
令和３年度「男女共同参画推進フォーラム」

NWECフォーラム2021
ジェンダー平等を実現しよう

開催期間

参加方法

年に１度の NWEC「男女共同参画推進フォーラム」。男女共同参画推進に関わる人々が、地域・組織・分野を
越えて集い、日頃の実践や研究の成果を分かち合います。今年度は「NWEC グローバルセミナー」「女性活躍推
進セミナー」も同時開催。ぜひこの機会に、ジェンダー平等実現に向けた具体策をともに考えていきましょう。
皆様のご参加をお待ちしています！
＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、〈特設サイト〉上でのオンライン開催です。

参加費 無料
オンライン
開催

開催期間中にNWECホームページ
（https://www.nwec.jp/event/training/g_forum2021.html）から
「男女共同参画推進フォーラム〈特設サイト〉」にアクセス！
＊「男女共同参画推進フォーラム〈特設サイト〉」の閲覧には、参加登録が必要です。

12月1日水 9:00 ▶ 21日火 17:00
令和3年11月24日水 9:00～

令和
3年

＊特設サイトを公開します。各プログラムの視聴はできませんが、特設サイトから事前参加登録が可能になります。
プレオープン

パンデミック、気候変動、貧困格差、地域紛争…。
21世紀は、地球上に暮らす誰もが、生存に関わる
深刻な課題と無縁ではいられない時代になりまし
た。国際社会が定めたSDGs（持続可能な開発目
標）の重要な目標の一つは「ジェンダー平等の実
現」です。危機を乗り越え、より良い社会を構築するために、今私たちに求め
られているアクションとはどのようなものなのでしょうか。日本人女性として
初めて国連事務次長に就任し、「現場主義」を貫きながら、世界の困難の克
服に取り組んでおられる中満さんに伺います。

基調講演
12月2日木
10:00～11:00

【録画配信】12月4日土～

ライブ配信

中満 泉
国際連合事務次長・軍縮問題担当
上級代表

危機の時代の
　　　ジェンダー平等

NWECホームページは
こちらから

https://www.nwec.jp/event/training/g_forum2021.html
https://www.nwec.jp/event/training/g_forum2021.html


主催・お問い合わせ

独立行政法人  国立女性教育会館
埼玉県比企郡嵐山町菅谷728

0493-62-6724TEL

progdiv@nwec.jpMAIL

https://www.nwec.jpURL

スケジュール

NWECフォーラム特設サイト内で同時開催！
【NWECグローバルセミナー】（https://www.nwec.jp/global/seminar/n2ih1m0000000um5.html）
テーマ：ジェンダーに基づく暴力との闘い－コロナ危機からの“より良い復興”に向けて

【女性活躍推進セミナー】（https://www.nwec.jp/event/training/g_soshiki2021.html）
テーマ：ウィズ・コロナ時代の働き方戦略－テレワークから広がる可能性 

＊詳しくはNWECホームページをご覧ください。

＊各ワークショップ開催日時は〈特設サイト〉でチェック！

＊プログラムは主催者の都合により変更・中止する場合があります。最新情報は、NWECホームページでお知らせします。

プレオープン 11月24日水～

フォーラム開催 12月1日水～21日火

基調講演 12 月2日木

出展プログラム 12 月1日水～21日火

全国各地の団体がワークショップやパネル展示を実施。
男女共同参画、ダイバーシティ及び女性の活躍推進を目的とした
日頃の活動成果を発表します。

公募による
出展プログラム

12月11日土
13:30～15:00

【録画配信】12月14日火～

ライブ配信
最近、ジェンダーに関する話題をよく聞くようになりました。この波を一過
性のものに終わらせず、実質的なジェンダー平等を形にしていくためには
どのようなアプローチが有効なのでしょうか。多様な人々との対話を通し
て変革の波を広げようと力を注ぐ３人の方々に、世代を超えて大いに語り
合っていただきます。

社会を変える－ジェンダー平等の「壁」を
乗り越えるために必要なこと

令和３年度「男女共同参画推進フォーラム」

NWECフォーラム2021
ジェンダー平等を実現しよう

鼎談

NWECグローバルセミナー
パネルディスカッション

女性活躍推進セミナー

鼎談

白波瀬 佐和子
東京大学大学院
人文社会系研究科 教授

田瀬 和夫
SDGパートナーズ（有）
CEO
内閣府男女共同参画
推進連携会議 議員

谷口 歩実
＃みんなの生理
共同代表

12 月11日土

12月1日水～21日火
12月16日木

12月10日金（予定）

別途要申込

https://www.nwec.jp/event/training/g_soshiki2021.html
https://www.nwec.jp/global/seminar/n2ih1m0000000um5.html


令和３年度「男女共同参画推進フォーラム 」開催要項 
 

１．趣 旨 

男女共同参画の推進に関心のある人々が課題を共有し、共に解決策を探る研修機会として令和３年

度「男女共同参画推進フォーラム」（愛称：ＮＷＥＣフォーラム２０２１）を実施します。また、こ

のフォーラムを契機に、地域・組織・分野を越えた交流学習が進み、連携・協働して男女共同参画を

推進するネットワーク形成が強化されることを期待します。今年度は、新型コロナウイルス感染症拡

大防止のため、インターネット配信によるオンライン形式とし、開催期間中に開設する「男女共同参

画推進フォーラム」特設サイト上で開催します。  

２．テーマ  ジェンダー平等を実現しよう 

３．主 催  独立行政法人国立女性教育会館（ＮＷＥＣ） 

４．開催期間  令和３年１２月 1日（水）９：００～１２月２１日（火）１７：００ 

プレオープン：令和３年１１月２４日（水）９：００〜 

＊ 特設サイトを公開し、事前参加登録を受け付けます（９（２）参加登録受付期間を参照）。  

５. 会 場    令和３年度「男女共同参画推進フォーラム」特設サイト 

＊ ＵＲＬは後日ＮＷＥＣホームページで発表します。  

６．参加者  行政、女性関連施設、企業、大学、学校、ＮＰＯ、その他の任意団体等において、 

男女共同参画推進に携わる方、及び男女共同参画推進に関心のある方  

１，０００名 

７．参加費  無 料（ただし、通信にかかる費用は参加者負担） 

８．内 容   
 

（１）主催者あいさつ                      オンデマンド配信：開催期間中 

     主催者：内海 房子  独立行政法人国立女性教育会館理事長 

（２）メッセージ「男女共同参画推進フォーラムに寄せて」     オンデマンド配信：開催期間中 

  男女共同参画推進に取り組む各機関から、開催を記念してメッセージをいただきます。 

メッセージ（調整中）：内閣府男女共同参画局 

文部科学省総合教育政策局 

ＵＮ Ｗｏｍｅｎ日本事務所 

特定非営利活動法人全国女性会館協議会 

（３）基調講演「危機の時代のジェンダー平等」 

 ライブ配信：１２月２日（木）１０：００～１１：００ 

オンデマンド配信：１２月４日（土）〜開催期間中 

パンデミック、気候変動、貧困格差、地域紛争…。２１世紀は、地球上に暮らす誰もが、生存に関

わる深刻な課題と無縁ではいられない時代になりました。国際社会が定めたＳＤＧｓ（持続可能な開

発目標）における重要な目標の一つは「ジェンダー平等の実現」です。危機を乗り越え、より良い社

会を構築するために、今私たちに求められているアクションとはどのようなものなのでしょうか。日

本人女性として初めて国連事務次長に就任し、「現場主義」を貫きながら、世界の困難の克服に取り

組んでおられる中満さんに伺います。 

講  師：中満 泉  国際連合事務次長・軍縮問題担当上級代表 



（４）鼎談 「社会を変える 〜ジェンダー平等の『壁』を乗り越えるために必要なこと」 

          ライブ配信：１２月１１日（土）１３：３０～１５：００ 

オンデマンド配信：１２月１４日（火）〜開催期間中 

最近、ジェンダーに関する話題をよく聞くようになりました。この波を一過性のものに終わらせ

ず、実質的なジェンダー平等を形にしていくためにはどのようなアプローチが有効なのでしょうか。

多様な人々との対話を通して変革の波を広げようと力を注ぐ３人の方々に、世代を超えて大いに語り

合っていただきます。 

登壇者 ：白波瀬佐和子 東京大学大学院人文社会系研究科 教授 

         田瀬 和夫  ＳＤＧパートナーズ有限会社 代表取締役ＣＥＯ 

内閣府男女共同参画推進連携会議 議員 

          谷口 歩実  ＃みんなの生理 共同代表 

（５）出展プログラム 

一般公募による団体等が、ワークショップ、及びパネル展示を出展し、男女共同参画、ダイバーシ

ティ及び女性の活躍推進を目的とした日頃の研究、教育、学習、実践活動の成果を発表します。テー

マは「第５次男女共同参画基本計画」などを参考に設定した以下の８分野です。 

■ 出展プログラムのテーマ 

NO. テーマ 内容例 

１ 
政策・方針決定過程への 

女性の参画拡大 
女性の政治参画、ポジティブ・アクションの推進 等 

２ 働き方・暮らし方 

ワーク・ライフ・バランスの推進、男性管理職等への意識啓発、男
性の家庭・地域への参画、男女共同参画に対する理解の促進、雇用
等における機会の均等と待遇の確保、女性管理職への支援、女性の
能力開発支援、女性起業家への支援 等 

３ 教育・メディアと男女共同参画 

男女共同参画の視点に立った学習活動・研究の発表・共有、大学に
おける男女共同参画推進、科学技術・学術における男女共同参画の
推進、女性研究者の参画拡大、小・中・高・大学生向けプログラ
ム、女子中高生への理系進路選択支援、メディア等を通じた意識改
革、アンコンシャス・バイアス解消への取組 等  

４ 安全・安心な社会づくり  

女性に対する暴力の根絶、生活上の困難に直面する男女への支援、
多様性を尊重する環境整備、若年世代への支援、高齢者・障害者・
外国人等が安心して暮らせる環境の整備、人身取引対策、生涯を通
じた健康支援、防災・復興と男女共同参画 等  

５ 
男女共同参画の基盤整備 

地域づくり・人づくり  

男女共同参画の視点に立った各種制度等の見直し、地域経済の活性
化と女性の参画、地域や分野を横断するネットワークづくり・人づ
くり、農山漁村女性のエンパワーメント、女性のライフ・プランニ
ング支援、社会活動におけるキャリア形成 等  

６ 男女共同参画センターの活動  
女性関連施設・社会教育施設の機能の充実、施設運営にかかる課
題、団体・NPO活動支援、男女共同参画情報の発信・活用 等  

７ 国際協調・貢献とジェンダー  
女子差別撤廃条約に対する理解の促進、北京行動綱領・SDGs等の実
現、国際規範の尊重、男女共同参画の視点に立った国際貢献、国際
機関・NGO等との連携、気候変動・環境問題とジェンダー 等  

８ コロナ禍とジェンダー コロナ禍で見えてきた社会課題の共有、対策事例 等 

 

 



９．参加方法 及び 参加登録受付期間  

（１）参加方法  

開催期間中に「男女共同参画推進フォーラム」特設サイトを閲覧してください。「男女共同参画推

進フォーラム」特設サイト閲覧には、「参加登録フォーム」からの参加登録が必要です。参加登録を行

うと各プログラムが視聴できます。 

＊ インターネットに接続できるパソコン環境（タブレット、スマートフォンも可）を御用意ください。利用 

するインターネット回線の契約プランに通信容量制限や速度制限がある場合は、利用状況によって通信の 

遅延や通信料の追加等が発生する場合がありますので御注意ください。 

＊ ライブ配信プログラムを視聴する場合は、事前に Zoomアプリをインストールしておくとスムーズです。 

＊ ワークショップには、双方向でやり取りするための WEBカメラ・マイク（パソコン、タブレット、スマート 

フォン内蔵型でも可）が必要なものもあります。詳しくは、各ワークショップの案内に従ってください。 

（２）参加登録受付期間 

令和３年１１月２４日（木）９：００ ～１２月２１日（火）１７：００ 

＊ １１月２４日(水）９：００に特設サイトを公開します。以後１２月１日までのプレオープン期間は、各プロ 

グラムの視聴はできませんが、特設サイトから事前参加登録が可能になります。 

＊ ワークショップには、各出展プログラムページから直接、参加申込が可能です。詳しくは、特設サイトに掲 

載する案内に従ってください。 

１０. 出展者選定委員会  

一般公募による出展プログラム（ワークショップ・パネル展示）に関する選考を行います。 

選定委員長：犬塚 協太  静岡県立大学国際関係学部教授 

選定委員：座間美都子  公益財団法人２１世紀職業財団事業推進部長 

納米恵美子  特定非営利活動法人全国女性会館協議会代表理事 

１１．その他 

以下の点について、あらかじめ御了承ください。 

（１）参加者同士の交流・情報交換の促進を目的としたフォーラムですので、署名運動や行き過ぎ

た勧誘、募金等は御遠慮願います。 

（２）参加登録等で得た個人情報については、事業実施のための連絡及び参加者の統計情報として

使用します。その情報は厳重に管理し、取扱いには十分留意いたします。 

（３）期間中、当館が記録した動画・静止画等を広報や報告に使用する場合があります。 

（４）感染症、気象状況、天災、官公庁からの指示、その他主催者が研修を安全かつ円滑に実施す

ることが困難と判断した場合には、やむを得ずプログラム内容の変更又は開催を中止する場

合があります。なお、最新情報は、ＮＷＥＣホームページでお知らせします。 

 

１２．本事業に関するお問い合わせ 

新型コロナウイルス感染症対策のため、一部の業務についてテレワークを実施しております。お

手数ですが、お問い合わせはできるだけメールでお願い致します。  

 

お問い合わせ先 

独立行政法人国立女性教育会館 事業課 

〒355-0292  埼玉県比企郡嵐山町菅谷 728 

E-mail：progdiv@nwec.jp 

TEL：0493-62-6724 （平日 9:00〜17:00） 


