財団法人市川房枝記念会女性と政治センター
2011（平成 23）年度事業報告（2012.5 理事会・評議員会承認）
１．法人に関する事項
１．評議員会
日時 2011(平成 23)年 5 月 29 日(日)
＊議長に毛利亮子評議員を選出。
＊議事録署名人に鈴木那智子、長谷川道子両評議員を選出。
議事 1．市川房枝基金、
『女性展望』
、HP リニューアルについて検討中であることを報告し了承。
2. テナント入居状況と募集状況を報告し了承。
3. 2010(平成 22)年度事業報告の承認を求める件を審議し、原案通り承認。
4．2010(平成 22)年度収支決算報告の承認を求める件を審議し、監査報告後に原案通り承認。
5．維持員制度に関する規定案の承認を求める件を審議し、原案通り承認。
日時 2012(平成 24)年 3 月 30 日(金)
＊議長に毛利亮子評議員を選出。
＊議事録署名人に藤田綾子、村越まり子両評議員を選出。
議事 1．福祉運用資金特別会計の閉鎖について報告し了承。
2.「市川房枝女性の政治参画基金」の拡大運用について報告し了承。
3. 2012(平成 24)年度事業計画案を審議し、原案通り承認。
4. 2012(平成 24)年度収支予算案を審議し、原案通り承認。
5. その他として、理事長宛て健康上の理由による房野桂理事の辞任届について諮り、了承。
２．理事会
日時 2011(平成 23)年 5 月 29 日(日)
＊議事録署名人に進藤久美子、仁科弥生両理事を選出。
議事 1．市川房枝基金、
『女性展望』
、HP リニューアルについて検討中であることを報告し了承。
2. テナント入居状況と募集状況を報告し了承。
3. 2010(平成 22)年度事業報告の承認を求める件を審議し、原案通り承認。
4．2010(平成 22)年度収支決算報告の承認を求める件を審議し、監査報告後に原案通り承認。
5．維持員制度に関する規定案の承認を求める件を審議し、原案通り承認。
日時 2012(平成 24)年 3 月 30 日(金)
＊議事録署名人に安陪陽子、矢澤澄子両理事を選出。
議事 1．2012(平成 24)年度事業計画案を審議し、原案通り承認。
2. 2012(平成 24)年度収支予算案を審議し、原案通り承認。
3. 福祉運用資金特別会計の閉鎖を審議し、原案通り承認。
4.「市川房枝女性の政治参画基金」の拡大運用を審議し、原案通り承認。
5. 新時間貸室料金表について審議し、原案通り承認。

２．事業に関する事項
Ⅰ．政治教育・人材養成
１．議員養成
(1)女性地方議員の養成・コンサルティング
①フォーラム 2011 変えよう選挙 住民参加型選挙を実践して
-1-

(2011.5.27～28)

調査報告「データから見る第 17 回統一地方選と女性」
当センター理事・事務局長 久保公子
基調講演「民主主義再生への試練―大災害の課題と住民パワー」
東京大学教授 宇野重規
事例報告「私たちの選挙運動と課題」
全体討議（地方政治の政党化、災害下の選挙運動、公選法<適法・違法の線引き>他）
助言者＝元東京都選管事務局課長補佐 柳沢伸文/当センター理事 山口みつ子
②市川房枝政治参画フォーラム 2011 震災復興へ―新たなまちづくりを目指す
(2012.1.28～29)
講演「災害とジェンダー――女性地方議員の役割に期待する」
前千葉県知事 堂本暁子
報告「第 11 回全地方議会女性議員の現状調査」
当センター理事・事務局長 久保公子
講演「災害と自治の問題点」
法政大学教授 廣瀬克哉
立候補を志す住民参画型の選挙運動、議会の基本的知識等の学習
前東京都多摩市議 住田啓子/元都選管事務局 柳沢伸文/当センター理事 山口みつ子
講演「被災時及び今後の地域医療体制並びに生活再建について―
「被災地開業糖尿病専門医の立場から」
盛岡大学教授・前宮古市長 熊坂義裕
事例発表「東日本大震災の気仙沼市 そのとき私は」
宮城県気仙沼市議 佐藤輝子
「放射能汚染下での現状と取り組み」
福島県郡山市議 滝田春奈
ディスカッション「新たなまちづくりに向けて」
③2010 年北欧ツアー報告書「福祉国家―北欧に学ぶ オランダ・デンマーク・スウェーデンスタディツ
アーの記録(2010.8.3-11)」作成
２．講演会・学習会・ワークショップ
(1)ジェンダー平等政策をどうつくるか―第 3 次男女共同参画基本計画を手がかりに
(2011.7.9～10)
セッション I ジェンダー平等政策をつくる：ニーズ調査、ジェンダー統計
ファシリテーター
国際女性の地位協会総括理事 矢澤澄子
リソース・パーソン
金沢大学経済経営学系准教授 杉橋やよい
セッションⅡ アンペイド・ワークの把握とジェンダー平等政策へのリンク
ファシリテーター
東京学芸大学名誉教授 久場嬉子
リソース・パーソン
総務省統計局労働力人口統計室 永井恵子
セッション III ジェンダー視点から予算をみる：ジェンダー予算の概念と実践の試み
ファシリテーター
ジェンダーと開発研究センター代表 村松安子
リソース・パーソン
国立女性教育会館客員研究員 青木玲子
セッション IV 全体討論：ジェンダー平等政策づくりのために
ファシリテーター
前国連婦人の地位委員会日本代表 目黒依子
リソース・パーソン
GAP 大崎麻子・斎藤万里子
(2)通史・女性史セミナー「よりよく生きようとした女たち―歴史に学ぶ日本女性のあゆみ―」
（企画協力：総合女性史研究会）
古代「村の刀自・たらちねの母・宮廷の女」
(2011.10.13)
専修大学東アジア世界史研究センターリサーチアシスタント 伊集院葉子
中世「ルイス・フロイスが見た―中世の女性たちの生きざま」
（2011.11.10）
白梅学園短期大学名誉教授 西村汎子
近世「近世女性の肖像 思索したあや子・訴訟を起こしたたよ・反対の性を生きたたけ」(2011.12.8）
国士舘大学非常勤講師/早稲田大学エクステンションセンター講師 長島淳子
近代「時代にあらがった女たち」
（2012.1.12）
日本女子大学非常勤講師、元名古屋短期大学教授 金子幸子
現代「
『平等・開発・平和』を求めつづけて」
（2012.2.9）
元中京女子大学教授 伊藤康子
(3)国の第 3 次男女共同参画基本計画と 2012 年度予算案を聞く会
(2012.2.28)
（共催：日本婦人有権者同盟）
説明
内閣府
男女共同参画局総務課長 木下茂
同 推進課長 小林洋子
文部科学省
生涯学習政策局男女共同参画学習課女性政策調整官 湯澤麻起子
厚生労働省
雇用均等・児童家庭局総務課調査官 森實久美子
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農林水産省
経営局就農・女性課 課長補佐 松井瑞枝
経済産業省
経済産業政策局経済社会政策室 室長補佐 藤山優子
(4)女性展望カフェ
⑤中高年女性の健康―すこやかに生きるために
(2011.5.17)
産婦人科医 堀口雅子
⑥世界から見た日本―私の取材ノートから
(2011.7.12)
ノンフィクション作家 秋尾沙戸子
⑦中国と日本のはざまで戦後を生きて
(2011.9.13)
元日教組婦人部長・NPO 中帰連平和記念館館長 仁木ふみ子
⑧私にとっての女性史「歴史を拓くはじめの家」30 周年に寄せて
(2011.11.1)
女性史研究者 もろさわようこ
⑨ともだちは楽しい～映画の中の女性像
(2012.2.22)
映画評論家・ジャーナリスト 松本侑壬子
⑩私の朗読人生～美しい日本語の世界
(2012.3.8)
女優・朗読家 幸田弘子
Ⅱ．情報収集・保存・提供・発信
１．ライブラリー、アーカイブズ
(1)史資料の整理と公開・データベース化
①所蔵史資料・写真の貸し出し、提供
＊愛知県一宮市尾西歴史民俗資料館「市川房枝生家跡」説明看板
＊(公財)三宅一生デザイン文化財団「特別企画展 東北の底力、心と光『衣』三宅一生。
」
＊(財)大阪府男女共同参画推進財団「DVD Women Pioneers－女性先駆者たち」
＊(株)ベネッセコーポレーション「平成 24 年度進研ゼミ小学講座「4 教科パーフェクトクリア DS」
＊(株)ベネッセコーポレーション「平成 23 年度進研ゼミ小学講座チャレンジ 6 年生 11 月号」
＊(公財)三宅一生デザイン文化財団『美術手帖』三宅一生特集(2011 年 12 月号)
＊日本経済新聞出版社『奇縁まんだら』(瀬戸内寂聴著)
＊(株)ポプラ社『元気がでる日本人 100 人のことば』
＊愛知県史編さん室『愛知県史 資料編 35 近代 12 文化』
＊(株)ジーニアスエデュケーション『ウィンターサピックス 5 年生 社会 F54-01』
＊日本文教出版(株)『小学社会』教科書（平成 23 年度用）
＊(株)エヌ・アンド・エス企画『よんで しらべて 時代がわかる ミネルヴァ日本歴史人物伝』
＊(株)山川出版社『高等学校日本史』
＊日経 BP 社『日経ビジネスオンライン』(2012 年 3 月 14 日)
②パネル・史資料特別貸出し
＊愛知教育大学「市川房枝氏没後 30 周年記念企画展」
（2011.11.17-12.20）
講演「人間市川房枝を語る」11.17 久保事務局長協力
③その他（取材協力など）
＊フジテレビ「とくダネ！」
＊テレビ朝日「やじうまテレビ」
④蔵書目録のデータベース化
⑤史資料のデータベース化
(2)市川房枝記念展示室の整備と公開
グループ見学：三菱人権啓発連絡会 (2011.6.6)、東京女子大学国広陽子ゼミ(6.13)、山梨県河口湖町男
女共同参画推進委員(11.9)、熊本県国内派遣研修(11.14)、その他
(3)財団 50 年史の編纂
２．調査・研究成果の保存・提供・発信
(1)『女性参政資料集 2011 年版 全地方議会女性議員の現状』発行（2011.11.10）
３．定期刊行物・ブックレット・ニューズレター発行
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(1)『女性展望』発行（年間 11 回）
＊2011 年 7 月号より発行人を理事長目黒依子に更新
(2)『女性展望』検討会（2011.4.28 / 5.19 / 6.8）
、同リモデル検討部会（2012.1.18）
、同リモデル検討プ
ロジェクトチーム会合（2012.1.30 / 2.6）開催
(3) 英文ニューズレター『Japanese Women』発行（年間 2 回・各 A4 判 4 ページ）
No.106＝2011.9 発行 No.107＝2012.3 発行（最終号）
送付先 国内：在日各国大使館、各官庁及び女性行政担当者、個人の希望者等
海外：国際的女性団体、大学の女性問題研究機関、個人の希望者等
４．ホームページのリニューアル
(1)2011 年 11 月 15 日より全面リニューアル完了
Ⅲ．調査・研究―現状把握・分析
１．現状把握・分析の為の調査・研究
(1)女性国会議員の基礎データ作成
(2)2011 年全地方議会女性議員の現状調査
２．市川房枝研究
(1)市川房枝研究会
＊テーマ：市川房枝の言説と活動―婦人参政権運動の成立と展開 1893-1936（仮称）
＊研究会開催：年表・解説の検討 (2011.6.17-18 /10.28-29 /2012.3.16-17)
＊聞き取り調査：市川房枝の全体像をさぐる
村岡博人氏（元共同通信社会部記者）2011.6.18
Ⅳ．国内外組織との連携―資源の拡大
１．女性団体・組織との協力
(1)国際婦人年連絡会
(2)国連 NGO 国内婦人委員会
２．目的を共有する市民団体・組織との連携
(1)各界女性新年交歓会(2012.1.10)
(2)JICA による途上国行政官の研修受入れ(2011.6.24)
Ⅴ．市川房枝生誕 120 年・没後 30 年・財団創立 50 周年記念事業 3 ヵ年計画
１．
「リレートーク 市川房枝を語りたい」(2011.11.12) 桑田まなみ、中島一郎、仁科弥生、岡田善朗、
笹間薫、鳥海哲子、青木淳子(代読)、市川ミサオ、武田清子・隈部紀生(ビデオレター)
２．記念事業委員会
理事長から委嘱を受けて記念事業委員会発足（任期 2011.9～2013.12 委員長日高みさお 委員若菜允
子 仁科弥生 笹間薫 進藤久美子 久保公子 山口美代子 枝松栄）
(①2011.9.6 ②9.21 ③10.5 ④
10.12 ⑤10.19 ⑥11.7 ⑦2012.2.25 ⑧3.17)開催
Ⅵ．市川房枝基金による個人・団体活動支援
１．市川房枝基金
(1)「市川房枝女性の政治参画基金」と名称を変更し、援助金額総額(30 万円)ほか募集要項を一部修正。
選考の結果、2011 年度は該当なし。
(2) 市川基金検討会（2011.6.3）
、市川基金選考委員会（2011.10.17）開催
Ⅶ．管理・運営・財務関連
１．公益法人化及び基本財産運用にかかわる事業
(1) 新公益法人制度申請に向けて財務・定款など整備。準備作業進捗
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(2) テナント事業 3 階 4 室を関係女性団体などの事務所用として賃貸
301 号室＝㈱ペアレンツ 4.20 退去。㈱アトリエ福 8.1 入居、302 号室＝㈱ペアレンツ 4.20 退去。
㈱青山 IGC 学院 11.1 入居、303 号室＝日本 BPW 連合会 08 年～、304 号室＝日本婦人有権者同盟 08 年～
(3) 時間貸室事業 会議室、研修室、多目的ホールなど 5 室を関係女性団体などに時間貸
おとなの英語勉強会 113 回、国際婦人年連絡会 79 回、野間口クラス 66 回、おとなの英語クラブ 60 回、
山森クラス 33 回、中央法規出版㈱27 回、講座日本史 18 回、ヤマハリビングテック㈱16 回、縫田自主ゼ
ミ 11 回、㈱アトリエ福 8 回、日本 BPW 連合会 7 回、国連 NGO 国内婦人委員会 6 回、UN Women 日本国内
委員会 5 回、特定非営利法人農業ナビゲーション研究所 3 回、CMCC 3 回、全国保険医団体連合会 2 回、
一二三会 2 回、多言語広場セルラス 2 回、WIN WIN 2 回、女性「九条の会」2 回、笹本由紀子とささの葉
の会 2 回、特定非営利法人ファミリーコンサルタント協会 2 回、北澤詩子英語クラス 2 回、UN Women 東
京・国際人権規約完全実施促進連絡会議・大学女性協会・㈱ディアイスクエア・南新宿カウンセリング
オフィス・㈱青山 IGC 学院・東京都教職員組合・オーラルヒストリー総合研究所・有害化学物質削減ネ
ットワーク 各 1 回。合計 480 回（1 日通しで利用の場合、2 回〈午前・午後各 1 回〉とし、また同日、
同一団体が複数の部屋を利用の場合、各部屋ごとに 1 回と数えた。
）
２．婦選会館管理・修繕
①電気保安管理（1 回／月・2011.12.4 年次点検 千葉電気管理事務所）
②全館清掃（2011.7.31、12.17 ㈲上成美装）
③301 号室床張替（2011.7.8 ㈱シミズ・ビルライフケア）
④301 号室、302 号室エアコン清掃（2011.7.9 ㈱シミズ・ビルライフケア）
⑤302 号室漏水工事（2011.7.13､ 7.27 ㈱シミズ・ビルライフケア）
⑥301 号室、302 号室網戸取り付け（2011.7.28 近藤ガラス）
⑦屋上防水工事（2011.7.29 ㈱シミズ・ビルライフケア）
⑧1 階多目的トイレの引戸修理（2011.10.12、10.31 ㈱シミズ・ビルライフケア）
⑨植木の手入れ（カイズカイブキの剪定）
（2011.11.7 ㈲盛香園）
⑩男性用小便器水洗センサー電池交換（2011.12.14）
⑪防災設備点検（2012.2.29 日進工業㈱）
⑫301 号室入口扉修理（2012.3.7 ㈱シミズ・ビルライフケア）
⑬受水槽水質検査（2012.3.15 東京都水道局）
３．維持員のつどい（Ⅴ．1．参照）
４．その他
(1)女性の地位向上に尽力した高齢者への表敬。敬老の日に菓子贈呈（2011.9.16 10 名）
(2)東京法務局へ財団名称変更登記 (2011.6.3)
2011(平成 23)年度事業参加者数
事 業
開催数
1 参画フォーラム 2011(変えよう選挙)
1
2
〃
(震災復興)
1
3 新企画ワークショップ
1
4 通史・女性史セミナー
5
5 記念事業(リレートーク) 維持員の集い
1
6 第 3 次基本計画と 2012 年度予算案を聞く会
1
7 女性展望カフェ
6
8 市川房枝研究会
3
9 各界女性新年交歓会
1
10 市川房枝記念展示室見学(グループ)
4
計
24
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参加者数
28
48
45
160
65
33
168
28
106
137
818

