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平成２９年度「地域における男女共同参画推進リーダー研修 

〈女性関連施設・地方自治体・団体〉」開催要項 

 
１．趣  旨 

テーマ：「多様な生活スタイルを可能にする働き方改革」                        

男女ともに働きやすく暮らしやすい社会、ともに活躍できる社会の実現に向け、重要な

鍵を握る「働き方改革」をどのように捉え、進めていったらよいのか。第４次男女共同参

画基本計画の柱として挙げられている「働き方改革」について、国の施策の最新情報、働

く場の変革を広げるための地域連携による女性活躍推進の実践事例、全国からの参加者同

士による情報交換とネットワーク構築などを通じて様々な角度から捉えることで、現状と

課題を把握し、それぞれの現場に持ち帰って実践できる取組のヒントを探ります。地域に

おける男女共同参画の推進者として知識・企画力・実践力を養う高度で専門的な研修です。 

 

２．主  催 
独立行政法人国立女性教育会館 
 

３．共  催 
ＮＰＯ法人全国女性会館協議会（女性関連施設管理職コースにおける共催） 

 
４．会  場 

国立女性教育会館 

〒３５５－０２９２ 埼玉県比企郡嵐山町菅谷７２８ 

ＴＥＬ ０４９３－６２－６７２４・６７２５ 

ＦＡＸ ０４９３－６２－６７２０ 

https://www.nwec.jp 

 

５．期  日 

  平成２９年６月７日（水）～６月９日（金）２泊３日 

 

６．対象及び定員 

地域の女性関連施設、地方自治体、団体等で男女共同参画推進リーダーとして実践的

な取組を行っている方で、研修終了直後のアンケートと６か月後に実施するフォローア

ップ調査の両方を提出可能の方 １２０名 
（１）女性関連施設管理職コース（５０名） 

公私立女性会館・女性センター、男女共同参画センター等、男女共同参画社会

の形成に向けた拠点としての施設の管理職 
（２）地方自治体職員コース（４０名） 

都道府県・市区町村の男女共同参画推進責任者 
（３）団体リーダーコース（３０名） 

地域で男女共同参画を推進する団体等のリーダー及び役員等 
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７．日  程 （※印のプログラムは希望者のみ参加） 

6/7 

(水) 

       12：30 13:30 14:00    15:30 15:45      17:15    18:30   19:30 

 受付 開
会 

講演  講演 
チェック 

イン 

※情報 

交換会 

6/8 

（木） 

9:00    10:30 10:45  12:00        13:30        16:00 16:15 17:00      19:00   20:30 

情報提供  全体会１ 昼食休憩 分科会１  
情報 

提供 

夕食 

休憩 

※自由 

交流 
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（金） 

9:00       11:10 11:30 12:20 12:30 

分科会２  全体会２ 閉
会 

 

 

８．内  容 

第１日 ６月７日（水） 

（１）開会                                                     13:30～13:55 

①主催者あいさつ    内海 房子   国立女性教育会館理事長 

②共催者あいさつ  納米恵美子    ＮＰＯ法人全国女性会館協議会代表理事 

③来賓あいさつ   文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課長 

④趣旨説明     引間 紀江   国立女性教育会館事業課専門職員 

 

（２）講演「男女ともに活躍できる働き方改革にせまる」        14:00～15:30 

  男女ともに働きやすく、また働きがいを高めつつ、ともに活躍できる社会の実現に向

け、重要な鍵を握る「働き方改革」について、女性関連施設・行政・ＮＰＯはどのよう

に捉え、進めていったらよいのか、目指すべき方向性やその課題を探ります。 

  講 師：（調整中） 

 

（３）講演「アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）」を乗り越える」15:45～17:15 

  「アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）」とは、過去の経験や習慣、環境から生

じる、自分自身が気づかずに持つ偏った見方・考え方のことです。誰にでもあるもので

すが、多様な価値観を尊重する「働き方改革」や「多様な人材の活躍」においては阻害

要因にもなりかねません。ダイバーシティ推進に向け注目されている概念について、そ

の背景と影響を学びます。 

講 師：パク・スックチャ アパショナータＩｎｃ.代表、コンサルタント 

 

（４）情報交換会（希望者のみ参加）                  18:30～19:30 

  全国からの参加者同士での情報交換とネットワークづくりを行います。 

 

第２日 ６月８日（木） 

（５）情報提供「男女共同参画社会に向けた今日の政策課題」         9:00～10:30           

  男女共同参画や女性活躍の促進に向けた国の最新施策についての説明と今後の方向性

について理解を深めます。 

講 師：内閣府男女共同参画局 
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講 師：厚生労働省雇用均等・児童家庭局 

講 師：経済産業省経済産業政策局 

 

（６）全体会１「持続可能な地域づくりに活かす新たなネットワーク構築と活用」 

     10:45～12:00 

  女性の活躍推進の取組の鍵となる様々な分野の機関との新たなネットワークの構築と

その効果的な活用について、国立女性教育会館が行った調査研究の成果及び事例報告を

もとに、取組の実際とその課題について、全体で共有します。 

  パネリスト：津島 伊保 広島県商工労働局働き方改革推進・働く女性応援課参事 

        寺田 陽子 公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会市民参画部長、 

              札幌エルプラザ館長 

        （調整中） 

  コーディネーター：飯島 絵理 国立女性教育会館研究国際室研究員 

 

（７）分科会１「持続可能な地域づくりに活かす新たなネットワーク構築と活用」 

13:30～16:00 

男女ともに働きやすく暮らしやすい社会の実現に大きく関わる３つのテーマについ

て「連携」「ネットワーク構築」をキーワードに、新たな仕組づくりや効果的な事業の展

開等について考えます。 

 Ａ：「働き方改革に向けた企業、経済団体とのネットワーク」 

  「男性中心型労働慣行」の変革に欠かせない官民のネットワークの構築と、ネットワ

ークを活用した経営者・管理職の男性への働きかけや女性の人材育成等、効果的な取

組について考えます。 

  報告者：津島 伊保  広島県商工労働局働き方改革推進・働く女性応援課参事 

Ｂ：「起業支援に向けたネットワーク」 

  女性の多様なニーズとキャリアに配慮しつつ、個人の経済的エンパワーメントと地

域づくりを効果的につなぐ起業支援に向けて、関係機関がどのように連携し役割を担

ったらよいのか、現状と課題を探ります。 

  報告者：寺田 陽子  公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会市民参画部長、 

            札幌エルプラザ館長 

Ｃ：「若年層へのアプローチ」 

  男女共同参画社会づくりの次代の担い手育成のためにも、地域活性化のためにも重

要な若年層を対象とした取組について、大学等の教育機関との効果的なつながり方や

事業の内容等について考えます。 

 報告者：（調整中） 

 

（８）情報提供「ＮＷＥＣの事業展開について」               16:15～17:00 

 ①情報事業 女性アーカイブ展示や女性デジタルアーカイブシステムなど、ＮＷＥＣの

情報事業や機能について詳しく説明します。 

説明者：細川  芽  国立女性教育会館情報課長 
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②研修事業 平成２９年度の研修事業計画について説明します。 

説明者：櫻田今日子  国立女性教育会館事業課長 

 ③報告「第６１回国連婦人の地位委員会（ＣＳＷ６１）参加報告」 

   「変化する職業の世界における女性の経済的エンパワーメント」を優先テーマとして、

平成２９年３月に国連本部（ニューヨーク）で開催された、ＣＳＷ６１での議論や合

意結論について報告します。 

報告者：越智 方美  国立女性教育会館研究国際室専門職員 

      佐伯加寿美  国立女性教育会館事業課専門職員 

 

（９）自由交流（希望者のみ参加）                                   19:00～20:30 

  参加者同士で関心あるテーマごとに集い、情報交換や交流を行います。 

 〔テーマ〕「意思決定の場への女性の参画」「女性に対する暴力」「女性と防災」「男性

視点からの男女共同参画」「多様な分野との連携」など（予定） 

   

 第３日 ６月９日（金） 

（10）分科会２「働くことをめぐる課題に迫る」                        9:00～11:10 

コースごとに事例報告に基づくグループワークを行い、実践に役立つ力を身につけ

ながら、支援や解決の方法を考えます。 

Ａ：女性関連施設管理職コース「社会参画につながる『学び』の促進」 

  平成２８年度文部科学省委託事業として、全国女性会館協議会が実施した「『学び』

を通じた女性の社会参画を促進するグッド・プラクティス収集調査 」の結果について

共有し、女性が「働くこと」を支援するために、女性関連施設が果たせる役割につい

て考えます。 

  報告者：納米恵美子 ＮＰＯ法人全国女性会館協議会代表理事 

ファシリテーター： 

加藤志生子 仙台市男女共同参画推進センター エル・パーク仙台館長 

岡本 峰子 公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会総務部長 

Ｂ：地方自治体職員コース「女性活躍推進に向けた効果的な地域連携とは」 

地域における男女共同参画を戦略的に推進するためには庁内外での横断的な計画や

取組が不可欠です。庁内の他部署や外部組織との有効的な連携について今後どう進め

ていくのか、現状と課題を整理し、現場で生かせるヒントをつかみます。 

  コーディネーター： 

岸田 眞代 特定非営利活動法人パートナーシップ・サポートセンター 

代表理事 

Ｃ：団体リーダーコース「ＮＰＯが拓く新しい働き方」 

東日本大震災後の南三陸地域に暮らす女性たち自身による、共同のチャレンジ工房

立ち上げプロジェクトの事例から、持続的な組織運営と地域における男女共同参画の

視点での新しい働き方の枠組づくりに必要な要素と今後の可能性を探ります。 

報告者：栗林美知子 ＮＰＯ法人ウィメンズアイ事務局長 
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（11）全体会                                                      11:30～12:20 

 分科会の報告内容や、話し合われた課題や解決法について、分科会２の各コーディ

ネーターから報告、全体で共有します。 

  報告者：分科会２各コース登壇者 

  コーディネーター：西山恵美子 国立女性教育会館事業課客員研究員  

 

（12）閉会・アンケート記入                                         12:20～12:30 

 

９．申込方法・期限 

（１）方  法 

別紙に必要事項を記入または入力の上、郵送または電子メール（progdiv@nwec.jp）の

いずれかの方法で、国立女性教育会館までお送りください。 
＊送受信の行き違いや受信もれを防ぐため、申込受付は電子メールまたは郵送のみ（ＦＡＸは不可）と

させていただきます。 

＊開催要項などの電子データはホームページよりダウンロードしてください。 

（２）申込期限  平成２９年５月２６日（金）午後５時必着 

＊申込期間内でも、定員に達した場合は申込を締め切ります。 

＊平成２９年５月８日（月）は設備メンテナンスによる全館停電のため、電話・ＦＡＸ・電子メールによ 

るお問合せ、ホームページからの情報提供サービスを停止いたします。 

（３）提出書類  「参加申込書」（別紙１）、「実情・工夫等」（別紙２） 

（４）参加通知   別紙１記載の連絡先に文書または電子メールによりお知らせします。 

６月５日（月）までに連絡が来ない場合は、お手数ですが、事業課

（電話：0493－62－6725）までお問い合わせください。 

 

１０．所要経費 

（１）参加費    無料 

（２）宿泊費    研修期間中は１名１泊あたり 1,200 円（前・後泊も同額で宿泊可） 

（３）食 費    朝食バイキング870 円、昼食カフェテリア550 円～750 円程度、

夕食バイキング 1,080 円 

（４）情報交換会費 3,500円（消費税込、７日夕食を兼ねた立食形式） 

 

１１．その他 

（１）事前学習（ｅラーニング講座の受講）について 

参加決定後、本研修の参加前までに、男女共同参画の基礎知識を学ぶためのｅラーニ

ング講座を受講していただきます（総学習時間１時間程度、受講料無料）。受講手続など

の詳細は、参加通知にてお知らせします。 

＊参加申込５月７日まで：５月１６日より受講開始 

     ５月９日以降：申込から約1週間後に、講座開始の通知メールが届きます。 

（２）広報について 

研修期間中に職員が撮影した写真を、事業記録や広報のために使用することがありま
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す。あらかじめご了承ください。 

（３）フォローアップ調査の実施について 

研修終了６か月後を目途にフォローアップ調査を実施いたします。実際の職務や活動

に、研修成果がどのように役立てられているかについて伺うものです。ご協力をお願い

いたします。 


