
「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…。 
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女性防災リーダー養成連続講座

•8/5(金)、10/14(金)、12/2(金)、2/3(金) 19:00～21:00

•ハイトピア伊賀／女性20名

•地域防災の担い手となる女性防災リーダー養成講座。

•4回連続講座です。3回以上出席で修了証をお渡しします。

三重県内男女共同参画映画祭2022「アラジン」

•8/20(土) 14:00～16:30（開場13:30）

•伊賀市文化会館／260名

•映画で見つけよう！男女が共に生きるヒント

•ディズニー映画「アラジン」（実写版・日本語吹替・字幕あり）

おとこの料理教室

•9/3(土)、11/5(土)、1/14(土) 10:00～13:00

•ハイトピア伊賀／男性各回6名

•初心者向けに簡単な調理を実習します。みんなでチャレンジしてみましょう！

女性のためのエンパワメント講座

•9/16(金) 19:00～21:00

•ハイトピア伊賀／女性20名

•テーマ：女性のための表現力 UP 講座

働く女性のための就労支援講座

•10/28(金) 19:00～21:00

•ハイトピア伊賀／女性20名

•テーマ：女性が働き続けるためのタイムマネジメント

フレンテみえ男性講座（サテライト会場＊）

•11/20(日) 午後（時間未定）

•ハイトピア伊賀／男性30名

•演題：現代を生きる『男』のための処方箋 ～“絶望”の時代の”希望”の
男性学入門～ 講師：田中 俊之さん（大妻女子大学 社会学専攻 准教授）

男女一緒に気づいて広がる発見講座 ネパール編

•12/14(水) 14:00～16:00

•ハイトピア伊賀／60名

•テーマ：海外の様子を知ることは、新たな気づきや発見につながります。男女
ともに生き方を見直すきっかけとなる講座です。

＊津市の会場での講演会を中継で
つなぎ、伊賀市で上映します。 

人
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申込み・お問合せ 

男女共同参画センター 

☎22-9632 

●映画祭「アラジン」開催します！ 

●男女共同参画基本計画～９つの基本施策とは？④ 
●TOPICS 令和 4 年度男女共同参加白書 

●キャンプだけではもったいない！！ 
おしゃれなグッズで防災も♬ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

様々な困難をかかえる 
人々への対応 

 基本 
施策 4 

男女共同参画を実現するための意識づくり 

2019 年に実施した「伊賀市男女共同参画に関する意識調査」では、社会通念・慣習・しきたりにおいて、男性の   

方が優遇されていると思う人の割合が高くなっており、国が同じ年に行った世論調査と比較すると、「平等」の割合が

低くなっています。引き続き人権問題地区別懇談会（ちくこん）など様々な機会で男女共同参画の意識づくりを普及

啓発していくことが必要です。 

すべての人々の人権が尊重され、相互に共存し、豊かな社会を

実現するためには、住民一人ひとりの人権尊重の意識を高める

ことが不可欠です。 

男女共同参画の意義・
目的の周知徹底 

男女共同参画の視点に
立った慣行等の 
見直し 

 
情報発信・活用力 

の育成 

人権問題地区別懇談会を
通して 、身近な慣行や   
しきたりの見直しについて
啓発しています。 

講座などのあらゆる機会で、
条例や宣言をＰＲしています。 

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 

1 つずつ見ていきましょう！ 

 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④ 

この情報紙「きらきら」を 
年間 4 回発行し、啓発して
います。 

毎月、人権擁護委員による
「人権相談」や、弁護士に
よる「女性法律相談」を 
実施しています。 

 

「アラジン」 

８月２０日(土)     
１３：３０ 開場 
１４：００ 開演 

 

事前申込 

必要 

 

☆プレトークあり 

◆右記 QR コードから 
お申込みください。 

             

伊賀市文化会館 

無料 先着 260 名 
 

・伊賀市文化会館 

・１歳～未就学児 

・申込：7/７～8/5 

先着順 

託児 

とき 

ところ 

チケット 

※託児を希望する方のチケット申込は、 

電話または来庁 

(ハイトピア伊賀男女共同参画センター)

でお願いします。 ◆電話・メール・FAX・来庁（男女共同参画センター） 

でもお申込み可能です。 

 ※住所・氏名・電話番号・メールアドレスを明記してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年版の男女共同参画白書が内閣府から発表

されました。昨年の白書で取り上げられましたが、 

コロナ下において、日本の男女共同参画が進んでいな

かったことが改めて明らかになりました。問題の背景

には、家族の姿が変化しているにもかかわらず、男女

間の賃金格差や働き方の慣行、人々の意識、様々な 

政策や制度などが依然として昭和時代のままと  

なっていることが指摘されています。 

今回の特集では、家族の姿の変化と人生の多様化、

結婚と家族を取り巻く状況について整理した上で、 

実態とかい離した制度・慣行、無意識の偏見（アン  

コンシャス・バイアス）を含む固定的な性別役割分担

意識等に基づく構造的な問題に起因する課題に  

ついて明らかにし、人生 100 年時代における男女 

共同参画の課題について考察しています。 

 

◆家族の姿の変化・人生の多様化 

まず、結婚と家族の現状について、婚姻関係の変化、

家族の姿の変化から整理し、人生の多様化と課題に 

ついて見ていきます。 

近年の婚姻件数は約 60万件、離婚件数は約 20万

件と、離婚が婚姻の３分の１で推移しています。  

コロナ下の令和２年以降の婚姻件数は、令和２年

52.6 万件、令和 3 年 51.4 万件と、戦後最小値を  

更新。また、昭和 55年と令和 2年の配偶関係別人口

構成比をみると、この 40 年間で男女ともに「未婚」

と「離別」の割合が大幅に増加しています。 

人生の多様化については、「専業主婦の減少」  

「ひとり親の増加」「単独世帯の増加」といった  

状況が見て取れます。 

 

◆結婚と家族を取り巻く状況 

次に、内閣府の調査等から浮かび上がる結婚と家族

を取り巻く状況について見ていきます。 

配偶者、恋人の有無の調査について、「配偶者、  

恋人はいない(未婚)」との回答は、男女ともに全世代

で 2 割以上にのぼり、特に 20 代女性の約 5 割、   

男性の約 7 割が「配偶者、恋人はいない(未婚)」と  

回答しています。また、独身者への結婚意思の調査 

では、20 代では女性の方が男性よりも「結婚意思  

あり」の割合が高いが、40 代以降の女性は割合が  

減る一方、男性の場合は女性よりも高い割合で結婚 

願望をもっています。積極的に結婚したい理由に  

ついては男女間で差があり、女性の方が高いものは

「仕事・家事・育児・介護を背負うことになるから」

「苗字・姓が変わるのが嫌・面倒だから」などで、  

男性の方が高いものは「結婚生活を送る経済力が  

ない・仕事が不安だから」というものでした。 

 

◆  

長い人生の中で経済的困窮に陥ることなく、尊厳と

誇りをもって人生を送ることができるようにする 

ため、優先的に対応するべき事項は次のとおりです。 

①女性の経済的自立を可能とする環境の整備 

②世帯単位から個人単位での保障・保護／無償ケア

労働を担っている人への配慮 

③早期からの女性のキャリア教育 

④柔軟な働き方を浸透させ、働き方をコロナ前に 

戻さない 

⑤男性の人生も多様化していることを念頭に  

置いた政策 

人生 100年時代を迎え、日本の家族と人々の人生

の姿は多様化し、昭和の時代から一変しました。  

今後、男女共同参画を進めるにあたっては、このこと

を念頭において、誰ひとり取り残さない社会の実現を

目指すとともに、幅広い分野で制度・政策を点検し、

見直していく必要があります。 

（男女共同参画係） 

「令和４年版 男女共同参画白書」より 

＜特集＞人生 100 年時代における結婚と家族 
～家族の姿の変化と課題にどう向き合うか～ 

「ぼくはイエローで ホワイトで、 
ちょっとブルー」

 

多様性はうんざりするほど大変だし 
めんどくさいけど、無知を減らすから 
いいことなんだと母ちゃんは思う。（本文より） 

 

 
🔶母視点から語られる、日常を切り取ったノンフィクションとなっています。 
 
 

 

おすすめの一冊 

著者：ブレイディみかこ／出版：新潮文庫 

 

7 月 9日（土） 
男女共同参画フォーラム 
「いきいき未来いが」  
実施しました！ 
詳しくは次号にて… 

とても読みやすく、 

多様性についても考えられる

内容なのでおすすめです！ 



 

キャンプだけでは 

   もったいない！！ 

おしゃれなグッズで防災も♬ 
ー気分を上げて 毎日を楽しくー 

最近よく耳にする 

ローリングストック とは・・・ 

 

 防災グッズを揃えたものの、使い方がよくわからない、   

賞味期限切れなどの経験はありませんか? 

 

日頃から、食べているもの(ペットボトル箱買い、レトルト  

食品、缶詰など)や使用しているもの（トイレットペーパー、  

生理用ナプキン、電池など）のストックがあれば、 

非常時も安心しですね。 

一人用焚火台 

 

固形燃料 

ポータブル電源 

 
機能的。充電器として。いざと
いう時も安心して使えます。
(目安 360ｗ3 万円位～) 

コンパクトに畳めて、
軽く持ち運びも楽。 

お好みの灯りに 
癒されませんか 

虫よけキャンドル 

 

 

LEDキャンドル 

 

 

缶入りだから汚れず、
片付けもらくちん。 

ローリング(回す)ストック(ためる) 

日頃食べているものを多めに買って、

食べたら買い足していくことです。 


