山梨県立男女共同参画推進センターは、

The contents of this issue

男女共同参画社会の実現のため、男女
共同参画に関する学習機会と交流の場
を提供しています。県内には総合、
峡南、
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られています。是非、お近くのぴゅあ
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をご活用ください。
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平成 28 年度カジダンイクメン写真展より
「いっしょによんで」 都留市・小川さん

山梨県立男女共同参画推進センター （ぴゅあ総合・ぴゅあ峡南・ぴゅあ富士）
● ぴゅあ総合
〒 400-0862
甲府市朝気 1-2-2
TEL055-235-4171 FAX 055-235-1077
sogoevent@yamanashi-bunka.or.jp

● ぴゅあ峡南
〒 409-2305
南巨摩郡南部町内船 9353-2
TEL0556-64-4777 FAX 0556-64-4700

pure-kyonan@yamanashi-bunka.or.jp

●ぴゅあ富士
〒 402-0052
都留市中央 3-9-3
TEL0554-45-1666 FAX0554-45-1663
pure-fuji@yamanashi-bunka.or.jp

ぴゅあ 3 館では、インターネットでも情報を発信しています。
●総合 HP → http://www.yamanashi-bunka.or.jp/pwm/topicssogo.html
●総合 FaceBook → http://goo.gl/ZnNe4Z
●総合 Twitter → https://twitter.com/puresogo
●峡南 HP → http://www.yamanashi-bunka.or.jp/pwm/topicskyonan.html ●峡南 FaceBook → http://ur0.biz/ATfR
●富士 HP → http://www.yamanashi-bunka.or.jp/pwm/topicsfuji.html
●富士 FaceBook → http://goo.gl/I7MGyN
●山梨県女性の応援サイト → http:/www.pref.yamanashi.jp/challenge/index.php

男女共同参画国際情報

世界のデータから
ジェンダーギャップに関する世界の人々の意識について、さまざまな統計データから考えます。
ジェンダー・ギャップに対する世界の人々の意識について、さまざまな統計データから考えます。
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■日本のジェンダー・ギャップ指数は世界で 111 位
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毎年この時期に紹介している世界経済フォーラムが

1 1 1 䠄1 4 4 䠅

૱ࢨ਼

0 .6 6

ࡃܨಊࢨ਼

گүʙࢨ਼

݊߃ࢨ਼

࣑ࢂժࢨ਼

0 .5 6 9

0 .9 9

0 .9 7 9

0 .1 0 3

䠐ศ㔝䛾ᣦᩘ

発表する「世界男女格差報告」
（The Global Gender Gap
Report）の 2016 年秋の最新リポートでは、
「世界ジェ
ンダー・ギャップ指数」
（The Global Gender Gap Index：

͗સ͵ฑΝනΚͤ

G.G.G.I.）における日本の順位は 144 カ国中 111 位でした。
（参考：2015 年＝ 101 位、2014 年＝ 104 位、2013 年
＝ 105 位）

■世界の様々な統計

内容的には「経済活動」
「教育」
「健康」
「政治参画」の
4 分野における日本の状況は大きく変わっていません。

世界には世界経済フォーラムの大学と連携した調査研究

「健康」と「教育」の分野では完全な男女平等を 1.00

に基づく 400 ページにも及ぶレポートの他に、男女平等

で表す指数がそれぞれ 0.99 と 0.979 とほぼ男女の平等が

に関する色々な視点からの統計データが存在します。

確保されているのに対して「経済活動」と「政治参画」の

3 月 8 日は国際女性デー（インターナショナル・ウィメ

分野において 0.569 と 0.103 と不平等となっており
〈表 1〉

ンズ・デー）とされていますが、STATISTA という膨大な

特に政治参画分野は 144 カ国中 103 位に位置し、全体の

統計データを集めたサイトでは、この日を記念して男女共

順位を 111 位まで大きく押し下げている要因となってい

同参画・平等に関する様々なデータにタグ付けがなされ自

る点も従来と変わっていません。

由に閲覧することが出来ますので、そこからいくつかの興

男女格差を図る様々な指数がある中で、この世界経済

味深いデータを紹介いたします。データはクリエイティブ・

フォーラムが発表するジェンダー・ギャップ指数において

コモンズにより、非営利、不改変であれば転用が可能なの

は、この 2 分野に変化がない限り日本の順位が上がるこ

で、そのまま掲載しています。

とはなさそうです。

①男性優越主義
◆参考データ

「男性は、働くこと、収入を得ること、教育を受けたり

・世界経済フォーラム世界男女格差報告

教えたりすることなど、社会において女性より優れている

日本語ページ

と思うか？」という質問に対して「そう思う」または「ど

原文 PDF

ttp://www.weforum.jp/

https://goo.gl/CvTUVe

ちらかと言えばそうだ」と答えた人の割合です。
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世界のデータから

③最も多く報告される仕事における男女平等の障害

24 の国の 17,551 人の回答者、年齢は国により 16 ～
64 才または 18 ～ 64 才となっています。日本のデータは

世界の 1,346 人のエグゼクティブ（経営者クラス）を

ありませんが韓国の 33％に近い数字ではないでしょうか。

対象にした「最も多く報告される、仕事における男女平等

１位の中国の 56％に対しスペインは 9％となっており、

の障害」調査では「マネージャー / 管理職による “ 無意識な ”

人々の意識に大きな差を見て取ることが出来ます。

バイアス（偏向、差別）
」や「ワークライフ・バランスの
欠落」、「ロールモデルの不足」などが上位の要因としてあ
げられています。
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②不平等を感じる女性の割合
「男女平等が達成されていない / 夢を実現する自由がな
い」と考えている女性の割合です。日本は堂々の２位に登
場しています。
④世界の女性国会議員マップ

興味深いのは前項①で「男性は女性に比べて優れている
と思う」と答えた人の多い中国、ロシア、インドといった

最初に述べた、グローバル・ジェンダー・ギャップ指数

国の女性に不平等感が少なく、逆に前項で、男女には能力

における日本の順位を 144 カ国中 111 位としている大き

の差はないと考える人の多いスペインに不平等感を持つ女

な要因である「女性の政治参画」です。このマップは世界

性の割合が高いことです。性別による能力には本来は差が

各国の女性国会議員の割合を示したものです。

ないと考えるからこそ、現実の社会に不平等感を感じてい

ヨーロッパ、南アフリカ各国は 1/3 以上の議席を女性

るということかもしれません。
（サンプル数 8,822/2017

が持つ国も多く、中には 50％を占める国もあります。日

年）

本は最も低い 15.2％以下のカテゴリーにランクされてい
ますが、実際には 11.6％ (2015 年 ) となっています。
※資料引用：STATISTA
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https://www.statista.com/

②わたしのお店のはじめかたー好きなものを売るために
市民企画講座

■講師：小山田美喜子さん（おまめや店主）

「ママのやさしい時間
～お坊さんと考える楽しい子育て」

■日時：5 月 27 日（土）① 10：00 ～ 12：00
② 13：00 ～ 15：30 ■会場：小研修室 1
■対象：起業をめざす女性 40 名 ■受講無料（要事前予約）

■講師：鈴木秀彰さん（大野山福光園寺副住職）

将来、起業を考えている女性を対象に、先輩起業家から

■日時：4 月 25 日（火）
・5 月 14 日（日）

自身の体験を聴く起業家セミナーです。セミナー受講者

①座談会 10：00 ～ 11：00、②相談 11：00 ～ 12：00

は 7 月と 8 月に開催するトライアルショップ事業「ぴゅあ

■会場：茶華道室 ■対象：育児中のママ 15 名

HANDMADE マルシェ」に参加いただけます。

■参加無料（要事前予約）
男女共同参画推進月間記念事業

忙しい子育て中だからこそ、じぶんの心と体に向き合う時間

「ぴゅあ総合カジダン・イクメン写真展」

がたいせつです。日々、様々な方とご縁をいただいている僧
侶がママの気持ちをほぐします。お気軽にご参加ください。

■日時：6 月 1 日（木）～ 30 日（金）9：00 ～ 17：00
子育て支援講座

（12 日・26 日は休館日）■会場：1 階ギャラリー

「あんしん子育て講座 はいはい編・べいびー編」

県では毎年 6 月を「男女共同参画推進月間」と定め、さまざ
まな啓発事業を行っています。ぴゅあ各館では、ワークライ

■講師：ちびっこはうすインストラクター

フバランスの見直しと男性の家事育児参画の推進を目的とし

■日時：① 5 月 10 日（水）
・② 6 月 14 日（水）

た「カジダン・イクメン写真展」を今年も開催します。がん

はいはいくらす（9 カ月～ 1 歳半）10：30 ～ 11：20

ばる男性たちの姿をご覧ください！

べいびーくらす（1 カ月～ 8 カ月）13：30 ～ 14：20
男女共同参画推進月間記念事業 女性の権利 110 番

■会場：レクリエーション室

「弁護士に聞くあなたの安心ほっとタイム｣

■対象：生後 1 カ月～ 1 歳半までの幼児と保護者 各 20 組
■参加無料（要事前予約）
■持ち物：お子さんの飲み物、おむつ、着替え

講演テーマ「成年後見制度利用法」

親子で楽しくスキンシップ！体を動かし遊びながら、子育て

■講師：山梨県弁護士会所属弁護士

について学びます。先輩ママからアドバイスをもらったり、

相談：山梨県弁護士会所属弁護士

仲間をつくったり。ひとりで悩まずにご参加ください。男性

■日時：6 月 17 日（土）講演 13：30 ～ 14：00

保護者の参加も歓迎です。

相談 14：00 ～ 16：30 ■会場：中研修室
■対象：どなたでも 講演 60 名、相談 30 名

男女共同参画ネットワークセミナー・基礎講座
「男女共同参画基本法から 18 年
あらためて家族から考える」

■受講・相談とも無料（要事前予約）
※山梨県弁護士会との共催事業
講演は成年後見制度をテーマにお話し
します。相談会では相続、離婚など生

■講師：田中俊之さん（大正大学心理社会学部准教授）

活トラブルについてアドバイスします。

■日時：5 月 23 日（火）13：30 ～ 15：20

男女問わずご参加いただけます。

■会場：大研修室
■対象：市町村男女共同参画推進委員、

お申込みは、
TEL:055-235-4171 FAX:055-235-1077
sogoevent@yamanashi-bunka.or.jp
託児サービスがあります。（要事前予約）
詳しくは、ぴゅあ総合までおたずねください。

担当職員、活動団体、一般県民 60 名
■受講無料（要事前予約）
法整備は進んでも解消されない男女格差
について、制度とあわせ家族のあり方や
働き方から考えます。講師は男性学の第
一人者としてメディアでも活躍中の田中

子育て応援講座「親子３Ｂ体操」

俊之さんと一緒に考えてみませんか？
女性活躍推進事業

■講師：飯島貴子さん

「スモールビジネスからはじめよう女性起業家セミナー」

（日本３Ｂ体操協会公認指導士）
■日時：５月 19 日・26 日 ( 金 ) 10：30 ～ 11：30

①好きなことで起業するーネットビジネスでの 3 つの秘訣

■会場：研修室 ■対象：未就園児と保護者 20 組

■講師：友野雅代さん（おうち収入アドバイザー）

■参加無料（要事前予約）
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