
← 令和３年度内閣府 男女共同参画週間ポスター 
  「女だから、男だから、ではなく、私だから、の時代へ。」 
    自分を好きになって、自分を信じ、創り上げた自由な発想が

受け入れられる社会。みんなで築いていく 男女共同参画社
会とは？みなさんが進んでいく社会への願い・思いのこもっ
たキャッチフレーズ。 

 

 「萩市男女共同参画だより」お問い合わせ先 

  萩市役所 市民活動推進課 男女共同参画推進室 

  〒758-8555 萩市大字江向 510番地 

  TEL ０８３８－２５－３２２７   FAX ０８３８－２５－６６２３ 

地域、サークル、職場などで、研修会や講座を企画されませんか。 

少人数でも構いませんので、ぜひご利用ください。講師料は無料です。 
【派遣できる内容】 
○ＤＶ・デートＤＶ防止  ○男女共同参画とは  ○ワーク・ライフ・バランスとは 
○性的少数者（ＬＧＢＴ）について  ○ハラスメント等 

ひとりで悩まないでご相談ください。 

相談時間 月曜日～金曜日 

8:3０～１７:15 

※ただし、祝日及び年末年始は除きます。 

相談無料 

秘密厳守 

 中学校、高校、大学、地域等で出前講座を行っています。 

 学校の出前講座では、萩の子どもたちがこれから社会に出て、加害者にも被害者にもならないように、お互いを尊重

しより良い関係をつくってほしいという願いをこめて行っています。 

また、大人への出前講座も重要と考えています。ＤＶをはじめ、ハラスメントにかかる考え方は、時と共に変化して

いきます。昔は良かったことでも、今ではいけないということも多々ありますので、今の時代にあった正しい知識を知

っておくことはとても大切です。 

昨今、問題となっている児童虐待は、ＤＶと深いかかわりがあり、ＤＶが子どもに与える影響等の話もしています。 

萩市は、萩らしさを生かしながら、市民一人ひとりがい

きいきと暮らすまち（男女が互いを認め合い、尊重し合い

ながら、社会の対等な構成員として、自らの意思によって

社会のあらゆる分野の活動に参画し、男女が共に責任

を担う男女共同参画社会の実現）を目指しています。 

萩市男女共同参画プラン(第２次改定版)に従って推進 

する５つの基本目標 

 １ 男女共同参画社会に向けた意識づくり、人づくり 

 ２ 活力ある地域の実現に向けた男女共同参画の推進 

 ３ 女性の職業生活における機会と待遇の確保 

 ４ 男女間における暴力の根絶 

 ５ 男女が共に健やかに暮らせる社会づくり 

夫や恋人からの暴力、その他女性が抱える様々

な悩みについて、ご相談をお受けします。皆様の

周りで、お悩みのある方がいらっしゃいましたら、

相談窓口のことをご紹介ください。仕事等の理由

で右記の時間ではご利用できない方のために事前

に予約をいただければ、休日や時間外にも相談を

することができます。 

※ 面接相談の予約はメール（市 

ホームページ）でもできます。 

※ 性別にかかわらず、相談をお 

受けします。 

ＳＤＧｓとは、２０１５年９月に国連で開かれたサミットの中で決め

られた、世界共通の目標のことで、２０３０年までの達成に向けて取り

組むべき１７の目標と１６９のターゲットで構成されています。１７

の目標のうち、とくに男女共同参画に関連しているのは 

「５ ジェンダー平等を実現しよう」です。 

 市としても、性別による固定的役割分担意識にとらわれ 

ず、個性や能力を十分に発揮できる社会を目指します。 

女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服

すべき重要な課題です。この運動は、内閣府その他の男女共同参画推進本部構成府省庁が主唱し、平成 13 年か

ら実施し、毎年 11 月 12 日から 11 月 25 日（女性に対する暴力撤廃国際日）の 2 週間を運動期間としています。 

また、11 月は厚生労働省で定めた児童虐待防止推進月間です。児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。 

子どもへの暴力は法律で禁止されています。子どもの前での夫婦間暴力（面前 DV）は子どもへの心理的虐待

にあたります。また、DV が起きている家庭では、子どもに対する暴力が同時に行われている場合もあり、関連

も深く同じ 11 月ということで、あわせて啓発を行いました。総合福祉センター正面をオレンジ＆パープルライ

トアップし、また、児童館にオレンジ＆パープルリボンツリーの設置を行いました。 

※パープル色 女性に対するあらゆる暴力をなくしていこうのメッセージが込められています。 

※オレンジ色 子どもたちの明るい未来、子どもへの虐待をなくしたいメッセージが込められています。 

リボンツリーに飾ってもらったメッセージを一部紹介します。 

 ・あなたは、決して 1 人ではない。たよれる人がたくさんいるよ 

                    ・感謝があふれる世界に!  

・変えようよ世界!!!  

・思いが重いにならないように 

                    ・差別のない世界になりますように 

                    ・決してあなたは一人ではありません! 

                    ・平和な世界になりますように      ・あなたは、決して 1

人ではない  

山口県立大学 副学長 田中マキ子さんを講師に迎え、「コロナ

禍におけるワーク・ライフ・バランス」という演題でリモートに

よる講演をしていただきました。 

男女共同参画社会や、家族に関すること等話されました。個性

豊かにみんな違ってみんないいということを理解し合うことが大

切、コロナ禍の今こそ、改めて考える機会であると話されました。 

メッセージ 

ありがとう! 

 

Ｌ（レズビアン）Ｇ（ゲイ）Ｂ（バイセク

シャル）Ｔ（トランスジェンダー）等をいい、

多様な性があります。個性のひとつとして、

お互いを認め合いましょう。 

誰もが自分の性的指向・性自認（性の自己

認識）を尊重され、自分らしく生きることの

できる社会をつくっていきましょう。 

令和３年６月 



 

 萩市女性団体連絡協議会加盟団体 

団  体 名 

ＪＡ山口県萩統括本部女性部 

萩更生保護女性会 

萩交通安全協会婦人部会 

萩市生活改善実行グループ連絡協議会 

萩市母親クラブ連絡協議会 

萩消費生活研究会 

萩市連合婦人会 

山口県教育会萩支部女子研究会 

山口県漁業協同組合はぎ女性部 

 【事務局】萩市役所 市民活動推進課内 担当：須郷 

 TEL 0838-25-3227 FAX 0838-25-6623 

萩市女性団体連絡協議会は、市内各団体の連携を図り、男女共

同参画によって、明るく豊かで住みやすいまちづくりを目指し

て、日々、楽しみながら活動しています。 

萩市からの

受託事業や研

修事業等も行

っています。現

在、加盟団体を

募集していま

す。一緒に活動

してみません

か？ 

  現在推進している男女共同参画プランを改定する上で、市民の皆様の男女共同参画に関するご意見や実

情などを幅広くお伺いするために、本年 5月、市内在住の 18歳以上の無作為抽出した男女各 1,000人の方

を対象に市民意識調査（郵送）を行いました（回収率 37.7%）。 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育児休業制度や介護休業制度等を利用する男性が少ない状況の理由として、男性が制度を利用するこ 

とについて社会全体の認識が十分でない、職場に利用しやすい雰囲気がない、制度を利用すると仕事上 

周囲の人に迷惑がかかるからという意見が多かったです。 

 

 

 

世界経済フォーラム（スイスの非営利財団）が 2021年 3月、各国に

おける男女格差を測るジェンダー・ギャップ指数を発表しました。 

この指数は、「経済」・「政治」・「教育」・「健康」の 4つの分野のデ

ータから作成され、0が完全不平等、1が完全平等を示しています。

2021年の日本の総合スコアは 0.656で、順位は 156か国中 120位（昨

回は 153か国中 121位）でした。各分野のスコアは、経済 0.604（昨

年 0.598）、政治 0.061（昨年 0.049）、教育 0.983（昨年 0.983）、健康

0.973（昨年 0.979）です。 

日本は、特に、「経済」（156か国中 117位）・「政治」（156か国中

147位）における順位が低くなっています。 

 
 

下図は、青色が萩市職員の女性管理職の登用状況を黄色が萩市

の審議会等への女性参画状況（萩市男女共同参画プラン（第２次

改定版）では、女性参画割合 40％を目標値と定めています）を

表しています。平成 19 年から令和 3 年の 4 月 1 日時点の数値と

なります。今年度は、どちらの割合も下がってしまいました。 

男女が施策等の立案及び決定の場に共に参画することは、男女

共同参画社会を実現する上で、大変重要なことなので、これから

も推進していきます。 

 

 
●男女共同参画推進パネル展 
男女共同参画や DV に関することを分かりやすく、

パネルで展示します。ぜひご覧ください。 

令和３年度 開催予定表（変更あり） 

開 催 日 会  場 

10月 1日～10月 31日 萩図書館 

10月 15日～11月 15日 萩市市民活動センター「結」 

11月 1日～11月 26日 大井公民館 

11月 1日～11月 26日 三見公民館 

11月 30日～12月 24日 むつみ総合事務所 

11月 30日～12月 24日 福栄コミュニティセンター 

1月 6 日～ 1月 28 日 明木図書館 

1月 6 日～ 1月 28 日 川上総合事務所 

2 月 2日～ 3月 2日 須佐図書館「まなぼう館」 

2 月 2日～ 3月 2日 田万川中学校図書館 

●萩市男女共同参画セミナー 

男女共同参画を推進するため、男女共同参画セミ
ナーを秋頃に開催する予定ですので、ぜひ、ご参加
ください。 

 

 

ご協力いただき、ありがとうございました! 

 

調査したほとん

どの分野におい

て、男性・どちら

かといえば男性の

方が優遇されてい

ると答えた割合が

高かったです。 

なお、一番平等

であると答えた割

合が高かったの

は、「学校教育」の

分野です。 

家庭生活での

役割分担の中で、

夫・どちらかとい

えば夫の担当と

答えた割合が、一

番高かったのは

「生活費を稼ぐ」

でした。   

また、妻・どち

らかといえば妻

の担当と答えた

割合が、一番高か

ったのは「食事の

したく」で、他の

役割分担も高い

ものが多いです。 


