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会     議     録 

会 議 の 名 称 藤井寺市男女共同参画推進審議会 

開 催 日 時 平成２３年１０月５日（月）１３時３０分から１５時００分まで 

開 催 場 所 藤井寺市役所３階 入札室 

出 席 者 

委員：岩崎佐知子、上田敏行、亀澤幸治、杉田絹子、田渋義弘、

玉置章子、徳永貞幸、西野広子、藤田成孫、宮田清子 

事務局：山野部長、金森課長、井上課長代理、津田チーフ、松宮

西村（書記）

会 議 の 議 題 今後の男女共同参画施策の推進について 

会 議 の 要 旨 
男女共同参画推進の施策推進の問題点や課題について審議する。 

会議録の作成方法 
□ 全文記録 

☑ 要点記録 

記録内容の確認方法 

□ 会議の議長の確認を得ている 

☑ 出席した構成員全員の確認を得ている 

□ その他（                      ） 

その他の必要事項 
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審 議 内 容   （発 言 者、発 言 内 容、審 議 経 過、結 論 等） 

 １．市民生活部長あいさつ 

２．各委員自己紹介・事務局自己紹介 

○審議会 

１．会長・副会長の選出 

   審議会規則第２条第１項に基づき委員の互選により宮田委員を会長に、玉置委員を副会長に選出

   以後会長が議事を進行 

２．会長就任のあいさつ 

３．審議会の進め方について 

会長 それでは、審議会の進め方について、会議の公開について決定してまいります。 

事務局 市では、施策・計画の策定などに係わる重要な会議について、非公開にすべき情報が含まれてい

ない限りは原則公開し、議論の内容を市民に明らかにすることとなっています。 

会長 この審議会で非公開にすべき情報が含まれるとは考えにくいことから、本審議会は公開しても問

題ないと考えますが、いかがですか。 

西野 プライバシーにかかわることも発信することがあると思うので、私は非公開の方が良いと考えま

す。 

会長 個人が特定できる内容でない限り公開が適当だと思います。発言される場合に、一般化して発言

されたら問題はないと考えます。また、行政においては現在、「公開」が原則になっており、公

開しない方が問題になる可能性もあると思います。公開ということで、よろしいでしょうか。 

    〈異議なし〉 

会長 異議がないようなので、本審議会は公開と決定します。公開方法についてモデルケースはありま

すか。 

事務局 会議の公開方法は、会議の傍聴と会議録の公開があります。傍聴については、予めその手続きを

定めておき、市のホームページで傍聴者を募集するという方法、会議録については、発言者を明

記した要点記録で、委員の承認を得たうえで市役所やホームページで公開するという方法が適当

ではないかと考えています。 
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会長 事務局から会議の傍聴の方法、会議録の公開の方法について説明がありましたが、いかがでしょ

うか。委員の承認を得たうえで公開され、個人情報は公開の際に伏せられるので問題はないと考

えますが。 

    〈異議なし〉 

会長 会議録については今回の会議から、傍聴については次回の会議から実施することとします。 

続いて審議会スケジュールについて事務局よりご提案いただきたいと思います。 

事務局 資料２に基づき審議会スケジュールを説明。 

会長 ご提案の内容に異議がないようであれば、このスケジュールに沿って進めてまいります。 

４．議題について 

○第２期男女共同参画のための藤井寺市行動計画について  

会長 続いて、本年度から５年計画でスタートしました第２期男女共同参画のための藤井寺市行動計画

について事務局より説明願います。 

事 務 局 ＜資料３、「第２期 男女共同参画のための藤井寺市行動計画」の冊子に基づき説明＞ 

   「男女共同参画社会」とは、男女が対等な存在として協力し、責任を分かち合い、性別で役割を

決められることなく、自らの意思で社会のあらゆる分野に参画することができる社会です。しかし、

いまだ性別による役割分担の意識にもとづいた偏見や決め付けが残っており、個人の能力などは関

係なく、個々が自身の望む生き方を自由に選択できない状況もあります。そうしたことから、この

計画では、今後の施策推進についての基本的な考え方をまとめております。 

Ⅰの基本理念では、本市が目指す男女共同参画社会を地域、家庭、学校、職場などでどう実現し

ていくのか、そのイメージを掲げておりまして、これを計画の基本理念としております。 

Ⅱの施策推進の視点としては、男女共同参画社会の実現をめざすためには、あらゆる人々の人権

擁護と幅広いネットワークづくり、人材の育成の３点を重要ポイントとしております。 

Ⅲの計画の期間は、平成２３年度から２７年度の５年間としております。 

次に、この計画の内容としましては、基本目標を４つ掲げています。 

基本目標１、「男女共同参画に対する正しい理解の促進」では、意識改革と教育等の充実に必要

な施策を掲げております。 

基本目標２の「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」として、女性の人材養

成や自主活動に対する支援、健康支援に関する施策を掲げております。 
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基本目標３、「働く場での男女共同参画の推進」として、藤井寺市が事業者のモデルとなるよう、

率先して男女共同参画が進んだ職場づくりに取り組んでいこうという項目を掲げております。 

基本目標４の「ＤＶなどのあらゆる暴力の根絶」では、ＤＶなどの暴力に対する対策としての教育・

啓発と、被害者に対する適切な支援体制についての施策の必要性を示しております。 

会長 この件につきまして、何かご意見はありますか。 

会長 藤井寺市議会議員数と女性の議員数を教えて下さい。 

事務局 現在、議員数は１６名、その内女性の議員数は２名です。 

会長 市における女性の管理職比についてプランでの数値目標はいくらですか。 

事務局 その目標は設けておりません。現状では、女性の管理職比は、２２．５％です。 

○今後の施策推進について 

会長 続いて、今後の施策推進について事務局より説明願います。 

事務局 ＜資料４、５に基づき説明＞ 

   第２期男女共同参画のための藤井寺市行動計画の施策を推進していくにあたり、今年度、特に

重点的に取り組む必要がある施策についてお話しします。 

基本目標Ⅰの中から「あらゆる分野における性別役割分担意識の変革」では、性別にとらわれ

ない生き方や、男女共同参画社会の意識啓発を実施し、男女共同参画の視点に立った情報判断力

を高める啓発を進め、多くの人に参加していただくため、より効果的な啓発手法の研究に努めま

す。 

基本目標Ⅱの中から「女性の人材養成と人材把握」では、女性人材リストの整備と活用に重点

を置いて男女共同参画社会の施策を展開していきたいと思っています。活用される女性人材リス

トにする方法、人材の発掘方法は研究中です。また、リーダー養成講座では、修了生がステップ

アップするための支援策について研究します。とりわけ、修了生が活躍できる場をどう設定する

のかということが課題です。 

基本目標Ⅲの中から「藤井寺市の男女共同参画の職場づくり」では、昨年６月、職員で構成す

る「男女共同参画の職場づくり研究会」を立ち上げ、職場で男女共同参画を推進するための課題

について検討をいたしました。全職員対象のアンケートを実施し、基本的方針と具体的な取り組

みをまとめて市長に提言しました。この提言書をもとに、さらに取り組みを推進していくための

研究をしていきます。また、全職員対象の意識啓発に向けた研修に取り組みますが、特に職場を
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管理する立場にあり男女共同参画を推進していく人権行政推進本部員への研修会が重要となりま

す。 

基本目標Ⅳ「ＤＶなどのあらゆる暴力の根絶」では、関係機関とのネットワークの構築として、

庁内にＤＶ被害者支援のネットワーク会議を立ち上げ、関係課が連携することが重要です。ネッ

トワーク会議の設置は、庁内各課と調整しながら進めていきます。 

会長 この件につきまして、お一人ずつご意見を頂戴したいと思います。岩崎委員お願いします。 

岩崎 以前行われていた女性リーダー養成講座の内容と、その講座の卒業生から生まれたグループの現

在の活動内容を教えて下さい。 

事務局 平成１３年当初は「来たら得する！女性講座」と名付け、約半年間で１３回の講座が行われまし

た。女性問題の基礎知識の習得ということで、社会の中での女性や男性といった性別に関連しな

がらの、コミュニケーョン、虐待などについての話を受講されました。出席率が８割以上の卒業

生の方は、「修了生」と認定していました。しかし、年々、参加者数や修了生の数が減少したこ

とから講座の回数を減らして行うという状況でした。修了生の活動に関しては、「グループみら

い」というグループが結成され、現在は自分たちで男女共同参画についての勉強をされたり、市

の男女共同参画の講座の企画などのお手伝いをしていただいています。 

会長 「女性の人材リスト」についてですが、相手が来るのを待つのではなく、藤井寺市にある団体の

中からリストアップするなどし、こちら側から能動的に働きかける必要があると思います。 

事務局 私たちだけでは幅広く活動されている団体を把握できませんので、各関係機関を通じて各団体を

ご紹介いただき、こちら側から様々な団体に働きかけ、多くの方を登録できるようにしていきた

いと思います。 

会長 上田委員お願いします。 

上田 ＤＶ被害者の安全の確保についてですが、個人が他の家庭に入っていくこともできませんので、

市役所や警察などの関係機関も含めたネットワークが必要であると思います。 

会長 そうですね。市役所、警察、子ども家庭センターが連携するなど、ネットワーク作りが大切だと

思います。ＤＶ被害の可能性がある場合、児童委員や民生委員に連絡するということになります

が、その先に他人が入っていくのはなかなかできませんし、難しい問題ではあると思います。 

   亀澤委員お願いします。 

亀澤 まずは、この３年間で地域福祉が良くなったと感じています。障がい者を支援する地域のネット

ワーク作りができてきていると実感しています。また、女性に関しては、「六星会」や「ひびき」
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という団体では多くの女性が精力的に活動されており、これからもこのような方々が増えていく

のではないかと思っています。そして、このような審議会で女性の活動について議論すること自

体に意義があると感じています。 

会長 杉田委員お願いします。 

杉田 女性リーダー養成講座は、その目的を明確にし、終了後の目標や活動場所が自身で見つけられる

内容でなければ、良い企画もしぼんでいってしまう原因になってしまうと思います。また、「第

２期 男女共同参画のための藤井寺市行動計画」の冊子の表紙に違和感があります。女性と男性

の恰好の固定意識があり、もっと多様にしてみたら良いのではないかと思いました。そして、「子

ども時代からの暴力を無くすための取組みが必要である」ということは、審議会で確認していけ

る事項であると思います。 

会長 田渋委員お願いします。 

田渋 講座を開講しても人が集まらないということでは私たちにも共通の悩みがあります。やはり、Ｐ

Ｒ方法が重要ではないかと思いますので、今後我々もできるだけ市のＰＲには協力していきたい

と思います。 

会長 藤田委員お願いします。 

藤田 重点施策Ⅲに関して、藤井寺市として女性の採用人数の目標値を立てるなど、人事を行うものが

まず、男女共同参画の理解を深める必要があると思います。また、男女共同参画を進めていく上

で、労働者側より事業主側の理解が必要だと思いますが、事業主側に施策を理解してもらうとい

うのがなかなか難しい点だと思います。 

会長 藤井寺市は事業所数が少ないということがありますが、事業所への働きかけは今後どのように考

えていますか。 

事務局 「人権のまちづくり協会」に「事業所部会」というのがありますので、そこで啓発活動を続けて

   いきたいと考えています。また、経済観光課や商工会、個人経営者とも連携し合って、啓発を繰

り返し行っていければと考えています。 

会長 西野委員お願いします。 

西野 市の施設に子どもが遊べるスペースや市のイベントがありますが、利用者や参加者が少なく感じ

ます。高齢化が進んでいることも踏まえて子どもをどのように守っていくのかを考えていく必要

があると思います。この審議会のテーマとは少し違うのかもしれませんが。    

会長 そのようなことはありません。身近な視点からのご発言で結構です。おっしゃったように、行政
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が設けたスペースなどの認知度は低く、利用者は少なく、どのようにして広報していくかが課題

ではあります。 

西野 そのようなことを知れば近所で声掛けするなど、近所の輪を広げていくことが必要だと思います。

会長 大切なことだと思います。施設やイベントなどは広報で知らされているのでしょうか。 

事務局 広報紙やホームページに掲載していますが、なかなか思うように人が集まらないというのが現状

です。 

会長 ホームページはまだまだ一般的ではないのではないでしょうか。やはり、啓発の仕方に工夫が必

要です。例えば、ＤＶなどの相談の周知として女性用トイレの空きスペースに相談先を書いたカ

ードを置くなどしてはどうでしょう。 

事務局 早急に対応します。 

会長 徳永委員お願いします。 

徳永 男女共同参画については啓発の関係について今後意見等を出していきたいと考えています。 

会長 玉置委員お願いします。 

玉置 重点施策の人材養成に関心を持っています。多くの女性が地域の子育て支援の場で活躍している

市もあります。役立つことをしたいと思っている方は多く、多様な層に呼びかけたらよいのでは

 ないかと思います。子どものことに関して西野委員が言われていましたが、子育てにも「男女共

同参画」の問題が発生すると思いますし、その他身近なテーマにも「男女共同参画」への切り口

がありますので、テーマ設定についての検討も必要だと思います。そして、計画の年次計画があ

れば、具体的にどのような手順を踏んで目標を達成するのかが見えてくるのではないかと思いま

す。 

会長 それぞれの立場からのご意見ありがとうございました。次回は、事務局からの具体的な話も出て

くると思いますので、それぞれの立場を踏まえてもう少しご意見をいただきたいと思います。 

次回は、事務局から具体的にこうするという資料などをいただけたらと思います。 

これをもって本日の審議を終了させていただきます。 

事務局 杉田委員から意見のありました行動計画の冊子の絵についてですが、我々も作成時に同様の議論

をいたしました。これまでややもすれば、男女の違いをなくすことが男女共同参画であるといっ

たような誤った運動がありました。我々としては、そのことで男女共同参画の是非を語られるこ

とはおかしいと常々感じておりましたので、今回制定した条例の前文に「伝統文化を承継しつつ

…」という文言を入れ、「男女の違いがあっていいのか悪いのか」というような本質からずれた
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議論に組みせず施策を進めていきたいという思いを込めたところです。この審議会でも「形」 

にこだわらず、本質の議論を活発にしていただきますことをお願いし、本日の審議会を終了させ

ていただきます。 

◆次回審議会の日程◆ 

 平成２４年２月


