
令和２年度 厚生労働省委託事業

女性就業支援バックアップナビ 🔍検索

■ご利用いただける対象

セミナー・研修等への
講師派遣

女性就業支援センター
ホールの貸出

女性就業支援に関する
相談

女性労働に関する
情報提供

📞 03-5444-4151女性就業支援センター

女性就業支援全国展開事業

全国で働く女性の活躍が効果的に推進されることを目的に
女性関連施設等で“支援する立場”の方をバックアップします。

働く女性に関する事業を活発に展開したい皆さま
ぜひご利用ください。

事業主
団体

労働組合 女性団体
地方
自治体

など

男女共同
参画センター



1 女性就業支援に関する相談

女性就業支援に携わる皆様、また事業所の皆様に対し、女性労働に関する最新情
報や女性就業支援事業の企画・実施のノウハウについての相談に応じます。
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例えば、下記のような点で困っていることはありませんか？

相談方法 事務局まで電話・メール等でお問い合わせください

電話・来所受付
平日 9：30～18：00 （土日祝日、年末年始を除く）

TEL：03-5444-4151

メール受付
ホームページ（女性就業支援バックアップナビ）のお問合せフォーム または
メール : info@joseishugyo.or.jp
※団体名、担当者名、連絡先(電話･メール)、内容のご記入をお願いいたします

費用 無料

【女性労働に関する最新データを知り
たい】
女性活躍を進めるために地域で事業
を展開していく。働く女性に関してどの
ような統計資料がありますか？

【回答】
対象者やテーマの選定の仕方から、開
催要綱、広報・ちらしの作成の仕方、
当日までの準備やセミナー実施後のこ
とまで相談にのります。

【女性就業支援のセミナーを開きたい】
男女共同参画センターの職員です。初
めてセミナー担当となり、働く女性のため
のセミナーを企画します。企画から実施の
流れについて相談したい。

【回答】
「働く女性の実情」や「雇用均等基本
調査」など各種統計調査を紹介してい
ます。【女性就業支援バックアッパウナ
ビ】でもリンクさせていますので、ご利用く
ださい。

【資料を作成したい】
商工会の加盟企業を対象に、働く女
性に提供する「両立支援のしおり」を
作成したいと思います。どのような内
容を盛りこむとよいでしょうか？

【回答】
育児･介護などの両立支援の課題、法
制度の紹介や会社の取組などが考えら
れます。統計データの情報なども必要に
応じてご紹介いたします。

【研修用資料を使用したい】
社内で女性社員研修をする際に、HP
に掲載されている研修用資料「女性が
いきいきと働き続けるために」を使用して
もよいですか？

【回答】
ご利用いただけます。
資料を解説した「活用ガイド」も用意し
ています。また、目的や対象者にあった
活用方法を詳しくサポートいたします。

【イベントで展示したい】
６月の男女共同参画週間に、「働
く女性」をテーマにした特設コーナー
を設けようと思っています。
借りられるものがありますか。

【回答】
映像作品「働く女性のあゆみ」DVDや、
女性の労働に関するポスター、展示パ
ネルなどを無料で貸し出しています。

mailto:info@joseishugyo.or.jp


２ 職場で活用できる資料の提供

事業所集合セミナーや社員研修などにご利用いただける資料を作成し、提供しています。
どなたでも、女性就業支援バックアップナビからダウンロードしてお使いいただけます。

https://joseishugyo.mhlw.go.jp/program/index.html

この他にも、以下の資料を提供しています。

○『企業における女性の活躍推進事例集～固定的性別役割分担意識の解消に向けて～』

○『マタニティハラスメントの起こらない職場づくりハンドブック』

○『女性関連施設等 事業担当者のための 女性の起業支援実施の手引き』
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女性就業支援促進プログラム

女性外国人材の活用のために

高度外国人材の活用を考えている地域の事業所の方々に、女性外国人を活用し企業の発展につな
げるための参考として作成しました。実際に女性外国人を活用している企業の事例も掲載しています。

１ 女性外国人労働者の現状

２ 在留資格と雇入れまでの流れ

３ 女性外国人を活用している企業事例(７事例)

４ 女性外国人活用のポイント

５ 外国人雇用を支援するための制度等

６ 外国人雇用に係る法律

女性がいきいきと働き続けるために ～ヘルスリテラシーを高めよう～

働く女性に関するヘルスリテラシーの向上と、女性がいきいきと健康に働くことのできる職場環境の実

現・充実を目的として作成しています。

１ 働く女性と健康

２ 女性の健康の特性

(１)女性ホルモン (２)女性のライフキャリア

３ 女性に多い不調・病気

(１)月経に関する不調・子宮・卵巣の病気

(２)やせ (３)更年期

(４)女性特有のがん (５)職場のストレス・うつ

４ 働く女性の妊娠・出産

５ 働く女性の健康支援～職場の取組

６ 健康に働き続けるために～セルフケア

７ 主な相談先・働く女性の現状

https://joseishugyo.mhlw.go.jp/program/index.html


３ セミナー・研修への講師派遣 詳細とご利用の流れ
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お問合せ・
お申し込み

□プログラムの内容や日程など、お気軽にご相談ください

TEL：03-5444-4151

□申込書はメールまたはFAXにて、事務局までお送りください

mail：info@joseishugyo.or.jp FAX：03-6435-1414

申込書は、ホームページからダウンロード可能です（Excel、PDF）

講師派遣の決定 □派遣可否決定後、「女性就業専門員派遣内定のご案内」をお送りします

打ち合わせ・ご相談
□お電話等でセミナーの目的・対象者・構成等のご希望を詳しく伺いながら
適切なプログラム内容を考えていきます

セミナー内容の確定
□日時・内容・講師等が決定したら、講師派遣を正式に通知する
「女性就業支援専門員派遣通知書」 をお送りします

セミナー準備

□広報・参加者募集をお願いいたします
作成されるチラシの内容や、広報の方法などについて、お気軽にご相談ください
□会場で使用する機器類（パソコン、プロジェクターなど）をご準備ください
□実施１週間前を目安に当日使用する資料をお送りしますので、配布用の
印刷をお願いいたします

セミナー実施 □講師を会場に派遣します

実施後のサポート □セミナー終了後も、ご希望に応じて、電話・メール等で事業をサポートします

アンケート □セミナー終了後、アンケートにご協力ください

申込期間：随時お申込みいただけます

ご利用いただける

組織・団体

・事業主団体（業界団体、経営者団体等）

・労働組合、女性団体

・女性関連施設（地方自治体、男女共同参画センター等）

実施期間・地域
令和3年2月末まで 全国

※オンライン講座への講師派遣についてはお問合せください

派遣者（講師）
女性就業支援専門員

※女性活躍推進の事業に経験豊富な専門員または各分野の専門家

費用 講師派遣にかかわる費用（講師謝金、交通費、宿泊費など）は無料です

※その他経費（会場費、広報費、資料印刷費等）はご負担ください

派遣回数
1組織・団体につき1回のご利用が可能です

※新規お申込みを優先させていただきますが、以前ご利用されている組織・

団体もお申込み可能です



1※

働く女性の健康支援

女性がいきいきと働き続けるため

にヘルスリテラシーを高めよう！

女性が健康で働き続けるために事業所や労働者が知っておくべき女性の健康に関する

知識や、法制度、職場環境について知る

・働く女性と健康 ・女性の健康の特性 ・女性に多い不調・病気 ・働く女性の妊娠・出産

・働く職場の健康支援～職場の取組

２※
女性外国人材の

活用のために

高度女性外国人材を受入れる際の職場の課題・メリットを、活用事例から学ぶ

・女性外国人労働者の現状 ・女性外国人を活用している企業事例 ・活用のポイント

３ 女性の活躍推進
女性の活躍推進が求められる社会情勢から、今後の取組を考える

・女性活躍の意義と課題 ・職場における固定的な役割分担意識の払拭と職場風土の改革
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ハラスメントのない

職場づくり

職場におけるハラスメントの現状を把握し、その対策を学ぶ

・ハラスメントの概念と現状を知る ・職場におけるハラスメント対策 ・企業の取組好事例

5
管理職（イクボス）

セミナー

管理職に期待される「イクボス」職場のマネジメントについて学ぶ

・イクボスとは ・イクボスの役割を考える

６
職場の

メンタルヘルス対策

職場のストレスやメンタルヘルス不調について学び、職場での対策を考える

・職場のメンタルヘルス課題 ・職場に求められるメンタルへルスケア

７
働く女性の

ライフステージと健康

女性特有の症状やかかりやすい病気、会社の取組について学ぶ

・女性特有の症状や病気の基礎知識 ・職場の制度や取組好事例

８
ワーク・ライフ・バランス

（子育て・介護・治療）

子育て、介護、治療との両立の課題と職場での取組について学ぶ

・仕事との両立 ・企業の課題と取組 ・企業の取組好事例

９ キャリア・デザイン
キャリア形成支援：女性社員向け

・キャリアと自己分析 ・キャリアビジョンと行動計画

10 働く女性のリーダーシップ
キャリア形成支援：リーダー、および管理職を目指す女性社員向け

・リーダーシップとは ・女性側の問題 ・リーダーになろう ・傾聴スキル

11 働く女性のストレス対処
働くことにまつわるストレス・メンタル不調とその対策を学ぶ

・女性ホルモンの変化と心身の変化 ・職場のストレスと対処法

12 女性の再就職
キャリアプランの作成、再就職に必要な知識を学ぶ

・再就職に向けた準備と心得え ・キャリアの棚卸しとキャリアプラン

13
仕事のスタートアップ

～事業プラン編～

基本的な起業事業プランの立て方を学び、自己の強みを知る

・自分の強みの振り返り ・基本プランの考え方 ・取組好事例
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働く女性を活かす

法律・制度

働く女性に関する法律・制度を知り、女性就業支援や個人の働き方に活かす

・働く女性を支える法律 ・知っておきたい法制度

15
女性労働と

男女共同参画

男女共同参画・女性活躍推進の取組を推進するための最新情報を学ぶ

・女性関連施設の求められる役割 ・自治体や企業の取組好事例

16
働く女性の歴史
※映像DVDを使用した講座

明治期からの女性労働に関する歴史、法律、行政の変遷を知る

・女性労働の歴史（富岡製糸場から女性活躍推進まで）を映像を使って整理・解説

セミナー・研修テーマ一覧

4

※1及び2のテーマは、自ら講師となる立場の方への研修のため講師派遣です。ご相談ください。



女性労働に関する情報提供4

女性就業支援バックアップナビ https://joseishugyo.mhlw.go.jp/

ホームページにおいて女性労働に関する各種情報を提供しています。

５

法令解説等リンク

女性労働に関する法令の解説や、専門サイト
にリンクしています
・女性活躍推進法
・パワーハラスメント対策 等

女性労働関連情報

女性労働の歴史

※梱包・送付にかかる費用はご負担ください

※お申し込み方法はホームページをご確認ください

ポスター（1948年）

白書・統計リンク

厚生労働省が毎年発行する「働く女性の実
情」等、白書・統計資料とリンクしています
・「働く女性の実情」平成21年版～
・「雇用均等基本調査」平成19年版～ 等

女性関連施設等リンク集

全国の都道府県、市区町村にある女性セン
ターや男女共同参画センター等のHPアドレスを
掲載しています

判例データベース

女性労働に関する判例を収集しており、賃金・
昇格やセクシュアルハラスメント等の事件分類、
判決年月日等のほか、キーワードでも検索でき
ます

働く女性のあゆみ（動画）

明治以降の「働く女性のあゆみ」を約3分間の
映像でご覧いただけます
30分にまとめたDVD（解説付き）も貸し出し
ております

行政資料デジタルアーカイブ

1947年（昭和22年）以降のパンフレットやポ
スター、紙芝居、報告書など、行政資料をフリー
ワードで検索できます

展示資料の貸出

女性労働に関する映像DVD、ポスター、紙芝
居（データ）等を貸し出しております
男女共同参画週間やイベント等に、ご活用くだ
さい

行政資料（1950年）

働く女性の
あゆみ

スマホで視聴

できます↓
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女性就業に関する図書、行政・専門
資料、視聴覚資料等の閲覧・貸し
出しを行っています。

開室時間 平日 9：30～17：00 （土日祝日、年末年始は休室）

利用対象
➀ 女性関連施設等に所属している方
② 女性就業支援に関する情報収集のために利用を申し出た方

所蔵資料

図書 ：女性労働関連の白書、法律書および専門・一般書
行政・専門資料：国・自治体・研究機関の資料
視聴覚資料：女性と仕事、働く女性と生活等のテーマに沿ったビデオ・DVD
雑誌 ：全国の男女共同参画センターや女性団体等が発行する逐次刊行物

利用について

資料室の蔵書が検索できます

ホームページ からアクセス→

■ 所蔵資料・視聴覚資料は、資料室内において閲覧・視聴できます
■ お電話でのレファレンス相談にも対応します
■ 資料の貸出には、利用登録が必要です
■ 利用対象の➀に該当する方には、郵便での貸出・返却が可能です
まずは必要とされる資料の所蔵の有無をメールまたは電話にてお問い合わせください
※貸出は無料ですが、送付にかかる費用はご負担いただきます

■ 資料室内のコピー機（有料）が利用できます
■ 案内ツアーを随時行っています。メールまたは電話にて事前にお問い合わせください

貸出期間
・冊数

図書・雑誌（最新号は除く）：10冊まで 2週間以内
ビデオ・DVD : 3本まで 2週間以内

※延長は1回まで可能 電話でお申し出ください

問合せ先
TEL：03-5444-4151
資料室専用メール：shiryo@joseishugyo.or.jp

【貴重資料】

旧労働省婦人少年局から現在の厚生労働省雇用環境・均等局に至る女性労

働を管轄局発行の行政資料約1,800点

※ホームページの「行政資料デジタルアーカイブ」で画像をご覧いただけます

女性就業支援センター資料室５
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女性就業支援センターホールの貸出

利用時間 平日 9：00～17：00 （土日祝日、年末年始は休館）

対象 女性就業支援全国展開事業の趣旨に沿った活動を行う団体等

利用条件
■ 働く女性の活躍につながる内容であること ■ 営利を目的とした内容でないこと

■ 特定の思想信条を広める内容でないこと ■ 公序良俗に反するものでないこと

料金

区分 時間 料金 (税込)

A 9:00 ～ 12:00   38,500 円

延長 12:00 ～ 13:00   12,100  円

B 13:00 ～ 17:00   53,900  円

A＋B 9:00 ～ 17:00   104,500  円

施設概要
所在地 ： 東京都港区芝5-35-3 女性就業支援センター４階

面 積 ： 269.2㎡ ステージ ：幅9ｍ×奥行4ｍ

申込方法・
問合せ先

利用申込書（ホームページからダウンロード）をメールまたはFAXにてお送りください

※ご利用の6か月前から申込可能です

ホール専用TEL：03-6435-4774 メール：shisetsu@joseishugyo.or.jp

働く女性の活躍につながる活動の場として、ホール

の貸出をしています。イベントや団体等の発表の場

としてご利用ください。

通訳ブース、プロジェクター等の視聴覚設備を備え、講演会

やパネルディスカッション等に適しています。

＜収容人数：249席 + 車いすスペース 4人分＞

６

■ JR 田町駅 三田口（西口）徒歩3分

■ 都営浅草・三田線 三田駅 A2出口 徒歩1分

女性就業支援センター

＜事務局＞

一般財団法人 女性労働協会

〒108-0014

東京都港区芝5-35-3 4階

TEL：03-5444-4151（代表）

FAX：03-6435-1414

メール：info@joseishugyo.or.jp


