
ジェンダー格差が少ない
とされる1位から5位までは、
昨年に引き続き連続1位と
なったアイスランド、その
後ノルウェー、フィンラン
ド、スウェーデン、ニカラ
グアとランキング上位は例
年通り北欧諸国が占めた。

女性のための相談室（茅ヶ崎市男女共同参画推進センターいこりあ ）

0467-84-4772（直通）

内容

夫婦・家族・交際相手等の人間関係や生活上の悩み相談（電話相談・面談相談）
離婚・相続などの法律相談（1回45分以内）※お一人様1回のみ
相談無料・秘密厳守
※ お電話がかかりにくい場合は、30分程度時間をおいてから再度おかけ直しください

曜日
時間

電話相談・・・月～金曜日 10:00～16:00
面談相談・・・月・水・金曜日 、第4火曜日 10:00 ～16:00（予約制）
法律相談・・・第２・第４火曜日 13:00 ～16:00（予約制）

場所
茅ヶ崎市男女共同参画推進センター いこりあ
（新栄町12-12茅ヶ崎トラストビル4階、日曜日・年末年始は休館）

茅ヶ崎市男女共同参画推進センターいこりあ
ご利用案内

男女共同参画社会の実現を目指し、市民の方々
が学習し、様々な活動や交流の場として利用して
いただく公共施設です。

ぜひこの機会にご利用ください。

◆ 開館時間 9:00～21:00

（7月～9月のみ21:30まで）

◇ 休館日 日曜日、年末年始

（12月28日～1月3日）

◆ 受付時間 9:00～17:00（開館日のみ）

【発行先】茅ヶ崎市文化生涯学習部男女共同参画課

【発行先】茅ヶ崎市新栄町１２－１２茅ヶ崎トラストビル４階 ℡0467-57-1414

いこりあ通信
第1３号 男女共同参画情報紙

令和元年(2019年)１２月 もっと知りたい！もっと学びたい！！市政へ参加したい！
…でも小さい子どもがいるから参加は難しい…

そんな方のために、あなたの力を貸してください！
◇応募方法◇

応募用紙を「男女共同参画推進センターいこりあ」で受け取るか、市HPからダウン
ロードし、必要事項を記入して男女共同参画課へ直接ご持参ください。

◇応募期間◇
３月２日(月)～３月２７日(金)

★ 茅ヶ崎市内在住の方
★ 都合が合う時のみ活動していただけます
★ 保育士資格等の有無は問いません
★ 未経験でも大丈夫です
★ 託児１回につき2,300円（交通費込）が出ます
★ 託児をお願いする時間は３時間程度です
★ 託児のお子様の対象年齢は生後６か月から小学３年生まで
★ 託児を行う場所は市内公共施設です

詳細はこちら
（随時更新中）

広がり止まらず、日本における男女格差

世界経済フォーラム（WEF）が12月17日に
発表した今年の「男女格差（ジェンダーギャップ）
報告書によると、日本の順位は対象153カ国中
121位で過去最低を更新しました。

国別順位の上位20カ国

1.アイスランド（1）
2.ノルウェー（2）
3.フィンランド（4）
4.スウェーデン（3）
5.ニカラグア（5）
6.ニュージーランド（7）
7.アイルランド（9）
8.スペイン（29）
9.ルワンダ（6）
10.ドイツ（14）
11.ラトビア（17）
12.ナミビア（14）
13.コスタリカ（22）
14.デンマーク（15）
15.フランス（18）
16.フィリピン（24）
17.南アフリカ（19）
18.スイス（20）
19.カナダ（16）
20.アルバニア（34）
106.中国（103）

108.韓国（115）

121.日本（110）

・・・

日本は121位と昨年の110位から
11順位を下げ、過去最低の順位とな
り、G7の中で圧倒的に最下位。中国
は106位、韓国は108位で日本より
上という結果になった。

・・・

参考
Mind the 100 Year Gap 
https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality

ちなみに、G7（先進7カ国）の順位を
みてみると…
10位のドイツがトップ。以下フランス
（15位）、カナダ（19位）、英国
（21位）、米国（53位）、イタリア
（76位）と続き、100位圏内に食い込
めなかったのは日本のみ。

世界各国の男女格差を測りランキングしたもので、
指数は「経済」、「政治」、「教育」、健康」の4分
野の大項目のデータをもとにそれぞれ得点にしている。
純粋に男女の格差だけに着目しており、指数が高いほ
ど男女の格差が小さく、平等であることを表す。

Economic Participation and Opportunity
（経済活動の参加と機会）

給与格差、管理職比率、専門職や技術職の労働者数など
が含まれる。

Educational Attainment（教育）
初等教育や高等・専門教育への就学などが含まれる。

Health and Survival（健康と生存）
平均寿命の男女比などが含まれる。

Political Empowerment（政治への関与）
意思決定機関への参画などが含まれる。 女性議員の比

率が高いと評価が良い。

日本が低い順位である主な理由として、経済と政治の分野のスコアが著しく
低いことが挙げられます。今年もその傾向は改善されることはなく、特に政治
に関しては144位（2018年は125位）となっています。世界で女性の参画が
大いに進んだため、日本との差がさらに広がってしまったといえます。

男女格差（ジェンダーギャップ）とは

4分野の大項目

内閣府男女共同参画局では、政治分野
における女性の参画状況について情報を
収集し、見える化を進めています。

政治分野における男女共同参画の推進

女性活躍推進法-「見える化」サイト-

参考サイト

※ 括弧内は前年の順位



特集
パパ！子どもと楽しく遊んでいますか？

パパならではの「絵本の読み聞かせ」

令和元年11月30日に図書館で、茅ヶ崎市では初開催となる、パパ‘s
絵本プロジェクトによる「絵本ライブ 楽しい読み聞かせ」を開催しま
した。参加された方からは、「ただ読むだけではなく楽しみながら子ど
もと接することができた」、「子どもも大人も飽きさせない内容だっ
た」などという意見をいただき、大好評でした。

いざ避難が必要になった場合のことを、日頃から考えていますか？
防災と聞くとハードルが高く感じますが、実は家族で楽しむアウトドアやピクニック、キャンプなどとの

共通点が多く、楽しみながら防災について学べる良い機会でもあります。非常食にひと手間加えて美味しく
食べる講座を開催します。実際に体験して、自助防災・地域防災の意識を高めましょう。

かんたん！おいしい！
非常食プチクッキング

講師 水島將隆さん(日本防災士会湘南支部理事)
対象 親子８組<申込制(先着)>
問合 男女共同参画課男女共同推進担当

パパ‘s 絵本プロジェクト「絵本ライブ」大盛況！

講師 河合蘭さん（出産ジャーナリスト/写真家）
対象 女性30人＜申込制(先着)＞
申込

詳細・申込 HP

日時 令和2年1月18日(土)１０時～12時
場所 男女共同参画推進センターいこりあ

令和2年1月16日(木)までに☎または市HPで(FAX(57)1666も可）

自身のライフサイクルの中でどのようにどのタイミングで妊娠・出産
するかを考え、その中で妊娠・出産について知っておきたいことを
ジャーナリストとしての視点から伝える講座を開催します。

出産ジャーナリストと考える
ライフスタイルと「産み時」・「産み方」

日時3月12日(木)１０時～12時

場所 小和田公民館

食物アレルギーのある方は要相談 詳細・申込HP

子どもと一緒にサバイバル防災
かんたん！おいしい！非常食プチクッキング

令和２年のおすすめ講座

Q .読み聞かせにチャレンジするパパ達にメッセージを！
お子さんと楽しめる絵本タイムも、成長すればいつか終わります。期

間限定の貴重な時間なんだ、と考えながら楽しんでください

田中尚人さん

安藤哲也さん

西村直人さん

Q.茅ヶ崎での絵本ライブ、いかがでしたか
参加した子どもたちはノリもよく、キラキラした笑顔で聴いてくれ

たのでよかった。毎回、逆に子どもたちからパワーをもらいます。

Q .楽しく絵本を読む時のポイントを教えてください
「子どもにとって良い絵本は？」などと考えずに、絵やストー

リーが自分の好みやフィーリングに合うものであれば、読み手も
楽しくなるはず。そうなれば子どもも食い付いて来るでしょう。

【当日、読んだ絵本】
・どっしーん！
・びょーん
・ぐりとぐら
・うちゅうじんはいない！？
・もけらもけら
・おならローリー
・どうぶつ うたえほん
・おっぱいばいばい
・だるまさんが
・しょうぼうじどうしゃ じぶた
・ことばのこばこ
・あかちゃん
・すてきな三にんぐみ

パパ‘s 絵本プロジェクトのみなさんに聞いてみました

Q .読み聞かせにチャレンジするパパ達にメッセージを！
お母さんは眉をしかめるかもしれないけれど、ウンチやおしっこ、おならなどビロウな内容、

ちょっと怖い内容、意味はないけど笑いが止まらない内容などなど、「お母さんが選ばない」だろう
内容の絵本は、「お父さんだからこそ」のバリエーションとして、子どもの心に強く残ると思います。

Q .茅ヶ崎での絵本ライブ、いかがでしたか
海の近くの子どもたちは、伸び伸びしていてとっても元気一杯で、反応もみずみずしくて、

一緒に楽しくライブができました。大人の方々が幾分シャイなのは、土地柄でしょうね。

Q .楽しく絵本を読む時のポイントを教えてください
寝かしつけのために、豊かな感性を育てるために、といった「子どものため」視点だけだと、絵本が睡眠薬

や教科書代わりになってしまいます。絵本タイムは、親であることをちょっと忘れて、「子どもと楽しく過ご
す時間」だと思って、お父さんもお母さんも一緒に笑ったり、びっくりしたりして欲しいと思っています。

Q .読み聞かせにチャレンジするパパ達にメッセージを！
妻からは絵本に限らず「パパはおふざけが過ぎてまた変な遊びやって！」なんて怒られがちでしたが、子育てを終えて

「パパが子ども目線で遊んでくれた事が一番良かった」と評価してくれてます。評価は遅れてやってくる？（笑）

Q .茅ヶ崎での絵本ライブ、いかがでしたか
とても楽しかったです！お越しいただいたみなさん、共に楽しい時間を作っていただきありがとうございます。

Q .楽しく絵本を読む時のポイントを教えてください
お子さんとのおふざけ時間（幸せ時間）が目的で、絵本はツールの一つで良いと思います。ママ

とは違う選書、読み方、そもそも絵本でなくてもいい、パパらしくお子さんと関わるのが一番大事。
あと僕は図書館を利用してドサッと借りてるうちに段々と好みがわかってきました。

お父さんが絵本を読んでいる間、
お母さんはちょっと休憩できるので、
お父さんの絵本読み聞かせ習慣は、
お母さんの笑顔も導いてくれますよ。 絵本は子どもたちにとって、

お父さんやお母さんを独り占め
できるかけがえのない時間であ
り、お父さんやお母さんの声や
表情を受け止める大切な時間そ
のものなのです。

図書館で「お父さんが読む絵本
をいくつか選んで下さい」とリク
エストしてみると、図書館の方も
きっと笑顔で探してくれると思い
ます。パパも絵本と友達になりま
しょう。

絵本のセレクトも
子どもに選ばせるこ
とは最優先ですが、
「子どものため」
じゃなくて、自分が
好きな絵本、気に
入っている絵本もラ
インアップに入れて
みると素敵です。

https://www.irasutoya.com/2018/06/blog-post_846.html

