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平成２６年度第８回生駒市男女共同参画審議会会議録 

 

１ 日  時：平成２７年２月２０日（金）午前９時３０分から午前１１時３０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、上田男女共同参画プラザ主事 

 

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、事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局） 【説 明】 

・前回までに審議いただいたものをもとに、議会に計画案の報告をした。第 2

次計画の評価や第 3 次計画の主要課題についての質問があったが、計画案の

修正に係るような質問はなかった。 

・その後、1 月 5 日～2 月 3 日まで、パブリックコメントを実施し、1 件の意見

があったが、計画案に対する意見ではなく、事業に対する提案であった。  

（「『生駒市男女共同参画行動計画（第 3 次）（案）』」に対するパブリックコメ

ント結果について）参照。）後日、ホームページ等で公表する。 

     ・今日配布している計画（案）は、前回の審議会後、送付した分から最新デー

タへの入れ替えや文言整理をしたものである。また、第 2 次計画と同様に資

料編（「計画の策定経過」、「男女共同参画関連の年表」、「関係法令」等）を付

けた。 

     ・「用語解説」については、各ページの欄外に記載するか、第 2 次計画のように

資料編の巻末にまとめて記載する方法を考えている。 
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（会 長） 事務局から説明がありましたが、ご意見、ご質問等ございませんか。 

 

（会 長） パブリックコメントはどういう形で実施されましたか。 

 

（事務局） 計画案をホームページに掲載し、また、各公共施設に配置する形で実施しま

した。 

 

（委 員） 資料編の「男女共同参画都市宣言」は、計画の巻頭に載せた方がいいように

思いますが。 

 

（事務局） 元々は、巻頭に市長のあいさつと一緒に入れようと思っていましたが、諸々

の事情で入れられなくなったので、資料編の中に入れています。 

 

（会 長） 男女共同参画都市宣言というのは、一般的に普及していますか。 

 

（事務局） 男女共同参画推進条例と都市宣言を両方しているところは少ないです。 

      生駒市の場合は、市長のマニフェストに示されていたこともあって、両方と

も成立しています。ホームページにも都市宣言を掲載していますが、こういう

機会にぜひ入れておいて、周知したいと考えています。 

 

（委 員）  「保育園における一時預かり保育の年間利用児童数」という指標だけ、目標

値が 16,986 人と細かい数値になっていますが、これはどういう理由からです

か。 

 

（事務局） 「子ども子育て支援計画」で、目標値として設定されている数値で、それに

合わせています。 

 

（委 員） どのようにして、巻末に用語解説があることをわかるようにするのですか。 

 

（事務局） その用語にアスタリスクを付けるなどの工夫をします。 

      資料編の巻末に、５０音順に並び替えて記載するか、あるいは、その用語の

掲載ページの欄外に解説を入れるなどを考えています。 

 

（会 長） ページの欄外と巻末の両方に載せるのがよいと思います。 

 

（委 員） 資料編に法令等が掲載されているものについては、文中に出てくる法令名に

「（○○ページ参照）」と併記した方がよいと思います。 
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（会 長） 資料編の「生駒市男女共同参画審議会委員名簿」の備考欄は、「学識経験者」、

「団体推薦」とするのではなく、大学名や所属団体を書いてください。 

 

（事務局） 現在、ホームページ上に掲載している名簿のままにしていますので、委員の

皆様の了解があれば詳しい記載に修正させていただきます。 

 

（会 長） ほかに何かありますか。 

 

（委 員） ３点お願いします。 

      まず１点目ですが、目次の中に資料編の目次も入れてください。 

 

（事務局） 追加します。 

 

（委 員） ２点目は、用語解説の内容ですが、「選択制夫婦別氏制度」とあるのは、「別

姓」ではなく「別氏」が正しいのですか。 

 

（事務局） 政府関連の記載では「別氏」となっているので、これに合わせています。 

 

（会 長） 「制度」と書いてあると、現在あるような誤解を受けることがあるようにも

思います。 

 

（事務局）  今の用語解説の説明だけでは不十分なので、別氏制度の説明の中に、「現存

の制度ではないが、・・・」といった内容の記載を追加させていただきます。 

 

（委  員） ３点目は、用語解説にある「老々介護」の表記は、本文は「老老介護」とな

っているので、「老老介護」に修正願います。 

 

（事務局） 修正します。 

 

（会 長） それでは次に、前回の会議で計画の名称について提案がありました件につい

て、事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局） 前回提案いたしまして、委員の皆様からも、「キャッチフレーズのように使っ

ているので変えない方がいい」あるいは「変えるなら、親しみを感じてもらえ

るようなものに」等のご意見をいただきました。 

      委員の皆様で、案をお持ちならば出していただきたいと思います。 

 

（委 員） 【意見なし】 
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（会 長） 「生駒市男女共同参画行動計画（第 3 次）」と書いてある下に何かつけてはど

うかということですね。前は「女と男 Ｙｏｕ＆Ｉプラン」となっていたわけ

ですが、「女
ひと

と男
ひと

」というのは読み方が難しいというのがあって、「生駒市男女

共同参画行動計画（第 3 次）」というのを正式名称とし、愛称をつけてはどう

かということだったと思います。 

      事務局から何か案はありますか。 

 

（事務局） 事務局で検討しました結果、ひらがなとカタカナで「ゆうあいプラン」、ある

いは「ゆうあいプラン 2015」はどうかと考えています。これまでの施策等で浸

透しているし、啓発情報誌やステッカーにも、ゆうあい（Ｙｏｕ＆Ｉ）という

のを使っていますので、今後も使っていけるだろうという思いです。 

 

（会 長） 皆さんいかがでしょうか。表記は「ゆうあい」とひらがなにするんですか。 

 

（事務局） はい。また、いろんな漢字に思い描いていただければとも思います。 

 

（会 長） 今までは、「Ｙｏｕ＆Ｉ」でしたが、この辺はいかがですか。 

  私は、ひらがなにすると分かりにくいのではないかと思います。「友愛」をイ

メージしてしまうのではないかと思います。 

 

（委 員） 私も、「Ｙｏｕ＆Ｉ」ではなく、「友愛」が最初に浮かぶと思います。 

 

（事務局） 平成８年から、「女と男 Ｙｏｕ＆Ｉプラン」という名称を使っています。た

だ、「女
ひと

と男
ひと

」というのが読みづらく、それはカットした方がいいだろうとい

うことと、初めて聞く人は「Ｙｏｕ＆Ｉ」は「ゆう あんど あい」と読まれ

てしまうのがほとんどです。また、私どもも含めて男女共同参画に関係のある

人は、生駒市の行動計画は「ゆうあいプラン」と覚えてくださっているので、

馴染んだ名称がいいと考えました。 

 

（委 員） 今、意見があったように、この名称が浸透していますので、変えるのはどう

かと思いますが、「女と男」を「ひととひと」と読むのは難しいと思います。 

 

（会 長） 「男女」ということが一般的だったので、男と女を逆にして「女と男」とす

るのが使われたのだと思います。でも、「Ｙｏｕ＆Ｉ
ゆ う あ い

」と使っているところは

少ないと思います。  

 

（委 員） 最初にこの名称を付けられたときは大変な労力だったと思います。これを深

めていくのもいいかなとは思いますが、それより以前にインパクトを持ったも

のというのもいいかなとも思います。 
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（委 員） 名称の変更というのは大変なことだと思います。20 年も使っておられるので

それなりのものがあると思います。一旦つけたものを変えるのは、本当に大変

です。 

 

（会 長） これからの 10 年というのは大きな変化があると思います。 

      本当は、ブレーンストーミングで案がいくつかあるといいのですが、一つだ

けならそれしかないのかなという気がします。本来、名前を考えるということ

が、この計画の意味を考えるということなので。 

      今度は、「生駒市男女共同参画行動計画（第 3 次）」というのが正式名称とな

るわけですよね。 

愛称として、「女と男」を抜いて「ゆうあいプラン」ということですが、ひ

らがなにするとやはり耳で聞いたときに「友愛」をイメージしてしまうので、

意味が違ってくるのではないかと思います。 

 英語の「Ｙｏｕ＆Ｉ」というのはいけないのですか。 

 

（委 員） 目で見る分には、「Ｙｏｕ＆Ｉ」で、音に出す場合は「ゆうあい」でいいので

はないでしょうか。「Ｙｏｕ＆Ｉ」とした方が、視覚的インパクトはあると思

います。 

 

（委 員） 男女共同参画についてあまり知らない人に、男女共同参画のイメージとして

「Ｙｏｕ＆Ｉ」は適切だと思います。 

 

（会 長） それでは、「Ｙｏｕ＆Ｉプラン」ということでよろしいでしょうか。 

     「生駒市男女共同参画行動計画（第 3 次）」が正式名称で、愛称として「Ｙｏｕ

＆Ｉプラン」ということになります。 

 

（委 員） 愛称とするなら、ルビは残した方がいいと思います。イラストになったり、

デザインとして出てきた場合に、ルビがあってもよいと思います。 

「Ｙｏｕ＆Ｉ（ゆうあい）プラン」と、カッコ書きを付けると説明になるので、

仮名を付けるよりルビの方がよいと思います。 

 

（会 長） いかに市民の方が自分たちのものとして親しんでいただけるかということで

すね。 

      それでは、他のことについて何かございますか。 

 

（事務局） 今後の流れですが、後日、理事者の決裁を経まして、３月議会でパブリック

コメントの報告と併せて、計画の最終の報告をさせていただきます。あとは、

新年度に入ってから、報告書の本編と概要版をそれぞれ製本するという運びに

なります。出来上がりましたら、委員の皆様方に配布させていただきます。 

   計画関係は以上です。 
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（会 長） それでは、本日の議事はこれまでとさせていただきます。 

 

（事務局） 最後に、部長からご挨拶させていただきます。 

 

（部 長） 【挨 拶】 

 

（会 長） 長期にわたりまして、第 3 次の行動計画策定にご協力いただきましてありが

とうございました。本日の審議会はこれで終わらせていただきたいと思います。 

 

                              以  上 


