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今回は、日本で「最大の課題」とされている
「目標5：ジェンダー平等を実現しよう」について考えてみましょう。

SDGsの大きな目標達成には、当事者意識が重要です。民間企業で
は、収益を上げながら社会や地球環境の改善につながるようなビジ
ネスモデルが求められています。

10年後、
2030年の目標を達成するためには、
国やNPOだけが主体ではない
当事者意識を持つことが必要です。

日本のSDGs達成率は世界15位。

学校の授業への導入や、SDGs達成の取
組が優れた企業を表彰するなどして、推
進しています。

●国をあげての推進

●目標達成に一歩ずつ近づく、
　ビジネスでの取組
企業も経営強化の好機と捉え、持続可能
なビジネスの推進に取り組んでいます。

日本でのSDGs

なぜ今、SDGs？

知ろう

▼日本の現状評価　SDGsダッシュボード　2019年

■最大の課題　■重要課題　■課題が残っている　■SDGsが達成できている

課題が
大きいほど赤色の表示に！

※国連…国際平和と安全の維持を目的とする国際連合。
※持続可能な社会…環境を壊さずに、人類の消費を支えられる社会。

SDGｓは2015年9月の国連サミットで採択
されたもので、「誰一人取り残さない」持続
可能で多様性と包摂性のある社会をめざし
て、国連加盟193か国が2030年までの15
年間で達成する目標です。

エスディージーズ

よりよい世界の未来を
拓く17の目標、SDGsが
設定されています。

日本でもSDGsへの取組が活発化するも、ジェンダー・ギャップ指数
世界110位（2018年）、再生可能エネルギーの消費割合の低さなど、
社会的課題に対する遅れが見受けられます。

2030年に向けて
世界が合意した

「持続可能な開発目標」です



男らしさ
男らしさのしばり
●男性は仕事、女性は家庭　●男性は弱音をはいてはいけない
●男性は育児休業を取得しにくい

参考：「男性にとっての男女共同参画ポータルサイト」
http://www.gender.go.jp/policy/men_danjo/index.html

女性だけじゃない「男らしさ」の圧力

●「女のくせに」などと言われ、やりたいことをさせてもらえない。
●女性という理由で、仕事の役職につけない。
●家事・育児・介護は女性がまず担うべきだと思われている。

身の回りで、こんなことはありませんか？

これらは、
ジェンダーにとらわれた
考え方です。

日本の男女平等の順位は
149か国中

（2018ジェンダー・ギャップ指数）
110位

FGM（女性器切除術）を受けている。
2億人の女児や女性が

女性を家庭内暴力から
守る法律がない。

49か国には、

妻が働くことを
禁止できる国

18か国

日本の女性国会議員の割合は

（2019年1月時点）
24.3％

数字で見る、
ジェンダーの現状

親密なパートナーから身体的、
性的暴力を受けている。

5人に1人は

性的関係や避妊手段などを
自分で決定できる
既婚（に同等する）女性は

52％
世界で子どものうちに結婚する
女児の数は年間

1,200万人（推定）

ジェンダー平等とは、女
性差別の是正とは限り
ません。男性でも家庭や
学校、仕事などで「男ら

しさ」に縛られて生き
づらさを感じてい

る人もいます。

ジェンダー平等には、男性の視点も重要です。

目標5：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図る

女性と女児は依然として差別と暴力に苦しんでいます。
ジェンダー（社会的性別）平等は基本的人権であり、
持続可能な世界に必要な基盤でもあります。

女性や女児に対する有害な慣行や差別と暴力をなくす、性と生殖に関する健康を保証す
る、政治経済等へ男性と平等に参加できるなど、女性と女児が潜在能力を発揮することを
目的にした目標です。



ジェンダーにとらわれず、
自分の望む幸せを選択できる社会へ

ジェンダー平等を訴える
日本では男性の家事・育
児時間の割合が低いで
す。共働き世帯が増える
中、男性が家事・育児を
担える環境づくりが求め
られています。

「ジェンダー平等は、女性だけの問題では
なく、人権問題そのもの」と国連ウィメン

（UN　Women）親善大使の女優エマ・ワ
トソンが語りました。

男性の家事・育児時間が短い日本

学ぼう

世界から学ぶ 親善大使の話を聞く

6歳未満の子どもを持つ夫婦の
家事・育児関連時間（夫）

http://japan.unwomen.org/ja/ne
ws-and-events/in-focus/heforshe

日本 1：230：49

1：20アメリカ 3：10

スウェーデン 1：07 3：21

ノルウェー 1：13 3：12

0：00 1：00 2：00 3：00 4：00
（時間）

（内閣府「令和元年版 少子化社会対策白書」より、日本と上位3か国抜粋）

家事・育児関連 うち育児

ています。この「無意識のバイアス」が強いのが日
本人といわれています。
　SDGsがめざすジェンダー平等な社会とは、「○
○らしさ」ではなく「 人として」だれもが 平 等な社
会をめざすものです。「女は家事・育児、男は仕事」
というようなジェンダーを規範とした価値感では
なく、どちらも選べる世の中、そんな平等な社会を
一人ひとりが作っていこうと行動することが必要
です。

　人は生まれながらにしてパワーを持っています。
「そのままの私」が無条件に受け止められ、認めら
れ、元来持つパワーのある状態にすることが、エン
パワメントという概念です。ジェンダーによる価値
観を押し付けや否定、条件付きで受け止められるこ
とは、その人のパワーを奪うことにつながります。
お互いを尊重し、エンパワメントしあえる社会にす
るためには、一人ひとりの意識や行動を変えること
が第一歩となります。

　人には、幸せに生きる権利、自分自身の望む幸せ
を選 択できる権 利があります。ジェンダ ーに気づ
き、将来の生き方を制限することなく、人生を自分
でデザインしましょう。誰もが、子育て、仕事、あら
ゆることで、楽しむことをあきらめなくていい社会
にしたい！心からそう思います。

　「おめでとう。で、いつ辞めるの？」上司に第1子
の妊娠を報告した時のことです。男性上司に悪気
はないのですが、ショックでした。育休取得後は、
育 児との両 立に配 慮した内 勤の営 業チームに配
属。産後の女性が職場復帰後、単調な業務しか与
えられないことで出世コースから外れる「マミート
ラック」に乗ってしまいました。
　働きやすさではなく、働きがいをもとめて、チャ
レンジしたいと思い、「若者の再就職を応援する仕
事」に転職。その時「未経験OKの求人は男性の方
が多い」と気づきました。男女に差はないはずなの
に、社会で求められるものやチャンスには大きな差
がある。この課題に取り組みたいと、経験を経て独
立しました。今は講師として複数のグループに所属
しています。
　ライフキャリアを考えることは、生き方、働き方の
根っこを考えることです。自分の望む幸せをどう選
ぶのか？すべての人が自分の幸せを選択できるよ
う、ワーク＆ライフキャリアコンサルタントとして支
える活動は天職だと思っています。

　「女の子だから行儀よく」「男の子だから泣くな」
など、「女らしさ、男らしさ」という社会的・文化的に
作られた性のありようのことをジェンダーといいま
す。ジェンダーは、知らず知らずのうちに私たちの
価値観のなかに取りこまれ、正しいと思い込まされ

戎 多麻枝 さん合同会社WLBC関西　コンサルタント
えびす た ま え



裏表紙を見て答え合わせ！

SDGsでは、目標を達成するための具体的な項目（ター
ゲット）を設定しています。
未来を選択できるカギは、身近な行動の中にもあるの
です。

私たちができる未来の選択
ターゲットにつながると思う行動例を
線でつないでみましょう。

A・性別に関係なく好きな仕事や勉強をする。

B・フェアトレード製品を購入する。

C・恋人からの暴力に悩む女性の悩みを聞く。

D・家事育児は男女関係なく、能力に応じて行う。

E・会議等の場では男女が対等に意見を出し合う。

F・出産後も同じ職場に戻れる環境を整える。

●

●

●

●

●

●

●  5・女性や女児に対する差別をなくす。

●  3・女性や女児の人身取引、不当な労働などの暴力をなくす。
●  4・強制結婚など身体・精神・性的に傷つけるような行為や
　　　慣習をなくす。　　　　

●  6・女性や女児の意見を聞き、
　　　政治や経済などの場に参加する機会を保証する。

●  1・女性の家事労働を価値あるものとして認める。
●  2・妊娠や出産に関する女性の権利を守る。

普段の生活でも、ジェンダー平等は取り組める！

普段の生活に関わりが
ありそうだと感じる
目標は「ジェンダー平等」
20代から60代の男女に実施したアンケー
トでは、普段の生活に関わりがあると感じ
る目標の上位に「ジェンダー平等の実現」が
挙げられました。 （株式会社AIR『持続可能な開発目標・SDGs』に関するアンケート調査2019）

116票

123票8 働きがいも経済成長も 116票

SDGsに関心があると回答した方が
普段の生活でも関わりがあると感じている上位項目

5 ジェンダー平等の実現 123票

3 すべての人に健康と福祉を 97票

11 住み続けられるまちづくりを 72票

□LGBT社員のサポート
□途上国の就業支援　など

□女性が働きやすい環境整備
□管理職等への女性の登用を支援

企業が実施している取組例

具体的な実施例はこちらのサイトを参照
外務省「JAPAN SDGs Action Platform」取組事例
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/case/goal5.html

女 性 役 職 者 の 配 置 、働 き 方 の 多 様 性と
いった女性活躍の推進などを通して、ジェ
ンダー平等に取り組む企業が増えてきて
います。

ジェンダー平等に
取り組む企業

どちらも、性別によって不利益を被ることのないよう訴えて世界や国に広がった取組です。

1人ひとりの思いに共感する、SNSのチカラ！

#MeToo
セクハラ等の被害を「自分も」受けていることをSNSで告白する際につけられたもので、
#MeToo運動には多数のハリウッドの著名人たちが賛同するなど社会現象となっています。

女性だけが職場等でのパンプス・ヒールのある靴の着用の強制、マナーを優先されること
への疑問の声が高まっています。「靴」「苦痛」を「MeToo」ともじったハッシュタグです。#KuToo

行動しよう

ターゲット行動例



●SDGsについてもっと知るなら

〒590-0521 泉南市樽井9-16-2(市民交流センター内)　TEL 072-480-2855
ホームページ http://www.city.sennan.lg.jp/　Eメール jinken@city.sennan.lg.jp

発行／泉南市人権推進課 令和元年11月

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/index.html
社会に広がるSDGsに関連した取組事例を、業種やターゲットごとに紹介しています。

外務省「JAPAN SDGs Action Platform」

Stepインフォメーション

「私たちができる未来の選択」答え：A-5、B-3、C-4、D-1、E-6、F-2

もっと詳しく知りたいと思ったら、今がそのチャンスです。

https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/

国際連合広報センター「2030アジェンダ」
SDGsの解説をはじめ、ロゴデータやスライド、すごろくなどの学習素材があります。

●SDGsに参加できる！

https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/myworld2030/
SDGsの認知度や進捗を知るため、2030年まで、多くの国や人の声を集めています。

世界に届けよう、市民の声！
「MY WORLD 2030」

2030年までの受付

●男性のための相談
専門の相談員が電話で相談をお受け
します。

専門の女性相談員が電話で相談をお
受けします。

静かな個室で女性カウンセラーがじっく
りとお話を聴きます。相談時間は1人1時
間程度です。

●女性相談 ●女性のための電話相談

大阪府男性のための電話相談
第2・3土曜日、第1・4水曜日（年末年始をの
ぞく。相談日が祝日の場合は、他の週に振替）
／16：00～20：00
TEL 06-6910-6596

せんなん男女平等参画ルーム相談室
毎週木曜日（祝日と第5木曜日をのぞく）／
10：00～12：00、13：00～15：00
TEL 072-482-0590

せんなん男女平等参画ルーム相談室
第1金曜日／13：00～16：00、第2火曜日／17：
00～20：00、第4金曜日／10：00～13：00
※要電話予約。都合の良い日を申し込んでくだ
さい。
TEL 072-480-2855（人権推進課）

「おかしいな」「困ったな」の心の声を感じたら、相談してみてください。

●総合相談
生活、就労、進路、人権などのことについ
て悩んでいることがあれば、気軽にご相
談ください。

一般社団法人 泉南市人権協会
月～土曜日（祝日をのぞく。土曜日は要事前予
約）／9：00～17：30
TEL 072-485-1401

●人権相談
いじめ、虐待、セクハラなど日常生活の
中で起こる人権侵害についての相談を
人権擁護委員がお受けします。

市役所本庁１階市民相談室
第3金曜日／14：00～16：00
TEL 072-480-2855（人権推進課）

●DV相談
DV（ドメスティック・バイオレンス）の
相談をお受けします。相談者の秘密は
守られます。来所相談もお受けします。

大阪府岸和田子ども家庭センター
月～金曜日（祝日と年末年始をのぞく）／9：
00～17：45
TEL 072-441-7794

相談窓口


