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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２７年１１月６日（金）１８時３０分から２０時まで

開 催 場 所 藤井寺市民総合会館本館 中会議室Ｂ 

出 席 者 

委 員：宮田清子（会長）、北田和美（副会長）、大橋敏弘 

    武田祥子、横井結美、田渋義弘、徳谷章子、南和行 

西嶋恭章、中野康子 

事務局：井上理事、松宮主幹、西村 

会 議 の 議 題 

（１）次期計画における重点課題について

（２）その他 

会 議 の 要 旨 

市長から「男女共同参画のための藤井寺市行動計画のあり方につ

いて」諮問を受け、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進す

るため、その計画のあり方について審議する。 

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（                      ） 

公開・非公開の別
☑ 公開 

□ 非公開 

傍 聴 者 数 ０ 人 

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 会長挨拶 

２ 議題 

会長 それでは、次第に沿いまして会議を進めていきます。次期計画の重点項目について、

皆さま方からご意見をお聞きしたいと思います。まずは事務局より資料の説明をお

願いします。 

事務局 ＜資料に基づき説明＞ 

   ・資料 1：新計画策定における基本的な考え方について 

   ・資料 2：第２期男女共同参画のための藤井寺市行動計画 現状と課題 

   ・資料 3：男女共同参画推進講座・男女共同参画フォーラム開催実績 

   ・資料 4：市政アンケート調査クロス集計結果 

会長 現行計画の基本理念や施策推進の視点、基本目標については次期計画においても基

本的に引き継ぐということですね。それを念頭においてご意見いただけばと思いま

す。また、基本理念や施策推進の言葉の表現を変えた方がいいというのがあれば、

それについてもご意見をいただきたいです。 

大橋委員 第１期と第２期の計画を経て第３期計画に向け見直しをされるということですが、

やはりこの分野は長い目で見て継続していく必要がある施策ですので、基本的な理

念は変わらないだろうし、ころころと変えてはいけないと思います。大切なのはど

う施策を進めていくかですので、次期計画には庁内の推進体制の強化を盛り込み、

それを整備されてはどうでしょうか。人権行政推進本部で全体としての共通した理

念や考え方はお持ちだと思いますが、審議会への女性登用など具体的に推し進める

ためには、関係各課でそうした視点を反映させたり、意見を出せたりする必要があ

ります。男女共同参画の部署を経験した職員を配置できれば一番いいですが、それ

は難しいですので、例えば、男女共同参画の意識づけを含めて、男女共同参画施策

を推し進める人員の配置、つまり、男女共同参画推進員を各課に配置してはどうで

しょうか。課長ではなく実際に業務をする係長級に担ってもらう、兼務にして役目

を明確にするなど工夫して、実施できるように検討いただきたいと思います。

事務局 確かに現状として推進体制が弱いと感じています。庁内体制として現在行っている
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のは、男女共同参画の職場づくり研究会の実施と人権推進員の設置です。研究会は、

必要に応じて男女共同参画の職場づくりについて検討する組織で、各部門より研究

員を任命して開催しますが、検討が終われば解散となります。人権推進員について

は、今年度から各課に一人配置していて、人権意識の向上、業務を人権の視点で点

検するという役割を担ってもらっています。これらの制度を利用し、男女共同参画

に特化した肩書きを一つ付け加えて位置づけを行い、また研修も行うことにより、

各課で男女共同参画施策を推進する役割を担ってもらえるようにできないか、検討

したいと思います。

会長 そうした方向でぜひお願いいたします。

大橋委員 もちろん男女共同参画の視点があれば、推進員は男性でも構いません。

南委員 現計画の基本目標Ⅰには性的マイノリティについての具体的な表現がないですね。

今後の５年間で社会が変わっていったときに、基本目標に具体的に盛り込まれてい

ると、それを理由として新しい事業が出来ると思いますので、「性的思考とか性自

認に関わらず多様な性を含んで…」というような文言を次期計画には入れてほしい

と思います。

事務局 条例の理念にはそうした文言は入っていますが、現計画には確かに具体的に書かれ

ていません。

徳谷委員 課題が抽出されて施策の方向性も出ていると思います。しかし、課題だけでなく、

成果もあると思いますので、第１期と第２期を経て進んできたことも教えていただ

けないでしょうか。また、基本目標Ⅱの女性の人材養成についてですが、地域活動

ではトップが男性であっても、主となって動いて下支えしているのは女性です。ト

ップでなくても輝いている女性は数多くいますので、「輝く女性１００人」という

ように女性の活躍や苦労話を広報紙やホームページで紹介してはどうでしょうか。

会長 広報紙の男女共同参画特集でこの１０年で変わってきたことを掲載するというのも

一つの方法ですね。

横井委員 今、広報紙では、市民協働の取組みで、市内で活動されている色々な団体を紹介す

る「シルミルレポート」が連載されています。男女共同参画の視点でというわけで

はないのですが、その視点で見ると女性が中心となっているグループがほとんどで

す。市民協働担当とは同課ということもありますので、そこに男女共同参画も関与
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していってはどうでしょうか。

事務局 それは市民協働の視点から、今まで埋もれていた団体を取り上げて紹介するコーナ

ーです。確かにほとんどが女性ですので、地域活動の中で輝いておられ、それを下

支えしてくれているのは女性だと感じます。また、進んだ部分ですが、市役所の体

質は目に見えて大きく変わりました。以前はかなり古い体質で、お茶くみや机拭き

をするのは女性、係長に昇進する女性は少なく、女性課長がいなかったため、重要

な会議も男性ばかりという状況でした。

会長 その辺りの流れを男女共同参画の視点で伝えるというのもおもしろいかもしれませ

ん。また、市内の活動団体の取組みについては、男女共同参画とタイアップした方

がいいと思います。

副会長 広報紙など色々な情報発信において、男女共同参画の視点が足らないのが問題では

ないでしょうか。また、お茶くみや机拭き、会議への女性参画についてお話があり

ましたが、なぜ変化したのか、その結果どうなったのかなど、変化の背景や結果を

伝えるのが大事なのではないかと思います。 

武田委員 確かに、イラストなどの見せ方、文書の切り口など、表現を工夫することも大切だ

と思います。

会長 やはり色々なところで、男女共同参画の視点で情報発信していかないといけません。

西嶋委員 男女共同参画の根本となるのは人権ですよね。人権の視点を高めるには教育が大事

です。しかし、学校ではいじめが起こったり、暴力を振るったり暴言をはいたりす

る子が増えていると聞きます。子どもの人権意識は家庭自体の人権意識にとても影

響を受けますが、子どもの時に育まれなければ、人権意識を持った大人になるのは

難しいと思います。人権意識が低い人に男女共同参画を啓発しても全く響かないと

思いますので、子どものうちに教育をしていくことがとても大事だと思います。基

本目標Ⅰの部分にあたることですが、デートＤＶの出前講座をされた実績がありま

すので、小中学校、幼稚園、保育園にもう少し強く入っていっていただければあり

がたいと思います。

南委員 仕事柄、性にまつわるいじめの話はよく聞きます。人権意識があれば女性や弱い人

に暴力を振るったらいけないという自覚を持てますので、学校教育の中で人権感覚

を養うことが男女共同参画の意識を育むことにつながると思います。
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武田委員 根付いた人への意識改革はなかなか難しいですので、幼稚園や小学校など教育の最

初の段階から植え付けていかないといけないですね。確かに、人権意識は家庭環境

に影響を受けますが、色々な場面で、小さい頃から意識づけられる取組みがあれば

いいと思います。

副会長 教師自身も人権意識を高めて普段から子どもに伝えていくことも大切だと思いま

す。また、人権意識が低く家庭自体が暴力的など問題を抱えている子どもやその親

を支援するため、学校や市とのネットワークは作れないのでしょうか。例えば、市

が訪問して役立ちそうな行事への参加を勧めるなど声掛けはできないでしょうか。

西嶋委員 学校に勤めていたときの経験からですが、市に訪問をしてもらったこともありまし

た。しかし、子どもを助けるという面では力になりますが、親の人権意識を高める

という点でのアプローチはなかなか難しいものがあると思います。

徳谷委員 親育ては子育て支援に関わってきますし、子育て支援課と共同してやっていただき

たいと思います。私達の団体ではペアレントトレーニングという取組みを行ってい

ます。保健センターと共同して、しんどさを抱えている家庭に保健師さんから声を

掛けてもらい参加してもらっています。

会長 できることは限られていますが、教育委員会や学校、子育て支援課等と連携して、

人権の視点を育む取組みをしていただきたいと思います。

西嶋委員 学校行事など色々な場面をとおして、男女が協力して一緒に物事に取り組むことで

お互いが分かりあい、男女共同参画の意識を身に付けるきっかけになると思うので

すが、最近は学力が優先となりそういう場面が少なくなっています。

会長 事務局としてどういったことができるでしょうか。

西嶋委員 中学校へのデートＤＶの取組みはいかがでしょうか。

会長 それを進めることと、学校の先生の研修にも関わっていただけたらと思います。

事務局 研修内容の検討などに関わっていけたらいいと思います。

大橋委員 地道に仲間を増やしていくことが大切だと思います。例えばデートＤＶの講座です

が、最初は反対が多ければ取り入れてもらえませんが、いい取組みだなと思ってく

れる先生がいると次第にその輪が広がっていくかもしれません。

田渋委員 経験からですが、新しい取組みを学校側に取り入れてもらうには時間はかかると思

いますので、なかなかデートＤＶの講座も難しいものがあるのではないかと思いま
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す。また、イベントなどの情報発信に課題がありますよね。宣伝はしても、興味の

ない人の目には留まりにくく、結局情報が届いていないことになります。社会福祉

協議会や市が抱えている団体を把握して、そこから口コミで広げていってもらうこ

とで、今までとは違う人に参加してもらう可能性も高くなるのではないでしょうか。

また、資料２を見ますと、男性への働きかけが課題として上がっていますので、男

性講座を開催するのであれば、土日開催を検討されてはどうでしょうか。

会長 今日は基本目標ⅠとⅡを重点的に検討したいのですが、追加する項目について、お

考えはありませんでしょうか。

田渋委員 事業所への発信が挙がっていますが、事業所としてはモデルケースが欲しいです。

市内が理想ですが、市外でも自社にあてはまるなら取り組みやすいと思います。

副会長 現行計画の「男性も女性もともに豊かに…」というフレーズですが、「男女に関わ

らず」や「男女の性別に関わらず」などと変えてはどうでしょうか。また、女性の

参画率３０％という数値目標がありますが、なぜ「３０」なのかというと、３０％

いるとその３０％の人の意見が結果に反映されるからです。２０％でも１０％でも

だめで、なぜ３０％なのかということをもっと言っていかないといけません。

会長 先ほど「男性も女性もともに豊かに…」の部分を変えてはどうかという、良いご提

案がありましたが、資料１で他にも変えた方がいいというご意見はありませんか。

南委員 「男女の性別に関わらず」は良い表現だと思います。

副会長 男性、女性だけでなく様々な人たちがいるので、その表現がいいと思います。

南委員 性的マイノリティの方たちは、心無い言葉をかけられ傷ついたり、偏見を持たれて

困ったりしている人がいます。そのような中で、公の文書で自分も含まれていると

感じられる言葉があると、自分が否定されていないと思え、とても安心できます。

西嶋委員 施策推進の視点で「社会的弱者」という言葉がありますが、あなたは弱者ですよと

決めつけるようで、あまり好きな表現ではありません。また、「社会的に抑圧され

てきた人」という表現も気になります。

会長 どのような表現がいいと思いますか。

西嶋委員 「社会的弱者」については、「全ての人々の人権」や「市民一人ひとりの人権」な

どはどうでしょうか。

会長 良い表現ですね。
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武田委員 「社会的弱者」は優しい表現のように思えて、逆に差別的な言葉かもしれませんね。

大橋委員 「性別に関わらず」とした表現がいいという意見はとてもよくわかります。しかし、

この計画は事業所やあまり意識のない市民にも取り組んでいただかないといけない

ものですので、「男性」「女性」を頭に出して作っていかないと、一般的にわかり

にくいぼやけた計画となってしまいます。中身で「性別に関わらず…」という言葉

は入れるべきですが、頭は変えずに「男性も」「女性も」を明確に出さないといけ

ないと思います。

南委員 理念や視点など全体にかかる部分は、「男女」に限定しないなど理想的にふわっと

書いて、個別の中身の部分では、具体的に「男も女も」や「社会的に抑圧されてい

る人」が出てきていいと思います。

田渋 理念のところは漠然とさせて、視点は計画を具体的にどう進めていくかという部分

ですので、「男性も女性も」という文言が出てきてもいいと思います。

会長 大橋委員が言われたのは、「男性も女性もともに豊かに暮らせる社会をめざして」

という部分ですか。

大橋委員 そうですね。そこは変えない方がいいと思います。

会長 「社会的弱者」はどうですか。ここは変えてもいいと思います。

大橋委員 その部分は変えていいと思います。

副会長 基本理念の部分だけ「女性も男性も…」となっていて、ここだけ「女性」が先に書

かれていますが、他の部分もそうしないといけません。

会長 男女共同参画の計画の場合、「女性」を先に出すことが多いです。

副会長 施策推進の視点のネットワークづくりの部分ですが、市役所が中心になって取り組

むという意識が感じられませんので、その姿勢が見える文書にしていただきたいで

す。

事務局 私たちが中心となって声を掛けてやらないといけませんので、意志の見える文書に

したいと思います。

会長 事務局は今日のご意見を次回までにまとめておいて下さい。次回は基本目標ⅢとⅣ

を中心に審議したいと思いますので、委員の皆さんは資料を確認しておいてくださ

い。いただいたご意見を検討したいと思います。それでは、本日の審議はこれで終

了させていただきます。


