IDAHO)メ

ッセージ展」（福島県 IDAHO実行委員会） 

 ・「講演会『人権が危機に晒されている→福島原発事故のいま』」 

  （（一社）国際女性教育振興会福島県支部） 

 ・「マッチング事業（巡回就職相談会）」（福島県看護協会） 

 ・「被災地で生活する女性たちへの支援活動」 

  （特定非営利活動法人全国女性シェルターネット） 

 ・「ふくしま女性支援センター事業『無料個別相談会・手仕事ワーク

ショップ・おしゃべり茶話会』」 

  （NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福島） 

 ・「被災者対応 DV・性暴力被害者支援員養成講座」 

  （特定非営利活動法人全国女性シェルターネット） 

 ・「平成 24年度海外派遣者帰国報告・研修会」 

  （（一社）国際女性教育振興会福島県支部） 

 ・「NPO法人ウィメンズスペースふくしま設立記念講演会」 

  （NPO法人ウィメンズスペースふくしま） 

 ・「女性のための自己主張トレーニング」 

  （NPO法人ウィメンズスペースふくしま） 

 

事業名 未来館フェスティバル 

対象者 県民 

内 容 男女共同参画社会の意識啓発を図るとともに、県民相互の交流を促進

するため、未来館フェスティバルを開催した。また、女性団体等による

震災後の被災者支援や復興のための取組を発信する場とした。  

 開催日：平成２４年１１月２３日（祝・金）・２４日（土）  



 参加者：延べ１，７００名 

 内 容 

（１）シンボルイベント（参加者約２００名） 

  ｢ともに歩もう ふくしま復興 講演＆トークセッション」 

  ○講演Ⅰ「災害と男女共同参画」 

   講師：堂本 暁子氏（前千葉県知事、男女共同参画と災害・復興

ネットワーク代表） 

  ○講演Ⅱ「ふくしま再生のカギ」 

   講師：藻谷 浩介氏（日本総合研究所調査部主席研究員） 

  ○トークセッション 

   堂本 暁子氏、藻谷 浩介氏、千葉 悦子（男女共生センター館

長） 

（２）県民が自主的に企画・運営を行った県民参加企画（被災・避難女

性たちによる復興に向けた活動紹介、パネルディスカッション、ワ

ークショップ、パネル展示等）３３企画 

 

（2） 男女共生グローバルサポーター事業 

事業名 男女共生グローバルサポーター事業 

対象者 県民（女性） 

内 容 ・女性リーダーコース 

 派遣国の女性問題や社会システム等に関する視察研修を行うことに

より、帰国後、地域や団体において積極的に活動できる国際的視野を持

った女性リーダーの育成を図った。 

 内 容： 

  (一社)国際女性教育振興会で実施する「男女共同参画アドバイザー

海外視察研修事業」への参加者を選考、派遣し、研修経費の一部を助

成した。 

 派遣国・派遣者数 

  フランス：平成２４年１０月２８日（日）～１１月４日（日）２名 

 チェコ・オーストリア：平成２４年１１月４日（日）～１１日（日）

１名 

  

・帰国報告会 

 主催：(一社)国際女性教育振興会福島県支部 

 開催日：平成２５年２月３日(日) 

 


