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2021/03/08

困窮する女性たちの支援に、
女性医師が立ち上がる

～日本女性財団が、医師、経営者、支援団体と包括的に連携～

0h#ps://www.japan-women-founda4on.org/

国際女性デーに寄せて・活動発表会
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■本⽇の流れ

3.⽇本⼥性財団の概要・組織紹介 理事 内⽥容⼦

2.国際⼥性デーに寄せて挨拶 代表理事 対⾺ルリ⼦

4.⼥性医師が⽴ち上がる&トーク 代表理事 対⾺ルリ⼦

h#ps://www.japan-women-founda4on.org/

5.今後の活動とあなたにできる事 企画統括 ⽇野佳恵⼦

6.今後に向けたメッセージ 代表理事 対⾺ルリ⼦

1.⽇本の現状について 企画統括 ⽇野佳恵⼦

7.質疑応答
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5分

5分

20分

10分
ゲストプレゼター／みらい創造機構執⾏役員・⾼専キャリア教育研究所代表取締役 菅野流⾶様

かんの りゅうひ 様
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1.⽇本の現状について

企画統括 ⽇野佳恵⼦
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リーダーシップを発揮する⼥性たち
コロナ禍の世界で平等な未来を実現する

国際⼥性デー 2021年国際⼥性デーのテーマ

●⼥性は、医療従事者、介護者、コミュニティーのリーダーとして
新型コロナ拡⼤と闘う現場リーダーとして最前線に⽴っている。
●⼥性リーダーと⼥性団体は、スキル、知識、ネットワークを駆使し
リーダーシップを発揮している。
●⼥性の視点は、良い意思決定、政策策定、法整備などに⽋かすこと
のできない貢献ができると広く認められている。

⼥性が国や政権の⻑である国は世界でわずか20カ国/196ケ国中

しかし



4h#ps://www.japan-women-founda4on.org/ 4

2020年世界ジェンダーギャップ指数ランキング
121位先進国中最下位
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⼀⼈親家庭の相対的な貧困率世界ワースト1
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2020/3/5

警視庁発表/DV過去最多/被害者８割⼥性※男性も増加
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⼥性の失業率増加・⾮正規雇⽤を直撃

『新型コロナウイルスと雇⽤・暮らしに関するNHK・JILPT共同調査』

コロナで直撃。⼥性の失業率増加・⾮正規雇⽤の不安定さ
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2020年8⽉⽇本⼥性財団スタート

メンタルケア ⽀援団体 ボランティア団体 相談会 居場所

共通のプラットフォームによる⽀援
⽀え合い・寄附・交流など

学会・⼤学・中/⾼校
教育機関

起業・団体

政府・⾃治体

医療機関
保健・福祉施設

個⼈・有志

婦⼈科
疾患

がん
⼈材育成
（リーダー
シップ）

DV

望まない
妊娠・中絶

⾃⼰
価値観 LGBT

教育
就労 貧困

不妊

出産
産前・産後

性暴⼒

セクハラ
パワハラ

メンタル

障がい

出⾃
差別

⼦育て
地域活性

シングル
マザー

h#ps://www.japan-women-founda4on.org/
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⽇本⼥性財団は、⼥性医師×多⽀援団体×企業が連携
⼥性の⽣涯のWell-bingを⽬指します。

（⾝体的・精神的・社会的に良好な状態＝幸福を得る社会へ）

⽇本⼥性財団とは

居場所
環境

疾病
ヘルス
ケア

平等
幸福

経済
⾃⽴
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2.国際⼥性デーに寄せて挨拶

代表理事 対⾺ルリ⼦
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プロフィール
1984年、東京⼤学医学部産婦⼈科学教室⼊局。⼥性の
ための⽣涯医療センターViVi初代所⻑を経て、2002
年、現・対⾺ルリ⼦⼥性ライフクリニック銀座を開院。
2003年、「⼥性医療ネットワーク」を設⽴、全国450
名の⼥性医師・⼥性医療者と連携して活動。著書に、
「キレイな〔からだ・⼼・肌〕⼥性ホルモン塾』、『⼥
性外来が変える⽇本の医療』、テレビは、NHK「きょう
の健康」、テレビ朝⽇「徹⼦の部屋」、⽇本テレビ「世
界⼀受けたい授業」「NEWS ZERO」、などに出演。

国際⼥性デーに寄せて・ご挨拶

代表理事 対⾺ルリ⼦(産婦⼈科医）

11h#ps://www.japan-women-founda4on.org/
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３.⽇本⼥性財団について

理事 内⽥容⼦
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⽇本⼥性財団とは

⼥性医師を中⼼に、多⽀援団体・企業が連携。
⼥性の⽣涯の well-beingと、活躍を実現する包括した⺟船です。

⼥性たちに、⽣き抜く・・・⼥性が⽣涯を通じて健康に⽣きる⼒を。
・・・⾃⽴に必要な『居場所・健康・経済・幸福』の軸

スローガン

⼥性たちに、⽣き抜く⼒を。

Vision

⼥性の ⽣涯の well-beingと活躍 が実現する社会へ。
「公益財団」認定と「⼥性省」創設に動き、⼥性の⽣きやすい国づくりを⽬指します。

13h#ps://www.japan-women-founda4on.org/

well-being：
⾝体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念。

▼ 1947年に採択された世界保健機関（WHO）憲章前⽂では「健康」を次のよう
に定義しています。” Health is a state of complete physical, mental and social well-
being and not merely the absence of disease or infirmity.”

「健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、⾁体的に
も、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをい
います。（⽇本WHO協会訳）」※引⽤元：公益社団法⼈⽇本WHO協会

<ブルーエメラルド＞
美しく、⼤きな海へ。7つは多くの出来事や
仲間。私たちは「⺟船」を⽬指します。
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評議員
●奥⽥ 浩美 様

（株）ウィズグループ 代表取締役

●⼩巻 亜⽮ 様
（株）サンリオエンターテイメント 代表取締役社⻑

●⾼階 恵美⼦ 様
参議院議員

●⽥瀬 和夫 様
SDGパートナーズ（有） 代表取締役CEO

●吉村 泰典 様
慶應義塾⼤学 名誉教授

監事
●池上清⼦ 様

（公財）プラン・インターナショナル・ジャパン 理事⻑

⽇本⼥性財団について
理事
●対⾺ルリ⼦（代表理事）

対⾺ルリ⼦ ⼥性ライフクリニック 理事⻑

産婦⼈科医師、医学博⼠

●浅野邦⼦
（株）箔⼀ 代表取締役会⻑

●吉川千明
美容家・オーガニックスペシャリスト

（株） TUTU 代表取締役

●内⽥容⼦
⽇本⼥性ウェルビーイング学会 運営委員

（NPO法⼈）Blossom for All 理事

東芝グループにてPRを担当
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⾚澤 純代 様 ⾦沢医科⼤学総合内科⼥性総合医療センター 総合内科 准教授 荒⽊ 葉⼦ 様 荒⽊労働衛⽣コンサルタント事務所 所⻑

市瀬 優⼦ 様 美和商事株式会社 社⻑ 宇⽥川 貴⼦ 様 東京都認証保育所仲良し保育園グループ 代表

上條 由紀⼦ 様 ⻑崎⼤学 研究開発推進機構 /FFGｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟｾﾝﾀｰ 教授 笹尾 敬⼦ 様 国⽴国際医療研究センター 理事

関⼝ 由紀 様 LEADING GILRS  ⼥性医療クリニック LUNA グループ 理事⻑ ⾼宮城 直⼦ 様 Naoko⼥性クリニック 院⻑

富永 喜代 様 TMC 理事⻑ 富永ペインクリニック院⻑ 永⽥ 潤⼦ 様 ⼀般社団法⼈⼥性の実学協会 理事

中宮 紀伊⼦ 様 ⻑⽣殿本舗森⼋ ⼥将 バーバラ ⻑⾕川 晴恵 様 株式会社ABCネット 代表取締役社⻑

林 美樹 様 H2O合同事務所 司法書⼠ 本多 公⼦ 様 株式会社アウラ⼼理教育センター 代表取締役

森⽥ 敦⼦ 様 株式会社サンルイ・インターナショナル 代表取締役 ⼭⽥ メユミ 様 株式会社アイスタイル 取締役

吉⽥ 恭⼦様 裏千家茶道教室 紫⽔庵 主宰 吉本 裕⼦ 様 医療法⼈社吉本レディースクリニック 院⻑

⽇本⼥性財団について

設⽴共働発起⼈（１８名）
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⽇本⼥性財団について

設⽴パートナー企業など（１３社＋３社）

株式会社サン・ピーアール ゲンキのモト編集室

⽇本全昇貿易株式会社

株式会社BORDER
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●企画・統括 ⽇野佳恵⼦
●医師・⼥性⽀援団体まとめ 河合⿇美・落合⾹代⼦・吉澤隆治・⻄本浩⼦
●広報・SNSチーム 及川⼣⼦・前⽥由加⾥・根来利佳⼦
●協賛企業まとめ 仲鉢友美
●デザイナー 佐々⽊弘望（勉強会）、板垣はなみ（#femship)

阪井公美（ロゴ・ホームページ）

●事務局 澁澤綾（事務局 事務）
●経理 松⽥眞理（会計・事務局サポート）

⽇本⼥性財団について

運営メンバー（１４名）
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⽇本⼥性財団について

情報の発信（３⽉）
国際⼥性デーに寄せて

私たち⽇本⼥性財団は、昨年８⽉に設⽴。医療・政治・経済などのご関
係者や個⼈の⽅々と共に、多くの⽀援団体・企業が連携。⼥性の⽣涯の
well-beingと活躍を実現するため、包括的な⺟船として活動を開始いたしま
した。
昨今、⽇本の⼥性における課題の多くが、⼈権とダイバーシティ、⼥性

が⾃⽴するための⽀援の不⾜など、複合的なことに起因しています。

昨年１２⽉、内閣府から第５次男⼥共同参画基本計画〜すべての⼥性が
輝く令和の社会へ〜（*1）が発表されました。しかし、世界経済フォーラム
が発表している、世界各国の男⼥格差を測るジェンダー・ギャップ指数は
１５３か国中１２１位（*2）、本年２⽉に警察庁から発表された令和２年の
犯罪情勢統計（暫定値 *3）によると、D Vの相談件数は８万２６４１件で前年
から０.５%増加で過去最多、児童虐待通告児童数も１０万６９６０件で前
年から８.９%増加、過去最多です。

残念ながらまだ⽇本には、救いと⽀援を求めている多くの⼥性がいま
す。その裏には、さまざまな問題が絡み合って苦しんでいる家族がいま
す。⽀援者も、それぞれの⽴場からの視点や仕組みを持ちよって取り組ま
ねば、本当の解決にはつながりません。
また同時に、⼥性たちが持てる⼒を発揮できる社会を実現することも⼤

変重要な課題です。現状を認識し、多様な⼈々が、政治や経済にも、医療
や教育にも参画し、発⾔し、意識や環境を変えることで、これまで⾒えて
いなかったことが⾒え、解決できなかったことが解決できるようになるで
しょう。

⽇本⼥性財団は、これらの課題を解決するため、医師、経営者、各界で
活躍されて来た⽅々と共に、以下のような取り組みを進めています。
・困っている⼥性たちを助けるために全国の医師たちが連携するプラットフォーム作り
・「⼥性たちの今」を学ぶ勉強会
・３⽉８⽇国際⼥性デーに向け、若い⼥性向けの啓発活動（オンラインイベントなど）
・他団体との連携（３⽉８⽇に詳細の発表会）

私たちは、⼥性を⽀援する⼈々や団体を応援する⽴場から、⼥性たちが
経済的にも精神的にも⾃⽴することを切に願っています。３⽉８⽇は、多
くの⽅々とともに「⼥性が暮らしやすい、産みやすい、⽣きやすい社会」
の実現を想う⽇となれば幸いです。
⽇本⼥性財団は、皆さまと共に、これからも⼥性たちの⼼⾝の健康およ

び社会的な活躍、well-beingを後押ししてまいります。

２０２１年３⽉４⽇
⼀般財団法⼈⽇本⼥性財団
代表理事 対⾺ルリ⼦

*1: 内閣府／第5次男⼥共同参画基本計画（令和2年12⽉25⽇閣議決定） h(ps://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/5th/
*2: 世界経済フォーラム／Global Gender Gap Report h(p://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
*3: 警視庁／h(ps://www.npa.go.jp/news/release/index.html
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関口 由紀 女性医療クリニック LUNA グループ

関東 神奈川県
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4.全国の⼥性医師が⽴ち上がる&トーク

代表理事 対⾺ルリ⼦



21h#ps://www.japan-women-founda4on.org/ 21

5.今後の活動とあなたにできる事

企画統括 ⽇野佳恵⼦
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⽇本⼥性財団の全体図 ⼥性課題を包括的に解決を⽬指す⺟船

⽀援団体 ⽀援グループ ボランティアグループ 相談会 シェルター

⼥性省創設研究部会
国内海外の事例を
研究・⼥性省創設に
向けた計画実⾏

経済団体連携部会
就労・インターン、
技術習得、⾃⽴の
ための学びや経験

医薬業界連携部会
⼥性の⼼⾝に関わる
医薬業界の知識学習と

普及の活動

学校教育連携部会
性教育の在り⽅や
正しい知識の普及。
親⼦・男⼥で学ぶ

地⽅⾃治体連携部会
地⽅⼥性の困窮⽀援や
課題解決のための
連携体制作り

啓蒙活動
社会⼈
若者
学⽣

⽀援を必要とする⼥性たち

DV
性暴⼒
⼦育て不安
孤独・孤⽴
⾃殺願望

⼥性医師を中⼼とした全国のアクセス先
個⼈

寄附・協⼒
少額寄附
ボランティア
インフルエンス

多団体・企業との縦横連携による活動・イベント・研究・協⼒によって⼥性の包括的ウェルビーイングへの実現へ

居場所・環境

がん
メンタル・うつ
出産・産前・産後
婦⼈科疾患
不妊

望まない妊娠・中
絶

疾病・メンタルヘルスケア

LGBT
ハラスメント
シングルマザー
障がい
国籍

平等・幸福

貧困
教育
就労
資格
起業

経済⾃⽴

法⼈
寄附・協賛
設⽴協賛者
設⽴パートナー
物資⽀援 ほか

h#ps://www.japan-women-founda4on.org/



23h#ps://www.japan-women-founda4on.org/ 23

多団体との連携・共働

稼働開始プロジェクト

⼥性⽀援のための包括プラットフォーム
■⼥性⽀援に積極的に取り組む医師の拡⼤とリスト化
■⼥性⽀援リーダーおよび活動団体のプラットフォーム化
■上記評価基準・認定制度を有識者と整備

１

２

③若い⼥性に向けて
若い⼥性に向けたウーマンエンパワメント啓発活動 -＃Femship

①⼥⼦⾼校⽣「性とからだに関するアンケート調査」
ガールスカウト連盟と連携 ⼥⼦⾼⽣約300⼈のアンケート実施中
②若者に向けて
みらい創造機構×⾼専キャリア×⼥性の実学協会との連携「⼥性の
社会課題解決のビジネスコンテスト」公募
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①⼥⼦⾼⽣の性とからだについてのアンケート実施中

3⽉6⽇ウェイメンズヘルスアクションのイベント
内にて⼀部発表しました。
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16歳〜25歳までの男⼥対象
「⼥性社会課題を解決するビジネスモデルを創造するコンテスト」

②若者に向けて ゲストプレゼンター
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③若い⼥性に向けて 啓発活動#femship h(ps://www.femship.jp/
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Design team for Young generation

阪井公美（さかいくみ）イギリス在住
1990年島根県⽣まれ。2019年よりフリーランスの
アートディレクター・デザイナー。ものごとの本質
を追求することを⼼がけながら、ウェブ、フォト、
グラフィックを中⼼に、ブランディングとマーケ
ティング双⽅の視点を織り交ぜ可視化しています。
⽇本⼥性財団のロゴ・オフィシャルサイトデザイン
制作を担当しました。

HANAMI 1997年⽣まれ。東京とサンフランシス
コをベースに活動するデザイナー。本質の美をと
らえた感性と感情に語りかける新しいデザインの
あり⽅を提案している。Womenエンパワメントが
デザインを通してたくさんの⼥性の⾃分らしく輝
くきっかけとして届いたら幸いです。
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⼥性⽀援団体×企業マッチング
■⼥性⽀援団体に必要な⽀援(⼈・物・⾦・情報・場)を提供
できる企業とのマッチング
■困窮者の社会活躍⽀援、インターン、就活、起業⽀援など

１

今後のプロジェクト

⼥性⽀援活動リーダー・団体のアワード
■⼥性⽀援活動リーダー・団体を発掘し、多くの⼈たちに
知っていただく機会を⽤意するためのアワードを開催

２

⼥性課題を解決する教育・研修・検定
■⼥性が直⾯する課題を解決する知識を持つ⼈材育成
学校教育カリキュラム開発、指導者養成講座を⾏う

３

４ 「⼥性省」設置へ向けての計画・活動
■諸外国の先進事例研究・調査および提⾔
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今⽇からあなたができること
個⼈の⽅

意志・⾏動表明・プロボノ(専⾨職のボランティア)
⽇本⼥性財団の⼥性啓発サイトfemshipへ参加表明・コメント送信を。

法⼈

寄附・遺贈
⽇本⼥性財団事務局へご連絡ください。

設⽴共働発起⼈
公益財団に向けた発起⼈としてお名前をサイトに表⽰します。
寄附⾦について⽇本⼥性財団事務局へご連絡ください。

協賛パートナー企業
イベントやプロジェクト協賛スポンサー・物品⽀援、場所提供、⼈財⽀援など

設⽴パートナー企業
公益財団に向けた発起企業としてお名前をサイトに表⽰します。
寄附⾦について⽇本⼥性財団事務局へご連絡ください。
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今⽇からあなたができること
⼥性⽀援団体

連携表明
⽇本⼥性財団事務局へご連絡ください。評価基準・課題確認し掲載を検討します。

医師の⽅

⼥性⽀援のアクセス先
⼥性財団事務局へご連絡ください。アクセス規定を確認して掲載を検討します。

メディア

私たち全員

記事・発信・情報相互交流
⽇本⼥性財団の活動の発信、および⼥性⽀援活動に関わる情報の相互交流

関⼼を持ち、⾏動を。「⼥性省」設⽴に向けて
リプロダクティブ・ヘルス・ライツ(性と⽣殖における個⼈の⾃由と法的権利のこと)
h&ps://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/1st/2-8h.html

https://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/1st/2-8h.html
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6.今後に向けたメッセージ

代表理事 対⾺ルリ⼦
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３月８日16:00～17:00
国際女性デーに寄せて／活動発表会

h#ps://www.japan-women-founda4on.org/

今日はありがとうございました。


