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山梨県立大学人間福祉学部

教 授 山田 千明さん
甲府市男女共同参画審議会委員

「当社では、男女差別がない、女性で

も責任があって、終電で帰ることもある、

あるいは徹夜することもある、みんな残

業一緒に頑張りましょう。

NHK「ちぎゆうラジオ」 (201 6年2月27

日)を聴いていたら、フランス出身で東大

に留学中のロリアンヌさんのこんな声が

流れてきました。 「世界の就職事情」とい

1 。 「男女平等」って、女性が男性の

長時間労働に合わせること?

うテーマのもと、日本の大学で学んでい

る留学生4人が日本での就職活動のエ

ピソードを語っていたのですが、冒頭は、

ロリアンヌさんが日本のある会社の説明

用就職セミナーに参加した時に言われ

た言葉で、 「それじゃ、カップルは滅びる

(分かれる)んじゃないですかね。完全に

ダメよ。お互いの顔も見られないです

ね。

と言ったら、 「だから、理解のある旦那様

をみつけてください。」と担当者。そこで

ロリアンヌさんは、日本の少子化は当然

だと思ったそうです。

「男女雇用機会均等法」が成立し、

1 999年から改正施行された同法で女

性の就業援助等規定が削除、労働基準

法も改正され、女性の時間外や休日労

働、深夜業務などの規制がなくなり、結

果として冒頭のような発言につながる働

き方が出現しています。

2。社会全体で子育てをする:人間が選んだ運

NHKスペシャル「ママたちが非常事

態!?へ最新科学で迫るニッポンの子育

てへ」(NHK総合、2016年1月31日)で、

約700万年前に人間とチンパンジーは

枝分かれした、チンパンジーは出産後子

育て中の5年間は次の子を妊娠しない、

人間は母親以外の人の手を借りて子育

てをする(共同養育)という道を選んだこ

とにより次々と出産可能になった、と説

明、科学で解明するという手法をとりな

から、人間は、母親が孤立して子育てを

するというメカニズムになっていないこ

とを示していました。

3。男女が共に働き共に地域で生活するために

男女が共に働き共に地域で生活する

ためには、長時間労働の是正が不可欠

です。女性活躍推進法にも、事業主行動

計画等の状況把握・課題分析項目の必

須項目に「労働時間の状況」が含まれて

いますが、残念ながら現在の日本の多く

の職場では、限られた人員配置の中その

歩みは遅々たるもので、平成27年度男

女共同参画白書によると、日本の父親の

1日当たりの家事関連時間(1時間7分)、

男性の育児休業取得率は国家公務員で
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すら2.77%(民間企業2.03%)と国際比

較すると極端に低い水準です。

あるシンポジウムで、現在管理職にある

女性は、 「仕事に専念できたのは自分(あ

るいは夫)の母親のサポートのお蔭

と口を揃えて発言したそうです。親族の

女性のバックアップなしでは安心して働

けない状況では、男女共に輝く持続可能

な社会づくりはできません。

さて、 「子育てサポート企業」として厚生

労働省から認定された証である「くるみ

201 5年「女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律(女性活躍推進

法)」の成立時、有村治子大臣はそのねら

いとして「働きたいという希望を持って

いても就業していない女性が約300万

人いらっしゃる、指導的地位に占める女

性の割合が先進諸国を大きく下回って

いるなど、 『女性の力』が必ずしも十分に

発揮されていない中で、女性の働く意欲

を実現につなげ、ひいては日本の持続的

成長を実現し、活力ある社会を維持して

いくこと」とコメントしています。

では、約300万人もの女性が「働きた

いという希望を持っていても就業」せず、

「指導的地位に占める女性の割合」が償

いのはなぜでしょうが。冒頭のように、

恋愛、家庭生活、ましてや子育て・介護を

安心してできる職業生活が男女共に保

障されない状況でどうして女性が快適

に働くことができるでしょうが。
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んマーク」 「プラチナくるみんマーク

をもつ職場が都市部だけでなくあらゆる

地域に広がれば、それぞれの地域で男

女が共に協力しワーク・ライフ・バランス

のとれた生活ができるのではないがと思

います。家庭、職場はもとより地域全体

で子育てを支えることができる、そんな

男女共同参画のあり方を地域住民全体

で考えていきましょう。
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男女共同参画都市宣言文の群読、男女共同参画推進員の活動報告、パ

ネルディスカッション等を行い男女共同参画について理解を深めました。

平成28年2月20日(土)午後1晴へ4時

甲府市総合市民会館 芸術ホール 参加者351名

暇雪隠轍醐遊説
女性の社会進出のために、ビジネスに

活用されているタブレットの基礎操作及

び便利な使い方を学ぶことを目的とした

教室です。甲府商科専門学校において開

催しました。

平成27年8月1 7日(月) 1 8日(火)9時へ1 2時

圏鰭
圏

護内 容 はじめての人でもできる初・中級クラス

怒講 師 甲府商科専門学校教師

囲参 加 25名

『イクメシ董盛聾座』
男女共同参画の推進及び子育て支援を目的とした育児に参加する父親

の講座です。

劉鰯鼎緻憩温平成27年9月26日(土)

場
容
師
加

西公民館 2F多目的室

覚えておきたい対処の仕方

日本赤十字社幼児安全法指導員

30名(大人19名 子ども11名)

辞盤鞄朝露起弗鰭の猿轡輩覿!_/
- -〇〇一/ 一

平成28年3月1 2日(土)

場
容
師
加

北部幼児教育センタ一

子どもを虫歯から守るために

歯科衛生士2名

親子ら組1 6名

圏
を 薗襲襲襲闇鬱醍醐穂剰果選締寵
邑 たくさんのご応募ありがとうございました。
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パパの背に すっかり馴染んだ おんぶ紐 (木村 源子さん)

参画は 我が家が誇る 文化です (三枝 春香さん)

育休は 文化を示す バロメーター (遠藤 武文さん)

イクメンを 育てるママは 愛も添え (風間なごみさん)

流し台 パパの包丁リズミカル (保坂 幸江さん)

昔です 男尊女卑は もう古い (提 龍生さん)
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【利用時間】平日9:00-17:15

【貸出冊数】 3冊まで

【貸出期間】 1与日間

㊧女性のガを引き出す「仕組み」と「習慣」

なぜ、女性が活躍する

組織は強いのか?

麓 幸子(著)

日経BS社

男脳と女脳

茂木健一郎
総合法令出版

困った身近なトラプIし
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鴨 的鯵一重を

困った身近なトラブル

解決Q&AB0O K3

須田論一編著
メトロポリタンプレス

天人のアスペルカーが
わかる

躍割 り

的卜鮒
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出口』- 一

大人のアスベルガーが
わかる

梅永雄二

朝日新聞出版

【問い合わせ】丁岳し0うら-237-5209市内在住、在勤の方ならどなたでもご利用できます。

女性総合相談室
「女性総合相談室」をご存じですか?

DV(ドメスティック・バイオレンス)、セクシャル・ハラスメント、家庭や家族の悩み、

自分自身の悩みなど、女性に関する身近な悩みの相談を受付けています。

ひとりで悩まないで、相談してください!

・ ・ ・専門の相談員がご相談に応じます・ ・ ・

丁害しO55-223- 1 2うら(相談専用)

【相談時間】月一土曜日 午前9時一午後4時

(祝日・年末年始を除く)
(土曜日は電話相談のみとなります)

移転前…H28年4月28日(木)まで

甲府市役所南庁舎1号館4階(甲府市幸田1与-6・旧市立病院)

移転後…H28年5月2日(月)より

旧相生小学校跡地(甲府市相生2-1 7-1 )
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トワ・エ・モア )
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『トワ・エ・モア(toi et moi)』とは、フランス語で「あな

たと私」という意味です。男性と女性(あなたと私)がお互

いに認め合い、尊重しあって男女共同参画社会を築いて

いこうという気持ちが込められています。
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