
そのためにできることは何だろう？

国際女性デー
ミモザウィークくにたち

2023

声をあげる 相談する

話す
伝える

キラキラしなくてもいい。

輝かなくてもいい。

自分の足で歩きたい！



毎年3月8日は
「国際女性デー」

起源は1904年3月8日、アメリカニューヨークで行

われた女性参政権を求めるデモ。

その後、国連は女性の権利と政治・経済分野への参加

推進のため、そして女性たちが達成してきた功績を振

り返り、その勇気と決断を称える日として

1975年（国際婦人年）に3月8日を「国際女性デー」

と制定しました。

写真: UN Women/Ryan Brown

イタリアでは3月8日は

「ミモザの日（Festa 

della Donna＝女性の日）」

とされ、女性に感謝を込め

て、愛や幸福の象徴「ミモ

ザ」の花を贈る日とされて

います。

イタリアでは「ミモザの日」



女性参政権獲得の歴史

選挙で投票や立候補をする権利【参政権】。

かつては男性だけの権利でした。

かつて女性には参政権がありませんでした

イギリス女性活動家たちの姿を描いた
映画「未来に花束を」より

女性参政権獲得へ

かつて声を上げ続けた
人がいて、今の当たり
前があるんだね。

日本の女性参政権

男性だけで国の重
要なことを決めて
いたんだね。

パラソルちゃん

にじいろちゃん

女性の参政権って
意外と最近のこと
なんだなぁ。

選挙権、
大切に使い
たいな。

女性参政権を求める運動は、18

世紀フランスで始まり、各国に

広がります。女性たちは時には

命がけで戦ってきました。

日本では戦後の1945年（今から78

年前）、ようやく女性参政権が認

められ、第1回目の衆議院選挙で

39人の女性議員が誕生しました。

世界で初めて女性参政権を獲得したのは

ニュージーランド（1893年）。

その後イギリス（1918年）アメリカ（1920年）

フランス（1944年）など各国が獲得しました。



男女平等参画に関する法律

【男女雇用機会均等法】
事業主が、男女労働者を、雇用
のあらゆる場面で差別をおこな
うことを禁止する。

【ストーカｰ規制法】
つきまとい等及びその繰り返しに
よるストーカー行為を規制、処罰
する法律。

【配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護に関する法律（DV防
止法）】
DV（配偶者や恋人からの虐待）相
談に関する法律。

【男女共同参画社会基本法】
男女が、互いにその人権を尊重し
つつ責任も分かち合い、性別にか
かわりなく、その個性と能力を十分
に発揮することができる男女共同
参画社会の実現をめざす。

国際婦人年の1975
年以降、たくさん
の法律が作られて
きたんだね。



新たな支援法

「困難女性支援法」（女性支援新法）

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

コロナ禍は女性に困難が集中

シングルマザー

７割がコロナ禍
に収入減。

＃彼女は私だ
東京渋谷でホームレス女性が近隣
に住む男性に殴り殺された事件。

コロナ禍の
女性の自殺率

前年比２倍に急増
ステイホームで
DVの急増

非正規雇用者数
（2020年4月）

男性26万人減
女性71万人減

所持金は8円。コ
ロナによる影響で
仕事を失い、バス
停のベンチで夜を
明かしていた。

●これまでの女性支援

女性に対する支援事業は、

60年以上前（1956年）に制定

された、売春防止法（売防

法）に基づいています。

売春防止法の目的は、売春を

行う恐れのある女子の「補

導」や「保護更生」。

●どんな法律？

女性が「女性であることにより、さまざまな困難に直

面することが多い」ことから、福祉の増進を図るため

の支援を推進する。

それにより人権が尊重され、女性が安心して、かつ自

立して暮らせる社会の実現を目指す法律。

追悼集会の様子「彼女は私だ」のプラカード
をもつ女性。

参照：「ルポコロナ禍で追い詰められる女性たち」飯島裕子著

2024年4月施行へ

●問題点

①女性だけが「指導・管

理」の対象

②女性が抱える困難は様々

で、売春防止法や、その

後制定されたＤＶ防止法、

ストーカー規制法では対

応できないものがある。



・女性支援は売春防止法の枠から脱却。

→売春防止法の「保護更生」「補導処分」は廃止

・自治体と民間団体の連携による支援。

→さまざまな困難に対し、柔軟な支援へ。

●新法施行後は？

●困難女性とは誰のこと？

性被害・生活困窮・家庭関係の破綻などの困難を抱え

ている人です。そして現在、さまざまな意見を出し

合い、議論がなされている最中です。

「有識者会議」

厚生労働省に設置され、11月7
日に第１回会議開催。3月にか
け8回の会議が予定されている。

「困難女性支援法のよりよい運
用を願うつどい」

障害者女性、高齢者女性、シン
グルマザー、アイヌ女性、女性
依存症者、レズビアン、バイセ
クシュアル女性、トランスジェ
ンダー女性、セックスワーカー
女性、元受刑者女性らの有志が
1月30日、参議院会館内で院内
集会を開いた。

「パブリックコメント
（意見公募）」

1/20～2/18まで厚労省は、
法案について国民からの意
見を募集した。

出典：BISINESS JORNAL

2022年に公布された新法。
2024年の施行に向けて様々
な議論がされているよ。



声を上げる・声を届ける

日本のジェンダーギャップ指数
（男女格差の指数）

146カ国中 116位
政治分野では 139位

80年近く経っても全然
増えていないんだね…。

◀国会議員の
大臣の割合が
低く、女性の
首相も過去に
いない。

女性議員の数（衆議院）

女性参政権を獲得した
初めての選挙

1946年 39人（8.4％）

現在

2023年 46人（9.9％）

【＃fiftys-project】
代表 能條桃子さん

わたしたちの人生に政治家になる選択肢を！

20代、30代の地方議員の女性比率をまずは3割に。

クォータ制を推進する会（Qの会）

政治の場の多様性を高めるためには、候補者・議席の一定比率を女性に割り当

てる「クオータ制」（quota、性別割当制）の導入が必要だと考え活動している

代表 赤松良子さん

【NO YOUTH NO JAPAN】
代表 能條桃子さん

政治や社会について「知って、スタンスを持って、行動する」U30世代を増やす

ため発信中。１人でも多くのU30に投票に行ってほしいと思いを込めて。



避妊や性に関して 頼れる情報も、性の健康を守る環

境も、選択肢も少ない日本で、生き方、働き方が多様

化する昨今、自分のからだのことや働き方を主体的

に選択できる環境をつくるためのプロジェクト

緊急避妊薬の薬局での入手を実現する市民プロジ

ェクトは、女性が健康を守るために、安心して、適

切かつ安全に、緊急避妊薬（通称 アフターピル）に

アクセスできる社会の実現を目指す

代表 福田和子さん

代表 福田和子さん

みらい子育て全国ネットワーク（miraco）

子育てしやすい社会の実現に向け、子育て当事者の

声を見える科し、集め、政治や行政に働きかける市

民団体。

公務非正規全国ネットワーク 略称はむねっと

日本における非正規公務員の実態を調査、研究し、

状況を改善を目指す団体。アドボカシー活動や相

談活動や交流会などを実施している

代表 渡辺百合子さん

声を上げる・声を届ける



「声を上げる」

女性が活躍するということは
男女間の対立や分断をつくるものではなく、
女性だけが努力することでもありません。
また、性自認は男性と女性だけではなく、
多様です。

だれもが自分らしく生きるために。
世間や誰かが求める理想や、これまでの当
たり前に無理やり合わせるのではなく、
自分の気持ちを声に出してもいい。
誰かの声に耳を傾け、みんなで考えること
も大切。

声を上げること、話すこと、相談すること、
伝えること。
その声はたとえ小さくても大切な声。
そしてあなたの大切な一歩。
一人ひとりが過ごしやすい社会をつくって
いくのは、簡単なことではありません。

だからこそ一緒に考えていきましょう。



メッセージ、
お待ちしています。

期間：2/25～3/31

国際女性デーに思うこと、パネル展示の感想、
私にできる小さな一歩など自由にカードに記
入いただき、飾って下さい。

パラソルちゃん
にじいろちゃん

ミモザカードにメッセージを書こう

できることからはじめてみませんか？



上映119分、その後 坂上香監督 のお話と

坂上香 監督 × くにたち夢ファームJikka

遠藤良子さんのトークセッション

年齢・性別不問 お申し込みも不要
市内外を問わず、ご参加大歓迎。

市民プラザにて
開催。⬆詳細は
上のQRから

3/12（日）
14：00～17：00

できることからはじめてみませんか？

くにたち夢ファームJikka・パラソル共催イベント

パラソル主催イベント
ジェンダーや生きかたについて語ろう！

毎月第1土曜日と特別編開催中！



くにたち男女平等参画
ステーション・パラソル

国立市内の相談窓口

国立市女性相談

国立市夜間休日女性相談

くにたち女性ホットライン 042-576-2127

042-576-2111
(内線403)

070-2632-1078

パネルに関する問い合わせは
パラソルまでお寄せください。

できることからはじめてみませんか？

042-5014-6996

NPO法人

くにたち夢ファーム Jikka 042-511-5812

令和4年度「東京都女性活躍推進大賞」大賞受賞
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