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特集（その1）

不妊に悩む方への特定治療支援
事業のあり方等について
厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課

1．不妊症とは

2．不妊症の原因

3 ．男性・女性ともに妊娠・出産
には適した年齢があります

○　女性について

○　男性について

4 ．不妊に悩む方への特定治
療支援事業について

図1　不妊治療における年齢と生産分娩率（生産分娩数/総治療周期数）
　　　 ※生産分娩率…1回の治療で出産に至る確率

図2　不妊治療における年齢と流産率（流産数/妊娠周期数）



5 ．特定治療支援事業等のあ
り方について

6 ．特定治療支援事業の助成
対象範囲の見直しについて

7 ．不妊専門相談センターに
ついて

図5　助成対象範囲の見直しについて図4　不妊治療の実施件数の年次推移（1985～2010年）

図3　女性の各年齢における卵子の数の変化



特集（その2）

　毎年3月1日から3月8日は「女性
の健康週間」です。
　「女性の健康週間」は、平成19年
4月に策定された「新健康フロンテ
ィア戦略」において、「女性の健康
週間」が柱の一つに位置付けられ、
女性が生涯を通じて健康で明るく、
充実した日々を自立して過ごすこと
を総合的に支援するために創設され
ました。

毎年3月1日から3月8日は
「女性の健康週間」です。

　「女性の健康週間」は、平成19年4
月に策定された「新健康フロンティ
ア戦略」において、「女性の健康週
間」が柱の一つに位置付けられ、女
性が生涯を通じて健康で明るく、充
実した日々を自立して過ごすことを
総合的に支援するために創設されま
した。
　健康日本21（第二次）では、健康
寿命の延伸を最終的な目標の一つと
して設定していますが、健康寿命と
平均寿命の差、すなわち、「日常生活
に制限のある期間」は、平成22年に
は男性で9.13年、女性で12.68年であ
り、女性の方が何らかの障害をもっ
て生きている期間が長いことが示さ
れています（図）。健康寿命の延伸の
ためには、平均寿命の延伸と共に、
「日常生活に制限のある期間」を少
なくすることが重要ですが、特に女
性では日常生活に制限なく長生きで
きるための取り組みを進めることが
必要とされています。
　平成24年簡易生命表によると、日
本女性の平均寿命は悪性新生物によ
る死亡によって2.89年短くなってい

ると計算されています。女性の健康
寿命を延伸させるためには、がんの
予防や早期発見が重要であることか
ら、40歳以上の女性には乳がん検
診、20歳以上の女性には子宮頸がん
検診の受診を勧めていますが、その
検診受診率は乳がんで39.1％（40歳
以上女性）、子宮頸がんで37.7％（20
歳以上女性）と未だ低い水準に留ま
っています。がん死亡を減らすため
に、「健康日本21（第二次）」では、
がん検診の受診率を平成28年度に50
％まで引き上げることを目標として
おり、がん検診の受診率を更に向上
させていく必要があります。
　受動喫煙による健康被害の存在
は、日本における研究によって世界
で初めて示されました。この研究で
は、一日あたり20本以上喫煙してい
る夫を持つ妻では、喫煙しない夫を
持つ妻に比べて、肺がんで死亡する
リスクが約2倍であることが示され
ています。国立がん研究センターの
研究によると、家庭や職場での受動
喫煙で一年間に少なくとも4,600人
の女性が亡くなっていると推計され

討会報告書」では、受動喫煙は喫煙
者による「他者危害」であることが
指摘されており、今後、更なる対策
の推進が必要となっています。
　健康日本21（第二次）では、平成
26年までに妊娠中の喫煙をなくすこ
とについても目標として掲げていま
す。妊娠中の喫煙は、妊婦自身の能
動喫煙による健康被害と共に、胎児
に対する「受動喫煙」による健康被
害が明らかにされていることから、
妊娠中の喫煙をなくすための取組は
能動喫煙および受動喫煙の双方の目
的をもった対策として重要です。
　このように、女性には特有の健康
問題が存在し、その対策が必要であ
ることから、厚生労働省では、平成
20年から「女性の健康週間」を定め
て、毎年、全国の自治体の取組事例
を収集し、ホームページで紹介して
います。さらに今年度は、厚生労働
省としても、女性の健康に関するイ
ベントを地方自治体と共同開催する
予定です。「女性の健康週間」をき
っかけに、女性の健康を見つめ直し
て頂ければと思います。

ており、受動
喫煙防止対策
の推進は女性
の健康を向上
させる上で極
めて重要な対
策です。そも
そも、平成21
年3月に取り
まとめられた
「受動喫煙防
止対策のあり
方に関する検

女性の健康週間
厚生労働省健康局がん対策・健康増進課

（図）



やまだ・まさひろ／東京大学文学部卒業。東京学芸大学教授を経て、2008年より現職。専門
は家族社会学・感情社会学・ジェンダー論。子ども・若者・夫婦・家族を取り巻く現状を多
角的に解析して打開策を提言し続け、パラサイトシングル、婚活、格差社会などという言葉
を作り出した社会学者。男女共同参画会議民間議員等の公職を歴任し、現在、男女共同参画
会議専門委員、日本学術会議連携会員。

連載／その1

男女共同参画は、日本の希望⑩　希望を失った女性の行き場は
中央大学・教授　山田 昌弘

（註1）

（註2）

註1：Randorf Nesse “The Evolution of 
Hope and Despai r” ‘Socia l  
Reserchu’ Vol66. No.2 1999
『希望格差社会』の中で、私が想定
したのは若年非正規雇用者であっ
た。非正規雇用者は、正社員と同じ
ように努力しても報われることの少
ない雇用形態である。女性も全体と
して同じ状況に置かれていると言っ
てよいのではないだろうか。女性が
ただ働けばよいというものではな
く、「希望を持って働ける」環境を
整備することが必要である。

註2：一例として内閣府の男女共同参画に
関する世論調査をみてみよう
「夫は外で働き、妻は家庭を守るべ
きである」という考え方について、
賛成の人の割合（％）2002年、2007
年、2012年の、数値を示した。

2002年 2007年 2012年

全体 47.0 44.8 51.6

男性 51.3 50.7 55.2

女性 43.3 39.9 48.4

女　
　

性

20代 33.2 40.2 43.7

30代 32.9 35.0 41.6

40代 37.5 31.7 41.0

50代 40.6 34.3 40.4

60代 50.8 43.1 52.3
70代
以上 63.8 54.8 62.2

20代女性の賛成率が、2002年から
2012年までに10ポイントも上昇し
ている。性別役割分業に反対してい
る人の割合が多い年代は、2002年で
は、20代、30代だったのが、2012
年では40代、50代の女性である。



特集

女性の視点を一層反映した
警察運営の推進

警察庁長官官房人事課

2　女性警察官を巡る現状

（1）採用の拡大

注）

注）

（2）登用の拡大

注）

注）

1　初めに

都道府県警察の女性警察官数及び警察官
に占める女性警察官の割合の推移
（平成14年～25年度）

都道府県警察で採用された
警部以上の女性警察官数の推移
（平成14～25年度）

都道府県警察における女性警察官の部門別配置状況（平成14年、25年度）

注1：数値は各年度4月1日現在である。
　2： 平成23年度以降は定員外とされた育児休

業取得中の者を含んでいる。

注1：数値は各年度4月1日現在である。
　2：組織犯罪対策部門は、14年度は独立した部門としていない。

注：数値は各年度4月1日現在である。



3 　警察における女性の視点
を一層反映した対策の推進
に関する検討会

注）

注）

4 　各都道府県警察等におけ
る取組内容

（1 ）女性警察官交流会議の開催（警
察庁等）

（2 ）育児短時間勤務制度等利用者
の業務指定制度等（愛知県警察）

（3 ）女性活躍推進プロジェクトの
設置等（警視庁）

検討会座長からの報告書提出

女性警察官交流会議の開催状況

キャリアプランシート



女性の視点を一層反映した警察運営の推進

5 　女性幹部職員からのメッ
セージ

（1 ）しなやかに、したたかに
（ 京都府川端警察署
副署長　小山雅子）

（2 ）知能犯捜査に魅せられて
（ 警視庁刑事部捜査
第二課管理官　片岡
麻紀）



いとう・かおり／1966年生まれ。1990年東京大学法学部卒業。1993年ハーバード大学修士課程
修了。1990年郵政省採用。総理府国際平和協力本部事務局参事官補佐、インターネット戦略
企画室長補佐を経て2003年倉敷市総務局長、翌年倉敷市収入役、2007年総務省国際部多国間
経済室長、2008年から倉敷市長就任。現在2期目。

連載／その2　女性首長から

平成27年度日本女性会議開催決定～倉敷から男女共同参画を発信～
倉敷市長　伊東 香織



Media Top Interview Series ❷メディアトップインタビューシリーズ❷

聞き手　佐村 知子
　　　　さむら・ともこ／
　　　　内閣府男女共同参画局長

スペシャル・インタビュー／第36回

─最初に、読売新聞社の女性の活躍
状況や課題、克服への取組について
お聞かせください。
（白石）

─女性の活躍の推進を担当するよう
な組織はありますか？
（白石）

─取材の現場、記者の職場で、女性
が活躍するためには、様々なサポー
トが必要だと思うのですが、このあ
たりはいかがでしょうか？
（白石）

近いうちに女性の役員が誕生する
可能性は極めて大きい。
当然の成り行きだと考えています。



白石 興二郎
日本新聞協会会長

しらいし・こうじろう／
昭和21年、富山県出身。昭和44年、読売新
聞社に入社。昭和50年～平成5年まで政治
部。以後、執行役員メディア戦略局長、常
務取締役編集局長、専務取締役論説委員長
などを経て、平成23年、代表取締役社長に
就任。平成25年6月、一般社団法人日本新
聞協会会長に就任し、現在に至る。

─現場の厳しさが変わらないのは、
取材相手である政治、経済、社会で
女性の活躍が進んでいないことにも
原因がありますね。新聞が啓発して
くれると良いなと思いますが、現実
を記事にするものでもありますし。
（白石）

─女性記者が、産休や育休を取って
戻る場合も出てきていると思います
が、そういう経験をプラスにしてい
る例、工夫はありますか。
（白石）

─復職制度までお考えだというのは
すばらしいですね。
（白石）

～社会の常識が変われば、我々も変る。我々が変われば、社会も変わる。
そういう意味では我々の責任も大きいですね。～



─新聞協会として、女性の活躍、ワ
ーク・ライフ・バランス（WLB）
などの問題を検討する場や組織はあ
るんでしょうか？
（白石）

─経団連でも企業行動委員会の中に
女性の活躍推進部会が立ちあがりま
した。新聞協会でも、是非（笑）。
　話は変わりますが、女性の登用を
進めるため、上場企業のコーポレー
ト・ガバナンス報告書に、役員の男
女別構成を記載するよう働きかけた
り、内閣府のHPでの女性の役員・
管理職比率や登用目標、男女別の勤
続年数・育休取得率などの開示をお
願いしています。新聞協会としても
是非こういった情報の開示にご協力

─両立支援は子育てだけでなく介護
でも問題になってきています。介護
の場合は、男女問わず育て上げて管
理職になった人が両立を求められ
る。これから訪れてくるそういう社
会の前哨戦としても仕事と家庭の両
立支援、WLBを考えることは大切
です。
（白石）

─本日は、ありがとうございました。

いただけないでしょうか？
（白石）

─「Women’s Voice」という、読
売新聞のリクルートサイトでは女性
の先輩の方々が、いろんな経験を語
られていますね。
（白石）

読売婦人附録（大正3年4月3日、日本の新聞初の婦人面を制作） よみかきの森保育園読売新聞社新社屋

（注）　日本新聞協会調べ

（※2）　日本新聞協会加盟社　
　　 　部門別女性従業員等の割合

（注）　日本新聞協会調べ

（※1）　日本新聞協会加盟社　
　　 　女性従業員等の割合

（注）　日本新聞協会調べ

（※3）　日本新聞協会加盟社　
　　 　女性記者の割合

 読売新聞社提供

読売新聞の新社屋内に4月にオープンする
事業所内保育所『よみかきの森保育園』。
広さ170m2で定員は23人程度。社員の子ど
もだけでなく、近隣の企業からも子どもを
受け入れる予定



イクメン応援イベント（パパ力検定）
の様子

中学生のためのメディア・リテラシー
体験講座の様子

男女共同参画と福祉に関する複合施設
「千葉市ハーモニープラザ」内に千葉
市男女共同参画センターがあります

取組事例ファイル／自治体編

あらゆる人々の
「ハーモニー」の
実現に向けて

千葉市男女共同参画センター

地域に出向いて活動を

千葉市

千葉市初「イクメン応援イベント」
の開催

千葉市は、千葉県のほぼ中央に位置し、都心に近いことから、東京のベッドタウンとしても成長してきた人口約
96万人の政令指定都市です。市の中心部は、高層ビルが立ち並ぶなど近代的な街並みとなっている一方、郊外は
自然に恵まれ、緑豊かな側面も併せ持っています。また、千葉港に造成された3つの人工海浜の総延長は、4,320m
で日本一であるほか、千葉都市モノレールの営業距離15.2kmは、懸垂型としては世界最長を誇ります。



図表1　政策・方針決定過程への女性

図表2　市区町村における男女共同参画計画の策定率の推移

行政施策トピックス

Ⅰ 　政策・方針決定過程への女
性の参画状況

• 都道府県防災会議について、女性のい
ない会議が初めて0となった。また、
女性委員の割合も昨年調査時の4.6％
から10.7％へと大幅に増えた。
• 国の審議会等における女性委員の割合
が3年ぶりに上昇し、調査開始以来最

政策・方針決定過程への女性の参画状況
及び地方公共団体における男女共同参画
に関する取組の推進状況について

内閣府男女共同参画局推進課

高値の34.1％となった。



の参画状況

図表3　男女共同参画に関する計画の策定状況（市区町村）

Ⅱ 　地方公共団体における男女
共同参画に関する取組の推進
状況国連ナイロビ将来戦

略勧告（1990年）に
おいて、「指導的地
位に就く婦人の割合
を、1995年までに少
なくとも30％にまで
増やす」との数値目
標を設定

「社会のあらゆる分
野において、2020年
までに、指導的地位
に女性が占める割合
が、少なくとも30％
程度になるよう期待」
（平成15年6月20日
男女共同参画推進本
部決定）



共同参画情報部

［ ］

内閣府

男女共同参画宣言都市奨励事業（石川県金沢市）

内閣府

「男女共同参画週間」キャッチフレーズ募集

厚生労働省

パート社員が活躍できる企業へ
～自社の課題を知り、他社に学ぶ～
セミナー・個別相談会開催のご案内

国立女性教育会館（NWEC）

「女子大生キャリア形成セミナー」実施報告

国立女性教育会館（NWEC）

「女性情報アーキビスト養成研修（入門）＋
（実技コース）」実施報告

【スケジュール】



編集後記

男女共同参画センター横浜
（愛称：フォーラム）

公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会

月刊総合情報誌
「共同参画」2月号

第65号●2014年2月10日発行
編集・発行●内閣府
〒100-8914
東京都千代田区永田町1-6-1
内閣府男女共同参画局総務課
電話●03-5253-2111（代）
印刷●日昇印刷株式会社

男女共同参画センターだより

　当センターは1988年に横
浜女性フォーラムとして開
館。以来、愛称「フォーラ
ム」として、市民に親しまれ
てきました。その後、2005
年から現在の名称となり、
横浜市の男女共同参画セン
ター3館の中心館としての
機能を担っています。2013
年度には開館25周年を記念
し、利用者から公募したメ
ッセージをもとに地元の女
性シンガーソングライター
による歌と映像「ひとりじゃ
ないよ」を制作し、YouTube

とからだと生き方の総合相
談では電話・面接等で年間
約6,300件の相談を受けて
います。また、依存症や暴
力被害などそれぞれの悩み
を軸にわかちあう自助グル
ープに場を提供し、年間の
べ3,000人がミーティングに
参加しています。近年は“ガ
ールズ”（若年女性無業者）
自立支援のための講座や就
労体験事業、女性起業家た
まご塾など起業支援事業、
市内の中学・高校・大学へ
のアウトリーチとして「デ

でも配信し
ています
（写真）。
　ゆったり
とした敷地
にはさまざ
まな樹木が
あり、季節
ごとに花が

ートDV」予
防啓発授業
などに力を
入れるほか、
性暴力被害
者支援体制
づくりのた
めのフォー
ラムや、各

咲く前庭は親子連れでにぎ
わっています。延床面積約
6,000m2、3階建ての施設に
は、情報ライブラリ、子ど
もの部屋、女性起業UPルー
ム、生活工房、フィットネ
スルーム、ホール、貸会議
室等などがあり、年間の来
館者はおよそ32万人に上り
ます。
　事業では、女性の就業支
援、健康支援、心とからだ
と生き方の相談、市民グル
ープ・NPO等との協働事業
などを実施しています。心

種就業支援の成果を検証す
る調査研究、東日本大震災
を契機として災害時の男女
共同参画センターの役割調
査などにも取組んできまし
た。
　25年を経て、シニア世代
となった利用者のもつ知恵
や技術を若い世代に伝えて
もらうこと、若者や新規の
利用者に足を運んでもらう
こと、市民といっしょに地
域に身近な男女共同参画を
広げていくことがこれから
の課題です。

　6月23日から始まる男女
共同参画週間用のキャッチ
フレーズを今月一杯募集し
ています。今年のテーマは、
「男性がもっと家事・育児・
介護・地域活動に関わりた
くなるようなキャッチフレ
ーズ」です。
　去年は、過去最高の3290
点の応募がありました。
　どれもみな素晴らしいキ
ャッチフレーズで審査員の
方々も選ぶのにご苦労され
ていました。
　今年も素晴らしいキャッ
チフレーズがどのくらい応
募されるか、スタッフ一同
楽しみにしております。
　今まで応募したことが無
い人も男女共同参画につい
て考えてみる良い機会だと
思います。我こそはと思わ
れる人は、ホームページか
ら是非応募してください。

（編集デスク　K.K）

【2月号表紙】
　イラストレーション／

平田利之
　「生涯を通じて心も身体も
健康に！」

kaho*『ひとりじゃないよ
 ～25th Anniversary Song～』PV
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