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     平成 22年度第２回寝屋川市男女共同参画審議会 要旨 

 

日時：平成 22年９月２日（金）午後２時～４時 30分 

場所：市役所議会棟５階第２委員会室 

出席委員：槇村委員長、伊藤副委員長、新垣委員、中谷委員、地福委員、 

石田委員、川口委員、寺井委員、中村委員 

事務局：艮人・ふれあい部長、村山人権文化課課長、松下係長、平田主査、余川 

案件：議題 (1)第４期ねやがわ男女共同参画プランに係る施策の方向について 

(2)その他 

 

○「社会的性別（ジェンダー）」をどう扱うかを議論したほうがいいと思う。国

の第２次基本計画を策定する時に「ジェンダー」という言葉をめぐる議論の

末に、「社会的性別（ジェンダー）」となった。第３次計画は国際基準に合わ

せるということで、それぞれ「ジェンダー」という言葉を表に出して、「社会

的・文化的につくられた性別」と定義を加えているので、「ジェンダー」と書

いたほうがいいのか、どこかに解説を入れたほうがいいのか考える必要があ

ると思う。そのほうが、国との整合性がとれるのではないか。資料１を全体

で見ると整理されてすっきりしていると思う。 

○人身取引についてのアメリカの 2004年度レポートで、日本は２級監視対象国

にされており、それ以降指定が解けていない。国の第３次計画で人身取引の

対策の方向性が出されるので、どこかで入れてもいいと思う。 

○男女共同参画を身近なものとして多くの人に理解していただく時に、これが

何の役に立つのかということがピンとこない人が多いのではないかと思う。

日本は尐子高齢社会で、生産労働人口・現役世代が毎年 60万人くらい減って

いき、男女でしないと社会を支えられなくなってくる。 

○日本社会は、世界で稀に見る女性が働く社会だったが、1970 年以降、他の国

で女性がどんどん社会参加している時に日本はしてこなかった。団塊世代の

人口が多いため、ある面、女性がはじきだされてしまったところがある。こ

れからはそういう状況ではないので、男女共同参画を進めることで 21世紀の

日本の社会を成熟させながら活性化していくという視点がどこかで強調され

てもいいと思う。 

○人身取引について、長期の家出をした女子がそういう危険に出くわしたとい

う話を聞いたことがある。日本の社会に人身取引の危険があるという現実に

ついて申し上げたい。 

○男性が退職した後、ずっと一緒に生活をするようになるということが女性に

とっては大変苦痛だという話を聞くことが多い。国際的な状況は分からない
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が、これは日本独特の状況なのか、日本の社会の中では経済的にも自立がで

きている層ということの現われかなと思わないでもない。こういうことも含

めて、改めて課題になるかなと申し上げておく。 

○日本の心理学者の研究で、20 年くらい連れ添った子どものいる夫婦を継続的

に調査しているものがある。結婚すると、夫は結婚後も妻への愛情は持続す

るが、妻は結婚後７～８年くらいで夫離れが進行するというデータがある。

夫は妻を愛しているが、子育てにあまり協力しないので妻が離れていく。妻

は夫離れした分のエネルギーを子どもに向け、過保護・過干渉になるという

悪循環があるという議論もある。欧米も同じようになるらしいが、欧米は 50

歳くらいで子育てが終わると、妻の夫への愛情がＶ字回復する。ただ、それ

は子育てが終わった段階で夫婦間の関係の作り直しがあるのかもしれない。 

○男性の長時間労働の中で、夫婦のコミュニケーションがない、子育て等に参

加できないという状況が、特に高齢のカップルにおいて女性の夫離れを生み

出している。いわゆる定年離婚も７割以上は妻が言い出す形になっている。

加えて、先ほど話にあったように、定年後に夫が家にいることでストレスを

背負い込んで精神状態や身体状態を悪くして病院にかかるというケースも報

告されている。男女共同参画をうまく進めていくということは、夫婦関係の

再生のような問題を含んでいると思う。そういう視点もどこかで見せてもい

いと思う。 

○国土交通省の建設関係、土木関係でも、環境配慮や障害者の雇用が入札の際

に評価の対象となっている場合があるが、女性の参画等は今までほとんどな

い。全然、女性を採用していない会社や、女性が役職についていない会社、

育児休暇をほとんど取得できない会社等がある。 

○市民から見れば「社会づくり」、「まちづくり」、「仕事」、「労働」、「家庭生活」、

「子育て」、「教育」、「文化」というような項目立てのほうが分かりやすい気

がする。 

○＜行政の役割＞と＜市民・地域社会、企業の役割＞と書いてあるが、行政と

市民だけかなという思いがした。あとは理念や考え方は述べられているが、

具体的な施策としてはつかみにくい中身になっている。施策化した具体的な

ものがあれば、もっと分かりやすく生き生きしたものになるのではないかと

思う。 

○「政策・方針決定過程への女性の参画推進」あるいは「地域における男女共

同参画の促進」、この柱立てそのものは大賛成で異論はない。ただ、現実の寝

屋川市政を見たときに、市民が政策や方針を決定する過程に参加することを

保証する手立てがあるかというと、無いに等しいと思う。 

○「女性が積極的に方針決定過程に参画するよう協力しましょう」と書いてあ
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るが、市の現状を見たときには、本当にそういうことは可能なのか、これを

どうしていくのかが見えてこない。まちづくりに関して、市民が主役ですよ

と、みんなのまち基本条例まで施行されているが、それを具体化するという

点では極めて弱いと思う。 

○「地域などにおける方針決定過程への男女の対等な参画促進」で、「女性が参

画しやすい環境づくりにも協力しましょう｣などと書かれているが、実際にど

ういう協力をしてもらっているのか、また、できるのか。言葉はすごくいい

けれど、具体的にどういう協力をしているのかが見えてこない。年次的にも

かなり進んできているので、具体的に尐し発展して入れられたらいいと思う。 

○まちづくりにおいて女性の視点はすごく大事だと思って声を上げるが、男性

になかなか通じない。私も地域活動をしているが、女性が物申す際には男性

に受け入れる意識が必要だ。「女性が協力しましょう」というのは、女性には

その気持ちはあるが、地域社会ではなかなか認められていないところがある

と常日頃、感じている。女性もきちんと意見を持って堂々と活動しておられ

るが、それが男性に受け入れてもらえないという風土が、まだまだ寝屋川市

にはあると思う。 

○私も 10 年前くらいまで、自治会で 10 年ほどボランティアを兼ねて参加して

いた。自治会長にもなったりしたが、ずいぶん足を引っ張られた。何か言う

と「女のくせに。」と言われた。消防の関係の表を作る時、みんなに役割をつ

けないと人間は動かないところが見えてきたので、いざ何かあったときの役

割を書いてみたところ、うまくいった。その時に消防関係の人に「この表を

出されたのは、二つの自治会だけでした。」と褒めていただいた。それでも自

治会では「こんなことをしたって、その時にその人がいなければどうするん

だ。」と言われ、それに対して「来られない時には助け合えばいい。」と答え

た。男性も女性もそういうところでは足を引っ張り合うという風習が日本に

は残っているのが実情だと思う。女性も男性も小さい家庭での中で、料理な

ども互いに作りながら知りながら、地域にも出て行くという形を夫婦でして

いかないといけないと思った。 

○現実にどうなのかという視点が、いつも「しましょう」という書き方で終わ

っている。今度は実のあるものを作ったらどうかと思う。今の話のように「表

を作ったのは女性の視点だ。」という実績を網羅するのもいいかもしれない。

各課で評価する体制づくりを寝屋川市バージョンで行うような視点を入れる

と、一歩でも十歩でも進むのではないか。 

○トイレ一つにしても、子どもたちが男女ともトイレの数が同じであれば、女

児が遊ぶ率が尐ない。この視点も女性の参画から考えると必要な分野だと思

う。項目の一つでも今回そこまで踏み込めたら、やりがいがあると思う。一
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番取り組みやすく、お金があまりかからなくて、それなりに皆が「やったぞ。」

と実感ができる体制がつくれるといいと思う。 

○今までは審議会等や市民公募まできたが、日常において女性が参画するとい

う意味では、これから第４期プランを作るに当たって、次の段階の実のある

ところまで持っていけるような書き方をする時期ではないかと思っている。 

○児童虐待で地域の話をされたが、例えば男女共同参画の観点から、地域絡み

のもので寝屋川市が抱えている課題を一つピックアップして、皆で解決方法

を議論して提案し、成果を目に見える形で市民に見せるのは一つの方法かも

しれない。 

○男女共同参画は意外と抽象的に思われるが、本当は日常的なところに埋め込

まれているので、日常生活の中で発見しながら、目に見える形で行うのが重

要だと思う。 

○トイレの話で、男女同じスペース・数では女性は時間がかかる。結果の平等

として、同じ時間帯に男女同じ人数が利用できるよう、ソウルではトイレの

数を増やす等、公共施設の整備を行っている。 

○消防団の問題で、私も地域の自主防災協議会等にも関わらせてもらっている

が、市全体の消防団の中で女性の位置付けが充分なされていない。困難が伴

う課題だが、行政もかなり勇気を持って進めていく必要があるのではないか。 

○トイレ等の公共的施設について、駅前のごみ箱等の問題も申し上げたい。寝

屋川市は駅前でもごみ箱をできるだけ置かないというふうにしている。そう

ではなくて、トイレなどの設置や整備あるいはごみ箱を置くのは行政がして、

維持管理はそれこそ男女共同参画を含めた市民との協働でしていく方向をと

らないと、何もかも行政ということではもたないということはその通りだと

思う。行政と市民の役割分担も含めて、トイレもそうだが、男性用と女性用

があれば、男女共同参画の形として非常にしやすいものになるので、一つの

典型みたいな形で追求するというのもいいのではないかと思った。 

○防災や消防について、男性はハード面ばかりを考えてしまうが、女性が参加

してもらったほうが効果が上がるので、そういう視点を踏まえて動かしてい

ただけたらと思う。 

○夜の道では女性が犯罪に巻き込まれることが多い。それこそ女性が入らない

とわからない、死角になるところがあるので、Ｐ１目標Ⅰ課題２(2)「まちづ

くり防災活動“等”」の“等”の中に入ると思うが、防犯は女性については非

常に重要なので視点として入れていただきたい。 

○目標Ⅱ課題１(1)「男女の人権等」という言葉の使い方が気になった。「男女

の人権等」というのは、男女でそれぞれ人権が別々にあるとの誤解を生じる

おそれがある。もし入れるのであれば、よく分かるようにしてもらったほう
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がいいと思う。「男女の人権尊重」という記述に変更してはどうか。 

○小学校は来年度から教科書が変わる。新しい教科書を見ると、男女共同参画

とか男女の人権をかなり意識したものになっている。例えば家庭科の教科書

では、お父さんが料理をしていて男の子がお手伝いをしているという表紙に

なっていて、家庭ということが重要視されている。日常に見る教科書の中か

ら子どもたちの人権意識を育んでいこうという方向性が出ている。 

○防犯について、子どもたちが社会的弱者であると考え、「一人になってはいけ

ない。人通りの尐ないところに一人で行ってはだめですよ。」と指導している。

ひったくり発生の情報メールが大阪府から入るようにしていると、この夏に

１件「夜中の２時くらいに女の子が一人で歩いていた」というメールがあり、

これはちょっと待てよと思った。子どもたちに社会的弱者という視点はある

が、男性も女性も危機管理意識というものが欠けているのではないかと思っ

た。それを踏まえての防犯ということは大切なのではないかと思う。昨今、「私

たちは守られているから大丈夫。」という面だけが前面に出て、本来自分たち

が守らなければならない共通のマナーというか、そういうものが尐しおろそ

かにされているような気もしている。 

○Ｐ２目標Ⅱ課題１(2)「男女があらゆる分野に参画することへの理解と支援を

進めましょう」とあるが、上に「科学分野など」と書かれてあるので、「あら

ゆる分野」と書くのは抽象的すぎるかと思う。職場もあれば科学分野や環境、

まちづくりもあるので、ここでは上の＜行政の役割＞のように書いてもいい

と思う。大学に行く時に高校で文系と理系に分かれるので、小・中学校くら

いで女の子が理科や科学に興味を持つようにしないといけない。それは教育

でもあるし、情報の分野でもある。 

○以前は「女の子は文系、男の子は理系」ということだったが、20 年くらい前

に男の子よりむしろ女の子のほうが数学の平均点がよくなった。ただし、数

学的な思考となると個人の特性がある。統計をとったわけではないが、以前

のようなことはほとんどなくなってきているように把握している。この間、

理系の大学院に行く機会があったが、女性でドクターの大学院で頑張ってい

る人もいた。そういう意味では、男性、女性はこの世界はだんだんなくなっ

てきているなと感じた。どちらかというと、女性は男女共同参画という意味

での結婚などの壁があるのではないかと個人的に考える。 

○Ｐ３目標Ⅱ課題２(5)「地域などでの学習機会の提供に努めます」は、人権文

化課だけではなく、生涯教育の中で今まで男女共同参画の学習などもやって

いたように思う。もしあれば他の課も書いてもいいかと思う。 

○Ｐ３目標Ⅱ課題２(2)に関係するが、ずいぶん以前に文部科学省が出したパン

フレットで抜けていると思ったのが薬害エイズの問題だ。今そういう問題が
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なくなってきているのかもしれないが、そういう事実があって日本の場合深

刻な問題を引き起こしたことも含めて、きちんと伝えられていないというこ

とがあるので、是非含んでおいてもらいたい。 

○私はトルコから帰ってきたばかりだが、イスラム圏はとてもグローバルだっ

た。日本は国際社会の標準に合わせていかないといけない。グローバルな社

会で生きていくには、国際的な状況を皆で知らないといけないと思う。いろ

いろな視点、文化や男女からでもいいが、しっかりしていかないと次世代が

生きていきにくいのではないかと思う。 

○日本のジェンダーエンパワーメント指数がだんだん下がっている現状を広報

で周知徹底していただきたい。確か７年前は日本のＧＥＭは 70 か国中の 44

位だったのが、昨年は 109か国中 57位くらいに落ちたのではなかったか。そ

ういう現状を何回も何回も知るということが大変重要で、知った上でどうい

う風にしないといけないかを考える必要がある。 

○先日、ドーンセンターで劇をされている寝屋川市の方のチケットがあったの

で行ってきたが、そういうふうに視覚に訴える形で、寝屋川市でできること

に取り組む視点を入れるのもよいと思う。市制 60周年で地域交流センターも

できる。 

○Ｐ５目標Ⅲ課題１(1)妊娠、出産等による不利益について、「啓発に努めます」

となっているが、法律で決められていて、守らないときは法律違反になるの

で、啓発だけではなくて告発も含めてするべきではないか。そういうことを

知った時点で関係機関に告発することも行政の役割として書くべきではない

か。 

○目標Ⅲ課題２(2)「職業安定所（ハローワーク）など関係機関と連携し」、と

なっているが、ハローワークで仕事を紹介するのはいいが、中身を見ると明

らかに労働基準法違反なのに紹介したり、正式採用するのに労災しか掛けな

いと募集をしていることがある。先ほどの法律違反と同様に、ハローワーク

が法に基づいてきちんと職業紹介等をするよう、行政として是正を求めるべ

きだ。事後指導もあると思うので、採用したかどうかも含めて報告を求める

など、そういう意味での関係機関との連携をすべきではないか。各種情報提

供だけでは弱いと思う。 

○目標Ⅲ課題２(1)「多様な雇用形態の把握に努め」とあるが、今の寝屋川市自

身が多様な雇用形態で正規職員を削減し、非正規雇用を増やしたり、いろい

ろな対応ができるようにと専門性が必要なところに専門職員の採用を手控え

ることが続いていた時期があったと思う。最近は減りすぎたから専門職も採

用している部分はあるが、正規雇用を減らしているという現状をまず寝屋川

市自身がこの間どうだったのか、その結果どうなったのか、市民サービスを
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含めて検証総括をするべきではないか。 

○総合評価方式は良い面もあるが、主観的・意図的になる危険性があり、充分

な検討が必要だと思う。 

○目標Ⅳ課題１(2)「留守家庭児童会等の放課後の児童育成に努めます」となっ

ているが、非常に優れていた正職員の配置を全てやめ、一方で機械的に受入

れを３年生までで打ち切っている。特に障害児の受入れについては機械的に

３年生にとどめないで、検討する必要があると思う。また、留守家庭児童会

等の指導員の採用形態が、今年度から３年間の有期雇用での採用になった。

そういうことで、「努めます」の中身になるのか。３年経ったら、また採用試

験を受けさせるのか等の問題がある。繰り返し繰り返し雇うのは社会的にも

許されないと思うので、雇い止めという問題にも関連するのかなと思う。行

政が現実に行っていることとの関係で、きちんと検証総括をしてほしいと思

う。していることは逆ではないかという批判的な意見を持っている。 

○目標Ⅳ課題２(2)の担当課が産業振興室と人権文化課になっているが、ここは

全部局とするべきだと思う。ここには行政のことは書いておらず、企業や事

業主に対してということだが、本庁でも課によってはかなり遅くまで仕事を

しているところもある。 

○深刻に今寝屋川市で広がっていると考えないといけないのが、学校現場の状

況だ。これは大阪府の教職員採用の問題だが、現実には寝屋川市教育委員会

で勤務時間等も含めて指導すべき中身だと思う。小・中学校でも最近では夜

の８時９時が当たり前の状況があちこちであると聞く。自主的に残っている

というが、そんなことが長期間続いていれば、子どもたちの教育にとっても

いいはずがない。アメリカでは、休まずにずっと働いている人には企業が「休

んでくれ。」と言うそうだ。「仕事が残っているから働きたい。」と言えば、「そ

んな働きづめで疲れていて、企業にとってあなたの能力を充分発揮してもら

えないから休んでくれ。」と言う。国によっては法律で決まっていて、定時で

閉店し、それを過ぎて店を開けていたり働いていたら経営者が罰せられる。

ヨーロッパでは「もうちょっと机を整理してから帰りたい。」と言っても、経

営者が「早く帰ってくれないと自分が罰せられるんだ。」というふうになって

いると聞いた。特に教職員は、ただ働きでの残業なので寝屋川市自身が行政

の中で教育行政を含めてどうなのかという点検が必要な課題でもあると申し

上げたい。 

○（学校現場の状況について）そんなに遅くはしていない。むしろ若い子が遅

くまで残っていると、体調を壊されるのが怖いので「もういいから帰りなさ

い。」と言う。女性一人で残っていたら困るということで帰している。 

○夏休みに入ってから「どうして午後６時で学校が開いていないの。」と地域の



 8 

方に怒られた。普段は残っているので午後６時や７時でも学校は開いている

が、夏休みは早く帰るので閉めさせていただくことの了解を得た。そういう

現状がある。土・日曜日も開いていると思われているので「開いていません。」

と対応している。校長同士で話していると、我が校のような学校も多いので

はないかと思う。 

○目標Ⅴ課題２(2)「障害者への自立支援」とあるが、基盤整備が大事だと思う。

「自立生活を行う障害者の支援に協力しましょう」となっているが、自分で

自立できる人の場合は当てはまると思うが、例えば成年後見人が必要な人の

施設等も含めて基盤整備ということが基本になるのではないか。現状と課題

を明確にした上で施策展開する必要があると思う。 

○目標Ⅴ課題２(3)「ノーマライゼーション」と書いてあるが、特に障害児の教

育に係る部分が、その他のところで書かれてあればいいが、ないと思う。最

近でも医療的ケアを必要とする児童への看護師配置の問題で行政に努力を求

めてきたこともあるが、特に寝屋川市では以前、集中校という方式があり、

知的障害、身体障害を分けて、線路を挟んで二つの小学校があった。そうす

ると先生も子どもたちも集団ができる。重度の場合は困難も伴うが、どんな

障害のある子でも集団の中で育つことが大事だ。それをなくして、それぞれ

が住んでいる学校に通うことを基本にし始めているので、障害児の教育保障、

条件整備も含めてどうしていくかが男女共同参画社会を考える上でも前提と

して大事ではないか、障害児教育をどこかに入れてもらったらどうかと思っ

た。 

○高齢社会の中で、新聞を賑わせている高齢者の孤独死や高齢者の虐待、そう

いう身近な問題が気になっているが、検討課題にしていただきたい。 

○老人が一人暮らしであれば気にかけるが、老老介護の家庭の場合は家族がい

るので、見落としがちである。いろいろな地域で問題が発生しているので、

例えばそういう問題をどうするか。特に女性の場合は寿命が長いのでこの問

題は大きい。高齢者福祉計画の中に入っていればいいが、老老介護の問題も

重要だと思う。 

○2025 年になると、75 歳以上の高齢者が多くなる。70 歳、80 歳代で元気であ

ればいいが、手押し車で買い物に行くとなると大変で、買い物難民のような

形になる可能性がある。経済産業省の企画の中で、特区的な支援策というの

もあるようだ。多角的なものの考え方で、女性の視点を加えながら見守れる

体制をモデルケースとして扱うと面白いのではないかと思った。 

○目標Ⅵ課題１(1)の２つ目、摂食障害については若い女性に多いが、実態把握

が難しいと思う。その経験をすれば、こういうことで悩んでいるのではない

かとか、症状があるのではないかとかが、よく分かるようだ。健康増進課が
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担当課だが、どのように状況を把握し、対応していくのか。相談そのものも

難しい問題でもあるかなと思う。実態を極力つかんで、施策化や方針化をす

る必要があると思う。 

○女性は若い時に大事にするということが高齢期の健康と密接につながってい

ると思うので、社会的に必要なことだということを、市としても独自の施策

展開も含めて努力すべき課題だと申し上げておく。 

○外国では、「いつ出産して、いつ大病して」と、女性の一生を一つの母子健康

手帳のような形で記載したものを常に持ち歩いて、病院でもその人の状況が

分かるようになっていると聞いたことがある。子どもを産んだのか産んでい

ないのかで身体の状況が違うので、これこそ女性の身体の変化を的確にとら

えているものだと思う。女性専門外来等が開設されているが、乳がん・子宮

がんの検診に若い人が行きにくく手遅れになるのも、体制がまずいというこ

とが現状にあるからではないか。 

○最近は老人科というものがある。 

○子宮頸がんのワクチン接種は若い時にしないといけないらしいが、子宮頸が

んワクチン接種の公費助成が国で検討されている。乳がんと子宮頸がんの検

診は韓国では生活困窮者に対しては無料だ。 

○子宮頸がん検診の無料クーポン券は 20 歳から５歳刻みで 40 歳まであるが、

乳がんでは 40 歳から５歳刻みで 60 歳までで、寝屋川市では継続することに

なっている。 

○目標Ⅶ課題１(1)「女性に対する暴力」とあるが、男性に対する女性の暴力、

特に年齢を重ねて弁が立たない男性に対しての女性からの言葉の暴力を見受

けることがあるので、これも課題かと思う。 

○セクシュアル・ハラスメントの防止について、セクハラ問題を問い質したこ

とがある。セクハラ防止指針があるが、本人が申告すると同時にそれを受け

止める委員会のあり方をもう一度考えるべきではないかと申し上げた。たい

てい相談を受ける側は役職が上の人たちで、訴える側からすると非常に重い。

もう尐し訴えやすい仕組みも含めて改善が必要ではないかと考える。 

○児童虐待防止・高齢者虐待防止について、「通告義務があることの認識をもち

ましょう」となっていて、その通りだが、通告できなかったり遅れたりする

のは近所づきあいや人間関係があって、ためらいが生まれるからだと思う。

通告された人の個人情報を保護することも含めて、行政がしっかりサポート

体制を構築することが大事ではないか。 

○目標Ⅶ課題２(1)に関係して、私自身が実際に相談を受けながら、国の法律そ

のものに不備があると思ったのが、例えば夫婦間で事実上離婚しているよう

なケースで、男性の扶養に入っている女性が病気になった時に医療機関で窓
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口負担をすると、一定額を超えたときにお金が戻ってくるが、女性に返らず

に扶養義務者の男性に戻る仕組みになっている。ＤＶ被害の問題に関わって、

どのようにしてその人の生活や健康を守るかということは法律の整備も含め

た課題であり、国に対しても提言していく必要があるのではないかと思う。 

○（ＤＶの）問題は緊急であり場所がなければどうしようもない。警察が対応

する場合でも、加害者はその場だけを収めようとして、単なる夫婦喧嘩のよ

うな形に変えて、警察もその場で緊急に保護せず、「また何かあれば連絡して

ください。」で終わることがある。その結果、命が失われるケースがある。ス

トーカーの場合でもそうだ。受入れ施設がなかったら深刻な結果を招きかね

ない問題でもあるので、大阪府だけではなく、寝屋川市だけで困難であれば

北河内での共同も含めて、具体的な施策化を必要とするという認識をしてい

ただけたらと思う。 

 


