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令 和 4 年 度 の 重 点 取 組 み

愛知県経営者協会

愛知県中小企業団体中央会

一般社団法人中部経済連合会

公益社団法人名古屋青年会議所

愛知県私学協会

名古屋市立高等学校長会

名古屋市立高等学校 PTA協議会

名古屋市立小中学校 PTA協議会

名古屋大学 ジェンダーダイバーシティセンター

椙山女学園大学 藤原教授

名古屋市区政協力委員議長協議会

資料３

ジェンダー教育研究､ジェンダー関連書籍を約2万冊保有するジェンダー･リサーチ･ライブラリの
運営､女性研究者研究活動支援､ワークライフバランス推進などの多岐にわたる活動を通して､
学内外のジェンダー平等推進に努める｡

名古屋商工会議所
セミナー･講演会を開催するにあたっては､
講師のジェンダーバランスを考慮するととも
に､ テーマとして 女性の活躍やワーク･ラ
イフ･バランスを積極的に扱う｡
会員向けの広報誌･メルマガを活用し､
行政や関係団体の取り組みやセミナー等
を広くPRする｡

会員大学の講義に会員企業から講師を派遣する「キャリア教育共創
プログラム」で、女性のキャリアアップやワーク・ライフ・バランスをテーマとし
た講義を提供。
会員向けの広報誌・メルマガを活用し、行政や関係団体の取り組み
やセミナー等をＰＲ。

多様な人材がより一層活躍できる職場環境の推進をめざし､研究･ノ
ウハウ提供､セミナー･交流会等により､会員企業に対し､周知･啓発
を図る｡本年度は女性の活躍に関する実態調査､および､女性社員
応援セミナー等を実施｡

女性の活躍やワーク･ライフ･バランスの推進に向けた意識啓発を図る
ため､団体のメルマガを活用し､行政等が実施するセミナー等について
広報する｡

男女平等参画･女性活躍を推進するために､｢カジークジーゲーム｣と
いうカードゲームを普及して､男性の家事育児参画の必要性を実感し
ていただく｡
また､男女平等参画を推進するために､自身の中にあるアンコンシャス
バイアス(無意識な偏見や思い込み)を知っていただくためにWEBアプ
リの普及活動をする｡

名古屋市保健環境委員会
行政への協力｡男女平等参画に向けた啓発を行
うため､行政が作成したパンフレットの配付などに
協力する｡

名古屋市民生委員児童委員連盟
男女平等参画に向けた啓発を行うため､行政が
作成したパンフレットを団体広報誌｢民生名古
屋｣へ掲載するなど､周知などに協力する｡

公益社団法人
名古屋市老人クラブ連合会
全国的に老人クラブの会員が減少する中､
本市においてもクラブ数･会員数の減少に
歯止めがかからない｡こうした状況にあって
会員の6割超が女性会員であることから､
各クラブへ女性リーダーの設置を推進する
こと及び各クラブで女性役員を増やすこと
を目標に掲げている｡
年間5回ほど予定している｢女性リーダー
代表者会｣や､11月に開催を予定してい
る｢女性リーダー研修会｣の場などを通じて
啓発していきたい｡

愛知県公立高等学校長会
男女平等参画の理解促進のために､行政が
作成したポスターやパンフレットの配布などに
協力する｡

男女平等参画に向けた啓発と理解促進のため行
政が作成するポスターの掲示や広報誌の配布などを
通じて､意識向上を目指した発信を行っていきたい｡

リーフレット｢DV or not?｣など男女平等参画意
識の啓発に向けた資料配布や｢デートDV防止
講座｣の開催

男女平等参画に向けた啓発を行うため､デートDV防
止パンフレットを始め､行政と連携して資料配布に協力
する｡

名古屋市立小中学校長会
男女平等参画に向けた啓発を行うため行
政が作成した啓発パンフレットの配布など
に協力する｡

愛知教育大学 高橋教授
大学1年必修授業｢ジェンダーとセクシュアリ
ティ｣において､ジェンダーと心理学の関連や
｢性差｣の科学について扱う｡また､4年生や
大学院生への授業において､ライフステージを
考慮したキャリア支援を行う｡

大学の｢ジェンダー･セクシュアリティ論｣の授業におい
て､自治体の男女平等参画の取組みや男女平等
啓発資料を取り上げ､ジェンダー平等､女性の多様
な生き方､性の多様性の理解促進に努める｡
大学において男女平等参画の啓発ポスターやリーフ
レットを配布･掲示する｡

金城学院大学 鶴田准教授
ライフスタイルの多様化が進む社会において､
学生たちが自分の人生を自分の力で切り
拓いていく意欲･実力･自信を持てるように､
全学的な正課授業科目である｢キャリア開
発教育科目群(8科目)｣を実施していく｡
｢働く女性とリーダーシップ｣について､複数科
目を横断するテーマとして取り上げる｡

中京大学 風間教授
大学の｢ジェンダー論｣等の授業においてジェン
ダー平等､性暴力､リプロダクティブ･ヘルス／ライ
ツ､性の多様性についてとりあげ､学生の理解を
促進する｡また大学における性的マイノリティ学
生の就学環境の改善に努める｡

名古屋市医師会
DV防止の為､行政が作成した広報ポスター
掲示に協力する｡

中日新聞社
弊社が国連の｢SDGメディア･コ
ンパクト｣に加盟したことを受け､
SDGs17目標の中の｢ジェン
ダー平等｣を推進する記事を積
極的に掲載する｡

日本放送協会名古屋放送局
NHKではジェンダーを超えて誰もが“ありのままの自分”で
生きられる社会を目指す＃Beyond Genderプロジェク
トを実施｡名古屋放送局でも番組内容や出演者､その
役割についてジェンダー平等を意識するとともに､東海３
県の先進的な取り組みや課題について積極的にニュー
ス､番組で紹介する｡また去年より自分がNHKで初めて
のジェンダー･男女共同参画担当の解説委員になったた
め､全国放送の解説委員の番組や名古屋局の夕方の
番組｢まるっと!｣の｢KYジャーナル｣でジェンダー､男女共
同参画の問題を中心に解説する｡

名古屋工業大学 ダイバーシティ推進センター
製造業に勤める女性技術者を対象に､長期的なキャリア形成と
技術者リーダーとしての知識とスキルの向上を目指す｢第8期女
性技術者リーダー養成塾｣を開催するとともに､女子中･高生を
対象に工学進路選択支援イベントを開催し､工学分野のダイ
バーシティ推進に努める｡
2022年4月に策定した｢多様な性を包摂する環境構築のため
に̶名古屋工業大学の基本理念と対応のためのガイドライン
̶｣に基づき､すべての学生､研究者､職員が伸び伸びと本来の
能力を発揮できる教育研究環境整備に努める｡

公益財団法人
東海ジェンダー研究所

財団法人設立25周年を記念事業として､国
際講演会を開催し､第2期プロジェクト研究会
の研究成果の書籍を出版する｡

国際ソロプチミスト名古屋
女性の自立･貧困･DVの被害女性を守るため
に､これまで支援してきた｢かけこみ女性センター
あいち｣｢CAPNA｣と連絡を取り合い活動してい
きたい｡
今年度から寄付を始めた妊娠SOSの取り組み
を見守りたい｡

イーブルなごや利用者ネット
イーブルなごやフェスティバル実行委員として参
加､1/2B紙展示参加､指定管理者との話し
合い､学習会7/6予定､市政出前トーク
SDGs名古屋市計画について､広報誌｢つな
がり｣を発行､7/6総会予定

一般社団法人
大学女性協会愛知支部

女性が社会でリーダーシップを十分発揮で
きるようになる為に､家庭や職場における
微妙な諸々の要因･人間関係､特に男性
の理解が求められる状況中､このような課
題を客観的視点から俯瞰し､その全体像
を洞察した上で､女性の社会貢献へつな
げられるよう､問題意識度を高め､調整･
解決へと努めたい｡

名古屋市地域女性団体
連絡協議会

女性の力が地域で十分に発揮されるよう､会員
一人ひとりの知識･技能の向上につながる研修
や大会を開催するとともに､市が主催する研修
等にも参加する｡
研修の成果は機関紙や区･学区単位での会合
等により広く団体内に還元し､より多くの会員が
女性ならではの視点を生かして積極的に地域
活動に関わっていけるよう努める｡
新型コロナウイルス感染症の影響で中止してい
た活動なども､内容や方法を見直すよい機会と
とらえ､時代に合った形を探り､実践していきたい｡

公益財団法人 名古屋YWCA
弱い立場に置かれた人への支援を通して､差別のない
社会を作る活動を行う｡
会員(女性)活動で沖縄スタディツアーを計画･実施す
る中で､女性のエンパワメントとリーダーシップを育む｡
沖縄に関するワークショップを作成し､ユースを対象に主
体的な学びを提供する｡
名古屋市女性のつながりサポート事業を受託し､女性
のための居場所･個別相談などを実施する｡
講座(みらいレッスン)をエンパワメントプログラムとして行
う｡

日本BPW名古屋クラブ
BPWは国際組織として､国内外の各クラブ一斉に
｢イコール･ペイ･デイ｣(男女の賃金差別をなくす活
動)の周知を図っており､名古屋クラブもその一端を
担う行動をする｡

NPO法人ファザーリング・ジャパン
父親があたりまえに子育てや家庭に参画できる
社会を目指し､父親自身のみならず社会全体
の意識向上を図るため､セミナー等を開催する｡

男女共同参画セミナー､ジェンダー教育としての教養教育
科目開講等を通じたロールモデルの提示や学内における支
援制度の実施により､女性活躍推進を図るともとに､大学
全体でさらなる男女共同参画の意識啓発を図る｡

名古屋市立大学
ダイバーシティ推進推進センター

中部経済同友会
｢ダイバーシティ＆インクルージョン委員会｣において､持続的成長､包摂的
な社会の実現のため､経営面におけるダイバーシティの目的である､労働力
増加､イノベーション創出等の理解促進のため､先進事例､失敗事例を学
ぶ場の提供を行う｡具体的には､講演会やワークショップ､勉強会等の開催
を年に2回程度開催予定｡

ＤＶサポートネットワーク
<ウィメンズカウンセリング名古屋YWCA>
性暴力被害女性のためのサポートグループ｢あじさい｣を
毎月第2土曜日に実施
DV被害女性のためのサポートグループ｢ひまわり｣を毎
月第1金曜日･第3土曜日に実施

<かけこみ女性センターあいち>
DV防止法改正に身体的暴力だけでなく､精神的暴
力などDV被害の対象が拡大されるよう働きかけをして
いきたい｡2年後の女性支援法施行に合わせて､シェル
ター利用及びステップハウスへの受入れ対象者､支援
活動の具体的内容の検討をしていきたい｡

重点的な取組みとして｢持続可能な女性の活
躍を推進｣するために､下記の事業を実施しま
す｡
(1)実践と研究をつなぐ実践研究所の運営/
｢実践研究会｣開催(毎月1回)
(2)参画型読書会｢読書会あいち｣/実施(毎
月1回)
(3)実践研究/<公共サービスにおける｢エッセ
ンシャルワーカー｣ジェンダー視点で見える化プロ
ジェクト>対話アクションの実施

NPO法人参画プラネット

名古屋市
なごやジョブサポートセンターにおいて､子育て女性への
就労支援を実施
ワーク･ライフ･バランスを推進する取組みについて､一
定の基準を満たす企業等を対象とする企業認証制
度を実施

社会全体で子育てしやすいまちづくりをすすめるため､
子育てにやさしい活動を行っている企業を認定し､そ
の中から特に優れた活動を行っている企業を表彰する｡

｢名古屋市女性の活躍推進企業認定･表彰制度｣
を実施するほか､女性管理職向け勉強会や女性若
手･中堅社員向けキャリアデザイン研修､女性活躍推
進企業と女子学生の交流会を開催し､｢ナゴ女応援!
サイト｣や就職展等での女性活躍推進企業のPRを
実施する｡
一人で困難や不安を抱える女性を対象に｢コロナ禍
における女性のつながりサポート事業｣を実施するとも
に､全区役所･支所への生理用品の配備を行う｡

教材等を活用して､男女の人権を尊重する教育を推
進する｡

愛知労働局
男性の育児休業の取得を促進する改正育
児介護休業法の積極的な周知･啓発

新日本婦人の会
愛知県本部

ジェンダー平等の社会の実現めざして､リプロ
ダクティブ･ヘルス/ライツの尊重と生涯を通じ
た女性の健康支援などのセミナーを予定｡
｢生理の貧困｣や学校のトイレに生理用品の
常設されたことなど話題にし､生理は､体も心
も健康な状態にあることの権利､人権である
ことなど学習､交流していきます｡

日本労働組合総連合会
連合愛知 名古屋地域協議会

世界の潮流は｢203050(2030年までに意
思決定の場に女性が50％入ること)｣であり､
2030年までに引き続き男女平等参画を進め
るほか､性自認を含む多様性の尊重を含めた､
｢ジェンダー平等｣の実現に向けて継続して取
り組む｡

教育機関
小・中・高校・
大学等

愛知県弁護士会
女性に対する暴力(DV､性暴力)の被害者支
援の拡充を目指す活動｡｢殴る蹴るだけがDV
じゃない｣という非身体的暴力によるDVに関す
る啓発と､婚姻外でも起こるDV(デートDV)防
止に取り組む｡

国際ソロプチミスト名古屋-栄
経済的理由で学習･進学の機会を失っ
た女性への支援男女平等参画に向けた啓発を行うため､行政が作

成したパンフレットの配付などに協力する｡

ロールモデルとなる女性役員等による講演会
や､企業の人事担当者によるワーキンググ
ループの実施､SNS等による情報発信を通し
て､県内企業における役員等の女性リーダー
育成を推進してまいります｡

｢あいち女性の活躍プロモーションリーダー｣と
連携し､中小企業等に対し､女性の活躍に
向けた取組や｢あいち女性輝きカンパニー｣認
証制度の活用等の働きかけを行ってまいりま
す｡

愛知県

日本女医会愛知県支部
｢医学生､研修医等をサポートするための会｣
｢地域における女性医師支援懇談会｣開催協力

｢見直そう家庭の役割育もうよりよい生活習慣｣のスローガン
のもと基本的な生活習慣を確立したり､家族のコミュニケ－
ションを活発にしたりすることができるよう､活動に取り組みます｡


