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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3日東京都

千代田区、11月18日和歌山県和歌山市、11月23日大阪府豊中市）

●シンポジウム「アジア太平洋と日本を結ぶ女性起業家精神 ～「架け橋女性」とのネットワークを通じ

て広げよう～」（東京会場）開催のご案内

●あなたの団体の社会貢献活動として「パープル・ライトアップ」をしてみませんか？

《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】

●「女性の活躍促進に向けた取組み ドイツの経験から考える」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】

●「中小企業のための女性活躍推進事業」を実施しています ～女性の活躍推進に取り組む企業を支援。

11月中に全国9都市で説明会を開催～【厚生労働省】

●未来農業のアイデアを求む！『大地の力コンペ』エントリー募集中！！！【農林水産省】

●平成２９年度津波防災普及啓発プロジェクト津波防災 スペシャルゼミ in 本郷～津波について学ぼう～

【内閣府】
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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3日東京都

千代田区、11月18日和歌山県和歌山市、11月23日大阪府豊中市）

 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、各地において多様なテーマでシンポジウム等を開催します。ぜひご参加くだ

さい！ 

・「女性歯科医師がより輝く未来へ」（公益社団法人日本歯科医師会との共催）

 女性歯科医師の仕事と生活や出産・育児、復職等に関わる各種制度について紹介し、学生や臨床研修歯

科医のキャリア形成、また中高生とその御家族が今後の進路として歯科医師を検討するに当たり、理解

を深めます。

日時： 11月3日（金・祝）13:00～16:00

場所：歯科医師会館１階大会議室（東京都千代田区）

内容：講演「女性の活躍加速のために～女性が能力を発揮できる環境の整備～」「私の日々の活動～

キャリア形成・向上に向けて～」、パネルディスカッション「女性歯科医師がより輝く未来へ」（開業

歯科医師、大学病院歯科医師、行政担当者等）ほか。

・女性の活躍で和歌山が輝く！～みんなで作る50/50～（特定非営利活動法人日本BPW連合会等との共

催）

 地方が抱える課題を重点的に取り上げ、地方においても2030年までの男女の完全な平等「203050」を実

現するため、どのように取り組んでいくべきかを考えます。

日時：11月18日(土)13:00～16:45



場所：和歌山商工会議所ホール（和歌山県和歌山市）

内容：トーク＆トーク、グループディスカッション（民間企業役員、大学生、行政担当者等）、和歌山

アピールの採択ほか。

・来たれ，リーガル女子！～女性の裁判官・検察官・弁護士の仕事と働き方ってどんなんかな～（日本

弁護士連合会等との共催） 

 刑事、民事、国際関連等、多岐にわたる女性法律家の仕事内容や魅力を紹介し、女子中高生が進路選択

の一つとして法律家を検討するに当たり、理解を深めます。 

日時： 11月23日（木・祝）13:00～17:00 

場所：大阪大学 豊中キャンパス（大阪府豊中市） 

内容： 基調講演「女性法律家の魅力～そのやりがいを語る～」、パネルディスカッション「女性法律家

のさまざまな働き方」（裁判官、検察官、弁護士等）、模擬裁判企画、中高生向けグループセッショ

ン、保護者・教員向け説明会。

※詳細は以下をご覧ください。

 http://www.gender.go.jp/public/event/2017/renkeievent.html

●シンポジウム「アジア太平洋と日本を結ぶ女性起業家精神 ～「架け橋女性」とのネットワークを通じ

て広げよう～」（東京会場）開催のご案内

 内閣府では、日本とアジア・太平洋地域において活躍する女性起業家・企業人を招聘してのシンポジウ

ムを開催します。 本シンポジウムでは、起業・企業において活躍する女性たちに焦点を当て、女性活躍

のロールモデルを示すとともに、女性の更なる活躍に向けての課題などを議論します。また、招聘者と

参加者とのグループディスカッション及び懇親会も予定しております。是非、ご参加ください。（事前

登録制）

 

日時：平成29年11月12日（日）13:00～17:15



場所：京王プラザホテル（東京都新宿区西新宿2―2―1）

※参加料無料、託児所あり

※詳細は以下をご覧ください。

 http://www.gender.go.jp/public/event/2017/291112.html

●あなたの団体の社会貢献活動として「パープル・ライトアップ」をしてみませんか？ 

 

 平成29年度「女性に対する暴力をなくす運動」期間中（11月12日～11月25日）に、パープル・ライト

アップへのご協力をお願いいたします。

 毎年、東京タワーや東京スカイツリーをはじめ、全国の様々なタワーや商業施設などを、女性に対する

暴力根絶のシンボルであるパープルリボンにちなみ、紫色にライトアップしていただいています。（※

各地のライトアップ写真は下記HPにてご紹介しています。）

 さらなる運動の広がりをめざし、地方公共団体、企業、学校、その他幅広い方々からのご協力をお待ち

しております。

 ぜひ下記URLより募集ページをご覧いただき、実施のご検討や呼びかけをお願いいたします。

「パープル・ライトアップ」について詳細と申込はこちら↓

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/purple/index.html

「女性に対する暴力をなくす運動」についてはこちら↓

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/no_violence_act/index.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

●「女性の活躍促進に向けた取組み ドイツの経験から考える」セミナー開催【文部科学省】

 ＮＷＥＣでは、「ＮＷＥＣグローバルセミナー」を開催します。基調講演として、ドイツ女性協議会の

ウルリケ・ヘルワース氏が、女性クオータ法（2015年成立）や最新の政策課題について講演し、その

他、専門家によるパネルディスカッションも行います。

※日英同時通訳付きです。

期 日：12月7日（木）13：00～16：30

対 象：テーマに関心のある方 80名

参加費：無料

会 場：主婦会館プラザエフ 

Ｂ2Ｆクラルテ（東京都千代田区 最寄駅・四ツ谷）

詳しくはこちらをご覧ください。

→https://www.nwec.jp/global/seminar/hqtuvq0000000pzh.html



※問合せ 国立女性教育会館研究国際室 

TEL：0493-62-6437

●「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、鹿嶋敬氏（一般社団法人女性労働協会会長）による基調講演、人事

選考と評価をテーマとしたパネルディスカッション、各大学の最新の取組報告、課題別分科会を行いま

す。

 大学内で男女共同参画に携わる教職員を対象とした専門的・実践的研修です。

 期 日：11月30日（木）～12月1日（金）【１泊２日】

 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)

 会 場 30日（木）…筑波大学東京キャンパス (東京都文京区大塚3-29-1)

      1日（金）…国立女性教育会館 (埼玉県比企郡嵐山町菅谷728）

※30日のプログラム終了後、送迎バスで東京会場から国立女性教育会館まで移動します。

※詳細は以下を御覧ください。

https://www.nwec.jp/event/training/g_daigaku2017.html

●「中小企業のための女性活躍推進事業」を実施しています ～女性の活躍推進に取り組む企業を支援。

11月中に全国9都市で説明会を開催～【厚生労働省】

 厚生労働省では、中小企業の女性の活躍を推進する取組を支援しています。中小企業の事業主、人事労

務担当者の皆さま、人材確保や業績向上のために、女性社員の活躍を後押ししてください。



中小企業のための女性活躍推進事業の内容

【説明会・シンポジウムなどの開催】

 従業員数300人以下の中小企業の事業主の方、人事労務担当者の方向けに、女性活躍推進法の概要、企

業の課題分析や行動計画策定、「えるぼし」認定取得等のポイントなどについて分かりやすく説明しま

す。

 説明会、シンポジウムは全国47都道府県で開催しています。今後の実施日程については、「中小企業の

ための女性活躍サポートサイト」をご確認ください。

【参加無料・事前申込制】

【11月に開催される説明会】＊各会場とも14:30～16:30の開催

 11月1日（水）兵庫県 神戸市産業振興センター 8階 会議室801

 11月1日（水）徳島県 ふれあい健康館 第一会議室

 11月6日（月）石川県 金沢商工会議所会館 2階 研修室２

 11月14日（火）福島県 郡山商工会議所 5階 5-2 会議室

 11月15日（水）静岡県 静岡労政会館（静岡県勤労者総合会館）5階 展示室

 11月16日（木）山形県 山形テルサ 研修室B室

 11月16日 (木) 大分県 コンパルホール 303号室

 11月22日（水）広島県 RCC文化センター 610会議室

 11月30日（木）沖縄県 沖縄県市町村自治会館 4階 第5・6会議室

【日程など詳細はこちら】

「中小企業のための女性活躍サポートサイト」

  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=26

【電話・メール相談、企業個別支援】

 女性活躍推進分野における企業支援の専門家である「女性活躍推進アドバイザー」が、御社の女性活躍



の状況（採用・就業継続・管理職割合など）の把握や、課題分析、達成すべき目標の設定などについ

て、訪問や電話・メールなどできめ細かにアドバイスします。女性の活躍に向けた取組が進んでいな

い、取り組み方が分からない、えるぼし認定取得を考えているなどの中小企業の事業主、人事労務担当

者の皆さま、ぜひご相談ください。【無料】

 メール相談    https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=26

 企業個別訪問支援 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=26

【詳細はこちら】

 「中小企業のための女性活躍推進サポートサイト」

  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=11&n=26

【お問い合わせ先】

 一般財団法人女性労働協会（委託先）

 女性活躍推進センター 東京事務局

 電話 03(3456)4412（平日9:00～17:30）

 Email suishin@jaaww.or.jp

 URL https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=12&n=26

●未来農業のアイデアを求む！『大地の力コンペ』エントリー募集中！！！【農林水産省】

 「大地の力コンペ」は、農業の課題解決に向け、未来農業の中心となる若者・女性が活躍できる革新的

なアイデアの募集を行っています。

 本年度のテーマは「農＋食の安全と健康」。

 応募は、社会人枠・学生枠に分かれ、社会人グランプリ受賞者には100万円、学生グランプリには50万

円が贈呈されます。

 社会人枠には、設立10年以内の農業生産法人及び就農10年以内の農業者の方も応募できます。

 一次審査のエントリーは10月31日が〆切です。

 最終審査および表彰式を2017年3月7日東京大学安田講堂にて開催します。



 エントリーまたはお問い合わせについては、下記HPをご覧ください。

 未来農業DAYｓ実行委員会 （お問合せ先：（一社）女性未来農業創造研究会）

 「大地の力コンペ」ウェブサイト https://daichi-no-chikara.awable.org/

●平成２９年度津波防災普及啓発プロジェクト 津波防災 スペシャルゼミ in 本郷～津波について学ぼう～

【内閣府】

 内閣府では11 月5 日の「津波防災の日」「世界津波の日」に向けて、津波に対する正しい防災知識と理

解・関心を深めるため、「津波防災 スペシャルゼミ in 本郷 ～津波について学ぼう～」を伊藤謝恩ホール

（東京大学伊藤国際学術研究センター内）にて開催します。

詳細は下記の通りになります。

日 時： 11月5日（日） [津波防災の日・世界津波の日] 13:00～16:30

場 所： 伊藤謝恩ホール（東京大学伊藤国際学術研究センター内）

対 象：  広く一般のみなさま。

参加費： 無料

申込方法： 観覧ご希望の方は、下記より申込み下さい（入場無料・先着順となります）

http://tsunamibousai.jp/

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

●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29年11月10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
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