令和２年度「男女共同参画推進フォーラム」
ワークショップ・パネル展示・情報のひろば別一覧
◆ワークショップの参加・視聴、パネル展示・情報のひろばの閲覧をするためには『特設サイト』の申込（無料）が必要です。申込は国立
女性教育会館のホームページで8月27日9時より開始します。申込は団体ではなく個人になります。
◆すべてのワークショップは原則無料で参加できます。一部のワークショップにおいて有料の資料があります。
◆一部申込が必要なワークショップがあります。詳細は特設サイト（8月27日9時より開始）の各ワークショップページで御確認ください。
◆ワークショップの形式により、ウェブカメラやウェブマイクが必要な場合があります。
◆期間中、ワークショップ・パネル展示・情報のひろばについては、国立女性教育会館のTwitter・Facebookでも宣伝を行います。
「#NWECフォーラム2020」で検索ください。
◆出展番号の略号は次のとおりです。 W：ワークショップ
◆ワークショップ

：２８団体

◆パネル展示

：１２団体

◆情報のひろば

：３７団体

テーマ

P：パネル展示 J：情報のひろば

内容例

１ 働き方を考える

ワーク・ライフ・バランスの推進、男性管理職等への意識啓発、男性の家庭・地域
への参画、男性の男女共同参画に対する理解の促進等

２ 女性のキャリアを考える

政策・方針決定過程への女性の参画の拡大、雇用等における機会の均等と 待遇の
確保、継続就業、再就職、ポジティブ・アクションの推進、女性管理職への支援、
社会活動キャリアに対する評価、女性の能力開発への支援、 女性のライフ・プラ
ンニング支援、女性起業家への支援 等

３ 教育と男女共同参画

男女共同参画の視点に立った学習活動・研究の発表・共有、大学における男女共同
参画推進、科学技術・学術における男女共同参画の推進、女性研究者の参画拡大、
小・中・高・大学生向けプログラム、女子中高生への理系進路選択支援 等

４ 安全安心な社会づくり

女性に対する暴力の根絶、生活上の困難に直面する男女への支援、災害・防災への
取組、高齢者・子ども・障害者・外国人等が安心して暮らせる環境の整備、人身取
引 等

５ 地域づくり、人づくり

地域経済の活性化と女性の参画、地域や分野を横断するネットワークづくり・人づ
くり、農山漁村女性のエンパワーメント、災害からの復興と地域づくり 等

６ 男女共同参画センターの活動

女性関連施設・社会教育施設の機能の充実、団体・NPO活動支援、指定管理者制度
のあり方、男女共同参画情報の発信・活用、女性関連施設における危機管理 等

７ 国際協力とジェンダー

女子差別撤廃条約の遵守、国際規範の尊重、「北京行動綱領」の実現、男女共同参
画の視点に立った国際貢献、国際機関・NGO等との連携、持続可能な開発のための
2030 アジェンダ(SDGs)等の情報提供 等

令和２年度「男女共同参画推進フォーラム」ワークショップ一覧
ワークショップ
No

タイトル
テーマ

ジェンダーと新型コロナ
W１ ウィルス災害

内容

形式

新型コロナウィルスという新たな災害が発生。自
然災害と異なり、世界規模で大きな被害と不安を
もたらしています。この新たな災害に対しJWNDRR グループ討議
メンバーがジェンダーの視点からどう向き合うべき
か議論します。

資料

あり
（無料）

運営団体・グループ名

男女共同参画と災害・復
興ネットワーク
日本女性学習財団共催

配信日

ライブ配信
8月28日（金）
14:00～15:30
録画配信
9月4日（金）～
9月26日（土）

安心安全な社会づくり

ミモザ演劇プロジェクト
日本版「シモーヌ」の紹
W２ 介

フランス人女性の権利獲得の歴史をユーモアで表
現する「シモーヌ」を元に、日本の女性史を紹介す
報告,劇上映,その
る演劇制作が進行中です。演劇を通して、女性視
他（質疑応答）
点で歴史を振り返り、現状を再考し、未来の男女
共同参画が進んだ社会を共に考えてみましょう。

あり
（無料）

日仏演劇文化交流による
女性の人権架け橋プロ
ジェクト

ライブ配信
8月28日(金)
18:00～19:15
録画配信
8月29日(土)～
9月26日(土)

クオータ制を推進する会

ライブ配信
8月29日（土）
13：00～15:00
録画配信（1週
間後）
9月5日（土）～

全国フェミニスト議員連盟

ライブ配信
8月30日(日）
13：00～15：00

国際協力とジェンダー

女性議員を半数に！
コロナ禍に学ぶ、
W３ 女性リーダーの活躍

各党1名の女性議員と政治学者によるトーク・
COVID-19パンデミック時の世界の女性リーダーた その他（Zooｍでの
あり
ちの活躍、・コロナ禍に女性議員はどう動いたか・ ライブトークとその
（無料）
ウィズ・コロナに必要な新しい政治とは・議席の半 動画の配信）
分に女性を、等

女性のキャリアを考える

コロナ時代だからこそ、 コロナ禍によるひとり親家庭やDV被害者・介護現
女性の声・女性議員の 場などの困窮に対し、市民団体と女性議員等が連
あり
携してサポートしている。これらの活動報告を踏ま 報告,グループ討議
W４ 声を！
（無料）
え、もっと女性議員をと、女性ゼロ議会をなくす動
きへとつなげる。
女性のキャリアを考える

北京+25以降を見据えて 北京会議から25年。新型コロナウイルスという災
ウィズ・コロナ時代の
禍により明らかになったジェンダー平等への課題
にどのように取り組んでいくのか、どんなリーダー 報告,グループ討議 なし
W５ 女性のリーダーシップ
シップを女性が発揮してきた／していくのかを検討
します。

ＪＡＷＷ（日本女性監視機 ライブ配信
8月30日（日）
構）
10：00～11：15

国際協力とジェンダー

世界中すべての人に
W６ 「I LADY.」な生き方を

I LADY.では、「自分を大切にし、自分で行動し、自
分で決める」をコンセプトに、セクシュアル・リプロ
報告,グループ討議 なし
ダクティブ・ヘルス/ライツについて考え、話し合う
ワークショップを開催します。

公益財団法人ジョイセフ

Zoom
9月4日（金）
14:00～16:00

国際協力とジェンダー

緊急アンケート結果
新型コロナの感染者が最も多い東京において、緊
から分析する、コロナ禍 急事態宣言のさなかに緊急アンケートを実施した
あり
ところ1週間で432人の方が回答してくれました。そ 報告,グループ討議
W７ で見えた課題
（無料）
の回答結果を分析し、今後私たちができることを

特定非営利活動法人男女 オンライン講座
9月5日（土）
共同参画おおた
13：30～15：30

考えていく内容です。
安心安全な社会づくり

在宅に休校…男女の家 コロナの影響で在宅勤務が普及した一方、休校や
事育児分担はコロナで 休園により家庭で子どもをみる機会も増えました。
夫が家にいることで家事育児シェアは進んだ？ど グループ討議
W８ どうなった？
こにモヤモヤする？改善には何が必要？オンライ
ンで話し合いましょう。

なし

みらい子育て全国ネット
ワーク（miraco）

ライブ配信
9月6日（日）
13:00～15:00
（Zoomによるオ
ンライン討議）

働き方を考える

ワークショップ
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令和２年度「男女共同参画推進フォーラム」ワークショップ一覧
ワークショップ
No

タイトル
テーマ

内容

形式

資料

「女性差別撤廃条約」リ コロナ危機で表出したジェンダー課題をとらえつ
つ、「女性差別撤廃条約」にジェンダー課題を当て
あり
テラシーＵＰプロジェクト
はめて考えるチカラをアップするために…①基調 報告,グループ討議
W９
（無料）
講演、②グループワーク、③全員でディスカッショ

運営団体・グループ名

NPO法人参画プラネット

配信日

ライブ配信
9月6日（日）
15：00～17：00

ンを展開します。
国際協力とジェンダー

新しい生活様式での防 新型コロナウイルス等の感染症対策を講じた｢避
あり
災教育を女性や若者の 難所運営｣が求められている中、若者･女性の視
（300円、
一般社団法人男女共同参
点を取り入れ、防災担当、学校、地域、教育委員 報告,グループ討議 希望者のみ
W１０ 視点で考える
会等と連携しながら取組んでいる「防災教育」の実
Peatixで徴 画みらいねっと
践内容を紹介します。

収）

安心安全な社会づくり

ユースが語るジェンダー 「男性らしさ（男性性）」や「女性らしさ（女性性）」
が、ふだんの生活の中で無意識にジェンダー平等
あり
W１１ 平等の壁「・・らしさ」とは の壁になっていることについて、いっしょに考えて 報告,グループ討議 （無料）
みませんか？

認定NPO法人日本BPW連
合会

録画配信
8月27日（木）～
9月26日（土）
Zoomによる意
見交換会
9月10日（木）
19：30～20：30

Zoomライブ配
信
9月12日（土）
13:00～15:30

安心安全な社会づくり

地方議会の多様性と情 安全安心な社会づくりには多様な視点と情報発信
が必要不可欠ですが、私たちに一番身近な政治
あり
報発信
の場である地方議会はどうでしょうか。各地の議 報告,グループ討議
W１２
（無料）
会での出来事とコロナウイルス禍の議会の動きを

議会の多様性を模索する ライブ配信
9月12日（土）
会（たもさく）
14：00～15：30

通してその必要性を模索します。
安心安全な社会づくり

2030年どう働く？
～私の幸せな働き方へ
W１３ のアクション～

参加者個人がビジョンを描き、構成員との協働の
なかで、主体的に自らの行動を提案するプログラ
ム。男女共同参画社会の基礎となる「自らの意思
グループ討議
による社会活動参画」を楽しく体感。これからの多
様な働き方を女性から実現していく契機をつくりま
す。

なし

一般社団法人リベルタ学
舎

ライブ配信双方
向参加型
（Zoom使用)
9月16日（水）
10：00～12：00
9月19日（土）
19：00～21：00

公益財団法人日本YWCA

Zoomライブ配
信
9月26日（土）
14：00～15：10
※後日録画配
信（Youtube）

パパの育児・看護・介護支
援センター

動画配信
8月27日（木）～
9月26日（土）
（動画について
の意見交換の
機会を、希望者
へはオンライン
にて別途設ける
予定）

NPO法人 フォトボイス・プ
ロジェクト

Zoomライブ配
信
9月11日（金）
14：00～15：30
9月19日（土）
13：30～15：00

働き方を考える

考えよう！若者とネット 性別役割分業を強化すると同時に、特に若者の間
社会～フェミニズムの視 ではジェンダー平等を促進するツールとして機能し
報告,グループ討議,
てきたメディアについて、ユースの視点から問題提
なし
W１４ 点から～
動画上映
起と、安全安心なネット社会づくりのための提言を
行う。

安心安全な社会づくり

広げよう！パパの育児
W１５ 休業

「男性の育休取得」が進みません。その背景に
は、何があるのでしょうか？男性も仕事と生活を
あり
報告,グループ討議
両立させ、より積極的に子育てに関わっていくため
（無料）
の方策について、共に考えてみませんか？

働き方を考える

若い世代に震災経験と
防災を伝える意義と課
W１６ 題とは

被災した女性自らの視点で撮影した写真と声（フォ
トボイス）を用い、大学で震災経験と防災・復興に
ついて出張講座を実施しました。若い世代がどの 報告
ように受け止めたのかを検証し今後の課題を考え
ます。ぜひご覧を！

あり
（無料）

安心安全な社会づくり

ワークショップ
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令和２年度「男女共同参画推進フォーラム」ワークショップ一覧
ワークショップ
No

タイトル
テーマ

内容

形式

映画から見る、貧困・格 日本映画『万引き家族』と英国映画『わたしは、ダ
ニエル・ブレイク』と韓国映画『パラサイト』を題材
報告
W１７ 差とジェンダー
に、「貧困・格差」をキーワードにしてジェンダー視

資料

あり
（無料）

点から、大学生が考える。

運営団体・グループ名

配信日

明治大学情報コミュニケー ライブ配信
9月14日（月）
ション学部堀口ゼミ
13:30～15：00

安心安全な社会づくり

役員は女の宿命？
会長は男の勲章？
W１８ ＰТＡの七不思議

ベテラン教頭が明かすＰＴＡの実態と矛盾。「保護
者にとって最大の問題はどうやって役員を逃れる
その他（創作落語 あり
か。」女性の働き方が変わっても、「ＰＴＡはお母さ
の口演、ミニ講座） （無料）
ん方の活動」という観念が変わらない。そして男た
ちの関心は専ら…

つるがしま落語会

録画配信
8月27日（木）～
9月26日（土）

国際女性の地位協会

録画配信
8月27日（木）～
9月26日（土）

女子中高生夏の学校実行
委員会

ライブ配信
9月6日（日）
10：00～12：00
9月20日（日）
10：00～12：00

教育と男女共同参画

リレートークで、ダンス ジュニア新書『男女平等はどこまで進んだか』をテ
で、知ろう！女性差別撤 キストにしたユースの「リレートーク」とCSW64パラ
レルイベントで披露予定だった女性差別撤廃条約 映画（動画）上映
W１９ 廃条約

なし

のエッセンスをピクトグラム・ダンスにした映像の2
部構成。

国際協力とジェンダー

女子中高生夏の学校14 教員・研究者等の有志が集まり、女子中高生の理
系進路選択を支援する合宿研修を毎夏NWECで
年
開催してきた。多くの関係者が偶然により出会い 報告,グループ討議 なし
W２０
そしてさまざまな成果が生まれた１４年間の豊か
な軌跡をより多くの人と共有する。
女性のキャリアを考える

未来の女性リーダー育 お茶の水女子大学グローバルリーダーシップ研究
報告,グループ討議,
成のために
所の未来の女性リーダーを育成するための教育
その他（時間が許
W２１ ―教育と研究の紹介― や研究の取組について紹介。女性がリーダーシッ せばワークショップ なし
プを獲得する上での課題等を参加者の皆様と一
緒に考えます。

を開催）

お茶の水女子大学グロー ライブ配信
9月11日（金）
バルリーダーシップ研究所 12:00～13:30

教育と男女共同参画

自分を拓く1週間。「中高
W２２ 生ガールズキャンプ」
教育と男女共同参画

DV加害者、放置したま
W２３ までいいですか？

映画上映,その他
中高生女子のキャンプでは、アクティビティへの挑 （WEB会議システム
戦や平和・環境・ジェンダー等の問題をシェアする を使い、キャンパー
あり
など、仲間との様々な体験が豊かな成長の糧とな やリーダーの体験
（無料）
ります。動画や参加者の声を通じてキャンプの様 談を交えながらライ
子を紹介します。
ブ配信でキャンプ
紹介）

公益財団法人東京YWCA

動画配信
8月27日（木）～
9月26日（土）
ライブ配信
9月19日（土）
19:00～20:30

DV被害者支援の一環として、DV加害者更生教育
プログラムはあります。加害者が変わることが、
DV被害者の安心・安全の第一歩ではないでしょう
あり
報告,グループ討議
か。DV加害者更生教育プログラムを各地で実施
（無料）
する仲間が、その内容や実態、課題についてお話
しします。

DV加害者更生教育プログ
ラム全国ネットワーク
(PREPｰJapan)

Zoomでのライブ
配信
9月11日（金）
19：30～21：30

新型コロナ感染症の拡大防止のための「Stay
home」が叫ばれるなか、DVや虐待など、家族の誰
かにとって家が安心安全な場ではない状況が明ら
ロールプレイ・劇
かになってきました。どんなことが暴力にあたるの
か、また周りとどのようにつながっていくのか、寸
劇を見て考えます。

奈良県女性センター男女 録画配信
共同参画いきいきサポー 8月27日（木）～
9月25日（金）
ター いきサポ座

安心安全な社会づくり

いきサポジェンダー劇場
寸劇を見て男女共同参
W２４ 画を考えよう

なし

安心安全な社会づくり

ワークショップ

4

令和２年度「男女共同参画推進フォーラム」ワークショップ一覧
ワークショップ
No

タイトル
テーマ

内容

形式

資料

オンラインを活かした女 コロナ禍の影響で、オンラインの活用が進みまし
た。SNSで発信中の団体も多く、オンラインは、女
性の活動とネットワーク
性の抱える時間や資金の問題を解決するツール 報告,グループ討議 なし
W２５
になり得ます。好事例紹介と情報交換で、活動の
可能性を広げるネットワークを作りましょう。

運営団体・グループ名

ＬＥＯ－Ｇ

配信日

ライブ配信
9月20日（日）
14：00～16：00

地域づくり、人づくり

今こそ女性の権利を国 2021年秋に女性差別撤廃委員会で日本報告審議
際基準に！選択議定書 が予定される。日本は1999年採択された条約実
現に必要な選択議定書を批准していない。職場や 報告,動画上映
W２６ の２０２１年批准を

なし

裁判でジェンダーに基づく差別や暴力をなくすため
批准は待ったなし、声を広げよう。

女性差別撤廃条約実現ア 録画配信
8月27日（木）～
クション・JNNC
9月26日（土）

国際協力とジェンダー

「選挙制度に注目！！」 世界の女性リーダー達のコロナ対応で「女性は政
皆が出られる仕組みを 治に向かない」という嘘が分かりました。どういう選
あり
挙制度ならば、本人の意欲次第で皆が等しく立候 報告,グループ討議
W２７ 考えよう♪
（無料）
補できると思いますか？みんなで選挙制度につい

クオータ制の実現をめざす ライブ配信
9月19日（土）
会
14：00～16：00

て考えましょう ♪
女性のキャリアを考える

女性を支援するフェミニ 女性を自責から解放し、エンパワメントするために
ストカウンセリングの取 必要不可欠な知識である、ジェンダー社会の構造
と女性心理について、女性の経験に即して考え、 報告
W２８ り組み
検討する。日本フェミニストカウンセリング学会の
初級講座を参考にしている。

あり
（着払送料
のみ）

特定非営利活動法人日本 録画配信
フェミニストカウンセリング 8月27日（木）～
9月26日（土）
学会

男女共同参画センターの活動

ワークショップ
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令和２年度「男女共同参画推進フォーラム」パネル展示一覧
パネル展示
タイトル
テーマ

No

P1

日本女性会議２０２０あいち刈谷

内容

日本女性会議２０２０あいち刈谷（通称：ミライク会議）のテーマやコン
セプト、分科会の内容等を紹介します。ぜひミライク会議にご参加く
ださい。

運営団体･グループ名

日本女性会議２０２０あいち刈谷
実行委員会

教育と男女共同参画

大学におけるダイバーシティの推進～東京 男女共同参画推進からダイバーシティ推進へ。大学の施策は新たな
東京都立大学
段階を迎えています。学生との協働も取り入れながら進めている都
P2 都立大学の取組紹介～
ダイバーシティ推進室
立大の取組を紹介します。
教育と男女共同参画

東京電力原子力発電所事故から10年・いわ 東京電力原子力発電所事故、初年度から年毎に綴ってきた記録集４
冊(４冊目は英文併記)と１０年目を迎えてのアンケート。事故の時対 国際女性教育振興会福島県支部
P3 きの医療と未来
応の最前線となったいわき市のその後の医療について紹介する。

地域づくり、人づくり

仲間と起業、たのしく働く ワーカーズ・コレ
P4 クティブ

「地域にこんな事業があったら良いね」という生活者の目線で多くの
女性たちがワーカーズ・コレクティブで起業しています。女性も男性も
高齢者も働きにくさを抱える人たちも、誰でも平等な働き方と仲間を
紹介します。

埼玉ワーカーズ・コレクティブ連合
会

中高生女子のキャンプではキャンパーとリーダーが一緒にプログラ
ムを作ります。アクティビティの挑戦や、平和・環境・ジェンダー等の
問題をシェアする時間を持ちます。ダイナミックなキャンプの醍醐味
を紹介します。

公益財団法人東京YWCA

2018年5月の「政治分野における男女共同参画推進法」の成立過程
とその内容、および法律施行後初の選挙となった統一地方選と参議
院選挙の結果統括。そして来る衆議院選での女性議員増に向けた
エールを紹介。

クオータ制を推進する会

働き方を考える

女子の、女子による、女子のためのスー
P5 パーチャレンジ
教育と男女共同参画

P6

議席の半分に女性を！

女性のキャリアを考える

性差別のない議会をめざし、女性議員を増 ・えっ!?議会でもセクハラ？とんでもない!!ー「性差別体験アンケート調
査」の概要報告
P7 やそう！
・ジェンダーギャップ指数121位からどう抜けでる？ー地方議会女性 全国フェミニスト議員連盟
議員進出度マップ(2020年）
女性のキャリアを考える

「選挙制度に注目！！」皆が出られる仕組
P8 みを考えよう♪

1999年の発足以来、どんな仕組みならば〇投票率が上がるか〇意
欲次第で皆が立候補できるか〇女性議員が増えるか、調べ、考え、
展示しています。今年は、パネルを資料に参加型WSも9月〇日、ライ
ブ実施します。

クオータ制の実現をめざす会

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、イベントの自粛や出勤抑制が
求められています。男女共同参画センターも例外ではありません。ど
う対応しているのか、職員に聞きました。

特定非営利活動法人リソース・エ
ンパワメント・ネットワークＲＥＮ

女性のキャリアを考える

新型コロナウイルスに
P9 どう対応？男女共同参画センター
男女共同参画センターの活動

パネル展示
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令和２年度「男女共同参画推進フォーラム」パネル展示一覧
パネル展示
タイトル
テーマ

No

知っていますか？男女の賃金格差の大き
P10 さ！

内容

運営団体･グループ名

男女の賃金格差の見える化のため、男性の年収額を女性が1年を超
えて働いて手にする日を算出してアピールするのがイコール・ペイ・
デイ（EPD）活動。2020年のEPDは5月6日詳細は「BPW EPD」で検索

認定NPO法人日本BPW連合会

セクシュアルハラスメントについて、具体的な事例を示しながら、個人
や組織が認識すべき事柄をわかりやすく解説しています。互いを認
め合いハラスメントがない社会をつくるためにできることは何か考え
てみましょう。

埼玉県男女共同参画推進セン
ター

女性のキャリアを考える

P11

セクシュアルハラスメントのない社会へ

安心安全な社会づくり

被災した女性たちの写真と声ー10年目の東 岩手県・宮城県・福島県の被災した女性、また東京に避難している
女性たちが多様な視点で撮影した写真と声（フォトボイス）。震災の
P12 日本大震災
影響、長引く避難生活、復興や防災の課題を伝えます。

NPO法人 フォトボイス・プロジェク
ト

安心安全な社会づくり

パネル展示
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令和２年度「男女共同参画推進フォーラム」情報のひろば一覧
情報のひろば
No

タイトル
テーマ

日本女性会議２０２０
J1 あいち刈谷

内容

「かけがえのない“わたし”を生きる ～ものづくりのまちから発信～」第37回日本女性会議をオ
ンラインで開催します。1984年の第1回会議が名古屋で開催されて以来、愛知県での開催は二
度目、オンライン開催は史上初となります。コロナ禍で、ジェンダーに関する様々な問題が顕在
化してきた「今だからこそ」の開催を目指し、会議の準備をすすめています。多くの皆さまが、出
会い、語りあい、繋がり、「かけがえのない」一人ひとりが大切にされる社会のあり方を考える場
を創ってまいります。

運営団体･グループ名

日本女性会議２０２０
あいち刈谷実行委員会

出展

P１

教育と男女共同参画

あなたを活かすダイ
金沢大学は150年の歴史を持つ北陸地域の基幹的総合大学であり、「地域と世界に開かれた
バーシティ研究環境の 教育重視の研究大学」の位置づけをもって改革に取り組むと大学憲章に掲げ、東アジアの拠点 金沢大学男女共同参画
を目指し世界レベルの教育研究を行っています。男女共同参画に関しては、平成13年に男女 キャリアデザインラボラト
J2 整備
共同参画推進委員会を設置、平成20年に男女共同参画キャリアデザインラボラトリーを設置
リー
し、多くの取組を行っています。

教育と男女共同参画

若い女性をエンパワー
し、共に社会変革を進
J3 めるNGO

YWCA（ワイ・ダブリュ・シー・エー/Young Women's Christian Association)は、キリスト教を基盤に、世
界中の女性が言語や文化の壁を越えて力を合わせ、女性の社会参画を進め、人権や健康や環境が
守られる平和な世界を実現する国際NGOです。2020年は、1995年の第4回世界女性会議（北京会議）
で北京行動綱領採択が採択されてから25周年の節目の年でもあります。世界中で北京行動綱領の
実施状況のレビューが行われ、幻となったCSW64のテーマも「北京+25」でした。この北京+25のレ
ビュー過程、そしてそれ以降のジェンダー平等に向けた国際政治の意思決定に、若い世代の参加を
確保すると同時に、若者の多様な声を届けるために、国連ウィメンはBeijing+25 Youth Task Forceを
発足させました。

公益財団法人日本YWCA

設立３４年を迎える。この間一貫して女性の視野を広め男女共同参画を進める活動をしてき
た。その活動は総会や研修会を初め年１回の会報発行、調査研究の発行、年数回のお便り発
行を行っている。中でも２０１１年の「東日本大震災・東京電力原子力発電所事故」の際は、会
員がそれぞれの地域で率先してボランティア活動を行った。度重なる災害に原発事故は忘れら
れようとしているが、東京電力福島第一原子力発電所事故が県民に与えた影響を女性の目線
で発信し続けている。

国際女性教育振興会
福島県支部

W１４

安心安全な社会づくり

東日本大震災・東京電
力原子力発電所事故か
J4 ら１０年。医療と心情

P３

安心安全な社会づくり

女性差別撤廃条約の研 国際女性の地位協会(JAIWR)は、ナイロビ世界女性会議(1985年)の参加者が中核になって、
究・普及を通じて、
1987年9月20日に誕生しました。1998年に、国連経済社会理事会の協議資格を得た「国連ＮＧ
J5 女性の地位向上を図る Ｏ」です。いま、30余年の歴史の上に、ジェンダー平等をめざす他団体とも連携して、活発に活 国際女性の地位協会

W１９

動を続けています。JAIWRは、女性差別撤廃条約の研究・普及を目的としており、国連と日本
女性の懸け橋になりたいと思っています。

国際協力とジェンダー

男性の「ケア参画」を
J6 支援します！

看護系大学における男性教員の社会活動の一環として、「男性が、同性のケアワークの専門家
から、育児・看護・介護について学ぶ機会を保障する」という活動方針の下、ケアワークにおけ
る男女の役割平等化の実現を目的に、様々な取り組みを展開させています。近年、男性の育
児や介護等への参画が喫緊の課題として認識される中、男性を対象とした講座の実施を通じ
て、育児・看護・介護に必要なスキルの獲得に向けた支援を行ってきました。

パパの育児・看護・介護
支援センター

W１５

教育と男女共同参画

情報のひろば
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令和２年度「男女共同参画推進フォーラム」情報のひろば一覧
情報のひろば
No

タイトル
テーマ

仲間と起業し、たのしく
働くワーカーズ・コレク
ティブ。
老若男女、多様な人が
J7 共に働く協同労働。働く
意志があればみんなが
主役。

内容

運営団体･グループ名

埼玉県内でワーカーズ・コレクティブという働き方で起業し経営している非営利の事業所44団体
の連合会です。「ワーカーズ・コレクティブ」とは、働く人の協同組合として自ら出資し、経営し、
自ら働く民主的な働く人の非営利の事業体です。神奈川県で最初のワーカーズ・コレクティブが
でき、現在全国500余りのワーカーズ・コレクティブがあります。埼玉県では、1987年以降、44の
事業所を約500人の仲間が自ら考え、決定する民主的な働き方で経営しています。

埼玉ワーカーズ・
コレクティブ連合会

2004年に明治大学の新学部として学部が創設されて以来、ゼミでデートDVに取り組んで来た
今年度のゼミによるオンラインワークショップは、学生が協力して、コロナの影響下で、映画を
題材にして日本を含む世界の問題である「貧困・格差」をジェンダー視点から考えることにした。
映画3作は、事前に、映画配信サービスなどにより、各自で観ておくことが望ましい。日本・韓
国・英国の映画を通じて、大学生の意見を知り、大学生と一緒に、映画を手掛かりに、ジェン
ダーと「貧困・格差」を考えてみよう。

明治大学情報コミュニ
ケーション学部堀口ゼミ

紅茶カフェは、岡山県男女共同参画推進センターの企画立案講座を発端に、備前市のＤＶ被害
者サポーター養成講座修了生で構成され、いんべ会館を拠点に活動を始め、４年目を迎えまし
た。活動テーマはＤＶ被害者支援（居場所づくり）およびＤＶ防止のための啓発です。３周年を迎
えた昨年は紅茶カフェがお手本とする「紅茶の時間」主宰の水野スウさんを石川県からお招き
し、ウィズセンター登録団体等活動支援事業を行いました。

紅茶カフェ

出展

P４

働き方を考える

メディアを含む多方面
からジェンダー研究に
J8 取り組む堀口ゼミ

W１７

安心安全な社会づくり

ほっこりする時間を持っ
てみませんか？紅茶カ
フェはDV被害者の支援
J9 と啓発・学習を目的に
居場所づくりをしていま
す。
安心安全な社会づくり

ミモザ演劇プロジェクト 日本フランス 演劇文化交流「シモーヌ」日本版制作プロジェクト。脚本家トリニダードを２度招聘
日本版「シモーヌ」の紹 し、女性へのインタビューを開始し、フランス大使館を始め大学や芸術団体と共催イベントを実 日仏演劇文化交流による
施。パリの劇場で７年間のロングランで上演中であるのが演劇「シモーヌ」”Et pendance temps 女性の人権架け橋プロ
J10 介
Simone Veille”です。「日本とフランス劇文化交流による女性の人権架け橋プロジェクト」の実行 ジェクト

W２

委員会が2018年に設立され、制作が進んでいます。

国際協力とジェンダー

あかし男女参画セン
ターの取り組み～「自分
らしく生きられるまち」を
J11 目指す複合型交流拠点
として～

2017年4月より指定管理者制度による運営を導入し、貸館・貸室運営と共に生涯学習推進・男
女共同参画・市民活動支援の３つの機能を併せ持つ「複合型交流拠点ウィズあかし」として活
動しています。2019年度は男女共同参画に関する講座として、LGBTQに関するセミナー・サロ
ンを2回、エンパワメントをテーマとするセミナーを4回、就業セミナーを7回実施しました。 他の
センター機能と連動することで新たな視点を加味しながら、男女共同参画センター機能の拡充
を図っています。

一般財団法人
明石コミュニティ創造協会

「クオータ制を推進する会（略称『Ｑの会』）」は、『政策決定の場である議会に、女性議員を増や
すためにクオータ制の導入を推進しなければならない』として、ＷＩＮ ＷＩＮ（代表：赤松良子）の
呼びかけに賛同した団体で2012年に設立。「政治分野における女性の参画と活躍を推進する
議員連盟」の発足及び2018年5月の「政治分野における男女共同参画推進法」の成立に貢献し
ました。

クオータ制を推進する会

男女共同参画センターの活動

「議席の半分に女性
を！クオータ制を推進し
J12 て女性議員を増やし、
政治を変えましょう!」

W３
P６

女性のキャリアを考える

女性の声で政治を変え 2020年度の活動方針 １）あらゆる女性差別をなくすために、女性差別撤廃条約選択議定書批
准のための取り組みを各地で進める ２）政治分野における男女共同参画推進法の理念を達成
J13 る
するため、各政党・政治団体に対しクオータ制の実施を求め、党内の決定機関ならびに議会の 全国フェミニスト議員連盟
50％を女性にするよう、要請行動を行う

W４
P７

など

女性のキャリアを考える

情報のひろば
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令和２年度「男女共同参画推進フォーラム」情報のひろば一覧
情報のひろば
No

タイトル
テーマ

「選挙制度に注目！！」
皆が出られる仕組みを
考えよう♪ 41道府県
J14 は選挙区の4割無投票
⇒「非選良」議員5割以
上が12議会？！

内容

クオータ制の実現をめざす会は、1997年の参議院50周年記念事業「女性国会」を契機に、1998
年に広島県福山市で開催されたベアテ・シロタ・ゴードンさんの講演「わたしは憲法に男女平等
を書いた」への関わりなどを経て、1999年3月、第1回全国一斉「女性と政治キャンペーン」の際
に、街頭活動で発足。(以後、毎年3月実施)男女平等社会形成のため「女性の被選挙権」確立
の方法として日本版クオータ制の実現をめざす個人からなるネットワークの会です。

運営団体･グループ名

クオータ制の実現をめざ
す会

出展

W２７
P８

女性のキャリアを考える

女性関連施設の職員と
利用者をつなぎ、男女
平等社会づくりの活動 利用者と職員の視点で男女共同参画センターや女性センター等を応援するワークショップ、調 特定非営利活動法人
J15 を支える中間支援組織 査研究等を実施しています。2017年1月に「男女共同参画センター等との関わりに関する調査」 リソース・エンパワメント・
報告書を公表しました。
ネットワークＲＥＮ
です。

P９

男女共同参画センターの活動

SDGsの実現に向けて
女性の力を発揮しよ
う！
J16 「男女格差を解消する
ために、私たちが今でき
ることを実行しよう」

日本BPW連合会は、男女格差の解消、SDGsの達成を目指し活動しています。男女共同参画社
会の形成の促進、職業能力の開発・人材教育事業、広報活動、国際活動及び国内外の組織と
の連携、女性活躍支援、教育研修事業を活動の柱にしています。具体的な活動は、内閣府男
女共同参画推進連携会議共催事業を行い、 144名に参加していただきました。会報・ニュース
レターやブックレットシリーズの企画・発行を行っています。

認定NPO法人
日本BPW連合会

W１１
P１０

埼玉県男女共同参画推進センター(愛称：With You さいたま)は男女共同参画社会づくりの総合
的な拠点施設です。男女共同参画社会の実現に向けた県の施策を実現するとともに、県民の
皆様や市町村の男女共同参画の取組を支援することを目的として、６つの柱を中心とした多様
な事業展開をしています。

埼玉県男女共同参画推
進センター

P１１

女性のキャリアを考える

With You さいたまは、
男女共同参画社会づく
りの総合拠点として多
J17 様な事業展開でわたし
らしく生きることを応援
します。
男女共同参画センターの活動

女性を支援するフェミニ 日本フェミニストカウンセリング学会は女性が一人の人間として、女性として、生きいきと暮らす
ストカウンセリングの取 ことを願い、女性の心理的問題の現状とその社会的背景を考え、女性が抱える問題の解決と 特定非営利活動法人
そこからの回復を援助しようとする人々の集まりである。日本では、河野貴代美氏が東京に
J18 り組み
日本フェミニストカウンセ
「フェミニストセラピィ“なかま”」を開設した1980年に始まる。以降全国各地でフェミニストカウン リング学会

W２８

セリング講座が開催され、修了生によりフェミニストカウンセリングルームが次々と設立される。

男女共同参画センターの活動

東京YWCA野尻キャン
プ 女性支援の草分的
存在の女子キャンプ～
J19 90年前の日本・アメリ
カ・カナダの女性たちの
想いを受けて～

YWCA（Young Women’s Christian Association）は、キリスト教を基盤に、世界中の女性が言語
や文化の壁を越えて力を合わせ、女性の社会参画を進め、人権や健康や環境が守られる平和
な世界を実現する国際NGOです。1855年イギリスではじまり、現在日本を含む120あまりの国と
地域で約2,500万人の女性たちが活動しています。1905年に日本YWCAが創設され、現在24の
地域YWCAと36の中学・高等学校YWCAが活動しています。

公益財団法人東京YWCA

W２２
P５

東日本大震災後、被災地の女性グループと協働し、被災した女性の声を記録し、防災・復興の
課題を社会に提言するためにフォトボイス（写真と声）の方法を用いた活動を始め、現在も継続
中。被災3県、都内・東京近郊に避難中の女性たちが、震災後の生活や社会の課題を写真に
撮り、それを見ながら話し合う小グループ活動が基本である。社会に伝えるメッセージ（声）づく
りも共にしてきた。女性たちの喪失の痛みと向き合い、力を取り戻していく社会心理的ケアに役
立つと評価されている。

NPO法人
フォトボイス・プロジェクト

W１６
P１２

教育と男女共同参画

フォトボイス・プロジェク
J20 トの活動とは

安心安全な社会づくり

情報のひろば
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令和２年度「男女共同参画推進フォーラム」情報のひろば一覧
情報のひろば
No

タイトル
テーマ

内容

運営団体･グループ名

男女共同参画と災害・復
ジェンダーと新型コロナ
男女共同参画と防災・減災に関する政策提言活動。勉強会の開催、世界防災フォーラム/防災 興ネットワーク
J21 ウィルス災害
ダボス会議等国際会議への参加。国際機関・団体との連携協力などの活動を行っている。

出展

W１

日本女性学習財団共催
安心安全な社会づくり

北京+25以降を見据え
て
J22 ウィズ・コロナ時代の
女性のリーダーシップ

「北京＋10」に向けて2001年に設立された全国的なネットワーク。APWW(アジア太平洋女性監
視機構)と連携した国際的活動に加え、CSWに関連した活動（事前勉強会、サイドイベント共
催、帰国後の報告会）等を行っている。

ＪＡＷＷ
（日本女性監視機構）

W５

1968年に日本で生まれた国際協力NGO。設立時から途上国の女性支援活動を行う。東日本大
震災以降は、日本のジェンダーの課題にも注力し、セクシュアル・リプロダクティブヘルス・ライ
ツの意識向上に取り組む。

公益財団法人ジョイセフ

W６

国際協力とジェンダー

世界中すべての人に
J23 「I LADY.」な生き方を

国際協力とジェンダー

緊急アンケート結果か
ら分析する、コロナ禍で 東京都大田区立男女平等推進センターの指定管理者として16年、女性向け創業支援支援施 特定非営利活動法人
設「パシオンTOKYO」の管理運営を4年行っています。大田区を中心に男女共同参画社会の実
J24 見えた課題
男女共同参画おおた
現にむけて事業を実施している団体です。

W７

安心安全な社会づくり

在宅に休校…男女の家
事育児分担はコロナで 子育てしやすい社会の実現や男女共同参画の推進に向け、当事者の声を見える化し、政治や みらい子育て全国ネット
行政に働きかける市民団体です。①待機児童解消、②男性の家庭進出促進、③選挙での子育
J25 どうなった？
ワーク（miraco）
て政策アンケートが活動の３本柱です。

W８

働き方を考える

「女性差別撤廃条約」リ
「わたしをつくる、仕事をつくる、社会をつくる」をミッションとして掲げ、①男女共同参画に関する
テラシーＵＰプロジェクト
セミナー等の企画運営・講師派遣、②実践研究会等の運営、③実践研究を基盤とした政策提 NPO法人参画プラネット
J26

W９

案を展開しています。

国際協力とジェンダー

新しい生活様式での避
難所運営を女性や若者 男女共同参画の視点で、女性の人材育成や防災、キャリア教育等に取り組む。防災に関して 一般社団法人男女共同
は学校、地域、障害者、行政の方々と連携し、研修や多様性配慮の避難所づくりなどに取り組
J27 の視点で考える
参画みらいねっと
む。昨年は2,000人以上の中学生と実践。

W１０

安心安全な社会づくり
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情報のひろば
No

タイトル
テーマ

地方議会の多様性と
J28 情報発信

内容

運営団体･グループ名

出展

2020年3月、議会の多様性を進めたいと女性地方議員5名で設立。各地の議員へのアンケート
調査から見えてきた女性、少数派議員への異論排除や情報発信の制限の実態を明らかにして
改善を求めていく。

議会の多様性を模索する
会（たもさく）

W１２

安心安全な社会づくり

2030年どう働く？
～私の幸せな働き方へ 「生き延びる知恵を高める」をモットーに、産学官民連携の社会教育・創業支援を行う。市民参 一般社団法人リベルタ学
画・協働を柱に、男女共同参画センター・自治体・企業等で「なりわいづくり」から「まちづくり」ま
J29 のアクション～
舎
で各種セミナーを実施。

W１３

働き方を考える

役員は女の宿命？
会長は男の勲章？
J30 ＰТＡの七不思議

会員の千金亭値千金が毎年違ったキーワードを切り口に、創作落語の口演や歌を交えて深く
正く楽しく男女共同参画を考える講座を全国に提供中。現在までに２６都府県１０７市区町村で
１９４回、９,６９５人に講演。

つるがしま落語会

W１８

教育と男女共同参画

女子中高生夏の学校14
100を越える理工系学会と協会の連合体である男女共同参画学協会連絡会の主要事業の一 女子中高生夏の学校
J31 年
つ、「裾野を広げる」活動、2005年から、２泊３日間の、キャリアイベント。
実行委員会

W２０

女性のキャリアを考える

未来の女性リーダー育
成のために
およそ140年にわたる女子高等師範学校以来の伝統を現代に生かし、グローバルな視野をもっ お茶の水女子大学
J32 ―教育と研究の紹介― て多方面に活躍する女性リーダーの育成を使命としております。学生海外派遣プログラムの実 グローバルリーダーシップ W２１
施、リーダーシップに関するシンポジウムの開催等さまざまな事業を行っています。
研究所
教育と男女共同参画

DV加害者、放置したま
あらゆる性差別、暴力、DVのない社会の構築をめざし、2018年1月に設立。被害者支援のため DV加害者更生教育プロ
までいいですか？
の加害者更生教育プログラムとはどうあるべきかを追究するとともに、プログラムを全国に広く グラム全国ネットワーク
J33
知らせることを目的に活動をおこなっている。
(PREPｰJapan)

W２３

安心安全な社会づくり

いきサポジェンダー劇
場 寸劇を見て男女共 奈良県女性センターの「いきいきサポーター養成講座」でともに学んだなかまが、2011年に結 奈良県女性センター
成。男女共同参画にまつわるさまざまな問題をテーマに、脚本も小道具もすべて手作りで、奈 男女共同参画いきいきサ
J34 同参画を考えよう
良県内外の市町村の学習会、女性センター主催のイベントなどで活動中。
ポーター いきサポ座

W２４

安心安全な社会づくり
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情報のひろば
No

タイトル
テーマ

内容

運営団体･グループ名

オンラインを活かした女
LEO通信（1999年～）、LEO-NET（2003年～、女性情報関連のゼミナール開催、災害と女性を
J35 性の活動とネットワーク テーマとするシンポジウム開催等）としての活動を基盤に、活動を始めたところです。
ＬＥＯ－Ｇ

出展

W２５

地域づくり、人づくり

今こそ女性の権利を国
際基準に！選択議定書 2019年3月5日女性差別撤廃条約選択議定書批准の実現を目指し発足（52団体）。女性の権利 女性差別撤廃条約実現ア
を国際基準に！を掲げ、選択議定書を紹介するリーフを作成。国会議員へのロビー活動や地
W２６
J36 の２０２１年批准を
クション・JNNC
方議会へ意見書採択の請願活動も行う。

国際協力とジェンダー

大学におけるダイバー
シティの推進～東京都
2011年9月の開室以来、男女共同参画推進、障がいのある構成員支援、多様性を踏まえた構 東京都立大学
J37 立大学の取組紹介～
成員支援の3点にかかわる制度の整備や講演会、勉強会の開催などを行っている。
ダイバーシティ推進室

P２

教育と男女共同参画

情報のひろば
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