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【活動に関する相談窓口】

○各区男女共同参画担当課

　東区企画振興課 ＴＥＬ：092-645-1037　ＦＡＸ：092-651-5097

　博多区企画振興課 ＴＥＬ：092-419-1042　ＦＡＸ：092-434-0053

　中央区企画振興課 ＴＥＬ：092-718-1055　ＦＡＸ：092-714-2141

　南区企画振興課 ＴＥＬ：092-559-5064　ＦＡＸ：092-562-3824

　城南区地域支援課 ＴＥＬ：092-833-4063　ＦＡＸ：092-822-2142

　早良区地域支援課 ＴＥＬ：092-833-4403　ＦＡＸ：092-851-2680

　西 区 振 興 課 ＴＥＬ：092-895-7033　ＦＡＸ：092-882-2137

○福岡市男女共同参画推進センター・アミカス

　ＴＥＬ：092-526-3755　ＦＡＸ：092-526-3766

○福岡市男女共同参画課

　ＴＥＬ：092-711-4107　ＦＡＸ：092-733-5785
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本書の目的 

 
本書では、2013年度と2014年度に校区における男女共同参画推進のために行われた活動事例につ

いて、主に校区における推進を担っている男女共同参画協議会（部会）の活動を中心にご紹介します。 

校区で講座・講演会を企画する際の参考になるよう、企画方法や実施事例のほか、男女共同参画を広

く知ってもらうための取り組みや、活動に参加してもらうきっかけづくりなどの事例を紹介しています。

また、アミカス所蔵のＤＶＤ一覧、男女共同参画に関するキーワード集も掲載しています。 

 

第１章 男女共同参画協議会（部会）とは 

 
男女共同参画協議会（部会）の目的は、校区で男女共同参画を推進することです。地域・家庭・職

場など様々な場で男女の固定的性別役割分担意識が解消され、一人ひとりがそれぞれの個性と能力に

応じて活躍できるようになることを目指しています。各校区の実情に合わせ、多様な取り組みを実施

しましょう。 

 

１．主な活動 

事業・活動は、ねらいや目的を明確にして実施しましょう。 

（具体的な事例は第２章以降に詳しく掲載しています） 

 

◆男女共同参画を学んでもらう 

講座・講演会を実施して、校区の人に男女共同参画の現状・課題・必要性などを知ってもらい、

地域活動や家庭生活に男女共同参画の意識を持ってもらうことを目的に実施します。 

男女共同参画の中にも多様なテーマがあります。企画する場合はねらいや対象者などを明確に

するとともに、校区の実情に応じたテーマ・内容を決めることが大切です。 

テーマの例 

・男性にとっての男女共同参画（働き方、地域活動への参加など） 

・男女共同参画の視点に立った防災 

・地域づくりと男女共同参画 など 

 

◆男女共同参画について広く知ってもらう 

校区の夏祭りや文化祭など、人が多く集まる場でできるだけ多くの方に「男女共同参画」につ

いて知ってもらえるような取り組みをしましょう。難しいというイメージを持たれがちですが、

身近な問題であると知ってもらうことが必要です。まずは言葉を知ってもらうだけでも、日常生

活に潜む問題や世の中の動きに関心を持ってもらえます。 

たとえば 

校区夏祭りや文化祭を活用したＰＲ、広報紙の発行 など 
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◆男女共同参画協議会（部会）の活動に参加してもらうきっかけを作る 

校区他団体と連携した事業（校区防災組織と共同で実施する防災訓練など）や、楽しく、参加

しやすい研修（視察研修やコンサートなど）は、幅広い世代の方に活動に参加してもらうきっか

けになります。 

ただし、「楽しい」だけで終わらず、男女共同参画の啓発となる内容で行うことが必要です。 

[他団体と連携して事業を行うメリット] 

・日頃男女共同参画の講座に参加する機会がない人の参加が期待できる。 

・他団体の活動を通して、校区全体に男女共同参画の意識が広がる効果が期待できる。 

[視察研修等の参加しやすい研修を行うメリット] 

・多くの人に興味を持ってもらいやすく、幅広い世代の方の参加が期待できる。 

※視察研修等への参加をきっかけとし、それ以降の活動につなげていくことが大切です。 

 

◆委員のスキルアップ 

校区における活動を活性化させるためには、まず委員自身が男女共同参画について理解するこ

とが重要です。委員が交代した際は研修を行い、男女共同参画の基礎・必要性を学ぶことから始

めましょう。 

また、次年度の計画を検討するときや年度末に活動を振り返り、活動目標や今後の方向性を共

有することが大切です。校区の定例会などを利用して、学習会や意見交換を行いましょう。 

 

２．年間事業計画の企画方法 

男女共同参画の推進に関する事業を行うにあたっては、まず「やってみたい」と思う事業をいく

つかあげ、それを男女共同参画の視点から取捨選択して、校区の実情に応じた計画を立てましょう。 

 

◆年間の流れを意識して計画を立てましょう 

事業を行う場合は単独で完結させるのではなく、それぞれの事業・取り組みの特徴を踏まえ、

それ以降の事業につなげることを意識すると良いでしょう。たとえば、視察研修で初めて男女共

同参画に関する活動に参加した人に、それ以降の講演会への声かけをするなどが考えられます

（年間事業計画のイメージは次ページをご覧ください）。 

 

◆年間事業計画づくりのポイント 

①校区イベントとの開催時期の重複に注意しましょう 

一般的に秋頃には文化祭など、校区イベントが多い傾向にあります。多くの人に参加してもら

えるよう、公民館や小学校などのイベントスケジュールを意識して日程を決めましょう。 

②文化祭などの多くの人が集まるイベントをうまく活用しましょう 

夏祭りや文化祭などには幅広い世代の方が参加します。そういった場で活動について知って

もらう機会を作ると良いでしょう。 

③定期的に振り返りを行い、次年度以降に反映させましょう 

事業を実施する際にはアンケートなどを行い、終了後に振り返りをしましょう。また、年に

1回は活動全体を振り返り、次年度以降の改善点などを委員同士で共有することが大切です。 

※年間テーマを設定すると事業計画を立てやすくなります。毎年、特に推進したいテーマに合

わせて講演会等の企画を行うことで、長期的に様々な角度から啓発をすることができます。 

テーマの例 

「男性の地域活動参画」「女性のリーダーを増やそう」など 
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[年間事業計画のモデル（例）] （下記のほか、校区や区での定例会が入ります） 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

  

講
座
（
基
礎
編
） 

 

校
区
夏
祭
り 

 

校
区
文
化
祭 

視
察
研
修
★ 

 

次
年
度
計
画
の
検
討 

講
演
会
（
応
用
編
） 

１
年
間
の
振
り
返
り 

★みんなで参画ウィーク（福岡市独自の男女共同参画週間。毎年11月3日～9日） 

 

（上記モデルでの年間の流れ） 

①４月～５月の委員が交代したタイミングで委員研修を実施する。 

②基礎的な講座や夏祭り・文化祭、視察研修をきっかけに広く知ってもらい、活動に参加し

てもらう。 

③これまでの活動を通して男女共同参画に興味を持ってもらい、年度末や次年度の事業への

参加を促す。 

④年度末に振り返りを行い、次年度以降の方向性などを共有する。 

※このモデルは一例です。校区の実情に合わせて必要な事業を検討し、年間事業計画を作成す

ることが活動の活性化につながります。 

それぞれの事業・取り組みについて、具体的な事例などは第２章以降をご覧ください。 

● 講座の企画方法について具体的に知りたい！ 第２章（４ページ～） 

企画から実施までに準備すること・段取りなどを紹介しています。 

● どんなテーマで講座をしたらいいの？ 第３章（12ページ～） 

校区・アミカス等で実施された講座事例をテーマごとにまとめています。 

● 広く知ってもらうためには何をするの？ 第４章（37ページ～） 

文化祭など多くの人が集まるイベントを活用した事例や日常的なPR活動の事例を紹介

しています。 

● 参加のきっかけづくりにはどんなことをするの？ 第５章（39ページ～） 

校区他団体と連携した取り組みや視察研修など参加しやすい研修の事例を紹介しています。

● 簡単にできる委員研修ってないかな？ 第６章（41ページ） 

校区定例会などの機会を活用した委員研修事例を紹介しています。 

 

 

  

男女共同参画活動コーディネーター派遣事業（アミカス）のご案内 

2016年秋頃から、年間事業計画の立て方や活動方法等についてアドバイスを行うコーディネ

ーターの派遣を開始する予定です。活動について悩んでいる校区の方はぜひご活用ください。

新
任
委
員
研
修 
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第２章 講座・講演会の企画方法 

 
地域で男女共同参画を推進するために、知識の習得や意識啓発に向けた講座をはじめ、視察研修やイ

ベントなど様々な活動が行われています。ここでは、講座・講演会を実施する際の企画・運営の流れを

紹介します。 

[講座・講演会の目的] 

①男女共同参画について地域の人の理解を深めること 

②性別による偏見や人権に敏感な視点を身につけること 

③自分なりの感じ方や表現ができるようになること 

④性別にとらわれずに様々な地域課題に取り組むこと など 

 

１．企画から実施までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※講座・講演会の企画から実施までには様々な準備が必要です。１人に負担が偏らないよう役割

分担をしっかりとして臨みましょう。 

 

振り返り・反省 

実   施 

広   報 

講師を選ぶ 

日程を決める 

内容を検討する 

対象者を決める 

ＳＴＥＰ１ テーマを選ぶ 

ＳＴＥＰ２ 

ＳＴＥＰ３ 

ＳＴＥＰ４ 

ＳＴＥＰ５ 

□男女共同参画の視点になっているか 

□誰もがわかりやすい内容になっているか 

□対象者によって参加しやすい 

曜日・時間を決める 

□福岡市男女共同参画推進センター・アミカスで 

人材情報の提供・講師派遣をしています 

□本書の12ページからテーマ別に講座事例を紹介

しています 

□ポスター・チラシ・広報紙等で地域の人に 

呼びかける 

□反省点を踏まえて次回へつなげる 
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対象者・テーマを決める 

 講座・講演会を実施するにあたっては、どのような層の方にどのようなことを働きかけたいか

など、ねらい・目的をしっかりと決めたうえでテーマを選びましょう。 

 また、「基礎的な内容を幅広く学んでもらう講座」「ある程度の知識を持っている人を対象とし

た応用編の講座」など、これまでに校区でどのようなことを行ってきたかについても意識して企

画しましょう。 

 

●テーマ選びのポイント 

[初めての講座の場合] 

基本的な知識を習得することを目的として、「男女共同参画の基礎」「世界の動きや国・自治

体の取り組み」などについて学ぶテーマにすると良いでしょう。 

テーマの例 ・男女共同参画ってなあに？ ・基礎から学ぶ男女共同参画 など 

 

[２回目以降の講座の場合] 

男女共同参画の基礎を多くの方に学んでもらうことも大切ですが、基本的な知識を習得した

方により深く、より実践的な男女共同参画意識を持ってもらうことも重要です。 

２回目以降では、「まちづくり」「防災」「高齢者」「介護」「子育て」「防犯」など、身近な課

題を男女共同参画の視点で学ぶ内容にすると良いでしょう。 

テーマの例 ・男女共同参画の視点に立ったまちづくり ・防災と男女共同参画 など

 

また、固定的性別役割分担意識にとらわれず、個性を活かして活躍している女性・男性に経

験談を語ってもらうような講座は、参加者自身が生き方や働き方などについて考えるきっかけ

になります。 

テーマの例 ・活躍している女性の経験談 ・男性にとっての男女共同参画 など 

 

●校区他団体とも積極的に連携しましょう 

 男女共同参画に関連するテーマは多岐にわたっています。様々な校区団体と共同で実施するこ

とで、参加してほしい層の集客が見込めるなどの効果があります。積極的に他団体と連携を図っ

ていきましょう。また、連携する団体にとって関心の高いテーマに設定することも有効です。 

たとえば 

・シニアクラブ向け  → 男女がともに備える介護講座 

・子育てサークル向け → 先輩ママとの座談会  など 

 

 

講師・日程を決める 

対象者とテーマが決まったら、それに合った講師や日程を決めましょう。 

 

●講師・日程を決めるときのポイント 

[講師を決めるときは参加してほしい対象に応じて] 

若い世代に参加してほしい場合は年齢が近い講師を選ぶなど、対象者が興味を持ち、参加し

たいと思うような講師選びを心がけましょう。 

[日程は対象者が参加しやすいように] 

働く世代を主な対象としている場合には、平日の夜や土日の開催にするなどの工夫をしま

しょう。 

ＳＴＥＰ１ 

ＳＴＥＰ２ 
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●形式は講義型？参加型？ 

講座を行う時の形式は、大きく分けて講義型と参加型があります。それぞれに長所と短所があ

りますが、講座の目的やテーマに応じて決定しましょう。 

また、あるテーマで、様々な立場の方が意見を述べるパネルディスカッション形式や講義型と

参加型を組み合わせた形式などもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「準備するもの」は例示です。講師と打ち合わせをして必要なものを準備しましょう。 

 

●講師との事前打ち合わせ 

  

 

□講座で話してほしい内容（企画の意図） 

□講座のタイトル（対象者が興味を持つように工夫しましょう） 

□チラシ等に掲載する講師プロフィール 

□講座の形式（形式に応じて会場のレイアウトを決めます） 

□配布資料の有無 

□準備する備品（マイク、パソコン、プロジェクター、ホワイトボードなど） 

□当日の到着時刻 

□謝礼金の額と支払い方法 など 

 

講師・日時などが正式に決まったら講師依頼状を送りましょう（文例は９ページ参照）。 

事前打ち合わせで確認することの例

 
 
講師の話を聞き、必要に応じて質疑応答

などを行う。 

 

＜メリット＞ 

・新たな知識を身につけられる 

・理論的に理解できる 

・事前準備や講師との調整が比較的少ない

＜デメリット＞ 

・理解度に差が出やすく、終了後に印象

に残らないことがある 

 

 

＜準備するものの例＞ 

・パソコン 

・プロジェクター 

・スクリーン など 

 
 
１グループ６～８人程度に分かれ、決めら

れたテーマについて意見交換を行う。 

 

＜メリット＞ 

・他の参加者の意見が聞くことで発見がある 

・学んだことが印象に残りやすい 

・地域での交流につながる 

＜デメリット＞ 

・「楽しかった」で終わってしまうことが

ある 

・議論が本筋から逸れて、深まらないまま

終わることがある 

＜準備するものの例＞ 

・模造紙 

・付箋 

・サインペン など 

講義型の特徴 参加型の特徴
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広報 

日程や講師、タイトルなどが決まったら広報を行います。 

広報手段の例 

・チラシの作成、配布 → 広く一般の人に呼びかけることができます。 

・校区他団体の役員等への声かけ  

→ 内容に応じて、他団体メンバーへの呼びかけも期待でき、メインターゲットにアプローチ

できます。 

   （たとえば、自治協議会役員に地域づくりについて考える講座への参加を呼びかけるなど） 

 

●チラシ作成のポイント 

タイトルが目立つように 

日時と会場を入れる 

参加申し込みの方法

チラシの例 

本音で語る！ 
一人ひとりが 
いきいきと輝く地域社会 

講師 ○○ ○○ 
   （△大学教授） 

日時 ×月×日 10:00～12:00 

会場 □□公民館 

主催：□□校区男女共同参画協議会 

問い合わせ先 

ＴＥＬ 092-123-4567 

事前申し込み不要です。 

内容に合ったイラストや 

写真も活用しましょう 

主催者と問い合わせ先を

忘れずに！ 

 

 

事前準備・当日の流れ 

講座を成功させるためには、しっかりと事前準備をしておくことが大切です。また、当日スム

ーズに進行できるよう、スタッフの役割分担などを明確に決めておきましょう。 

 

●参加型の講座を行うときの工夫 

・各テーブルにスタッフが入り、進行役をすると意見が出やすくなります（議論がテーマから逸

れたときに、軌道修正する役割もあります）。 

・参加者がその場で記入できる名札を用意して、お互いに名前を呼ぶようにすると、話しやすく

今後のコミュニケーションにつながります。 

・意見交換で様々な意見が出るよう、性別や年代の偏りに気をつけましょう。また、知り合い同

士ばかりが同じ班にならないようにしましょう。 

 

●当日の注意事項 

・資料は事前に余裕を持って印刷しておき、配布しやすい状態にしておきましょう。 

・受付で確認することは、事前にしっかりと考えておきましょう（何丁目から何人参加したか、

どのような年齢層が多かったかなど今後の参考にしたいことに応じて決めます）。 

・講師と当日打ち合わせをするときに、講座の流れや進行の段取りを再度確認しましょう。 

・講師用のマイク・水・おしぼりなどを用意しておきましょう。 

・次回以降に活かせるよう、写真や進行表などの記録を残しておきましょう。 

・参加者の意見を把握し、今後に活かすためにアンケートを実施しましょう（参加者に何を聞き

たいのかを考えて項目を決めます。文例は10ページ参照）。 

ＳＴＥＰ３ 

ＳＴＥＰ４ 
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振り返り・反省 

講座実施後は良かった点・改善した方がいい点をしっかりと振り返り、次回以降の企画に活か

しましょう。 

 

●実施後の振り返り 

・次回の定例会等で、講座内容や当日の運営などについて良かった点・改善した方がいい点など

を振り返りましょう。 

・当日の参加者アンケートは集計し、参加者の感想などを今後の企画に活かしましょう。 

・講座にどんな方が参加したか、想定していた対象者の参加を得るために広報手段は適切だった

かなどについても振り返りましょう。 

 

●講座実施報告 

当日不参加だった人にも講座の内容を伝え、次回以降に参加してもらえるよう、広報紙や公

民館だよりなどに講座の実施報告を掲載すると良いでしょう。 

 

●講師へのお礼状 

講座終了後、講師にお礼状を出しましょう。また、アンケート結果も同封しましょう（文例

は11ページ参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講座・講演会の企画について困ったことがあれば 
各区男女共同参画担当課、アミカス、福岡市男女共同参画課までご相談ください。 

●各区男女共同参画担当課 

東区企画振興課 TEL：092-645-1037  博多区企画振興課 TEL：092-419-1042

中央区企画振興課 TEL：092-718-1055  南区企画振興課 TEL：092-559-5064

城南区地域支援課 TEL：092-833-4063  早良区地域支援課 TEL：092-833-4403

西 区 振 興 課 TEL：092-895-7033    

●福岡市男女共同参画推進センター・アミカス TEL：092-526-3755 

●福岡市男女共同参画課 TEL：092-711-4107 

年に一度は講座・講演会を含めた活動全体を振り返りましょう。 

講座の実施、校区活動への参画、参画ウィークでの取り組みなどを次年度以降に活かすために、

「これからも続けていきたいこと」、「もっとやり方を改善していきたいこと」などについて意見

交換することが大切です。 

※新たな視点を取り入れて検証するために、外部講師に反省会の進行役やアドバイスをしてもら

うことも有効です。振り返りから次年度計画の策定まで複数回にわたってアドバイスを行う

男女共同参画活動コーディネーター（３ページ参照）を利用することもできます。 

ＳＴＥＰ５ 
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２．参考資料 

 
講師依頼状サンプル 

打ち合わせ終了後に、確認のため講師への依頼状を送付します。 

 

平成○○年○月○日 

 

○○ ○○様 

 

                    ○○校区男女共同参画協議会 

                          会 長  ○○ ○○  

「男女共同参画○○セミナー」の講師について（依頼） 

 

時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

このたびは、「男女共同参画○○セミナー」の講師をお引き受けいただきありがとうござい

ます。 

つきましては、下記のとおり開催いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．日 時   平成○○年○○月○○日（○） ○○：○○～○○：○○ 

         

２．会 場   ○○公民館 

（所在地：福岡市○○区○○１丁目２―３） 

 

３．内 容   テーマ：男女共同参画のまちづくり 

        対象者：○○校区住民 

        人 数：約５０名 

 

４．謝礼金   ○○○○円（講師料及び交通費） 

        当日、印鑑をお持ちください。 

 

５．連絡先   ○○校区男女共同参画協議会 

研修担当 ○○ ○○ 

福岡市○○区○○2 丁目 3―4 

（ＴＥＬ）×××-×××-×××× 

（ＦＡＸ）×××-×××-×××× 

メール:abcd@efg.hij.ne.jp 
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アンケートサンプル 

参加者アンケートをとり、次回の企画に活かしましょう。 

 

ア ン ケ ー ト 

 

 

このたびは、○○セミナーにご参加いただきありがとうございました。 

お手数ですがアンケ－トにご協力をお願いいたします。該当する□に 印をつけてください。 

 

１．性 別  □女   □男   □その他 

 

２．年 齢  □10代 □20代 □30代 □40代 □50代 □60代 □70代以上 

 

３．この催しをどこでお知りになりましたか。（いくつでも） 

  □公民館だより □友人、知人から 口○○協議会からの案内 □チラシ 

□その他（            ） 

 

４．この催しに参加された理由について（いくつでも） 

□講師に興味があった    □テーマ（内容）に興味があった 

□友人、知人にさそわれて  □その他（               ） 

 

５．この催しについて 

  □非常によかった □よかった □普通 □あまりよくなかった □よくなかった 

 

その他の感想・メッセージ  

    

 

 

 

 

６．今後、実施してほしい企画があれば書いてください。 

 内容・テーマ・講師名など 

 

 

 

 

 
 

ご協力ありがとうございました。 
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講師お礼状サンプル 

講座終了後に、お礼状を出します。 

平成○○年○月○日 

 

○○ ○○様 

 

○○校区男女共同参画協議会 

                          会 長  ○○ ○○  

 

 

「男女共同参画○○セミナー」の講師について（お礼） 

 

 

時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

この度は、「男女共同参画○○セミナー」の講師をお引き受けいただきありがとうございま

した。 

終了後のアンケートでは、「家庭と仕事、育児、介護を男女が協力して取り組むことが大切だ

と思いました」「男女共同参画についてよく考えることができました」等の声をいただきました。 

当会では、今後とも男女共同参画の推進に積極的に取り組んでまいりますので、今後もご指

導・ご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

末筆ながら、ますますのご活躍を祈念いたします。 

 

 
 



 

12 

第３章 講座・講演会の実施事例 

 
１．校区・区・アミカスで実施した講座・講演会 

 

男女共同参画社会づくり 

固定的性別役割分担意識にとらわれず、男性も女性も自分らしく生きられる男女共同参画社会

について、様々な角度から語られた事例をピックアップしました。 

 

◆基礎から学ぶ男女共同参画 

男女共同参画の必要性や、日常の中での男女共同参画について学んだ事例を形式別にまとめています。 

 

【講 演】 

タイトル・形式・主催者・参加人数・開催日 講 師 名 内   容 

思い込みにとらわれないで 

【講演】 

姪浜（公） 22人（女20・男2） 

2013年６月24日 

青木 茂人 

（元ＮＨＫ 

アナウンサー） 

女性と男性が社会的文化的に形成さ

れたジェンダーに縛られず、各人の

個性にもとづいた男女共同参画社会

の実現を目指しての講演。 

男女共同参画基礎講座 

「あなたは家庭人？職業人？地域人？」

【講演】 

アミカス 244人（女227・男17） 

2013年６月26日 

渥美
あ つ み

 由喜
な お き

 

（東レ経営研究所 

ダイバーシティ＆

ワーク・ライフ・

バランス研究部長）

ワーク・ライフ・バランスや男性の

家事・育児、自身が直面する介護の

経験についての講演。具体的な解決

策についても話した。 

「男女共同参画ってなあに」講演会 

【講演】 

姪浜（校） 73人（女57・男16） 

2014年６月14日 

池田 良子 

（福岡市議会議員）

男女の格差についての講演。出産退

職者は62％で、給料は平均的に開き

があり、管理職の女性割合は少ない

といった課題について話した。 

自分らしく生き生きと 

～そもそも男女共同参画って？～ 

【講演】 

大原（校） 22人（女20・男2） 

2014年７月22日 

緒方 豊子 

（早良区男女共同

参画をすすめる

会会長） 

「なくならない性差別」について、

①労働の現場、②学校教育、③家庭・

地域社会で、現実にある例をわかり

やすく、歴史的社会通念を踏まえて

説明。 

 

 

【  】内は形式、（校）は校区男女共同参画推進組織、（公）は公民館の略。 

 テーマ 
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タイトル・形式・主催者・参加人数・開催日 講 師 名 内   容 

男女共同参画の現状について 

【講演】 

赤坂（校） 33人（女30・男3） 

2013年11月13日 

堺 成司 

（西日本新聞社 

生活特報部デスク）

新聞の現場から見える男女共同参画

についての講演。新聞では使えない

男性優位社会の言葉などについて学

んだ。 

日常の言葉から考える男女共同参画 

【講演】 

香住丘（校） 43人（女38・男5） 

2014年10月30日 

佐藤 倫子 

（Ｅｄｕ代表、 

福岡教育大学 

非常勤講師） 

何気なく使っている日常の言葉から

男女共同参画を考える講演。 

まじめに笑って考えよう！ 

男女共同参画で考える地域と家庭と未来

【講演】 

早良区 184人（女134・男50） 

2015年２月28日 

瀬地山 角 

（東京大学大学院 

総合文化研究科 

教授） 

身近なエピソードと分かりやすいス

ライドや動画を使った、まじめだけど

笑える講演。男女共同参画の地域活動

のヒントについても話した。 

求められています あなたの力 

【講演】 

奈良屋（校）（公） 28人（女20・男8） 

2013年11月８日 

堤 かなめ 

（九州大学大学院

非常勤講師、福岡

県議会議員） 

あらゆる分野への女性の参画がな

ぜ必要か、大学の講師や女性議員の

立場で経験したことについての話。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【  】内は形式、（校）は校区男女共同参画推進組織、（公）は公民館の略。 

コラム 地域 財を活 しよう 
 校区にいる方を講師に招き、講座・講演会を実施している校区もあります。たとえば、

女性の校長先生による仕事と家庭の両立についての話や、女性の消防団員によるご自身の

経験や防災についての話などです。校区にいる方ということで親しみが持てることや、新

たな層の参加が期待できるというメリットがあります。 

 

事例 講演会「人生を豊かに生きる～教員として、校長として、女性として～」 

赤坂（校） 24人（女20・男4） 2014年11月12日 

内容：赤坂小学校の校長先生による講演会。校長になるまでの分岐点における女性とし

ての心の葛藤や家族の協力、周りの環境などについて話した。 
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タイトル・形式・主催者・参加人数・開催日 講 師 名 内   容 

女ならやらな 

【講演】 

和白（校） 81人（女61・男20） 

共催：和白公民館さわやか教室 

2013年５月23日 

寺坂 カタヱ 

（北九州ＥＳＤ協

議会代表、西日

本で最初の女性

の中学校校長） 

男女差別がある中教師の道を選び、

産休・生理休暇等女性の職場環境の

向上に取り組んできた経験につい

ての講演。 

女性も男性もキラキラと輝く内野･ 

曲渕を目指して 

【講演】 

内野曲渕（校） 35人（女28・男7） 

2013年９月19日 

富永 桂子 

（ＮＰＯ法人ジェ

ンダー平等福岡

市民の会理事長）

男女共同参画の推進に向けた世

界・日本・福岡市の動きや歴史、男

女共同参画基本法などについて学

んだ。 

ともに暮らしともに創る地域社会 

【講演】 

高取（校） 42人（女30・男12） 

2014年９月27日 

中嶋 玲子 

（福岡県男女共同

参画センター・ 

あすばる元館長）

なぜ男女共同参画が必要か？ 

男性も女性も社会的責任と家庭的

責任をともに担い、男性と女性が認

め合い尊重する関係になることの

大切さについて学んだ。 

「地域で輝く私たち」 

～誰もが居心地のよい社会に向けて～ 

【講演】 

名島（校）（公） 100人（女61・男39） 

2014年９月６日 

林田 スマ 

（大野城まどかぴあ

館長） 

女性の立場、男性の立場について自

身の経験をもとに講演。日頃当たり

前と思っていることがそうではな

いということをわかりやすく説明

した。 

女性たちの暮らしと日本国憲法のやさ

しいお話 

～ベアテさんが私たちに贈ってくれた

もの～ 

【講演】 

東箱崎（校）（公） 24人（女22・男2） 

2014年11月13日 

春田 久美子 

（弁護士） 

22歳という若さで日本国憲法草案

に関わり、「女性の権利と人権」を

日本に根付かせた女性ベアテ・シロ

タさんについて、映像を交えながら

学んだ。 

スクリーンで見る男と女 

【講演】 

今津（校）（公） 43人（女38・男5） 

2014年２月22日 

古山 和子 

（元ラジオアナウン

サー） 

実際の映画を視聴しながら、その場

面ごとで男性と女性の描き方や時

代ごとの変化について話した。 

 

 

 

 

【  】内は形式、（校）は校区男女共同参画推進組織、（公）は公民館の略。 
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タイトル・形式・主催者・参加人数・開催日 講 師 名 内   容 

「変わってしまった女」と「変わりた

くない男」 

【講演】 

アミカス 50人（女38・男12） 

2014年２月22日 

三浦 清一郎 

（生涯学習通信「風

の便り」編集長）

時代とともに環境が変化したにも

関わらず、変わらない意識や男女の

関係性についての講演。 

地域づくりと男女共同参画 

【講演とワークショップ】 

原西（校）（公） 40人 

2014年11月８日 

宮地 歌織 

（佐賀大学男女共同

参画推進室特任

教授） 

男女共同参画の現状などをグラフ

でわかりやすく説明。外国暮らしが

長い講師から見た、日本でのギャッ

プなどについても話した。 

男女共同参画社会を推進するために 

【講演】 

東区 90人 

2013年９月６日 

村山 由香里 

（福岡県男女共同

参画センター・ 

あすばる前館長）

男女共同参画を実現していくため

に必要な、基本的知識や考え方につ

いての講演。 

男女共同参画基礎講座 

「ジェンダーというメガネのナゾ」 

【講演】 

アミカス 153人（女129・男24） 

2014年６月27日 

諸橋 泰樹 

（フェリス女学院

大学教授） 

男女共同参画の流れや国の政策、メ

ディアの中にあるジェンダー意識

についての講演。 

いきいきと生き抜くために 

【講演】 

青葉（校） 43人（女29・男14） 

2014年５月18日 

柳
やなぎ

 淑子
よ し こ

 

（えがりて久留米

男女平等をすす

める会代表） 

男女共同参画社会の過去から現在、

これからの流れについての話。なぜ

今男女共同参画社会の実現が急が

れるのかについても話した。 

笑って元気 家庭の絆･親子の絆･地域

の絆 

【講演】 

城南区 145人 

2015年２月１日 

矢野 大和 

（おおいた観光特使）

必要とされる喜びは家庭・地域で、

老若男女関係なく生きがいにつな

がることについての講演。肯定から

入ると楽しく、人の意見は最初から

否定すると進まないということを

話した。 

 

 

 

 

【  】内は形式、（校）は校区男女共同参画推進組織、（公）は公民館の略。 
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【ワークショップ】 

タイトル・形式・主催者・参加人数・開催日 講 師 名 内   容 

「サンカクいいね！」 

みんなで語る男女共同参画 

【ワークショップ】 

警固（校） 14人（女13・男1） 

2014年９月20日 

倉富 史枝 

（福岡ジェンダー 

研究所理事） 

男女共同参画推進の目標や実態に

ついて学び、実生活の中で感じてい

ること、考えていることなどを話し

合った。 

コントで楽しく学ぶ 

【ワークショップ】 

原西（校）（公） 35人（女35・男0） 

2013年11月９日 

ジェンダー出前劇団

「お茶するゥ？」 

身近にある題材のコントを見た後

に、グループで意見交換。 

男女共同参画って何？ 

【ワークショップ】 

下山門（校） 50人（女35・男15） 

2013年９月７日 

十時 裕 

（福岡市地域活動

アドバイザー） 

ワークショップを通して日常生活

の中での男女共同参画を考えた。 

地域リーダー育成研修会 

【ワークショップ】 

西区 33人（女30・男3） 

2014年９月17日 

松村 良子 

（元福岡市男女共

同参画推進サポ

ーター） 

男女共同参画に関する朗読劇を行

った後、校区の男女共同参画活動に

関するグループディスカッション

を行った。 

「はじめの一歩講座」 

～身のまわりのジェンダー～ 

【ワークショップ】 

壱岐南（校） 41人（女23・男18） 

2014年７月９日 

山岸 玲子 

（九州大学男女共同

参画推進室准教

授） 

「女のくせに」「男のくせに」とい

う意識についてグループに分かれ

て意見交換。内容を模造紙に書き出

して発表した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【  】内は形式、（校）は校区男女共同参画推進組織、（公）は公民館の略。 
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◆国際的に見た男女共同参画 

世界経済フォーラムが発表している男女平等度ランキング（ジェンダーギャップ指数）では145か

国中101位（2015年）と、世界から見ると日本の男女共同参画は遅れている状況です。そんな日本の

現状や課題などを、国際的な視点から学んだ講座の事例です。 

タイトル・形式・主催者・参加人数・開催日 講 師 名 内   容 

今！！日本の女性たちは！！ 

～豊かな人生を送るために～ 

【講演】 

石丸（校） 23人 

2014年１月20日 

熊谷 敦子 

（福岡市議会議員）

世界と日本の女性の役割分担意識

の比較や労働力率の推移などにつ

いてデータを使って説明した。 

韓国社会の男女共同参画の現状 

【講演】 

舞鶴（校）（公） 38人 

2014年８月２日 

高
こう

 仁淑
いんすく

 

（九州大学講師） 

韓国社会での家族のあり方や教育、

男女共同参画の現状などについて

の講演。 

フランス人から見た女性の生き方と 

男女の関係について 

【講演】 

飯倉中央（校） 25人（女18・男7） 

2014年９月24日 

ジャン・クリスチャン・

ブーヴィエ 

（「世界のＣＭフェ

スティバル」 

プロデューサー）

ＣＭの中のジェンダーについての

講演。 

ジェンダーとエスニシティで見る 

アメリカ文学の女性たち 

【講演】 

千早（校） 7人（女7・男0） 

2014年11月22日 

徳永 紀美子 

（福岡女子大学 

講師） 

アメリカの歴史や女性の人権につ

いて文学作品を通して学んだ。 

世界の男女共同参画は？ 

【講演】 

飯原（校） 50人（女30・男20） 

2014年８月８日 

藤井 千佐子 

（福岡市男女共同 

参画審議会会長）

様々な国の男女共同参画に関する

制度や理解度等について、日本と比

較して話した。 

 

 

 

 

 

【  】内は形式、（校）は校区男女共同参画推進組織、（公）は公民館の略。 
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◆楽しく学ぶ男女共同参画 

「男女共同参画」は難しいというイメージを持たれがちです。より多くの人に身近な問題だと知って

もらうために、最初の入口として落語や音楽を交えて楽しく学んだ事例を紹介します。 

タイトル・形式・主催者・参加人数・開催日 講 師 名 内   容 

男おばちゃんと女おやじーの時代 

【講演とウクレレ演奏】 

原北（校）（公） 59人（女44・男15） 

2013年11月28日 

岡部 八郎 

（ウクレレラジオ

ＤＪ） 

ウクレレ演奏を交えながら男女共

同参画を学んだ。 

落語に見る男と女 

【講演】 

玉川（校）（公） 55人（女41・男14） 

2014年12月13日 

粗忽家 勘心 

粗忽家 すず柑 

（落語家） 

落語で語る歴史の流れと、現在求め

られる男女共同参画社会について

の講演。 

講談「伊達家の鬼夫婦」で考える男女

共同参画社会 

【講演】 

美野島（校） 49人 

2014年２月26日 

鎮守 恵子 

（フリーアナウン

サー） 

講師のこれまでの経験を交えた男

女共同参画社会に関する話。その

後、講談を通して自分らしい生き方

について考えた。 

男女共同参画のあゆみ 

【講演】 

冷泉（校） 28人（女28・男0） 

2013年９月12日 

平澤 憲子 

（志賀海神社権禰宜）

縄文時代から現代にいたるまでの

家族のあり方、男女の役割分担につ

いてクイズ形式で学んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【  】内は形式、（校）は校区男女共同参画推進組織、（公）は公民館の略。 

コラム 楽しいイベントで男 共同参画の啓発をする 夫 
 多くの方に地域活動に参加してもらうきっかけとして、ワインの夕べやコンサートなど

のイベントを開催している校区もあります。通常の講座には参加しないような方の参加が

見込まれるので、「楽しい」だけで終わらないように男女共同参画について知ってもらう工

夫をすると良いでしょう。 

たとえば、開始前にアミカスの朗読劇を男女共同参画協議会（部会）の委員で披露したり、

男女共同参画に関するクイズを行ったりしている校区があります。ただし、あまり時間をとら

ず、難しくない内容にするといった注意が必要です。 

詳しくは、第５章「活動に参加してもらうきっかけづくりの事例」（39ページ～）参照。 
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多様な生き方・働き方 

固定的性別役割分担意識に縛られない、多様な生き方の経験談や、男性にとっての男女共同参

画、女性も男性も働きやすい働き方についての講座・講演会事例をピックアップしました。 

 

◆多様な生き方 

様々な分野で活躍する女性の経験談、女性の社会進出の歴史や今後の動きなどに関する講座事例で

す。 

タイトル・形式・主催者・参加人数・開催日 講 師 名 内   容 

専業主婦が起業するまで 

【講演】 

西高宮（校） 24人（女24・男0） 

2014年10月31日 

岡部 悠久子 

（社会福祉法人もく

理事長） 

普通の主婦としての生活から事業を

立ち上げるようになるまでの話。 

昭和の女子アナ奮戦記 

【講演】 

姪浜（公） 20人（女18・男2） 

2013年７月８日 

佐久間 みな子 

（元ＫＢＣプロデュ

ーサー、アナウン

サー） 

男女の意識の違いについての講演。

社会生活の実体験や、今後はどうあ

るべきかについてわかりやすく話し

た。 

男社会と男女共同参画 

【講演】 

愛宕浜（校） 25人（女21・男4） 

2014年２月２日 

田島 安江 

（出版社代表、詩人）

瀬川 恭子 

（リビング福岡元

編集長） 

キャリアを持って生き続けた２人の

講師の経験にもとづいた男女共同参

画のあり方についての講演。 

博多ごりょんさん細腕繁盛記 

【講演】 

御供所（公） 36人（女30・男6） 

2015年３月17日 

西川 ともゑ 

（福岡商工会議所

副会頭） 

ＤＶＤによる「ごりょんさん」活動

映像鑑賞や、博多商家における男女

同権問題、今後の高齢化・少子化問

題の解決策についての講演。 

これが私の生きる道 

～選手として、妻として、母として～ 

【講演】 

柏原（校） 70人（女32・男38） 

2015年２月28日 

日高 逸子 

（モーターボート

レーサー） 

女性選手として夢をかなえ生きるこ

とのすばらしさと、主夫をしている

夫との二人三脚人生についての話。

 

 

【  】内は形式、（校）は校区男女共同参画推進組織、（公）は公民館の略。 

 テーマ 
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タイトル・形式・主催者・参加人数・開催日 講 師 名 内   容 

「主婦」と「主夫」かなで書けば同じ

「しゅふ」 

～思いやりとありがとうがある生活～

【講演】 

北崎（校）（公） 52人（女32・男20） 

2013年６月22日 

日高 邦博 

（兼業主夫） 

競艇選手の女性と結婚して、妻の出

産に伴い自身が職場を退職し、育児

をやってきた経験についての講演。

男性も「しゅふ」はできるという楽

しい話。 

自分を育てる時間の使い方 

【講演】 

東区 310人 

2013年10月26日 

村上 祥子 

（料理研究家） 

自身の多忙な中での仕事とプライ

ベートの話をもとに、仕事と生活の

調和（ワーク・ライフ・バランス）

を充実させる重要性についての講

演。 

私と男女共同参画 

【講演】 

草ヶ江（校） 34人（女22・男12） 

2013年４月27日 

山藤 圭子 

（中村学園大学 

名誉教授） 

留学や研究を継続しつつ、配偶者と

育児・家事・子どもの送り迎え等を

分担してやってきた経験について

の講演。 

何しようと？子育て大丈夫？ 

【講演】 

板付（校） 13人（女9・男4） 

2014年７月24日 

山本 華世 

（タレント） 

子どもたちへ今、大人がしなければ

ならないこと等、シングルマザーの

経験から得たものについての講演。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【  】内は形式、（校）は校区男女共同参画推進組織、（公）は公民館の略。 

コラム 「ＬＧＢＴ」という 葉をご存じですか？ 
 ＬＧＢＴとはＬ（レズビアン）、Ｇ（ゲイ）、Ｂ（バイセクシュアル）、Ｔ（トランスジェ

ンダー）の頭文字で、一般的に性的少数者を総称するものとして使われている言葉です。 

誰もが暮らしやすい地域になるためには、性的少数者の方も自分らしく生きていけるよ

うな配慮が必要です。性的少数者の方が直面する問題について講演などで知ってもらうよ

うな取り組みを行っている校区もあります。 

 

事例 講演会「性の多様性が生きる社会を目指して」 

田隈（校） 46人（女30・男16） 2013年10月19日 

内容：「男」「女」という性別で分けられている現状の問題と、講師自身が教師として  

子どもたちに教育を行っていた時の話。 

講師：石崎 杏理（ＦＲＥＮＳ代表） 
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◆男性にとっての男女共同参画 

男女共同参画は女性だけの問題と思われがちですが、男性にとっても大切な問題です。仕事中心にな

りがちな男性が働き方や家庭生活、地域活動などについて考えるきっかけになるような講座事例を紹介

します。 

タイトル・形式・主催者・参加人数・開催日 講 師 名 内   容 

今どきの子育て世代が地域を変え

る！？ 

【講演】 

東区 241人 

2015年１月31日 

小津 智一 

（ＮＰＯ法人ファ

ザーリング・ジャ

パン九州代表 

理事） 

現在の若い世代が考える育児への関

わり方や、企業側が育児のことも含

めて働き手のことを考える時代にな

っている状況についての講演。 

父親が地域活動に参加するようにな

った事例の紹介も行った。 

シングルパパのガチンコ子育て 

【講演】 

西新（校） 25人（女19・男6） 

2013年11月８日 

宮原
みやはら

 礼
あや

智
とも

 

（ＮＰＯひとり親 

支援ネットワーク

ふしぼしねっと 

代表） 

ひとり親として子育てをしてきた経

験についての講演と絵本の読み聞か

せ。 

独身男性育児情報誌編集長からパパに

なって 

～社長としてパパとして思うこと～ 

【講演】 

早良区Ｃブロック 65人 

2014年２月１日 

森 光太郎 

（リトル・ママ 

代表取締役社長）

男性の育児時間の少なさについての

考察と、40歳で父親となり気づいた

ことについての講演。 

夫婦がお互いを尊重し、認め合い、

納得の上で役割を決める大切さにつ

いて会場の参加者と意見交換した。

警固メンが語る 

人生いろいろ･地域もいろいろⅡ 

【パネルディスカッション】 

警固（校） 65人（女47・男18） 

2013年11月７日 

岩永 真一 

（福岡テンジン大学

学長） 

校区で活躍している男性２人を招い

てのパネルディスカッション。地域

活動によって交流が広がることで幸

福感が増し、健康にも良い影響があ

るというデータも紹介。 

男性と一緒に地域活動をしたい… 

【ワークショップ】 

金山（校）（公） 58人（女38・男20） 

2014年10月22日・29日 

（２回連続講座） 

佐々木 喜美代 

（アジアン・エイジ

ング・ビジネス 

センター 

上席研究員） 

「男性も一緒に地域活動」をテーマ

に意見交換。連続講座として実施し、

同じメンバーが参加した。 

 

 

 

 

【  】内は形式、（校）は校区男女共同参画推進組織、（公）は公民館の略。 
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◆働きやすい職場づくり 

女性が活躍し、男性にとっても女性にとっても働きやすい職場環境などについての講座事例をピック

アップしました。 

タイトル・形式・主催者・参加人数・開催日 講 師 名 内   容 

女性を活かす組織 ふくや事例 

【講演】 

警固（校） 18人（女16・男2） 

2013年７月８日 

稲田 磯美 

（ふくや社員） 

女性が能力を発揮できるようにな

った経緯や女性が結婚や出産で辞

めずに働き続けるために、どのよう

な制度が設けられているかなど、女

性登用に積極的な企業の取り組み

についての講演。 

「一歩前へ」さあ踏み出そう！ 

【講演】 

小笹（校） 112人（女92・男20） 

2013年10月30日 

納富 昌子 

（ＲＫＢ毎日放送 

メディア事務局）

社会の一線で女性が輝き、活躍するた

めに必要なことについて、男女共同参

画の本質を語った講演。 

参加と参画の違い 

【講演】 

姪浜（公） 24人（女22・男2） 

2013年８月19日 

橋山 義博 

（元毎日新聞記者）

遅れがちな女性の社会進出の実現

に向けて、理想と現実を踏まえての

講演。 

「女性の輝ける職場を目指して」 

～如水庵と黒田官兵衛～ 

【講演】 

美和台（校） 71人（女45・男26） 

2014年２月８日 

森 恍次郎 

（如水庵代表取締

役社長） 

如水庵の職場での女性登用について

と黒田官兵衛についての話。 

保育園に於いての男女共同参画に 

ついて 

【講演】 

当仁（校） 32人 

2013年９月４日 

安永 浩孝 

（大日保育園園長）

男性の保育士が抱える問題、親から見

た受け取り方など保育園における男

女共同参画の現状についての講演。 

 

 

 

 

 

 

【  】内は形式、（校）は校区男女共同参画推進組織、（公）は公民館の略。 



 

23 

家庭･子育て 

共働き世帯は増加の一途ですが、仕事と家庭の両立ができる環境はまだまだ整っておらず、家

事の多くを女性が担っています。女性も男性も働きつづけることができ、また家事・育児・介護

にも関わることのできる環境づくりのために、参加者それぞれが自分の家庭のことについて考え

るきっかけとなるような講座事例をピックアップしました。 

 

◆家庭における男女共同参画 

家事や育児の負担が片方の性に偏ることがないようにするためには、夫婦・家族での話し合いが必要

です。そんな家庭内でのコミュニケーションについてお話しいただいた事例です。 

タイトル・形式・主催者・参加人数・開催日 講 師 名 内   容 

『婚学』で男女共同参画社会を作る 

【講演】 

早良区Ｄブロック 71人 

2014年２月１日 

佐藤
さ と う

 剛史
ご う し

 

（九州大学大学院 

農学研究院助教）

晩婚化傾向と少子化の社会現象を

考察する講座。相手のことを思いや

る視点の大切さなど、親世代にも参

考になる話。 

仲良し夫婦円満の秘けつ 

【講演】 

板付北（校） 47人（女36・男11） 

2013年11月16日 

玉井 洋子 

（福岡夫婦問題 

カウンセラー 

協会代表理事） 

家庭における男女共同参画につい

ての話。笑いと笑顔の重要性につい

て学んだ。 

子どもへの性の伝え方講座 

【講演】 

マドレボニータ福岡 

2014年９月27日 

藤見 里紗 

（ＮＰＯ法人マドレ

ボニータ認定産後

セルフケアインス

トラクター） 

子どもにしっかりと性について伝

えるため、親自身が学ぶ講座。「産

後クライシス」を乗り越えるための

夫婦の関係性についても話した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【  】内は形式、（校）は校区男女共同参画推進組織、（公）は公民館の略。 

 テーマ 
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◆子育て支援 

多様な経験から子育てに大切なことを学んだり、地域全体で子育てを支えていくことの大切さを学ん

だ講座事例です。 

タイトル・形式・主催者・参加人数・開催日 講 師 名 内   容 

「うちの子最高！」 

～素敵な子どもたちへ伝えたい 

親として、大人として、地域として～

【講演】 

警固（校） 48人（女40・男8） 

2015年１月17日 

熊丸 みつ子 

（子育てアドバイ

ザー、幼児教育専

門家） 

子育て支援における地域の力の大切

さについての講演。現役子育て世代

だけではなく、地域で見守る立場の

方にも聞いてほしい話。 

ラガーマンの子育てトーク 

子どもたちに夢を 

【講演】 

城南区 63人 

2015年３月８日 

桑野 裕文 

（九州情報大学教授）

スポーツを通じて成長していく子

どもたちの未来についてや、「母親

の介護の経験談」等、多岐にわた

る話。 

「いいんだよ」は魔法のことば 

【講演】 

舞鶴（校） 24人 

2013年12月21日 

齋藤 眞人 

（立花高等学校校長）

子どもたちが安心して個性を発揮

できるために必要な「共感的理解」

についてともに考え、ぬくもりのあ

る「地域」をみんなで作ることの大

切さを考える講演。 

生まれてきてくれてありがとう 

【講演】 

香椎下原（校） 69人 

2014年２月15日 

ｍｏｎ 

（子育てシンガー）

国籍が違うためにいじめや差別を

受けてきた経験や、子育てを通して

感じた「いのち」の大切さなどにつ

いての講演。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【  】内は形式、（校）は校区男女共同参画推進組織、（公）は公民館の略。 

コラム 家庭教育学級との共同事業 
男女共同参画を校区に浸透させるためには、幅広い世代に活動に参加してもらうことが

必要です。しかし、子育て世代がなかなか活動に参加できていない現状があります。 

そこで、公民館主催の家庭教育学級（子育てや暮らしに役立つことが学べる子育て世代

向け講座）に協力団体として参画し、男女共同参画をテーマにした講座を加えてもらう等、

子育て世代が男女共同参画について考えるきっかけとなるような講座を実施している校区

もあります。 
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地域における男女共同参画 

住みよい地域をつくるためには、年齢や性別に関わらず、すべての人が自分たちの地域に関心

を持ち、一緒になって地域の福祉や教育、環境などの問題に取り組む必要があります。地域活動

の中で女性の意見が取り入れられているか、いつも「男性が主体、女性は補佐役」という状態に

なっていないか、地域の皆さんで考える機会となるような講座事例を形式別にピックアップしま

した。 

 

【講 演】 

タイトル・形式・主催者・参加人数・開催日 講 師 名 内   容 

地域づくりと男女共同参画 

【講演】 

アミカス 68人（女56・男12） 

2014年９月25日 

たもつ ゆかり 

（オフィスピュア

代表） 

一人ひとりの人権を尊重し、多様性

を活かした地域づくりの大切さに

ついての講演。 

女性の参加による地域の活性化 

【講演】 

吉塚（校） 90人（女50・男40） 

2014年６月12日 

平山 清子 

（博多区自治協議

会長連絡協議会

会長） 

校区活動、地域活動への女性の参画

と必要性についての話。どのように

地域活動に参画してきたのかや、平

山会長の経験と地域の課題につい

ても話した。 

一人ひとりがいきいきと輝く地域社会に 

【講演】 

早良区Ａブロック 91人 

2014年１月19日 

福永 宅司 

（子どもの学び館

代表取締役） 

脳を育てるポイントについての講

座。地域で子どもたちを育んでいく

ために大切なことについて、笑いを

交えて話した。 

超高齢社会における地域の役割 

【講演】 

愛宕（校） 24人（女5・男19） 

2014年３月30日 

峰尾 一路 

（元西日本新聞記者）

高齢化に対して受け皿である地域

社会はどのように向き合うのか、リ

ーダーになるのではなく、コンダク

ター（指揮者）になることの大切さ

について話した。 

心がかぜをひくとき 

【講演】 

小笹（校） 113人（女97・男16） 

2014年10月24日 

吉村 晴生 

（西九州大学臨床

心理士） 

男女共同参画のあり方、地域のつな

がりの重要性に関する講演。家庭・

地域での安心できる空間づくりの

大切さについて話した。 

 

【  】内は形式、（校）は校区男女共同参画推進組織、（公）は公民館の略。 

 テーマ 
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【ワークショップ】 

タイトル・形式・主催者・参加人数・開催日 講 師 名 内   容 

人生いろいろ 地域もいろいろ 

【ワークショップ】 

内浜（校）（公） 25人（女18・男7） 

2013年６月15日 

岩永 真一 

（福岡テンジン大学

学長） 

「男女共同参画を地域に推進し広

めるには？」をテーマにしたワール

ドカフェ方式での意見交換。 

みんなで考えよう心輝くまちづくり 

【ワークショップ】 

草ヶ江（校） 32人（女24・男8） 

2013年７月27日 

小松 公秀 

（小学校まちづくり

コーディネーター）

校区の活性化のために必要なこと

について、グループに分かれての意

見交換。女性が地域のリーダーとし

て活躍するために必要なことなど

を話した。 

ワールドカフェ 

「地域での心配りについて」 

【ワークショップ】 

賀茂（校） 27人（女21・男6） 

2013年11月16日 

佐藤 倫子 

（Ｅｄｕ代表、 

福岡教育大学 

非常勤講師） 

男女共同参画を地域で考えていこ

うというテーマでワールドカフェ

を行った。 

みんなで語ろう 壱岐未来の夢プラン

【講演とワークショップ】 

壱岐（校） 45人（女25・男20） 

2013年10月５日 

十時 裕 

（福岡市地域活動

アドバイザー） 

男女共同参画、自治協議会について

の講演を行った後、自らの地域につ

いて考えるワールドカフェを行っ

た。最後に町への思いをスローガン

にまとめた。 

子どもたちにつなぐ箱崎のまちづくり 

【ワークショップ】 

箱崎（校） 53人（女25・男28） 

2013年11月13日 

松田 美幸 

（福岡県男女共同

参画センター・ 

あすばる館長） 

九大跡地計画と住民の役割、まちづ

くりに大切な女性や若者の参画に

ついてワールドカフェ形式で話した。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【  】内は形式、（校）は校区男女共同参画推進組織、（公）は公民館の略。 
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防  災 

被災時の男女のニーズの違いなど、男女双方の視点に配慮するために、日頃から男女共同参画

の視点を取り入れた防災（復興）について、地域で考えておきましょう。 

 

タイトル・形式・主催者・参加人数・開催日 講 師 名 内   容 

委員研修会 

～災害時における女性の参画が必要～

【ワークショップ】 

和白（校） 21人（女12・男9） 

2014年１月30日 

江崎 俊子 

（防災士） 

各町内で防災組織を充実させてい

くために、男女共同参画推進会と自

治協議会でＨＵＧ（避難所運営ゲー

ム）を行い、勉強した。 

△カフェ（防災カフェ） 

「避難所運営を男女共同参画の視点で」

【ワークショップ】 

警固（校） 65人（女42・男23） 

共催：校区防犯防災委員会 

2015年３月14日 

田坂 逸朗 

（ファシリテーター、

マーケティング 

プロデューサー）

ワールドカフェで意見交換し、最後

にグループごとに発表した内容の

キーワードから男女共同参画の視

点を加えることの意義を伝えた。 

東日本大震災から学ぶ 

【ワークショップ】 

赤坂（校） 29人（女26・男3） 

2014年７月９日 

野田 孝恵 

（警固校区男女共同

参画委員会会長）

災害時の実態を知り、災害に強い社

会を作るために、平常時において男

女共同参画の視点で実施すべきこ

とをグループに分かれ話し合った。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【  】内は形式、（校）は校区男女共同参画推進組織、（公）は公民館の略。 

 テーマ 

コラム 男 共同参画の視点に った防災 
2011年３月に発生した東日本大震災以降、防災における男女共同参画の視点が注目さ

れています。震災後の避難所づくりには女性の意見が反映されず、女性用の物資の配布や

授乳スペースの確保などに関して困難を抱える女性が多く見受けられました。その原因と

して、避難所運営をはじめとする様々な意思決定の場に女性が少なかったことがあげられ

ており、災害時の意思決定に女性が多く参画できるように平常時からの男女共同参画が求

められています。 

 

たとえば 校区防災担当組織との共同事業 

内容：ＨＵＧ（避難所運営ゲーム。避難所を運営する立場になったと想定した模擬体験）

を校区研修として実施。最後に避難所運営における男女共同参画の視点の必要性

について外部講師または男女共同参画協議会（部会）委員がまとめをする。 
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健  康 

女性も男性も生涯を通じて様々な健康上の課題に直面します。ここでは、男女の生涯を通じた

健康保持に関する講座事例を紹介します。 

 

タイトル・形式・主催者・参加人数・開催日 講 師 名 内   容 

最近眠れていますか？ 

～うつ病について知ろう～ 

【講演】 

香椎東（校） 30人（女19・男11） 

2014年２月13日 

梅津 和子 

（臨床心理士） 

心の健康についての講座。うつ病の

予防、対処法などについて学んだ。

乳がんのおはなし 

～あなたの健やかな未来のために～ 

【講演】 

内浜（校） 29人 

2014年10月７日 

渋田 健二 

（しぶた乳腺クリ

ニック医師） 

乳がん早期発見の大切さや乳がん

に関する正しい知識を女性にも男

性にも知ってもらうための講演。 

知っていますか？ロコモティブ･シン

ドローム 

～今日から始めるロコモ予防～ 

【講演】 

アミカス 138人（女115・男23） 

2014年３月１日 

藤田 芳憲 

（藤田整形外科医

院院長） 

ロコモティブ・シンドローム（運動

器症候群）の基礎知識を説明した

後、「ロコモ体操」など家庭でもで

きる予防法を実演。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【  】内は形式、（校）は校区男女共同参画推進組織、（公）は公民館の略。 

 テーマ 

コラム  涯を通じた男 の健康 
生涯にわたって健康な生活を送るためには、適切に自己管理をすることが重要です。

たとえば、生活習慣病を予防するためには男女を問わず食に関する知識を身につけること、

適切な運動習慣を持つことなど、自らの健康を自ら管理できるようになることが必要です。

また、男女は異なる健康上の問題に直面します。女性は妊娠・出産をする可能性があり、

人生の各段階において健康上の問題が大きく変化します。男性は長時間労働による影響や

経済的な不安などによるストレスを抱えていても、従来の「男は男らしく」という意識に

縛られて悩みを相談できないという方が多い傾向にあります。 

女性も男性もいきいきと過ごせるように、それぞれが直面する健康上の問題についてお

互いに理解を深めることが大切です。 
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高 齢 者 

高齢者人口の割合は年々増加しており、国民の４人に１人が65歳以上となっています。また、

高齢者の単身世帯も年々増加傾向にあります。さらに、介護離職に関する問題は女性だけでなく

男性にとっても重要な問題です。 

住み慣れた地域や家庭で安心して暮らし続けられるように、地域全体で互いに支え合って高齢

者を見守ることができるようになることが求められます。 

 

タイトル・形式・主催者・参加人数・開催日 講 師 名 内   容 

男女で学ぶ介護講座 

【講演】 

南片江（校） 30人（女22・男8） 

2014年９月16日 

内田 秀俊 

（認知症の人と家

族の会福岡県支

部代表） 

「男女が介護の意識を深め、ともに

支え合うこと」をテーマに開催。自

らが妻を在宅介護している実体験

についての話。 

介護講座「若年性認知症」体験者に 

学ぶ 

【講演】 

大浜（校） 27人（女22・男5） 

2014年７月26日 

越智 須美子 

（飛梅の会代表） 

男女ともに介護について学ぶこと

を目的とした講演。 

認知症サポーター養成講座 

～高齢社会を迎える今、あなたにとっ

て必要なことは？～ 

【講演】 

南区 78人（女73・男5） 

2014年７月17日 

照屋 広基 

（介護支援専門員）

認知症を正しく理解し、認知症の方

や家族を温かい目で見守ることの

必要性についての講演。 

ぼけてもふつうに暮らしたい 

【講演】 

大楠（校） 68人（女47・男21） 

2015年３月15日 

村瀬 孝生 

（宅老所よりあい

所長） 

誰もが当事者になりうる介護につ

いて、老いや介護の現状を踏まえた

講演。 

 

 

 

 

 

 

【  】内は形式、（校）は校区男女共同参画推進組織、（公）は公民館の略。 

 テーマ 
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ＤＶ（ドメスティック･バイオレンス）･ハラスメント 

ＤＶとは、配偶者、恋人など親密な関係にある者、またはあった者からの暴力であり、身体的・

心理的・性的な暴力、経済的暴力や友達・家族との付き合いの制限など、いろいろな力を用いて

支配することです。ＤＶの実態を学び、自治体の相談窓口などの情報を収集しましょう。 

また、セクシュアル・ハラスメントや働く女性が妊娠・出産等を理由に受けるマタニティ・ハ

ラスメントなどの各種ハラスメントがなく、安心して暮らしていける社会を目指す取り組みも大

切です。 

 

タイトル・形式・主催者・参加人数・開催日 講 師 名 内   容 

福岡セクハラ裁判から25年 

～性暴力の現状と課題～ 

【講演】 

北京ＪＡＣふくおか 34人（女32・男2） 

2014年６月28日 

北村 紀代子 

（ぐるうぷ；ＮＯ！

セクシュアル・ハ

ラスメント代表）

1989年に提訴された日本で初め

ての本格的なセクシュアル・ハラス

メント裁判から現在にいたるまで

の、女性に対する暴力の状況や課題

についての講演。 

ＤＶ被害にあったとき見かけたときに

知っておくべき法律知識 

【講演】 

東区 119人 

2014年９月19日 

郷田 真樹 

（女性協同法律事

務所弁護士） 

「女性の権利」「医療過誤（患者側）」

「労働問題（労働者側）」「薬害Ｃ型

肝炎」などの社会的に弱い立場にあ

る方の弁護に多く携わった経験の

中から、ＤＶ被害者からの相談例も

交えつつ、法的問題も含めての講

演。 

ＤＶ被害者支援と子どもへの影響 

【講演】 

東区 80人 

2014年９月10日 

原 健一 

（佐賀県ＤＶ総合

 対策センター所長）

佐賀県の事例を中心にＤＶの実例と

子ども等への影響についての講演。 

 

[福岡市のＤＶ相談窓口] 

●福岡市配偶者暴力相談支援センター ＤＶ相談専門電話 ＴＥＬ：092-711-7030 

（受付時間）月・水・木・金曜 10:00～17:00  火曜 10:00～20:00   

●各区家庭児童相談室 

東 区 TEL：092-645-1072  博多区 TEL：092-419-1084 

中央区 TEL：092-718-1104  南 区 TEL：092-559-5124 

城南区 TEL：092-833-4104  早良区 TEL：092-833-4357 

西 区 TEL：092-895-7069  （受付時間）月～金曜 9:00～17:00 

●アミカスＤＶ相談ダイヤル ＴＥＬ：092-526-6070 

（受付時間）水・木曜 10：00～16：00  ※受付時間はすべて祝日と年末年始を除く。 

【  】内は形式、（校）は校区男女共同参画推進組織、（公）は公民館の略。 

 テーマ 
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コミュニケーション 

地域・家庭・職場など様々な場で女性も男性もいきいきと暮らすためには、良好な人間関係を

築くことが必要です。人間関係を良好にするためには、「女性らしさ」や「男性らしさ」に縛られ

ず、自分も相手もお互いに尊重するコミュニケーションが大切です。 

様々な場で活用できるコミュニケーション方法についての講座事例をピックアップしました。 

 

タイトル・形式・主催者・参加人数・開催日 講 師 名 内   容 

人権とことば ことばと人間関係 

【講演】 

板付北（校） 98人（女50・男48） 

2015年２月６日 

佐々木 謙介 

（元ＮＨＫアナウ

ンサー） 

アナウンサーの経験から、ことばが

人の心にどのように届くのかにつ

いて話した。 

ストレスをためない人間関係を築くた

めに 

～コミュニケーション力を身につけ

よう～ 

【講演】 

板付（公） 39人 

2015年３月16日 

高木 里美 

（福岡ジェンダー

研究所理事） 

夫婦・友人・知り合い・男女など、

人との関わり方を具体的に学んだ。

自分の言動をアンケートで振り返

り、心地よいコミュニケーションの

方法を探った。 

相手の気持ちに寄り添うコミュニケー

ション術 

【講演】 

和白（校） 64人（女55・男9） 

共催：和白公民館家庭教育学級 

2013年11月28日 

冨岡 郁雄 

（日本ソーシャル

コーチ協会理事）

男性、女性に関わりなく、お互いの

気持ちに寄り添い認め合い、感謝す

ることの大切さや相手にいかに伝

えるかについて学んだ。 

笑顔のコミュニケーション講座 

～江戸しぐさに見る信頼される会話術～ 

【講演とワークショップ】 

今津（校）（公） 40人（女30・男10） 

2014年10月11日 

中嶋 貴子 

（魅力学・コミュニ

ケーション講師）

江戸しぐさから「聞き上手」で人間

関係を円滑にするポイントを学ん

だ後、実際にインタビューゲームを

行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    【  】内は形式、（校）は校区男女共同参画推進組織、（公）は公民館の略。  

 テーマ 
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２．福岡市男女共同参画推進サポーターによる講座 

 

 

 

 

 

 

テーマ・形式・主催者・参加人数・開催日 講 師 名 内   容 

男女共同参画はなぜ必要か 

【講演】 

今宿（校） 19人（女18・男1） 

2013年５月13日 

石内 絵衣子 

（前半）男女共同参画の基礎につい

て、世界の動き、男女共同参画基

本法や福岡市条例などにも触れ

て説明 

（後半）自校区の活動事例を紹介。

あなたの家庭と地域で男女共同参画が

行われていますか 

【講演とワークショップ】 

奈良屋（校） 38人（女28・男10） 

2014年６月12日 

伊藤 タカ子 

男女共同参画の基礎について学ぶ

講演の後、グループに分かれてワー

ルドカフェを実施した。 

地域で広げる男女共同参画の話･輪･和 

【講演とワークショップ】 

原西（校） 33人（女32・男1） 

2014年５月10日 

江藤 淑子 

・これからは男女共同参画の時代 

男女共同参画って？ 

なぜ男女共同参画？ 

・男女共同参画のまちづくり 

・西区男女共同参画をすすめる会の朗

読劇を参加者で読み合わせ 

安心できる避難所づくり 

「男女共同参画の視点からの運営」 

【ワークショップ】 

東住吉（校）（公） 50人（女20・男30） 

2015年１月24日 

太田 由美子 

ＤＶＤ「安心できる避難所づくり」

を参加者で見た後、グループごとに

意見交換した。いざというときの心

構えについてそれぞれの立場から

考えた。 

男女共同参画 

～新しい時代に向けての自分づくり～ 

【講演】 

有田（校） 32人（女17・男15） 

2013年７月10日 

小串 保子 

・男女共同参画社会ってどんな社会

・男女共同参画社会はなぜ必要 

・男女共同参画の視点でみる福岡市

の現状 

・地域で男女共同参画をすすめてい

くには 

・新しい自分づくりに向かってどう

生きる 

【  】内は形式、（校）は校区男女共同参画推進組織、（公）は公民館の略。 

アミカスでは、地域における男女共同参画を推進するために、地域団体等の要請に応じて研修講

師として「福岡市男女共同参画推進サポーター（略称：参画サポーター）」を派遣しています。 

主催者が希望するテーマに合わせて講師を派遣します。 

【講師謝礼金】講座１時間：4,600円 講座２時間：6,900円 

 

下記事例以外の内容でも実施できますので、ご相談ください。 

詳しくは35ページ参照。 
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テーマ・形式・主催者・参加人数・開催日 講 師 名 内   容 

ママが生きやすい社会こそ子どもも男

性も生きやすい 

【講演】 

下山門（校） 27人（女17・男10） 

2014年９月26日 

雁瀬 暁子 

・出産した女性が再び働くにあたっ

て直面する課題 

・子育て女性を取り巻く環境 

・これからの子育て、孫育てについ

て 

すぐわかる！みんなで男女共同参画 

【講演とワークショップ】 

元岡（校） 38人（女20・男18） 

2014年６月28日 

中島 亜衣 

・参画の意味（参加との違い） 

・寸劇を通して感じたことをグルー

プで意見交換 

・男女共同参画がすすめられる理由

・社会の未来像、地域のためにでき

ること 

ワーク･ライフ･バランスってなぁに？

【講演】 

東若久（校） 33人 

2014年９月13日 

守田 優美 

ワーク・ライフ・バランスを通して

男女共同参画の基本を学ぶ講座。 

データや他校区の活動事例を紹介

した。 

男女共同参画ってなあに？ 

～気づくことが始めの一歩～ 

【講演】 

元岡（校） 31人（女21・男10） 

2013年６月15日 

山岡 三重子 

・男女共同参画社会とは 

・身近なところから意識を変えてい

こう（寸劇を通して） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【  】内は形式、（校）は校区男女共同参画推進組織、（公）は公民館の略。 

◆アミカス寸劇隊による講座 

 「寸劇隊」３名による、男女共同参画をテーマにした寸劇とワークショップです。参加者同士で感

想などを話し、楽しみながら日常の身近な問題として男女共同参画を学ぶことができます。 

[2016年度の募集概要] 

 10団体まで無料派遣します。 ※有料の場合は講師謝礼金として18,000円 

・募集期間：４月１日（金）～５月15日（日） ※有料の場合は随時申し込み受付 

・申込方法：所定の申込書に必要事項を記入し、メール・ＦＡＸまたは郵送でアミカスへお申し込み

ください。 

（講座の流れ）※全体で120分程度 

①「寸劇隊」が寸劇を披露（５分程度） 

②寸劇内容の振り返りを行い、関連する課題など

について簡単に説明 

③グループに分かれ、意見交換 

④グループごとに朗読劇を行い、意見交換 

⑤講師がまとめの話 

（寸劇リスト） 

 タイトル 

１ 妻が男女協の役員になる 

２ 料理を作る男 

３ 息子夫婦・娘夫婦 

４ 結婚相談所 

５ それって、マタハラじゃないですか？

６ 育児休業 
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３．講師索引（五十音順） 

 
あ 

青木 茂人 12 

渥美 由喜 12 

池田 良子 12 

石内 絵衣子 32 

伊藤 タカ子 32 

稲田 磯美 22 

岩永 真一 21・26 

内田 秀俊 29 

梅津 和子 28 

江崎 俊子 27 

江藤 淑子 32 

太田 由美子 32 

小串 保子 32 

緒方 豊子 12 

岡部 八郎 18 

岡部 悠久子 19 

越智 須美子 29 

小津 智一 21 

か 

雁瀬 暁子 33 

北村 紀代子 30 

熊谷 敦子 17 

熊丸 みつ子 24 

倉富 史枝 16 

桑野 裕文 24 

高 仁淑 17 

郷田 真樹 30 

小松 公秀 26 

さ 

齋藤 眞人 24 

堺 成司 13 

佐久間 みな子 19 

佐々木 喜美代 21 

佐々木 謙介 31 

佐藤 剛史 23 

佐藤 倫子 13・26

ジェンダー出前劇団
「お茶するゥ？」 16 

渋田 健二 28 

ジャン・クリスチャン・
ブーヴィエ 17 

瀬川 恭子 19 

瀬地山 角 13 

粗忽屋 勘心 
粗忽屋 すず柑 18 

た 

高木 里美 31 

田坂 逸朗 27 

田島 安江 19 

玉井 洋子 23 

たもつ ゆかり 25 

鎮守 恵子 18 

堤 かなめ 13 

寺坂 カタヱ 14 

照屋 広基 29 

徳永 紀美子 17 

十時 裕 16・26

冨岡 郁雄 31 

富永 桂子 14 

な 

中島 亜衣 33 

中嶋 貴子 31 

中嶋 玲子 14 

西川 ともゑ 19 

納富 昌子 22 

野田 孝恵 27 

は 

橋山 義博 22 

林田 スマ 14 

原 健一 30 

春田 久美子 14 

日高 逸子 19 

日高 邦博 20 

平澤 憲子 18 

平山 清子 25 

福永 宅司 25 

藤井 千佐子 17 

藤見 里紗 23 

藤田 芳憲 28 

古山 和子 14 

ま 

松田 美幸 26 

松村 良子 16 

三浦 清一郎 15 

峰尾 一路 25 

宮地 歌織 15 

宮原 礼智 21 

村上 祥子 20 

村瀬 孝生 29 

村山 由香里 15 

森 恍次郎 22 

森 光太郎 21 

守田 優美 33 

諸橋 泰樹 15 

ｍｏｎ 24 

や 

安永 浩孝 22 

柳 淑子 15 

矢野 大和 15 

山岡 三重子 33 

山岸 玲子 16 

山藤 圭子 20 

山本 華世 20 

吉村 晴生 25 
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４．講師を探すには？ 

講師を探すときに活用できる福岡市の制度をご紹介します。また、12ページからの講座事例に

ある講師を招きたい場合は、アミカスへお問い合わせください。 

 

１ アミカス「人材情報」 

内  容 
講座・講演会の講師のほか、広報紙などの原稿の執筆をしていただける方を登録し

ています（登録数：約270名） 

照 会 方 法 
 まなびアイふくおかホームページ 

 アミカスへ電話 

  

 

２ アミカス寸劇隊派遣事業 

内  容 

「アミカス寸劇隊」が校区に出向き、男女共同参画をテーマにした寸劇とワークシ

ョップを行います。参加者の皆様で寸劇の感想を出し合ったり、自分たちで演じた

りすることで、楽しみながら学ぶことができます。 

講 師 謝 礼 金 
18,000円（6,000円×３人） 

※年間10件まで無料で派遣を行います。詳しくはお問い合わせください。 

申 込 方 法 所定の申込書にご記入のうえ、アミカス事業係まで。 

  
 

３ 福岡市男女共同参画推進サポーター派遣事業 

内  容 

地域団体等の要請に応じて、アミカスが研修講師を派遣します。講師はアミ

カスの男女共同参画推進サポーター養成講座を受講し、一定の研修を受けた

方です。 

テ ー マ 例 

■ 基礎から学ぶ「男女共同参画」  ■ 地域づくりは男女共同参画で 

■ 防災と男女共同参画  

■ 地域で男女共同参画をすすめるためのヒント 

■ ワーク・ライフ・バランスをすすめよう など 

講 師 謝 礼 金 １時間の講座の場合：4,600円 ２時間の講座の場合：6,900円 

申 込 方 法 所定の申込書にご記入のうえ、アミカス事業係まで。 

  
 

 

 

 まなびアイふくおか 検索

【問い合わせ先】 

福岡市男女共同参画推進センター・アミカス 事業係  

ＴＥＬ：092-526-3755 ＦＡＸ：092-526-3766 メール：amikas@city.fukuoka.lg.jp 

（電話受付時間）平日 10：00～18：00（日・祝日は17：00まで） 
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４ 出前講座 

内  容 

①一人ひとりが“いきいきと”輝く「男女共同参画（みんなで参画）」 

（男女共同参画課） 

・「男女共同参画社会とは？」（福岡市男女共同参画を推進する条例） 

・「男女共同参画への取り組み」（福岡市男女共同参画基本計画（第３次）） 

②アミカスが応援します！地域の取り組みを（アミカス） 

 ・アミカスの概要 

 ・地域でできる取り組みのご紹介 

講  師  男女共同参画課職員   アミカス職員 

費  用 無料 

講 座 の 時 間 
平日９時～21時の間で、おおむね90分 

（土・日・祝日希望の場合はご相談ください） 

申 込 方 法 所定の申込書にご記入のうえ、下記問い合わせ先へ。 

問い合わせ先 

①福岡市男女共同参画課 

TEL：092-711-4107 FAX：092-733-5785 

メール：danjokyodo.CAB@city.fukuoka.lg.jp 

②福岡市男女共同参画推進センター・アミカス 

TEL：092-526-3755 FAX：092-526-3766 

メール：amikas@city.fukuoka.lg.jp 

  
 
 

５ 共創による地域づくりアドバイザー派遣制度 

内  容 
自治会等の組織運営や地域課題解決のための研修・ワークショップに「地域活動ア

ドバイザー」を派遣します。 

講  師 

地域活動アドバイザー 

防犯・防災や子育て、男女共同参画など地域の課題解決のために20名を超えるア

ドバイザーが登録されています。 

対 象 団 体 福岡市内の自治会・町内会、自治協議会、自治連合会 

費  用 講師謝礼金は、市が負担します。 

問い合わせ先 

詳細は各区の地域支援課にお問い合わせください。 

東 区 TEL：092-645-1036   博多区 TEL：092-419-1047 

中央区 TEL：092-718-1061   南 区 TEL：092-559-5074 

城南区 TEL：092-833-4063   早良区 TEL：092-833-4416 

西 区 TEL：092-895-7036 
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第４章 男女共同参画を広く知ってもらうための取り組み事例 

「男女共同参画」は、難しいというイメージを持たれがちです。そこで、講座・講演会以外にも広く

知ってもらうための取り組みを行うことも大切です。校区夏祭りや文化祭など多くの人が集まる場での

ＰＲや、広報紙の発行などにより、男女共同参画に触れてもらう機会を作っている校区があります。こ

こでは男女共同参画について幅広く知ってもらうための取り組みや男女共同参画協議会（部会）の活動

をアピールするための取り組み事例を紹介します。 

 

◆「男女共同参画」に触れてもらうきっかけづくり 

[実施事例] 

事例・団体名 概  要 

校区文化祭での寸劇披露 

（高宮校区男女共同参画協議会） 

目的：幅広い世代の方に男女共同参画について知ってもらう。 

内容：校区文化祭の出し物として、アミカスの寸劇から３本選ん

で朗読劇として舞台で上演した。会場後方で雑貨の出店な

どが行われていたこともあり、子どもや若い世代の方への

PRにつながった。 

校区文化祭にて 

『げんよう△大賞』決定 

（玄洋校区 

男女共同参画をすすめる会） 

目的：「今月の男女共同参画」を多くの方に読んでもらい、男女共

同参画について身近に感じてもらう。 

内容：玄洋校区等で配布されている情報紙「今宿タイムズ」掲載

中の「今月の男女共同参画」から、文化祭来場者の投票で

決まった人気ベスト３を寸劇として披露した。 

壱岐いき音頭 

（壱岐校区男女共同参画部） 

目的：より広く「男女共同参画」という言葉に触れてもらい、身

近に感じてもらう。 

内容：男女共同参画部でオリジナルの「壱岐いき音頭」を作り、

夏祭りに参加。音頭は小学校の運動会でも活用されている。

校区住民へのアンケート調査 

（三宅校区男女共同参画協議会） 

目的：活動について見直しを行うとともに、校区住民のニーズに

応じた企画を実施していくことでより広く参加を促す。 

内容：男女共同参画協議会でどのような活動を行うべきか、校区

の人にアンケート調査を実施し、回答の中で最も多かった

視察研修を次年度に行った。 

 

[その他事例] 

・「みんなで参画ウィーク」の時期に合わせて街頭で啓発用のティッシュを配布し、取り組みを周知する。 

・男女共同参画協議会（部会）でジャンバーやポロシャツを作成し、校区夏祭り等で着用することによ

り、「男女共同参画協議会（部会）」の存在をアピールする。 

 

◆広報紙の発行 

 広く男女共同参画協議会（部会）の活動を周知するため、独自に広報紙を作

成している校区もあります。これまでに行った講座や視察研修等の実施報告、

男女共同参画に関するコラムなど、様々な内容が掲載されています。 

校区で発行されている広報紙のうち、イメージ例として２校区分を次ページ

に掲載しています。 
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[広報紙イメージ例] 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

①警固校区男女共同参画委員会（年１回発行）

元気by警固 警固校区男女共同参画委員会だより【2015年４月】 

②春吉校区男女共同参画協議会（年１回発行）

春吉校区男女共同参画協議会広報紙【2015年３月】 
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第５章 活動に参加してもらうきっかけづくりの事例 

 
１．校区他団体との連携 

校区他団体と連携した活動には、様々なメリットがあります。たとえば、共同で講座やイベントを実

施することにより、日頃男女共同参画の講座に参加する機会がなかった人の参加が期待できます。ま

た、他団体の活動を通して校区活動全体に男女共同参画の意識を広げることも期待できます。 

具体的には、校区他団体と共催で講座・イベントを行ったり、他団体が実施する事業に企画段階か

ら参画するといった取り組みが行われています。協力して事業を行うことで、双方の負担軽減にもな

るため、積極的に他団体にアプローチしていくことが大切です。 

◆他団体と共同事業 

[実施事例] 

事例・団体名 概  要 

３団体の合同総会での 

男女共同参画研修 

（箱崎男女共同参画推進会） 

目的：共同で事業を行っていくにあたり、他団体のメンバーに

も男女共同参画意識を持ってもらう。 

内容：社会福祉協議会、人権尊重協議会との合同総会で男女共

同参画に関する朗読劇を実施した。参加対象者が近いと

いうこともあり、日頃から講座やイベントを実施する際

には３団体で相互協力をしている。 

防災訓練への 

企画段階からの参画 

（舞松原校区 

男女共同参画推進部会） 

目的：男女共同参画の視点に立った防災について考え、方針

決定の場に女性が参画することの大切さを理解しても

らう。 

内容：校区自治協議会が行う防災訓練の企画・立案から実施ま

で男女共同参画推進部会が参画し、災害時の避難所運営

等について女性の立場から意見を述べた。 

[その他の事例] 

・公民館や校区人権尊重協議会等と共催で実施する講座 

・子育て世代向けの連続講座に男女共同参画の講座を加える 

→24ページ：コラム「家庭教育学級との共同事業」 

◆他団体との連携を進めやすくするための取り組み 

[実施事例] 

事例・団体名 概  要 

各種団体の交流会で 

男女共同参画の講座を実施 

（周船寺校区 

男女共同参画をすすめる会） 

目的：男女共同参画の視点に立った地域づくりの必要性をアピ

ールし、それぞれの活動について考えてもらう。 

内容：校区諸団体のリーダーが集まる場で男女共同参画の講

座と意見交換を行った。意見交換ではお互いに協力で

きることや、それぞれの団体が抱える課題などについ

て話した。 

[その他の事例] 

・自治協議会に役員として参画し、活動全体に男女共同参画の視点を取り入れる。 

・社会福祉協議会主催で実施している高齢者ふれあいサロンや子育てサロンにボランティアとし

て参加し、必要な時にお互いの事業で協力しやすい関係を築く。 
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２．幅広く参加しやすい研修 

視察研修や男女共同参画について落語や歌を通して学ぶ研修は、多くの人に興味を持ってもらいやす

いというメリットがあります。こういった研修をきっかけに活動を知ってもらい、それ以降に実施する

講座等への参加を促すことが活動のすそ野を広げていく鍵です。 

ただし、「楽しい」だけで終わる場合もあるため、男女共同参画の啓発となるような工夫が必要です。 

◆視察研修 

[視察研修を実施する際のポイント] 

①視察先選びの工夫 

「女性が活躍している職場を訪ねて」「社会を変えた女性の足跡をたどる」など、男女共同参画の意

義を学ぶことができる視察先を選ぶ。 

②移動中のバス内で啓発する工夫 

男女共同参画に関するＤＶＤの鑑賞や、男女共同参画に関するクイズを行い、楽しみながら男女共同

参画を学ぶ。 

[実施事例] 

団体名 視察先・内容 

弥永西校区男女共同参画協議会 

視察先：航空自衛隊基地（福岡空港） 

内 容：航空自衛隊の基地を見学し、女性隊員の方に職場環境

などについてのお話を伺った。 

野芥校区 

男女共同参画推進協議会 

視察先：大川市「若波酒造」 

内 容：全国でも珍しい女性杜氏・今村友香さんに、男社会と

言われる酒造りに女性が取り組むことへの心構えや、

苦労話などを伺った。 

[その他視察先] 

・「田川石炭資料博物館」：炭鉱で働いていた女性たちの姿を学ぶ 

・「リデル・ライト両女子記念館」（熊本県熊本市）：宣教師として来日し、ハンセン病患者の支援に

生涯を捧げた女性たちの足跡をたどる 

・「苅田町」：女性町長・吉廣啓子さんに話を聞く 

◆楽しく学ぶ男女共同参画講座 

落語や歌を通して楽しく学べる講座は興味を引きやすく、男女共同参画について知り、活動に参加

してもらう第一歩として有効です。 

→18ページ：事例「楽しく学ぶ男女共同参画」 

さらに、参加のきっかけづくりとして、ワインの夕べやコンサートなどを開催している校区もあり

ます。また、男性向け料理教室は男性の参加を促すのに有効です。「楽しい」だけで終わらないよう

男女共同参画について知ってもらい、実践してもらうための工夫をしましょう。 

たとえば 

・イベント開始前に男女共同参画に関するクイズを行う。 

・ワインの夕べなどのイベントで、男性に手づくりのおつまみを一品ずつ持参してもらう。 

→18ページ：コラム「楽しいイベントで男女共同参画の啓発をする工夫」 
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第６章 委員研修の事例 

校区に男女共同参画意識を浸透させるためには、男女共同参画協議会（部会）の委員自身が男女共同

参画について学び、理解を深めることが必要です。たとえば、定例会等でＤＶＤ視聴後で意見交換をし

たり、アミカスや区が主催した研修の参加報告などの形で学ぶ機会を作っている校区もあります。 

また、活動を進めていくにあたって、定期的に活動内容を振り返ることも大切です。目的意識を共有

し、委員それぞれが主体的に活動できるようになることは、一部の人に負担が集中しないことにもつな

がります。 

 

◆新任委員向けの研修 

委員が交代したときは、活動の第一歩として新任委員向けの研修をしましょう。外部講師を招いて、男

女共同参画の定義や日本の現状・課題などを基礎から学んだり、男女共同参画に関するＤＶＤやパンフレ

ットを使った意見交換などが実施されています。 

 

◆男女共同参画や地域活動について理解を深めるための研修 

事例・団体名 内  容 

新聞記事を活用した勉強会 

（那珂南校区 

男女共同参画代表者会） 

男女共同参画に関する資料・新聞・雑誌の切り抜きを持ち寄って

意見交換をした。委員として、各自が男女共同参画について説明

できるようにした。 

アミカスタイムズを使った 

勉強会 

（長丘男女共同参画協議会） 

アミカスが発行している広報紙「アミカスタイムズ」掲載の男

女共同参画に関するクロスワードパズルを使い、知識を増やし

ている。 

他校区との勉強会 

（姪浜校区 

男女共同参画をすすめる会） 

他校区の会長を招き、男女共同参画委員会の運営について、①仕

事をしている人も参加できるような時間設定、②視察研修で男女

共同参画を知ってもらう工夫、③役員の選出方法などの事例を伺

った。 

 
 

コラム 参画サポーターを委員研修に活 しよう 
 男女共同参画協議会（部会）の委員研修として、各校区で様々な取り組みが行われてい

ます。まずは委員自身が男女共同参画の現状や男女共同参画が必要な理由などを理解する

ことが、校区活動を活性化させる鍵です。 

 参画サポーターの中には実際に校区で男女共同参画推進活動を行っている人もいるた

め、他校区の活動事例や活動をしていくにあたってのポイントなどを紹介することもでき

ます。また、少人数で基礎から男女共同参画を学ぶ研修や意見交換会にも派遣できますの

で、サポーター派遣制度を委員研修に活用してみてはいかがでしょうか？ 

 

テーマの例  

・基礎から学ぶ男女共同参画  

・地域で男女共同参画をすすめるためのヒント 

→その他のテーマ例など、詳しくは35ページ参照。 
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第７章 アミカス図書室所蔵DVD＆ビデオ 

 

１．貸出・予約について 

 

アミカス２階の図書室で、研修用ＤＶＤ・ビデオの貸出を行っています。 

ここに掲載している以外にも、多数のＤＶＤ・ビデオがあります。 

詳しくはアミカスホームページをご覧ください。 

 

◆貸出本数：１回の貸出につき、最大３本まで 

 

◆貸出・返却の方法 

[アミカスで受け取る場合] 

●貸出方法：事前に電話で予約のうえ、図書室カウンターでお受け取りください。 

●貸出期間：最長１週間 

●返却方法：来館のみ（郵送不可） 

[区役所で受け取る場合] ※校区男女共同参画推進組織のみ 

●貸出方法：以下について、お住まいの区の男女共同参画担当者にお知らせください。 

①研修予定日 

②区での受け取り希望日及び返却予定日 

③貸出希望のＤＶＤ・ビデオ名 

④校区名及びＤＶＤ・ビデオ受取者（研修の責任者）名 

●貸出期間：最長12日間（区役所での受け取り希望日～区役所への返却日） 

●返却方法：貸出を受けた区担当者に返却してください。  

 

◆お問い合わせ先 アミカス図書室 092-534-7593 

 

２．ＤＶＤ・ビデオ 

◆男女共同参画社会づくり 

１ 女子差別撤廃条約 その理念の実現を目指して（ＤＶＤ） 

制 作 内閣府男女共同参画局 

時 間 ・ 年 ６分30秒／2011年 

内 容 

女子差別撤廃条約について解説しています。 

1979年、国連は女子差別撤廃条約を採択。それから30年以上がたち、日本でも様々

な取り組みが行われました。しかし、条約の掲げる高い理念にもとづき、真の男女共同

参画社会を実現するためには、より一層の努力が必要です。 

 

 

 

 

 

 アミカス 研修用ＤＶＤ 検索
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２ 日常の人権Ⅰ 気づきから行動へ（ＤＶＤ） 

制 作 東映(株)教育映像部 

時 間 ・ 年 23分／2008年 

内 容 

ドラマ編とドキュメンタリー編で、次の３つの人権課題で構成されています。 

①女性の人権 ②子どもの人権 ③高齢者の人権 

※ワークシート付きです。 

 

３ 大助 花子の男・女どっちが得？（ビデオ） 

制 作 宝塚映像㈱／滋賀県立男女共同参画センターG-NET滋賀 企画 

時 間 ・ 年 26分／2003年 

内 容 

喫茶「花子」にやって来る、「１年間の育児休業を取り、育児に専念する男性」や「ト

ラック運転手として大活躍の女性」「ベテラン看護師として信頼厚い男性」といった多

様な働き方の客たち。彼らとの会話を通して、男だから、女だからと、そんな固定観念

の垣根を取り払い、１人の人間としていきいきと生きることができる社会、それが男女

共同参画社会であることを啓発する大助・花子主演のビデオです。 

 

４ 翔太のあした 子どもの目から見た男女共同参画社会（ビデオ） 

時 間 ・ 年 法務省人権擁護局・財団法人人権教育啓発推進センター／東映㈱ 

制 作 54分／2003年 

内 容 

「男らしさ」「女らしさ」にこだわるよりも、「その人らしさ」を尊重するということ。

しかし、人びとの中の固定観念は、そう簡単に取り払うことはできません。 

この物語は３部構成となっており、学校・職場・家庭と、それぞれの場面での男女の意

識の差を描くことにより、未来を担う子ども達に、自ら男女共同参画社会の実現がどの

ような意義を持つのかを考えてもらい、実現への行動力を育んでもらうことを目的とし

ています。 

◆地域づくり・まちづくり 

５ 安心できる避難所づくり～男女共同参画の視点を避難所運営に～（ＤＶＤ） 

制 作 あおもり被災地の地域コミュニティ再生支援事業実行委員会 

時 間 ・ 年 30分／2013年 

内 容 

東日本大震災では避難所生活の中で亡くなった関連死の方が約2000人強。また、乳幼

児を抱えた家族や女性が避難所生活で、男性とは違った困難さを抱えながら生活してい

ました。女性に優しい避難所は多様な人たちにとっても安心できる避難所につながりま

す。発災から３～４日後の避難所づくり・運営のポイントを男女共同参画の視点からま

とめています。 
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６ 明日への道しるべ まちづくりにかける元気な女性たち（ＤＶＤ） 

制 作 内閣府男女共同参画局 

時 間 ・ 年 30分×２話／2008年 

内 容 

「元気なまちづくり」を目指し、各地で活躍している２組の女性たちのグループを紹介

しています。 

①再発見！私たちのオリジナル観光マップ 青森県八戸市「はちのへ女性まちづくり塾

生の会」 

②伝えたい！民話で語る村の心 福島県安達郡大玉村「森の民話教室」 

 

７ 夢へのパスポート まちづくりにかける元気な女性たち（ＤＶＤ） 

制 作 内閣府男女共同参画局 

時 間 ・ 年 29分×３話／2007年 

内 容 

「元気なまちづくり」を目指し、各地で活躍している３組の女性たちのグループを紹介

しています。 

①子育てNo.1 の街を作りたい！ 新潟県上越市「ＮＰＯ 法人マミーズ・ネット」 

②地元の伝統食を現代に発信したい！ 岐阜県郡上市「ビスターリマーム」 

③団塊世代が“元気”を生み出す街にしたい！ 東京都大田区「ＮＰＯ 法人男女共同

参画おおた」 

 

８ 体験！発信！チャレンジ・ストーリー まちづくりにかける元気な女性たち（ＤＶＤ）

制 作 内閣府男女共同参画局 

時 間 ・ 年 29分×３話／2006年 

内 容 

「元気なまちづくり」を目指し、各地で活躍している３組の女性たちのグループを紹介

しています。 

①コミュニティ・ショップの夢にチャレンジ！ 滋賀県栗東市「ＮＰＯ法人びぃめ～る

企画室」 

②歴史ある町並みを蘇らせる女性たち！ 熊本県宇城市「風の会」 

③“人”と“気持ち”をつなげたい！ 京都府舞鶴市「ＮＰＯ法人舞鶴市女性センター

ネットワークの会」 

◆男性にとっての男女共同参画 

９ パパ力向上ＤＶＤ Let's Enjoy 仕事も 子育ても！（ＤＶＤ） 

制 作 奈良県子育て支援課 

時 間 ・ 年 37分／2010年 

内 容 

このＤＶＤでは、「子育てに関わりたいが、どう関わったらいいかわからない」という

お父さんたちの声に応えるため、父親が子育てに積極的に関わることの必要性や効果、

具体的な関わり方などをドラマ形式でわかりやすく紹介しています。 
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10 もっと素敵にハーモニー（ビデオ） 

制 作 毎日映画社／滋賀県立女性共同参画センターG-NET滋賀 企画 

時 間 ・ 年 30分／2004年 

内 容 

大和田伸也主演のドラマ仕立ての啓発ビデオです。 

【あらすじ】 

仕事一筋で家庭をかえりみず、家や地域のことは妻にまかせっきりの博は、子どもとも

会話がなく家庭での不満がつのる。会社でも「女性はコピーやお茶くみ」といった博の

思い込みや行動に不協和音が生じ始める。そんな時、博の父が怪我をし、しぶしぶ介護

休暇を取り世話をする博だが、休暇中に出合った人たちの、仕事と生活を調和させてい

るいきいきとした暮らしぶりに触れ、博の意識と行動に変化が見え始める。 

◆働く場での男女共同参画 

11 新・人権入門（ＤＶＤ） 

制 作 東映(株)教育映像部 

時 間 ・ 年 25分／2014年 

内 容 

職場における人権問題が16のショートドラマになっています。ドラマごとにどんな人

権問題があったのか、場面を振り返りながらドラマの出演者と一緒に考えます。 

【キーワード】 

表現と人権、女性活躍推進、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、ソ

ーシャル・ハラスメント、自他尊重コミュニケーション、外国人と働く、障がい者との

共生、ＬＧＢＴ、多様性尊重、同和問題（部落差別） 

 

12 ワーク・ライフ・バランス 働きがいのある職場と生き生きした暮らし（ＤＶＤ） 

制 作 内閣府男女共同参画局 

時 間 ・ 年 27分／2007年 

内 容 

ワーク・ライフ・バランス。それは、多様化する生活スタイルや働き方に対する新たな

取り組みです。充実した暮らしとは何か？働く事へのモチベーションを高めていくため

には？ワーク・ライフ・バランスを推進している７つの組織や個人の取り組みを紹介し

ています。 

◆各種ハラスメント 

13 マタニティハラスメントから考える職場の人権（ＤＶＤ） 

制 作 (株)自己啓発協会映像事業部 

時 間 ・ 年 約30分／2015年 

内 容 

職場で起こるマタニティ・ハラスメントの様々な場面を取り上げ、働きやすい職場環境

を考えるためのＤＶＤ。マタニティ・ハラスメントを取り巻く現状、予防に必要となる

適切なコミュニケーション、解決への具体的な対応を示しています。パタニティ・ハラ

スメント（育児参加しようとする男性へのハラスメント）についても取り上げています。
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14 女性の人権シリーズ 夫の虐待を許さない！夫婦のモラル・ハラスメント（ＤＶＤ） 

制 作 フォア・ザ・ワン・プロジェクト 

時 間 ・ 年 19分／2010年 

内 容 

事例ドラマを通して、夫婦のモラル・ハラスメントについて考えます。 

【あらすじ】 

見下した態度と言動で、妻の人権を傷付けながら、全く自覚のない夫。 

夫に従うのが自分の役割だと思いこみ、実際の暴力がないため、虐待だと気づけない妻

だったが・・・。 

 

15 女性の人権シリーズ 暴力は愛じゃない！ 男女交際のハラスメント（ＤＶＤ） 

制 作 フォア・ザ・ワン・プロジェクト 

時 間 ・ 年 21分／2010年 

内 容 

デートＤＶに陥ってしまう男女交際の要因と解決策を事例ドラマと専門家の解説で紹

介しています。 

【あらすじ】 

由香は、恋人から携帯やメールにすぐ返信しないと暴力をふるわれ、行動を監視される

ようになっていた。だが、両親に自分を受け止めてもらったことがなく、愛に飢えてい

た由香は、恋人の愛を信じ、暴力に走ってしまう苦しみを受け入れようとしていた。由

香はバイト先の先輩のアドバイスでカウンセリングを受け、やがて、自分の弱さに目覚

めていく・・・。 

◆ＤＶ 

16 日常に潜むＤＶ（暴力）（ＤＶＤ） 

制 作 (株)映学社 

時 間 ・ 年 約19分／2015年 

内 容 

加害者はなぜ暴力をふるってしまうのか、被害者はなぜその状況から逃げ出せないの

か、「配偶者暴力防止法」で定められている「通報」「相談」「一時保護」「自立支援」「保

護命令」の内容について解説しています。ＤＶやデートＤＶを発見、または被害にあっ

たときの相談窓口や専門機関を紹介しています。 

 

17 配偶者からの暴力の根絶をめざして 配偶者暴力防止法のしくみ（ＤＶＤ） 

制 作 内閣府男女共同参画局 

時 間 ・ 年 35分／2008年 

内 容 

このＤＶＤでは、配偶者からの暴力の根絶をめざして、「配偶者暴力防止法」のしくみ

等について解説しています。 

配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。「配偶者暴力防止

法」は2001年に制定され、2007年７月に保護命令の拡充や市町村の組織の強化を柱

とした改正法が成立し2008年１月に施行されました。 
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第８章 キーワード集 

 

（五十音順） 

育児・介護休業法 正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働
者の福祉に関する法律」（1991年「育児休業法」交付、1995
年「育児・介護休業法」に改正）。育児や家族介護を行う労働者
の仕事と家庭の両立支援のために定められた法律。労働者が育児
休業、介護休業や子の看護休暇等の申出をしたこと、あるいは取
得したことを理由とする解雇、その他不利益な取り扱いも禁止さ
れている。 

イクボス 職場でともに働く部下・スタッフのワーク・ライフ・バランス（仕
事と生活の調和）を考え、その人のキャリアと人生を応援しなが
ら、結果を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができる
上司（経営者・管理職）のこと（対象は男性に限らず、女性も）。

イクメン 育児を積極的に行う男性のこと。 

Ｍ
エム

字カーブ 日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、30歳
代を谷とし、20歳代後半と40歳代後半が山になって、アルファ
ベットのＭのような形になることをいう。結婚や出産を機に仕事
を辞める女性が多く、子育てが一段落すると再び働き始めるとい
う特徴を表している。 

あ行 

エンパワーメント 力をつけること。また、自ら主体的に行動することによって状況
を変えていこうとする考え方のこと。 

間接差別 外見上は、中立的な規定・基準・慣行等であるにも関わらず、実
態として女性または男性の一方に相当程度の不利益を与えるも
ので、しかもその基準等が職務と関連性がないなど、合理性・正
当性が認められないもの。 

キャリア・デザイン 「キャリア」とは職業・経歴のことであり、「デザイン」は、設
計・構想のことで、仕事への思いや、その仕事を通じて実現でき
る生活などを含んだ、人生設計を指している。 

クオータ制 

（割当制） 
ポジティブ・アクション（積極的改善措置）の手法の一つであり、
人種や性別などを基準に一定の人数や比率を割り当てる制度。 

限定正社員 職種や勤務地、労働時間等を限定した上で期間の定めのない雇用
契約を結ぶ働き方。 

固定的性別役割分

担意識 
男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが
適当であるにも関わらず、「男は仕事・女は家庭」「男性は主要な
業務・女性は補助的業務」のように、男性・女性という性別を理
由として、役割を固定的に分ける考え方のこと。 

か行 

婚外子相続差別 結婚していない男女間に生まれた婚外子の相続分を、法律婚の子
（嫡出子）の半分とする民法の規定。2013年10月、最高裁が
この規定について、「法の下の平等に反する」と違憲判断を下し
たことを受け、同年12月の法改正で削除された。 
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３歳児神話 子どもが３歳になるまでは、母親は育児に専念すべきであるという

考え。戦後の高度経済成長を通じ固定的性別役割分担意識が確立し

ていく過程で、子育てにおける「母性」の果たす役割が過度に強調、

絶対視され、「母親は子育てに専念するもの、すべきもの」という

社会的規範が広く浸透していったもの。しかし、『1998年版厚生

白書』では合理的な根拠は認められないと否定されている。 

社会的性別 

(ジェンダー） 

「社会的・文化的に形成された性別」のこと。生まれついての生物

学的性別（セックス／sex）ではなく、社会によって作り上げられ

た「男性像」、「女性像」。 

少子高齢化 少子化と高齢化が同時に進行し、人口のバランスが崩れてきている

状態。高齢者が増えると、医療や年金、介護などに税金が多く使わ

れるが、高齢者を支える若い人の数は減っていくため、社会的な問

題となっている。 

女子差別撤廃条約 正式名称は「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条

約」。1979年に国連総会で日本を含む130か国の賛成によって採

択された。日本は1985年に批准。女子に対する差別を定義し、政

治的・公的活動、教育、雇用、保健、家族関係などあらゆる分野で

の男女の平等を規定している。 

女性活躍推進法 正式名称は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」。

2015年公布。女性の活躍推進について基本原則を定め、国、地方

公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、その基本方針

及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進

するための支援措置等について定めている法律。 

女性の大活躍推進

福岡県会議 

福岡県内20の経済団体等からなる支援団体を中心に、県知事や政

令指定都市の北九州市、福岡市の市長も顧問となり、産学官民一体

となって女性の活躍推進と地域経済の活性化に向けた取り組みを

進めている組織（2013年５月に発足）。 

ストーカー規制法 正式には「ストーカー行為等の規制等に関する法律」。2000年公

布。被害者の申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返している相

手方に警察署長等から警告することができ、警告に従わないで相手

方がつきまとい等をした場合は、禁止命令を行うことができる。 

性的マイノリティ 「同性愛者」「両性愛者」や、からだの性とこころの性が一致しな

い「性同一性障がい者」など、性的指向（どの性を性愛の対象とす

るか）や性自認（自分の性をどう認識するか）において多数派とは

異なる面を持つ人々を総称した言葉。 

世界経済フォーラ

ム男女平等度ラン

キング 

世界経済フォーラム（ＷＥＦ）が、①経済への参加と機会、②教育

の達成、③政治的エンパワーメント、④健康と生存の４分野での男

女格差を指数化したもの。ジェンダー・ギャップ・インデックス（Ｇ

ＧＩ）。日本は、145か国中101位（2015年）と下位ランクにあ

る。 

セクシュアル・ 

ハラスメント 

継続的な人間関係において、優位な力関係を背景に、相手の意思に

反して行われる性的な言動。雇用関係にある者の間のみならず、施

設における職員とその利用者との間や団体における構成委員間な

ど、様々な生活の場で起こりうる。 

さ行 

選択的夫婦別姓 夫婦は同じ氏を名乗るという現在の制度に加えて、希望する夫婦が

結婚後にそれぞれの結婚前の氏を名乗ることも認めるというもの。
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ダ イ バ ー シ テ ィ

（多様性） 

「多様性」のこと。性別や国籍、年齢などに関わりなく、多様

な個性が力を発揮し、共存できる社会のことをダイバーシティ

社会という。 

男女共同参画社会

基本法  

1999年公布。男女共同参画社会の実現を「21世紀の我が国社会

を決定する最重要課題」と位置づけ、国の政策に関する基本方針を

明らかにするとともに、基本理念や、国・地方公共団体・国民の責

務、施策の基本となる事項などを定めた法律。 

男女雇用機会均等

法 

正式名称は、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確

保等に関する法律」。1985年公布。労働者が性別により差別され

ることなく能力を十分に発揮し、働く女性が母性を尊重されつつ充

実した職業生活を営むことができるようにすることを基本理念と

した法律。性別を理由とする差別の禁止、間接差別の禁止、妊娠・

出産などを理由とする不利益取り扱いの禁止、セクシュアル・ハラ

スメント対策等が講じられている。 

ＤＶ防止法 正式名称は「配偶者からの暴力及び被害者の保護等に関する法律」。

2001年公布。配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支

援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を

図ることを目的とする法律。 

た行 

ドメスティック・

バイオレンス 

（ＤＶ） 

配偶者や恋人など親密な関係にある人からの暴力のこと。殴る、蹴

るといった身体的暴力だけでなく、心無い言動によって相手の心を

傷つける精神的暴力、嫌がっているのに性的行為を強要するといっ

た性的暴力、生活費を渡さない経済的暴力なども含まれる。 

婚姻関係にない交際相手からの暴力は「デートＤＶ」と言われる。

な行 2 0 2 0 3 0
ニーマルニーマルサンマル

 男女共同参画推進本部が2003年６月20日に「2020年までに、

社会のあらゆる分野において指導的立場に立つ女性の比率を30％

程度になるように期待する」と決定した働きかけや取り組みのこ

と。 

パパ・クオータ制 男性に育児休業取得を誘導する制度。ノルウェーでは、育児休業は

最長で３年間取得できるが、このうち子どもが１歳になるまでの間

に、父親に４週間の期間が割り当てられている。 

福岡市男女共同参

画基本計画（第３

次） 

福岡市において男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計

画的に実施するため、基本目標とそれらの実現に向けて取り組むべ

き施策の方向を定めている。計画期間は2016年度～2020年度。

福岡市男女共同参

画を推進する条例 

2004年公布。市民一人ひとりが個人として尊重され、多様な生き

方を選択できる男女共同参画社会の実現に向けて、福岡市における

男女共同参画を推進するための基本的な事柄を定めた条例。 

男女共同参画の推進に関する基本理念や市の責務、市・事業者・自

治組織・教育に携わる者の役割、施策の基本となる事項などを定め

ている。 

ポジティブ・アク

ション（積極的改

善措置） 

様々な分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を改善す

るため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、活動

に参画する機会を積極的に提供すること。 

は行 

保活（ほかつ） 子どもを保育所に入れるために保護者が行う活動のこと。たとえ

ば、職場復帰時期の調整や長時間労働への変更、待機児童の少ない

地域への引っ越しなど。 
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マタニティ・ハラ

スメント 

妊娠・出産・育児休業などを理由とする解雇・雇い止め・降格など

の不利益な取り扱いのこと。 

ま行 

みんなで参画ウィ

ーク 
福岡市独自の男女共同参画週間。毎年11月３

さん

～
か

９
く

日。 

期間に合わせて、地域と市が一体となり、広報や啓発など様々な取

り組みを行っている。 

わ行 ワーク・ライフ・

バランス（仕事と

生活の調和） 

一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を

果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高

年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現でき

ること。 

参考文献：内閣府男女共同参画局「用語集」 

第４次男女共同参画基本計画「用語解説」 

     福岡市「働くあなたのガイドブック」 

 

 

福岡市の男女共同参画協議会（部会）向け活動支援メニュー 

【活動支援】 

○男女共同参画活動コーディネーター派遣事業 

希望する校区に、年間事業計画の立て方や活動方法等についてのアドバイスを行うコーディ

ネーターを無料で派遣します。[2016年秋頃募集開始予定] 

【情報提供】 

○男女共同参画つうしん 

男女共同参画に関する情報や、研修事例など様々な取り組みを紹介する広報紙を発行しま

す。[年に６回程度発行] 

【研修等実施の支援】 

○講師の派遣（35ページ参照） 

・福岡市男女共同参画推進サポーター派遣事業 

地域団体等が希望するテーマに合わせて、アミカスが研修講師を派遣します。 

・アミカス寸劇隊派遣事業 

「寸劇隊」が男女共同参画をテーマにした寸劇とワークショップを行います。 

○校区男女共同参画推進組織と校区諸団体との連携支援事業 

校区諸団体と共同で実施する研修に対して、無料で福岡市男女共同参画推進サポーターを

派遣します。[2016年６月頃募集予定] 

○出前講座（36ページ参照） 

・一人ひとりが“いきいきと”輝く「男女共同参画（みんなで参画）」（男女共同参画課） 

・アミカスが応援します！地域の取り組みを（アミカス） 

○人材情報の提供（35ページ参照） 



 

【講演会等の催し】 

○男女共同参画基礎講座 

地域における男女共同参画推進に取り組んでいる方々を対象とした学習会です。新作の寸劇上演と男女

共同参画に関する基礎的な講演を行います。[毎年６月下旬に開催] 

○男女協サミット 

七区男女共同参画協議会と連携し、各校区男女共同参画協議会（部会）の代表等が一堂に会し、意見交

換を行うサミットを開催します。 

 

その他、活動についてお悩みがある方は、各区男女共同参画担当課、アミカス、福岡市男女共同参画課

までご連絡ください。 

 

「福岡市の男女共同参画」ＨＰやアミカスＨＰでも情報提供を行っています。 
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※福岡市ＨＰから「福岡市男女共同参画ＨＰ」に

アクセスしてください 
 福岡市の男女共同参画 検索 

 

 アミカス 検索 

 

※「地域との連携」のページをご覧ください。 


