
平成 30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３１年３月１８日（月） 

１０時～１１時３０分 

会場 市役所７階７０１会議室 

○議題 

１ 平成 30 年度下半期 重点施策の事業報告 

２ 平成 31 年度 重点施策の事業計画 

３ その他 



平成 30年度下半期  

男女共同参画推進事業実施結果

①男女共同参画推進講座 

○ディズニー映画を２倍楽しむ～プリンセスの魅力を探る～ 

ジェンダー視点を養うために、時代に応じて変化するディズニー映画プリンセス作品の特徴やプ

リンセスの描かれ方を学んだ。 

・日  時  平成３０年１０月２９日（月）１０時～1２時 

・講  師  関西大学社会学部教授 守 如子 氏 

・参加者  １６人 

○女性のための護身術～「いざ」というときのためにできること～ 

女性が危険な場面に遭遇した時に自身を守れるように、護身術および女性に対する暴力が起こ

る背景を学んだ。 

・日  時  平成３０年１1月２０日（月）１０時～1２時 

・講  師  ウィメンズセンター大阪 大島 和美 氏 

・参加者  １３人 

○家庭でできる災害対策～これだけは備えておきたい～ 

災害に対する家庭での備えを中心に学び、家族皆が非常時の備品を把握・管理する必要性が

あることを認識した。また、避難所では女性が性被害に遭う事件が発生していることから、その危険

性や対策についても学んだ。 

・日  時  平成３０年１1月２０日（月）１０時～1１時３０分 

・講  師  一般社団法人プラスワン防災 坂本 真理 氏 

・参加者  １７人 

○男性向けワーク・ライフ・バランス講座～仕事に追われずスッキリ早く帰る方法～ 

  ワーク・ライフ・バランスを推進するために、仕事における効率術や時間管理術、残業を回避する

コミュニケーション方法などを学んだ。 

・日  時  平成３１年２月１７日（日） １０時～１２時 

・講  師  ＷＬＢコンサルタント 槙本 千里 氏 

・参加者  １２人 

○女性のための法律講座～知っておきたい相続・遺言のこと～ 

女性が安心して暮らしていくために、自ら主体的に考えて判断できる力が必要であることから、

相続や遺言に関する基本的な知識を学んだ。 

・日  時  平成３１年３月５日（火） １４時～１６時 

・講  師  弁護士 大野 町子 氏 

・参加者  ３６人 
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②女性に対する暴力をなくす運動に関する取組 

○広報紙での啓発 

女性に対する暴力について理解促進を図るため、１１月１２日～２５日の女性に対する暴力をな

くす運動期間に合わせて、「知ろう 学ぼう 人権」のコーナーで啓発記事を掲載した。 

○パネル展 

女性に対する暴力をなくす運動期間に合わせて、 

女性に対する暴力防止啓発パネルを展示した。 

・日 時  １１月 12 日(月）～22 日(木) ９時～１７時３０分 

・場 所  市役所 1階ロビー 

○夜間相談 

女性に対する暴力をなくす運動期間に合わせて、人権悩みの相談室を夜間に開設し、電話相

談を実施した。 

・日  時  1１月１６日（金）、２３日（金） １８時～２１時 

・相談件数 ０件 

○デートＤＶリーフレット 

若年層へのデートＤＶ予防のため、男女共同参画啓発リーフレットＴｏｍｏｒｒｏｗ１１号を成人式に

て配布した。 

③男女共同参画の職場づくり研究会【資料 1-2】 

④人権相談ネットワーク会議 

各種相談窓口相互の情報交換及び相談のノウハウを共有するための連携協力体制を確立し、

ＤＶ被害者支援に対する庁内のネットワーク強化を図るために、実務者会議を実施した。 

○日  程  平成３１年２月２６日（火）１０時～１１時 

○内  容  ＤＶ相談の状況についての情報提供および共有 

○参加者  各課実務者（１４人） 

⑤審議会等への女性委員登用促進 

審議会等を所管している関係部課に対して、一人でも多い女性委員の登用に向けた取組依頼

を通知した。



平成 30年度男女共同参画のための職場づくり研究会 

実施結果 

１．内 容  

「第３期男女共同参画のための藤井寺市行動計画」を推進するための具体的な取組とし

て、性的指向と性自認についての理解を深め、性の多様性や違いを認め合える職場づくり

を推進するとともに、職務に活用していくための調査研究を行った。 

２．研究スケジュール 

回 日程 検討内容  

第 1 回
平成 31 年 

1 月 7 日(月) 

【講義】性的マイノリティについて 

講師：藤田 圭以子 氏（産婦人科医） 

第 2回 1月 24 日(木) 性的マイノリティに対する職員の認識について 

第 3回 2月 21 日(木) 性的マイノリティの職員に配慮した職場づくりについて 

第 4回 3月 14 日(木) 性的マイノリティの市民に配慮した対応について 

３．構成員  

各部局所属の若手から中堅職員 8人（女性 4人、男性 4人）  

４．提案事項  

＜性的マイノリティの職員に配慮した職場づくりについて＞ 

①意識改革 

 ・管理職職員を中心とした、性的マイノリティに関する研修や研究会を実施する。 

・ハラスメント行為者に対する対処措置の策定とその啓発を行う。 

②相談窓口・体制 

・相談者、行為者のプライバシー保護に配慮した相談窓口を構築する。 

 ・外部の支援機関や医療機関等と連携した相談体制を構築する。 

③物理的要因 

・裁量権が市にある手続き書類における性別欄について、合理的な必要性を検討し、不

要なものは削除する。 

 ・設備については、制約を考慮しつつ可能な限り当事者の希望に寄り添う対応を行う。 
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＜性的マイノリティの市民に配慮した対応＞ 

①配慮や対応の研鑽について 

・性的マイノリティに関する研修や研究会を実施する。 

・先例的な事例や有効な取り組みを参考にした対応指針を策定する。 

 ②市民に対する性別確認について 

・市に提出する申請書等及び市民に交付する証明書等における性別欄について、合理的

必要性がないものは削除するなど検討を行う。 

・窓口や書類における本人確認について、当事者のプライバシー保護に配慮した指針を

策定する。 

③施設内の設備利用について 

・ユニバーサルトイレなどセクシャリティに配慮した設備を確保する。 

・当事者からの配慮や相談に対して、専門相談機関と連携した相談支援体制を構築する。 



事業名 事業内容 実施時期 予算額(千円)

男女共同参画フォーラム
男女共同参画の視点を身に付けてもらうため、市民を対象とし
た講演会を実施する（内容未定）。

6月 250

市広報紙での啓発
男女共同参画への理解促進を図るため、男女共同参画週間に
合わせて、市広報紙に特集記事を掲載する。

6月号 －

男女共同参画情報誌の作成・配
布

市の男女共同参画に関する取組の周知及び啓発のため、男女
共同参画情報誌「まい・ゆあ・せるふ」を発行し、講座や講演会
にて配布する。

随時 －

男女共同参画推進講座
男女共同参画への理解促進を図るため、あらゆる世代を対象
とした講座を実施する（全9回）。

随時 270

性的マイノリティに関する取組
市広報紙やホームページ、啓発紙において、性的マイノリティ
に関する啓発を実施する。

随時 －

男女共同参画ルームの周知・活
用

市広報紙やHP、情報誌等の媒体で周知するとともに、講座や
講演会の参加者へ案内する。また、男女共同参画ルームでイ
ベントを実施する。

随時 －

事業所への啓発
男女共同参画の職場づくりに関する取組について、藤井寺市
人権のまちづくり協会事業者以外に対して取組内容の調査及
び市の取組を紹介する。

未定 －

女性のための相談会
人権悩みの相談室の特設相談として、「女性に対する暴力をな
くす運動」期間にあわせて、女性を対象とした夜間電話相談（2
回）を開催する。

11月 6

審議会等への
女性委員登用促進

「藤井寺市審議会等委員への女性登用促進要綱」に基づき、
審議会への女性委員登用について、全庁に向けて通知文を出
す。

随時 －

平成31年度男女共同参画推進事業計画

基本目標

基
本
目
標
Ⅱ

男女がともに
社会のあらゆる分野に
参画する機会の確保

基
本
目
標
Ⅰ

男女共同参画に対する
正しい理解の促進
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男女共同参画職場づくり研究会
市組織の男女共同参画の職場づくりを進めるための検討を行
う職員の会を開催する。職員へのアンケートの実施に向けて、
過去に実施したアンケート内容の見直しを行う。

未定 －

女性活躍推進法に基づく
特定事業主行動計画の推進

行動計画を着実に推進するために、進捗状況を公表するととも
に、人事課と連携した取組を実施する。

随時 －

庁内啓発
職員の男女共同参画の意識を高めるため、新採研修での庁内
啓発リーフレット「La seeeek」の配布、更衣室へのポスター掲示
などの取組を実施する。

随時 －

性別欄の見直し
性的マイノリティの方への配慮として、申請書等における性別
欄の見直しに向けて、平成30年度男女共同参画のための職場
づくり研究会の報告を踏まえ、全庁的に取組を進める。

随時 －

女性活躍講座
「OSAKA女性活躍推進月間」に合わせて、女性活躍に関連す
る男女共同参画推進講座を開催する。

9月 30

人権相談ネットワーク会議
庁内DVネットワーク会議として、DV事案やDVに対する情報を
共有するとともに連携を深めるために、実務者会議を開催す
る。

未定 －

「女性に対する暴力をなくす運
動」期間における啓発

DVへの理解促進を図るため、「女性に対する暴力をなくす運
動」期間にあわせて、市広報紙への啓発記事の掲載、パネル
展示などを実施する。

11月 －

啓発紙の配布
若年層へのデートDV予防のため、男女共同参画啓発リーフ
レットTomorrow11号を成人式にて配布する。

1月 －

基
本
目
標
Ⅳ

DVなどの
あらゆる暴力の根絶

基
本
目
標
Ⅲ

働く場での
男女共同参画の推進



平成 31 年度重点取組課題 

１．男女共同参画のための職場づくり 

（取組予定） 

 ・男女共同参画のための職場づくり研究会において、行動計画の改定に係る職員への「男

女共同参画についての職場アンケート」の実施に向けて、平成 27 年度に実施したアン

ケート内容の見直しを行う。 

 ・女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画の推進 

２．事業所への取組 

（取組予定） 

 ・藤井寺市人権のまちづくり協会事業所会員を対象とした男女共同参画に関するアンケ

ート調査を会員以外の事業所にも実施し、事業所の現状やニーズを把握する。また、

それと共に、啓発資料を送付する。 

３．若年層へのデートＤＶの啓発 

（取組予定） 

 ・外部講師によるデートＤＶの出前講座を、市内中学校や高校に提供する。 

 ・成人式における啓発リーフレットを配布する。 

４．性的マイノリティに関する取組 

（取組予定） 

 ・市の権限で改定できる申請書等について、随時見直しを進める。 

５．審議会等への女性委員登用促進 

（取組予定） 

 ・審議会への女性委員登用について、全庁に向けて通知文を出す。 
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