
事業実績(平成２６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、またセンターの３つの機

能（情報機能、自立促進機能、交流機能）を十分発揮できるよう、適正かつ効果的・

効率的な施設の管理・運営に努めた。 

また、多くの人々に親しまれ、利用しやすい施設を目指して、絵本コーナーなど

親子で利用できるスペースを設けたほか、研修室や宿泊室の環境整備を行い、利用

促進に努めた。 

(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

た方の宿泊料の負担を軽減し、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２６年度 施設利用状況〕 

 

 

利用率

研修室 297 室 130 室 43.8%

宿泊室 528 室 219 室 41.5%

研修室 297 室 135 室 45.5%

宿泊室 506 室 318 室 62.8%

研修室 275 室 163 室 59.3%

宿泊室 440 室 276 室 62.7%

研修室 297 室 171 室 57.6%

宿泊室 506 室 353 室 69.8%

研修室 297 室 148 室 49.8%

宿泊室 484 室 354 室 73.1%

研修室 275 室 183 室 66.5%

宿泊室 462 室 292 室 63.2%

研修室 297 室 160 室 53.9%

宿泊室 506 室 381 室 75.3%

研修室 286 室 157 室 54.9%

宿泊室 462 室 369 室 79.9%

研修室 264 室 134 室 50.8%

宿泊室 440 室 160 室 36.4%

研修室 264 室 133 室 50.4%

宿泊室 440 室 218 室 49.5%

研修室 264 室 122 室 46.2%

宿泊室 440 室 182 室 41.4%

研修室 286 室 135 室 47.2%

宿泊室 462 室 271 室 58.7%

研修室 3,399 室 1,771 室 52.1%

宿泊室 5,676 室 3,393 室 59.8%

可能室数 使用室数

日数基準

平成26年4月

平成26年5月

平成26年6月

平成26年7月

平成26年8月

平成26年9月

平成26年10月

平成26年11月

合     計

平成26年12月

平成27年1月

平成27年2月

平成27年3月



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、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２６年度購入図書 ３１８冊 DVD ７点 

・図書・資料の収集、分類、整理 

 図書貸出利用者数   延べ １，８２９人 

 図書貸出冊数     延べ ４，６１５冊 

・レファレンスサービス 延べ １，５９２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７１９人 

・センターホームページアクセス件数 延べ １９６，７２３件 

・センターメールマガジン配信件数（月１回） ８４７件 

（２７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５１号～５４号発行 各７，０００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避難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 

平成２４～２５年度に実施した公募型研究事業について、報告会を実施した。 

内 容 「３．１１後の支援者同士のネットワーク構築と学びあうコミュニティ

の形成～復興支援ラウンドテーブルからふくしまの未来を考える」 

研究代表者 早稲田大学文学学術院 教授 村田 晶子氏 

開催日：平成２６年１０月１２日（日） 

参加者：２０名 

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・研究を公募した。審査の結果、採択研究はなかった。 

ウ 自主研究 

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、調査を実施した。 

内 容 「福島県内の女性団体等に関する調査」 

市町村を単位に構成されている女性団体を調査するとともに、併せて

これらの団体に対し、男女共同参画や男女共生センターの認知度等に関

する簡易なアンケート調査を実施した。 

 

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 男女共生地域連携意見交換会 

対象者 県民 

内 容 男女共同参画社会の実現に向け、県民の意識の譲成や地域特有の課題

等解決の糸口を探るため、館長と地域住民とが集まり、意見交換やワー

クショップを行った。 

（１）未来館トークサロン in 会津若松 

開催日：平成２６年７月２４日（木） 

会 場：会津若松市生涯学習総合センター「會津稽古堂」 

参加者：会津地方の女性管理職、女性団体・まちづくり NPO 会員等 

２０名 

内 容：「地域における女性の活躍促進」をテーマとし、互いの活動

や取組紹介等を話し合った。 

共 催：会津若松市 

（２）未来館トークサロン in 相馬 

開催日：平成２６年１０月９日（木） 

会 場：相馬市民会館 多目的ホール 

参加者：相双地方（相馬市、南相馬市、新地町）の女性団体会員やボ

ランティア活動者等 １９名 

内 容：「震災後の女性団体等の活動」をテーマとし、震災後の困難

な状況や活動再開の悩み、地域の男女共同参画社会の実現に

向けた活動などについて、「ラウンドテーブル」方式のグル

ープワークで話し合った。 

共 催：相馬市教育委員会 

協 力：南相馬市、新地町 

 



事業名 復興・防災と男女共同参画 

対象者 行政職員、地域防災グループメンバー等県民 

内 容 復興・防災活動に男女共同参画の視点が重要であることから、地域に

おける被災者支援活動や復興・防災の取組に関わる方たちを対象に、災

害・防災と男女共同参画に関する基礎知識習得等の内容の講座を実施し

た。 

（１）平成２６年１１月６日（木）  

 会 場：福島県男女共生センター 第３研修室 

 講 師：丹羽 雅代氏（減災と男女共同参画研修推進センター、NPO

アジア女性資料センター代表理事） 

 内 容：仮設・借上住宅等における DV 被害者支援に資する講義、グ

ループワーク 等 

 対 象：チーフ生活支援相談員 ３１名 

 ※「福島県生活支援相談員チーフ研修（福島県社会福祉協議会主催）」

への出講 

（２）平成２６年１２月１７日（水）  

 会 場：福島県男女共生センター 第２研修室 

 講 師：浅野 幸子氏（減災と男女共同参画研修推進センター 共同

代表） 

 内 容：実践事例による、復興・防災と男女共同参画に関する基礎知

識を学ぶ講義、グループワーク等 

 対 象：女性消防団員等 ５６名 

 ※「福島県女性消防団員等研修（福島県消防協会主催）」への出講 

（３）平成２７年１月２３日（金） 

 会 場：いわき市男女共同参画センター 

 講 師：浅野 幸子氏（減災と男女共同参画研修推進センター 共同

代表） 

 内 容：実践事例による、復興・防災と男女共同参画に関する基礎知

識を学ぶ講義、グループワーク等 

 対 象：いわき市女性防火クラブ、いわき市女性団体等 ７４名 

※「第６回３．１１トークカフェ（いわき市男女共同参画センター主

催）」への出講 

 

事業名 未来館次世代スクールプロジェクト 

対象者 県内中学生、高校生 

内 容 県内中・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。 

《連携授業》 



○二本松市立小浜中学校 

開催日：平成２６年７月１３日（日） 

参加者：２年生（３１名） 

内 容：性別によらない職業選択～講師との交流～ 

講 師：女性消防士、男性看護師 

○福島県立安達東高校 

開催日：平成２６年１２月１１日（木） 

参加者：１年生（７３名） 

内 容：家庭科～性別にとらわれない職業選択～ 

講 師：センター職員 

 

事業名 ふくしま WLB フォーラム 

対象者 県民 

内 容 多様な生き方を認め、職場・家庭・地域など様々な場面で豊かな生活

を送れるようにするため、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン

ス）の取れた生き方について考える機会を提供する講演を実施した。 

開催日：平成２７年１月２３日（金）  

 会 場：土湯温泉 山水荘  

 講 師：横田 智史氏（特定非営利活動法人 OYAKODO ふくしま代

表理事） 

 内 容：「なりたいあなたになるために～ワーク・ライフ・バランス

を考える」 

 参加者：東北電力労働組合福島県本部労働組合員 ４３名 

 

事業名 女性への暴力防止啓発事業 

対象者 県民 

内 容 若者を取り巻くデート DV の現状を知り、互いの人権を尊重し合いなが

ら他者との対等な関係を築くための正しい知識を学ぶことにより、DV

防止を図る講演会を実施した。 

開催日：平成２６年１１月２２日（土）  

 会 場：福島県男女共生センター 第２研修室  

 講 師：瀧田 信之氏（特定非営利活動法人湘南 DV サポートセンタ

ー理事長） 

 内 容：「それって恋愛？ストップ！デート DV～知って気づき築け

る対等な関係」 

 参加者：福島県内の中学生以上の生徒・学生、またその保護者、教育

機関関係者、相談機関関係者など １６名 

 

事業名 未来館シネマ・アート発信事業 ※自主 



対象者 県民 

内 容 県民に広く訴えるために効果的な視聴覚的手法である映画の上映を

通じて「男女共同参画とは何か」を考える場を県民に提供するため、福

島こどものみらい映画祭の共催団体及び実行委員として企画・運営等を

実施した。 

「福島こどものみらい映画祭」 

開催日：平成２６年１０月１１日（土） 

参加者：約２００名 

会 場：こむこむ館 

 

事業名 男女共同参画週間パネル展 ※自主 

対象者 県民 

内 容 男女共同参画週間（６／２３～６／２９）に併せて、男女共同参画の

基礎を分かりやすく解説したパネル「みんなでさんかく」を展示した。 

開催日：平成２６年６月１０日（火）～７月１日（火） 

 

(２) 研修事業 

男女共にその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、個性と能力を発揮することが

できる男女共同参画社会に向け、家庭や仕事、地域活動などの生活のあらゆる場面

においてその実現を阻害する固定的性別役割分担意識を解消するための事業や、男

女のライフスタイルや社会情勢の変化に伴い多様化する課題・ニーズに合わせ個人

が自発的に課題解決を図ることができるようにエンパワーメントする事業を開催し

た。 

事業名 未来館エンパワーメント塾 

対象者 県民（主に女性） 

内 容 災害・復興を切り口に女性が遭遇するであろう様々な困難を切り抜

け、発言力・行動力を向上させることでエンパワーメントし、地域や組

織のリーダーとして、あるいは中核として活躍できる女性の人材育成を

目的とした実践的なセミナーを実施した。 

参加者：①～⑥延べ３６名 ⑦４３名 

○平成２６年１０月１８日(土） 

①講演「命を大切にする社会のために、私たちができること～もの言

う東北女子になってみよう」 

  講師：清水 奈名子氏（宇都宮大学国際学部国際社会学科准教授、

同学部付属多文化公共圏センター福島乳幼児・妊産婦支援プ

ロジェクトメンバー） 

 ②講演「減災・復興・男女共同参画～世界に向けて日本の女性が発信

できること」 

  講師：青木 玲子氏（（独）国立女性教育会館客員研究員、和光大



学非常勤講師） 

○平成２６年１０月２５日（土）  

③講義＆ワーク「自己主張トレーニング～いざという時こそガマンし

ない女子でいよう」 

講師：丹羽 麻子氏（NPO 法人日本フェミニストカウンセリング

学会認定フェミニストカウンセラー） 

○平成２６年１１月８日(土)   

④講義＆ワーク「子育てママもシングル女子も、カンタン防災・減災

術」 

講師：Lo 紀子氏（NPO 法人 MAMA-PLUG 理事長） 

○平成２６年１１月１５日(土)  

⑤講義＆ワーク「セクハラはなぜ起きる？もしもの時、わたしを守る

ために知りたいこと」 

講師：丹羽 雅代氏（NPO アジア女性資料センター代表理事、NPO

女性の安全と健康のための支援教育センター運営委員、NPO

性暴力被害者支援 SARC 東京相談員） 

○平成２６年１２月６日(土)   

⑥講義＆ワーク「ワタシだったらこうしたい！女性のための避難所運

営シミュレーション」 

講師：北村 育美氏（福島大学ふくしま未来学推進室地域コーディ

ネーター） 

○平成２６年１２月１３日（土） 

⑦公開パネルディスカッション＆交流会 

「女性の活躍が復興を加速する！」 

 ※復興庁男女共同参画班との共催企画 

コーディネーター 

丹波 史紀氏（福島大学うつくしまふくしま未来支援センター地域

復興支援担当マネージャー） 

パネリスト 

吉田 恵美子氏（特定非営利活動法人ザ・ピープル理事長） 

兼子 佳恵氏（特定非営利活動法人石巻復興支援ネットワーク代表

理事） 

高橋 真央氏（甲南女子大学文学部准教授） 

薄井 篤子氏（復興庁男女共同参画班上席政策調査官） 

 

事業名 男性のための男女共同参画基礎講座 

対象者 県民（主に男性） 

内 容 男女共同参画社会の形成は、男性にとっても重要であることの理解を

深め、男性が主体的に育児に関わることができるきっかけを提供し、も



って男女共同参画社会の形成に資することを目的として実施した。 

 講 演「イクメンのすすめ～育児を楽しもう～」 

講 師：横田 智史 氏（NPO 法人 OYAKODO ふくしま代表理事） 

開催日：平成２７年１月３１日（土） 

 受講者：１４名 

 

事業名 女性のチャレンジ応援講座 

対象者 県内在住で就業を希望する女性 

内 容 手仕事による小物や農作物の加工品づくりを行っている女性グルー

プ等を対象に、商品の魅力を伝えることや販売促進、IT を駆使した広

報等を学ぶ内容の講座を開催し、女性の経済的自立を支援した。 

（１）ものづくり支援講座 

開催日：３月５日（木） 

会 場：福島県男女共生センター 第３研修室 

参加者：１５名 

内 容： 

○講演「會空の挑戦」 

   講師：庄子 ヤウ子氏（會空 代表）  

○参加者からの自己紹介・活動紹介 

○広報・展示・企画力アップ研修 

   講師：川村 洋一氏（POP センター福島 代表）  

 

（２）web 広報支援講座 

開催日：３月６日（金） 

会 場：福島県男女共生センター OA 実習室 

参加者：８名 

内 容：Facebook 等を活用した広報 

講師：今井肇氏、今井淑子氏（特定非営利活動法人ウェッブ

ストーリー） 

 

事業名 教師のための次世代育成人権セミナー 

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２６年８月２０日（水） 

 受講者：１１名 

  内 容： 

  ○講義１－１「男女共同参画推進の必要性」 



  解説「指導のための教材、ポイント集、副読本」 

講師：猪股 文雄氏（県生活環境部青少年・男女共生課主査） 

 ○講話１－２「福島県の高校生のジェンダー環境に関する調査」概要

説明とセンター施設紹介 

  講師：センター職員 

 ○講義「学校における男女共同参画」 

  講師：持地 晶子氏（教育庁高校教育課指導主事） 

 ○講話２「公開授業実施から見えた、伝えたいこと」 

  講師：山田 宜彦氏（浅川町立浅川中学校教諭） 

 ○事例発表、協議(特別活動、教科部会) 

     講師・事例発表者 

  【特活】阿部 洋己氏（教育庁義務教育課指導主事） 

         八巻 裕介氏（南会津町立南会津中学校教諭） 

    【教科】持地 晶子氏（県教育庁高校教育課指導主事） 

         緑川 祐氏（福島県立光南高等学校教諭） 

 ※福島県教育委員会との共催事業として開催 

 

事業名 未来館健康講座 

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を抱えながら生活し

ている女性が、自分の身体と向き合い、大切にすることができるよう講

演会を実施した。 

 開催日：平成２７年２月２１日（土） 

 受講者：３７名 

 講 師：野口 まゆみ 氏（西口クリニック婦人科医師） 

 内 容「女性ホルモンを知って健やかライフ」 

 

事業名 未来館ボランティアセミナー等 

対象者 県民、センターボランティア 

内 容 （１）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。 

 ○保育ボランティア養成講座 

  開催日：平成２６年７月２９日（火） 

  参加者：２７名 

  講 師：栗原 節子氏（とうわこども園 園長） 

      石川 祥子氏（小浜保育所 所長） 

（２）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２６年５月１７日（土） 

参加者：１６名 

（３）国立女性教育会館（NWEC）ボランティアの会との交流会 

センターボランティアと NWEC ボランティアの会が活動等につい

て意見交換を行った。 

  開催日：平成２６年５月２９日（木） 

参加者：１２名 

 

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：１５回（延べ参加者数３２３名） 

 

事業名 市町村男女共同参画担当者研修 

対象者 市町村職員 

内 容 （１）市町村等男女共同参画初任者研修 

開催日：平成２６年６月６日（木） 

参加者：２２名（１５市町村） 

内 容 

○基調講義「男女共同参画はなぜ必要か」 

講師：千葉 悦子（男女共生センター館長） 

○ふくしま男女共同参画プランの改定と県の取組 

講師：山口 聖一氏（県生活環境部青少年・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：センター職員 

○関連機関事業紹介 

発表者：山村 千華氏（福島労働局雇用均等室室長補佐） 

○意見交換（グループトーク） 

（２）市町村等男女共同参画担当者会議 

開催日：平成２７年２月１０日（火） 

参加者：２０名（２１市町村） 

内 容： 

○県からのお知らせ 

担当：阿部 祐介氏（県青少年・男女共生課主事） 

・市町村男女共同参画プラン策定の手引き（改定版）の説明 

・「女性活躍推進セミナー」実施報告 等 



○事例報告「男女共同参画プラン改定の取組」 

報告者：佐藤 真由美氏（石川町保健福祉課社会福祉係長） 

○復興庁からのお知らせ 

担当：丹羽 麻子氏（復興庁男女共同参画班政策調査官） 

○意見交換（グループトーク） 

○講義：「人が集まる！行列ができる！講座、イベントの作り方」 

講師：坂田 静香氏（大田区立男女平等推進センター エセナお

おたセンター長） 

※（１）、（２）とも福島県との共同主催による開催 

※（２）の講義は、「男女共生を進めるための住民力向上事業」と併

せて開催した。 

 

事業名 情報技術スキルアップ講座（有料） 

対象者 県民 

内 容 県民が、高度情報化社会で自立した個人として社会に参画していく一

助となるよう、スムーズなコンピュータ操作や基本的な情報収集・情報

活用方法を身につける講座を実施した。 

（１）じっくり入門 

  ・第１回（１２日間）                                         

   開講日：平成２６年６月１０日（火）～７月４日（金）の火・木・

金曜日 

   受講者：５名 

  ・第２回（１２日間） 

   開講日：平成２６年１０月３日（木）～３１日（金）の火・木・

金曜日 

   受講者：９名 

（２）ワード基礎講座 

  ・第１回（２日間） 

   開講日：平成２６年７月３０日（水）、３１日（木） 

   受講者：６名 

・第２回（２日間） 

開講日：平成２６年１１月２０日（木）、２１日（金） 

   受講者：１２名 

（３）エクセル基礎 

  ・第１回（３日間） 

   開講日：平成２６年８月２３日（土）、３０日（土）、９月６日

（土） 

   受講者：１２名  

・第２回（３日間） 



   開講日：平成２６年１２月２日（火）、４日（木）、５日（金） 

   受講者：１２名 

 

事業名 コミュニケーション・スキルアップ講座（有料） 

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２６年６月１４日（土）、１５日（日） 

   受講者：８名 

  ・第２回 

   開催日：平成２６年８月１６日（土）、１７日（日） 

   受講者：１８名 

（２）ステップアップ編（平成２２年度以降のコーチング講座受講者を

対象） 

   開催日：平成２６年１０月１１日（土）、１２日（日） 

   受講者：１１名 

（３）アサーティブトレーニング編（平成２２年度以降のコーチング講

座受講者を対象） 

   開催日：平成２６年１２月１３日（土）、１４日（日） 

受講者：２２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２６年５月２２日（木） 

  受講者：２１名 

  内 容：「女性が継続して活躍するために」 

 ②開催日：平成２６年６月１２日（木） 

  受講者：１６名 

  内 容：「みんなが共に、生きやすい社会を目指して」 



 ③開催日：平成２６年６月１９日（木） 

  受講者：１６名 

  内 容：「みんなが共に、生きやすい社会を目指して」 

 ④開催日：平成２６年７月１７日（木） 

  受講者：２０名 

  内 容：「みんなが共に、生きやすい社会を目指して」 

※講師は全てセンター職員 

 

事業名 災害とジェンダーに関する人材育成プログラム事業 ※自主 

対象者 県民 

内 容 防災分野におけるジェンダー視点を主流化し、防災活動への女性の参

画を促進するため、既存の災害とジェンダーに関する人材育成プログラ

ムの検証と新たなプログラムを検討するための「検討委員会」を実施し

た。（※公益財団法人日本女性学習財団・男女共同参画と災害・復興ネ

ットワーク共同事業体からの委託事業） 

○検討委員会 

・第１回：平成２７年１月２９日（水） 

・第２回：平成２７年２月１８日（水） 

※トレーニングプログラム、第３回検討委員会は平成２７年度に実施

予定 

 

(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 性別にとらわれず生き生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 

      男性相談員による相談 

 相談方法：電話・面接  

 相 談 員：男女共生相談員（嘱託職員）２名、男性相談員１名 

 相談件数：６１７件 

 

事業名 専門相談 

対象者 県民 ※カウンセリングは女性限定 

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 ２５件 

      健康相談「女性による女性のためのカウンセリング」 

（月２回、各回一人１時間程度） 

相談件数 １１件 

 相談方法：面接（予約制）  

 相 談 員：法律相談 弁護士 

       健康相談（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 内職や就業（再就職）を希望する女性  

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。 

 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：２，２９０件 

  内職あっせん者数：４５５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、介護専門職員 

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、認知症キャラバン・メイトフォローアップ

研修 

  実施講座数：５６回、５６日 

  参加者数：１，５０６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・住宅改

修研修、排泄ケア研修 等 



  実施講座数：１４回、２８日 

  参加者数：２７０名 

（３）介護の日記念フォーラム２０１４の開催（「介護セミナー」と併

催） 

  開催日：平成２６年１２月１６日（火） 

  会場：ユラックス熱海  

  参加者数：１０５名 

  内容： 

①記念講演「介護に癒しと温もりを～アロマセラピーを導入して～」 

 講師：室橋 恵氏（こころとからだがほっとする自然の家 

flowery room アロマ福祉士） 

②アロマ体験コーナー 

   ③介護に関する実技講座及び介護相談 

（４）福島県介護研修事業検討委員会の開催 

  第１回：平成２６年１１月２７日（木） 

  第２回：平成２７年３月１２日（木） 

 

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：４，５０１名   

  相談件数：８８５件（相談内容件数１，０５２件） 

  相談内容：移動機器（２３９件）、パーソナルケア関連（１４８件） 

（２）福祉用具・住宅改修普及支援協議会の開催 

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２６年１１月２７日（木） 

  第２回：平成２７年３月１２日（木） 

（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） １件（三春町） 

  ・事例検討会 １回（二本松市） 

 



４ 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 未来館ネットワーク推進プログラム 

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、未来館ネットワーク推進プログラム（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２６年９月２０日（土）・２１日（日）  

 参加者：延べ２，１８２名 

 内 容 

（１）シンボルイベント（２０日） 

   内 容：映画「母の道、娘の選択」上映＆我謝京子監督トーク 

   講 師：我謝 京子氏（ドキュメンタリー映画監督、ロイターニ

ュースアンカー） 

   参加者：１５０名 

（２）未来館ネットワークカフェ（２０日） 

   内 容：県内の団体、自治体職員等による情報交換、交流 

   参加者：３０名 

（３）県民参加企画（２０日） 

   内 容：県民が自主的に企画・運営を行った、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 

   出展数：２０企画 

（４）認知症介護セミナー（２１日） 

   ※福島県社会福祉協議会主催 

 

事業名 男女共生を進めるための住民力向上事業 

対象者 県民、市町村担当者 

内 容 男女共同参画社会の推進のために地域で活動している、あるいはしよう

としている団体等を育成・支援するため、事業企画等に役立つ講座を実

施した。 

 開催日：平成２７年２月１０日(火) 

 参加者：９７名 

内 容： 

○講 演「「人が集まる！行列ができる！講座、イベントの作り方」 



○講 師：坂田 静香氏（NPO 法人男女共同参画おおた理事長、大

田区立男女平等推進センター「エセナおおた」センター長） 

  ※市町村担当者会議と併せて実施 

 

事業名 男女共生次世代交流会 

対象者 若者世代の県民 

内 容 大学等高等教育機関と連携し、多様な視点から男女のライフステージ

や地域課題をテーマとした意見交換会等を実施した。 

開催日：平成２７年２月２８日（土） 

会 場：郡山市男女共同参画センター 

参加者：１０名（大学生） 

内 容： 

○基調講演「男女共同参画とキャリア形成」 

  講師：飯島 絵理氏（独立行政法人国立女性教育会館研究国際室客

員研究員） 

○事例発表「女性活躍推進プロジェクト等の取組について」 

  発表者：阿部 仁美氏（（株）東邦銀行女性活躍推進プロジェクト） 

○ワークショップ 

  ４～５名のグループとなり、講義、発表を踏まえ、男女共同参画の

視点での、これからの自身の働き方や生き方等について、意見交換を

行った。 

  後援：郡山女子大学、日本大学工学部、奥羽大学、新潟総合学院 FSG 

カレッジリーグ 

 

事業名 男女共同参画実践支援事業 

（男女共生を進めるための県民企画応援事業） ※自主 

対象者 県内で活動中または活動予定のグループ・団体 

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：５件 

  採択企画（団体）： 

  ・「平成２６年度研修会（第１回）講演『世界の女性たちは諦めな

い～台風被害のフィリピン・タクロバン諸島、大虐殺のあった

ルワンダ、そして福島につなぐ』」 

（（一社）国際女性教育振興会福島県支部） 

  ・「講演『いのちと生活を大切にする社会に向けて－いま福島で考

えたいこと・震災から４年目の気持ちを共有する』＆『お互い様

交流会』」 



   （栃木避難者母の会） 

  ・「ふくしまフォーラム『WORLD WOMEN'S CAFÉ in ふく

しま』」 

   （福島移住女性支援ネットワーク（EIWAN）） 

  ・「女性（わたし）の生き方セミナー『わたしのこれからを拓く』」 

   （NPO 法人ウィメンズスペースふくしま） 

  ・「平成２６年度海外視察研修帰国報告会・研修会」 

（（一社）国際女性教育振興会福島県支部） 

 

事業名 第３回国連防災世界会議パブリックフォーラムテーマ館「女性と防災」

ブース出展 ※自主 

対象者 県民、ほか 

内 容 第３回国連防災世界会議パブリックフォーラムテーマ館「女性と防 

災」において、青森・岩手・福島ブースへの出展を行った。 

  内 容：震災後の当センターの取組（ビッグパレットふくしま避難

所内「女性専用スペース」と未来塾「女子“防災”力アップ

セミナー」）のパネル展示と県内女性団体の活動紹介。 

  開催日：平成２７年３月１４日(土)～１８日（水） 

  会場：仙台市男女共同参画推進センター「エル・パーク仙台」 

 

  ※関連事業として、同様の内容で福島県男女共生センター「女性と

防災」展を実施した。 

   開催日：平成２７年３月１０日（火）～３月３１日（火） 

   会場：福島県男女共生センター交流展示スペース    

 

 

 

 


