
平成 26年度 第 2回 

藤井寺市男女共同参画推進審議会 次第

日時 平成２７年３月２７日（金） 

１０時～１１時３０分 

        会場 市民総合会館本館４階 小会議室Ａ

○議題 

１ 平成 26 年度下半期 重点施策の事業報告 

２ 平成 27 年度 重点施策の事業計画 

３ その他 

【資料】

 資料１ 平成 26年度下半期 重点施策の事業報告  

 資料 2  広報 11 月号「女性に対する暴力をなくす運動期間」記事 

 資料 3 男女共同参画の視点からの表現ガイドライン 

 資料 4 平成 27年度 男女共同参画推進事業の予定 



平成 26 年度下半期  

重点施策の事業報告

① 女性に対する暴力をなくす運動啓発事業 

・広報紙に啓発記事の掲載 

② ＤＶＤ上映会 

男女共同参画・多文化共生ルームの有効活用のために、「女性に対する暴力をなくす

運動期間」にあわせて、当ルームで啓発ＤＶＤの上映会を開催した。 

日 程：１１月１９日（水） 

上映作品：「あなたは悪くない～性暴力サバイバーからのメッセージ～」 

「自分をとりもどす～DVサバイバーからのメッセージ～」 

③ デートＤＶ予防啓発 

・デートＤＶ出前講座を実施 

 日時：１２月１２日（金曜日） ６限目（５０分間） 

対象：藤井寺中学校３年生 

・成人式にて、デートＤＶ啓発リーフレット（Tomorrow11 号）を新成人に配布 

④ 男性向けメンタルヘルス UP 講座 

日 時：２月１４日（土）１０時～１２時 

テーマ：心の疲れをためない上手な生き方 

講 師：武田 祥子 氏（キャリアカウンセラー、藤井寺市男女共同参画推進審議会委員） 

内 容：ストレスマネジメント力を高めるために、ジェンダー意識を含む自己のストレ 

スの要因を整理して、ストレスへの対処法（考え方やコミュニケーション方法 

等）を学んだ。 

参加者：１３人（女性４人、男性９人） 

感 想（一部） 

・同様の複数の講座を受講したが、また違った視点から話を聴けてよかったです。意外 

と男性向けのメンタルヘルスの講座がなかったので、また企画してほしい。 

・とても理解しやすくアッというまの２時間でした。ストレス対処法について勉強した 

いと思いました。 

⑤ 男女共同参画のための職場づくり研究会 

全庁的に男女共同参画の視点を持って情報発信を行うために、「男女共同参画の視点

からの情報発信のあり方」をテーマとして検討し、表現ガイドラインを作成した。      

実 施：平成２７年２月 計４回 

会 員：若手から中堅職員 ８人（女性６人、男性２人） 
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藤井寺市では、平成23年 4月に藤井寺市男女共同参画推進条例を制定するとともに、

地域や家庭、学校、職場などあらゆる場面での男女平等を基礎とする「第2期男女共同参

画のための藤井寺市行動計画」を策定し、各種施策を進めています。 

行動計画では、藤井寺市が一つの事業所として率先して男女共同参画の職場づくりを推

進していくことを重点項目の一つとしています。そのため、職員で構成する「男女共同参

画の職場づくり研究会」を藤井寺市人権行政推進本部に立ち上げ、必要に応じて男女共同

参画の職場づくりに向けた調査研究等を行っています。 

男女共同参画の職場の実現に向け、今後も全職員が男女共同参画の視点に立って業務に

取り組んでいくことが必要です。 

私たちは、テレビや雑誌、新聞などのあらゆるメディアと日々接しており、そこから流

れる膨大な情報は、私たちの物事の考え方や捉え方に大きく影響を与えています。何気な

く使われているメディアの表現には、社会に根強く残る性別役割分担意識を助長したり、

男女を不公平に扱っていたりするものも少なくありません。こうしたメディアの表現に

度々さらされていると、無意識のうちに社会の固定的な男女のイメージを植え付けられて

しまいます。 

もちろん市の刊行物やホームページなどもメディアの一つであり、多くの市民の目に触

れるものです。また、公的機関である市が発信する情報における表現は、社会の模範とな

り得る可能性が高いと考えられます。そのため、その表現方法については十分に注意しな

ければならず、より適切な表現が求められます。 

上記の認識を職員自らが高め、全庁的に男女共同参画の視点を持って情報発信を行うた

めに、今年度の「男女共同参画の職場づくり研究会」では、「男女共同参画の視点からの情

報発信のあり方」をテーマとして検討し、その結果、本ガイドラインを作成しました。 

ガイドラインでは、固定観念にとらわれない表現の参考とするために、男女共同参画の

視点から５つの表現上のポイントを紹介しています。その対象は、広報紙やホームページ、

その他資料や文書など、市が発信する全ての情報です。 

ガイドラインを通じて、今まで何気なく使ってきた表現を男女共同参画の視点で見つめ

直し、男女の多様なイメージが社会に浸透するよう、また、より適切な形で情報を発信で

きるように、ガイドラインを活用していただければと思います。 
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「女性は家庭、男性は仕事」のように性別による役割分担意識を助長したり、

行動や関心事、性格など、「男性なら○○、女性なら○○」のように固定的なイ

メージを植え付けたりする要因となる表現は避けましょう。 

■常に家事や育児、介護をしているのが女性になっていませんか？
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■性別によって好みや習慣を決めつけて表現していませんか？

例えば 

例えば 

例えば 

例えば 

例えば 

家事・育児・介護は女性だけが

するものでしょうか？男性も

女性も関わっている様子を表

現しましょう！ 

好みや習慣は人それぞ

れです。性別にとらわれ

るのではなく、様々な個

性が伝わる表現にしま

しょう！ 

男の子だけでな

く、女の子も活発

に外で遊びます！ 

女性も煙草を

吸います！ 
・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・

○○○○○○ 

○○○○○○ 

○○○○○○ 

○○○○○○ 

・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・
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■持ち物や服の色を、女性はピンクや赤系統、男性は青や緑系統にしていませんか？ 

■男性はスーツ姿、女性はスカート姿など画一的に表現していませんか？ 

性別によって色を固定するのではなく、多様な表現をしましょう！ 

例えば 

■医師や土木建築職は男性、看護師や保育士は女性というように性別で職業を分けてい 
ませんか？ 

例えば 

例えば 例えば 

例えば 

性別で職業を分けず、男

女それぞれが多様な仕

事に就いている様子を

描きましょう！ 

場面に応じて、多様な服

装や姿を描くようにし

ましょう！ 



情報の対象が男女両方であるのに、いずれかに偏った表現をしてしまうと、正

しく伝わらないことがあります。情報の受け手には女性も男性もいることを念頭

に置いて、登場する男女の人数や回数が偏らないようにするなど、表現を工夫し

ましょう。 

■会議や研修会などの参加者が男女いずれかに偏っていませんか？
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■啓発記事やイベント、制度の対象が男女両方であるのに、男女いずれかのイラスト
を使用したり、いずれかに限定したりして呼びかけたりしていませんか？

例えば 

例えば 

例えば 

例えば 

女性も男性も共に参

加している様子を描

きましょう！ 

限定的な表現は、情報を届けた

い相手に正しく伝わらない可

能性があります。対象に適した

表現を心がけましょう！ 

あれ！？ 

男性だけ？ 

パパも対象のは

ずなのに…パパ

は対象外？ 

例えば 



女性を「従属的・弱い存在」、男性を「中心的・強い存在」など、男女で上下・

強弱を連想させる表現は避け、男女が対等であると伝わる表現にしましょう。 

■常に女性を被害者、男性を加害者としていませんか？
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■常に説明や指導する側を男性、説明や指導を受ける側を女性としていませんか？

■文章で「男」「女」の順番を、常に「男」を前、「女」を後ろにしていませんか？ 

■女性をサポート的存在として描いていませんか？ 

例えば 

例えば 

例えば 

例えば 

男性だって被害者、女性

だって加害者になるの

ではないでしょうか？ 

上に立つのは男性だけ

でしょうか？ 

女性の上司もいますよ

ね。 

お茶出しは女性の仕事でし

ょうか？ 

もちろん性別は関係ありま

せん。 

「男性も女性も自分らしくいきい

きと・・・」 

「女性も男性も自分らしくいきい

きと・・・」または「性別に関わら

ず自分らしくいきいきと・・・」 



特に必要がないのに、男女で異なった表現を使うと、性別で扱い方が不公平と

いった印象を与えかねません。男女で異なった表現の使用は避けましょう。 

＊男女いずれに対しても使用できる言葉を使いましょう！ 
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■男女いずれかの数値のみを内数で表記していませんか？

■男女いずれかに特有な言葉を使っていませんか？

＊アンケート調査などで人数を記す場合には、公平な表記を心がけましょう！ 

■容姿で評価する表現を使っていませんか？ 

＊こうした表現は避けましょう！ 

■「女性」を冠する言葉を使っていませんか？

＊安易に「女○○」「○○女」を使用するのはやめましょう！ 

○○人（内女性○人） 

○○人（内男性○人） 

○○人（男性○人・女性○人）

○○人（女性○人・男性○人） 

サラリーマン・ＯＬ 

オンブズマン 

兄弟 

看護婦・保母 

会社員 

オンブズパーソン 

きょうだい・兄弟姉妹 

看護師・保育士 

女医 

リケジョ 

医師 

使用しない 

美人○○ 

イケメン 
使用しない 
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広告などを目立たせるために、視覚的要素で訴えかける「アイキャッチャー」

という手法があります。単に目を引くためだけの目的で、ポスターなどに若い女

性（男性）を掲載することなどがその例です。 

しかし、伝えたい内容と何の関係もないのに、飾り物のように女性（男性）を

掲載することは、女性（男性）を「人目を引く道具」のように取り扱っていると

受け取られかねません。 

安易に、女性（男性）の姿や笑顔を用いるのではなく、伝えたい内容に沿った表現に

なるように工夫しましょう。 

■安易に、女性（男性）の姿や笑顔を使用していませんか？

内容や目的とは無関係にポス

ターやチラシなどで女性を描

写する。 

伝えたい内容や目的に沿った

表現を心がけましょう。 

例えば 
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性別によってイメ

ージを固定化して

いませんか？ 

家事や育児、介護は女性、仕事は男性というように性

別によって役割が固定化されていませんか。 

遊びや持ち物の色など、好みや関心事を性別によって

固定化していませんか。 

看護師や保育士は女性、医師や土木建築職は男性とい

うように、性別によって職業を固定化していませんか。 

男女いずれかに偏

っていませんか？

男女がバランスよく登場していますか。 

対象が限定されていない場合、男女両方を想定した内

容になっていますか。 

男女を対等に表現

していますか？

男性を中心的で強い存在、女性を従属的で弱い存在と

して表現していませんか。 

文章中の順序で、常に「男性」を前にして、「女性」を

後ろにしていませんか。 

女性をサポート的な存在として表現していませんか。 

その言葉、見直し

ませんか？

男女いずれかのみを示す表現になっていませんか。 

容姿を評価したり、安易に女性を強調したりする表現

を使っていませんか。 

人目を引くためだけに女性（男性）を飾り物のように起用していませんか。 

業者に作成を依頼する場合、このガイドラインの趣旨を伝えていますか。 

女性と男性を入れ替えても違和感はありませんか。 

担当者以外からの意見を聞いたり、男女両方の視点からチェックしたり、多

くの目で確認しましたか。

固定観念にとらわれずに、男女共同参画の視点に立って作成しましたか。 

作成段階 

最終確認 



平成27年3月発行 

藤井寺市人権行政推進本部 

男女共同参画の職場づくり研究会 

このガイドラインは、これまでの言葉

や表現を正すこと自体が目的ではあり

ません。普段何気なく使っている表現を

振り返り、一人ひとりの固定的な性別役

割分担意識に気づいてもらう事が最も

大切であると考えています。 

市が発信する情報が、男女共同参画社

会の推進につながることを認識いただ

き、より良い表現を考える上での参考と

していただきますようお願いします。 



平成２７年度 

男女共同参画推進事業の予定 

○基本目標１：男女共同参画に対する正しい理解の促進 

・男女共同参画講座の実施 

 次期計画策定に向けたワークショップ形式の講座や男性向け講座等の開催 

・男女共同参画週間(６月２３日～２９日)にちなんだ啓発活動の実施 

広報紙に特集記事を掲載、男女共同参画フォーラムを開催 

・ネットワークルームの有効活用 

ＤＶＤ上映会などのイベント開催 

○基本目標２：男女が共に社会のあらゆる分野に参画する機会の確保 

・女性委員登用促進に向けた取り組み 

審議会等委員への女性登用促進要綱に基づき、各審議会担当課へ女性委員の登

用について要請を行う。 

・リプロダクティブヘルスライツに関する講座 

○基本目標３：働く場での男女共同参画の推進 

・藤井寺市の男女共同参画の職場づくりに向けた取り組み 

 女性職員の管理職登用に向けた取り組みとして、男女共同参画の視点を盛り

込んだ人材育成方針の作成 

○基本目標４：ＤＶなどのあらゆる暴力の根絶 

・女性の暴力をなくす運動（１１月１２日～２５日）にちなんだ啓発活動 

広報紙に特集記事を掲載、パープルリボンの配布  

・デートＤＶ予防出前講座の実施 

・人権相談ネットワークによる被害者支援や関係機関との連携 

○男女共同参画推進計画見直しに向けた取り組み 

・現行プラン進捗状況の検証

・市民意識調査の実施

・職員意識調査の実施

・審議会の開催 

資料４ 


