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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２８年１月１８日（月）１０時から１１時３０分まで

開 催 場 所 藤井寺市役所３階 ３０５会議室 

出 席 者 

委 員：宮田清子（会長）、北田和美（副会長）、大橋敏弘 

    横井結美、田渋義弘、南和行、徳谷章子、西嶋恭章 

事務局：井上理事、松宮主幹、西村 

会 議 の 議 題 

（１）次期計画のあり方について答申

（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 審議 

会長 それでは、次第に沿いまして会議を進めていきます。本日は、次期計画策定に向け

た答申について取りまとめを行った後、市へ提出を行うこととなっています。前回

の皆さまの意見を踏まえ、修正を加えた答申（案）を事前にご覧いただいているこ

とと思います。まずは、修正点について事務局より説明をお願いします。 

事務局 ＜答申（案）について修正点を説明＞ 

会長 それでは、この答申（案）の内容につきまして、何かご意見やご質問などはありま

せんでしょうか。 

西嶋委員 ４点気になるところがあります。１点目、基本理念の４つの項目について、「…共

有するまち」「…分かち合える家庭」「…働くことのできる職場」の能動的な３つ

と比べて、「…教育の場」だけ表現が異なっている気がしますので、「…教育を推

進するまち」などにしてはどうでしょうか。２点目、基本目標Ⅰの重点項目１にお

ける施策の方向①は施策の方向③に含まれるのではないでしょうか。３点目、基本

目標Ⅱの「…少なくとも３０％以上の目標値を設定され、…」の部分は、「…設定

し、…」にする方が強いアピールになると思います。４点目、基本目標Ⅱの重点項

目２の部分ですが、「…男女共同参画・多文化共生ルームを設け、…交流の場とし

て利用しています。」とするか、「…設けられ、…利用されています。」とするか

どちらかの方がいいのではないでしょうか。 

会長 まずは、１つ目についてご意見を伺います。 

大橋委員 「まち」「家庭」「職場」「教育」の４つの場所を示しているので、「教育の場」

という表現でいいと思います。 

横井委員 第２期計画を継承するということなので、変えない方がいいのではないでしょうか。

会長 ２つ目について、事務局より説明をお願いします。 

事務局 施策の方向③では、「市から情報を発信する際には、固定的なイメージにとらわれ

ず、男女共同参画の視点を持って発信する」ということを示しています。 

西嶋委員 「視点」がポイントなのですね。 

徳谷委員 「情報発信をする際には、男女共同参画の視点に配慮する」とした方が、その意図

が伝わりやすいのではないでしょうか。 
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副会長 その方が分かりやすくていいですが、文末は名詞にしたいですね。 

南委員 「情報発信における男女共同参画の視点への配慮」としてはどうでしょうか。 

会長 そうしましょう。３点目については、ご指摘のようにした方がいいと思いますが、

よろしいでしょうか。４点目についてはどうでしょうか。 

徳谷委員 主語が何かで変わりますよね。 

南委員 「市は、男女共同参画社会に関する情報や資料の提供と、…交流の場として、…ル

ームを設けています。」としてはどうでしょうか。 

会長 それで変更ということでよろしいでしょうか。その他はありませんか。 

副会長 基本目標の大きな考え方の部分については、文書の締めくくりを「…必要と考えま

す。」とし、各重点項目の説明の部分については、「…必要があります。」と統一

した方がいいと思います。 

会長 その方がいいですね。 

副会長 「施策推進の視点」の「ネットワークづくり」では、「…ネットワークづくりを行

うことが必要です。」、基本目標Ⅳの重点項目２では、「…ネットワーク組織の充

実強化を行う必要があります。」となっていますが、後者の部分も「ネットワーク

組織」ではなく「ネットワークづくり」でいいのではないかと思います。 

事務局 ＤＶ支援のネットワークについては、庁内では組織化し、関係機関とは組織化して

いませんが、必要に応じて連携しています。その連携をより深める組織にしていこ

うということで、後者では「ネットワーク組織」という表現を使っています。 

会長 ＤＶ支援においては組織化されているので、後者では「ネットワーク組織」を用い、

前者では組織化されているわけではないので、「ネットワークづくり」を用いてい

るのではないでしょうか。 

田渋委員 「ネットワーク組織」という言葉はなじみがないので、「組織」を外して「ネット

ワーク」としてはどうでしょうか。 

会長 その方がわかりやすいですね。 

副会長 基本理念の「…性自認や性的指向などを理由として、困難を抱える人々もいます。」

という部分ですが、「それを理由として当事者が勝手に言っている」というような

伝わり方をしないかと懸念しています。 

南委員 確かに、当事者が読んだら「自分たちが悪いように言われている」と思ってしまう
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かもしれません。 

会長 どういう表現がいいでしょうか。 

副会長 「…性自認や性的指向などの理由から、困難を抱える人々もいます。」はどうでし

ょうか。 

南委員 「…悩みや困難…」としていただけないでしょうか。 

会長 そのように変更しましょう。 

副会長 重点目標Ⅱの重点項目３の部分で「…男性の理解と協力が大切であり、…」とあり

ますが、「大切」ではなく、「不可欠」「必要」など強い表現がいいと思います。

西嶋委員 「不可欠」がいいと思います。 

副会長 その項目の施策の方向②「妊娠・出産期などにおける…」ですが、「など」は何を

指しているのでしょうか。 

事務局 妊娠・出産以外に、更年期もありますし、「生涯にわたって」を意味しています。

副会長 「など」がなければ「妊娠・出産」だけになってしまうわけですね。「など」を入

れることで、「女性特有」が表現されていますね。 

会長 「女性特有」を入れてもいいかもしれません。 

横井委員 「妊娠・出産などのライフイベント」はどうですか。 

大橋委員 それだと幅広くなり過ぎる気がします。 

会長 ここは「リプロダクティブ・ヘルス・ライツ」を言いたいのですよね。 

横井委員 その言葉をどこかに入れた方がいいのではないかと思っていました。一般的に知ら

れているわけではないので、難しいとも感じるのですが、知ってもらうために敢え

て入れるのは大切だと思います。 

田渋委員 一つ加え「妊娠、出産、○○など」とするか、「女性特有」を入れるかでしょうか。

副会長 「…における」がピンポイント過ぎる印象を受けるので、「…に関わる」にすると

少し広がる気がします。 

大橋委員 答申は今のままにしておき、担当課と調整して何か付け加えた方がいいのであれば、

計画づくりの際に変更すればいいと思います。 

会長 それでは、「妊娠・出産期などに関わる健康支援」にしてよろしいでしょうか。 

副会長 接続詞の後に句点がない部分がありますが、入れた方がいいのではないでしょうか。

会長 そこは入れましょうか。 
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事務局 事務局からで申し訳ないのですが、基本目標Ⅳの重点項目２の部分で「知識を知ら

ない」とありますが、「知識がない」が正しいのではないでしょうか。 

会長 確かにそうですね。他にありませんでしょうか。無いようでしたら、この答申（案）

を本審議会の正式な答申書として決定することに異議はありませんでしょうか 

  ＜異議なし＞ 

会長 異議なしということでございますので、この答申書を本審議会の意見として、市に

提言させていただきます。 

それでは、次第２の今後の予定につきまして、事務局より説明をお願いします。 

事務局 まず、計画書についてですが、提出いただきました答申書に基づき、計画書（案）

を作成、庁内で意見集約・調整後、パブリックコメントを実施します。また、現在、

市の特定事業主行動計画の作成のため、職員による研究会を設置しまして、目標数

値のあり方などについての検討をしています。男女の計画にもその目標値を載せた

いと考えています。 

次に、来年度以降の事業についてですが、いただいたご意見を踏まえつつ、講座や

フォーラムなどの事業を進めていきたいと考えています。啓発事業について、何か

ご意見がありましたら参考にさせていただければと思っています。 

会長 来年度以降の事業でヒントがあればということですが、内容や対象について何かご

意見はないでしょうか。 

事務局 対象については、できるだけ広げています。デートＤＶなど若い人に知っておいて

もらいたい内容もあるのですが、若い参加者が少なく年代が偏っています。 

西嶋委員 子育て中の保護者を対象とした「はぐぐみ学級」で、そのような話をしていただい

てもいいかなと思います。 

会長 そうした場所に出かけるというのもいいことですし、若い方々の話し合いの場を設

けることも大事です。 

徳谷委員 子育て中のお母さんは色々な悩みを抱えていて、思いを言える場が大切です。入り

口は何でもいいので、そうした場を作っていただきたいです。それとは別に、中高

年向けの講座も行うといいと思います。 

副会長 そうした場や保育園・幼稚園で保護者の集まりの場に出かけていくことも大切です。

西嶋委員 悩んでいることに対して、参加者が自由に語り合いでき、ほっとできる場は大切だ

と思います。 
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副会長 これまでに開催した講座は、課題解決型で受身的な内容が多い気がします。輝いて

いる人の人生の話など、もっと前向きな内容があってもいいと思います。 

会長 なかなか難しいかもしれませんが、藤井寺市で活躍している女性の話を聴くという

のもおもしろいかもしれません。 

大橋委員 どこの役所でもこうした企画は苦労されています。朝ドラなど世間で話題になって

いることと関連されるなど、何かとっかかりがあればいいですね 

副会長 イベントのときに、市内のおいしいものを紹介するコーナーを設けるとかどうでし

ょうか。また、広報紙のタイトルが「みんなでつくろう男女共同参画のまち」です

が、市民の皆さんも同じように思っているのでしょうか。 

南委員 内容はとてもいいことを書いていると思います。 

会長 男女共同参画という堅い言葉をどうわかりやすく伝えるかが肝心です。 

南委員 企業はダイバーシティに含めています。「男女共同参画」では身構えている人たち

も、「ダイバーシティ」だと受け入れやすいかもしれません。 

周辺の市町村と情報交換をする機会はあるのですか。 

事務局 南河内の市町村と情報交換会があります。ただ、似通った事業になっています。行

政は、社会問題を取扱いがちですが、楽しんでもらえる題材も必要と感じています。

徳谷委員 ワールドカフェのように気楽に話せるものと、社会問題を学べるものと、両方あれ

ばいいと思います。 

南委員 男女共同参画の地域への伝播が、地域全体のイメージの向上つながると思います。

田渋委員 啓発においては、学校に出向いたり、芸術鑑賞を会館で行っているので、それを利

用したり、会館のイベントの冒頭での告知やチラシのはさみ込み、他事業のイベン

トにブースをかまえて情報発信するなど、待っているだけではいけないと思います。

会長 色々なご意見が出ましたので、参考にして取り入れていただければと思います。そ

れでは、議長としての役割は以上ですので、進行を事務局にお返します。 

２ 答申 

事務局 それでは答申に移らせていただきます。本日は、市長が不在のため、男女共同参画

事業を所管いたします、市民生活部長が代理で受け取らせていただきます。１０月

５日に市長から、この男女共同参画推進審議会に対しまして「男女共同参画のため
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の藤井寺市行動計画のあり方について」諮問をさせていただきました。これを受け、

審議会ではこれまで５回にわたって審議を重ねていただき、今回答申としておまと

めいただきました。それでは、宮田会長よりひと言ごあいさつをいただきたいと思

います。 

＜会長あいさつ＞ 

事務局 ありがとうございました。それでは、宮田会長より答申書をお渡しいただきます。 

＜会長より部長に答申書を手渡す＞ 

＜部長よりお礼の言葉＞ 

事務局 答申書は事務局でお預かりをして、後ほど受付の手続きをとらせていただきます。

以上を持ちまして、本日の審議会は終了させていただきます。本日はどうもありが

とうございました。 


