財団法人市川房枝記念会女性と政治センター
2012（平成 24）年度事業報告

１．法人に関する事項
Ⅰ．評議員会
日時 2012(平成 24)年 5 月 29 日(火)
＊議長に毛利亮子評議員を選出。
＊議事録署名人に宮田淑子、山口美代子両評議員を選出。
議事 1．周年特別企画事業の進捗状況及び 2012 年度実施予定事業内容について報告し、了承。
2. 新時間貸室料金を 7 月 1 日から実施することを了承。
3. 『女性展望』広告を新規に募集することを了承。
4. 2011(平成 23)年度第 2 回評議員会議決事項の一部取り下げを諮り、了承。
5. 2011(平成 23)年度事業報告案を審議し、原案通り承認。
6．2011(平成 23)年度収支決算報告案を審議し、監査報告後に原案通り承認。
日時 2012(平成 24)年 8 月 18 日(土)
＊議長に毛利亮子評議員を選出。
＊議事録署名人に遠藤みち、鈴木那智子両評議員を選出。
議事 1．新公益法人定款案を審議し、原案通り承認。
2. 「最初の評議員」候補選出について報告し、了承。
3. 周年特別企画事業進捗状況について報告し、了承。
日時 2012(平成 24)年 10 月 1 日(月)
＊議長に毛利亮子評議員を選出。
＊議事録署名人に栗林和子、藤田あや子両評議員を選出。
議事 1．公益法人移行後最初の評議員並びに理事及び監事に関して「
『定款変更案』の附則に記載する件」
を審議し、原案通り承認。
2. 特別記念事業実施について審議の結果、改修資金 770 万円と市川房枝基金 140 万円、合計 910
万円の取崩しを承認。
3. 特別記念事業全般の進捗状況と今後の予定を報告し、了承。
4. 公益法人移行手続き進捗状況と今後の予定を報告し、了承。
5. 市川房枝女性の政治参画基金応募状況と今後の予定を報告し、了承。
日時 2012(平成 24)年 10 月 24 日(水)
＊議長に毛利亮子評議員を選出。
＊議事録署名人に松本惟子、宮田淑子両評議員を選出。
議事 1．新公益財団法人認定届諸規程案について審議し、③寄附金等取扱規程案については次回理事会
で再審議することとし、①役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程案、②資金運用管理
規程案、④理事の職務権限規程案、⑤監事監査規程案については承認。
2. 2013 年度事業計画決定方法について審議し、承認。
3. 特別記念事業全般の進捗状況と依頼について報告し、了承。
日時 2012(平成 24)年 11 月 10 日(土)
＊議長に毛利亮子評議員を選出。
＊議事録署名人に井波良子、村越まり子両評議員を選出。
議事 1．新公益財団法人認定届提出書類について審議し、①寄附金等取扱規程案、②日の出会計事務所
に委嘱した財務関係をメインとするすべての提出書類を承認。
-1-

日時 2013(平成 25)年 3 月 25 日(月)
＊議長に毛利亮子評議員を選出。
＊議事録署名人に栗林和子、山口美代子両評議員を選出。
議事 1. 2013(平成 25)年度事業計画案を審議し、原案通り承認。
2. 2013(平成 25)年度収支予算案を審議し、原案通り承認。

Ⅱ．理事会
日時 2012(平成 24)年 5 月 29 日(火)
＊議事録署名人に市川ミサオ、若菜允子両理事を選出。
議事 1．周年特別企画事業の進捗状況及び 2012 年度実施予定事業内容について報告し、了承。
2. 新時間貸室料金を 7 月 1 日から実施することを了承。
3. 『女性展望』広告を新規に募集することを了承。
4. 2011(平成 23)年度事業報告案を審議し、原案通り承認。
5．2011(平成 23)年度収支決算報告案を審議し、監査報告後に原案通り承認。
日時 2012(平成 24)年 7 月 27 日(金)
＊議事録署名人に大日方すみ江、笹間 薫両理事を選出。
議事 1．新公益法人定款案について審議し、①定款の骨子については附則の人名を確定後に記載するこ
とで承認、②最初の評議員選定委員会設置を承認、③同委員会設置規則を承認、④同委員会委員
選出については 1 名の受諾確認を待って決定する条件で承認。
日時 2012(平成 24)年 8 月 3 日(金)
＊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．新公益法人「最初の評議員選定委員会」委員選出について審議し、原案通り承認。
日時 2012(平成 24)年 10 月 1 日(月)
＊議事録署名人に久保公子、山口みつ子両理事を選出。
議事 1．公益法人移行後最初の評議員並びに理事及び監事に関して「
『定款変更案』の附則に記載する件」
を審議し、原案通り承認。
2. 特別記念事業実施について審議の結果、改修資金 770 万円と市川房枝基金 140 万円、合計 910
万円の取崩しを承認。
3. 特別記念事業全般の進捗状況と今後の予定を報告し、了承。
4. 公益法人移行手続き進捗状況と今後の予定を報告し、了承。
5. 市川房枝女性の政治参画基金応募状況と今後の予定を報告し、了承。
日時 2012(平成 24)年 10 月 24 日(水)
＊議事録署名人に安陪陽子、市川ミサオ両理事を選出。
議事 1．新公益財団法人認定届諸規程案について審議し、③寄附金等取扱規程案については次回理事会
で再審議することとし、①役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程案、②資金運用管理規
程案、④理事の職務権限規程案、⑤監事監査規程案については承認。
2. 2013 年度事業計画決定方法について審議し、承認。
3. 特別記念事業全般の進捗状況と依頼について報告し、了承。
日時 2012(平成 24)年 11 月 10 日(土)
＊議事録署名人に笹間 薫、進藤久美子両理事を選出。
議事 1．新公益財団法人認定届提出書類について審議し、①寄附金等取扱規程案、②日の出会計事務所
に委嘱した財務関係をメインとするすべての提出書類を承認。
日時 2013(平成 25)年 3 月 25 日(月)
＊議事録署名人に仁科弥生、矢澤澄子両理事を選出。
議事 1．2013(平成 25)年度事業計画案を審議し、原案通り承認。
2. 2013(平成 25)年度収支予算案を審議し、原案通り承認。
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２．事業に関する事項
Ⅰ．政治教育・人材養成
１．市川房枝政治参画フォーラム
(1)地域主権改革―まちの自治を前へ
(2012.5.12～13)
講演｢大阪都構想と橋下大阪市長の政治手法｣
毎日新聞大阪本社地方部副部長 坂口佳代
講演｢地域主権改革の現状と議会の役割―住民自治の新たな展開を踏まえて｣
山梨学院大学教授 江藤俊昭
講演｢ドイツの女性政治家と脱原発・エネルギー問題｣
在ドイツ・ジャーナリスト 永井潤子
情報提供｢住民参加型の選挙運動・議会の基本的知識｣
当財団理事 山口みつ子／前東京都多摩市議 住田啓子他
講演｢住民視点の地域主権改革―就学援助制度から考える｣
和光大学准教授 星野菜穂子
事例発表｢議会改革に取り組んで｣ 山梨県富士川町議 永井寛子／神奈川県横須賀市議 矢島真知子
ディスカッション｢まちの自治を前進させるために｣
(2)夏期特別セミナー 脱原発社会実現に向けて
(2012.7.21～22)
講演｢女性の視点で放射能を考える―未来世代のために｣
｢チェルノブイリ被害調査・救援｣女性ネットワーク事務局長 吉田由布子
講演｢まちづくりへの参画―防災･危機管理への取り組み｣
関西学院大学教授 室崎益輝
独ドキュメンタリー映画｢第４の革命―エネルギー・デモクラシー｣上映
講演｢原発と放射能災害にどう立ち向かうか―未来ある子どもたちのために｣
市民と科学者の内部被曝問題研究会理事 藤原寿和
講演｢国と地方の自然エネルギー促進を考える｣
環境エネルギー政策研究所研究員 氏家芙由子
(3)社会保障構造改革に向けて―豊かな社会実現のために
(2012.10.12～13)
講演｢社会保障・税一体改革にみる社会保障の将来と自治体の役割｣
日本大学教授 沼尾波子
講演｢貧困・格差解消に向けて―自治体に期待すること｣
前日弁連会長 宇都宮健児
ディスカッション
経験交流｢政治家のネット活用法と注意点｣
東京都渋谷区議 笹本由紀子
講演｢地域での安心生活実現をどう図るか―住民と自治体の協働による地域福祉計画策定と
推進の取組を通して―｣
ルーテル学院大学大学院教授 和田敏明
事例発表｢地域福祉計画の中で介護保険が果たす役割｣
滋賀県守山市議 奥野真弓
ディスカッション 各地の｢地域福祉計画｣の取り組みについて
(4)自治体財政の健全性確保は議会の責任―2013 年度予算審議を前に―
(2013.1.25～26)
講演｢自治体議会の役割・責任の拡大｣
地方自治総研研究員 菅原敏夫
講演｢2013 年度自治体財政(速報、視点、課題)｣
同
ディスカッション
経験交流｢ノルウェーの男女平等政策などを視察して｣
栃木県小山市議 青木美智子
講演｢秦野市公共施設更新問題への挑戦｣
神奈川県秦野市政策部公共施設再配置推進課 志村高史
事例発表「地方分権の流れと地方公共団体の行政改革」
神奈川県川崎市議 猪股美恵
事例発表｢自力でもつくれる『公共施設の将来負担予測』｣
愛知県愛西市議 吉川三津子
ディスカッション
(5)未来をつくる女性のためのチャレンジセミナー バーチャル議会へようこそ
(2012.8.7～8)
クロストーク｢政治に興味なかった私が、議員になったワケ｣
東京都板橋区議 井上温子 vs 東京大学社会科学研究所教授 宇野重規
ワークショップ｢選挙運動を組み立てる｣
全体会｢議会活動をシュミレーションする｣
２．ワークショップ 2012 ｢現場からジェンダー平等政策を点検する―ジェンダー予算を手がかりに｣
(2012.9.15)
｢ジェンダー主流化｣はどこまで進んだか―ジェンダー予算を手がかりに」
調査報告:北欧諸国における予算策定過程への男女共同参画視点の導入
みずほ情報総研株式会社社会政策コンサルティング部 福祉・労働課長 山岡由加子
内閣府男女共同参画局 男女共同参画分析官 高村静
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コメント
東京学芸大学名誉教授 久場嬉子／国連婦人の地位委員会日本代表 橋本ヒロ子
質疑応答:北欧調査から学べること＆日本の課題とは？
「現場からジェンダー予算・ジェンダー平等政策を点検する！」
報告 1 ジェンダー予算という｢分析ツール｣を学ぶ
ジェンダー･アクション･プラットフォームアドボカシー担当、元 UNDP 職員 大崎麻子
報告 2 地方自治体の男女共同参画計画とジェンダー予算分析―武蔵野市の事例から
東京都武蔵野市議会議員、東京女子大学大学院博士課程 深田貴美子
コメント
東京都文京区議会議員 田中和子
グループワーク
３．近現代女性史セミナー｢女性はどのように政治と関わってきたか｣
(2012.10.4～2013.2.7)
(企画協力：総合女性史研究会)
(1)近代｢演説する女たち―岸田俊子・景山英子・清水豊子を読み直す―」
(2012.10.4)
法政大学法学部政治学科教授 関口すみ子
(2)近代｢明治憲法下の性差別に抗議する｣
(2012.11.1)
女性史研究者･ノンフィクションライター 江刺昭子
(3)近代｢政治的権利を要求した女たち―大正から昭和へ―｣
(2012.12.6)
総合女性史研究会・ジェンダー史学会会員 海保洋子
(4)現代｢くらしの隅々にまで憲法を―〔個人的なことは政治的なこと〕｣
(2013.1.17)
近現代女性史研究者 折井美耶子
(5)現代｢戦後、主婦連を生んだもの―市川房枝と奥むめおの『台所と政治』｣
(2013.2.7)
総合女性史研究会役員・日本オーラルヒストリー学会会員 山村淑子
４．国の第 3 次男女共同参画基本計画と 2013 年度予算案を聞く会
(2013.2.26)
(日本婦人有権者同盟と共催)
内閣府 男女共同参画局総務課長 木下茂／同調査課長 三上明輝／同推進課課長補佐 伊藤涼子
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
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企画調査官 坂本里和

Ⅱ．情報収集・保存・提供・発信
１. 史資料の整備と公開
(1)史資料の整理と公開・データベース化
①所蔵史資料・写真の貸出し、提供
＊大月書店「日本社会の歴史」
＊(株)ベネッセコーポレーション「4 教科パーフェクトクリア DS」2013 年度進研ゼミ小学講座
＊(株)日本入試センター「ウインターサピックス 5 年生 社会 F54-01」
＊(株)ベネッセコーポレーション「2012 年度 進研ゼミ小学講座チャレンジ 6 年生 11 月号」
＊尾崎かおる『鐘は既に鳴れり―碧川かたとその時代』
＊(株)日本入試センター「ナンバー研修教材 9 巻」
＊(株)プランディット「私立中学校入試問題」
＊不二出版「連合婦人」復刻
②パネル・史資料特別貸出し
＊愛知県一宮市尾西歴史民俗資料館「生誕 120 年記念特別展 市川房枝」準備協力
③その他（取材協力など）
＊BS-TBS「関口宏の昭和青春グラフィティ」
＊NHKE テレ「日本人は何を考えてきたのか」シリーズ第 12 回「女たちは解放をめざす～平塚らい
てうと市川房枝」
＊NHK スペシャル「緒方貞子ものがたり」仮題
④蔵書目録のデータベース化
⑤史資料・写真の整理とデータベース化
⑥市川房枝記念展示室の公開
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２.『女性展望』
(1)『女性展望』年間 11 回発行
(2) 女性展望カフェ
①ドイツの脱原発事情その後―代替可能エネルギーの試み

(2012.5.16)
在ドイツ・ジャーナリスト 永井潤子
②｢第４の革命―エネルギー・デモクラシー｣(独･ドキュメンタリー映画)上映
(2012.7.22)
③「体験としての戦後史―ひとりの視点から時代と社会を語る」
(2012.9.5)
ノンフィクション作家 向井承子
④
「国際医療援助活動から日本を変える」
(2013.2.15)
国境なき医師団日本会長、日本 BPW 連合会前会長 黒﨑伸子
⑤「インド―消される女性たち」
(2013.3.13)
帝京大学短期大学教授 鳥居千代香
３．
「４７人の挑戦・パートⅡ」編集
４．財団事業報告書（2007-2011 年度）編集
５．ホームページ管理・運営

Ⅲ．調査・研究
１.『市川房枝の言説と活動 年表でたどる婦人参政権運動 1893-1936』(市川房枝研究会編)編集
２．女性国会議員の基礎データ作成(2011-12 年度の継続事業）
Ⅳ．国内外組織との連携―資源の拡大
１．国内女性団体活動に対する協力
２．各界女性新年交歓会(2013.1.10)
Ⅴ．市川房枝女性の政治参画基金の運用
１．基金による個人・団体への活動支援
第 30 回基金 30 万円を「UNWomen 日本国内委員会」に贈呈(2012.12.17)
２．市川房枝研究（市川房枝研究会事業含む）
(1)研究会開催(2012.10.6-8、2013.3.21-22)
『市川房枝の言説と活動 年表でたどる婦人参政権運動 1893-1936』(財団出版部刊)・『平和なくし
て平等なく 平等なくして平和なし 写真集市川房枝』(ドメス出版刊)の編集
(2)聞き取り調査
樽川通子氏(2012.6.4、下諏訪)、清水澄子氏・高島順子氏(2012.10.7)
Ⅵ．管理・運営・財務関連
１．新公益法人移行認定申請にかかわる事業
申請のための諸準備作業を経て、内閣府申請(2012.11.30)
２．基本財産運用にかかわる事業
(1)テナント賃貸事業 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＝㈱アトリエ福 2011 年～、302 号室＝㈱青山 IGC 学院 2011 年～、303 号室＝日本 BPW 連合会
2008 年～、304 号室＝日本婦人有権者同盟 2008 年～
(2)時間貸室事業
おとなの英語勉強会 89 回、おとなの英語クラブ 76 回、国際婦人年連絡会 74 回、野間口クラス 50 回、
ダグウッドクラブ 40 回、山森クラス 37 回、中央法規出版㈱26 回、講座日本史 16 回、縫田自主ゼミ 10
回、UN Women 日本国内委員会 5 回、笹本由紀子とささの葉の会 4 回、ヤマハリビングテック㈱4 回、㈱
アトリエ福 4 回、日本婦人有権者同盟 3 回、NPO 法人農業ナビゲーション研究所 3 回、国連 NGO 国内婦
人委員会 3 回、NPO 法人特養ホームを良くする市民の会 2 回、市民政治研究会 2 回、NPO 法人横浜こども
のひろば・WINWIN・ジェンダー･アクション･プラットホーム・民主党渋谷区議団・NPO 法人日本 BPW 連
合会・CMCC・共産党三局後援会・山口・岩下各 1 回 (合計 457 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。
）
３．維持員のつどい開催(2012.12.17)
市川房枝記念展示室リニューアルオープン
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４．婦選会館管理・修繕
(1)電気保安管理（1 回／月・千葉電気管理事務所）
(2)市川房枝記念展示室改修工事（2012.9.10～10.31 ㈱シミズ・ビルライフケア）
(3)研修室 B 通路取付工事（2012.9.10～10.31 ㈱シミズ・ビルライフケア）
(4)書籍移動及び物置設置工事（2012.9.6～9.20 ㈱シミズ・ビルライフケア）
(5)3 階男性用トイレ・3 階女性用トイレ・2 階女性用トイレ網戸取り付け（2012.9.10 ㈲近藤硝子店）
５．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 10 名(2012.9.14)

Ⅶ．特別記念事業
１．グッズの制作と発売
(1)市川房枝ポートレート切手シート(80 円切手)
(2)花シリーズ絵葉書 16 種(水彩原画提供・日高みさお)
(3)花シリーズクリアファイル A4 サイズ 5 種・A5 サイズ 4 種(同上)
２．未整理史資料の整備
市川旧宅より史資料搬出、物置設置
３．市川房枝記念展示室の改修と展示
改修工事着手(2012.9.10)、お披露目(2012.12.17)
４．財団創立 50 周年記念シンポジウムの開催(2012.11.20、東京・千駄ヶ谷 津田ホール)
「市川房枝のおくりもの―振り返り 未来をみつめて―」
基調講演「市川房枝：グローバリズムへの先駆け」
JICA 特別顧問 緒方貞子
シンポジウム
パネリスト 前千葉県知事 堂本暁子／和光大学名誉教授 井上輝子／㈱桜映画社代
表取締役 花﨑哲、コーディネーター 財団理事 山口みつ子
５．財団 50 年史編纂－財団 50 年覚書＆年表準備

2012(平成 24)年度事業参加者数

1
2
3
4

市川房枝政治参画フォーラム
〃
(夏期特別セミナー)
〃
（チャレンジセミナー）
ワークショップ 2012

3
1
1
1

参加者数
（延べ）
146
46
20
41

5
6
7
8
9

近現代女性史セミナー
国の第3次男女共同参画基本計画と2013年度予算案を聞く会
女性展望カフェ
各界女性新年交歓会
市川房枝研究会
維持員の集い（市川房枝記念展示室リニューアルオープン
のつどい）
市川房枝記念展示室見学（グループ）改修前
市川房枝記念展示室見学（グループ）改修後
財団創立 50 周年記念シンポジウム

5
1
5
1
2

165
43
164
97
43

1

62

3
3
1

77
246
515

計

28

1,665

事 業

10
11
12
13

開催数
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