NWECフォーラム2022出展者一覧
LIVE ：ライブ配信（オンライン会議含む）

VOD ：オンデマンド配信

展 示 ：ポスター・資料展示

※各プログラムの開催日時等は後日お知らせします。
No.

出展者

夏学2022

プログラムタイトル

夏学2022

1

参加者へのメッセージ

形態

女子中高生夏の学校（夏学）は、全国の女子中高生を対象とし
ポスター・資料展
展示
た、科学技術に触れ、同分野で活躍する女性や仲間と共に将来
示
を考える機会を提供するキャリア教育プログラムです。

③教育・メディアと男女共同参画
出展分野
③教育・メディアと男女共同参画

2

くにたち男女平等参画
ステーション・パラソル

ジェンダー表現につい 気軽に話せる場所にしたいと思っています。一緒に考えましょ
う。ご参加お待ちしています。
て考えよう

オンライン会議
LIVE

⑥男女共同参画センターの活動
出展分野
⑥男女共同参画センターの活動

3

男女共同参画地域みら
いねっと

2019年から本格的に取組みはじめた「ジェンダー視点を取り
入れた防災教育」。これまでに41回6,800人以上を対象に実
みらいねっとの地域ア 施し、対象者も小学校から大学まで拡がっています。
LIVE
クション～地域防災× そして、この取組み、若年層への防災教育に留まらず、学校・行 オンライン会議
政・地域を横断的につなげるツールとして成果をあげつつあり、
ジェンダー×教育～
市町村首長も関心を持ち始めています！「行政×地域団体×学
校」をつないだ事例と、そのポイントを紹介します。

⑤男女共同参画の基盤整備
④安全・安心な社会づくり
出展分野
④安全・安心な社会づくり,⑤男女共同参画の基盤整備
地域づくり・人づくり地域づくり・人づくり

4

「災害女性学」をつくる
会

3.11から11年 女性
たちの復興は進んで
いるか――災害と女
性の現場からの発信

震災から11年が経過し、その後の被災者・現場の声を聞く機会
がなくなりつつある。一方で、災害が多様化・大規模化してお
り、ジェンダー視点での災害理論と対策を深めることは喫緊の
課題となっている。被災地の女性たちの「復興」は進んでいる
か。復興の担い手たるべき女性たちのエンパワメントは進んで
いるか。仙台・宮城の女性たちから、現場からの報告をしていた
だき、課題と今後について、参加者とともに考えていきたい。

オンライン会議
LIVE

④安全・安心な社会づくり
⑤男女共同参画の基盤整備
出展分野
④安全・安心な社会づくり,⑤男女共同参画の基盤整備
地域づくり・人づくり地域づくり・人づくり

5

埼玉県男女共同参画推
進センター

当センターでは、男女共同参画社会の推進に向けた啓発事業の
一つとして、男女共同参画の様々な課題についてまとめた啓発
多様な性 知っていま パネルの貸出を行っています。
ポスター・資料展
展示
今回のフォーラムでは、『多様な性 知っていますか？』を出展し
示
すか？
ました。一人ひとり異なる性のあり方について知り、誰もが互い
の違いを認め合い尊重しあえる社会を作る。この思いを閲覧者
の皆様と共有したいと思っています。ぜひご覧ください。

④安全・安心な社会づくり
出展分野
④安全・安心な社会づくり
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NWECフォーラム2022出展者一覧
LIVE ：ライブ配信（オンライン会議含む）

VOD ：オンデマンド配信

展 示 ：ポスター・資料展示

※各プログラムの開催日時等は後日お知らせします。
No.

出展者

プログラムタイトル

参加者へのメッセージ

形態

2021年、プランは、中学生、高校生を対象とした「ジェンダー教
育ワークショップ」を開発しました。今回のフォーラムでは、学校
中高生向け「ジェン
教員をはじめジェンダー教育に関心のある方を主な対象に、実
プラン・インターナショナ
ダー教育ワークショッ 際にワークショップを体験しながら、これまでプランが得た学び オンライン会議
LIVE
ル
について考えます。加えて、内容の更なる改善や実践者の育成
プ」を体験しよう！
6
に向けた意見交換も実施します。たくさんの方のご参加を歓迎
します！

③教育・メディアと男女共同参画
⑤男女共同参画の基盤整備
出展分野
③教育・メディアと男女共同参画,⑤男女共同参画の基盤整備
地域づくり・人づくり地域づくり・人づくり

埼助CoReめろチーム
（プレコンセプションケ
7 ア）

～若者たちと関わる
全ての大人と共有し
たい～プレコンセプ
ションケアプログラム

公社）日本助産師会ではU25を対象とした助産師会ならでは
のプレコンセプションケア・プログラムを開発し、教育機関で実
践および効果の検証を行いました。その結果、プログラムの有
用性が示されたため、一社）埼玉県助産師会ではプレコンセプ
ションケア推進チームを立ち上げ、県内でプログラムを活用した
実践を行っています。フォーラムではプログラムの一部をご紹
介し、みなさまと共有したいと考えています。

オンライン会議
LIVE

③教育・メディアと男女共同参画
出展分野
③教育・メディアと男女共同参画

男女共同参画と災害・復
全国の女性首長と考
興ネットワーク
える防災・減災・復興
（JWNDRR）
8

南海トラフや首都直下型の大地震、多発する自然災害等によっ
て甚大な被害が懸念されるなか、災害への備えは喫緊の課題で
す。このプログラムでは、奥山恵美子（元仙台市長）と伊東香織
LIVE
（倉敷市長）の対談を中心に、地方自治体の女性首長とともに、 オンライン会議
ジェンダー・多様性の視点に立った防災・減災・復興について考
えます。行政・団体・市民・企業等がどのように連携し地域の災
害対応力を高めていけるのか、一緒に考えてみませんか。

⑤男女共同参画の基盤整備
④安全・安心な社会づくり
出展分野
④安全・安心な社会づくり,⑤男女共同参画の基盤整備
地域づくり・人づくり地域づくり・人づくり

9

福島県国際女性教育振
興会

「身近な国際交流・わ
いわいトーク」から学
んだアメリカと韓国の
コロナ事情等

世界中に蔓延した新型コロナウィルス、外国ではどのようにこ
の時を過ごしていたのだろう。外国への往来が困難な状況下、
二人の女性を招いて身近な国際交流「わいわいトーク」を開催し
ポスター・資料展
ました。子どもとアメリカから里帰り中の日本人女性には、アメ
展示示
リカのコロナ禍での教育現場や地域での生活を、震災前から福
島県に暮らす韓国籍女性には韓国と日本の相似や差異、自信の
生き方などについて語っていただきました。

⑧コロナ禍とジェンダー
出展分野
⑧コロナ禍とジェンダー

10

クラスメソッド カル
チャー推進室

男女共同参画と男性
学を学ぶ

男性学を通じて、男女共同参画を学び、考える機会を提供いた
します。

②働き方・暮らし方
③教育・メディアと男女共同参画
出展分野
②働き方・暮らし方,③教育・メディアと男女共同参画
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VOD
信

NWECフォーラム2022出展者一覧
LIVE ：ライブ配信（オンライン会議含む）

VOD ：オンデマンド配信

展 示 ：ポスター・資料展示

※各プログラムの開催日時等は後日お知らせします。
No.

出展者

＃WeCanLead
11

プログラムタイトル

日本の医学界で活躍
する女性リーダーを育
てる活動
#WeCanLead

参加者へのメッセージ

形態

日本では女性の活躍が遅れており、医学界も例外ではなく、医
学部入試合格者の3割以上が女性ですが、主任教授に占める女
性割合は4％以下です。大きな基幹病院の院長や部長も多くは ポスター・資料展
展示示
男性です。閉鎖的な風土が残る医学界に女性リーダーを育てる
ことは、日本の医療の質の向上につながると考え、異業種の女
性リーダーの体験談から学ぶ定期的な勉強会をしています。

③教育・メディアと男女共同参画
出展分野
③教育・メディアと男女共同参画

いきさぽジェンダー劇
奈良県女性センター い
場 寸劇を見て男女共
きサポ座
同参画を考えよう
12

こんにちは 奈良県女性センターを拠点に活動している「いきい
きサポーターチーム（いきサポ座）」です。講座の受講生だった私
たちが学んだことを形にしようとジェンダーや男女共同参画を オンデマンド配
VOD
テーマにし、脚本、小道具もすべて手作りで劇団を結成して13
信
年。レパートリーは26本になりました。コロナ禍で始めた動画作
成も7本完成しました。渾身の最新作です。ぜひご覧ください。

⑤男女共同参画の基盤整備
地域づくり・人づくり
出展分野
⑤男女共同参画の基盤整備
地域づくり・人づくり

13

サントリーパブリシティ
サービス（SPS）

はたらくみんなを晴れ
にする「ミンナハレ」上
司向けプログラム意見
交換会

女性がイキイキと活躍するためには、女性本人に限らず周囲の
理解が欠かせないと考えます。当社社員に実施した調査結果を
織り交ぜながら、女性部下を持つ上司層に向けて具体的な考動
のヒントを提供するプログラムを開発いたしました。今回はその
一部をご紹介します。一緒に女性の活躍について考えてみませ
んか？ぜひ、お気軽にご参加ください。

LIVE
オンライン会議

②働き方・暮らし方
⑤男女共同参画の基盤整備
出展分野
②働き方・暮らし方,⑤男女共同参画の基盤整備
地域づくり・人づくり地域づくり・人づくり

誰もが自分らしく
TOMAKOMAI（北海
14 道苫小牧市）

【男女平等参画宣言都
市】苫小牧から「自分
らしさ応援ムービー」
をお届けします！

苫小牧市は、平成25年11月17日に北海道で初めて男女平等
参画都市宣言を行いました。総合政策部協働・男女平等参画室
公式YouTubeチャンネルでは、あなたの「自分らしさ」を応援
する動画を多数配信中。本フォーラムでは、女性への暴力根絶
を目指す『BTCダンス～苫小牧市版～』と、女性市議会議員に
よるパネルディスカッション『見てください！聞いてください！
女性議員のリアル』を公開。ぜひご覧ください。

オンデマンド配
VOD
信

④安全・安心な社会づくり
①政策・方針決定過程への女性の参画拡大
出展分野
①政策・方針決定過程への女性への参画拡大,④安全・安心な社会づくり

つるがしま落語会
15

創作落語／ミニ講座
「男はハイヒールの代
わりに、何を我慢して
いるのか？」

まずは落語を一席。身だしなみには、多少の痛みが伴う？ でも
その痛みを女性だけが我慢して、男性が楽をしてきたとした
ら？ 男女共同参画社会では性のあり方に関わらず、誰もが対
オンデマンド配
VOD
等のはずですが…／続いてミニ講座。あなたは「男女共同参画
信
の気持ち」になってる？ 男女共同参画って何のために（目的）ど
うやって（手段）どうする（目標）こと？ 男女共同参画社会基本
法を前文だけでなく、条文レベルまで深掘りして解明します。

②働き方・暮らし方
出展分野
②働き方・暮らし方
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NWECフォーラム2022出展者一覧
LIVE ：ライブ配信（オンライン会議含む）

VOD ：オンデマンド配信

展 示 ：ポスター・資料展示

※各プログラムの開催日時等は後日お知らせします。
No.

出展者

プログラムタイトル

私たちが受けたかっ
明治大学情報コミュニ た性教育～性教育か
ケーション学部堀口ゼミ ら日本のジェンダー問
16
題を考える～

参加者へのメッセージ

形態

一番大切なことの一つなのに、適切な「性教育」を受ける機会が
少ないか、ないのが、現在の日本の状況です。その中で、「性的
オンデマンド配
VOD
同意」を中心に据えながら、日本で必要とする「性教育」とは何
信
かを、大学生が考えます。また、ドラマを観てのディスカッション
もあります。動画を観て、一緒に考えましょう。

③教育・メディアと男女共同参画
出展分野
③教育・メディアと男女共同参画

ぷるすあるは
17

アプリ”おたすけこと
てん”の紹介～10代
の安全と安心、生活支
援のコンテンツ

2022年2月に若者向け無料スマートフォンアプリ”おたすけこ
とてん”をリリースしました。こころとからだと性、人権など、自
分やまわりの人を守る、大切にするための情報や知識が得られ
ポスター・資料展
展示
るアプリです。性被害にあったときの対応や相談先、性の悩み
示
に関する相談先、境界線を守る知識や方法、援助希求やセルフ
ケアについての内容などが、生きるための様々な99個の知恵
のなかに盛りこまれています。

③教育・メディアと男女共同参画
④安全・安心な社会づくり
出展分野
③教育・メディアと男女共同参画,④安全・安心な社会づくり

とらっせ
18

ハードルが高い性教育を、ご家庭で行えるようになりません
か？文部科学省推進「生命の安全教育」のスライドを用いてお父
お家ではじめよう優し さん、お母さんが性教育をするために必要な知識と子どもへの
LIVE
伝え方をお話します。受講者様からは「これならできる。今日か オンライン会議
い性教育
ら始められる」と好評をいただいております。性教育を優しくか
み砕き大人が恥ずかしいと思わずに始められる方法をお伝えい
たします。お気軽にご参加下さい。

③教育・メディアと男女共同参画
出展分野
③教育・メディアと男女共同参画

議席の半分に女性
を！候補者男女均等
クオータ制を推進する会
法から4年 クオータ制
（Ｑの会）
推進と統一地方選に
19
向けて

日本の政治分野の男女格差は、146ヵ国中138位のワースト８
と過去最低！
LIVE
候補者男女均等法から4年。今年の参議院選では過去最多とは ライブ配信／オ
いえ、女性候補者33.2％、当選者28％。女性議員は参議院
ンデマンド配信
VOD
25.8％。衆議院は9.7％です。
／ポスター・資料
また、地方議会では、都道府県議会の女性議員比率11.6%、区
展示
展示
市町村議会で女性議員ゼロは275（15.8%）。この現状を異次
元のスピードで打破するために、共に考え行動しませんか。

⑤男女共同参画の基盤整備
地域づくり・人づくり
①政策・方針決定過程への女性の参画拡大
出展分野
①政策・方針決定過程への女性への参画拡大,⑤男女共同参画の基盤整備
地域づくり・人づくり

DV加害者放置したま
DV加害者更生教育プロ までいいですか 第６
グラム全国ネットワーク 弾～DV加害者プログ
20
ラムの再現と体験～

DV被害者支援の一環として、DV加害者更生教育プログラムは
あります。加害者が変わることが、DV被害者の安心・安全の第
一歩ではないでしょうか。今回のPREP-Japanワークショップ
は、DV加害者更生教育プログラムを各地で実施するなかまが
ファシリテーターや参加者役となって、ある日のプログラムのよ
うすを再現します。加害者プログラムに関するさまざまな質問
にもお答えいたします。

④安全・安心な社会づくり
出展分野
④安全・安心な社会づくり
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LIVE ：ライブ配信（オンライン会議含む）
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※各プログラムの開催日時等は後日お知らせします。
No.

出展者

プログラムタイトル

参加者へのメッセージ

形態

北九州市立大学SDG5プロジェクトのメンバーと齊藤ゼミによ
るワークショップです。北九州市立男女共同参画センター・ムー
若者と描こう！ジェン ブのイベント「ムーブフェスタ2022」に出展した学生企画事業
北九州市立大学SDG5
ダー平等の未来予想 の続編です。英語運用力を磨いてきた学生が進行役に挑戦する オンライン会議
LIVE
プロジェクト＆齊藤ゼミ
予定ですので、英語によるご参加も大歓迎です。ジェンダー平
図∞ Ver. 2
21
等に向けた課題について一緒に考えませんか？You are all
welcome!

出展分野
③教育・メディアと男女共同参画
②働き方・暮らし方
②働き方・暮らし方,③教育・メディアと男女共同参画

22

パパの育児・看護・介護
支援センター

ジェンダー平等社会を
創ろう！男性にとって
の男女共同参画と
NPO・市民活動

近年、男性の家庭・地域社会における育児・介護などへのケア
（Care）参画が喫緊の課題として認識されるようになってきま
した。政府も、「男性にとっての男女共同参画」の推進に向け、本
腰を入れ始めています。こうした状況の中、NPO・市民活動と
いったサードセクターの立場から出来ること、あるいは企業や
行政・男女共同参画センター等からの支援策について、一緒に
考えてみませんか？

オンライン会議
LIVE

⑤男女共同参画の基盤整備
地域づくり・人づくり
⑥男女共同参画センターの活動
出展分野
⑤男女共同参画の基盤整備
地域づくり・人づくり,⑥男女共同参画センターの活動

23

国際婦人年連絡会
IWYLG

国際婦人年連絡会は発足以来国連の提唱する「平等・開発・平
和」を目標に女性の地位向上を目指して全国組織の団体が集結
各政党アンケート結果 し、男女共同参画社会の実現に向けてたゆまぬ活動を続けてき
ポスター・資料展
展示
と女性の政治参画拡 た。これまで国政選挙前に各政党にアンケート調査を行い、HP
示
などで公表してきた。今回、2021年と2022年のアンケート結
大
果とその解析から、女性の政治参画拡大の可能性と課題につい
て検討し報告する。

①政策・方針決定過程への女性の参画拡大
出展分野
①政策・方針決定過程への女性への参画拡大

24

NWECボランティアの
会

NWECボランティアは､全国から参加される皆様が学習の合間
に交流できますよう、様々なプログラムを提供してきました。今
年もリアルでの交流は叶いませんが､男女共同参画推進のため
にカフェのようなリラックスできる雰囲気の中で行う「ワール
ド・カフェ」の手法を用いて、高校生を含む多世代で楽しく情報
共有や意見交換を行います。身近な生活の中に潜むジェンダー
問題について一緒に話し合いましょう。

LIVE
オンライン会議

日常に潜む現代社会のジェンダー課題を、天野勢津子さんの
ユーモアあふれるイラストで描いた「発見！ジェンダー」パネル。
「発見！ジェンダー」パ アプリを使った意見交換を交えながら、パネルに描かれたジェ
ンダー課題について考えます。パネルを使ってワークショップを
ネルワークショップ
企画したい方、男女共同参画推進・教育に関わる方、テーマに関
心のある方、どなたでもお気軽にご参加ください。

オンライン会議
LIVE

多世代ワールド・カ
フェ～暮らしの中の
ジェンダー不平等を考
える

②働き方・暮らし方
出展分野
②働き方・暮らし方

日本女性学習財団
25

③教育・メディアと男女共同参画
②働き方・暮らし方
出展分野
②働き方・暮らし方,③教育・メディアと男女共同参画
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NWECフォーラム2022出展者一覧
LIVE ：ライブ配信（オンライン会議含む）

VOD ：オンデマンド配信

展 示 ：ポスター・資料展示

※各プログラムの開催日時等は後日お知らせします。
No.

出展者

日本BPW連合会
26

プログラムタイトル

ユースと考えるジェン
ダーの主流化～男女
平等社会に向けた横
断的アプローチ～

参加者へのメッセージ
男女平等社会に向けて鍵となる「ジェンダーの主流化」。ジェン
ダーの主流化とは何か、どうして必要なのか、どのように活か
すのでしょうか。概念だけでなく実践を交えながらユースと一
緒に考えてみませんか。ワークショップでは特定の政策分野に
焦点を当ててジェンダーの主流化を捉えます。幅広い世代の
方々のご視聴をお待ちしています。また、団体紹介ページにあ
るEPDとGGGIの活動についてのスライドもご覧ください。

形態

VOD
オンデマンド配
信／ポスター・資
料展示
展示

①政策・方針決定過程への女性の参画拡大
②働き方・暮らし方
出展分野
①政策・方針決定過程への女性への参画拡大,②働き方・暮らし方

山梨県立男女共同参画
推進センター「集約」問
27 題を考える連絡会

山梨県に３館ある男女共同参画推進センターを、県中央の１館
に集約・複合化し、地方の２館は閉鎖するという方針が発覚。
ありえない！ セン
ジェンダー平等最低ランクの県なのに。私たちはこの１年半余り
LIVE
オンライン会議
ターを消そうとするな ２館閉鎖の事態を避けようと行動し、県は代替スペースを設け
／オンデマンド
んて～山梨県で起き ることに。
配信
VOD
たセンター「集約」問題 全国でも進められてきた閉鎖・複合化問題。あらためてセンター
の役割とあり方を考え、地域でジェンダー平等を実現するには
どうしたらよいか、一緒に考えてみませんか。

⑥男女共同参画センターの活動
⑤男女共同参画の基盤整備
地域づくり・人づくり
出展分野
⑤男女共同参画の基盤整備
地域づくり・人づくり,⑥男女共同参画センターの活動

すべての子どもたち
ジェンダー平等をすすめ に「性の学び」を！
る教育全国ネットワーク 今、学校の「性教育」
28
は？

ジェンダー平等への声が高まる中で、学校での性教育が注目さ
れてきています。性教育は人権教育と位置づけ、長年中学校で
取り組んできた講師の実践と問題意識の報告を受けて、参加者
の実践、学校で性教育を進めていく上での実態や課題を交流し
ましょう。広げて世界のリプロダクティブ・ヘルス/ライツをめぐ
る動向や情報も学びます。

LIVE
オンライン会議

③教育・メディアと男女共同参画
出展分野
③教育・メディアと男女共同参画

オリーブの家
29

当事者のための支援
コミュニティ構築

新型コロナウイルス感染拡大防止による外出自粛が、もともと
ＤＶが行われていた家庭に追い討ちをかけているケースが多く
あります。また、被害者と加害者が関わる時間が長くなった為、
潜在化していたＤＶや虐待が顕在化しエスカレートし、全国的に
相談件数が増えている現状です。被害に遭われた方が安心して
生活できる環境作り、仕組みについて一緒に考えてもらえると
嬉しいです。

オンデマンド配
VOD
信

④安全・安心な社会づくり,⑤男女共同参画の基盤整備
地域づくり・人づくり地域づくり・人づくり
④安全・安心な社会づくり
⑤男女共同参画の基盤整備
出展分野

30

甲府市男女共同参画推
進委員会

ジェンダーに敏感な視
点で日常をみる～気
づきが差別と暴力を
終わらせる～

私たちは、「日本女性会議2021 in甲府」大会の第2分科会を
契機に、ジェンダーが生み出す差別や暴力をなくし、誰一人取り
VOD
残さない社会の実現を「目指す未来の姿」とし、ジェンダーに敏 オンデマンド配
感な視点で日常をみることで、生活の中に溶け込んでいる様々 信／ポスター・資
なアンコンシャス・バイアスの気づきを多くの人に発信していく
料展示
展示
ことを目的にしています。私たちと一緒に、日常に潜むジェン
ダー・バイアスに気づくことからはじめてみませんか。

③教育・メディアと男女共同参画
出展分野
③教育・メディアと男女共同参画
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NWECフォーラム2022出展者一覧
LIVE ：ライブ配信（オンライン会議含む）

VOD ：オンデマンド配信

展 示 ：ポスター・資料展示

※各プログラムの開催日時等は後日お知らせします。
No.

31

出展者

性と健康を考える女性
専門家の会

プログラムタイトル

私たちのSexual
Pleasure宣言

参加者へのメッセージ

形態

皆さんは自分の身体のことをどれくらい知り、自己決定してい
ますか？自分以外の誰かに考えてもらうのではなく、女性自身
が身体のことを考える力を身につけていくことは、女性の権利
であり、心身ともに安全で安心な生活につながっていきます。
私たちは 性の健康世界学会（WAS）の考え方に則り、女性が
自身の身体を知り、自分で考え、自分で決めていくことを、一緒
に目指していきたいと思っています。

LIVE
オンライン会議
／オンデマンド
配信
VOD

⑦国際協調・貢献とジェンダー
④安全・安心な社会づくり
出展分野
④安全・安心な社会づくり,⑦国際協調・貢献とジェンダー

ＬＥＯ-Ｇ
32

情報の氾濫が指摘され、情報媒体も変化しつつある現代、エン
パワーメントとジェンダー平等の実現には、情報を＜探す＞＜
情報リテラシープログ 読み解く＞、そしてSNS等を活用して＜届ける＞というリテラ
LIVE
オンライン会議
ラム「すく～る」実践開 シーが求められます。
ジェンダーの視点を重視した情報リテラシーを高めるプログラ
発に取り組んで
ムづくりについて、その取組報告や、取組の成果を活かしたワー
クショップ、参加者との情報・意見交換を行います。

③教育・メディアと男女共同参画
⑤男女共同参画の基盤整備
出展分野
③教育・メディアと男女共同参画,⑤男女共同参画の基盤整備
地域づくり・人づくり地域づくり・人づくり

活動報告『男女共同参
画の視点からの防災』
流山子育てプロジェクト 〜次世代へのエンパ
ワーメントをめざして
33
〜

子育て中の女性たちが、男女共同参画の視点から防災について
共に学び、地域社会に根ざしながら、次世代をエンパワーメント
したいと活動しています。老若男女を問わず、防災知識を自然 ポスター・資料展
展示
に身につけられるツールを作成しました。多くの皆様にご覧い
示
ただき、さらには、これらを活用する機会をもっと得られたらと
願っています。

④安全・安心な社会づくり
出展分野
④安全・安心な社会づくり

参画プラネット
34

公共サービスでの
「エッセンシャル・ワー
カー」ジェンダー視点
で見える化プロジェク
ト

参画プラネットは、東海ろうきん「NPO育成助成金」から助成
（2021年度）を受け、公共サービスにおける「エッセンシャル・
ワーカー」ジェンダー視点で見える化プロジェクトを展開してき
ました。本プロジェクトの成果を報告し、ジェンダー視点で3つ
の課題（①女性差別撤廃条約の条文を参照して、②ディーセン
ト・ワークについて、③SDGsについて）をテーマに、公共サービ
スを「自分ゴト」としてとらえる時間をもちます。

オンライン会議
LIVE

⑤男女共同参画の基盤整備
地域づくり・人づくり
⑧コロナ禍とジェンダー
出展分野
⑤男女共同参画の基盤整備
地域づくり・人づくり,⑧コロナ禍とジェンダー

公務非正規女性全国
ネットワーク「はむねっ
35 と」

公共サービスの持続
可能性～女性が多く
働く公務非正規労働
の「専門職」の声から

非正規で公務労働にかかわる当事者の声を広く集め、現状を明
らかにすると同時に、社会全体で共有することを目的として、
「公務非正規労働従事者への緊急アンケート」（2021年）、「集
める。伝える。届けるプロジェクト」調査（2022年）を実施しま
した。ジェンダー平等の視点から公共サービスをとらえ、その持
続可能性を考えることは、受益者である市民にとっても重要な
課題であり、社会全体で取り組むべき課題です。

出展分野
④安全・安心な社会づくり
⑤男女共同参画の基盤整備
④安全・安心な社会づくり,⑤男女共同参画の基盤整備
地域づくり・人づくり地域づくり・人づくり
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オンライン会議
LIVE

NWECフォーラム2022出展者一覧
LIVE ：ライブ配信（オンライン会議含む）

VOD ：オンデマンド配信

展 示 ：ポスター・資料展示

※各プログラムの開催日時等は後日お知らせします。
No.

出展者

プログラムタイトル

ジェンダーを語らない
ジェンダー・ハラスメント ジェンダー研修－アン
研究会
コンシャス・バイアスの
36
正しい理解から－

参加者へのメッセージ

形態

「ジェンダー」という語に抵抗を感じる日本人が多く存在してい
ます。このため、「ジェンダー平等」を訴えると、却って相手の態
度を硬化させてしまうことがあります。そこで、まったく新しい
オンデマンド配
VOD
観点から研修プログラムを構築しました。それは、「ジェンダー」
信
の語や意味を使用せずに、アンコンシャス・バイアスに働きかけ、
それにまつわる行為を抑止する試みです。「そんなばかな? 」と
思われた方、是非、動画をご覧ください。

③教育・メディアと男女共同参画
出展分野
③教育・メディアと男女共同参画

37

日仏女性の人権架け橋
ミモザ実行委員会

メディア| 演劇・映像
を使用して、みんなで
ジェンダー平等啓発活
動

ミモザの花について知ったのは、2017年に成立した「政治分
野における男女共同参画推進法・パリテ法」の法案をロビーイン
グするQの会の院内集会に参加したときでした。3月8日の国
際女性デーにちなみ、ミモザの花を身につけて参加しました。
舞台「ミモザウェイズ1910-2020」は、国際女性の地位協会主
催の「赤松良子ジェンダー平等基金」にご採択頂いたプロジェク
トです。

LIVE
オンライン会議
／オンデマンド
配信
VOD

③教育・メディアと男女共同参画
出展分野
③教育・メディアと男女共同参画

38

埼玉県立松山高等学校
新聞部

高校生が、ジェンダーに関するさまざまな問題を、真剣に学び、
考えながら、松高新聞を発行しました。誰もが０から学びまし
た。現在も100％理解できているとは思いませんが、100％の ポスター・資料展
展示
松山高校新聞322号 力を尽くした松高新聞です。来年度以降も、取り組むべき内容
示
だと思います。ぜひ「今年の」松高新聞（別称：ジェンダー号）を
じっくり読んでみてください。

③教育・メディアと男女共同参画
②働き方・暮らし方
出展分野
②働き方・暮らし方,③教育・メディアと男女共同参画

消費される女性性 ～
大阪YWCA 2022イン
メディアを通して考え
ターンシッププログラム
るアンコンシャスバイ
受講生チーム
39
アス～

職業から働く人の性別を思い浮かべたり、血液型で性格を想像
したりすることはありませんか？ 日常生活の中で、気づかぬう
ちに誰かのあり方を決めつけているかもしれません。これはア
ンコンシャスバイアスという自分では気づいていない「ものの見 オンライン会議
LIVE
方やとらえ方の歪みや偏り」です。女性に関するアンコンシャス
バイアスに注目し、クイズや意見交換を通して無意識の偏見に気
づき、私たちがどう対応していくか考えていきましょう。

④安全・安心な社会づくり
出展分野
③教育・メディアと男女共同参画
③教育・メディアと男女共同参画,④安全・安心な社会づくり

40

JAWW（日本女性監視
機構）

サイバー暴力、アクセスから取り残される人々、アンコンシャス
バイアスを強めるAI、デジタルの分野に女性が少ない等、デジ
デジタル時代における タル時代の負の面が露わになっています。来年3月に開催され
LIVE
ジェンダー平等の実現 る第67回国連女性の地位委員会（優先テーマ ：ジェンダー平等 オンライン会議
とすべての女性・少女のエンパワーメント達成のためのデジタル
に向けて
時代における革新、技術変革及び教育）に向けてデジタル時代
におけるジェンダー平等の実現について共に考えませんか。

③教育・メディアと男女共同参画
⑦国際協調・貢献とジェンダー
出展分野
③教育・メディアと男女共同参画,⑦国際協調・貢献とジェンダー
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NWECフォーラム2022出展者一覧
LIVE ：ライブ配信（オンライン会議含む）

VOD ：オンデマンド配信

展 示 ：ポスター・資料展示

※各プログラムの開催日時等は後日お知らせします。
No.

出展者

プログラムタイトル

参加者へのメッセージ

形態

スタッフの高齢化、講座やイベントの参加者減少にお悩みではな

41

パートナーシップながれ 女性運動・女性活動を いでしょうか？地域での女性運動・活動を次世代に継承してい
くためには、どのような工夫が必要でしょうか。地域の人材を発 オンライン会議
LIVE
やま
継承する
掘・育成し、活動のバトンを繋いでくためにできるエンパワメン
トの手法を共に考えましょう。

⑤男女共同参画の基盤整備
地域づくり・人づくり
出展分野
⑤男女共同参画の基盤整備
地域づくり・人づくり

国際女性の地位協会
42

ユースが語る女性差
別撤廃条約―災害と
ジェンダー、特に災害
後の復興過程の視点
から―

女性差別撤廃条約は、「女性に対するあらゆる差別を撤廃する
ため」の条約です。差別撤廃は、SDGsのジェンダー平等の第一
の目標です。この「あらゆる差別」には、「災害とジェンダー」も含
オンデマンド配
VOD
まれます。これへの対応の基本的原則を明らかにしたのが、一
信
般勧告第 37 号です。ちょっととっつきにくいと思われるかも
しれませんが、学生会員のユースが、分かりやすく解説します。
ぜひ観てください。そして一緒に考えましょう。

⑦国際協調・貢献とジェンダー
出展分野
⑦国際協調・貢献とジェンダー

43

いわて多様性と災害研
究会

学びを振り返る～「集
まって学び続けるこ
と」の意義を考えてみ
よう～

職業や年齢・活動の異なる多様なメンバーが集まり、興味関心
があることや実践につながるテーマを取り上げての発表、男女
共同参画に関するメディアでの扱いや政策に関する意見交換等
LIVE
の学び合いをしています。今年は研究会での自身の目的、学び オンライン会議
や気づき、課題等を振り返ることに取り組みました。この取り組
みによって見えてきた「集まって学び続けることの意義や課題」
の紹介や参加者との情報・意見交換をします。

③教育・メディアと男女共同参画
⑤男女共同参画の基盤整備
出展分野
③教育・メディアと男女共同参画,⑤男女共同参画の基盤整備
地域づくり・人づくり地域づくり・人づくり

育自の魔法
44

こころが元気になる
「自分育て」ワーク
ショップ

男性が女性を、女性が男性を否定するのではなく、男女が互い
に尊重しあってこそ、全ての人が生きやすい社会になるのでは
ないでしょうか。「女性、母親、妻、娘」という役割から外れ、「自
分」に立ち返って話します。自らの感覚や体験を生かして社会に
生きるとはどういうことかを対話することで体感します。育自
の魔法では、心理的に安全な場で話すことを大事にしていま
す。最後は自分を肯定する気持ちが広がります。

LIVE
オンライン会議

⑤男女共同参画の基盤整備
④安全・安心な社会づくり
出展分野
④安全・安心な社会づくり,⑤男女共同参画の基盤整備
地域づくり・人づくり地域づくり・人づくり

プラン・ユースグループ
45

普段CMやポスターなどの広告を見ていて、「痩せないとモテな
いの？」「家事をするのは女性だけ？」などモヤモヤしたことは
考えてみよう！ジェン ありませんか？その原因は「理想の体型は痩せ型」「家事は女性
の仕事」など、ジェンダーバイアスのかかった広告だからかも？
ダーフリーな広告と
このワークショップでは、このようなモヤモヤや、それらをどん
は？
な表現に改善するべきかを参加者同士で話し合うことができま
す！
お気軽にご参加ください！！

③教育・メディアと男女共同参画
出展分野
③教育・メディアと男女共同参画
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LIVE
オンライン会議

NWECフォーラム2022出展者一覧
LIVE ：ライブ配信（オンライン会議含む）

VOD ：オンデマンド配信

展 示 ：ポスター・資料展示

※各プログラムの開催日時等は後日お知らせします。
No.

出展者

男女共同参画ネット尼
崎・男女共同参画おお
46 た・フォーラムしずおか

参加者へのメッセージ

形態

2003年に地方自治法の改正によって指定管理者制度が生ま
れ、20年近くが経ちます。制度によって、地域で活動していた
女性たちがセンターの管理運営に乗り出しました。尼崎市、東京
都大田区、静岡市でセンターを担うようになった私たちのこれ
までを報告するとともに、より良い今後の女性センターのあり
方について考えます。ぜひご一緒に！

オンライン会議
LIVE

今年の４月から育児介護休業法が改正され、１０月からは『男性
産休』が新設されます。男性の育休取得率も13.97%と伸び続
けています。一方で、一部では取得したい本人と理解の浅い会
社との間で「パタニティハラスメント」が生じたり、育児参画意識
の低い本人が会社からの要請で取得する「取るだけ育休」など、
新たな課題が見えてきました。男性の家庭進出に向けた次の課
題について語り合いましょう。

LIVE
オンライン会議

プログラムタイトル

指定管理者が振り返
る センターのこれま
でとこれから

出展分野
⑥男女共同参画センターの活動
⑥男女共同参画センターの活動

法改正元年！「男性の
みらい子育て全国ネット 育休」みんなで話そ
ワーク
う！今後の課題と解
47
決策

②働き方・暮らし方
出展分野
②働き方・暮らし方

48

リソース・エンパワメン
ト・ネットワークREN

「女性版骨太の方針
2022」から考える、
これからの男女共同
参画センター

日本のGGIは146か国中116位と諸外国に遅れをとっており、
特に政治分野および経済分野の取り組みが進んでいません。国
は「第５次男女共同参画基本計画」を着実に実行するため、令和
４年度及び５年度に重点的に取り組むべき事項「女性版骨太の オンライン会議
LIVE
方針2022」をまとめました。この方針を理解し、これからの男
女共同参画センターと私たちに何が求められているのか、でき
るのかを、ともに考え、語り合いましょう。

⑥男女共同参画センターの活動
出展分野
⑥男女共同参画センターの活動

めんどり歌えば国栄え
全国フェミニスト議員連
る パートⅡ－３０年
盟
たったけど・・・
49

全国フェミニスト議員連盟の設立３０周年記念を兼ねて、これま
でを振り返り、来年の地方統一選挙を見据えて、さらなる女性
議員増に向けての戦略を進めましょう。あなたとあなたにつな
がる女性たちへ向けて発進！

オンライン会議
LIVE

①政策・方針決定過程への女性の参画拡大
出展分野
①政策・方針決定過程への女性への参画拡大

50

お客様がいらっしゃいま 生理と向き合う僕の
した.
話

私たちは生理の貧困の解消に向けた活動を行っています。メン
バーの中には2人の男性がいます。生理に関する活動を男性が
行うことは、珍しく感じるかもしれません。今回、一人の男性メ
ンバーに焦点を当てて動画を作成しました。男性メンバーは普
オンデマンド配
VOD
段、どのような思いで活動しているのでしょうか。ぜひご覧くだ
信
さい。そして、男性が生理について知ることの意義や、ジェン
ダー平等について新たな視点を得るきっかけになれば嬉しいで
す。

④安全・安心な社会づくり
⑧コロナ禍とジェンダー
出展分野
④安全・安心な社会づくり,⑧コロナ禍とジェンダー
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NWECフォーラム2022出展者一覧
LIVE ：ライブ配信（オンライン会議含む）

VOD ：オンデマンド配信

展 示 ：ポスター・資料展示

※各プログラムの開催日時等は後日お知らせします。
No.

51

出展者

クオータ制の実現をめ
ざす会

プログラムタイトル

参加者へのメッセージ

形態

「平和なくして平等なく、平等なくして平和なし」大先輩の市川
房枝さんの言葉です。
子育て～介護、平和な 今こそ、この言葉と「権利の上に眠るな」という警告を心新たに
LIVE
オンライン会議
暮らしと政治、平等へ したいです。
私たちの暮らしは政治次第ですが、その政策決定の場に私たち ／ポスター・資料
の選挙制度など話し の声は反映されているでしょうか？
展示
展
示
合いましょう ♡
私たちが主権を発揮する機会であり、私たちの代表を選ぶ選挙
制度は、本当に平等な機会の場でしょうか？
どのような選挙制度ならばよいのか、皆で話し合いましょう。

出展分野
①政策・方針決定過程への女性の参画拡大
①政策・方針決定過程への女性への参画拡大
緊急避妊薬、中絶薬が登場し、中絶方法の進歩等も含めてリプ
ロダクティブ・ヘルス＆ライツが改めて問われるなか、胎児の障
出生前検査／中絶手 害を理由とした中絶の議論が続いています。日本における中絶
「医療としての人工妊娠 術と産婦人科医療の の実施は欧米と異なり、堕胎罪と母体保護法という法律の間
中絶」研究会
現状、そこから私たち で、実質的に母体保護法指定医に一任されています。母体保護
52
法指定医等が何を思い、中絶手術をして（あるいはしないで）い
が考えたいこと
るのか、研究結果を参照しながら、皆さんと意見交換させて下
さい。

④安全・安心な社会づくり
⑤男女共同参画の基盤整備
出展分野
④安全・安心な社会づくり,⑤男女共同参画の基盤整備
地域づくり・人づくり地域づくり・人づくり
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LIVE
ライブ配信

