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《内閣府 男女共同参画局から》

●「国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業」を開催します！（11月19日

（土）札幌市、11月23日（水・祝）新宿区）

●『夫婦が本音で話せる魔法のシート ○○家作戦会議』ワークショップの開催

●未来貢献プロジェクト「男女共同参画シンポジウム」の開催

●未来貢献プロジェクト「トークイベント イマドキ夫婦の共働きライフ」の開催

●「「働く」と「子育て」のこれから、を考える WORKO!2016」の開催

《お知らせ》

●子育て支援パスポート事業 全国共通展開フォーラムを開催します（10月24日）【内閣府】

●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】

●女性アーカイブセンター企画展示「寄席で演じる」開催【文部科学省】

●「NWECグローバルセミナー」開催【文部科学省】

●「大学等における男女共同参画推進セミナー」開催【文部科学省】



●「企業を成長に導く女性活躍促進セミナー」開催【文部科学省】

●10月からスタートする社会保険の適用拡大についての専用ページを開設しました！【厚生労働省】

●「『介護支援プラン』普及研修」を全国10都市で開催【厚生労働省】

●従業員の育児休業取得・職場復帰について、育児プランナーが支援します【厚生労働省】

●秋の特別展「時代を超えて輝く女性たち」開催【国立公文書館】

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

《内閣府 男女共同参画局から》

●「国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業」を開催します！（11月19日

（土）札幌市、11月23日（水・祝）新宿区）

 内閣府男女共同参画局では、男女共同参画推進連携会議、同会議構成団体とともに、男女共同参画に関

する理解を深めるために、全国各地でシンポジウム等を開催します。

 近年の国際的な取組に関して理解を深めるシンポジウムや、女子中高生向けのイベント等、多様なテー

マで開催しますので、ぜひご参加ください！

 ・特定非営利活動法人日本BPW連合会等との共催「女性が活躍する時代をつくるのは誰か～北海道発！

203050への道筋～」

 近年の女性活躍推進に関する国際的な取組について理解を深め、2030年までの男女の完全な平等

「203050」の達成をテーマに、地域でどのように取り組めば良いのかを考えるイベントです。

 イベント名：「女性が活躍する時代をつくるのは誰か～北海道発！203050への道筋～」

 日時：11月19日(土)13：30～16：30

 場所：札幌市男女共同参画センター（札幌市北区北8条西3丁目札幌エルプラザ）

 内容：林 美枝子氏（日本医療大学教授、2014年日本女性会議実行委員長）の基調講演、リレートーク、



グループ討議等。

 お申込み：http://jyoseikatsuyaku.com/

 ・日本弁護士連合会等との共催「女子中高生のみなさんへ 女性の裁判官・検察官・弁護士の仕事や働き

方ってどんなかな？」

 刑事、民事、国際関連等、多様な分野で活躍する女性の法律家が、仕事の内容や魅力について紹介する

イベントです。

 「なぜ法律家になろうと思ったの？」「仕事の内容はドラマみたいな感じなのかな？」「家庭と仕事の

両立は？」など、みなさんからの疑問にもお答えします。

 保護者の方も一緒にご参加ください。

 イベント名：「女子中高生のみなさんへ 女性の裁判官・検察官・弁護士の仕事や働き方ってどんなか

な？」

 日時：11月23日(水・祝)13：00～16：00

 場所：早稲田大学大隈記念講堂小講堂及び教室（東京都新宿区戸塚町1-104）

 内容：大谷 美紀子弁護士（日弁連国際人権問題委員会委員長）の基調講演、パネルディスカッション、

グループセッション等。

 お申込み：https://form.cao.go.jp/gender/opinion-0196.html

 今後も、様々なテーマでイベントを実施する予定です。

※詳細は以下をご覧ください。

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

●『夫婦が本音で話せる魔法のシート ○○家作戦会議』ワークショップの開催

 内閣府では、働き方や家庭での過ごし方など暮らし方への注目が高まる中、家族の役割シェアについて

具体的にイメージしながら実践していただくための『夫婦が本音で話せる魔法のシート ○○家作戦会

議』を開発します。



 本シートを活用して、理想の家事や育児のシェアや将来設計について相談しながら実践ノウハウも身に

つけていただくためのワークショップを開催します。

 日時：平成28年10月23日（日）10時30分～13時00分

 会場：江上料理学院（〒162-0846 新宿区市谷左内町21）

 主催：内閣府

 対象：20代～30代の御夫婦20組40名（申込み先着順、事前登録制）

 参加費：無料

 プログラム（予定）

 ・第1部 グループワーク（10時30分～11時30分）

 「夫婦が本音で話せる魔法のシート ○○家作戦会議」を活用したグループワークを実施

 ・第2部 料理教室（11時30分～13時00分）

 参加申込方法：お二人の氏名、年齢、連絡先、託児利用の有無（お子様の年齢・人数）を記載の上、10

月20日（水）までに下記アドレスにメールで申込。

 kazokukaigi-oubo@egami-ryouri.com

※詳細は以下をご覧ください。

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

●未来貢献プロジェクト「男女共同参画シンポジウム」の開催

 日本の私立大学における初めての女子学生が東洋大学に入学してから今年で100年を迎えたことを記念

して、東洋大学において男女共同参画に関するシンポジウムが開催されます。

 男女が共に活躍することの重要性や可能性について考えてみませんか？

 日時：平成28年10月29日（土）12：00～17：30

 場所：東洋大学白山キャンパス 井上円了ホール（東京都文京区白山5-28-20）

 主催：読売新聞社（後援：内閣府(予定)）



 概要（予定）：

 第1部「女性エンパワメント 未来を拓くダイバーシティ －東洋大学の女子学生入学から100年－」

（12:00～14:30）

 （1）基調講演「女性活躍によるダイバーシティ」菅義偉内閣官房長官

 （2）シンポジウム「未来を拓くダイバーシティ 産官学で考える」

 第2部「理系女子に懸かる日本の未来」（15:30～17:30）

 （1）基調講演「女性の社会進出の現状」加藤勝信内閣府特命担当大臣

 （2）パネルディスカッション「イマドキ理系女子の最前線」

 ・第1部と第2部は入れ替え制です。

 ・菅長官と加藤大臣はそれぞれの基調講演のみ出席予定です。

 参加費：無料（事前応募制 10月19日まで、第1部、第2部共に定員500名）

※詳細は以下をご覧ください。

  http://www.yomiuri.co.jp/project/mirai/kyodosankaku/index.html

●未来貢献プロジェクト「トークイベント イマドキ夫婦の共働きライフ」の開催

 男性でもチャレンジしやすい「時短レシピ」や「常備菜レシピ」、便利な「最新家電」など“家事シェ

ア”に役立つ様々な情報を紹介するトークショーが開催されます。

 共働き夫婦のこれからについて、2人でゆっくりと考えてみませんか？

 日時：平成28年10月30日（日）13：00～15：30

 場所：渋谷ヒカリエホールB（東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ9階）

 主催：読売新聞社（後援：内閣府男女共同参画局）

 協賛：パナソニック株式会社、キッコーマン株式会社

 参加費：無料（事前応募制 10月19日まで、男女40組80名）



※詳細は以下をご覧ください。

  http://www.yomiuri.co.jp/project/mirai/imadokifufu/index.html

●「「働く」と「子育て」のこれから、を考える WORKO!2016」の開催

 子育てと仕事の両立、待機児童問題、孤育てによる育児の悩み、夫婦のすれ違い、教育費の負担など、

日本には「子育て」に関する悩みが溢れています。この問題の解決に向けて、参加者やゲストや企業と

ともに考える機会を提供することを目的に、日本がよりワーク・ライフ・バランスを実現させやすい社

会になるためのキックオフイベントです。

 日時：平成28年11月6日（日）10：00～17：30

 場所：メイン会場 YUITO 野村コンファレンスプラザ日本橋5F/6F（東京都中央区日本橋室町2-4-3 日本橋

室町野村ビル）

 主催：朝日新聞社（後援：内閣府）

 その他：11時20分～12時10分と、16時15分～17時00分の2回にわたり、内閣府セミナー「明日からでき

る我が家の家事育児作戦会議」を開催します。

※詳細は以下をご覧ください。

  http://www.asahi.com/ad/worko/

《お知らせ》

●子育て支援パスポート事業 全国共通展開フォーラムを開催します（10月24日）【内閣府】

 国では、子育て世帯にやさしい社会の実現のため、地方自治体と企業・店舗が連携し、お子さんのいる

ご家族に、各種割引・優待サービスや外出サポートを提供する子育て支援パスポート事業の一層の充

実・強化を推進しています。



 この10月から46都道府県で相互利用が可能になることを受け、フォーラムを開催いたします。

 日時：平成28年10月24日（月）13：30～16：30

 会場：丸ビルホール（千代田区丸の内2-4-1 7階）

 対象：地方自治体・企業のご担当者、NPO関係者、及び関心のある方

 内容：

 主催者挨拶：加藤勝信（内閣府特命担当大臣（予定））

 来賓挨拶：平井伸治（鳥取県知事）

 基調講演：渥美由喜（ダイバーシティ・コンサルタント）

 トークセッション：平井伸治（鳥取県知事）、木佐彩子（フリーアナウンサー）、坂本純子（NPO法人

新座子育てネットワーク代表理事）

 自治体（埼玉県、石川県、京都府）・企業の事例紹介など

※詳細は以下をご覧ください。

 http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/passport.html

●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

●女性アーカイブセンター企画展示「寄席で演じる」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、企画展示「寄席で演じる～チャレン

ジした女性たちからチャレンジする女性たちへ～」を開催します。

 最近増えてきた女性落語家を中心に、落語・講談・浪曲界で活躍する女性たちを紹介します。

 ぜひご来場ください。

 主催：独立行政法人国立女性教育会館

 期間：8月1日（月）～12月18日（日）（休館日を除く）9時～19時

 会場：国立女性教育会館（埼玉県比企郡嵐山町菅谷728）女性アーカイブセンター展示室（本館1階）

 最寄駅：東武東上線「武蔵嵐山」駅

 料金：無料

※詳細は以下をご覧ください。

 http://www.nwec.jp/jp/archive/tenji2016.html

●「企業を成長に導く女性活躍促進セミナー」開催【文部科学省】

 

 企業における女性活躍促進を図るためには、男女を問わず育児休暇の取得や短時間勤務などワーク・ラ

イフ・バランスに配慮した職場であることが重要です。

 そこで、“多様な働き方は多様なキャリアを創る”をテーマにセミナーを開催します。

 

 期日：10月18日（火）～19日（水）［1泊2日］ 日帰りの参加も可能

 対象：女性活躍促進の推進者、管理職、リーダー 80名



 企業における先進的な取組について学びたい方であれば、企業の方だけでなく、官公庁の方々にもご参

加いただけます。

 参加費：無料（宿泊費1,200円、食事代別途） 初日に情報交流会を開催予定

 主なプログラム：

 ・基調講演「男女ともに活躍できるこれからの働き方」

 講師 筒井淳也氏（立命館大学産業社会学部教授）

 ・パネルディスカッション「多様なキャリア形成を受け入れる取組とは」

 パネリスト 児玉涼子氏（株式会社リコー）、新谷英子氏（カルビー株式会社）、藤本圭子氏（株式会社

セブン‐イレブン・ジャパン）

 会場：18日（東京会場）…放送大学東京文京学習センター、19日…国立女性教育会館（埼玉県嵐山町）

 18日のプログラム終了後、無料バスで東京会場から国立女性教育会館まで移動します。

 奮ってご参加ください。

※詳細は以下をご覧ください。 

 http://www.nwec.jp/jp/program/invite/2016/page05i.html

●「大学等における男女共同参画推進セミナー」開催【文部科学省】

 国立女性教育会館（NWEC）では、大学内で男女共同参画に携わる教職員を対象とし、大学が進むべき

方向についての基調講演や講義、これまで各大学が取り組んできた女性活躍推進についての具体的な好

事例の紹介や、これからの男女共同参画推進をとりまく状況についての豊富なデータ分析に関する講義

などの実践的研修を開催します。

 期日：11月29日（火）～30日（水）［1泊2日］どちらか1日のみの参加も可

 対象：大学・短期大学・高等専門学校の男女共同参画に携わる教職員及び女性の採用、就労、入学、

キャリア教育、就職に関わる総務・人事・入試・就職部門の教職員 80名

 参加費：無料(宿泊費1,200円、食事代別途) 初日に情報交流会を開催予定



 会場：29日…東京会場(放送大学東京文京学習センター)、30日…国立女性教育会館(埼玉県比企郡嵐山

町）

 29日のプログラム終了後、無料バスで東京会場から国立女性教育会館まで移動します。

 締切：11月18日（金）（先着順）

※詳細は以下をご覧ください。

 http://www.nwec.jp/jp/program/invite/2016/page07.html

●「NWECグローバルセミナー」開催【文部科学省】

 「女性の活躍促進に向けた取組み ヨーロッパの経験から考える」をテーマとし、デンマーク王国子供・

教育・男女共同参画省のキーラ・アペル氏より、同国での男女平等の歴史と最新情報、男女共同参画政

策の最新局面と今後の課題についての基調講演「デンマークにおけるジェンダー平等～長く価値のある

道のり」のほか、専門家によるパネルディスカッション「女性の活躍促進に向けた取組み EUと日本の課

題」を行います。

 期日：12月2日（金）

 対象：テーマに関心のある者 100名

 参加費：無料 日英同時通訳付き

 会場：主婦会館プラザエフ（東京都千代田区）

 締切：11月28日（月）

※詳細は以下をご覧ください。

 http://www.nwec.jp/jp/program/invite/2016/page06.html

●10月からスタートする社会保険の適用拡大についての専用ページを開設しました！【厚生労働省】



 平成28年10月からスタートする厚生年金保険・健康保険の適用拡大についての専用ページを開設しまし

た。

 ページ内では、社会保険加入のメリットなどについて説明するほか、短時間労働者の方向けのわかりや

すいチラシを公開しています。

 【適用拡大とは】

 現在は、週30時間以上働く方などが厚生年金保険・健康保険の加入の対象です。

 今年の10月からは、従業員501人以上の企業で、週20時間以上働くなど一定の要件を満たす短時間労働

者の方々にも対象が広がり、これまでより厚い保障を受けることができます。

※詳細は以下をご覧ください。

 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

●「『介護支援プラン』普及研修」を全国10都市で開催【厚生労働省】

 厚生労働省からの受託事業として、三菱UFJリサーチ&コンサルティングが「『介護支援プラン』普及研

修」を10月から12月にかけ、全国10都市で開催します。

 2017年1月から施行される改正育児・介護休業法の情報も交え、仕事と介護の両立体制を作る上でのポ

イントや、取組を進める際に活用できる「介護支援プラン」モデルについて紹介します。

 参加費無料。定員は各回50名。要事前申込（先着順）。

※詳細は以下をご覧ください。

 http://www.murc.jp/seminar/murc/t_161024.pdf

●従業員の育児休業取得・職場復帰について、育児プランナーが支援します【厚生労働省】

 社会保険労務士等の資格を有する育児プランナーが企業へ訪問し、育児休業から職場復帰までの環境整



備と、育児休業制度のスムーズな運用をサポートする「育休復帰支援プラン」の策定について、無料で

アドバイスを行っています。

 育児休業制度を初めて利用する従業員がいる事業主の方、育児休業制度をブラッシュアップし、効果的

な運用をご検討されている事業主の方、ぜひこの機会に育児プランナーによる支援を受けませんか？

※詳細は以下をご覧ください。

 http://ikuji-kaigo.com/

●秋の特別展「時代を超えて輝く女性たち」開催【国立公文書館】

 国立公文書館では、この秋、明治時代から現代まで様々な分野で活躍した女性を所蔵資料から紹介す

る、特別展「時代を超えて輝く女性たち」を開催します。

 ぜひご参加ください。

 

 平成28年秋の特別展「時代を超えて輝く女性たち」

 場所：9月17日（土）～10月16日（日） 9:45～17:30（9月22日を除く木・金曜日は20:00まで）

 会場：国立公文書館（東京都千代田区北の丸公園3番2号）

 最寄駅：メトロ東西線「竹橋」駅

 料金：無料

※詳細は以下をご覧ください。

 http://www.archives.go.jp/exhibition/index.html#ex_2809

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

●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10月28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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