広島市男女共同参画推進センター

２０１７年度 公募型男女共同参画共催事業

募集要項
1 趣旨
当事業は男女共同参画の視点に基づき、その地域の課題の解決や、よりよい市民生活の実現の
ために、利益を目的とせず公益性・社会性のある活動を行う広島市在住、または主に広島市内
で活動している団体・グループと広島市男女共同参画推進センター(以下センター)が共催して
実施する。
＜第２次広島市男女共同参画基本計画＞
【１】あらゆる分野における女性の活躍
(１) 政策・方針の立案及び決定への女性の参画の拡大
(２) 働く場における男女共同参画の推進と職業生活と家庭生活の両立
(３) 地域における男女共同参画の推進
【２】安心・安全な暮らしの実現
(４) 安心して暮らせる環境の整備
(５) 女性に対するあらゆる暴力の根絶と被害者への支援
(６) 生涯を通じた女性の健康支援
(７) 平和の発信と国際理解・国際協力の推進
【３】男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備
(８) 男女の人権を尊重する市民意識の醸成
(９) 関係機関等との連携強化及び男女共同参画の調査研究の実施
（Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備）
基本目標８ 男女の人権を尊重する市民意識の醸成 ------------------------------ 83
基本目標９ 関係機関等との連携強化及び男女共同参画の調査研究の実施 ---------２ 応募対象事業
90
下記のいずれかのテーマに当てはまり、主に広島市民を対象として男女共同参画の推進の
基本施策及び具体的施策 （Ⅰ あらゆる分野における女性の活躍） 基本目標１ 政
ために企画された公益性のある事業
策・方針の立案及び決定への女性の参画の拡大 -------------------- 39 基本目標２ 働
く場における男女共同参画の推進と職業生活と家庭生活の両立-------44 基本目標
①
防災と男女共同参画
３ 地域における男女共同参画の推進
---------------------------------- 56 （Ⅱ 安心・安
（多様性に配慮した地域での防災対策についての企画など）
全な暮らしの実現） 基本目標４ 安心して暮らせる環境の整備
② 仕事と介護の両立支援
--------------------------------------62 基本目標５ 女性に対するあらゆる暴力の根絶と
③
学生が企画する男女共同参画推進事業
被害者への支援
------------------- 68 基本目標６ 生涯を通じた女性の健康支援
（国際交流・平和に関する企画など）
-------------------------------------75 基本目標７ 平和の発信と国際理解・国際協力の推
④ その他、男女共同参画の推進に関する企画
進----------------------------- 80 （Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備） 基
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本目標８ 男女の人権を尊重する市民意識の醸成
------------------------------ 83 基本目
標９ 関係機関等との連携強化及び男女共同参画の調査研究の実施 ---------- 90 基本
目標 10. 平和の発信と国際理解・国際協力の推進

３ 応募できる団体
下記の項目に該当すること
① 広く公共の利益を目的とした男女共同参画推進に根ざした自主的・自発的活動を行う
団体であること。
② 構成員３名以上の団体で、構成員の過半数が広島市民であること。
③ 暴力団もしくは暴力団員でないこと、暴力団もしくは暴力団員の統制下にないこと。

4 対象の事業となる要件
① 応募対象事業の４項目のうちいずれかに当てはまり、公益性が認められる事業であること。
② 実施事業参加者から受講料の徴収はできません。
（材料費等、実費のみの徴収は可能）
③ 計画から実施、実施報告書の提出まで責任を持って遂行できること。
④ ２０１７年１１月から２０１８年３月上旬までの間に実施する事業であること。
⑤ センター館内の部屋を利用し、３時間以内の講座を１回実施する事業であること。
⑥ 政治活動及び、宗教活動を目的としないこと。
⑦ 市等との共催ではないこと。また市等を含む実行委員会として実施する事業ではないこと。
⑧ 上記①～⑦のほか、法令等に違反しないこと。
また、下記の項目に該当しないこと
① 営利目的、政治目的又は宗教目的と認められる事業
② 申請団体が政治団体又は宗教団体である事業
③ 公の秩序又は善良な風俗に反すると認められる事業
④ その他センターが共催等をすることが適当でないと認められる事業

5 センターによる支援内容
① 事業予算
応募事業の実施・運営にかかる予算の支援をします(上限７万円)。
② 実施会場
事業の実施が決定次第、会場を確保します。また、実施日前日も準備のために使用可能で
す。
※実施希望日が実施決定日より３ヶ月以内の場合、確保できない場合があります。
③ 施設利用
採用された企画の運営に必要な打合せスペースは、センター館内設備に限り、必要に応じ
て無料で提供します。
④ 広報
センターからの各種情報発信（センターホームページ、Facebook、センター発行の広報
紙、メールマガジンなど）および広島市内公共施設へのチラシ配布など、広報の協力を行
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います。
※配布するチラシは、ゆいぽーとのチラシ作成基準に基づき実施団体に作成していただき
ます。
⑤ 託児者の手配
講座やワークショップ等を行う場合、託児(６ヶ月～未就学児)を最大６名までお預かりする
ことが可能です。託児の応募締め切りは実施日の８日前とし、子どもの人数に応じて託児
者の手配を行います。
※託児を必要とする場合は、必ず応募時に事業企画書へ記載下さい。
※託児費用は実施者の負担となります。
（託児費用は子どもの年齢、人数により変動します。最大７,２00 円）

6 選考
●選考の流れ
① 書類選考（７月中）選考委員会による選考
※書類選考の結果は、応募の全団体・グループに対して、２０１７年７月下旬までに
ご連絡します。
② 面接による選考（８月中に実施予定）
※書類選考を通過した団体には、詳しい日程をお伝えします。
③ 選考結果の通知
※採用後においても、実施者がこの要項に違反したことが判明した場合、また、事前協議
に基づく合意に違反した場合、採用を取り消すことがあります。
●選考委員会
広島市男女共同参画推進センターおよび、外部有識者による選考委員会において厳正に選考
を行います。
●選考の視点
・男女共同参画の視点に基づく企画であること。
・目的・対象・効果が明確であり、市民のニーズに基づいていること。
・実現性が高い企画であること。
・センターが共催することにより、成果が期待できること。
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7 応募方法
提出書類を下記の期間にセンターまで郵送またはご持参ください。

【提出期間】
２０１７年５月２０日（土）～７月１５日（土）（必着）
【宛先】
〒730-0051 広島市中区大手町５丁目６番９号
広島市男女共同参画推進センター 公募型男女共同参画共催事業 係

【提出書類】
・所定の応募用紙３点(Ａ４)…1.団体・グループ概要、2.事業企画書、3.収支予算書
用紙はセンターホームページよりダウンロードしてください。
センターホームページ＞「お知らせ」または「講座・イベントのご案内」ページ
・補足資料（提出は任意）
応募用紙の補足として、団体の会報やチラシ、新聞記事、活動の写真、講師略歴などの資料。
※応募書類から得た団体の情報は、本事業の選考と団体への連絡にのみ使用し、その他の

目的で応募者の許可なく使用することはありません。
【注意事項】
・応募に際して、必ず募集要項をお読みください。
・提出された書類は返却できません。あらかじめご了承ください。
・書類の内容について不備がある場合、問い合わせをする場合があります。
・記載に虚偽があると判明した場合、選考結果を取り消すことがあります。
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8 事業実施の流れと分担
項目

共催申請書、個人情報保護の誓約書

指定用紙に記入し、ゆいぽーとへ提出する。

託児者の手配
受付用名簿

当日の受付で使用

レジュメ等配布物

当日参加者に配布

参加者アンケート

アンケート用紙を作成し、当日参加者に記入してもらう。終了 実施団体
後回収し、結果集計をする。

会場案内の掲示物

当日、1階・EV前・会場内などに掲示する。

広報

施
参加申込受付
託児申込受付

前
託
児

当
日
用
準
備
物

託児申込者へ必要書類を配布

会場設営

実
施
後

実施団体

実施期間は11月～３月上旬まで。ただし、部屋の予約状況に
より希望日に会場を確保できない場合もあり。
チラシ作成
※ゆいぽーとのチラシ作成基準に基づいて作成
センターホームページ、フェイスブック、メールマガジン、セ
ンター発行の広報誌などによる情報発信、広島市公共施設への
チラシ配布、ゆいぽーと館内でのチラシ配架
その他手段による広報
（マスコミ対応などを含む）
ＴＥＬ・ＦＡＸ・Ｅメールなどで申込を受ける。
参加者名簿を作成し、写しをゆいぽーとへ提出する。
託児申込締切後、託児名簿を作成し、写しをゆいぽーとへ提出
する。
「託児注意事項」「託児登録用紙」「健康チェック表」を事前
に託児申込者へ渡す。
子どもの年齢・人数に応じた託児者を手配。

チラシ

当
日

担当

事前協議

会場確保

実

内容

具体的な事業計画・収支計画、成果目標、実施日時、必要設
ゆいぽーと
備・物品の確認、準備等スケジュール、役割分担などについて
実施団体
協議を行う。

ゆいぽーと
実施団体
ゆいぽーと
実施団体
実施団体
実施団体
実施団体
ゆいぽーと

前日の設営も可

受付、運営、会場片づけ・そうじ

実施団体

部屋の利用報告書

指定用紙に記入し、ゆいぽーとへ提出する。

アンケート集計
「事業報告書」「収支決算書」

事業終了後６０日以内、もしくは３月中旬までにゆいぽーとへ
提出。アンケート集計結果にはアンケート原本を添付する。
実施団体
「収支決算書」には領収書（原本）の添付が必要。

公募助成金の支払

上記書類の決裁後に支払

ゆいぽーと

9 男女共同参画についての参考情報
・広島市市民局人権啓発部 男女共同参画課ホームページ
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/2419310003267/index.html
・内閣府男女共同参画局ホームページ
http://www.gender.go.jp/
【問い合わせ先】
広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと）
公募型男女共同参画共催事業 係
ＴＥＬ：０８２－２４８－３３２０
ＦＡＸ：０８２－２４８－４４７６
ホームページ http://www.yui-port.city.hiroshima.jp/
Ｅ-ｍａｉｌ：info-y@yui-port.city.hiroshima.jp
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