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令和３年度「地域における男女共同参画推進リーダー研修」（オンライン）開催要項 

 

１．趣 旨 

男女共同参画社会の形成を推進するため、地域における男女共同参画の推進者を対象として、知識・企画

力・実践力を養うための高度で専門的な研修をオンライン形式で実施します。参加者は男女共同参画の基本

理念についてあらためて学ぶとともに、喫緊のジェンダー課題に関する最新情報や取組事例、国の施策につ

いての最新動向等の情報提供を受けられます。また、全国からの参加者との情報交換を通じ、現状把握と課

題解決のヒントを得ます。 

 

２．テーマ 

「これからの男女共同参画 ～第５次基本計画の考え方と地域課題への取組に向けて～」 

 

３．主 催 独立行政法人国立女性教育会館 

 

４. 共 催（於：全国女性会館協議会提供プログラム） 特定非営利活動法人全国女性会館協議会 

 

５．対象と定員 

(1)女性関連施設コース：男女共同参画センター等女性関連施設の管理職、職員 

(2)地方自治体コース：地方自治体の男女共同参画推進担当管理職、職員 

(3)団体コース：地域で男女共同参画を推進するＮＰＯ・団体等の役員・リーダー 計 ３００名程度 

 

６．実施期間 令和３年５月１９日（水）～６月１１日(金) 

  

７．実施方法及び日程 

(1)実施方法：ＬＭＳ（eラーニング学習管理システム）を使用した動画視聴及びZoomによるライブ配信。 

※ＬＭＳの動画は、期間中、参加者の都合に合わせていつでも視聴できます。 

 

(2)受講環境 

研修に参加するためには、インターネットに接続できるパソコン環境が必要です（タブ

レット、モバイル端末も可。ただし、パソコンを推奨）。また、下記ＬＭＳの動作環境をご

確認ください。 

   Zoom ミーティングによるライブ配信に参加するためには、事前に Zoom アプリをインス

トールする必要があります。なお、Zoomアカウント登録の必要はありません。 

 

【参考】ＬＭＳの動作環境 

端 末 

パソコン 
Google Chrome、Safari、FireFox、Microsoft Edge、Internet 

Explorer 

タブレット 
Google Chrome、Safari、FireFox、Microsoft Edge、Internet 

Explorer 

スマートフォン 

（iOS、Android） 
Google Chrome、Safari、FireFox 

注意事項 

OS・ブラウザのメーカーサポートが切れているバージョンは対象外です。 

（延長サポート期間も対象外） 

「セキュリティソフト（ウィルスバスター等）」および「ブラウザ用アドオンソフト

（AddBlock等）」が動画の再生をブロックすることがあります。 

事前にシステム担当者に御確認ください。 
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(3)研修の流れ・配信日程 

 

８．内 容 

(1)事前学習（ｅラーニング） 

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

受講してください（総学習時間１時間程度）。 
 

(2)オンデマンド配信プログラム  
   ①開 会（３０分） 

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  特定非営利活動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 

④趣旨説明     国立女性教育会館事業課職員 
 

②基調講演「第５次基本計画の考え方とポイント」（３０分） 

令和２年１２月に策定された第５次男女共同参画基本計画の理念や第４次基本計画からの変更点、地

域で第５次計画を進める上でのポイントについて学びます。 

    講  師   林 伴子 内閣府男女共同参画局長 
 

③省庁説明「男女共同参画社会に向けた今日の政策課題」（６０分） 

各省から男女共同参画や女性活躍の促進に向けた国の政策課題及び最新施策について説明を受け、今

後の方向性について理解を深めます。 

報告者   ・厚生労働省  

・農林水産省 

・経済産業省 

 

④情報提供「ジェンダー平等に係る国際的な動向について」（３０分） 

国連女性の地位委員会（ＣＳＷ）や持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）等、ジェンダー平等推進に向け

た世界の潮流について学びます。 

報告者   越智 方美 国立女性教育会館研究国際室客員研究員 

申込受付 
 

４月８日（木）９：００ ～４月２６日（月）１７：００ 
 

 

 

参加者決定 

（Ｅメールで通知） 

 
５月１０日（月）までに参加の可否・事前学習プログラムURLを Eメールで通知。 
５月１７日（月）までにオンデマンド・ライブ配信プログラム URLを Eメールで通知。 
 

事前学習配信 
 
５月１０日（月）～６月１１日(金) 
 

研修配信 

 
◯Zoom接続テスト（ライブ配信参加者のうち希望者のみ） 

：５月１４日（金）１３：３０～１５：３０ 

◯オンデマンド配信プログラム：５月１９日（水）～６月１１日（金） 

◯ライブ配信プログラム 
・【全国女性会館協議会提供プログラム】（女性関連施設職員コース） 

事例報告・グループワーク「Challenge to Change  

－コロナ禍での事業運営を考える」 

：５月２５日（火）１３：３０～１５：５０ 

・パネルディスカッション「地域課題にどう取り組むか」 

：６月  １日（火）１３：３０～１４：３０ 
・参加者同士の意見交換    ：６月１１日（金）１３：３０～１５：００ 
 

アンケート 
 

６月１１日(金)にアンケートフォームから回答 
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⑤事例報告１「コロナ×ジェンダー」（６０分）  

 コロナ禍の現状についての情報提供と課題提示を通じ、男女共同参画に取り組む意義を確認するとと

もに、自身の地域の課題の把握に向けたヒントを得ます。 

    報告者   武田 佳奈 株式会社野村総合研究所未来創発センター上級コンサルタント 

 

 ⑥講義「効果的なアクションプランの立て方」（６０分） 

各自治体の男女共同参画計画や施策の策定に向けて、ジェンダー統計についての基本的な考え方を理

解するとともに、計画の参考となるデータを扱う上で必要な視点を学びます。 

講 師   杉橋やよい 専修大学経済学部教授 
 

⑦事例報告２「地域課題にどう取り組むか」（オンデマンド配信）（９０分） 

 地域における男女共同参画課題にどのように取り組んだらよいのか、地方自治体、女性関連施設、団

体の先進的な事例からヒントを得ます。 

報告者   宮崎 直子 長崎県男女共同参画推進センター センター長 

原田紀代美 豊岡市総務部ジェンダーギャップ対策室主幹 

        石本めぐみ・栗林美知子 特定非営利活動法人ウィメンズアイ代表理事・事務局長 
                   

(3)ライブ配信プログラム 

⑧全国女性会館協議会提供プログラム（女性関連施設職員コース） 

事例報告・グループワーク「Challenge to Change －コロナ禍での事業運営を考える」 

５月２５日（火）１３：３０～１５：５０＜Zoomミーティング＞ 

新型コロナウイルス感染拡大などの社会的危機状況において、男女共同参画センターはどのような

役割を果たすべきか。制限がある中でさまざまなチャレンジをしてきたセンターの事例報告とグルー

プワークを通じてコロナ禍での事業運営を考えていきます。センター間の情報共有もできる貴重な機

会です。 

報告者   石井 督洋  千葉県男女共同参画センター 次長 

阪口さゆみ  世田谷区立男女共同参画センター 館長 

佐々木美奈子 秋田県中央男女共同参画センター センター長  

     企画・運営 特定非営利活動法人全国女性会館協議会 
 

⑨パネルディスカッション「地域課題にどう取り組むか」 

６月１日（火）１３：３０～１４：３０＜Zoomウェビナー＞ 

  事例報告や情報提供等から明らかになった地域の男女共同参画推進における課題の解決に向けて、

行政、女性関連施設、団体がどのように協力・連携しながら取り組んでいけばよいかについて検討しま

す。 

  コーディネーター 竹下隆一郎 ザ・ハフィントン・ポスト・ジャパン株式会社ハフポスト日本版編集長 

パ ネ リ ス ト  宮崎 直子 長崎県男女共同参画推進センター センター長 

原田紀代美 豊岡市総務部ジェンダーギャップ対策室主幹 

         石本めぐみ 特定非営利活動法人ウィメンズアイ代表理事 
 

⑩参加者同士の意見交換（希望者のみ） 

６月１１日（金）１３:３０～１５：００＜Zoomミーティング＞ 

トピックごとのグループディスカッションで、参加者同士の情報交換を行います。 

   今後のネットワークづくりに活用いただけるよう、このプログラムに参加される方の氏名・所属機関 

等を記載した名簿を共有させていただく予定です。 
 
 (4)アンケート回答 

 

９．申込方法等について 

(1)申込方法  

下記ページ掲載の専用申込フォームからお申込みください。  

URL: https://www.nwec.jp/event/training/g_leader2021.html 

https://www.nwec.jp/event/training/g_leader2021.html
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   ※お申込みいただいたメールアドレスが研修の参加ＩＤとなります。複数人で同じメールアドレスをご登

録いただくことはできません。同じご所属から複数人お申し込みになる際は、各申込者に別個のメール

アドレスをご用意ください。 

※申込フォームから送信ができない場合は、事業課までお問い合わせください。 

(2)参加決定通知  

参加者は、先着順で決定します。また、ライブ配信プログラム「全国女性会館協議会提供プログラム」及

び「参加者同士の意見交換」の参加者は希望者のみとし、定員を超える場合は抽選とします。結果は、申込

みの際に御入力いただいたメールアドレス宛にＥメールで通知します。  

※５月１０日（月）を過ぎても連絡がない場合は、事業課までお問い合わせください。  

(3)キャンセル 

参加決定後にキャンセルされる場合は、必ず事業課まで御連絡ください。 

 

【参考】コース別受講プログラム 
 

配信方法 

 
プログラム名 

女性関連施設 

職員コース 

地方自治体

職員コース 

団 体 

コース 

ｅラーニング 事前学習 〇 〇 〇 

オンデマンド配信 

 

 

基調講演「第５次基本計画の考え方とポイント」 ● ● ● 

省庁説明「男女共同参画社会に向けた今日の政

策課題」 

● ● ● 

情報提供「ジェンダー平等に係る国際的な動向

について」 

● ● ● 

事例報告１「コロナ×ジェンダー」 ● ● ● 

講義「効果的なアクションプランの立て方」 〇 ● 〇 

事例報告２「地域課題にどう取り組むか」 ● ● ● 

ライブ配信 

（Zoomウェビナー） 

パネルディスカッション 

「地域課題にどう取り組むか」 

● ● ● 

ライブ配信 

（Zoomミーティング） 

全国女性会館協議会提供プログラム 

「Challenge to Change」 

※ 

（定員30名） 

  

参加者同士の意見交換 ※（定員 50名） 

 アンケート・フォローアップ調査 ● ● ● 

●は必須プログラム、〇は視聴可能プログラムです。 

※はライブ配信プログラムです（希望者のみ、定員を超える申込みがあった場合は抽選） 
 
10．所要経費 

参加費 無料（ただし、通信料は御自身の負担となります) 
 

11．その他  

(1)フォローアップ調査の実施  

研修終了後６カ月後を目途にフォローアップ調査を行う予定です。その際には、御協力いただきますよう

お願いいたします。 

 （2）プログラムの変更・中止について 

感染症、気象状況、天災、官公庁からの指示、その他主催者が研修を安全かつ円滑に実施することが困難

と判断した場合には、やむを得ずプログラム内容の変更又は開催を中止する場合があります。  

なお、最新情報は、NWEC ホームページでお知らせします。 
 

12．問合せ先  

独立行政法人国立女性教育会館 事業課  

〒355-0292 埼玉県比企郡嵐山町大字菅谷 728  

TEL：0493-62-6724 (平日 9：00～17：00)   Eメール：progdiv@nwec.jp 


