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Unisonとは、音楽用語で一つの旋律を全部の音声が歌ったり演奏する意味から、すべての
人が性にとらわれず、同じ立場で意見を主張できる社会の実現を願って名付けました。
URL http：//www.city.yashio.lg.jp/

令和2年度〈男女共同参画週間〉
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６月２３日から２９日までの１週間は、「男女共同参画週間」です。
自分らしい人生を実現するために、時間をどう使っていくのか。家族や地域、社会はそれをどう後押ししていくのか。
この１週間が、皆さんの「男女共同参画」を考えるきっかけとなりますように。

男女共同参画パネル展

『スポーツと女性』
６月２３日から２９日までの男女共同参画週間期間中、八潮駅前出張所
（八潮メセナ・アネックス）ロビーにパネルを展示します。
スポーツにおける女性の活躍や、女性特有の課題をグラフとイラス
トを使って解りやすく解説しています。
来年に延期されたオリンピック・パラリンピックにおいても、多くの
女性アスリートたちの活躍が期待されているいま、ぜひご覧ください。

令和元年度パネル展の様子『荻野吟子の生涯』
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男女共同参画推進活動事業委託の報告
八潮市では、市内で活躍する団体に、「男女共同参画を推進する事業」を委託しています。令和元年度は「八潮のジェンダー平等を進める会」「レインボー八潮」の２団体
に事業を委託しました。

八潮のジェンダー平等を進める会
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八潮市議会 埼玉県平均 埼玉県議会

なぜ、女性議員の数を増やす必要があるの？

参議院

衆議院

29.1

男性も女性も経済力保持、知識・技術の習得
など、積極的に力の向上を図ること

22.4

法律や制度上の見直しを行い、性別による差
別につながるものを改めること

22.0

71.3

知らない

14.0

無回答

12.1 2.6
（%）

「ＬＧＢＴ」当事者の困難とは
・学校で ⇒ いじめ、着替え、制服、カミングアウトなど
・職場で ⇒ 就職差別、いじめ、昇進差別、解雇など
・日常で ⇒ 同居による近所付き合い、トイレの使用、性別欄
の記入など
・社会的保障 ⇒ 住宅、税制、福利厚生、手術への同意、相続、
在留資格など

令和2年度中に、男女共同参画を推進するための事業を実施していただける団体を募集します。
申込みは８月末までにお申し込みいただいた団体の中から選考のうえ、５万円を上限として事業に関わる対象経費をお支払いします。詳細は市ホー
ムページをご覧ください。

「女性人材リスト」へ
登録しませんか？

あなたは、以下の場において、男女の地位が平等になっていると思いますか。
無回答

n
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言葉は
知っている

●生活場面における男女の平等感
わからない

第１７回八潮市市民意識調査
◆あなたは、ＬＧＢＴという言葉を知っていますか。

2.8

女性の方が
優遇されている

「ＬＧＢＴ」とは
Ｌesbian（レズビアン）
：女性同性愛者
Ｇay（ゲイ）
：男性同性愛者
Ｂisexual（バイセクシャル）
：両性愛者
Ｔransgender（トランスジェンダー）
：心と体の性の不一致
の頭文字をとった単語であり、性的少数者の総称のひとつです。

無回答

どちらかといえば
女性の方が
優遇されている

ＮＰＯ法人劇団サードクォーターによるワークショップ

中学生以上を対象にＬＧＢＴ初級編・講演会『あなたはあなたのままでいい』
レインボーさいたまの会事務局長 大澤由枝子さん

3.2

平等になっている

人口の約8.9％が「LGBT」！？
（電通ダイバーシティ・ラボ「LGBT調査2018」より）
左利きの人口割合は１０％程度と言われているなかで、LGBT
の割合は決して少ないものではありません。

実施日：令和元年１１月２３日㈯ １３：００～１５：３０
参加者：２０人
内 容： 第１部 小学生から楽しめるチビゲキ『王さまと王さま』

言葉の内容も意味も
知っている

‘LGBT’ってなんのこと？
どんなことに悩んでるの？
知って、理解して、環境を変えていこう！

その他

どちらかといえば
男性の方が
優遇されている

テーマ：～みんなのＬＧＢＴ教室～ あなたはあなたのままでいい

誰もが安心して暮らせる社会であるには、それぞれの立場で多
様な意見を出し合っていくことが大切です。女性ならではの視点
が政治の場に活かされること、それが男女共同参画社会の実現に
は欠かせません。

19.7

一番必要なもの・・・それは！
“男性も女性もお互いをパートナーとして理解し、協力すること”

男性の方が
優遇されている

ノルウェーのオーモット市は女性議員58％で、２児を育てるシングルマザー
の大学生や外国籍の人も。©MM

レインボー八潮

令和2年度の
実施団体を募集します

33.0

子どもの時から家庭や学校で男女平等につい
て教えること

10.1

（内閣府作成「女性の政治参画マップ2019」より抜粋）

第２部

34.6

就労の場の待遇に性別による差別がないよう
にすること

三井マリ子さん

（%）
60

50

49.2

男女の固定的な役割分担についての社会通念、
習慣、しきたりを改めること

5
0

40

52.4

行政や企業などの重要な役職など女性の少ない分野に、
一定の割合で女性を登用する制度を採用・充実すること

10.8

30

男性も女性も対等に仕事と家庭の両立ができ
るようなサービスの充実を図ること

22.9

21.0

20

男性も女性もお互いをパートナーとして理解
し、協力すること

28.6

20

“コロナＤＶ” “コロナ離婚” こんな言葉がネットを賑わしているけれど・・・
こんなときだからこそ、パートナーを理解し、協力しあって過ごしましょう！

（n=941）
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女性割合
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八潮市民の男女共同参画意識
～市民意識調査から～
「男女共同参画」を推進するにあたって、あなたは何が必要だと思いますか。

実施日：令和２年１月１８日㈯ １４：００～１６：００
参加者：７０人
内 容： 平成３０年５月に制定された「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」を受け、この法案の必要

性や女性議員が増えることの意義などについて、女性政策研究家でジャーナリストの三井マリ子さんを講師
にお迎えして話を伺いました。
‘女性議員が増えると何が良いのか？ ’女性議員が増えて北欧はどのように変わったのでしょうか。スウエーデンでは、
妊娠中や乳幼児を持つ女性が議員活動し易いよう徹底したワーク・ライフ・バランスが推進されています。そして、女性
議員の女性の視点によって新しい取り組み（保育施設の充実など）が実施されています。
政治分野の男女共同参画の推進は、誰もが暮らしやすい社会へと繋がって行きます。女性も、ただおとなしく待ってい
るだけでは暮らしやすい生活は手に入らないのです。
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●男女共同参画を推進するために必要なこと

テーマ：女性議員が増えて北欧はこう変わった！
～政治分野における男女共同参画を推進するための講演会～
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（n=941）

（%）

家庭生活で 10.1

29.0

学校教育の場で 2.1 11.3
職場の中で

46.0

15.4
27.4

政治の場で

5.11.0

35.8

地域社会で 7.8

24.8
27.3

36.9

社会通念・習慣・
しきたり等で

15.4

平等感が一番高い場・・・
平等感が一番低い場・・・

1.5

32.1

2.4

4.9 1.5

41.8
27.9

5.5 2.1 13.4

6.8 1.7 13.0

37.2

24.5

法律や制度で 11.9
社会全体で

38.4

28.6
8.5 1.2 0.6 13.1

12.1 2.4 1.1 15.3
30.5

45.8

5.4 1.3
14.7

19.9

5.8 1.3 14.5

2.6
2.6
2.6
2.8
3.1
2.6

“学校教育の場”
“政治の場”

※政治の場において男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指し、
「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」(平成30年5月23日 法
律第28号)が施行されました。

市では、多くの女性に審議会等の委員になっていただけるよう、「女性人材リスト」を
作成しています。まちづくりに興味のある女性の皆さんの登録をお待ちしています。
詳細は市ホームページをご覧ください。
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相談窓口ガイド
秘密は守られます。相談は無料です。
「こんなことで相談して良いのかな…」そんなふうに思ったことはありませんか？
迷ったらかけてみてください。一緒に考えていきましょう。
相談できる内容／相談の名称
ドメスティックバイオレンス
（ＤＶ）に関する相談
～配偶者やパートナーからの暴
力・暴言に関する相談～

人間関係、家族、生き方などの
悩み相談
～自分自身の悩み、母として・妻
としての悩みなどの相談～

心のケア電話相談
仕事に関する相談
～仕事の悩み、気持ちの整理、応
募書類作成、面接練習等、女性の
再就職へ向けた様々な相談～

ＬＧＢＴに関する相談
～心と体の性の違和感、性的指向
に関する悩みなどの相談～

八潮市男女共同参画苦情処理
八潮市の男女共同参画の施策に
関する苦情の申立てができます。

実施機関

電話番号

相談日

相談時間

八潮市配偶者暴力相談支援センター
（ＤＶ相談支援室）

０４８－９９６－３９５５

月・金
（年末年始・祝日を
除く）

１０：００～１２：００
１３：００〜１６：００

埼玉県配偶者暴力相談支援センター
（埼玉県婦人相談センター）

０４８－８６３－６０６０

月～土

９：３０～２０：３０

日・祝

９：３０～１７：００

八潮市女性相談
（駅前相談室）

人権男女共同参画課
０４８－９９６－２１５９

火～木曜日
（年末年始・祝日を
除く）

１０：００～１６：００
（予約制・
１ 回５０分）

ピアカウンセリング
ご希望の方は「女性相談
～「ピア」とは「仲間」という意味です。仲 （駅前相談）」を受けてい
第 １ 水曜日
間同士で共感し合い、支えあう集団カウ ただき、その際、相談員 （年末年始・祝日を
ンセリングで、参加いただいた皆さんが へピアカウンセリング
除く）
対等な立場で話し合います。～
希望とお伝えください。

１０：００～１２：００

１０：００～２０：３０

埼玉県男女共同参画推進センター
Ｗｉｔｈ Ｙｏｕ さいたま

０４８－６００－３８００

月～土
（第 ３ 木、臨時休館
日を除く）

男性のための電話相談

０４８－６０１－２１７５

毎月第 ３ 日曜日

１１：００～１５：００

ＤＶ被害母子のための心のケア電話相談
（特定非営利活動法人）
パープルネットさいたま

０４８－８５８－５０８２

毎週土曜日
（１１／２３、１２／２８、
１ ／ ４ を除く）

１６：００～１９：００

埼玉県女性キャリアセンター

相談専用
０４８－６０１－１０２３

月～金
（第 ３ 木、臨時休館
日を除く）

１０：００～１１：３０、
１２：３０～１６：３０

よりそいホットライン
（一般社団法人）社会的包摂サポート
センター

０１２０－２７９－３３８
ガイダンスに沿って
＃ ４ を押してください

無休

２４時間

セクシャルマイノリティ電話法律相談
（東京弁護士会）

０３－３５８１－５５１５

第 ２・第 ４ 木曜日
（祝日の場合は
翌金曜日）

１７：００～１９：００

八潮市
人権・男女共同参画課

人権男女共同参画課
０４８－９９６－２１１１
（内線８１１）

随時
（原則書面によること）

相談室だより
ＳＮＳとＤＶ

最近の相談室では、ＳＮＳで知り合いほとんど交際もしないで簡単に同棲したりする女性からの相談が増えているように思いま
す。直接会ってお互いのことを話したこともなく、どんな暮らしをしているのか実際に見たこともないのに、家を出たいから、親
から離れたいからと次の宿を見つけるように男性に居場所を求め、それをよいことに男性が自分の部屋に呼び寄せて同棲を始めて
しまうという事がことの外多いことに驚きます。相談に来られる方の中には、そういう経緯で結婚したが、一緒に暮らし始めたら
ＤＶ（いやがらせ・暴言・暴力）が始まり、到底パートナーとして一緒に暮らすことはできないが住む所がない、仕事もしていな
い、この先どうしてよいかわからないという相談が増えています。
厳しい社会状況の中で、女性が自立して生きることは大変なことです。また男性も同じ世の中にいて大変なことに変わりありま
せん。お互いに大変さを分かち合い協力して生きていくならそれは幸せなことでしょう。しかしお互いの大変さを相手に肩代わり
してもらうために同棲や結婚をするなら、それは無理なことでいつか破綻するということではないでしょうか。それでもうまくい
かなかったり、困ったり悩んだりしたときには、一人で抱え込まずに女性相談・ＤＶ相談に足を運んでください。そしてご一緒に
考えていきましょう。（相談員）

