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令和４年度「地域における男⼥共同参画推進のための事業企画研修」開催要項 

 

 

１．趣 旨 
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、⾸尾⼀貫した事業の企画・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（プログラムデザイン）を作成する知識やスキルを⾝に
つけることを⽬的とした研修を実施します。 
 
２．主 催  独⽴⾏政法⼈国⽴⼥性教育会館（NWEC） 

 
３．対象・定員 
  ⾏政、⼥性関連施設、公⺠館等の職員で、地域における男⼥共同参画推進のための事業等
の企画・実施業務に現在就いている⽅＊1 

（１） 全プログラム（ライブ配信・オンデマンド配信・個⼈ワーク）受講者：30 名＊２ 
（２） オンデマンド配信プログラムのみの受講者：100 名 

*１：応募多数の場合は抽選で参加者を決定します。また対象外の⽅はお断りすることがあります。 
*２：今後のネットワークづくりに役⽴つよう、参加者間で名簿を共有します。 

 

４．実施期間   令和４年８⽉ 25 ⽇(⽊)〜９⽉ 20 ⽇(⽕) 

 
５．⽅ 法   オンライン形式 

＊ ＬＭＳ（e ラーニング学習管理システム）によるオンデマンド配信動画の視聴 及び Zoom に
よるライブ配信への参加 

 

６．参加費   無料（通信費は参加者負担） 

 

７．プログラム 

オンデマンド配信プログラム 

（１）開会  
  主催者あいさつ  萩原なつ⼦ 国⽴⼥性教育会館理事⻑ 
  趣旨説明     丹⽻ ⿇⼦ 国⽴⼥性教育会館事業課専⾨職員 
 
（２）講義 ②  「男⼥共同参画の基礎的理解を深める」 (約 60 分) 

⽇本の男⼥共同参画の現状や地域の実情について基礎的理解を深めるために、男⼥
共同参画社会基本法・計画やその背景、ジェンダー統計の重要性について学びます。 

講師  渡辺 美穂 国⽴⼥性教育会館研究国際室⻑ 
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（３）講義 ③ 「学習プログラムを企画・実施・評価するための注意点」 (約 60 分) 
学習プログラムを企画・実施・評価する上での注意点を、ＰＤＣＡサイクルに基づ

き実施例とともに解説します。 
講師  松下 光恵 ＮＰＯ法⼈男⼥共同参画フォーラムしずおか代表理事 

 

個⼈ワーク                                                            配信なし 

(４)「プログラムデザインを作成する」 
各講義を視聴しながら、⾃分が実施したいと思う事業・テーマについて、様式に沿

ってプログラムデザイン案を作成します。 
 

ライブ配信プログラム                   ★：ライブ配信終了後にオンデマンド配信あり 

● ８⽉ 26 ⽇(⾦) 13:30〜16:00 
(５) グループワーク ①「共に学ぶ仲間と知り合う」 
⾃⼰紹介やワークを通してお互いを知り、これから情報交換や意⾒交換を進めてい
くための関係づくりを⾏います。 

   ファシリテーター 澤⽥英⾥⼦ 国⽴⼥性教育会館事業課専⾨職員 
 
(６) 講義 ① 「男⼥共同参画の視点に⽴った事業企画を考える」 (約 50 分) ★ 

男⼥共同参画の視点に⽴った事業企画を考えるために、学習プログラムの設計図と
なる「プログラムデザイン」作成の⽬的と意義について学びます。 

講師  引間 紀江 国⽴⼥性教育会館事業課専⾨職員 
 
(７) 講義 ④ 「実態把握のための情報収集」 (約 40 分) ★ 

学習プログラムを企画する際の実態把握に必要な情報収集について、NWEC の専⾨
図書館「⼥性教育情報センター」、男⼥共同参画形成を⽬指した情報の総合窓⼝「⼥
性情報ポータル“Winet”（ウィネット）」の⽂献、統計、⼥性関連施設情報等のデータ
ベースの活⽤⽅法から学びます。 

   講師  森 未知 国⽴⼥性教育会館情報課専⾨職員 
 

● ９⽉２⽇(⾦) 13:30〜15:35 
(８) 事例報告  (約 120 分) ★ 

過去の研修を修了した⽅々から、実際にプログラムデザインを使って企画・実施し
た事業について報告していただきます。 

  報告者  近藤佳緒⾥ 加⻄市ふるさと創造部ふるさと創造課主任 
      ⼩⼜ 由美 ⻘森県男⼥共同参画センター元職員 
      酒井 結美 ⼋代市市⺠環境部⼈権政策課男⼥共同参画推進室主事 
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● ９⽉２⽇(⾦) 15:45〜16:30 

(９) 情報交換カフェ（希望者のみ） 
プログラムデザインの作成⽅法、事業展開等に関する疑問に、参加者同⼠の情報交
換を交えながら答えていきます。 
  助⾔者 松下 光恵 ＮＰＯ法⼈男⼥共同参画フォーラムしずおか代表理事 

       国⽴⼥性教育会館事業課客員研究員、専⾨職員 
 
● ９⽉９⽇(⾦) 13:30〜16:00 

（10）グループワーク ②「地域に即した課題解決プログラムをつくる」 
各⾃作成したプログラムデザイン案をグループ内で発表し、内容や⼯夫した点を共
有するとともに、改善が必要な点について話し合います。 
助⾔者  ⼤島安輝⼦  我孫⼦市秘書広報課男⼥共同参画室推進員 

加藤志⽣⼦  エル・ソーラ仙台館⻑ 
瀬⼭ 紀⼦  埼⽟⼤学ダイバーシティ推進センター准教授 
松下 光恵  ＮＰＯ法⼈男⼥共同参画フォーラムしずおか代表理事 
中野 洋恵  国⽴⼥性教育会館事業課客員研究員 
丹⽻ ⿇⼦  国⽴⼥性教育会館事業課専⾨職員  
引間 紀江  国⽴⼥性教育会館事業課専⾨職員 

 
● ９⽉ 16 ⽇(⾦) 13:30〜16:30  

（11）成果の共有・まとめ 
参加者が話し合いをもとに改善したプログラムデザイン案の中から、グループで１

つ選び、内容や⼯夫した点を参加者全体で発表し、意⾒や改善点等を述べ合い共有し
ます。 
助⾔者  ⼤島安輝⼦  我孫⼦市秘書広報課男⼥共同参画室推進員 

加藤志⽣⼦  エル・ソーラ仙台館⻑ 
瀬⼭ 紀⼦  埼⽟⼤学ダイバーシティ推進センター准教授 
松下 光恵  ＮＰＯ法⼈男⼥共同参画フォーラムしずおか代表理事 
中野 洋恵  国⽴⼥性教育会館事業課客員研究員 
丹⽻ ⿇⼦  国⽴⼥性教育会館事業課専⾨職員  
引間 紀江  国⽴⼥性教育会館事業課専⾨職員 

 

アンケート 

(12)  参加者アンケート 
(13)  フォローアップ・アンケート  

研修終了後に参加者アンケートを、また令和 5 年 3 ⽉頃にフォローアップ・アンケ
ートを実施します。より良い事業にしていくために、ぜひ御協⼒をお願いします。 
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配信スケジュール ■■■：オンデマンド配信プログラム配信期間 ●：ライブ配信プログラム実施⽇程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．受講に必要な環境 

・インターネットに接続できるパソコン(推奨)が使⽤できること（タブレット、スマート
フォンでも受講可能ですが、画像が適切に表⽰されない可能性があります）。 

・使⽤する端末に下記の動作環境があること。 
（参照：https://www.manabeat.com/system/index.html） 

端 末 O S LMS 適応ブラウザ 備 考 

パソコン 

Microsoft 
Windows 8.1/10/11 

Microsoft Edge 
Google Chrome 
Mozilla FireFox 

Edge、Chrome、Safari の
各ブラウザーは、2021 年
1 ⽉現在の最新バージョ
ンで確認しています。 

Apple Mac OS X Safari 

タブレット／ 
スマートフォン 

Apple OS 
8/9/10/11/12/13/14/15 Safari Android に搭載されてい

る「標準ブラウザー」は保
証外です。 Google Android 

5/6/7/8/9/10/11/12 Google Chrome 

⽇ ⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ 
8/21 22 23 24 25 

 
26 27 

28 29 30 31 9/1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

 

主催者あいさつ・趣旨説明 
●13:30〜16:00 
グループワーク① 
講義①④ 

●13:30〜15:35 
事例報告 
●15:45〜16:30 
情報交換カフェ 

●13:30〜16:00 
グループワーク② 

主催者あいさつ・趣旨説明 
講義①②③④ 

主催者あいさつ・趣旨説明 
講義①②③④ 

事例報告 

主催あいさつ・趣旨説明 
講義①②③④ 

●13:30〜16:30 
成果の共有•まとめ 

事例報告 

講義①②③④ 
主催者あいさつ・趣旨説明 

事例報告 
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＊ライブ配信プログラム参加の場合 

・インターネットに接続できるパソコン⼜はタブレット(スマートフォン不可)に Web カメ
ラ・マイク（外付けも可）機能があること  

・使⽤する端末に、「Zoom」アプリがインストールしてあること 
・通信が遅延、途切れることのない安定したネットワーク環境があること 
・話しやすい静かな環境であること 
	

９．申込⽅法等 

（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_gakusyu2022.html 

 ・申込時のメールアドレスが研修の参加 IDとなります。 
同じメールアドレスで複数の参加者を登録することはできません。 

 
（２）申込期間 
   令和 4年７⽉ 11 ⽇(⽉) ９:00 〜 ８⽉３⽇(⽔) 17:00  
 
（３）参加決定・通知 
 ・希望者が定員を超えた場合は、抽選で参加者を決定します。 

・結果は申込時のメールアドレスにメールで通知します。 
  ８⽉ 15 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。 
 
（４）キャンセル 
  参加決定後にキャンセルする場合は、必ず事業課まで御連絡ください。 
	

10．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。これらの情報は、随時 NWECホームページでお知らせします。 

 
11．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菅⾕728  
TEL：0493-62-6724  平⽇ 9：00〜16：00 
メール：progdiv@nwec.jp   ＊ お問合わせはなるべくメールでお願いします。 

 

 

 

 


