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２０年前に施行された均等法―４月１日から１０年ぶりに大幅に改正 

 

○ 男女双方に対する差別が禁止されます 

○ 禁止される差別が追加、明確化されます 

○ 間接差別の禁止（性別以外の事由を用件とし、一方の性の構成員に不利益を与え、合理的な理由が

ないとき） 

（例） 

□ 労働者の募集又は採用にあたって、労働者の身長、体重又は体力を用件とすること 

□ コース別雇用管理における「総合職」の労働者の募集又は採用に当たって、転居を伴う転勤に応じ

ることができることを用件とすること 

□ 労働者の昇進にあたり、転勤の経験があることを用件とすること 

 

○ 結婚、妊娠、出産を退職理由とする定めを禁止 

○ 結婚、妊娠、出産、産前産後休業を取得したことを理由とする解雇を禁止 

＊ 今後は、退職の強要、パートへの身分変更、有期雇用者の契約更新を拒否する雇い止めなども

禁止される 

 

男女に拘わらず禁止、事業主への管理を義務づけた 

 

事業主は、妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置（時差出勤、勤務時間の短縮等）を講ずる

こと。措置を講じなかったり、是正指導に応じない時は企業名公表の対象になり、紛争解決援助の

申出を行うこともできる。 

 

 

厚生労働大臣（都道府県労働局長）が事業主に対し均等法に関する事項について報告を求めたにも

かかわらず、報告をしない、又は虚偽の報告をした場合は過料に処せられます。 

労働基準法の改正： 女性の坑内労働（トンネル、鉱山の坑内）の規制緩和 

 
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。 
ｈｔｔｐ：/ /ｗｗｗ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ/ｂｕｎｙａ/ｋｏｙｏｕｋｉｎｔｏｕ/ 



 
 
   
子どもが出来た場合に自分も子育てをしたい、 

また親世代が高齢となり、介護をしたいと考える 

男性も増えていますが、現実にはまだまだ難しい 

状況です。 

男女共同参画は、男女の固定的役割分担を見直 

すとともに、働き方を変えようとしています。 

これにより「ワーク・ライフ・バランス」が維 

持され、子育てや介護への対応が容易になります。 

ワーク・ライフ・バランスとは、家庭責任を 

果たしたり、健康維持、自己研修等のため、文字 

通り、仕事と生活のバランスを整えることです。 

 簡単にいうと、「働き方の見直し」を行うことですが、単に労働時間を短くするということ

ではなく、仕事の進め方や時間管理の効率化を進めるとともに、短時間勤務、フレックスタ

イム制、在宅勤務、多目的な長期休業などの多様な時間制度を選択できる柔軟な就業環境を

整えることを指します。 

あなたも、家庭を顧みない「仕事至上主義」から脱皮して、『家庭も仕事も大切にして生き

がいのある生活』をめざしませんか。 

ワーク・ライフ・バランスが整った社会では、誰もがいきいきと家事や育児をしたり、地

域活動をしたり、自分の趣味などの時間を持つことが出来るようになります。 

 

 

 



   

  
 

：千葉県衛生研究所所長 

：千葉県立東金病院副院長 

女性の場合、女性ホルモンの変化が病気を引き起こしている 

ことが多い。特に閉経後、女性ホルモンはゼロになり､動脈硬化が一気に進み、心筋梗塞になる恐

れが強い。心筋梗塞の症状としては締め付けられるような胸の痛みが長く続くなどの症状がある。 

若い頃から喫煙の習慣のある女性は、女性ホルモンの恩恵を受けにくく、タバコを吸わない方の

８倍心筋梗塞になりやすい。 

女性の卵巣機能は非常に感受性が強く、精神的なストレスがあると第一に卵巣に影響を及ぼしま

す。生理不順で受診される方が大勢いますが、規則正しい生活（早寝・早起き）の習慣を２週間も

続ければ治ってしまいます。 

女性の健康は女性ホルモンで守られています。閉経後、女性ホルモン（エストロゲン）の分泌が

減少し、脳の記憶細胞が減少するため、女性には認知症の患者が多いのです。それに引き換え、男

性は７０歳くらいまで男性ホルモンの分泌があり、脳の記憶細胞の減少も少ないのです。 

 男性はがん、肝硬変で女性の２倍も死亡しています。急性心筋梗塞の発症率も６４才以下では、

女性の６倍です。最近は前立腺がんの増加、タバコの影響による食道がん、喉頭がんが増加してい

ます。胃がんの発症は女性の１．５倍です。おもな死因はがん、心筋梗塞、脳卒中の順です。 

 又、仕事中の事故や自殺が男性の平均寿命を短くしています。自殺は女性の３倍です。喫煙の習

慣と大量飲酒を減らすことで男性の平均寿命をのばすことができます。 

以上のように女性と男性における身体の仕組みの違い、それぞれ特有の疾患や治療方法の違い、

ライフスタイルによって生じてくる健康上の問題から、女性専用外来への受診の必要性について説

明されました。 

 なお、女性専用外来では、女性医師が必ず初診時に最低３０分間は患者の話を聴いてから診察に

入るので安心して受診できます。又、女性特有の疾患には漢方がよく効く場合が多いので漢方の研

究会も実施しているそうです。 

 



  
講師 金 惠信さん：青山学院大学非常勤講師 国際日本文化研究センター客員助教授 

韓国では儒教の価値観が残っており、今も根強い家父長社会が見られます。韓国は近代期に植民 

地支配を経験しているので、民族や伝統を守るべきという考えが独立後の国をささえてきた現実が

あります。チャングムのような時代劇で見られるように、前近代期は長く王朝国家（典型的な家父

長）だったこともあり、それが人びとの精神的、物質的営みに深く根付いていると言えます。 

ひとつ例を挙げるなら、多くの家庭で長男は最も大事な存在であり、従ってその連れ合いである 

長男の嫁も大きい責任を負わされていることがよく見られます。今は少なくなりましたが、昔は先

祖の命日（旧暦）には夜中の12時過ぎに儀式を行う家も珍しくなかった時代もありました。また、

その際のお供え物は、長男の嫁が中心となって一家の嫁たちが全て用意しなければならないような

家もあります。 

しかし、その一方で近代以降の韓国社会は、多くの変革と激動の時期を経験してきました。厳し

い倫理や抑圧が目に見えるかたちで存在してきたからこそ、それに対する異議申し立ての動きも活

発になりました。ジェンダーの側面からは、韓国には、女性省があり（この省庁の英語名称は、ジ

ェンダー平等省という意味です）、民主化運動や女性運動が関わってきたアクティビストや研究者

が大臣を務めます。私の専門である美術史の分野でみると、国立中央博物館の館長をはじめ、国公

立美術館の長を務める女性が数人います。 

「宮廷女官チャングムの誓い」の特徴は女性シナリオ作家が実在する一人の女性医官の成功を描 

いた時代劇で、１６世紀朝鮮王朝の宮廷のキャリ

ア・ウーマンの世界、日常空間である台所と公的

空間、国家官僚組織の融合体を舞台に、ジェンダ

ー役割を問う様ざまなシーンがあり興味を誘う

要因になっています。又、チャングムを内助（外

助）する男性ミン・ジョンホの役も働く女性にと

っては、理想の男性像として映るようです。 

日本と韓国が、魅力的な大衆作品をとおして、

いろいろと感想を交わし、夢中になれる、この 

ような日が来るとは夢にも思いませんでしたので、この場が持てたことをとても嬉しく思います。

これからもお互いの文化に触れ合う機会がもっと増えることを願っています。 

  

 

 シングルマザーが自立のために鉱山で働きはじめるが、職場で 

数々のセクハラに遭いながらも決して諦めず、全米初の集団セク 

ハラ訴訟となった実話に基づく映画。 2007．２．1 上映  

○ 勇気と感動をいただきました。 

○ 女性の自立、悩み等、女性に関する映画を又企画して欲しい。 

○ 私も近隣の人とのトラブルに巻き込まれましたが、家族を守るため、ひとりで２年間かけて闘いま

した。映画の最後に「道にはずれず」とありましたね。本当に同感しました。 

○ 女性の自立、悩み等、女性に関する映画を又企画して欲しい。 

○ 主人公に共感する部分もたくさんあったが、特に、お父さんの行動・言葉には心が痛かった。 

女性センターとして、はじめて企

画した映画会に大勢の皆様にご来

場いただき、ありがとうございま

した。ご覧になった方々の感想を

少しだけ掲載いたしました。 



  

江戸川区女性センターでは女性の自立、健康、家族の問題などに関する図書等をそろえています。 

是非ご活用ください。 

書    籍    名 著   者 出   版   社 

女という快楽 上野 千鶴子 勁草書房 

サラリーウーマン幸せ研究所（ＬＩＦＥ編） 小林 由紀子 日本経済新聞社 

ジェンダー史を学ぶ 長野 ひろ子 吉川弘文館 

ジェンダー入門－知らないとはずかしい－ 加藤 秀一 朝日新聞社 

女性の人材開発 川喜多 喬 ナカニシヤ出版 

女性と憲法の構造 大西 祥世 信山社出版 

就職迷子の若者たち 小島 貴子 集英社 

ハッピー・ワーキングマザーｂｏｏｋ ムギ畑 講談社 

子育てＱandＡ こんなときどうする 本吉 圓子 萌文書林 

子育て再発見 山下 雅彦 ミネルヴァ書房 

デキるパパは子どもを伸ばす 山本 直美 東京書籍 

家族介護この究極のドラマ 大沢 周子 講談社 

行き場に悩むあなたの女性外来 天野 恵子 亜紀書房 

元気セラピー 大谷 由里子 ＫＫロングセラーズ 

 

作   品   名 監    督 そ   の   他 

スタンドアップ－字幕版－ ニキ・カーロ 200５年アメリカ ビデオ 

マーサの幸せレシピ サンドラ・ネットルベック 2002年ドイツ ＤＶＤ 

トスカーナの休日 オードリー・ウェルズ 2003年 ＤＶＤ 

学校 Ⅲ 山田 洋次 ＤＶＤ 

いつか読書する日 緒方 明 2004年 ＤＶＤ 

◆ 貸し出し：図書・ビデオ（ＤＶＤ）・雑誌 ◇◇◇一人2冊まで 2週間◇◇◇ 

◆ 開室時間：9:00～17:00（土曜日を除く） 

２００６年度 第８回 男女共同参画セミナー ～生活応援講座～  

「結婚・離婚の経済学」 年金問題について学びませんか！ 

講 師 大矢さよ子さん 社会保険労務士 ファイナンシャルプランナー 

日 時 ３月２５日（日）午後 ２時～４時 

会 場 タワーホール船堀３階   産業振興センタ－      

保 育 ２歳以上未就学児を対象に８名 

    保育希望者は３月１８日（日）までにお申し込みください。 

申込方法 電話又は FAXでお申し込みください。 

電 話 ５６７６－２４５５  ＦＡＸ ５６７６－２４５８ 

受講：無料



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

第２回 ｢男女共同参画週間記念映画と

講演のつどい｣ 

№１（映画会） 

宮崎信恵監督のお話と映画｢無名の人｣ 

～ 石井筆子の生涯 ～ 

 日時 ６月２３日（土）18:30～2１：00 

場所 タワーホール船堀 小ホール 

定員 ２００名（保育１０名）   

№２（特別講演） 

 ～男女が共に豊かな人生を送るために～ 

講師 鹿嶋 敬（実践女子大学教授） 

日時 ６月３０日（土）18:30～20：30 

場所 タワーホール船堀 産業振興センター 

定員 ６０名（保育１０名）

第４回 ｢まあ先生の子育て応援講座｣

№１～子どもの心を豊かにする父親の育児参加

日時 ９月７日（金）18:30～20:30 

場所 タワーホール船堀 研修室 

定員 ６０名（保育８名） 

№２～子どもの心を育てる親子のコミュニケー

ション～ 

日時 ９月１４日（金）14:00～16:00 

場所 タワーホール船堀 研修室 

定員 ６０人（保育８名） 

講師 菊地 正隆（まあ先生） 

  （船堀中央保育園副園長） 

第１回 男性講座 ～料理編～ 

№１『竹の子ごはんと肉じゃが』に挑戦！ 

講師 市川友の会 

日時 ５月１３日（日）10:30～13:00 

場所 グリーンパレス 料理講習室 

定員 ２４名 

№２『オリジナル餃子』に挑戦しよう！ 

講師 市川友の会 

日時 ５月２０日（日）10:30～13:00 

場所 グリーンパレス 料理講習室 

定員 ２４名 

～子育て編～ 

№３ ｢パパと子どもの素敵なコミュニケー

ション｣ 

 講師 東京学芸大学非常勤講師 秦野玲子 

   江戸川総合人生大学子どもコース有志 

日時 ５月２７日（日）14:00～16:00 

場所 タワーホール船堀 産業振興センター 

定員 ３歳から小学校低学年までの親子 

（父と子）・１２組 

～介護編～ 

№４ ｢身体の清潔を保つ方法｣ 

    楽々、洗髪・足浴 

講師 愛国学園介護福祉専攻科 

   副校長 横山トヨミ 外 

日時 ６月２日（土）13:30～16:00 

場所 タワーホール船堀 リハーサル室 

定員 ２４名（保育８名） 

№５（公開講座） 

｢もし、あなたの大切な人が認知症になったら｣ 

講師：長谷川和夫（聖マリアンナ医科大学名誉教授）

認知症介護研究・研修東京センター長 

日時 ６月１０日(日)１４：００～１６：００ 

場所 タワーホール船堀 産業振興センター 

定員 ６０名（保育８名） 

2007年度（前期予定） 男女共同参画講座一覧  



 

 

   江戸川区では、男女が平等で、互いに尊重し、喜びも責任も分かち合い、家庭・職場・学校・

地域などのあらゆる分野において、性別にとらわれることなく、その能力と個性を発揮できる地域

社会を目指して『江戸川区男女共同参画推進計画』（平成19年度～28年度）をまもなく発表しま

す。 

この計画は、平成 17年 5 月に江戸川区男女共同参画推進区民会議から｢江戸川区男女共同参画

の推進のための計画に盛り込むべき内容について｣提言を受け、その後、庁内検討会（江戸川区男

女共同参画推進計画策定検討会）を設置し、検討を重ねてきたものです。平成19年 2月には、区

民の皆様から広くご意見をいただく機会を設け、最終調整の段階に入っています。 

 
 
 

 
 
 

  女性総合相談 
  女性の生き方や生活全般の問題、社会に出て働く女性の問題など、さまざまな人間関

係の悩みに対し、自分らしい生き方が見つけられるように、お手伝いします。 

    月曜日～金曜日 9:00～17:00（受付 9:00～16:00） 

 カウンセリング（予約制） 

  家庭・社会などにおいて生じる内面の問題や自分自身の生き方に悩む人に対して問題

点の振り分け、整理、解決方法の明確化などの助言をすることにより、問題解決のお

手伝いをします。 

    水曜日・金曜日 9:00～16:00（1回 50分） 

 女性に対する暴力相談 
  配偶者からの暴力を始め、ストーカー、セクシャルハラスメントなどに悩んでいる人

に対し、話を聞き、問題整理のお手伝いをし、解決のための援助をします。 

    木曜日 9:00～17:00（受付9:00～16:00） 

江戸川区女性センター 
船堀４－１－１（タワーホール船堀３Ｆ） 

  ５６７６－２４５５ 

ＦＡＸ ５６７６－２４５８ 

相談の場 ５６７６－２４５９（相談専用）

地下鉄都営新宿線船堀駅北口から徒歩1分

女性センターの事業 


