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　一般的には性別と言えば男性と女性に分類され

ていますが、それだけではありません。身体の性が

心の性と一致しない人や、恋愛の対象が同性であ

る人など、さまざまな性のパターンが存在し、そう

いった多様な性を持つ人のことをセクシュアル・マ

イノリティと総称します。どんな性であれ、一人ひと

りが大切な存在であることに変わりはありません。

自分の性を通して、自分らしさとは何かを考え、誰

もが社会の中で当たり前に暮らすことができる社

会を実現することが大切です。 発行／泉南市人権推進課
〒590-0521　泉南市樽井9-16-2（人権ふれあいセンター内）　電話／072-480-2855
ホームページ　http://www.city.sennan.osaka.jp/　　Eメール　jinken@city.sennan.lg.jp

平成25年11月

生まれながらの生物学的な身体
の性。外性器、内性器など外形
的な特徴によって判断する。

生物学的な性別に関わらず、後
天的に身につけていくもの。「男
らしさ」「女らしさ」など。

自分の性別をどのように認識す
るかの性。自分の身体の性に違
和感を持つ人などがいる。

愛情・恋愛感情、性的欲望の対
象が異性、同性または両性のど
れにあたるかということ。

トランスジェンダー（TG）
身体の性別とは異なる性別を生きる人
たちの総称

身体の性

社会的な性

心の性

性的対象

インターセックス（IS）
医学上の身体の働きや特徴が、男女に
はっきりと分けられない人

レズビアン
女性を恋愛や性愛の対象とする女性

ゲイ
男性を恋愛や性愛の対象とする男性

バイセクシュアル
異性も同性も恋愛や性愛の対象とする人 性同一性障害（GID）

生まれの性と自分が自覚している性が
一致しない状態

泉南市男女平等参画宣言都市記念事業を実施

　内閣府が実施する「男女共同参画宣言都市」奨励事業として、平成25年2月23日に「男女平等参画宣言都市記念式典」が

開催されました。これは地方公共団体を挙げて男女共同参画社会づくりに取り組む宣言都市となるもので、式典では宣言文

の朗読が行われ、市と市民が協働して男女平等参画を進めていく決意が表明されました。

女性の声を市政に！ 「せんなん女性議会」を開催（平成25年11月3日）

　都市宣言記念事業の一環として市民女性が議員となり、市政の各分野別に熱弁を繰り広げました。これは、市政に女性の視点や

感性を反映させる目的で実施したもので、男女平等参画社会づくりへの新たな一歩を踏みだしました。

たとえば、こんなことありませんか？

○配偶者（夫・妻など）からの暴力

○配偶者から行動を制限される

○人間性を否定される

○暴力をやめたいのにやめられない

ＤＶ相談
ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）の相談をお受けします。
相談者の秘密は守られます。来所相談もお受けします。

女性相談（面接）
静かな個室でカウンセラーがじっくりとお話を聴きます。相談時間は1人1時間程度です。

◎大阪府岸和田子ども家庭センター
　 月曜日～金曜日／午前9時～午後5時45分

　 TEL 072-441-7794

女性のための相談

◎せんなん男女平等参画ルーム相談室
　 第1金曜日／午後1時～4時、第2水曜日／午後6時～9時、第4金曜日／午前10時～午後1時

　 ※電話予約が必要です。都合の良い日を申し込んでください。

 　お問い合わせと予約　TEL 072-480-2855

女性のための電話相談
専門の相談員が電話で相談をお受けします。

◎せんなん男女平等参画ルーム相談室
　 毎週木曜日（祝日と第5木曜日をのぞく）、午前10時～12時、午後1時～3時

　 TEL 072-482-0590



まちを良くしたいという思いが
男女も年齢も関係ない
居心地の良さにつながっている
SENNANまちづくり市民会議の皆さん

自分の内面に向き合ったとき
自分らしく生きることが
できるのだと思います
美術家・現代アーティスト
こうぶん こうぞうさん
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13 歳のハローワーク
さまざまな職種のことが写真やイラストで
紹介されています。
http://www.13hw.com/home/

職業図鑑
職種内容の他、進路選択例がシンプルに
記載されています。
http://www.aaaaaa.co.jp/job/

幸福度って？

なりたい職業支援サイト

団体紹介

SENNANまちづくり市民会議

　幸福度とは、人それぞれの「幸福」を表すも

ので、幸福度を具体的にみえるように各種指

標で表したものを幸福度指標と言います。日本

は、世界39カ国の中で21位＊と、やや低めです

が、特に「仕事と生活の調和の分野」に特化し

てみると、34位と評価が低くなっています。

順位

＊ 経済協力開発機構（OECD）2013年版
　「より良い暮らし指標（Better Life Index）」

　近年、性別にとらわれない職業選択をする例がでています。理系や土木系

に進む女性はリケジョやドボジョと呼ばれたり、男性の保育士も増えたりして

います。これまで、女の仕事、男の仕事と言われてきたような仕事であっても、

性別ではなくその人の個性や能力によって選択することが大切です。

　この会は、市職員の呼びかけにより、1997年に設立

しました。現在は男性8名、女性4名の計12名で活動し

ています。皆さんホームページや、市民会議主催のイベ

ントを通して興味を持った人が集まりました。最近2名

の女性が高齢のため退会しましたが、設立当初から男

女比はほぼ均衡を保っています。今は男性代表です

が、前代表は女性でしたし、環境部会長は女性が担っ

ています。男女で役割を決めたことはなく、個人的な得

手不得手はありますが、平等に仕事を割り振っていま

す。地域で、○○のお母さんとか○○の旦那さんという

ような呼ばれ方をしていても、ここでは個人として名前

を呼んでもらえると喜ぶ会員もいるんです。

　私たちが大切にしているのは、活動は楽しくあるべし

です。少し背伸びをしても無理はしない、そうでないと

長続きしません。泉南市を誇らしくしたいという共通の

思いを持つ人たちが集まって、男女も年齢も問わず、さ

まざまな話や意見交換ができ、居心地が良いのが続く

理由かもしれません。また、“子どもには夢を”“若者に

は誇りを”“高齢者には生きがいを”というコンセプトが

あり、全ての活動がこのバックボーンに沿っているかと

常に自問しています。まちづくりは行政が行う部分もあ

りますが、市民が自分たちでできる範囲もあります。今

や多くの自治体が推奨している協働ですが、その先駆

者であったという自負はありますね。少なくとも行政

が、市民とともにまちづくりをする必要性に気づいてく

れたと思います。

　この会の“らしさ”は市内団体を結ぶところです。潤

滑油や接着剤のような役割に徹した結果、泉南市が良

くなっていくのがとても嬉しいです。社会と関わる楽し

みや、知らない人同士が協力していく達成感を感じま

す。泉南市は外から見ればすばらしい場所なのに、誇り

を持っている人が少ない。我々にとって泉南市は、自分

の終の住処であり、子どもたちにとっての故郷です。こ

れからも私たちらしく「住んでよかった泉南市」の実現

に寄与していきたいと思います。
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主夫
保育士

社長
パイロット

男らしさ、女らしさにとらわれないで ！

子どもが性別にとらわれない職業選択をするためには、保護者
の支えも必要です。

「生涯学習部会」「文化歴史部会」「環境部会」の3部会をテーマに活動する団
体。「住んでよかった泉南市」の実現を目標とし、住民によるまちづくりに力を
注ぐ。一人一役による学習と実践の成果共有のために、さまざまなイベントの
主催や企画運営に取り組む。

マーブルビーチの清掃

プロフィール

　私は、現代社会を表現したいという気持ちから、子ど

もをモチーフに制作しています。子どもたちは、その時

代を顕著に映しだしている存在だと思うからです。作

品は、私が生みだす子どもであり、私自身かもしれませ

ん。常にその時代のあらゆる物事を自分の心がどう感

じたかということと真摯に向き合い、突き詰めて制作す

ることを大切にしています。

　実は20代半ば頃、急に作品が描けなくなったことが

ありました。自分自身の心や思いに目を背け、描くこと

だけを心の拠り所にしていた私に疑問を感じ、本当の

自分とは何者なのか、ということから目を背けられなく

なっていた時期かもしれません。モノを表現する者とし

て、きちんと自分の内面に向き合わなければ、作品が中

身のない表面的なものになっていく気がしていました。

結果、自分は同性愛だと思いましたが、いろいろな出会

いの中、自分の中にある女性の部分に気づき、28歳頃

から、少しずつ今の女性の姿になっていきました。性同

一性障害はもって生まれるものではなく、余儀なくされ

た感覚です。ただ、それが事実なら受け入れて生きてい

くしかありません。まず、当事者が自分自身を否定する

のではなく、個性だということに気づき、ありのままの

自分を愛し寄り添うことが大切だと思います。

　過去の自分とも、今の自分とも目を背けず向き合い、

理解することが自分らしく生きることだと思います。私

は絵の活動や講演等の仕事をしていますが、自分を表

現するということに変わりはありません。今後も活動を

通して、世の中に同じ人なんていない、誰もがひとりの

人間だということを訴え、アートに関心がない人たちに

も個展に足を運んでもらえるよう、私らしくマイペース

に心を込めて活動していきます。まもなくデビュー20周

年を迎えるのですが、ここまで描き続けてこられたの

は、全国のファンの方や、今でもたまに帰る、阪南・泉南

地域の方々の応援のお陰だと思っています。いつかお

世話になった恩返しとして、地元で展覧会をすることが

今の目標です。

阪南市生まれ、泉南高校出身。主に子どもをモチーフに自
分自身や現代社会を表現するアーティスト。ジュエリーの
デザインやプロデュース、セクシュアル・マイノリティ当事
者としての講演やトークイベントなど、多方面で活動して
いる。

幸福度 て？

　近年、性別にとらわれない職業選択をする例がでています。理系や土木系

に進む女性はリケジョやドボジョと呼ばれたり、男性の保育士も増えたりして

います。これまで、女の仕事、男の仕事と言われてきたような仕事であっても、

性別ではなくその人の個性や能力によって選択することが大切です。

主夫
保育

性別にとらわれない！　リケジョ、ドボジョ
にみる選択
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す。泉南市は外から見ればすばらしい場所なのに、誇り

を持っている人が少ない。我々にとって泉南市は、自分

の終の住処であり、子どもたちにとっての故郷です。こ

れからも私たちらしく「住んでよかった泉南市」の実現

に寄与していきたいと思います。
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内、仕事と生活の調和
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4.1（34位）

主夫
保育士

社長
パイロット

男らしさ、女らしさにとらわれないで ！

子どもが性別にとらわれない職業選択をするためには、保護者
の支えも必要です。

「生涯学習部会」「文化歴史部会」「環境部会」の3部会をテーマに活動する団
体。「住んでよかった泉南市」の実現を目標とし、住民によるまちづくりに力を
注ぐ。一人一役による学習と実践の成果共有のために、さまざまなイベントの
主催や企画運営に取り組む。

マーブルビーチの清掃

プロフィール

　私は、現代社会を表現したいという気持ちから、子ど

もをモチーフに制作しています。子どもたちは、その時

代を顕著に映しだしている存在だと思うからです。作

品は、私が生みだす子どもであり、私自身かもしれませ

ん。常にその時代のあらゆる物事を自分の心がどう感

じたかということと真摯に向き合い、突き詰めて制作す

ることを大切にしています。

　実は20代半ば頃、急に作品が描けなくなったことが

ありました。自分自身の心や思いに目を背け、描くこと

だけを心の拠り所にしていた私に疑問を感じ、本当の

自分とは何者なのか、ということから目を背けられなく

なっていた時期かもしれません。モノを表現する者とし

て、きちんと自分の内面に向き合わなければ、作品が中

身のない表面的なものになっていく気がしていました。

結果、自分は同性愛だと思いましたが、いろいろな出会

いの中、自分の中にある女性の部分に気づき、28歳頃

から、少しずつ今の女性の姿になっていきました。性同

一性障害はもって生まれるものではなく、余儀なくされ

た感覚です。ただ、それが事実なら受け入れて生きてい

くしかありません。まず、当事者が自分自身を否定する

のではなく、個性だということに気づき、ありのままの

自分を愛し寄り添うことが大切だと思います。

　過去の自分とも、今の自分とも目を背けず向き合い、

理解することが自分らしく生きることだと思います。私

は絵の活動や講演等の仕事をしていますが、自分を表

現するということに変わりはありません。今後も活動を

通して、世の中に同じ人なんていない、誰もがひとりの

人間だということを訴え、アートに関心がない人たちに

も個展に足を運んでもらえるよう、私らしくマイペース

に心を込めて活動していきます。まもなくデビュー20周

年を迎えるのですが、ここまで描き続けてこられたの

は、全国のファンの方や、今でもたまに帰る、阪南・泉南

地域の方々の応援のお陰だと思っています。いつかお

世話になった恩返しとして、地元で展覧会をすることが

今の目標です。

阪南市生まれ、泉南高校出身。主に子どもをモチーフに自
分自身や現代社会を表現するアーティスト。ジュエリーの
デザインやプロデュース、セクシュアル・マイノリティ当事
者としての講演やトークイベントなど、多方面で活動して
いる。

幸福度 て？

　近年、性別にとらわれない職業選択をする例がでています。理系や土木系

に進む女性はリケジョやドボジョと呼ばれたり、男性の保育士も増えたりして

います。これまで、女の仕事、男の仕事と言われてきたような仕事であっても、

性別ではなくその人の個性や能力によって選択することが大切です。

主夫
保育

性別にとらわれない！　リケジョ、ドボジョ
にみる選択
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他の人と違う、自分らしさを考える

男性も相談ください
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　一般的には性別と言えば男性と女性に分類され

ていますが、それだけではありません。身体の性が

心の性と一致しない人や、恋愛の対象が同性であ

る人など、さまざまな性のパターンが存在し、そう

いった多様な性を持つ人のことをセクシュアル・マ

イノリティと総称します。どんな性であれ、一人ひと

りが大切な存在であることに変わりはありません。

自分の性を通して、自分らしさとは何かを考え、誰

もが社会の中で当たり前に暮らすことができる社

会を実現することが大切です。 発行／泉南市人権推進課
〒590-0521　泉南市樽井9-16-2（人権ふれあいセンター内）　電話／072-480-2855
ホームページ　http://www.city.sennan.osaka.jp/　　Eメール　jinken@city.sennan.lg.jp

平成25年11月

生まれながらの生物学的な身体
の性。外性器、内性器など外形
的な特徴によって判断する。

生物学的な性別に関わらず、後
天的に身につけていくもの。「男
らしさ」「女らしさ」など。

自分の性別をどのように認識す
るかの性。自分の身体の性に違
和感を持つ人などがいる。

愛情・恋愛感情、性的欲望の対
象が異性、同性または両性のど
れにあたるかということ。

トランスジェンダー（TG）
身体の性別とは異なる性別を生きる人
たちの総称

身体の性

社会的な性

心の性

性的対象

インターセックス（IS）
医学上の身体の働きや特徴が、男女に
はっきりと分けられない人

レズビアン
女性を恋愛や性愛の対象とする女性

ゲイ
男性を恋愛や性愛の対象とする男性

バイセクシュアル
異性も同性も恋愛や性愛の対象とする人 性同一性障害（GID）

生まれの性と自分が自覚している性が
一致しない状態

泉南市男女平等参画宣言都市記念事業を実施

　内閣府が実施する「男女共同参画宣言都市」奨励事業として、平成25年2月23日に「男女平等参画宣言都市記念式典」が

開催されました。これは地方公共団体を挙げて男女共同参画社会づくりに取り組む宣言都市となるもので、式典では宣言文

の朗読が行われ、市と市民が協働して男女平等参画を進めていく決意が表明されました。

女性の声を市政に！ 「せんなん女性議会」を開催（平成25年11月3日）

　都市宣言記念事業の一環として市民女性が議員となり、市政の各分野別に熱弁を繰り広げました。これは、市政に女性の視点や

感性を反映させる目的で実施したもので、男女平等参画社会づくりへの新たな一歩を踏みだしました。

たとえば、こんなことありませんか？

○配偶者（夫・妻など）からの暴力

○配偶者から行動を制限される

○人間性を否定される

○暴力をやめたいのにやめられない

ＤＶ相談
ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）の相談をお受けします。
相談者の秘密は守られます。来所相談もお受けします。

女性相談（面接）
静かな個室でカウンセラーがじっくりとお話を聴きます。相談時間は1人1時間程度です。

◎大阪府岸和田子ども家庭センター
　 月曜日～金曜日／午前9時～午後5時45分

　 TEL 072-441-7794

女性のための相談

◎せんなん男女平等参画ルーム相談室
　 第1金曜日／午後1時～4時、第2水曜日／午後6時～9時、第4金曜日／午前10時～午後1時

　 ※電話予約が必要です。都合の良い日を申し込んでください。

 　お問い合わせと予約　TEL 072-480-2855

女性のための電話相談
専門の相談員が電話で相談をお受けします。

◎せんなん男女平等参画ルーム相談室
　 毎週木曜日（祝日と第5木曜日をのぞく）、午前10時～12時、午後1時～3時

　 TEL 072-482-0590


