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 男女共同参画センター̏誕生̋    
                           

平成１７年にバンビオ１番館６階に開設された「女性交流支援センター」が 
「男女共同参画推進課」と統合し、平成３１年４月から「男女共同参画センター」に 
変わりました！ 
「平成」から「令和」へ、長岡京市では、すべての人が性別に関わりなく、人権を 
尊重され、個性と能力を発揮することができる「男女共同参画社会」の実現に向け、
新たな一歩を踏み出しました。 
“誰もが暮らしやすいまち”を目指し、女性の相談室と男性電話相談、各種啓発や 
セミナーなど、これからも間口の広いセンターとして男女共同参画の「メッセージ」
を発信します！ 

      “愛称”募集中！ 
 
新たなセンターが「親しみやすいセンター」となるよう、愛称を募集しています。
誰もが自分らしく生き生きと暮らせる男女共同参画社会をイメージしたステキな 
愛称を考えて下さい！ 
 
 応募方法…ハガキ・ファックス・メールなどで、愛称とその意味や理由、 
      住所、名前（ふりがな）、連絡先、年代を記入のうえ 
                  男女共同参画センターまで 

 応募期間…７月１０日（水）必着   

 発    表  …８月頃に市ＨＰで発表（予定） 
 
 
 
 
    

たくさんのご応募お待ちしています！ 



働く女性 

  15歳以上のすべての女性のうち、働く人 
の割合が2018年平均で51.3%となり、 
1968年以来50年ぶりに5割を超えました。 
結婚や出産を経験する人が多い30～40代の 
労働力率がその前後より落ち込む「Ｍ字カーブ」も改善傾向。 
国や企業の育児・介護との両立支援が充実し、女性の背中を後押し 
しているものの圧倒的に非正規雇用の増加分が大きいのが現状です。 
      

男 性 の 家 事 ・ 育 児 の 実 施 状 況  

 

 

 

 

 

特集2 

 
政治分野における男女共同参画推進法 
         ～統一地方選挙からみる～ 
 男女の候補者をできる限り均等にするよう政党に促す「政治分野の男女共同参画推進法」が2018年

5月に施行されました。 
 施行後初めて迎える大型の統一地方選挙が2019年4月7日に実施されました。京都府議選（定数
60）は女性候補18人中13人が、京都市議選（同67）では24人中15人がそれぞれ当選しました。と
もに女性比率が2割を超え、府議会は今回選挙があった41都道府県議会の中で最も高くなりました。 
 同法では男女の候補者数を「できるかぎり均等」にするよう求めていますが、増加しているとはいえ、
ほど遠いのが現状です。全国で女性議員がいない、いわゆる「女性ゼロ議会」もあります。 
 内閣府が2017年、全国の女性地方議員を対象に行ったアンケート（複数回答）の結果によると、女
性議員が少ない原因として「家庭生活との両立が難しい」を選んだ人が8割と最も多く、「政治は男性
が行うものという固定的な考え方が強い」も6割近くありました。女性議員の妊娠中や出産前後などの
議会活動をどう支えるかも大きな課題となっていて、女性が政治に参加しやすい社会の雰囲気づくりや
議会運営面の改善が求められています。 
 これからの社会は少子高齢化によるさまざまな問題に直面し、右肩上がりの経済成長も望めません。
介護や子育てなど身近な問題はこれまで女性が中心に担ってきました。これらの問題に取り組み、難局
を乗り切るためには女性の経験、視点が欠かせません。男女均等の５０％を達成するのはいつになるの
でしょうか。 

◆「 男 女 共 同 参 画 社 会 」 っ て な に ？  

「すべての人が性別にかかわりなく、意欲に応 
じて、あらゆる分野で活躍できる社会」のこと 
です。職場、家庭、地域生活などで一人ひとり 
が対等な構成員として、自らの意思によって、 
社会のあらゆる分野における活動に参画する機 
会が確保され、その個性と能力を十分に発揮で 
きる社会が望まれています。男女共同参画の実 
現は社会全体で取り組むべき課題です。 

特 集 男女共同参画社会 暮らしやすい“ヨノナカ”を考える 

◆ＳＤＧｓって知っていますか？ 
2015年9月に国連サミット 
で採択された「ＳＤＧｓ」。 
環境を壊すことなく、現代を 
生きる人も幸せに暮らせるよ 
うにと決められた、世界を変 
えるための17の目標です。 
その５番目に「ジェンダー平等」が掲げられ

ています。 

夫は外で働き、 
  妻は家庭を守るべきである 
  （右表 内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」H28年9月） 
 

 性別で見ると、「賛成」とする者の割合は 
男性で、「反対」とする者の割合は女性で、 
それぞれ高くなっています。 
 年齢別に見ると、「賛成」とする者の割合 
は70歳以上で、「反対」とする者の割合は 
30歳代、50歳代で高くなっています。 
 長期的にみれば男女とも反対する者の割合 
は増加傾向にあります。 
 男性が家事、子育て、介護、地域活動に参 
加するためには、夫婦や家族間のコミュニケ 
ーションをはかることや職場における上司や 
周囲の理解をすすめること、などがあげられ 
ます。 

2016年の調査では、日本の6才未満の子
どもを持つ夫の家事・育児関連に費やす
時間（１日当たり）は83分であり、ほか
の先進国と比較して低水準にとどまって
います。「2020年までに150分」とい
う目標とはまだ乖離があります。仕事と
生活の調和（ワーク・ライフ・バラン
ス）には、柔軟な働き方を通じて、職業
生活や家庭生活の満足度を高められるよ
うにすることが求められます。 

 



 
 
 
 
[時間]10時半～12時半  
[場所] バンビオ1番館6階 会議室3  
[申込み] 7/2 (月)より（託児あり） 
[講師]竹田典子さん（看護師・不妊カウンセラー） 

 
 
 
[時間]10時半～12時半  
[場所] バンビオ1番館4階 学習室１ 
[申込み] 6/15(金)より（託児あり） 
[講師]本藤知夏さん（ホリスティックアロマセラピスト） 

少女たちの生と性から リプロダクティブ・ヘルス/ライツを考える 

ＡＶ出演強要とＪＫビジネスの現状 

10/3 (Tuesday) 

[時間]10時半～12時半 [場所] バンビオ1番館6階会議室３ [申込受付] 9/1 (金)（託児あり） 
[講師]野澤征子さん（NPO法人キッズナビわかば副理事長） 

女性のステップセミナー 

～好き♡を仕事にする～   

[時間]13時～14時半 [場所] バンビオ1番館4階学習室1 [申込み] 9/11 (月)より（託児あり） 
[パネリスト]石橋かおりさん（リユースショップあかり代表）森田絵美さん（お顔そりroom「つむぎ」）他 
[コーディネーター]宮川千明さん（長岡京市商工会経営支援員） 

先輩に聞く！プチ起業 始めてどうですか？ 

10/5 (Thursday) 

女性活躍推進講座  

                ～知っておきたいお金のハナシ～ 

            子育て世代のライフプラン 

[時間]10時半～12時 [場所] バンビオ1番館6階会議室３ [申込み] 9/19(火)より（託児あり）  

[講師]奥村敏明さん（ファイナンシャルアドバイザー） 

10/13 (Friday) 

子育て支援講座  

講座の 

お知らせ 
対話のわ 14:40～15:20    

誰もが暮らしやすい、長岡京市の「男女共同参画の
まちづくり」について一緒に考えてみませんか？ 

６ /２ ７  （木） 男女共同参画週間事業 
新時代の男女共同参画 
～多様な生き方ができる社会の実現に向けて～ 

基調講演 13:30～14:30                   

少子高齢化・生産年齢人口の減少に直面する今、男女共同参画がなぜ
必要なのでしょうか？ 
女性を取り巻く現状や課題から、性別にかかわりなく、一人ひとりが
多様な生き方を選択し、自己実現ができる社会についてお話いただき
ます。 

事業  
 報告  

7/13 (金) 

7/19 
(金) 

あなたの〝起業したい〟を応援 

「出逢い」の魔法の話 

晩婚化・晩産化の現状
と生殖医療の今… 

講師 川口 章さん    

[場所] バンビオ1番館6階 創作室1 
[申込み] 5/20(月)より（託児あり） 

令和元年度  

男女共同参画キャッチフレーズ決定 !! 

 男女共同参「学」  

知る  学ぶ  考える  私の人生  私がつくる  

内閣府は「学び」を通じて、男性も女性も、ひとりひとりが、多様

なライフキャリアの形成と選択ができる社会の実現に向けたキャッ

チフレーズを募集し、応募総数１,９００点の中から、審査の結果、

２作品が選ばれました。 

 6月23日～29日は男女共同参画週間 

募集期間：6月3日（月）～10月31日（木）  

応募方法などの詳細はチラシ・ＨＰをチェックしてください。 
   ※応募作品は人権関連イベントでの展示などに活用します。 

女性に対する暴力根絶と児童虐待防止のシンボルであ
るパープルリボンとオレンジリボン。パープル＆オレ

ンジのダブルリボンをモチーフにしたオリジナル作
品を募集します！ 
絵画、造形などのアート作品や、手芸、アクセサリー
などのハンドメイド作品で、女性や子どもが暴力に
よって傷つくことのない社会を目指し、あなたのオリ
ジナル作品でメッセージを発信してください！ 

パープル＆オレンジリボン作品 
男女共同参画 

 川柳 

家庭・職場・学
校・地域など日々
の暮らしの中で、
あなたが体験し
た・感じた・考え
た、男女共同参画
に関する疑問や気
づきを五七五の川
柳にしてお寄せく
ださい。 

募集期間：６月3日（月）～7月31日（水） 



 
 
 
 
 
 
[時間]10時半～12時半   [場所] バンビオ1番館6階 会議室3        
[申込み] ６/１７(月)より（託児あり） 
[講師] 越智幾世さん（京都府立医科大学大学院保健学研究科講師） 

5/17・5/24(金）  母娘関係を考える 
講師：加藤伊都子さん 
母娘関係において母から受けたメッセージには女の子は女の子らしくといった 
女性に対する社会的役割や期待があること。その影響から抜け出し私らしく生きるためにで
きることを学びました。 
最期に「自分が自分の最上のパートナーになろう」と前向きなメッセージを頂きました。 

事業報告  MAY to JUNE 

7/19 (金) 女性のためのがん治療と生活支援 
がんになっても主体的な生活を送ることが 
ができるように、女性のがん治療と生活支 
援の両面からサポートのあり方を考えます。 

JULY 

◇編集・発行◇ 
長岡京市男女共同参画センター 
〒617-0833 
京都府長岡京市神足２丁目３番１号 
長岡京市立総合交流センター６階 
TEL 075-963-5501  
FAX 075-963-5521 
E-mail:danjo-c@city.nagaokakyo.lg.jp 

◇利用のご案内◇ 
☆開館時間 
月曜日から土曜日 
午前９時から午後５時 
☆休館日 
日・祝日及び年末年始 
☆アクセス  
ＪＲ京都線長岡京駅西口から徒歩１分 

 

女性交流支援ｾﾝﾀｰ 

商業棟 

（バンビオ 2 番館） 

広場公園 

バス停 
JR 長岡京駅 

商業棟 

（バンビオ 2 番館） 

複合施設（バンビオ 1 番館） 

長岡京市立総合交流センター６F 

女性交流支援ｾﾝﾀｰ 

バンビオ 

広場公園 

６ / １ ２  （水）  
長岡第四中学校LGBT出前授業 
長岡第四中学校３年生を対象に「多様な性について知ろう」をテーマに、性
のありかたは人それぞれであること、性のありかたを理由に差別や嫌がらせ
をしない・受けない社会になるように、これからみんなで考えていきましょ
う、と啓発授業を行いました。 

3 / 4 （月） 長岡中学校・ 3 / 1 8 （月） 長岡第二中学校 でも実施しました。  

 講座のお知らせ 

 
 
 
 
                                 
 
  
 
 [時間]1３時半～1５時半 [場所] バンビオ1番館４階 会議室１        
 [申込み] ６/２４(月)より（託児あり） 
 [講師] 白石まゆみさん（ログマリア カフェ＆ラテアートスクール主宰） 

講座に参加ご希望
の方は、男女共同
参画センターまで 
電話・FAX・メー
ルなどでお申込み
ください。詳細は 

チラシ・ＨＰを
Check! 

 

男女共同参画センターの相談 

DV相談専用番号  
０７５ 

8 7 4  ‐ 7 8 6 7  
（月～金午前9時～午後5時） 

女性の相談室 予約・問合せ番号 
０７５‐９６３‐５５０２ 

（月～土午前9時～午後5時） 

電話相談専用番号  
０７５ 

９６３ ‐ ５５２２ 
（月～金午前9時～午後5時） 

男性電話相談  
０７５ 

９６３ ‐ ５５２２ 
（毎月第４金午後７時～午後9時） 

7/27(土) 
～オンリーワンで輝くために～ 

「素敵な起業のはじめかた」 
  自分だけのオリジナルにこだわり「本当に必要なこと」を伝え、      

起業をサポートしてこられたご自身の人生の歩み・・・起業＆継続 
できる運営について最新のトレンドを交え、お話しいただきます。 
あなたの夢に向かって「一歩前へ」を応援します！ 



毎 年 ４ 月 は 、 Ａ Ｖ 出 演 強 要 問 題 ・  

       「 Ｊ Ｋ ビ ジ ネ ス 」 問 題 な ど 被 害 防 止 月 間  

男性電話相談 毎月第４金曜1９時～21時   075-963-5522 男性相談者のお話を男性相談員がお聴きします 

女性の電話相談 月曜～金曜 9時～17時   075-963-5522 女性相談者のお話を女性相談員がお聴きします 

スポーツにおける女性の活躍と男女の健康支援 
  56年ぶりにわが国で開催される2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に注目が集

まっています。これを機に、国際オリンピック委員会（IOC）「オリンピック憲章」にも明記されてい

る「スポーツにおける女性の地位向上」等の基本原則が、2020年東京大会（遺産）として社会に浸透

していくことが期待されます。  

 また、アスリートだけでなく、一般の男女にとっても自らが希望する形で働き、家庭生活を送る上で、

健康がその基盤となることは言うまでもありません。人々が直面する健康上の課題はライフステージご

とに異なっており、特に女性の場合、女性ホルモンの急激な変化などによって、生涯を通じ、男性には

ない心身の変化を経験します。また、女性の社会参画が進み、健康の課題も変化しましたが、女性の健

康への理解や支援体制は必ずしも十分とはいえません。男女ともに健康について正しい知識を持ち、生

涯を見通したきめ細かな支援を行うことは、人生100年時代において、充実した人生を全うするために

不可欠であるのみならず、多様な個人が能力を発揮できる一億総活躍社会に向けた投資といえます。 

想像以上に 

危険！ 

アダルトビデオ出演強要問題 
 モデルやアイドルにならないかとスカウトされてプロダ
クション等と契約し、後から契約時に聞いていない・同意
していない性的な行為等の撮影を要求される問題です。 

ＪＫビジネス ♯リフレ 
マッサージなど客に接触したり 
接触させる店。条件にないサー 
ビスをさせられることもあります。 

              ♯コミュ 

占いやゲーム、会話をする店。
おしゃべりだけで稼げる甘い話
はありません。 

＃ガールズバー 

水着や下着など肌の露出が著
しく大きい服で接客する飲食店
に紹介されることもあります。 

         ＃散歩 

お散歩、デートなど、客と同伴
する店や２人きりになる場所へ
連れて行かれ、性的な要求を
されることもあります。 

＃撮影・見学・作業所 

下半身や胸を強調するポーズ
を撮らされＳＮＳでばらまかれ
る危険もあります。 

 
政治分野における男女共同参画推進法 
         ～統一地方選挙からみる～ 
 男女の候補者をできる限り均等にするよう政党に促す「政治分野の男女共同参画推進法」が2018年

5月に施行されました。 
 施行後初めて迎える大型の統一地方選挙が2019年4月7日に実施されました。京都府議選（定数
60）は女性候補18人中13人が、京都市議選（同67）では24人中15人がそれぞれ当選しました。と
もに女性比率が2割を超え、府議会は今回選挙があった41都道府県議会の中で最も高くなりました。 
 同法では男女の候補者数を「できるかぎり均等」にするよう求めていますが、増加しているとはいえ、
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議会活動をどう支えるかも大きな課題となっていて、女性が政治に参加しやすい社会の雰囲気づくりや
議会運営面の改善が求められています。 
 これからの社会は少子高齢化によるさまざまな問題に直面し、右肩上がりの経済成長も望めません。
介護や子育てなど身近な問題はこれまで女性が中心に担ってきました。これらの問題に取り組み、難局
を乗り切るためには女性の経験、視点が欠かせません。男女均等の５０％を達成するのはいつになるの
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