
 

 

令 和 ２ 年 度 事 業 報 告 書 

Ⅰ 男女平等参画促進事業 

１－１ 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。 

【第１期】（会場：かでる  4階大会議室） 

開講日 講        師 内      容 受講者 

5月26日 
（火） 

北海道大学大学院教育学研究院 
 准教授 山仲勇二郎 

質の良い眠りとは 
～睡眠のウソ・ホント～ 

感染症

の状況

を踏ま

え中止 

6月2日 
（火） 

北海道教育大学札幌校 
 教授 佐々木貴子 

日々の備えと暮らし方 

6月9日 
（火） 

弁護士 加藤丈晴 
LGBT について学ぼう！～人権の視

点から多様な性のあり方を考える～ 

6月16日 
（火） 

officeエトス 代表 
ｱﾝｶﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 岡本真なみ 

今日から始める！ 
アンガーマネジメント 

6月30日 
（火） 

オフィスAZM 代表 濱野まさひろ 
異文化の壁を超える 
ホスピタリティ 

7月7日 
（火） 

札幌大谷大学 
 教授 石飛道子 

智慧のおしえ 仏教 

7月14日 
（火） 

北海道科学大学薬学部薬学科 
 教授 山下美妃 

くすりを知る・使う・考える 

7月21日 
（火） 

北海道情報大学情報メディア学部 
情報メディア学科 准教授 柿並義宏 

音と宇宙花火で調べる宇宙 

7月28日 
（火） 

北海学園大学人文学部日本文化学科 
 講師 関本真乃 

『源氏物語』と読者 

8月4日 
（火） 

北海道新聞社論説委員室 現在(いま)を知る 

【第２期】（会場：かでる  8階820研修室） 

開講日 講        師 内      容 受講者 

9月30日 
（水） 

北海道大学大学院教育学研究院 
 准教授 山仲勇二郎 

質の良い眠りとは 
～睡眠のウソ・ホント～ 

67名 

10月7日 
（水） 

北海道教育大学札幌校 
 教授 佐々木貴子 

日々の備えと暮らし方 60名 

10月12日 
（月） 

officeエトス 代表 
ｱﾝｶﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 岡本真なみ 

今日から始める！ 
アンガーマネジメント 

59名 

10月20日 
（火） 

北海道情報大学情報メディア学部 
情報メディア学科 准教授 柿並義宏 

音と宇宙花火で調べる宇宙 58名 

10月27日 
（火） 

北海道科学大学薬学部薬学科 
 教授 山下美妃 

くすりを知る・使う・考える 64名 

11月4日 
（水） 

北海学園大学人文学部日本文化学科 
 講師 関本真乃 

『源氏物語』と読者 52名 

11月10日 
（火） 

札幌大谷大学 
 教授 石飛道子 

智慧のおしえ 仏教 49名 

11月17日 
（火） 

オフィスAZM 代表 濱野まさひろ 
ウィズコロナ時代に 
必要とされるホスピタリティ 

45名 

11月24日 
（火） 

弁護士 加藤丈晴 
LGBT について学ぼう！～人権の視

点から多様な性のあり方を考える～ 
36名 

12月1日 
（火） 

北海道新聞社 
 論説委員 白井高秋 

現在(いま)を知る 45名 



 

 

 

１－２ えるのす連続講座～女性大学～「冬」 

感染症の状況を踏まえ中止とした第１期の代わりに、１０回シリーズの【講義編】と【体験編】

を開講した。 

【講義編】（会場：かでる  6階610・620会議室） 

開講日 講        師 内      容 受講者 

12月7日 
（月） 

(一社)North-Woman 代表理事 繁富奈津子 
桧山農場 米農家／書家 由芽 檜山由美 

私たちの起業ストーリー 11名 

12月15日 
（火） 

北海道科学大学保健医療学部 
 教授 印藤智一 

ウイルス感染に対するヒトの免疫
反応 

18名 

1月12日 
（火） 

星槎道都大学美術学部 
 学部長 安藤淳一 

地域防災入門─建設業は地域を守
る、ひとを守る─ 

6名 

1月19日 
（火） 

おうちスタイル札幌 
 代表 米村大子 

冷蔵庫を整理して快適な暮らしを
手に入れよう！ 

11名 

1月26日 
（火） 

札幌大谷大学社会学部 
 教授 吉岡亮 

中野重治の詩を読む 12名 

1月28日 
（木） 

Ｖｏｍｙ－Ｃ 代表 ササキミサト ｢リモート｣での話し方・映り方 10名 

2月1日 
（月） 

藤女子大学文学部 
 教授 名畑嘉則 

龍はいつから架空の動物になった
か？ 

22名 

2月5日 
（金） 

オフィスAZM 代表 濱野まさひろ 
お風呂・温泉で免疫力を高める健
康入浴法 

13名 

2月15日 
（月） 

北海道医療大学歯学部 
 教授 千葉逸朗 

口は｢幸せ｣のもと 13名 

2月22日 
（月） 

気象予報士・防災士 菅井貴子 暮らしを豊かにする気象情報 21名 

【体験編】（会場：かでる  6階610・620会議室） 

開講日 講        師 内      容 受講者 

12月7日 
（月） 

ﾛｰﾌｰﾄﾞﾏｲｽﾀｰ小樽校校長 ﾛｰｽｲｰﾂﾊﾟﾃｨｼｴ 
ｶｼｭｰﾅｯﾂﾏｲｽﾀｰ 石川英美 

この時期だからこそ､免疫力UP! 
ﾛｰﾌｰﾄﾞﾏｲｽﾀｰが教える酵素パワー 

13名 

12月11日 
（金） 

Ｒｅｆｉｎｅｄ（リファインド）色彩講師 
／着こなし美人ナビゲーター 山本よしみ 

ブラウンコーデ☆完全マスター 15名 

12月15日 
（火） 

Ｆｅｅｒｉｃｉｅｒ（フェリシエール）代表 
外見トータルアドバイザー 柳谷真理子 

人相学に基づくメイク法で、 
運気と自己肯定感を一気に上げる！ 

9名 

12月18日 
（金） 

『Ｌｉｎ-ｃｏ*』店主 
布ナプキンアドバイザー® 芦名陽美 

布ナプキンの使い方講座 5名 

1月12日 
（火） 

ＰＨＯＴＯＫＡＳ（フォトカス） 
写真整理アドバイザー上級 うえのかおり 

家族・わたしの笑顔が増える！ 

古い写真を整理する 
6名 

1月15日 
（金） 

美冬キャリア 
ライフキャリアサポーター 降幡美冬 

自分の強みを知ろう！ 

統計心理学i-color 
11名 

1月19日 
（火） 

ＡＥＡＪ認定アロマセラピスト 
あとりえ柚子香yuzca 谷淳子 

大切な人を癒そう 
～タッチのチカラ～ 

10名 

2月5日 
（金） 

日本風呂敷マスター協会認定 
「結び屋ゆいく」認定講師 齋藤のりこ 

風呂敷七変化 
～目から鱗のすぐに使える活用術～ 

9名 

2月15日 
（月） 

リンパストレッチサロンまでぃ～に 
ＬＡストレッチトレーナー 髙田沙織 

良くのびて身体スッキリ！ 
タオルを使って簡単ストレッチ 

9名 

2月19日 
（金） 

えほんの森 代表 森景子 
大人が笑顔になる絵本セラピー 
～モノではなくてココロの時代～ 

17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 

10月 19日 

美幌町 

美幌町保健福祉総

合センター 

美幌町男女共同参画プラン推進協議会 

49名 
美幌町男女共同参画講演会 

札幌リラ法律事務所 弁護士 小林由紀 

『女性の老後～「いつまでも私らしく」を考える』 

10月 27日 

釧路市 

釧路市男女平等参

画センター 

釧路市女性団体連絡協議会 

43名 
釧路管内女性大会 

整活サロン One to One 代表 青木優子 

『健康の入り口はここから 整活体操をしてみませんか』 

11月 12日 

札幌市 

かでる２・７ 

北海道立女性プラザ 

29名 

女性プラザ祭２０２０講演会 

ユニバーサルデザイン有限会社環工房 代表取締役 牧野准子 

『障がいがあっても輝いていきたい 

～車いす建築士目線で見える社会～』 

11月 13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 

56名 
令和２年度男女平等参画講演会 

ユニバーサル・ジョブズ・インク 代表 宇治由美子 

『人生の満足度を上げる「ストレス対処法」』 

11月 21日 

登別市 

登別市民会館 

登別市男女共同参画社会づくり推進会議 
感染症の

状況を踏

まえ市が

中止決定 

令和２年度登別市男女共同参画フォーラム２０２０ 

ララプラスキッチン 代表 阿部美子 

 

3月 13日 

札幌市 

かでる２・７ 

公益財団法人北海道女性協会 

35名 
えるのす参画講演会 in札幌 

ユニバーサル・ジョブズ・インク 代表 宇治由美子 

『人生の満足度を上げる「ストレス対処法」』 

3月 27日 

ニセコ町 

ニセコ町民センタ

ー 

未来のニセコを拓く会 

13名 
えるのす参画講演会 inニセコ町 

ララプラスキッチン 代表 阿部美子 

『家族の笑顔生まれる！～男子厨房に入る時代～』 

 

  



 

 

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 

室蘭市 令和 2年 9月 4日 室蘭市中小企業センター 多田絵理子（札幌） 4 名 

帯広市 令和 2年 9月 11日 帯広市民文化ホール 平井智子 (釧路) 5 名 

釧路市 令和 2年 9月 18日 釧路市総合福祉センター 藤川拓也（釧路） 3 名 

函館市 令和 2年 9月 25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 

北見市 令和 2年 10月 2日 オホーツク木のプラザ 大島由依 (釧路) 3 名 

旭川市 令和 2年 10月 9日 上川教育研修センター 小林梨奈（旭川） 6 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：1,846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：493冊（所蔵図書数：14,310冊） 

     ・ビデオ（DVD）貸出：1本（所蔵ビデオ・DVD数：456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、7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」No57,58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：301人 

 

２ 交流・研修事業 

・交流フロア利用者数：3,083人  ・ミーティングスペース：136団体・607人 

（１）男女共同参画週間講演会 

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 23日 (火)

に講演会を行う予定だったが、感染症の状況を踏まえ講演会は開催中止。講演内容を収録し、貸

出用ＤＶＤを作成した。 

内容  「持続可能な世界のためのジェンダー平等～ＳＤＧｓ達成のためにできること～」 

ＲＣＥ北海道道央圏協議会 事務局長 有坂美紀 



 

 

（２）女性プラザ祭２０２０ 

  平成 3年 11月の開館を記念して､11月 6日から 14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２０２０｣を開催し､関

係団体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  6日（金）1階展示ホール  参加者数：47名 

主催  一般財団法人道民活動振興センター 

内容  ソプラノコンサート 

② ＤＶＤ上映会  7日（土）1階かでるホール  参加者数：42名 

タイトル  「ＳＩＮＧ／シング」 

③ オトナの発表会～あたらしく、わたしらしく～ 

１部『ハピフェス２０２０～おとなの文化祭～』 

  8日（日）1階かでるホール  参加者数：85名 

主催  ＠ハピフェス企画、北海道立女性プラザ 

内容  歌、ダンス、ファッションショーなどのステージ発表 

④ オトナの発表会～あたらしく、わたしらしく～ 

２部『ミニコンサート～たったひとつの命だから～』 

  8日（日）1階かでるホール  参加者数：21名 

内容  「雪」（シンガーソングライター/ワンライフプロジェクト札幌支部代表）による

歌と朗読 

⑤ 女も男もワイワイセッション 

12日（木）4階大会議室、オンライン  参加者数：33名 

主催  北海道 

運営  一般社団法人Ｎｏｒｔｈ－Ｗｏｍａｎ 

共催  北海道立女性プラザ 

内容  「アクションＨＩＲＯＢＡ 地域でアクション～彼女たちのライフワーク２」 

池本美紀（民宿きのえ荘女将） 

鹿又百合子（id.DESIGN-OFFICE代表） 

檜山由美（書家・由芽／桧山農場） 

⑥ 講演会  12日（木）4階大会議室  参加者数：29名 

         内容  「障がいがあっても輝いていきたい～車いす建築士目線で見える社会～」 

牧野准子（ユニバーサルデザイン有限会社環工房代表取締役） 

⑦ 女性セミナー  13日（金）10階 1040会議室  参加者数：19名 

  主催  北海道女性団体連絡協議会 

  内容  「コロナに負けない体力づくり～身体を動かして、免疫力を高めよう～」 

⑧ 憲法カフェ５  13日（金）7階 710会議室  参加者数：20名 

  主催  北海道ジェンダー研究会 

  内容  「何も変わっていなかった無償労働問題 

―ステイ・ホームが見える化させた女性の育児・家事・介護負担の課題―」 



 

 

⑨ その他の事業 

・パネル展  9日（月）～14日（土）女性プラザ 

           テーマ「女性の政治参画」 

・オトナの作品発表会～あたらしく、わたしらしく～ 

9日（月）～14日（土）女性プラザ、6階 630会議室  参加者数：50名 

       写真、インテリア装書、メッセージカード等の作品展示 

      ・プラザぎゃらりい（３施設連携事業） 

10日（火）～13日（金）6階 610・620会議室  参加者数：37名 

       女性プラザ・市民活動促進センター・生涯学習推進センターの活動紹介 

 

（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 

9月 6日 

帯広市 

令和２年度帯広市男女共同参画講座 

「今、知っておきたいＬＧＢＴｓ 

～誰もが生きやすい社会の現実に向けて～」 

 須田布美子法律事務所 弁護士 須田布美子 

27 名 

11月 20日 

釧路市 

釧路市男女平等参画センター啓発セミナー 

「身近な問題としてデートＤＶを考える 

～気づくことからはじめよう～」 

 ＮＰＯ法人女のスペース・おん 代表理事 山崎菊乃 

22 名 

2月 13日 

千歳市 

男女共同参画環境づくりセミナー 

 

 

感染症の状況を

踏まえ市が中止

決定 

② 整活（せいかつ）体操レッスン  10階 1040会議室 

・10月 9日（金）  参加者数：17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 産前♪産後♪のりきりセミナー２０２０  オンライン（ZOOM） 

・6月 6日（土）～1月 30日（土）計 4回  参加者数：113名 

・内容  講座 

・主催  北海道立女性プラザ、札幌 feeling子育ての会 

④ 性の健康教育講座からだの科学  6階 610会議室 

・9月 23日（水）、10月5日（月）  参加者数：22名 

・内容  講座 

・主催  ＮＰＯピーチハウス  ・共催  北海道立女性プラザ 



 

 

⑤ アクションＨＩＲＯＢＡ  オンライン（ZOOM）、6階 610・620会議室ほか 

・10月 9日（金）～11月16日（月）計 8回  参加者数：192名 

・内容  セミナー、オンラインセミナー、ワークショップなど 

・主催  北海道  ・運営  一般社団法人Ｎｏｒｔｈ－Ｗｏｍａｎ 

・共催  北海道立女性プラザ 

⑥ 映画「ママやめ」札幌自主上映会 

ママをやめてもいいですか？  6階 610会議室、10階 1070会議室 

・10月 31日（土）～11月 2日（月）  参加者数：75名 

・内容  上映会 

・主催  映画「ママやめ」札幌上映実行委員会  ・共催  北海道立女性プラザ 

・協力  パパ育休プロジェクト、コーチングプラス石谷二美枝 

⑦ パパ育休勉強会  10階 1070会議室 

・11月 1日（日）  参加者数：23名 

・内容  勉強会 

・主催  パパ育休プロジェクト  ・共催  北海道立女性プラザ 

⑧ ３施設連携事業「プラザぎゃらりい」<再掲>  6階 610・620会議室 

・11月 10日（火）～13日（金）  参加者数：37名 

・内容  女性プラザ・市民活動促進センター、生涯学習推進センターの活動紹介 

・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 

⑨ 育休取得促進プロジェクト～みんなで子育て応援プロジェクト～ 

シンポジウム２０２１  オンライン（ZOOM）、6階610・620会議室、7階 710会議室 

・3月 12日（金）  参加者数：63名 

・内容  パネルディスカッション、講演、育休セミナ―など 

・主催  北海道、札幌市男女共同参画センター、北海道立女性プラザ、コネヒト株式会社 

⑩ ３施設連携事業「紹介動画」 

・3月 31日（水）～ ホームページで公開 

・内容  女性プラザ・市民活動促進センター・生涯学習推進センターの紹介 

・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 

⑪ 女性プラザ祭２０２０の連携事業（連携団体）<再掲> 

・オープニングコンサート（一般財団法人道民活動振興センター） 

・オトナの発表会～あたらしく、わたしらしく～ 

１部『ハピフェス２０２０～おとなの文化祭～』（＠ハピフェス企画） 

・憲法カフェ５（北海道ジェンダー研究会） 

・女性セミナー（北海道女性団体連絡協議会） 

 

 



 

 

（４）男性参画講座 

ケアメン講座  3月 6日（土）6階 610・620会議室、オンライン  参加者数：12名 

・内容  <第１部>「男性介護者の特徴と介護者支援の在り方」 

    <第２部>「コロナ禍での介護のコツ」 

さっぽろ社会福祉士事務所代表 大島康雄 

 

（５）交流フロア活用イベント 

① カルチャーナイト２０２０ 

・7月 17日（金）  感染症の状況を踏まえ実行委員会がリアル開催を中止決定 

② 女性プラザ祭２０２０<再掲> 

・オトナの作品発表会～あたらしく、わたしらしく～ 

   ③ スウェーデン大使館写真展「スウェーデンのパパたち」 

・3月 13日（土）～19日（金）  参加者数：19名 

・主催  北海道、札幌市男女共同参画センター、北海道立女性プラザ、コネヒト株式会社 

 

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  40団体 

    ・メールマガジン          7回発行 

 

４ 調査研究事業 

（１）家事・育児の役割分担に関するアンケート（全 10回、計 113人） 

     ・家事・育児の状況について（従事時間、貢献度など） 

（２）道内の男女共同参画施設に対する調査（7施設） 

  ・令和 2年度における事業の実施状況 

  ・令和 3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：49人（感染症対策による休館のため全 24回のうち 3回中止） 



 

 

（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：183件、②専門相談：7件、③メンター相談：2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  令和 2年 10月：書面 

・第 2回  令和 3年 3月 27日（土）：オンライン 

 

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26日（火） 

 第１回理事会 

（書面） 

決議の省略の方法によ

る 

理事 7名 

監事 2名 

議案 

１ 平成31年度事業報告 

２ 平成31年度決算 

３ 評議員会の招集 

４ 役員改選に伴う理事長及び常務理

事の選定方法 

6月25日（木） 

 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 

3月16日（火） 

 第２回理事会 

道民活動センタービル 

6階620会議室 

理事 6名 

（欠席者 1名） 

監事 2名 

議案 

１  令和3年度事業計画(案) 

２  令和3年度収支予算(案) 

報告 

理事長及び常務理事の職務執行の状

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16日（火） 

 定時評議員会 

 道民活動センタービル 

 6階610会議室 

評議員 7名 議案 

１ 役員及び評議員の退任と選任 

２ 平成31年度決算 

報告 

１ 平成31年度事業及び決算の監査報告 

２ 平成31年度事業報告 

 


