


男 男性にとっての男女共同参画 若 若年層への理解の促進 防 防災における男女共同参画 貧 女性の貧困 他 その他 ？ 不明

全 男女共同参画全般 活 女性の活躍 雇 雇用・就業分野 ワ ワーク・ライフ・バランス 暴 女性に対する暴力（DV、セクハラ、ストーカー等）

平成13年度（2001）
事　　業　　名 タ　イ　ト　ル 市町名 分　　野

全国男女共同参画宣言都市サミット 基調講演「女と男のいい関係〜楽しく生きよう21世紀〜」／
シンポジウム　他 宇部市

人材養成講座 宇部市
情報誌「ぱれっと」 男女が共に創る社会の実現を目指す情報誌 宇部市

男女共同参画啓発講座 あなたの思いを言葉にしてみませんか？
〜自分らしくあるために〜 防府市

女性団体連絡協議会設立10周年記念事業 ジェンダーフリーで拓がる未来 防府市
「女・男・人」講演会 「女・男・人（ひと・ひと・ひと）」新しい生き方はじめよう 下松市
光市女性のつどい 光市
ハートフル徳山21セミナー 男女共同参画社会の入門編 周南市
女（ひと）と男（ひと）の一行詩 女と男の一行詩募集・冊子印刷 山陽小野田市
総会・記念講演会 平生町
男女共同参画推進キャラバンメッセージ交換及び
意見交換 平生町

「2002」町長さんを囲む会 平生町
男のライフセミナー 宇部市
公開講演会（男性対象） 男性のための男の話 周南市
男性のライフスタイル講座 山陽小野田市
定期文化講座 各種講座（文化・芸術・語学他） 宇部市
男女共同参画地域フォーラム 下関市
ひと活き生きセミナー 萩市
地域リーダーのための研修会 防府市
女性のための人材育成講座「未来塾」 岩国市
ＤＶに関するシンポジウム 岩国市
男女共同参画講演会 柳井市
男女共同参画週間記念講演会 山陽小野田市
男女共同参画推進地域づくり研究集会 阿武町

平成14年度（2002）
事　　業　　名 タ　イ　ト　ル 市町名 分　　野

男女共同参画ポリフォニック・フェスタ スローライフ社会を男女共同参画で 山口県
男女共同参画タウンミーティング 山口県
市民による意識啓発講演会 今・変わるとき・変えるとき！！ 下関市
男女共同参画推進大会 宇部市
人材養成講座 宇部市
情報誌「ぱれっと」 男女が共に創る社会の実現を目指す情報誌 宇部市
男女共同参画啓発講座 いきいきライフ　みぃーつけたっ！！ 防府市
第２次防府ハーモニープラン21策定記念事業 “和”なごみおだやかに〜認め合い共に歩む防府は元気〜 防府市
啓発用資料 魅力ある行事・講座をめざして 防府市
「女・男・人」講演会 さわやかな人間関係を求めて〜私もあなたも大切に〜 下松市
光市女性のつどい 光市
男女共同参画セミナー 美祢市
男性対象講演会 トークとジェンダー落語 周南市
ポリフォニック・フェスタ ともにひびきあおう 周南市
男女共同参画週間記念講演会 男と女のより良いパートナーシップを求めて 山陽小野田市
女（ひと）と男（ひと）の一行詩 女と男の一行詩募集・冊子印刷 山陽小野田市
男女共同参画推進キャラバンメッセージ交換及び
意見交換 周防大島町

総会・記念講演会 男女共同参画社会の実現に向けて 平生町
「2003」町長さんを囲む会 平生町
女性チャレンジ支援「話し方講座」 話し方講座〜話すことが苦手な貴女に〜 下松市

「キーワード」から読み解く男女共同参画トレンド調査34



事　　業　　名 タ　イ　ト　ル 市町名 分　　野
男女共同参画討論会（男性管理職職員） 男女共同参画討論会 下松市
男のライフセミナー 宇部市
男性のライフスタイル講座 山陽小野田市
定期文化講座 各種講座（文化・芸術・語学他） 宇部市
女性のキャリアアップセミナー さわやかに自己表現〜アサーティブ・トレーニング〜 周南市
講演会 下関市
エンパワーメント講座 下関市
女性のための人材育成講座「未来塾」 岩国市
男女共同参画に関する公開講座 岩国市
男女共同参画地域フォーラムinながと 長門市
父親子育て講座 周南市

平成15年度（2003）
事　　業　　名 タ　イ　ト　ル 市町名 分　　野

男女共同参画ポリフォニック・フェスタ 21世紀の女性たちへ、男性たちへ 山口県
男女共同参画タウンミーティング 山口県
意識啓発事業「男女共同参画を考える講演会」 お笑いジェンダー論〜少子高齢化社会への備え〜 下関市
男女共同参画推進大会 宇部市
人材養成講座 宇部市
情報誌「ぱれっと」 男女が共に創る社会の実現を目指す情報誌 宇部市
講演会 山口市
男女共同参画啓発講座 いきいきライフ　みぃーつけたっ！！ 防府市
男女共同参画研修会 下松市男女共同参画に関する研修会 下松市
男女共同参画講演会 日々を大切にしながら、上手に年をとること 下松市
光市女性のつどい 痴呆をみつめながら生きることをみつめる 光市
意識啓発のためのセミナー 男女共同参画セミナー 美祢市
フォーラム めざそう笑顔のマイライフ 周南市

男女共同参画週間記念講演会 家・人・家族
〜アニメ「サザエさん」一家と核家族時代に見る人間模様〜 山陽小野田市

女（ひと）と男（ひと）の一行詩 女と男の一行詩募集・冊子印刷 山陽小野田市

大島町男女共同参画プラン 「私たちが目指すもの〜男女平等のまち　おおしまプラン」ダイジェ
スト版 周防大島町

平生町女性リーダー会議総会および講演会 たった一つの生命だから 平生町
フリートーク及び研修報告会 平生町
男女共同参画フォーラム ＤＶ防止法と山口県男女共同参画相談センターの役割 山陽小野田市
男女共同参画研修会 ＤＶ防止法と山口県男女共同参画センターの役割 阿武町
男のライフセミナー 宇部市
定期文化講座 各種講座（文化・芸術・語学他） 宇部市
ＤＶ未然防止のための啓発パンフレット 山口県
地域リーダーのための研修会 防府市
男女人材育成講座「未来塾」 岩国市
男女共同参画入門塾「きらら塾」 岩国市
第2回男女共同参画地域フォーラムinながと 長門市
「くらしと経済」山口県大会in大島 周防大島町

平成16年度（2004）
事　　業　　名 タ　イ　ト　ル 市町名 分　　野

男女共同参画ポリフォニック・フェスタ 愉しい欲張り人生 山口県
男女共同参画タウンミーティング 身近な視点での男女共同参画 山口県
意識啓発事業講演会 男らしさのゆくえ 下関市
男女共同参画推進大会 宇部市

男女労働者のための仕事と家庭の両立支援事業 いい人間関係をめざして／人生万事あおいくま／第三の人生・睡
眠　他 宇部市

人材養成講座 宇部市
情報誌「ぱれっと」 男女が共に創る社会の実現を目指す情報誌 宇部市
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事　　業　　名 タ　イ　ト　ル 市町名 分　　野

男女共同参画セミナー 男女の環境はリーダーによって変わる
〜企業のポジティブアクションからかわること〜 萩市

男女共同参画啓発講座 いきいきライフ大作戦 防府市
光市女性のつどい 私がふるさとを語るとき 光市
男女共同参画フォーラム めざそう笑顔のマイライフ2005熊毛 周南市

男女共同参画周南タウンミーティング 男女（ひと）が創る　わがまちのこれから
〜ともに輝き　いきいきと暮らすために〜 周南市

地域ワークショップ 男女（ひと）が創る　わがまちのこれから
〜ともに輝き　いきいきと暮らすために〜 周南市

男女共同参画週間記念講演会 「らしさ」が私たちを窮屈にする 山陽小野田市
女（ひと）と男（ひと）の一行詩 女と男の一行詩募集・冊子印刷 山陽小野田市
総会及び講演会 男女共同参画社会の実現を目指して 平生町

ひらお・ポリフォニック2005 あなたの、わたしの、愉しい人生、豊かな人生
（研修報告、フリートーク） 平生町

第22回「くらしと経済山口大会」in平生 平生町
女性セミナー 自分みがき 周南市
リーフレット 配偶者暴力反対！ 山口市
男のライフセミナー 宇部市
男女共同参画フォーラム 男女共同参画はいま－男性の視点から 山陽小野田市
男女平等意識を育む啓発リーフレット（小学6年
向け） きらめく未来に　あなたの夢は？ 山口市

定期文化講座 各種講座（文化・芸術・語学他） 宇部市
普及啓発資料 山口県
とようら男女共同参画セミナー 下関市
地域リーダーのための研修会 防府市
男女共同参画研修会 下松市
男女共同参画講演会 下松市
人材育成講座「未来塾」 岩国市
男女共同参画入門塾「きらら塾」 岩国市
男女共同参画タウンミーティングinながと 長門市

平成17年度（2005）
事　　業　　名 タ　イ　ト　ル 市町名 分　　野

男女共同参画フォーラムinやまぐち これからの女と男のいい関係 山口県
男女共同参画タウンミーティング 男女がともに働きやすい環境を目指して 山口県
意識啓発事業男女共同参画推進講演会 明日をひらく人とひととの関わり 下関市
男女共同参画推進大会 宇部市

男女労働者のための仕事と家庭の両立支援事業 女性活用の企業はのびる／ママのパワー／ＤＶ防止支援に携わっ
て　他 宇部市

人材養成講座 宇部市
情報誌「ぱれっと」 男女が共に創る社会の実現を目指す情報誌 宇部市
学習会 山口市
男女共同参画啓発講座 エンジョイマイセルフ〜自分自身を楽しんで〜 防府市
男女共同参画リーダー研修会 超高齢社会における労働とケア 防府市
男女共同参加タウンミーティング 男の自慢　女の自慢 下松市
光市女性のつどい 心と心のつながり／男女の役割分担〜家庭や地域で支え合い〜 光市
男女共同参画講座 いま、どうして男女共同参画？ 周南市
男女共同参画セミナー 女性の人材育成・登用と地域活性化 周南市
男女共同参画フォーラム めざそう�笑顔の�マイライフ〜鹿野から発信　男女共同参画〜 周南市

男女共同参画週間記念講演会 出会いから生まれる男女共生
〜「らしさマニュアル」から脱出しよう！〜 山陽小野田市

女（ひと）と男（ひと）の一行詩 女と男の一行詩募集・冊子 山陽小野田市
市女性団体連絡協議会事業 探そう“私だからできる”を 山陽小野田市
男女共同参画フォーラム これからの女と男の良い関係 平生町
川柳または一行詩 平生町
いきいき輝く人づくりまちづくりプロジェクト 平生町

男女共同参画セミナー 家庭生活と仕事の両立のために
〜男性の家庭への参画、女性の社会への参画〜 萩市

男のライフセミナー 宇部市

「キーワード」から読み解く男女共同参画トレンド調査36



事　　業　　名 タ　イ　ト　ル 市町名 分　　野
総会及び講演会 男性の視点から見る男女共同参画 平生町
定期文化講座 各種講座（文化・芸術・語学他） 宇部市
男女共同参画シンポジウム 岩国市
男女共同参画啓発講座 岩国市

平成18年度（2006）
事　　業　　名 タ　イ　ト　ル 市町名 分　　野

日本女性会議2006しものせき We go 〜男女共同参画の潮流 下関市
女性の社会参画活動支援事業 日本女性会議2006しものせきに参加してあなたはどう変わった？ 下関市
エンパワーメント講座 男女共同参画をめぐる国際社会の動き 下関市
意識啓発事業「鈴木一光氏講演会」 子育てのツボ 下関市
2006年日・中・韓三ヶ国婦人交流大会 婦人フォーラム 下関市
男女労働者のための仕事と家庭の両立支援事業 生活満喫！カッタ君／日本が直面する4つの課題　他 宇部市
人材養成講座 宇部市
情報誌「ぱれっと」 男女が共に創る社会の実現を目指す情報誌 宇部市
講演会 山口市
男女共同参画啓発講座 ナチュラルライフ〜自分らしくあるために〜 防府市
男女共同参画研修会 じぶんから始める男女共同参画のススメ〜職場での体験より〜 防府市
男女共同参画研修会 下松市における男女共同参画実現に向けたまちづくりのために 下松市

光市女性のつどい これからの男女共同参画の地域（まち）づくり
〜あなたもわたしも〜 光市

男女共同参画啓発セミナー 美祢市
男女共同参画セミナー 男女共同参画は21世紀のパスポート 周南市

男女共同参画フォーラム めざそう�笑顔の�マイライフ
〜認めあって生きる　支えあって生きる〜 周南市

事業所セミナー 男女共同参画は21世紀のパスポート 周南市
女（ひと）と男（ひと）の一行詩 女と男の一行詩募集・冊子印刷 山陽小野田市

市女性団体連絡協議会事業 つながりの中に私の居場所がある
－高齢化する地域社会の楽しみ方－ 山陽小野田市

講演会 あなたの声とまちづくり 平生町
川柳または一行詩 平生町
男女共同参画フォーラム2007 人生楽しくて当たり前〜男も女も泣き笑い〜 平生町
ＤＶ防止啓発リーフレット 男女共同参画相談のしおり 岩国市
男のライフセミナー 宇部市

男女共同参画啓発講座 生活力アップ！スーパー主夫からの提案！男の家事で家庭が変わ
る！？ 岩国市

男女共同参画週間講演会 妻が僕を変えた日 山陽小野田市
リーフレット（中学生向け） きらめく未来に夢の実現に向けて　男女共同参画の視点から 山口市
定期文化講座 各種講座（文化・芸術・語学他） 宇部市
男女共同参画講座 妻の介護を通じて思うこと〜やさしさの心ってなに？ 周南市

平成19年度（2007）
事　　業　　名 タ　イ　ト　ル 市町名 分　　野

男女共同参画フォーラム パートナーと歩む、こどもと歩む、オラのやりかた
〜やまがた＋やまぐち　本音トーク〜 山口県

三十万人のクロストーク 日本語が変わっていく。／もしも下関にディズニーランドができたら。 下関市
意識啓発事業「白石真澄氏講演会」 国際的視野に立つ男女共同参画社会のあり方 下関市

ポジティブ・アクション普及促進セミナー 変わってきた企業の人材活用方法
〜ポジティブ・アクションでいきいきした職場をつくる〜　他 宇部市

男女労働者のための仕事と家庭の両立支援事業 性犯罪を考える／土曜のライブ　ちょっと・ひといき　他 宇部市
人材養成講座 宇部市
情報誌「ぱれっと」 男女が共に創る社会の実現を目指す情報誌 宇部市
男女共同参画啓発イベント 山口市
研修会 山口市
男女共同参画ワークショップ これって変？良いんだよ！みんなで考えよう 萩市
男女共同参画リーダー研修会 コミュニケーションスキルアップ講座 防府市
男女共同参画フォーラム 男女が共に働き、ともに暮らしていく社会の創造 防府市
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事　　業　　名 タ　イ　ト　ル 市町名 分　　野
男女共同参画研修会 変容する日本の家族と男女共同参画社会 下松市
啓発用リーフレット 豊かで活力ある岩国市をめざして　岩国市男女共同参画推進条例 岩国市

啓発用リーフレット 進めよう男女共同参画社会づくり
〜あなたの個性と能力を生かすために〜 岩国市

光市女性のつどい 〜家族の絆が未来を豊かに〜
愉快！痛快！理解！男女共同参画って何？ 光市

フォーラム 世代を超えて創る男女共同参画社会　 周南市

男女共同参画セミナー 視点を変えて“それ”ってなに？〜“男だったらそれくらい”�“女だっ
たらそれくらい”ふと感じる“それ”の疑問〜 周南市

男女共同参画講演会 支え合う　あなたがきらり　わたしがきらり 山陽小野田市
女（ひと）と男（ひと）の一行詩 女と男の一行詩募集・冊子印刷 山陽小野田市
市女性団体連絡協議会事業 環境づくりは地方から世界へ―地域環境松下村塾と女性 山陽小野田市

総会及び講演会 福祉の輪づくり運動から地域の人財を活かす
〜一人の不幸も見逃さない地域福祉活動〜 平生町

男女共同参画フォーラム2008 男女のほどよいパートナーシップ 平生町
川柳または一行詩 平生町

配偶者暴力（ＤＶ）防止地域フォーラム 子どもたちを被害者にも加害者にもしないために
〜ＤＶ・虐待のない社会づくりに向けて〜 萩市

デートＤＶ防止講座 子どもたちに広がる「デートＤＶ」 岩国市

男女共同参画相談窓口案内カード ひとりで悩んでいませんか？配偶者からの暴力（ＤＶ）に関する
相談窓口 岩国市

男のライフセミナー 宇部市

リーフレット（小・中学生向け） きらめく未来に　あなたの夢は？／きらめく未来に夢の実現に向
けて　男女共同参画の視点から 山口市

ＤＶ防止リーフレット（若者編） 「Stop�ザ�暴力」暴力はダメ！ 山口市
定期文化講座 各種講座（文化・芸術・語学他） 宇部市
現役ママパパ応援講座 お母さんやお父さんがもっと自分を好きになるために 周南市
普及啓発パンフレット みんなで目指そう男女共同参画社会 山口県
日本女性会議関連行事 下関市
啓発事業 長門市

平成20年度（2008）
事　　業　　名 タ　イ　ト　ル 市町名 分　　野

男女共同参画フォーラム 女の器量・男の器量 山口県
意識啓発事業 地球環境は今〜食の安心・安全はどうなる〜 下関市
三十万人のクロストーク 何を学ぶか、学んできたか／人は「見かけ」で判断されるか 下関市
人材養成講座 宇部市
情報誌「ぱれっと」 男女が共に創る社会の実現を目指す情報誌 宇部市
研修会 山口市

男女共同参画啓発講座 自分らしく生きる
〜性別固定観念や世間体意識から解放された生き方とは〜 防府市

男女共同参画リーダー研修会 ことばで伝える技術
〜私たちに求められているコミュニケーション力〜 防府市

男女共同参画研修会 男と女　助け合い　分かち合い 下松市
男女共同参画パンフレット 男女共同参画社会とはどんな社会 下松市
啓発冊子 男女共同参画社会って…？ 岩国市
光市女性のつどい 今の子どもたちは危ない〜家庭料理の良さをもっと子供たちに〜 光市
男女共同参画研修会 男女共同参画の現状について 柳井市
啓発リーフレット 美祢市

人権教育講座 男女共同参画社会における人権について
〜ワークショップを通して〜 周南市

男女共同参画週間講演会 男女共同参画のこれまで　そして　これから 山陽小野田市
女（ひと）と男（ひと）の一行詩 女と男の一行詩募集・冊子印刷 山陽小野田市
市女性団体連絡協議会事業 みすゞ・思いやりの歌〜合わせてハーモニー〜 山陽小野田市
総会及び講演会 地域が輝く現実から未来へ 平生町

男女共同参画フォーラム2009 お互いの良さを生かし合う社会
〜これからの時代の新しい生き方〜 平生町

川柳または一行詩 平生町
定年世代と地域づくり講演会 何を学び、何を伝えるか 平生町
若い力の集い 平生町

「キーワード」から読み解く男女共同参画トレンド調査38



事　　業　　名 タ　イ　ト　ル 市町名 分　　野

男女共同参画都市宣言10周年記念事業 写真コンテスト表彰式／育児休業代替要員紹介所愛称募集表彰式
／市民オーケストラ公演 宇部市  

事業者用啓発リーフレット 知っていますか？ポジティブアクション 岩国市
子育て女性等の再就職準備セミナー 宇部市
事業者用啓発リーフレット 人も企業も元気になる！ワーク・ライフ・バランスを進めましょう！ 岩国市
男女共同参画フォーラム 知って納得！ワーク・ライフ・バランス 周南市
男女共同参画セミナー 「デートＤＶ」って何？ 萩市
ＤＶパンフレット 配偶者からの暴力は決して許されるものではありません 下松市
ＤＶ防止啓発リーフレット 男女共同参画相談のしおり　他３品 岩国市
男のライフセミナー 宇部市

リーフレット（小・中学生向け） きらめく未来に　あなたの夢は？／きらめく未来に夢の実現に向
けて　男女共同参画の視点から 山口市

定期文化講座 各種講座（文化・芸術・語学他） 宇部市
普及啓発パンフレット 知っちょる？男女共同参画 山口県
啓発活動 長門市
男女共同参画セミナー 生き生きと働きやすい職場づくり 周南市

平成21年度（2009）
事　　業　　名 タ　イ　ト　ル 市町名 分　　野

男女共同参画フォーラム 健康は家族からの贈りもの／芝浜 山口県
意識啓発事業「宮本隆治氏講演会」 一度の人生だよ　これからの生き方 下関市
三十万人のクロストーク “らしさ”を求める人たちと“らしく”ありたいと願う人 下関市
人材養成講座 宇部市
情報誌「ぱれっと」 男女が共に創る社会の実現を目指す情報誌 宇部市
研修会 山口市
山口市男女共同参画センターフェスティバル 女の器量・男の器量 山口市
男女共同参画セミナー 個育てのすすめ〜「自分らしさ」をコーディネートする〜 萩市
男女共同参画セミナー 学校教育における男女共同参画推進の取り組みについて 萩市
男女共同参画啓発講座 チェンジ＆リフレッシュ〜見つけた！新しい自分〜 防府市
男女共同参画研修会 男に分かるか女の気持ち・女に分かるか男の気持ち 下松市
光市女性のつどい 今をより豊かに生きるために〜こころをみつめる〜 光市
男女共同参画フォーラム あなたも私もまちの素敵なパートナー 長門市
男女共同参画研修会 支えあう　伝えあう　笑顔あふれる家庭づくり 柳井市
男女共同参画週間講演会 輝いて　生きる 山陽小野田市
女（ひと）と男（ひと）の一行詩 女と男の一行詩募集・冊子印刷 山陽小野田市
市女性団体連絡協議会事業 自分育ては地域の縁から〜支え、支えられてお互いさま〜 山陽小野田市
総会及び講演会 目からウロコ？日本の常識 平生町
男女共同参画フォーラム2010 お話レストラン 平生町
川柳または一行詩 平生町
若者チャレンジ推進事業 おもてなし料理教室 平生町
若者チャレンジ推進事業 平生町総合文化祭 平生町
男女共同参画学習会 男女共同参画ぶらり学習in�MINE 美祢市 �
男女共同参画セミナー 自分らしく生きる〜チャンスの作り方とつかみ方〜 周南市
子育て女性等の再就職準備セミナー 宇部市
ＤＶ被害者支援研修 配偶者等からの暴力被害者支援研修 岩国市
デートＤＶ防止講座 デートＤＶ防止講座〜これって愛？〜 岩国市
ＤＶ相談窓口紹介カード 配偶者から暴力に関する相談窓口 岩国市
地域講座 デートＤＶ防止プログラム〜これって愛？〜 周南市
男のライフセミナー 宇部市

リーフレット（小・中学生向け） きらめく未来に　あなたの夢は？／きらめく未来に夢の実現に向
けて　男女共同参画の視点から 山口市

講演会 愛という名の奇跡！　難病・ひきこもりを乗り越えて光のステー
ジへ 周南市

定期文化講座 各種講座（文化・芸術・語学他） 宇部市
講座 介護のあり方　ともに健康に暮らすためには 周南市
男女共同参画リーダー研修会 防府市
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