令和２年度 国立女性教育会館（ＮＷＥＣ）事業計画
令和２年１２月２５日
新型コロナウイルス感染拡大防止と参加者の安全確保のため、
やむを得ずプログラム内容を中止・変更とする場合があります。
１．研修事業
事 業 名

対象・募集人員

時期等

事業内容

（１）地域における男女共同参画推進リ ・女性関連施設の管理職
令和２年
ーダー研修〈女性関連施設・地方 ・男女共同参画行政責任者
５月２０日（水）
・地域で男女共同参画を推進
自治体・団体〉
～２９日（金）
する団体等のリーダー
１２０名
オンライン開催

地域の男女共同参画推進リーダーの力量を形成
するため、男女共同参画社会のあり方について今
日的課題解決の視点から学ぶとともに、推進方策
を探る。専門的知見・マネジメント能力・ネットワーク
の活用力等を向上させるための研修プログラム。

（２）女性関連施設相談員研修

困難な状況に置かれている女性を支援する人材
を対象として、男女共同参画の基本を身に付けな
がら、専門的知識・技能の向上を図るための研修を
実施。

オンライン開催
（３）男女共同参画推進フォーラム

・公私立の女性関連施設、相 令和２年

談機関等の相談員、地方公
共団体における関連施策担
当者（相談事業を統括する立
場にある方） ９０名
１０００名

オンライン開催

オンライン開催

（５）企業を成長に導く女性活躍
促進セミナー
オンライン開催

（６）学校における男女共同参画研修
今年度は中止

（７）男女共同参画の視点による災害対応
研修
オンライン開催

女性のキャリア形成支援、女性活躍推進、男女
８月２７日（木） 共同参画の地域づくり、働き方改革、ワーク・ライフ
～９月２６日（土） ・バランス等の、男女共同参画課題の解決に資す
るための研修を実施。同時に、女性関連施設・行政
・大学・学校・企業・団体等による横断的なネットワ
ークづくりを支援。

・男女共同参画に関心のある 令和２年

方

（４）大学等における男女共同参画推進
セミナー

６月１７日（水）
～３０日（火）

・大学、短期大学、高等専 令和２年
門学校の男女共同参画に ９月２４日(木）
携わる教職員
～１０月４日（日）
１００名

男女共同参画を組織の経営戦略と位置づけ、女
性管理職の登用、研究者や職員等の働き方改革、
学生に対する教育のあり方等の見直しが、教育力
や研究力の向上に資することについて実践的に学
ぶ研修を実施する。

・企業におけるダイバー 令和２年
シティ(女性の活躍促進) １０月２９日（木）
の推進者、管理職及び
チームリーダー
８０名

長時間労働の削減・多様で柔軟な働き方などの
働き方改革や女性人材の育成・登用の推進が、男
女を問わず職員の能力発揮を促し企業の成長力を
高めることを、先進的な取組事例紹介を交えつつ
実践的に学ぶ研修を実施。同時に、業種を超えた
ネットワーク構築も目指す。

・初等中等教育機関の教
職員(国公立､私立)､教育
委員会など教職員養成に
関わる機関の職員
５０名

令和２年
１１月２６日（木）
～２７日（金）
１泊２日

学校現場や家庭が直面する現代的課題につい
て、男女共同参画の視点から捉え、理解を深めつ
つ解決の方策を探る研修を実施。
男女共同参画の基本理念を整理するとともに、
教職員自身のアンコンシャスバイアスやキャリア形
成について学ぶプログラム。

・自治体の災害対応担当課・
男女共同参画課職員､自主防
災組織、自治会役員等
200名

令和２年
１２月１７日（木）

実際の災害対応に当たるリーダー層を対象に、
男女共同参画視点での災害対策に必要な視点と具
体策について学習する機会を提供するために防災
・復興を切り口に普段からの男女共同参画社会形
成の重要性についても学ぶ研修を試行的に実施す
る。

（８）地域における男女共同参画推進のため ・研修・学習事業、女性の 令和３年
の事業企画研修
キャリア開発、女性の活 １月１９日（火）
躍推進に係る事業等の担 ～２月６日（土）
当者
オンライン開催
３０名
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地域の男女共同参画の推進を目指し、男女共同
参画の視点に立った研修・学習事業を計画する際
に、ぶれることのない事業の企画・実施・評価を行
うために、地域が抱える課題を整理し、課題解決に
向けた事業の設計図であるプログラムデザインを
作成する知識やスキルを身に付けることを目的とし
た研修をオンラインで実施

２．調査研究事業
事 業 名

事業内容

（９）男女共同参画統計に関する調査
男女の置かれている状況を客観的に把握するための統計の充実を目指し、分野ごとの内容と
研究
データの提供方法について検討する。
「男女共同参画統計リーフレット」を作成。
（10）男女の初期キャリア形成と
活躍推進に関する調査研究

5年間のパネル調査の結果をもとに、企業における若年層の初期キャリアに関して、女性が直
面する課題解決に向けた方策について検討し、成果を発信する。

（11）学校教育における男女共同参
画の推進に関する調査研究

初等中等教育における男女共同参画の推進について、実態と課題を明らかにするとともに、課
題解決に向けた方策を検討する。

（12）男女共同参画視点に立った相談に関 地域社会の変化に伴い、相談内容や相談者とそのニーズが多様化している。男女共同参画セ
ンター等の相談窓口と相談員を対象に、相談を通じた地域ニーズと課題解決について実証的に
する調査研究
検討する。

３．広報・情報発信事業
事 業 名

事業内容

（13）情報資料の収集・整理・提供

男女共同参画及び女性・家庭・家族に関する専門図書館として、地域レベルでは収集困難な広
域的・専門的な資料を収集し、利用者に提供するとともに、レファレンスサービス、文献複写サー
ビス、図書資料の展示などによる情報提供を実施。

（14）ポータルとデータベースの
整備充実

男女共同参画社会の形成に資する女性・家庭・家族関連のポータルサイト（Winet）の安全性向
上についての検討を行う。
また、会館が構築・提供してきた各種データベースの機能改善及びコンテンツとデータの更新
を行い情報提供の充実を図りつつ、学習の場での利用を促進する。
調査研究の成果について、リポジトリへの登録を進め、普及を図る。

（15）図書のパッケージ貸出

各施設における男女共同参画事業を支援するため、テーマ毎にパッケージ化した図書の貸出
を実施。

（16）ＮＷＥＣ実践研究の発行

女性のエンパワーメント、男女共同参画の推進に関する研究報告、女性関連施設や女性団
体の実践活動等を掲載する「ＮＷＥＣ実践研究」を発行。

（17）女性アーカイブ機能の充実と全
女性関係史・資料を収集・整理し、所蔵展示、女性アーカイブセンターでの資料提供、及び「女
国の女性アーカイブとの
性デジタルアーカイブシステム」を通じて利用に供する。さらに所蔵展示「北京＋２５展（仮称）」）
ネットワークの強化
を通じて他機関との連携を図る。
（18）アーカイブ保存修復研修
オンライン開催
（19）広報活動の充実・強化

女性アーカイブの保存や整理に必要な実技等について研修を実施。
基礎コース：３０名（実技コースは中止）
令和２年１１月１８日（水）～１９日（木）
行政機関・関連団体等で実施される全国規模の会議やイベントにおいて、男女共同参画推進
の啓発やNWECの取組等の紹介等、積極的に広報活動を実施する。
また館内利用者に向けた掲示物の設置やホームページの内容拡充とSNSの活用等により、多
様な主体向けの情報発信を充実・強化する。
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４．国際貢献事業
事 業 名

対象・募集人員

(20)アジア地域における男女共同参 ・行政担当者
・ＮＰＯの指導者
画推進官・リーダーセミナー

時期等

令和２年
１０月 ６日（火）
１０名程度 ～１０日（土）

今年度は中止

(20)課題別研修「アセアン諸国にお
ける人身取引対策協力促進」
（独立行政法人国際協力機構受託）
オンライン・ライブ開催

・アセアン諸国における
人身取引対策の予防と
保護の分野に携わって
いる者（中央・地方政府
機関、ＮＧＯを含む）
２２名

事業内容
アジア地域において男女共同参画の政策策定
及び政策提言を行う立場にある行政担当者、ＮＧＯ
のリーダーを対象に、女性の能力開発に係る課題
をテーマとした実践的なセミナーを実施。

①令和２年
国際協力機構（ＪＩＣＡ）がアセアン諸国で実施する
１１月２０日（金） 人身取引対策プロジェクトに関連して、人身取引対
②１２月２１日（月） 策に携わるアセアン諸国関係者を対象としたワー
～令和３年
クショップ型研修。
１月２７日（水）
③令和３年
①ライブ：プログラムオリエンテーション
１月２８日（木） ②オンデマンド学習
～２９日（金） ③ライブセミナー

(21 ） NWEC グ ロ ー バ ル セ ミ ナ ー ・男女共同参画に関心の 令和２年
女性の人権やエンパワーメントに係る地球規模の
ある方 ８０名程度
１１月２７日（金） 課題をテーマに海外の専門家を招へいするシンポ
オンライン開催
～１２月４日（金） ジウムを開催。男女共同参画の推進に資する先進
事例や、国際社会の動向を紹介し議論を行う。

５．横断的に取り組む事項
事 業 名
（22）ｅラーニングによる教育・学習
支援推進

事業内容
これまでのインターネットを通じた教材提供で得られた知見や、男女共同参画推進担当者のI
CT活用の現状をふまえた上で、男女共同参画を推進するにあたって必要な知識をより多くの地
域リーダーに浸透させるeラーニングの開発を目指す。

６．プログラム協働に係る事項
事 業 名
（23）女子中高生夏の学校
オンライン開催

（24）未来を生きる女子たちのキャリ
アセミナー

対象・募集人員

時期等

事業内容

・科学・技術の分野に興味・関 令和２年
心のある女子
８月１６日（日）
（中学３年生、高校１～３年生
２３日（日）
、高等専門学校１～３年生）
３０日（日）

主催者であるNPO法人「女子中高生理工系キャリ
アパスプロジェクト」が女子中高生の理系進路支援
プログラムを開発・実施する
（NWECは後援を行う）。

・女子大学生（短大生・大 令和３年
学院生も含む）及び１０ ２月中旬予定
代から20代の働く女性

女性団体と協働して、次世代の女性リーダー育成
プログラムを開発・実施する。

（26）短期大学生のためのキャリア形 ・埼玉県私立短期大学協 令和２年
会に加盟する大学の女 ９月中旬予定
成講座
子大学生
今年度は中止

主催者である「埼玉県私立短期大学協会」と協働
して、女子短期大学生を対象としたキャリア教育プ
ログラムを開発・実施する。

７．PFI 事業者、ボランティアとの連携
事 業 名
（25）NWECパープルライトアップ

対象・募集人員

時期等

・会館の利用者その他の 令和２年
団体や個人
１１月１２日（木）
～２５日（水）

3

事業内容
開館記念日（１１月１２日）から「女性に対する暴力
をなくす運動」期間中、建物のパープルライトアップ
を行うとともに、横断幕やパープルリボンのパネル
設置などを行う。

