「桜梅桃李」という言葉が好き!
それぞれ可憐に咲き使命を果たしながら人々の心
を和ませてくれる花・花・花。
一人ひとりが今、居る場所で自分らしく生き、自分らしく
「きらきら」と輝いていける２１世紀でありたい…。

●誰一人取り残さない社会～SDGs で始めよう！
●TOPICS「SDGs とジェンダー」
●男女共同参画基本計画～９つの基本施策とは？②
●政治分野における男女共同参画推進法
●新刊図書のご案内～テーマ；身体の性と人格
●甘酒（ほっと）カクテル

伊賀市では、子育てや介護を行う家庭を
含むすべての家族を、優しく包み込む雰囲気
のある地域になるように願って、2016 年に
率先して市の管理職が共同で「ハタラキカタ
応援宣言」をしました。2018 年３月には、

ハタラキカタ応援人（イクボス）って？
•部下のワーク・ライフ・バランスを考え、
その人のキャリアと人生を応援しながら、
組織の業績と結果を出し、自らも仕事と
私生活を楽しむことができる経営者や上司の
こと。

企業や事業所、また団体の皆様にも共同で
宣言を行っていただき、みんながいきいきと

ハタラキカタ応援人が増えると？

働き続けられる職場づくりに、地域ぐるみで
取り組んでいます。
宣言は単独でいつでも受け付けています。
あなたの会社も「ハタラキカタ応援宣言」

•優秀な人材の確保、定着
•チームワークの向上
•社員の意欲向上による業務効率の改善など

しませんか。

11 月 24 日、ハイトピア伊賀にてイクボス講座を開催
しました。同志社大学政策学部教授の川口章さんをお迎え
し、「働き方改革とイクボス」をテーマにお話しいただきました。
動画を見て「イクボス」について考えたり、ほかの参加者との
意 見 交 換 や 発 表 を 聞 い たり と 、 と て も わ か り や す く 教 え て
いただけました。参加者からは、他企業等の取組みや考えを
知ることができ有意義であったと感想をいただきました。
発
行 （令和 4 年 2 月 1 日発行）
伊賀市 人権生活環境部 人権政策課
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誰一人取り残さない社会
で始めよう！
令和 3 年 11 月 8 日、女性・男性リーダー養成連続講座の修了生を対象に、
サポート講座を実施しました。講師に一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター
（ヒューライツ大阪）所長の三輪敦子さんをお迎えし、SDGs とジェンダー課題の現状について学びました。
一人ひとりを大切にしながら社会や世界を変革するための目標 SDGｓを学び、多様性、多文化共生の視点を持ち、
地域での活動等に活かしていただきたいと思います。

法律や制度ができても
なかなか現実が変わら
ない背景には、強固な
性別役割分担意識や
偏見、固定観念の影響
があります。
皆さん、この文章を
読んで、三人の関係を
考えてみてください。

三人の関係は？？

SDGs と 女 性 の つ な が り 、
コロナ禍における女性の現状、
ニュースではわからないこと
を知ることができました。

父親が一人息子を連れてドライブに出かけました。
ところが、その途中で父親がハンドル操作を誤り、電柱
に衝突する大きな交通事故を起こしてしまいました。
父親は即死、助手席の息子は意識不明の重体
になり、すぐに救急車で病院に運ばれました。

固定観念がいかに強いか、
また若い人も強いという
ことに改めて驚きました。

幸運にも天才外科医との呼び声が高い、その病院
の院長が手術をすることになりました。助手や看護師を
従えて手術室に入り、手術台に寝かされた子どもを
見るなり、院長は叫びました。
「私の息子！」
これはいったいどういうことなのでしょう。
三人の関係は？

男女共同参画社会を実現するための
９つの施策（基本施策）を
HP 公開しました♪

1 つずつ見ていきましょう！

受講者の感想
（アンケート抜粋）

第4次

伊賀市男女共同参画
基本計画
基本施策まるわかり②

基本 雇用における男女共同参画の推進
割近くの人が、「子どもができてもずっと働き続けたい」
施策２ 5と考えています。特に若い世代でその意識が高まっている傾向があります。

「育児休暇や休業の制度をちゃんと整備しなさい」と法律で決められているので、制度は整えられてきています。
しかし、それを取れる環境が整っていないことや、家族の協力や理解が得られないことが、女性が働き続けられない
理由になっているのが現状です。それを踏まえて、具体的にどうするか。下の３つの施策を決めました。

雇用における男女の
均等な機会と
待遇の確保
市役所は、人権啓発訪問をする企業
の数を 181 から２６０に増やそう！！
など

農林業・自営業における
男女共同参画の促進

商工会議所、商工会加入企業の
うち女性の経営者の割合を 12.2％
から 13％に増やそう！！ など

女性の再チャレンジ支援

職業能力向上や再就職支援に関係
する講座の実施や、男女共同参画
センターでの情報提供 など

SDGs とは、Sustainable Development Goals

SDGs では MDGs でできなかったことを達成

（持続可能な開発目標）の略で、2015 年 9 月に

できるように、特に取り残された国々やもっとも

国連で開催された「国連持続可能な

弱い立場にある人々に向けて 支援を広げていく

開発サミット」

で採択されました。誰ひとり取り残されることなく、

こととしています。

人類が安定してこの地球で暮らし続けることが

この SDGs のキーワード「誰ひとり取り残さな

できるように、世界の様々な問題を整理し、解決に

い」の最初の第一歩は女性です。SDGs でも重要な

向けて具体的な目標を示した、2030 年に地球を

ものとして位置づけられ、5 番目のゴールとして

持続可能な場所とするための課題リストであり、17

設定すると同時に、他のあらゆる分野にジェンダー

の目標（ゴール）と 169 のターゲットで構成され

課題を盛り込む、つまりジェンダーを横串と縦串に

ています。

据え、より確実な SDGs の実施を図っています。

SDGs の前段に、2000 年に合意された、ミレニ

一人ひとりを大切にしながら、世界を変革する

アム開発目標（MDGs）があります。MDGs は開発

ための目標である SDGs。今のままでは地球も社会

を進めるための指針となり、多くの分野で重要な

も持たないという現実を知り、私たち一人ひとりが

前進がありました。しかし、その前進にはばらつき

自分事として取り組んでいかなければいけません。

があり、特に貧しい国、発展途上国、小さな島国等

そして、そこにジェンダーの課題が重要な位置に

が開発から取り残されました。

あることを意識してほしいと思います。
（男女共同参画係）

政治分野における男女共同参画推進法
政治分野の女性参画拡大を目指す改正法が
6 月に公布・施行されました。
日本は諸外国に比べ、政治分野の女性参画が
大きく遅れています。※国会議員（衆議院議員）に
占める女性の割合は 9.9％で、世界 193 カ国中 166 位

政治分野に女性が占める割合
国会議員（衆議院）

9.9％

国会議員（参議院）

23％

（列国議会同盟）

今回の改正法では、セクハラ・マタハラ
（妊娠・出産等に関する言動や嫌がらせ）等の
防止策を国や地方自治体に求める条分が新設
されたほか、政党や衆議院・参議院・地方議会
を新たに男女共同参画の推進主体として明記
し、積極的な取組を求めています。
国と自治体の責務として家庭生活との両立
支援のための体制を整備（議会における妊娠・
出産・育児・介護に係る欠席事由の拡大など）
をすることや、セクハラ・マタハラなどの問題
発生を防ぐための研修の実施や、相談体制の
整備が明記されています。

都道府県議会議員

11.6％

三重県議会議員

12％

伊賀市議会議員

22.7％
0
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※参考：内閣府「女性の政治参画マップ 2021」など

例えば、女性の視点が政策に反映されることで、
防災分野では男性も女性も、大人も子どもも安心
できる避難所運営に繋がったり、男女間の賃金
格差、育児や介護などのケア格差の改善が一層
進んだりすることが期待されています。
詳しくはこちらの QR コードを
ご覧ください。

図書…５冊まで DVD…２本まで
２週間借りていただけます。

テーマ；身体の性と人格
■月経と犯罪

■日本の包茎 男の体の 200 年史
田中ひかる〈著〉 平凡社

～女性の月経中（前）のイライラなどが
犯罪を引 き起こ す、 という 説を読み
解き、 あたりまえ の身体現象である
月経と人格を結びつける 古い迷妄
想から解放します。

澁谷知美〈著〉 筑摩選書
～身体によって人格まで貶められてきた
のは男性も同じ。昔から恥ずかしさを伴っ
ていた包茎に、発育不良や不潔、さらに
「女性に嫌われる 」などという理論で
包 茎 手 術 の 必 要 性 を 煽 る 「 作ら れた
恥ずかしさ」に迫ります。

■肉体のジェンダーを笑うな
山崎ナオコーラ〈著〉 集英社
～医療により「父乳」が出るようになった男性の話などの 4 編の物語
集。どれも荒唐無稽に思える物語が、身体と人格との関係を巡る
思考実験を促してくれます。

ほっと
米こうじ

甘酒

きっかけは、

ジュースで割った甘酒

読書のおともに……美容と健康 免疫力アップに
甘酒はいかかでしょうか? 米こうじとお米で作る
甘酒は、お子様にも安心なノンアルコールです。

―――――――

甘酒はニガテ～!! そんな編集員達に「とにかく飲んでみて!」
と差しだされたリンゴジュース入り甘酒…なんと、ひと口で全員
お気に入りに！！ そして、今ではストレートで飲んでいます。

料理にも甘酒！?

もっと美味しく伊賀の甘酒 ―――――
市内の町野酒店さんを訪ねてみました。
『自家製米こうじと伊賀米で作る甘酒には、嬉しい栄養素が
たくさん含まれています。飲むだけではなく、濃いタイプ は
発酵調味料として手軽に取り入れてほしいです。』と。
活用術や秘伝の甘酒レシピなど、たくさん教えて頂きました。

創業 125 年 町野酒店にて

美味しい甘酒で

みなさんの活用法を
教えてくださいネ

に
負けない体に!!

食材にまぶしたり、漬け込むだけ♪

