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プリエール出前講座 3月8日(月)9日(火)
(一社)松江観光協会研修会 ハラスメント(基礎)研修会

職場におけるハラスメントの基礎を知り、ハラスメントを起こさ
ない環境づくりは、誰もが安心して働き続けるためにも大切
なことです。ハラスメントの防止のための基礎講座をセンター
職員が出向いて行います。
詳しくは男女共同参画センターまで問合わせください。

プリエールとは男女共同参画センターの愛称です。フランス語で願い・祈りの意味を持ち公募によって決まりました。

上位国および主な国のジェンダーギャップ指数<総合>
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男女格差が最も小さな国は連続し
てアイスランド。第2位はフィン
ランド、第3位ノルウェーと北欧
諸国が上位を占めています。
日本は先進国のなかで相変わらず
最も低い順位に。
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「男は男らしく、女は女ら
しく」というように、社会
的･文化的に作られた男性
像、女 性 像 を ジ ェ ン ダ ー
(社会的性別)といいます。
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●ジェンダーギャップ指数
世界経済フォーラム(World Economic Forum)が毎年公表し、経済、政治、教育、健康の4つの
分野のデータから作成され、各国における男女格差を示す指数

男女平等度順位
前年度121位から120位へ

健康分野では男女ともに平均寿命が長いことなどにより、評価は比較的
良く65位。政治分野では女性の政治参画が少ないことなどから、評価が
低く147位。｢女性が活躍できる社会」にと言われてはいますが、世界か
ら見ると日本がいかに大きく後れをとっているかがわかります。

■各分野別のギャップ指数と順位、主な評価項目

経済分野
〔ギャップ指数：0.604〕

教育分野

117位

〔ギャップ指数：0.983〕

・収入格差・管理職の男女比
・専門家や技術職の男女比率等

・識字率
・小･中･高･大学･大学院進学率等

政治分野
〔ギャップ指数：0.061〕

92位

健康分野

147位

〔ギャップ指数：0.973〕

・国会議員の男女比 ・閣僚の男女比
・過去50年の首相在任期間等

65位

・出生時の男女比率
・健康寿命等

令和2年松江市男女共同参画市民意識調査 <意識調査：2,000人対象

45.4％回答＞

■社会全体で見た場合の男女の地位の平等感
増加傾向
｢平等｣と回答する
割 合 は 17.9% で、
H22 松 江 市 調 査
(10.3% )、H27 松 江
市調査(13.8% )と比
較すると増加して
いる。

男女で比較する
と、女 性 が ｢ 男 性
優遇(計)｣と回答し
た 割 合 は、80.9%
で、男 性 (68.8% ) を
12.1 ポ イ ン ト 上
回っている。

～社会全体では「男性が優遇」と考える方が約7割～
■各分野別における男女の地位の平等感

■男女の平等感について、
｢平等｣と回答した方の割合が最も高い分野は、
｢学校教育の場で｣(65.9％)、
次いで｢家庭生活で｣(43.1％)、
｢法律や制度上で｣(43.1％)となっている。

(単位：%)

■男性の優遇感(非常に優遇されている＋どちら
かといえば優遇されている)が最も高いのは、
｢政治の場で｣(計:76.8％)、
次いで｢社会通念･慣習･しきたりで｣(計:75.3％)
となっている。

■女性の社会参画について
市の政策について女性の意見の反映度
ほとんど（全く）反
映されていない
2.8%

半数以上の人は女
性の意見が反映さ
れていると感じてい
る。一方、反映され
ていないと感じてい
る人も3割以上存在
する。

女性の意見が反映されていな

十分反映されている
2.9%

反映されて
いない理由

無回答
11.4%

あまり反映されて
いない
33.3%

その他 2.8%

女性の意見や考え
方が期待されてい
ないから 6.1%

ある程度反映さ
れている
49.7%

女性からの働きかけが
十分ではない 9.8%

政策・方針決
定の場に女性
が少ない
35.8%
女性の意見や
考え方に対して
市議会や行政
機関の関心が
薄い 24.8%

■男女の人権について
ドメスティック･バイオレンス(DV)、セクシュアル･ハラスメント(セクハラ)
｢直接経験したことがある」と回答した人の割合

女性

（n=327）

女性自身の関心
が低い 10.1%

（n=907）

男性

無回答 4.0%

DV ･セクハラを｢直接経
験した ことがある｣は男
性よりも女性の回答割合
が高い。
セクハラは特に、20歳代
女性の回答が32.1% と高
い割合を占めている。

DV（配偶者等からの暴力）、セクシュアル・ハラスメント等は、
人権を侵害するものであり、決して許されない行為です。

「政 策・方 針 決 定 の
場に女性が少ない」
が 最 も 多 く、次 い で
「女性の意見や考え
方に対して市議会や
行政機関の関心が
薄い」となっている。

市の審議会など
の委員に女性が
少ない 6.7%

松江市は男女共同参画を
一層推進していきます
市民意識調査の結果から、男女
間でジェンダーギャップを感じてい
る事がわかりました。
各分野での現状や課題に向き合
い、個人が生き生きと暮らし誰も
が尊重される社会にするために皆
で意識を変え、それを行動に移し
ていくことが大切です。

松江市が男女共同参画施策を進めるうえで重要な事項について
審議･検討を行う男女共同参画審議会の委員を募集します。
＊任
期＊…令和3年7月1日～令和5年6月30日(2年間)
＊募集人員＊…2人※審査のうえ、決定
＊応募資格＊
●令和3年5月1日現在で松江市に住民登録が1年以上ある18歳以上の人(高校生は除く)
●平日昼間の会議に出席できる人(令和3年度は年4回、令和4年度は年2回程度)
●市議会議員、政治団体の役員、市職員でない人
●市のほかの審議会などの公募委員でない人
●過去に男女共同参画審議会の公募委員に就任したことがない人

＊応募方法＊
住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、職業、そのほか参考となる事項を
記入し、作文(「松江市における男女共同参画推進のあり方について」のテー
マで800字程度)を添付し、郵送、FAX、またはEメールでご応募ください。
※応募書類は返却しません。
＊応募先及び問い合わせ先＊
＊募集期間＊…令和3年5月6日(木)～31日(月)必着
〒690-0061 松江市白潟本町43 スティック3階
松江市市民部男女共同参画課
＊その他＊…選考結果は6月中に本人に通知します。
TEL (0852)－32－1196
また、委員の氏名と会議での発言内容は市
FAX (0852)－32－1191
ホームページなどで公開します。
Eﾒｰﾙ danjosankaku@city.matsue.lg.jp
詳しくは、市ホームページをご覧ください。

子育て中のママは、家事に育児に大忙し!
でも、一人で頑張りすぎていませんか。同じ年齢
のお子さんを育てている親(保護者)同士でゆっく
りおしゃべりしてみませんか。男女共同参画コー
ディネーターと一緒に、いつもとちがった時間を
すごしてみませんか。
会場：松江市保健福祉総合センター(市立病院隣)
2階 健康ホール1
1歳の
お子さんと
その保護者

2歳の
お子さんと
その保護者

定員：各8組
受付期間：4月27日(木)9時～前日まで
定員になり次第終了

お問い合せ・申込み先：あいあい (TEL) 60－8143

開館時
休館
●女性相談/女性相談員があなたと一緒に考えます
＊なるべくご予約ください。（月･火･木･金）祝日、年末年始除く
10:00～16:00[電話又は面談]
●法律相談/弁護士＜女性＞と面談できます

9:00～17:15
土日、祝日、年末年始

●交通のご案内
JR松江駅から徒歩10分
天神町バス停ななめ前
松江大橋南詰め下車徒歩3分

〈要予約〉事前面談が必要です（毎月第2、4木曜日）
10:00～12:00(原則30分程度)[面談のみ]
●カウンセリング/カウンセラー＜女性・公認心理師＞と面談できます

〈要予約〉 （毎月第１、３火曜日）
10:00～14:00(原則60分)[面談のみ]

〒690-0061
松江市白潟本町43
TEL 0852-32-1190

3階
FAX 0852-32-1191

