
都道府県別　男女共同参画に向けた若年層への働きかけに関する取組一覧

NO 都道府県 市区町村 実施主体名 取組名称 対象者
①学生向けセミ
ナー等の実施

②教員・保護者
向けセミナー等

の実施
③教材の作成

④好事例集など
の冊子発行

⑤相談窓口の設
置

⑥その他 参考ＵＲＬ 問合せ先 概要等

1 北海道 旭川市 北海道旭川市総合政策部政策調整課 男女共同参画塾inきゃんぱす 大学生に対して出前講座の実施 ○
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/700/73
5/751/752/d056768.html

【担当部署・担当者氏名】総合政策部政策調整課男女共同参画担当　山下　友子
【電話、ＦＡＸ】　　0166-25-5358，0166-23-8217

詳細

2 北海道 旭川市 北海道旭川市総合政策部政策調整課 平成29年度「パパのための写真講座・動画講座」 市内在住の親子 ○
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/700/73
5/751/752/d056768.html

【担当部署・担当者氏名】総合政策部政策調整課男女共同参画担当　山下　友子
【電話、ＦＡＸ】　　0166-25-5358，0166-23-8218

詳細

3 北海道 芽室町 芽室町企画財政課企画調整係 男女共同参画に関する川柳作品の募集 芽室町に在住または通勤・通学している方 ○ －
【担当部署・担当者氏名】企画財政課企画調整係　主事　上田　美穂
【電話、ＦＡＸ】0155-62-9721　FAX0155-62-4599

詳細

4 北海道 石狩市 北海道石狩市　環境市民部広聴・市民生活課 デートＤＶ講座 市内高校生及び大学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　環境市民部広聴・市民生活課　君野　彩花
【電話、ＦＡＸ】　　電話：0133-72-3191　　ＦＡＸ：0133-72-3199

詳細

5 北海道 石狩市 北海道石狩市　環境市民部広聴・市民生活課 男女共同参画推進リーフレットの作成 市内の小学5.6年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　環境市民部広聴・市民生活課　君野　彩花
【電話、ＦＡＸ】　　電話：0133-72-3191　　ＦＡＸ：0133-72-3199

詳細

6 北海道 石狩市 北海道石狩市　環境市民部広聴・市民生活課 デートDV防止リーフレットの作成 市内中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　環境市民部広聴・市民生活課　君野　彩花
【電話、ＦＡＸ】　　電話：0133-72-3191　　ＦＡＸ：0133-72-3199

詳細

7 北海道 石狩市 北海道石狩市　環境市民部広聴・市民生活課 男女共同参画講演会 市内PTA ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　環境市民部広聴・市民生活課　君野　彩花
【電話、ＦＡＸ】　　電話：0133-72-3191　　ＦＡＸ：0133-72-3199

詳細

8 北海道 石狩市 北海道石狩市　環境市民部広聴・市民生活課 ロールモデル集の作成 市民 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　環境市民部広聴・市民生活課　君野　彩花
【電話、ＦＡＸ】　　電話：0133-72-3191　　ＦＡＸ：0133-72-3199

詳細

9 北海道 苫小牧市
北海道苫小牧市総合政策部協働・男女平等参
画室

デートＤＶ防止出前授業 苫小牧市内の中学校、高等学校等 ○
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/
shisei/danjobyodo/

【担当部署・担当者氏名】　　苫小牧市総合政策部協働・男女平等参画室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木和子
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　電話（0144）84-4052　ＦＡＸ（0144）34-7110

詳細

10 北海道 苫小牧市 北海道苫小牧市健康こども部健康支援課 父子健康手帳交付 母子健康手帳を交付された妊婦の夫・パートナー ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　北海道苫小牧市健康こども部健康支援課　田丸
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　電話：0144-32-6411　ＦＡＸ：0144-32-4322

詳細

11 北海道 苫小牧市 北海道苫小牧市健康こども部健康支援課 パパママ教室 妊娠４～８か月の初妊婦と夫・パートナー ○
www.city.tomakomai.hokkaido.jp/.../pap
amamakyoshitsu.html

【担当部署・担当者氏名】　　北海道苫小牧市健康こども部健康支援課　田丸
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　電話：0144-32-6411　ＦＡＸ：0144-32-4322

詳細

12 北海道 苫小牧市 北海道苫小牧市健康こども部健康支援課 パパカフェ
生後４か月～１２か月の児とその父（母の同伴も可と
する）

○ －
【担当部署・担当者氏名】　　北海道苫小牧市健康こども部健康支援課　田丸
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　電話：0144-32-6411　ＦＡＸ：0144-32-4322

詳細

13 北海道 千歳市 北海道千歳市企画部市民協働推進課 男女共同参画社会づくり標語コンクール 市内の小学６年生 ○ http://www.city.chitose.lg.jp/docs/5466.html
【担当部署・担当者氏名】千歳市企画部市民協働推進課男女共同参画推進係・北村
【電話、ＦＡＸ】0123-24-0551、0123-22-8852

詳細

14 北海道 千歳市 北海道千歳市企画部市民協働推進課 父子健康手帳発行事業 これから父親となる男性 ○
http://www.city.chitose.lg.jp/docs/98-85632-
179-944.html

【担当部署・担当者氏名】千歳市企画部市民協働推進課男女共同参画推進係・北村
【電話、ＦＡＸ】0123-24-0551、0123-22-8852

詳細

15 北海道 千歳市 千歳市 教育委員会 男性の子育て講座 男性保護者 ○ －
千歳市教育部生涯学習課社会教育係　多田
電話　0123-24-0848　ＦＡＸ　0123-27-3770

詳細

16 北海道 千歳市 千歳市保健福祉部母子保健課 体験パパクラブ、パパの育児基礎講座
体験パパクラブ－妊娠中の夫婦
パパの育児基礎講座－妊娠中の夫婦と、乳児を子
育て中の夫婦

○
http://www.city.chitose.lg.jp/docs/95-58651-
167-882.html

【担当部署・担当者氏名】　　千歳市保健福祉部母子保健課
【電話】0123-24-0771

詳細

17 北海道 千歳市 千歳市人権擁護委員協議会 デートＤＶ講座 市内高等学校生徒・専門学校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　千歳市市民環境部市民生活課
【電話】0123-24-0183

詳細

18 北海道 千歳市 千歳市 教育委員会 キャリア教育 市内中学生 ○ －
千歳市教育部学校教育課学校教育係　目黒
電話　0123-24-0839　ＦＡＸ　0123-27-3743

詳細

19 北海道 千歳市 千歳市 教育委員会 人権教室 市内小中学生 ○ －
千歳市教育部学校教育課学校教育係　目黒
電話　0123-24-0839　ＦＡＸ　0123-27-3743

詳細

20 北海道 岩見沢市 北海道岩見沢市教育委員会子ども課 高校生と赤ちゃんのふれあい交流事業 親子ひろばを利用する親子と市内の高校生 ○ －
【担当部署】岩見沢市教育委員会子ども課子育て支援係
【電話】0126-35-5133

詳細

21 北海道 岩見沢市 北海道岩見沢市教育委員会子ども課 コミュニケーション広場「パパといっしょ」 父と子（１歳３か月～就学前） ○ －
【担当部署】岩見沢市教育委員会子ども課子育て支援係
【電話】0126-35-5133

詳細

22 北海道 岩見沢市
北海道岩見沢市教育委員会生涯学習・文化・
スポーツ振興課

０歳児教育学級、２・３歳児教育学級 子育て中の親、これから親となる市民 ○ －
【担当部署】岩見沢市教育委員会生涯学習・文化・スポーツ振興課学習支援係
【電話】0126-23-9236

詳細

23 北海道 江別市
江別市健康福祉部子育て支援室子ども育成
課子育て支援センターすくすく

中学生のふれあい授業 市内中学３年生 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　北海道江別市健康福祉部子育て支援室子ども育成課子
育て支援センター事業推進担当　　　蒲生　葉月
【電話、ＦＡＸ】　011－381－1920

詳細

24 北海道 江別市
江別市健康福祉部子育て支援室子ども育成
課子育て支援センターすくすく

父親支援事業「子育て講習会」 就学前の子を持つ父親 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　北海道江別市健康福祉部子育て支援室子ども育成課子
育て支援センター事業推進担当　　　蒲生　葉月
【電話、ＦＡＸ】　011－381－1920

詳細

25 北海道 江別市
江別市健康福祉部子育て支援室子ども育成
課子育て支援センターすくすく

お父さんと子どもの日曜ひろば 就学前の子と父親 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　北海道江別市健康福祉部子育て支援室子ども育成課子
育て支援センター事業推進担当　　　蒲生　葉月
【電話、ＦＡＸ】　011－381－1920

詳細

26 北海道 江別市 江別市生活環境部市民生活課市民協働担当 デートＤＶ出前講座 市内の高校生・大学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　北海道江別市生活環境部市民生活課市民協働担当
　　　　　　　　　　　　　　　　　大西　未紗
【電話、ＦＡＸ】　電話：011－381－1124　ＦＡＸ：011－381－1070

詳細

27 北海道 恵庭市 恵庭市総務部総務課 「男女共同参画週間」キャッチフレーズの募集 市内中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】恵庭市総務部総務課　浅野　美紀
【電話、ＦＡＸ】0123-33-3131（内線2211）、0123-33-3137

詳細

28 北海道 恵庭市 恵庭市総務部総務課 デートDV啓発パンフレットの配布 市内大学生及び20歳の男女 ○ －
【担当部署・担当者氏名】恵庭市総務部総務課　浅野　美紀
【電話、ＦＡＸ】0123-33-3131（内線2211）、0123-33-3137

詳細

29 北海道 北広島市
北広島市市民環境部市民参加・住宅政策室
市民参加・住宅施策課

デートＤＶ出前講座 市内中・高・大学生 ○
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido
.jp/hotnews/detail/00000674.html

【担当部署・担当者氏名】北広島市市民環境部市民参加・住宅政策室　市民参加・住
宅施策課【電話011-372-3311ＦＡＸ011-372-3850】

詳細

30 北海道 小樽市 小樽市生活環境部男女共同参画課 デートＤＶ予防啓発リーフレットの配布 市内高校１年生 ○
https://www.city.otaru.lg.jp/simin/sod
an/danjobyoudou/dv

【担当部署・担当者氏名】小樽市生活環境部男女共同参画課　主査　岡部裕行
【電話、ＦＡＸ】（0134）22-5904

詳細

31 北海道 倶知安町 倶知安町福祉医療課 パパママ学級 妊婦及び夫・家族 ○
http://www.town.kutchan.hokkaido.jp/Li
ving_Information/kosodate-
kyouiku/shussan-ikuji/ninshinshitara/

【担当部署・担当者氏名】　倶知安町福祉医療課保健指導係
電話　0136-22-1144　FAX　0136-21-2143

詳細

32 北海道 登別市
北海道登別市市民生活部市民サービスグ
ループ

小学4年生向け啓発冊子の作製、配布 市内の全小学4年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】登別市市民生活部市民サービスグループ　知野菜奈美
【電話、FAX】　0143-85-2139、0143-85-7674

詳細

33 北海道 登別市
北海道登別市市民生活部市民サービスグ
ループ

男女共同参画に関する作品募集(標語・習字・ポスター) 市民(小学4年生～中学3年生が大半) ○ －
【担当部署・担当者氏名】登別市市民生活部市民サービスグループ　知野菜奈美
【電話、FAX】　0143-85-2139、0143-85-7674

詳細
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34 北海道 白老町 白老町　健康福祉課 父子健康手帳交付 妊婦の夫または１歳未満の乳児がいて希望する方 ○
ttps://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/docs/201
5070800021

【担当部署・担当者氏名】　　白老町健康福祉課
【電話】0144-82-5541

詳細

35 北海道 白老町 白老町　子ども発達支援センターひだまり パパＳＵＮデイ！ 就学前の子と父親、または両親 ○
ttps://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/docs/201
3011700157

【担当部署・担当者氏名】　　白老町子ども発達支援センター
【電話】0144-83-3700

詳細

36 北海道 函館市 子ども未来部子育て支援課 デートDV出前授業 市内中学校，高等学校など ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　函館市子ども未来部子育て支援課　川村，尾形
【電話】0138-21-3057　ＦＡＸ　0138-27-6262

詳細

37 北海道 函館市 子ども未来部子育て支援課 予防教育（CAPプログラム）の実施 市内小学校（小学生，保護者，教職員） ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　函館市子ども未来部子育て支援課　　川村，尾形
【電話】0138-21-3057　ＦＡＸ　0138-27-6262

詳細

38 北海道 函館市 市民部市民・男女共同参画課 男女共同参画啓発誌 市内の小学３年生および中学１年生 ○
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/
docs/2014012900270/

【担当部署・担当者氏名】　　函館市市民部市民・男女共同参画課
【電話】0138-21-3470　ＦＡＸ　0138-23-7173

詳細

39 北海道 函館市
市民部市民・男女共同参画課
（函館市女性センター）

土曜ぷちサロン「親子リズム遊び」「ベビーマッサージ」
「親子リズム遊び」　  １～３歳次とその保護者
「ベビーマッサージ」　生後２ヶ月～１歳未満の乳幼
児とその保護者

○ http://www.hakodate-josen.com/salon/
【担当部署・担当者氏名】　　函館市市民部市民・男女共同参画課
【電話】0138-21-3470　ＦＡＸ　0138-23-7173

詳細

40 北海道 函館市
市民部市民・男女共同参画課
（函館市女性センター）

パパとクッキング 小学生とその父親（または祖父） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　函館市市民部市民・男女共同参画課
【電話】0138-21-3470　ＦＡＸ　0138-23-7173

詳細

41 北海道 名寄市 北海道名寄市総務部企画課企画調整係 子ども向け男女共同参画啓発パンフレットの作成・配布 市内の小学４年生以上中学３年生までの児童生徒 ○ －
【担当部署・担当者氏名】名寄市総務部企画課企画調整係　松永
【電話、ＦＡＸ】（01654）3-2111　/

詳細

42 北海道 名寄市 北海道名寄市健康福祉部保健センター 父子健康手帳交付、お父さん・お母さん教室 初めて父親になる男性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】名寄市総務部企画課企画調整係　松永
【電話、ＦＡＸ】（01654）3-2112　/

詳細

43 北海道 音威子府村 音威子府村住民課保健福祉室 思春期保健事業 村内高校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】音威子府村住民課保健福祉室　担当：谷 美里
【電話、FAX】　　電話　01656-9-3050　ＦＡＸ　01656-9-3055

詳細

44 北海道 音威子府村 音威子府村住民課保健福祉室 プレママ教室 妊産婦とパートナー ○ －
【担当部署・担当者氏名】音威子府村住民課保健福祉室　担当：谷 美里
【電話、FAX】　　電話　01656-9-3050　ＦＡＸ　01656-9-3056

詳細

45 北海道 帯広市 帯広市市民活動部男女共同参画推進課 女（ひと）と男（ひと）の一行詩 十勝管内に在住または通勤、通学している人 ○
http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/sh
iminkatsudoubu/danjokyoudousangasuishi
nka/d070702ichigyoushi.html

【担当部署・担当者氏名】帯広市市民活動部男女共同参画推進課　山内
【電話、FAX】（0155）65-4134、（0155）23-0171

詳細

46 北海道 帯広市 帯広市市民活動部男女共同参画推進課 デートDV予防講座 市内の高校生 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】帯広市市民活動部男女共同参画推進課　山内
【電話、FAX】（0155）65-4134、（0155）23-0171

詳細

47 北海道 中札内村 総務課企画財政グループ 男女共同参画推進講演会 村内・村外の方 ○ －
【担当部署・担当者氏名】中札内村総務課企画財政グループ
【電話、ＦＡＸ】0155-67-2491、0155-68-3911

詳細

48 北海道 中札内村 総務課企画財政グループ 男女共同参画に関する中学生作文コンクール 村内の中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】中札内村総務課企画財政グループ
【電話、ＦＡＸ】0155-67-2491、0155-68-3911

詳細

49 北海道 中札内村 総務課企画財政グループ 男女共同参画に関する図書の読み聞かせ 村内の小学４年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】中札内村総務課企画財政グループ
【電話、ＦＡＸ】0155-67-2491、0155-68-3912

詳細

50 北海道 札幌市
札幌市市民文化局市民生活部男女共同参画
室男女共同参画課

子ども向け男女共同参画啓発パンフレットの作成 市内の小学4年生及び中学2年生 ○

http://www.city.sapporo.jp/shimin/danjo/koho
/documents/shogakuseipdf.pdf
http://www.city.sapporo.jp/shimin/danjo/koho
/documents/chugakusei pdf

【担当部署・担当者氏名】札幌市市民文化局男女共同参画室男女共同参画課　藤井
【電話、ＦＡＸ】（011）211-2962

詳細

51 北海道 札幌市
札幌市市民文化局市民生活部男女共同参画
室男女共同参画課

デートDV防止講座 市内の中・高・大学生 ○ ○ http://teens-sapporo.jp/
【担当部署・担当者氏名】札幌市市民文化局男女共同参画室男女共同参画課　市川
【電話、ＦＡＸ】（011）211-2962

詳細

52 青森県 - 青森県環境生活部青少年・男女共同参画課
「みんなが自分らしく!!考えてみよう学校生活における男女共同参
画」（啓発パンフレット）

高校生（主に一年生） ○
http://www.pref.aomori.lg.jp/life/danjo/kouko
u-keihatupanfu28.html

【担当部署】
青森県環境生活部青少年・男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】TEL017-734-9228　FAX017-734-8050

詳細

53 青森県 - 青森県環境生活部青少年・男女共同参画課 青森県女性ロールモデル事例紹介事業 一般 ○
http://www.pref.aomori.lg.jp/life/danjo/josei-
top.html

【担当部署・担当者氏名】　　青森県環境生活部青少年・男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】　電話017-734-9228　FAX017-734-8050

詳細

54 青森県 - 青森県環境生活部青少年・男女共同参画課 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター 性暴力被害者 ○
http://www.pref.aomori.lg.jp/life/danjo/ringon
ohana.html

【担当部署・担当者氏名】　　青森県環境生活部青少年・男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】　電話017-734-9228　FAX017-734-8050

詳細

55 青森県 -
青森県男女共同参画センター指定管理者青森
コミュニティビジネス株式会社

アピオあおもり見学ツアー 小中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　青森県男女共同参画センター指定管理者青森コミュニ
ティビジネス株式会社
【電話、ＦＡＸ】　電話017-732-1085　FAX017-732-1073

詳細

56 青森県 -
青森県男女共同参画センター指定管理者青森
コミュニティビジネス株式会社

男女共同参画センター相談業務 一般 ○
http://www.apio.pref.aomori.jp/gender/consul
tation/

【担当部署・担当者氏名】　　青森県男女共同参画センター指定管理者青森コミュニ
ティビジネス株式会社
【電話、ＦＡＸ】　電話017-732-1085　FAX017-732-1073

詳細

57 青森県 -
青森県男女共同参画センター指定管理者青森
コミュニティビジネス株式会社

男女共同参画フェスティバル（アピオあおもり秋まつり） 一般 ○
http://www.apio.pref.aomori.jp/gender/announ
cement/1111_2017akimaturi-main/

【担当部署・担当者氏名】　　青森県男女共同参画センター指定管理者青森コミュニ
ティビジネス株式会社
【電話、ＦＡＸ】　電話017-732-1085　FAX017-732-1073

詳細

58 青森県 -
青森県男女共同参画センター指定管理者青森
コミュニティビジネス株式会社

情報誌「クローバーあおもり」 一般 ○
http://www.apio.pref.aomori.jp/gender/news/i
nformation/clover

【担当部署・担当者氏名】　　青森県男女共同参画センター指定管理者青森コミュニ
ティビジネス株式会社
【電話、ＦＡＸ】　電話017-732-1085　FAX017-732-1073

詳細

59 青森県 -
青森県男女共同参画センター指定管理者青森
コミュニティビジネス株式会社

男性参画促進講座ファザーリング東北フォーラムinあおもり
あおもりカジダン・イクメンサミット

一般 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　青森県男女共同参画センター指定管理者青森コミュニ
ティビジネス株式会社
【電話、ＦＡＸ】　電話017-732-1085　FAX017-732-1073

詳細

60 青森県 -
青森県男女共同参画センター指定管理者青森
コミュニティビジネス株式会社

青森県女性ロールモデル事例紹介事業 一般 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　青森県男女共同参画センター指定管理者青森コミュニ
ティビジネス株式会社
【電話、ＦＡＸ】　電話017-732-1085　FAX017-732-1073

詳細

61 青森県 - 青森県健康福祉部保健衛生課 エイズ・性感染症に関する意識調査 高校２年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　青森県健康福祉部保健衛生課
【電話、ＦＡＸ】　電話017-734-9284　FAX017-734-8047

詳細

62 青森県 - 青森県健康福祉部こどもみらい課 ハートフルコミュニケーション推進事業 中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　青森県健康福祉部こどもみらい課
【電話、ＦＡＸ】　電話017-734-9303　FAX017-734-8091

詳細

63 青森県 - 青森県商工労働部労政・能力開発課 女性の就活・定着応援事業 本県出身女子学生等 ○
https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/jyos
ei_syuukatu_teityaku_top.html

【担当部署・担当者氏名】　　青森県商工労働部労政・能力開発課
【電話、ＦＡＸ】　電話017-734-9398　FAX017-734-8117

詳細

64 青森県 - 青森県県土整備部整備企画課 キャリアマッチングセミナー 理工系女子学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　青森県県土整備部整備企画課
【電話、ＦＡＸ】　電話017-734-9644　FAX017-734-8184

詳細

65 青森県 - 青森県県土整備部整備企画課 土木系人材県内定着プロジェクト推進」事業 大学生等 ○
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/s
eibikikaku/kensetsugyo-intership.html

【担当部署・担当者氏名】　　青森県県土整備部整備企画課
【電話、ＦＡＸ】　電話017-734-9644　FAX017-734-8184

詳細

66 青森県 - 青森県教育庁スポーツ健康課 性に関する指導 生徒・教職員・保護者、地域保健関係者等 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　青森県教育庁スポーツ健康課
【電話、ＦＡＸ】　電話017-734-9907　FAX017-734-8275

詳細



都道府県別　男女共同参画に向けた若年層への働きかけに関する取組一覧

NO 都道府県 市区町村 実施主体名 取組名称 対象者
①学生向けセミ
ナー等の実施

②教員・保護者
向けセミナー等

の実施
③教材の作成

④好事例集など
の冊子発行

⑤相談窓口の設
置

⑥その他 参考ＵＲＬ 問合せ先 概要等

67 青森県 - 青森県教育庁スポーツ健康課 性に関するセミナー 教員、医師、地域保健関係者等 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　青森県教育庁スポーツ健康課
【電話、ＦＡＸ】　電話017-734-9907　FAX017-734-8275

詳細

68 青森県 青森県警察本部生活安全企画課 ストーカー・ＤＶ等被害者保護対策事業 一般 ○
https://www.police.pref.aomori.jp/seianbu/sei
an_kikaku/stdv_top1.html

【担当部署・担当者氏名】　　青森県警察本部生活安全部生活安全企画課
【電話、ＦＡＸ】　電話017-723-4211

詳細

69 青森県 青森市 青森市市民部人権男女共同参画課 小学6年生版・中学3年生版男女共同参画啓発小冊子 市内小学6年生・中学3年生 ○
https://www.city.aomori.aomori.jp+L27/jinken
-danjo/shiseijouhou/matidukuri/danjo-
kyoudou-sankaku/29.html

【担当部署・担当者氏名】　青森市市民部人権男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】電話017-734-2296　FAX017-734-5765

詳細

70 青森県 青森市 青森市男女共同参画プラザ「カダール」 高校生出前講座（デートＤＶ他） 青森南高等学校3年生 ○ http://www.kadar-acor.jp/
【担当部署】　青森市男女共同参画プラザ「カダール」
【電話、ＦＡＸ】電話017-776-8800　FAX017-776-8828

詳細

71 青森県 青森市 青森市男女共同参画プラザ「カダール」 実験ガールズ　in SUMMER !! 小中学生女子 ○ http://www.kadar-acor.jp/
【担当部署】　青森市男女共同参画プラザ「カダール」
【電話、ＦＡＸ】TEL017-776-8800　FAX017-776-8828

詳細

72 青森県 青森市 青森市働く女性の家「アコール」 男性の料理入門講座 料理初心者の男性 ○ http://www.kadar-acor.jp/
【担当部署】　青森市働く女性の家「アコール」
【電話、ＦＡＸ】TEL017-723-1700　FAX017-723-1700

詳細

73 青森県 青森市 青森市働く女性の家「アコール」
ソーイング（裁縫）男子　帆布で作るスタイリッシュトートバッグ

裁縫初心者の男性 ○ http://www.kadar-acor.jp/
【担当部署】　青森市働く女性の家「アコール」
【電話、ＦＡＸ】TEL017-723-1700　FAX017-723-1700

詳細

74 青森県 弘前市
弘前市市民文化スポーツ部市民協働政策課
（市民参画センター）

ひとにやさしい社会推進セミナー 大学生・一般 ○
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/sankaku/ib
entozyohou.html

【担当部署・担当者氏名】　　弘前市市民文化スポーツ部市民協働政策課（市民参画
センター）
【電話、ＦＡＸ】　電話0172-31-2500　FAX0172-36-1822

詳細

75 青森県 弘前市 弘前市健康福祉部子育て支援課 弘前大学との連携事業「託児付父親向け育児講座」
現在育児をしている男性、これから育児に取り組もう
としている男性

○

http://culture.cc.hirosaki-
u.ac.jp/sgcenter/wp-
content/themes/sgcenter/img/H29paparabo.
pdf

【担当部署・担当者氏名】　　弘前市健康福祉部子育て支援課
【電話、ＦＡＸ】　電話0172-40-7038　FAX0172-39-7003

詳細

76 青森県 弘前市 弘前市立中央公民館 弘前大学との地域づくり連携事業「新米パパ応援講座」
市内在住、または市内に勤務している、概ね18歳以
上の男性

○
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/chuokomink
an/shimmai_papa.html

【担当部署・担当者氏名】　　弘前市立中央公民館
【電話、ＦＡＸ】　電話0172-33-6561　FAX0172-33-4490

詳細

77 青森県 八戸市 八戸市総合政策部市民連携推進課 教職員向け啓発パンフレット 市内小・中学校、保育園、幼稚園、高校、大学教員 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　八戸市総合政策部市民連携推進課
【電話、ＦＡＸ】　電話0178-43-9217　FAX0178-47-1485

詳細

78 青森県 三沢市 三沢市政策部広報広聴課 ファザーリング講座（男性の家事・育児参画推進） 一般 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　三沢市政策部広報広聴課
【電話、ＦＡＸ】　電話0176-53-5111　FAX0176-52-5655

詳細

79 青森県 階上町 階上町総務課 中学生を交えた避難所運営訓練 道仏中学校全校生徒、教職員、住民 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　階上町総務課
【電話、ＦＡＸ】　電話0178-88-2873　FAX0178-88-2117

詳細

80 岩手県 - 岩手県環境生活部若者女性協働推進室 ロールモデル提供事業（社会人向け） 県内企業の若手女性社員等 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　環境生活部若者女性協働推進室・佐々木
【電話、ＦＡＸ】　019-629-5346(電話)　019-629-5354

詳細

81 岩手県 - 岩手県男女共同参画センター 出前講座（職員派遣） 県内の中学生、高校生、大学生等 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　岩手県男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】（電話）019-606-1706　（FAX）019-606-1765

詳細

82 岩手県 北上市 岩手県北上市まちづくり部地域づくり課 デートＤＶ防止講座 市内中学生（主に３年生） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　北上市まちづくり部地域づくり課地域協働係　髙橋　愛来
【電話、ＦＡＸ】　　（電話）0197-72-8300　（ＦＡＸ）0197-63-3121

詳細

83 岩手県 久慈市 久慈市
男女共同参画出前講座「あなたの夢はなんですか～自分らしく生き
ていくために～」

市内中学校　全校生徒・教員等 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　総合政策部　地域づくり振興課　主任　太田海里
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　0194-52-2116、0194-52-3653

詳細

84 岩手県 久慈市 久慈市 デートＤＶ防止講座 市内高校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　総合政策部　地域づくり振興課　主任　太田海里
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　0194-52-2116、0194-52-3653

詳細

85 岩手県 釜石市 釜石市 デートDV予防啓発事業 市内中学生 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　釜石市総務企画部総合政策課男女共同参画室
【電話、ＦＡＸ】℡　0193-27-8413　FAX　0193-22-2686

詳細

86 岩手県 釜石市 釜石市 思春期講演会 市内中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　釜石市総務企画部総合政策課男女共同参画室
【電話、ＦＡＸ】℡　0193-27-8413　FAX　0193-22-2686

詳細

87 宮城県 -

一般社団法人宮城県農業会議
みやぎアグリレディス２１（女性の農業委員の
組織，事務局：一般社団法人宮城県農業会
議）

女性の社会参画に関する懇談会，女性農業委員登用促進意見交
換会，農林水産部長との懇談会等

女性農業委員，生活改善グループ連絡協議会，JA
みやぎ女性組織連絡協議会等

○ －
【担当部署・担当者氏名】　　宮城県農林水産部農業振興課　髙田千春
【電話、ＦＡＸ】　電話　022-211-2836，ＦＡＸ　022-211-2839

詳細

88 宮城県 気仙沼市 気仙沼市地域づくり推進課 父と子の料理教室 小学生の子とその父または祖父 ○ －
【担当部署・担当者氏名】気仙沼市震災復興・企画部地域づくり推進課　村上
【電話、ＦＡＸ】　電話(0226)22-6600内線334／FAX(0226)24-1226（別室）

詳細

89 宮城県 石巻市 石巻市 子育てパパ育成事業
市内居住及び市内事業所等に勤務する男性（主に
若年層）

○ －
【担当部署・担当者氏名】　　石巻市復興政策部地域協働課　　担当：高梨
【電話、ＦＡＸ】　　0225-95-1111（内線4234）

詳細

90 宮城県 石巻市 石巻市 親になるための教育事業 市内中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　石巻市復興政策部地域協働課　　担当：高梨
【電話、ＦＡＸ】　　0225-95-1111（内線4234）

詳細

91 宮城県 登米市 登米市 子どもと一緒の男性料理講座
市内に在住する子育て中の男性とその子ども（小学
生）

○ －
【担当部署・担当者氏名】　　登米市企画部市民協働課　担当：庄司
【電話、ＦＡＸ】　　電話：0220-22-2173／FAX：0220-22-9164

詳細

92 宮城県 塩竈市 塩竈市 中学生向け男女共同参画社会に関する講演会 市内中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　塩竈市市民総務部市民安全課　担当：今野
【電話、ＦＡＸ】　　022-361-1773、022-361-1782

詳細

93 宮城県 塩竈市 塩竈市 中学生と赤ちゃんのふれあい交流事業 市内中学生 ○
https://www.city.shiogama.miyagi.jp/ke
nkosuishin/bosiyoken/tiikisyousikatais
akujuutennkoufukinn.html

【担当部署・担当者氏名】　　塩竈市健康福祉部健康推進課　担当： 鈴木
【電話、ＦＡＸ】　　022-364-4786

詳細

94 宮城県 仙台市 公益財団法人せんだい男女共同参画財団 ガールズのしごと“ゆる～り”準備講座 15歳～39歳までの無職でシングルの女性（学生可） ○ http://www.sendai-l.jp/girls/
【担当部署・担当者氏名】　　　エル・ソーラ仙台管理事業課　菅
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　電話022-268-8044　FAX022-268-8045

詳細

95 宮城県 仙台市 公益財団法人せんだい男女共同参画財団
女子学生のライフプランニング講座
シゴト×レンアイ×ケッコン～自分らしい生き方を選ぶために、今、
考えよう！

仙台市内の女子大学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　エル・ソーラ仙台管理事業課　安彦
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　電話022-268-8044　FAX022-268-8045

詳細

96 宮城県 仙台市
仙台市、公益財団法人せんだい男女共同参画
財団

デートＤＶ防止出前講座 中学生、高校生、専門学校生、大学生 ○

○仙台市男女共同参画課 資料室-デートDV
を知ろう
http://www.city.sendai.jp/danjo-
kikaku/kurashi/manabu/danjo/leaflet/dv html

【担当部署・担当者氏名】　　　せんだい男女共同参画財団総務企画課　川端、小野
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　電話022-212-1627　FAX022-212-1628

詳細

97 宮城県 仙台市 公益財団法人せんだい男女共同参画財団 出前講座「キャリアデザイン～働き方を考える」 仙台市内の大学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　エル・ソーラ仙台管理事業課　安彦
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　電話022-268-8044　FAX022-268-8045

詳細

98 宮城県 仙台市 公益財団法人せんだい男女共同参画財団
それってホントに「好き」だから？―今、知ってほしい！デートＤＶの
こと―

学生を含む、10～20代の若者 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　エル・パーク仙台管理事業課　佐藤
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　電話022-268-8300　FAX022-268-8304

詳細

99 宮城県 仙台市
仙台市、公益財団法人せんだい男女共同参画
財団

こころ・からだカフェ 若年当事者及び一般 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　エル・ソーラ仙台相談支援課　大柴
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　電話022-268-8302

詳細



都道府県別　男女共同参画に向けた若年層への働きかけに関する取組一覧

NO 都道府県 市区町村 実施主体名 取組名称 対象者
①学生向けセミ
ナー等の実施

②教員・保護者
向けセミナー等

の実施
③教材の作成

④好事例集など
の冊子発行

⑤相談窓口の設
置

⑥その他 参考ＵＲＬ 問合せ先 概要等

100 宮城県 仙台市
仙台市、公益財団法人せんだい男女共同参画
財団

STOP！DV市民講座　第2回　若者たちに届く声と手をもつ～性暴
力・DVに巻き込まれる若年層への支援～

DV被害者支援に携る方及び一般 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　エル・ソーラ仙台相談支援課　大柴
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　電話022-268-8302

詳細

101 秋田県 秋田県 秋田県次世代・女性活躍支援課 男女共同参画副読本作成事業 小学校５・６年生、中学生、高校生、教師 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　あきた未来創造部次世代・女性活躍支援課
【電話、ＦＡＸ】電話：018-860-1555　ＦＡＸ：018-860-3895

詳細

102 秋田県 秋田県 秋田県移住・定住促進課 あきた女子活応援サポート事業 女子学生 ○
https://kocchake.com/pages/womens-
active-sumally

【担当部署・担当者氏名】　　あきた未来創造部移住・定住促進課
【電話、ＦＡＸ】　　電話：018-860-1248　　ＦＡＸ：018-860-3871

詳細

103 秋田県 鹿角市 鹿角市 鹿角市ウーマンネットワークビジネス支援事業 概ね20～60歳の女性 ○ ○ http://kazuno-wnb.jp/
【担当部署・担当者氏名】　　　産業部産業活力課商工振興班　勝又 清介
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　0186-30-0250　0186-30-1515

詳細

104 秋田県 湯沢市 秋田県湯沢市協働事業推進課 湯沢市若者や女性が輝くまちづくり推進協議会 高校生から39歳までの市民または市内在勤者 ○
http://www.city-
yuzawa.jp/danjokyodo04/2415.html

【担当部署・担当者氏名】　協働事業推進課　協働のまちづくり班　高橋　慧
【電話、ＦＡＸ】　℡：０１８３－５５－８２４９　fax０１８３－７３－２１１７

詳細

105 秋田県 湯沢市 秋田県湯沢市協働事業推進課 湯沢市若者等にぎわい創出イベント開催助成金交付事業
市内に主な活動の拠点がある民間団体又は事業所
等

○
http://www.city-
yuzawa.jp/danjokyodo04/2777.html

【担当部署・担当者氏名】　協働事業推進課　協働のまちづくり班　八柳
【電話、ＦＡＸ】　℡：０１８３－５５－８２４９　fax０１８３－７３－２１１７

詳細

106 秋田県 湯沢市 秋田県湯沢市協働事業推進課
市民参加型ワークショップ～若者や女性が輝き、まちににぎわいを
創出するイベントを考えよう!～

市民 ○
http://www.city-
yuzawa.jp/danjokyodo04/2415.html

【担当部署・担当者氏名】　協働事業推進課　協働のまちづくり班　高橋　慧
【電話、ＦＡＸ】　℡：０１８３－５５－８２４９　fax０１８３－７３－２１１７

詳細

107 秋田県 湯沢市 秋田県湯沢市協働事業推進課 高校生の一日市長体験事業 市内高校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　協働事業推進課　協働のまちづくり班　八柳
【電話、ＦＡＸ】　℡：０１８３－５５－８２４９　fax０１８３－７３－２１１７

詳細

108 秋田県 湯沢市 秋田県湯沢市協働事業推進課
高校生の高校生による
　高校生のための情報発信事業！

市内高校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　協働事業推進課　協働のまちづくり班　金子
【電話、ＦＡＸ】　℡：０１８３－５５－８２４９　fax０１８３－７３－２１１７

詳細

109 秋田県 湯沢市 秋田県湯沢市協働事業推進課 湯沢ＰＲ隊～ＳＮＳのよる湯沢の魅力発信事業～ 市民、市内高校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　協働事業推進課　魅力創造班　柿崎
【電話、ＦＡＸ】　℡：０１８３－５５－８２７４　fax０１８３－７３－２１１７

詳細

110 秋田県 大仙市 大仙市企画部男女共同参画推進室 デートDV予防教育講座 市内の中学校、高等学校 ○ ○
http://www.city.daisen.akita.jp/soshiki/danjok
yodosankusuishin/

【担当部署・担当者氏名】大仙市企画部男女共同参画推進室　　伊藤　圭吾
【電話、ＦＡＸ】0187－88－8039、0187－62－3177

詳細

111 秋田県 大仙市 大仙市企画部男女共同参画推進室 男女共同参画に関する絵てがみ・フォトコンテスト 市内在住・在勤の方 ○
http://www.city.daisen.akita.jp/soshiki/danjok
yodosankusuishin/

【担当部署・担当者氏名】大仙市企画部男女共同参画推進室　　伊藤　圭吾
【電話、ＦＡＸ】0187－88－8039、0187－62－3177

詳細

112 山形県 -
山形県　子育て推進部若者活躍・男女共同参
画課

中学校男女共同参画学習リーフレット 県内全中学校 ○ －
【担当部署・担当者氏名】若者活躍・男女共同参画課　佐藤
【電話、ＦＡＸ】０２３－６３０－３２６９、０２３－６３２－８２３８

113 山形県 -
山形県　子育て推進部若者活躍・男女共同参
画課

デートＤＶ防止出前講座 県内　高等学校・専門学校・大学 等 ○ －
【担当部署・担当者氏名】若者活躍・男女共同参画課　佐藤
【電話、ＦＡＸ】０２３－６３０－３２６９、０２３－６３２－８２３８

詳細

114 山形県 山形市 山形市企画調整部男女共同参画センター 男女共同参画学習資料「きらり　かがやいて」 小学校2年生、4年生、6年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】山形市企画調整部男女共同参画センター・横尾
【電話、ＦＡＸ】023-645-8077、023-645-8055

詳細

115 山形県 山形市 山形市企画調整部男女共同参画センター 男女共同参画に関する作品募集 市内に在住、在勤または在学している方 ○
http://www.city.yamagata-
yamagata.lg.jp/kakuka/kikaku/danjosent
a/sogo/sakuhinbosyu.html

【担当部署・担当者氏名】山形市企画調整部男女共同参画センター・横尾
【電話、ＦＡＸ】023-645-8077、023-645-8055

詳細

116 山形県 山形市 山形市企画調整部男女共同参画センター 小・中学生向け出前講座 市内小・中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】山形市企画調整部男女共同参画センター・横尾
【電話、ＦＡＸ】023-645-8077、023-645-8055

詳細

117 山形県 酒田市 酒田市 デートDV防止講座 市内高校生、市内専門学校生 ○
http://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/d
anjyo/with_event_jyouhou.html

【酒田市男女共同参画推進センター「ウィズ」
担当：酒田市男女共同参画推進員　公平】
【電話　0234-26-5615、ＦＡＸ　0234-26-5617】

詳細

118 山形県 米沢市
米沢市企画調整部総合政策課　財団法人三
友堂看護専門学校

平成２９年度米沢市思春期ピアカウンセリング講座 中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　米沢市企画調整部総合政策課　中西 葉津樹
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　電話0238-22-5111　　ＦＡＸ0238-24-4540

119 山形県 米沢市
米沢市企画調整部総合政策課　財団法人三
友堂看護専門学校

平成３０年度米沢市思春期ピアカウンセリング講座 中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　米沢市企画調整部総合政策課　中西 葉津樹
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　電話0238-22-5111　　ＦＡＸ0238-24-4540

詳細

120 福島県 - 福島県 農業女子ネットワーク活動支援事業

・農業への取組を広く発信し、自らの経営や地域等
との連携をより発展させたいという女性農業者
・農業に興味のある女子高校生や女子学生及び本
県での就農を検討している女性

○

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021c/n
ougyoujoshi-network-bosyuu.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021c/n
ougyoujoshi setsuritsu meeting html

【担当部署・担当者氏名】福島県農林水産部農業担い手課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２４－５２１－７３４０　ＦＡＸ：０２４－５２１－７９３８

詳細

121 福島県 郡山市 郡山市 育パパサポート奨励事業 市内の中小企業に勤務する男性従業員 ○
https://www.city.koriyama.fukushima.jp
/064000/ikupapa.html

【担当部署・担当者氏名】　政策開発部雇用政策課　若林　和枝
【電話、ＦＡＸ】　TEL024-924-2261　FAX024-924-2822

詳細

122 福島県 - 福島県（喜多方市）中央公民館 喜多方市家庭教育支援チーム“もも”連携講座 子育て中の保護者および地域住民 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　喜多方市中央公民館　　館長補佐　佐藤　誠
【電話、ＦＡＸ】　　電話０２４１－２４－４８１１　　FAX　０２４１－２４－４６１２

詳細

123 福島県 - 福島県男女共生センター 未来館次世代スクールプロジェクト 県内小・中・高等学校 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　福島県男女共生センター事業課
【電話、ＦＡＸ】　　０２４３－２３－８３０４、０２４３－２３－８３１４

詳細

124 福島県 - 福島県男女共生センター 未来館シネマ・アート発信事業 県民 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　福島県男女共生センター事業課
【電話、ＦＡＸ】　　０２４３－２３－８３０４、０２４３－２３－８３１４

詳細

125 福島県 - 福島県男女共生センター 教師のための次世代育成人権セミナー
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等

○ －
【担当部署・担当者氏名】　福島県男女共生センター事業課
【電話、ＦＡＸ】　　０２４３－２３－８３０４、０２４３－２３－８３１４

詳細

126 福島県 福島市 福島市
平成２９年度男女共同参画についての「あなたからのメッセージ」募
集

小学生から一般 ○
http://www.city.fukushima.fukushima.jp
/danjokyodou/kurashi/kyodosankaku/mess
age.html

【担当部署・担当者氏名】福島市男女共同参画センター　細川
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２４－５２５－３７８４　ＦＡＸ：０２４－５２２－１５２８

詳細

127 福島県 福島市 福島市
平成３０年度男女共同参画についての「あなたからのメッセージ」募
集

小学生から一般 ○
http://www.city.fukushima.fukushima.jp
/danjokyodou/kurashi/kyodosankaku/mess
age.html

【担当部署・担当者氏名】福島市男女共同参画センター　細川
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２４－５２５－３７８４　ＦＡＸ：０２４－５２２－１５２８

詳細

128 福島県 福島市 福島市 プレママ・パパセミナー 妊婦とその家族 ○
http://www.city.fukushima.fukushima.jp
/

【担当部署】福島市こども政策課こども政策課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２４－５２５－７６７１　ＦＡＸ：０２４－５７２－３４１７

詳細

129 福島県 会津若松市 会津若松市 子ども人生講座の実施 市内小学5・6年生 ○
http://www.city.aizuwakamatsu.fukushim
a.jp/docs/2007080902765

【担当部署】会津若松市　企画政策部　企画調整課　協働・男女参画室
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２４２－３９－１４０５　ＦＡＸ：０２４２－３９－１４００

詳細

130 福島県 会津若松市 会津若松市 男女平等に関する作文コンクールの実施 市内小中学生 ○
http://www.city.aizuwakamatsu.fukushim
a.jp/docs/2007080902765

【担当部署】会津若松市　企画政策部　企画調整課　協働・男女参画室
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２４２－３９－１４０５　ＦＡＸ：０２４２－３９－１４００

詳細

131 福島県 郡山市 郡山市 男女共同参画紙芝居事業 未定 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　市民部男女共同参画課　渡部　尚子
【電話、ＦＡＸ】　TEL024-924-3351　FAX024-921-1340

詳細

132 福島県 郡山市 郡山市 ママとパパの活躍推進事業 子育て中の男女 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　市民部男女共同参画課　渡部　尚子
【電話、ＦＡＸ】　TEL024-924-3351　FAX024-921-1340

詳細



都道府県別　男女共同参画に向けた若年層への働きかけに関する取組一覧

NO 都道府県 市区町村 実施主体名 取組名称 対象者
①学生向けセミ
ナー等の実施

②教員・保護者
向けセミナー等

の実施
③教材の作成

④好事例集など
の冊子発行

⑤相談窓口の設
置

⑥その他 参考ＵＲＬ 問合せ先 概要等

133 福島県 相馬市 相馬市
イクメンのススメ～これからの子育て、ワーク・ライフ・バランスとは
～

子育て中の夫婦 ○ －
【担当部署・担当者氏名】教育委員会生涯学習課課　中塚麻希子
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２４４－３７－２１３７　ＦＡＸ：０２４４－３７－２６１７

詳細

134 福島県 新地町 新地町 デートＤＶ防止啓発チラシ「デートＤＶ知っていますか？」
新地町成人式対象者の男女（成人式開催時に配
布）

○ －
【担当部署・担当者氏名】新地町教育総務課生涯学習係　塩沼亮一
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２４４－６２－２０８５　ＦＡＸ：０２４４－６２－２１７２

詳細

135 茨城県 水戸市 茨城県水戸市男女平等参画課 市内大学連携による学生対象キャリアセミナー 市内専門学校，市内大学（２校） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　水戸市市民協働部男女平等参画課　安島
【電話、ＦＡＸ】　　　　　電話：029－226－3161　　ＦＡＸ：029－226－3162

詳細

136 茨城県 水戸市 茨城県水戸市男女平等参画課 子ども対象講座 市内中学校（１校）２年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　水戸市市民協働部男女平等参画課　安島
【電話、ＦＡＸ】　　　　　電話：029－226－3161　　ＦＡＸ：029－226－3162

詳細

137 茨城県 日立市 日立市生活環境部女性青少年課 男女共同参画に関する小学生の絵画・中学生の作文募集事業 （絵画）小学生　（作文）中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　日立市生活環境部女性青少年課
【電話】0294-26-0315　　【FAX】　0294-26-0317

詳細

138 茨城県 日立市 日立市生活環境部女性青少年課 中学生のための男女共同参画ハンドブック「ともにあゆむ」 中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　日立市生活環境部女性青少年課
【電話】0294-26-0315　　【FAX】　0294-26-0317

詳細

139 茨城県 土浦市
茨城県土浦市　市民生活部市民活動課男女
共同参画室

若者交流支援セミナー ２０歳～４０歳代の独身男女 ○ －
【担当部署・担当者氏名】市民生活部市民活動課　男女共同参画室　森田
【電話、ＦＡＸ】０２９－８２７－１１０７、０２９－８２７－１２３４

詳細

140 茨城県 土浦市
茨城県土浦市　市民生活部市民活動課男女
共同参画室

父と子のクッキング講座 小中学生とその父親 ○ －
【担当部署・担当者氏名】市民生活部市民活動課　男女共同参画室　森田
【電話、ＦＡＸ】０２９－８２７－１１０７、０２９－８２７－１２３４

詳細

141 茨城県 土浦市
茨城県土浦市　市民生活部市民活動課男女
共同参画室

家庭の生活セミナー「男性料理教室」 男性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】市民生活部市民活動課　男女共同参画室　森田
【電話、ＦＡＸ】０２９－８２７－１１０７、０２９－８２７－１２３４

詳細

142 茨城県 土浦市
茨城県土浦市　市民生活部市民活動課男女
共同参画室

孫育て応援講座 祖父母世代 ○ －
【担当部署・担当者氏名】市民生活部市民活動課　男女共同参画室　森田
【電話、ＦＡＸ】０２９－８２７－１１０７、０２９－８２７－１２３４

詳細

143 茨城県 石岡市 茨城県石岡市 小中学生向け出前講座 市内の小・中学生 ○ ○
http://www.city.ishioka.lg.jp/page/pag
e004589.html

【担当部署・担当者氏名】　　　市長公室　政策企画課　横瀬　悠
【電話、ＦＡＸ】　　電話：0299-23-1111（内線226）　　FAX：0299-22-5276

詳細

144 茨城県 下妻市 茨城県下妻市市民協働課 ファミリークッキング(祖父母と孫、父と子による) 小学生、父親、祖父母 ○ http://www.city.shimotsuma.lg.jp/
【担当部署・担当者氏名】　市長公室市民協働課　林崎・染野
【電話、ＦＡＸ】　℡0296-43-2114　　FAX0296-43-4214

詳細

145 茨城県 下妻市 茨城県下妻市市民協働課 親子川柳・標語の募集 小学５年生～中学３年生 ○ http://www.city.shimotsuma.lg.jp/
【担当部署・担当者氏名】　市長公室市民協働課　林崎・染野
【電話、ＦＡＸ】　℡0296-43-2114　　FAX0296-43-4214

詳細

146 茨城県 笠間市 茨城県笠間市 男女共同参画に関する標語の募集※29年度のみ
市内の小学校・中学校・高等学校に在学する児童生
徒

○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　笠間市役所　秘書課 渡邊　桜
【電話、ＦＡＸ】　　℡0296-77-1101　FAX0296-78-0612

詳細

147 茨城県 笠間市 茨城県笠間市 就学前の子を持つ保護者向け講話 就学前の子を持つ保護者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　笠間市役所　秘書課
【電話、ＦＡＸ】　　℡0296-77-1101　FAX0296-78-0612

詳細

148 茨城県 笠間市 茨城県笠間市 パパと子の料理教室 市内在住の小学生とその父親 ○
http://www.city.kasama.lg.jp/page/page
004682.html

【担当部署・担当者氏名】　　　笠間市役所　秘書課
【電話、ＦＡＸ】　　℡0296-77-1101　FAX0296-78-0612

詳細

149 茨城県 取手市 茨城県取手市 レッツトライ高校生講座 市内の高校生 ○ －
【担当部署　健康増進部　保健センター　・担当者氏名　　豊島・加藤・鈴木】
【電話　０２９７－８５－６９００、ＦＡＸ　０２９７－８５－６９０１】

詳細

150 茨城県 取手市 茨城県取手市 男女共同参画社会の実現に向けた標語の募集 市内の中学生 ○
https://www.city.toride.ibaraki.jp/shi
min-kyodo/shise/jinken-
danjo/oshirase/toridenotsudoi.html

【担当部署　総務部市民協働課　　　・担当者氏名　染谷　さおり】
【電話　０２９７－７４－２１４１、ＦＡＸ　０２９７－７３－５９９５】

詳細

151 茨城県 鹿嶋市
鹿嶋市市民生活部市民活動支援課女性支援
室

高校生のためのライフプランニング授業 高校２年生 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　市民生活部市民活動支援課女性支援室　吉川　智美
【電話、ＦＡＸ】　　0299-82-2911　内線302/　0299-82-2915

詳細

152 茨城県 鹿嶋市
鹿嶋市市民生活部市民活動支援課女性支援
室

パパ・ママ応援イベント 20代～40代の若年女性 ○ ○
http://city.kashima.ibaraki.jp/info/de
tail.php?no=8147

【担当部署・担当者氏名】　市民生活部市民活動支援課女性支援室　吉川　智美
【電話、ＦＡＸ】　　0299-82-2911　内線302/　0299-82-2915

詳細

153 茨城県 鹿嶋市
鹿嶋市市民生活部市民活動支援課女性支援
室

鹿嶋市女子フェスタ2017withスポーツフェスタ 20代～40代の若年女性 ○ ○
http://city.kashima.ibaraki.jp/info/de
tail.php?no=8246

【担当部署・担当者氏名】　市民生活部市民活動支援課女性支援室　吉川　智美
【電話、ＦＡＸ】　　0299-82-2911　内線302/　0299-82-2915

詳細

154 茨城県 守谷市 守谷市 男女共同参画絵てがみコンクール 市内小学５年生及び市内中学２年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　生活経済部市民協働推進課・大平　妙
【電話、ＦＡＸ】　　0297（45）1111、0297（45）6526

詳細

155 茨城県 守谷市 守谷市 中学生対象啓発出前講座 市内公立中学校第２学年生徒 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　生活経済部市民協働推進課・大平　妙
【電話、ＦＡＸ】　　0297（45）1111、0297（45）6526

詳細

156 茨城県 筑西市 筑西市市民協働課
筑西市男女共同参画に関する小中学生の意識調査
男女共同参画・子ども向けの啓発パンフレット「ステキ！笑顔あふ
れるなかまたち」

筑西市内 小学4年生・中学2年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　筑西市役所　市長公室　市民協働課
【電話、ＦＡＸ】　電話：0296-23-1600　ＦＡＸ：0296-23-1602

詳細

157 茨城県 筑西市 筑西市市民協働課 男女共同参画の推進に関する作文コンクール 市内小学5，6年生、中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　筑西市役所　市長公室　市民協働課
【電話、ＦＡＸ】　電話：0296-23-1600　ＦＡＸ：0296-23-1602

詳細

158 茨城県 稲敷市 茨城県稲敷市役所　市民協働課
未来に向かって　かがやけ　自分らしく
　　「男だから」「女の子なのに」と
　　決めつけていることはありませんか？

市内小学校５年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　市民協働課　軽部修
【電話】　029-892-2000（内）2139【FAX】029-893-1545

詳細

159 茨城県 かすみがうら市かすみがうら市 小中学校出前講座 市内小・中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　かすみがうら市　市民部　市民協働課　鈴木道代

【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　電話　029-897-1111　ＦＡＸ　029-897-1269
詳細

160 茨城県 神栖市 茨城県神栖市市民協働課 デートＤＶ防止出前講座 中学生・高校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　神栖市企画部市民協働課　髙安
【電話】　０２９９（９０）１１７１　【FAX】　０２９９（９０)１１１２

詳細

161 茨城県 行方市 行方市企画部企画政策課 男女共同参画事業「出前講座」 市立中学校の2年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　企画部　企画政策課　荒野
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　TEL 0299-72-0811　　FAX 0299-72-2174

詳細

162 茨城県 鉾田市 鉾田市
未来のカジメン・イクメン育成セミナー
講演会「夢～目標に向かって～」

市内男女（20歳から30歳程度）
市内中学校生及び関係者

○ －
【担当部署・担当者氏名】　鉾田市総務部まちづくり推進課　　船見　麻美子
【電話、ＦＡＸ】　　電話：0291-36-7154　FAX：0291-32-4622

詳細

163 茨城県
つくばみらい
市

茨城県つくばみらい市 どすこい！クッキング！～パパといっしょにクッキング～ 市内在住の小学生とその父親 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　市民経済部市民サポート課　海老根　由美
【電話、ＦＡＸ】０２９７－５８－２１１１、０２９７－５２－６０２４

詳細

164 茨城県
つくばみらい
市

茨城県つくばみらい市 中学生出前講座 市内中学校の1年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　市民経済部市民サポート課　海老根　由美
【電話、ＦＡＸ】０２９７－５８－２１１１、０２９７－５２－６０２４

詳細

165 茨城県
つくばみらい
市

茨城県つくばみらい市 男女共同参画標語募集 中学生および市内在住・在学・在勤者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　市民経済部市民サポート課　海老根　由美
【電話、ＦＡＸ】０２９７－５８－２１１１、０２９７－５２－６０２４

詳細



都道府県別　男女共同参画に向けた若年層への働きかけに関する取組一覧

NO 都道府県 市区町村 実施主体名 取組名称 対象者
①学生向けセミ
ナー等の実施

②教員・保護者
向けセミナー等

の実施
③教材の作成

④好事例集など
の冊子発行

⑤相談窓口の設
置

⑥その他 参考ＵＲＬ 問合せ先 概要等

166 栃木県 - 栃木県 女性向けＵＩＪターン応援事業 東京圏在住の20～30代の女性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　総合政策部地域振興課
【電話、ＦＡＸ】　TEL　028-623-2233　FAX　028-623-2234

詳細

167 栃木県 - 栃木県 性的マイノリティの理解と対応のための研修会
県内小・中及び義務教育学校・高等学校・特別支援
学校の教員等

○ －
【担当部署・担当者氏名】　教育委員会事務局総務課人権教育室
【電話、ＦＡＸ】　TEL　028-623-3363　FAX　028-623-3356

詳細

168 栃木県 - 栃木県
人権教育指導者用リーフレット
「誰もが自分らしく生きるために」の活用

県内小・中及び義務教育学校・高等学校・特別支援
学校の教員等

○ －
【担当部署・担当者氏名】　教育委員会事務局総務課人権教育室
【電話、ＦＡＸ】　TEL　028-623-3363　FAX　028-623-3356

詳細

169 栃木県 - 栃木県 父子手帳 父親となる男性 ○
http://www.pref.tochigi.lg.jp/kodomo/k
osodatesien/index.html

【担当部署・担当者氏名】　保健福祉部こども政策課
【電話、ＦＡＸ】　TEL　028-623-3068　FAX　028-623-3070

詳細

170 栃木県 - 栃木県 女性への暴力を考える講座
市町担当職員及び県内中学校・高等学校・特別支
援学校の教員等

○ －
【担当部署・担当者氏名】県民生活部とちぎ男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】TEL　028-665-8722　ＦＡＸ　028-665-8726

詳細

171 栃木県 - 栃木県 デートＤＶ防止出前講座 県内高校生　等 ○ －
【担当部署・担当者氏名】県民生活部とちぎ男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】TEL　028-665-8323　ＦＡＸ　028-665-8325

詳細

172 栃木県 - 栃木県 とちぎの高校生「じぶん未来学」 栃木県内の高校生 ○ ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　教育委員会事務局生涯学習課
【電話、ＦＡＸ】　TEL　028-623-3404　FAX　028-623-3406

詳細

173 栃木県 - 栃木県 ワーク＆ライフ　デザイン講座 栃木県内の大学生、短大生、新社会人等 ○
http://www.tochigi-woman-
navi.jp/topics/page.php?id=151

【担当部署・担当者氏名】　県民生活部人権・青少年男女参画課
【電話、ＦＡＸ】　TEL　028-623-3074　FAX　028-623-3150

詳細

174 栃木県 - 栃木県 イクメン応援講座
未就学児のいるカップル、出産を予定・希望している
カップル

○
http://www.tochigi-woman-
navi.jp/topics/page.php?id=134

【担当部署・担当者氏名】　県民生活部人権・青少年男女参画課
【電話、ＦＡＸ】　TEL　028-623-3074　FAX　028-623-3150

詳細

175 栃木県 - （公財）とちぎ男女共同参画財団 出張セミナー「学生のためのキャリア形成支援講座」 栃木県内の県立高校生 ○ http://www.parti.jp/etc/career.html
【担当部署・担当者氏名】　　（公財）とちぎ男女共同参画財団　啓発支援課
【電話、ＦＡＸ】　TEL　028-665-7706　FAX　025-665-7722

詳細

176 栃木県 宇都宮市 宇都宮市 家族で参加するセミナー 宇都宮市内在住・在勤の家族 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　宇都宮市男女共同参画推進センター「アコール」
【電話、ＦＡＸ】　TEL　028-636-4075　FAX　028-636-4079

詳細

177 栃木県 足利市 足利市
親子で考える「男女共同参画社会」をつくるための絵本　いっしょが
いいよね！

市内小学校４年生全児童 ○
http://www.city.ashikaga.tochigi.jp./page/danj
yo-ehon.html

【担当部署・担当者氏名】　総務部人権・男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】　TEL　0284-73-8080　FAX　0284-73-8066

詳細

178 栃木県 栃木市 栃木市 男女共同参画標語コンテスト 市内小学校５年生児童 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　栃木市生活環境部人権男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】電話　0282-21-2162　　　　　ＦＡＸ　0282-21-2692

詳細

179 栃木県 栃木市 栃木市 ハローワークによるマザーズセミナー 子育て世代の女性未就労者 ○
http://www.kinsou-
tochigi.jp/blog180226114220.html

【担当部署・担当者氏名】　栃木市勤労者総合福祉センター
【電話、ＦＡＸ】　℡0282-27-7140　Fax0282-27-7141

詳細

180 栃木県 佐野市 佐野市 パパのためのベビーマッサージ講座 父親 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　市民生活部人権・男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】　TEL　0283-61-1140　FAX　0283-61-1142

詳細

181 栃木県 佐野市 佐野市 佐野市男女共同参画に関する標語・作文 市内小学生（5・6年生） ○
http://www.city.sano.lg.jp/komoku/byoudou/0
5/2017/index.html

【担当部署・担当者氏名】　市民生活部人権・男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】　TEL　0283-61-1140　FAX　0283-61-1142

詳細

182 栃木県 鹿沼市
鹿沼市・鹿沼市男女共同参画社会づくり実行
委員会

イクメン・イクジイフォトコンテスト 市内在住在勤の父親・祖父等 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　鹿沼市市民部人権推進課　大音　由江
【電話、ＦＡＸ】　℡0289-63-8352　Fax0289-60-1001

詳細

183 栃木県 日光市 日光市 男女共同参画セミナー高校生編 市内高校生 ○
http://www.city.nikko.lg.jp/jinkendanj
o/koukouseisemina-.html

【担当部署・担当者氏名】日光市人権・男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】電話　0288-21-5148　　　　　ＦＡＸ　0288-21-5105

詳細

184 栃木県 小山市 小山市 男女共同参画キャリアデザイン事業「キッザニア東京へGO！」 市内在住の小学生とその保護者等（約20組） ○ －
【担当部署・担当者氏名】総務部男女共同参画課
【電話】0285－22－8078　【ＦＡＸ】0285－22－8079

詳細

185 栃木県 小山市 小山市
男女共同参画キャリアデザイン事業
「カンドゥーでお仕事体験しよう！」

市内在住の小学生とその保護者等（約20組） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　総務部男女共同参画課
【電話】0285－22－8078　【ＦＡＸ】0285－22－8079

詳細

186 栃木県 小山市 小山市 小山市男女共同参画啓発誌「みらい」の配付 市内中学校１年生、義務教育学校７年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　総務部男女共同参画課
【電話】0285－22－8078　【ＦＡＸ】0285－22－8079

詳細

187 栃木県 小山市 小山市
男女共同参画フェアにおける男女共同参画に関する標語・写真の
募集

市内在住・在勤・在学の方 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　総務部男女共同参画課
【電話】0285－22－8078　【ＦＡＸ】0285－22－8079

詳細

188 栃木県 真岡市 真岡市 男女共同参画社会づくり推進事業 市内在住・在勤の男性・子育て中の父親とその家族 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　真岡市生涯学習課
【電話、ＦＡＸ】電話　0285-82-7151　　　　　ＦＡＸ　0285-83-4070

詳細

189 栃木県 真岡市 真岡市 DV防止講話 高校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　真岡市生涯学習課
【電話、ＦＡＸ】電話　0285-82-7151　　　　　ＦＡＸ　0285-83-4070

詳細

190 栃木県 真岡市 真岡市 男女共同参画に関する三行詩の募集 市内小学生・中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　真岡市生涯学習課
【電話、ＦＡＸ】電話　0285-82-7151　　　　　ＦＡＸ　0285-83-4070

詳細

191 栃木県 大田原市 大田原市 平成29年度大田原市地域女性活躍推進事業 市内在住、在勤、在学者 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　総合政策部政策推進課市民協働係
【電話、ＦＡＸ】　0287-23-8715　／　0287-23-8748

詳細

192 栃木県 矢板市
矢板市男女共同参画啓発活動団体”グループ
あい”

子育て学習 保護者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　矢板市教育委員会事務局生涯学習課　関
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　0287-43-6218　0287-43-4436

詳細

193 栃木県 那須塩原市 那須塩原市
誰もがきらりセミナー
「高校生が描く男女のきらり社会」　～自分らしさを大切に　素敵な
関係を～

市内高校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　企画部　市民協働推進課　男女共同参画係
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　TEL：0287-62-7019　FAX：0287-62-7220

詳細

194 栃木県 那須塩原市 那須塩原市
デートＤＶ防止普及啓発パンフレット
「１/７０億（７０億分の１）のあなたへ」

市内中学生・高校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　企画部　市民協働推進課　男女共同参画係
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　TEL：0287-62-7019　FAX：0287-62-7220

詳細

195 栃木県 那須烏山市 那須烏山市 那須烏山市男女共同参画講座受講費補助 市民 ○ －
【担当部署・担当者氏名】那須烏山市まちづくり課 　伊藤大道
【電話、ＦＡＸ】電話　0287-83-1151　　　　ＦＡＸ　0287-83-1142

詳細

196 栃木県 下野市 下野市 男女共同参画情報紙「シェアリング」の発行 市内小学生・中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　下野市総合政策部市民協働推進課　朝日　萌子
【電話、ＦＡＸ】　℡0285-32-8887　Fax0285-32-8606

詳細

197 栃木県 野木町 野木町 男女共同参画ポスター募集 町内小学生・中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】野木町生活環境課 　川野千春
【電話、ＦＡＸ】電話　0280-57-4132　　　　ＦＡＸ　0280-57-3945

詳細

198 栃木県 高根沢町 高根沢町 たかねざわパパママ応援ブック
町内在住の若い父母、これから親になる世代の男
女

○ http://town.takanezawa.tochigi.jp/
【担当部署・担当者氏名】高根沢町健康福祉課（保健センター） 　田中圭子
【電話、ＦＡＸ】電話　028-675-4559　　　　　ＦＡＸ　028-675-6999

詳細
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199 群馬県 - 群馬県 中学・高校・大学等へのＤＶ防止啓発講師派遣（講座開催） 中学・高校・大学生等 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　群馬県人権男女・多文化共生課・浦野　史徒
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　  電話：０２７－２２６－２９０２　ＦＡＸ：０２７－２２０－４４２４

詳細

200 群馬県 - ぐんま男女共同参画センター
女子高校生理工系チャレンジ支援セミナー（通称：リコ・チャレ・ぐん
ま）

県立女子高校の生徒及び保護者 ○ ○ http://www.pref.gunma.jp/07/p03100039.html
【担当部署】　ぐんま男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０２７－２２４－２２１１　ＦＡＸ：０２７－２２４－２２１４

詳細

201 群馬県 前橋市 群馬県前橋市生活課男女共同参画センター デートＤＶミニ講座 中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　前橋市生活課男女共同参画センター　吉田　宣子
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　 電話：027-898-6517　ＦＡＸ：027-221-6200

詳細

202 群馬県 高崎市 群馬県高崎人権男女共同参画課 パパと子どもでつくる　かんたんクリスマス料理教室 父親とその子ども（小学生以上) ○
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2017
102300011/

【担当部署・担当者氏名】高崎市人権男女共同参画課（男女共同参画センター）・安田
祐子
【電話、ＦＡＸ】　　027-329-7118、027-372-3121

詳細

203 群馬県 高崎市 群馬県高崎人権男女共同参画課 デートＤＶ防止啓発チラシ「デートＤＶってなに？」 中高大学生など若年層の男女 ○
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014
011700901/

【担当部署・担当者氏名】高崎市人権男女共同参画課（男女共同参画センター）・安田
祐子
【電話、ＦＡＸ】　　027-329-7118、027-372-3121

詳細

204 群馬県 太田市 群馬県太田市役所市民そうだん課 デートＤＶ防止セミナー 高校３年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　太田市役所市民そうだん課　鈴木千晴
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　 電話：0276-47-1912　ＦＡＸ：0276-47-1866

詳細

205 群馬県 館林市 群馬県館林市役所市民協働課 男女がともに輝く社会をみんなでつくろう一行詩 館林市内在住及び在学、在勤で小学5年生以上 ○
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/d
ocs/2011111000047/

【担当部署・担当者氏名】　市民協働課市民協働係　福田　乃唯
【電話、ＦＡＸ】0276-72-4111（内線687）　FAX0276-72-3297

詳細

206 群馬県 館林市 群馬県館林市役所市民協働課 男女共同参画講座「パパごはんDAY-うどん編-」 市内在住、又は在勤の男性と、年長以上の子ども ○ －
【担当部署・担当者氏名】　市民協働課市民協働係
【電話、ＦＡＸ】0276-72-4111（内線687）　FAX0276-72-3297

詳細

207 群馬県 館林市 群馬県館林市役所市民協働課
男女共同参画 男性応援講座
「パパ＆子でチャレンジ-防災アウトドア編-」

市内在住、又は在勤の男性と、年長以上の子ども ○ －
【担当部署・担当者氏名】　市民協働課市民協働係　福田　乃唯
【電話、ＦＡＸ】0276-72-4111（内線687）　FAX0276-72-3297

詳細

208 群馬県 みどり市 群馬県みどり市企画課 みどり市男女共同参画標語コンテスト 市内在住、在学又は在勤する小学5年生以上 ○ －
【担当部署・担当者氏名】企画課地域連携係　杉戸　美乃里
【電話、ＦＡＸ】0277-76-2111（内線202152）　FAX0277-76-2449

詳細

209 群馬県 みどり市 群馬県みどり市企画課 パパと子どものコミュニケーション教室 市内在住、在学又は在勤するパパと子ども ○ －
【担当部署・担当者氏名】企画課地域連携係　杉戸　美乃里
【電話、ＦＡＸ】0277-76-2111（内線202152）　FAX0277-76-2449

詳細

210 埼玉県 - 埼玉県男女共同参画推進センター
若者のための男女共同参画ワールド・カフェ
みんなで考えよう！わたしたちの社会とこれから

１０代、２０代で高校生以上の方 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　埼玉県男女共同参画推進センター　事業担当　大林
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　０４８－６０１－３１１１

詳細

211 埼玉県 - 埼玉県男女共同参画推進センター 若者向け男女共同参画啓発冊子「わたしらしいわたし？」 高校生以上の学生とその保護者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　埼玉県男女共同参画推進センター　事業担当　大林
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　０４８－６０１－３１１１

詳細

212 埼玉県 - 埼玉県男女共同参画推進センター デートＤＶ防止講座 高校生 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　埼玉県男女共同参画推進センター　相談担当　宮崎
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　０４８－６０１－３１１１

詳細

213 埼玉県 - 埼玉県男女共同参画推進センター 若年女性向け相談窓口ガイド「こまったときの相談ガイド」 高校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　埼玉県男女共同参画推進センター　相談担当　宮崎
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　０４８－６０１－３１１１

詳細

214 埼玉県 - 埼玉県産業労働部ウーマノミクス課 女性が活躍する職場見学・体験バスツアー 小学４～６年生と保護者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　推進担当　田畑
【電話、ＦＡＸ】　　０４８－８３０－３９６５

詳細

215 埼玉県 - 埼玉県産業労働部ウーマノミクス課 高校出前講座 高校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　推進担当　寿川
【電話、ＦＡＸ】　　０４８－８３０－３９６５

詳細

216 埼玉県 - 埼玉県産業労働部ウーマノミクス課 大学出前講座 大学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　推進担当　上野
【電話、ＦＡＸ】　　０４８－８３０－３９６５

詳細

217 埼玉県 - 埼玉県産業労働部ウーマノミクス課 中学校出前講座 中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　推進担当　佐藤
【電話、ＦＡＸ】　　０４８－８３０－３９６５

詳細

218 埼玉県 川口市 埼玉県　川口市　市民生活部　協働推進課
男女共同参画啓発誌　「いろいろがたのしい」（幼児用）・
「COLORFUL　カラフル」（中学生用）

幼児、中学生 ○
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshik
i/01060/020/8/index.html

【担当部署・担当者氏名】　　市民生活部　協働推進課　男女共同参画係　高橋
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　TEL：048-227-7605　　FAX：048-226-7718

詳細

219 埼玉県 川口市 埼玉県　川口市　市民生活部　協働推進課
女性のためのキャリ友セミナー
「目指せワーキングマザー！仕事・育児両立講座～働きたい私の
キャリア計画～」

育児と仕事の両立を考えている女性 ○
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshik
i/01060/020/8/index.html

【担当部署・担当者氏名】　　市民生活部　協働推進課　男女共同参画係　高橋
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　TEL：048-227-7605　　FAX：048-226-7718

詳細

220 埼玉県 川口市 埼玉県　川口市　市民生活部　協働推進課
イクメン応援講座
「男性保育士が教えるパパと一緒に親子体操」

２～３歳児の「子ども」と「パパ」 ○
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshik
i/01060/020/8/index.html

【担当部署・担当者氏名】　　市民生活部　協働推進課　男女共同参画係　高橋
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　TEL：048-227-7605　　FAX：048-226-7718

詳細

221 埼玉県 川口市 埼玉県　川口市　市民生活部　協働推進課
イクメン応援講座
「親子の絆を深めるハッピー”ベビーダンス”～これでパパも、寝か
しつけ上手！！」

４ヵ月（首がすわってから）～１歳２ヵ月までの赤ちゃ
んと父親

○
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshik
i/01060/020/8/index.html

【担当部署・担当者氏名】　　市民生活部　協働推進課　男女共同参画係　高橋
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　TEL：048-227-7605　　FAX：048-226-7718

詳細

222 埼玉県 秩父市 埼玉県　秩父市　市民部　市民生活課 父子チャレンジ講座 小学生とその父親 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　秩父市　市民部　市民生活課　・　町田　秀夫
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　TEL 0494-26-1133　/ FAX 0494-26-1132

詳細

223 埼玉県 本庄市 埼玉県本庄市市民活動推進課 デートDV防止啓発冊子　愛にカタチはないけれど！！？ 市内６校の高校1年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　埼玉県本庄市市民生活部市民活動推進課　光山千恵子
【電話、ＦＡＸ】　電話：０４９５－２５－１１１８　、　ファックス：０４９５－２２－０６０２

詳細

224 埼玉県 春日部市 春日部市、春日部警察署、春日部市防犯協会 「ＪＫビジネス」被害防止”お守りカード”の作成・配布 市内高等学校の全女子生徒 ○ －
【担当部署】春日部市　市民生活部　交通防犯課　　粕谷聡
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８－７３６－１１１１　ＦＡＸ：０４８－７３４－５５１６

詳細

225 埼玉県 春日部市 春日部市 就職支援セミナー 39歳までの若年者 ○ －
【担当部署】春日部市商工振興課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８－７３６－１１１１、ＦＡＸ：０４８－７３３－３８２６

詳細

226 埼玉県 狭山市
埼玉県狭山市　市民文化課　男女共同参画セ
ンター

育休取得中の女性の職場復帰準備講座（H29)
第一子の育児休業中の女性又は第一子妊娠中の
有職女性（それぞれパートナーも可）

○ －
 【担当部署・担当者氏名】市民部　市民文化課　男女共同参画センター　松山
【電話、ＦＡＸ】　０４－２９３７－３６１７　ＦＡＸ０４－２９３７－３６１６

詳細

227 埼玉県 狭山市
埼玉県狭山市　市民文化課　男女共同参画セ
ンター

「イクメンは料理がお好き？」～これならできる簡単家庭料理～
（H29)

子育て中や今後子育てに係わる男性 ○ －
 【担当部署・担当者氏名】市民部　市民文化課　男女共同参画センター　松山
【電話、ＦＡＸ】　０４－２９３７－３６１７　ＦＡＸ０４－２９３７－３６１６

詳細

228 埼玉県 狭山市
埼玉県狭山市　市民文化課　男女共同参画セ
ンター

パパとチャレンジクッキング～食育に挑戦～（H30予定) 市内在住の４歳～小学生の子ども父親 ○ －
 【担当部署・担当者氏名】市民部　市民文化課　男女共同参画センター　松山
【電話、ＦＡＸ】　０４－２９３７－３６１７　ＦＡＸ０４－２９３７－３６１６

詳細

229 埼玉県 深谷市 深谷市　人権政策課 絵本うたライブ＆男女共同参画ミニ講演会 小学生以下のお子さんとその家族 ○ －
【担当部署】深谷市協働推進部人権政策課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８－５７４－６６４３、ＦＡＸ：０４８－５０１－５２２２

詳細

230 埼玉県 深谷市 深谷市　子ども青少年課 ふっかちゃんの子育てガイドブック発行 市内の妊婦や家族、子育て中の世帯等 ○ －
【担当部署】深谷市こども未来部こども青少年課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８－５７４－６６４６、ＦＡＸ：０４８－５５１－４４８０

詳細

231 埼玉県 草加市 草加市 夏休み親子料理教室「パパと一緒にランチをつくろう」 市内在住の小学生とその保護者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】草加市　総合政策部　人権共生課　井田美穂
【電話、ＦＡＸ】電話048-922-0825　FAX048-927-4955

詳細



都道府県別　男女共同参画に向けた若年層への働きかけに関する取組一覧

NO 都道府県 市区町村 実施主体名 取組名称 対象者
①学生向けセミ
ナー等の実施

②教員・保護者
向けセミナー等

の実施
③教材の作成

④好事例集など
の冊子発行

⑤相談窓口の設
置

⑥その他 参考ＵＲＬ 問合せ先 概要等

232 埼玉県 蕨市 蕨市 デートＤＶ防止出前講座 市内私立中学１、２年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】市民活動推進室　原田ちゆみ
【電話、ＦＡＸ】電話048-433-7745　FAX048-434-2233

詳細

233 埼玉県 蕨市
蕨市
蕨市男女平等推進市民会議（提案団体）

デートＤＶ防止講演会 市内中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】市民活動推進室　原田ちゆみ
【電話、ＦＡＸ】電話048-433-7745　FAX048-434-2233

詳細

234 埼玉県 朝霞市 朝霞市 女性限定セミナー～応募書類の作り方～ 市内在住、在勤、在学の就職希望者（女性限定） ○ －
【担当部署】朝霞市産業振興課産業労働係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４８－４６３－１９０３　ＦＡＸ：０４８－４６７－０７７０

詳細

235 埼玉県 朝霞市 朝霞市 性と生殖に関する健康と権利についての尊重
市内公立中学校５校の３年生及び中学生や高校生
を含む若年層

○ －
【担当部署】朝霞市人権庶務課男女平等推進係（それいゆぷらざ女性センター）
【電話、FAX】TEL：０４８－４６３－２６９７　FAX:０４８－４６３－０５２４

詳細

236 埼玉県 和光市 埼玉県和光市総務人権課 和光市男女共同参画推進条例パンフレットの配布 市内小学校3年生 ○
http://210.129.51.85/home/kyoiku/danjo
/gyo_5_4_joureipe-ji.html

【担当部署・担当者氏名】　総務部総務人権課・青木敦子
【電話、ＦＡＸ】　　　048-424-9094/048-464-1234

詳細

237 埼玉県 桶川市 桶川市企画財政部人権・男女共同参画課 デートＤＶのリーフレット配布 市内の若年層全般 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　企画財政部人権・男女共同参画課　朝香純子
【電話、ＦＡＸ】048-788-4907　FAX048-787-5409

詳細

238 埼玉県 北本市 北本市 パパのためのお風呂の入れ方講習会 これから父親になる男性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】健康づくり課保健予防・業務係
【電話、ＦＡＸ】電話048-591-1111　FAX048-592-5997

詳細

239 埼玉県 富士見市 富士見市役所　人権・市民相談課 富士見市でパパになる！ これから子どもが生まれる男性 ○
http://www.city.fujimi.saitama.jp/40sh
isei/danjyokyoudou/files/fujimishi-
papa.pdf

【担当部署・担当者氏名】人権・市民相談課
【電話、ＦＡＸ】TEL:049-251-2711　　FAX：049-254-2000

詳細

240 埼玉県 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市 ワクワク理科教室 市内小学生 ○ ○
http://www.city.tsurugashima.lg.jp/pag
e/page002840.html

【担当部署】鶴ヶ島市総合政策部政策推進課女性センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４９－２８７－４７５５　ＦＡＸ：０４９－２７１－５２９７

詳細

241 埼玉県 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市 じぶんでつくる！ふるさとゴハン（Ｈ29） 市内小学生 ○ －
【担当部署】鶴ヶ島市総合政策部政策推進課女性センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４９－２８７－４７５５　ＦＡＸ：０４９－２７１－５２９７

詳細

242 埼玉県 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市 じぶんでつくる！ふるさとゴハン（Ｈ30） 市内小学生 ○ －
【担当部署】鶴ヶ島市総合政策部政策推進課女性センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４９－２８７－４７５５　ＦＡＸ：０４９－２７１－５２９７

詳細

243 埼玉県 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市 赤ちゃん抱っこでステップ　ベビーダンス 市内の子育て中の人と赤ちゃん ○ －
【担当部署】鶴ヶ島市総合政策部政策推進課女性センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４９－２８７－４７５５　ＦＡＸ：０４９－２７１－５２９７

詳細

244 埼玉県 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市 ファミリーdeベビマ 市内の子育て中の人と赤ちゃん ○ －
【担当部署】鶴ヶ島市総合政策部政策推進課女性センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４９－２８７－４７５５　ＦＡＸ：０４９－２７１－５２９７

詳細

245 埼玉県 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市 パパと一緒にチャレンジクッキング 市内小学生と父親 ○ ○ －
【担当部署】鶴ヶ島市総合政策部政策推進課女性センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４９－２８７－４７５５　ＦＡＸ：０４９－２７１－５２９７

詳細

246 埼玉県 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市 デートＤＶ予防講座（H29） 市内中学校３年生 ○ －
【担当部署】鶴ヶ島市総合政策部政策推進課女性センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４９－２８７－４７５５　ＦＡＸ：０４９－２７１－５２９７

詳細

247 埼玉県 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市 デートＤＶ予防講座（Ｈ30） 市内中学校３年生 ○ －
【担当部署】鶴ヶ島市総合政策部政策推進課女性センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０４９－２８７－４７５５　ＦＡＸ：０４９－２７１－５２９７

詳細

248 埼玉県 日高市 日高市 LGBT研修(H29)
市内中学校１校の生徒及び保護者並びに市内中学
校１校の教職員

○ ○ http://www.city.hidaka.lg.jp/
【担当部署・担当者氏名】総務課市民活動・人権推進担当
【電話、ＦＡＸ】電話０４２－９８９－２１１１、FAX０４２－９８９－２３１６

詳細

249 埼玉県 日高市 日高市 LGBT研修(H30) 市内小中学校児童・生徒、その保護者及び教職員 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】総務課市民活動・人権推進担当
【電話、ＦＡＸ】電話０４２－９８９－２１１１、FAX０４２－９８９－２３１６

詳細

250 埼玉県 日高市 日高市 女性相談（H29) 女性の市民 ○ http://www.city.hidaka.lg.jp/
【担当部署・担当者氏名】総務課市民活動・人権推進担当
【電話、ＦＡＸ】電話０４２－９８９－２１１１、FAX０４２－９８９－２３１６

詳細

251 埼玉県 日高市 日高市 女性相談（H30) 女性の市民 ○ http://www.city.hidaka.lg.jp/
【担当部署・担当者氏名】総務課市民活動・人権推進担当
【電話、ＦＡＸ】電話０４２－９８９－２１１１、FAX０４２－９８９－２３１６

詳細

252 埼玉県 日高市 日高市 女性のための法律相談（H29) 女性の市民 ○ http://www.city.hidaka.lg.jp/
【担当部署・担当者氏名】総務課市民活動・人権推進担当
【電話、ＦＡＸ】電話０４２－９８９－２１１１、FAX０４２－９８９－２３１６

詳細

253 埼玉県 日高市 日高市 女性のための法律相談（H30) 女性の市民 ○ http://www.city.hidaka.lg.jp/
【担当部署・担当者氏名】総務課市民活動・人権推進担当
【電話、ＦＡＸ】電話０４２－９８９－２１１１、FAX０４２－９８９－２３１６

詳細

254 埼玉県 日高市
日高市　保険相談センター、武蔵台公民館及
び高麗川公民館共催

ふたり（夫婦）でつくろう！子育てハッピータイム♪(H29) １歳未満の子どもがいる夫婦とその家族 ○ －
【担当部署・担当者氏名】総務課市民活動・人権推進担当
【電話、ＦＡＸ】電話０４２－９８９－２１１１、FAX０４２－９８９－２３１６

詳細

255 埼玉県 日高市 日高市　高麗川公民館 おとこの料理(H29) 市内に住む成人男性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】総務課市民活動・人権推進担当
【電話、ＦＡＸ】電話０４２－９８９－２１１１、FAX０４２－９８９－２３１６

詳細

256 埼玉県 日高市 日高市　高麗川公民館 おとこの料理(H30) 市内に住む成人男性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】総務課市民活動・人権推進担当
【電話、ＦＡＸ】電話０４２－９８９－２１１１、FAX０４２－９８９－２３１６

詳細

257 埼玉県 日高市 日高市　高麗川南公民館 男の料理(H29) 市内に住む成人男性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】総務課市民活動・人権推進担当
【電話、ＦＡＸ】電話０４２－９８９－２１１１、FAX０４２－９８９－２３１６

詳細

258 埼玉県 日高市 日高市　高麗川南公民館 男の料理(H30) 市内に住む成人男性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】総務課市民活動・人権推進担当
【電話、ＦＡＸ】電話０４２－９８９－２１１１、FAX０４２－９８９－２３１６

詳細

259 埼玉県 日高市 日高市　高麗公民館 男性向け料理教室(H30) 市内に住む成人男性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】総務課市民活動・人権推進担当
【電話、ＦＡＸ】電話０４２－９８９－２１１１、FAX０４２－９８９－２３１６

詳細

260 埼玉県 日高市 日高市　高麗川南公民館 親子スマイル教室「親子でさつまいも堀り」(H30) 未就学児とその保護者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】総務課市民活動・人権推進担当
【電話、ＦＡＸ】電話０４２－９８９－２１１１、FAX０４２－９８９－２３１６

詳細

261 埼玉県 吉川市 子育て支援課 パパの育児支援講座の開催 市内の子育て中の男性と子ども ○ －
【担当部署】吉川市子育て支援課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ０４８－９８２－９６８５、ＦＡＸ０４８－９８１－５３９２

詳細

262 埼玉県 吉川市 健康増進課 パパ・ママ学級の臨時開催（H30） これから子どもが生まれる男性・女性 ○ －
【担当部署】吉川市健康増進課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ０４８－９８２－９８０３、ＦＡＸ０４８－９８１－５３９２

詳細

263 埼玉県 白岡市 白岡市 就職支援セミナー（H31.1月実施予定） 市内外の求職中の女性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】白岡市市民部商工観光課消費労政担当
【電話、ＦＡＸ】TEL 0480-92-1111　/ FAX 0494-93-5039

詳細

264 埼玉県 三芳町 三芳町役場　総務課　人権･庶務担当 みよし男女共同参画プラン（児童版）パンフレットの配布 町内小学校４年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　総務課人権・庶務担当　吉田由香
【電話、ＦＡＸ】049-258-0019(内線404)　FAX049-274-1055

詳細



都道府県別　男女共同参画に向けた若年層への働きかけに関する取組一覧

NO 都道府県 市区町村 実施主体名 取組名称 対象者
①学生向けセミ
ナー等の実施

②教員・保護者
向けセミナー等

の実施
③教材の作成

④好事例集など
の冊子発行

⑤相談窓口の設
置

⑥その他 参考ＵＲＬ 問合せ先 概要等

265 埼玉県 杉戸町 埼玉県杉戸町人権・男女共同参画推進課 デートＤＶ防止研修 町内中学校３年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】人権・男女共同参画推進課　小野寺　史恵
【電話、ＦＡＸ】電話0480-33-1111　FAX0480-33-4550

詳細

266 埼玉県 さいたま市 さいたま市男女共同参画課 デートDV出前講座 市内在学の学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】男女共同参画課・巴　美稀
【電話、ＦＡＸ】０４８－６４２－８１０７

詳細

267 千葉県 - 千葉県教育庁教育振興部生涯学習課 ウェブサイト「親力アップいきいき子育て広場」 県民（特に子育て中の親） ○ https://www.skplaza.pref.chiba.lg.jp/ikiiki
【担当部署・担当者氏名】千葉県教育庁教育振興部生涯学習課　学校・家庭・地域連
携室　鈴木　進
【電話、ＦＡＸ】０４３－２２３－４０６９、０４３－２２２－３５６５

詳細

268 千葉県 - 千葉県教育庁教育振興部生涯学習課 企業における家庭教育支援講座 本講座依頼企業の従業員 ○
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/s
hougaku/kateikyouikusienkouza.html

【担当部署・担当者氏名】千葉県教育庁教育振興部生涯学習課　学校・家庭・地域連
携室　義道　俊文
【電話、ＦＡＸ】０４３－２２３－４０６９、０４３－２２２－３５６５

詳細

269 千葉県 - 千葉県教育庁教育振興部生涯学習課
市町村相談員及び子育てサポーターリーダー等のための家庭教育
研修講座

市町村家庭教育相談員、子育てサポーター等 ○
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/s
hougaku/renkei/kateikyouiku/kennsyuuko
uza.html

【担当部署・担当者氏名】千葉県教育庁教育振興部生涯学習課　学校・家庭・地域連
携室　義道　俊文
【電話、ＦＡＸ】０４３－２２３－４０６９、０４３－２２２－３５６５

詳細

270 千葉県 - 千葉県教育庁教育振興部生涯学習課 「親の学びプログラム」活用推進事業

各市町村家庭教育担当者、公民館職員、ＰＴＡ役
員、その他子育て講座等を行っている団体等、実際
に家庭教育や子育ての学習の場の企画・運営に従
事している方

○
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/s
hougaku/oya-pro/index.html

【担当部署・担当者氏名】千葉県教育庁教育振興部生涯学習課　学校・家庭・地域連
携室　塩田　順子
【電話、ＦＡＸ】０４３－２２３－４０６９、０４３－２２２－３５６５

詳細

271 千葉県 - 千葉県総合企画部男女共同参画課 若者のためのＤＶ予防セミナー 県内の公・私立高等学校及び大学 ○
https://www.pref.chiba.lg.jp/dankyou/dv/dvse
minar/index.html

【担当部署・担当者氏名】総合企画部男女共同参画課　DV対策班
【電話、ＦＡＸ】電話０４３－２２３－２３７６　FAX０４３－２２２－０９０４

詳細

272 千葉県 鴨川市 鴨川市(秘書広報課） 中学校における男女共同参画セミナー 中学校３学年の生徒 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　鴨川市経営企画部秘書広報課　課長補佐　岡安　泰弘
【電話、ＦＡＸ】　電話０４－７０９３－７８２７、FAX０４－７０９３－７８５０

詳細

273 千葉県 市原市 市原市(人権・国際課) 若者のためのDV予防セミナー 市内中学生 ○
http://www.city.ichihara.chiba.jp/kura
shi/jinken/danjyokyodousankaku/index.h
tml

【担当部署・担当者氏名】　企画部人権・国際課　品川　博之
【電話、ＦＡＸ】　電話０４３６（２３）９８２６　FAX０４３６（２３）７２５２

詳細

274 千葉県 市原市 市原市(人権・国際課) キャリア教育研修授業 市内中学生 ○
http://www.city.ichihara.chiba.jp/kura
shi/jinken/danjyokyodousankaku/index.h
tml

【担当部署・担当者氏名】　企画部人権・国際課　品川　博之
【電話、ＦＡＸ】　電話０４３６（２３）９８２６　FAX０４３６（２３）７２５２

詳細

275 千葉県 松戸市 松戸市(総務部男女共同参画課) パパが主役！親子遊びと交流会
概ね3歳から未就学児と男性の保護者（妻や家族の
参加も可）

○
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-
guide/kaikan_hole/yuu_matsudo/index.html

【担当部署・担当者氏名】　松戸市総務部男女共同参画課・竹内
【電話、ＦＡＸ】　０４７－３６４－８７８３　０４７－３６４－７８８８

詳細

276 千葉県 勝浦市 勝浦市(企画課) 今日からイクメン！PAPA'Sキッチン♪～お父さんの料理教室～ 乳幼児～小学生の子を持つ父親 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　勝浦市企画課　　鈴木
【電話、ＦＡＸ】　0470-73-6656

詳細

277 千葉県 銚子市 銚子市(企画財政課銚子創生室) 少子化対策啓発講座（ライフステージセミナー） 市内の高校生及び大学生 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　銚子市企画財政課銚子創生室　鴨作　きよ美
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　☎　0479-24-8912　（FAX　049-25-4044）

詳細

278 千葉県 東金市 東金市 男女共同参画社会実現推進事業 新成人 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　企画政策部企画課・飯田有実
【電話、ＦＡＸ】　　０４７５－５０－１１２２

詳細

279 千葉県 浦安市 浦安市男女共同参画センター ルピナスセミナー（1）ハッピー子育て～パパ育児はじめの一歩
市内在住・在勤の子育て中の男性、これから父親に
なる男性、夫婦

○
http://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/danjo
/center/forum/1021789.html

【担当部署・担当者氏名】　浦安市男女共同参画センター　　担当：別府
【電話、ＦＡＸ】　電話０４７－７１２－６８０３　　ＦＡＸ０４７－３５３－１１４５

詳細

280 千葉県 鎌ケ谷市 鎌ケ谷市男女共同参画室 デートＤＶ予防セミナー 市内中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　男女共同参画室・萩原
【電話、ＦＡＸ】　　０４７－４４５－１２７７　０４７－４４５－１４００

詳細

281 千葉県 山武市 山武市農業共同参画推進会 若手女性農業者向けセミナー及び意見交換会 市内及び近隣市町の女性農業者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　わがまち活性課・實川のり子
【電話、ＦＡＸ】　　０４７５－８０－１２０１　０４７５－８２－２１０７

詳細

282 千葉県 成田市 成田市（市民生活部市民協働課） 男女共同参画セミナー「パパと遊ぼ」
小学校低学年までの子と父親（母親や家族の参加
も可）

○
https://www.city.narita.chiba.jp/conte
nt/000050046.pdf

【市民協働課男女共同参画係・担当：多田・金光】
【電話(0476)20-1507  ＦＡＸ(0476)24-1086】

詳細

283 千葉県 船橋市 船橋市男女共同参画センター デートＤＶ講座 市内大学校学生、市立看護専門学校学生 ○
在校生等限定の講座の為、ホームページでの
広報は行っていない。

【担当部署・担当者氏名】船橋市市民生活部　男女共同参画センター　安達　澄香
【電話、FAX】TEL 047-423-0757  FAX047-423-3007

詳細

284 千葉県 袖ケ浦市 袖ケ浦市市民健康部市民活動支援課 男女共同参画出前講座 市内中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】袖ケ浦市市民健康部市民活動支援課　岡本　ヤヨイ
【電話、ＦＡＸ】０４３８－６２－３１０２、０４３８－６２－３８７７

詳細

285 千葉県 多古町 多古町 男女共同参画推進事業　即興劇公演「家族って、いいな」 子育て世代（特に、町こども園の保護者） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　多古町企画空港政策課　菅澤
【電話、ＦＡＸ】　TEL 0479-76-5409／FAX 0479-76-7144

詳細

286 千葉県 大網白里市
大網白里市地域づくり課/大網白里ひまわり
ねっと

男女共同参画に関する出前講座 高校生 ○ http://www.city.oamishirasato.lg.jp
【担当部署・担当者氏名】　　大網白里市役所地域づくり課　市民協働推進班　　糸日
谷　由美子
【電話、ＦＡＸ】　（ＴＥＬ）０４７５－７０－０３４２　　　（ＦＡＸ）０４７５－７２－８４５４

詳細

287 千葉県 柏市 柏市 ワタシへのごほうび講座 未就学児を育児中の母親 ○ http://www.city.kashiwa.lg.jp/sankakueye/
【担当部署・担当者氏名】　　　地域づくり推進部協働推進課・渡辺理恵子
【電話、ＦＡＸ】　　０４－７１６５－７３２３

詳細

288 千葉県 千葉市 千葉市男女共同参画センター パパ力ＵＰ講座Ⅱ（出前講座） 保育園児とその父親（母親の参加も可） ○
保育園限定の講座なのでホームページでの
広報は行っていない。

【担当部署・担当者氏名】千葉市市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課　岩﨑
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：043-245-5060　ＦＡＸ：043-245-5539

詳細

289 千葉県 千葉市 千葉市男女共同参画センター
子どものための健康セミナー「親子で学ぼう！CAP（子どものため
の暴力防止プログラム）」（出前講座）

保育園児とその母親 ○
保育園限定の講座なのでホームページでの
広報は行っていない。

【担当部署・担当者氏名】千葉市市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課　岩﨑
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：043-245-5060　ＦＡＸ：043-245-5539

詳細

290 東京都 - 東京都男女平等参画課 キャリアデザインコンテンツ
10代後半から20代（これから就職を迎える、又は、
就職後間もない世代等）

○
http://www.tokyo-
danjo.jp/women/sasshi/contents.html

【担当部署・担当者氏名】　東京都生活文化局都民生活部男女平等参画課　根本・石
澤・長濱
【電話、ＦＡＸ】　03-5388-3189（電話）、03-5388-1331(FAX)

詳細

291 東京都 - 東京都男女平等参画課 男性の家事・育児参画に向けた気運醸成事業
就学前の子供を持つ父親を中心とした20代から40
代の男性

○ －
【担当部署・担当者氏名】　東京都生活文化局都民生活部男女平等参画課　根本・石
澤
【電話、ＦＡＸ】　03-5388-3189（電話）、03-5388-1331(FAX)

詳細

292 東京都 千代田区 千代田区男女共同参画センターＭＩＷ（ミュウ）
デートDV防止フォーラムin千代田「～若い世代からの提案～
大学生を中心に、デートDV防止についての実践報告と意見交換」

区内在住・在勤・在学の方 ○
http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/da
njo/miw/miw-koza/index.html
※今後更新予定

【担当部署・担当者氏名】千代田区地域振興部国際平和・男女平等人権課　天野
【電話、ＦＡＸ】　TEL 03-5211-4166／FAX 03-3264-1466

詳細

293 東京都 千代田区 千代田区男女共同参画センターＭＩＷ（ミュウ）
情報交流会ＭＩＷ千夜一夜 第100夜「子育てしながら働ける社会に
ついて考えよう」

テーマに関心のある高校生、大学生 ○
http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/da
njo/miw/miw-koza/index.html
※今後更新予定

【担当部署・担当者氏名】千代田区地域振興部国際平和・男女平等人権課　天野
【電話、ＦＡＸ】　TEL 03-5211-4166／FAX 03-3264-1466

詳細

294 東京都 千代田区 千代田区男女共同参画センターＭＩＷ（ミュウ）
ＭＩＷ出前講座「コーチングを学ぶ～思春期の子どもとの向き合い
方」

和洋九段女子中学校１年生の保護者 ○
http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/da
njo/miw/miw-koza/index.html
※今後更新予定

【担当部署・担当者氏名】千代田区地域振興部国際平和・男女平等人権課　天野
【電話、ＦＡＸ】　TEL 03-5211-4166／FAX 03-3264-1466

詳細

295 東京都 中央区 中央区総務部総務課 中央区イクメン講座 区内在住の０歳～未就学のお子さんの父親 ○ －
【総務部総務課女性施策推進係（女性センター内）】
【電話03(5543)0651　　ファクス03(5543)0652】

詳細

296 東京都 中央区 中央区総務部総務課
男女共同参画講座「デートＤＶってなに？～子どもたちを被害者に
も加害者にもさせないために～」

中学生以上のお子さんのいる方、学校関係者、関心
のある方

○ －
【総務部総務課女性施策推進係（女性センター内）】
【電話03(5543)0651　　ファクス03(5543)0652】

詳細



都道府県別　男女共同参画に向けた若年層への働きかけに関する取組一覧

NO 都道府県 市区町村 実施主体名 取組名称 対象者
①学生向けセミ
ナー等の実施

②教員・保護者
向けセミナー等

の実施
③教材の作成

④好事例集など
の冊子発行

⑤相談窓口の設
置

⑥その他 参考ＵＲＬ 問合せ先 概要等

297 東京都 中央区 中央区区民部商工観光課 中央区若年者・中小企業マッチング支援事業

34歳以下の中央区在住者のうち
①学校卒業後、定職についていない未就職学卒者
②非正規雇用から正規雇用への転換を目指す者
③子育て等が一段落し 正社員として再就職を目指

○ －
【区民部商工観光課商工振興係】
【電話03(3546)5329　　ファクス03(3546)2097】

詳細

298 東京都 港区 港区立男女平等参画センター 教育機関向け出前講座「デートDV予防講座」 区内高等学校の生徒 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】港区立男女平等参画センター
【電話、ＦＡＸ】　TEL 03-3456-4149／FAX 03-3456-1254

詳細

299 東京都 新宿区
新宿区子ども家庭部男女共同参画課
（新宿区立男女共同参画推進センター）

育児ママの再就職準備講座
区内在住・在学で子育て中の再就職を希望している
女性

○
http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/i
ndex12_02.html

新宿区子ども家庭部男女共同参画課
電話03‐3341‐0801　FAX 03‐3341‐0740

詳細

300 東京都 新宿区
新宿区子ども家庭部男女共同参画課
（新宿区立男女共同参画推進センター）

若者応援講座 区内在住・在勤・在学のおおむね２０代～３０代の方 ○
http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/i
ndex12_02.html

新宿区子ども家庭部男女共同参画課
電話03‐3341‐0801　FAX 03‐3341‐0740

詳細

301 東京都 新宿区
新宿区子ども家庭部男女共同参画課
（新宿区立男女共同参画推進センター）

小学校高学年向け男女共同参画啓発誌の発行 小学校５年生 ○ －
新宿区子ども家庭部男女共同参画課
電話03‐3341‐0801　FAX 03‐3341‐0740

詳細

302 東京都 新宿区
新宿区子ども家庭部男女共同参画課
（新宿区立男女共同参画推進センター）

中学生向け男女共同参画啓発講座 中学２年生 ○ －
新宿区子ども家庭部男女共同参画課
電話03‐3341‐0801　FAX 03‐3341‐0740

詳細

303 東京都 新宿区
新宿区子ども家庭部男女共同参画課
（新宿区立男女共同参画推進センター）

若年層に向けたＤＶ防止啓発の実施 学生などの若年層 ○ －
新宿区子ども家庭部男女共同参画課
電話03‐3341‐0801　FAX 03‐3341‐0740

詳細

304 東京都 新宿区
新宿区子ども家庭部男女共同参画課
（新宿区立男女共同参画推進センター）

若者のつどい
おおむね２０代～３０代の方とその家族・友人、若者
支援関連団体、興味関心のある方

○
http://www.city.shinjuku.lg.jp/soshiki
/280627young.html

新宿区子ども家庭部男女共同参画課
電話03‐3341‐0801　FAX 03‐3341‐0740

詳細

305 東京都 文京区 文京区男女平等センター 父と子の料理教室 区内在住・在学の小学生と男性保護者 ○ http://www.bunkyo-danjo.jp/
【担当部署・担当者氏名】　文京区男女平等センター
【電話、ＦＡＸ】 (電話）03-3814-6159、（FAX）03-5689-4534

詳細

306 東京都 文京区 文京区男女平等センター プラスワンセミナー「若者の実態からみる男女平等」 どなたでも ○ http://www.bunkyo-danjo.jp/
【担当部署・担当者氏名】　文京区男女平等センター
【電話、ＦＡＸ】 (電話）03-3814-6159、（FAX）03-5689-4534

詳細

307 東京都 文京区 文京区総務部総務課 相手も自分も大切にするワークショップ 区内在住・在学・在勤 ○
http://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/
jinken/danjo/dv2/dv.html

【担当部署・担当者氏名】　文京区総務部総務課ダイバーシティ推進担当
【電話、ＦＡＸ】 (電話）03-5803-1187、（FAX）03-5803-1331

詳細

308 東京都 文京区 文京区総務部総務課
ガールズのための未来ワークショップ～グローバルに活躍する力を
身につけよう！～

区内在住・在学 ○
http://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/
jinken/danjo.html

【担当部署・担当者氏名】　文京区総務部総務課ダイバーシティ推進担当
【電話、ＦＡＸ】 (電話）03-5803-1187、（FAX）03-5803-1331

詳細

309 東京都 文京区 文京区区民部経済課 文京区キャリアデザインカレッジ
区内在住又は在学で２９歳以下の未就職、求職中
の若年者等

○ ○ ○
http://www.city.bunkyo.lg.jp/sangyo/sh
igoto/carrer.html

【担当部署】文京区区民部経済課産業振興係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－５８０３－１１７３　ＦＡＸ：０３－５８０３－１９３６

詳細

310 東京都 文京区 文京区区民部経済課 中小企業・若年者就労支援事業（事業名称変更の可能性あり）
女性または39歳以下の若年者で、区内中小企業へ
の就職を希望する者

○ 30年8月頃公開予定
【担当部署】文京区区民部経済課産業振興係
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－５８０３－１１７３　ＦＡＸ：０３－５８０３－１９３６

詳細

311 東京都 台東区 台東区立男女平等推進プラザ デートＤＶ防止講座 小中学生の保護者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　台東区総務部人権・男女共同参画課男女平等推進プラザ
【電話、ＦＡＸ】　電話：０３－５２４６－５８１６　ＦＡＸ：０３－５２４６－５８１４

詳細

312 東京都 墨田区
墨田区総務部人権同和・男女共同参画課すみ
だ女性センター

すずかけ女子キャリアスクール(就職前の女性向け能力開発講座） 就職前の女子大学生等 ○
https://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_i
nfo/tamokuteki/sumida_zyoseicenter/zig
yo_kekka/29nendojigyo/H29jigyou.html

【担当部署・担当者氏名】墨田区人権同和男女共同参画課　すみだ女性センター　井
岡【電話、ＦＡＸ】　TEL 03-5608-1771／FAX 03-5608-1770

詳細

313 東京都 墨田区
墨田区総務部人権同和・男女共同参画課すみ
だ女性センター

デートDV予防啓発講座 中学生、高校生 ○
https://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_i
nfo/tamokuteki/sumida_zyoseicenter/zig
yo_kekka/29nendojigyo/H29jigyou.html

【担当部署・担当者氏名】墨田区人権同和男女共同参画課　すみだ女性センター　井
岡【電話、ＦＡＸ】　TEL 03-5608-1771／FAX 03-5608-1770

詳細

314 東京都 墨田区
墨田区総務部人権同和・男女共同参画課すみ
だ女性センター

すみだパパスクール 乳児の男性保護者
https://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_i
nfo/tamokuteki/sumida_zyoseicenter/zig
yo_kekka/29nendojigyo/H30jigyou.html

【担当部署・担当者氏名】墨田区人権同和男女共同参画課　すみだ女性センター　井
岡【電話、ＦＡＸ】　TEL 03-5608-1771／FAX 03-5608-1771

詳細

315 東京都 品川区
東京都品川区子ども未来部子ども育成課児童
センター

赤ちゃんふれあい事業 区内小中学生と児童センター利用親子 ○
品川区のＨＰから「赤ちゃんふれあい」を検索
すると実施した報告がでます。

【担当部署・担当者氏名】　子ども育成課育成支援係　國井
【電話】５７４２－６５９６　【ＦＡＸ】５７４２－６３５１

詳細

316 東京都 品川区 品川区人権啓発課男女共同参画センター デートDV出前講座 区内在学校の学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　人権啓発課男女共同参画担当　村山・三澤
【電話】５４７９－４１０４　【ＦＡＸ】５４７９－４１１１

詳細

317 東京都 品川区 品川区人権啓発課男女共同参画センター デートDV講座 親向け(中学生以上受講可で募集） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　人権啓発課男女共同参画担当　村山・三澤
【電話】５４７９－４１０４　【ＦＡＸ】５４７９－４１１１

詳細

318 東京都 品川区 品川区人権啓発課男女共同参画センター デートDV啓発冊子の成人式での配布 新成人 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　人権啓発課男女共同参画担当　村山・三澤
【電話】５４７９－４１０４　【ＦＡＸ】５４７９－４１１１

詳細

319 東京都 目黒区
目黒区人権政策課男女平等政策推進係
男女平等・共同参画センター

デートＤＶ防止講座 区内中学３年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　目黒区人権政策課男女平等政策推進係　平澤
【電話、ＦＡＸ】　（電話）03-5721-8570  （ＦＡＸ）03-5721-8574

詳細

320 東京都 目黒区
目黒区人権政策課男女平等政策推進係
男女平等・共同参画センター

男性向け家事育児講座 父親と子ども（～小学生） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　目黒区人権政策課男女平等政策推進係　平澤
【電話、ＦＡＸ】　（電話）03-5721-8570  （ＦＡＸ）03-5721-8574

詳細

321 東京都 世田谷区 世田谷区立男女共同参画センターらぷらす 学校出前講座 中学生、高校生（平成29年度実績：1,957人） ○ －
【担当部署・担当者氏名】世田谷区立男女共同参画センターらぷらす
【電話、ＦＡＸ】（ＴＥＬ）０３－６４５０－８５１０　（ＦＡＸ）０３－６４５０－８５１１

詳細

322 東京都 杉並区 杉並区区民生活部男女共同参画担当 デートDV予防講座 中・高校生・大学生等 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　区民生活部管理課男女共同・犯罪被害者支援係
【電話、ＦＡＸ】　03-5306-0326　03-5307-0681

詳細

323 東京都 杉並区 杉並区区民生活部男女共同参画担当 すぎなみパパの学び場 子育て世代の父親 ○
http://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/kusei
/jinken/1005363.html

【担当部署・担当者氏名】　　　区民生活部管理課男女共同・犯罪被害者支援係
【電話、ＦＡＸ】　03-5306-0326　03-5307-0681

詳細

324 東京都 杉並区 杉並区区民生活部男女共同参画担当
父子手帳を作ってパパも子育てを楽しもう～主夫が伝えるオトコ家
事育児のススメ～

出産を控えた夫婦、子育て中の夫婦 ○
http://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/kusei
/jinken/1005363.html

【担当部署・担当者氏名】　　　区民生活部管理課男女共同・犯罪被害者支援係
【電話、ＦＡＸ】　03-5306-0326　03-5307-0681

詳細

325 東京都 杉並区 杉並区区民生活部男女共同参画担当 今がチャンス！「子育て中の働き方」講座 子育て世代の母親、父親 ○
http://www.city.suginami.tokyo.jp/guid
e/kusei/jinken/1005363.html

【担当部署・担当者氏名】　　　区民生活部管理課男女共同・犯罪被害者支援係
【電話、ＦＡＸ】　03-5306-0326　03-5307-0681

詳細

326 東京都 豊島区 豊島区、ハローワーク池袋共催 ママの就職応援セミナー
未成年のお子さんをお持ちの方で、就職活動中もし
くはこれから活動を始められる方

○ －
【担当部署・担当者氏名】　ハローワーク池袋マザーズコーナー
【電話、ＦＡＸ】電話：03-5911-8609 部門コード47♯

詳細

327 東京都 豊島区 豊島区 豊島区わかもの就職プロジェクト 区内中小企業等での就労を目指す39歳以下の方 ○
http://biz.athuman.com/project/h29_tos
hima_wakamono/

【担当部署・担当者氏名】　豊島区生活産業課商工グループ
【電話、ＦＡＸ】 (電話）03-4566-2742、（FAX）03-5992-7088

詳細

328 東京都 豊島区
ベネッセコーポレーション、立教大学　（豊島区
共催）

ママtomoパパtomoカレッジ　１ＤＡＹ講座ｉｎ立教大学 パパ、ママ、子ども　・　パパ、ママ　・　ママのみ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　豊島区男女平等推進センター（長末）
【電話、ＦＡＸ】 (電話）03-5952-9501、（FAX）03-5391-1015

詳細

329 東京都 北区
東京都北区スペースゆう（男女共同参画活動
拠点施設）

中学生及び高校生のための職業教育キャラバン事業 北区内の中学校及び高等学校の生徒 ○
http://www.city.kita.tokyo.jp/ikiiki/kurashi/jin
ken/kyoiku/index.html

【担当部署・担当者氏名】東京都北区教育委員会事務局子ども未来部男女いきいき
推進課桑名
【電話、ＦＡＸ】　TEL03-3913-0161、FAX03-3913-0081

詳細

330 東京都 北区
東京都北区スペースゆう（男女共同参画活動
拠点施設）

出前講座「デートDV講座」 北区内団体 ○ －
【担当部署・担当者氏名】東京都北区教育委員会事務局子ども未来部男女いきいき
推進課桑名
【電話、ＦＡＸ】　TEL03-3913-0161、FAX03-3913-0081

詳細



都道府県別　男女共同参画に向けた若年層への働きかけに関する取組一覧

NO 都道府県 市区町村 実施主体名 取組名称 対象者
①学生向けセミ
ナー等の実施

②教員・保護者
向けセミナー等

の実施
③教材の作成

④好事例集など
の冊子発行

⑤相談窓口の設
置

⑥その他 参考ＵＲＬ 問合せ先 概要等

331 東京都 北区
東京都北区スペースゆう（男女共同参画活動
拠点施設）

東京成徳大学・短期大学学園祭でのDV防止啓発活動 東京成徳大学及び学園祭来場者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】東京都北区教育委員会事務局子ども未来部男女いきいき
推進課桑名
【電話、ＦＡＸ】　TEL03-3913-0161、FAX03-3913-0081

詳細

332 東京都 板橋区 板橋区　総務部　男女社会参画課 大学祭におけるDV予防等の啓発活動 大学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　総務部男女社会参画課男女平等推進係　内藤賢一
【電話、ＦＡＸ】　電話：03-3579-2486　FAX：03-3579-2345

詳細

333 東京都 板橋区 板橋区　総務部　男女社会参画課 デートＤＶ出前講座 区内中学校の生徒 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　総務部男女社会参画課男女平等推進係　内藤賢一
【電話、ＦＡＸ】　電話：03-3579-2486　FAX：03-3579-2345

詳細

334 東京都 板橋区 板橋区　総務部　男女社会参画課
理工系チャレンジセミナー
「娘の未来を考える～理工系女子の進む道～」

区内中学校・高校の女子生徒・保護者 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　総務部男女社会参画課男女平等推進係　内藤賢一
【電話、ＦＡＸ】　電話：03-3579-2486　FAX：03-3579-2346

詳細

335 東京都 練馬区 練馬区立男女共同参画センターえーる 生きづらさや働きづらさを抱える若年女性向け支援事業 19歳～39歳の女性 ○ http://www.nerima-yell.com/
【担当部署】練馬区立男共同参画センターえーる
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－３９９６－９００７　ＦＡＸ：０３－３９９６－９０１０

詳細

336 東京都 練馬区 練馬区立男女共同参画センターえーる 夏休みの父子料理教室 小学１～３年生と父親 ○ http://www.nerima-yell.com/
【担当部署】練馬区立男共同参画センターえーる
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０３－３９９６－９００７　ＦＡＸ：０３－３９９６－９０１０

詳細

337 東京都 葛飾区 東京都　葛飾区　人権推進課 出前講座「デートDVってなんだろう～happyな恋にするために」
・飾区立一之台中学校　3年3クラス　７６名、教員　１
０名

○ －
【担当部署・担当者氏名】葛飾区　総務部　人権推進課
【電話、ＦＡＸ】０３－５６９８－２２１１

詳細

338 東京都 八王子市 八王子市　市民活動推進部　男女共同参画課 DV・デートDV防止講座 八王子市内大学・高校・看護専門学校の生徒・学生 ○
【はちおうじ出前講座】
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/kyoi
ku/004/001/sasshi/p000472.html

【担当部署・担当者氏名】　　八王子市　市民活動推進部　男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　TEL：042-648-2230　FAX:042-644-3910

詳細

339 東京都 八王子市 八王子市　市民活動推進部　男女共同参画課 夏休みの父子料理教室
小学校3年生～6年生のお子さんと、その父親（市内
在住・在勤）

○
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kura
shi/shimin/003/002/003/p021451.html

【担当部署・担当者氏名】　　八王子市　市民活動推進部　男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　TEL：042-648-2230　FAX:042-644-3910

詳細

340 東京都 八王子市 八王子市　市民活動推進部　男女共同参画課 母と娘で学ぶ　女の子のからだの変化と月経のお話
小学3～6年生の女児と女性の保護者（市内在住の
方優先）

○
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kura
shi/shimin/003/002/003/p021451.html

【担当部署・担当者氏名】　　八王子市　市民活動推進部　男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　TEL：042-648-2230　FAX:042-644-3910

詳細

341 東京都 立川市 立川市 高校生の主張大会　「夢を拓くキャリアサポート」 ○ ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】立川市総合政策部男女平等参画課
【電話】042-528-6801　　【ＦＡＸ】】042-528-6805

詳細

342 東京都 武蔵野市 武蔵野市 男女共同参画情報誌「まなこ」97号（特集：キャリア教育って？） 主に市内在住・在勤・在学の方 ○ ○
http://www.city.musashino.lg.jp/kurash
i_guide/shiminkatsudo/danjokyodosankak
u/manako/1013752.html

【担当部署・担当者氏名】武蔵野市市民部市民活動推進課男女平等推進センター　坂
本
【電話、ＦＡＸ】０４２２－３７－３４１０

詳細

343 東京都 武蔵野市 武蔵野市 デートDV出前講座
市内大学生をはじめとする市内在住・在勤・在学の
方

○ －
【担当部署・担当者氏名】武蔵野市市民部市民活動推進課男女平等推進センター　坂
本
【電話、ＦＡＸ】０４２２－３７－３４１０

詳細

344 東京都 武蔵野市 武蔵野市 武蔵野市男女平等の推進に関する条例ワークブック 市内小学校の小学６年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】武蔵野市市民部市民活動推進課男女平等推進センター　坂
本
【電話、ＦＡＸ】０４２２－３７－３４１０

詳細

345 東京都 青梅市 東京都青梅市　市民安全部　市民活動推進課 デートＤＶ講座 市内の都立高校生徒、公立中学校生徒 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　市民安全部　市民活動推進課　清水　久美子
【電話、ＦＡＸ】　0428-22-1111　0428-22-3508

詳細

346 東京都 昭島市 昭島市 DV防止セミナー「SNS・ネットトラブルから見るデートDV」 市内在住・在勤の方 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　昭島市企画部企画政策課　男女共同参画担当
【電話、ＦＡＸ】　（電話）042-544-5111  （ＦＡＸ）042-546-5496

詳細

347 東京都 昭島市 昭島市 男女共同参画セミナー「パパの料理教室」 市内在住・在勤の方 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　昭島市企画部企画政策課　男女共同参画担当
【電話、ＦＡＸ】　（電話）042-544-5111  （ＦＡＸ）042-546-5496

詳細

348 東京都 町田市 町田市市民協働推進課男女平等推進センター
夏休み親子体験学習「CAPプログラムを体験しよう！」（2017年7月
28日実施）

小学１～３年生の子どもと保護者 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　町田市役所市民協働推進課男女平等推進センター　川井
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　042-723-2908/042-723-2946

詳細

349 東京都 町田市 町田市市民協働推進課男女平等推進センター
デートDV防止啓発講座「これって、デートDV？」（2017年11月16日
実施）

和光大学学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　町田市役所市民協働推進課男女平等推進センター　川井
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　042-723-2908/042-723-2946

詳細

350 東京都 町田市 町田市市民協働推進課男女平等推進センター デートDV出張講座（2018年3月7日実施） 市内中学３年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　町田市役所市民協働推進課男女平等推進センター　川井
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　042-723-2908/042-723-2946

詳細

351 東京都 町田市 町田市市民協働推進課男女平等推進センター
夏休み親子体験学習「CAPプログラムを体験しよう！」（2018年7月
実施予定）

小学１～３年生の子どもと保護者 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　町田市役所市民協働推進課男女平等推進センター　川井
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　042-723-2908/042-723-2946

詳細

352 東京都 町田市 町田市市民協働推進課男女平等推進センター
デートDV防止啓発講座「これって、デートDV？」（2018年11月実施
予定）

和光大学学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　町田市役所市民協働推進課男女平等推進センター　川井
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　042-723-2908/042-723-2946

詳細

353 東京都 町田市 町田市市民協働推進課男女平等推進センター デートDV出張講座（2018年3月実施予定） 市内中学３年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　町田市役所市民協働推進課男女平等推進センター　川井
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　042-723-2908/042-723-2946

詳細

354 東京都 小平市 小平市 デートＤＶ防止講座「イチからわかるデートＤＶ」 大学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　小平市地域振興部市民協働・男女参画推進課　　河野
【電話、ＦＡＸ】　　　　   　　 　電話：042-346-9618　　FAX：042-346-9575

詳細

355 東京都 小平市 小平市 「１０代のデートＤＶ　～自分も相手も大切にしよう～」 市内中学３年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　小平市地域振興部市民協働・男女参画推進課　　河野
【電話、ＦＡＸ】　　　　   　　 　電話：042-346-9618　　FAX：042-346-9575

詳細

356 東京都 日野市 東京都日野市男女平等課 デートDV防止出前講座 市内中学生 ○ －
【男女平等課・担当:田口】
【電話：042-584-2733　FAX：042-584-2748】

詳細

357 東京都 東村山市 東村山市市民部市民相談・交流課 デートDV出張講座 市内高等学校 ○
https://www.city.higashimurayama.tokyo
.jp/shisei/danjo/danjo/datedvsyuttyoko
zah28.html

【担当部署・担当者氏名】　　東村山市　市民部　市民相談・交流課　（首藤）
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　 　電話　042-393-5111　　ＦＡＸ　042-393-6846

詳細

358 東京都 国分寺市 国分寺市市民生活部人権平和課 若年層へのデートＤＶ防止啓発リーフレット 中高生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】国分寺市市民生活部人権平和課　芹沢
【電話、ＦＡＸ】　電話：０４２－５７３－４３７８　　ＦＡＸ：０４２－５７３－４３８８

詳細

359 東京都 国分寺市 国分寺市市民生活部人権平和課
平成29年度ＤＶ対策事業
児童館お話会「友だちと仲よくできる言葉のチカラ」

小学校低学年を中心とする児童のほか希望者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　国分寺市市民生活部人権平和課　辻
【電話、ＦＡＸ】　　電話：０４２－５７３－４３７８　　ＦＡＸ：０４２－５７３－４３８８

詳細

360 東京都 国分寺市 国分寺市市民生活部人権平和課
平成30年度ＤＶ対策事業
児童館職員対象デートDV講座

児童館職員 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　国分寺市市民生活部人権平和課　辻
【電話、ＦＡＸ】　　電話：０４２－５７３－４３７８　　ＦＡＸ：０４２－５７３－４３８８

詳細

361 東京都 福生市 福生市　生活環境部　協働推進課
チラシ「成人を迎えたあなたに　男女共同参画ってどんなこと？」の
配布

新成人 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　福生市　生活環境部　協働推進課　（宮野）
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　 　電話　042-551-1590　　ＦＡＸ　042-553-7500

詳細

362 東京都 福生市 福生市　生活環境部　協働推進課
男女共同参画啓発用ガイドブック「あなたもわたしも輝いて…」（小
学５年生及び中学１年生向け）の配布

小学５年生及び中学１年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　福生市　生活環境部　協働推進課　（宮野）
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　 　電話　042-551-1590　　ＦＡＸ　042-553-7500

詳細

363 東京都 東大和市 東大和市　市民部　地域振興課 夏休み親子料理講座 市内小学生の子どもとその父親 ○ －
【担当部署・担当者氏名】東大和市 市民部 地域振興課 佐藤
【電話、FAX】　042-563-2111（内1715）　042-563-5931

詳細
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364 東京都 東久留米市 東久留米市男女平等推進センターフィフティ² DV防止週間パネル展示 特になし ○ －
【担当部署・担当者氏名】　東久留米市市民部生活文化課　會田
【電話、ＦＡＸ】　電話：042-470-7738　　　FAX：042-472-1131

詳細

365 東京都 東久留米市 東久留米市男女平等推進センターフィフティ² 「自分の力で自分をまもる　女性のための護身術Ｗｅｎ－Ｄｏ」 女性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　東久留米市市民部生活文化課　會田
【電話、ＦＡＸ】　電話：042-470-7738　　　FAX：042-472-1131

詳細

366 東京都 東久留米市 東久留米市男女平等推進センターフィフティ²
市民企画講座「新生活をスタートする男性の心身の元気を保つ食
生活のヒント」

特になし ○ －
【担当部署・担当者氏名】　東久留米市市民部生活文化課　會田
【電話、ＦＡＸ】　電話：042-470-7738　　　FAX：042-472-1131

詳細

367 東京都 東久留米市 東久留米市男女平等推進センターフィフティ²
出前講座「一人ひとりの未来像と男女共同参画～自分の生き方、
働き方、未来を考える」

自由学園最高学部学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　東久留米市市民部生活文化課　會田
【電話、ＦＡＸ】　電話：042-470-7738　　　FAX：042-472-1131

詳細

368 東京都 東久留米市 東久留米市男女平等推進センターフィフティ²
東久留米市の男女共同参画情報誌「ときめき」によるＪＫビジネス問
題等啓発

特になし ○ －
【担当部署・担当者氏名】　東久留米市市民部生活文化課　會田
【電話、ＦＡＸ】　電話：042-470-7738　　　FAX：042-472-1131

詳細

369 東京都 武蔵村山市 武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター Love is colorful写真展 どなたでも ○ http://www.fureai-diversity.com/
【担当部署・担当者氏名】　武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター
【電話、ＦＡＸ】　（電話）042-590-0755  （ＦＡＸ）042-567-1433

詳細

370 東京都 武蔵村山市 武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター パパ子でチャレンジ　メンズinキッチン 父親と子ども ○ －
【担当部署・担当者氏名】　武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター
【電話、ＦＡＸ】　（電話）042-590-0755  （ＦＡＸ）042-567-1434

詳細

371 東京都 武蔵村山市 武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター 男子が作る夏休みごはん ３年生～中学３年生の男子 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター
【電話、ＦＡＸ】　（電話）042-590-0755  （ＦＡＸ）042-567-1435

詳細

372 東京都 武蔵村山市 武蔵村山市緑が丘ふれあいセンター ジェンダーカフェ どなたでも ○ －
【担当部署・担当者氏名】　武蔵村山市立緑が丘ふれあいセンター
【電話、ＦＡＸ】　（電話）042-590-0755  （ＦＡＸ）042-567-1436

詳細

373 東京都 多摩市
多摩市くらしと文化部平和・人権課平和・人権・
男女平等参画担当

小中学生向け多摩市女と男の平等参画を推進する条例パンフレッ
トの配布

市内の小学5年生～中学3年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】多摩市平和・人権課平和・人権・男女平等参画担当
【電話、ＦＡＸ】TEL：042-355-2110　FAX:042-339-0491

詳細

374 東京都 西東京市 西東京市男女平等推進センター
①絵本とバルーンでパパと遊ぼう夏休み②パパと作っておいしいパ
パ子料理講座

①未就学児と父親②３歳以上の子どもと父親 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　西東京市協働コミュニティ課男女平等推進係　樋口
【電話、ＦＡＸ】　電話：042-439-0075　　　FAX：042-422-5375

詳細

375 神奈川県 -
神奈川県 福祉子どもみらい局 人権男女共同
参画課

ライフキャリア教育支援事業 高校生・大学生 ○ ○ ○
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/fz3/c
nt/f532110/

【担当部署】人権男女共同参画課男女共同参画グループ
【電話、ＦＡＸ】電話：045-210-3640（直通）　　ＦＡＸ：045-210-8832

詳細

376 神奈川県 -
神奈川県 福祉子どもみらい局 人権男女共同
参画課

男女共同参画教育参考資料作成 小学校５年生 ○
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f53076
7/

【担当部署】人権男女共同参画課男女共同参画グループ
【電話、ＦＡＸ】電話：045-210-3640（直通）　　ＦＡＸ：045-210-8832

詳細

377 神奈川県 -
神奈川県 福祉子どもみらい局 人権男女共同
参画課

デートＤＶ予防啓発冊子の作成 中学生 ○
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f53256
0/

【担当部署】人権男女共同参画課男女共同参画グループ
【電話、ＦＡＸ】電話：045-210-3640（直通）　　ＦＡＸ：045-210-8832

詳細

378 神奈川県 - 神奈川県立かながわ男女共同参画センター
メディアリテラシー講座（中高生向け）
事業通称名：中高生向け 男女共同参画・メディアリテラシー出前講
座

県内の中学校、高等学校、中等教育学校、特別
支援学校に在籍している中学生、高校生

○
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f41207
/p1206380.html

【担当部署】かながわ男女共同参画センター　参画推進課
【電話、ＦＡＸ】電話：0466-27-2114（直通）　　ＦＡＸ：0466-25-6499

詳細

379 神奈川県 - 神奈川県立かながわ男女共同参画センター デートＤＶ防止啓発講座 大学生等 ○
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f41207/p12
07226.html（平成29年度講座報告）

【担当部署】かながわ男女共同参画センター　相談課
【電話、ＦＡＸ】電話：0466-27-2116（直通）　　ＦＡＸ：0466-25-6499

詳細

380 神奈川県 - 神奈川県立かながわ男女共同参画センター デートＤＶ予防啓発冊子作成 高校生 ○
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f480214/p2
26781.html（刊行物　超カンタン　デートＤＶの
基礎知識）

【担当部署】かながわ男女共同参画センター　相談課
【電話、ＦＡＸ】電話：0466-27-2116（直通）　　ＦＡＸ：0466-25-6499

詳細

381 神奈川県 - 神奈川県立かながわ男女共同参画センター 男女共同参画に関する研修用教材の配布（高校生向け） 教職員、高校生 ○
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2t/h
akkoubutsu_02.html

【担当部署】かながわ男女共同参画センター　参画推進課
【電話、ＦＡＸ】電話：0466-27-2115（直通）　　ＦＡＸ：0466-25-6499

詳細

382 神奈川県 - 神奈川県立かながわ男女共同参画センター
リケジョ（理工系女子）促進事業
かながわリケジョ・エンカレッジプログラム

中学生、高校生 ○
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2t/r
ikejyo.html

【担当部署】かながわ男女共同参画センター　参画推進課
【電話、ＦＡＸ】電話：0466-27-2114（直通）　　ＦＡＸ：0466-25-6499

詳細

383 神奈川県 - 神奈川県立かながわ男女共同参画センター
男子学生向けロールモデル講演会（日本大学生物資源科学部　男
女共同参画推進委員会主催）

大学生 ○
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f41207
/p1144075.html

【担当部署】かながわ男女共同参画センター　参画推進課
【電話、ＦＡＸ】電話：0466-27-2115（直通）　　ＦＡＸ：0466-25-6499

詳細

384 神奈川県 -
神奈川県福祉子どもみらい局子どもみらい部
次世代育成課

男性家事・育児参画促進事業 子育て初心者の男性、これから父親になる男性 ○ http://c.rakuraku.or.jp/mikata/
【担当部署】次世代育成課　企画グループ
【電話、ＦＡＸ】電話：045-210-4690（直通）　　ＦＡＸ：045-210-8956

詳細

385 神奈川県 横須賀市 横須賀市　人権・男女共同参画課 中学生向け男女共同参画啓発冊子の配布 中学生 ○ －
【担当部署】　横須賀市市民部　人権・男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】　電話046-822-8228　ＦＡＸ046-822-4500

詳細

386 神奈川県 横須賀市 横須賀市　人権・男女共同参画課 男女共同参画セミナー 父親と子ども ○
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2420/0
6kouza/top.html

【担当部署】　横須賀市市民部　人権・男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】　電話046-822-8228　ＦＡＸ046-822-4500

詳細

387 神奈川県 平塚市 平塚市　人権・男女共同参画課 デートＤＶ防止講座 中学生、高校生 ○ －
【担当部署】平塚市　人権・男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】電話：0463-21-9861（直通）　　ＦＡＸ：0463-21-9756

詳細

388 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市　文化生涯学習部　男女共同参画課 父子クッキング 小学生の子とその父親 ○ －
【担当部署】　茅ヶ崎市　文化生涯学習部　男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】　　 TEL:0467-57-1414　 FAX :0467-57-1666

詳細

389 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市　文化生涯学習部　男女共同参画課 デートDV予防ワークショップ 講義受講者及び任意の参加希望者 ○ －
【担当部署】　茅ヶ崎市　文化生涯学習部　男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】　　 TEL:0467-57-1414　 FAX :0467-57-1666

詳細

390 神奈川県 厚木市 厚木市 小学生向け男女共同参画啓発冊子「考えてみよう」の配布 市内小学校４年生 ○ －
【担当部署】　　厚木市協働安全部　市民協働推進課
【電話、ＦＡＸ】　電話　046-225-2215、ＦＡＸ　046-221-0275

詳細

391 神奈川県 厚木市 厚木市 「チャレンジクッキング！～イクメンのための料理教室～」 市内在住・在勤・在学の男性保護者 ○ －
【担当部署】　　厚木市協働安全部　市民協働推進課
【電話、ＦＡＸ】　電話　046-225-2215、ＦＡＸ　046-221-0275

詳細

392 神奈川県 大和市
大和市　文化スポーツ部　国際・男女共同参画
課

デートDV防止セミナー 高校生 ○ ○ －
【担当部署】　大和市国際・男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】　046-260-5164  046-263-2080

詳細

393 神奈川県 座間市 ㈲神山クリーニング カジ男養成講座（洗濯編） 市内在住・在勤・在学の男性または夫婦 ○ －
【担当部署】　座間市広聴人権課
【電話、ＦＡＸ】　046-252-8087　046-252-0220

詳細

394 神奈川県 横浜市 横浜市こども青少年局企画調整課 地域における父親育児支援講座開催支援事業 乳幼児の父親やプレパパ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　こども青少年局企画調整課　後藤
【電話、ＦＡＸ】　045-671-4281

詳細

395 神奈川県 横浜市 横浜市こども青少年局企画調整課 「パパブック」の発行 乳幼児の父親やプレパパ ○
http://hamadaddy.city.yokohama.lg.jp/p
apabook/

【担当部署・担当者氏名】　こども青少年局企画調整課　後藤
【電話、ＦＡＸ】　045-671-4281

詳細

396 神奈川県 横浜市 横浜市こども青少年局企画調整課 ウェブサイト「ヨコハマダディ」による情報発信 乳幼児の父親やプレパパ ○ http://hamadaddy.city.yokohama.lg.jp/
【担当部署・担当者氏名】　こども青少年局企画調整課　後藤
【電話、ＦＡＸ】　045-671-4281

詳細

397 神奈川県 横浜市 横浜市こども青少年局企画調整課 「あなたと私のワーク・ライフ・バランスハンドブック」の発行 市民向け ○
http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/
kikaku/wlb/

【担当部署・担当者氏名】　こども青少年局企画調整課　後藤
【電話、ＦＡＸ】　045-671-4281

詳細



都道府県別　男女共同参画に向けた若年層への働きかけに関する取組一覧

NO 都道府県 市区町村 実施主体名 取組名称 対象者
①学生向けセミ
ナー等の実施

②教員・保護者
向けセミナー等

の実施
③教材の作成

④好事例集など
の冊子発行

⑤相談窓口の設
置

⑥その他 参考ＵＲＬ 問合せ先 概要等

398 神奈川県 横浜市 横浜市こども青少年局企画調整課 「ライフデザインブック」の発行 学生向け ○ －
【担当部署・担当者氏名】　こども青少年局企画調整課　後藤
【電話、ＦＡＸ】　045-671-4281

詳細

399 神奈川県 横浜市 横浜市教育委員会事務局指導部指導企画課 自分づくり教育実践事例集
横浜市立小・中・義務教育・高等・特別支援学校　教
諭（各学校１冊）

○ －
【担当部署・担当者氏名】　横浜市教育委員会事務局指導部指導企画課　飯島尚美
【電話、ＦＡＸ】　045-671-3265

詳細

400 神奈川県 横浜市 （公財）横浜市男女共同参画推進協会 女性のための護身術WEN-DO（ウェン・ドー） 10歳以上の女性 ○ －

【担当部署・担当者氏名】　　男女共同参画センター横浜
                                    男女共同参画センター横浜北
【電話、ＦＡＸ】　　045-862-5052   045-862-3101

045 910 5700 045 910 5755

詳細

401 神奈川県 横浜市 （公財）横浜市男女共同参画推進協会 デートＤＶ防止啓発　出前講座
市内中学高校大学向けにデートＤＶ防止のための
啓発講座の実施

○ ○ ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　男女共同参画センター横浜
【電話、ＦＡＸ】　　　045-862-5052   045-862-3101

詳細

402 神奈川県 横浜市 （公財）横浜市男女共同参画推進協会 ガールズ編 しごと準備講座
若年(15-39歳)無業女性、不登校・うつ・ひきこもり経
験がある等で社会的に困難を抱え、働くことに一歩
を踏み出せないでいる女性

○ http://girls-support.info/
【担当部署・担当者氏名】　　男女共同参画センター横浜南
【電話、ＦＡＸ】　　045-714-5911  045-714-5912

詳細

403 神奈川県 横浜市 （公財）横浜市男女共同参画推進協会 “ガールズ”社会参加体験プログラム
若年(15-39歳)無業女性で、当協会の「ガールズ編し
ごと準備講座」を修了した女性 ○ http://girls-support.info/

【担当部署・担当者氏名】　　男女共同参画センター横浜南
【電話、ＦＡＸ】　　045-714-5911  045-714-5912

詳細

404 神奈川県 横浜市 （公財）横浜市男女共同参画推進協会 「めぐカフェ」就労体験
若年(15-39歳)無業で、当協会の「ガールズ編しごと
準備講座」を修了し、若者サポートステーション等で
個別支援を受けている女性

○
http://megucafe.sakura.ne.jp/home
ツイッター　めぐカフェめぐちゃん
@meguchan373

【担当部署・担当者氏名】　　男女共同参画センター横浜南
【電話、ＦＡＸ】　　045-714-5911  045-714-5912

詳細

405 神奈川県 横浜市 （公財）横浜市男女共同参画推進協会  「Charm　～女の子の身を守るアプリ」による情報発信 20歳前後の女性（高校生、大学生等） ○
http://www.women.city.yokohama.jp/rese
arch/charmapp/

【担当部署・担当者氏名】　　横浜市男女共同参画推進協会
【電話、ＦＡＸ】　　045-862-5141  045-862-3101

詳細

406 神奈川県 川崎市 川崎市男女共同参画センター（すくらむ21） キャリア冊子「はたらくっておもしろい」vol.3 市内の中高生、教員 ○ http://www.scrum21.or.jp/?p=7455
【担当部署・担当者氏名】　川崎市男女共同参画センター（すくらむ21）
【電話、ＦＡＸ】　044-813-0808/044-813-0864

詳細

407 神奈川県 川崎市 川崎市男女共同参画センター（すくらむ21） 中高生のための職場体験学習の受け入れ（ジョブシャドウィング） 市内の中高生 ○ ○
http://www.scrum21.or.jp/challenge/int
erns

【担当部署・担当者氏名】　川崎市男女共同参画センター（すくらむ21）
【電話、ＦＡＸ】　044-813-0808/044-813-0864

詳細

408 神奈川県 川崎市 川崎市男女共同参画センター（すくらむ21） 短期インターンシップ事業 大学生 ○ ○
http://www.scrum21.or.jp/challenge/int
ernc

【担当部署・担当者氏名】　川崎市男女共同参画センター（すくらむ21）
【電話、ＦＡＸ】　044-813-0808/044-813-0864

詳細

409 神奈川県 川崎市 川崎市男女共同参画センター（すくらむ21） 出張（無料）授業 市内の生徒・教職員・保護者 ○ ○
https://www.scrum21.or.jp/career/inter
ns/

【担当部署・担当者氏名】　川崎市男女共同参画センター（すくらむ21）
【電話、ＦＡＸ】　044-813-0808/044-813-0864

詳細

410 神奈川県 川崎市
川崎市、川崎市男女共同参画センター（すくら
む２１）

デートＤＶ予防啓発プログラム 大学生、専門学校生、高等学校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】市民文化局人権・男女共同参画室　関口
【電話、ＦＡＸ】０４４－２００－２３００、０４４－２００－３９１４

詳細

411 神奈川県 川崎市 川崎市 男女平等教育参考資料の発行 市内小学３年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】市民文化局人権・男女共同参画室　関口
【電話、ＦＡＸ】０４４－２００－２３００、０４４－２００－３９１４

詳細

412 神奈川県 相模原市 相模原市 男女共同参画啓発冊子「こんな子いるよね」の発行 市内公立小学校5年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　人権・男女共同参画課　小池
【電話、ＦＡＸ】　電話　042-769-8205、ＦＡＸ　042-753-9413

詳細

413 神奈川県 相模原市 相模原市 デートＤＶ防止啓発カードの配布 市内中学校の３年生、市内高校の１年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　人権・男女共同参画課　小池
【電話、ＦＡＸ】　電話　042-769-8205、ＦＡＸ　042-753-9413

詳細

414 神奈川県 相模原市 相模原市 子育てハンドブック「お父さんといっしょ」の配布
母子健康手帳の交付対象者に配布（同手帳と一緒
に配布）

○ －
【担当部署・担当者氏名】　　人権・男女共同参画課　小池
【電話、ＦＡＸ】　電話　042-769-8205、ＦＡＸ　042-753-9413

詳細

415 神奈川県 相模原市 相模原市
相模原市立男女共同参画推進センター（ソレイユさがみ）　小中学
校等向け意識啓発出前講座

市内小中学校 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　人権・男女共同参画課　石崎
【電話、ＦＡＸ】　電話　042-769-8205、ＦＡＸ　042-753-9413

詳細

416 新潟県 長岡市 長岡市 若者向けＷＬＢセミナー 市内大学・高専・専門学校に通学する学生 ○
http://www.city.nagaoka.niigata.jp/kur
ashi/cate14/danjyo/career-design.html

【担当部署・担当者氏名】　長岡市市民協働推進部人権・男女共同参画課　根津　法
子
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　電話：0258-39-2746　　ＦＡＸ：0258-39-2747

詳細

417 新潟県 長岡市 長岡市 デートＤＶ出前講座
定住自立圏内の中・高校、高専、大学、専門学校等
の生徒・学生

○ －
【担当部署・担当者氏名】　長岡市市民協働推進部人権・男女共同参画課　根津　法
子
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　電話：0258-39-2746　　ＦＡＸ：0258-39-2747

詳細

418 新潟県 三条市 三条市地域経営課 中学生・高校生のためのデートＤＶ防止セミナー 中学生及び高校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　 三条市市民部地域経営課　堀　昭子
【電話、ＦＡＸ】　　　　　       電話：0256-34-5624　FAX：0256-33-5732

詳細

419 新潟県 十日町市 十日町市健康づくり推進課 性講演会 市内高校の生徒・保護者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　十日町市健康づくり推進課母子保健係　中島恵
【電話、ＦＡＸ】　025-757-9759（直通）・025-757-3800

詳細

420 新潟県 新潟県 新潟県福祉保健部児童家庭課 ＤＶ予防啓発強化事業
高校、大学、専修・専門学校等の学生及び教職員・
保護者

○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　福祉保健部児童家庭課家庭福祉係
【電話、ＦＡＸ】　電話025-280-5926　　FAX025-281-3641

詳細

421 新潟県 柏崎市 柏崎市総合企画部人権啓発・男女共同参画室 デートＤＶ講座 高校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】柏崎市総合企画部人権啓発・男女共同参画室　大橋　洋志
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　電話：0257-20-7605　ファックス：0257-32-3303

詳細

422 新潟県 新発田市 新発田市健康推進課 父子手帳 出産を控えた夫婦 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　新発田市健康推進課健やか育児支援係
【電話、ＦＡＸ】　TEL　0254-28-9211（直通）　FAX　0254-21-1091

詳細

423 新潟県 新発田市 新発田市人権啓発課 子どもと一緒にランチをつくろう 小学生以上の子どもとその男性保護者 ○ －
【担当部署・担当課氏名】　新発田市人権啓発課　男女共同参画推進係
【電話、ＦＡＸ】　℡　0254－28‐9630（直通）　FAX　0254-28-9670

詳細

424 新潟県 五泉市 五泉市こども課 生と性に関する思春期教室 中学3年生 ○
http://www.nikosapo.jp/support/detail?
cate_flg=5&no=1024

【担当部署・担当者氏名】　 五泉市こども課子育て支援係
【電話、ＦＡＸ】　　　　　       電話：0250-43-3911　FAX：0250-43-0417

詳細

425 新潟県 五泉市 五泉市こども課 にこにこマタニティー・セミナー 父親 ○
http://www.nikosapo.jp/health/detail?n
o=981

【担当部署・担当者氏名】　 五泉市こども課子育て支援係
【電話、ＦＡＸ】　　　　　       電話：0250-43-3911　FAX：0250-43-0417

詳細

426 新潟県 上越市 上越市 デートＤＶ防止のための啓発 市内の学校の児童・生徒及び教職員、保護者 ○ ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　上越市共生まちづくり課男女共同参画推進センター　布施
徹
【電話】　025-527-3624　【ＦＡＸ】　025-522-8240

詳細

427 新潟県 阿賀野市
阿賀野市健康推進課
子育て世代包括支援センター

高校生ライフプランセミナー 高校３年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　阿賀野市健康推進課　子育て世代包括支援センター　渡
辺　愛
【電話、ＦＡＸ】　電話：0250-62-2510（代表）　ＦＡＸ：0250-62-0281

詳細

428 新潟県 阿賀野市
阿賀野市健康推進課
子育て世代包括支援センター

プレママ・プレパパ教室
教室実施日において妊娠４か月～８か月の妊婦とそ
の夫

○ －
【担当部署・担当者氏名】　阿賀野市健康推進課　子育て世代包括支援センター　川
崎　美奈
【電話、ＦＡＸ】　電話：0250-62-2510（代表）　ＦＡＸ：0250-62-0281

詳細

429 新潟県 阿賀野市
阿賀野市健康推進課
子育て世代包括支援センター

沐浴教室 妊婦とその家族 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　阿賀野市健康推進課　子育て世代包括支援センター　川
崎　美奈
【電話、ＦＡＸ】　電話：0250-62-2510（代表）　ＦＡＸ：0250-62-0281

詳細

430 新潟県 阿賀野市
阿賀野市健康推進課
子育て世代包括支援センター

性に関する学習会 市内中学２年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　阿賀野市健康推進課　子育て世代包括支援センター　渡
辺　愛
【電話、ＦＡＸ】　電話：0250-62-2510（代表）　ＦＡＸ：0250-62-0281

詳細

431 新潟県 聖籠町 聖籠町 小学生とお父さんのお菓子づくり教室 小学生とその父親 ○ －
【担当部署・担当者氏名】聖籠町総務課　総合政策係　大野佳奈子
【電話、ＦＡＸ】0254-27-2111（224）・0254-27-2119

詳細



都道府県別　男女共同参画に向けた若年層への働きかけに関する取組一覧

NO 都道府県 市区町村 実施主体名 取組名称 対象者
①学生向けセミ
ナー等の実施

②教員・保護者
向けセミナー等

の実施
③教材の作成

④好事例集など
の冊子発行

⑤相談窓口の設
置

⑥その他 参考ＵＲＬ 問合せ先 概要等

432 新潟県 聖籠町 聖籠町 幼児期における男女平等意識の形成促進 こども園児童 ○ －
【担当部署・担当者氏名】聖籠町総務課　総合政策係　大野佳奈子
【電話、ＦＡＸ】0254-27-2111（224）・0254-27-2119

詳細

433 新潟県 聖籠町 聖籠町 男女平等教育の推進 小・中学校児童 ○ －
【担当部署・担当者氏名】聖籠町総務課　総合政策係　大野佳奈子
【電話、ＦＡＸ】0254-27-2111（224）・0254-27-2119

詳細

434 新潟県 弥彦村 弥彦村
(公財)新潟県女性財団地域セミナーin弥彦「これからの家族のかた
ち～夫婦会議をはじめよう！～」

村内在住の夫婦 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　弥彦村役場総務課・湯田美怜
【電話、ＦＡＸ】　0256-94-3131（直通）・0256-94-3216

詳細

435 新潟県 新潟市 新潟市市民生活部男女共同参画課 デートDV防止セミナー
高校、短期大学、大学、専門学校などの生徒、
学生や教職員など

○
http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/
danjo/danjokyodo/higaisha/dv/datedv.ht
ml

【担当部署・担当者氏名】　　新潟市市民生活部男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　 電話　025-226-1061　ファックス　025-228-2230

詳細

436 新潟県 新潟市 新潟市教育委員会学校支援課 男女平等教育学習資料 小学校，中学校 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　新潟市教育委員会学校支援課
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　 電話　025-226-3263　ファックス　025-230-0432

詳細

437 新潟県 新潟市
新潟市市民生活部男女共同参画推進センター
「アルザにいがた」

学生フォーラムカフェ 短期大学、大学、専門学校生 ○
http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/
danjo/alza/alzaforum/aruzaforamu2017/a
lzaforum2017bunnka1.html

【担当部署・担当者氏名】　　新潟市男女共同参画推進センター「アルザにいがた」
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　 電話　025-246-7713　ファックス　025-246-8080

詳細

438 新潟県 新潟市 新潟市市民生活部男女共同参画課 新潟大学での出前講座 新潟大学法学部の学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　新潟市市民生活部男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　 電話　025-226-1061　ファックス　025-228-2230

詳細

439 富山県 - 富山県 未来を描く　ライフデザイン応援出前講座 大学生、短期大学生、専門学校生 ○ ○
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1017
/kj00018949.html

【担当部署・担当者氏名】　少子化対策・県民活躍課　新田
【電話、ＦＡＸ】　０７６－４４４－３１３７、０７６－４４４－３２５７

詳細

440 富山県 - 富山県 デートＤＶ防止啓発リーフレットの配布 中学２年生及び高校２年生 ○
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1017
/kj00017459.html

【担当部署・担当者氏名】　少子化対策・県民活躍課　新田
【電話、ＦＡＸ】　０７６－４４４－３１３７、０７６－４４４－３２５７

詳細

441 富山県 - 富山県 若手女性農業者交流会 若手女性農業者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　農業技術課　向井
【電話、ＦＡＸ】　　　０７６－４４４－３２７７／０７６－４４４－４４０９

詳細

442 富山県 - 富山県教育委員会 とやまの高校生ライフプラン教育充実事業 高校生 ○ ○ ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　県立学校課　河原
【電話、ＦＡＸ】　　　０７６－４４４－３４５０／０７６－４４４－４４３７

詳細

443 富山県 - 富山県教育委員会 とやまの子ども　夢・ふるさと発見事業（中学生版） 中学生 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　小中学校課　山越
【電話、ＦＡＸ】　　　０７６－４４４－３４４９／０７６－４４４－４４３９

詳細

444 富山県 - （公財）　富山県女性財団 わくわくジュニアセミナー 小学生 ○ http://www.sunforte.or.jp/
【担当部署・担当者氏名】　　（公財）富山県女性財団　牧野
【電話、ＦＡＸ】　　電話　076-432-4500　　　FAX　076-432-5525

詳細

445 富山県 - （公財）　富山県女性財団 若者のためのデートＤＶ予防啓発出前授業 中学生、高校生、小学生 ○ http://www.sunforte.or.jp/
【担当部署・担当者氏名】　　（公財）富山県女性財団　牧野
【電話、ＦＡＸ】　　電話　076-432-4500　　　FAX　076-432-5525

詳細

446 富山県 - （公財）　富山県女性財団 教員等のためのＤＶ防止啓発講座 若者を指導する立場の教職員等 ○ http://www.sunforte.or.jp/
【担当部署・担当者氏名】　　（公財）富山県女性財団　牧野
【電話、ＦＡＸ】　　電話　076-432-4500　　　FAX　076-432-5525

詳細

447 富山県 富山市 富山市男女参画・市民協働課 男女共同参画社会づくり作文コンクール 中学生 ○
http://www.city.toyama.toyama.jp/shiminseika
tsubu/danjyosankakusiminkyodo/sakubun.htm
l

【担当部署・担当者氏名】　　　市民生活部　男女参画・市民協働課
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　ＴＥＬ076-443-2051　ＦＡＸ076-443-2176

詳細

448 富山県 富山市 富山市男女参画・市民協働課 小学生向け男女平等意識を育む啓発冊子の作成 小学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　市民生活部　男女参画・市民協働課
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　ＴＥＬ076-443-2051　ＦＡＸ076-443-2176

詳細

449 富山県 富山市 富山市男女共同参画推進センター 男女共同参画サテライト講座（学校等連携講座） 市内にある学校等の学生、保護者、教員 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】富山市男女共同参画推進センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ　076-433-1760、ＦＡＸ　076-433-1761

詳細

450 富山県 高岡市
高岡市男女平等推進センター、高岡市デートＤ
Ｖ等予防啓発チーム

デートＤＶ等予防啓発講座 市内の中学校１年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　高岡市男女平等推進センター
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　（0766）20-1810、（0766）20-1815

詳細

451 富山県 高岡市 高岡市男女平等推進センター デートＤＶ予防啓発リーフレット 市内の高校１年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　高岡市男女平等推進センター
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　（0766）20-1810、（0766）20-1815

詳細

452 富山県 高岡市 高岡市男女平等推進センター 「ＡＶ出演強要・『ＪＫビジネス』等被害防止月間」啓発チラシ 市内の高校生 ○
http://www.city.takaoka.toyama.jp/gec/kuras
hi/kyodosankaku/center/kako30.html

【担当部署・担当者氏名】　高岡市男女平等推進センター
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　（0766）20-1810、（0766）20-1815

詳細

453 富山県 小矢部市 小矢部市男女共同参画推進員連絡会 男女共同参画あったか川柳募集 市内小学生・中学生・一般 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　民生部生活協働課
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　電話　0766-67-1760（内線757）　ＦＡＸ0766-67-2033

詳細

454 石川県 - 石川県県民文化スポーツ部男女共同参画課 DV予防啓発教員向け説明会 高等学校の人権担当、保健・養護教諭等 ○ －
【担当部署・担当者氏名】石川県県民文化スポーツ部男女共同参画課　専門員　閨
【電話、ＦＡＸ】　　076-225-1378、076-225-1374

詳細

455 石川県 - 石川県県民文化スポーツ部男女共同参画課 若年層向けDV予防啓発セミナー 高校生、大学生等 ○ －
【担当部署・担当者氏名】石川県県民文化スポーツ部男女共同参画課　専門員　閨
【電話、ＦＡＸ】　　076-225-1378、076-225-1374

詳細

456 石川県 - 石川県県民文化スポーツ部男女共同参画課 「若年層向けDV予防啓発小冊子」作成事業
県内高等学校等に配付するほか、ＤＶ予防啓発セミ
ナーなどで活用する

○ －
【担当部署・担当者氏名】石川県県民文化スポーツ部男女共同参画課　専門員　閨
【電話、ＦＡＸ】　　076-225-1378、076-225-1374

詳細

457 石川県 - 石川県県民文化スポーツ部男女共同参画課 大学におけるワークショップ 県内大学生・短大生等 ○ －
【担当部署・担当者氏名】石川県県民文化スポーツ部男女共同参画課　専門員　閨
【電話、ＦＡＸ】　　076-225-1378、076-225-1374

詳細

458 石川県 - 石川県県民文化スポーツ部男女共同参画課 男女共同参画啓発副読本「夢風船」 県内の小学校５年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】石川県県民文化スポーツ部男女共同参画課　主事　源司
【電話、ＦＡＸ】 　076-225-1378、076-225-1374

詳細

459 石川県 金沢市 金沢市人権女性政策推進課 DV等相談窓口カード、リーフレットの配布 市内の中学２年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】金沢市人権女性政策推進課
【電話】076-220-2095　　【ＦＡＸ】076-260-1178

詳細

460 石川県 金沢市 金沢市人権女性政策推進課 若年層向けデートDV防止啓発リーフレット作成 金沢市内５大学の学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】金沢市人権女性政策推進課
【電話】076-220-2095　　【ＦＡＸ】076-260-1178

詳細

461 石川県 金沢市 金沢市人権女性政策推進課 大学生と企業ミーティング「これからの働き方を考える」実施 金沢市内５大学の学生 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】金沢市人権女性政策推進課
【電話】076-220-2095　　【ＦＡＸ】076-260-1178

詳細

462 石川県 七尾市 七尾市総務課人権男女共同参画室 人権啓発事業
市内小学校５、６年生、中学生。市内に通学（高校
生）・通勤している人

○ －
【担当部署】　総務課男女共同参画推進室
【電話、ＦＡＸ】　　　0767-53-1112  ／ 0767-54-8117

詳細

463 石川県 かほく市 かほく市市民部子育て支援課 イクメン推進事業 未就学児と男性の保護者（又は夫婦） ○ －
【担当部署】かほく市市民部子育て支援課（子ども総合センター）
【電話、ＦＡＸ】電話：076-283-4320　　ＦＡＸ：076-283-6652

詳細

464 石川県 白山市 白山市市民生活部男女共同参画室 中学生男女共同参画意識調査 市内の中学２年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】白山市市民生活部男女共同参画室　北村
【電話、ＦＡＸ】（076）274-9577、（076）275-2211

詳細

465 福井県 -
福井県総合政策部ふるさと県民局女性活躍推
進課

子ども向け男女共同参画パンフレット「わたしがキラリ！みんながキ
ラリ！！」

県内すべての小学校５年生（平成１７年から毎年） ○ http://www.pref.fukui.jp/doc/joseikatuy
【担当部署・担当者氏名】女性活躍推進課　杉本知穂
【電話、ＦＡＸ】電話0776－20－0319　FAX0776－20－0632

詳細
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NO 都道府県 市区町村 実施主体名 取組名称 対象者
①学生向けセミ
ナー等の実施

②教員・保護者
向けセミナー等

の実施
③教材の作成

④好事例集など
の冊子発行

⑤相談窓口の設
置

⑥その他 参考ＵＲＬ 問合せ先 概要等

466 福井県 -
福井県総合政策部ふるさと県民局女性活躍推
進課

高校生向け男女共同参画ハンドブック「主役でいこう！」 県内すべての高校１年生（平成１２年から毎年） ○ http://www.pref.fukui.jp/doc/joseikatuy
【担当部署・担当者氏名】女性活躍推進課　杉本知穂
【電話、ＦＡＸ】電話0776－20－0319　FAX0776－20－0632

詳細

467 福井県 -
福井県総合政策部ふるさと県民局女性活躍推
進課

家庭の仕事の分担に関する出前授業
希望のあった学校の小学５年生　（全市から少なくと
も１校実施予定）

○ －
【担当部署・担当者氏名】女性活躍推進課　杉本知穂
【電話、ＦＡＸ】電話0776－20－0319　FAX0776－20－0632

詳細

468 福井県 -
福井県生活学習館　（委託先：公益財団法人
ふくい女性財団）

次世代育成セミナー 県内の中学生（学校単位で実施） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　公益財団法人　ふくい女性財団
【電話、ＦＡＸ】　　　ＴＥＬ　0776－41－4254　　ＦＡＸ　0776－41－4260

詳細

469 福井県 -
福井県生活学習館　（委託先：公益財団法人
ふくい女性財団）

高校生のための科学・技術者への招待セミナー 県内の高校生（学校単位で実施） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　公益財団法人　ふくい女性財団
【電話、ＦＡＸ】　　　ＴＥＬ　0776－41－4254　　ＦＡＸ　0776－41－4260

詳細

470 福井県 -
福井県生活学習館　（委託先：公益財団法人
ふくい女性財団）

男性の家事・育児参画コース　カップル応援講座 県内在住　２０～４０代の夫婦またはカップル ○ －
【担当部署・担当者氏名】　公益財団法人　ふくい女性財団
【電話、ＦＡＸ】　　　ＴＥＬ　0776－41－4254　　ＦＡＸ　0776－41－4260

詳細

471 福井県 -
福井県生活学習館　（委託先：公益財団法人
ふくい女性財団）

男性の家事・育児参画コース　新米パパ・ママ応援講座 子育て中の夫婦等 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　公益財団法人　ふくい女性財団
【電話、ＦＡＸ】　　　ＴＥＬ　0776－41－4254　　ＦＡＸ　0776－41－4260

詳細

472 福井県 - 特定非営利活動法人アントレセンター
起業家の息吹セミナー　ビジネスプラン作成講座　起業家交流会
福井発！ビジネスプランコンテスト　ジュニア起業家体験講座

中・高・大学生、女性、社会人で起業を志す方 ○ ○ ○ ○
http://entre.eyasaka.jp/
http://yalossa.jp/

【担当部署・担当者氏名】　　理事長　高原裕一
【電話、ＦＡＸ】　　０５０－３５４０－８５０６　０９０－３２９７－８６０９　FAX0776-28-0782

詳細

473 福井県 越前町 越前町　町内全小中学校・地域 男女共同参画気づき事業
各小中学校（　小学４・５年・中学１，２年対象　）
地域

○ －
【担当部署・担当者氏名】　　越前町男女共同参画・人権室　　高松千鶴
【電話、ＦＡＸ】　　0778-34-8715（電話)　　　0778-34-1235（ＦＡＸ）

詳細

474 福井県 勝山市 勝山市男女共同ネットワーク いちほまれ巻き寿司づくり 市内の若い父親層 ○
http://www.city.katsuyama.fukui.jp/doc
s/page/index.php?cd=163

【担当部署・担当者氏名】　勝山市総務部未来創造課　田中美穂
【電話、ＦＡＸ】　電話0779-88-1115　FAX0779-88-1119

詳細

475 福井県 勝山市
勝山市福祉・児童課（地域子育て支援セン
ター）

父親への子育て支援事業 市内 ○
http://www.city.katsuyama.fukui.jp/doc
s/page/index.php?cd=163

【担当部署・担当者氏名】　勝山市総務部未来創造課　田中美穂
【電話、ＦＡＸ】　電話0779-88-1115　FAX0779-88-1119

詳細

476 福井県 勝山市 勝山市ジオパークまちづくり課 わがまち魅力発散事業　ジオパークチャレンジ事業の部 女性団体及び若者団体 ○
http://www.city.katsuyama.fukui.jp/doc
s/page/index.php?cd=3636

【担当部署・担当者氏名】　勝山市総務部未来創造課　田中美穂
【電話、ＦＡＸ】　電話0779-88-1115　FAX0779-88-1119

詳細

477 福井県 高浜町 高浜町三松センター（住民生活課） 男性のための料理講座 町内在住の男性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　高浜町保健福祉課　保健グループ　山田　さよ子
【電話、ＦＡＸ】　電話0770-72-2493　FAX0770-72-2081

詳細

478 福井県 敦賀市 福井県敦賀市企画政策部市民協働課 デートＤＶ防止講座
保育園長、幼稚園長、市職員、小中高教諭等（Ｈ２
９）

○ －
【担当部署・担当者氏名】　敦賀市企画政策部市民協働課　主事　塚﨑　智代
【電話、ＦＡＸ】　ＴＥＬ0770-23-5411　　ＦＡＸ0770-23-5662
【メールアドレス】  danjo@ton21.ne.jp

詳細

479 福井県 敦賀市 福井県敦賀市企画政策部市民協働課 デートＤＶ被害防止啓発ポスター配布について 市内中学生、市内高校生（Ｈ２９） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　敦賀市企画政策部市民協働課　主事　塚﨑　智代
【電話、ＦＡＸ】　ＴＥＬ0770-23-5411　　ＦＡＸ0770-23-5662
【メールアドレス】  danjo@ton21.ne.jp

詳細

480 福井県 敦賀市 福井県敦賀市企画政策部市民協働課 デートＤＶ被害防止啓発マンガの配布について 市内中学生、市内高校生（Ｈ２９） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　敦賀市企画政策部市民協働課　主事　塚﨑　智代
【電話、ＦＡＸ】　ＴＥＬ0770-23-5411　　ＦＡＸ0770-23-5662
【メールアドレス】  danjo@ton21.ne.jp

詳細

481 福井県 福井市 福井市　女性活躍促進課 輝く女性の未来予想図セミナー 市内の女子学生 ○
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/jin
ken/event/josei.html

【担当部署・担当者名】　総務部未来づくり推進局　女性活躍促進課　　担当：中前
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　 電話：０７７６－２０－５３５３　　ＦＡＸ：０７７６－２０－１５３８

詳細

482 福井県 福井市 福井市　女性活躍促進課 ライフデザインツールの作成 市内の女子学生 ○ ○
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/jin
ken/event/josei.html

【担当部署・担当者名】　総務部未来づくり推進局　女性活躍促進課　　担当：中前
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　 電話：０７７６－２０－５３５３　　ＦＡＸ：０７７６－２０－１５３８

詳細

483 福井県 南越前町 南越前町　総務課 次世代育成セミナー 町内の中学２年生（学校単位で実施） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　南越前町総務課　三原
【電話、ＦＡＸ】　電話0778-47-8000　FAX0778-47-3261

詳細

484 福井県 越前市 越前市男女共同参画センター 「性」を通して考えるいのちの講演会 市内中学生 ○ －
【担当部署】　越前市　総務部　市民自治推進課　男女共同参画室
【電話】0778-22-3668　　【FAX】0778-22-3264

詳細

485 福井県 越前市 越前市男女共同参画センター パネルシアターや腹話術で楽しく学ぶ『じんけん』 年長児～小学校６年生 ○ －
【担当部署】　越前市　総務部　市民自治推進課　男女共同参画室
【電話】0778-22-3668　　【FAX】0778-22-3265

詳細

486 福井県 越前市 越前市男女共同参画センター こどもジェンダーのびのびカルタあそび 小学１年～５年生 ○ －
【担当部署】　越前市　総務部　市民自治推進課　男女共同参画室
【電話】0778-22-3668　　【FAX】0778-22-3266

詳細

487 福井県 越前市 越前市男女共同参画センター お買い物ごっこ 小学１年～３年生 ○ －
【担当部署】　越前市　総務部　市民自治推進課　男女共同参画室
【電話】0778-22-3668　　【FAX】0778-22-3267

詳細

488 福井県 越前市 越前市男女共同参画センター ホントに簡単なサンデーパパ料理　　　～家族のために～ ２０代～３０代 ○ －
【担当部署】　越前市　総務部　市民自治推進課　男女共同参画室
【電話】0778-22-3668　　【FAX】0778-22-3268

詳細

489 福井県 越前市 越前市男女共同参画センター
子どもを伸ばす父ちゃん、母ちゃん、じいちゃん、ばあちゃん！
～子どもの可能性を育てるコーチング～

市内認定子ども園保護者 ○ －
【担当部署】　越前市　総務部　市民自治推進課　男女共同参画室
【電話】0778-22-3668　　【FAX】0778-22-3269

詳細

490 福井県 越前市 越前市男女共同参画センター
身近なクールジャパンを体験しよう！～急須で味真野茶を入れてみ
よう～

年長～小学校６年生 ○ －
【担当部署】　越前市　総務部　市民自治推進課　男女共同参画室
【電話】0778-22-3668　　【FAX】0778-22-3270

詳細

491 福井県 越前市 越前市男女共同参画センター
身体と心で伝える親子のコミュニュケーション　～リトミックやベビー
マッサージ～

乳幼児と保護者 ○ －
【担当部署】　越前市　総務部　市民自治推進課　男女共同参画室
【電話】0778-22-3668　　【FAX】0778-22-3271

詳細

492 福井県 越前市 越前市男女共同参画センター めざせ防災マスター　～クイズで学ぶ防災の意識～ 小学１年生～５年生と大学生ボランティア ○ －
【担当部署】　越前市　総務部　市民自治推進課　男女共同参画室
【電話】0778-22-3668　　【FAX】0778-22-3273

詳細

493 福井県 越前市 越前市男女共同参画センター やってみよう！じぶんでおそうじ、おかたづけ 年長児～小学校６年生 ○ －
【担当部署】　越前市　総務部　市民自治推進課　男女共同参画室
【電話】0778-22-3668　　【FAX】0778-22-3274

詳細

494 福井県 越前市 越前市男女共同参画センター
パパママのための絵本セラピー　～読み聞かせってなぜいいの？
～

０～２才児と保護者 ○ －
【担当部署】　越前市　総務部　市民自治推進課　男女共同参画室
【電話】0778-22-3668　　【FAX】0778-22-3275

詳細

495 福井県 坂井市 坂井市　まちづくり推進課女性活躍推進室 わく・ワク・WORK　おしごとってなに？（お仕事体験） 小学生 ○
http://www.city.fukui-
sakai.lg.jp/jyosei/wakuwakuwork.html

【担当部署・担当者名】　総合政策部まちづくり推進課　女性活躍推進室　　担当：杉田
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　 電話：０７７６－５０－３０１８　　ＦＡＸ：０７７６－６６－４８３７

詳細

496 福井県 坂井市 坂井市　まちづくり推進課女性活躍推進室 赤ちゃん抱っこ体験学習 中学２年生、６か月から１歳前後の赤ちゃんと親 ○
http://www.city.fukui-
sakai.lg.jp/jyosei/kurashi/danjokyoudo
u/akatyandakko/akatyandakko.html

【担当部署・担当者名】　総合政策部まちづくり推進課　女性活躍推進室　　担当：新谷
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　 電話：０７７６－５０－３０１８　　ＦＡＸ：０７７６－６６－４８３７

詳細

497 山梨県 -
山梨県立男女共同参画推進センター・ぴゅあ
総合

サイエンスガールの未来を語ろう！ 山梨県内在住の女子中高生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　企画指導担当リーダー　田中卓郎
【電話、ＦＡＸ】　　055-235-4171　　　　055-235-1077

詳細

498 山梨県 -
山梨県立男女共同参画推進センター・ぴゅあ
総合

学校現場における男女共同参画教育 小・中・高・特別支援学校 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　企画指導担当リーダー　原田博史
【電話、ＦＡＸ】　　055-235-4171　　　　055-235-1077

詳細



都道府県別　男女共同参画に向けた若年層への働きかけに関する取組一覧

NO 都道府県 市区町村 実施主体名 取組名称 対象者
①学生向けセミ
ナー等の実施

②教員・保護者
向けセミナー等

の実施
③教材の作成

④好事例集など
の冊子発行

⑤相談窓口の設
置

⑥その他 参考ＵＲＬ 問合せ先 概要等

499 山梨県
山梨県立男女共同参画推進センター・ぴゅあ
富士

キッズキッチン 山梨県内在住の５歳～１２歳の子ども ○ －
【担当部署・担当者氏名】　山梨県立男女共同参画推進センターぴゅあ富士　山下裕
二
【電話、ＦＡＸ】　　0554-45-1666　　　　0554-45-1663

詳細

500 山梨県 北杜市 北杜市男女共同参画推進委員会
ほほえみ料理教室
～家族みんなで協力しよう！アウトドア料理（ 災害時にも役立つ）
～

北杜市在住の男女（小学生以上の親子など） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　北杜市企画部企画課　輿石和弘
【電話、ＦＡＸ】　　        　　　電話　0551-42-1321（直通）、FAX　0551-42-1129

詳細

501 山梨県 北杜市 北杜市男女共同参画推進委員会 家族みんなで家事シェアに挑戦！ 市内の中学２年生及びそのご家族 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　北杜市企画部企画課　輿石和弘
【電話、ＦＡＸ】　　        　　　電話　0551-42-1321（直通）、FAX　0551-42-1129

詳細

502 山梨県 北杜市 北杜市福祉部ほくとっこ元気課 高校生のための食育講座 高校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　北杜市福祉部ほくとっこ元気課　浅川　享子
【電話、ＦＡＸ】　　        　　　電話　0551-42-1321（直通）、FAX　0551-42-1129

詳細

503 山梨県 北杜市 北杜市福祉部ほくとっこ元気課 生命
イノチ

の授業 中学生とその保護者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　北杜市福祉部ほくとっこ元気課　浅川　享子
【電話、ＦＡＸ】　　        　　　電話　0551-42-1321（直通）、FAX　0551-42-1129

詳細

504 長野県 - 長野県県民文化部人権・男女共同参画課 学生による女性ロールモデルの紹介 大学生等の若年層他 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　人権・男女共同参画課 男女共同参画係　塩澤崚太
【電話、ＦＡＸ】　　        　　　電話　026-235-7102（直通）、FAX　026-235-7389

詳細

505 長野県 - 長野県男女共同参画センター デートDV防止セミナー 高校生、専門学校生、大学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　長野県男女共同参画センター　熊谷正子
【電話、ＦＡＸ】　０２６６－２２－５７８１、０２６６－２２－５７８３

詳細

506 長野県 - 長野県男女共同参画センター 中学校向けデートDV防止・性を大切にするセミナー 中学生及びその保護者 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　長野県男女共同参画センター　熊谷正子
【電話、ＦＡＸ】　０２６６－２２－５７８１、０２６６－２２－５７８３

詳細

507 長野県 - 長野県男女共同参画センター 教員向けデートDV防止研修 高校の教員 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　長野県男女共同参画センター　熊谷正子
【電話、ＦＡＸ】　０２６６－２２－５７８１、０２６６－２２－５７８３

詳細

508 長野県 - 長野県男女共同参画センター 学校向け男女共同参画基礎教育・キャリア教育講座 高校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　長野県男女共同参画センター　熊谷正子
【電話、ＦＡＸ】　０２６６－２２－５７８１、０２６６－２２－５７８３

詳細

509 長野県 岡谷市 長野県岡谷市企画課男女共同参画担当 男性の家庭参画 父親 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　企画課男女共同参画担当　　担当：松村佳江
【電話、ＦＡＸ】　　電話　0267-22-1700（内線2311）、ＦＡＸ　0267-23-8857

詳細

510 長野県 伊那市
長野県伊那市企画部企画政策課人権男女共
同参画係

男性の家事・育児参画 男性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　伊那市企画部企画政策課人権男女共同参画係　　担当：
北原静香
【電話、ＦＡＸ】　　電話　0265-78-4111（内線2145）、ＦＡＸ　0265-74-1250

詳細

511 長野県 駒ケ根市 長野県駒ケ根市総務課人権・男女共同推進室 男性の家庭参画 男性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　総務課人権・男女共同推進室　　担当：下澤猛
【電話、ＦＡＸ】　　電話　0265-83-2111（内線211）、ＦＡＸ　0265-83-4348

詳細

512 長野県 茅野市
長野県茅野市教育委員会生涯学習部生涯学
習課生涯学習係

パパのためのベビーダンス 育児中の男性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　教育委員会生涯学習部生涯学習課生涯学習係　担当：田
中美和
【電話、ＦＡＸ】　　電話　　0266-72-2101（内線634）、ＦＡＸ　0266-73-9843

詳細

513 長野県 南牧村 長野県南牧村住民課保健・衛生係 男の料理教室 男性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　教育委員会社会教育係　　担当：井出一生
【電話、ＦＡＸ】　　電話　0266-96-2104、ＦＡＸ　0267-96-2105

詳細

514 長野県 箕輪町
長野県箕輪町企画振興課若者・女性活躍推進
係

イクメン、カジメン育成講座 男性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　企画振興課若者・女性活躍推進係　　担当：清水ちふ美
【電話、ＦＡＸ】　　電話　0265-79-3111（内線234）、ＦＡＸ　0265-79-0230

詳細

515 長野県 - 長野県男女共同参画センター 女性への暴力被害防止セミナー 大学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　長野県男女共同参画センター　熊谷正子
【電話、ＦＡＸ】　０２６６－２２－５７８１、０２６６－２２－５７８３

詳細

516 長野県 - 長野県男女共同参画センター 父親向け子育てセミナー 育児中の男性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　長野県男女共同参画センター　熊谷正子
【電話、ＦＡＸ】　０２６６－２２－５７８１、０２６６－２２－５７８３

詳細

517 長野県 - 長野県男女共同参画センター プチ家事セミナー 男性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　長野県男女共同参画センター　熊谷正子
【電話、ＦＡＸ】　０２６６－２２－５７８１、０２６６－２２－５７８３

詳細

518 岐阜県 - 岐阜県女性の活躍推進課 男女共同参画リーフレット「考えよう女（ひと）と男（ひと）共生時代」 県内高校１年生 ○
http://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/kekk
on/danjo/danjokyodo/c11234/index_19745
.html

【担当部署・担当者氏名】　　岐阜県女性の活躍推進課　平井
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　058-272-8236、058-278-2611

詳細

519 岐阜県 - 岐阜県女性の活躍推進課 男女共同参画基礎講座 県内高校生、大学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　岐阜県女性の活躍推進課　平井
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　058-272-8236、058-278-2611

詳細

520 岐阜県 羽島市 羽島市企画部市民協働課 男女共同参画リーフレット「ひとりひとりが自分らしく」 中学２、３年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　羽島市　企画部市民協働課市民協働係　市川　美里
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　058-392-1111（内線2312）、058-394-0025

詳細

521 岐阜県 可児市 岐阜県可児市人づくり課 男女共同参画意識啓発副読本 市内公立中学校３年生 ○
人づくり課男女共同参画
http://www.city.kani.lg.jp/6498.htm　※本取組
の掲載は無し

【担当部署・担当者氏名】　可児市人づくり課　渡邉・川野
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　0574-62-1111、0574-62-1376

詳細

522 岐阜県 岐阜市
岐阜市　市民参画部　男女共生・生きがい推
進課

中学生向けの男女共同参画啓発誌（「大切なわたし　大切なあな
た」）

中学1年生及び教職員 ○ http://www.city.gifu.lg.jp/28134.htm
【担当部署・担当者氏名】　市民参画部　男女共生・生きがい推進課　　宇田
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　058-214-4792、058-265-8665

詳細

523 岐阜県 岐阜市
岐阜県岐阜市　公益財団法人岐阜市教育文
化振興事業団　岐阜市女性センター

平成２７年度　　お出かけお迎え101回！男女共同参画セミナー
　　　　　　　　　　「デートDV…今の恋愛、本当に良い関係ですか」

岐阜大学学生 ○ ○ https://gikyobun.or.jp/heartful/josei-c
【担当部署・担当者氏名】　岐阜市女性センター　所長　寺松みどり
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　058-268-1052、058-268-1057

詳細

524 岐阜県 岐阜市
岐阜県岐阜市　公益財団法人岐阜市教育文
化振興事業団　岐阜市女性センター

平成２８年度　　お出かけお迎え！男女共同参画セミナー
　　　　　　　　　　「デートDV考…今の恋愛、本当に良い関係ですか」

岐阜大学学生 ○ ○ https://gikyobun.or.jp/heartful/josei-c
【担当部署・担当者氏名】　岐阜市女性センター　所長　寺松みどり
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　058-268-1052、058-268-1057

詳細

525 岐阜県 岐阜市
岐阜県岐阜市　公益財団法人岐阜市教育文
化振興事業団　岐阜市女性センター

平成２８年度　　ハートフルネットぎふ合同企画
「なぜ女性の議員が必要なの？～女性参政権行使７０年　今、そし
てこれから～」

学生・一般 ○ ○ https://gikyobun.or.jp/heartful/josei-c
【担当部署・担当者氏名】　岐阜市女性センター　所長　寺松みどり
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　058-268-1052、058-268-1057

詳細

526 岐阜県 岐阜市
岐阜県岐阜市　公益財団法人岐阜市教育文
化振興事業団　岐阜市女性センター

平成２９年度　　お出かけお迎え！男女共同参画セミナー
　　　　　　　　　　「デートDV…今の恋愛、本当に良い関係ですか」

啓晴高等学校生徒 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　岐阜市女性センター　所長　寺松みどり
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　058-268-1052、058-268-1057

詳細

527 岐阜県 岐阜市
岐阜県岐阜市　公益財団法人岐阜市教育文
化振興事業団　岐阜市女性センター

平成２９年度　　ハートフルネットぎふ合同企画
「誰もが生きやすいい社会を～出番やよ！日本国憲法～」

学生・一般 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　岐阜市女性センター　所長　寺松みどり
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　058-268-1052、058-268-1057

詳細

528 岐阜県 岐阜市
岐阜県岐阜市　公益財団法人岐阜市教育文
化振興事業団　岐阜市女性センター

平成３０年度　男女共同参画講座「イマドキ事情 まずは親が学ぼ
う、思春期の性」

一般 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　岐阜市女性センター　所長　寺松みどり
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　058-268-1052、058-268-1057

詳細

529 岐阜県 瑞穂市 瑞穂市役所企画部総合政策課 学生×社会人ワールドカフェ
市内在住在学の学生（主に朝日大学生）及び市内
在住在勤の社会人 ○ http://www.city.mizuho.lg.jp/8570.htm

【担当部署・担当者氏名】　　　総合政策課　丹下
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　058-327-4128、058-327-4103

詳細

530 岐阜県 高山市 高山市　市民活動部　協働推進課
新社会人向けの啓発チラシ
「ワーク・ライフ・バランスについて考えよう」

市内企業新就職者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　市民活動部　協働推進課　小椋裕子
【電話、ＦＡＸ】　　              　 0577-35-3412、0577-35-3414

詳細

531 岐阜県 高山市 高山市　市民活動部　協働推進課
平成２９年度男女共同参画講演会
「家族の心理学～夫・父親として何をすべきか～」

一般・子育て世代の男性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　市民活動部　協働推進課　小椋裕子
【電話、ＦＡＸ】　　              　 0577-35-3412、0577-35-3414

詳細



都道府県別　男女共同参画に向けた若年層への働きかけに関する取組一覧

NO 都道府県 市区町村 実施主体名 取組名称 対象者
①学生向けセミ
ナー等の実施

②教員・保護者
向けセミナー等

の実施
③教材の作成

④好事例集など
の冊子発行

⑤相談窓口の設
置

⑥その他 参考ＵＲＬ 問合せ先 概要等

532 岐阜県 高山市 高山市　市民活動部　協働推進課
平成２９年度男女共同参画講座
「夫婦で学ぶ　イクメン☆チャレンジ講座」（全４回）

幼児・小学生の保護者
子育て世代の男性、夫婦

○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　市民活動部　協働推進課　小椋裕子
【電話、ＦＡＸ】　　              　0577-35-3412、0577-35-3414

詳細

533 岐阜県 多治見市 多治見市環境文化部くらし人権課 LGBT啓発リーフレット制作 平成30年の多治見市新成人 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　環境文化部　くらし人権課　水野秀仁
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　0572-22-1128　ＦＡＸ　0572-25-7233

詳細

534 岐阜県 多治見市 多治見市環境文化部くらし人権課
子どもの権利セミナー「性別って2つだけ?　～いろんな性別がいっ
ぱい!!～」実施

多治見市立共栄小学校の児童(5・6年生) ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　環境文化部　くらし人権課　水野秀仁
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　0572-22-1128　ＦＡＸ　0572-25-7233

詳細

535 岐阜県 瑞浪市 瑞浪市生活安全課 デートＤＶリーフレット配布
市内高等学校、短期大学、大学に通う生徒・学生お
よび新成人

○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　市民活動部　協働推進課　小椋裕子
【電話、ＦＡＸ】　　              　 0577-35-3412、0577-35-3414

詳細

536 岐阜県 郡上市 郡上市企画課 ともいきフェア 小さい子どもを持つお父さん、お母さん ○
http://www.city.gujo.gifu.jp/admin/detail/1103
.html

【担当部署・担当者氏名】　　　市長公室　企画課　和田淳子
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　0575-67-1121、0575-67-1711

詳細

537 岐阜県 北方町 北方町役場総務課 （仮）北方町男女共同参画講座　親子料理教室 子育て世代の親と子ども ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　総務課　長谷部
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　058-323-1111、058-323-2963

詳細

538 静岡県 -
静岡県くらし・環境部県民生活局男女共同参
画課

デートＤＶ防止出前セミナー 大学生、専門学生、高校生、教職員、保護者 ○ http://www.azarea-navi.jp/
【担当部署・担当者氏名】　静岡県男女共同参画課　伊藤陽子
【電話、ＦＡＸ】　電話054-221-2824　、ＦＡＸ054-221-2941

詳細

539 静岡県 磐田市 磐田市自治市民部地域づくり応援課 男女共同参画出前授業 市内小中学校 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　磐田市自治市民部地域づくり応援課　鈴木将祐
【電話、ＦＡＸ】　0538-37-4811（ＦＡＸ：0538-32-2353）

詳細

540 静岡県 磐田市 磐田市子ども部子育て支援課 わくわくパパママ教室 初めてパパママになる夫婦 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　磐田市子ども部子育て支援課　鈴木恵美
【電話、ＦＡＸ】　0538-37-4853（ＦＡＸ：0538-37-4631）

詳細

541 静岡県 磐田市 磐田市子ども部子育て支援課 イクメン応援講座 1～3歳の子どもを育てる両親と子 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　磐田市子ども部子育て支援課　鈴木恵美
【電話、ＦＡＸ】　0538-37-4853（ＦＡＸ：0538-37-4631）

詳細

542 静岡県 沼津市 沼津市 男女共同参画に係る職業講話 (1) 市内小中学校児童・生徒 ○
http://www.city.numazu.shizuoka.jp/shi
sei/commit/danjyo/kouza/h29/index.html

【担当部署・担当者氏名】　沼津市企画部地域自治課協働推進係　鈴木　茜
【電話、ＦＡＸ】　　（ＴＥＬ）０５５－９３４－４８０７　.／　（ＦＡＸ）０５５－９３１－２６０６

詳細

543 静岡県 沼津市 沼津市 男性の家庭参画促進講座 (2) 市内在住・在勤の家庭を持つ男性とその家族 ○
http://www.city.numazu.shizuoka.jp/shi
sei/commit/danjyo/kouza/h29/index.html

【担当部署・担当者氏名】　沼津市企画部地域自治課協働推進係　鈴木　茜
【電話、ＦＡＸ】　　（ＴＥＬ）０５５－９３４－４８０７　.／　（ＦＡＸ）０５５－９３１－２６０６

詳細

544 静岡県 富士宮市
富士宮市　市民交流課　女性が輝くまちづくり
推進室

男女共同参画セミナー（学童への出前セミナー）
幼稚園児、小学生、中学生の子供を持つ保護者お
よび子ども

○
http://www.city.fujinomiya.shizuoka.jp/citizen
/sf2plr00000026ye.html

【担当部署：市民部市民交流課女性が輝くまちづくり推進室　男女共同参画センター・
担当者氏名：鈴木　祥元】
【電話：０５４４－２２－０３４１、ＦＡＸ：０５４４－２２－０３２６】

詳細

545 静岡県 富士宮市
富士宮市　市民交流課　女性が輝くまちづくり
推進室（男女共同参画センター）

子育てママのリフレッシュ講座 未就学児を育児中の母親 ○
http://www.city.fujinomiya.shizuoka.jp/citizen
/sf2plr00000026ye.html

【担当部署：市民部市民交流課女性が輝くまちづくり推進室　男女共同参画センター・
担当者氏名：鈴木　祥元】
【電話：０５４４－２２－０３４１、ＦＡＸ：０５４４－２２－０３２６】

詳細

546 静岡県 富士宮市
富士宮市　市民交流課　女性が輝くまちづくり
推進室（男女共同参画センター）

男性の家庭参画講座（ママの笑顔・パパと過ごす時間講座） 育児中の父親、母親および新生児 ○
http://www.city.fujinomiya.shizuoka.jp/citizen
/sf2plr00000026ye.html

【担当部署：市民部市民交流課女性が輝くまちづくり推進室　男女共同参画センター・
担当者氏名：鈴木　祥元】
【電話：０５４４－２２－０３４１、ＦＡＸ：０５４４－２２－０３２６】

詳細

547 静岡県 富士宮市
富士宮市　市民交流課　女性が輝くまちづくり
推進室

人権教育講座（デートDV講座） 市内中学校の生徒（全校生徒） ○ －
【担当部署：市民部市民交流課女性が輝くまちづくり推進室・担当者氏名：秋葉　貴
広】
【電話：０５４４－２２－１３０７、ＦＡＸ：０５４４－２２－１２８４】

詳細

548 静岡県 富士宮市
富士宮市　市民交流課　女性が輝くまちづくり
推進室

小学校職業講話 市内小学校の生徒（高学年） ○ －
【担当部署：市民部市民交流課女性が輝くまちづくり推進室・担当者氏名：秋葉　貴
広】
【電話：０５４４－２２－１３０７、ＦＡＸ：０５４４－２２－１２８４】

詳細

549 静岡県 島田市 島田市産業観光部商工課 「育メン応援奨励金制度」創設
市内在住の育児休業を連続して５日間以上取得し
た男性労働者
及びその対象者を雇用している市内事業所

○
http://www.city.shimada.shizuoka.jp/shoukou/
ikumen.html

【担当部署・担当者氏名】　島田市産業観光部商工課　杉浦
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　ＴＥＬ：0547-36-7164　　　ＦＡＸ：0547-37-8200

詳細

550 静岡県 島田市 島田市産業観光部商工課 再就職応援セミナー 女性 ○
http://www.city.shimada.shizuoka.jp/shoukou/
ikumen.html

【担当部署・担当者氏名】　島田市産業観光部商工課　中嶋
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　ＴＥＬ：0547-36-7164　　　ＦＡＸ：0547-37-8200

詳細

551 静岡県 富士市 静岡県富士市多文化・男女共同参画課 小中学校における男女共同参画の視点からのキャリア教育授業 小学６年生、中学２年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　富士市多文化・男女共同参画課　青木
【電話、ＦＡＸ】　0545-55-2724

詳細

552 静岡県 富士市 静岡県富士市多文化・男女共同参画課 パパとママと子どもの子育て支援講座 幼児・小学生とその家族 ○ ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　富士市多文化・男女共同参画課　青木
【電話、ＦＡＸ】　0545-55-2724

詳細

553 静岡県 富士市 富士市産業支援センターf-Biz 起業支援施設f-Biz egg 市内外の起業を志す者 ○ http://fbizegg.i-ra.jp/
【担当部署】　富士市産業支援センター　f-Biz（エフビズ）
【電話、ＦＡＸ】　ＴＥＬ　0545-30-6363　、　ＦＡＸ　0545-30-6364

詳細

554 静岡県 富士市 富士市産業支援センターf-Biz、富士市商工会 創業塾　THE　BEST 市内外の起業を志す者 ○ http://f-biz.jp/archives/what_new/2581
【担当部署】　富士市産業支援センター　f-Biz（エフビズ）
【電話、ＦＡＸ】　ＴＥＬ　0545-30-6363　、　ＦＡＸ　0545-30-6364

詳細

555 静岡県 富士市 富士市福祉部、静岡県富士自動車学校 子供の貧困対策　社会人への運転スタート応援企画！ 富士市内の生活保護受給世帯の１８～２０歳 ○ http://fbiz.i-ra.jp/e1072196.html
【担当部署】　富士市産業支援センター　f-Biz（エフビズ）
【電話、ＦＡＸ】　ＴＥＬ　0545-30-6363　、　ＦＡＸ　0545-30-6364

詳細

556 静岡県 富士市 富士市産業支援センターf-Biz、常葉大学 法学部、経済学部　講義 常葉大学に通学する学生など ○ －
【担当部署】　富士市産業支援センター　f-Biz（エフビズ）
【電話、ＦＡＸ】　ＴＥＬ　0545-30-6363　、　ＦＡＸ　0545-30-6364

詳細

557 静岡県 函南町 函南町生涯学習課
お父さんと子どものそば打ち体験教室・お父さんと子どもの手づくり
パン教室

小学校４年～６年生までとその父親 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　函南町教育委員会　生涯学習課　担当；鈴木
【電話、ＦＡＸ】　　Tel;055-979-1733、Fax;055-979-1744

詳細

558 静岡県 函南町 函南町子育て支援課～子育て交流センター～ パパ力UP講座　「子どもとの関係がよくなる言葉がけ」 3～5歳までのお子さんをもつパパ（保護者） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　函南町厚生部子育て支援課　担当；渡辺
【電話、ＦＡＸ】　　Tel;055-979-8133、Fax;055-979-817１

詳細

559 静岡県 湖西市 湖西市 高校生のための夢・応援セミナー 高校生（男女）と保護者 ○
http://www.city.kosai.shizuoka.jp/1184
0.htm

【担当部署・担当者氏名】　市民経済部　産業振興課　梅田
【電話、ＦＡＸ】　　053-576-1215、053-576-1115

詳細

560 静岡県 藤枝市 藤枝市男女共同参画課 パパママ講座（ふじえだイクメン養成講座） ０～１歳児の男性保護者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　男女共同参画課　安達
【電話、ＦＡＸ】　　０５４－６４３－３１９８，０５４－６４３－３３２７

詳細

561 静岡県 藤枝市 藤枝市男女共同参画課 ふれあい体験学習（小学生マイジョブ講座）
基本は小学６年生の学年単位とするが、学校が希
望する学年に柔軟に対応する

○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　男女共同参画課　安達
【電話、ＦＡＸ】　　０５４－６４３－３１９８，０５４－６４３－３３２７

詳細

562 静岡県 藤枝市 藤枝市男女共同参画課 ふれあい体験学習（中学生マイジョブ講座）
基本は中学１年生のクラス単位とするが、学校が希
望する学年に柔軟に対応する

○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　男女共同参画課　安達
【電話、ＦＡＸ】　　０５４－６４３－３１９８，０５４－６４３－３３２７

詳細

563 静岡県 吉田町 吉田町 パパママ教室 妊婦とその夫 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　健康づくり課　　増田稔生子
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　電話０５４８－３２－７０００　ＦＡＸ０５４８－３２－７４６２

詳細

564 静岡県 吉田町 吉田町 吉田町放課後児童クラブ事業 小学校第1学年から小学校第6学年までの児童 ○ http://www.town.yoshida.shizuoka.jp
【担当部署・担当者氏名】　　　こども未来課・久米吉之
【電話、ＦＡＸ】　　0548-33-2153、0548-33-2155

詳細
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565 静岡県 吉田町 吉田町、吉田町女性団体連絡協議会 よしだ未来フォーラム（男女共同参画推進講演会） 町民 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　企画課　片山真理子
【電話、ＦＡＸ】　0548-33-2135、0548-33-2162

詳細

566 静岡県 吉田町 吉田町、学校法人常葉学園 吉田町ジュニア防災士養成講座 吉田中学校　１～３年生の希望者（男女問わず） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　防災課　大塚奈穂
【電話、ＦＡＸ】　　0548-33-2164、0548-32-6121

詳細

567 静岡県 伊豆の国市 伊豆の国市 パパママ学級 妊婦とその夫 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　健康づくり課
【電話、ＦＡＸ】　　055-949-6820、055-949-7177

詳細

568 静岡県 菊川市 菊川市 男女共同参画に係る絵本の読み聞かせ 市内全幼稚園・保育園・認定こども園年長児 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　地域支援課　市民協働係
【電話、ＦＡＸ】　　0537-35-0925、0537-35-0977

詳細

569 静岡県 菊川市 菊川市 男女共同参画に係る職業講話 市内小学校児童・教員 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　地域支援課　市民協働係
【電話、ＦＡＸ】　　0537-35-0925、0537-35-0977

詳細

570 静岡県 伊豆市 伊豆市 男女共同参画出前講座 市内保育園・幼稚園の保護者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　伊豆市総合戦略課　担当：山本　有梨佳
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　0558-74-3066／0558-72-6588

詳細

571 静岡県 伊豆市 伊豆市 男女共同参画出前講座 市内小中学校の生徒 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　伊豆市総合戦略課　担当：山本　有梨佳
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　0558-74-3066／0558-72-6588

詳細

572 静岡県 伊豆市 伊豆市 父親教室 小学校低学年までの子がいる父親 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　伊豆市こども課　　　担当：杉山　直美
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　0558-72-9864／0558-72-1196

詳細

573 静岡県 掛川市 掛川市 イチからわかるデートＤＶ 女性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　掛川市企画政策課男女協働係
【電話、ＦＡＸ】　　0537-21-1127、0537-21-1167

詳細

574 静岡県 袋井市 袋井市総務部協働まちづくり課 ☆男女共同参画セミナー（パッククッキング、防災グッズ作り） 夫婦（パパのみ・ママのみも可）・未就学児～小学生 ○
http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/ku
rashi/kurashi_tetsuzuki/machizukuri/da
njokyodo/1520237500272.html

【担当部署・担当者氏名】　袋井市総務部協働まちづくり課　鎌田
【電話、ＦＡＸ】　0538-44-3107、0538-43-2132

詳細

575 静岡県 静岡市 静岡市市民局男女参画・多文化共生課 学校出前講座「豊かなセクシュアリティ」 小学生および中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　静岡市市民局　男女参画・多文化共生課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　男女共同参画推進係　中村泰斗
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　電話054-221-1349／FAX054－221－1782

詳細

576 静岡県 静岡市 静岡市市民局男女参画・多文化共生課 中学生向け男女共同参画副読本の作成 中学生（中学１年生に配付） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　静岡市市民局　男女参画・多文化共生課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　男女共同参画推進係　工藤衣莉
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　電話054-221-1349／FAX054－221－1782

詳細

577 静岡県 静岡市 静岡市女性会館 デートDV学校出前講座 高校生（学校によって対象学年が異なる） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　静岡市女性会館　担当：井藤喜美江
【電話、ＦＡＸ】　054-248-7330

詳細

578 静岡県 静岡市 静岡市女性会館 高校生のためのキャリアデザイン講座 高校１年生の女子 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　静岡市女性会館　担当：萩原美栄子
【電話、ＦＡＸ】　054-248-7330

詳細

579 静岡県 静岡市 静岡市女性会館 自己肯定感を育む　子どもの褒め方・しかり方 小学校低学年の子を持つ母親 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　静岡市女性会館　担当：井藤喜美江
【電話、ＦＡＸ】　054-248-7330

詳細

580 静岡県 静岡市 静岡市女性会館 静岡県立大学　キャリア形成とジェンダー「メンターカフェ」 大学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　静岡市女性会館　担当：井藤喜美江
【電話、ＦＡＸ】　054-248-7330

詳細

581 静岡県 静岡市 静岡市女性会館 未就園児の母親向け性教育（H30年度開催予定、講座名未定） 未就園児の母親 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　静岡市女性会館　担当：井藤喜美江
【電話、ＦＡＸ】　054-248-7330

詳細

582 静岡県 静岡市 静岡市女性会館
男女共同参画関連の卒論に取り組む学生さんのための
卒論応援プロジェクト　①情報交換会＆②発表会

男女共同参画関連の卒論に取り組む学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　静岡市女性会館　担当：谷口　年江
【電話、ＦＡＸ】　054-248-7330

詳細

583 静岡県 浜松市
浜松市男女共同参画推進事業　業務受託者
特定非営利活動法人 浜松男女共同参画協会

理系女子講座 女子中学生・女子高校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　市民部 ＵＤ・男女共同参画課・清水幸則
【電話、ＦＡＸ】　TEL 053-457-2561　　FAX 053-457-2750

詳細

584 静岡県 浜松市
浜松市男女共同参画推進事業　業務受託者
特定非営利活動法人 浜松男女共同参画協会

若者対象キャリア講座 専門学校、大学生など ○ －
【担当部署・担当者氏名】　市民部 ＵＤ・男女共同参画課・清水幸則
【電話、ＦＡＸ】　TEL 053-457-2561　　FAX 053-457-2750

詳細

585 静岡県 浜松市
浜松市男女共同参画推進事業　業務受託者
特定非営利活動法人 浜松男女共同参画協会

デートＤＶ防止出前講座「ステキな関係づくりのために」 １０～２０歳代学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　市民部 ＵＤ・男女共同参画課・清水幸則
【電話、ＦＡＸ】　TEL 053-457-2561　　FAX 053-457-2750

詳細

586 静岡県 浜松市
浜松市男女共同参画推進事業　業務受託者
特定非営利活動法人 浜松男女共同参画協会

リプロダクティブヘルス＆ライツ出前講座 １０～２０歳代学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　市民部 ＵＤ・男女共同参画課・清水幸則
【電話、ＦＡＸ】　TEL 053-457-2561　　FAX 053-457-2750

詳細

587 愛知県 豊橋市 豊橋市市民協働推進課 小学生向け啓発パンフレットの作成・配布 市内全小学6年生 ○
http:///www.city.toyohashi.lg.jp/2676.
htm

【担当部署・担当者名】豊橋市市民協働推進課　峠田
【電話、ＦＡＸ】　電話：0532-51-2188　FAX：0532-56-5128

詳細

588 愛知県 豊橋市 豊橋市市民協働推進課 デートＤＶ出前講座 市内高校生 ○ －
【担当部署・担当者名】豊橋市市民協働推進課　上田
【電話、ＦＡＸ】　電話：0532-51-2188　FAX：0532-56-5128

詳細

589 愛知県 豊橋市 豊橋市市民協働推進課 高校生向けキャリアデザイン支援事業 東三河在住在学の高校生 ○ －
【担当部署・担当者名】豊橋市市民協働推進課　上田
【電話、ＦＡＸ】　電話：0532-51-2188　FAX：0532-56-5128

詳細

590 愛知県 豊橋市 豊橋市こども未来政策課 大学生ライフキャリアプランセミナー 市内大学生 ○ －
【担当部署・担当者名】豊橋市こども未来政策課　小野
【電話、ＦＡＸ】　電話：0532-51-2382　FAX：0532-56-6050

詳細

591 愛知県 岡崎市 岡崎市男女共同参画課 ユースリーダー養成講座 大学生、短大生、専門学校生、大学院生 ○ －
【担当部署】岡崎市男女共同参画課
【電話、FAX】TEL：0564-23-6222　FAX：0564-23-6626

詳細

592 愛知県 岡崎市 岡崎市男女共同参画課 パパと一緒に給食を作ろう！食べよう！～韓国料理に挑戦！～ 市内在住又は在勤のお父さんと子ども（小学生） ○ －
【担当部署】岡崎市男女共同参画課
【電話、FAX】TEL：0564-23-6222　FAX：0564-23-6626

詳細

593 愛知県 岡崎市
岡崎市こども部保育課総合子育て支援セン
ター

パパのためのひろば 就園前の児童と父親 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　岡崎市役所こども部保育課総合子育て支援センター・大池
【電話、ＦＡＸ】0564-26-0706　0564-26-6711

詳細

594 愛知県 岡崎市
岡崎市こども部保育課総合子育て支援セン
ター

子育て講座「復職セミナー」 就学前の子育て世代 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　岡崎市役所こども部保育課総合子育て支援センター・大池
【電話、ＦＡＸ】0564-26-0706　0564-26-6711

詳細

595 愛知県 岡崎市 岡崎市男女共同参画課 パパと子どものパン作り教室 市内在住または在勤の父親と子ども（小学生） ○ －
【担当部署】岡崎市男女共同参画課
【電話、FAX】TEL：0564-23-6222　FAX：0564-23-6626

詳細

596 愛知県 岡崎市
岡崎市こども部保育課総合子育て支援セン
ター

子育て講座「パパ講座」 就園前の児童と父親 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　岡崎市役所こども部保育課総合子育て支援センター・大池
【電話、ＦＡＸ】0564-26-0706　0564-26-6711

詳細

597 愛知県 岡崎市
岡崎市こども部保育課総合子育て支援セン
ター

情報紙「すくすく」第277号、第287号 就学前の子育て世代 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　岡崎市役所こども部保育課総合子育て支援センター・大池
【電話、ＦＡＸ】0564-26-0706　0564-26-6711

詳細



都道府県別　男女共同参画に向けた若年層への働きかけに関する取組一覧

NO 都道府県 市区町村 実施主体名 取組名称 対象者
①学生向けセミ
ナー等の実施

②教員・保護者
向けセミナー等

の実施
③教材の作成

④好事例集など
の冊子発行

⑤相談窓口の設
置

⑥その他 参考ＵＲＬ 問合せ先 概要等

598 愛知県 瀬戸市 瀬戸市まちづくり協働課 リケジョ支援プログラム（集まれ！サイエンスガール）開催
市内在住・在学の理系学部の進学を考えている女
子小・中学生とその保護者

○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】
瀬戸市市長直轄組織まちづくり協働課協働第１係
【電話、ＦＡＸ】（電話）0561-88-2801、（ＦＡＸ）0561-88-2803

詳細

599 愛知県 瀬戸市 瀬戸市まちづくり協働課 男性の家庭参画推進セミナー開催 男性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】
瀬戸市市長直轄組織まちづくり協働課協働第１係
【電話、ＦＡＸ】（電話）0561-88-2801、（ＦＡＸ）0561-88-2803

詳細

600 愛知県 瀬戸市 瀬戸市まちづくり協働課 子育てパパのキャンプ教室開催 子育て中の男性とその家族 ○ －
【担当部署・担当者氏名】
瀬戸市市長直轄組織まちづくり協働課協働第１係
【電話、ＦＡＸ】（電話）0561-88-2801、（ＦＡＸ）0561-88-2803

詳細

601 愛知県 瀬戸市 瀬戸市まちづくり協働課 男女共同参画啓発川柳の募集 小中学生の部・一般の部 ○ －
【担当部署・担当者氏名】
瀬戸市市長直轄組織まちづくり協働課協働第１係
【電話、ＦＡＸ】（電話）0561-88-2801、（ＦＡＸ）0561-88-2803

詳細

602 愛知県 春日井市 春日井市　市民生活部　男女共同参画課
デートDV防止啓発パンフレットの配布
「デートDVってなに？～お互いを大切にする関係とは～」

市内高校生（新１年生） ○
http://www.city.kasugai.lg.jp/shisei/s
ankaku/danjo/dv-t/datedvpamphlet.html

【担当部署】　春日井市男女共同参画課　男女共同参画担当
【電話、FAX】　電話：０５６８－８５－４４０１　FAX：０５６８－８５－７８９０

詳細

603 愛知県 春日井市 春日井市　市民生活部　男女共同参画課 デートDVセミナー 市内中学生、高校生、大学生等 ○ －
【担当部署】　春日井市男女共同参画課　男女共同参画担当
【電話、FAX】　電話：０５６８－８５－４４０１　FAX：０５６８－８５－７８９０

詳細

604 愛知県 豊川市 豊川市人権交通防犯課 デートDV防止研修会 市内の高等学校に在学する生徒 ○ －
【担当部署】豊川市市民部人権交通防犯課人権推進係

【電話、FAX】TEL：0533-89-2149　FAX：0533-89-2125（代表）
詳細

605 愛知県 豊川市 豊川市人権交通防犯課 ジェンダー標語募集事業
どなたでも。一般の部、小学生の部、中学生の部の
３部門。

http://city.toyokawa.lg.jp/shisei/danjokyod
osankaku/netyui/johoshucorner/index.html

【担当部署】豊川市市民部人権交通防犯課人権推進係
【電話、FAX】TEL：0533-89-2149　FAX：0533-89-2125（代表）

詳細

606 愛知県 豊川市 豊川市人権交通防犯課 男女共同参画啓発ポスター・習字募集事業 市内の小学校６年生 －
【担当部署】豊川市市民部人権交通防犯課人権推進係

【電話、FAX】TEL：0533-89-2149　FAX：0533-89-2125（代表）
詳細

607 愛知県 豊川市 豊川市人権交通防犯課 「Nobody’ｓPerfect～完璧な親なんていない～」講座 1歳から2歳11か月前後の子を子育て中の保護者 ○
http://city.toyokawa.lg.jp/shisei/danj
okyodosankaku/netyui/johoshucorner/ind
ex.html

【担当部署】豊川市市民部人権交通防犯課人権推進係
【電話、FAX】TEL：0533-89-2149　FAX：0533-89-2125（代表）

詳細

608 愛知県 豊川市 豊川市人権交通防犯課 「お父さんといっしょに☆簡単お菓子づくり教室」
市内在住在勤の方（主に父親とその子どもを対象と
する）親子12組

○
http://city.toyokawa.lg.jp/shisei/danj
okyodosankaku/netyui/johoshucorner/ind
ex.html

【担当部署】豊川市市民部人権交通防犯課人権推進係
【電話、FAX】TEL：0533-89-2149　FAX：0533-89-2125（代表）

詳細

609 愛知県 一宮市 一宮市 女子中高生のための進学応援セミナー
市内在住・在学の理系学部の進学を考えている女
子中学・高校生やその保護者

○
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/sh
isei/seisaku/1010059/1011554/1011772/i
ndex.html

【担当部署・担当者氏名】　　　企画部企画政策課　野村秀樹
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　電話：0586-28-8952　FAX：0586-73-9128

詳細

610 愛知県 半田市 半田市企画部市民協働課 小中学校出前授業 小中学生 ○ －
【担当部署：企画部市民協働課・担当者氏名：鈴木久美】
【電話：０５６９－８４－０６０９、ＦＡＸ：０５６９－８４－０６７２】

詳細

611 愛知県 刈谷市 刈谷市市民協働課 イクメンカレッジ 子育て中の男性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】市民協働課
【電話、ＦＡＸ】電話：０５６６－９５－０００２　ＦＡＸ：０５６６－２７－９６５２

詳細

612 愛知県 刈谷市 刈谷市子育て支援課 すくすくパパ広場 就園前の児童と保護者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　子育て支援課
【電話、ＦＡＸ】　0566-23-8877、0566-26-0505

詳細

613 愛知県 刈谷市 刈谷市子育て支援課 パパズライフプロジェクト　パパと一緒にわくわくマラソン ２歳から就園前の児童と父親 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　子育て支援課
【電話、ＦＡＸ】　0566-23-8877、0566-26-0505

詳細

614 愛知県 刈谷市 刈谷市子育て支援課 子育て講座 就園前の児童と保護者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　子育て支援課
【電話、ＦＡＸ】　0566-23-8877、0566-26-0505

詳細

615 愛知県 豊田市

豊田市（とよた男女共同参画センター、青少年
センター）、豊田市科学技術教育振興会、国立
大学法人名古屋工業大学男女共同参画推進
センター及び同大学女子学生団体彩綾～ＳＡＹ

理工系の魅力発信デー with 彩綾～ＳＡＹＡ～ 中高生、保護者、教員 ○ ○
http://clover-
toyota.jp/kouza/1441.html

【担当部署・担当者氏名】　とよた男女共同参画センター　森　友義
【電話、ＦＡＸ】　電話：０５６５－３１－７７８０、ＦＡＸ：０５６５－３１－３１７０

詳細

616 愛知県 安城市 愛知県安城市市民生活部市民協働課 みんなでつくる男女共同参画社会 市内全中学３年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　安城市役所市民協働課・満島美佐子
【電話、ＦＡＸ】　　電話：71-2218／ファクス72-3741

詳細

617 愛知県 西尾市 西尾市　地域振興部　地域支援協働課 若年者向け啓発事業 愛知県立西尾東高等学校の全生徒 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　西尾市　地域振興部　地域支援協働課　黒野
【電話・FAX】電話　0563－65－2178　FAX　0563－57－1314

詳細

618 愛知県 蒲郡市 蒲郡市 デートＤＶ防止講座 高校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　蒲郡市協働まちづくり課　尾﨑　有花
【電話、FAX】TEL：0533-66-1179　FAX：0533-66-1184

詳細

619 愛知県 蒲郡市 蒲郡市 ＬＧＢＴ理解講座 高校教員 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　蒲郡市協働まちづくり課　尾﨑　有花
【電話、FAX】TEL：0533-66-1179　FAX：0533-66-1184

詳細

620 愛知県 蒲郡市 蒲郡市 男女共同参画啓発パンフレット 中学１年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　蒲郡市協働まちづくり課　尾﨑　有花
【電話、FAX】TEL：0533-66-1179　FAX：0533-66-1184

詳細

621 愛知県 蒲郡市 蒲郡市 男女共同参画啓発作品募集
ポストカード：中学生
習字：小学校５・６年生
川柳：小学校５・６年生、中学生

○ －
【担当部署・担当者氏名】　蒲郡市協働まちづくり課　尾﨑　有花
【電話、FAX】TEL：0533-66-1179　FAX：0533-66-1184

詳細

622 愛知県 犬山市 犬山市市民部地域安全課 きらきら☆ユース向け出前講座 中学生 ○ －
【担当部署】　　市民部　地域安全課　地域担当
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　0568-44-0347（直通）　　0568-44-0367（ＦＡＸ）

詳細

623 愛知県 犬山市 犬山市市民部地域安全課 男女共同参画川柳（小学生の部、中・高生の部） 小学生、中学生、高校生 ○ －
【担当部署】　　市民部　地域安全課　地域担当
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　0568-44-0347（直通）　　0568-44-0367（ＦＡＸ）

詳細

624 愛知県 江南市 江南市企画部市民サービス課 男女共同参画啓発パンフレット　『「自分らしく」生きる！』 市内中学校１年生に配付（公立5校、私立1校） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　市民サービス課
【電話、ＦＡＸ】　電話　0587-54-1111　　ＦＡＸ　0587-53-0132

詳細

625 愛知県 新城市 新城市 地域産業総合振興施策推進事業 市内女性及び若手起業者 ○ －
【担当部署】新城市産業振興部商工政策課
【連絡先】TEL：0536-23-7634　FAX：0536-23-7047　MAIL：
shoukou@city.shinshiro.lg.jp

詳細

626 愛知県 東海市 東海市市民福祉部女性・子ども課 男女共同参画啓発講座  子育て中の人、子育てに興味のある人 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　女性・子ども課 土田眞平
【電話、ＦＡＸ】　電話 052-603-2211、ＦＡＸ 052-604-9290

詳細

627 愛知県 大府市 大府市青少年女性課
男女共同参画啓発パンフレット「男女共同参画社会の実現をめざし
て　大事にしたいね自分らしさ　あなたらしさ」の作成・配付

小学４年生、中学２年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　大府市　青少年女性課　　春名茜
【電話】０５６２－４５－６２１９　　　　　【FAX】０５６２－４７－７３２０

詳細

628 愛知県 知多市
知多市子ども未来部子ども若者支援課
若者女性支援室

①デートDV防止啓発パンフレットの配布
②男女共同参画啓発パンフレットの配布

①市内中学、高校、専門学校１年生
②市内中学２年生

○ －
【担当部署】知多市若者女性支援室
【電話・FAX】TEL:0562-36-2657　FAX：0562-33-8844

詳細

629 愛知県 尾張旭市
愛知県尾張旭市市民生活部市民活動課男女
共同参画係

「尾張旭市男女共同参画推進条例のあらまし～あなたらしさ　と　わ
たしらしさ～」

小学4年生 ○
https://www.city.owariasahi.lg.jp/sise
i/danjo/danjokyodo.html

【担当部署・担当者氏名】　　市民生活部市民活動課男女共同参画係　石川　礼奈
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　0561-76-8125（直通）　　0561-52-0831（ＦＡＸ）

詳細

630 愛知県 豊明市 愛知県　豊明市　市民協働課
①男女共同参画標語募集（表彰）
②男女共同参画　高校生向け理解講座

①市内小学生（５・６年生）、中学生、高校生
②市内高校生（３年生）

○
http://www.city.toyoake.lg.jp/siminkyo
do/danjo/senryu_index.html

【担当部署・担当者氏名】　　市民協働課　牧野
【電話、ＦＡＸ】　　　0562-92-8306　　　　0562-92-1141

詳細

631 愛知県 日進市 日進市市民生活部市民協働課 デートDV講座 市内高等学校に通学の高校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　共生共同係　武田裕子
【電話、ＦＡＸ】　電話：0561-73-3194　ＦＡＸ：0561-72-4603

詳細
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NO 都道府県 市区町村 実施主体名 取組名称 対象者
①学生向けセミ
ナー等の実施

②教員・保護者
向けセミナー等

の実施
③教材の作成

④好事例集など
の冊子発行

⑤相談窓口の設
置

⑥その他 参考ＵＲＬ 問合せ先 概要等

632 愛知県 日進市 日進市市民生活部市民協働課 子どもとすごそうプロジェクト 市内在住の小学生とその男性保護者 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　共生共同係　武田裕子
【電話、ＦＡＸ】　電話：0561-73-3194　ＦＡＸ：0561-72-4603

詳細

633 愛知県 日進市 日進市市民生活部市民協働課 トランスジェンダー理解促進用パンフレットの配布 市内通学の小学５年生とその保護者 ○ ○
http://www.city.nisshin.lg.jp/seisaku/22882/0
23051.html

【担当部署・担当者氏名】　共生共同係　武田裕子
【電話、ＦＡＸ】　電話：0561-73-3194　ＦＡＸ：0561-72-4603

詳細

634 愛知県 日進市 日進市市民生活部市民協働課 人権・男女共同参画教育研究委託
市内小中学校に通学する生徒・児童及びその保護
者

○ ○
http://www.city.nisshin.lg.jp/seisaku/danjosan
kaku/020092.html

【担当部署・担当者氏名】　共生共同係　武田裕子
【電話、ＦＡＸ】　電話：0561-73-3194　ＦＡＸ：0561-72-4603

詳細

635 愛知県 田原市 田原市男女共同参画推進懇話会 田原市民公募劇団による演劇公演
公募対象者：田原市民（特に小中学生及び高校
生に強く啓発）
公演観覧者：どなたでも

○ －
【担当部署】企画部企画課協働係
【電話・FAX】０５３１－２３－３５０７／０５３１－２３－０６６９

詳細

636 愛知県 田原市 田原市企画部企画課 男女共同参画啓発マンガ 小中学生・高校生・専門学生 ○ －
【担当部署】企画部企画課協働係
【電話・FAX】０５３１－２３－３５０７／０５３１－２３－０６６９

詳細

637 愛知県 田原市 田原市健康福祉部子育て支援課 「おとうさんとあそぼう」講座 おおむね１歳半から３歳の未就園児とその父親 ○ －
【担当部署】健康福祉部子育て支援課こども福祉係
【電話・FAX】０５３１－２３－３５１３／０５３１－２３－３５４５

詳細

638 愛知県 北名古屋市
NPO法人次世代健全育成サポートあひるっこ
北名古屋イクメンプロジェクト

父子手帳（平成28、29年度） 子どもが生まれる予定、幼児がいる父親 ○ －
宇福寺児童館
住所　愛知県北名古屋市宇福寺長田２８
電話番号　０５６８－２４－１５６０

詳細

639 愛知県 北名古屋市
イラスト募集：北名古屋市男女共同参画推進
事業実行委員会
リーフレット配布：北名古屋市

男女共同参画啓発リーフレット配布、きたなごや男女共同参画イラ
スト募集

市内全小学生（平成28年10月1日現在：5,026人） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　北名古屋市　総務部　市民活動推進課
【電話、ＦＡＸ】　0568-22-1111　　ＦＡＸ：0568-25-0611

詳細

640 愛知県 北名古屋市 北名古屋市　総務部　市民活動推進課 お手伝いカード配布 市内全小学生（平成28年10月1日現在：5,026人） ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　北名古屋市　総務部　市民活動推進課
【電話、ＦＡＸ】　0568-22-1111　　ＦＡＸ：0568-25-0611

詳細

641 愛知県 長久手市 愛知県長久手市くらし文化部たつせがある課 長久手市男女共同参画情報紙（中学生向け）「自分らしく」の発行 中学生 ○
http://www.city.nagakute.lg.jp/tatsuse/danjyo
_kyoudou/danjyokyoudoujyohousi.html

【担当部署・担当者氏名】　　くらし文化部たつせがある課交流推進係　長江
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　0561-56-0602、0561-63-2100

詳細

642 愛知県 設楽町 設楽町企画ダム対策課 男女共同参画に関する啓発パネルの掲示 町内の中学校と高校に在籍する生徒 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　企画ダム対策課　丸山
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　電話：0536-62-0514、ＦＡＸ：0536-62-1675

詳細

643 愛知県 - 愛知県産業労働部労政局労働福祉課 若手社員向け職場定着セミナー交流会 県内企業の若手社員（概ね入社3年以内） ○ －
【担当部署・担当者氏名】労働福祉課　施設・調整グループ
【電話、ＦＡＸ】電話052-954-6358　FAX052-954-6926

詳細

644 愛知県 - 愛知県産業労働部労政局労働福祉課 仕事と子育てインターンシップ事業 県内の学生 ○
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodof
ukushi/report.html

【担当部署・担当者氏名】労働福祉課　仕事と生活の調和推進グループ
【電話、ＦＡＸ】電話052-954-6360　FAX052-954-6926

詳細

645 愛知県 - 愛知県県民文化部男女共同参画推進課 女性の活躍キャリア形成推進事業 愛知県内の大学生 ○ ○
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/danjo
/jokatsu-joshigoto.html

【担当部署・担当者氏名】
　愛知県県民文化部男女共同参画推進課女性の活躍促進グループ
【電話、ＦＡＸ】（電話）052-954-6657、（ＦＡＸ）052-954-6951

詳細

646 愛知県 - 愛知県県民文化部男女共同参画推進課 女性の活躍理系女子応援事業 女子中高生（保護者・教員等） ○
http://www.pref.aichi.jp/danjo/jokatsu/rikei/i
ndex.html

【担当部署・担当者氏名】
　愛知県県民文化部男女共同参画推進課男女共同参画グループ（鶴藤）
【電話、ＦＡＸ】（電話）052-954-6179、（ＦＡＸ）052-954-6951

詳細

647 愛知県 名古屋市 名古屋市 デートDV出張講座 高校生、名古屋市に在住・在勤・在学する団体 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　名古屋市総務局総合調整部男女平等参画推進室
【電話、ＦＡＸ】　電話：052-972-2234　FAX：052－972-2234

詳細

648 愛知県 名古屋市 名古屋市 男女平等教育資料の配布 小学生～大学生 ○
http://www.city.nagoya.jp/shisei/categ
ory/49-2-0-0-0-0-0-0-0-0.html

【担当部署・担当者氏名】　名古屋市総務局総合調整部男女平等参画推進室
【電話、ＦＡＸ】　電話：052-972-2234　FAX：052－972-2234

詳細

649 愛知県 名古屋市 名古屋市 高校におけるデートＤＶ防止教育 名古屋市立高等学校の高校生 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　名古屋市教育委員会生涯学習部生涯学習課生涯学習係
【電話、ＦＡＸ】　電話：052-321-1571　FAX：052-321-1574

詳細

650 愛知県 名古屋市 名古屋市 共働きカップルのためのパパママ教室 名古屋市内に住所を有する共働きで妊娠中の夫婦 ○ ○
http://www.city.nagoya.jp/kodomoseisho
nen/page/0000009756.html

【担当部署・担当者氏名】　　名古屋市子ども青少年局子育て支援課母子保健係
【電話、ＦＡＸ】　電話：052-972-2629　　FAX：052-972-4419

詳細

651 愛知県 名古屋市 名古屋市 子ども･子育て支援センターにおける父親向け講座 父親または父親と子 ○ http://www.kosodate.city.nagoya.jp/
【担当部署・担当者氏名】　名古屋市子ども青少年局子育て支援課子育て支援係
【電話、ＦＡＸ】　電話：052-972-3083　　FAX：052-972-4419

詳細

652 愛知県 名古屋市 名古屋市 両親学級 名古屋市内に住所を有する妊婦とその夫等 ○
http://www.city.nagoya.jp/kodomoseisho
nen/page/0000009739.html

【担当部署・担当者氏名】　名古屋市子ども青少年局子育て支援課母子保健係
【電話、ＦＡＸ】　電話：052-972-2629　　FAX：052-972-4419

詳細

653 三重県 - 三重県教育委員会 人権学習指導資料等の作成 県内の教職員 ○
http://www.pref.mie.lg.jp/JINKYOUI/HP/
index.htm

【担当部署・担当者氏名】三重県教育委員会事務局 人権教育課 企画調整班
【電話】059-224-2732　【ＦＡＸ】059-224-3023

詳細

654 三重県 - 三重県子ども・福祉部少子化対策課 サンキュー育休ＨＡＮＤＢＯＯＫ
妊娠しているパートナーがいる男性、子育て世代の
男性

○
http://www.pref.mie.lg.jp/D1KODOMO/00011
7883.htm

【担当部署・担当者氏名】三重県子ども・福祉部少子化対策課少子化対策推進班
【電話】059-224-2404　【ＦＡＸ】059-224-2270

詳細

655 三重県 - 三重県子ども・福祉部少子化対策課 みえの育児男子ＨＡＮＤＢＯＯＫ～ＰＡＰＡ ＬＩＦＥ　in　Ｍｉｅ～ 子育て世代の父親 ○
http://www.pref.mie.lg.jp/D1KODOMO/00011
7883.htm

【担当部署・担当者氏名】三重県子ども・福祉部少子化対策課少子化対策推進班
【電話】059-224-2404　【ＦＡＸ】059-224-2270

詳細

656 三重県 - 三重県子ども・福祉部少子化対策課 従業員の結婚応援スタートブック 企業の人事担当者等 ○ －
【担当部署・担当者氏名】三重県子ども・福祉部少子化対策課少子化対策推進班
【電話】059-224-2404　【ＦＡＸ】059-224-2270

詳細

657 三重県 - 三重県子ども・福祉部少子化対策課 学生がライフプランを考えるワークショップ 大学・短大の学生（女性） ○ －
【担当部署・担当者氏名】三重県子ども・福祉部少子化対策課少子化対策推進班
【電話】059-224-2404　【ＦＡＸ】059-224-2270

詳細

658 三重県 - 三重県子ども・福祉部少子化対策課 職場及び地域における男性の子育て応援講座 子育て世代の父親 ○ －
【担当部署・担当者氏名】三重県子ども・福祉部少子化対策課子どもの育ち・家庭応援
班
【電話】059-224-2269　【ＦＡＸ】059-224-2270

詳細

659 三重県 - 三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」 i SELECT SHOP by I LADY 大学生を中心とした１０～２０代女性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　「フレンテみえ」　長谷川（事業担当）
【電話、ＦＡＸ】　電話：０５９－２３３－１１３０　FAX：０５９－２３３－１１３５

詳細

660 三重県 - 三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」 「デートＤＶ」に関するフレンテトーク 主に中・高校生・大学生 ○ ○
http://www.center-
mie.or.jp/frente/event/study

【担当部署・担当者氏名】　「フレンテみえ」　北川・樋口（事業担当）
【電話、ＦＡＸ】　　電話：０５９－２３３－１１３０　FAX：０５９－２３３－１１３５

詳細

661 三重県 四日市市 三重県四日市市市民文化部男女共同参画課 こどもさんかくカレッジ２０１７ 市内在住の小学生 ○
http://www.city.yokkaichi.mie.jp/danjo
/gaiyo/houkoku.html

【担当部署・担当者氏名】　三重県四日市市市民文化部男女共同参画課　松永
【電話、ＦＡＸ】　電話：０５９－３５４－８３３１、ＦＡＸ：０５９－３５４－８３３９

詳細

662 三重県 四日市市 三重県四日市市市民文化部男女共同参画課 こどもさんかくカレッジ２０１８ 市内在住の未就学児～小学６年生 ○
http://www.city.yokkaichi.mie.jp/danjo
/gaiyo/houkoku.html

【担当部署・担当者氏名】　三重県四日市市市民文化部男女共同参画課　松永
【電話、ＦＡＸ】　電話：０５９－３５４－８３３１、ＦＡＸ：０５９－３５４－８３３９

詳細

663 三重県 四日市市 三重県四日市市市民文化部男女共同参画課 さんかくカレッジ２０１７　夫婦講座
市内在住、通勤、通学の育休中または育休取得予
定の人とそのパートナー

○
http://www.city.yokkaichi.mie.jp/danjo
/gaiyo/houkoku.html

【担当部署・担当者氏名】　三重県四日市市市民文化部男女共同参画課　松永
【電話、ＦＡＸ】　電話：０５９－３５４－８３３１、ＦＡＸ：０５９－３５４－８３３９

詳細

664 三重県 四日市市 三重県四日市市市民文化部男女共同参画課 男女平等教育（デートＤＶ予防教育）出前講座
市内保育園児・幼稚園児・小学生・中学生・高校生・
大学生・教職員・ＰＴＡ等

○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　三重県四日市市市民文化部男女共同参画課　松永
【電話、ＦＡＸ】　電話：０５９－３５４－８３３１、ＦＡＸ：０５９－３５４－８３３９

詳細



都道府県別　男女共同参画に向けた若年層への働きかけに関する取組一覧

NO 都道府県 市区町村 実施主体名 取組名称 対象者
①学生向けセミ
ナー等の実施

②教員・保護者
向けセミナー等

の実施
③教材の作成

④好事例集など
の冊子発行

⑤相談窓口の設
置

⑥その他 参考ＵＲＬ 問合せ先 概要等

665 三重県 伊勢市 NPO男女共同参画れいんぼう伊勢
市長と話そう！れいんぼうカフェ「パパの育児を応援します！～子
どもたちの笑顔あふれる町に～」

主に子育て中の父親と母親 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　伊勢市役所　市民交流課　神生
【電話、ＦＡＸ】　電話：0596-21-5513　　ＦＡＸ：0596-21-5642

詳細

666 三重県 伊勢市 NPO男女共同参画れいんぼう伊勢
パパの育児を応援！～パパのための育児力UP講座＆ママのため
のヒーリングタイム～

5ヶ月から歩き始めていない赤ちゃんとその父親、母
親

○ －
【担当部署・担当者氏名】　伊勢市役所　市民交流課　神生
【電話、ＦＡＸ】　電話：0596-21-5513　　ＦＡＸ：0596-21-5642

詳細

667 三重県 鈴鹿市
ジェフリー15周年記念ふぇすた実行委員会，三
重県鈴鹿市男女共同参画課

ジェフリー15周年記念ふぇすた分科会「男女平等教育」出前講座 市内幼稚園児小学校生徒・教職員 ○ ○
ｈｔｔｐ：//ｗｗ
ｗ.danjokyodosankaku.city.suzuka.lg.jp/

【担当部署・担当者氏名】　　三重県鈴鹿市地域振興部男女共同参画課　兼子
【電話、ＦＡＸ】　　059-381-3113，059-381-3119

詳細

668 三重県 鈴鹿市
ジェフリー15周年記念ふぇすた実行委員会，三
重県鈴鹿市男女共同参画課

ジェフリー15周年記念ふぇすた分科会「デートＤＶ予防教育」出前講
座

市内中学校生徒・教職員 ○ ○
ｈｔｔｐ：//ｗｗ
ｗ.danjokyodosankaku.city.suzuka.lg.jp/

【担当部署・担当者氏名】　　三重県鈴鹿市地域振興部男女共同参画課　兼子
【電話、ＦＡＸ】　　059-381-3113，059-381-3119

詳細

669 三重県 鈴鹿市
ジェフリー15周年記念ふぇすた実行委員会，三
重県鈴鹿市男女共同参画課

ジェフリー15周年記念ふぇすた分科会「性的マイノリティ」出前講座 市内大学生・教職員 ○ ○
ｈｔｔｐ：//ｗｗ
ｗ.danjokyodosankaku.city.suzuka.lg.jp/

【担当部署・担当者氏名】　　三重県鈴鹿市地域振興部男女共同参画課　兼子
【電話、ＦＡＸ】　　059-381-3113，059-381-3119

詳細

670 三重県 名張市
三重県名張市 地域環境部 人権・男女共同参
画推進室

「知っていますか？デートDV」の配布 市内中学校・高等学校等の卒業生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　地域環境部人権・男女共同参画推進室　山本
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　0595-63-7559/0595-63-4677

詳細

671 三重県 鳥羽市 三重県鳥羽市健康福祉課　子育て支援室 デートDV啓発講座 高校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　健康福祉課子育て支援室
【電話、ＦＡＸ】　電話：0599-25－7221　　ＦＡＸ：0599-37-7186

詳細

672 三重県 鳥羽市 三重県鳥羽市健康福祉課　子育て支援室 デートDVを知っていますか～これから恋するあなたへ～ 高校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　健康福祉課子育て支援室
【電話、ＦＡＸ】　電話：0599-25－7221　　ＦＡＸ：0599-37-7186

詳細

673 三重県 志摩市
三重県志摩市役所市民生活部人権市民協働
課

志摩市男女共同参画小学生対象学習会
『わたしもボクも☆みんなイキイキ』

市内小学生４，５年生、教職員対象 ○ ○ ○ https://www.city.shima.mie.jp
【担当部署・担当者指名】志摩市役所　市民生活部　人権市民協働課　岸本・下村
【電話、FAX】TEL0599-44-0227　　FAX0599-44-5260

詳細

674 三重県 伊賀市 三重県伊賀市　人権生活環境部　人権政策課 「男女共同参画について自治体ができること」 三重大学　学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　三重県伊賀市人権生活環境部　人権政策課　岩野
【電話、ＦＡＸ】　　0595-22-9632，0595-22-9666

詳細

675 三重県 菰野町 三重県菰野町企画情報課・健康福祉課 子どもと作る★男性スイーツ教室 子ども（小学生以上）とその男性保護者 ○ ○
http://www2.town.komono.mie.jp/menu4356.h
tml

【担当部署・担当者氏名】　菰野町役場　企画情報課
【電話、ＦＡＸ】　ＴＥＬ059-391-1105　 FAX059-391-1188

詳細

676 三重県 玉城町 三重県玉城町　総合戦略課 ノーバディーズ・パーフェクト　～完璧な親なんていない～
１歳から３歳のお子さんを子育て中の方で全日程出
席できる方

○ －
【担当部署・担当者氏名】　子育て総合支援室
【電話、ＦＡＸ】　電話：0596-58-8000　　ＦＡＸ：0596-58-8688

詳細

677 三重県 玉城町 三重県玉城町　生活福祉課 父子手帳「たまパパNote」の配布 妊婦の夫 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　子育て総合支援室
【電話、ＦＡＸ】　電話：0596-58-8000　　ＦＡＸ：0596-58-8857

詳細

678 滋賀県 - 滋賀県 児童・生徒向け意識啓発事業 県内小中高校生 ○
http://www.pref.shiga.lg.jp/c/danjo/kankou/h
ukudokuhon.html

【担当部署・担当者氏名】　　女性活躍推進課　登
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　077-528-3771/ 077-528-4807

詳細

679 滋賀県 栗東市 きらめきＲｉｔｔｏ実行委員会 男女共同参画セミナー 高等学校１年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　栗東市市民政策部自治振興課　松本、島田
【電話、ＦＡＸ】　電話077-551-0290、ＦＡＸ077-551-0432

詳細

680 滋賀県 湖南市 滋賀県湖南市 湖南市役所ＪＫ課プロジェクト 市内在住または在学の女子高校生 ○ http://jkkonanshi.wixsite.com/konanshi-jk
【担当部署・担当者氏名】湖南市総合政策部地域創生推進課　宮村
【電話、ＦＡＸ】　TEL　０７４８－７１－２３１６　　FAX　０７４８－７２－２０００

詳細

681 滋賀県 甲賀市 甲賀市 デートＤＶ啓発出前授業 高等学校 ○ －

【担当部署・担当者氏名】
　こども政策課　家庭児童相談室　室長　福田
【電話、ＦＡＸ】　　電話：０７４８－６９－２１７７

ＦＡＸ：０７４８ ６９ ２２９８

詳細

682 滋賀県 甲賀市 甲賀市 成人式・新就職者激励会でのデートＤＶ啓発 成人式参加者、市内事業所に就職した新就職者 ○ －

【担当部署・担当者氏名】
　こども政策課　家庭児童相談室　室長　福田
【電話、ＦＡＸ】　　電話：０７４８－６９－２１７７

ＦＡＸ：０７４８ ６９ ２２９８

詳細

683 滋賀県 草津市 滋賀県草津市総合政策部男女共同参画室 中高生に対するデートＤＶ研修の実施 市内中学校、市内高等学校 ○ －
【担当部署・担当者氏名】滋賀県草津市総合政策部男女共同参画課・平田
【電話、ＦＡＸ】Tel: 077-565-1550  Fax: 077-561-2489

詳細

684 滋賀県 - メンズスタイル・MINAKUSAキッチン事務局 男性の料理教室と、イクメンネットワークの構築 高校生以上の男性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】メンズ・スタイルMINAKUSAキッチン事務局
【E-mail】　mens3793k@yahoo.co.jp

詳細

685 滋賀県 大津市 大津市、龍谷大学 Ｏｔｓｕプロジェクト－Ｗ「地元企業と女子大学生のマッチング事業」 学生（女子大学生中心）、地元中小企業経営者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　大津市政策調整部女性力室（人権・男女共同参画課）
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７７－５２８－２７９１　ＦＡＸ：０７７－５２７－６２８８

詳細

686 滋賀県 長浜市 滋賀県長浜市 パパチャレンジ講座及びカジイクジRAKU－RAKU講座
長浜市内の在住する、就学前（３歳児）以上から小
学生とその保護者（積極的に父親参加を促す）

○ －
【担当部署・担当者氏名】　長浜市役所　市民協働部人権施策推進課　福永
【電話、ＦＡＸ】　　　℡　0749-65-6560/Ｆａｘ　0749-64-0396

詳細

687 滋賀県 東近江市 滋賀県東近江市　人権・男女共同参画課 グッドパートナーセミナー 大学生及び一般市民 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　市民環境部　人権・男女共同参画課　中西
【電話、ＦＡＸ】　　　ＴＥＬ　0748-24-5620　　ＦＡＸ0748-24-0217

詳細

688 滋賀県 甲賀市 甲賀市 ワークライフバランス推進事業
市内企業の新就職者及び就職後３年以内の若手社
員

○ －
【担当部署・担当者氏名】商工労政課　女性活躍推進室　松岡
【電話、ＦＡＸ】0748-69-2189 / 0748-63-4087

詳細

689 滋賀県 大津市 大津市 男性従業員育児休業取得奨励金支給事業 市内在住男性 ○ －
【担当部署】大津市産業観光部商工労働政策課　【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７７－５２８－２
７５５、ＦＡＸ：０７７－５２３－４０５３

詳細

690 滋賀県 大津市 大津市 従業員の育児休業・育児休暇の取得推進に熱心な企業表彰 市内事業所 ○
http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/025/1601/g
/balance_mentalhealth/1478851347020.html

【担当部署】大津市産業観光部商工労働政策課　【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７７－５２８－２
７５５、ＦＡＸ：０７７－５２３－４０５３

詳細

691 滋賀県 彦根市
彦根市男女共同参画センター「ウィズ」(指定管
理者ウィズで集う会）

おやこ広場 乳幼児、未就学児と保護者 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　彦根市男女共同参画センター　　　　　「ウィズ」古野
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　0749-24-3529

詳細

692 京都府 - 京都府
大学生による男女共同参画ワールドカフェ（KYOのあけぼのフェス
ティバル）

大学生を含む府民 ○
http://www.pref.kyoto.jp/josei/new
s/29_akefes.html

【担当部署・担当者氏名】　府民生活部 男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】　TEL：075-414-4291／FAX：4293

詳細

693 京都府 - 京都府、京都経営者協会
高校生のためのフューチャーフォーラム　－先輩「リケジョ」と語ろう
－

京都府内の高校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　府民生活部 男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】　TEL：075-744-6701／FAX：6702

詳細



都道府県別　男女共同参画に向けた若年層への働きかけに関する取組一覧

NO 都道府県 市区町村 実施主体名 取組名称 対象者
①学生向けセミ
ナー等の実施

②教員・保護者
向けセミナー等

の実施
③教材の作成

④好事例集など
の冊子発行

⑤相談窓口の設
置

⑥その他 参考ＵＲＬ 問合せ先 概要等

694 京都府 舞鶴市
舞鶴市市民文化環境部人権啓発推進室啓発
推進課男女共同参画係

ＤＶ防止啓発セミナー 市民 ○ －
【担当部署】　男女共同参画係
【電話、ＦＡＸ】　電話　0773-66-1022   FAX 0773-62-9891

詳細

695 京都府 舞鶴市
舞鶴市市民文化環境部人権啓発推進室啓発
推進課男女共同参画係

デートＤＶ啓発防止リーフレットの作成・配布 市内中学生他 ○ －
【担当部署】　男女共同参画係
【電話、ＦＡＸ】　電話　0773-66-1022   FAX 0773-62-9891

詳細

696 京都府 綾部市 綾部市市民環境部人権推進課 男女共同参画子ども向け啓発冊子 市内小中学生 ○
http://www.city.ayabe.lg.jp/aicent
er/keihatsu/kodomo.html

【担当部署・担当者氏名】　綾部市市民環境部人権推進課　立藤江理
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　TEL:0773-42-1801／FAX:0773-42-1801

詳細

697 京都府 綾部市 綾部市市民環境部人権推進課 男女共同参画社会づくり図画・ポスターコンクール事業 市内小中学生 ○
http://www.city.ayabe.lg.jp/aicent
er/zugaposutajusyo.html

【担当部署・担当者氏名】　綾部市市民環境部人権推進課　立藤江理
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　TEL:0773-42-1801／FAX:0773-42-1801

詳細

698 京都府 綾部市 綾部市市民環境部人権推進課 デートＤＶカード 高校１年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　綾部市市民環境部人権推進課　立藤江理
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　TEL:0773-42-1801／FAX:0773-42-1801

詳細

699 京都府 宇治市 宇治市男女共同参画支援センター 自分を生きるともに生きる－10代のあなたへ－ 市内公立中学校3年生 ○ － 宇治市男女共同参画支援センター（TEL　0774-39-9377） 詳細

700 京都府 宇治市 宇治市男女共同参画支援センター デートＤＶ防止啓発しおり 新成人 ○ － 宇治市男女共同参画支援センター（TEL　0774-39-9377） 詳細

701 京都府 宇治市 宇治市子育て世代包括支援センター パパママ教室（妊娠・産後支援支援事業） 妊婦とその家族 ○ － 宇治市福祉こども部保健推進課（TEL　0774-22-3141㈹） 詳細

702 京都府 宇治市 宇治市子育て世代包括支援センター ネウボラセットの配付（妊婦面談事業） 妊婦とその家族 ○ － 宇治市福祉こども部保健推進課（TEL　0774-22-3141㈹） 詳細

703 京都府 長岡京市 女性交流支援センター デートDV防止啓発出前授業 市内高校生 ○ －
【担当部署】女性交流支援センター
【電話、FAX】　TEL　075-963-5501　FAX　075－963－5521

詳細

704 京都府 京田辺市 京田辺市市民部市民参画課 子どもを対象とした男女共同参画推進講座 市内小・中学生等 ○
http://www.kyotanabe.jp/soshiki/4-
10-0-0-0_56.html

【担当部署・担当者氏名】　京田辺市市民部市民参画課　寺本曜子
【電話、ＦＡＸ】　TEL0774-64-1314　　ＦＡＸ0774-64-1305

詳細

705 京都府 京田辺市 京田辺市市民部市民参画課 京たなべ男女共同参画週間「子育て講座」 市内に在住・通勤・通学する18歳以上の父親 ○
http://www.kyotanabe.jp/soshiki/4-
10-0-0-0_32.html

【担当部署・担当者氏名】　京田辺市市民部市民参画課　谷元なつ希
【電話、ＦＡＸ】　TEL0774-64-1314　　ＦＡＸ0774-64-1305

詳細

706 京都府 京田辺市 京田辺市市民部市民参画課 女性交流支援ルーム講座（ポケットサロン） 市内に在住・通勤・通学する女性 ○
http://www.kyotanabe.jp/soshiki/4-
10-0-0-0_28.html

【担当部署・担当者氏名】　京田辺市　女性交流支援ルーム　堀　美津代
【電話、ＦＡＸ】　0774-65-3709

詳細

707 京都府 京田辺市 京田辺市市民部市民参画課 女性の就職・チャレンジセミナー及び相談会 市内に在住・通勤・通学する女性 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　京田辺市　女性交流支援ルーム　堀　美津代
【電話、ＦＡＸ】　0774-65-3709

詳細

708 京都府 京田辺市 京田辺市市民部市民参画課 若い世代を対象としたデートDV防止啓発事業 市内にある公立高校の２年生 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　京田辺市　女性交流支援ルーム　堀　美津代
【電話、ＦＡＸ】　0774-65-3709

詳細

709 京都府 京田辺市 京田辺市市民部市民参画課 カジダン講座 市内に在住・通勤・通学する18歳以上の男性 ○
http://www.kyotanabe.jp/soshiki/4-
10-0-0-0_55.html

【担当部署・担当者氏名】　京田辺市市民部市民参画課　谷元なつ希
【電話、ＦＡＸ】　TEL0774-64-1314　　ＦＡＸ0774-64-1305

詳細

710 京都府 京丹後市 京丹後市市民環境部市民課 男性の料理教室 市内の小学生 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】市民環境部市民課人権・安全安心係　平岡麻美
【電話、ＦＡＸ】　　0772-69-0210，0772-62-6716

詳細

711 京都府 京丹後市 京丹後市市民環境部市民課 デートＤＶ防止講座 市内の高校生、中学生 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】市民環境部市民課人権・安全安心係　平岡麻美
【電話、ＦＡＸ】　　0772-69-0210，0772-62-6716

詳細

712 京都府 京丹後市 京丹後市市民環境部市民課 男女共同参画セミナー「自分のなかの怒りと上手に付き合う講座」 一般市民 ○ －
【担当部署・担当者氏名】市民環境部市民課人権・安全安心係　平岡麻美
【電話、ＦＡＸ】　　0772-69-0210，0772-62-6716

詳細

713 京都府 京丹後市 京丹後市市民環境部市民課 女性活躍研修 市内の事業所管理職、人事担当者、市職員 ○ －
【担当部署・担当者氏名】市民環境部市民課人権・安全安心係　平岡麻美
【電話、ＦＡＸ】　　0772-69-0210，0772-62-6716

詳細

714 京都府 京丹後市 京丹後市市民環境部市民課 男女共同参画啓発冊子の作成 市内の小学生、中学生、事業者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】市民環境部市民課人権・安全安心係　平岡麻美
【電話、ＦＡＸ】　　0772-69-0210，0772-62-6716

詳細

715 京都府 京丹後市 京丹後市市民環境部市民課 人権と男女共同参画共同イベント「みんなのつどい」 一般市民 ○ －
【担当部署・担当者氏名】市民環境部市民課人権・安全安心係　平岡麻美
【電話、ＦＡＸ】　　0772-69-0210，0772-62-6716

詳細

716 京都府 京丹後市 京丹後市市民環境部市民課 ＬＧＢＴ講演会 一般市民 ○ －
【担当部署・担当者氏名】市民環境部市民課人権・安全安心係　蒲田真穂
【電話、ＦＡＸ】　　0772-69-0210，0772-62-6716

詳細

717 京都府 京丹後市 京丹後市健康長寿福祉部健康推進課 プレパパ＆プレママスクール（両親学級） 京丹後市在住の妊婦とそのパートナー ○ http://www.city.kyotango.lg.jp
【担当部署・担当者氏名】健康長寿福祉部健康推進課予防係　野村亜紀子
【電話、ＦＡＸ】　　0772-69-0350，0772-62-1156

詳細

718 京都府 京丹後市 京丹後市健康長寿福祉部健康推進課 パパ＆ベビーサロン
京丹後市在住の概ね２～６か月までの子（第１子）と
その父親

○ http://www.city.kyotango.lg.jp
【担当部署・担当者氏名】健康長寿福祉部健康推進課予防係　野村亜紀子
【電話、ＦＡＸ】　　0772-69-0350，0772-62-1157

詳細

719 京都府 京丹後市 京丹後市総務部総務課 地域防災リーダー研修会 一般市民 ○ －
【担当部署・担当者氏名】総務部総務課防災係　西木勇互
【電話、ＦＡＸ】　　0772-69-0140，0772-69-0901

詳細

720 京都府 木津川市  女性センター
親子クッキング
デートＤＶ講座

市内在住・在勤の親子（子は小学生・中学生を
対象）
市内各小学校・中学校・幼稚園・保育園の校長
及び園長

○ ○ －
木津川市市民部人権推進課　男女共同参画係
TEL：0774-72-7719　ＦＡＸ：0774-72-1399

詳細

721 京都府 宇治田原町 宇治田原町子育て支援センター
「ハッピーママプロジェクト」子育て家庭応援事業
〇パパママ支援プラン　〇パパママ学びプラン

主に子育て中の親とその家族、地域の方々 ○ ○ － 宇治田原町　健康福祉部　健康児童課　TEL　0774-88-6636 詳細

722 京都府 京都市
京都市　文化市民局　共同参画社会推進部
男女共同参画推進課

「女性の活躍推進」のためのセミナー（女子学生向け）
市内在住・通学の女子学生（大学院・大学・短大・専
門学校生）

○ －
【担当部署・担当者氏名】
京都市文化市民局共同参画社会推進部男女共同参画推進課
【電話，ＦＡＸ】　　TEL075-222-3091　FAX075-222-3223

詳細

723 京都府 京都市
京都市男女共同参画センター（ウィングス京
都）

みんなで考える男女共同参画講座（出前講座） 市内の教職員・保護者・学生 ○ ○ https://www.wings-kyoto.jp/w-seminor/
【担当部署・担当者氏名】
公益財団法人京都市男女共同参画推進協会　事業企画課
【電話，ＦＡＸ】　TEL075-212-8013　FAX075-212-7460

詳細

724 京都府 京都市
京都市男女共同参画センター（ウィングス京
都）

理系女子応援セミナー
「未来のリケジョを応援する理科教室」

市内在住の小学生女児とその親（父母のいずれか） ○ ○
https://www.wings-
kyoto.jp/event/report-
all/rikejo1706.html

【担当部署・担当者氏名】
公益財団法人京都市男女共同参画推進協会　事業企画課
【電話，ＦＡＸ】　　TEL075-212-8013　FAX075-212-7460

詳細

725 京都府 京都市
京都市男女共同参画センター（ウィングス京
都）

ＤＶ予防講座 高校生，教職員 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】
公益財団法人京都市男女共同参画推進協会　事業企画課
【電話，ＦＡＸ】　TEL075-212-8013　FAX075-212-7460

詳細



都道府県別　男女共同参画に向けた若年層への働きかけに関する取組一覧

NO 都道府県 市区町村 実施主体名 取組名称 対象者
①学生向けセミ
ナー等の実施

②教員・保護者
向けセミナー等

の実施
③教材の作成

④好事例集など
の冊子発行

⑤相談窓口の設
置

⑥その他 参考ＵＲＬ 問合せ先 概要等

726 大阪府 - 大阪府 府内学校教職員向け研修 府内学校の教職員 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　大阪府府民文化部男女参画・府民協働課
　　　　　　　　　　　　　　　　男女共同参画グループ　丸本沙紀
【電話、ＦＡＸ】電話：０６－６２１０－９３２１（直通）、ＦＡＸ：０６－６２１０－９３２２

詳細

727 大阪府 - 大阪府
女性向けセミナー　働く女性の健康を応援！～心とカラダのセルフ
ケア術～

主に20～30代の女性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　大阪府府民文化部男女参画・府民協働課
　　　　　　　　　　　　　　　　男女共同参画グループ　丸本沙紀
【電話、ＦＡＸ】電話：０６－６２１０－９３２１（直通）、ＦＡＸ：０６－６２１０－９３２２

詳細

728 大阪府 - 大阪府
学生向けセミナー
｢理系女(リケジョ)に聞く！理系のミリョク～理系のミになる話｣

女子中高生・保護者・教員　等 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　大阪府府民文化部男女参画・府民協働課
　　　　　　　　　　　　　　　　男女共同参画グループ　丸本沙紀
【電話、ＦＡＸ】電話：０６－６２１０－９３２１（直通）、ＦＡＸ：０６－６２１０－９３２２

詳細

729 大阪府 - 大阪府 ライフデザインの描き方セミナー
府内の高等学校、大学、短期大学、専門学校の生
徒・学生及び学校関係者

○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　大阪府府民文化部男女参画・府民協働課
　　　　　　　　　　　　　　　　男女共同参画グループ　丸本沙紀
【電話、ＦＡＸ】電話：０６－６２１０－９３２１（直通）、ＦＡＸ：０６－６２１０－９３２２

詳細

730 大阪府 - 大阪府
ＯＳＡＫＡ輝（キラリ）塾「ロールモデルに出会える！働く女性の交流
会」

府内在住・在勤の就業中の女性（主に20～30代） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　大阪府府民文化部男女参画・府民協働課
　　　　　　　　　　　　　　　　男女共同参画グループ　丸本沙紀
【電話、ＦＡＸ】電話：０６－６２１０－９３２１（直通）、ＦＡＸ：０６－６２１０－９３２２

詳細

731 大阪府 - 大阪府 中・高・大学生向けセミナー｢輝け！ワタシたちのキャリアプラン｣ 女子中学生・高校生・大学生、保護者、教員　等 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　大阪府府民文化部男女参画・府民協働課
　　　　　　　　　　　　　　　　男女共同参画グループ　丸本沙紀
【電話、ＦＡＸ】電話：０６－６２１０－９３２１（直通）、ＦＡＸ：０６－６２１０－９３２２

詳細

732 大阪府 - 大阪府 OSAKAしごとフィールド運営事業 全求職者 ○ ○ http://shigotofield.jp/
【担当部署・担当者氏名】　商工労働部雇用推進室就業促進課　女性就業推進グルー
プ　阿比留
【電話】　06-6360-9073　　　【FAX】06-6360-9079

詳細

733 大阪府 -
大阪府福祉部子ども室子育て支援課（教育委
員会小中学校課、私学課）

就学前人権教育研究協議会 保育士、保育教諭等（子育て支援課） ○ －
【担当部署・担当者氏名】大阪府福祉部子ども室子育て支援課　認定こども園・保育グ
ループ　浦野　志穂
【電話、ＦＡＸ】電話０６－６９４４－６６７８　ＦＡＸ０６－６９４４－３０５２

詳細

734 大阪府 豊中市
豊中市人権政策課（とよなか男女共同参画推
進センターすてっぷ）

①デートDVホットライン、特別期間デートDVホットライン(平成29年
度上期まで）
②ガールズ相談（平成29年度下期から①→②へ変更）

①交際相手からの暴力や暴言などに悩む女性（友
人・家族からの相談可）
②交際相手からの暴力や暴言、バイトや仕事の契
約 親との関係などで悩む10～30代女性

○

http://www.toyonaka-
step.jp/05_counseling_room/datedv-
hotline.html
http://www toyonaka

【担当部署・担当者氏名】　　　すてっぷ相談　藤間
【電話、ＦＡＸ】　　　　TEL:06(6844)9739　FAX:06(6844)9706

詳細

735 大阪府 豊中市 豊中市こども未来部こども政策課 ライフデザイン支援講座 高校生年代から30歳未満の男女 ○ ○

http://www.city.toyonaka.osaka.jp/kosodate/k
osodate/lifedesign_kouza.html
http://www.city.toyonaka.osaka.jp/kosodate/k
osodate/lifedesign demae html

【担当部署・担当者氏名】　豊中市こども未来部こども政策課　奈良沙耶佳
【電話、ＦＡＸ】06-6858-2192（電話）、06-6854-9533（FAX）

詳細

736 大阪府 豊中市
豊中市人権政策課（とよなか男女共同参画推
進センターすてっぷ）

男女共同参画週間連携展示
すてっぷ情報ライブラリー利用者、市立図書館利用
者、学校図書館利用者

○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　すてっぷ情報ライブラリー　副主幹　藤池里美
【電話、ＦＡＸ】　　　　TEL:06(6844)9735　FAX:06(6844)9706

詳細

737 大阪府 豊中市
豊中市人権政策課（とよなか男女共同参画推
進センターすてっぷ）

人間関係や仕事がしんどい女子のための
①コミュニケーション講座、②気軽におしゃべりカフェタイム

生きづらさ・働きづらさを感じている39歳くらいまでの
子どものいない独身女性

○ －
【担当部署・担当者氏名】すてっぷ事業課 講座担当　藤長恵子
【電話、ＦＡＸ】06-6844-9773（電話）、06-6844-9706（FAX）

詳細

738 大阪府 箕面市 箕面市人権施策室
デートDV予防啓発事業
「その恋、だいじょうぶ？」

大学生、市民 ○
http://www.city.minoh.lg.jp/danjyo/kik
akuchousei/domesticviolence.html

【担当部署・担当者氏名】　人権文化部人権施策室　丸岡
【電話、ＦＡＸ】　TEL：072-724-6943 FAX：072-37-3003

詳細

739 大阪府 箕面市 箕面市人権施策室
デートDV予防啓発事業
「その恋、だいじょうぶ？」

高校生 ○
http://www.city.minoh.lg.jp/danjyo/kik
akuchousei/domesticviolence.html

【担当部署・担当者氏名】　人権文化部人権施策室　丸岡
【電話、ＦＡＸ】　TEL：072-724-6943 FAX：072-725-8360

詳細

740 大阪府 豊能町 豊能町生活福祉部住民人権課 女性活躍人材育成事業（とよのわたし研究室） 町内在住の子育て経験のある女性 ○
http://www.town.toyono.osaka.jp/page/page0
02559.html

【担当部署・担当者氏名】　　住民人権課　女性活躍推進室　南
【電話、ＦＡＸ】　　　TEL072-739-3418、FAX072-739-1980

詳細

741 大阪府 吹田市 吹田市立男女共同参画センター
デートDV予防啓発業務中学校出前授業
「よりよい人間関係の構築に向けて～知っていますか？デートDVの
こと～」

出前授業･･･市内の中学生 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】吹田市立男女共同参画センター・松村
【電話】06-6388-1451【FAX】06-6385-5411

詳細

742 大阪府 吹田市 吹田市立男女共同参画センター
高校生対象講座
「互いのこころとからだを尊重しよう」

市内の高校生 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】吹田市立男女共同参画センター・松村
【電話】06-6388-1451【FAX】06-6385-5411

詳細

743 大阪府 吹田市 吹田市立男女共同参画センター
デートDV予防啓発業務
「Love　For　The　First　Time～デートDV予防と吹田市の取組みに
ついて～」

市内の大学生 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】吹田市立男女共同参画センター・松村
【電話】06-6388-1451【FAX】06-6385-5411

詳細

744 大阪府 吹田市 吹田市市民部男女共同参画室 中学生向け男女共同参画啓発冊子「エール」の発行 市内全中学２年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　吹田市市民部男女共同参画室　紙谷
【電話】　０６－６３８４－１４６１　【ＦＡＸ】　０６－６３６８－７３４５

詳細

745 大阪府 高槻市 高槻市　人権・男女共同参画課
・デートＤＶ防止啓発リーフレットの作成・配布
・デートＤＶ研修「子どもをデートＤＶの被害者にも加害者にもさせな
いために～互いに尊重しあえるパートナーシップとは～」

市内小中学校教員・養護教諭 ○ ○
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kur
ashi/shiminkatsudo/kyodosankaku/dv/132
7975146977.html

【担当部署・担当者氏名】　人権・男女共同参画課　藤井裕之
【電話、ＦＡＸ】　電話：０７２－６７４－７５７５　　ＦＡＸ：０７２－６７４－７５７７

詳細

746 大阪府 茨木市 茨木市　市民文化部　人権・男女共生課 男女共同参画推進本部研修会
男女共同参画本部員のうち本部会員（係長級職員）
30歳代～40歳代の希望する職員

○ －
【担当部署・担当者氏名】　人権・男女共生課　吉田
【電話、ＦＡＸ】　072-620-1640、072-620-1725

詳細

747 大阪府 茨木市
茨木市　市民文化部　男女共生センター　ロー
ズＷＡＭ

ＷＡＭキッズ 子ども（主に小学生）とその保護者 ○ ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　男女共生センター　ローズＷＡＭ　藤井
【電話、ＦＡＸ】　072-620-9920、072-620-9921

詳細

748 大阪府 茨木市 茨木市　市民文化部　人権・男女共生課
デートＤＶ予防啓発冊子「あなたもわたしも大切に　～好きだからこ
そ、考えてみよう～」

誰でも（主に若年層に向けて）
市内中学校３年生には全員配付

○
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou
/shimin/jinken/menu/dv_date/date_dv/dv
_sasshi.html

【担当部署・担当者氏名】　人権・男女共生課　吉田
【電話、ＦＡＸ】　072-620-1640、072-620-1725

詳細

749 大阪府 茨木市
茨木市　市民文化部　男女共生センター　ロー
ズＷＡＭ

デートＤＶ予防啓発ワークショップ 誰でも（主に若年層に向けて） ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　男女共生センター　ローズＷＡＭ　藤井
【電話、ＦＡＸ】　072-620-9920、072-620-9921

詳細

750 大阪府 茨木市
茨木市　市民文化部　男女共生センター　ロー
ズＷＡＭ

ＬＧＢＴってなんだろう？ 誰でも（主に小中学校の教員） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　男女共生センター　ローズＷＡＭ　藤井
【電話、ＦＡＸ】　072-620-9920、072-620-9921

詳細

751 大阪府 茨木市
茨木市　市民文化部　男女共生センター　ロー
ズＷＡＭ

ガールズ電話相談 中・高・大学生とその年齢に相当する女性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　男女共生センター　ローズＷＡＭ　藤井
【電話、ＦＡＸ】　072-620-9920、072-620-9921

詳細

752 大阪府 摂津市 大阪府　摂津市　人権女性政策課 中学校への男女共同参画社会に関する出前講座 中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　市長公室　人権女性政策課　担当：大渡
【電話、ＦＡＸ】　　 06-6383-1324（直通）06-6319-5970（FAX）

詳細

753 大阪府 摂津市
大阪府　摂津市　人権女性政策課　男女共同
参画センター

デートDV予防授業出前講座
中学２年生または３年生（希望があれば高校生、保
護者へも実施可能）

○ －
【担当部署・担当者氏名】　市長公室　人権女性政策課　（男女共同参画センター）担
当：篠﨑
【電話、ＦＡＸ】　　 06-4860-7112、06-4860-7113

詳細

754 大阪府 島本町 島本町立人権文化センター
男女共同参画講座　スマイルセミナー
「デートＤＶ防止教室」

町内の府立高校1・2年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　島本町立人権文化センター　　近藤　美穂
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　電話　075-962-0402　　ＦＡＸ　075-962-4499

詳細

755 大阪府 島本町 島本町立人権文化センター
男女共同参画講座　スマイルセミナー
「日常にちょっとひと工夫でできるプチ家事入門」

どなたでも（主なターゲットは若年層の家族） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　島本町立人権文化センター　　近藤　美穂
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　電話　075-962-0402　　ＦＡＸ　075-962-4499

詳細

756 大阪府 島本町 島本町立人権文化センター
男女共同参画講座　スマイルセミナー
「子育てがちょっと楽になる！ママ自身を大切にする子育てのヒケ
ツ」

子育て中、今後子育てをされる方 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　島本町立人権文化センター　　近藤　美穂
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　電話　075-962-0402　　ＦＡＸ　075-962-4499

詳細

757 大阪府 島本町 島本町立人権文化センター
男女共同参画講座　スマイルセミナー
「働く＆働きたいママさん応援セミナー　両立のカギは巻き込み力！
周囲を気持ちよく巻き込む方法」

働いているママ・働きたいママ
仕事と家庭を上手に両立したいママ

○ －
【担当部署・担当者氏名】　島本町立人権文化センター　　近藤　美穂
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　電話　075-962-0402　　ＦＡＸ　075-962-4499

詳細
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NO 都道府県 市区町村 実施主体名 取組名称 対象者
①学生向けセミ
ナー等の実施

②教員・保護者
向けセミナー等

の実施
③教材の作成

④好事例集など
の冊子発行

⑤相談窓口の設
置

⑥その他 参考ＵＲＬ 問合せ先 概要等

758 大阪府 島本町 島本町立人権文化センター
男女共同参画講座　スマイルセミナー
「パパとこどものクッキング～今日からあなたもキラキラ家庭シェフ
～」

パパとお子さん（中学３年生まで） ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　島本町立人権文化センター　　近藤　美穂
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　電話　075-962-0402　　ＦＡＸ　075-962-4499

詳細

759 大阪府 島本町 島本町立人権文化センター
男女共同参画講座　スマイルセミナー
「夫婦で知ろう♪産後ライフ！～知って、わかって、Ｂｅ　ＨＡＰＰＹ！
～」

どなたでも（主なターゲットは産後の夫婦及びこれか
ら出産を予定している夫婦）

○ －
【担当部署・担当者氏名】　島本町立人権文化センター　　近藤　美穂
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　電話　075-962-0402　　ＦＡＸ　075-962-4499

詳細

760 大阪府 島本町 島本町立人権文化センター
男女共同参画講座　スマイルセミナー
「ＬＧＢＴ講座（仮）」

どなたでも（主なターゲットは若年層及びその保護
者）

○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　島本町立人権文化センター　　近藤　美穂
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　電話　075-962-0402　　ＦＡＸ　075-962-4499

詳細

761 大阪府 守口市 大阪府守口市人権室 デートＤＶ防止啓発リーフレットの配布 守口市内の高等学校４校及び大学１校の在籍者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　守口市役所市民生活部人権室
【電話、ＦＡＸ】　　　　06-6992-1512（直通）、　06-6998-3603

詳細

762 大阪府 枚方市 大阪府枚方市市長公室人権政策室 ＤＶ予防教育プログラム 市立小学校4年生の児童及び教職員 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】市長公室人権政策室  上村・橋本
【電話】050-7102-3239　【FAX】072-843-5637

詳細

763 大阪府 枚方市 大阪府枚方市市長公室人権政策室 デートＤＶ防止ハンドブック 市立中学校の生徒、市内高校生･大学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】市長公室人権政策室　上村・橋本
【電話】050-7102-3239　【FAX】072-843-5637

詳細

764 大阪府 寝屋川市 寝屋川市人・ふれあい部人権文化課 男女共同参画啓発冊子の作成
市内公立の幼稚園、保育所、小学校、中学校の
児童、生徒、保護者、教職員

○
http://www.city.neyagawa.osaka.jp/orga
nization_list/hito_fureai/zinkenbunka/
danjokyodosankaku/1521010670005.html

【人権文化課・担当：出口】
【電話　072-824-1181  　 ＦＡＸ　072-825-2638 】

詳細

765 大阪府 大東市 大東市人権室　男女共同参画グループ
大東市男女共同参画に関する児童等（小学生・中学生・高校生・大
学生）意識調査

小学生・中学生・高校生・大学生 ○
http://www.city.daito.lg.jp/kakukakara
noosirase/shiminseikatsu/jinken/index.
html

【担当部署・担当者氏名】　　人権室　男女共同参画グループ
【電話】　072－800－3255（直通）、　【ＦＡＸ】　072－872－2268

詳細

766 大阪府 四條畷市 四條畷市人権・市民相談課
対等な関係って？
～デートDVについて考えよう～

市内小中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　人権・市民相談　白井
【電話、ＦＡＸ】　　　TEL　072-877-2121/FAX　072-879-5955

詳細

767 大阪府 交野市 交野市 おりひめジョブフェスタ 主に就職・起業を希望する女性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　総務部人権と暮らしの相談課　白倉
【電話、FAX】　072-817-0997、072-817-0998

詳細

768 大阪府 東大阪市 大阪府東大阪市人権文化部男女共同参画課 男女共同参画社会にむけて　ひとことメッセージ 小学生・中学生・高校生・一般 ○
http://www.ikoramu.com/html/event.php?
mode=show&seq=152

【担当部署・担当者氏名】　東大阪市人権文化部男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】　TEL(06)4309-3300  FAX(06)4309-3823

詳細

769 大阪府 八尾市 八尾市　人権文化ふれあい部　人権政策課 デートＤＶ啓発リーフレットの配付 市内の中学校の生徒 ○
http://www.city.yao.osaka.jp/000002389
5.html

【担当部署・担当者氏名】　八尾市人権文化ふれあい部人権政策課
【電話、ＦＡＸ】　ＴＥＬ：０７２－９２４－３８９４　ＦＡＸ：０７２－９２４－０１７５

詳細

770 大阪府 柏原市 柏原市市民部人権推進課 働きたいあなたの応援講座 就職・再就職を希望する女性、学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　柏原市　市民部人権推進課　乕田かおり
【電話】072-972-1544　【ＦＡＸ】072-972-2131

詳細

771 大阪府 柏原市 柏原市市民部人権推進課 男性のための料理教室 初心者の男性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　柏原市　市民部人権推進課　乕田かおり
【電話】072-972-1544　【ＦＡＸ】072-972-2131

詳細

772 大阪府 富田林市 富田林市人権政策課
男女共同参画関連講座
「メンズクッキングスクール　男性が作るおうちごはん教室」

市内在住・在勤・在学の普段料理をすることが少な
い男性

○ －
【担当部署・担当者氏名】　人権政策課　男女共同参画係
【電話、ＦＡＸ】　電話：0721－25－1000（内474）、ＦＡＸ：0721－25－9037

詳細

773 大阪府 富田林市 富田林市人権政策課
男女共同参画関連講座
「子どもたちを守るために大人ができること～若者を取り巻く暴力の
現状を通じて～」

子育て中の人、子どもに関わる人など ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　人権政策課　男女共同参画係
【電話、ＦＡＸ】　電話：0721－25－1000（内474）、ＦＡＸ：0721－25－9037

詳細

774 大阪府 松原市 松原市人権交流センター デートDV防止セミナー 市民、庁内の相談に関わる職員 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　松原市人権交流センター　橋本弓佳
【電話、ＦＡＸ】　TEL：072-332-5705 FAX：072-332-5710

詳細

775 大阪府 羽曳野市 羽曳野市市民人権部人権推進課 男女共生セミナー「子どもサイエンス・キャンパス」（仮称） 小学生低学年と保護者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　市民人権部 人権推進課 男女共同参画担当　和島
【電話、ＦＡＸ】　ＴＥＬ：０７２－９４７－３６０６（直通）　ＦＡＸ：０７２－９５８－８０６１

詳細

776 大阪府 藤井寺市 藤井寺市市民生活部協働人権課
男女共同参画推進講座
「パパと子どもの工作タイム！！～楽しいミニ水族館を作ってみよう
～」

小学生と保護者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　協働人権課　人権推進担当　西村
【電話】　072-939-1059  　【FAX】　072-952-8981

詳細

777 大阪府 藤井寺市 藤井寺市市民生活部協働人権課 デートＤＶ啓発リーフレットの配布 新成人 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　協働人権課　人権推進担当　西村
【電話】　072-939-1059  　【FAX】　072-952-8981

詳細

778 大阪府 大阪狭山市
大阪狭山市男女共同参画推進センターきらっ
とぴあ）

スイーツ好きの男性集まれ～「パティシエと作るスポンジケーキ」 男性 ○ https://kirattopia.exblog.jp/27928660/
【担当部署・担当者氏名】　　大阪狭山市男女共同参画推進センター
【電話、ＦＡＸ】　　　072-247-7047（TEL/FAX同じ）

詳細

779 大阪府 大阪狭山市 大阪狭山市市民相談・人権啓発グループ パパクエストin大阪狭山市 子ども（おおむね3歳～小学生）とその保護者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　市民相談・人権啓発グループ　米田
【電話】　072-366-0011　【ＦＡＸ】　072-366-0051

詳細

780 大阪府 泉大津市 泉大津市　人権市民協働課 春休み小学生男女共同参画学習映画会「ズートピア」 小学生と保護者 ○ －
【担当部署】泉大津市総合政策部人権くらしの相談課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７２５－３３－１１３１　ＦＡＸ：０７２５－３３－７７８０

詳細

781 大阪府 泉大津市
泉大津市　人権市民協働課　にんじんサロン
（いずみおおつ男女共同参画交流サロン）

男女共同参画　手作りおやこ工作講座（年７回） 保護者とその子ども ○ －
【担当部署】泉大津市総合政策部人権くらしの相談課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７２５－３３－１１３１　ＦＡＸ：０７２５－３３－７７８０

詳細

782 大阪府 和泉市
和泉市人権・男女参画室　男女共同参画担当
モアいずみ（男女共同参画センター）

再就職チャレンジ支援講座
女性のための「お仕事」応援セミナー

女性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　和泉市男女共同参画センター　矢野早苗
【電話】　0725-57-6640　【ＦＡＸ】　0725-57-6643

詳細

783 大阪府 和泉市
和泉市人権・男女参画室　男女共同参画担当
モアいずみ（男女共同参画センター）

IRIS子どもサイエンス・キャンパス
回転が止まらない！？不思議なコマをつくろう！～身近なモノがよく
まわるコマに大変身！～

小学生以上の児童とその保護者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　和泉市男女共同参画センター　矢野早苗
【電話】　0725-57-6640　【ＦＡＸ】　0725-57-6643

詳細

784 大阪府 和泉市
和泉市人権・男女参画室　男女共同参画担当
モアいずみ（男女共同参画センター）

“コウノドリ先生”から学ぶ子育て応援講座 どなたでも ○ －
【担当部署・担当者氏名】　和泉市男女共同参画センター　矢野早苗
【電話】　0725-57-6640　【ＦＡＸ】　0725-57-6643

詳細

785 大阪府 和泉市
和泉市人権・男女参画室　男女共同参画担当
モアいずみ（男女共同参画センター）

好きだから束縛？好きなのに暴力？～それってホントに恋愛です
か？～

大学生、市民 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　和泉市男女共同参画センター　矢野早苗
【電話】　0725-57-6640　【ＦＡＸ】　0725-57-6643

詳細

786 大阪府 高石市 高石市経済課、ハローワーク泉大津 マザーズ就活準備セミナー 育児と仕事の両立を目指す女性 ○ ○
http://www.city.takaishi.lg.jp/dekigot
o/shushoku/kyushokusha/1496371718331.h
tml

【担当部署・担当者氏名】　　経済課　労働政策係　大谷
【電話】　072-275-6149　【ＦＡＸ】　072-263-8143

詳細

787 大阪府 高石市 高石市人権推進課
平成２９年度男女共同参画すてっぷ講座×ＩＲＩＳサイエンス・キャン
パス「持てる水？！Ｏｏｈｏ！(ダブリュオウホウ)を作ってみよう♪」

小学生と保護者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　人権推進課　人権推進係　井上　京子
【電話】　072-275-6279　【ＦＡＸ】　072-263-6116

詳細

788 大阪府 高石市 高石市人権推進課
平成３０年度男女共同参画すてっぷ講座×ＩＲＩＳサイエンス・キャン
パス実施予定(詳細は未定)

小学生と保護者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　人権推進課　人権推進係　井上　京子
【電話】　072-275-6279　【ＦＡＸ】　072-263-6116

詳細

789 大阪府 忠岡町 忠岡町人権広報課・忠岡町働く婦人の家 男女共同参画講座　まあるい心のススメ 忠岡町在住・在勤、もしくは忠岡町文化会館講座生 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　人権広報課　武藤
【電話、ＦＡＸ】　　TEL　0725-22-1122　FAX　0725-22-0364

詳細

790 大阪府 岸和田市
岸和田市市民環境部人権・男女共同参画課
（岸和田市立女性センター）

「パパと一緒に科学で遊ぼう！サインペンの色を分析してみよう」 小学校1年～3年生とその父親 ○
http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/20
/papatoissyo.html

【担当部署・担当者氏名】　　人権・男女共同参画課　女性センター　川﨑
【電話】072-441-2535　　【ＦＡＸ】072-441-2536

詳細

791 大阪府 岸和田市
岸和田市市民環境部人権・男女共同参画課
（岸和田市立女性センター）

「パパとパパッと簡単パエリア♪」 小学１年生～中学3年生とその父親 ○
http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/20
/papatopapatto.html

【担当部署・担当者氏名】　　人権・男女共同参画課　女性センター　川﨑
【電話】072-441-2535　　【ＦＡＸ】072-441-2536

詳細
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NO 都道府県 市区町村 実施主体名 取組名称 対象者
①学生向けセミ
ナー等の実施

②教員・保護者
向けセミナー等

の実施
③教材の作成

④好事例集など
の冊子発行

⑤相談窓口の設
置

⑥その他 参考ＵＲＬ 問合せ先 概要等

792 大阪府 岸和田市
岸和田市市民環境部人権・男女共同参画課
（岸和田市立女性センター）

「パパと一緒に科学実験」 小学校1年～3年生とその父親 ○
http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/20
/

【担当部署・担当者氏名】　　人権・男女共同参画課　女性センター　川﨑
【電話】072-441-2535　　【ＦＡＸ】072-441-2536

詳細

793 大阪府 岸和田市
岸和田市市民環境部人権・男女共同参画課
（岸和田市立女性センター）

「スマホ片手に漂流する少女たち　～ＳＮＳの落とし穴～」 市内学校の教職員 ○
http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/20
/

【担当部署・担当者氏名】　　人権・男女共同参画課　女性センター　川﨑
【電話】072-441-2535　　【ＦＡＸ】072-441-2536

詳細

794 大阪府 岸和田市
岸和田市市民環境部人権・男女共同参画課
男女共同参画担当

デートDV予防啓発講座（出前講座）
「あかん！デートDV 　～あなたや友達を被害者にも加害者にもしな
いために～」

市内中学生・高校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　人権・男女共同参画課　男女共同参画担当　東川
【電話】072-423-9438　　【ＦＡＸ】072-423-4644

詳細

795 大阪府 泉佐野市
泉佐野市人権推進課（いずみさの女性セン
ター）

デートDVについて考えてみよう 中学２年生、高校３年生 ○
http://www.city.izumisano.lg.jp/shiset
su/s_jinken/1300518451982.html

【担当部署・担当者氏名】　　人権推進課　男女共同参画係　女性センター　馬場
【電話、ＦＡＸ】　　　072-469-7125（TEL/FAX同じ）

詳細

796 大阪府 泉佐野市
泉佐野市人権推進課（いずみさの女性セン
ター）

夏休みおやこ講座　お父さんの参加も大歓迎!!「親子クッキング」 小学生と保護者 ○
http://www.city.izumisano.lg.jp/shiset
su/s_jinken/1300518451982.html

【担当部署・担当者氏名】　　人権推進課　男女共同参画係　女性センター　中川
【電話、ＦＡＸ】　　　072-469-7125（TEL/FAX同じ）

詳細

797 大阪府 泉佐野市
泉佐野市人権推進課（いずみさの女性セン
ター）

ゲストティーチャー派遣事業 小学４～６年生の児童 ○
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka
/koushitsu/jinken/menu/ladyscenter/lad
ys_seminar.html

【担当部署・担当者氏名】　　人権推進課　男女共同参画係　女性センター　稲葉
【電話、ＦＡＸ】　　　072-469-7125（TEL/FAX同じ）

詳細

798 大阪府 泉佐野市
泉佐野市人権推進課（いずみさの女性セン
ター）

理系女子応援プロジェクト～実験大好きな女の子集まれ！～
子どもサイエンス・キャンパス
「パチッと痛い静電気パワー!!風船電球をつくろう～」

小学１～６年生の女子児童と保護者（４～６年生に
ついては1人での参加も可

○
http://www.city.izumisano.lg.jp/shiset
su/s_jinken/1300518451982.html

【担当部署・担当者氏名】　　人権推進課　男女共同参画係　女性センター　中川
【電話、ＦＡＸ】　　　072-469-7125（TEL/FAX同じ）

詳細

799 大阪府 泉佐野市
泉佐野市人権推進課（いずみさの女性セン
ター）

おやこ防災教室　ボーイスカウト流　サバイバル術（Part2）お父さん
の参加も大歓迎！～簡易浄水器をつくろう～

小学生と保護者 ○
http://www.city.izumisano.lg.jp/shiset
su/s_jinken/1300518451982.html

【担当部署・担当者氏名】　　人権推進課　男女共同参画係　女性センター　中川
【電話、ＦＡＸ】　　　072-469-7125（TEL/FAX同じ）

詳細

800 大阪府 泉佐野市
泉佐野市人権推進課（いずみさの女性セン
ター）

夏休み親子講座お父さんの参加も大歓迎!!～「アロマのシャワー
ソープをつくろう～」

小学生と保護者 ○
http://www.city.izumisano.lg.jp/shiset
su/s_jinken/1300518451982.html

【担当部署・担当者氏名】　　人権推進課　男女共同参画係　女性センター　中川
【電話、ＦＡＸ】　　　072-469-7125（TEL/FAX同じ）

詳細

801 大阪府 泉佐野市
泉佐野市人権推進課（いずみさの女性セン
ター）

男性限定　チャレンジ!!片付け＆お掃除講座 男性のみ ○
http://www.city.izumisano.lg.jp/shiset
su/s_jinken/1300518451982.html

【担当部署・担当者氏名】　　人権推進課　男女共同参画係　女性センター　中浦
【電話、ＦＡＸ】　　　072-469-7125（TEL/FAX同じ）

詳細

802 大阪府 泉佐野市
泉佐野市人権推進課（いずみさの女性セン
ター）

男のパンシリーズ「ナンでカレー」 男性のみ ○
http://www.city.izumisano.lg.jp/shiset
su/s_jinken/1300518451982.html

【担当部署・担当者氏名】　　人権推進課　男女共同参画係　女性センター　中浦
【電話、ＦＡＸ】　　　072-469-7125（TEL/FAX同じ）

詳細

803 大阪府 大阪市
大阪市立男女共同参画センター中央館・西部
館・南部館・東部館・子育て活動支援館（５館
共催）

イクメン写真コンテスト どなたでも ○ http://www.creo-osaka.or.jp/ikumen/
【担当部署・担当者氏名】クレオ大阪中央・事業推進課
【電話、ＦＡＸ】０６－６７７０－７２００、０６－６７７０－７７０５

詳細

804 大阪府 大阪市
大阪市立男女共同参画センター中央館・西部
館・南部館・東部館・子育て活動支援館

インターンシップ事業 大学生等 ○ －
【担当部署・担当者氏名】クレオ大阪中央・事業推進課
【電話、ＦＡＸ】０６－６７７０－７２００、０６－６７７０－７７０５

詳細

805 大阪府 大阪市
大阪市立男女共同参画センター西部館・南部
館・東部館・子育て活動支援館

リケジョ応援セミナー 小学生の女の子 ○ －
【担当部署・担当者氏名】クレオ大阪中央・事業推進課
【電話、ＦＡＸ】０６－６７７０－７２００、０６－６７７０－７７０５

詳細

806 大阪府 大阪市 大阪市立男女共同参画センター中央館 つぼみ文庫 １０～１４歳ぐらいまでの女の子 ○
http://www.creo-
osaka.or.jp/chuou/ojk/pdf/bookfair/2016tsub
omischool.pdf

【担当部署・担当者氏名】クレオ大阪中央・事業推進課
【電話、ＦＡＸ】０６－６７７０－７２００、０６－６７７０－７７０５

詳細

807 大阪府 大阪市 大阪市立男女共同参画センター中央館 お仕事女子の放課後サロン ２０～３０代の働く女性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】クレオ大阪中央・事業推進課
【電話、ＦＡＸ】０６－６７７０－７２００、０６－６７７０－７７０５

詳細

808 大阪府 大阪市 大阪市立男女共同参画センター南部館 １２歳のハローワーク 小学６年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】クレオ大阪中央・事業推進課
【電話、ＦＡＸ】０６－６７７０－７２００、０６－６７７０－７７０５

詳細

809 大阪府 大阪市 大阪市立男女共同参画センター東部館 キッズマーケット 小学３～６年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】クレオ大阪中央・事業推進課
【電話、ＦＡＸ】０６－６７７０－７２００、０６－６７７０－７７０５

詳細

810 大阪府 大阪市 大阪市立男女共同参画センター西部館 働きづらさに悩むガールズのためのパソコン＆しごと講座
生きづらさ働きづらさを抱える19歳～39歳のシング
ル女性

○ －
【担当部署・担当者氏名】クレオ大阪中央・事業推進課
【電話、ＦＡＸ】０６－６７７０－７２００、０６－６７７０－７７０５

詳細

811 大阪府 堺市 堺市教育委員会　学校教育部　生徒指導課
デートＤＶ防止研修及びデートＤＶ防止啓発冊子「デートＤＶってな
に？」

研修は教員対象、冊子配付は生徒対象 ○ ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　学校教育部　生徒指導課　中逵和枝
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　電話０７２－２２８－７４３６、　ＦＡＸ０７２－２２８－７４２１

詳細

812 兵庫県 高砂市 高砂市　男女共同参画センター 中学生のための「デートDV防止講座」 市内中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　高砂市　こども未来部未来戦略推進室
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：079-443-9133　ＦＡＸ：079-443-9080

詳細

813 兵庫県 姫路市 兵庫県姫路市男女共同参画推進課 中高生向け啓発パンフレット 市内中高生 ○ ○
http://www.city.himeji.lg.jp/s30/28708
03/_9471/_8399.html

【男女共同参画推進課・担当：在田】
【電話078-287-0803  ＦＡＸ078-287-0805】

詳細

814 兵庫県 姫路市 兵庫県姫路市男女共同参画推進課 男性向け育児啓発冊子 父親となる男性 ○
http://www.city.himeji.lg.jp/s30/28708
03/_9471/_39358.html

【男女共同参画推進課・担当：在田】
【電話078-287-0803  ＦＡＸ078-287-0805】

詳細

815 兵庫県 姫路市 兵庫県姫路市男女共同参画推進センター 理工チャレンジ事業 市内女子中学生 ○ －
【男女共同参画推進センター・担当：在田】
【電話078-287-0803  ＦＡＸ078-287-0805】

詳細

816 兵庫県 西脇市 西脇市男女共同参画センター デートＤＶ防止出張授業 市内中学校・高校生徒 ○
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/miraie
/danjyokyodosankaku/index.html

【担当部署・担当者氏名】　西脇市男女共同参画センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：0795-25-2800　ＦＡＸ：0795-25-2220

詳細

817 兵庫県 尼崎市 尼崎市女性センター・トレピエ
デートDV予防啓発業務中学校出前授業
「よりよい人間関係の構築に向けて～知っていますか？デートDVの
こと～」

出前授業･･･市内の中学生～大学生 ○ http://www.amagasaki-trepied.com/?p=10050
【担当部署】尼崎市女性センター・トレピエ
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０６－６４３６－６３３１　ＦＡＸ：０６－６４３６－５７５７

詳細

818 兵庫県 尼崎市 尼崎市女性センター・トレピエ 園田学園女子大学つながりプロジェクト 園田学園女子大学2回生 ○ http://www.amagasaki-trepied.com/?p=10051
【担当部署】尼崎市女性センター・トレピエ
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０６－６４３６－６３３１　ＦＡＸ：０６－６４３６－５７５８

詳細

819 兵庫県 明石市 明石市男女共同参画課 リコチャレ 市内在住の中・高生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　明石市男女共同参画課　寺方
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：078-918-5613　ＦＡＸ：078-918-5617

詳細

820 兵庫県 明石市 明石市男女共同参画課 JKビジネス等被害防止啓発講演会 市内高校（１校）の２年生及び教育関係者 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　明石市男女共同参画課　寺方
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：078-918-5613　ＦＡＸ：078-918-5617

詳細

821 兵庫県 西宮市 西宮市男女共同参画推進課 中学生のためのデートＤＶ防止講座 市立中学校の生徒 ○ －
【担当部署】西宮市男女共同参画センター　ウェーブ
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７９８-６４-９４９５　ＦＡＸ：０７９８-６４-９４９６

詳細

822 兵庫県 兵庫県立男女共同参画センター（イーブン） 営業女子という生き方 県内在住・在学の女子大生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　県立男女共同参画センター企画啓発課　大山
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：078-360-8550　ＦＡＸ：078-360-8558

詳細

823 兵庫県 兵庫県立男女共同参画センター（イーブン） 理工系女子「リケジョ」をめざそう 県内在住・在学の女子中高生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　県立男女共同参画センター企画啓発課　大山
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：078-360-8550　ＦＡＸ：078-360-8558

詳細

824 兵庫県 神戸市 (公財）神戸市産業振興財団 女性の就職応援講座 就職、再就職を希望する女性 ○ ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　(公財）神戸市産業振興財団ものづくり支援課　山本
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：078-360-3208　ＦＡＸ：078-360-1419

詳細



都道府県別　男女共同参画に向けた若年層への働きかけに関する取組一覧

NO 都道府県 市区町村 実施主体名 取組名称 対象者
①学生向けセミ
ナー等の実施

②教員・保護者
向けセミナー等

の実施
③教材の作成

④好事例集など
の冊子発行

⑤相談窓口の設
置

⑥その他 参考ＵＲＬ 問合せ先 概要等

825 兵庫県 神戸市 (公財）神戸市産業振興財団 女性活躍への道のり どなたでも ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　(公財）神戸市産業振興財団ものづくり支援課　山本
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：078-360-3208　ＦＡＸ：078-360-1419

詳細

826 兵庫県 神戸市 (公財）神戸市産業振興財団、（株）FJT
女性の仕事と幸せをつなぐプロジェクト
Family & Job Thinking

どなたでも ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　(公財）神戸市産業振興財団ものづくり支援課　山本
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：078-360-3208　ＦＡＸ：078-360-1419

詳細

827 兵庫県 神戸市 神戸市男女活躍勤労課 小学生向け男女共同参画啓発冊子「できることいっぱい」 市内小学校３・４年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　神戸市男女活躍勤労課　瀧本
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：078-322-5179　ＦＡＸ：078-322-6033

詳細

828 奈良県 - 奈良県 女子大学生のためのキャリア形成・県内就職促進プロジェクト 女子大学生 ○ ○ http://www.pref.nara.jp/47331.htm
【担当部署】奈良県女性センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７４２－２７－２３００　FAX：０７４２－２２－６７２９

詳細

829 奈良県 - 奈良県 女性の活躍応援ジャーナルの発行 配布先ターゲット：20代の働く女性 ○ http://www.pref.nara.jp/48782.htm
【担当部署】奈良県女性センター
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７４２－２７－２３００　FAX：０７４２－２２－６７２９

詳細

830 奈良県 - 奈良県 DV予防啓発事業
高等学校・特別支援学校の生徒及び保護者・教職
員等

○ ○ －
【担当部署】奈良県女性活躍推進課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０７４２－２７－８６７９　FAX：０７４２－２４－５４０３

詳細

831 奈良県 奈良市 奈良市男女共同参画課 夏の父子（おやこ）講座 小学生とその父親（市内在住・在学・在勤） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　奈良市　市民活動部　男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】　電話　0742－81－3100　　ＦＡＸ　0742-25-0600

詳細

832 奈良県 奈良市 奈良市男女共同参画課 「男の料理教室～和食編」 市内在住・在学・在勤の男性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　奈良市　市民活動部　男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】　電話　0742－81－3100　　ＦＡＸ　0742-25-0600

詳細

833 奈良県 奈良市 奈良市男女共同参画課 イクメンハンドブック 父親になる男性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　奈良市　市民活動部　男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】　電話　0742－81－3100　　ＦＡＸ　0742-25-0600

詳細

834 奈良県 天理市 天理市　健康推進課 天理市若者世代男女共同就業促進事業
天理市在住・在学の学生と妊娠および子育て中の
世帯民

○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】 天理市役所健康推進課　森
【電話、ＦＡＸ】 電話：0743-63-1001(内線777) FAX：0743-62-7679

詳細

835 奈良県 香芝市 香芝市 男性いきいきセミナー 香芝市内在住・在職の保護者と子ども ○ －
【担当部署・担当者氏名】 市民環境部 地域振興局 市民協働課　西村
【電話、ＦＡＸ】 電話：0745-44-3314 FAX：0745-78-3830

詳細

836 奈良県 香芝市 香芝市 マザーズセミナー
再就職を目指している女性・子育てをしながら求職
中の女性

○ －
【担当部署・担当者氏名】 市民環境部 地域振興局 市民協働課　西村
【電話、ＦＡＸ】 電話：0745-44-3314 FAX：0745-78-3830

詳細

837 奈良県 香芝市 香芝市 デートＤＶに関するリーフレットの配布 香芝市立中学校の生徒 ○ －
【担当部署・担当者氏名】 市民環境部 地域振興局 市民協働課　西村
【電話、ＦＡＸ】 電話：0745-44-3314 FAX：0745-78-3830

詳細

838 奈良県 斑鳩町 斑鳩町 女性就業セミナー 斑鳩町在住の女性（18歳以上） ○ －
【担当】 斑鳩町商工会
【電話、ＦＡＸ】 電話：0745-74-2500 FAX：0745-74-1499

詳細

839 和歌山県 - 和歌山県男女共同参画センター デートＤＶ防止啓発事業 高校生、中学生、支援学校生徒 ○
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/0
31501/kouzaevent/report/r17015.html

【担当部署・担当者氏名】　和歌山県男女共同参画センター　　佐々木
【電話、ＦＡＸ】　電話：０７３－４３５－５２４５　　ＦＡＸ：０７３－４３５－５２４７

詳細

840 和歌山県 - 和歌山県男女共同参画センター 「男女でつくる元気な和歌山」ポスター事業
和歌山県内に在住、又は通学する小学生、中学生
及び高校生

○
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031501
/kouzaevent/report/d00153225.html

【担当部署・担当者氏名】　和歌山県男女共同参画センター　佐々木
【電話、ＦＡＸ】　電話：073-435-5245  ＦＡＸ：073-435-5247

詳細

841 和歌山県 - 和歌山県、有田市市民課 男女共同参画研修会 和歌山県立箕島高等学校の生徒 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　市民課　人権啓発係　上野山
【電話、ＦＡＸ】　電話0737-83-1111、FAX0737-83-6332

詳細

842 和歌山県 岩出市 岩出市　生活福祉部　保健推進課 パパママ教室
妊娠中の夫婦又は生後3ヵ月までの赤ちゃんをもつ
両親

○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　生活福祉部保健推進課　　塩中和歌子
【電話、ＦＡＸ】　　０７３６－６１－２４００　　ＦＡＸ　０７３６－６１－２４１１

詳細

843 和歌山県 岩出市 岩出市　生活福祉部　保健推進課 思春期教育 市内小学校4年生、6年生又は中学校2年生 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　生活福祉部保健推進課　　塩中和歌子
【電話、ＦＡＸ】　　０７３６－６１－２４００　　ＦＡＸ　０７３６－６１－２４１１

詳細

844 鳥取県 - 鳥取県男女共同参画センターよりん彩 よりん彩活動支援事業補助金　若者企画講座
県内の大学・短期大学・高等専門学校及び専修学
校各種学校の学生生徒及び地域で活動する若者

○
http://www.pref.tottori.lg.jp/127180.h
tm

【担当部署・担当者氏名】　鳥取県男女共同参画センター　よりん彩　大田雅子
【電話、ＦＡＸ】　　　電話０８５８－２３－３９０１　　ＦＡＸ０８５８－２３－３９８９

詳細

845 鳥取県 -
鳥取県福祉保健部子育て王国推進局子育て
応援課

ライフデザインを考える機運醸成キャンペーン・イクメン養成キャラ
バン

一般（主に若年層対象）、企業経営者・男性従業員 ○ ○ －
【担当部署】　　　子育て応援課子育て王国推進担当
【電話、ＦＡＸ】　　０８５７－２６－７１４８　　ＦＡＸ　０８５７－２６－７８６３

詳細

846 鳥取県 - 鳥取県 デートDV研修
県内の大学、高等学校、専修学校、中学校、特別支
援学校の学生生徒

○ －
【担当部署・担当者氏名】　鳥取県福祉保健部子育て王国推進局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　青少年・家庭課　中田　佳央里
【電話、ＦＡＸ】　　電話０８５７－２６－７８６９　　ＦＡＸ０８５７－２６－７８６３

詳細

847 鳥取県 - 鳥取県 デートDV防止啓発リーフレット
県内の大学、高等学校、専修学校、中学校、特別支
援学校の学生生徒

○ －
【担当部署・担当者氏名】　鳥取県福祉保健部子育て王国推進局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　青少年・家庭課　中田　佳央里
【電話、ＦＡＸ】　　電話０８５７－２６－７８６９　　ＦＡＸ０８５７－２６－７８６３

詳細

848 鳥取県 米子市 米子市
男女共同参画推進ワークショップ
「世界で一冊の絵本を作ろう」

市内在住の方 ○ http://www.city.yonago.lg.jp/23162.htm
【担当部署】米子市総合政策部男女共同参画推進課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８５９－２３－５４１９　ＦＡＸ：０８５９－２３－５３９２

詳細

849 鳥取県 米子市 米子市
平成２９年度第２回しゃべって未来や
家族の笑顔「リセットⓇ」体験講座～いつの間にか　癒されて～

生後６か月から小学生の子どもとその保護者 ○ http://www.city.yonago.lg.jp/22262.htm
【担当部署】米子市総合政策部男女共同参画推進課
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０８５９－２３－５４１９　ＦＡＸ：０８５９－２３－５３９２

詳細

850 鳥取県 八頭町
八頭町男女共同参画センター
（父親の育児講座実行委員会）

父親の育児講座 八頭町内の子ども（５歳児～小学生）と保護者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】
　鳥取県八頭町男女共同参画センター　清水裕介
【電話、ＦＡＸ】0858-84-2361・0858-84-2362

詳細

851 鳥取県 八頭町
八頭町男女共同参画センター
（女子会＠やず）

男女共同参画に係るリーダー育成事業
八頭町内に在住・在勤の18歳～概ね40歳の女性
（高校生不可）

○ －
【担当部署・担当者氏名】
　鳥取県八頭町男女共同参画センター　清水裕介
【電話、ＦＡＸ】0858-84-2361・0858-84-2362

詳細

852 鳥取県 琴浦町 町内　小中学校

【小学校】
生徒（6年生）を対象とした、外部講師による、人権学習（命の大切
さ・個人の尊重等）に関する講演の開催
【中学校】

生徒・保護者 ○ ○ －
【担当部署】　鳥取県琴浦町役場　企画情報課
【電話、ＦＡＸ】　　　電話０８５８－５２－１７０８　　ＦＡＸ０８５８－４９－００００

詳細

853 鳥取県 湯梨浜町 湯梨浜町　企画課 男女共同参画環境づくり奨励事業補助金
町内に本社又は事業所があり、従業員が１００人以
下で、雇用保険法の適用事業を行う事業者

○ －
【担当部署・担当者氏名】　湯梨浜町　企画課　まちづくり推進係　竹内　和也
【電話、ＦＡＸ】　電話：０８５８－３５－５３１１　　ＦＡＸ：０８５８－３５－３６９７

詳細

854 島根県 -
島根県環境生活部環境生活総務課男女共同
参画室

学生向けライフデザイン支援講座(H29)
若者に向けた男女共同参画推進啓発事業（H30）

県内の大学生 ○
http://www.asuterasu-
shimane.or.jp/swc/jigyo/h28-
boshu.html#h28gakusei-matsue

【担当部署・担当者氏名】
　島根県環境生活部環境生活総務課男女共同参画室　　明正浩敬
【電話、ＦＡＸ】0852-22-5629・0852-22-5636

詳細

855 島根県 出雲市 出雲市　市民文化部　市民活動支援課 出雲市デートＤＶ防止出前講座 市内中学校、高等学校、専門学校等 ○ －
【担当部署・担当者氏名】
　島根県出雲市市民文化部市民活動支援課　　担当：森山
【電話、ＦＡＸ】0853-21-6952・0853-21-6299

詳細

856 島根県 出雲市 出雲市男女共同参画センター パパのためのベビーマッサージ講座 生後2～7か月の赤ちゃんと両親 ○
http://www.city.izumo.shimane.jp/www/conte
nts/1143162819936/index.html

【担当部署・担当者氏名】　　　出雲市男女共同参画センター　森脇　都多江
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　0853-22-2055、0853-22-2157

詳細

857 島根県 出雲市 出雲市男女共同参画センター プレパパママ講座/赤ちゃん力講座
①初めて出産を迎える夫婦
②生後3～7か月の赤ちゃんと両親

○
http://www.city.izumo.shimane.jp/www/conte
nts/1143162819936/index.html

【担当部署・担当者氏名】　　　出雲市男女共同参画センター　森脇　都多江
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　0853-22-2055、0853-22-2157

詳細



都道府県別　男女共同参画に向けた若年層への働きかけに関する取組一覧

NO 都道府県 市区町村 実施主体名 取組名称 対象者
①学生向けセミ
ナー等の実施

②教員・保護者
向けセミナー等

の実施
③教材の作成

④好事例集など
の冊子発行

⑤相談窓口の設
置

⑥その他 参考ＵＲＬ 問合せ先 概要等

858 島根県 出雲市 出雲市男女共同参画センター くすのきカフェ 一般 ○
http://www.city.izumo.shimane.jp/www/conte
nts/1143162819936/index.html

【担当部署・担当者氏名】　　　出雲市男女共同参画センター　森脇　都多江
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　0853-22-2055、0853-22-2157

詳細

859 島根県 出雲市 出雲市男女共同参画センター 「赤ちゃん登校日」授業
①小学4年生と教職員・保護者
②生後3～8か月の赤ちゃん親子

○ ○
http://www.city.izumo.shimane.jp/www/conte
nts/1143162819936/index.html

【担当部署・担当者氏名】　　　出雲市男女共同参画センター　森脇　都多江
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　0853-22-2055、0853-22-2157

詳細

860 島根県 出雲市 出雲市男女共同参画センター
男女共同参画出前講座「男女がともに輝ける社会に～学生の幸せ
な未来のために～」

専修学校・各種学校の理事長・校長・教職員 ○
http://www.city.izumo.shimane.jp/www/conte
nts/1143162819936/index.html

【担当部署・担当者氏名】　　　出雲市男女共同参画センター　森脇　都多江
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　0853-22-2055、0853-22-2157

詳細

861 島根県 出雲市 出雲市男女共同参画センター 新米パパ＆プレパパのための『パパ塾』
①生後2～4か月の赤ちゃんと両親
②初めて出産を迎える夫婦

○
http://www.city.izumo.shimane.jp/www/conte
nts/1143162819936/index.html

【担当部署・担当者氏名】　　　出雲市男女共同参画センター　森脇　都多江
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　0853-22-2055、0853-22-2157

詳細

862 島根県 出雲市 出雲市男女共同参画センター 育休ママのためのハッピーコミュニケーション 育児休業中の母親 ○
http://www.city.izumo.shimane.jp/www/conte
nts/1143162819936/index.html

【担当部署・担当者氏名】　　　出雲市男女共同参画センター　森脇　都多江
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　0853-22-2055、0853-22-2157

詳細

863 岡山県 － ダイバーシティ推進実行委員会おかやま 企業と学生のためのダイバーシティシンポジウム
就職を控えている岡山県内の大学生とその両親な
ど

○ ○ http://www.logoo-sk.com/diversity.html
【担当部署・担当者氏名】岡山県県民生活部男女共同参画青少年課・的場
【電話、ＦＡＸ】電話：０８６－２２６－０５５３　ＦＡＸ：０８６－２２５－２９４９

詳細

864 岡山県 津山市 津山市 イクメン・イクジイ料理教室 料理に関心のある男性とその子や孫 ○ －
【担当部署・担当者氏名】津山市人権啓発課男女平等推進係　主事　松永　麻未
【電話、ＦＡＸ】電話：０８６８－３１－２５３３　ＦＡＸ：０８６８－３１－２５３４

詳細

865 岡山県 笠岡市 笠岡市
すてき・さんかく塾「めざせ！時間上手な素敵ママ～きっと見つかる
あなたの時間～

子育て世代の男女（募集は制限を設けずどなたでも
参加していただける）

○
https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/
17/3057.html

【担当部署・担当者氏名】笠岡市人権推進課・藤川・鶴田
【電話、ＦＡＸ】電話：０８６５－６９－２１２０　ＦＡＸ：０８６５－６２－５７６７

詳細

866 岡山県 新見市 新見市男女共同参画情報紙編集委員会
男女共同参画情報紙「りぼん」の発行（平成３０年２月）
テーマ：男性の育休

市民 ○ －
【担当部署・担当者氏名】新見市総務部企画政策課・嶋田広美
【電話、ＦＡＸ】電話０８６７－７２－６１１４　ＦＡＸ：０８６７－７２－６２４３

詳細

867 岡山県 里庄町 里庄町 小・中学生用啓発チラシ配布事業 町内小中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】里庄町企画商工課・妹尾
【電話、ＦＡＸ】電話：０８６５－６４－３１１４　ＦＡＸ：０８６５－６４－３１２６

詳細

868 岡山県 岡山市 岡山市男女共同参画社会推進センター こどもさんかくゼミ 小学生及びその保護者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】市民協働局女性が輝くまちづくり推進課・髙村　泉
【電話、ＦＡＸ】電話：０８６－８０３－１１１５　ＦＡＸ：０８６－８０３－１８４５

詳細

869 岡山県 岡山市
岡山市市民協働局市民協働部
女性が輝くまちづくり推進課

デートＤＶ出前講座 高校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】市民協働局女性が輝くまちづくり推進課・髙村　泉
【電話、ＦＡＸ】電話：０８６－８０３－１１１５　ＦＡＸ：０８６－８０３－１８４５

詳細

870 広島県 広島市 広島市市民局人権啓発部男女共同参画課 小中学生向け男女共同参画啓発冊子 小学校５年生、中学校２年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　広島市市民局人権啓発部男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】　　電話 ０８２－５０４－２１０８（直通）　ＦＡＸ ０８２－５０４－２６０９

詳細

871 広島県 広島市 広島市市民局人権啓発部男女共同参画課 デートＤＶ防止啓発リーフレット 高校１年生、大学、短大等 ○
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/co
ntents/1387237410695/index.html

【担当部署・担当者氏名】　　広島市市民局人権啓発部男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】　　電話 ０８２－５０４－２１０８（直通）　ＦＡＸ ０８２－５０４－２６０９

詳細

872 山口県 宇部市 山口県宇部市人権・男女共同参画推進課 デートＤＶ予防講座 生徒,保護者,教職員 ○ ○ －
宇部市人権・男女共同参画推進課　　担当：三井
℡：0836-34-8308　　Fax：0836-22-6016

詳細

873 山口県 萩市 萩市　市民活動推進課　男女共同参画推進室 ＤＶ・デートＤＶ出前講座 大学生、専門学生、生徒、保護者、教職員 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　萩市 市民活動推進課 男女共同参画推進室 担当：須郷
【電話、ＦＡＸ】　　TEL:0838-25-3227、　FAX:0838-25-6623

詳細

874 山口県 防府市
防府市　社会福祉課　男女共同参画係
市民活動団体

デートＤＶ予防事業 生徒,保護者,教職員 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　防府市 社会福祉課 男女共同参画係　担当：植木
【電話、ＦＡＸ】　　TEL:0835-25-2207、　FAX:0835-25-2549

詳細

875 山口県 防府市
防府市　社会福祉課　男女共同参画係

「デートＤＶパンフレット」の配布 中学３年生、高校３年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　防府市 社会福祉課 男女共同参画係　担当：植木
【電話、ＦＡＸ】　　TEL:0835-25-2207、　FAX:0835-25-2549

詳細

876 山口県 - 山口県男女共同参画課 男性の家事・育児参画促進事業 県内の大学生等 ○ －
【担当部署・担当者氏名】山口県男女共同参画課　担当：伊藤
【電話、ＦＡＸ】TEL：083-933-2630 FAX：083-933-2639

詳細

877 山口県 - 山口県男女共同参画課 男女共同参画推進月間ポスターコンテスト 県内に在住・通勤・通学している方 ○
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a1
2800/oshirase/h30poster-bosyu.html

【担当部署・担当者氏名】山口県男女共同参画課　担当：伊藤
【電話、ＦＡＸ】TEL：083-933-2630 FAX：083-933-2639

詳細

878 山口県 - 山口県男女共同参画課 デートＤＶ啓発用冊子 結婚前の若年層等 ○
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a1
2800/oshirase/datedv.html

【担当部署・担当者氏名】山口県男女共同参画課　担当：伊藤
【電話、ＦＡＸ】TEL：083-933-2630 FAX：083-933-2639

詳細

879 山口県 - 山口県男女共同参画課 デートＤＶ予防啓発リーフレット 高校１年生等 ○ －
【担当部署・担当者氏名】山口県男女共同参画課　担当：伊藤
【電話、ＦＡＸ】TEL：083-933-2630 FAX：083-933-2639

詳細

880 山口県 - （公財）　山口きらめき財団 デートＤＶ予防講座 大学生、高校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　（公財）山口きらめき財団　須山
【電話、ＦＡＸ】　　電話　083-929-3600　　　FAX　083-924-9096

詳細

881 山口県 岩国市 岩国市総務部人権課　男女共同参画室 デートDV防止講座（H29.H30） 市内高校生 ○ －
岩国市人権課男女共同参画室　担当：綿重・山口
TEL：0827-29-5340 FAX：0827-21-1660

詳細

882 山口県 岩国市 岩国市総務部人権課　男女共同参画室 DV防止講座（H30） 保育園保護者 ○ －
岩国市人権課男女共同参画室　担当：綿重・山口
TEL：0827-29-5340 FAX：0827-21-1660

詳細

883 山口県 岩国市 岩国市総務部人権課　男女共同参画室 ワーク･ライフ･バランス出前講座（H29.H30） 大学生 ○ －
岩国市人権課男女共同参画室　担当：綿重・山口
TEL：0827-29-5340 FAX：0827-21-1660

詳細

884 山口県 岩国市 岩国市総務部人権課　男女共同参画室 ワーク･ライフ･バランス推進セミナー（H30) 企業若手職員 ○ －
岩国市人権課男女共同参画室　担当：綿重・山口
TEL：0827-29-5340 FAX：0827-21-1660

詳細

885 徳島県 - 徳島県 デートＤＶ防止セミナー 中学生，高校生，大学性，看護学生 ○ －
【担当部署】　徳島県県民環境部男女参画・人権課
【電話、ＦＡＸ】　０８８－６５５－３９１１　　０８８－６２６－６１８９

詳細

886 徳島県 - 徳島県 男女共同参画講座 大学生 ○ －
【担当部署】　徳島県県民環境部男女参画・人権課
【電話、ＦＡＸ】　０８８－６５５－３９１１　　０８８－６２６－６１８９

詳細

887 徳島県 - 徳島県 講演「デートＤＶ予防のためにできること」 教職員 ○ －
【担当部署】　徳島県県民環境部男女参画・人権課
【電話、ＦＡＸ】　０８８－６５５－３９１１　　０８８－６２６－６１８９

詳細

888 徳島県 - 徳島県 おうちで役立つパパとキッズの夏休みものしり講座 小学生の子どもと男性保護者 ○ ○ －
【担当部署】　徳島県県民環境部男女参画・人権課
【電話、ＦＡＸ】　０８８－６５５－３９１１　　０８８－６２６－６１８９

詳細

889 徳島県 - 徳島県 リケジョ（理系女子）チャレンジ応援セミナー 女子中学生とその保護者 ○ ○ －
【担当部署】　徳島県県民環境部男女参画・人権課
【電話、ＦＡＸ】　０８８－６５５－３９１１　　０８８－６２６－６１８９

詳細

890 徳島県 - 徳島県 パパと一緒にチャレンジクッキング 男性保護者と子ども ○ ○ －
【担当部署】　徳島県県民環境部男女参画・人権課
【電話、ＦＡＸ】　０８８－６５５－３９１１　　０８８－６２６－６１８９

詳細

891 徳島県 - 徳島県 あわ女アスリート医科学サポートアシスト事業
成長期の女子選手及びその指導者、保護者、トレー
ナー、栄養士等のスポーツ選手の支援者等、一般

○ ○ ○ ○
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippan
nokata/kyoiku/sports/

【担当部署】　徳島県県民環境部県民スポーツ課
【電話、ＦＡＸ】　０８８－６２１－２９８４　　０８８－６２１－２８１９

詳細



都道府県別　男女共同参画に向けた若年層への働きかけに関する取組一覧

NO 都道府県 市区町村 実施主体名 取組名称 対象者
①学生向けセミ
ナー等の実施

②教員・保護者
向けセミナー等

の実施
③教材の作成

④好事例集など
の冊子発行

⑤相談窓口の設
置

⑥その他 参考ＵＲＬ 問合せ先 概要等

892 徳島県 徳島県 若者から若者へ！つながるこころの居場所づくり 看護学生・大学生と中高校生 ○ ○ ○ －
【担当部署】　徳島県南部総合県民局保健福祉環境部（阿南）
【電話、ＦＡＸ】　０８８４－２４－７１１５　　０８８４－２２－６４０４

詳細

893 香川県 - 香川県政策部男女参画・県民活動課 未来をつくるリケジョフェスタｉｎかがわ 県内の女子中高生及びその保護者、教員 ○ ○ ○ https://kagayaku-kagawa.jp/
【担当部署・担当者氏名】　男女参画・県民活動課　 逢阪
【電話、ＦＡＸ】　（０８７）８３２－３１９７

詳細

894 香川県 - 香川県政策部男女参画・県民活動課 DV予防啓発講演会 県内の大学生等 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　男女参画・県民活動課　 阿佐
【電話、ＦＡＸ】　（０８７）８３２－３１９７

詳細

895 香川県 - 香川県健康福祉部子ども政策局子ども政策課 「イクケン香川」ライフデザイン推進事業 大学生 ○ ○ https://kagawa-colorful.com/news/4058/
【担当部署・担当者氏名】　　　子ども政策課　井下、中村
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　087-832-3287、087-806-0207

詳細

896 香川県 - 香川県商工労働部労働政策課 女性のための出張労働相談会
出産や子育てなどを理由に退職し、再就職を希望す
る女性等、その他一般県民

○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　労働政策課　中田
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　087-832-3369、087-806-0211

詳細

897 香川県 高松市 高松市健康福祉局　子育て支援課 父親手帳配付 母子健康手帳を交付された妊婦の夫・パートナー ○
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/ku
rashi/kosodate/shienjigyo/shienjigyo/c
hichioya.html

【担当部署・担当者氏名】　　　高松市子育て支援課　　柴田
【電話、ＦＡＸ】　電話087-839-2354　　ＦＡＸ087-839-2379

詳細

898 香川県 高松市 高松市健康福祉局　子育て支援課 中学生と乳幼児とのふれあい事業 実施希望のあった市内中学校の３年生又は２年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　高松市子育て支援課　　小田・柴田
【電話、ＦＡＸ】　電話087-839-2354　　ＦＡＸ087-839-2379

詳細

899 香川県 高松市
高松市市民政策局　男女共同参画・協働推進
課

パパちからをみにつけよう！
市内の企業で働く男性（子育て中のパパ、プレパパ
等）

○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　高松市男女共同参画・協働推進課　　柴田
【電話、ＦＡＸ】　電話087-839-2275　　ＦＡＸ087-839-2190

詳細

900 香川県 高松市 高松市男女共同参画センター 男女共同参画市民企画講座 子育て中の女性・男性 ○
http://www.sankaku087.net/news/2018-
05-12/

【担当部署・担当者氏名】　　　高松市男女共同参画センター　宮脇
【電話、ＦＡＸ】　電話087-833-2282　　ＦＡＸ087-833-2286

詳細

901 香川県 丸亀市 香川県丸亀市総務部人権課男女共同参画室
男女共同参画モデル保育所講演会『つながるいのち・ゆめ・こころ
～しあわせのたねをまこう～』

モデル保育所の保護者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　香川県丸亀市総務部人権課男女共同参画室　糸川
【電話、ＦＡＸ】　TEL　 0877－24－8823　　FAX　 0877－23－4073

詳細

902 香川県 丸亀市 香川県丸亀市総務部人権課男女共同参画室 男女共同参画セミナー「子どもと作ろう、男性料理教室」 子育て世代の男性とその子ども（小学生） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　香川県丸亀市総務部人権課男女共同参画室　糸川
【電話、ＦＡＸ】　TEL　 0877－24－8823　　FAX　 0877－23－4073

詳細

903 香川県 善通寺市 香川県善通寺市　市民生活部人権課
第７回　善通寺市男女共同参画セミナー「親子で楽しむ～絵本で子
育て」

カップル、親子、生徒、その他一般市民 ○ －
【担当部署・担当者氏名】善通寺市市民生活部人権課　中山千佳
【電話・ＦＡＸ】　（０８７７）６３－６３１１　　（０８７７）６３－６３９１

詳細

904 香川県 善通寺市 香川県善通寺市　市民生活部人権課 女性が輝く地域づくり講演会 カップル、親子、生徒、その他一般市民 ○ －
【担当部署・担当者氏名】善通寺市市民生活部人権課　中山千佳
【電話・ＦＡＸ】　（０８７７）６３－６３１１　　（０８７７）６３－６３９１

詳細

905 香川県 善通寺市 香川県善通寺市　市民生活部人権課
第１１回　善通寺市男女共同参画セミナー「絵本で子育て～家族で
楽しむ絵本の魅力」

カップル、親子、生徒、その他一般市民 ○ －
【担当部署・担当者氏名】善通寺市市民生活部人権課　中山千佳
【電話・ＦＡＸ】　（０８７７）６３－６３１１　　（０８７７）６３－６３９１

詳細

906 香川県 観音寺市 観音寺市　健康増進課 パパママ教室 妊娠中の夫婦またはその家族 ○
https://www.city.kanonji.kagawa.jp/sos
hiki/18/840.html

【担当部署・担当者氏名】健康増進課母子保健係　徳永恵津子
【電話、ＦＡＸ】　0875-23-3964

詳細

907 香川県 観音寺市 観音寺市　健康増進課 プレパパプレママ大学　～赤ちゃんがいる生活のイメージ講座～ 妊娠・出産・子育てを考えている方 ○ －
【担当部署・担当者氏名】健康増進課母子保健係　徳永恵津子
【電話、ＦＡＸ】　0875-23-3964

詳細

908 香川県 さぬき市
さぬき市総務部秘書広報課男女共同参画・国
際交流推進室

さぬき市男女共同参画セミナー「学生×社会人　しごとのホンネ座
談会」

高校生・大学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　男女共同参画・国際交流推進室　三宅
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　電話：087-894-1660　FAX：087-894-4440

詳細

909 香川県 さぬき市
さぬき市総務部秘書広報課男女共同参画・国
際交流推進室

さぬき市男女共同参画セミナー「お父さんの読み聞かせ講座」 子どもと保護者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　男女共同参画・国際交流推進室　三宅
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　電話：087-894-1660　FAX：087-894-4440

詳細

910 香川県 さぬき市
さぬき市総務部秘書広報課男女共同参画・国
際交流推進室

男女共同参画出前講座 小学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　男女共同参画・国際交流推進室　三宅
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　電話：087-894-1660　FAX：087-894-4440

詳細

911 香川県 さぬき市
さぬき市総務部秘書広報課男女共同参画・国
際交流推進室

男女共同参画推進活動事業 小学生・中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　男女共同参画・国際交流推進室　三宅
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　電話：087-894-1660　FAX：087-894-4440

詳細

912 香川県 三豊市 三豊市政策部田園都市推進課 「三豊市男女共同参画推進条例」子供向け読本 どなたでも ○ http://www.city.mitoyo.lg.jp/
【担当部署・担当者氏名】　三豊市　政策部　田園都市推進課　金藤
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　電話：0875-73-3011　FAX：0875-73-3022

詳細

913 香川県 小豆島町
人権対策課男女共同参画推進室・健康づくり
福祉課

K'sキッチン　ファミリークラス　プレパパ・パパ＆子どもクッキング
プレパパ、パパ、おじいちゃん等すべての男性、マ
マ、子ども

○ －
【人権対策課男女共同参画推進室・担当：平野】
【電話(0879)82-7011 ＦＡＸ(0879)82-3600】

詳細

914 愛媛県 - 愛媛県男女参画・県民協働課 男女共同参画キャリア支援講座（29年度で終了） 中学生・高校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　愛媛県男女参画・県民協働課　宇都宮　早也佳
【電話、ＦＡＸ】　電話：089－912－2332、FAX：089－912－2444

詳細

915 愛媛県 - 愛媛県男女参画・県民協働課 男女共同参画社会づくり推進講師 一般県民（学校関係者など）
http//www.pref.ehime.jp/h15200/danjoo_kous
hi.html

【担当部署・担当者氏名】　　愛媛県男女参画・県民協働課　宇都宮　早也佳
【電話、ＦＡＸ】　電話：089－912－2332、FAX：089－912－2444

詳細

916 愛媛県 - 公益財団法人　えひめ女性財団 パパママほやほや子育てセミナー
１歳までの乳児を持つパパママ、妊娠中のカップル
など

○ http://www.ehime-joseizaidan.com/
【担当部署・担当者氏名】　公益財団法人えひめ女性財団　管理係長　門田　欣也
【電話、ＦＡＸ】　電話：089－926－1633、FAX：089－926－1661

詳細

917 愛媛県 松山市 松山市男女共同参画推進センター 男女共同参画関連講座 各講座により制限 ○ http://www.coms.or.jp/index2.htm
【担当部署・担当者氏名】　松山市男女共同参画推進センター　事業係
【電話、ＦＡＸ】　電話０８９-９４３-５７７７・ＦＡＸ０８９-９４３-０４６０

詳細

918 愛媛県 松山市 松山市男女共同参画推進センター 男女共同参画推進セミナー「白熱教室2017」 学生対象講座（参加型） ○ http://www.coms.or.jp/kouza/2015.html
【担当部署・担当者氏名】　松山市男女共同参画推進センター　事業係
【電話、ＦＡＸ】　電話０８９-９４３-５７７７・ＦＡＸ０８９-９４３-０４６０

詳細

919 愛媛県 四国中央市 四国中央市　地域振興課 高校生向けセミナー 市内の高校の３年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　地域振興課　　星川 美紀
【電話、ＦＡＸ】　0896-28-6014　　　0896-28-6057（FAX)

詳細

920 高知県 - 高知県
男性の家事・育児啓発冊子の作成・配布（タイトル：パパかっこい
い！❤大好き！）

結婚や出産を迎える男性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　高知県 文化生活スポーツ部 県民生活・男女共同参画課
伊藤　春菜
【電話、ＦＡＸ】TEL:088-823-8651,FAX:088-823-9879

詳細

921 高知県 -
公益財団法人　こうち男女共同参画社会づくり
財団

出前講座事業
小中高等学校生徒、及び教職員、保護者、保育園
保護者及び関係者

○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　こうち男女共同参画センター　山﨑　亜樹
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　088-873-9100、088-873-9292

詳細

922 高知県 -
公益財団法人　こうち男女共同参画社会づくり
財団

男性対象講座事業 １歳児まで・就学前・小学生の子を持つ男性保護者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　こうち男女共同参画センター　山﨑　亜樹
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　088-873-9100、088-873-9292

詳細

923 高知県 -
公益財団法人　こうち男女共同参画社会づくり
財団

若者対象講座事業 大学生（高知大、県立大） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　こうち男女共同参画センター　山﨑　亜樹
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　088-873-9100、088-873-9292

詳細

924 高知県 -
公益財団法人　こうち男女共同参画社会づくり
財団

子育て世代対象講座事業
小学１～２年生とその保護者、子育て中の保護者と
関係機関職員
女子小学生

○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　こうち男女共同参画センター　山﨑　亜樹
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　088-873-9100、088-873-9292

詳細



都道府県別　男女共同参画に向けた若年層への働きかけに関する取組一覧

NO 都道府県 市区町村 実施主体名 取組名称 対象者
①学生向けセミ
ナー等の実施

②教員・保護者
向けセミナー等

の実施
③教材の作成

④好事例集など
の冊子発行

⑤相談窓口の設
置

⑥その他 参考ＵＲＬ 問合せ先 概要等

925 高知県 -
公益財団法人　こうち男女共同参画社会づくり
財団

出前講座事業
小中高等学校生徒、及び教職員、保護者、保育園
保護者及び関係者

○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　こうち男女共同参画センター　山﨑　亜樹
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　088-873-9100、088-873-9292

詳細

926 高知県 -
公益財団法人　こうち男女共同参画社会づくり
財団

ワーク・ライフ・バランス事業
大学生向けキャリア形成支援事業

大学生（高知大、県立大） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　こうち男女共同参画センター　山﨑　亜樹
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　088-873-9100、088-873-9292

詳細

927 高知県 -
公益財団法人　こうち男女共同参画社会づくり
財団

ワーク・ライフ・バランス事業
男性家事講座

男性 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　こうち男女共同参画センター　山﨑　亜樹
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　088-873-9100、088-873-9292

詳細

928 高知県 -
公益財団法人　こうち男女共同参画社会づくり
財団

ＤＶ等啓発パンフレットの作成・配布（タイトル：それってラブラ
ブ・・・？）

市民 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　こうち男女共同参画センター　小田　優
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　088-873-9100、088-873-9292

詳細

929 高知県 高知市 高知市 男女共同参画推進事業（ひとことメッセージ） 市内に在住または通勤・通学している方 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　高知市 市民協働部 人権同和・男女共同参画課　　尾﨑
美世
【電話、ＦＡＸ】TEL:088-823-9913,FAX:088-823-9351

詳細

930 高知県 高知市 高知市 ＤＶ対策啓発事業 市民（主に中高生） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　高知市 市民協働部 人権同和・男女共同参画課　　尾﨑
美世
【電話、ＦＡＸ】TEL:088-823-9913,FAX:088-823-9351

詳細

931 福岡県 -
福岡県男女共同参画推進課　女性活躍推進
室

女子中高生の進路選択応援事業

福岡県内の高等学校、特別支援学校高等部の１年
生及びその保護者（県立の中高一貫校や中学校併
設型の私立高校については中学２年生及び３年生
も対象）

○
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents
/shinrosentaku.html

【担当部署・担当者氏名】　　　　女性活躍推進室　鹿山　花奈
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　　　　　 （電話）092-643-3399    （ＦＡＸ）092-643-3392

詳細

932 福岡県 - 福岡県男女共同参画推進課 デートDV防止啓発パンフレットの配布 県内の高校１年生 ○
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jyakun
ennsoudvbousikeihatu.html

【担当部署・担当者氏名】　男女共同参画推進課　女性保護係　手島　輝大
【電話、ＦＡＸ】　TEL:０９２－６４３－３４０９　FAX:０９２－６４３－３３９２

詳細

933 福岡県 - 福岡県男女共同参画推進課
「高等教員向け　交際相手からの暴力相談対応の手引き」の配付
及び研修会の実施

高等学校教員（養護教員含む） ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　男女共同参画推進課　女性保護係　手島　輝大
【電話、ＦＡＸ】　TEL:０９２－６４３－３４０９　FAX:０９２－６４３－３３９２

詳細

934 福岡県 - 福岡県男女共同参画推進課 若年層の人生設計（ライフプランニング）に関する意識調査
県内の１８歳～３４歳（大学生、短大生、専門学生、
社会人）

○ －
【担当部署・担当者氏名】　男女共同参画推進課　古賀　裕二
【電話、ＦＡＸ】　TEL:０９２－６４３－３３９１　FAX:０９２－６４３－３３９２

詳細

935 福岡県 久留米市 久留米市男女平等推進センター 生徒・学生を対象としたデートＤＶ防止啓発講座 市内にある中学校・高校・短大・大学 ○ －
【担当部署・担当者氏名】久留米市　協働推進部　男女平等推進センター・轟　由枝子
【電話、ＦＡＸ】０９４２－３０－７８００、０９４２－３０－７８１１

詳細

936 福岡県 久留米市 久留米市男女平等推進センター 久留米市次世代男女共同参画促進事業 大学生などこれから社会人となる学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】久留米市　協働推進部　男女平等推進センター・髙倉　房子
【電話、ＦＡＸ】０９４２－３０－７８００、０９４２－３０－７８１１

詳細

937 福岡県 直方市 直方市男女共同参画センター パパとこどもで挑戦するリトルシェフクッキング
3歳～就学前の子どもとその父親（または祖父）
※市内在住または在勤に限る

○
https://www.city.nogata.fukuoka.jp/kurashi/_d
anjo/_1384/_5114.html

【担当部署・担当者氏名】
　直方市教育委員会　文化・スポーツ推進課男女共同参画推進係　白土 聖司
【電話、ＦＡＸ】　電話：0949-25-2244　FAX：0949-25-2229

詳細

938 福岡県 田川市
福岡県田川市 市民生活部 人権・同和対策課
男女共同参画推進室(田川市男女共同参画セ
ンター)

生徒・学生を対象としたデートＤＶ防止講座 市内にある高校・大学 ○ －
福岡県田川市 市民生活部 人権・同和対策課 男女共同参画推進室
電話　0947-85-7134　　FAX　0947-44-0888　　担当：鶴川　真紀

詳細

939 福岡県 行橋市 行橋市男女共同参画センター“る～ぷる”
ワーク・ライフ・バランスセミナー　　「パパとプレパパのための“ヒー
ローになれる”基礎講座」

子育て中の男性、パートナーのいる男性、興味のあ
る方

○
http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/d
oc/2013110800185

【担当部署・担当者氏名】　行橋市総合政策課企画係　　男女共同参画担当　中原
【電話、ＦＡＸ】　０９３０－２６－２２３２（男女共同参画センター　TEL・FAX兼用）

詳細

940 福岡県 筑紫野市 筑紫野市 デートDV防止セミナー 市内公立中学校の中学生及び教職員 ○ ○ －
筑紫野市 総務部 人権政策・男女共同参画課　男女共同参画担当
電話　092-918-1311　　FAX　092-923-0416　　担当：吉田

詳細

941 福岡県 大野城市 福岡県大野城市人権男女共同参画課 中学校デートＤＶ防止研修 市内中学校２年生及び教職員 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　人権男女共同参画課
【電話、ＦＡＸ】　 （電話）092-580-1840   （ＦＡＸ）092-573-5380

詳細

942 福岡県 宗像市 宗像市　男女共同参画推進センター「ゆい」 親子講座 親子（おもに小学生の子どもと保護者） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　男女共同参画推進課　飛永　真理恵
【電話、ＦＡＸ】　　　0940-36-0048、0940-36-0320

詳細

943 福岡県 宗像市 宗像市　男女共同参画推進センター「ゆい」 家庭教育学級 PTA ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　男女共同参画推進課　飛永　真理恵
【電話、ＦＡＸ】　　　0940-36-0048、0940-36-0320

詳細

944 福岡県 古賀市 古賀市コミュニティ推進課 デートDV講座 古賀市内の大学及び高等学校1校で実施 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　コミュニティ推進課 橋口信子
【電話、ＦＡＸ】　　092-942-1260　　092-942-1291

詳細

945 福岡県 糸島市 糸島市 大学生による男女共同参画推進企業紹介事例集の作成 大学生 ○
http://www.city.itoshima.lg.jp/site/da
njo/2016jireisyu.html

【担当部署・担当者氏名】　糸島市　人権・男女共同参画推進課　岡 麻衣子
【電話、ＦＡＸ】　電話：092-332-2075　FAX：092-324-1020

詳細

946 福岡県 那珂川町 住民生活部人権政策課 ①デートＤＶ防止プログラム
①町立中学校・高等学校の職員及び生徒
＊平成30年度からは町立中学校のみ

○ ○ http:/www.town.fukuoka-nakagawa.lg.jp
【担当部署】那珂川町住民生活部人権政策課男女共同参画担当　伊藤　陽子
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：092‐953‐2211　ＦＡＸ：092‐953‐3049

詳細

947 福岡県 筑前町 筑前町　企画課 デートDV啓発 新成人 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　企画課　コミュニティ・男女共同参画係　福島
【電話、ＦＡＸ】　　電話：0946-42-6603　　　　　　FAX：0946-42-2011

詳細

948 福岡県 大刀洗町 大刀洗町　地域振興課 ｉｋｉｍｅｎ創生プロジェクト
①子育て中・今から子育てする男性・（②孫育て中・
今から孫育てする男性）

○
http://www.town.tachiarai.fukuoka.jp/p
age/page_01231.html

【担当部署・担当者氏名】　地域振興課　企画係　藤澤　理穂子
【電話、ＦＡＸ】　0942-77-0173　、　0942-77-3063

詳細

949 福岡県 北九州市 北九州総務局男女共同参画推進課 デートＤＶ予防教室の開催 高校生、大学生、専門学校生　等 ○
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kurashi/menu
01_0592.html

【担当部署・担当者氏名】　総務局男女共同参画推進課
【電話、ＦＡＸ】　　　093-582-2405  ／ 093-582-2624

詳細

950 福岡県 北九州市 北九州総務局男女共同参画推進課 男女共同参画に関する副読本の作成・配布 市内小学校５・６年生および中学生 ○
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kurashi/menu
01_0592.html

【担当部署・担当者氏名】　総務局男女共同参画推進課
【電話、ＦＡＸ】　　　093-582-2405  ／ 093-582-2624

詳細

951 福岡県 北九州市 北九州市立男女共同参画センター・ムーブ キャリア形成プログラム 大学生、高校生 ○ http://kitakyu-move.jp/
【担当部署・担当者氏名】　　　事業課　住野　佳紀　　企画広報課　大村　昭子
【電話、ＦＡＸ】　電話：093-583-3939　ＦＡＸ093-583-5107

詳細

952 福岡県 福岡市 福岡市男女共同参画部男女共同参画課 中学生のためのキャリアデザイン啓発事業 中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】市民局男女共同参画部男女共同参画課　宮本
【電話、ＦＡＸ】TEL：092-711-4107　FAX：092-733-5785

詳細

953 福岡県 福岡市 福岡市男女共同参画部男女共同参画課 小中学生向け副読本の作成
小学校３年生全員に配布（４年生まで使用）
中学校１年生全員に配布（３年間使用）

○ －
【担当部署・担当者氏名】市民局男女共同参画部男女共同参画課　重永
【電話、ＦＡＸ】TEL：092-711-4107　FAX：092-733-5785

詳細

954 福岡県 福岡市 福岡市男女共同参画推進センター･アミカス 父と子の料理教室 男性 ○
https://amikas.city.fukuoka.lg.jp/modules/egui
de/event.php?eid=887

【担当部署・担当者氏名】市民局男女共同参画部事業推進課　岡島、井上
【電話、ＦＡＸ】TEL：092-526-3755　FAX：092-526-3766

詳細

955 福岡県 福岡市 福岡市男女共同参画推進センター･アミカス アミカス男性カレッジ 男性 ○ ○

https://amikas.city.fukuoka.lg.jp/modules/egui
de/event.php?eid=903
https://amikas.city.fukuoka.lg.jp/modules/egui
de/event php?eid=919

【担当部署・担当者氏名】市民局男女共同参画部事業推進課　坂井、岡島、井上
【電話、ＦＡＸ】TEL：092-526-3755　FAX：092-526-3766

詳細

956 佐賀県 佐賀県男女参画・女性の活躍推進課 マイナス１歳からのイクカジ推進事業 妻が妊娠期の夫婦 ○ ○ http://fjq.jp/saga-ikukaji/
【担当部署】男女参画・こども局　男女参画・女性の活躍推進課
【電話、FAX】TEL：0952-25-7062　FAX：0952-25-7338

詳細

957 佐賀県 佐賀県男女参画・女性の活躍推進課 男手（de）子育てチャレンジ事業
【補助金】県内市町（H30～CSOを追加）
【フォトコンテスト】県内居住者（H29廃止）

○ －
【担当部署】男女参画・こども局　男女参画・女性の活躍推進課
【電話、FAX】TEL：0952-25-7062　FAX：0952-25-7338

詳細



都道府県別　男女共同参画に向けた若年層への働きかけに関する取組一覧

NO 都道府県 市区町村 実施主体名 取組名称 対象者
①学生向けセミ
ナー等の実施

②教員・保護者
向けセミナー等

の実施
③教材の作成

④好事例集など
の冊子発行

⑤相談窓口の設
置

⑥その他 参考ＵＲＬ 問合せ先 概要等

958 佐賀県 佐賀県男女参画・女性の活躍推進課 イキメン推進事業 子育て世代の父親 ○ －
【担当部署】男女参画・こども局　男女参画・女性の活躍推進課
【電話、FAX】TEL：0952-25-7062　FAX：0952-25-7338

詳細

959 佐賀県 佐賀県男女参画・女性の活躍推進課 子育てパパの応援企業奨励金 県内に事業所を有する企業 ○ －
【担当部署】男女参画・こども局　男女参画・女性の活躍推進課
【電話、FAX】TEL：0952-25-7062　FAX：0952-25-7338

詳細

960 佐賀県 佐賀県男女参画・女性の活躍推進課 育休復帰支援セミナー
育休中（育休予定）または育休復帰して間もない県
民

○ －
【担当部署】男女参画・こども局　男女参画・女性の活躍推進課
【電話、FAX】TEL：0952-25-7062　FAX：0952-25-7338

詳細

961 佐賀県 佐賀市 佐賀市人権・同和政策・男女参画課 社会人基礎力アップ研修
市内事業所に勤務する採用後概ね５年以内の従業
員

○
https://www.city.saga.lg.jp/site_files
/file/2017/201711/p1bvmefmq01gnk8b4m59
45sqcn6.pdf

【担当部署】市民生活部　人権・同和政策・男女参画課　男女共同参画室
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９５２－４０－７０１４　ＦＡＸ：０９５２－３４－４５４９

詳細

962 佐賀県 佐賀市 佐賀市人権・同和政策・男女参画課 男女共同参画講座 大学生 ○ －
【担当部署】市民生活部　人権・同和政策・男女参画課　男女共同参画室
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９５２－４０－７０１４　ＦＡＸ：０９５２－３４－４５４９

詳細

963 佐賀県 佐賀市 佐賀市人権・同和政策・男女参画課 子ども向け条例パンフレット「男女共同参画社会へ」活用した授業 市内中学校１年生 ○ －
【担当部署】市民生活部　人権・同和政策・男女参画課　男女共同参画室
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９５２－４０－７０１４　ＦＡＸ：０９５２－３４－４５４９

詳細

964 佐賀県 唐津市 唐津市教育委員会生涯学習文化財課 中学校子育てサロン 市内中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　唐津市教育委員会生涯学習文化財課
【電話、ＦＡＸ】　電話０９５５－７２－９１５９・ＦＡＸ０９５５－７２－９１９５

詳細

965 佐賀県 鳥栖市
市民協働推進課/とす男女共同参画市民実行
委員会

男性の料理入門「メンズキッチン」 市内在住の男性（父と子、祖父と孫での参加可） ○ http://www.city.tosu.lg.jp/5877.htm
【担当部署・担当者氏名】　市民協働推進課　男女参画国際交流係
【電話、ＦＡＸ】０９４２－８５－３５０８、０９４２－８３－３３１０

詳細

966 佐賀県 鳥栖市 市内各中学校/鳥栖市 デートＤＶ防止講座 市内中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　市民協働推進課　男女参画国際交流係
【電話、ＦＡＸ】０９４２－８５－３５０８、０９４２－８３－３３１０

詳細

967 佐賀県 伊万里市 伊万里市男女協働推進課 育児シェア体験教室 親子（男性保護者を中心に呼びかけ） ○ －
【担当部署・担当者氏名】伊万里市男女協働推進課　男女協働推進係　江﨑
【電話、ＦＡＸ】　　０９５５－２３－２１１５　　ＦＡＸ　０９５５－２２－７２１３

詳細

968 佐賀県 伊万里市 伊万里市男女協働推進課 映画「いただきます」上映会＆みそ玉つくりワークショップ 親子（男性保護者を中心に呼びかけ） ○ －
【担当部署・担当者氏名】伊万里市男女協働推進課　男女協働推進係　江﨑
【電話、ＦＡＸ】　　０９５５－２３－２１１５　　ＦＡＸ　０９５５－２２－７２１３

詳細

969 佐賀県 小城市 小城市（総務部企画政策課）
小城市男女共同参画フォーラム
「実例に学ぶ・本気で進める　　ワークライフバランスのススメ！」

市民及び市内事業所に勤務する人 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　企画政策課　協働推進係　中島
【電話】　0952-37-6115　　【FAX】　0952-37-6163

詳細

970 佐賀県 小城市 小城市男女共同参画ネットワーク
デートDV防止講演
「対等な関係を作るために」

佐賀県立小城高等学校1年生・2年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　企画政策課　協働推進係　中島
【電話】　0952-37-6115　　【FAX】　0952-37-6163

詳細

971 佐賀県 小城市 小城市男女共同参画ネットワーク
パネルディスカッション
「年代別男の本音　～ 日頃言えないこと… ～」

市民 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　企画政策課　協働推進係　中島
【電話】　0952-37-6115　　【FAX】　0952-37-6163

詳細

972 佐賀県 小城市 小城市男女共同参画ネットワーク
男性の家事育児参画講座
「家族でピザを焼こう　～お父さんの出番～」

市内の父親と子ども（母親の参加も可） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　企画政策課　協働推進係　中島
【電話】　0952-37-6115　　【FAX】　0952-37-6163

詳細

973 佐賀県 佐賀県立男女共同参画センター 男性の家事参画地域講座
子育て中・妊娠中の夫婦等（伊万里市）、父親と子ど
も（唐津市、神埼市）

○ －
【担当部署・担当者氏名】　佐賀県立男女共同参画センター　池田
【電話】　0952-26-0011　【FAX】　0952-25-5591

詳細

974 佐賀県 佐賀県立男女共同参画センター 学生への意識啓発事業 県内大学、短期大学の学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　佐賀県立男女共同参画センター　今泉
【電話】　0952-26-0011　【FAX】　0952-25-5591

詳細

975 佐賀県 佐賀県立男女共同参画センター 男性の意識改革啓発資材の開発
育児や家事、地域活動等に積極的に参画している
男性

○ －
【担当部署・担当者氏名】　佐賀県立男女共同参画センター　池田
【電話】　0952-26-0011　【FAX】　0952-25-5591

詳細

976 佐賀県 佐賀県立男女共同参画センター 男性・子どもの料理教室 働く母親を持つ小学1～3年生の子どもと父親 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　佐賀県立男女共同参画センター　川崎
【電話】　0952-26-0011　【FAX】　0952-25-5591

詳細

977 長崎県 - 長崎県男女参画・女性活躍推進室 ライフデザイン＆キャリア形成セミナー 県内大学生 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】長崎県 男女参画・女性活躍推進室
【電話】095-822-4729　【FAX】095-822-4739

詳細

978 長崎県 - 長崎県男女参画・女性活躍推進室 学生向け女性活躍推進セミナー 県内大学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】長崎県 男女参画・女性活躍推進室
【電話】095-822-4729　【FAX】095-822-4739

詳細

979 長崎県 - 長崎県男女参画・女性活躍推進室 働き方を考えるワールドカフェ 県内大学生及び若手社員、経営者及び管理職層 ○ －
【担当部署・担当者氏名】長崎県 男女参画・女性活躍推進室
【電話】095-822-4729　【FAX】095-822-4739

詳細

980 長崎県 長崎市 長崎市男女共同参画推進センター デートＤＶ防止授業 市内中学生及び高校生、教職員、保護者 ○ ○

https://ngs-
shiminkaikan.jp/wordpress/wp-
content/uploads/2018/01/20180213132101
00001 jpg

【担当部署・担当者氏名】長崎市男女共同参画推進センター
【電話】095-826-0018　【FAX】095-826-2244

詳細

981 長崎県 長崎市 長崎市男女共同参画推進センター 男性向け講座 市内在住の父と子 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】長崎市男女共同参画推進センター
【電話】095-826-0018　【FAX】095-826-2244

詳細

982 長崎県 長崎市 長崎市男女共同参画推進センター 大学生向けキャリア教育 市内大学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】長崎市男女共同参画推進センター
【電話】095-826-0018　【FAX】095-826-2244

詳細

983 長崎県 長崎市 長崎市男女共同参画推進センター DV防止講座 大学生、一般市民 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】長崎市男女共同参画推進センター
【電話】095-826-0018　【FAX】095-826-2244

詳細

984 長崎県 長崎市 長崎市男女共同参画推進センター 小学校教員向けハラスメント防止講座 市内小学校教員 ○ －
【担当部署・担当者氏名】長崎市男女共同参画推進センター
【電話】095-826-0018　【FAX】095-826-2244

詳細

985 長崎県 佐世保市 佐世保市男女共同参画推進センター リケジョセミナー 市内小学生 ○ －
【担当部署】佐世保市男女共同参画推進センター「スピカ」
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９５６－２３－３８２８　ＦＡＸ：０９５６－２３－３８８０

詳細

986 長崎県 佐世保市 佐世保市男女共同参画推進センター パパクッキング 市内の男性 ○ －
【担当部署】佐世保市男女共同参画推進センター「スピカ」
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９５６－２３－３８２８　ＦＡＸ：０９５６－２３－３８８０

詳細

987 長崎県 佐世保市
佐世保市男女共同参画推進センター
国際ソロプチミスト佐世保パール

デートＤＶ防止講座 市内中学生 ○ －
【担当部署】佐世保市男女共同参画推進センター「スピカ」
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９５６－２３－３８２８　ＦＡＸ：０９５６－２３－３８８０

詳細

988 長崎県 諫早市 諫早市男女共同参画推進センター 父子チャレンジ～どんぶり！ぎょうざ！片付け！３つの挑戦～ 市内在住の父と子 ○ －
【担当部署・担当者氏名】諫早市男女共同参画推進センター　横林　真生
【電話、ＦＡＸ】電話：０９５７－２４－１５８０　ＦＡＸ：０９５７－２２－９１４５

詳細

989 長崎県 諫早市 諫早市人権・男女参画課 デートＤＶ防止講座 市内中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】諫早市人権・男女参画課　野下　澄子
【電話、ＦＡＸ】電話：０９５７－２４－１５８０　ＦＡＸ：０９５７－２２－９１４５

詳細

990 長崎県 諫早市 諫早市男女共同参画推進センター 男性講座（イクメンワークショップ） 市内在住の父 ○ －
【担当部署・担当者氏名】諫早市男女共同参画推進センター　横林　真生
【電話、ＦＡＸ】電話：０９５７－２４－１５８０　ＦＡＸ：０９５７－２２－９１４５

詳細



都道府県別　男女共同参画に向けた若年層への働きかけに関する取組一覧

NO 都道府県 市区町村 実施主体名 取組名称 対象者
①学生向けセミ
ナー等の実施

②教員・保護者
向けセミナー等

の実施
③教材の作成

④好事例集など
の冊子発行

⑤相談窓口の設
置

⑥その他 参考ＵＲＬ 問合せ先 概要等

991 長崎県 大村市 大村市男女共同参画推進センター デートＤＶ防止講座 市内中学生高校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】大村市男女共同参画推進センター　渡邊　直人
【電話、ＦＡＸ】ＴＥＬ：０９５７－５４－８７１５ＦＡＸ：０９５７－５４－８７００

詳細

992 長崎県 壱岐市 壱岐市教育総務課 デートＤＶ防止授業 市内中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】壱岐市教育総務課　田口　慎二郎
【電話、ＦＡＸ】０９２０－４５－１２０２、０９２０－４５－１２２７

詳細

993 長崎県 長与町 長与町政策企画課 デートDV防止授業 町内中学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】長与町政策企画課　伊藤　央
【電話、ＦＡＸ】０９５－８０１－５６６１、０９５－８８３－１４６４

詳細

994 熊本県 - 熊本県男女参画・協働推進課 大学におけるキャリア教育支援 大学生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】男女参画・協働推進課　原田　美智子
【電話、ＦＡＸ】　０９６－３３３－２２８７、０９６－３８７－３９４０

詳細

995 熊本県 - 熊本県男女参画・協働推進課 男女共同参画学習資料 小学生～高校生 ○
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_23546
.html

【担当部署・担当者氏名】男女参画・協働推進課　猪俣　広恵
【電話、ＦＡＸ】　０９６－３３３－２２８７、０９６－３８７－３９４０

詳細

996 熊本県 八代市 熊本県八代市人権政策課 デートDV防止教育講演会の開催 高校生、中学生 ○
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji0
03705/index.html

【担当部署・担当者氏名】　　八代市人権政策課男女共同参画推進室　押方　佐地子
【電話、ＦＡＸ】　電話0965-30-1701　　ＦＡＸ0965-46-1950

詳細

997 熊本県 人吉市 人吉市健康福祉部福祉課 ノーバディーズ・パーフェクト　～完璧な親なんていない～ 乳幼児のお子さんを子育て中の方 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　人吉市役所福祉課児童福祉係
【電話、ＦＡＸ】　電話0966-22-2111（内線1145）　　ＦＡＸ0966-24-9536

詳細

998 熊本県 人吉市 人吉市健康福祉部福祉課 ファミリー講座 未就学児と保護者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　人吉市役所福祉課児童福祉係
【電話、ＦＡＸ】　電話0966-22-2111（内線1145）　　ＦＡＸ0966-24-9536

詳細

999 熊本県 人吉市 人吉市保健センター はなひらく子育て塾 第１子の赤ちゃんと母親 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　人吉市役所保健センター母子保健係
【電話、ＦＡＸ】　電話0966-24-8420　　ＦＡＸ0966-24-8546

詳細

1000 熊本県 熊本市 熊本市男女共同参画課 男女共同参画出前講座 学生、教職員、保護者 ○
http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub
/detail.aspx?c_id=5&id=5010&class_set_
id=3&class_id=542

【担当部署・担当者氏名】　　　熊本市男女共同参画課　　桑原　孝徳
【電話、ＦＡＸ】　電話096-328-2262　　ＦＡＸ096-351-2030

詳細

1001 熊本県 熊本市 熊本市男女共同参画センターはあもにい クマモト・ウーマン 一般、女性 ○
http://harmony-
mimoza.org/aboutus/report/2016/03/post
-159.html

【担当部署・担当者氏名】　　　熊本市男女共同参画課　　桑原　孝徳
【電話、ＦＡＸ】　電話096-328-2262　　ＦＡＸ096-351-2030

詳細

1002 熊本県 熊本市 熊本市男女共同参画センターはあもにい 「女性と職業」ワーク・ライフ・バランス出張講座 短期大学1年生 ○
http://harmony-
mimoza.org/aboutus/report/2015/08/post
-148.html

【担当部署・担当者氏名】　　　熊本市男女共同参画課　　桑原　孝徳
【電話、ＦＡＸ】　電話096-328-2262　　ＦＡＸ096-351-2030

詳細

1003 熊本県 熊本市 熊本市男女共同参画センターはあもにい 君が匠だ！親子で作ろう段ボールハウス 年中～小学生のお子さんとその保護者 ○
http://harmony-
mimoza.org/kouza_seminar/2016/09/959-
1.html

【担当部署・担当者氏名】　　　熊本市男女共同参画課　　桑原　孝徳
【電話、ＦＡＸ】　電話096-328-2262　　ＦＡＸ096-351-2030

詳細

1004 熊本県 熊本市 熊本市男女共同参画センターはあもにい インターンシップ事業 中学生～大学生 ○ ○
http://harmony-
mimoza.org/aboutus/report/2016/03/post
-178.html

【担当部署・担当者氏名】　　　熊本市男女共同参画課　　桑原　孝徳
【電話、ＦＡＸ】　電話096-328-2262　　ＦＡＸ096-351-2030

詳細

1005 熊本県 熊本市 熊本市男女共同参画センターはあもにい デートDV出前講座「大切にすること、されること」 熊本中央高等学校1～3年生、教職員 ○ ○
http://harmony-
mimoza.org/aboutus/report/2015/11/dv-
2.html

【担当部署・担当者氏名】　　　熊本市男女共同参画課　　桑原　孝徳
【電話、ＦＡＸ】　電話096-328-2262　　ＦＡＸ096-351-2030

詳細

1006 熊本県 熊本市 熊本市男女共同参画センターはあもにい
大切な命とくらしを守るために、今、私たちができること（はあもにい
防災出前講座）

一般、女性、こども ○ ○
http://harmony-
mimoza.org/aboutus/report/2015/09/post
-152.html

【担当部署・担当者氏名】　　　熊本市男女共同参画課　　桑原　孝徳
【電話、ＦＡＸ】　電話096-328-2262　　ＦＡＸ096-351-2030

詳細

1007 大分県 大分市 大分市男女共同参画センター 男女共同参画啓発冊子 市内小学校5年生、その他市民 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　大分市男女共同参画センター　　小野　航多
【電話、ＦＡＸ】　電話097-574-5577　　ＦＡＸ097-537-3666

詳細

1008 大分県 大分市 大分市男女共同参画センター 男女共生セミナー 市民 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　大分市男女共同参画センター　　小野　航多
【電話、ＦＡＸ】　電話097-574-5577　　ＦＡＸ097-537-3666

詳細

1009 大分県 大分市 大分市子育て支援課 お父さん応援教室
(H29)0歳から6歳（未就学児）の子どもをもつ父親
(H30)2歳から6歳（未就学児）と父親

○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　大分市子育て支援課子育て交流センター　林　あゆみ
【電話、ＦＡＸ】　電話097-576-8243　　ＦＡＸ097-544-5651

詳細

1010 大分県 大分市 大分市子育て支援課 パパクッキング
(H29)0歳から6歳（未就学児）の子どもをもつ父親
(H30)実施予定なし

○ －
【担当部署・担当者氏名】　大分市子育て支援課子育て交流センター　林　あゆみ
【電話、ＦＡＸ】　電話097-576-8243　　ＦＡＸ097-544-5651

詳細

1011 大分県 大分市 大分市子育て支援課 パパくらぶの活動 こどもルーム利用者 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　大分市子育て支援課子育て交流センター　林　あゆみ
【電話、ＦＡＸ】　電話097-576-8243　　ＦＡＸ097-544-5651

詳細

1012 大分県 大分市 大分市学校教育課 職場体験学習 市内全中学校、義務教育学校、一部小学校 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　大分市教育委員会学校教育課　　池田　明彦
【電話、ＦＡＸ】　電話097-537-5648　　ＦＡＸ097-532-2281

詳細

1013 宮崎県 宮崎県生活・協働・男女参画課 若年者の性被害防止啓発漫画の送付 県内中学校・高等学校の生徒 ○ －
宮崎県生活・協働・男女参画課
電話：0985-26-7040
FAX：0985-20-2221

詳細

1014 宮崎県 - 宮崎県男女共同参画センター 学校への男女共同参画お届け事業 児童、生徒、学生、保護者、教職員 ○ ○ http://www.mdanjo.or.jp
宮崎県男女共同参画センター
電話 : 0985-32-7591
FAX : 0985-60-1833

詳細

1015 宮崎県 - 宮崎県男女共同参画センター 未就学児へのジェンダー教育出前講座 児童 ○ http://www.mdanjo.or.jp
宮崎県男女共同参画センター
電話 : 0985-32-7591
FAX : 0985-60-1833

詳細

1016 宮崎県 - 宮崎県男女共同参画センター 子どもへの性暴力～わたしのからだはわたしのもの～ 支援者、保護者 ○ http://www.mdanjo.or.jp
宮崎県男女共同参画センター
電話 : 0985-32-7591
FAX : 0985-60-1833

詳細

1017 宮崎県 - 宮崎県男女共同参画センター 女性のメンター派遣 中学３年生 ○ https://www.himuka-woman.jp
宮崎県男女共同参画センター
電話 : 0985-32-7591
FAX : 0985-60-1833

詳細

1018 宮崎県 宮崎市 宮崎市 デートDV講座 市内中学生 ○ －
宮崎市文化・市民活動課
電話：0985-21-1835
FAX：0985-20-1564

詳細

1019 宮崎県 宮崎市 宮崎市 男女共同参画情報紙発行事業 市内中学１年生 ○ －
宮崎市文化・市民活動課
電話：0985-21-1835
FAX：0985-20-1564

詳細

1020 宮崎県 日南市 日南市 デートDV防止講座 市内中学生 ○ －
日南市地域自治課協働係
電話：0987-31-1118
FAX：0987-23-4391

詳細

1021 宮崎県 日向市 日向市内小中学校 ＬＧＢＴをテーマにした研修
市内小中学校
教職員

○ －
日向市地域コミュニティ課男女共同参画推進課係
電話：0982-52-2111（内線2233）
FAX:0982-54-8747

詳細

1022 宮崎県 日向市
日向市男女共同参画社会づくり推進ルーム協
議会

パパ（またはおじいちゃん）とキッズのクリスマス・クッキング
小学校低学年の子どもたちとその父親（または祖
父）

○ －
日向市男女共同参画社会づくり推進ルーム協議会
電話：0982-50-0300
FAX:0982-50-0301

詳細

1023 宮崎県 串間市 串間市人権啓発推進協議会 人権啓発講演会 市内中学生 ○ －
串間市総務課
電話：0987-72-1111
FAX：0987-72-6727

詳細

1024 鹿児島県 - 鹿児島県男女共同参画センター 子どもたちの男女共同参画学びの広場推進事業 小・中学校児童・生徒，教職員，保護者・地域住民 ○ ○ ○ ○ http://www.kagoshima-pac.jp
【担当部署・担当者氏名】　鹿児島県男女共同参画センター　岡田芳文
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　電話０９９－２２１－６６０３　　ＦＡＸ０９９－２２１－６６４０

詳細



都道府県別　男女共同参画に向けた若年層への働きかけに関する取組一覧

NO 都道府県 市区町村 実施主体名 取組名称 対象者
①学生向けセミ
ナー等の実施

②教員・保護者
向けセミナー等

の実施
③教材の作成

④好事例集など
の冊子発行

⑤相談窓口の設
置

⑥その他 参考ＵＲＬ 問合せ先 概要等

1025 鹿児島県 - 鹿児島県男女共同参画センター 学校への男女共同参画お届けセミナー
県内高等学校・特別支援学校生徒，教職員，保護
者

○ ○ ○ http://www.kagoshima-pac.jp
【担当部署・担当者氏名】　鹿児島県男女共同参画センター　岡田芳文
【電話、ＦＡＸ】　　　　　　　電話０９９－２２１－６６０３　　ＦＡＸ０９９－２２１－６６４０

詳細

1026 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市男女共同参画推進課 デートDV講演会 中学生、高校生、大学生、専門学校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　鹿児島市市男女共同参画推進課　小薗
【電話、ＦＡＸ】　電話099-813-0852　　ＦＡＸ099-813-0937

詳細

1027 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市男女共同参画推進課 若者による若者のためのデートDV講座 中学生、高校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　鹿児島市市男女共同参画推進課　小薗
【電話、ＦＡＸ】　電話099-813-0852　　ＦＡＸ099-813-0937

詳細

1028 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市男女共同参画推進課 デートDV防止啓発誌の配布 高校１年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　鹿児島市市男女共同参画推進課　愛甲
【電話、ＦＡＸ】　電話099-813-0852　　ＦＡＸ099-813-0937

詳細

1029 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市男女共同参画推進課 子育て支援セミナー 父親と子ども（生後６ヶ月～２歳程度） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　鹿児島市市男女共同参画推進課　愛甲
【電話、ＦＡＸ】　電話099-813-0852　　ＦＡＸ099-813-0937

詳細

1030 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市男女共同参画推進課 父と子の生活技術セミナー 父親と子ども（小学生） ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　鹿児島市市男女共同参画推進課　愛甲
【電話、ＦＡＸ】　電話099-813-0852　　ＦＡＸ099-813-0937

詳細

1031 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市男女共同参画推進課 男女共同参画啓発パンフレットの配布 小学生、中学生、高校生、大学生、専門学校生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　鹿児島市市男女共同参画推進課　米丸
【電話、ＦＡＸ】　電話099-813-0852　　ＦＡＸ099-813-0937

詳細

1032 鹿児島県 鹿屋市 鹿屋市市民課男女共同参画推進室 男女共同参画研修会(人権・デートＤＶ防止研修会) 市内中学生・高校生・教職員及び保護者 ○ ○ http://www.e-kanoya.net/htmbox/danjyo/
【市民課男女共同参画推進室・担当：末吉】
【電話(0994)31-1114 ＦＡＸ(0994)31-1170】

詳細

1033 鹿児島県 出水市 出水市健康増進課 思春期教育 市内中学校１年生/出前講座：学生・保護者等 ○ ○ －
【担当部署・担当者氏名】　　　健康増進課母子保健係　　坂上　詩恵
【電話、ＦＡＸ】　　０９９６－６３－２１４３　　ＦＡＸ　０９９６－６２－２８１９
【メールアドレス】　　kenzou_c@city.izumi.kagoshima.jp

詳細

1034 鹿児島県 曽於市 曽於市企画課 デートDV防止セミナー 市民、職員、庁内の相談に関わる職員 ○ －
【企画課地域活躍推進係・担当：和田】
【電話(0986)76-8802  ＦＡＸ(0986)76-1122】

詳細

1035 鹿児島県 霧島市 霧島市教育委員会社会教育課 人権セミナーｉｎ高校（デートＤＶに関する講演） 市内高校生・教職員 ○ ○ －
【社会教育課社会教育グループ・担当：山本】
【電話(0995)64-0708  ＦＡＸ(0995)64-0731】

詳細

1036 鹿児島県
いちき串木野
市

いちき串木野市市政策課
男女共同参画講座（デートDV講座・人権についての講座・スクール
セクシャルハラスメント防止講座）

市内小・中学校・教職員及び保護者 ○ ○ －
【政策課男女共同参画係・担当：下袴田】
【電話(0996)33-5672  ＦＡＸ(0996)32-3124】

詳細

1037 鹿児島県 姶良市 姶良市男女共同参画課
男女共同参画啓発事業（メディア・リテラシー講座・デートDV防止講
座）

市内中学1年生・中学3年生・高校生・教職員及び保
護者

○ ○ http://www.city.aira.lg.jp
【男女共同参画課男女共同参画係・担当：折田】
【電話(0995)66-3163  ＦＡＸ(0995)66-3182】

詳細

1038 鹿児島県 奄美市 奄美市健康増進課 思春期心と身体の健康講座 市内中学校３年生 ○ －
【担当部署・担当者氏名】　奄美市健康増進課保健係　　徳永明子
【電話、ＦＡＸ】 0997-52-1111 内線1143　　FAX　0997-52-7414

詳細


