
109 号（1） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 

2021 年６月発行 

特集「なばりのきらきらウーマン」 

第 7回 みんなの居場所「こどものとなり」プロジェクト 

代表 水口 薫さん 

名張できらきら輝く女性へのインタビュー企画・第 7 回目

は、市民活動実践者の水口さん。「なばりこども食堂」の運営

をなさっています。飾らない言葉と、地域の子どもたちへの思

いが印象的でした！ 

（インタビューの内容はこちらです） 

 

 
毎年6月23日から29日までの1週間は「男女共同参画週間」です 

今年のキャッチフレーズ 

「女だから、男だから、ではなく、私だから、の時代へ。」 

「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日が1999年

6月23日であることにちなんでいます。 

また、名張市では毎月22日を「男女共同参画につい

て考える日」と定めており、「男女共同参画」について

の理解を深める日となっています（名張市男女共同参

画推進条例第19条）。 

職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」

を実現するためには 政府や地方公共団体だけでなく、私たち一人ひとりの取組が必要です。 

私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか？ 

★名張市男女共同参画パネル展 名張市役所 6月16日（水）～6月30日（水） 

 
内閣府「男女共同参画週間について」 

名張市「男女共同参画に関する名張市の都市宣言・条例・計画」 

 

https://www.gender.go.jp/public/week/index.html
https://www.city.nabari.lg.jp/s021/030/090/140/201502053010.html
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「ジェンダー・ギャップ指数（GGI）2021」 日本 156ヶ国中 120位 
 

出典・参考 世界経済フォーラム「The Global Gender Gap Report 2021」「日本におけるジェンダー・ギャップ、解消への道」 

内閣府「共同参画」2021 年 5 月号  

男女の性別による格差を数値化した「ジェンダー・ギャップ指数（GGI＝Gender Gap Index）」

が、3月に世界経済フォーラムより発表されました。各国内の男女の性別による格差を数値化し

ランク付けしたもので、経済・教育・健康・政治の 4分野のデータから算出され、0が完全不平

等、1が完全平等を示しています。 

 

日本の各分野の順位（2021年） 156ヶ国中 

〇 経済 117 位  〇 教育 92 位  〇 健康 65 位  〇 政治 147 位 

分　野 スコア 昨年のスコア

経　済 0.604 0.598

教　育 0.983 0.983

健　康 0.973 0.979

政　治 0.061 0.049

日本の各分野のスコア

スコアの数値は、0 が

完全不平等、1 が完全

平等を示しています 

2021 年の日本の総合スコアは 0.656、順位は 156 ヶ国中 120 位で、昨年の 121 位

（153ヶ国中）から 1つ上がったものの、主要 7か国（アメリカ・イギリス・イタリア・

カナダ・ドイツ・フランス・日本）の中では最下位です。 

 

日本では女性の政治への参加割合が低いこと、過去 50年間、女性の行

政府の長が存在していないことも世界経済フォーラムのレポートで指摘

されているよ。 

経済分野についても、管理職の女性の割合が低いこと（14.7％）、女性

の 72%が労働力になっている一方、パートタイムの職に就いている女性

の割合は男性のほぼ 2 倍で、女性の平均所得は男性より 43.7％低くなっ

ていることが指摘されているよ。 

政治・経済分野は順位もスコアも低いね。なんでだろう？ 

「コロナ下」で浮き彫りになったジェンダー格差 

新型コロナウイルス感染症の拡大は、男女で異なる影響を与えています。雇用や生活面で

特に女性、女の子への深刻な影響が明らかになりました。女性への深刻な影響の根底には、

日本社会に根深く存在する、固定的な性別役割分担意識による構造的な問題があります。平

時においてジェンダー平等・男女共同参画が進んでいなかったことが、新型コロナウイルス

感染拡大の影響により顕在化しました。 

一方で、テレワークや在宅勤務などオンライン活用の拡大は、男女ともに新しい働き方の

可能性が広がっていくことが期待されています。 

固定的な性別役割分担意識や、性差に関する偏見等を反映した既存の制度や慣行の見直し

を進め、ジェンダー平等と男女共同参画社会推進に向けた取組を推めることが、女性や女の

子だけでなく、男性や男の子の利益にもつながります。 

出典・参考 内閣府「コロナ下の女性への影響と課題に関する研究会 報告書 ～誰一人取り残さないポストコロナの社会へ～」 

 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf
https://jp.weforum.org/agenda/2021/03/niokerujenda-gyappu-heno/
https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2021/202105/pdf/202105.pdf
https://www.gender.go.jp/kaigi/kento/covid-19/siryo/pdf/post_honbun.pdf
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編集後記 

今月号から「つうしん」を一緒に作ってくださる編集員さんも参加し、今後「つうし

ん」がどんな進化を遂げていくのか、制作側としても、一読者としてもわくわく楽しみ

です。さて、今年はずいぶん早い梅雨入りでしたね。時勢的にもなかなか気軽に外出で

きませんが、みなさんの「おうち時間」の楽しみはありますか？私は漫画や読書も大好

きですが、先日は自宅のキッチンで「ソロ・デイキャンプ」をしました。「ゆるく楽し

む」がモットーなので、私には自宅デイキャンプがちょうどいいようです(笑) 

 

つうしん 109 号アンケート  
つうしんを手に取っていただきありがとうございます。今後の編集のために、ご意見をお寄せください。

ご回答いただいた方の中から抽選で２名様に図書カード 1000 円分を進呈いたします。下記①～⑤の必要事

項をご記入のうえ、メール、ハガキ、または FAX でお送りください。（送料等はご負担ください） 

 

 

① 記事の内容は参考になりましたか？  （ａ） 参考になった  （ｂ） 参考にならなかった 

②「参考になった」を選択された方にお尋ねします。どの記事が参考になりましたか？（複数回答可） 

（ａ）特集「なばりのきらきらウーマン」（ｂ）男女共同参画週間について（ｃ）ジェンダー・ギャップ指数

（ｄ）「コロナ下」で浮き彫りになったジェンダー格差 （ｅ）編集員の紹介 （ｆ）相談日程 

➂ 興味のあるテーマ、今後読みたいと思うテーマはどれですか？（複数回答可） 

（ａ）簡単料理レシピ（ｂ）ワークライフバランス（ｃ）「無意識の偏見」について（ｄ）その他（   ） 

④ 特集「なばりのきらきらウーマン」についてご意見・ご感想をお聞かせください。 

⑤ 109 号の記事全体について、ご意見・ご感想をお聞かせください。 

★ お名前、年齢、住所、連絡先、つうしんの号数を明記の上、下記連絡先へお送りください。 

応募締切は 8月10日 火曜日（必着）です。 
 
 ＜メール宛先＞ danjo-center@emachi-nabari.jp「つうしん 109 号アンケート」 

＜郵送宛先＞〒518-0775 名張市希央台 5-19 名張市男女共同参画センター 宛 

＜FAX 宛先＞ 0595-63-5326 

 

※ ご記入いただいた個人情報は図書カードの発送のみに使用し、当選発表は景品の発送をもってかえ
させていただきます。 

 

＜メールQRコード＞ 

sumi さん 

はじめまして sumi です。 

大阪府出身で 7 年前結婚を機に名張に移住しま

した。名張と周辺地域の自然をこよなく愛する 2 児

の母です。休日はキャンプ、ピクニック、川遊びな

どアウトドアで家族時間を過ごしています。しか

し、家では毎朝家族の中で誰よりも遅く起きるぐう

たらな母さん。夜、子どもたちが寝たあとは BTS の

MV
ミュージックビデオ

を観るのがマイブームです。 

編集初心者ですが、取材で感じたことを読者 

のみなさんに最大限に伝えられるようがんばり 

ます！ 

 

晴（はる）さん 

はじめまして晴（はる）です。 

昨年、２人目出産をきっかけに名張へ引っ越し

てきました。休日は子どもたちと市内の公園へ行

き、子ども以上に楽しんで遊んでいる２児の母で

す。食べることが大好きで、ほぼ毎日気になる名

張市内のカフェやスイーツ店を探しています。最

近、子どもたちと家庭菜園を始めて、育てた野菜

を一緒に食べることが楽しみです。 

編集員としての仕事は初心者ですが、読者の皆

さんに自分らしく伝えていきたいと思いますの 

で、よろしくお願いします‼︎ 

「つうしん」の編集員を 4月 5日～20日に一般公募し、選考の結果 2名が選ばれました。たくさん

のご応募ありがとうございました！ 「つうしん」の取材や編集にたずさわってもらうことで、地域に

おける男女共同参画推進の関係者づくりを目指し、名張市の男女共同参画社会のすそ野を広げ推進して

いくことを目的としています。今月号から約 1年間、編集員として「なばりのきらきらウーマン」はじ

め、「つうしん」の作成にたずさわってくださいます！ 

 

「つうしん」をいっしょに作ってくださる編集員さんが決定しました！ 

mailto:danjo-center@emachi-nabari.jp
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日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
　　　女性弁護士

　　　による法律相談

10：00～12：00

13：00～15：00

女性のための相談

13：00～16：00 

4 5 6 7 8 9 10
男性のための相談

17：00～19：00 

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～16：00 

11 12 13 14 15 16 17
　　　 人権相談 　　　 ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ相談

13：30～16：00 10：00～12：00 

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～16：00 

18 19 20 21 22 23 24
　　　 人権相談

13：30～16：00 

女性のための相談

9：00～12：00 

25 26 27 28 29 30 31

　　　 ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ相談

13：00～1６：00 

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～16：00 

休館日

休館日

　●予約　６３－５３３６

★「女性のための相談」7月23日は祝日のためお休みです

休館日

休館日

名張市男女共同参画センター2021年
7月

相 談 日 程

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7
　　　女性弁護士

　　　による法律相談

10：00～12：00

13：00～15：00

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～16：00 

8 9 10 11 12 13 14
　　　   人権相談 男性のための相談

13：30～16：00 17：00～19：00 

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～16：00 

15 16 17 18 19 20 21
　　　   人権相談 　　　 ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ相談

13：30～16：00 10：00～12：00 

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～16：00 

22 23 24 25 26 27 28

　　　 ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ相談

13：00～1６：00 

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 13：00～16：00 

29 30 31

休館日

休館日

●予約電話　６３－５３３６

休館日

休館日

休館日

8月
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インタビュー（ページ内リンク用見出し） 

～特集「なばりのきらきらウーマン」～ 
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