
相談室
だより

たぴねす

相談室では親子関係についての相談が多く寄せられています。
親の価値観にすべて従うのではなく、「親は親、私は私」と境界線を
持ち、自分を大事にすること・自分の人生を自分で選ぶことをして
もいいのではないでしょうか。

・親からの干渉がひどい
・親から愛を受けた経験がない
・親の言いなりに従って育ってきた 
 ため自分というものがわからない

面談は、おひとりでもお友達とでも。
お仕事帰りやお時間のある時など、いつでも
お気軽にお越しください。

2020年にインスタグラムでも話題となっている実録コミックエッセイです。
自分の親が「毒親」と気づいて絶縁するまでを描いた実話です。
毒親がなにか知りたい方、心理的虐待がなにか知りたい
毒親と縁を切りたい方、自分が毒親になるかもと不安な方
親との関係が辛いと感じてる方におすすめ。
普段本を読み慣れてない方もマンガなのでさらりと読める一冊です。

母との関係に苦しみながらも、そう思ってしまう自分に罪悪感を持っている女性が数
多くいます。進学、就職、結婚、介護…。どこまでもついてくる母からどう逃げおおせ
るか？原宿カウンセリングセンター所長である信田さんによる本質を突いたアドバイ
スが心に刺さります。自分の気持ちを抑えてしまう貴方におすすめです。

そんな貴方に

親子関係で苦しんでいませんか？

ご相談情報

あなたらしく生きることを応援したい・・・それが【たぴねすの相談室】です。

タイムスケジュール

おすすめ書籍

母が重くてたまらない 墓守娘の嘆き

毒親絶縁日記

当センターで
貸出できます。

著者　北瀬ユズ
1980年代生まれ

著者 信田さよ子
1946年生まれ

●月・金・土
電話相談　10：00～16：00
面　　談　 9:00～16：00
●火・木
電話相談　14：00～20：00
面　　談　13：00～20：00
※火・木が祝日の時は月・金・土
と同様の時間帯になります
★水曜日は、傾聴セラピストが
お話をお聴きします

♥女性のためのなんでも相談
（電話・面談）

電話相談　TEL.097-574-5578
面談予約　TEL.097-574-5577
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おやすみ

大分市のホームページからでもご覧になれます。

今は性別による役割分担
ってないんだね～。
それだったらばあちゃんも
パイロットになりたかったなぁ。

孫から学ぶ今ドキ事情 ママのホンネ知ってる？

パパとママどっちが偉いじゃなくて
協力してイコールになる関係が
望ましいわね。
よ～し、私も子育てがおちついたら
働きにでるぞ～。

検索検索大分市　ドゥマーン

vol.56
2021.7

〈大分市男女共同参画センター〉 ◎開館時間／午前９時～午後５時（火・木 午前９時～午後９時）
　　　　　　会議室は午前９時～午後10時まで
◎休 館 日／第２月曜日　※国民の休日と重なった日はその日以降の休日でない日
　　　　　　年末年始（12月２８日～１月３日）

〒870-0021 大分市府内町１丁目５番38号（コンパルホール２階）
TEL.097-574-5577 FAX.097-537-3666

～男女共同参画社会に向けて～

※Demainはフランス語で“明日”という意味です。



今回のジェンダーギャップ指数の結果を見て、
どう思われますか？

家事分担、働き方、賃金格差、あるべき姿(？)…等など、社会から
押し付けられた格差はなくさなければ！ジェンダー平等社会の実
現に向け、意識や社会のしくみ等、変えるべきことがたくさんあり
ます。

女性政治家は、どうやったら増えていくと思い
ますか？

多岐にわたる「負担」の軽減は急務。ただ、男女問わず、憲法で保障
された「民主主義」や「権利」等について、段階的に学ぶ機会をつく
ることが、女性政治家を増やすことにつながるのでは？

議員になって良かったことを教えて下さい。

おかしいと思うことや変えるべきこと、個人の権利を侵害する不
利益なことに、反対の声を上げることができる点は、とても有意
義だと思います。

女性議員として進めていきたい政策はありますか？

女性の貧困対策、DV被害者支援、夫婦別姓制度の実現、賃金格差
の解消や労働条件の是正、ひとり親支援など、ジェンダーギャップ
解消はぜひ進めていきたいです。

これから男女共同参画の分野で取り組みたい
ことは何ですか。

権利保障、法改正や制度改革、職種別の実態調査や様々な分野から
の声をお聞きしながら、社会の意識を変えていく運動に加わってい
ければと思います。

頑張っている女性へ、ひとこと
メッセージをお願いします。

声を出してつながり、尊重しあって、みんなが今よ
り気持ちよく生きられる社会を求めていきましょ
う♪

大分市議会で活躍する女性議員さんへインタビュー

「ジェンダー・ギャップ指数（Gender Gap Index：GGI）」とは、世界経済フォーラム（World Economic Forum）が2006年から行っている調査で、
経済・政治・教育・医療の4分野について男女格差を数値化しているものです。
今年は2021.3.31に発表され、日本は前回の121位／153カ国からワンランク上がったものの、ほぼ変わらない120位／156カ国。G7各国において
は最下位で、特に政治参画に至っては147位とかなり低く、ジェンダーギャップ指数を下げる要因となっています。これを見てわかるように、日本の
女性の政治進出は、世界各国と比べて遅れていると言わざるを得ない状況です。女性の政治参画を進めて女性議員をもっと増やしていくことが今
後の課題となっています。

日本共産党

斉藤 由美子さん

毎年１ランクアップのペースでいくと、

日本が１位になれるのは120年後…。

そんなことにならないためにもしっかり

考えていきたいですね。
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Q.1 今回のジェンダーギャップ指数の結果を見て、
どう思われますか？

太古昔から男尊女卑のような考え方が日本にはあって、そこがな
かなか改善できていないのかなと思います。その考えでずっと来
ているから変わることは難しいかもしれないけれど、これから何
とか変えていかないと！と思います。

女性政治家は、どうやったら増えていくと思い
ますか？

クオータ制を利用して女性管理職を３０％という目標を立てられています
が政治の世界もその制度を利用するべきです。女性自身も政治は男性がす
るもので、まさか自分がそこに足を踏み入れるとは思っていないだろうし。
女性枠を作ることで手を挙げる人が増えるんじゃないかなと思います。

議員になって良かったことを教えて下さい。

多くの方に出会って、自分の視野が広がったことです。良かったことよりも苦労
は多いです笑。今まで知らなかった社会全体の仕組みなども勉強になります。

女性議員として進めていきたい政策はありますか？

「子育て」についての政策です。切れ目のない子育て支援を目指して
います。妊娠した時から１８歳の成人を迎え自立ができるまで、行政
として進めていけることを充実していきたいと思います。

これから男女共同参画の分野で取り組みたい
ことは何ですか。

女性が外に出やすい環境を作ることです。もっと女性が積極的に
なってもいいと思うんです。ステージは整えられているので、周りが
理解してサポートする。それに本人が応えてい
ける環境があるといいですね。あとは、悩みを
話せる場が少ないので、女性同士の対話ができ
る機会が増えたら良いと思います。

頑張っている女性へ、ひとこと
メッセージをお願いします。

一人で頑張らないで、一緒に頑張りましょう。一人
は大変！たまには力を抜いてやっていきましょう。

公明党

川邉 浩子さん
か わ べ ひ ろ こ
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Q.1 今回のジェンダーギャップ指数の結果を見て、
どう思われますか？

選挙期間中「今、女性議員が必要だ」とお声がけいただき、多くの
女性が当事者として男女格差を感じていることを実感していま
す。指数の結果は、女性たちの抗議の声と感じています。

女性政治家は、どうやったら増えていくと思い
ますか？

立憲民主党では、女性の立候補をサポートするシステムがありま
す。自身の立候補を振り返り、加えて、社会全体が女性の進出を後
押しする機運が必要と考えます。

議員になって良かったことを教えて下さい。

これまで携わっていた市民運動では、政治の場に私たちの声を届
けることは至難の技でした。
議員になり、直接みなさんの思いや願いを伝え、市政の場から社
会や子どもたちの未来を作っていくことに携われることです。

女性議員として進めていきたい政策はありますか？

女性として注目いただき有難く思っています。しかし、私自身「女性」
としてではなく「わたし」として進んでいきたいと思っています。誰
もが「わたしらしく」生きていける大分市を目指します。

これから男女共同参画の分野で取り組みたい
ことは何ですか。

LGBTQなど少数派と言われる方々の声は届きにくく、生きづら
さを抱える方々も多くおられます。小さな声こそ大切に違いを認
め合うことを真ん中に、誰もが暮らしやすい
まちづくりに取り組みたいです。

頑張っている女性へ、ひとこと
メッセージをお願いします。

家庭・地域・職場…、様々な場で頑張る女性や
小さな存在の人たちにお伝えします。「貴方
は、すてきなひとです。そして、なによりも大切
なひとです」

立憲民主党

宇都宮 陽子さん
うつ の み や よ う こ
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Q.1 今回のジェンダーギャップ指数の結果を見て、
どう思われますか？

指数だけを見ると日本は女性がひどく差別されているのか？と思います
が、若い女性から高齢の女性の皆様のご様子を拝見すると生き生きと、ご
自分の人生を歩まれ幸せだと感じている女性も多いので…と思います。

女性政治家は、どうやったら増えていくと思い
ますか？

今まで政治は男性がするものだと言う価値観をお持ちの方も多く女性が政治の世
界に対して夢を持てないのではないかと思います。女性議員を増やすためにはまず
世間が女性を受け入れ女性も政治に興味を持つ事も大切ではないかと思います。

議員になって良かったことを教えて下さい。

議員になる前は、障がい者の相談支援などの活動をしていました
が議員になると市役所にいることも多く、解決窓口が探しやすく
なり市役所職員の方々もいろんな情報や解決策の提案をくださり
問題にもよりますが解決までの時間が短縮できたことです。

女性議員として進めていきたい政策はありますか？

子どもを持ち好きな仕事を続けて行きたいと願う女性は多くいらっしゃると思
います。出産後の段取りがスムーズに進むように、妊娠中の保育所仮申し込み制
度など女性が安心して笑顔で子育てができる環境作りに頑張りたいと思います。

これから男女共同参画の分野で取り組みたい
ことは何ですか。

子育て中は特に家庭生活の充実が重要だと考えられます。仕事と家庭の両立
支援環境を整えるために男性の家庭への参画を進めていく活動を父親グルー
プの皆様と意見交換などしながら男女が協力し子育てに前向きになれる取り
組みをして行きたいです。

頑張っている女性へ、ひとこと
メッセージをお願いします。

私自身も、妻・母親・会社経営と今思えばめまぐるし
い毎日でした。つらいときや大変なこともあろうか
と思いますが、ご自分が決めた志を忘れず自分も大
切にしながら笑顔で頑張ってください！本気で走り続
ければ応援してくださる方々がたくさんいますから。

無所属

岩川 義枝さん
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女性議員の割合
全国

(内閣府男女共同参画局データより)
303人/2668人11.4% 大分県

(2021年現在)
2人/43人4.7%

大分市 4人/44人 (2021年現在)10%

ジェンダーギャップ指数2021

120位 /156カ国
117位 147位
92位 65位

経済 政治

教育 医療

ジェンダーギャップ指数について知ろう！ ジェンダーギャップ指数ってなぁに？？


