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「あなたらしい」を築く、

　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。
　内閣府では「『男だから』『女だから』といった性別役割意識にとらわれず、個性
と多様性を尊重し、自身の可能性を信じて誰もが生きがいを感じられる社会を実現
していくきっかけとなるキャッチフレーズ」を募集したところ、全国から2,522点
の応募があり、上記のキャッチフレーズが選ばれました。
　この1週間が、皆さんの「男女共同参画」を考えるきっかけになることを願います。

令和４年度「男女共同参画週間」キャッチフレーズ令和４年度「男女共同参画週間」キャッチフレーズ

「あたらしい」社会へ

ＹＹＡＡＳＳＨＨＩＩＯＯ・・ＳＳＭＭＩＩＬＬＥＥ！！

“それぞれ目標を見つけて頑張る子供たち。“それぞれ目標を見つけて頑張る子供たち。
� 親としては応援するしかないですね！”� 親としては応援するしかないですね！”

　市内で工業用ゴムスポンジやゴム、ナイロンシートなど、多様な材料を扱う加工工場を
経営されている江村さんのお宅を訪問しお話しを伺いました。

江村さんご一家

男らしさ？ 女らしさ？

たくましい
泣いてはいけない
リーダーシップがある

活発
寒色系の服を好む

優しい
弱い
控えめ

気配りがある
暖色系の服を好む

男女共同参画が
目指すもの

ごご家家庭庭訪訪問問
“ジェンダー平等”

Ｑ：八潮市とのご縁をお聞かせください。
ー夫婦ともに八潮っ子で、二人とも八條小学校の卒業生です。現在、二人の子も八條小学校
に通っています。

Ｑ：自営業の大変さって何でしょう。
ー納期に間に合わせるために、忙しい時期には昼夜を問わず夫婦で働かなくてはならないこ
とです。子どもが小さい時は大変でしたが、実家の両親の協力を得ながら遣り繰りしてきました。

Ｑ：ご家族そろっての趣味は少年野球とのことですが、小学校6年生の長女さんも野球をされ
ています。少年野球チームに所属する女の子はまだ少ないと思いますが、どのようなきっかけ
で始めたのですか。
ー長女は『メジャー』という野球アニメを見て、野球に興味を持ったようです。
長女から「野球やってみたい」と相談を受けた時、何の迷いもなく地域の少年野球
チームへの入会を勧めました。
　野球が男の子のスポーツだと限定的に考えたことは一度もなかったのですが、中
学校への進学を考えた時、女性がプレーヤー
として活躍できる中学・高校の野球部はまだ
まだ少ないので、その点は残念だと感じました。

※�現在、長女さんは強豪高校野球部のマネー
ジャーになることを夢見て受験勉強にも挑
戦しています。

　「ジェンダー」とは、社会的・文化的な性
のことを言います。
　「男らしさ・女らしさ」に代表される、男
女の役割やイメージの区分けは、時代や文化、
社会によって変化します。このようなジェン
ダー意識は、男女共同参画社会の推進を妨げ
る要因の一つになっています。

　男女共同参画では、「自分らしさ」
が尊重される「ジェンダー平等」社
会を目指しています。

男女共同参画週間／YASHIO・SMILE ご家庭訪問 他  �� ①
八潮市パートナーシップ宣言制度／女性活躍の時代
インタビュー 他 ������������������ ②③
お知らせ・募集  ������������������� ④
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パネル展「多様な性 知ってますか？」パネル展「多様な性 知ってますか？」
　６月２３日㈭から２９日㈬までの男女共同参画週間中、
八潮駅前出張所（八潮メセナ・アネックス）ロビーに、
性の多様性についての正しい知識・基本的な考え方
に関するパネルを展示します。
　駅近くにお越しの際は、是非お立ち寄りください。
（無料、出張所開館時間内に自由に閲覧できます）

パネル展「多様な性 知ってますか？」パネル展「多様な性 知ってますか？」
見に来て！

　ＬＧＢＴ等であることを理由に様々な困難に置かれている人が、安心して暮らせる環境を整備するとともに、性
的少数者に関する理解の広がりや多様性を認めあう社会の推進を目指して、「八潮市パートナーシップ宣誓制度」を
開始しました。本制度は、法的な効力を生じさせるものではありませんが、宣誓するお二人の思いを尊重するとと
もに、お二人が自分らしく輝いて暮らせることを八潮市として応援するものです。

１ 対象
一方又は双方が性的少数者でかつパートナーシップ関係にある二人

２ 宣誓するための要件
①年齢要件
・民法に規定する成年に達していること。
②住所要件
・双方が八潮市内に住所を有していること。
・一方が八潮市内に住所を有し、他方が市内への転入を予定していること。
・双方が八潮市内への転入を予定していること。
③その他の要件
・双方ともに配偶者がいないこと、双方ともに他の者とパートナーシップ関係にないこと。
・�民法に規定する婚姻できない近親者同士の関係（直系血族及び三親等内の傍系血族、直系姻族）でないこと。

３ 宣誓の流れ
①宣誓日時の相談、予約
②宣誓（予約日にお２人で来庁し、パートナーシップ宣誓書に署名していただきます。）
③宣誓証明書等の交付

＊申込み・問合せは、人権・男女共同参画課へ
詳しくは市ＨＰの「八潮市パートナーシップ宣誓制度申請の手引き」をご覧ください。

八潮市パートナーシップ宣誓制度が始まりました

「LGBTＱ」とは？

　２０２１年１０月、八潮中央総合病院にグループ（※）初の女性院長が誕生しました。医師といえ� �
ばいまだ男性のイメージが強いなか、女性リーダーの誕生は、これから社会で活躍する女性
たちの支えになるでしょう。
　このようなことから、本日は本間院長にお話しを伺いました。� （※上尾中央医科グループ）

●１� グループ初の女性院長として着任し半年が経過しましたが、感想などをお聞かせください。
答）答）いわゆるアンコンシャス・バイアス（※）というのか女性が院長になるということを想像したこともな
く、寝耳に水の就任要請でしたので、毎日が勉強の連続です。新米院長を助けようとスタッフが機動的に働
いてくれ、患者さんやご家族からのお声や日々の診療の中で浮かんでくる病院の改善点などを、一つ一つ棚
上げにしないで少しずつでもできるところから改善していく、という雰囲気ができてきたのはうれしく思っ
ています。できるだけ物事を俯瞰的に見ようと心掛けてはいますが、まだまだ力不足であり、多面的な情報
収集の重要性を日々痛感しております。できるだけ多くの患者さん、ご家族、スタッフにとって快適な病院、
職場にするため今後もさらに努力したいと思っております。� （※無意識の思い込み、偏見）

●２� ご専門は、乳腺疾患、甲状腺疾患、救急医療とのことですが、女性であることを理由に重症化し易い事例など、
女性に注意してほしいことなどがありましたら、教えてください。

答）答）乳癌の好発年齢は育児や介護の真っただ中であったり、お勤めをされている方にとっても責任のあるお仕事を任され
ていたりで、検診受診や異常を自覚された後の外来受診をためらわれるようです。乳癌は早期に発見すればそれによって
命を落とす可能性は極めて低いので、それから何十年も生き生きと暮らすためにも気軽に検診や乳腺外来に足を運んでい
ただきたいと思います。

●３� 後に続く女性医師、女性看護師などに期待することはどのようなことですか？
答）答）人生においてはいろいろなことがありお仕事をお休みしたり、時間を制限して働かなければならないこともあるかと思います。どこでも働ける価値ある
資格ですし、人生１００年時代、ブランクが多少あってもブランク中に経験したことは確実に生かされる仕事ですので、積極的に資格を活用していただければ
と思います。

●４� 男性の看護師も増えつつあると思いますが、男性ならではの良い点をご紹介ください。
答）答）昔と違い、今ではあたりまえのように多くの病棟に男性看護師が配属されています。私がいわゆる女らしい人間かと言われれば首をかしげるのと同様に、
看護師さんも男だから女だからという区別はあまりなく、それぞれの個性によるところが大きいと思いますので、それぞれの感性や技能を生かして患者さん
に配慮した関わりができていればそれが良いと思います。
　話はずれますが、今や男性看護師も育児休暇を取る時代です。しっかりお子さんと向き合い大事に育て、職場に戻ったらそれぞれの患者さんが過去にはこ
んなにも愛されていた誰かの子供だったのだという思いで見ると、また違ったかかわり方ができるのではないでしょうか？�

※本間院長ありがとうございました。

　基本的なデータから読み解く日本の男女共同参画は、非常
に遅れています。

　誰もが性別を意識することなく活躍でき、指導的地位にあ
る人々の性別に偏りがない社会となることを、男女共同参画
は目指しています。

＜私の場合＞

（女） （男）
・からだの性 ♀♀ ★★‥‥‥‥ ♂♂
・こころの性 ♀♀ ‥‥★★‥‥ ♂♂
・好きになる性 ♀♀ ‥‥‥★★‥ ♂♂

＜性はグラデーション、どの位置に
印付けられるかは人それぞれ＞

（女） （男）
・からだの性 ♀♀ ‥‥‥‥‥ ♂♂
・こころの性 ♀♀ ‥‥‥‥‥ ♂♂
・好きになる性 ♀♀ ‥‥‥‥‥ ♂♂

メモ：ジェンダーギャップ指数とは
　「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。

メモ：�「図表でみる医療２０２１：日本」２０２１年１１月９日ＯＥＣＤ雇用局医療課によると、
日本の女性医師の割合はＯＥＣＤで最も低いと報告されています。

女性活躍の時代！ 八潮中央総合病院 本間院長へインタビュー

男女共同参画の現状と課題

わたしたちの性は、「女性」
「男性」いずれかに分けら
れるものではありません。
３つの要素が混ざりあって、
一人ひとりの性のあり方を
決定づけています。

性的少数者を表す総称のひとつです。

■L  Lesbian 女性同性愛者
■G  Gay 男性同性愛者
■Ｂ  Bisexual 両性愛者
■Ｔ  Transgender �身体の性と自認する性で違和がある人
■Ｑ  Questioning �性のあり方について、特定の枠に属さない人、わからない人等を示す言葉
■Ｑ  Queer  �一言では定義できない性の多様性を示す言葉 　世界経済フォーラムが発表した２０２１年のジェンダー・ギャ

ップ指数の総合順位は１5６か国中１２０位（２０２０年は１２１位）で
した。
　政治分野については、国会議員や閣僚の女性割合が低いこ
とや、過去5０年間女性の行政府の長（日本の場合には内閣総
理大臣）が出ていないことが押下げ要因として考えられます。
また、経済分野についても、管理職の女性の割合が低いこと
や、女性が男性と比べて非正規雇用者の割合が高く、平均所
得が男性より低いことが押下げ要因として考えられます。

ジェンダー・ギャップ指数（GGI）2021年

順位 国名 値
１ アイスランド ０.８９２�
２ フィンランド ０.８６１�
３ ノルウェー ０.８４９�
４ ニュージーランド ０.８４０�
5 スウェーデン ０.８２３�
１１ ドイツ ０.７９６�
１６ フランス ０.７８４�

各分野における
日本のスコア

分野 スコア 昨年の
スコア

経済 ０.６０４ ０.5９８
政治 ０.０６１ ０.０４９
教育 ０.９８３ ０.９８３
健康 ０.９７３ ０.９７９

ジェンダーギャップ指数（2021）上位国及び主な国の順位

（月刊総合情報誌「共同参画　２０２１年5月号」内閣府発行より）
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G7各国のジェンダー・ギャップ指数

順位 国名 値
２３ 英国 ０.７７5�
２４ カナダ ０.７７２�
３０ 米国 ０.７６３�
６３ イタリア ０.７２１�
７９ タイ ０.７１０�
８１ ロシア ０.７０８�
８７ ベトナム ０.７０１�

順位 国名 値
１０１ インドネシア ０.６８８�
１０２ 韓国 ０.６８７�
１０７ 中国 ０.６８２�
１１９ アンゴラ ０.６5７�
120 日本 0.６５６�
１２１ シエラレオネ ０.６55�
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　本年度のＤＶ相談への相談件数は昨年より減少傾向にあります
が、子どもの相談や自殺の件数は増えているという報告があります。
　ＤＶを受けている相談者の方からの話の中に、子どもがＤＶを
受けている母を守ろうとしていたり、家庭の心配をしているとい
う話をよく聞きます。本来大人が担うような責任を引き受けてい
る子どもが増えているように思います。このような、子どもはヤ
ングケアラーと呼ばれています。ヤングケアラーとは、「家族にケ
アを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受
け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートを行っている18

相談室だより 歳未満の子ども」のことをいいます。
　ＤＶ被害者の方から、「自分が我慢をすればよい」という言葉を
よく聞きますが、母が我慢していると、子どもがヤングケアラーに
なることもあります。
　「ではどうすればよいのか？」と悩んでいる方、実際に解決策を
出していくのはとても難しいことだと思いますし、こうしたらよい
という答えのようなものはありません。私達は、女性が自分のこれ
までの生き方を振り返り、これからどうしたいのか、自分自身のこ
とを考えること自体がとても大事だと感じています。一人で悩まず
にぜひ相談してください。私達は一緒に考えていきたいと思ってい
ます。（相談員）

　八潮市では審議会等の委員となってくださる方の人材バンクを
作成しています。子育てや仕事がひと段落ついた方、市の施策に
興味をお持ちの方など、人材リストへ登録してみませんか。
　八潮市の審議会等における女性委員の割合は、令和3年4月1日
時点で33％（65審議会273人/828人）。市の政策・方針決定過程の
場への女性の参画はまだまだと言えるでしょう。誰もが暮らしや
すい地域を創るためには、多様な意見が必要です。
　多くの方からの登録をお待ちしています。（登録された方、全
てが審議会委員に選考されるものではありません。）　登録に関す
る詳細は、市ホームページをご覧ください。

「女性人材リスト」にご登録いただける女性を募集

　八潮市では男女が共に地域で活動する場としてサークル活動を
応援するため、年1回、会員募集のチラシを作成して、市ホーム
ページへの掲載や市内公共施設への配布を行っています。
　現在、掲載いただける団体を募集しています。ご希望の団体は
市ホームページから登録用紙をダウンロードし、人権・男女共同
参画課まで申請してください。（今年度掲載ご希望の団体は7月末
日までにご登録ください。8月以降分は次年度掲載となります。）

「地域で豊かに！グループ名簿」登録団体を募集「男女共同参画推進活動事業」実施団体募集

　市では、男女共同参画を推進するイベントや講演会、研修会な
どを行っていただく市内で活動する団体に、事業に係る経費（上
限5万円）をお支払いします。事業の委託
には審査が必要です。
詳細は市ホームページからご確認ください。
※〆切8月末日

女性の就業支援

予告　ＷＥＢ研修「在宅ワーカー育成セミナー」
　女性のための就業支援事業として、在宅ワークセミナーを開催
します。在宅ワークの基礎知識や在宅ワークを始めるに当たって
の心構え、在宅ワークの種類と必要なスキルなどについて学ぶ初
心者対象のセミナーです。
　コロナ禍で在宅ワークが注目されている今、ぜひ参加してみま
せんか！
日時：令和4年7月27日㈬1０時〜13時
申込み・詳細は右QRコードからご確認ください。
（埼玉県女性キャリアセンター共催事業）

お知らせ　募集

八潮市女性相談室

　女性相談室は、女性のための相談室です。
　夫婦のこと、家族のこと、生き方などetc…、お友達には相談し難いこ
とってありますよね。
　ひとりで悩まないで相談してみませんか？
　臨床心理士やカウンセラーの資格を持つ女性相談員があなたの悩みに
寄り添います。秘密は守ります。

場所：八潮駅前出張所内相談室　
相談日：�火・水・木曜日　1日4枠、� �

予約制��
①午前1０時15分〜11時15分�
②午前11時3０分〜12時3０分�
③午後1時3０分〜2時3０分�
④午後2時45分〜3時45分

予約：�人権・男女共同参画課� �
０48－996－2159

八潮市ＤＶ相談支援室

　DV相談支援室では、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス＝夫婦や恋
人など親密な関係にあるパートナーからの暴力）に関する相談をお受け
しています。
　ＤＶは、支配する側とされる側の関係性で起き、殴る蹴るなどの身体
的暴力の他、暴言や脅迫などの精神的暴力、生活費を渡さないなどの経
済的暴力、性行為の強要などの性的暴力など多岐にわたります。
　これってＤＶ？と感じたら、少しでも早く相談しましょう。

相談専用電話：０48－996－3955　
相談日：�月・金曜日� �

午前1０時〜12時、午後1時〜4時
※�面接相談をご希望の方は、予約が必
要です。

予約：�人権・男女共同参画課　� �
０48－996－2159

男女共同参画苦情処理制度

　八潮市では、男女共同参画に関する市の施策や男女共同参画を妨げる事案に対する苦情の申し出を、公平・中立
な立場で処理する機関を設置しています。
　苦情処理委員は弁護士と大学教授の2名で構成され、申し出の内容について調査を行い、その結果、必要がある
と認めるときは関係者に対し、助言、勧告、是正の要望等を行います。申し出に関する詳細は、市ホームページを
ご覧ください。
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