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主な予定
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2月12日

シンポジウム「女性技術者登用による産業競争力強化を目指して」
（東京都
千代田区）

2月15日

男女共同参画宣言都市奨励事業（山梨県甲府市）

3月1日〜8日

女性の健康週間（主唱：厚生労働省、
（社）
日本産婦人科医会、
（社）
日本産科
婦人科学会）

3月8日

国際女性の日

3月8日

男女共同参画宣言都市奨励事業（石川県金沢市）

3月10日

農山漁村女性の日（主唱：農林水産省）

3月10日〜21日

第58回国連婦人の地位委員会（CSW）
・
（ニューヨーク）

巻頭言

共同参画に寄せて

&OREWORD

公益社団法人
経済同友会
代表幹事
長谷川 閑史

人口減少下の日本の労働力を支え、持続的経済成長を実現するために重要
なのは「女性の活躍促進」である。また、イノベーションの創出には多様性
が必要であり、その観点からも女性への期待値は高い。現に、昨年来日され
た国際通貨基金（IMF）のラガルド専務理事は、
「働く女性を増やせば、日
本経済の成長が増幅される」との力強いメッセージを出されている。
本会では、政府の「指導的地位に占める女性の割合を、2020年までに30％
にする」目標値達成に向けて、各社の努力目標として積極的に取り組むこと
を推奨している。長時間労働を減らし、男性が育児や家事に主体的に参画し
やすい環境を整え、男女ともに柔軟な働き方を選択できることが極めて重要
である。加えて、管理職の女性比率を高めるには、女性の採用比率を高め、
潜在力を持つ女性へのメンター・プログラムを実施するなどの地道な努力も
必要である。
企業において、多様な能力、価値観、考え方を持つ「人財」を尊重し、受
容し、活躍を促進してゆく「ダイバーシティ＆インクルージョン」が推進さ
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れるよう、これからも働きかけていきたい。
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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／
山田 昌弘（中央大学教授）
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女性の視点を一層反映した
警察運営の推進
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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〜」／
伊東 香織（倉敷市長）
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メディアトップインタビューシリーズ②／

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
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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
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ニュース＆インフォメーション

女性情報アーキビスト養成研修実施報告 他
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男女共同参画センターだより

男女共同参画センター横浜

▼公式Facebook始めました！

▼公式ホームページはこちら
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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
不妊症とは、
「妊娠を希望している
夫婦が2年以上避妊を行わず一般的
な夫婦生活を送っていても子どもが
できない状態」と定義されています。

療などの治療が行われますが、必ず

齢や妊娠・出産年齢が上昇しており、

しも全ての方で妊娠が成立するわけ

平成24年には、平均初婚年齢が男性

ではありません。

30.8歳、女性29.2歳となり、第1子出

3．男性・女性ともに妊娠・出産
には適した年齢があります

産時の女性の平均年齢が30.3歳とな
っています。
このような変化と医療技術の進歩

月経周期が順調な人なら年間12〜

「いつでも子どもは持てる」と思

に伴い、体外受精をはじめとする不

13回の排卵があります。その中で妊

いがちですが、女性の年齢が上がる

妊治療を受ける方は年々増加（図4）

娠に結びつくような周期は3割程度と

につれて、不妊治療を受けても妊娠

してきており、体外受精及び顕微授

考えられています。避妊をせずに性

しにくくなっていくことや、不妊治

精により出生した子の数は、全体の

交渉を続けた場合、1年で80％、2年

療によって妊娠に至っても流産して

出生数の約3％（平成22年）を占めて

で90％が妊娠すると言われています。

しまう確率が上昇してしまうことが

います。

2．不妊症の原因

分かっています（図1、図2）
。

また、体外受精などの生殖補助医
療を受ける方の年齢も上昇しており、

○ 女性について

妊娠が成立するためには、卵子と

妊娠・出産には適した年齢があり

一方で、一般的に、高年齢での妊娠・

精子が出会い、受精して着床する過

ます。女性の卵子は、加齢とともに

出産は、様々なリスクが高まるとと

程で、多くの条件が整う必要があり

質・量共に低下する（図3）ため、30

もに、出産に至る確率も低くなるこ

ます。不妊症は、これらの過程のい

歳を超えると妊娠率が徐々に低下し、

とが医学的に明らかになっています。

ずれかが障害を受けることで起こり

35歳を超えると明らかに低下します。

体外受精や顕微授精は1回の治療

ます。

○ 男性について

不妊症の原因は、男性側が24％、
女性側が41％、両方にある場合が24
％、原因不明が11％と言われていま
す。原因に応じて、排卵日を診断し
て性交のタイミングを合わせるタイ
ミング法、手術や投薬、生殖補助医

加齢とともに、妊娠率が低下する
との研究報告があります。

4．不妊に悩む方への特定治
療支援事業について
近年、我が国においては、結婚年

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



費が高額です。
その経済的負担が重いことから十
分な治療を受けることができず、子
どもを持つことを諦めざるを得ない
方も少なくないです。
このため、国としては、平成16年
度よりその経済的負担の軽減を図る

図2 不妊治療における年齢と流産率（流産数/妊娠周期数）

日本人の平均寿命は延びています。20〜30歳代は、仕事を始めたり、
家庭を持ったり、社会の中で自分の役割が充実する重要な時期です。
ライフプランを考える中で、子どもを持つ時期についても、早くから
よく考えておく必要があります。
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図3 女性の各年齢における卵子の数の変化

討会」といいま

厚生労働省では、検討会の報告書

す。
）を設け、よ

を踏まえ、
特定治療支援事業のうち、

り適切な特定治

①助成対象年齢、②年間助成回数、

療支援事業等の

③通算助成回数、④通算助成期間に

あり方について

ついて見直し
（図5）
を予定しています。

検討しました。
検討会におい
て、年齢別の妊

7．不妊専門相談センターに
ついて

娠・出産に伴う

不妊について悩む夫婦等を対象

様々なリスク等

に、現在、全国61か所（平成24年

について分析・

度）の不妊専門相談センターにおい

評価を行った結

て、専門的知識を有する医師等が医

果、安心・安全

学的な相談や心の悩みの相談に応じ

ことを目的として、体外受精及び顕

な妊娠・出産に資するという観点か

るとともに、不妊治療に関する情報

微授精に要する費用の一部を助成す

ら、助成対象範囲の見直しを行うこ

提供を行っています。

る、
「不妊に悩む方への特定治療支

とが適当であることが同年8月にと

援事業」
（以下「特定治療支援事業」

りまとめられました。

といいます。
）を実施しています。

5．特定治療支援事業等のあ
り方について
最新の医学的知見も踏まえ、本人

なお、厚生労働省ホームページに
全国の不妊専門相談センターの一覧

なお、検討会の報告書及び年齢別

を掲載してあります。

の妊娠・出産に伴う様々なリスクや
医学的知見等の詳細につきまして
は、厚生労働省ホームページに掲載

また、一部の不妊専門相談センタ
ーの取組事例についても厚生労働省

してあります。

ホームページに掲載してあります。

の身体的・精神的負担の軽減や、よ
り安心・安全な妊娠・出産に資する
という観点から、平成25年5月に「不
妊に悩む方への特定治療支援事業等
のあり方に関する検討会」
（以下「検

6．特定治療支援事業の助成
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5 助成対象範囲の見直しについて



特集（その2）

女性の健康週間
厚生労働省健康局がん対策・健康増進課

毎年3月1日から3月8日は「女性
の健康週間」です。

ると計算されています。女性の健康

討会報告書」では、受動喫煙は喫煙

寿命を延伸させるためには、がんの

者による「他者危害」であることが

「女性の健康週間」は、平成19年

予防や早期発見が重要であることか

指摘されており、今後、更なる対策

4月に策定された「新健康フロンテ

ら、40歳以上の女性には乳がん検

の推進が必要となっています。

ィア戦略」において、
「女性の健康

診、20歳以上の女性には子宮頸がん

健康日本21（第二次）では、平成

週間」が柱の一つに位置付けられ、

検診の受診を勧めていますが、その

26年までに妊娠中の喫煙をなくすこ

女性が生涯を通じて健康で明るく、

検診受診率は乳がんで39.1％（40歳

とについても目標として掲げていま

充実した日々を自立して過ごすこと

以上女性）
、子宮頸がんで37.7％（20

す。妊娠中の喫煙は、妊婦自身の能

を総合的に支援するために創設され

歳以上女性）と未だ低い水準に留ま

動喫煙による健康被害と共に、胎児

ました。

っています。がん死亡を減らすため

に対する「受動喫煙」による健康被

に、
「健康日本21（第二次）
」では、

害が明らかにされていることから、

がん検診の受診率を平成28年度に50

妊娠中の喫煙をなくすための取組は

％まで引き上げることを目標として

能動喫煙および受動喫煙の双方の目

おり、がん検診の受診率を更に向上

的をもった対策として重要です。

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

させていく必要があります。

このように、女性には特有の健康

ア戦略」において、
「女性の健康週

受動喫煙による健康被害の存在

問題が存在し、その対策が必要であ

間」が柱の一つに位置付けられ、女

は、日本における研究によって世界

ることから、厚生労働省では、平成

性が生涯を通じて健康で明るく、充

で初めて示されました。この研究で

20年から「女性の健康週間」を定め

実した日々を自立して過ごすことを

は、一日あたり20本以上喫煙してい

て、毎年、全国の自治体の取組事例

総合的に支援するために創設されま

る夫を持つ妻では、喫煙しない夫を

を収集し、ホームページで紹介して

した。

持つ妻に比べて、肺がんで死亡する

います。さらに今年度は、厚生労働

健康日本21（第二次）では、健康

リスクが約2倍であることが示され

省としても、女性の健康に関するイ

寿命の延伸を最終的な目標の一つと

ています。国立がん研究センターの

ベントを地方自治体と共同開催する

して設定していますが、健康寿命と

研究によると、家庭や職場での受動

予定です。
「女性の健康週間」をき

平均寿命の差、すなわち、
「日常生活

喫煙で一年間に少なくとも4,600人

っかけに、女性の健康を見つめ直し

に制限のある期間」は、平成22年に

の女性が亡くなっていると推計され

て頂ければと思います。

は男性で9.13年、女性で12.68年であ

ており、受動

り、女性の方が何らかの障害をもっ

喫煙防止対策

て生きている期間が長いことが示さ

の推進は女性

れています（図）
。健康寿命の延伸の

の健康を向上

ためには、平均寿命の延伸と共に、

させる上で極

「日常生活に制限のある期間」を少

めて重要な対

なくすることが重要ですが、特に女

策です。そも

性では日常生活に制限なく長生きで

そも、平成21

きるための取り組みを進めることが

年3月に取り

必要とされています。

まとめられた

平成24年簡易生命表によると、日

「受動喫煙防

本女性の平均寿命は悪性新生物によ

止対策のあり

る死亡によって2.89年短くなってい

方に関する検



（図）

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：Randorf Nesse The Evolution of
Hope and Despair
Social
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

前回示したように、女性が経済的に活

年配のキャリアウーマンの女性にこの

躍したいと思っても、正社員にはその裏

話をすると、男性以上に努力する姿をみ

で家族を支える専業主婦がいることを前

せるべきだとか私は差別に負けないで頑

提とした日本的労働慣行が、その実現を

張ってきたなどと言われることがままあ

阻んでいます。

ります。もちろん、そのような強い女性

しかし、それだけではありません。男

もいるでしょう。しかし、多くの女性が

女雇用機会均等法ができて20年近く経っ

同じように強いわけではありません。私

た現在でも、微妙な形で女性差別が残っ

は、
『希望格差社会』の中で、アメリカの

ています。私が直接話を聞いた三ケース

社会心理学者の論文を引いて、
「努力が

を取り上げます。三人とも当初は企業で

報われると思えば希望が生じる、努力し

仕事を続けようと意気揚々としていた大

ても無駄だと思えば絶望が生じる」と書

卒女性です。

。
「男性と同じように努
きました（註1）

総合職として大手企業に入社した女性

力しても、男性と同じようには報われな

が、微妙な差別に気づきました。同期で

い」状況は、多くの働く女性のやる気を

入った男性は業績が振るわなくても、一

削いでいくのです。そして、他に努力す

定の年齢になると主任や係長に昇進して

れば報われる場があると思えば、そちら

います。しかし、同期の女性は、業績を

に行って自分の能力を生かそうとするの

上げている何人かの女性は男性と同じに

は当然です。

昇進しているけれど、年齢がいっても役

最初の女性は、海外に活路を求め、二

なしの女性も多いといいます。男性であ

番目の女性は不本意ながら教師の道を選

るというだけで昇進させる企業に嫌気が

びました。そして最後の女性は、仕事で

さし、語学能力を生かして海外の企業に

活躍する事を諦め、専業主婦になること

転職し、今は管理職に昇進しています。

を狙っています。彼女たちを責めること

ある中小企業で、支店長に見込まれ、

が出来るでしょうか。新卒一括採用慣行

大卒総合職第一号として入社した女性が

のせいで、中途で正社員になる道は狭

います。しかし、配属された現場の男性

い、その上に女性として差別される。正

上司は、大卒男性と同じに扱わず、一般

社員と結婚して主婦になるしか、自分の

職高卒女性と同じ仕事しかさせてくれな

将来はないと考える、これは、現状では

女
性

全体

47.0

44.8

51.6

男性

51.3

50.7

55.2

女性

43.3

39.9

48.4

かったといいます。人事が注意しても現

合理的な願望です。それが実現する可能

20代

33.2

40.2

43.7

場の上司は聞き入れなかったそうです。

性は低くなっていますが。

30代

32.9

35.0

41.6

彼女はいたたまれず退社。女性差別が少

40代

37.5

31.7

41.0

ないと考え、高校教師になりました。

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。

今世紀に入ってから、若い女性の中で
専業主婦志向が増える傾向にあります。

ある地方で婚活中の30代女性に会いま

これは、様々な調査データによって支持

した。話を聞くと、ホテルで正社員とし

。これは、仕事にお
されています（註2）

て働いていたのが、業績悪化で人員を削

いて女性差別的状況が続いており、なか

減の際、退職を余儀なくされました。理

なか改善されない結果生じている傾向だ

由は未婚女性で親と同居しているから生

と思って間違いないでしょう。

活に困らないだろうと言われたそうです。
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。
9AMADA -ASAHIRO
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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

1 初めに
昨今、警察を取り巻く現状は非常

2 女性警察官を巡る現状
（1）採用の拡大

（2）登用の拡大
女性警察官の幹部への登用も進ん
でいます。都道府県警察で採用され、

これまでも警察では、女性警察官

警部以上の階級にある女性警察官

察活動においても、国民から「安全」

の採用に積極的に取り組んできまし

は、平成25年4月1日現在、254人で

の確保だけではなく、
「安心」や「不

た。

あり注）、警察署長を始め、警察署の

に複雑になってきており、日々の警

安感の解消」といった多種多様な要

昭和21年に初めて女性警察官を採

刑事課長等にも登用されています。

請が寄せられ、これらの対応が求め

用して以降、現在では毎年1000名を

職域についても、従来は女性警察

られています。

超える女性警察官を採用しており、

官の多くが交通部門に配置されてい

女性警察官数は年々増加しています。

ましたが、現在は他の職域に配置さ

保という点からは、女性の生命を脅

平成24年度には約1,500名（新規採用

れる女性警察官の割合も増加してき

かすストーカー事案・配偶者からの

者総数に占める比率は13.0％）の女

ています。特に、女性が被害者とな

暴力事案や、女性の尊厳を踏みにじ

性警察官が採用され、平成25年4月1

る性犯罪や配偶者からの暴力事案等

る性犯罪等への対処が重要となりま

日現在、全国都道府県警察では、女

において、捜査や被害者支援に女性

身近な日常生活の安全・安心の確

注）

す。これらの犯罪は、各種法令を適

性警察官約18,700人

が勤務してお

警察官の能力や特性が生かされてい

用して取り締まり、また、その未然

り、警察官に占める女性警察官の割

るほか、暴力団対策、警衛・警護等

防止を図ることはもちろんですが、

合は7.2％となっています。

を含め、全ての分野にその職域が拡

性犯罪被害者の支援を始め、女性被

注）育児休業中の者を含みます。

大しています。
注）うち44名は警視です。

害者の心情やニーズに寄り添った施
策を進めていくことが求められてい
ます。
さらに、少子高齢化の中にあっ

都道府県警察の女性警察官数及び警察官 都道府県警察で採用された
に占める女性警察官の割合の推移
警部以上の女性警察官数の推移
（平成14年〜25年度）
（平成14〜25年度）

て、女性の力の活用は、社会全体の
大きな課題となっています。これは
警察においても例外ではなく、
「
「女
性の力」をより積極的に取り込むこ
とが、警察を強くする」
（平成25年5
月に提出された「警察における女性
の視点を一層反映した対策の推進に
関する報告書」
）という観点から、

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：数値は各年度4月1日現在である。

女性の視点を一層反映し得る体制を
構築することが必要となっています。

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）

国民の期待と時代の要請に対応する
ためには、
「女性の力」をもって、
警察力を質的に強化することが求め
られているのです。

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。



警察では、
「
「女性の力」をより積極的に取り込むことが、警察を強く
する」という観点に基づき、女性の視点を一層反映した警察運営の推
進に向け、各都道府県警察を中心として各種取組を進めています。
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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
以上のような現状を受け、警察に

愛知県警察では、部分休業制度や

4 各都道府県警察等におけ
る取組内容

育児短時間勤務制度の制度利用者を

（1）女性警察官交流会議の開催（警

計画的に勤務しやすい係を指定した

配置するポストとして、あらかじめ

察庁等）

上で、制度利用者2名に対してフル

おける女性の活用方策等について検

警察庁や各管区警察局等では、警

タイム勤務者1名を増員配置するこ

討するため、平成25年1月から、5人

察組織のマイノリティであるために

とで、育児短時間勤務等の制度を利

の部外有識者による「警察における

理想とするロールモデルを見つける

用しやすくし、かつ、所属の負担軽

女性の視点を一層反映した対策の推

ことが困難であったり、相談相手と

減を図っています。

進に関する検討会」が計4回開催さ

なる先輩や同僚がおらずに孤立し、

また、全女性警察官を対象とした

れました。

仕事と私生活の両立に苦悩しがちな

アンケート等を通じて女性職員から

同検討会は、同年5月に「警察に

女性職員のために、女性幹部による

の意見収集を行った上で、これらの

おける女性の視点を一層反映した対

講演や女性職員同士による意見交換

意見を踏まえ、仕事と育児のバラン

策の推進に関する報告書」を取りま

の場を提供するため、
「女性警察官

ス別に昇任試験への挑戦時期を紹介

とめ、
「警察が女性の視点を一層反

交流会議」を開催しています。

したキャリアプランシートを作成し、

映した組織へと変わり、女性被害者

女性職員の昇任への意識付けを図っ

等への対応強化等多様性のある社会

ているほか、電子メールを活用した

のニーズに応えられるようになる」

女性専用の相談窓口を設置し、相談

というこれからの向かうべき方向性

者があらかじめ指定された女性メン

注）

を示しました 。

ターから回答を受けられる仕組みを

警察では、本報告書を踏まえ、全

構築するなどしています。

職員の意識改革の徹底、性別を問わ
ない能力・実績に応じた積極的な人

愛知県警察のこのような取組に対
女性警察官交流会議の開催状況

材登用や女性職員が更に働きやすい

交流会議においては、参加職員の

職場環境づくり等の取組を推進して

間で積極的な意見交換がなされ、

います（具体的な取組内容について

「男女を問わない意識改革が何より

は、4参照）
。

大事だと痛感した」
「女性一人一人

注）本報告書については、HP上でも閲覧
可能となっています（

が頑張っている姿を見せることが、

）
。

援制度を利用する女性側も制度に甘

しては、平成25年11月に警察庁長官
賞が授与されています。
キャリアプランシート

男性の意識改革への近道」
「両立支
えていてはだめ」
「採用・登用拡大
に見合う基礎を身に付ける必要があ
る」といった様々な意見が寄せられ
ています。本交流会議は、今後も引
き続き、各管区単位・各都道府県警
察単位で開催していく予定です。

（3）女性活躍推進プロジェクトの
設置等（警視庁）
警視庁では、平成25年9月、女性警

検討会座長からの報告書提出

（2）育児短時間勤務制度等利用者

視をトップとする女性活躍推進プロ

の業務指定制度等（愛知県警察）

ジェクトを立ち上げました。このプ


女性の視点を一層反映した警察運営の推進
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ロジェクトが中心となって平成25年

とは言うものの、女性職員たちに

ますが、不正を見つけてもできるこ

12月には「女性の視点を一層反映し

話を聞くと、仕事と育児の両立に悩

とは勧告程度。警察では犯人を逮捕

た警察運営アクション・プログラム」

んだり、昇任や専務員を目指すこと

して有罪判決を得るなど、よりスト

を策定し、組織を挙げて女性の視点

を躊躇ったりと思いは複雑です。そ

レートに不正を糺し、社会正義を実

を反映した警察運営に取り組んでい

んなとき、背中を一押しすることが

現できる点が魅力でした。

ます。

できたら、と自身の役目を考えてい

入庁した頃は捜査の現場はベテラ

ます。また、彼女らの思いや希望を

ンの男性ばかり。自分に一体何がで

自身の知識や経験を伝える適任者で

組織に届け、そして反映できるよう、

きるのか不安でしたが、取り組んで

ある女性幹部を「警視庁キャリア・

わずかでもお手伝いができたらと思

みると「構成要件該当性という命題

アドバイザー」として指定し講演を

います。

を証拠で証明する」ことが面白く、

その一環として、後進育成のため

行わせる制度や全所属への子育てア

私自身、3人めの子供が生まれた

膨大な捜査書類も皆で大きな論文を

ドバイザーの配置等の施策を推進し

とき、警察官だった夫が単身赴任と

書いている様で、時間を忘れて捜査

ています。

なり、3人の子供を連れて赴任先に

に没頭しました。

向かう途中、電車の中で子供がジュ

知能犯捜査は、法の網の目を逃れ

ースをこぼし泣きそうになったこと

ようとする犯人との知恵比べでもあ

や、子供の行事と仕事がぶつかりど

り、財務や法律の知識と経験をフル

ちらも選べず挫けそうになったこと、

に活用し、国際的に暗躍する相手に

（ 京都府川端警察署

他府県出動中に子供が怪我したこと

は英語も使うなど、知的な刺激に満

副署長 小山雅子）

など、いろいろな思い出が今、よみ

ちています。子供の頃から本の虫だ

「フレーフレー女

がえりますが、そんなひとつひとつ

った私には、押収品の詰まったダン

性警察官！」のコー

を、家族や同僚らのサポートをいた

ボールも宝の山。中の資料をこつこ

ルが聞こえてくる今

だきながらも乗り越えてきたからこ

つ読んで証拠を探す作業が楽しいの

日この頃。副署長をしている私にと

そ、今日、頑張れるのだと思います。

です。

って、
同僚や後輩の女性警察官の頑

しなやかに、したたかに、背伸び

署の刑事組対課長を拝命した時も

しすぎず、自分らしく精一杯！をモ

不安でしたが、
「捜査が大好き」
「複

ットーに、女性警察官の仕事を全う

雑な事件を沢山やった」という気持

したいと思っています。

ちで前に踏み出し、素晴らしい捜査

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

張りや活躍が何よりの喜びです。
警察官として仕事らしい仕事をさ
せてもらえず、捜査をさせてほしい
と願っても相手にしてもらえなかっ
た日々。今、女性警察官が内外から

員達に恵まれて、近隣署に勝るとも
（2）知能犯捜査に魅せられて

劣らぬ成果が出せました。

必要とされ、また、その期待に応え

（ 警視庁刑事部捜査

昨今は捜査の分野でも、優秀で意

ていく姿を見ていると、頼もしい限

第二課管理官 片岡

欲に満ちた女性達が多数活躍してい

りです。以前、警察学校で教官をし

麻紀）

ます。捜査には活動的なイメージも

ていた当時、卒業していく女性警察

私は20年前、公認

ありますが、実際は根気のいる作業

官達に「仕事のできる職場の花にな

会計士として勤務し

が結果に繋がる地道な仕事です。性

ってほしい。
」と言って送り出してき

ていたところ、知人に勧められ警視

差よりも努力が活きる仕事であり、

ました。職場に女性がいるだけで和

庁の特別捜査官に応募し、捜査第二

チームワークである点も女性に向い

むのは悪いことではないでしょう。

課で企業を巡る知能犯捜査に従事す

ています。一人でも多くの女性に、

でも、仕事では、男性も女性もない

ることになりました。

捜査に興味を持ってもらえればと願

のです。


公認会計士も企業会計の監査をし

っています。

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
倉敷市は、岡山県南部に位置し、瀬戸

上を目指して保育士の確保や資質向上に

内海に面し温暖な気候に恵まれた人口48

取り組んでまいります。また、学童保育

万人余りの中核市です。市の中心には、

の対象を小学校6年生までに拡大、さら

江戸時代に幕府直轄領の物資の集積地

に、乳幼児を対象とした親子が気軽に集

「天領」として栄え、今でも白壁の屋敷、

える場所である、つどいの広場や地域子

倉敷川沿いの柳並木などロマン薫る美観

育て支援センター等の地域子育て支援拠

地区があり、南部には、瀬戸内海と瀬戸

点を市内に19か所設置するなど、子育て

大橋が一瞥できる鷲羽山からの雄大な眺

と仕事が両立できる環境の整備に努めて

望など観光資源が豊富な市です。一方で

きました。男性に対し「はじめてパパの

は水島コンビナート、玉島地区南部にも

育児ガイド」を配布したり、子育てサロ

大手工業を有し、繊維のまち児島は国産

ンや赤ちゃんの駅等の情報を載せた「子

ジーンズ発祥の地でジーンズ販売を行う

育てマップ」の配布など子育てを家族や

店舗が並んだジーンズストリートがある

地域で支えるための情報発信も積極的に

など、産業分野でも恵まれています。

行っています。このように私が女性の市

男女共同参画の分野では、倉敷市は平

長として男女共同参画の視点を持ちなが

成12年の倉敷市男女共同参画都市宣言を

ら各種施策を行うことが、男女共同参画

はじめ、全国に先駆けた男女共同参画条

の推進に少しでも役にたてばと思ってい

例の制定、平成21年のDV防止基本計画の

ます。また、何よりも市民一人一人が、

策定など、積極的な取り組みを行ってま

家庭、地域、職場など身近なところから

いりました。しかし、いまだ男女共同参

男女共同参画を広げていくことが大切で

画はあまり進んでいるとはいえず、男女

あると思っています。

共同参画の実現のために取り組むべき施

このような思いの中、本市で男女共同

策として、育児の支援を行うための制度

参画を推進している団体を中心に日本女

や保育施設を充実させるよう多くの市民

性会議を倉敷で、という気運が高まり、

が望んでいるというアンケート結果が出

日本女性会議が平成27年度に倉敷市で開

ています。私は、主に母親に負担がかか

催されることが決定しました。この会議

っている子育ての問題を解決することは

の開催を通じて増々本市の男女共同参画

男女共同参画社会の実現につながると考

を推進し、男女共同参画社会実現のため

え、
「子育てするなら倉敷でと言われるま

の飛躍のチャンスにしたいと考えており

ち」を市長公約に挙げています。これを

ます。また、本市の魅力を全国の皆さん

実現するため妊婦健診の公費負担回数を

にお伝えする機会でもありますので、男

14回までに拡大し、入院・通院分に係る

女共同参画を学び合うだけではなく、歴

医療費の公費負担をこれまでの就学前か

史ある町並みを楽しんでいただきますよ

ら小学校6年生までに拡大するといった

う、実行委員会を立ち上げて充実した会

施策を行い、さらに待機児童解消に力を

議となり最大のおもてなしができますよ

入れ、本年度の民間保育所2園の新設に

う取り組んでおります。平成27年度秋、

続いて、来年度も3園の民間保育所新設

ぜひ倉敷の地へお越しください。

を決定しました。今後は、保育の質の向
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。
)TO +AORI
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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。
3HIRAISHI +OUJIROU

メディアトップインタビューシリーズ❷

Media Top Interview Series

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

─最初に、読売新聞社の女性の活躍

生する可能性は極めて大きい。男女

をおいていますが、専門の推進組織

状況や課題、克服への取組について

を問わず登用するということからし

は現在ありません。また、何割まで

お聞かせください。

て、
当然の成り行きだと考えています。

女性を登用するとか、いつまでにど

（白石） 読売新聞の場合、東京、大

また、新聞社には編集だけでな

のように目標を掲げていくか、具体

阪、福岡（西部）の3つの本社で個々

く、事業や営業など多機能の仕事が

的なところはまだ作っておりませ

に採用をしています。東京本社では、

あり、その現場でも女性の活躍が求

ん。こうした機会に検討していかな

雇用機会均等法が施行される前の

められています。
（※2）

ければと考えています。

1982年から女性記者を毎年採用して

さらに、読売新聞の販売店では、

─取材の現場、記者の職場で、女性

おり、女性記者の比率は昨年の4月

全国の従業員全体に対する女性の比

が活躍するためには、様々なサポー

で19.7％、概ね20％になっています。

率が40％を超えています。特筆すべ

トが必要だと思うのですが、このあ

また、広告・事業・販売の現場の従

きは
「ユース」
という販売店グループ。

たりはいかがでしょうか？

業員も加味すると女性の比率は毎年

ここは、女性比率が75％、女性の店

（白石） 転勤など地方での生活を余

高まっていて昨年4月の新入社員で

主ももちろんいます。ユースの定例

儀なくされるのが、取材記者の職場

は女性が4割です。大阪本社など、採

会議に出ましたところ、圧倒される

です。全国紙と言われる新聞社、通

用人数の多いところは同じような比

ような女性のパワーを感じました。

信社では、新卒の記者を本社内で教

率です。日本新聞協会の加盟社の社

女性が配達や集金をすると、苦情へ

育した後、男女問わず地方支局に出

長さん方と話しても同じような傾向

の対応がうまい。苦情をチャンスに

します。支局で5年前後の期間同僚

で、地方紙も含めて女性の採用が今

変えている。女性が主役の組織の方

や先輩と一緒に仕事をする中でいろ

増えています。
（※1）

が営業力が強いのです。読売新聞社

んな経験をする。事件、事故、行政

としては、これを広げていくべきだ

の取材、支局は、正に取材の原点で

の歴史があり当時新卒の方々は、今

と考えています。
「ユース」の強味は、

あり、中央の縮刷版みたいなもので

50代の半ばになっています。部長職

託児所。子育て中の奥さん方も安心

すから。男女を問わず同じ仕事をさ

もいれば編集委員もいます。1期生が

して参加できている。そういう環境

せますが、女性ならではの悩みも出

局次長とか部長とかの要職につきつ

を整備することが大事なのです。

てくるので、対応策として各本社に

読売新聞は、女性の採用では30年

つある世代。去年の秋には、新たに

我々は想像以上に女性の力を借り

ジェンダー担当の専門委員、コーデ

女性が編集局総務に昇進しました。

て、新聞発行・新聞販売・家庭への配

ィネーターをおき、女性記者支援を

けれども残念ながら今東京本社含め

達が出来ているのだと思っています。

しています。厳しい環境の中で頑張

3本社の役員に女性がいません。政

─女性の活躍の推進を担当するよう

ってくれている女性が働きやすい職

府の方針もあり、我々自らの必要性

な組織はありますか？

場をいかに作るかは、我々経営者の

もあり、近いうちに女性の役員が誕



（白石） 人事や厚生の部門に担当者

責任であると思います。
（※3）

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。

〜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。〜

─現場の厳しさが変わらないのは、

えなければいけないと思います。最

ば、積極的に受け入れていくように

取材相手である政治、経済、社会で

近も政治部の男性記者が育休を取っ

します。

女性の活躍が進んでいないことにも

たという話がある。女性記者だけの

─復職制度までお考えだというのは

原因がありますね。新聞が啓発して

問題でもなくなってきています。不

すばらしいですね。

くれると良いなと思いますが、現実

安はあるかもしれないけども、育児

（白石） 人材確保のチャンネルとし

を記事にするものでもありますし。

だとか、産休だとかというところで

て考えました。実は、新聞社に入っ

（白石） 要するに、相互作用ですね。

費やした時間というのは、必ずしも

てもミスマッチで自発的に退職して

インタラクティブだと思うんです。

無駄にはならない。新しい経験をす

いく社員が結構いる。今までは、も

取材先も変わらなければいけない。

るということは、人生を豊かにする。

ったいないから辞めないでくれと説

変わっているんだと思います。警察

そういう経験をすべしと、
思います。

得していました。若い者が辞めると、

の現場も、女性の警察官なり管理職

そのための配慮や、可能となる職場

上司の責任だと言われたものです。

が出てきたり、或いは、行政の現場

環境を作ってやらなければならない。

私は新たな出発を応援しようじゃな

今春から復職制度を導入します。

いかと、後追いしないことにした。

日本社会は変わりつつあるなと感

私が局長時代に編集局で働いていた

その場合、空きが出ますから、補充

じますよ。新聞の場合には、男女共

社会部の女性記者ですが、科学部記

するにはどうするか。社会人の中途

同参画に限らない話ですが、例えば、

者の亭主がワシントンに転勤になり、

採用も積極的にやりますが、再チャ

被害者・加害者の実名・匿名の表記

子供の面倒を見るということで、退

レンジ、復職も、人材確保の大きな

の仕方など人権に配慮した表現に変

職してついていきました。私の秘書

チャンネルになると思います。

えてきています。社会の常識が変わ

だった女性が、亭主が勉強のために

また、メディア全体で、放送、新

れば、我々も変る。我々が変われば、

イギリスに1年ぐらい留学するとい

聞を問わず、女性が多くなっている。

社会も変わるという、ここはインタ

うので、これも、ついて行くという

すると、社内結婚だけでなく同業結

ラクティブなんです。そういう意味

ことで会社を辞めた。こういう事例

婚が多くなりました。社を超えてラ

では我々の責任も大きいですね。

が身近に起きて、もったいないし、

イバル会社の配偶者と一緒になる。

─女性記者が、産休や育休を取って

人材を確保する、育てるという立場

当然、転勤とか転属があるから勤務

戻る場合も出てきていると思います

からすると、再チャレンジの機会を

地が離れる。例えば、読売新聞大阪

が、そういう経験をプラスにしてい

作ってやりたいと思い、原則は退職

本社の女性記者が通信社の記者と結

る例、工夫はありますか。

から5年以内ですが、状況に応じて

婚したが、彼が東京転勤になった。

（白石） 1年とか現場を離れると、

は無制限で復職制度を設けました。

女性記者は、大阪本社の採用ですか

取材先とのつながりが薄くなるので

復職したら退職した当時の処遇、待

ら東京には転勤できない。これを東

はないかという危機感は、皆にある。

遇、をベースに考えます。5年なり3

京本社に転籍させてそれぞれ勤め続

だけど、1年か2年で切れるような人

年なりのギャップがあれば研修とか

けられるようにしました。特段の支

脈じゃしょうがないじゃないのと。

再教育が必要になる。そういうこと

障がない限り弾力性のある人事制度

逆に言えば、そういう試練を乗り越

を考慮した上で、復職の希望があれ

をやれば良いと考えています。

もそうですし。



（※1） 日本新聞協会加盟社
女性従業員等の割合

（※2） 日本新聞協会加盟社
部門別女性従業員等の割合

（※3） 日本新聞協会加盟社
女性記者の割合

（注） 日本新聞協会調べ

（注） 日本新聞協会調べ

（注） 日本新聞協会調べ

─新聞協会として、女性の活躍、ワ

いただけないでしょうか？

やっていけるという証拠です。女性

ーク・ライフ・バランス（WLB）

（白石） 読売新聞としては問題ない

の同僚、先輩がどんどん増えてきて

などの問題を検討する場や組織はあ

と思いますよ。メディアの世界も変

いる。9月には、初めて女性の支局

るんでしょうか？

わってきているなということはわか

長、甲府支局長を出しました。思い

（白石） 協会全体としては、今、組

りますね。非上場なのでコーポレー

切った登用でしたが、これからも行

織はありません。労務問題について

トガバナンス報告書自体作成してい

います。限られた空間と地域の中で

は、労務委員会で、労働法制の変化

ないのですが、新卒のリクルートの

マネジメントをやってもらう。当然、

への対応とか、WLBについての意見

案内でそういう数字を出しています。

判断を求められる難しい仕事ではあ

交換や勉強会を開いています。折角

─「Womenʼs Voice」という、読

るんですが充分やってくれていると

のご指摘ですから、私が会長の間に

売新聞のリクルートサイトでは女性

思います。

そういう委員会を作ります。

の先輩の方々が、いろんな経験を語

─両立支援は子育てだけでなく介護

─経団連でも企業行動委員会の中に

られていますね。

でも問題になってきています。介護

女性の活躍推進部会が立ちあがりま

（白石） 若い人にアピールするには、

の場合は、男女問わず育て上げて管

女性の活躍を紹介していくのが重要

理職になった人が両立を求められ

話は変わりますが、女性の登用を

です。女子学生の皆さんが就職先を

る。これから訪れてくるそういう社

進めるため、上場企業のコーポレー

選ぶ場合にも、大きな判断材料にな

会の前哨戦としても仕事と家庭の両

ト・ガバナンス報告書に、役員の男

る訳ですから。そこに、我々の誇張

立支援、WLBを考えることは大切

女別構成を記載するよう働きかけた

や虚偽の事実を書くわけにはいかな

です。

り、内閣府のHPでの女性の役員・

い。事実、3割、4割が女性社員で、

（白石） これは、社会全体として、

管理職比率や登用目標、男女別の勤

ウーマンパワーを無視できないし、

経験をさせていく、経験を積み重ね

続年数・育休取得率などの開示をお

どんどん活用しないといけない。今

る以外にないと思いますよね。

願いしています。新聞協会としても

の現状は、女性も男性も関係なく、

─本日は、ありがとうございました。

是非こういった情報の開示にご協力

我々のきつい仕事の中で、ちゃんと

した。新聞協会でも、是非（笑）
。

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）

読売新聞社新社屋

よみかきの森保育園

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
読売新聞社提供
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千葉市
あらゆる人々の
「ハーモニー」の
実現に向けて
千葉市では、男女共同参画社会の実現
に向け、平成15年4月に「ちば男女共同

われています。このため、
「暴力とは何
か」
「暴力は身近に潜む犯罪となりうる
行為であり、人権侵害にあたること」
「相手を尊重することとは」について考
え、認識する機会を設けています。平成
19年度から24年度まで6,727名の方が受
講しました。

参画ハーモニー条例」を施行しました。

平成25年度は、本講座以外にも「イク

この条例に基づいて「ちば男女共同参画

メン」
、
「アサーティブトレーニング」
、
「メ

基本計画新ハーモニープラン後期計画」

ディア・リテラシー」に関して保育園や

（計画期間：平成23年度〜27年度）を策

教育関係施設で実施しています。

定し、あらゆる人々の「ハーモニー」の
実現に向けて、様々な施策を実施してい
ます。

千葉市男女共同参画センター

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

千葉市初 「イクメン応援イベント」
の開催
平成25年10月27日（日）
、
「JFEまつり
2013」において、NPO法人ファザーリン

千葉市では、男女共同参画社会形成の

グ・ジャパン、
（株）
資生堂、千葉市の共

ための拠点施設として、平成11年に千葉

催による「イクメン応援イベント」を開

市女性センターを開設しました（平成23

催しました。

年4月に千葉市男女共同参画センターに

子どもと一緒に作るバルーンアート

名称変更）
。千葉市男女共同参画センタ

や、親子で参加できる簡単ヘアスタイル

ーは、男女平等を目指す市民の方の様々

レッスン、子育ての知識をクイズ形式で

な活動や学習を支援するために、調査・

問うパパ力（ぢから）検定などを実施

情報・相談・研修・交流といった5つの

し、たくさんの親子にご来場いただきま

機能を有しています。

した。
初めての試みに企画段階から戸惑いの

地域に出向いて活動を
中学生のためのメディア・リテラシー
体験講座の様子

イクメン応援イベント（パパ力検定）
の様子

千葉市男女共同参画センターでは、各

連続でしたが、実施後のアンケートでは
「来年もやってほしい」といった多数の
好意的な意見をいただきました。一方で、

種団体、学校、企業などを対象に「出前

「子どもが途中で飽きてしまった」とい

講座」を行っています。
「若者のための

った意見もいただくなど、多くの発見と

DV予防講座」は、DV予防、早期啓発を

反省があった一日でした。

目的として市内の中学校、高校、大学で

千葉市では、
「男性が子育てして楽し

講座を開催しています。DVは親しい間

いまち」を目指して、今後も男性の育児

柄で起こるため、
被害が潜在化しやすく、

等への参画促進に向けて施策の充実に努

被害者が声を出すまでは支援できず問題

めていきます。

が深刻になる前に防ぐことが難しいとい
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。
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内閣府では、毎年、政治・行政・司法
等様々な分野における政策・方針決定過
程への女性の参画状況等について直近の
データを収集し、取りまとめています。
（図表1参照）
平成25年12月に公表した「女性の政

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。
その他の調査結果は、以下のとおりで
す。
国会議員に占める女性の割合は、平成
25年11月現在、衆議院8.1％（前回は10.6
％）
、参議院16.1％（前回は18.2％）と、

策・方針決定過程参画状況調べ」
、
「国の

ともに前回調査から減少した。

審議会等における女性委員の参画状況調

国家公務員の管理職に占める女性の割

べ」
、
「独立行政法人等女性参画状況調査」

合は、平成25年1月現在、2.7％（前回

及び「地方公共団体における男女共同参

は2.6％）となっており、わずかながら

画社会の形成又は女性に関する施策の推

増加傾向にある。

進状況」の調査結果の概要を紹介します。

国の審議会等における女性の専門委員

Ⅰ 政策・方針決定過程への女
性の参画状況
本年の調査結果のポイントは、2点あり
ます。

等の割合は20.1％（前回は19.4％）と
なっており、増加傾向にある。
独立行政法人、特殊法人及び認可法人
において、平成25年4月現在、全常勤職
員に占める女性の割合は34.2％（前回

都道府県防災会議について、女性のい

は33.5％）であり、前回調査から増加

ない会議が初めて0となった。また、

しているが、課長相当職12.5％（前回

女性委員の割合も昨年調査時の4.6％

は11.9％）
、部長相当職6.4％（前回は

から10.7％へと大幅に増えた。

6.4％）と、役職が上がるほど割合は低

国の審議会等における女性委員の割合

くなっている。

が3年ぶりに上昇し、調査開始以来最

また、女性役員（非常勤役員を含む。
）

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



図表1 政策・方針決定過程への女性

の参画状況

のいる法人は33法人で、全体の23.1％
（前回は30法人（20.7％）
）
。全法人の役
員に占める女性の割合は3.8％（前回は
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）

3.3％）と、役員についても前回調査か
ら増加している。

ある。

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

民間企業の管理職の割合（課長相当職

男女共同参画に関する計画は、全都道

以上）は、平成24年6月現在、6.9％（前

府県・政令指定都市において策定してい

回は7.2％）となっており、前回調査

ます。また、計画を策定している市区町

から減少した。

村は70.3％（市区は95.1％、町村は48.7

一方で、民間企業（上場企業）の役員

％）
（前回は68.2％（市区は94.4％、町村

に占める女性の割合は、平成25年7月

は45.3％）
）で、102市区町村（前回は133

現在1.8％（前回は1.6％）と増加傾向に

市区町村）で計画の策定を検討していま

ある。

す。
（図表2参照）

司法分野における女性割合は、平成25

また、計画の策定率は、地域によって

年3月現在、検察官14.9％（前回は14.4

ばらつきが見られ、8県の策定率が100％

％）
。同年4月現在、裁判官18.2％（前回

となっている一方、9道県は50％未満と

は17.7％）
。同年9月現在、弁護士17.7％

なっています。
（図表3参照）

（前回は17.5％）となっており、いずれ
詳しい調査結果は、内閣府男女共同参

も増加傾向にある。
医師、歯科医師における女性割合は、
平成24年12月現在、医師19.6％（前回

画局HPをご覧ください。
（

は18.9％）
、歯科医師21.5％（前回は20.8

）

％）となっており、ともに増加傾向に
図表3 男女共同参画に関する計画の策定状況
（市区町村）
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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
平成25年12月4日〜6日に標記
研修を実施しました。4日〜5日
の「入門」には30名、5日〜6日
の「実技コース」には11名の参
加がありました。
「入門」では、女性アーカイブ、
著作権、資料の保存・活用に関する基本的な知識を提供す
る講義のほか、アーカイブのネットワークや構築事例の報
告を行いました。
「実技コース」の1日目は、展示物へ人をひきつけるため
の空間づくりについて、実例に則した基礎理論の解説と、
女性アーカイブセンター展示室を会場とした実践的なワー
クショップを行いました。2日目は、紙資料の修復に関する
基礎的な実習を、講師の実演をまじえ行いました。
参加者からは、
「実務に即活かせそうな内容だった」
「基
礎的な知識を身につけることができて良かった」
「いろいろ
な立場の方が集い、さまざまな講師のかたの話をうかがえ
て大変参考になった」などの感想が寄せられました。
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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
平成25年12月20日〜21日の1泊
2日で標記セミナーをリーダー
シップ111と共催で実施しまし
た。
このセミナーは、四年制大学
の女子学生を対象に、①仕事をもち自らの人生の選択権を
もつことが豊かな人生設計に重要であること、②女性の人
生設計に関わる出来事を予め知っておくこと、③キャリア
の構築が単に個人の自己実現に留まらず社会変革につなが
るということの3つを学ぶ機会を提供し、将来、社会や組織
を支える女性リーダーの育成を目指して開催しました。
1日目は、内海理事長の講演「キャリアとは何か」や統計
データを通し女性のキャリアを考える講義とリーダーシッ
プ111のメンバーによるパネルディスカッションを行いまし
た。2日目はグループワークを通じたキャリアシートの作成
とその発表を行いました。宿泊型研修の利点を活かし、様々
な大学から集まった女子学生同士の交流も深まりました。
参加者からは「様々な職種で活躍している女性の話が聞け
てとてもよかった」
「先輩の生の声が魅力」などの感想があ
りました。
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内閣府

「男女共同参画週間」キャッチフレーズ募集
テーマ：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〜長時間労働
を減らして、仕事を含めた「生活」に豊かさを〜
資 格：不問。応募作品は、未発表の自作のもの。
期 限：2月28日（金）
方 法：男女共同参画局HPの「応募フォーム」から、キャ
ッチフレーズ（1通につき1作品）
・住所・氏名・年
齢・性別・電話番号等を記入の上、応募ください。
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内閣府

男女共同参画宣言都市奨励事業（石川県金沢市）
日時：平成26年3月8日（土） 13：15〜16：00
場所：北國新聞赤羽ホール（金沢市南町2-1）
主催：内閣府、金沢市
内容：男女共同参画都市宣言文群読、内閣府からの情勢報
告、記念講演など 講師 渥美由喜さん（東レ経営
研究所）
参加方法：電話またはFAXにて受付 ※託児・手話通訳有り
問合せ先：金沢市人権女性政策推進課
TEL：076-220-2095 FAX：076-220-2030



)NFO

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
パート社員の雇用管理改善に向けた各企業の取り組みを
支援するため、自社の現状と課題を分析するツールや、雇
用管理改善に向けたノウハウ及び先進企業の事例などをご
紹介します。
経営層並びに人事労務ご担当者のご参加を、お待ちして
おります。
（各会場とも先着150人）
【スケジュール】
札 幌：3月5日（水） TKP札幌カンファレンスセンター
仙 台：2月26日（水） TKPガーデンシティ仙台勾当台
東 京：2月25日（火） TKP市ヶ谷カンファレンスセンター
名古屋：3月6日（木） TKP名古屋駅前カンファレンスセン
ター
大 阪：2月28日（金） TKP御堂筋カンファレンスセンター
広 島：3月7日（金） TKPガーデンシティ広島
福 岡：3月3日（月） TKP博多駅前シティセンター
※各会場ともセミナー13：00〜16：00その後個別相談会
※セミナーに関する詳細・お申し込みは
みずほ情報総研
（株）

.EWS &ROM #ENTER

男女共同参画センターだより
.EWS &ROM #ENTER

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
とからだと生き方の総合相
当センターは1988年に横
談では電話・面接等で年間
浜女性フォーラムとして開
約6,300件の相談を受けて
館。以来、愛称「フォーラ
います。また、依存症や暴
ム」として、市民に親しまれ
力被害などそれぞれの悩み
てきました。その後、2005
を軸にわかちあう自助グル
年から現在の名称となり、
ープに場を提供し、
年間の
横浜市の男女共同参画セン
べ3,000人がミーティングに
ター3館の中心館としての
参加しています。近年は ガ
機能を担っています。2013
ールズ（若年女性無業者）
年度には開館25周年を記念
自立支援のための講座や就
し、利用者から公募したメ
労体験事業、女性起業家た
ッセージをもとに地元の女
まご塾など起業支援事業、
性シンガーソングライター
市内の中学・高校・大学へ
による歌と映像「ひとりじゃ
のアウトリーチとして「デ
ないよ」を制作し、
YouTube
ートDV」予
でも配信し
防啓発授業
ています
などに力を
（写真）
。
入れるほか、
ゆったり
性暴力被害
とした敷地
者支援体制
にはさまざ
づくりのた
まな樹木が
めのフォー
あり、季節 kaho*『ひとりじゃないよ
〜25th Anniversary Song〜』PV
ラムや、各
ごとに花が
咲く前庭は親子連れでにぎ
種就業支援の成果を検証す
わっています。延床面積約
る調査研究、東日本大震災
6,000m2、3階建ての施設に
を契機として災害時の男女
共同参画センターの役割調
は、情報ライブラリ、子ど
査などにも取組んできまし
もの部屋、女性起業UPルー
た。
ム、生活工房、フィットネ
25年を経て、シニア世代
スルーム、ホール、貸会議
となった利用者のもつ知恵
室等などがあり、年間の来
や技術を若い世代に伝えて
館者はおよそ32万人に上り
もらうこと、若者や新規の
ます。
利用者に足を運んでもらう
事業では、女性の就業支
こと、市民といっしょに地
援、健康支援、心とからだ
域に身近な男女共同参画を
と生き方の相談、市民グル
広げていくことがこれから
ープ・NPO等との協働事業
の課題です。
などを実施しています。心
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編集後記
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！」
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