
男女共同参画局メールマガジン第373号（H28.6.24発行）

-----------------------------------------------------------

《内閣府 男女共同参画局から》

●「男女共同参画社会づくりに向けての全国会議」を開催します（6月27日）

●6月23日(木)から29日(水)までの1週間は「男女共同参画週間」です

●「女性活躍推進法、女性活躍加速のための重点方針2016及び第60回国連女性の地位委員会等について

聞く会」を開催します（7月12日）

●「夏のリコチャレ2016～理工系のお仕事体感しよう！～」を開催します（7月16日～）

●「イノベーション・競争力向上に向けた女性リーダーの役割～ハーバード・ビジネス・スクール教授

による新しいリーダーシップ論」を開催します（8月5日）

《お知らせ》

●居所にお住まいのDV被害者等で、「マイナンバー」を受け取っていない方は、住民票のある市区町村

にお問合せください【総務省】

●「交流ミーティングin東京～『新しい東北』を作る人々～『女性活躍』DAY」を開催します。（6月26

日（日））【復興庁】

●「地域における男女共同参画推進リーダー研修〈女性関連施設・地方自治体・団体〉」実施報告【文

部科学省】

●女性アーカイブセンター所蔵展示「男女雇用機会均等法から30年」開催【文部科学省】



●農業の未来をつくる女性活躍経営体100選（WAP100）の公募と経営発展セミナーの開催【日本農業法

人協会】

------------------------------------------------------------

《内閣府 男女共同参画局から》

●「男女共同参画社会づくりに向けての全国会議」を開催します（6月27日）

 内閣府は男女共同参画週間の中央行事として、「男女共同参画社会づくりに向けての全国会議」を開催

します。

 今年度の男女共同参画週間のキャッチフレーズである「意識をカイカク。男女でサンカク。社会をヘン

カク。」の下、男女が共に活躍できる働き方改革と多様性に関して、基調講演、特別メッセージ、取組

事例の紹介及びパネルディスカッションを行います。

 是非、お誘い合わせの上、ご参加ください。（当日受付も行います）

 1 日時：平成28年6月27日（月） 13:00～16:00

 2 場所：東京国際フォーラム ホールC（東京都千代田区丸の内3-5-1）

 3 プログラム：

 ・基調講演I  加藤勝信氏 内閣府特命担当大臣（男女共同参画）

 ・基調講演II 村木厚子氏 前厚生労働事務次官 「誰もが活躍できる社会を目指して」

 ・特別メッセージ 原晋氏 青山学院大学特別研究員、陸上競技部長距離ブロック監督

 ・取組事例紹介 「多様な働き方」に取り組む企業・団体からの事例発表

  ＜発表者＞

  太田彩子氏 一般社団法人営業部女子課の会代表理事

  堀田真奈氏 特定非営利活動法人ワークライフ・コラボ代表

  今井房子氏 株式会社コミュニティネット代表取締役

 ・パネルディスカッション 「多様性とICT」が女性の活躍を後押しする

  ＜パネリスト＞



  宇治則孝氏 一般社団法人日本テレワーク協会会長

  椿奈緒子氏 パワーママプロジェクト主宰

  東由紀氏  野村證券株式会社人材開発部 兼 人事部 タレントマネジメント・ジャパンヘッド

  松山一雄氏 サトーホールディングス株式会社代表取締役執行役員社長 最高経営責任者（CEO）

  ＜コーディネーター＞

  木佐 彩子氏 フリーアナウンサー

  ＜全体司会＞

  喜多村 明子氏 フリーアナウンサー

 ※入場無料、託児あり、要約筆記あり。

 ※会議の模様はインターネットで中継します。

※詳細は以下をご覧ください。

 http://www.gender.go.jp/public/event/2016/zenkoku/annai.html

●6月23日(木)から29日(水)までの1週間は「男女共同参画週間」です

 男女共同参画推進本部は、「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日である平成11年6月23日を踏ま

え、毎年6月23日から29日までの1週間を「男女共同参画週間」として、様々な取組を通じ、男女共同参

画社会基本法の目的や基本理念について理解を深めることを目指しています。

 平成28年度のキャッチフレーズは、「意識をカイカク。男女でサンカク。社会をヘンカク。」です。

（公募により決定。東京都の時田心太郎さんの作品。）

 男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画

社会」を実現するためには、政府や地方公共団体だけでなく、国民のみなさん一人ひとりの取組が必要

です。

 私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか？



※詳しくは内閣府男女共同参画局のホームページを御覧ください。

 http://www.gender.go.jp/public/week/index.html

●「女性活躍推進法、女性活躍加速のための重点方針2016及び第60回国連女性の地位委員会等について

聞く会」を開催します（7月12日）

 本年4月に完全施行された「女性活躍推進法」等について、政府から報告を行います。

 日時：平成28年7月12日（火）13：00～14：30（12：30開場）

 場所：日本学術会議 1階「講堂」（東京都港区六本木7-22-34）

 テーマ（予定）：

 ・女性活躍推進法の施行状況について

 ・女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針

 ・女性活躍加速のための重点方針2016について

 ・女子差別撤廃委員会（CEDAEW）からの最終見解について

 ・第60回国連女性の地位委員会（CSW）について

 ・W20について

 ・伊勢志摩サミットにおける女性アジェンダの推進について

 ・女性の活躍推進のための開発戦略について

 ・APEC女性と経済フォーラムについて

 主催：男女共同参画推進連携会議企画委員会

 ※入場無料

※詳細は以下をご覧ください。

 http://www.gender.go.jp/kaigi/renkei/ikenkoukan/68/index.html

●「夏のリコチャレ2016～理工系のお仕事体感しよう！～」を開催します（7月16日～）



 内閣府・文部科学省・日本経済団体連合会(以下：経団連）は共催で、2016年7月16日より夏休み期間を

利用して、女子中高生等の理工系分野への進路選択を応援するため、「夏のリコチャレ2016～理工系の

お仕事体感しよう！～」を開催します。

 

 「夏のリコチャレ2016～理工系のお仕事体感しよう！～」は、経団連加盟企業や大学等による主に女子

中高生等を対象とした理工系の職場見学、仕事体験、施設見学など多彩なイベントの情報を内閣府「理

工チャレンジ（リコチャレ）」サイトを活用し、積極的に社会へ発信する取組です。

 昨年は約1,800名の生徒・学生がイベントに参加しました。

 女子中高生の皆さん、今年の夏は素敵な理工系の未来を探しに行きませんか。

 近くのイベントを検索してぜひ足を運んでみてください。

※詳細は以下をご覧ください。

 http://www.gender.go.jp/c-challenge/event/2016_summer.html

●「イノベーション・競争力向上に向けた女性リーダーの役割～ハーバード・ビジネス・スクール教授

による新しいリーダーシップ論」を開催します（8月5日）

 内閣府・福岡県は共催で、福岡県福岡市にて、女性リーダーの育成を目的としたシンポジウム「イノ

ベーション・競争力向上に向けた女性リーダーの役割～ハーバード・ビジネス・スクール教授による新

しいリーダーシップ論」を開催します。

 イノベーション・競争力向上に向けた女性リーダーの役割をテーマにした基調講演や、女性起業家、民

間企業の経営者等によるパネルディスカッションを行います。

 海外のビジネススクール教授による講演を聴講できる貴重な機会になりますので、是非、お誘い合わせ

の上、ご参加ください。（事前登録制）

 1 日時：平成28年8月5日（金） 14:00～17:00



 2 場所：アクロス福岡 国際会議場（福岡県福岡市中央区天神1丁目1番1号）

 3 プログラム（予定）：

 ・基調講演：リンダ A. ヒル(Linda A. Hill) ハーバード・ビジネス・スクール教授

 タイトル「イノベーション・競争力向上に向けた女性リーダーの役割」

 ・パネルディスカッション

 〔講師プロフィール〕

 リーダーシップ・イニシアチブ学科長。

 専門分野は、リーダシップ育成、リーディング・イノベーション、グローバル戦略の実践、新興マー

ケットにおけるタレント・マネジメント。

 必修のMBAリーダーシップコースや数多くのHBSエグゼクティブ教育プログラムの作成を統括した。

 世界各地の企業のコンサルタントを務めるほか多数の企業や非営利機関のボートメンバーを務める。

 ※入場無料、託児あり、同時通訳あり。

 ※会場の定員（200名程度）の都合上、申込者多数の場合はお断りする場合もありますので、あらかじ

め御了承ください。

※詳細は以下をご覧ください。

 http://www.gender.go.jp/public/event/2016/yakuwari/leadership.html

《お知らせ》

●居所にお住まいのDV被害者等で、「マイナンバー」を受け取っていない方は、住民票のある市区町村

にお問合せください【総務省】

 平成27年10月5日以降「マイナンバー」を記載した「通知カード」を住民票の住所地に簡易書留で送付

することとなっているため、DV等被害者、東日本大震災の被災者、長期入院・入所者で、やむを得ない

理由により住所地で通知カードを受け取れない方は、事前に居所を登録する手続を行っていただくこと



で、居所に「通知カード」を送付することができるようにしてまいりました。

 しかしながら、この居所登録手続を行っていない場合や、登録後に居所が変更となった場合などによ

り、通知カードを受け取っていない方は、住民票のある市区町村にお問合せください。

 また、通知カードがDV等加害者のいる住民票の住所地に届いてしまった方も、マイナンバーの変更手続

が可能であるため、住民票のある市区町村にお問合せください。

※詳細は以下をご覧ください。

 http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html

●「交流ミーティングin東京～『新しい東北』を作る人々～『女性活躍』DAY」を開催します。（6月26

日（日））【復興庁】

 復興庁は、6月を「東北復興月間」の一環として、「交流ミーティングin東京～『新しい東北』を作る

人々～『女性活躍』DAY」を開催します。

 被災地で活躍する女性から、復興と女性の関わり、女性の視点による復興への取組、自身のキャリアを

考える女子学生に向けたメッセージ等、それぞれの取組・活動での体験を基にお話しいただきます。

 また、復興における女性の活躍の重要性を再確認し、被災地のみならず全国の地域活性化に向けて女性

が活躍するために必要なことにについて、来場者と一緒に考えるパネルディスカッションも開催しま

す。

 事前登録は不要となっておりますので、是非お誘いあわせの上、ご参加ください。

 1 日時：平成28年6月26日（日）13:00～15:00

 2 場所：3331Arts Chiyoda 2F体育館（東京都千代田区外神田6丁目11－14）

 3 プログラム：

 ・講演 被災3県で活躍する女性たちの取組や活動内容について

 ＜講演者＞ 

 神谷未生氏 一般社団法人おらが大槌夢広場 事務局長

 兼子佳恵氏 NPO法人石巻復興支援ネットワーク 代表理事



 日塔マキ氏 女性の暮らし研究所 代表

 ・パネルディスカッション 復興において女性が活動することの重要性や、全国の地域活性化に伴う女性

の活躍について

 ＜パネリスト＞

 飛田敦子氏 認定NPO法人コミュニティサポートセンター神戸（CS神戸） マネージャー

 神谷未生氏 一般社団法人おらが大槌夢広場 事務局長

 兼子佳恵氏 NPO法人石巻復興支援ネットワーク 代表理事

 日塔マキ氏 女性の暮らし研究所 代表

 ＜ファシリテーター＞

 田村太郎氏 一般財団法人ダイバーシティ研究所代表理事

※入場無料、詳細は以下をご覧ください。

 http://reconstruction.go.jp/topics/main-cat16/pdf/coreB_flyer03woman_160607.pdf

●「地域における男女共同参画推進リーダー研修〈女性関連施設・地方自治体・団体〉」実施報告【文

部科学省】

 国立女性教育会館（NWEC）は、5月25日（水）～27日（金）に「一人ひとりの女性が活躍する社会を目

指して～女性活躍推進と男性中心型労働慣行の変革～」をテーマに、女性関連施設の管理職、地方自治

体の男女共同参画推進責任者、地域で男女共同参画を推進する団体リーダーを対象とした研修を開催

し、全国から159名の参加を得ました。

 第4次男女共同参画社会計画策定専門調査会会長である鹿嶋 敬氏（一般財団法人女性労働協会会長）の

講演では、第3次男女共同参画基本計画までの振り返りを踏まえた第4次計画策定の経緯や重要点につい

て、関係府省（内閣府、文部科学省、農林水産省、厚生労働省）からは、女性活躍加速のための重点方

針、若年層へのアプローチ、女性農業者支援、女性活躍推進法の実施状況や最新の取組についての説明

があり、女性活躍推進に向けた最新の施策や取り組むべき課題などについて理解を深めました。



※詳細は以下をご覧ください。

 http://www.nwec.jp/jp/program/invite/2016/page01s.html

●女性アーカイブセンター所蔵展示「男女雇用機会均等法から30年」開催【文部科学省】

 国立女性教育会館（NWEC）では、女性アーカイブセンターにて、所蔵展示「男女雇用機会均等法から

30年」を開催中です。

 男女雇用機会均等法は、1985年制定、翌86年より施行された法律です。

 制定のきっかけとなった日本や世界での出来事、そして制定後の世の中の動きや法改正などについて、

所蔵資料から選んだ資料とともに紹介します。

 期間：開催中～7月24日（日）（休館日を除く）9時～19時

 会場：国立女性教育会館 女性アーカイブセンター展示室（本館1階）

 埼玉県比企郡嵐山町菅谷728（最寄駅：東武東上線「武蔵嵐山」）

 料金：無料

※詳細は以下をご覧ください。

 http://www.nwec.jp/jp/archive/shozotenji2015.html

●農業の未来をつくる女性活躍経営体100選（WAP100）の公募と経営発展セミナーの開催【日本農業法

人協会】

 日本農業法人協会は、農業界の女性活躍を推進するため、「農業の未来をつくる女性活躍経営体100

選」（愛称WAP100）の認定を行っています。

 また、このWAP100を普及するための経営発展セミナーを開催します。

 認定公募：農畜産物の生産の事業を行い、女性の活躍を推進している農業経営体（法人・個人とも対



象）（9月16日（金）まで募集）

 経営発展セミナー：全国各地で開催。現在、鹿児島（7月13日）、青森（7月15日）の開催が決定し、参

加募集中。

 また、関係機関等を対象に、女性活躍推進に関するセミナーの共催（開催費用を一部支援）企画を6月

30日まで募集中です。

※詳細は以下をご覧ください。

 http://hojin.or.jp/standard/100/

 http://hojin.or.jp/standard/100/cat2389/28wo.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。

男女共同参画社会を実現するための法律、基本計画、関係予算等のほか、男女共同参画に関する政策・

活動等の情報を掲載しています。

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28年7月8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
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