
 

平成 31 年度 
 
 
 
 
 

＜平成 31 年 10 月 25 日(金)、26 日(土)、27 日(日)開催＞ 

参加企画募集案内 
 

   

日頃の活動を発信してみませんか？ 

みなさまのご応募をお待ちしています！ 
   

●｢東京ウィメンズプラザ｣とは、 

女性の社会的地位の向上と社会、経済、文化その他あらゆる分野への参加及び参画

の促進を図り、もって豊かで平和な男女平等社会の実現に向けて、都民と行政が協

力して取り組む具体的、実践的な活動の拠点です。 
   

●｢東京ウィメンズプラザフォーラム｣とは、 
東京都が主催する、男女平等参画を推進するための都民参加型の事業です。 

団体の皆さまによるワークショップ等企画実施、都内男女平等参画センター等の 

パネル展示などが行われます。 
 

【東京ウィメンズプラザ公式 HP】 

昨年度（平成 30年 10月 27日・28日）実施されたフォーラムの 

概要が掲載されています。 
 

【東京ウィメンズプラザ公式 Facebook】 

昨年度のフォーラム参加団体が実施された企画の詳細（募集時）が 

画像付きで掲載されています。ぜひご覧ください。 
   

●参加企画が決定すると・・・ 

（１）フォーラム当日の会場・備品を無料でご利用いただけます。 

また、託児(生後６か月以上未就学児まで、来場者向け)の実施を予定しています。 

（２）団体のフォーラム実施企画募集チラシを東京ウィメンズプラザ館内で配架します。 

（３）団体のフォーラム実施企画について、公式 Facebook等で情報発信いたします。 

 

 
 
 
 
 
 
 

(昨年度ﾌｫｰﾗﾑ概要)  

) 

(Facebook) 



平成 31年度東京ウィメンズプラザフォーラム参加企画募集案内 
 

１ 応募要件 

次の全てに該当することが必要です。 

（１）男女平等参画社会の実現に寄与する活動、男女平等参画に関する諸問題の解決に役立つ活動など

を自主的、積極的に行っている団体であること。 

（２）活動の拠点が都内にあり、構成員が５人以上の団体であること。 

（３）特定の政党やこれに類する政治団体及び宗教活動や営利活動を主な目的とする団体ではないこと。 

（４）過去に同種のイベントなどを企画し主催した実績がある等、開催能力のある団体であること。 

 

２ 企画内容 

男女平等参画社会の実現に寄与するもので、各団体の日頃の活動、研究等の成果

や課題に関するワークショップ、講演会、シンポジウム、報告会、映画・ＤＶＤ上

映、展示、演劇その他の来場者が自由に参加できる企画を募集します。 

企画分野は、「東京都男女平等参画推進総合計画」（平成 29年３月策定）に基づき、

次の（１）～（５）のいずれかに該当するものになります。 
 

 

３ 実施日時 

下表の日時にて募集します。応募申込書へ第 4 希望までご記入ください。 

※ 応募状況･抽選結果により、ご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 
午前 午後 夜間 

10月 25日(金曜日)   17:00～21:00 

同月 26日(土曜日) 9:00～13:00 13:00～17:00 17:00～21:00 

同月 27日(日曜日) 9:00～13:00 13:00～17:00  

※ 上記時間には準備から原状回復までの時間を含みます。 

（１）働く場における女性の活躍 

均等な雇用機会と女性の職域拡大・登用促進、女性の就業継続やキャリア形成、職場におけ

るいやがらせ（ハラスメント）問題、若者のキャリア教育の推進、起業等を目指す女性に対す

る支援 等 
 

（２）女性も男性もいきいきと豊かに暮らせる東京の実現 

ア 生活と仕事の調和（ライフ・ワーク・バランス）の実現 

働き方の見直し、男性の家事・育児等への参画、妊娠･出産･子育てに対する支援 等 

イ 地域における活動機会の拡大 

ウ 男女平等参画を推進する社会づくり 

政治・行政分野への参画促進、防災・復興分野への参画促進、生涯を通じた男女の健康

支援 等 
 

（３）多様な人々の安心な暮らしに向けた支援 

ひとり親家庭への支援、高齢者への支援、若年層への支援、性的少数者への支援 等 
 

（４）配偶者暴力対策 

暴力を許さない社会形成のための啓発、自立生活再建のための総合的な支援体制 等 
 

（５）男女平等参画を阻害する様々な暴力への対策 

性暴力被害者・ストーカー被害者に対する支援、セクシュアル・ハラスメントの防止 等 

(総合計画掲載ﾍﾟｰｼﾞ) 



 

４ 会場 

使用できる会場（施設）は、下表のとおりです。１団体につき、１枠単位で、無料で提供します。 

会場名  広さ 収容人数 備考 

（１）ホール 

【要件：参加想定者数最低 50名以上】 

約 553㎡ １階 174席 

２階 72席 

円形ホール 

舞台・椅子を床面に収納可能 

【ホール限定附帯設備】 
第一講師控室 約 11㎡ ４名 

控室としてのみ利用可能  
第二講師控室 約 18㎡ ８名 

（２）会議室 ア 視聴覚室 約 181㎡ 約 100名 ３分割での利用可能性有 

イ 第一会議室  約 97㎡ 約 80名 ２分割での利用可能性有 

ウ 第二会議室  約 74㎡ 約 50名 ２分割での利用可能性有 

（３）和室 第三会議室 約 33㎡ 約 20名 
 

※ 卓上プロジェクター（台数制限あり）をご使用いただけます。 

※ （２）の各施設は、分割してご利用いただく場合がございます。 

その場合、マイク等の既設音響設備は使用できません 

※ その他詳細は、別紙「東京ウィメンズプラザ 実施会場施設一覧」及び

東京ウィメンズプラザホームページ｢貸出施設のご案内｣をご覧ください。 

 

５ 募集件数 

３０件程度 

※ ご応募いただいた企画のうち、１ 応募要件及び２ 企画内容を満たすものの中から、ご希望の

３ 実施日時及び４ 会場並びに「参加想定人数」及び「過去の同種イベント開催実績」に基づき、

必要に応じて抽選を実施の上、日時及び会場を決定いたします。ご希望に添えない場合がござい

ますので、あらかじめご了承ください。 

 

６ 応募方法 

（１）郵送・持参【平日の９時から 17 時まで受付】 

別紙「参加企画申込書」（当館ホームページから様式をダウンロード可能）へ必要事項をご記入

の上、下記担当者宛てに郵送又はご持参ください。 

※ 申込書をデータで作成した場合、併せて、メールでのご提出にご協力をお願いいたします。 

【郵送・持参先】〒１５０－０００１ 東京都渋谷区神宮前五丁目 53番 67号 

東京ウィメンズプラザ（事業推進担当）フォーラム担当者宛て 

電話：０３－５４６７－１９８０ FAX：０３－５４６７－１９７７ 

【メール送付先】S0000666[at]section.metro.tokyo.jp 

※ タイトルに【H31フォーラム】をご記入ください。 

※ [at]を@に置き換えて送付してください。 

（２）東京ウィメンズプラザホームページ専用フォーム【応募締切日 23 時 59 分受信分まで】 

トップページ＞講座・イベント＞東京ウィメンズプラザフォーラム から応募できます。 

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo/uketsuke/form.do?id=1553246479029 

 

７ 応募締切 

平成 31 年５月 15 日(水曜日) 

【郵送：当館必着、持参：17 時まで、専用ﾌｫｰﾑ：23 時 59 分受信分まで】 
※ 申込み後に企画内容の変更はお受けできません。 

※ 参加が決定した場合、フォーラム当日は申込み時の企画内容に準拠して実施してください。 

 

(貸出施設のご案内) 

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo/uketsuke/form.do?id=1553246479029


８ 今後のスケジュール(参加団体説明会まで) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

【東京ウィメンズプラザへのアクセス】 

＜東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線＞ 

表参道駅 Ｂ２出口から徒歩７分  

＜ＪＲ山手線・東急東横線・京王井の頭線・東京メトロ副都心線＞ 

渋谷駅 宮益坂口から徒歩１２分 

＜都バス（渋８８系統）＞ 

渋谷駅から２つ目（４分）青山学院前バス停から徒歩２分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

〒１５０－０００１ 東京都渋谷区神宮前五丁目 53番 67号 

東京都生活文化局都民生活部 東京ウィメンズプラザ 事業推進担当 

電話：０３－５４６７－１９８０ ＦＡＸ：０３－５４６７－１９７７ 

ＨＰ：http://www1.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp 

E-mail：S0000666[at]section.metro.tokyo.jp 

※ メール送付時は、タイトルに【H31フォーラム】をご記入ください。 

※ [at]を@に置き換えて送付してください。 

（２）企画応募締切 

平成 31年５月 15日(水) 

※【郵送：当館必着、持参：17時まで、専用ﾌｫｰﾑ：23時 59分受信分まで】 

（１）エントリー説明会（新規で参加をご検討中の団体担当者様におすすめ、出席任意） 

ア 平成 31年４月 25日（木）10時 30分～11時 30分【第２会議室】 

イ 平成 31年４月 25日（木）19時～20時【第２会議室】 

ウ 平成 31年５月８日（水）10時 30分～11時 30分【視聴覚室】 

エ 平成 31年５月８日（水）19時～20時【第１会議室】 

※ 各回とも同一内容ですので、ご都合の良い日程の説明会にご参加ください。 

※ 募集案内や申込時の留意点等の説明、昨年度フォーラム当日の様子をスライドショーにて

ご紹介いたします。また、申込書の書き方等の個別相談をお受けいたします。 

※ 説明会にご参加できなくとも、参加企画決定に当たって、不利になることはございません。 

（３）参加企画決定通知 

平成 31年６月上旬（発送予定） 

（４）参加団体説明会（予定、出席必須） 

ア 平成 31年６月 14日（金）10時～11時 30分【視聴覚室】 

イ 平成 31年６月 14日（金）18時 30分～20時【視聴覚室】 

※ いずれか１回に必ずご出席ください。会場や備品等の説明がございます。 

 

(HP トップページ) 


