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はじめに 

1. ◎認定NPO法人国連ウィメン日本協会とは（資料参照） 

    ・UN Women と承認協定を結ぶ唯一の国内民間団体 

    ・ UN Women はジェンダー平等と女性のエンパワーメント促進を目指す女性のための国
連機関 世界195ヵ国以上で現地政府およびNGOが協力 

   ◎国際ゾンタとは 

   ・「奉仕とアドボカシーを通して女性をエンパワーメントする」ことをめざす国際的な女性
団体 

   ・女性の地位向上をめざして1919年アメリカで設立 世界67ヵ国・地域で1200クラブ、
30000人の会員をもつ 日本は39クラブ約1000人 

2. 自己紹介 

教 員 ⇒ PTA ⇒ 社会教育指導員 ⇒ 行政 ⇒ 

 

              

 ⇒（公財）アジア女性交流・研究フォーラム ⇒ ESD協議会 

学校
教育 

家庭
教育 

アジア地域の女性の
地位向上，交流・連携 

社会
教育 

SDGｓとESD 
ジェンダー平等の推進 

男女共同参画担当 



１ 時代の変化 

1. 人生100年時代の到来 
・・・長寿社会→社会システム・個人のライフスタイルの変化 

教育→仕事→引退 という「一斉行進」が終わる(様々な年齢層の人々がまじりあう） 

 輝いて生きるとは 

一人一人が自信と誇りをもって生活できる・・・・「人生設計」「生き方設計」が必要 

 

2. 長寿社会と女性の活躍＝男女共同参画社会の実現 
 長寿という贈り物・・・・健康な時期が延びる（若々しく生きる） 

 家庭と仕事の関係が変わる・・・・ジェンダー不平等の縮小 

 人生の設計と時間の使い方の見直し・・・・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ（娯楽）⇒ﾘ･ｸﾘｴｰｼｮﾝ（再構築） 

※長寿社会は『厄災ではなく恩恵』である 
 LIFE SHIFT（100年時代の人生戦略）リンダ グラットン （人材論・組織論） 

自分はどう生きたいか 



2. 男女の生活・生き方の変化をふり返る 

1. 戦前（第二次世界大戦前） 
・女性は良妻賢母「家のための献身」    ・男性は滅私奉公「富国強兵」「殖産興業」 

       ↓                              ↓ 

  母になる準備（母として生きる）          国家のために働く 

2. 戦中  軍国の母、産めよ殖やせよ、戦争協力、男は軍隊へ 

3. 戦後（1945～） 
• 民主主義、日本国憲法・・・・法の下の男女平等 

• 高度成長期  企業戦士+専業主婦→固定的性別役割分業の一般化 

• バブル崩壊ー経済成熟化、男女共同参画社会へ 

4. 国際婦人年（1975年）以後の男女共同参画への動き 
 

 

 

 

 

男女共同参画社会基本法制定（1999.6） 
   「男女共同参画社会の実現は、21世紀我が国社会の最重要課題」と位置付
けられる 

※性別に関わりなく社会のあらゆる分野における活動に男女が共同で参画し、男
女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができるととも
に責任を担う。 



3. 国際婦人年以降の 
男女共同参画と持続可能な開発(SD)の動向 

2015年から未来に向けて 

1945年 終戦・婦人参政権獲得 
1975年 国際婦人年・国際婦人年世界会議「平等・開発・平和」の目標 

世界行動計画採択（1976～1985年 国連婦人の10年） 
1985年 国連婦人の十年ナイロビ世界会議 

男女雇用機会均等法公布 
女子差別撤廃条約日本批准（1979年国連採択、1981年発効） 

1992年 「環境と開発に関する世界首脳会議」(リオデジャネイロ） 
2000年 地球憲章 正式発表、MDGｓ(ミレニアム開発目標)策定 
2002年 「持続可能な開発に関する世界首脳会議」（リオ＋２０） 

2012年 「国連持続可能な開発会議」(リオ＋20) 

2014年    日本再興戦略「すべての女性が輝く社会づくり本部」設置 

2015年 ＣＳＷ(女性の地位委員会） 
「2015年以降の持続的発展はジェンダー平等が必要 

2015年 ポストＭＤＧｓ→ＳＤＧｓ決定「持続可能な開発のための2030アジェンダ」採択（９月） 
2015年 「国の第4次男女共同参画基本計画」策定(12月） 

｢地方創生における女性の活躍」 

2016年 ＣＳＷの優先テーマ「女性のエンパワーメントと持続的発展へのリンク」 

「女性活躍推進法」全面施行(4月） 
「ＳＤＧｓ実施指針」策定 

2017年 
「女性活躍加速のための重点方針2017」すべての女性が輝く社会作り本部 
働き方改革実施計画 

2015年から2030年に向けて 
2015年8月 

「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）」制定 

1999年 

「男女共同参画社会基本
法」公布・施行 
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３－２．第４次男女共同参画基本計画（概要） 
    

  

27.12.25閣議決定 



４．女性活躍推進施策が求められる背景 

2016年6月閣議決定の「ニッポン一億総活躍プラン」→中核に女性の活躍推進 
労働力不足への対応・経済成長政策の一環 
 ① 少子高齢化   ・日本の人口は2008年を境に減少 約30年後（2045）1億人を切る 

              2100年には5000万人に(予測） 
             ・労働供給の減少、経済規模の縮小、生活水準の低下等 
             ・高齢人口の進展の速さ、高齢化率の高さが問題 財政の危機 
                 （年金・医療・介護） 
 
② 国際的視点  ジェンダーギャップ指数に見る女性の地位の低さ 
 

 
 HDI 2015年 17／188 

          （人間開発指数） 

GII 2015年 21／159 
  （ジェンダー不平等指数） 
GGI 2015年 111／144 
（ジェンダー・ギャップ指数） 

※あらゆる分野への男女共同参画は民主主義の基本である 
 



５．男女共同参画社会の現状 



５－２ 



５－３ 



５－４ 



６．生涯を通じた男女の健康と高齢者等の現状 

1. 平均寿命と健康寿命の推移     2．年齢階級別人口の変化と高齢化率の推移 
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７．固定的な性別役割分担意識 

内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」
（平成28年9月）より作成 



• 少子高齢化・人口減少社会⇒我国の持続的成長、社会の活力を推進 

• 国民1人ひとりが能力を発揮⇒特に最大の潜在力である女性の能力を活かすこと 

 同時に男性の暮らし方・意識の変革（具体的取り組み） 

1. あらゆる分野における女性の活躍 
A) 働き方改革の推進    ・長時間労働の是正 ・働き易い職場環境の整備 

 ・非正規雇用者の待遇改善  ・テレワークの推進 

 ・ライフイベントに応じた多様かつ柔軟な働き方の推進 

 ・ワークライフバランスの推進 

B) 男性のくらし方・意識の変革  ・男性の家事・育児への参画推進 

C) あらゆる分野における女性の参画の拡大  

 ・人材育成 

 ・企業における女性参画拡大に資する環境整備 

 ・企業トップの女性活躍のコミットメント拡大 

 ・WEPｓの拡大 

 ・科学技術・学術分野における女性活躍 

 ・女性の企業支援 

 ・国際的な取り組みの推進 

８．女性活躍加速のための重点方針2017（抜粋） 



８．（つづき） 

2. 女性の活躍を支える安全・安心なくらしの実現 
A) 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

B) 女性の活躍のため安全・安心面への支援 
• 子どもの貧困対策、ひとり親家庭への支援等 

C) 生涯を通した女性の健康支援 

3. 女性の活躍のための基盤整備 
A) 子育て、介護基盤の整備・・・待機児童解消や介護離職ゼロへ 

B) 女性活躍の視点に立った制度の整備 
• 税制改正 

• 旧姓の通称としての使用の拡大 

C) 男女共同参画の視点からの防災・復興の取り組みの推進 



８－２ 



８－３ 



17の持続可能な開発目標（2015年9月25日国連持続可能な開発サミットで採択） 

（誰も置きざりにしないleave no one behind） 

 

2015年以降の目標⇒「我々の世界を変革する： 持続可能な開発のための2030アジェンダ」 

９．男女共同参画に関する国際的協調・貢献 



目標1 あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ 
目標2 飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持続可能な 
     農業を推進する 
目標3 あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する 
目標4 すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する 
目標5 ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る 
目標6 すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する 
目標7 すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保 
     する 
目標8 すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およ 
     びディーセント・ワークを推進する 
目標9 レジリエントなインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、イノベー 
     ションの拡大を図る 
目標10 国内および国家間の不平等を是正する 
目標11 都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする 
目標12 持続可能な消費と生産のパターンを確保する 
目標13 気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る 
目標14 海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する 
目標15 陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化 
      への対処、土地劣化の阻止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る 
目標16 持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべての人々に司法へのアクセ 
    スを提供するとともに、あらゆるレベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築する 
目標17 持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する 

http://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/15775/ 

９－２  持続可能な開発目標  



5.1 あらゆる場所におけるすべての女性と少女に対するあらゆる形態の差別の撤廃 

5.2 女性と少女に対するすべての暴力の根絶 

5.3 有害な慣習の廃止 

5.4 アンペイド・ケア労働や家事労働の評価 

5.5 あらゆるレベルの意思決定への女性の参加およびリーダーシップへの平等な機会 

5.6 性的およびリプロダクティブ・ヘルス・ライツへの普遍的アクセスの確保 

5.a 土地などの経済資源の所有と管理に関する女性の平等な権利、法改正 

5.b 女性のエンパワーメント推進のための技術、とりわけICTの利用促進  

5.c ジェンダー平等＆女性のエンパワーメントのための政策、法制度の強化 

 

９－３ 
 

目標5. ジェンダー平等の達成およびすべての女性と少女をエンパワーする 



おわりに・・・・「輝け!女性糖尿病医」 

女性医師、特に女性糖尿病医の輝きはすべての女性の輝きに
通ずる 

 

◎課題のいくつか 

 自分自身の意識と目標の確立、努力（人生100年の人生設計） 

 家族、夫、子どもの理解・協力（愛情を中心とする人間関係） 

 職場の上司、同僚の理解・人間関係 

 家庭・地域・職場等の環境 

 女性が活躍できる法的整備 

 国の男女平等施策の推進 

 

 


