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《内閣府 男女共同参画局から》

●岡山市にてシンポジウム「女性の活躍で未来を拓く～多様なキャリア形成による経済社会の活性
化～」を開催します（10月11日）

●ワーク・ライフ・バランスに関するエピソードを募集しています（10月18日まで）

●福岡市にてシンポジウム「女性の活躍で変わる、変える、これからの中小企業」を開催します
（10月28日）

●「女子差別撤廃条約実施状況第7・8回報告書について聞く会」を開催します（11月8日）

●第2回「カエルの星」を募集しています（11月15日まで）

●ワーク・ライフ・バランス シンポジウムを開催します（11月26日・大阪市内）

《お知らせ》

●「イクメン推進シンポジウム」を開催します（10月18日）

●「企業経営とポジティブ・アクションを考えるフォーラム」を開催します（10月30日）

●東京ウィメンズプラザフォーラムを開催します（11月8日・9日）

●国際シンポジウム「女性の活躍が日本、世界を変える」（第24回アジア女性会議―北九州）を開
催します（11月9日）

●横浜市にて、働く女性応援イベント「横浜女性ネットワーク会議～出会い×つながりで　パワー
・チャージ」を開催します（11月23日）

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

●岡山市にてシンポジウム「女性の活躍で未来を拓く～多様なキャリア形成による経済社会の活性
化～」を開催します（10月11日）

http://www.gender.go.jp/public/event/2013/renkeievent1011.html
女性の活躍は企業や社会の活力向上に欠かせません。しかし現実には、家事・育児と職業との両立
やキャリア継続には困難が多く、その解決が課題となっています。
このシンポジウムでは、そうした困難を乗り越えて自らの能力を活かし、多様な分野で活躍する
方々を講師に迎え、参加者の皆様と共に多様なキャリア形成の在り方について、論議します。

主催：内閣府、男女共同参画推進連携会議 、岡山県、岡山市、UN Women日本事務所、国際ゾンタ26
地区、公益社団法人ガールスカウト日本連盟
日時：10月11日（金）13:30～
会場：岡山コンベンションセンター（岡山市）
費用：無料
内容：
（第1部）対談「国際的な女性の活躍とキャリア形成」
　山崎直子氏、マリア・ホセ・ランデイラ・オスターガード氏
（第2部）パネルディスカッション「女性のキャリア形成と経済活性化」
　有馬真喜子氏（UN Women日本国内委員会 理事長）、石川康晴氏（株式会社クロスカンパニー 代
表取締役社長）、住田裕子氏（弁護士）、堂本暁子氏（前千葉県知事・元参議院議員）
申込：下記サイトのフォームからお申込ください。
　http://zonta-d26.jp/conference.html （国際ゾンタ26地区）

●ワーク・ライフ・バランスに関するエピソードを募集しています（10月18日まで）

ワーク・ライフ・バランスを進めるヒントとして、「個人の仕事のやり方」「上司と部下のコミュ



ニケーション」など「職場での関係性」に注目しており、「やってよかったこと」、「やってはい
けなかったこと」の経験談を、多くの方にご応募いただければと思います。
http://www.gender.go.jp/policy/men_danjo/sympo/kyushu01.html

また、応募されたエピソードをもとに、「選定会議（公開）」を実施します。
その中でＧｏｏｄ＆ＮＧの「プラクティス集」を作成し、内閣府のホームページ上で公表します。
編集委員として勝間和代氏、小室淑恵氏、徳倉康之氏（ファザーリング・ジャパン事務局長）に登
壇いただくほか、企業と労組の関係者の登壇について調整中です。

※「編集会議」は、北九州で行われるファザーリング全国フォーラムの分科会として実施します。
12月21日の午後を予定しており、参加募集は別途行われます。

●福岡市にてシンポジウム「女性の活躍で変わる、変える、これからの中小企業」を開催します
（10月28日）

http://www.gender.go.jp/public/event/2013/renkeievent1028.html
中小企業での女性の活躍推進の取組はまだまだですが、小さな企業だからこそ、トップの意識次第
で社内環境を大きく変えることができます。
これから取り組む中小企業経営者の方、また広く一般の皆様へ、女性の活躍による企業変革への第
一歩となるきっかけを、福岡からご提供します。
主催：内閣府、男女共同参画推進連携会議、中小企業家同友会全国協議会、福岡中小企業家同友
会、女性の大活躍推進福岡県会議、九州経済産業局、福岡県男女共同参画センターあすばる、北九
州市立男女共同参画センター・ムーブ、福岡市男女共同参画推進センター・アミカス

日時：10月28日（月）13：00～
会場：電気ビルみらいホール（福岡市）
費用：無料
内容：
（第1部）基調講演「人財を活かす～女性の活躍で業績を伸ばし、経済の活性化を！～」
　橘・フクシマ・咲江氏（G&S Global Advisors Inc.代表取締役）
（第2部）事例報告「自社の女性活躍推進の取り組みについて」
　前田雅史氏（エイエス九州有限会社代表取締役）、稲田磯美氏（株式会社ふくや営業部お客様サ
ービス室長）、中村太郎氏（グリーンライフ産業株式会社代表取締役）
（第3部）グループディスカッション
申込：下記サイトのフォームからお申込ください。
　http://www.exjp.co.jp/sme2013/
お問合せ：事務局（エクスカリバー株式会社内）TEL：03-6215-8506

●「女子差別撤廃条約実施状況第7・8回報告書について聞く会」を開催します（11月8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、「女子差別撤廃条約実施状況第7・8回報告書」について、国民の皆様へのご意見募集結果
等も交え、質疑応答・意見交換を行います。

日時：11月8日（金）14：00～16：30（受付13：30～）
会場：三田共用会議所「大会議室」（東京都港区三田2-1-8）
費用：無料
詳細：http://www.gender.go.jp/kaigi/renkei/ikenkoukan/60/
※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。

●第2回「カエルの星」を募集しています（11月15日まで）

働き方を変えて成果をあげた取組を広く募集し、優れた取組を「カエルの星」として認定するとと
もに、認定チームの取組内容を広く情報提供し、企業等におけるワーク・ライフ・バランスの推進
に役立てています。
たくさんのご応募、お待ちしています。

応募要件：個人としての取組ではなく、チーム全体としての取組であること
　　　　　仕事の効率化で余裕ができた時間を、更なる仕事（ワーク）の時間とせず、メンバーそ



れぞれが「生活」（ライフ）の充実のための時間としていること
応募方法：仕事と生活の調和HPにある応募フォームに必要事項を送信するか、応募書類をダウンロ
ードして記載し、郵送してください。
応募締切：11月15日（金）
　　　
詳しい内容は、仕事と生活の調和ホームページを御覧ください。
http://wwwa.cao.go.jp/wlb/change_jpn/kaeru_hosi.html

●ワーク・ライフ・バランス シンポジウムを開催します（11月26日・大阪市内）

タイトル：「中小企業の経営を、ワーク・ライフ・バランスの観点から考える」
日時：平成25年11月26日（火） 13:30～18:30
場所：大阪府大阪市中央区農人橋1-1-22　大江ビル13階会議室（リヒトビル） 
主催：内閣府男女共同参画局、大阪府中小企業家同友会
共催：中小企業家同友会全国協議会
第一部：
＜講演＞「中小企業経営とワーク・ライフ・バランス」
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） 
＜パネルディスカッション＞
コーディネーター：渥美由喜氏 
パネリスト：鋤柄修氏（中小企業家同友会全国協議会　会長）、古芝義福氏（牧岡合金工具株式会
社　代表取締役社長）、西村佳津子氏（株式会社ロッコー　取締役営業本部部長）
第二部：グループワーク

詳しい内容や申込方法は、下記ページをご覧ください。
http://wwwa.cao.go.jp/wlb/event/meeting.html

《お知らせ》

●「イクメン推進シンポジウム」を開催します（10月18日）

厚生労働省では、今年度、初めて実施する「イクメン企業アワード」の表彰式とあわせて、「イク
メン推進シンポジウム」を開催します。
このシンポジウムでは、男性労働者の育児と仕事との両立支援を促進する取組について、他の企業
の模範というべき優れた取組や参考となるユニークな取組を推進している企業や有識者等によるパ
ネルディスカッション等を実施することにより、
職場・職域において男女ともに仕事と子育てが両立できる働き方を選択できる職場環境の整備促進
を図っていきます。皆さまのご参加をお待ちしています。

主催：厚生労働省、イクメンプロジェクト推進委員会
日時：平成25年10月18日（金）13:30～16:30
場所：女性就業支援センター（東京都港区芝5-35-3）
対象：イクメン企業アワード受賞企業、経営者、人事労務担当者など　250名程度
内容：
1　厚生労働大臣挨拶
2　「イクメン企業アワード2013」表彰式
3　「イクメン企業アワード2013」取組紹介
　総評　小室淑恵氏（イクメンプロジェクト推進委員、株式会社ワーク・ライフバランス　代表取
締役社長）
4  パネルディスカッション
　テーマ：男性の育児参加推進策について（仮）
　コーディネーター：おち　まさと氏（イクメンプロジェクト推進委員、プロデューサー）
　パネリスト：花王株式会社（グランプリ受賞）、ソフトバンクグループ通信3社（特別奨励賞受
賞）、棚多里美氏（広島県働く女性・子育て支援部長）、佐藤博樹氏（イクメンプロジェクト推進
委員、東京大学大学院情報学環教授）

詳細、申込みは以下のページをご覧ください。
http://ikumen-project.jp/symposium2013.html

●「企業経営とポジティブ・アクションを考えるフォーラム」を開催します（10月30日）



厚生労働省では、企業における女性労働者の能力発揮を促進するための積極的な取組（ポジティブ
・アクション）を推進するため、「企業経営とポジティブ・アクションを考えるフォーラム」を10
月30日（水）に開催します。
本フォーラムでは、女性労働者の能力発揮を促進するための積極的な取組や仕事と育児・介護との
両立支援のための取組について、他の模範ともいうべき取組を推進している企業を表彰する「均等
・両立推進企業表彰」の表彰式を行うとともに、現在企業の役員として活躍する女性役職者から、
女性が活躍できる職場環境の整備のあり方等について講演を行います。
フォーラムは、下記のE-mail及びFAXからお申込みいただけます（入場無料）。多くの皆様のご参加
をお待ちしております。

1．内容
　10:00～10:20　第1部　平成25年度「均等・両立推進企業表彰」厚生労働大臣賞　表彰式
　10:20～12:00　第2部　企業経営とポジティブ・アクションを考えるフォーラム　
 　講演「女性役員の仕事術」
　 　株式会社高島屋　専務取締役　肥塚見春氏
　　 日本たばこ産業株式会社　執行役員ＣＳＲ担当　永田亮子氏
2.会場等
　日時：10月30日（水）10:00～12:00　
　場所：女性就業支援センター（東京都港区芝5-35-3）
　会場までのアクセス:ＪＲ田町駅三田口（西口）より徒歩3分。地下鉄都営浅草線・都営三田線三
田駅A1出口より徒歩1分。

3.申込先
　E-mail：KJKOYO@mhlw.go.jp　、FAX：03-3502-6762　※氏名、フリガナ、所属、役職、住所、電
話番号、FAX番号、E-mailをご記入のうえ、お申込みください。

4．問合せ先
　厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課　均等業務指導室指導係　TEL：03-5253-1111（
内線7842）　

●東京ウィメンズプラザフォーラムを開催します（11月8日・9日）

東京都では、働く場における男女平等参画の促進、ワーク・ライフ・バランスの実現、DV防止など
をテーマとした民間団体による33の催しや都内男女平等参画センター等の事業紹介パネル展、シン
ポジウム、ワークショップ、図書資料室での「おはなし会」など、面白くてためになる楽しい企画
がもりだくさんの東京ウィメンズプラザフォーラムを開催します。
皆さまぜひお気軽にご参加ください！

日時：11月8日（金）・9日（土）9:00～21:00  ＠東京ウィメンズプラザ全館
企画の詳細:　http://www.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp/contents/seminar2_13090201.html
※参加申込・お問合せは、各催しの連絡先へお願いします。また、フォーラム公式Facebookでも見
所を紹介中です！ https://www.facebook.com/womensplaza.forum

＜内閣府「成長戦略の中核である女性の活躍に向けて」＞　
講師：小林洋子（内閣府男女共同参画局推進課長）
日時：11月8日（金）13:15～13:45（12:45開場）＠東京ウィメンズプラザホール（入場無料）※申
込不要
内容：国の成長戦略の中核として掲げられている「女性の活躍推進」について国の方針や具体的施
策など

＜ワークショップ＞　～自分で考え　自分で創る　キャリアデザインワークショップ～
「就活」のためだけでない「キャリアデザイン力（りょく）」発見講座。ワールド・カフェの手法
で参加者全体がつながりながら、“自分らしく働くこと”をぐぐっと深めていきます！
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教授）
ファシリテーター：古瀬正也氏（古瀬ワークショップデザイン事務所代表）
日時：11月8日（金）18:30～20:40（18:00開場）＠東京ウィメンズプラザホール（入場無料）※若
者（都内在住・在学の大学生など）対象
申込方法：11月1日（金）までにFAX、E-mail、ハガキ又はインターネットでお申込みください。
内容・申込等詳細: 
http://www.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp/contents/seminar_130902.html



＜シンポジウム＞　～女性が活躍できる社会へ－見直そう！あなたの意識、進めよう！働きやすい
職場づくり－～
少子高齢化が進行し、生産年齢人口が減少する中、日本経済の担い手として、女性がより一層職場
で活躍できるようにすることが不可欠となっています。女性のライフステージに応じた多様な働き
方の実現に必要な支援とは何か、企業での取組をヒントに考えてみませんか。
・基調講演　山極清子氏（株式会社wiwiw 社長執行役員、立教大学大学院ビジネスデザイン研究科
特任教授）
「女性が活躍すれば、企業も社会も変わる～結果を出す女性活躍促進に向けた課題と改革のあり
方～」
・パネルディスカッション（コーディネーターは山極清子氏）
「企業事例から見る女性の活躍推進」
パネリスト：和田健吾氏（東宝株式会社　人事部人事課長）、石山千景氏（ブリヂストンスポーツ
株式会社CSR　品質経営本部CSR・安全環境推進部CSR推進ユニット）

日時：11月8日（金）14:00～16:30　＠東京ウィメンズプラザホール（入場無料）
申込方法：11月1日（金）までにFAX、E-mail、又はインターネットでお申込みください。
内容・申込等詳細: 
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index8files/t_wlb/seminar/tokyo.htm

●国際シンポジウム「女性の活躍が日本、世界を変える」（第24回アジア女性会議―北九州）を開
催します（11月9日）

「女性の活躍推進」をテーマに、経済界の女性リーダーである内永ゆか子氏を迎え、企業戦略とし
ての女性活用について語っていただきます。その後、世界的に女性活躍が進んでいるノルウェーの
事例をノルウェー王国大使館の方から紹介していただき、韓国と北九州の取組みを加えながら、パ
ネルディスカッションを行います。
ぜひ、多くの皆さまのご来場をお待ちしております。

1.日時　11月9日（土）13:00～16:00
2.場所　北九州市立男女共同参画センター・ムーブ2階　ホール
3.定員　500名
4.参加費　無料
5.内容（第2部、第3部は日英韓同時通訳）
第1部　第7回　北九州市ワーク・ライフ・バランス表彰式
第2部　記念講演「女性活用は企業戦略～企業、そして女性へのメッセージ～」内永ゆか子氏（NPO
法人J-Win理事長）
第3部　パネルディスカッション
パネリスト：内永ゆか子氏、ビョーン・ミットゥン氏（ノルウェー王国大使館公使参事官）、ホン
・ミヒ氏（韓国・仁川女性家族財団　政策研究室長）、籠田淳子氏（(有)ゼムケンサービス　代表
取締役）
コーディネーター：堀内光子氏（(公財)アジア女性交流・研究フォーラム理事長）
6.主催　（公財）アジア女性交流・研究フォーラム、北九州市、北九州市立男女共同参画センター
・ムーブ
7.後援　内閣府　他
8.託児　有り。有料（一人500円）
9.詳細　http://www.kfaw.or.jp/event/242013119.html
10.問合せ　（公財）アジア女性交流・研究フォーラム　国際交流課　南、日高
　　　　　　TEL.093-583-3434　Email:exchange@kfaw.or.jp

●横浜市にて、働く女性応援イベント「横浜女性ネットワーク会議～出会い×つながりで　パワー
・チャージ」を開催します（11月23日）

http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/danjo/networkwomen/25.html
働く女性の学びと交流のためのイベントです。自分らしく働き続けるヒントや、人とのつながりの
大切さを、仲間とともに学びませんか。
この会議を通じて、新しい自分を見つけてください。女性の活躍に関心を持つ企業・自治体の皆さ
まの参加もお待ちしています。

日時：11月23日（土・祝）13:00～17:00
会場：パシフィコ横浜　会議センター5階（横浜市）
内容：



（第1部）全体会
1　林文子横浜市長からのオープニングメッセージ
2　ニュースキャスター安藤優子さん　基調講演「今、働く女性に伝えたいこと　報道の現場から」
（第2部）分科会
1　経営者に聴く、女性の活躍
2　キャリアを育てるプラスのヒント
（第3部）交流会
　つながる・ひろがるネットワーキングビュッフェ
参加費：5,000円（交流会飲食代含む。）※定員300名（先着順）
申込：本文に次の1～9を記入し、下記アドレスまで。
1　お名前（ふりがな）、2　申込人数、3　年代、4　住所（ふりがな）、5　電話番号（必須）
、6　勤務先・学校名・所属団体、7　振込人名義（カタカナでご記入ください）、8　分科会の希望
（第2希望までご記入ください）、9　保育（年月齢）、車椅子でのご来場、手話通訳をご希望の方
は明記してください。
申込先アドレス：network@women.city.yokohama.jp

主催：横浜市・（公財）横浜市男女共同参画推進協会
後援：内閣府男女共同参画局・横浜商工会議所・（公財）横浜企業経営支援財団
問合せ先：
（申込みに関する問合せ）男女共同参画センター横浜北　電話：045-910-5700　FAX：045-910-5755
（全体に関する問合せ）横浜市市民局男女共同参画推進課　電話：
045-671-2017　FAX：045-663-3431

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

●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

●男女共同参画局メールマガジンについて
男女共同参画局メールマガジンは、隔週金曜日に配信しています。
次号は、平成25年10月18日(金)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。
このまま御返信いただいてもお答えできませんので御了承ください。 

□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/index.html

□このメールマガジンへの御意見・御要望はこちらから 
　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

〒100-8914
東京都千代田区永田町1-6-1
電話番号 03-5253-2111（代表）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
COPYRIGHT(C)2009 Cabinet Office, Government of Japan. 
ALL RIGHTS RESERVED. 



本メールの無断転載を禁止します。


