
平 成 ３ ０ 年 度 事 業 報 告 書 

Ⅰ 男女平等参画促進事業 

１ えるのす連続講座～女性大学～ 

社会経済情勢の変化に対応し、男女平等参画を柱としながら、女性の社会参画に対する視座の

広がりに資するよう、幅広い分野にわたって講座を開講した。（会場：かでる  ４階大会議室） 

（第１期） 

開講日 講        師 内      容 受講者 

5月 29日 
（火） 

札幌学院大学法学部法律学科 
 教授 岡田久美子 

母体保護法と妊娠中絶 173名 

6月 5日 
（火） 

北翔大学教育文化学部教育学科 
 准教授 横山光 

火山と共に生きる 
～自然を愛し、地球を知ろう～ 

169名 

6月 11日 
（月） 

北翔大学教育文化学部教育学科 
 教授 佐々木浩子 

眠りとからだのリズムの不思議 160名 

6月 19日 
（火） 

北海学園大学人文学部日本文化学科 
 教授 田中綾 

いま読み返す、三浦綾子 
─旭川出身ﾐﾘｵﾝｾﾗｰ作家の魅力─ 

174名 

7月 3日 
（火） 

北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ 
 教授 冨士田裕子 

北海道の開拓・開発と 
北の植物たち 

160名 

7月 9日 
（月） 

札幌大谷大学社会学部地域社会学科 
 教授 永田志津子 

超高齢社会をどう生きる 
～住まいと介護・費用、社会参加 

164名 

7月 17日 
（火） 

日本医療大学保健医療学部 
 准教授 森口眞衣 

「いのちの倫理」はムズカシイ？ 167名 

7月 23日 
（月） 

北海道科学大学保健医療学部臨床工学科 
  教授 印藤智一 

ウイルス感染とヒトの免疫機構 157名 

7月 31日 
（火） 

北海道立文書館 
 文書専門員 山田正 

文書館企画展 
「世界史の中の北海道」について 

156名 

8月 7日 
（火） 

北海道新聞社 
 論説委員 髙須賀渉 

現在(いま)を知る 158名 

（第２期） 

開講日 講        師 内      容 受講者 

9月 26日 
（水） 

北星学園大学経済学部経済法学科 
 教授 足立清人 

親子法のヒューマニズム 148名 

10月 2日 
（火） 

北海道大学大学院理学研究院 
 教授 圦本尚義 

太陽系の起源と 
はやぶさ・はやぶさ2 

163名 

10月 9日 
（火） 

北海学園大学経済学部経済学科 
 准教授 一條由紀 

文学作品から考える 
19世紀フランスの恋愛観・結婚観 

156名 

10月 16日 
（火） 

北海道大学大学院地球環境科学研究院 
 准教授 小泉逸郎 

北の動物たちの歴史 
：面白い生態話と共に 

149名 

10月 23日 
（火） 

北海道大学教育学研究院 
 准教授 辻智子 

女性大学で学ぶ、ということ 
─女性と学習の歴史をひもとく 

153名 

10月 30日 
（火） 

札幌大学女子短期大学部 
 助教 濱口裕介 

松前藩の“意外史” 147名 

11月 6日 
（火） 

北海道科学大学保健医療学部看護学科 
 准教授 大内潤子 

栄養は健康寿命のカギ 151名 

11月 13日 
（火） 

札幌国際大学人文学部現代文化学科 
 准教授 坂梨夏代 

先史文化からみる北海道の歴史 151名 

11月 20日 
（火） 

北海道情報大学経営情報学部先端経営学科 
 准教授 福沢康弘 

韓国“再発見”の旅 
～変わりゆく隣国の今～ 

142名 

11月 27日 
（火） 

北海道新聞社 
 論説委員 髙須賀渉 

現在(いま)を知る 153名 



２ えるのす参画講演会 

道内各地域で地域の活動団体等と協力して講演会等を開催するとともに、女性プラザ祭で有識

者による講演会を開催し、男女平等参画に関する道民意識の高揚を図った。 

開催日・会場 共催団体・講演会等の名称・講師・講演テーマ 参加者数 

9月 19日 

江別市 

江別市野幌公民館 

江別市男女共同参画推進連絡協議会 

21名 

江別市男女共同参画推進連絡協議会研修会 

ライフスタイル研究所 主宰 布上恭子 

「健康長寿のために全ての人に必要なからだデザイン」 

 

10月 12日 

倶知安町 

倶知安町文化福祉

センター 

男女平等参画しりべし２０ 

47名 

平成３０年度男女平等参画しりべし２０講演会 

北海道情報大学医療情報学部 教授 加藤喜久子 

「男女平等参画講演会 ワークライフバランスと男女均等 

 女性が活躍する社会と男性の未来、男女関係の力学 

 ～「男子厨房に入るべし」、夫の家事力が煌めきを放つ時代～」 

10月 20日 

室蘭市 

胆振地方男女平等

参画センター 

胆振地方男女平等参画センター「ミンクール」利用者連絡会 

61名 

ミンクール利用者連絡会会員研修２０１８年度社会問題講演会 

さっぽろ社会福祉士事務所 代表 大島康雄 

「高齢者虐待の実態と防止を考える 

 ～被害者にも加害者にもならないために～」 

10月 22日 

美唄市 

美唄市総合福祉セ

ンター 

美唄市男女共同参画推進協議会 

44名 

第３回男女共同参画ｉｎ美唄大会 

ララプラスキッチン 代表 阿部美子 

「家族の笑顔が生まれる～男子厨房に入る時代～」 

 

10月 27日 

初山別村 

初山別村自然交流

センター 

初山別村女性団体等連絡協議会 

101名 

第６１回初山別村女性大会 

札幌学院大学人文学部 准教授 新田雅子 

「高齢者の暮らしと地域社会 

 住み慣れた村で心豊かに暮らすために」 

11月 8日 

札幌市 

かでる２・７ 

北海道立女性プラザ 

110名 

女性プラザ祭２０１８講演会 

弁護士 須田布美子 

「ハラスメントのない社会を目指して」 

 

 

  



３ 男女平等参画関係法律相談 

    配偶者暴力やセクハラなど男女平等参画に関する法律相談のニーズに対応するため、札幌市を 

  除く道内６地域で弁護士による法律相談を実施した。 

開催市 相談日・時間 相  談  会  場 弁護士（弁護士会） 相談者数 

函館市 平成 30年 8月 3日 函館市地域交流まちづくりセンター 伊藤詠子 (函館) 4 名 

帯広市 平成 30年 8月 24日 帯広市民文化ホール 平井智子 (釧路) 3 名 

釧路市 平成 30年 8月 31日 釧路市総合福祉センター 内山淑恵（釧路) 6 名 

北見市 平成 30年 9月 14日 オホーツク木のプラザ 大島由依 (釧路) 6 名 

旭川市 平成 30年 9月 21日 上川教育研修センター 吉川真由美 (旭川) 4 名 

苫小牧市 平成 31年 3月 4日 苫小牧市男女平等参画推進センター 川原千紘（札幌） 4 名 

 

Ⅱ 女性プラザ運営管理事業 

地方自治法第 244 条の 2第 3項､北海道公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

第 2条及び北海道立女性プラザの管理に関する協定書に基づき、道立女性プラザの管理を行った。 

１ 情報提供事業 

（１）情報提供フロアの利用 

       利用者数：7,883人（図書資料閲覧貸出、ビデオ・DVD閲覧貸出、インターネット等） 

      ・図書貸出：808冊（所蔵図書数：14,022冊） 

     ・ビデオ（DVD）貸出：55本（所蔵ビデオ・DVD数：448本） 

（２）ホームページ等の活用 

 女性プラザホームページやフェイスブックの内容を逐次更新して、事業案内や事業報告、道

内における男女平等参画の動きについての情報提供をした。 

また、メールマガジンを市町村や地域の団体等に対して、8回発行した。 

（３）女性プラザだより「えるのす」の発行 

女性プラザだより「えるのす」No53,54を、発行し、関係団体、市（区）町村等に配付した。 

（各 3,500部） 

（４） 情報制作援助  

     ・情報制作室（印刷機、紙折機、穿孔機などを設置）の利用者数：965人 

 

２ 交流・研修事業 

・交流フロア利用者数：18,152人  ・ミーティングルーム：450団体・2,666人 

（１）男女共同参画週間講演会    ・参加者数    96名 

6月 23日から 29日までの1週間､国の主唱する男女共同参画週間を記念して､6月 26日 (火)

に講演会を行った｡ 

内容  電子メディアに奪われる子どもたち 

～パパとママ、ジジとババで考えよう！子どもの心と体を育てるために大切なこと～ 

ＮＰＯ法人お助けネット代表 中谷通恵 



（２）女性プラザ祭２０１８ 

  平成 3年 11月の開館を記念して､11月 2日から 10日までの間､男女平等参画を推進する全道

的なネットワーク形成を目指し、幅広い道民が参加できる｢女性プラザ祭２０１８｣を開催し､関

係団体ととともに次のとおり事業を行った｡ 

① オープニングコンサート  2日（金）1階展示ホール  参加者数：147名 

主催  北海道立道民活動センター 

内容  フルート、クラリネットなどによるミニコンサート 

② 結び屋ゆいく風呂敷講座  5日（月）6階 610会議室  参加者数：10名 

協力  齋藤のりこ（(一社)日本風呂敷マスター協会認定『結び屋ゆいく』認定講師） 

内容  「おしゃれに便利に災害時まで使おう風呂敷活用術」 

③ ＤＶＤ上映会  6日（火）女性プラザ交流フロア  参加者数：25名 

タイトル 「おにいちゃんのハナビ」 

④ 大人が笑顔になる絵本の世界  7日（水）6階610会議室  参加者数：21名 

協力  森景子（えほんの森代表） 

内容  「ちいさな幸せ みーつけた」 

⑤ 女も男もワイワイセッション  8日（木）4階大会議室  参加者数：98名 

内容  「ハラスメントについて考えよう！」 

コーディネーター：北海道立女性プラザ館長 笹谷春美 

〈第 1部〉相談事例から見たハラスメントの実態と課題 

        名古屋紋子（女性の活躍支援センター支援員） 

〈第 2部〉ハラスメントとコミュニケーション 

       ササキミサト（Vomy-c/代表） 

⑥ 講演会  8日（木）4階大会議室  参加者数：110名 

         内容  「ハラスメントのない社会を目指して」 

  弁護士 須田布美子 

⑦ つながる・みつかるフェスタ札幌ｉｎ女性プラザ  

8日（木）女性プラザ交流フロア  参加者数：110名 

主催  Ｎｏｒｔｈ－Ｗｏｍａｎ（ノースウーマン） 

内容  女性起業家による事業紹介、ブース出展 

⑧ ばくりっこマルシェ（北海道胆振東部地震チャリティイベント） 

  9日（金）女性プラザ交流フロア、6階 610会議室  参加者数：35名 

主催  相互支援組合みなみな 

  内容  おもちゃ、絵本、マンガの交換会など 

⑨ 女性セミナー  9日（金）10階 1040会議室  参加者数：59名 

  主催  北海道女性団体連絡協議会 

  内容  「地域づくりと女性の役割」 

⑩  憲法カフェ  9日（金）6階 610・620会議室  参加者数：48名 

  主催  北海道ジェンダー研究会 



  内容  「【政治】を変える。【女性】議員を増やす。」 

⑪ その他の事業 

       ・パネル展  5日（月）～10日（土） 女性プラザ 

          テーマ「職場でのハラスメント」 

     ・プラザマルシェ  8日（木）6階 610・620会議室  参加者数：105名 

      女性農業者グループ等の協力による販売会 

 

（３）他団体連携事業 

① 市町村等連携講座（あなたの街に女性プラザ） 

道立女性プラザの活動を市町村と連携して進めるため、市町村等が主催する講演会や講座の

開催に協力し、支援した。 

開催日・市町村 内         容 参加者数 

6月 16日 

恵庭市 

アンガーマネジメント～だれでもできるイライラ対処術 

officeエトス代表 岡本真なみ 
79名 

9月 26日 

豊富町 

怒りの感情と上手に付き合うコツ！～アンガーマネージメント～ 

officeエトス代表 岡本真なみ 
32名 

10月 16日 

美幌町 

ときどき運動、ますます元気～転倒や骨折を予防しましょう～  

北海道医療大学リハビリテーション科学部教授 鈴木英樹 
44名 

11月 22日 

苫前町 

女性の働き方と年金～女性も男性もともに暮らしやすい社会を創る 

都社労士事務所所長 千田都茂美 
22名 

11月 27日 

釧路市 

災害×女性視点＝みらいへ 

～大災害に備えて女性視点に立った支援を考える～ 

理学療法士 畑原理恵 

30名 

② 整活（せいかつ）体操レッスン  女性プラザ交流フロア 

・10月 26日（金）  参加者数：20名 

 ・内容  女性の健康づくり 

 ・協力  整活サロン「One to One」（代表 青木優子） 

③ プレママ・プレパパ産前産後のりきりセミナー 

女性プラザ交流フロア、6階 610・620会議室、和室研修室「樹」 

・4月 14日（土）～2月 2日（土）計 6回  参加者数：135名 

 ・内容  講座、ミニ相談会 

 ・主催  北海道立女性プラザ、ＮＰＯ札幌 feeling子育ての会 

④ はじめての親子レッスン  6階和室研修室「花」 

・4月 17日（火）  参加者数：6名 

 ・内容  あそびのレッスンなど 

 ・主催  札幌 feeling子育ての会  ・共催  北海道立女性プラザ 

 



⑤ かみさまとのやくそく小さな上映会ｉｎ札幌  女性プラザ交流フロア、6階 620会議室 

・6月 23日（土）  参加者数：91名 

・タイトル 「かみさまとのやくそく」 

 ・主催  かみさまとのやくそく小さな上映会ｉｎ札幌事務局、北海道立女性プラザ 

⑥ 生きるを伝える写真展ｉｎ札幌  1階展示ホール、女性プラザ交流フロア 

・11月 13日（火）～17日（土）  参加者数：327名 

・タイトル  「“ありのまま”の美しさ。それぞれの「生きる」の形。」 

 ・主催  生きるを伝える写真展ｉｎ北海道実行委員会  ・共催  北海道立女性プラザ 

⑦ 乳がんを知ろう！ピンクリボンｉｎＳＡＰＰＯＲＯ 

出前講座＆体験談を聞く会  6階 610会議室 

・11月 16日（金）  参加者数：15名 

 ・内容  講座、体験者交流会 

 ・主催  生きるを伝える写真展ｉｎ北海道実行委員会  ・共催  北海道立女性プラザ 

⑧ 講演会＆ヨガワークショップ  10階 1060会議室 

・11月 17日（土）  参加者数：37名 

 ・内容  講演会、ワークショップ 

 ・主催  生きるを伝える写真展ｉｎ北海道実行委員会  ・共催  北海道立女性プラザ 

⑨ ３施設連携事業「親子防災講座」  9階 920会議室 

・1月 16日（水）  参加者数：14名 

 ・内容  ＤＶＤ上映会、親子防災講座 

 ・主催  北海道立女性プラザ、北海道立市民活動促進センター、北海道立生涯学習推進セン

ター 

⑩ 女性プラザ祭２０１８の連携事業（連携団体）<再掲> 

  ・オープニングコンサート（北海道立道民活動センター） 

 ・つながる・みつかるフェスタ札幌ｉｎ女性プラザ（Ｎｏｒｔｈ－Ｗｏｍａｎ） 

 ・ばくりっこマルシェ（相互支援組合みなみな） 

 ・女性セミナー（北海道女性団体連絡協議会） 

・憲法カフェ（北海道ジェンダー研究会） 

 

（４）男性参画講座 

① ケアメン講座  3月16日（土）7階 710会議室  参加者数：15名 

・内容  ・男性介護の特性と介護保険制度について 

         さっぽろ社会福祉士事務所代表 大島康雄 

・介護技術講習（ベットの移乗） 

（一財)北海道介護ロボット推進協議会代表 萩生田知香志 

            評議員主任インストラクター 村井田良 

 ・介護交流会 

 



（５）交流フロア活用イベント 

① カルチャーナイト２０１８  7月 20日（金）  参加者数：378名 

バルーンアート 

② 整活（せいかつ）体操レッスン <再掲> 

③ 女性プラザ祭２０１８ <再掲> 

・ＤＶＤ上映会 

・つながる・みつかるフェスタ札幌ｉｎ女性プラザ 

・ばくりっこマルシェ 

   ④ 整活体操教室  4月 6日（金）～3月 22日（金）計 37回  参加者数：185名 

     主催 整活サロン One to One  協力 北海道立女性プラザ 

⑤ はじめての親子レッスン 

4月 11日（水）～11月 28日（水）計 8回  参加者数：124名 

主催 札幌 feeling子育ての会  協力 北海道立女性プラザ 

⑥ 子育てかえりん茶話会  4月 19日（木）～3月 15日（金）計 6回  参加者数：80名 

     主催 子育てかえりん  協力 北海道立女性プラザ 

⑦ ドゥーラカフェさっぽろ  6月 13日（水）～3月 5日（火）計 4回  参加者数：53名 

     主催 産後ドゥーラさっぽろ  協力 北海道立女性プラザ 

⑧ 栄養とスイーツに関するお茶会  6月 21日（木）  参加者数：7名 

  主催 札幌 feeling子育ての会  協力 北海道立女性プラザ  

⑨ こころとからだがよろこぶ 6/23親子イベント  6月 23日（土）  参加者数：45名 

  主催 札幌 feeling子育ての会  協力 北海道立女性プラザ  

⑩ 親子の小さな撮影会  10月 9日（火）  参加者数：25名 

  主催 札幌 feeling子育ての会  協力 北海道立女性プラザ  

⑪ アクションＨＩＲＯＢＡ  10月 10日（水）～12日（金）  参加者数：130名 

  主催 北海道  協力 北海道立女性プラザ  

⑫ オフィスのための整理整頓セミナー 11月 1日（木）、19日（月）  参加者数：20名 

  主催 カタシカタ  協力 北海道立女性プラザ 

⑬ 女性の癒しイベント  11月 2日（金）  参加者数：136名 

  主催 むーみんのいえ  共催 札幌 feeling子育ての会  協力 北海道立女性プラザ 

⑭ 子育て講座２０１８♪Ｂｅｓｔ４  11月 2日（金）  参加者数：136名 

  主催 札幌 feeling子育ての会  協力 北海道立女性プラザ 

⑮ 乳がんなどの女性特有のがん体験者のためのおしゃべりサロン＆癒しのワークショップ 

11月 15日（木）  参加者数：31名 

  主催 生きるを伝える写真展 in北海道実行委員会  共催 北海道立女性プラザ 

⑯ 生きるを伝える写真展ｉｎ札幌  11月 16日（金）～17日（土）  参加者数：116名 

  主催 生きるを伝える写真展 in北海道実行委員会  共催 北海道立女性プラザ 

⑰ 札幌 feeling子育ての会クリスマス会  12月 19日（水）  参加者数：33名 

  主催 札幌 feeling子育ての会  協力 北海道立女性プラザ 



⑱ 癒しのウインター  2月 16日（土）  参加者数：25名 

主催 Healingの会  協力 北海道立女性プラザ 

⑲ 白い癒しの日  3月14日（木）  参加者数：25名 

主催 Healingの会  協力 北海道立女性プラザ 

⑳ 赤ちゃんの夜泣き・寝ぐずり解決講座  3月 19日（火）  参加者数：24名 

主催 feel助産院、クークールナ  協力 北海道立女性プラザ 

 

３ 道内活動団体とのネットワークづくり 

 男女平等参画の推進活動を行っている団体の申請により女性プラザサポーターに登録をしてい

ただき、相互に情報を提供、発信することにより、男女平等参画に関する意識の醸成と全道的な

ネットワークの形成をめざした取組を進めた。 

   ・3月末現在登録団体数  42団体 

    ・メールマガジン          8回発行 

 

４ 調査研究事業 

（１）北海道の男女平等参画に関する参考項目数値一覧作成のための調査（48大学） 

     ・道内の大学及び短大におけるキャンパス・セクシュアルハラスメント対策 

    ・大学院における社会人入学者の女性の割合 

（２）道内の男女共同参画施設に対する調査（7施設） 

  ・2018（平成 30）年度における事業の実施状況 

  ・2019年度における事業の実施予定 

 

５ 相談事業 

（１）日常生活における悩みごとなどの法律相談に応じるため、女性の弁護士による「女性のた 

めの相談室」を開設した。 

・予約制による面接相談 

・実施日：毎月 第 2・4水曜日（一部振替） 

・相談員（弁護士）13名 

淺松千寿、上岡由紀子、小林由紀、多田絵理子、中込律子、成田教子、橋本佐和子、 

万字香苗、八代眞由美、安田英里佳、山口千日、山田暁子、山田佳以 

    ・相談者数：69人 

（２）女性の活躍推進に係る総合相談支援窓口として「北海道女性の活躍支援センター」を運営 

した。 

・開設時間【月・火・木・金】10時から 16時まで 

【水・土】    10時から 13時まで 

    ・相談件数：①総合相談：228件、②専門相談：14件、③メンター相談：5件 

 

 



６ 運営協議会 

女性プラザに係る多様な要望や意見を踏まえ、女性の実践的活動拠点としての機能充実を図る

ため、7 名の委員で構成された女性プラザ運営協議会を開催した。会議では、女性プラザの管理

運営内容の検討、情報提供事業に係わる図書、ＤＶＤ（ビデオ）ソフトの選定などを行った。 

・第 1回  平成 30年 10月 1日（月） 

・第 2回  平成 31年 3月 19日（火） 

 

７ 施設及び設備の維持管理業務等 

（１）組織体制  

      館長（非常勤）１名 、副館長（常務理事兼事務局長）１名、主事４名、非常勤嘱託２名 

（２）適切な維持管理等の実施 

次の事項等について、適切に業務処理を行った。 

・図書・ビデオ（DVD）・資料等の整理、点検 

・什器、機器等の安全点検及び来館者の安全確保 

・関係諸官庁への各種報告及び個人情報の適切な管理 

 

  



理 事 会  開 催 状 況                 

開催日時等 開 催 場 所 出  席  者 議         事 

 5月18日（金） 

 第１回理事会 

道民活動センタービル 

5階540会議室 

理事 6名 

(欠席者1名） 

監事 2名 

議案 

１ 平成29年度事業報告 

２ 平成29年度決算 

報告 

監査報告 

議案 

３ 評議員会の招集 

４ 役員の改選に伴う理事長及び常務

理事の取扱い 

報告 

理事長及び常務理事の職務の執行状

況 

6月12日（火） 

 書面理事会 

決議の省略の方法によ

る 

理事 7名 

監事 2名 

議案 

１  理事長及び常務理事の選定 

10月18日（木） 

 書面理事会 

決議の省略の方法によ

る 

 議案 

１ 評議員会の召集 

3月29日（金） 

 第２回理事会 

道民活動センタービル 

6階 610会議室 

理事 5名 

(欠席者2名) 

監事 2名 

議案 

１  平成31年度事業計画(案) 

２  平成31年度収支予算(案) 

報告 

理事長及び常務理事の職務の執行状

況 

 

評 議 員 会 開 催 状 況                 

開催日時等 開 催 場 所 出  席  者 議         事 

 6月12日（火） 

 定時評議員会 

 道民活動センタービル 

 3階310会議室 

評議員 6名 

（欠席者1名） 

議案 

１ 役員の退任と選任 

２ 平成29年度決算 

報告 

１ 平成29年度事業報告 

２ 平成29年度事業及び決算の監査報告 

11月5日（月） 

 臨時評議員会 

決議の省略の方法によ

る 

 議案 

１ 理事の選任 

 


