
 

 

平成２９年度 事 業 報 告 

会議報告 

理事会 

回 日 付 会 場 内 容 

第１回 平成２９年 ５月２４日（水） 福井県生活学習館 

２８年度事業報告・決算、評議員会の開

催（決算、理事の選出等）、きらめきフ

ェスティバル２０１７等 

第２回 平成２９年 ６月 ６日（火） 福井県生活学習館 理事長および副理事長の選出 

第３回 平成２９年 ９月２１日（木） 福井県生活学習館 
２９年度事業経過報告、きらめきフェス

ティバル２０１８の日程等について 

第４回 平成３０年 ３月２３日（金） 福井県生活学習館 
２９年度事業経過報告、２９年度補正予

算、３０年度事業計画・予算 

評議員会 

第１回 平成２９年 ６月 １日（木） 福井県生活学習館 ２８年度事業報告・決算、理事の選任 

第２回 平成２９年 ７月１４日（金） みなし(書面)決議 理事の選任 

第３回 平成３０年 ３月３１日（土） みなし(書面)決議 理事の選任 

企画運営委員会 

第１回 平成２９年 ５月３１日（水） 福井県生活学習館 
２８年度事業報告・決算 

２９年度事業計画・予算 

 

事業報告 

Ⅰ 仕事と家庭の両立支援 

 女性の就業や地域活動等の社会参加を支援するため、仕事と家庭の両立や女性のゆ

とりの創出、キャリアづくりを支援した。 

 

１ チャイルドルーム運営事業（生活学習館委託事業） 

 子どもを持つ親が、生活学習館・図書館等において開催される行事、研修、学

習、相談等のためこれらの施設を利用し、または就職活動等に取り組むに当たり、

生活学習館内のチャイルドルームで、０歳から小学校就学前の健康な子どもを、

保育士が一時的に預かった。 



 

 

 平成２９年度 平成２８年度 

託児数 ４７２名 ７３７名 

内、活躍支援センタ―経由  ２１名 １３名 

 
 
 

２ ファミリーサービスクラブ事業（県女性活躍推進課補助事業） 

   子どもの預りや高齢者の世話等を会員相互で助け合う活動を県内５箇所の拠 

点で展開している「ファミリーサービスクラブ」の会員募集・登録や広報、研修

などを支援した。 

 平成２９年度 平成２８年度 

登録会員数      ６３８名    ５９４名 

援助件数 １０，９３６件   １２，１７６件 

時間数  ３３，７６３.３時間 ４１，６４７.０時間 

      ファミリーサービスクラブ連絡会（１０月２４日開催） 

 

３ ふくい女性活躍支援センターの運営事業（生活学習館委託事業） 

    女性が働く場で、地域で、責任ある役割を担い、能力を十分発揮できる社会づ

くりを進めるため、女性のキャリア相談や再就職の相談、育児休業復帰時の子

育ての悩み相談等を行った。 

  （１）利用状況 

 平成２９年度 平成２８年度 

利用者数  ２，４７８名  ３，１４３名 

相談件数  １，０８４件  １，２０１件 

主
な
内
訳 

キャリアアップ     ２７件   ３５件 

再就職・就業   ４４９件  ５２４件 

転職   １６０件    １３３件 

保育所・子育て   １０８件  １６２件 
    

（２）再就職支援セミナー 

  実施日 会場 参加者数 タイトル 講 師 

1 

平成２９年 

９月２８日(木) 

10:00～11:30 

生活学習館 ３６名 

保育園等の申込から入園ま

での流れ 
福井市子育て支援室職員 

園での生活、行事、気を付

けること 
やわらぎ木田認定こども園長 

ワタシらしく働くための準

備をはじめよう！ 

社会保険労務士 

中村 まゆみ 氏 



 

 

2 

平成２９年 

10 月 12 日(木) 

10:00～11:30 

坂井市地域

交流センタ

ーいねす 

２４名 

保育園等の申込から入園ま

での流れ 
坂井市子育て支援課職員 

園での生活、行事、気を付

けること 
坂井市子育て支援課職員 

ワタシらしく働くための準

備をはじめよう！ 

社会保険労務士 

中村 まゆみ 氏 

3 

平成３０年 

３月１日(木) 

13:30～16:00 

生活学習館 １８名 
女性応援！ 

春から働く企業面接会 

アクサ生命保険㈱ 

㈳足羽福祉会、越前市  

㈳坂井福祉会、㈲ダイケイ 

㈲すのうどろっぷ  

㈱日本オカダエンタープライズ 

㈱福井銀行  

福井県民生活協同組合  

㈱LIFULL FaM 
   

（３）働き女子のホンネカフェ 

  実施日 会場 参加者数 タイトル 

1 平成 29年 5月 30日(火)15:10～16:00 生活学習館 １０名 相手も私も“ＯＫ“な伝え方 

2 平成 29年 6月 29日(木)11:20～12:00 生活学習館 ５名 自分に合った生き方とは？ 

3 平成 29 年 10 月 26 日(木)16:10～17:00 
勝山市市民交

流センター 
７名 私にとって「働く」とは？ 

4 平成 29年 12月 1日(金)19:40～20:30 生活学習館 ８名 気持ちが通じるコミュニケーションの方法は？ 

5 平成 29年 12月 2日(土)14:05～14:55 生活学習館 ６名 働くワタシのモヤモヤ解消！！ 

6 平成 29年 12月 2日(土)15:00～15:50 生活学習館 ７名       〃 

7 平成 30年 1月 20日(土)15:10～16:00 生活学習館 ３名 ウチの職場、困っています！ 

8 平成 30年 2月 21日(水)16:10～17:00 生活学習館 １０名 ビジネスシーンで相手にうまく伝える方法は？ 

    

（４）キャリアカフェ 

女子学生と福井で働く女性とが、女性の視点で意見交換を行うことで、女子学生

に結婚や出産後も働き続けることや、自分自身のキャリアについて考える機会を

提供した。 



 

 

  実施日 会場 参加者数 （ ）学生数 

1 平成 29 年 11 月 17 日(金) 17:00～18:30 福井大学 ８名（4 名） 

2 平成 29 年 11 月 22 日(水) 13:00～14:00 福井県立大学 ２０名（18 名） 

3 平成 29 年 12 月 19 日(火) 18:30～19:30 仁愛大学 ７名（3 名） 

4 平成 30 年 1 月 26 日(金) 18:00～19:00 福井県立大学 １４名（10 名） 

 

４ 働く女性の応援事業 

働き女子のホンネ交流会 

   働く女性の業種を超えた相互交流とネットワーク化の促進を応援するため、 

本音で話し合い、相談も行える交流会を開催した。 

    開催日  平成２９年１２月２日（土）10:00～16:00 

    会 場  福井県生活学習館 

    参加者  １３人 

 

５ 育児休業者復帰支援セミナー事業（地方職員共済組合福井県支部委託事業） 

 福井県女性職員が就労と子育てを両立できるように支援した。 

  実施日 会場 参加者数 タイトル 講 師 

1 

平成２９年 

８月２４日(木) 

13:30～16:30 

生活学習館 １１名 

仕事と子育ての両立について 

～職場復帰までの準備と復帰後の

子育て～ 

福井佼成幼稚園 

教頭 大栁 世津子 氏 

入園手続きについて説明 

（福井市の場合） 

福井市子育て支援室 

主幹 國定 慎吾 氏 

2 

平成２９年 

９月２６日(火) 

13:30～16:30 

生活学習館 １４名 〃 〃 

 
 
  
 
  

Ⅱ 研修、意識啓発および文化活動 

１ 男女共同参画学習講座（生活学習館委託事業） 

   男女が互いの理解と協力のもとに男女共同参画社会づくりを推進するとともに、

チャレンジしたい女性の社会のあらゆる分野における活躍を推進することを目的

として講座を実施した。 

（１）働く女性のキャリアアップ応援コース 

 ①キャリアアップ応援講座   



 

 

  実施日 会場 参加者数 タイトル 講 師 

1 

平成２９年 

５月３０日(火) 

9:30～15:00 

生活学習館 ３９名 

自分プロデュース！ 

会社では教えてくれない“私のた

めの仕事術” 

～信頼されるコミュニケーションスキル～ 

(株) Ｗｏｏｍａｘ 

代表取締役 

竹之内 幸子 氏  

2 

平成２９年 

10 月 28 日(土) 

13:30～15:30 

生活学習館 ２９名 

自分プロデュース！ 

会社では教えてくれない“装いの

力” 

～毎日の装いで印象をプラスに変える～ 

ＫＯＲＯＲ 

パーソナルスタイリスト  

みなみ 佳菜 氏  

3 

平成２９年 

１２月１日(金) 

18:00～19:30 

生活学習館 ４７名 

自分プロデュース！ 

会社では教えてくれない“一筆添

えるワザ” 

～手書きの「ひと言」で心を伝える～ 

一般社団法人手紙文化振興協会認定 

手紙の書き方マスター

コンサルタント  

おかもと 円果 氏  

4 

平成３０年 

１月２０日(土) 

9:30～15:00 

生活学習館 ２２名 

会社では教えてくれない“生産性

向上のポイント” 

～自分もチームもハッピーに！～ 

あまねキャリア工房 代表 

業務プロセス・オフィスコミュニケ

ーション改善士  

沢渡  あまね 氏 

5 

平成３０年 

２月２１日(水) 

13:00～16:00 

生活学習館 ４７名 

自分プロデュース！ 

仕事で得をするビジネスマナー 

～結果に差が出る“気くばり”の

秘訣～ 

オフィス・マインドルージュ 代表 

藤田 由美子 氏 

 

② 女性の再就職等チャレンジ支援セミナー 

  実施日 会場 参加者数 タイトル 講 師 

1 

平成２９年 

６月 28日(水)、 

29 日(木) 

9:30～11:30 

生活学習館  ３２名 

管内雇用失業情勢及びハローワーク

福井の就職支援について 

ハローワーク福井  

統括職業指導官  

辻  充也 氏 

働くための準備を始めよう！ 

私の新しい一歩のために 

社会保険労務士  

森口 美和子 氏 

必要とされ大切にされる人の自分マ

ネジメント 

㈱ドリームワークス 

代表取締役社長 

 山内 喜代美 氏 



 

 

2 

平成２９年 

10 月 26 日(木) 

13:00～16:00 

勝山市市民交

流センター 
 １９名 

ハローワーク大野の就職支援について 
ハローワーク大野  

次長 長谷河 昌也 氏 

勝山市からの支援について 

勝山市健康福祉部福祉・児童課 

子育て相談室室長  

松田 裕子 氏 

自分スタイルな職業選択をするために 

～先ずは関連知識を身につけよう～ 

特定社会保険労務士  

伊藤 淑子 氏 

 

（２）企業における女性活躍推進コース 

①キャリア･アカデミー   

  実施日 会場 参加者数 タイトル 講 師 

1 

平成２９年 

８月３０日(水) 

10:00～16:30 

生活学習館 ２４名 

プレ・リーダーのためのマインド

チェンジ！ 

～自分が変わるとキャリアも変わる～ 

（株）キャリエーラ 

  代表取締役  

   藤井 佐和子 氏 

2 

平成２９年 

８月３１日(木) 

10:00～16:30 

〃 ２４名 〃 〃 

3 

 

平成２９年 

10 月 12 日(木) 

10:00～16:30 

生活学習館 ３０名 

憧れられる女性リーダーのカタチ 

～考え方･言葉･行動を変えて next ス

テージへ～ 

（株）シェリロゼ 

  代表取締役  

   井垣 利英 氏 

4 

 

平成２９年 

10 月 13 日(金) 

10:00～16:30 

〃 ３０名 〃 〃 

 

②管理職のための女性育成人材セミナー  ※（ ）男性参加者数 

  実施日 会場 参加者数 タイトル 講 師 

1 

平成２９年 

８月１０日(木) 

10:00～15:30 

生活学習館 
２８名 

（15 名） 

女性社員の成長と企業の発展を促進！ 

管理職のためのダイバーシティ・

マネジメントセミナー 

㈱キャリアネットワーク

代表取締役社長 

西村 直哉 氏 

2 

平成３０年 

３月２日(金) 

10:00～15:30 

生活学習館 
２１名 

（9 名） 

女性社員のチカラを活かすマネジマント 

～女性社員の育成と更なる活躍に

向けて～ 

㈱キャリアン 

代表取締役 

河野 真理子 氏 



 

 

③企業連携講座（企業への講師派遣研修）  ※（ ）男性参加者数 

  実施日 会場 参加者数 タイトル 講 師 

1 

平成２９年 

４月２８日(金) 

15:30～17:00 

マイランＥＰ

Ｄ合同会社 

８０名 

（21 名） 

円滑な人間関係を構築するための

コミュニケーション術 

コーチングフォレスタ 

代表 林 美里 氏 

2 

平成２９年 

７月２９日(土) 

13:30～15:00 

医療法人 

穂仁会 

３７名 

（2 名） 
管理職のためのコーチング研修 

銀座コーチングスクール福井校 

講師 松川 覚結美 氏 

3 

平成２９年 

12 月 14 日(水) 

13:30～15:00 

北陸電力㈱ 
２１名 

（9 名） 
コミュニケーション力アップ研修 

㈱ドリームワークス  

代表取締役  

山内 喜代美 氏 

4 

平成３０年 

２月５日(月) 

8:00～9:30 

平林印刷㈱ 
５３名 

（29 名） 
接遇スキルアップ研修 

オフィス・マインドルージュ 

藤田 由美子 氏 

5 

平成３０年 

２月 20 日(火) 

13:30～15:00 

日本電産テク

ノモータ(株) 

４９名 

（0 名） 
キャリアデザイン研修 

ふくい女性活躍支援センター

女性キャリア相談員 

松岡  幸代 氏 

6 

平成３０年 

３月 22 日(木) 

9:30～11:00 

リコージャ

パン㈱ 

１９名 

（14 名） 
コーチング研修 入門編 

銀座コーチングスクール福井校 

講師 松川 覚結美 氏 

 

（３）次世代育成コース 

①次世代育成セミナー  ※（ ）男性参加者数 

  実施日 会場 参加者数 タイトル 講 師 

1 

平成２９年 

７月５日(水) 

13:30～15:20 

勝山南部 

中学校 

７０名 

（29 名） 

私が選ぶ私の進路 

～一人ひとりが輝くために～ 

滝本ふぁーむ女性農業従事者 

福井県立美術館女性学芸員 

福井中央クリニック男性管理栄養士 

福井勝山総合病院男性看護師 

2 

平成２９年 

７月１１日(火) 

14:25～15:25 

上庄中学校 
８４名 

（34 名） 
〃 

仁愛大学人間学部  

講師 織田 暁子 氏 

㈱中村女性左官 

福井中央クリニック男性管理栄養士 

プチマリア福井店男性トリマー 



 

 

3 

平成２９年 

10 月 18 日(水) 

14:25～15:25 

国見中学校 
２０名 

（7 名） 

私が選ぶ私の進路 

～一人ひとりが輝くために～ 

福井市消防局女性職員 

アイ設計事務所女性建築士 

福井ケアセンター男性介護福祉士 

4 

平成３０年 

１月 31 日(水) 

13:30～15:20 

三国中学校 
１５６名 

（74 名） 
〃 

仁愛大学人間学部  

講師 織田 暁子 氏 

(株)福井新聞社女性記者 

坂井市教育委員会女性学芸員 

西田建設㈱女性現場監督 

わっか保育園男性保育士 

AIR Nail 男性ネイリスト 

福井中央クリニック男性管理栄養士 

     

②高校生のための「科学・技術者への招待セミナー」  ※（ ）男性参加者数 

  実施日 会場 参加者数 タイトル 講 師 

1 

平成２９年 

９月２２日(金) 

15:10～17:00 

鯖江高校 
１８４名 

（89 名） 

人生は遊びそのもの  

〜進路にムダな選択はない！〜 

 

福井大学国際地域学部  

講師 粟原 知子 氏 

〈交流会〉 

㈱オーディオテクニカフクイ 女性技師 

福井県農業試験場女性研究員  

福井大学工学部女子学生 

2 

平成２９年 

12 月 14 日(木) 

12:55～14:40 

羽水高校 
３３４名 

（171名） 

ペンギンロボットを高校生で作

るまでと、それからの 5 年間 

TRYBOTS  

プロジェクトリーダー  

 近藤 那央 氏 

〈交流会〉 

(有)アーキズム建築設計事務所  

女性取締役次長 

日華化学㈱化粧品女性研究員 

福井県立大学大学院女子学生 

 

（４）男性の家事・育児参画コース 

①カップル応援講座   ※（ ）男性参加者数 

  実施日 主催者 参加者数 タイトル 講 師 

1 

平成３０年 

３月１０日(土) 

13:30～16:30 

生活学習館 
２０名 

（8 名） 

今、ふたりで知ろう！ 

大切な人を守る術“アウトドア流防災” 

アウトドア防災ガイド 

あんどうりす 氏 



 

 

②新米パパ・ママ応援講座     

 実施日 主催者 参加者数 タイトル 講 師 

1 

平成２９年 

10 月 29 日(日) 

10:00～12:30 

リブラ若狭 
２４名 

（7 名） 

楽しく！遊んで！学ぶ！ 

新米パパママの子育て 
父親子育て応援団おっとふぁーざー 

2 

平成２９年 

11 月 23 日(祝) 

10:00～12:30 

生活学習館 
４７名 

（19 名） 

楽しく！遊んで！学ぶ！ 

新米パパママの子育て 
父親子育て応援団おっとふぁーざー 

 

（５）男女パートナーシップ推進コース 

①指導者養成講座   ※（ ）男性参加者数 

  実施日 主催者 参加者数 タイトル 講 師 

1 

平成２９年 

８月２９日(土) 

13:00～14:35 

生活学習館 
３８名 

（8 名） 

地域･社会で輝き続ける極意とは 

～人間力を磨く①～ 

データから見る福井県の男女共同参画 

福井県女性活躍推進課 

課長 松本 伸江 氏 

2 

平成２９年 

１１月４日(土) 

10:00～11:30 

生活学習館 
３８名 

（7 名） 

地域･社会で輝き続ける極意とは 

～人間力を磨く②～ 

６Ｋ（会社･子育て･家事･介護･看護･

子ども会）ライフ 

内閣府地域働き方改革支

援チーム委員(兼務東レ経

営研究所)   

渥美 由喜 氏 

3 

平成２９年 

11 月 26 日(日) 

10:00～11:30 

生活学習館 
３１名 

（2 名） 

地域･社会で輝き続ける極意とは 

～人間力を磨く③～ 

働く人の健康力ＵＰ講座 

Soleil スタジオユウ 

 福田 裕子 氏 

4 

平成３０年 

２月２４日(土) 

14:00～15:30 

生活学習館 
３６名 

（18 名） 

地域･社会で輝き続ける極意とは 

～人間力を磨く④～ 

生きること、働くこと 

立命館アジア太平洋大学 

学長 出口 治明 氏 

   

②地域連携講座    ※（ ）男性参加者数 

  実施日 主催者 参加者数 タイトル 講 師 

1 

平成２９年 

４月９日(日) 

14:30～16:00 

若狭女性ネッ

トワーク 

５９名 

（0 名） 
男女共同参画について はやおき亭 貞九郎 氏 

2 

平成２９年 

４月２２日(土) 

14:00～15:30 

さばえ男女共

同参画ネット

ワーク 

６１名 

（26 名） 
男女共同参画漫談 じぇんだー はやおき亭 貞九郎 氏 



 

 

3 

平成２９年 

11 月 17 日(金) 

19:00～21:00 

永平寺男女共

同参画ネット

ワーク 

３４名 

（17 名） 

アンガーマネジメントで、地域や職場、

家庭で良好なコミュニケーションを 

㈱For Smile  

代表取締役  

加藤 裕美 氏 

4 

平成２９年 

11 月 30 日(木) 

19:00～20:30 

南越前町男女

ネットワーク 

３１名 

（3 名） 

未婚者の増加に伴う地域での関わり方

～縁結びの現状～ 

地域の縁結びさん登録者  

織田 紀江 氏 

5 

平成２９年 

１２月６日(水) 

18:30～20:00 

大野男女共同

参画ネットワ

ーク 

４５名 

（5 名） 

男女で異なる法律や社会 本当に

これでいいの？ 

海道法律事務所 弁護士 

海道 宏実 氏 

6 

平成３０年 

３月 25 日(日) 

10:00～11:30 

下北野福寿会 
２７名 

（12 名） 

高齢者における男女共同参画の意

義を理解する 

朗読劇「六花」 

代表 佐々木 みどり 氏 

    

③教育連携講座    ※（ ）男性参加者数 

  実施日 主催者 参加者数 タイトル 講 師 

1 

平成２９年 

11 月 11 日(土) 

13:00～15:30 

福井県 

教職員組合 

４１名 

（12 名） 

LGBTｓを知り、自分にできるこ

とを考えよう 

～一人一人が自分らしく幸せに生きるために～ 

(一社)日本 LGBT 協会  

代表理事 

 清水 展人 氏 

2 

平成２９年 

11 月 16 日(木) 

15:20～16:10 

丹南高校 
９５名 

（24 名） 

デート DV 予防講演会 

「素敵な関係をつくりましょう」 

ふくい女性財団職員  

東野 香里 

3 

平成２９年 

11 月 27 日(月) 

15:30～17:00 

若狭東高校 
４６名 

（27 名） 
多様な性について考えよう 

福井工業大学非常勤講師  

武内 昭子 氏 

4 

平成２９年 

11 月 30 日(木) 

14:10～15:00 

坂井高校 
２４８名 

（119名） 
デート DV について 

福井大学医学部看護学科 

地域看護学教授  

長谷川 美香 氏 

    

④県民活動支援講座    ※（ ）男性参加者数 

  実施日 主催者 参加者数 タイトル 講 師 

1 

平成２９年 

１０月８日(日) 

10:00～11:30 

(一社 )大学女

性協会 

福井支部 

２３名 

（2 名） 

“介護”が我が家にやってくる！ 

誰の役割？どう協力？ 

福井県介護支援専門員協会

理事 

丹尾 由紀子 氏 

2 

平成２９年 

11 月 30 日(木) 

13:30～15:00 

県警共済組合 
８８名

（30 名） 

父親の育児参画が女性のキャリア 

を支援！ 

～夫婦で子育ての重要性～ 

㈱東レ経営研究所 

ダイバーシティ＆WLB 

推進部長 宮原淳二 氏 



 

 

２ ふくいきらめきフェスティバル２０１７（生活学習館補助事業） 

テーマ：みんなで になおう 地域の未来 

開催日：平成２９年６月１１日(日) 

 会 場：福井県生活学習館（ユー・アイふくい）  延べ８６８名 

 内 容：記念講演 ｢困難をチャンスに！未来へつなぐ突破力 

           ～漁師を束ねる女性リーダーの挑戦～」 

                 講師 坪内 知佳 氏（株式会社GHIBLI代表取締役） 
 

ワークショップ 「大学生から質問！仕事のこと・結婚のこと」 

     「若者の息吹をまちづくりに」 

講 座 等 体験講座（マナー講座、脳トレ体操、リトミック、国体花寄

せ植え、メイクレッスン、プロカメラマン撮影会等） 

映画鑑賞、プラネタリウム 

文化講座作品展、DV 予防啓発展、おいしいもの販売等 
  

３ 文化講座 

押し花講座     月１回（第３土曜日） ： 延べ６９人 

 

 

Ⅲ 情報収集提供事業 

１ 機関紙発行等広報活動（県女性活躍推進課補助事業） 

（１） 「かがやく女性」年２回（９月・３月） 各７,０００部発行予定 

（２） ホームページ www.f-jhosei.or.jp 

 

２ 男女共同参画ポータルサイト運用事業（県女性活躍推進課委託事業） 

 女性のチャレンジを支援するため、活躍する女性の人材情報やチャレンジに必 

要な情報を管理し、総合的に情報発信を行った。 

（１）女性人材発掘活用  今年度新規登録者数 ８名 （累計 ３０８名） 

（２）女性の元気チャレンジ情報発信 

   女性があらゆる分野で活躍･チャレンジするための必要な情報をホーム 

  ページから発信した。 

 

３ 女性総合カウンセリング事業（生活学習館委託事業） 

  様々な問題について相談を行うとともに、他の相談機関との連携を密にし、情

報の共有、連携を図ることにより、より的確なサポートを行った。 

（１）相談業務 

 平成２９年度 平成２８年度 

一般相談 １，１８４件 １，２４２件 

特別（法律・こころ）相談      ７５件   ８１件 

合 計 １，２５９件 １，３２３件 
 

http://www.f-jhosei.or.jp/


 

 

（２）配偶者暴力被害者支援センターに係る業務 

配偶者からの暴力に関する相談【再掲】  

 平成２９年度 平成２８年度 

一般相談 ３１２件 ２９８件 

特別（法律・こころ）相談 ４１件 ２５件 

合 計 ３５３件 ３２３件 
 

 

４ ＤＶ予防啓発事業（県女性活躍推進課委託事業） 

    ＤＶおよびデートＤＶについて考えるきっかけを提供し、予防啓発と被害者支

援として相談窓口の周知を図ることを目的に、パネルの作成・展示と、動画の制

作・インターネット公開を実施した。 

（１） 予防啓発パネル展示 

平成 30 年 2 月 1 日～6 日 福井県生活学習館 1 階ギャラリーA 

平成 30 年 2 月 15 日～22 日 福井県立病院 1 階エントランスホール 

（２） 予防啓発動画作成・インターネット公開 

公開日：平成 30 年 2 月 28 日 

 

 

Ⅳ 女性団体活動支援事業 

 １ 女性団体支援事業（県女性活躍推進課補助事業）    

  （１）県民啓発促進（講演会等の開催）・・・・・・ ３団体補助 

  （２）情報発信促進（広報誌の発行）・・・・・・ １４団体補助 

  （３）会員交流促進（会員団体同士の交流）・・・・ １団体補助 

（４）組織強化（会員勧誘・研修会等の開催）・・・ ４団体補助 

 

 ２ 女性団体交流事業（県女性活躍推進課補助事業） 

  （１）県域団体・市町ネットワーク情報交換会 

      開催日  平成２９年８月２９日（火） 

      会 場  福井県生活学習館 

      参加者  ２２名（２０団体代表参加） 

      内 容  活動内容等情報交換 

 

（２）新年のつどい 

      開催日  平成３０年１月２７日（土） 

      会 場  アオッサ県民ホール 

      参加者  ９４名 
   

 

 



 

 

Ⅴ 配偶者暴力の防止と被害者支援 

配偶者暴力被害者自立支援事業 

配偶者暴力の被害を受けて生活面で困っている者に対して、被害者支援センタ－と 

連携の上、自立のための緊急支援を行った。  

・支援実績 ２件   
   

 

Ⅵ 就業の支援 

職業紹介事業（生活学習館委託事業） 

ふくい女性活躍支援センターにおいて、仕事と子育てが両立しやすい求人情報の提

供や、求人・求職の受理、職業の紹介、あっせん等を行った。  

職業紹介等状況 

 平成２９年度 平成２８年度 

求職者数 ２３２人 ２１３人 

職業紹介件数 １１６件 １０５件 

就職件数  １１１件（５２件） １０１件（３６件） 

  ※（ ）は当センターの紹介によるもの 


