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平成２６年度第７回生駒市男女共同参画審議会会議録 

 

１ 日  時：平成２６年１１月２８日（金）午前９時３０分から午前１１時５５分まで 

２ 場  所：コミセン ２０６会議室 

３ 出 席 者：槇村会長、立松委員、内橋委員、菊田委員、竹内委員、中谷委員、 

藤林委員 

（事務局）吉岡市民部長、川口人権施策課長、吉岡人権施策課課長補佐、清水男女共

同参画プラザ所長 

４ 議事内容：１ 生駒市男女共同参画行動計画（第３次）の策定について 

２ その他  

５ 傍 聴 者：なし 

 

６ 会議録（要旨） 

（事務局）  【会議の成立】＜生駒市男女共同参画推進条例施行規則第１２条第２項＞ 

 

（会 長） 【挨拶】 

 

（事務局）  【会長に議事進行依頼】 

＜生駒市男女共同参画推進条例施行規則第１２条第１項＞ 

 

（会 長） 【会議公開、会議録作成、公表確認】 

それでは次第の案件(１)、生駒市男女共同参画行動計画（第 3 次）の策定に

ついて、前回からの修正個所を事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局） 【説 明】 

・修正個所については下線を引いている。 

・2P の「（3）計画の期間」で、“5 年後をめどに計画の見直しを行います。”と

した。 

・5P の「④生駒市の取り組み」の最後の部分に、第 5 次総合計画の後期基本計

画の男女共同参画に関する部分を記述した。 

・7P の「基本目標Ⅰ」に教育に関する記述、「基本目標Ⅱ」に働く場における

男女共同参画に関する記述、「基本目標Ⅲ」に、子育て支援に関する記述をそ

れぞれ追加した。 

・9P に「計画の体系」を入れた。 

・28P の基本方針 5 の【現状と課題】で、“男女の職域拡大も含め、”という語

句を挿入した。 

・37P の「基本施策の方向 12 防災における男女共同参画の推進」で担当課ヒ

アリングを通して施策の内容の記述を全体的に変更した。 

・43P の「基本施策の方向 14 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

に関しては、施策の内容を「普及・啓発」から「普及・促進」という表現に
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した。 

・45P の「基本施策の方向 8」の【現状と課題】については、高齢者世帯のデー

タを直近のものに変更するとともに、健康寿命についての記述を加えた。 

 ・51P の「計画の推進」に関しては、1 として「男女共同参画審議会」を入れ

た。3 の「市民参加による取り組みの推進」については、“「生駒市男女共同

参画推進条例」に基づき”という文言を加えるとともに、“行政が”という主

語を入れて主体を明確にした。 

 

（会 長） 修正個所について、ご意見ご質問ありませんか。 

 

（会 長） 8P の基本目標Ⅲの記述に、“「生駒市 子ども・子育て支援事業計画」に基づ

き”と、ここだけ具体的な計画の名称が入っていますが、基本目標は大きな括

りなので計画の名称は削除してはどうでしょう。 

 

（事務局） 他に計画の名称があげられている箇所はないので、削除します。 

 

（委 員） 46P の健康寿命については、説明があった方がよいと思います。 

 

（事務局） 資料編として他の文言についての説明も入れたいと考えています。 

 

（会 長） 7P の「基本目標Ⅱ」の中で、“多様な働き方”だけではなく、“女性が活躍で

きる”という視点の言葉を入れたほうがよいと思います。 

      「基本目標Ⅰ」の中では、“家庭や地域における”だけではなく、“社会”も

必要だと思います。  

 

（事務局） この計画では、「地域の取り組み」あるいは「地域での取り組み」として、事

業所や社会でのことも含めて表記しています。 

 

（事務局） ここは、“家庭や職場、地域社会等”という表記でどうでしょう。 

 

（会 長） それでいいと思います。 

 

（委 員） 同じページで、“子どもの時”とあるのは“子どもの頃”の方がいいと思いま

す。 

 

（委 員） 44P の「地域での取り組み」の“男性が積極的に地域の活動に参加するよう

に、声をかけましょう。”とありますが、“活動できる環境を作りましょう”な

どの表現の方がいいと思います。 

 

（会 長） そもそも「地域での取り組み」は、「市民、事業者、地域社会での取り組み」
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と整理して記載すべきだと思います。 

 

（事務局） 細かく書くと、それぞれに該当する項目の数にもばらつきが出るので、まと

めて書いています。 

 

（会 長） 本当は分けて書くべきだと思いますが、このままにするなら、「地域での取り

組み」という表現を“市民、事業者、各種団体等の取り組み”としてはどうで

すか。 

      7P の「基本目標Ⅱ」の“地域活動においては男性の参画を進め、・・・”の

“男性の参画を進め”は要らないと思います。 

 

（事務局） 44P の「基本施策の方向 15」の②の“男性の地域参画の支援”は、退職後の

男性の地域参加も施策として進めていかなければならないということもあっ

て、今年度も男性の地域デビューというものをやっていて、そういうイメージ

で男性の地域参画の支援という言葉を入れました。 

 

（会 長） 今おっしゃったようにワーク・ライフ・バランスということで、現役の方と

退職された方とは状況が違うので、そこを書いていただくということだと思い

ます。 

 

（委 員） また、生駒は新興住宅地と旧村など、ところによっても状況が違うとは思い

ます。旧村は神社やお寺の役など、男性中心で地域に関わらなければならない

部分があると思います。 

 

（事務局） ただ、意識調査結果では、「自治会などの地域活動」については、40.0％が“主

として妻か母親”と回答しているので、全体的にはそういう実態と捉えたいと

思います。 

 

（委 員） 10P の「地域の取り組み」を「市民、事業者、各種団体等」と変えた場合、

図の中の「●自分のための行動」という表現は変わってくると思います。 

      また、「協働の取り組み」の「●地域での行動支援」「●地域のための行動」

はバックアップになって、協働にならないと思います。 

見出しは難しいと思います。 

 

（事務局） ●の見出しを削除した方がよいと思います。 

 

（委 員） 44P に「父親による子育てサークルの育成支援」「休日の授業参観の実施など

父親の参加促進」とありますが、それでよいでしょうか。 

 

（会 長） そうですね、父親ではなく、祖父の場合もあるし、 “男性”ではいけないで
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すか。 

 

（事務局） 男性でいいと思います。 

 

（委 員） “位置づけ”という言葉、“一人ひとり”という言葉の表記を統一してくださ

い。 

      32P の“極めて意義を持ちます”は表現としておかしいと思います。 

 

（事務局） “大きな意義を持ちます”に訂正します。 

 

（委 員）  51P の「2 庁内における推進体制の充実」の中で、「また、・・・」以降は、

“市役所が”が主語で最初にあった方がわかりやすいと思います。 

 

（会 長） 51P の「3 市民参加による取り組みの推進」の中で、“市民、地域、事業者

との連携を図り”となっていますが、10P の取り組みのあり方と合わせて、“市

民、事業者、各種団体等”の方がよいのではないですか。 

 

（事務局） 「3 市民参加による取り組みの推進」の中では、生駒市男女共同参画推進条

例に合わせた記載になっていますが、取り組みのあり方と合わせ“市民、事業

者、各種団体等”という記載にします。 

 

（会 長） 52P の「5 国、県、関係団体等との連携、協力」の中に、“情報収集”も加

えてください。また、「4 男女共同参画プラザの運営」の中に、“情報発信”

も加えてください。 

 

（会 長） 次に、指標について説明してください。 

 

（事務局） 【説 明】 

・基本目標ごとに 2～4 つずつ、市民意識調査や総合計画、各個別計画等に基づ

いて設定している。 

・目標年度が、「Ｈ29」になっているものは、総合計画の後期基本計画と目標設

定を合わせている。 

 

（会 長） ご質問ございませんか。 

 

（委 員） 「保育・教育関係者の男女共同参画に関する研修受講者数」が、10 年間で 400

人というのは少なすぎると思うが、どういうとらえ方ですか。 

 

（事務局） 夏休み期間中に教職員を対象として、男女共同参画プラザが行っている研修

の参加者数です。 
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（委 員） 生駒市の教育関係者は 700～800 人おり、各学校でも独自に行っているので、

市主催の研修だけを掲載すると誤解を生む数値になります。 

      毎年 1 回は受けなければならないというぐらいの意気込みが必要ではないか

とも思います。 

      また、その下の「出前講座」は、出前授業のことですか。 

 

（事務局） 子どもたちではなく、保護者の方等を対象としたものです。 

 

（委 員） 福祉や環境に関して子どもたちを対象とした出前授業は、年間数回しておら

れるので、子ども対象ならば、もう少し回数は増えると思います。 

 

（会 長） 目標なのでもう少し高めにおけばどうでしょう。 

 

（委 員） 10 年間の累計で書いているものと、単年度で書いているものがありますが、

何か意味はありますか。 

 

（事務局） 経過も合わせて書かないといけないと考えられるところは、Ｈ27 からの積み

上げで設定しています。 

 

（会 長） 総合計画との関係でＨ29 となっていますが、あまりに短いので、10 年計画と

している意味が薄れてしまいます。総合計画との関係といっても、男女共同参

画行動計画の目標として書くべきだと思います。 

少なくても 5 年ぐらいあればと思いますが、2～3 年ではどうかと思います。 

 

（委 員）  各事業の担当課が 29 年度までの指標しか出せないということなら、男女共

同参画の推進について 10 年間の計画を立てていないことになるので、10 年計

画を作る意味がなくなるのではないでしょうか。 

 

（事務局） 目標を出すのには、少なくとも何らかの根拠が必要になると思われるので、

上位計画である生駒市総合計画を基準としていますが、それより先の目標値を

どのように設定するかが問題になってきます。 

 

（委 員） 数値目標を出すなら統一したものにして、そうでないなら出さないようにし

た方がいいと思います。そうでないと、市の統一感が感じられないように思い

ます。各課で 10 年後の数値目標を出してもらった方がいいと思います。 

 

（会 長） 数値通りにいかなくてもペナルティーがあるわけではないので、各課で目標

値を出してもらってはどうですか。 

 

（事務局） 5 年後見直しということになっていますので、その時に数値の見直しという



6 

 

ことで、評価いただければと思います。 

 

（会 長） 一応各課に課題を投げてもらって設定していただけたらと思います。 

      また、「8 健康で安心して暮らせる環境づくり」のところでは、健康ばかりに

なっていて、安全に関するものがないので何か入れてもらったらと思います。 

   パパ講座とか、母子医療に関することで男性の参加促進に関することはない

ですか。介護講座の男性の参加とか何かあればいいと思います。 

      指標についてはいろいろご意見があると思います。また、見直しをかけても

いいので、考えていただくということで、ご苦労をかけますが、よろしくお願

いいたします。 

      その他で何かございますか。 

 

（事務局） 計画の名称が、現行は「生駒市男女共同参画行動計画 女
ひと

と男
ひと

 You＆I
ゆ う あ い

プラ

ン（第 2 次）」となっていますが、名称が長いこと、ふりがなをつけなければ

読めないこと、誤読の恐れもあるということで、事務局としては、「女
ひと

と男
ひと

 

You＆I
ゆ う あ い

プラン」をはずしてはどうかと考えています。委員の皆様のご意見をい

ただきたいと思います。 

 

（会 長） 「男女共同参画行動計画」というのが正式名称で、愛称として「女
ひと

と男
ひと

 You＆I
ゆ う あ い

プラン」というのをつけているところもあれば、「ステップアッププラン」と

か「大阪市男女きらめき計画」のように正式名称にしているものもあります。 

      私自身は、「男女共同参画行動計画」というのが難しいので、親しみやすい名

称があった方がいいとは思いますが、皆さんどうでしょう。 

 

（委 員） シンボルマークにキャッチフレーズのように使われていますので、変えない

方がいいのではないかと思います。 

 

（事務局）  職員部会で作ったシンボルマークですが、恒久的に使うということではなく、

必要に応じて新しいものを作るということも考えています。 

 

（会 長） 言いやすいものがいいと思います。 

 

（委  員） 愛称にした場合は、正式な文書には出ないということになりますか。 

 

（事務局） 必ずしもそうではありません。愛称の方を強調するということもあります。 

 

（委 員） 「女
ひと

と男
ひと

」は要らないと思います。 

 

（会 長）  男女という言い方が通常なので、意識を払しょくすることもあって、そうい

う時代背景のもとに流行った言葉ですが、私もそれは要らないと思います。
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「You＆I
ゆ う あ い

プラン」というのは言いやすいと思いますが、生駒市の方にとっては

どうでしょう。 

 

（事務局） 「ゆうあい」というのは、わりと使われていて、「女
ひと

と男
ひと

」があっての「You＆I
ゆ う あ い

」

かな、という意見もあります。 

 

（委 員） 私は当初、「男女共同参画行動計画」という言葉より、「女
ひと

と男
ひと

」という言葉

に作った側の注目してほしいという意図が感じられました。そういう部分もあ

ると思います。しかし、次のステップに行くということなら、もう少しわかり

やすいものがいいのかなと思います。 

 

（会 長） 市民の方のいろいろな思いもあると思いますし、身近に感じてもらえるよう

なものも必要だと思います。ただ、漢字だけはやめた方がいいと思います。 

     検討いただくということでお願いしたいと思います。 

 

（事務局）   議会への報告やパブリックコメントについては、「生駒市男女共同参画行動

計画」とし、実際に計画を出していくときには「女
ひと

と男
ひと

 You＆I
ゆ う あ い

プラン」に代

わるものをつけていくということで、審議会の皆様にも考えていただきたいと

思います。 

 

（会 長） 考えてもらうということが大事なので、市民の皆様や職員の方々にも考えて

いただきたいと思います。 

 

（事務局） 今後のスケジュールとしては、12 月 5 日にパブリックコメント案として市議

会に報告のため提出する予定をしているので、それまでに今日の意見を踏まえ

修正したものを送付させていただきます。それについては事務局と会長さんに

ご一任いただきたいと思います。また、市議会での意見によって修正する必要

があれば、修正したものをパブリックコメント案とさせていただきます。 

      パブリックコメントの期間は、1 月 5 日から 2 月 3 日までの 30 日間とさせて

いただきます。このことは、広報紙の 12 月 15 日号にも掲載いたします。計画

案は市ホームページに掲載するとともに市内の公共機関に設置し、ご意見をい

ただくことになります。意見に対して修正すべき点は、事務局で修正し、審議

会でも検討いただきたいと考えていますので、今年度最終の審議会として 2 月

の中旬に開催したいと考えています。その時に名称のことも含めて検討いただ

ければと思います。 

 

【次回会議の日程調整】 

 

（会 長） 長時間の審議ありがとうございました。 

      これをもって終了いたします。                 


