
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈良県男女共同参画県民会議 

【設立の経緯】 

  奈良県では男女共同参画を推進するため、女性団体を中心にした「男女共同参画推進会議」を

平成１３年度まで設置していたが、男性への理解協力や地域、職場への浸透が十分に進まないこ

とから、団体の構成員に男性を多く含む団体や、企業団体にも参加を求めた。 

【目的】 

  地域、職場、学校、家庭その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の浸透を図り、

それぞれの主体的な取組と相互連携により男女共同参画を積極的に推進するため、設置。 

【構成メンバー】 

  行政(市町村代表、国の機関)・経済関係団体・様々な分野で活動する民間団体の各代表、学識

者、一般公募県民等、６０名の委員で構成。 

      
 現在構成委員数：５７名＋公募委員３名                                  Ｈ１４．７． ９設立 

行政関係 ⑦ 
     知  事 
    奈良労働局雇用均等室室長 
     県（部長） 
     県教育委員会 
     市長会代表 
     町村会代表 
     奈良地方法務局人権擁護課課長 

【教育団体】③ 
        奈良県ＰＴＡ協議会 
        奈良県私立中学高等学校連合会 
        奈良県保育協議会  
  【生活等団体】③ 
       奈良県生活協同組合連合会 
       奈良県第二生活科学センター消費生活教室ＯＢ会 
       奈良友の会 

【国際交流団体】② 

県民、事業者、関係団体、市町村、地域等が一体となって男女共同参画を推進する体制づくり

として男女共同参画県民会議を設置 

地域：奈良県 

 主体：奈良県男女共同参画県民会議（奈良県生活環境部男女共同参画課） 

 場所：〒630-8501 奈良市登大路町３０（同男女共同参画課、以下同じ。） 

連絡先： ＴＥＬ （０７４２）２２－１１０１     FAX （０７４２）２４－５４０３ 

E-mail： danjo@pref.nara.jp 

ホームページ： http://www.pref.nara.jp/danjo/ 

具体的事例 



経済団体関係 ⑦ 
     奈良県商工会議所連合会 
     奈良県商工会連合会 
     奈良県経営者協会 
     奈良県中小企業団体中央会 
     青年会議所奈良ブロック協議会 
     ＪＡならけん(女性部) 
     (社)奈良県銀行協会 

学識経験者 ②  
     音田昌子(審議会会長、計画策定委員、元読売新聞編集委員） 
   伊藤公雄（計画策定委員、大阪大学教授） 

報道機関等 ①  
   奈良新聞社 

その他機関 ① 
     （財）２１世紀職業財団奈良事務所  

関係団体  
 【広域女性団体】⑥ 
     奈良県地域婦人団体連絡協議会 
      奈良県婦人教育推進会 
      （社）大学婦人協会奈良支部 
     奈良県退職女教師の会 
      奈良県女性経営研究会 
   飛翔グループ（女性センター活動団体） 
 【広域団体】① 
      奈良県地域づくり団体協議会 
 【農山村団体】② 
      奈良県農村生活研究グループ連絡協議会 
     奈良県林業研究グループ連絡協議会 
 【青年、青少年団体】③ 
      （社）ガールスカウト日本連盟奈良県支部 
     奈良県青年団協議会   
     奈良県４Ｈクラブ連絡協議会 

       （社）国際婦人教育振興会奈良県支部 
        国際ソロプチミスト奈良 

【福祉関係団体】⑥ 
       （社福）奈良県社会福祉協議会 
        奈良県民生児童委員連合会 
        （社）奈良県母子福祉連合会 
       奈良県女性センターホームヘルパー連絡協議会 
       高齢社会をよくする会・奈良 
       （社）なら女性フォーラム 
  【健康関係団体】④ 
        （社）奈良県医師会 
        （社）奈良県歯科医師会 
        （社）奈良県看護協会 
        奈良県食生活改善推進員連絡協議会 

【人権関係団体】③ 
      部落解放同盟奈良県連合会女性部 
       ＮＰＯなら人権情報センター 
       奈良「いのちの電話」協会（女性部） 
 【労働団体】① 
       連合奈良 
  【環境団体】 
      ※奈良県環境県民フォーラムの主要団体(地婦連、奈良友の会)は加入 

【ＮＰＯ中間支援団体】② 
        大和まほろばＮＰＯセンター 
        奈良ＮＰＯセンター 
 【その他団体】③ 
       奈良弁護士会 
     奈良県ボランティア連絡協議会 
     奈良の文化を研究する婦人の会 

 

【活動内容】 

  県民会議では、それぞれの立場で男女共同参画を推進するために、それぞれの団体で自主的な

事業に取り組む。それ以外に、２つの部会を設置している。 

 (1)事業推進部会･･･事業の推進に関すること。 

     各団体が取り組む「男女共同参画を推進する自主的な事業」について、計画・実績報告を

もとに部会で情報交換する。 

(2)啓発推進部会･･･広報啓発に関すること。 

       平成１４年度は県民会議の設立を広く周知するため、「男女共同参画県民大会」を開催し、

女性で初めて関西経済同友会の代表幹事となった寺田千代乃氏の基調講演や、仕事と家庭

の両立を行っている男女をパネラーにしてフォーラムを行った。 

       平成１５年度からは県民会議の活動を県内に広く浸透を図るため、「男女共同参    

画県民ミーティング」を実施している。 

       また、県民会議ニュース「すてっぷ」を１４年度から発行している。 



【男女共同参画県民ミーティング】 

  県民会議を核とした男女共同参画の取組を市町村に浸透を図るため、県内を６ブロックに分け、

３年計画(１５～１７年度)で事業を行う。県民ミーティングは、仕事と家庭・地域生活の両立や、

地域活動を通じて男女共同参画を実践している地元の人をパネラーにパネルディスカッションを

した後、会場(参加者)との意見交換に十分な時間(約１時間)を掛け、身近な取組を通じて地域で

の男女共同参画の推進を図っている。 

  ○第１回テーマ「みんなで創ろう 輝く未来～はじめの一歩 わたしにできること～」 

       平成１５年９月１４日(日)実施  参加者２１０名 

  ○第２回テーマ「みんなで創ろう 輝く未来～安心して産める・生きる・老いる地域を目                 

指して～」 

       平成１６年１月１７日(土)実施予定  定員２００名 

【課題】 

○事業への参加は女性が多く、男性や企業からの参加が進まない。 

○県民会議委員は女性が多く、また、若年者が少ない。 

【今後の活動予定】 

１，県民会議は平成１４年度に設立され、現在の委員の任期は１５年度末で終了するため、委員

の改選にあたっては、趣旨をよく説明し、若い層の委員就任を図っていく。 

２，県民会議の啓発活動を通じて、市レベルで市民会議を設置し男女共同参画を推進し始めたと

ころもあり、今後も県民ミーティングを通じて市町村域での浸透を図っていく。 

３，県民会議には経済関係団体も多く参加していることから、ポジティブ・アクションなど女性

の活用について内部で方策を検討し、企業での取組の促進を図っていく。 

【県民会議構成団体の活動事例】 



【奈良県女性センターにおける連携事業】 

 （連携機関） 

・奈良しごと i センター･･･女性の仕事力アップセミナー 

・教育委員会･･･男女平等教育を考える講座 

  ・農林水産関係部局･･･男女共同参画週間イベント    

   ・女性団体･･･男女共同参画週間イベント、女性センター修了生グループが創る講座 

   ・企業･･･男女共同参画セミナーin 企業（移動講座） 

   ・２１世紀職業財団･･･再就職セミナー 

   ・奈良女子大学･･･地域講演事業 地域女性リーダー養成講座 

   ・ＮＰＯ･･･わくわくサロン 

【センター利用者の意見・反応】 

各事業についてアンケート結果によると 

・女性の仕事力アップセミナー  「満足」及び「ほぼ満足」と答えた者    １００．０％ 

・男女平等教育を考える講座              〃                    ８８．９％ 

・女性センター修了生グループが創る講座    〃                   ７９．４％ 

・男女共同参画セミナーｉｎ企業           〃                      ７７．５％ 

・わくわくサロン ボランティアとＮＰＯ    〃                      ９３．１％ 

であり全般的に好評であった。 

（男女共同参画週間イベントは、アンケート未実施。他の事業は、今年度中に実施予定。） 

 奈良しごとｉセンターとの共催による女性の仕事力アップセミナーでは、技術力のアップと精

神的なモチベーションのアップの両面が結合した講座となっているとの評価も受けた。 

  男女共同参画セミナーｉｎ企業には、多数の男性参加者があり、初めてこうした話を聞く機会

をもち参考になったとの意見が多くあった。またこの講座をきっかけに従来女性のみに割り当て

られていた雑用の見直しが行われるなどの効果があった。今後とも講師の派遣を受けて学習会と

したいとの要望も受けた。 

【センター利用者のその後の好取組事例】 

 女性センター修了生グループが創る講座を担当したグループより、女性センター講師派遣事業

講師団に登録し県内女性団体等の学習活動に講師として派遣。 

  教育委員会との共催事業においては、その後学校行事でも男女共同参画の視点が取り入れられ、

講師の派遣、紹介等の依頼を受けた。 

【今後の課題】 

 他機関との共催の場合、各機関の講座（研修）運営の仕方に相違があり（例えば託児の料金や

対象児童の年齢等）その調整が課題。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経緯/概要】 

女性総合センターの交流機能を効果的に発揮するため、静岡県男女共同参画センター（あざれ

あ）の設立を機に、新しい組織として男女を問わず県下の諸団体や一般県民を対象に参加を募り、

「静岡県男女共同参画センター交流会議」（以下、「交流会議」という。）を平成５年３月に設立。

交流会議は、「あざれあ」を拠点に、この機能を十分活用しながら会員が、相互の交流を通じて情

報交換、連携を図り、活動の輪を広げ、「男女共同参画社会」の実現を目指すとともに、男女共同

参画センターの事業にも積極的に参加。また、「あざれあ」の貸館の窓口業務を受託。 

団体会員９９団体、個人会員１４５人（平成１５年１２月）。 

【事業内容】 

○男女共同参画の日フェスティバルの実施･･･県と共催（実行委員会方式） 

○地域活動促進事業の受託 

・地域の男女共同参画を進める事業･･･ＮＰＯ等市民団体や大学婦人協会等と連携した講座・

セミナー等 

・地域講座プロジェクト･･･活動事例の発表と交流、懇談 

○交流・研修、広報事業の実施 

【組織図】 

 

 

保育(育児)サポーター養成講座の修了生有志でグループ活動として「芦屋保育サポートセンタ

ー」を結成し、活動開始。ファミリーサポートセンター設立に寄与するとともに、新たに「保

育グループにこにこ」を組織し、地域での子育て支援を実施。 

男女を問わず県下の諸団体や一般県民により構成される「静岡県男女共同参画センター交流会議」を

設置し、連携を図るとともに、より幅広の県域組織の民間団体により構成される「しずおか男女共同参

画推進会議」を設置し、固定的な役割分担意識の是正や方針決定の場への女性の参画促進を図る。 

地域：静岡県 

 主体：静岡県男女共同参画センター交流会議 

（静岡県男女共同参画センター「あざれあ」(公設公営)） 

 場所：〒422-8063 静岡市馬淵１－１７－１ 

連絡先： ＴＥＬ （０５４）２５０－８１０７     FAX （０５４）２５５－９２６６ 

E-mail： http://azarea.pref.shizuoka.jp/azareahome.html 

ホームページ： info@azarea.pref.shizuoka.jp 

会員 (団体会員、個人会員、賛助会員) 

常任委員会 
代表 
副代表 
常任委員 

総  会(団体・個人会員) 

実行委員会 
(事業ごとに設置) 

・交流・研修委員会 
・広報委員会 
・地域活動促進委員会 
・その他の委員会 

事 務 局 

監 事 



【団体会員一覧】 

“あい”懇話会 グローバル文化交流協会 静岡 ＹＷＣＡ ハーモニー２１ 

あいの会 コープしずおか 志太棒原ネットワーク 浜北市女性懇話会 

明るい社会づくり運動静岡

連合会 
広報紙づくり研究会 芝川はなそう会 浜松折紙研究会 おりづる 

あしたの会・静岡 国際文化交流会“懸ヶ橋” しみず市女性の会 
浜松女性のためのカウンセリ

ングルーム 

あぜりあ会 (財)川村文化振興財団 クリエート２１ 浜松レディス２１会議 

アドバンスクラブ(女性管理

職の会) 
静岡県海外研修女性の会 (社)静岡県看護協会 ふいーる２１ 

アトリエ・エイコ 静岡県結核予防婦人会 
(社)ガールスカウト日本連

盟 静岡支部 
ふしぎな花倶楽部(押花） 

アミーぬまず 
静岡県交通安全母の会連合

会 

(社)国際婦人教育振興会 

静岡県支部 
富士ソフィアフォーラム 

アミスタ 静岡 静岡県女医会 (社)大学婦人協会静岡支部 ＦＵＴＡＢＡジョリ・ファム 

彩の会 
静岡県消化器内視鏡技師懇

話会 

(社)日本消費生活アドバイザー 

コンサルタント協会中部支部静

岡分科会 

芙蓉学院 

いわた女性の会 静岡県商工会女性部連合会 (社)浜松青年会議所 街の色彩を考える会 

NPO 法人 あすなろコミュニ

ティーズ 
静岡県女性薬剤師会 駿州夢づくり交流会 万葉原色押花 あぢさゐの会 

NPO シックハウスを考える

会 
静岡県書道教授会 生活改善しずおか 三島市中央婦人学級 

NPO 法人 世界女性会議ネ

ットワーク静岡 
静岡女流美術協会 

赤十字奉仕団静岡県支部

委員会 
みちの会 

NPO 法人 たすけあい遠州 
静岡県人権擁護委員連合会

女性部会 
煎茶道静風流筵楽会 みらい子育てネット静岡県 

NPO 法人 夢未来くんま 静岡県生活学校連絡協議会 大東生活学校 紫会 

沖縄の女性の声を聞く会 
静岡県地域女性団体連絡協

議会 
ＴＭ．サークル もくよう会 

男のゆとりサロン 
静岡県農業共同組合女性組

織協議会 
豊田歴史と文化を学ぶ会 やいづ女性の会 

株式会社 静岡赤帽 
静岡県読み聞かせネットワー

ク 
日本助産婦会静岡県支部 吉田町母親クラブ 

上足洗みらいクラブ 静岡市私立幼稚園協会 
日本婦人有権者同盟静岡

支部 
るゐっさんす２１ 

かよう会 静岡商工会議所青年部 
“人間と性”静岡教育研究

会 
連合静岡女性委員会 

狩野 静岡女性史研究会 ぬくもり シーズリサーチ研究所 

グリーン友の会県連絡会 
静岡ＶＩＶＡフルートアンサンブ

ル 
沼津ピア 黒船印刷(株) 

グループ フロイデ 静岡ベンチャークラブ ネットワーク女と男 
女性特有のガンのサポートグ

ループオレンジ 

クローバーの会 静岡リビング新聞社 編集部 野の花劇場 いちばんぼりセラピー 

 



 

 

 

 

 

 

【経緯/概要】 

これまで、県や市町村、女性団体などが中心となって、男女共同参画社会の実現に向けた取組

を進めてきたが、県内各界、各層の全域で広がっているとは必ずしもいえない状況であった。こ

のため、地域、家庭、教育、商工労働、福祉等の様々な分野の団体に呼びかけ、社会のあらゆる

分野で民間団体の主体的な取組を進めていくよう、民間団体によるネットワーク組織「しずおか

男女共同参画推進会議」を平成１５年８月に立ち上げて、各団体が行う自主的な取り組みを積極

的に支援。 

この推進会議は、「地域・家庭部会」「教育部会」「産業部会」の３部会が設置され、各部会ご

とに男女共同参画に関する情報交換や推進方策の検討などの事業を通して、各団体が自主的に取

り組む方策等についてヒントをつかむこととしている。 

交流会議が地域に根ざした活動を行っている個人及び団体により構成されているのに対して、

推進会議はより幅広な活動を行っている県域の多様な団体により構成されている。趣旨に賛同す

る県域組織の団体等は５８団体。 

【活動内容】 

○全体会：団体会長や役員などの代表の方に、男女共同参画の推進について理解を深めていた

だき、男女共同参画の推進役となってもらう。 

  開 催 内    容 

全 体 会 年１～２回 
県の事業説明、男女共同参画の進捗状況、

意見交換、講演 他 

 ○部会：各分野における男女共同参画の進捗状況や先進的な取組事例の研究、情報交換などを

通して、具体的かつ効果的な取組方法などを検討するとともに、各団体が自主的に実

践に努める。 

   開 催 内    容 

部  会 

 地域・家庭 

 教  育 

 産  業 

各部会 

ごと 

年２回程度 

県の事業説明、各団体の取組情報交換、 

男女共同参画の進捗状況、団体の取組計画、 

支援事業の実施状況、講演 他 

    ※会議の開催等に要する経費は、県の事業費で支出。（会費等はなし。） 

地域：静岡県 

 主体：しずおか男女共同参画推進会議（静岡県生活・文化部男女共同参画室） 

 場所：〒422-8063 静岡市馬淵１－１７－１（同男女共同参画室、以下同じ。） 

連絡先： ＴＥＬ （０５４）２２１－３３６３     FAX （０５４）２２１－２６４２ 

ホームページ： http://www.pref.shizuoka.jp/seibun/sb-08/danjo1.htm 

 

地域での自主的な取組 

しずおか男女共同参画推進会議 

会長・役員クラス 

事務局長クラス 

産業部会 

県域団体 県域団体 

地域・家庭部会

県域団体 

地域 地域 

県中央 県中央 県中央 

事前説明、意見交換、講演 
年１～２回開催 

情報交換、講演他 
年２回程度開催 

団体 
地域 

団体 
地域 

団体 
地域 

団体 
学校 

団体 
学校 

団体 
学校 

団体 
事務所 

団体 
事務所 

団体 
事務所 

全  体  会 

専  門  部  会 

教育部会 



【加入団体に対する県の支援策】  

事業計画の実施にあたっては、当面、県の予算で対応。また、加入団体が主体的に行う男女共

同参画に関する研修会などを県と共催で実施する場合には、県からの講師の派遣や会場の提供な

どの支援を受けることが可能。 

【構成団体一覧】（部会ごとの５０音順） 
(財)静岡県老人クラブ連合会 静岡県海外研修女性の会 静岡県子ども会連合会 

静岡県コミュニティづくり推進協議会 静岡県自治会連合会 静岡県人権擁護委員連合会 

静岡県地域女性団体連絡協議会 静岡県男女共同参画センタ? 交流会議 静岡県民生委員児童委員協議会 

地
域
・家
庭 (福)静岡県社会福祉協議会 (社)ガ? ルスカウト日本連盟静岡県支部 ボ? イスカウト静岡県連盟 

静岡県校長会 静岡県高等学校長協会 静岡県公民館連絡協議会 

静岡県公立高等学校ＰＴＡ連絡協議会 静岡県国公立幼稚園ＰＴＡ連絡協議会 静岡県私学父母の会連合会 

静岡県私立幼稚園ＰＴＡ連合会 静岡県保育所連合会 静岡県ＰＴＡ連絡協議会 

静岡県立大学 静岡文化芸術大学 (社)静岡県私学教育振興会 

教 
 

 

育 

(社)静岡県私立幼稚園振興協会 (社)大学婦人協会静岡県支部   

(財)静岡銀行協会 静岡県介護福祉士会 静岡県漁業協同組合連合会 

静岡県商工会連合会 静岡県森林組合連合会 静岡県ＳＯＨＯ振興協議会 

静岡県中小企業団体中央会 静岡県中部地区ス? パ? マ? ケット協会 静岡県農業協同組合中央会 

静岡県百貨店協会 静岡県弁護士会 静岡県ホ? ムヘルパ? 連絡協議会 

静岡県ホテル旅館生活衛生同業組合 静岡県労働組合評議会 静岡情報産業協会 

(社)静岡県医師会 (社)静岡県看護協会 (社)静岡県経営者協会 

(社)静岡県建設業協会 (社)静岡県商工会議所連合会 (社)静岡県信用金庫協会 

(社)静岡青年会議所 (社)静岡県トラック協会 (社)静岡県バス協会 

(社)静岡県病院協会 (社)静岡県薬剤師会 商業組合 静岡県タクシ? 協会 

産 
 

 
 

 

業 

特定非営利活動法人世界女性会議ネッ
トワーク静岡 

日本労働組合総連合会静岡県連合会   

共
通 

県政記者クラブ（12 社会） 静岡県市長会 静岡県町村会 

 

【推進体制図】 
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