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３ 令和元（平成３１）年度事業実施状況 
 

【事業一覧】 

  

男女共同参画に関する情報の収集及び提供 

・基 HP及びその他のツールを利用した情報発信 

・補 文献情報，視聴覚教材の収集及び提供（情報スペースの運営） 

・補 人材情報の保有状況 

 

男女の多様なチャレンジを支援する事業 

・補 高校生向け出前講座 

・補 エソールきらめきトークライブ 

・委 人権啓発指導者等養成等業務  

 

男女共同参画に関する相談 

・補 相談事業（エソール広島相談事業） 

・基 ＤＶ等の暴力防止に向けた啓発事業 

 

男女共同参画に関する講座・研修 

・補 男女共同参画に関する人材育成事業（エソールひろしま大学） 

・基 男女共同参画に関する研修事業 

・基 男女共同参画に関する啓発事業 

 

女性団体等との協働・連携及び活動支援 

・基 女性団体等との協働・連携事業 

・補 女性団体等への活動支援 

 

 

 ※ 県補助事業については補，委託事業については委，21世紀基金事業については基 

を各事業の前に記載 
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男女共同参画に関する情報の収集及び提供 

１ ＨＰ及びその他のツールを利用した情報発信 

（１）ＨＰの運営（平成 12年４月開設） 

ア アクセス件数（全ページの総アクセス数） 

期  間 件  数 

平成 29年 4月～平成 30 年 3月 １２４,６４３件     

平成 30 年 4月～平成 31 年 3月 １１９,４７６件     

平成 31 年 4月～令和 2年 3 月 １０３,８９８件     

イ アクセス件数の多いページ 

ページ 件  数 

ＨＯＭＥ ２４,３２９件     

施設案内・予約 ８,７４５件     

相談したい方 ６,２８８件     

講座情報 ４,４２３件     

エソール広島の概要 ３,４５２件     

交流スペース・研修室の予約状況 ２,７４１件     

エソールきらめきトークライブ ２,２１１件     

交流スペース・研修室の利用 ２,１１８件     

ＬＧＢＴ研修会 １,９５０件     

メンタルサポーター養成講座 １,６５２件     

 

（２）Facebook の運用（平成 30年 12月開設） 

期  間 投稿回数 フォロワー 

平成 30年 12 月～平成 31 年 3月 ６５回  
１５６名 

（いいね！１５２） 

平成 31 年 4 月～令和 2年 3 月 １４５回  
４２２名 

（いいね！４０６） 

 

（３）メールマガジンの配信（平成 18年５月から実施） 

 ア 配信回数：２３回 

 イ 登録者 

 

 

 

  

期  間 登録者 

平成 29年 4月～平成 30 年 3月 １,１３３名     

平成 30 年 4月～平成 31 年 3月 ９１５名     

平成 31 年 4月～令和 2年 3 月 ９７６名     
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２ 文献情報，視聴覚教材の収集及び提供（情報スペースの運営） 

（１）保有状況等 

区 分 内   容 数 提供方法 

図書 女性問題や女性の活動を支援する内容 ２,９１５冊 
館内閲覧 

及び貸出 

行政資料 
国・都道府県作成の男女共同参画に関する調査・統

計・報告書等 
４００冊 館内閲覧 

ＤＶＤ 
女性の生き方を考える国内外の映画・ドキュメンタ

リー等 
２９本 

貸出 

パネル 男女共同参画に関する啓発パネル ６枚 

 

（２）情報の活用実績 

区   分 令和元年度 平成 30年度 平成 29年度 

貸 出 

図書 ９３６冊  ２６８冊  １,０８２冊  

ＤＶＤ １本  ０本  １８本  

パネル ２件  １件  ３件  

新規購入 図書 １８８冊  １１８冊  ５６冊  

※ 平成 30年度は，移転に伴い５～11月までの間，図書及びＤＶＤの貸出休止 

 

３ 人材情報の保有状況 

区 分 内       容 数 

女性団体 女性の地位向上と社会参画をすすめる団体・女性グループ等 （再構築中） 

個  人 県内で活躍する女性，女性の活動を支援する人等 １０１名 
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男女の多様なチャレンジを支援する事業 

１ 高校生向け出前講座 

様々な分野で活躍する先輩から具体的な話を聞き，自分の将来に多様な選択肢があることを気

付いてもらうためのセミナーを開催 

実施高校名 実施日 テーマ 受講者(対象学年) 

県立国泰寺高等学校定時制 11/１(金) デートＤＶ 19名 (3･4年生) 

比治山女子高等学校 11/28(木) ＬＧＢＴ 228名  (2年生) 

県立福山誠之館高等学校定時制 12/11(水) 医療，接客・販売の仕事 31名 (1～4年生) 

県立賀茂高等学校定時制 2/19(水) ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ関係の仕事 34名 (1～3年生) 

 

２ エソールきらめきトークライブ 

社会の様々な分野で活躍されている女性をゲストに迎えて，マイストーリーを語ってもらい，

参加者（女性）が共有するイベントを開催 

定員：各回 20名 受講料：500円 

実施日 テーマ ゲスト 受講者 

4/24 人生の後半を楽しく豊かに 
田丸 曜子さん 

(Tint Color 代表) 
25名 

5/21 今の私ができるまで 
上山 広美さん 

(美心家オアシス代表) 
26名 

6/26 
今よりもっとあなたらしく 
生きるために 

高田 あやさん 

(㈲アークス取締役，NPO 法人 mamanabi 
代表理事) 

17名 

7/23 ピンチをチャンスに 
石川 さおりさん 

(Sweet Time 主宰) 
14名 

8/28 今の状況でベストを尽くす 
篠本 美和さん 

(ｺｽﾒｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ,ｳｲｯｸﾞﾏｲｽﾀｰ) 
16名 

9/25 好きを仕事にし続けるために 
中村 由佳莉さん 

(親勉ﾏｽﾀｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ,経済産業省中小企業庁
経営支援ﾐﾗｻﾎﾟ専門家) 

14名 

10/30 My life design 
奥 貴美子さん 

(親子ｷｬﾘｱﾗﾎﾞ代表， 
(一社)職業ｾﾚｸﾄ研究所代表理事) 

23名 

11/27 
女性創業を選んだ共働き 
夫婦のカタチ 

藤岡 佳子さん 

(TONOERU 代表) 
13名 

12/25 
Self branding でチャンスを 
掴みとる！ 

渡部 香奈子さん 
(DEA EVENTS Inc,代表取締役) 

19名 

1/29 
自分の楽しみ方 
～起業し見えたこと～ 

榮 静江さん 

(骨格診断ﾌｧｯｼｮﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ，職業訓練指定校
ｴｽﾃ理論講師) 

19名 

2/26 
自分をよく知り自分を大切に～ 
家事・仕事・子育てを楽しもう～ 

 野々内 由香利さん 
((一社)日本能力育成協会代表理事) 

10名 

3/25 
※中止 

幸せな人生を歩むために必要なこと 
山崎 幸枝さん 

(㈱petapeta 代表取締役) 
― 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 
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３ 人権啓発指導者等養成等業務 

（１）ＬＧＢＴ研修会 

ア 目的 

LGBTの子どもたちの思いに寄り添うためには何が大切なのか，学びを深める講義，演習 

  イ 対象 

学校・行政機関などで LGBT(性的少数者)相談などに対応する担当者等 

  ウ 講師 

河口 和也さん（広島修道大学教授） 

眞野 豊 さん（広島修道大学非常勤講師） 

エ 受講料 

無料 

  オ 実施状況 

実施日 会  場 定 員 受講者 

7/30(火) 東広島芸術文化ホールくらら 30 名 26名 

7/31(水) 福山市男女共同参画センター 30 名 44名 

8/7(水) エソール広島 50 名 39名 

8/21(水) みよしまちづくりセンター 30 名 30名 

10/7(月) エソール広島 50 名 45名 

 

（２）ＬＧＢＴ講座 

ア 目的 

LGBT 当事者が抱える困難や，地域・職場で私たちができる取組について具体的事例を紹介，

誰もが生きやすい社会について考える。 

イ 対象 

地域や職場などで人権の啓発活動に携わる方や関心のある方 

ウ 講師 

五十嵐 ゆりさん（NPO法人 Rainbow Soup 代表，筑紫女学園大学非常勤講師） 

エ 受講料 

無料 

  オ 実施状況 

実施日 会  場 定 員 受講者 

10/28(月) 福山市男女共同参画センター 100 名 78名 

11/11(月) エソール広島 100 名 96名 
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男女共同参画に関する相談 

１ 相談事業（エソール広島相談事業） 

（１）一般相談及びデートＤＶ相談 

ア 電話相談   

内容 
日常生活上の様々な悩みを受け止め，相談者自らが解決の方法を見いだすようサポー

トする。多様な悩みについて他機関と連携し解決していく。 

体制 
専任相談員１名 

ボランティア相談員 34名(男性２人を含む)が交代で１～２名が対応 

日時 
・一般相談：10時～16時（水曜日・祝日・日曜日を除く） 

・デートＤＶ相談：毎月第１，３土曜日：13時～16時（祝日を除く） 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 3/8～3/31 は時間短縮（10 時～13 時） 

イ 面接相談 

内容 夫婦，家族等の問題について面接による相談【予約制】 

体制 
専任相談員１名 

ボランティア相談員３名（交代で１名が対応） 

日時 原則として毎週金曜日 13時～16時（１日２件） 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 3/8～3/31 は休止 

 

（２）ＬＧＢＴ相談【電話相談】（平成 29年 10 月から実施） 

内容 
自身の性的指向や性別の違和感，自分の性別がはっきりわからない等の相談，学校や

職場等環境についての相談，具体的な対応事例の提案等を行う。 

体制 
専任相談員 1名，登録相談員２名 

※登録相談員は LGBT についての知識を持ち，相談員としての実績もある方 

日時 毎週土曜日 10:00～16:00（祝日を除く） 

 

（３）相談件数  

年 度 電話相談 内 LGBT 面接相談 計 

平成 29年度 １,９４９件 ２７件 １０４件 ２,０５３件 

平成 30年度 ２,０１６件 ９０件 １２３件 ２,１３９件 

令和元年度 ２,０３０件 １７２件 １３１件 ２,１６１件 

 

（４）内訳 

  ア 相談者の年代別内訳 

区 分 
電 話 相 談 面 接 相 談 

件 数 構成比 件 数 構成比 

３０歳未満 ６８件 

 
３.３％ １２件 

７６６ 

 

９.２％ 

３０歳代 ２４８件 １２.２％ ３２件 ２４.４％ 

４０歳代 ４３５件 ２１.５％ ４３件 ３２.８％ 

５０歳代 ５３０件 ２６.１％ ２０件 １５.３％ 

６０歳代 ４５８件 ２２.６％ １３件 ９.９％ 

７０歳以上 ２５４件 １２.５％ １１件 ８.４％ 

不明 ３７件 １.８％ ― ― 

計  ２,０３０件 １００％ １３１件 １００％ 
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  イ 相談者の性別 

区 分 
電 話 相 談 面 接 相 談 

件 数 構成比 件 数 構成比 

女 性 １,７９２件 ８８.３％ １０６件 ８０.９ 

男 性 ２３３件 １１.５％ １７件 １３.０ 

不 明 ５件 ０.２％ ― ― 

夫 婦 ― ― ８件 ６.１ 

計  ２,０３０件 １００.０％ １３１件 １００.０ 

   

ウ 相談内容別内訳 

区 分 
電 話 相 談 面 接 相 談 

件 数 構成比 件 数 構成比 

家 族 ４４６件 ２２.０％ ３５件 

 
２６.７％ 

夫 婦 ３１４件 １５.５％ ６０件 ４５.８％ 

男 女 ７０件 ３.４％ １件 ０.８％ 

人 生 ３０３件 １４.９％ １６件 １２.２％ 

対 人 ３６４件 １７.９％ ４件 ３.０％ 

健 康 ２０９件 １０.３％ １４件 １０.７％ 

職 場 ６４件 ３.２％ ０件 ０.０％ 

ＬＧＢＴ １７２件 ８.５％ ０件 ０.０％ 

その他  ８８件 ４.３％ １件 ０.８％ 

計  ２,０３０件 １００％ １３１件 １００％ 

（内ＤＶ） ２５０件 １２.３％ ３５件 ２６.７％ 

  

２ ＤＶ等の暴力防止に向けた啓発事業 

（１）デートＤＶ相談対応件数 

８件（電話７件・面接１件） 

（２）デートＤＶ防止啓発活動 

高校生向け出前講座案内時に周知(151校） 

（３）研修受託 

ハラスメント関係６件 

（４）その他 

「女性に対する暴力をなくす運動」期間中（11/12～25）は，館内にコーナーを 

設け，参考図書等を配架し，来館者へ意識啓発を図った。 
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男女共同参画に関する講座・研修 

１ 男女共同参画に関する人材育成事業（エソールひろしま大学） 

  エソールひろしま大学については，今年度見直しをすることとし，従前の基礎講座及び応用講座

を休止し，代わって防災に関する人材を養成する講座を実施した。 

（１）概要 

目  的 回数 対象 定員 受講料 

女性目線で考える防災 

（男女共同参画の視点を持って，地域の防災活

動の企画・方針決定の過程や運営に参画する人

材を育成） 

３回 

連続 

講座 

男女 30名 

10,000円 

（市町推薦は

5,000円） 

 ※ 2/29 については，ＩＣＴを活用し，三原市役所でのオンライン受講を予定 

 

（２）プログラム 

実施日 テーマ 学習内容 講 師 

2/8 

災害時の対応・ 

防災計画等に学ぶ 

平成 30 年 7 月豪雨災害の被災状況，復興，

防災計画とともに，災害に備える方法，課

題，その他海外の先進事例など 

小迫 祥吾さん 
（三原市危機管理監） 

性被害や暴力等の

実態と対応 

災害時の女性や子どもに対する性被害や暴

力等の実態，防止策及び対応方法など 

寺西 環江さん 
（弁護士・和法律総合 

事務所） 

2/29 
※延期 

防災活動の実践者

から学ぶ 

平成 26 年広島土砂災害での避難等の経験に

基づいた，女性や子どもの防災啓発活動を行

うひろしま女性防災会から，女性の視点での

身を守る取組方法など 

横山 ゆかりさん 

三宅 由紀子さん 
(ひろしま女性防災会) 

被災者への 
サポート 

広島県災害時公衆衛生チームによる被災地
域での心のケア，避難所運営と戸別訪問での
保健活動 

山下 十喜さん 
（広島県健康福祉局地域包括

ケア・高齢者支援課参事） 

谷 かおりさん 
（呉市保健所健康増進課 

西保健センター長） 

3/7 
※延期 

避難所運営を 

カードゲーム 

で学ぶ 

2 日間の学びを活かし，避難所運営ゲーム

(HUG)を通して，男女共同参画の視点からの避

難所運営を考える。 

 

川﨑 竜太さん 
（広島国際大学講師） 

学習の振返り・ 

まとめ 

講座を通して学んだことの振返りや今後の

取組等を皆で共有し，学びを深める。 
野原 健一さん 

（県立広島大学名誉教授） 

※ 2/29，3/7は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため延期 

※ 申込者は 18名（うち男性 1名） 

※ エソールひろしま大学の修了者（累計） 

区分 修了者（累計） 

基礎講座 ５４７名（平成 18年～） 

応用講座 ２５１名（平成 19年～） 

 

  



- 13 - 

 

２ 男女共同参画に関する研修事業 

（１）メンタルサポーター養成講座（平成 15年度から開講） 

ア 概要 

内  容 回数 対象 定員 受講料 

相談業務や対人援助活動に携わる方を対象に， 

社会状況の変化や人間のこころの成り立ちを理解

し，男女共同参画の視点を持った相談員を養成 

７回 

連続 

講座 

男女 25名 30,000 円 

 

イ プログラム（10:30～15:30，全回日曜日開催） 

実施日 テーマ 講 師 

10/20 基本的傾聴技法の修得１ 

小早川 久美子さん 

(広島文教大学心理学科教授・ 

同大学心理教育相談センター長・臨床心理士) 

11/10 
格差拡大社会と家族の変容 
～親子関係を中心として～ 

春日 キスヨさん 
(臨床社会学者) 

12/8 
子どもの諸問題に対する理解と実際 
～こころの発達と関わり～ 

古元 邦子さん 

(心理相談室アフォーダンス代表・臨床心理士) 

1/19 こころの病気に対する理解と心理的支援 
水谷 剛司さん 

(光の丘病院公認心理士・臨床心理士) 

2/2 
要介護高齢者並びに家族に対する心理的
支援 

野村 妙子さん 
(特別養護老人ホーム三滝苑施設長・臨床心理士・社

会福祉士) 

2/16 
ＤＶと児童虐待 
～法律家の視点から～ 

寺本 佳代さん 
(弁護士) 

3/15 
※延期 

基本的傾聴技法の修得２ 

小早川 久美子さん 

(広島文教大学心理学科教授・ 

同大学心理教育相談センター長・臨床心理士) 

※ 3/15は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため延期 

 

ウ 受講者及び修了者(定員：25 名) 

区 分 
受講者 

（うち男性） 

修了者 

（うち男性） 
修了率 

聴講生 

(うち男性) 

開 講 期 間 

（6か月間） 

第 15期 
21名 

(2名) 

21名 

(2名) 
100% ― 平成 29年 10月～平成 30年 3月 

第 16期 
25名 

(2名) 

24名 

(2名) 
96.0% 

1 名 

(0名) 
平成 30年 10月～平成 31年 3月 

第 17期 
28名 

(3名) 
※ 延期 ※ 延期 

1 名 

(0名) 
令和元年 10月～令和 2年 3月 

 ※ 修了生(延べ)：４１４名 
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（２）研修受託事業（平成 17年度から実施） 

実施日 依 頼 者 依頼内容 受講者 

5/18 ㈱シーエム・エンジニアリング ワークライフバランス 93名 

6/18 西日本電信電話㈱中国事業本部 社内 LGBT 理解推進研修 240名 

7/11 ㈱シーエム・エンジニアリング チーム力がアップするコミュニケーション 108 名 

7/13 ノートルダム清心中・高等学校 LGBTs について考える 200 名 

7/25 安芸太田町 人間関係をよくするアンガーマネジメント 60名 

7/27 三次市 アンガーマネジメント 45名 

8/5 ダイキョーニシカワ㈱ コミュニケーションセミナー 105 名 

8/9 ダイキョーニシカワ㈱ コミュニケーションセミナー 51名 

8/29 広島県商工労働局 
パワーハラスメント 

～パワハラ防止法の成立を踏まえて～ 
208 名 

9/10 広島文教大学附属高等学校 

2019 年度思春期講演会 

～性に関する正しい知識を身に付け自分や他

者を大切にする心を育てる 
440 名 

9/10 ダイキョーニシカワ㈱ コミュニケーションセミナー 47名 

9/15 
(公社)日本青年会議所中国地区 

広島ブロック協議会 

女性とともに成長する JC 

～未来志向の仲間づくりを考える～ 
108 名 

9/17 
グリーンウインズ共同体備北 

公園管理センター 
ハラスメントについて 12名 

9/18 
出雲市高松地区同和教育推進 

協議会 
男女共同参画のまちづくり 30名 

9/19 ダイキョーニシカワ㈱ コミュニケーションセミナー 30名 

9/24 ダイキョーニシカワ㈱ コミュニケーションセミナー 35名 

10/4 広島県国民健康保険団体連合会 ペップトークでセルフケア 74名 

10/7 広島県国民健康保険団体連合会 ペップトークでセルフケア 79名 

10/16 ダイキョーニシカワ㈱ コミュニケーションセミナー 47名 

10/17 丸善製薬㈱ 社内ハラスメント防止 123 名 

10/23 ダイキョーニシカワ㈱ コミュニケーションセミナー 130 名 

10/24 丸善製薬㈱ 社内ハラスメント防止 58名 

10/27 三原市 
人生 100 年時代を楽しく生きるライフ 

キャリアプラン 
12名 

11/1 ダイキョーニシカワ㈱ コミュニケーションセミナー 44名 

11/13 三原市水道部 
職員のこころの健康･職場のコミュニケー 

ション向上 
49名 

11/18 日本郵便㈱中国支社 ペップトーク～勇気づけの言葉がけ～ 35名 

11/21 (公財)広島県教育事業団 パワーハラスメントについて 23名 

11/23 海田町 LGBT について 100 名 
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11/27 安芸太田町 LGBT 性の多様性と人権 50名 

11/28 (公財)広島県教育事業団 パワーハラスメントについて 27名 

12/11 世羅町議会 児童虐待と人権 18名 

1/28 広島県企業局 ダイバーシティ 43名 

1/29 
広島県立総合精神保健福祉 

センター 
LGBT について 28名 

2/4 三原市 
ワークライフバランスと行政職員向け 

働き方改革 
56名 

2/22 
日本郵政グループ労働組合中国

地方本部 
仕事のパフォーマンスを上げる美生活 99名 

計 ２２団体３５回 
【参考】H30:13団体 33回 

H29:18 団体 38回 
2,907 名 

 

３ 男女共同参画に関する啓発事業 

（１）男性の家事参画を促進するための講座 

ア 男子に贈る家事の極意 

（ア）目的 

男性が家事に興味を抱き協力して家事をしやすくするための工夫等を学ぶ。 

（イ）実施状況 

   講師：シャオヘイさん（「快食.com」主宰） 

実施日 テーマ 定員 受講料 受講者 うち男性 

4/18 講義及び料理実演（基礎編） 

15名 500円 

14名 9名 

5/16 講義及び料理実演（Q&A編） 10名 8名 

6/18 講義及び料理実演（Q&A編） 10名 7名 

7/17 講義及び料理実演（Q&A編） 9名 8名 

9/16 料理体験会 12組 3,000 円/組 
11組 

16名 
10名 

※ 料理体験会は広島ガス㈱ガストピアセンターキッチンスタジオで実施。 
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  イ 親子お片付けセミナー 

  （ア）目的 

子どもが片づけたくなる収納の仕組みや声かけのコツを伝える父親・母親向け 

セミナー及び実際のキッズスペースを使った子ども向けワークショップ。 

（イ）実施状況 

講師：上山広美さん（美心家オアシス代表） 

実施日 テーマ 対 象 定 員 受講料 受講者 

8/18 
夏休み!親子で体感できた！を育てるキ

ッズセミナー 

3歳～小 6 

の親子 

各回 

20組 

2,000 円 

/組 

17組 

49名 

1/13 

親子で楽しむワークショップはじめての

お片づけキッズセミナー 

ホップコース 

～親子ではじめるお片づけ共育～ 

2歳～5歳 

の親子 

3,000 円 

/組 

9組 

31名 

3/20 

※延期 

親子で楽しむワークショップはじめての

お片づけキッズセミナー 

ステップコース 

～お片づけ名人になれる魔法の時間～ 

年長～小 2 

の親子 

※予約 

18組 

※ 3/20は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため延期 

 

（２）男女共同参画公開講座 

  ア 目的 

ジェンダーとは何かを専門家がわかりやすく話し，友人，恋人とのほど良い関係を考える。 

  イ 実施状況 

講師：城 英介さん 

（“人間と性”教育研究協議会広島サークル代表幹事・中国ブロック幹事） 

実施日 テーマ 対象 定員 受講料 受講者 

2/24 

あなたと私のほど良い関係 

～君たちに知ってほしい 

ジェンダーの話～ 

10～20代， 

教育関係者等 
40名 無料 

エソール:17 名 

東広島:14 名 

※ 東広島会場 (東広島芸術文化ホールくらら) はＩＣＴによる遠隔講義を実施 
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女性団体等との協働・連携及び活動支援 

１ 女性団体等との協働・連携事業 

（１）男女共同参画週間行事 

開催期日 場 所 内          容 

6/21～28 県庁本館 県民ギャラリー 
・男女共同参画啓発パネルの展示 

・啓発資料等の配架 

 

（２）共催及び後援 

関係機関と連携し，男女共同参画社会の実現に資する事業等を実施 

ア 共催 

開催日 団体名 内   容 

5/11 廿日市市 女性ワーキング交流会 2019in はつかいち 

6/10～18 
広島県(働き方改革推進･

働く女性応援課） 

女性の就職総合支援事業 

わーくわくママサポートコーナー職場体験プログラム 

6/17 ＴＯＭＯパートナーズ 最高の自分と起業家マインドの育て方 

6/21～22 広島弁護士会 女性の権利 110 番（電話・面接相談） 

6/23 
NPO法人ひろしま女性 NPO

センター未来 

2019年度 NPO 法人ひろしま女性 NPO センター 

未来総会記念講演会 

6/29 被爆体験を継承する会 
～８歳の少女の人生を変えた原爆～ 

「被爆者岡田恵美子さんの被爆体験証言と平和への祈り 

7/8～16 
広島県(働き方改革推進･

働く女性応援課） 

女性の就職総合支援事業 

 わーくわくママサポートコーナー職場体験プログラム 

7/27 
(特非)日本タッチ・コミ

ュニケーション協会 

ウーマンズサポート２ 

「あなたも，私もＯＫのプレゼン法」 

7/30,31 
広島県(働き方改革推進･

働く女性応援課） 
女性管理職登用着手セミナー 

8/24 
(特非)日本タッチ・コミ

ュニケーション協会 

心と体の健康講座 

「楽健法（足ふみ療法）実践！」 

9/2～9 
広島県(働き方改革推進･

働く女性応援課） 

女性の就職総合支援事業 

 わーくわくママサポートコーナー職場体験プログラム 

9/7 
(特非)日本タッチ・コミ

ュニケーション協会 

ウーマンズサポート３ 

「プロから学ぶリーダー研修」 

9/12 
広島県(働き方改革推進･

働く女性応援課） 

女性活躍支援研修事業 

 キャリアプランニング研修 

9/14 
(独)国際協力機構中国 

センター 

SDGs連続セミナー第１回 

 少女売買～インドに売られた少女たち 

9/26 
広島県(働き方改革推進･

働く女性応援課） 

女性活躍支援研修事業 

 メンター養成研修 

10/9 
広島県(働き方改革推進･

働く女性応援課） 
女性管理職登用着手セミナー 

10/10～21 
広島県(働き方改革推進･

働く女性応援課） 

女性の就職総合支援事業 

 わーくわくママサポートコーナー職場体験プログラム 

10/10 
広島県(働き方改革推進･

働く女性応援課） 

女性活躍支援研修事業 

 キャリアプランニング研修 

10/16 
広島県(働き方改革推進･

働く女性応援課） 

女性活躍支援研修事業 

 メンター養成研修 

10/17 
広島県(働き方改革推進･

働く女性応援課） 

女性活躍支援研修事業 

マネジメント＆リーダーシップ入門研修 
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10/17 
(特非)日本タッチ･コミュ

ニケーション協会 

心のメンテナンス 

心理学「やさしい交流分析」 

10/19 
(独)国際協力機構中国 

センター 

SDGs連続セミナー第２回 

 難民～世界の課題，日本の今 

10/23,25 
広島県(働き方改革推進･

働く女性応援課） 

働く女性のネットワーク交流会 

理想のライフ＆キャリアビジョンを描く 

10/25 
広島県の男女共同参画を

すすめる会 

広島県の男女共同参画をすすめる会映画祭「ぼけますか

ら，よろしくお願いします」上映・信友直子監督講演会 

11/8,11 
広島県(働き方改革推進･

働く女性応援課） 

働く女性のネットワーク交流会 

 管理職の魅力 

11/12 
広島県(働き方改革推進･

働く女性応援課） 

女性活躍支援研修事業 

 メンター養成研修 

11/15,22 
広島県(働き方改革推進･

働く女性応援課） 

働く女性のネットワーク交流会 

 仕事×くらし どちらも欲張りに！ 

11/16 
(特非)日本タッチ・コミ

ュニケーション協会 

心と体の健康講座 

「アーユルヴェーダは生命の科学」 

11/21 
広島県(働き方改革推進･

働く女性応援課） 

女性活躍支援研修事業 

 マネジメント＆リーダーシップ入門研修 

11/23 ひろしま女性防災会 いのちを守る暮らし術・備え術 

11/26 
広島県(働き方改革推進･

働く女性応援課） 

女性活躍支援研修事業 

 メンター養成研修 

12/6 
広島県(働き方改革推進･

働く女性応援課） 

働く女性のネットワーク交流会 

 モデルなき先駆者！女性管理職の本音 

12/9～16 
広島県(働き方改革推進･

働く女性応援課） 

女性の就職総合支援事業 

 わーくわくママサ 

ポートコーナー職場体験プログラム 

12/14 
(独)国際協力機構中国 

センター 

SDGs連続セミナー第３回 

 食品ロスに立ち向かう～企業とパン屋さんの挑戦 

12/21 
(特非)日本タッチ・コミ

ュニケーション協会 

ウーマンズサポート４ 

「ストレス活用でレジリエンスに」 

1/11 
(独)国際協力機構中国 

センター 

SDGs連続セミナー第４回 

 水問題 ほんとうの話 

1/11 
(特非)日本タッチ・コミ

ュニケーション協会 

心と体の健康講座 

「病気になりたくてもなれない話」 

1/17 
広島県(働き方改革推進･

働く女性応援課） 

働く女性のネットワーク交流会 

 仕事のやりがい 

1/19 
広島県地域女性団体連絡

協議会 
青少年問題研修会 

1/20～27 
広島県(働き方改革推進･

働く女性応援課） 

女性の就職総合支援事業 

 わーくわくママサポートコーナー職場体験プログラム 

1/23 日本政策金融公庫 HIROSHIMA OTONA GIRLS ミーティング 2020 

2/8 
(特非)日本タッチ・コミ

ュニケーション協会 

ウーマンズサポート５ 

「レッツ・アンガーマネジメント」 

2/13,14 
広島県(働き方改革推進･

働く女性応援課） 

働く女性のネットワーク交流会 

 キャリアビジョンをアップデートする 

2/26 
(特非)日本タッチ・コミ

ュニケーション協会 
交流分析(TA)を活用したフラワーセラピー 

計 １２団体４９回 【参考】H30：9団体 11回，H29：9団体 9回 
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イ 後援 

開催日 団体名 内   容 

5/11 (公社)広島県看護協会 平成 31年(2019 年)度「看護の日」広島県大会 

7/14 被爆体験を継承する会 
～二人の女性の人生を変えた原爆～ドキュメンタリー映画

「アトミック・マム」の上映と岡田さんのお話 

7/20 (一社)パパフレンド協会 木育コンシェルジュ養成講座 

8/31 広島弁護士会 非正規公務員問題シンポジウム 

9/6～7 
マタニティフェスタ 

事務局 
マタニティフェスタ in Hiroshima vol.3 

9/15 
PJ.ひろしま 21第 7回 

ﾜｰﾙﾄﾞﾌｪｽﾀ実行委員会 
第 7回ワールドフェスタ 

9/28～29 
(公財)日本対がん協会･ﾘﾚｰ

ﾌｫｰﾗｲﾌ広島実行委員会 
リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2019 広島 

10/2 広島ペンクラブ 広島ペンクラブ創立 70周年記念講演会 

10/12 
広島県母と女性教職員 

の会 
第 66回広島県母と教職員の会 講演会 

10/19 被爆体験を継承する会 
『西から昇った太陽』上映会と「第五福竜丸展示館」安田和
也主任学芸員のお話 

10/21 
ちひろを観る会実行 

委員会 
いわさきちひろ生誕 100 年前進座公演 

11/1～

12/10 
Skytail Photo Skytail Photo『広島で輝く女性シリーズ』2019 

11/8 
広島県行政書士会成年 

後見・民事信託協議会 
第２回市民講座と無料相談会 

人生 100 年時代「終活で安心のそなえ」 

1/26 被爆体験を継承する会 
アーサー・ビナード氏のお話と紙芝居「ちっちゃいこえ」の
実演 

2/9 (一社)パパフレンド協会 ひろしまパパフェスタ 2020(＃木育ツアー) 

3/8～14 広島司法書士会 女性司法書士による女性のための相談会 

計 １３団体１６回 【参考】H30：10団体 11回，H29：6 団体 8回 

 

（３）女性による男女共同参画社会づくりに資する事業助成金への協賛 

  ア 目的 

広島県の男女共同参画をすすめる会加盟団体の広島県内における草の根活動に対して，助

成することにより，男女共同参画社会づくりの視点を活かした豊かなまちづくり実現に寄与

する。 

  イ 助成金の額（財団負担分） 

８団体，助成額計：154,100 円 
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２ 女性団体等への活動支援 

（１）研修室・交流スペースの運営（平成 30年６月から） 

  ア 活動場所の提供 

・研修室１・２（定員：各 45名，全室利用 100名） 

・交流スペース（定員：20名) 

  イ 事務用品収納ボックス提供：30個 

ウ コピー・印刷機材の提供（コピー・印刷機の使用は実費） 

 

（２）利用団体登録者 

   ９４団体（平成 30 年度末：２３団体） 

※ 旧エソール広島活動交流支援センターH29年度末登録団体：３６団体 

 

【参考：エソール広島利用者】 

エソール広島利用者総数 

（広島県の利用を除く利用者総数） 

２７，０６１名 

(２３，８９７名) 

内 

 

訳 

①研修室・交流スペースの利用者数 １８，７３７名 

②情報スペース等（上記①以外）の利用者数 ４，６０３名 

③外部施設で開催した財団主催又は共催の講座等の参加者数 ３，７２１名 

  




