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令和３年度 男女共同参画にかかる主な事業の報告 

              （★：計画数値目標の男女共同参画学習会にカウントする事業） 

１．男女共同参推進事業 

男女共同参画に関する学習講座の開催や啓発物の配布等により、男女共同参画についての

理解を深め、気づきの機会を提供する。 

 

① 次世代育成男女共同参画事業  

【目的】 

これからの社会の担い手である子どもたちに、男女共同参画の学習の機会を提供し、固定

的な性別役割分担意識を植え付けられることのないようにすることを目的とする。 

 

【令和３年度】 

低年齢化する男女交際による「デートＤＶ防止」及び「性の健康教育」をテーマに中高生 

を対象に、市が講師を選定し授業を希望する学校において授業を実施した。 

 

開催日 場所 内容 参加者数 

9月 30日 

（15：30-16：20） 

10月 7日 

（15：30）-16：20 

草津高等 

学校 

３年生 

（6クラス） 

ふたりがよりよい関係をつくるために 

～デートＤＶってなに？～ 

講師：おうみ犯罪被害者支援センター３名 

３年生 

２２２名 

 

 

② 人権・同和問題職員研修  

【目的】 

市職員を対象に研修会を実施し、行政職員として人権に対する理解と認識をより一層深め、

実践活動に結びつけることを目的とする。 

 

【令和３年度】 

人権・同和問題職員研修枠の中で男女共同参画について実施した。 

 

開催日 場所 内容 参加者数 

１０月５日 
草津市役所 

２階特大会議室 

意思決定の場で女性を 

4割にする理由と効果 

～国際的な取組（クオータ制、パリテ法）

とジェンダー平等のまちづくり～ 

講師：立命館大学法学部 

大西 祥世教授 

市職員 

１９２名 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 
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③ 男女共同参画リーダー育成事業  

【目的】 

男女共同参画に対する理解を深めてもらうとともに、男女共同参画社会を実現するための

地域のリーダー的な市民を育てることを目的とする。 

 

【令和３年度】 

日本女性会議および男女共同参画推進フォーラム、その他、男女共同参画課で指定する 

研修を対象とし、補助対象経費（参加負担金、交通費、宿泊費）の上限１万円の１/２（上限

５，０００円）の補助として募集をした。 

研修補助：実績なし（令和３年度日本女性会議はオンライン開催となった） 

           

 

 

 

④ ジェンダーに関する学習会  

【目的】 

「男は仕事、女は家庭」といった固定的な性別役割分担意識が依然と解消されておらず、性別

役割分担意識といったジェンダーバイアスが将来に継承されないよう、広く市民の男女共同参画

に関する学習を深めるとともに、地域の男女共同参画に関するリーダーの育成を目的とする。 

 

【令和３年度】 

開催日 場所 内容 参加者数 

★９月４日 

 

オンライン 

内容：男女共同参画センターオープニング

事業 

「ジェンダー平等を進めるために～

わきまえる男とわきまえない女～」 

講師：ジェンダーファシリテーター 

 勝身真理子さん 

 

 

２２名 

★２月９日 

 

オンライン 

 

内容：「女性リーダーはなぜ必要か」 

～議場の見学・講話・女性議員との懇談～ 

講師：龍谷大学政策学部今里佳奈子教授 

草津市議会女性議員３名 

   

  １１名 

★３月５日 

 

キラリエ草津 

内容：男性の家事、育児、介護等への参画

の推進のための 

『春野菜で和食 男性の料理教室

（初心者編）』 

 

定員１２名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和3年度男女共同参画に関する学習会

令和４年３月５日（土）
10時 受付開始
10時15分～13時
キラリエ草津 5階調理室

メニューを考えるときにいつも意識していることは・・・・・
「今」の季節に出回っている食材を使いどんなジャンルでも！

夏は暑いのでできるだけ火を使わないお料理を、逆に寒い冬
にはじっくりと火を使ったお料理をと調理法を工夫しています。

旬の食材には私たちがその時期に一番取り入れたい栄養が
詰まっていますし、その時期に弱りやすい臓腑を助けてくれま
す。実は、そのことが薬膳料理に繋がっています。

参加費（材料代）
1名 1,000円
（当日の材料費になります。前日キャンセル
の場合料金が発生します。）

草津市立男女共同参画センター「あい・ふらっと」→
住所 草津市大路2丁目1番35号

市民総合交流センター キラリエ5階
電話 077-565-1550
FAX 077-565-1518
メール danjo@city.kusatsu.lg.jp

草津市男女共同参画
センターHPはこちら

[国際薬膳師 /栄養士/調理師]
調理師として約6年保育園にて勤務。

現在はキッチンスタッフとして薬膳
料理店に勤めながら、自宅で料理
教室や暮らしにまつわるイベントを
主催。

萩野 千菜美さん
講師

持ち物
エプロン・三角巾（頭をおおうハンカチ、
手ぬぐい、タオル等）・マスク・お茶

料理内容
①つくね入り具沢山みそ汁
②青菜のあえもの
③ごはん
※食物アレルギーのある方
は申込時にご相談ください。

募集人数 12名（先着順）

託児あり（無料・先着順）

申込方法
下記まで、電話・FAX・メールにて氏名・
連絡先・託児の有無・アレルギーの有無を
ご連絡ください。

申込開始2月4日（金）～

※コロナウィルス感染症の拡大を受け事業を中止する場合もございます。  

▶9時30分～10時00分
議場の見学・希望者には議場での質問体験

▶10時10分～10時50分
テーマ 「女性リーダーはなぜ必要か」
講師：龍谷大学 政策学部 今里佳奈子教授
プロフィール：龍谷大学政策学部長

行政学・地方自治が専門。ゼミでは京丹後市宇川地区で
「持続可能な地域社会のあり方」について研究。地域の
声を聞き「イノシシカレーの缶詰」の商品化などに取り組
む。

▶10時50分～12時00分
懇談（草津市議会の３人の女性議員と一緒に）

▷内 容

申込

問合せ

草津市男女共同参画センター「あい・ふらっと」
住所 大路2丁目１番３５号

電話 077-565-1550
ＦＡＸ 077-565-1518
メール danjo＠city.kusatsu.lg.jp

申込方法 上記、電話・ＦＡX・メールにて
氏名・連絡先・託児希望の有無を連絡ください。
※コロナウィルス感染症の拡大を受け事業を中止する場合もございます。

令和3年度男女共同参画に関する学習会

令和4.２.９（水）
９：３０～１２：００

草津市役所
議場/８階大会議室

定員：20名（先着順）
託児：有（申込要・無料）
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⑤ 男女共同参画啓発紙「みんなで一歩」の発行  

【目的】 

男女共同参画を広く市民や事業所に対し啓発することで、男女共同参画意識の喚起を図る

ことを目的とする。 

 

【令和３年度】 

年間１回発行（１１月） 

Ａ３サイズ２つ折り、４面 カラー 

発行部数：５，５００部（町内会回覧約３，５００部、 

市内事業所約３３３部、 

公共施設約１，０００部、 

残りはイベント等で配布） 

 

 

⑥ 男女共同参画審議会の運営  

【目的】 

草津市男女共同参画推進条例に規定する市長の付属機関として、男女共同参画の推進に関

する重要な事項について審議することを目的とする。 

 

【令和３年度】 

 開催日 審議・協議内容 

第１回 ８月６日 

・草津市男女共同参画推進計画の進捗状況等について 

①数値目標における令和２年度実績について 

②各施策の令和２年度実績および令和３年度計画について 

第２回 ２月２１日 

・第１回審議会での意見と今後対応について 

・令和３年度男女共同参画センターの主な事業の報告について 

・町内会アンケート結果について 

 

 

 

⑦ 各種審議会等託児支援業務  

【目的】 

子育て中の審議会等委員の託児支援を行うことにより、女性の政策決定の場への参画を積

極的に促進することを目的とする。 

 

【令和３年度】（令和２年度実績：６回） 

開催日 審議会名 託児人数 所属 

５月３１日 情報公開・個人情報保護審議会 １名 総務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

草津市男女共同参画
啓発紙 2021.11

No.55

発行 草津市総合政策部 男女共同参画センター〒525-0032 草津市大路2丁目1番35号
TEL:077-565-1550 FAX:077-565-1518 E-mail:danjo@city.kusatsu.lg.jp

１２/４（土）

※詳しくは裏面を

御覧ください。

草津市立男女共同参画センター
男女共同参画・女性活躍推進フォーラム

2009年の郵便不正事件で「あきらめなかった」その当時の気持ちや、その体験から未来へ
つなげたいこと、また、現在の「若草プロジェクト」の取り組みを通じて、若年女性の実態
や課題、今後どのような行動が必要かなどをお話しいただきます。

元厚生労働事務次官。津田塾大学客員教授。困難を抱える若い女性に寄り添い、支援する
「若草プロジェクト」の呼びかけ人。
高知県生まれ。1978年、労働省（現厚生労働省）に入省。女性政策、障がい者政策などに
携わる。2009年の郵便不正事件では虚偽公文書作成容疑等で逮捕・起訴されるも翌年無罪
が確定、復職。

プロフィール

村木厚子さん

講演内容

～あきらめない 支える 支えられる～

講演会

“私の歩んできた道”
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２．女性活躍推進事業  

女性の活躍の場と機会を拡げていくため、女性の能力開発や起業支援などを図るとともに、

企業や地域コミュニティに働きかける中で、女性の意思決定の場・機関への参画・登用など

を促進する。 

 

① 女性の総合相談窓口設置  

【目的】 

女性のワンストップ支援体制の充実をし、女性の活躍を支援することを目的とする。 

 

【令和３年度】 

会計年度任用職員１名配置 

●女性の総合相談 

  延人数内訳 相談内容内訳 

年度 延人数 電話 面談 DV ハ ラ ス

メント 

LGBTQ 家庭 仕事 人間 

関係 

その他 

28 72 50 18 37 4 1 8 12 0 10 

29 69 46 22 25 0 0 24 9 0 11 

30 107 77 30 40 2 0 26 11 18 10 

1 160 129 31 42 0 0 35 18 30 35 

2 276 209 67 60 4 1 137 14 14 99 

3 256 192 64 84 3 2 106 15 24 56 

（※令和３年度は 1月末時点） 

●よりそい型支援：延１５人（１月末時点） 

●カウンセリング事業：延人数１７人（１月末時点） 

委託期間：令和３年５月～令和４年３月末 

（月２回：第１水・第３土に各３枠あり。ただし、５月は契約上１回） 

５月１回、６月２回、８月１回、９月２回、１月１回はコロナウイルス感染防止のため中止 

 

② 女性のチャレンジ応援塾  

【目的】 

 起業・再就職等、新たな一歩を踏み出したい女性を応援するための講演会やセミナー等を

実施し、女性の社会進出および起業を支援することを目的とする。 

 

【令和３年度】 

 事前説明会、起業塾、オープンセミナー、フォローアップセミナー、チャレンジ支援、卒

塾生によるセミナー（輝☆りんカレッジ）、キラリンプロジェクトを実施した。また、起業す

るための試行的な事業を対象とした助成金により、起業をめざす女性の支援を行った。 

チャレンジ支援助成金事業以外の事業実施にあたっては、「くさつ☆パールプロジェクトチー

ム」へ協働委託した。 

 

① 事前説明会 

開催日時 場所 内容 参加人数 

８月１０日（火） 

10:00～11:45 
オンライン開催 輝☆業塾第 7期事前相談会＆助成金説明会   １９名 
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② 起業塾（基本連続講座は①～⑥） 

開催日時 場所 内容 参加人数 

９月７日（火）

9:15～12:30 
オンライン開催 

① 経営の全体像を知る！ 

講師：田内孝宣さん 中小企業診断士 
１３名 

９月１４日（火）

9:15～12:30 
オンライン開催 

② 経営の 3大要因を極める！ 

講師：田内孝宣さん 
１３名 

９月２１日（火）

9:15～12:30 
オンライン開催 

③ ナカマの「力」を結集する！ 

講師：田内孝宣さん 
１３名 

９月２８日（火）

9:15～12:30 
オンライン開催 

④ 会計を極める！ 

講師：田内孝宣さん 
１３名 

１０月５日（火）

9:15～12:30 

キラリエ草津 

50１会議室 

⑤ ブランディングを極める！ 

講師：田内孝宣さん 
１３名 

１０月１２日（火）

9:15～12:30 

キラリエ草津 

50１会議室 

⑥ 戦略的な打ち手を見付ける！ 

講師：田内孝宣さん 
１３名 

その他：オープンセミナー 

★８月

２４日

（火） 

10:00～ 

10:45 
オンライン開催 

輝☆業塾第 7期開催に向けて 

基調講演会：仲間ときりひらく「起業」 

講師：古田真吾さん 

３１名 

10:45～ 

11:45 
輝☆業塾第 7期 事前相談会 １３名 

その他：フォローアップセミナー 

１０月１９日（火）

9:15～12:30 

キラリエ草津 

50１会議室 

プレゼンテーションの指導・交流 

講師：古田真吾さん 
１４名 

１０月２６日（火）

9:15～12:30 

キラリエ草津 

50１会議室 

プレゼンテーションの指導・交流 

講師：古田真吾さん 

１６名 

託児１名有 

１１月９日（火） 

10:30～12:00 

草津 

コミュニティー 

支援センター 

どうする？キャッシュレス化 

顧客の支払い方法を活用して顧客囲い込

み＆販路拡大をめざせ 

講師：吉田まさたかさん 

１７名 

託児１名有 

その他：チャレンジ支援 

１２月４日（土） 

10:00～15:00 

キラリエ草津 

商工会議所会議室 

１０１会議室 

５０１会議室 

キラリエフェスタ（男女共同参画・女性活

躍推進フォーラム同時開催） 

内容：クリスマスコンサート 

販売ブース・体験コーナー 

セミナーなど 

２２名 
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③その他、女性の起業・コミュニティビジネス等を支援する事業の実施 

輝☆りんカレッジ（対象：輝☆業塾卒塾生が講師となりセミナーを開催） 

 

開催日時 場所 内容 参加者 

５月１２日（水） 

10:30～11:30 

キラリエ草津 

502 会議室 

輝☆りんカレッジ① 

女性 40代 夢に向かってスタート 

～夢をかなえる 3つの自分との約束～ 

講師：2期生 松村涼子さん 

２３名 

５月２５日（火） 

10:30～11:30 

キラリエ草津 

101 会議室 

輝☆りんカレッジ② 

私が経験してきたこと 

～目標設定と行動すること～ 

講師：3期生 潟山美樹さん 

５名 

６月１５日 

（火） 

10:30～11:30 

キラリエ草津 

301 会議室 

輝☆りんカレッジ③ 

もっと貴女を輝かせる骨格タイプ診断 

～骨格タイプ別、似合う服の選び方～ 

講師：４期生 小島美和さん 

９名 

６月２２日 

（火） 

10:30～11:30 

キラリエ草津４階

社会福祉協議会 

会議室 

輝☆りんカレッジ④ 

社会で見つける「自分らしく」生きるヒント 

～心のしくみを味方につける       

１歩踏み出すために～ 

講師：６期生 立石広子さん 

１１名 

６月２９日 

（火） 

10:30～11:30 

キラリエ草津 

401 会議室 

輝☆りんカレッジ⑤ 

漢方薬と薬膳を上手く活用するコツ 

～身体の特徴を知ると「おトク」なことがたく

さん～ 

講師：４期生 伊藤有理さん 

２３名 

７月６日 

（火） 

10:30～11:30 

キラリエ草津 

５階 調理室 

輝☆りんカレッジ⑥ 

「食べる」が生み出す「空間」創り 

～幸せは食卓から広がる～ 

講師：６期生 萩野千菜美さん 

１０名 

７月１３日 

（火） 

10:30～11:30 

キラリエ草津 

205 会議室 

輝☆りんカレッジ⑦ 

お稽古業界、長寿の秘訣 

～自分の強みを生かす～ 

講師：４期生 奥山弓子さん 

９名 

 

市長・教育長との懇談会  

開催日時 場所 内容 参加人数 

１１月２日 

(火) 

9:30～11:40 

草津市役所 

市長応接室 

市長との懇談会 

（修了書の交付および市長へのプレゼン）   
１２名 

１１月２５日

（木） 

10:00～11:10 

草津市役所 

５０２会議室 
教育長との懇談会 ５名 
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Kirarinプロジェクト  

内容：卒塾生が 100 人を越え、近年では卒塾生間でのコラボ事業や協働事業も増えてきたこ

とから、市と団体では卒塾生のネットワークや連携した活動を促進するため、卒塾生を含む

起業家等が連携し、市の PRとなる事業や男女共同参画や女性活躍を推進する事業を行う場合、

「kirarinプロジェクト」と位置づけ支援していく事業を開始しました。 

実績：１件「無花果フェア」      

 

女性のチャレンジ支援助成金 

申請件数 ２件（１月末現在）  

 

 

③ 女性活躍応援会議  

【目的】 

 女性の活躍推進をテーマに、男女共同参画推進団体のネットワークを構築するとともに、

女性の活躍を推進する団体を育成することを目的とする。 

 

【令和３年度】 

市民団体「くさつ男女共同参画市民会議い～ぶん」と毎月１回会議を開催した。 

 

 

④ 男女共同参画・女性活躍推進フォーラム  

【目的】 

 草津市立男女共同参画センター「あい・ふらっと」の周知とあわせて男女共同参画および

女性活躍について考えていただくことを目的に開催する。 

 

【令和 3年度】 

事業実施にあたっては、市民団体「くさつ男女共同参画市民会議い～ぶん」へ協働委託 

開催日 場所 内容 参加人数 

★１２月４日 
キラリエ

草津 

・講演会：「私の歩んできた道」 

～あきらめない 支える 支えられる～ 

講師：村木厚子さん 

 １００名 

・ワークショップ：テーマ「コロナ禍で「困った

こと、気づいたこと、支え合えること」 

ファシリテーター：くさつ男女共同参画市民会議

い～ぶん 

 １２名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▲ロゴマーク 
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⑤つながりサポート事業  

【目的】 

 コロナ禍において女性の自殺者が増加するなど貧困・孤立・孤独により不安を抱える女性

が増加している。生理用品等の配布を通じて、各種サービスや地域の支援につなげるなど寄

り添った支援を行い不安を抱える女性が、社会の絆・つながりを回復することができるよう

にすることを目的とする。 

 

【令和３年度配布数】 

配布時期 主な配布場所 セット数 個数（1セット＝24個×２パック）

4月-5月 市役所（男女・さわやか保健センター） 123 5,904

市内小中学校２０校（各１０セット） 200 9,600

立命館大学 100 4,800

5月末-7月 男女共同参画センター 150 7,200

8月-3月末 男女共同参画センター

(市社協へ委託) 社会福祉協議会 2,240 107,520

小中学校 ※予定数 ※予定数

市役所相談窓口 （子ども家庭課・人とくらしのサポートセンター等）

ハローワーク草津

地域まちづくりセンター（志津・南笠東）

その他（トイレ設置（市役所・キラリエ草津等））

合計 2,813 135,024  

その他：８月からは草津市社会福祉協議会に委託 

令和３年１１月～居場所づくりとしてレディースカフェ市内１か所オープン 

 

【参考】 

男女共同参画センター開所 5/6～の来所者実績（１月末時点） 

令和3年度来所者数の状況

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

ｾﾝﾀｰ主催の学習会（起業塾
も含む）の参加者数

0 76 96 48 13 4 82 17 64 12 0 0 412

相談の来館者
（カウンセリング含む）

0 7 4 5 8 5 6 13 12 9 0 0 69

会議・打合せの来館者数 0 17 14 26 8 12 1 0 8 8 0 0 94

講座申し込みや情報収集の
来客者数 0 40 16 10 10 2 7 2 150 6 0 0 243

計 0 140 130 89 39 23 96 32 234 35 0 0 818

5月～1月土曜来所者集計

第１土

第３土

計

左記の内
相談者数

※左記来所者数に12/4のフォーラム関係１８０名は含まず

※左記相談者数のうちカウンセリング7人

8

20

28 10

10

市
民
利
用
者

（単位：人）

来所人数

0
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【令和４年度事業計画案】 

 

◆男女共同参推進事業 

次世代育成男女共同参画事業 中高生を対象に「デートＤＶ防止」及び「性の健

康教育」をテーマにした学習会 

人権・同和問題職員研修 行政職員対象に「男女共同参画・女性の人権に関

する研修」等の内容で研修の実施 

男女共同参画リーダー育成事業 市民の研修参加にかかる費用の補助 

ジェンダーに関する学習会 市民対象に男女共同参画に関する研修会の実施 

男女共同参画審議会の運営 ２回程度開催予定 

男女共同参画センターの運営  

 

 

 

  ◆女性活躍推進事業  

DV相談・女性の総合相談 相談員の配置 

カウンセリング事業の実施 

女性のチャレンジ応援塾 草津市版起業塾の開催 

女性活躍応援事業 男女共同参画・女性活躍推進フォーラムの開催 

啓発紙の発行 

審議会、相談時等の託児支援 等 

つながりサポート事業 生理用品の配布を通して相談・支援につなげる事

業の実施 

 

 

 

 


