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《内閣府 男女共同参画局から》

●内閣府・男女共同参画推進連携会議・獨協医科大学病院女性医師支援センター 主催講演会を開催
します（11月10日）

●女性に対する暴力をなくす運動を実施します（11月12日～11月25日）

●「UN Womenミチェル・バチェレ事務局長に聞く会」を開催します(11月13日)

●内閣府・男女共同参画推進連携会議・日本BPW連合会 主催シンポジウム「ポジティブ・アクショ
ンを理解し行動するために」を開催します(11月25日)

●内閣府・男女共同参画推進連携会議・青森県男女共同参画推進協議会 主催「あおもり農業女性パ
ワーアップ講座」を開催します(11月27日～)

●「男性にとっての男女共同参画シンポジウムinとっとり－男と女の家庭内バランス Before 
After－」を開催します（12月1日）

●内閣府・男女共同参画推進連携会議・日本ヒーブ協議会 主催「キャリアアップセミナー」を開催
します(12月5日)

●内閣府・男女共同参画推進連携会議・全国母子寡婦福祉団体協議会 主催「女性に対する暴力の根
絶に向けた研修討議」を開催します(12月9日)

●「働こう！なでしこ学生サミット」（12月13日開催）の学生コンペ参加者・イベント観覧者を募
集しています

《お知らせ》

●UPR（普遍的・定期的レビュー）の第2回日本政府審査が実施されました(10月31日)

●男女共同参画の視点からの復興～参考事例集～が公表されました（11月5日）

●「家族の日」フォーラムを開催します（11月18日）

●女性のためのキャリアアップセミナーが開催されます（11月21日）

●平成24年度「大学等における男女共同参画推進セミナー」が開催されます（11月29～30日）

------------------------------------------------------------
《内閣府 男女共同参画局から》

●内閣府・男女共同参画推進連携会議・獨協医科大学病院女性医師支援センター 主催講演会を開催
します（11月10日）

医師としてのキャリア形成に欠かせないワーク・ライフ・バランスの実現、男女共同参画意識の向
上について論じます。医師・医学部学生に限らず、女性のキャリア形成に関心のある方全てにご参
加いただける講演会です。

日時：11月10日（土）14：30～16：30
会場：獨協医科大学「関湊記念ホール」（栃木県壬生町）
内容：
(1)基調講演：「キャリア継続の道しるべ」津田 喬子氏（日本女医会会長）
(2)特別講演：「女性医師とともにいきる－夫として、同僚として、上司として－」
藤巻 高光氏（埼玉医科大学医学部脳神経外科教授）
入場無料・予約不要。ご自由にご参加ください。
詳細：http://www.dokkyomed.ac.jp/jyoseiishi/

●女性に対する暴力をなくす運動（11月12日～11月25日）



配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為
等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成してい
く上で、克服すべき重要な課題です。男女共同参画推進本部では、11月12日から25日までの２週
間、「女性に対する暴力をなくす運動」を実施します。この期間中、全国で、女性に対する暴力の
根絶や女性の人権尊重などに関する様々なイベントが開催されます。
「女性に対する暴力をなくす運動」の詳細については、以下のページを御覧ください。
「女性に対する暴力の根絶」のページ
　http://www.gender.go.jp/main_contents/category/boryoku.html

東京タワーでは、女性に対する暴力根絶運動のシンボルとして使われているパープルリボンにちな
み、「女性に対する暴力をなくす運動」初日である11月12日（月）に、パープルをイメージした特
別ダイヤモンドヴェールを点灯します。
ライトアップ期間：11月12日（月）18:30～22:00
点灯式：18:30～19:00
詳細は、以下のページをご覧ください。
「東京タワー及び全国各地でのパープル・ライトアップ」のページ
　http://www.gender.go.jp/honbu/241112.html
東京タワーホームページ　http://www.tokyotower.co.jp/hot_topics/index.cgi?tno=2060

●「UN Womenミチェル・バチェレ事務局長に聞く会」を開催します(11月13日)

男女共同参画推進連携会議企画委員会が主催する、情報・意見交換会「聞く会」を、下記のとおり
開催します。今回は、UN Women事務局長ミチェル・バチェレ氏が来日することに合わせ、バチェレ
氏に講演をいただきます。UN Womenは国際的なジェンダー平等・女性のエンパワーメント促進の中
心となる機関であり、バチェレ氏は男女共同参画の世界的な推進役としてご活躍中です。大変貴重
なご講演の機会、多くの皆様のご参加をお待ち致しております。

日時：11月13日（火）10：00～12：00（受付9：30～）
会場：一橋講堂（東京都千代田区一ツ橋2-1-2 学術総合センター2階）
費用：無料
詳細：http://www.gender.go.jp/renkei/ikenkoukan/57/index.html
※会場の都合上、参加お申込が満席になり次第、受付を終了します。

●内閣府・男女共同参画推進連携会議・日本BPW連合会 主催シンポジウム「ポジティブ・アクショ
ンを理解し行動するために」を開催します(11月25日)

山梨県甲府市での開催シンポジウムです。「女性の力がビジネスをリードする」ために、女性が一
層の社会参画を行う上で欠かせないポジティブ・アクションの意義を考え、どうしたら女性がトッ
プに就けるのか、女性がトップに就いた場合、何ができるのか、何が変わるのかを議論します。

日時：11月25日（日）13：00～
会場：甲府商工会議所（山梨県甲府市）
費用：無料
内容：
（1）基調講演「ポジティブ・アクションの意義」辻村 みよ子氏（東北大学大学院教授）
（2）パネルディスカッション「女性がトップになったなら」
パネリスト：
平田 美穂氏（中小企業家同友会全国協議会事務局長）
羽田 真澄氏（山梨中央銀行東支店支店長）
青島 みどり氏（山梨県宝石美術専門学校校長）
三上 明輝（内閣府男女共同参画局調査課長）
コーディネーター：名取 はにわ氏（日本BPW連合会副理事長）
申込：下記サイトのフォームからお申込ください。
http://www.omc.co.jp/danjo/index.html
お問合せ：受付事務局（株式会社オーエムシー）TEL：03-5362-0117

●内閣府・男女共同参画推進連携会議・青森県男女共同参画推進協議会 主催「あおもり農業女性パ
ワーアップ講座」を開催します(11月27日～)



農業分野における女性の活躍促進のため、なかなか公の場への参加経験が得られない農業女性を対
象に、経済と農業に関する展望、コミュニケーション・マネジメント能力育成等を総合的に行う講
座です。全3日・9講座から構成され、一般の働く女性の方のご参加も歓迎です。

日時：11月27日（火）、11月30日（金）、12月7日（金）
全3回、各日13：00～16:00
会場：青森県観光物産館アスパム（青森県青森市）
費用：無料
内容：
・「自らの意見を持ち発言する力をつける」石岡千鶴子氏（株式会社ダイヤモンドアップル代表取
締役）
・「仕事を通して自らを高める」山田悦子氏（十和田青果株式会社常務取締役、青森県農政審議会
委員）
・「日本農業の現状と展望そして青森農業」一戸治孝氏（青森県農林水産部次長）
・ほか、全9講座
申込：以下の運営事務局にメールでお問合せ・受講お申込ください。
busybird@email.nippon.ne.jp（事務局：NPO法人高度情報通信都市・計画シンクタンク会議（テレ
パック））

●「男性にとっての男女共同参画シンポジウムinとっとり－男と女の家庭内バランス Before 
After－」を開催します（12月1日）

男女が家庭での役割を上手に分かち合えれば、どんな生活が実現するでしょう？　その実現を妨げ
ているのは何か？どうすれば実現できるのか？男女のパネリストが熱く語ります。家庭で活躍する
男性もそうでない男性も、そんな男性を見ている女性も、会場の皆さんで考えてみませんか。

日時：平成24年12月1日（土）13時～15時
場所：鳥取県米子市（米子コンベンションセンター）
登壇者：
コーディネーター　萩原なつ子氏（立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科・社会学部教授）
パネリスト　浜田　敬子氏（AERA副編集長）、安藤　哲也氏（NPO法人ファザーリング・ジャパン　
ファウンダー）
・入場無料、要予約
・詳細・申込：http://www.fathering.jp/zenkoku/form/11.html
※「ファザーリング全国フォーラムinとっとり」の後援イベント「分科会」として実施します。
フォーラム全体のご案内：http://www.fathering.jp/zenkoku/

●内閣府・男女共同参画推進連携会議・日本ヒーブ協議会 主催「キャリアアップセミナー」を開催
します(12月5日)

社会経済の変化や企業成長の観点から、どのような働き方や意識変革が女性に求められているのか
を議論します。働く女性の方、その上司の方、女性の活躍促進を成長戦略に据えたい企業の方に、
ぜひご参加をお待ちしております。

日時：12月5日（水）13：30～
会場：女性就業支援センター（東京都港区）
費用：無料（情報交換会は別途費用が必要です）
内容：
（1）基調講演「女性の働き方変革を目指して～私たちが輝くために」
佐々木 順子氏（日本マイクロソフト株式会社執行役員）
（2）パネルディスカッション「私たち自身の働き方を考える」
パネリスト：
黒瀬 友佳子氏（帝人株式会社CSR企画室長）
中野 まゆみ氏（パナソニック株式会社アプライアンス社グループマネージャー）
上田 稚子氏（株式会社アンデルセン・パン生活文化研究所室長）
コーディネーター：
上 篤氏（株式会社ウエ・コンサルタンツ代表取締役）
申込：下記サイトのフォームからお申込ください。
http://www.heib.gr.jp/learn/2012125.html
お問合せ：日本ヒーブ協議会事務局TEL：03-3320-3155



●内閣府・男女共同参画推進連携会議・全国母子寡婦福祉団体協議会 主催「女性に対する暴力の根
絶に向けた研修討議」を開催します(12月9日)

DV・ストーカー・性犯罪、女性に対する暴力がなぜ起きるのか、そしてどうすれば抑止できるの
か、被害経験のお話を交えながら、具体的な研修討議を行います。完全予約制、第2部のグループ討
議にもご参加希望の方は参加希望テーマを事前にお申込ください。

日時：12月9日（日）9：40～
会場：日本教育会館一ツ橋ホール（東京都千代田区）
費用：無料
内容：
（第1部）パネルディスカッション
コーディネーター：
信田 さよ子氏（原宿カウンセリングセンター所長）
パネリスト：
岩井 宜子氏（専修大学名誉教授）
桐生 正幸氏（関西国際大学教授）
他、暴力被害にあわれた経験をお持ちの方をお迎えします。
（第2部）グループ討議「必要な支援と抑止策を考える」
上記パネリストに加え、丸山 聖子氏（女性相談員）・警察庁の方を助言者に迎え、小グループでの
テーマ別討議を行います。
定員：第1部800名、第2部72名
申込：下記サイトのフォームからお申込ください。
https://exjp.co.jp/stop_dv/
お問合せ：受付事務局（エクスカリバー株式会社）TEL：03-6215-8506

●「働こう！なでしこ学生サミット」（12月13日開催）の学生コンペ参加者・イベント観覧者を募
集しています

「働こう！なでしこ学生サミット」は、企業における女性の活躍促進プランを考える学生コンペテ
ィションや、「我が社で働いてほしい女性とは？」等をテーマとした企業の人事担当者等によるト
ークセッションなど、様々な企画で、女性の「働こう！」を応援するイベントです。
詳細はイベント公式ＨＰ（ http://www.nadeshiko-summit.net ）をご覧ください。大学生のお子さ
んを持つご家族、企業の人事担当者等、学生たちの「働こう！」を応援する皆さんのご観覧もお待
ちしています。

日時：平成24年12月13日（木）13:00～17:45
場所：東京ウィメンズプラザ
出演：
＜学生コンペティション審査委員長＞
・渥美由喜氏（（株）東レ経営研究所ダイバーシティ＆ワークライフバランス研究部長）
＜トークセッション（兼学生コンペティション審査委員）＞
・山田昌弘氏（中央大学文学部教授）※コーディネーター
・芦原幸子氏（カゴメ株式会社人事総務部人事グループ）
・梅田恵氏（日本アイ・ビー・エム株式会社人事．ダイバーシティー担当部長）
・野口良子氏（第一生命保険株式会社人事部人財開発室業務リーダー）
・南順子氏（内閣府大臣官房人事課課長補佐）
備考：入場無料。学生コンペ参加者・イベント観覧者ともにイベント公式ＨＰからお申し込みくだ
さい。

《お知らせ》

●UPR（普遍的・定期的レビュー）の第2回日本政府審査が実施されました(10月31日)

2012年10月31日に、国連人権理事会作業部会にて、日本のUPR（普遍的・定期的レビュー）第２回審
査が行われました。男女共同参画社会の形成促進等に関して、各国から発言・勧告がありました。
・外務省ホームページ　http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken_r/upr_gai.html
・国連人権高等弁務官事務所ホームページ
　http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/JPSession14.aspx



●男女共同参画の視点からの復興～参考事例集～が公表されました（11月5日）

復興庁男女共同参画班では、復興の現場において、男女共同参画の視点が取り入れられるよう、女
性が活躍している事例や女性を支援している事例を、「男女共同参画の視点からの復興～参考事例
集～」の第一弾として取りまとめ、ホームページに掲載しました。
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat10/sub-cat10-2/

●「家族の日」フォーラムを開催します（11月18日）

内閣府では、11月の第3日曜日を「家族の日」、その前後各１週間を「家族の週間」と定め、子育て
を支える家族や地域の大切さ等について理解促進をはかっています。今年度の「家族の日」は、東
京都と港区との共催により、関係団体等の協力・参加を得て、フォーラムを開催します。

日時　2012年11月18日（日）
10:00～16:15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
会場　港区赤坂区民センター（港区赤坂
4-18-13）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
定員　350名、要事前申込、参加費無料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　
講演　　
・子育てトーク　つるの剛士氏（俳優、タレント）
・基調講演『子ども・子育て支援で、夫婦・男女・ 地域の絆を！』大日向　雅美氏（恵泉女学園大
学大学院教授、NPO法人あい・ぽーとステーション代表理事）
・パネルディスカッション「子どもと家族を地域で支えるために」
コーディネーター：大日向　雅美氏
パネリスト：
渥美　由喜氏（株式会社東レ経営研究所　研究部長） 
岩田　喜美枝氏（(株)資生堂顧問／(財)21世紀職業財団会長） 
清水　朋宏氏（「FQ JAPAN」発行人）

その他、当日は企業やNPO等の協力による親子クッキングやベビーヨガ、無料歯科検診など親子で楽
しめるワークショップを多数開催。
http://www8.cao.go.jp/shoushi/kazoku/forum/minato.html

●女性のためのキャリアアップセミナーが開催されます（11月21日）

自分の能力を発揮しながら働き続けたいと考える女性たちが増えています。未来を自ら選択し目標
を実現するにはキャリアとライフの無理のないプランニングが重要です。異業種他社の参加者との
ディスカッション、意見交換も本セミナーの魅力。いきいきと生きる女性を応援する１日研修で
す。

日時：平成24年11月21日（水）9:30-16:50
場所：連合会館（東京都千代田区神田駿河台3-2-11）
対象：女性社員（職歴10年程度）
参加費：一般15,000円　会員：12,000円
講師：荻野令子（２１世紀職業財団客員講師　キャリアコンサルタント）
主催：財団法人２１世紀職業財団
後援：厚生労働省
詳細：http://www.jiwe.or.jp/Portals/0/1121C・UＰ.pdf

●平成24年度「大学等における男女共同参画推進セミナー」が開催されます（11月29～30日）

NWEC（国立女性教育会館）において、大学・短大・高専において男女共同参画が推進されるよう「
大学等における男女共同参画推進セミナー」が開催されます。
当プログラムは、文部科学省科学技術・学術政策局基盤政策課による国の施策説明をはじめ、大学
における男女共同参画推進の必要性や男女共同参画意識を浸透させるための組織づくり、女性研究
者支援、女子学生へのキャリア形成支援など早急に取り組むべき課題をテーマとした講義や分科会
で構成されています。



また、全国の大学や企業の活動事例が紹介され、実践に役立つヒントをつかむことのできる専門
的、実践的な研修です。

期日：平成24年11月29日（木）～30日（金）1泊2日
会場：NWEC（国立女性教育会館）
対象：大学・短大・高専における意思決定組織に所属する教職員（男女共同参画推進担当責任者も
含む）80名　
申込期限：11月15日（木）まで（先着順）
問合せ先：事業課　電話：0493－62－6724、ＦＡＸ：0493－62－6720、E-mail：progdiv@nwec.jp
詳細：http://www.nwec.jp/jp/program/invite/2012/page08i.html

==========================================================

●内閣府 男女共同参画局のホームページは、男女共同参画に関する総合的な情報提供サイトです。
男女共同参画社会基本法、男女共同参画基本計画、各種会議、女性のチャレンジ、女性に対する暴
力、少子化と男女共同参画等の取組に関する情報を提供しています。
 http://www.gender.go.jp

●男女共同参画情報メールについて
男女共同参画情報メールは、隔週金曜日に配信することとしています。
次号は、平成24年11月23日(金)が祝日(勤労感謝の日)のため22日(木)に配信する予定です。
　　
==========================================================

●このメールは送信専用メールアドレスから配信されております。
このままご返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。 

□配信中止・配信先変更は、こちらから
　http://www.gender.go.jp/magazine/index.html 

□バックナンバーはこちらから 
　http://www.gender.go.jp/magazine/backnumber.html

□この情報メールへのご意見・ご要望はこちらから 
　https://form.cao.go.jp/gender/opinion-0001.html

□内閣府 男女共同参画局ホームページはこちらから 
　http://www.gender.go.jp/ 

※URLをクリックしてページが表示されない場合はURLをコピーして、ブラウザにURLを貼り付けてア
クセスしてください。

編集・発行：内閣府 男女共同参画局
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