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「With You さいたま」は、埼玉県の男女共同参画社会づくりのための総合拠点施設です。

パープルリボン・
タペストリーが
県内巡回中

パープルリボンは、DVをはじめとする
様 な々暴力をなくそうという国際的な
キャンペーンのシンボルです。女性に
対する暴力をなくす運動として、県民
の皆さんがパープルリボンを作成し、
大きなタペストリー（壁掛け）を完成
させるキャンペーンを毎年展開して
います。今年度は、21市町がキャン
ペーンに参加しています。タペストリー
をみかけたら、ぜひご参加ください。

伊奈町▶坂戸市▶川越市▶春日部市▶　　 ふじみ野市▶北本市▶蕨市▶本庄市▶

2020年8月1日～
2021年3月19日

巡回
期間

宮代町▶白岡市▶　　 戸田市▶川島町▶　　 羽生市

11月以降の巡回スケジュール
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Yes means Yes！Yes means Yes！性暴力
セミナーより

伊藤 和子
ITOU KAZUKO

性暴力等犯罪被害専用相談電話
アイリスホットライン

性暴力などの犯罪の被害に遭った方を支援します。被害に遭い、どうした
らよいかわからないなど、不安や悩みを抱えた方などお電話ください。

※１「#MeToo」運動　2017年10月に、ハリウッドの映画プロデューサーによるセク
ハラ疑惑の報道をきっかけに、女優のアリッサ・ミラノさんが同じようなセクハラ
被害を受けた女性たちに向けて“me too”と声を上げるようTwitterで呼びかけ
たことで始まり、世界中に広がった。

※２ 「あさイチ」　NHK総合テレビで平日の朝に生放送されている生活情報番組。
※３　Change.org　2002年に社会起業家のベン・ラトレイによってアメリカで創設さ

れた社会にポジティブな変化を起こしていくためのオンライン署名サイト。

７月２８日、弁護士で国際人権NGO・ヒューマンライツ・ナウの事務局長・伊藤和子さんを講
師にお迎えし、性暴力防止セミナーをオンライン講座で開催しました。世界における性犯
罪規定の改正の動きやこれからの展望について、講演いただいた一部を御紹介します。

＃Me Too 運動が日本で広がらなかった理由
　ハリウッドから始まった性暴力の告発「#MeToo」運動

（※１）は、24時間で50万回以上ツイートされ、大きな動き
となりましたが、日本では当初あまり広がりませんでした。
その理由は、日本には声を上げた人を責める環境があり、
#MeTooは危険なものとみなされる可能性があったから
です。日本ではなぜか加害者を非難せず被害者を非難す
るのです。そういった状況の中では女性たちはなかなか声
をあげることができませんでした。
　最近の内閣府の調査では、女性の7.8％（13人に１人）男
性の1.5％（20人に１人）が無理やりに性交などをされた経
験があります。そのうち誰かに相談した人は39％、警察に
相談通報した人は3.7％。警察に相談に行っても立件して
くれない、起訴され有罪になる割合は著しく低い…そう
いった中で被害者は打ちひしがれるしかなかったのです。
　日本で初めて#MeTooの声をあげた伊藤詩織さんに
勇気をもらった女性は多いと思いますが、彼女は社会から
長い間バッシングを受け、ロンドンに拠点を移さざるを得
ませんでした。

性犯罪をめぐる世界の動き
　日本の法律の性犯罪規定にも大きな問題があります。
　2017年に性犯罪に関する刑法が110年ぶりに改正さ
れました。110年前というと女性には選挙権さえなかった
時代です。今回強姦罪の名称が強制性交等罪に改められ、
法定刑の下限が3年から5年に引き上げられました。強盗
罪も5年なのを考えると、財産より女性の性被害が軽く扱
われていたことがわかります。さらに親告罪ではなくなっ
たこと、監護者性交等罪で親からの性虐待が処罰されや
すくなったことなど評価できる点もありますが、積み残さ
れた課題も多いのです。
　特に性犯罪の成立には、「暴行または脅迫」「心神喪失ま
たは抗拒不能」という高いハードルの要件が求められ、そ

うした証拠がないとして警察で相手にされない被害者が
多いのが現状です。「抗拒不能」の定義があいまいで、裁判
官の裁量に委ねられていることも問題です。2019年には
4件の性犯罪事件で無罪判決が出ました。被害者の意に反
する性行為であってもそれだけでは性暴力と認められな
いこと、「抗拒不能」が認められても加害者にその認識が
なければ有罪にできないことの不当さが改めて明らかに
なりました。
　諸外国では性犯罪に関する法律は改正を重ねられてお
り、同意のない性行為はそれだけで犯罪とする国も多くな
りました。最も進んだスウェーデンが採用する「Yes 
means Yes」の理論。Yesと言わなければ同意ではないと
いう考え方です。「Yes」とも「No」とも言っていない状態
での性交はレイプとされます。
　一方、日本では性行為の同意についての男性の意識が
低いのが現状です。「あさイチ」（※２）のアンケートでは、
女性が泥酔している場合、性行為に同意していると思われ
て仕方ないと考える男性が35％もいました。泥酔してい
るのに同意などありえません。小さいころから性行為にお
ける「同意」についての教育が必要です。
　こうした現状を受けて日本全国にフラワーデモが広がり
ました。2020年は刑法改正3年後見直しの年です。性犯
罪における刑法改正を求める署名がChange.org（※３）
で10万人以上集まり、法務省に提出され、法務省の検討
会がスタートしました。被害の苦しみは国によって変わる
ことはありません。世界水準と同じ保護を日本に住む女性
が受けられない理由はありません。そして声をあげた人を
一人にしない。声をあげた人をみんなが応援する社会にし
ていくことが求められているのです。

24時間365日受付

性犯罪をめぐる世界の動きと日本

いとう かずこ　1994年弁護士登録。以後、女性、子どもの権利、えん罪事件、環境訴訟など、国内外の
人権問題に関わって活動。2004年に日弁連の推薦で、ニューヨーク大学ロースクールに客員研究員と
して留学。帰国後の2006年、国境を超えて世界の人権問題に対処する日本初の国際人権NGO・ヒュー
マンライツ・ナウ（Human Rights Now）の発足に関わり、以後事務局長として国内外の深刻な人権問
題の解決を求め、日々活動している。弁護士活動でも人権、特に女性の権利を焦点に置いて活動。

TEL 048-839-8341
TEL 0120-31-8341

や さ し い

や さ し い彩の国
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イベントカレンダー 11月～3月

複合差別に立ち向かう
～障害のある女性たちと考える私たちの性と生～

▶13:30～15:30
▶藤原久美子
　（DPI女性障害者ネットワーク代表）

県民講座　障害と女性

第19回
With You さいたま フェスティバル

フェスティバル講演会
▶13:30～16:00
▶大崎麻子
　（特定非営利活動法人）
　Gender Action Platform理事

成果報告会
▶13:00～15:00
▶詳細はWith You さいたま
   ホームページをご覧ください。

女性リーダー育成講座

男らしさの呪縛からの解放
▶13:30～16:00
▶対談 ： 武田砂鉄（ライター）

 白岩　玄（小説家）

メンズプロジェクト講演会

新型コロナウイルス感染症の拡大防止策の実施状況により、変更になる場合があります。
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10:30～11:30
ママやパパとベビーの音楽セラピー
特定非営利活動法人Art Beat Heart

12/21月
10:00～12:00
ありのままの私でコミュニケーション！

「大人のための表現ワークショップ」
All Alive Project 埼玉（AAPS）

①3/7日　②3/14日 

「離婚を迷う女性のための生き方セミナー」

　　　　　  マークのあるセミナーは、埼玉県女性キャリアセンターへお申込みください。
※ イベントカレンダーの日時や内容は変更することがありますので、ご了承ください。

離婚を迷う女性・
シングルマザーの生活に不安を感じる女性

対
象

グループ相談会「しごと準備カフェ」
働きづらさ・生きづらさに悩む自立・
就業をめざす、おおむね45歳以下の女性

対
象

毎月２回　第２・４木曜日 

「さいがいつながりカフェ」
県内に避難されている方の交流会
詳しくはホームページでご確認ください。

いずれも11:00～15:00

グループ相談会「ママ・カフェ」
自立・就業を目指すシングルマザー等の方

（小学校低学年までのお子様をお持ちの方）
対
象

トライアル共催事業

通　年

年末・年始の休館日

12月29日火～1月3日日
情報ライブラリーの閉室

12月17日木～12月23日水

特別整理のため情報ライブラリーは
閉室となります。

県内で活動する団体への支援事業です。申込みは各団体で受け付けています。
詳しくはホームページでご確認ください。

休 館 日
等の

お知らせ

11/21土 ・ 12/19土
 2021年  1/23土 ・ 2/13土 ・ 3/12金  

12/9水
 2021年  1/6水 ・ 2/10水 ・ 3/3水

11/21土 ・ 12/19土
 2021年  1/23土 ・ 2/13土  

〒330-0081 さいたま市中央区新都心２-２
TEL  048-601-3111
FAX  048-600-3802

http://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/

※利用時間には、準備及び後片づけの時間も含みます。

▲携帯サイトでも
利用案内を発信
しています

TEL 048-600-3800
月曜～土曜／10:00～20:30

（年末年始、祝日、第３木曜日を除く）

TEL 048-601-1023
月曜～金曜／10:00～11:30
                  12:30～16:30

TEL 048-601-5810

月曜～土曜／  9:30～17:30
（年末年始、祝日、第３木曜日を除く）

講座やイベントの申込み方法
市町村、男女共同参画関連施設、図書館、公的施設
などに開催日の約１か月前からチラシが配布される
他、With You さいたまホームページにも掲載します。

保育サービスを実施しています
With You さいたま主催の講座への参加や面談
などの際に、６か月から未就学のお子様（講座・
イベントにより小学校3年生まで）の保育サービス
を実施しています。
▶保育料　お子様1名につき３００円

予約制

埼玉県マスコット
「コバトン」「さいたまっち」

彩の国
埼玉県

With You さいたま
埼玉県男女共同参画推進センター

With You さいたま相談室

埼玉県女性キャリアセンター

　 ハローワーク求人情報の提供
月曜～土曜／  9:30～17:30
月曜～土曜／10:00～17:00

電話相談
受付時間

電話相談
受付時間

受付時間

求人情報の検索
求人情報の紹介

面談相談予約

セミナー受付
女キャリ

いずれも10:30～12:00 女キャリ いずれも14:00～16:00 女キャリ

土曜日 13:15～15:15
金曜日 10:00～12:00

女キャリ

女キャリ

午 前／  9:30～12:00
午 後／13:00～17:00
夜 間／18:00～21:00

月曜～土曜／9:30～21:00
日曜・祝日／9:30～17:30
休　館　日／年末年始、第３木曜日

開館時間

貸出施設のご利用時間
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ホテルブリランテ武蔵野３・４F
さいたま新都心駅から徒歩５分
北与野駅から徒歩６分
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間もなく迎える令和３(２０２１)年は、埼玉県の誕生
１５０周年となる記念の年です。
　埼玉県が誕生した明治４（１８７１）年には、日本の
近代化に大きな影響を与えた岩倉使節団の欧米派
遣がありました。彼らは先進各国の政治事情などを
比較しながら産業や文化を体験し、帰国後は、文明
開化を夢見ながら政治経済や科学技術、教育文化
など様 な々分野で活躍しました。
　この使節団には、留学生として津田梅子も同行し
ており、女子英学塾（現在の津田塾大学）を開くなど
女子教育の先駆者となりました。
　また、明治新政府は、散髪や洋装、鉄道や洋風建
築など西洋の文化、産業、技術の導入を積極的に推
し進め、やや性急に過ぎる西洋化は様 な々弊害も生
みましたが、先人たちが実現した夢は、現代日本の確
かな礎を築いたと言えるのではないでしょうか。
　そして、現代の日本は主要７か国首脳会議のメン
バーになるなど国際社会からの信頼を得て、世界的
課題について責任ある立場で発言をしています。
　しかし、現代社会の象徴である男女共同参画に関
して諸外国と比べたとき、日本の状況はどのようなも
のでしょうか？

男女共同参画基本法には「男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行
われなければならない」とあります。今回の特集では、日本の男女平等はどの程
度実現しているのか、どんな課題があるのかを諸外国と比較しながら考えます。

国際社会から見た日本

2020 Nov.2 2020 Nov.3

さんかくさん

明治の先人が夢見たもの

　男女共同参画に関する国際的な指数は、いくつかの国際機
関や非営利団体がまとめています。
　その一つである「世界経済フォーラム(ＷＥＦ)」は、各国の経
済、教育、健康、政治の４分野における男女格差を測る「ジェン
ダー・ギャップ指数」を毎年公表しています。
　この指数は、完全平等を「１」、完全不平等を「０」として数値
化するものですが、令和元（２０１９）年１２月に発表された日本
の総合スコアは０．６５２、順位は１５３か国中１２１位となってい
ます。
　このような統計データを詳しく見比べると、日本は政治分野
や企業の要職に女性が少なく、また賃金や高等教育(大学、大
学院)の男女格差が大きいことが分かります。

男女共同参画の国際比較

　ＳＤＧｓ(エスディージーズ)という言葉をご存知で
しょうか。これは、２０１５年に国連で採択された
「２０３０年までに実現することを目標とする持続可能な
開発目標（サステナブル・デベロップメント・ゴールズ）」
のことです。「誰一人取り残さない」を基本理念に、環
境、エネルギー、産業、貧困など私たちの世界を変革
する１７のゴール（目標）が設定されています。
　このゴールの一つに「５．ジェンダー平等を実現し
よう（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行う）」という目標があります。
世界人口の半数を占める女性が男性と等しく社会に
参加することができれば、途上国など多くの国々で起
きている児童婚などの痛ましい差別に苦しむ人たちを
救うことができます。また、途上国だけでなく、多くの国
が抱える経済成長や貧困、教育など様 な々課題を解
決できます。
　ＳＤＧｓを達成するためには、政治、経済、社会生
活などのあらゆる分野の意思決定の場に女性の参
画を進める必要があります。男女平等の実現は、単に
ゴールの一つとして設定されているだけでなく、他の
すべてのゴールの達成に不可欠とされているのです。
　平等なリーダーシップの機会の確保や家族内の責
任分担、男女の分け隔てない雇用と賃金格差の是
正など、ＳＤＧｓの取組を通じて解決できる課題は少
なくありません。

ＳＤＧｓと男女共同参画
　今年発表された各国のＳＤＧｓ達成度を見ると、日
本は１００点満点中７９．２点で世界１７位です。多く
の国ではＳＤＧｓ達成度とジェンダー・ギャップ指数
の順位は比例しますが、日本は男女平等の達成度が
極端に低く、大きな課題となっています。
　埼玉県では３０歳代、４０歳代女性の就業率の落
ち込み（Ｍ字カーブ）が回復傾向にありますが、女性
は男性に比べてパートタイムなどの非正規雇用が多
い、正規雇用で働いていても会社役員や管理職に
占める割合が低いなど、女性の能力が十分に活用
できていないとの指摘もあるところです。
　また、未だ収束の兆しが見えない新型コロナウイル
ス感染症は、脆弱な立場に置かれやすい女性に一
層深刻な悪影響を及ぼしています。このようなコロナ
危機が顕在化させた男女格差は以前から指摘され
ており、緊急性が高く根深い問題であると言えます。
　男性中心の政治や経済の慣行、性別による固定
的な役割分担を見直すことなどは、ＳＤＧｓで取り組
む「変革」の対象です。男女格差の少ない先進諸外
国と日本との違いを学び、よりよい仕組みを取り入れ
ていくことは正に「令和時代の文明開化」と言えるの
ではないでしょうか。
　そして、２０３０年の「ゴール（夢）」を実現した後も
「持続」していくことがとても重要です。男性も女性も、
誰もが幸せになれる社
会をイメージして、その
実現のために一人一
人が行動することを、み
んなで一緒に考えてみ
ませんか。

SDGｓインデックスは世界各国のSDGsの達成度
を数値で示したランキングだよ。
たとえば、日本のスコアは79.2点だけど、これは17
の目標全体を通して、平均すると、「最高の結果

（100点）」の79.2%まで
至っているということを示し
ているんだ。

２０３０年、夢のその先へ

ＧＧＩ（ジェンダー・ギャップ）指数２０２０
上位国及び主な国の順位

表
2

２０２０年 ＳＤＧＳ インデックス表
3

日本の各分野におけるスコアと順位表
1

ＧＧＩ（ジェンダー・ギャップ）指数２０２０
各分野の比較

グラフ
１

日本121位
（153カ国）

アイスランド1位
（153カ国）
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World Economic Forum「Global Gender Gap Report 2020」より引用 sustainable development solutions network「サステナブルディベロップメントレポート2020」より引用

得 点 が1に近 い ほど、
男女格差が少なく、平
等ということを表して
いるんだ

GGI世界平均
経済　0.582
政治　0.239
教育　0.954
健康　0.958

位
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国際社会と女性の権利について考える本

B
o

o  k

『女性差別撤廃条約と
　　　ジェンダー平等』 
林陽子 著 

（日本婦人団体連合会 2019年）

国連女性差別撤廃委員会前委
員長の林陽子氏による「婦人
通信」への1年間の連載を収録
した本書。折しも女性差別撤
廃条約（1979年国連総会採
択）から40年の節目にあたり

日本におけるジェンダー平等についての歩みを振り返
ることにもなった。セクハラ、労働、家族、平和などをめ
ぐって現在世界中で起きている変革の動きを解明し、条
約が様々な分野で生きていることを実感させ、私たち自
身が条約を生かすための力を与えてくれる一冊。

『女性の権利宣言』
　　　　　　　　ビジュアル版
シェーヌ出版社編　
遠藤ゆかり 訳（創元社 2018年）

オランプ・ド・グージュは1791
年に、『女性および女性市民の
権利宣言』を書いた。本書はこ
の宣言と、国際連合が採択し
た『女性に対する差別の撤廃
に関する宣言』とを31人の現

代芸術家が解釈し、イラストと共に紹介している。また、
女性の権利について記した古今の作家や政治家たちの
言葉を掲載し、女性の自由と男女平等に関する本質的な
テーマにアプローチしている。

※ 上記の本は、With You さいたま 情報ライブラリーにて、貸出しをしています。

Anniversary 2020

ht

１4時0０分
　～１6時００分

　「わたしらしい働き方ってなんだろう」「対人関係が苦手で就活が
つらい」などの悩みを抱えた方同士が、情報交換を行いながら、自
分らしい働き方を考えるグループ相談会です。

　毎年１１月１２日～１１月２５日は、「女性に対する暴力をなく
す運動」期間です。当センターは、配偶者暴力相談支援セン
ターという機能を有しており、相談の中で、ＤＶの気づきや
認識が得られることも少なくありません。
　夫婦やパートナーの関係は平等であり、暴力は決して許
されることではありません。おかしいなと感じたら、ひとりで
悩まず、ぜひ相談してください。
　また、当センターでは、法律相談やカウンセリングなども
実施しています。いくつか確認事項がありますので、希望の
際は一度相談室へお電話ください。

女性のための無料法律相談です。ＤＶ、離婚
など法的助言が必要な女性に対し、女性弁護
士による法律相談を実施します。
※ 事前予約制（月２回 ： 平日・各回３枠）

働きづらさ・生きづらさに悩む女性
（おおむね45歳以下）への支援のご案内

しごと準備カフェ

12月  9日水

1月  6日水

2月10日水

3月  3日水

「わたし」の過去と未来
　 ～しごとに対するきもちと向き合う～
人とよりよい関係を築く①
　 ～きもちの伝え方 / さわやかな断り方～
人とよりよい関係を築く②
　 ～きもちの伝え方 / さわやかな断り方～
ひとりの時間をゆたかにすごす

シングルマザー等への支援

TEL ０４８-６００-３８００電話相談
受付時間　月～土 １０：００～２０：３０（日・祝・第３木曜・年末年始を除く）

相談室より “ひとりで悩まないで”

2021年

2021年

11月２1日土

12月１９日土

1月23日土

2月13日土

シングルマザーの子育てのキホン

離婚などと子どもに関する法律手続き

ここが知りたい シングルマザーと仕事のこと

シングルマザーと子どもの教育費

離婚を迷う女性のための
生き方セミナー １０時３０分

　～１２時００分

土 13時15分～15時15分　金 10時00分～12時00分

　「私にとっての最善な生き方を
見つける」生き方セミナー、「同じ
悩みを抱える者同士で知恵や経
験を分かち合える交流の場」ママ・
カフェを開催します。

生き方セミナーとママ・カフェのご案内

シングルマザー等のための
グループ相談会「ママ・カフェ」

対象 ： 小学校低学年までのお子様をお持ちの方

11月２1日土

12月１９日土

1月23日土

2月13日土

3月12日金

ひとり親の子育てと子どもたち

子どもと父親との関係、面会交流など

シングルマザーの仕事と暮らし

子どもの教育費、仕事、わたしのこれから

自分を大切にする生き方とは

2021年

ＤＶや性暴力被害を受けた女性に対し、女性
カウンセラーが無料でカウンセリングを実施
します。医療機関を受診中の方は、主治医の
了承が必要となります。
※ 事前予約制（月２回 ： 平日）

法律相談

カウンセリング


