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別紙標準様式（第７条関係） 

会 議 録 

会 議 の 名 称 令和４年度（2022年度） 第１回 枚方市男女共同参画推進審議会 

開 催 日 時 令和４年（2022年）11月 15日（火） 
15時 00分から 

17時 00分まで 

開 催 場 所 Web会議（第２委員会室） 

出 席 者 
鈴木委員、玉野委員、津熊委員、内藤委員、西邨委員、 

迫間委員、松浦委員、松田委員、三和委員（以上９名） 

欠 席 者 武田委員（以上１名） 

案  件  名 

１．会長、副会長の選任について 

２．令和３年度（2021年度）第３次枚方市男女共同参画計画改訂版アク 

  ションプログラム進捗状況について 

３．その他 

提出された資料等の 

名 称 

資料１ 令和３年度（2021年度）第３次枚方市男女共同参画計画改訂版ア

クションプログラム進捗状況（案） 

資料２ 生理用品の市庁舎等への無償配置について 

資料３ 性自認に応じた公共施設の利用に係る対応方針について 

参考資料１ 男女共同参画推進審議会委員名簿 

参考資料２ 枚方市男女共同参画推進審議会規則 

参考資料３ 枚方市男女共同参画推進審議会傍聴要領 

別紙 男女共同参画推進審議会 委員意見記入用紙 

決   定   事   項 

・案件２、３について追加意見があれば、別紙意見記入用紙に記入し、11

月 20日（日）までに事務局に提出することを確認した。 

・案件２については、意見を反映したものを、会長、副会長に確認してい

ただき、12月２日の枚方市男女共同参画推進本部に諮る。年内に市ホーム

ページへの掲載、行政資料コーナー、男女共生フロア・ウィルへの配架に

より、公表することを確認した。 

会議の公開、非公開の

別及び非公開の理由 
公開 

会議録の公表、非公表

の別及び非公表の理由 
公表 

傍 聴 者 の 数 ０人 

所 管 部 署 

（ 事 務 局 ） 
市長公室 人権政策室 
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審 議 内 容 

発言者 発  言  の  要  旨 

事務局 定刻になりましたので、ただいまから第１回目の枚方市男女共同参画推進審議

会を開催いたします。 

今回はウェブ会議での開催とさせていただきます。 

私は、事務局を担当しております、市長公室人権政策室課長の三木でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。会長と副会長の選出までの間におきまし

て、進行役を務めさせていただきます。 

まず、ウェブ会議を進めるに当たりまして、会議の進め方などについて御説明

させていただきます。 

事務局からの説明の際には、事務局で皆様のマイクをオフにさせていただきま

す。発言される場合は挙手をしていただき、会長の指名を受け、委員御自身でマ

イクをオンにして発言し、発言が終わりましたら、委員御自身でマイクをオフに

していただきますようお願いいたします。また、会長からの呼びかけなどに対し

て同意する場合は、先ほどしていただいたように、手で丸の形をしていただき、

同意しないときはバツという形で意思表示をお願いいたします。 

後ほど、会議の傍聴や会議録の公開など、運営につきましては確認していただ

きたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

なお、本日、傍聴者はいらっしゃいません。 

本日の出席委員は、委員 10名のうち９名で、枚方市男女共同参画推進審議会規

則に基づき、この審議会が成立していることを御報告申し上げます。 

審議会規則につきましては、本日の参考資料２とさせていただいております。 

それでは、開会に当たりまして、乾口市長公室長から一言御挨拶をさせていた

だきます。 

それでは、乾口公室長、よろしくお願いします。 

事務局 ＜公室長 挨拶＞ 

事務局 それでは、ここで、委員の皆様方の御紹介をさせていただきます。 

今回から、新たに５名の委員に御参加いただきます。お配りしております参考

資料１、男女共同参画推進審議会委員名簿の順番に五十音順で御紹介いたします

ので、その場で一言ずつお願いいたします。 

委員 ＜順次挨拶＞ 

事務局 ＜欠席者の報告＞ 

＜事務局職員の紹介＞ 

事務局 それでは、案件１「会長、副会長の選任について」でございます。 

枚方市男女共同参画推進審議会規則第４条第２項の規定により、会長、副会長

の選任につきましては、委員の皆様の互選によりお願いしたいと思っております。 

これについて、委員の皆様から何か御提案などございますか。 
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津熊委員 事務局から提案いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

事務局 御意見、御提案、そのほかよろしいでしょうか。それでは、提案をさせていた

だきたいと思います。 

社会学を御専門とされており、人権問題全般に造詣の深い松田委員を会長に、

そして、ジェンダー論を御専門とされ、男女共同参画に造詣の深い内藤委員を副

会長として、前期に引き続きお願いしてはどうかと御提案させていただきたいと

思います。皆様、いかがでしょうか。 

委員 （異議なし） 

事務局 それでは、御賛同いただきましたので、松田委員を会長として、内藤委員を副

会長としてお願いしたいと思います。 

それでは、これからの進行につきましては、松田会長にお願いしたいと思いま

す。松田会長並びに内藤副会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

松田会長 皆様から御承認いただきまして、会長の任に就かせていただきたいと思います。

御協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

内藤副会長 内藤です。承認をいただきありがとうございます。非力ではございますが、松

田会長のサポートに徹したいと思いますので、皆様どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

松田会長 本日は、今期の第１回目の会となりますので、まず、今後、審議会を進めるに

当たって、会議や会議録の公開に関する対応について、皆様と確認させていただ

きたいと存じます。 

まず、それでは、事務局から説明をお願いできますでしょうか。 

事務局 最初に、本日の会議資料の確認をさせていただきます。次第、資料１、資料１

の別紙、資料２、資料３、参考資料は１、２、３をお送りしております。お手元

に御用意ください。 

まず、会議の公開につきまして御説明をいたします。男女共同参画推進審議会

規則５条５項の規定におきまして、審議会の会議は個人情報の保護に配慮が必要

な事情が特になければ公開とすることとしております。今回、個人情報を含む案

件はございませんので、公開が適当であると考えております。 

傍聴で公開するにあたり、傍聴に関する事項といたしましては、参考資料３を

御覧ください。こちらの傍聴要領につきましては、傍聴の手続、傍聴者の遵守事

項、会議の秩序維持を明記しております。傍聴に関する事項につきましても審議

会で決定をしていただくことになっております。 

参考資料３は定型的な内容をお示ししたものですので、もし何か御意見がござ

いましたら、お願いしたいと思います。 

次に、会議録の取扱いについて御説明をいたします。枚方市では、審議会等の

会議の公開等に関する規程において、会議の公開や会議録の作成などに関するル

ールを定めております。会議録については、審議の経過が分かるように、発言者

と発言内容を明確にして記録をし、会議を公開する場合は、その会議録も公表す

ることとしております。 

説明は以上でございます。 
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松田会長 枚方市の政策形成の過程を明らかにして、市政に対する市民の理解と信頼を深

めるという趣旨で、事務局から、会議と会議録の取扱い、傍聴要領について説明

がありました。 

皆様、何か御意見や御質問はありますか。 

各委員 （異議なし） 

松田会長 それでは、本審議会としまして、この会議を傍聴という形で公開するとともに、

会議録を公表することといたします。 

会議録につきましては、事務局で発言者名を明らかにした会議録案を作成して

いただき、各委員の確認を経て、会長承認の上、市ホームページ、それから行政

資料コーナーなどで公表するということにさせていただきたいと思います。 

それでは、案件２「令和３年度（2021年度）第３次枚方市男女共同参画計画改

訂版アクションプログラム進捗状況について」を議題とさせていただきたいと思

います。 

それでは、事務局から御説明をお願いできますでしょうか。 

事務局 資料１、令和３年度第３次枚方市男女共同参画計画改訂版アクションプログラ

ム進捗状況、こちらの資料に沿って御説明します。 

今回、新たに御就任された委員もいらっしゃいますので、改めて、男女共同参

画計画とアクションプログラムについても御説明をします。 

資料１の１ページを御覧ください。男女共同参画計画は、男女共同参画推進条

例の規定により、男女共同参画を推進するための取組を総合的、計画的に進めて

いくために策定しています。また、男女共同参画社会基本法により、策定するこ

とが市町村の努力義務とされています。ＤＶ防止法、女性活躍推進法に規定する

市町村推進計画も含んでおり、国の法律を受けた計画として位置づけられます。 

第３次男女共同参画計画は平成 28年度から令和７年度までの 10年間の計画で、

令和２年度に中間見直しを行ったところです。その際には、審議会からも御意見

をいただきました。 

男女共同参画推進施策の進捗状況につきましては、男女共同参画推進条例の規

定により、毎年度公表しなければならないとされています。令和３年度の進捗状

況の公表に向けて取りまとめたものが本日の資料１となります。 

今回公表する報告書のあり方につきましては、これまでも審議会から、単に取

組を一覧として羅列するだけではなく、実際市民に見ていただけるように、何か

工夫が必要ではないかという御意見をいただいておりました。 

令和３年度につきましては、計画の改訂版と、その具体的な取組を定めた後期

アクションプログラムの初年度に当たりますので、御意見を踏まえて、公表する

報告書の形式の見直しも行っております。 

本日は、この報告書の構成について御確認いただくとともに、令和３年度の取

組をもとに、今後さらに取組を前進させていくためにどのようなことが必要なの

かといった御意見を頂戴できればと思っております。 

資料１に沿って、資料の構成と、取組内容を御説明します。 

２ページを御覧ください。まず、資料の構成につきまして、５つの基本目標、
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計画の基本目標ごとに進捗状況を取りまとめました。昨年度までは、具体的な行

動計画を定めたアクションプログラムの 100 を超える取組を全て一覧として掲載

をする形としていましたので、ポイントとなる取組は何なのかということや、達

成状況、今後の課題などが一目では把握しにくい形となっていました。今回の見

直しでは、基本目標ごとに、「１、取組の方向性」、「２、主な取組」、「３、取組の

達成状況」、「４、総括」、「５、枚方市男女共同参画推進審議会の御意見」と項目

立てをして要点をまとめ、その上でイメージしやすいように画像やグラフも掲載

しています。 

取組一覧の全体につきましては、資料１の別紙としてまとめています。こちら

の取組実績一覧につきましては、報告書の参考資料として掲載する形で考えてお

ります。 

構成についての御説明は以上です。 

次に、昨年度の具体的な取組内容について、要点を御説明いたします。 

２ページから御覧ください。基本目標１「人権尊重と男女共同参画への意識改

革」につきましては、男は仕事、女は家庭といった性別により役割を固定化する

考え方を解消していくということが引き続きの課題となっていますので、継続的

に啓発を行っていく必要があります。また、コロナ禍において、対面型、集客型

の事業実施が難しいこともありましたので、オンライン実施、動画配信など、非

接触型の手法を取り入れながら、啓発を進めてきました。 

主な取組としては、男女共同参画推進に性の多様性への理解促進も併せ、市民

への啓発、若年層、事業者への働きかけを行いました。具体的には、市民を対象

とした啓発動画の配信、学校における男女平等教育の推進などを挙げています。 

取組の達成状況としましては、17事業のうち１事業がコロナ禍の影響で実施で

きず、未達成となりましたが、おおむね達成となっています。 

総括としましては、啓発については、若年層への働きかけが重要となりますの

で、子どもと日常的に接する機会が多い教職員、保育士などへの研修にも力を入

れることがポイントになってくると考えられます。また、コロナ禍において広ま

ったオンライン実施、動画配信などについては、市民から、むしろそのほうが参

加しやすい、継続的に実施してもらいたいといったような声もいただいています。

もちろん、利用環境がない方への配慮というのは必要ですが、それを含め、新し

い生活様式を踏まえ、柔軟に啓発手法を見直していくことが引き続きの課題とな

っています。 

次に、４ページを御覧ください。基本目標２「男女共同参画を阻害する暴力の

根絶」につきましては、まずは、いかなる場合であっても暴力は許されるもので

はないという考え方を広く浸透させることが一番の課題になっています。また、

ＤＶ被害者支援においては、支援の入り口である相談窓口の周知が重要であるこ

とから、ＳＮＳでの発信や自治会の回覧板を活用した紙ベースでの周知、また、

乳幼児健康診査の機会に啓発冊子を配布するなど、様々な機会を捉えて周知に取

り組んできました。 

主な取組としましては、女性に対する暴力をなくす運動期間、11 月 12 日から
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25日に合わせて、ニッペパーク岡東中央のヒラリヨンでパープルライトアップを

実施しました。また、市立小・中学校でのＤＶ予防教育プログラムの実施、ひら

かたＤＶ相談室における被害者支援などを挙げています。 

ヒラリヨンのパープルライトアップにつきましては、今年度も 11 月 18 日、25

日に実施します。 

取組の達成状況としましては、24事業全てが達成、またはおおむね達成となり

ました。 

総括として、暴力の防止につきましては、子どもの頃からの意識醸成が非常に

重要ですので、子どもへの啓発に加え、基本目標１と同様に、子どもと日常的に

接する機会が多い教職員、保育士などへの研修に力を入れることも重要なポイン

トになってくるかと考えます。 

研修手法につきましては、コロナ禍においてオンライン実施、動画配信などが

実施されていますが、担当課に確認したところ、ロールプレイなど対面で理解を

深めるような研修もあるとのことですので、対面実施による効果が高いものをど

うするかなど、研修の効果を見極めながら手法を検討し、研修の機会を確保して

いくことが今後の課題になるかと考えております。 

また、ＤＶ被害者支援につきましては、被害者の安全確保に加えて、経済面で

の支援、健康面での支援、児童虐待への対応など非常に多面的な支援が必要とな

りますので、引き続き関係機関がそれぞれの役割を十分に果たしながら、相互の

業務についても理解を深めて相互連携を図ることが求められています。特に、近

年、児童虐待につきましては、ＤＶと複合する深刻な事案が多く見られますので、

ＤＶ支援の部署と子ども支援の部署との密な連携に努めているところです。 

次に、６ページを御覧ください。基本目標３「仕事と生活のあり方をさまざま

に選択できる社会づくり」につきましては、仕事、家庭、地域社会への参加を主

体的に選択できる社会づくりに向けて、引き続き、子育てや介護への支援などに

取り組みました。 

主な取組としまして、保育の待機児童の解消、市職員の配偶者出産休暇の取得

対象の拡大、不妊治療のための出生サポート休暇の創設などを挙げています。配

偶者出産休暇の取得拡大につきましては、会計年度任用職員についても拡大をす

る方向で進めています。 

取組の達成状況としましては、29事業のうち３事業が未達成となりました。保

育の一時預かり事業、病児保育の利用が低調だったこと、また、放課後留守家庭

児童会室に待機児童が発生したことがあります。それぞれ、現在、達成に向けて

取組を進めています。そのほかは、おおむね達成となっています。 

引き続き、子育てや介護への支援、また、就業、起業、再就業への支援などに

取り組むことが求められています。 

次に、７ページを御覧ください。基本目標４「だれもが安心して暮らせるまち

づくり」につきましては、様々な状況に置かれている人が安心して暮らせるまち

づくりに向けて取組を進めてきました。 

主な取組として、女性のための健康講座の動画配信、ひとり親家庭相談支援セ
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ンターの開設、ひとり親家庭養育費確保サポート事業の開始などを挙げています。 

取組の達成状況としましては、46事業のうち２事業が未達成となりました。 

コロナ禍の影響で、自殺のサインに早期に気づき対応するゲートキーパーの養

成研修が実施できていませんでした。また、性的マイノリティーへの支援の一環

として、多様な性の在り方についての医療機関への周知、啓発が十分に実施でき

ていませんでした。こちらも現在、取組を進めるように検討を進めております。 

総括として、基本目標４につきましては、生涯を通じた全ての人の健康保持と

増進への支援を基本方向１として定めており、男女共同参画社会の実現に向けて、

女性が生涯を通じて男性とは異なる健康上の問題に直面することがあるなど、身

体的な性差への理解を促進することが重要ですので、その視点に立った取組も進

めていくことが課題となっております。 

また、基本目標４には、男女共同参画の視点に立った防災も含まれております

ので、引き続き、多様なニーズに配慮した防災体制の確立に向けて、女性の参画

の推進が求められています。 

次に、８ページを御覧ください。基本目標５「男女共同参画を推進する体制の

整備」につきましては、市政運営に当たり、市民のニーズを十分に踏まえて多様

な視点を確保していくという観点から、政策方針決定過程における女性の登用を

進めました。 

主な取組として、市女性職員を対象としたキャリアデザイン研修の実施、民間

事業者への啓発リーフレットの配布などを挙げております。 

取組の達成状況としまして、12事業のうち審議会の女性委員比率の向上に係る

１事業が未達成となりました。 

総括としまして、市役所の女性管理職、審議会等の女性委員の登用がともに目

標値に届いておらず、引き続き、取組を推進していく必要があります。審議会の

委員の選任に当たりましては、各団体からの委員推薦もいただいており、性別の

偏りについて市が関与しづらい要因もありますが、引き続き、未達成の原因を分

析、整理し、対応策の検討をしていくことが課題となっています。 

次に、９ページを御覧ください。こちらは全課を対象とした取組について、別

立てとして挙げております。市として、男女共同参画の視点を施策に反映させて

いくために、全課を対象として設定している取組でございます。 

この取組と連動させているものとして、次の 10ページを御覧ください。男女共

同参画の視点チェックシートを掲載しています。今年度からこのチェックシート

を活用し、全職員が言動の振り返りと改善を行うため、自己チェックをする形と

しています。 

これまでも庁内で、男女共同参画の視点に立って業務に当たるようにと周知は

してきましたが、具体的に何をどうしたらいいのかを十分に共有できていないと

いう課題がありました。このチェックシートは、各自の業務でどのような視点を

持てばいいのか、例えば、市民に接する業務がある場合、企画立案する業務に携

わっている場合、業務ごとに具体的にどういう視点を持つべきなのかという具体

例を示して整理をしたものです。男女共同参画の視点は全ての取組の基盤となる
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ものですので、常に意識して業務に当たるように、継続的に、常勤、非常勤を問

わず、全職員の啓発に取り組んでいきたいと考えています。 

次に、11ページを御覧ください。こちらは計画の指標を掲載しています。計画

の指標推移については、参考資料として掲載します。 

これまで審議会から、指標について、実数や累計では実態が分かりにくい、で

きるだけ割合で示すようにというような御意見をいただいておりました。全体的

な見直しにつきましては、次期計画の策定に併せてというところにはなりますが、

今回、14ページに掲載の基本目標３の指標「育児休業を取得した男性職員数」に

つきまして、これまで累計で計上していましたが、今回から割合に変更していま

す。引き続き、次期計画の策定に併せて見直しを検討していきます。 

資料の説明は以上です。 

松田会長 それでは、審議に入りたいと思います。 

この男女共同参画は、枚方市の施策全般に幅広く関わる非常に重要なことであ

るということなのですけれども、予算的にも人員的にも制約がございます中で、

工夫しながら効果的に取組を進めるという必要があるかと考えられます。 

男女共同参画の推進に向けまして、さらに取組を前進させるため、どのような

ことが必要なのか、どういった工夫ができるのかなど、御意見をいただきたいと

思います。 

また、進捗状況の公表に当たっては、市民にポイントが分かりやすい形で行っ

ていくということも大事かと考えます。今回、報告書の形式の見直しをされてい

ますので、この形式についても御意見をいただきたいと思います。形式のところ

に関しましては、前年度、委員していただいた方々は御記憶かと思いますが、取

組ごとの表がずっと掲載されていて、あるテーマについて、そのテーマの取組を

探していくことになるため、テーマごとに串刺しで把握することが大変難しかっ

たと思います。それが今回、テーマ別に簡潔にまとめていただいたので、非常に

見やすくなったかなという気がしております。 

その辺りの形式についても御意見をいただければと思います。アクションプロ

グラムの進捗状況についての基本目標が５つあったので、基本目標の１から御意

見があれば、お伺いしたいと思います。 

２ページ、３ページの辺りですね。基本目標の１の「人権尊重と男女共同参画

への意識改革」というところですね。この辺り、何かお気づきの点や御意見、御

質問がありましたら、挙手をお願いします。 

迫間委員 商工会議所の迫間です。 

松田会長 はい、迫間委員、よろしくお願いします。 

迫間委員 最近ニュースとかでも聞いたのですが、私の固定概念では、どちらかというと

年配の世代のほうが遅れているのかなと思い込んでいたのですが、若い世代、い

わゆるＺ世代とか、そういう世代でも今、就職したての年代とか、そういう方々

の中でも意外と男が働くべきだ、女性が家にいるべきだというふうに思っておら

れる方が多いという話を聞いたことがあります。 

もう既に取り組みされていることかなとは思いますけれども、年少時代の教育
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の部分から、そういう意識改革を教育に取り込んでいく必要があるのかなと思っ

ております。 

松田会長 事務局いかがでしょうか。 

事務局 今、学校でもＤＶ予防教育プログラムを提供しているときに、そういった男女

のイメージのこと等を子どもたちから聞くことがあります。親世代の考え方が、

子どもたちに影響しているところもあるのかなと気づくところもあります。御意

見いただいたように、教育で取り組むべきというところで、学校での活動におき

まして、あらゆる機会を通じて役割分担意識を変えていくように、都度、教育委

員会とも連携しながら幅広い世代に対して啓発、教育などを行ってまいりたいと

思っております。 

迫間委員 我々、地域経済団体ですので、その観点から申し上げますと、やはり人口減少

社会というのは、おそらくよくなっていくことはないと考えております。これは

国も総務省も申しておりますけども、その中で、この日本という国がこれから成

長していくために、持続可能な成長をしていくためには、男女共同参画は必ず必

要なものであると考えております。教育の中でやんわり、ざっくり、「働くと楽し

いよ」みたいなことではなくて、これからの日本を支えて、我々が活性化とか発

展とか維持していくためには、これは必須であるという観点で、ちょっとロジカ

ルに教育の中に組み込んでいただけたらありがたいなというふうに思っておりま

す。 

松田会長 その他いかがでしょうか。 

内藤副会長 総括のところで、教職員や保育士への研修が大事であると書かれていますけれ

ども、現状としては特にまだ何もなされていないという状況ですか。それとも具

体的な試みがあるのか、このあたりを教えていただけますか。 

事務局 教職員、保育士、職員への研修につきましては、日常的に研修は行っています

が、子どもへの教育だけではなく、日常的に子どもに接する教職員、保育士への

研修が特に重要であるという意味で書かせていただいております。 

内藤副会長 資料１、別紙のどの項目に掲載されているなどはありますか。 

事務局 別紙の資料の基本目標１の（３）のところに番号９番、保育士に対する研修や、

10番、教職員に対する研修などを書かせていただいております。 

毎年人権研修というのは職員に対して行っておりますが、ただ研修を行うだけ

ではなくて、より理解を深めるためのテーマなどの内容を考えていかなければい

けないというところで、関係部署とも効果的な研修というのを考えていきたいと

考えております。 

内藤副会長 分かりました。ただやっているだけじゃなく、中身についてもより成果を出す

ような形で考えていくということですね。 

松田会長 鈴木委員、お願いします。 

鈴木委員 この資料の立てつけとしまして、４で総括があって、そこで取組の現状や、新

年度の取組の結果の話と、これからのネクストステップとして何をしていくかと

いうのが混在して書かれているような気がしております。それぞれの目標ごとに、
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主に総括だけ書いているところとネクストステップについて強く書いているとこ

ろがあって、読んでいるときに、何の話をしているのかと見失うようなところが

ありました。総括と次のステップというところは項目を分けて書かれたほうが分

かりやすいのではないかなと感じました。 

事務局 今、委員から御意見いただきましたが、我々も総括にどのようにまとめるかと

いうのを試行錯誤しながら進めてきた表れかもしれません。 

改めてどういった形で取りまとめるのが、市民に分かりやすいものになるかと

いうことを検討させていただきます。 

鈴木委員 はい、ありがとうございます。 

松田会長 それでは、次の基本目標の２「男女共同参画を阻害する暴力の根絶」というテ

ーマについて、御意見ございますか。 

玉野委員 表の指標の２段目の周知度のところなのですが、知っている人の割合なのか、

知らない人の割合なのか、ぱっと見たところ、分からないかなと思いました。何

で増加しているのかというのも、もう少し分かりやすく表記できないかなと思い

ました。 

ＤＶの暴力というと、いろんな面での暴力があると思いますが、市民の方が見

たとき、殴る蹴るだけが暴力というふうに受け止めるのではないかと思いました。

いかがでしょうか。 

松田会長 この米印のところ「暴力を振るわれた人にも何らかの原因があって、暴力を振

るう人を一方的に責められない」と考える人の割合ですね。 

玉野委員 ここでいう暴力は、いわゆる身体的暴力の話をされているということですよね。 

事務局 これについては身体的暴力だけではありませんが、アンケートの回答者が暴力

をどのように解釈をされているかということはあると思います。 

アンケートの中で身体的暴力だけではないというところまで触れていたのか、

内容の確認をさせていただいてもよろしいでしょうか。 

玉野委員 はい、分かりました。今回に関して、答えられた方がどう感じたか、例えば、

精神的暴力を暴力と感じて回答されていればよいのですが、暴力を振るうという

表現には、殴る蹴るみたいな感じがあると思いました。 

事務局 元の設問をもう一度確認して、誤解のないように注記の掲載も含め、検討させ

ていただきます。 

最初に御質問いただきました、２つ目の指標のひらかたＤＶ相談室の周知度に

つきましては、知っている人の割合として記載をしているものです。 

内藤副会長 周知度が平成 26 年から令和元年で数字を見ると減っていますが、「増加」と記

載されています。周知度がこれは増加しているのですか。 

事務局 ＤＶ相談室を知っている人の割合は減少しています。平成 26 年度には女性

34.2％の人が知っていると答えましたが、令和元年度は女性 28.9％となりました。

指標としては増加が望ましいところ、減少しているという結果を示しております。 

内藤副会長 増加を目標としているということですか。 

事務局 そうです。 
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内藤副会長 分かりました。認知度が下がってしまったという課題ということですね。 

松田会長 私から一点、追加させていただきたいのですけど、ＤＶに対して誤った認識を

している人の割合という見出しですけれども、ＤＶに対しての誤った認識といっ

ても、たくさんの種類があると思います。ここでいっているのは、「暴力を振るわ

れた人にも何か悪いところがあるんだ」みたいな認識をしているという間違った

認識を意味していると思うので、タイトルを「ＤＶに対して誤った認識を」じゃ

なくて、「ＤＶの原因に対して誤った認識をしている人の割合」ではいかがでしょ

うか。 

事務局 記載につきましては検討させていただきます。 

松田会長 その他、この基本目標２について御意見ありますか。 

鈴木委員 この基本目標２の書きぶり全体を通して受けた印象ですけれども、ＤＶについ

て基本的には女性が被害者であるという前提で書かれているように受け止められ

ました。でも、実際、ＤＶは男性が受けるパターンも増えてきています。むしろ

相談できない方の割合は女性より男性のほうが多いというようなことをよく調査

結果などでも見るので、女性が被害者であることを前提とした記載ではなく、男

女どちらも被害者となり得ることがあるというニュアンスが出るほうがいいのか

なというふうに感じました。 

事務局 女性に対する暴力の根絶に向けた啓発としてパープルライトアップを掲載して

いますので、特にそういう印象を受けられたのかもしれません。 

性別を問わず被害者はいるという前提でまとめていますが、そのような印象を

受けるというご意見をいただきましたので、検討が必要と思いました。パープル

ライトアップは掲載させてもらいたいと思うのですが、ほかに特にお気になられ

るような箇所はございますか。 

鈴木委員 先ほどのパープルライトアップの話や、被害者への支援の連携というところで

女性相談センターと連携しますという内容を聞き、女性だけという印象を受けて

しまったのかと思います。 

事務局 女性相談センターについては、配偶者暴力相談支援センターのことですので、

記載の仕方を検討します。 

松田会長 迫間委員、どうぞ。 

迫間委員 最近、非常にいたたまれないなと思うのは、子どもに対する暴力や、家庭内暴

力がニュースとして絶えないのが本当に信じられないと思っています。確かに男

性に対しても女性に対しても、あらゆる暴力が認められるものではないと思うの

で、もう少し広く捉えて、暴力自体がよくないよという、男だ女だとかではなく

て、逆に子どもが大人に対してすることもあるでしょうし、そういうあらゆる対

象に対する暴力、暴力自体が駄目なんだという、もうちょっと広い観点での検討

にならないかなと思いました。 

事務局 あらゆる暴力の根絶について、いただいた御意見はすごく重要だと思っており

ます。ただ、男女共同参画計画における「男女共同参画を阻害する暴力の根絶」

というところで、根底に、例えば誰が食わしてやっているんだとか、男のくせに
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稼げない甲斐性なしだとか、そういう意識が暴力の根底にあるというところが重

要であるところもあります。暴力全体の根絶を目指す中で、特に、男女共同参画

を阻害する暴力に焦点を当てているというところがありますので、それが範囲を

限定しているというふうに読めてしまうのかと感じました。 

松田会長 それでは、基本目標３に進みたいと思います。 

基本目標３は「仕事と生活のあり方をさまざまに選択できる社会づくり」です

けれども、枚方市が安心して子育てできる環境が整っているかという、アンケー

トでは増加しているということで喜ばしいことではあるかなと思います。御意見

ありますでしょうか。 

待機児童は今どうなっていますか。 

事務局 保育所の待機児童は国の定義によりますと、令和３年度０人となっています。 

松田会長 分かりました。迫間委員、どうぞ、お願いします。 

迫間委員 子育てはずっと続いていくものなので、保育園に預ける、幼稚園に預けるとい

うことは非常に重要ですが、申請をするときに、窓口が平日の日中しか申請でき

ないという状況があります。共働きをしていると、平日は行けませんので、男女

共同参画の観点からいくと、特に保育所入所、幼稚園入園の申請に関しては、土

日の窓口をもう少し拡充してもらいたいという考えがあります。 

事務局 市全体の方向性としてはＩＴ化も進んでおりますので、ネットを通じての申請

などの方向で全体的に進んでいる部分もございます。いただいた御意見について

は、関係部署にも共有させていただきたいと思います。 

松田会長 三和委員、どうぞ。 

三和委員 男女共同参画で事業者への啓発というところで、入札落札者決定基準のところ

に入れたというような記載がありますが、それ以外に具体的に市内事業者へ働き

かけられた状況があれば教えていただきたいです。 

事務局 昨年度、北大阪商工会議所、大阪府に御協力いただきまして、大阪府の「男女

いきいき」事業者登録、認証、表彰制度について、市内事業者へ周知をしました。

集合形式の事業者への周知は実施できませんでしたので、引き続き今後もお力を

お借りできればと思います。よろしくお願いいたします。 

三和委員 我々も、企業への啓発は、コロナ禍でなかなか難しい状況ではありますので、

先ほどおっしゃっていたように、工夫をして、何かをやっていかないといけない

と、オンライン型でのセミナー、オンラインでも同時ではなくて、アーカイブや

オンデマンドなど、いろんなやり方で企業に向けて発信していかなければという

ところを課題としておりますので、そういった部分でもし一緒にできることがあ

ればやっていけたらと思っています。よろしくお願いします。 

事務局 こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

松田会長 基本目標４ですね。「だれもが安心して暮らせるまちづくり」ということですが、

いかがでしょうか。 

松浦委員。 

松浦委員 基本目標４「だれもが安心して暮らせるまちづくり」に「生涯を通じたすべて
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の人の健康保持と増進への支援」というのが基本方向になっています。この資料

の７ページを読みますと、女性の妊娠・出産期以降の話が主な感じになっていま

す。最近、新聞記事で、小学校の健康診断で、上半身裸になるのを嫌がるお子さ

んがたくさんいると読みました。枚方市内の小学校はどんな形で健康診断してい

るのかなというのと、上半身裸にするのは脊柱が曲がっているのを見つけるため

だというお医者さんの御意見もあるようですけれども、やはり嫌がるお子さんが

いるということに寄り添っていただきたいと思っています。 

事務局 全ての小学校の健診は分かりかねますが、先日、上半身裸にして検査を受けな

ければいけない健康診査についての案内文を見ましたら「ほかの人に見えないよ

うに配慮をして、検査を行います」という説明がありました。 

改めて確認をさせていただきたいと思います。 

松田会長 それでは、基本目標の５「男女共同参画を推進する体制の整備」について、い

かがでございましょうか。 

この管理職に占める女性の割合が思ったほど早く数字が上がっていかないとい

うところだと思うのですけれども、前に市役所でお話を伺ったときの印象では、

非常に、複合的な理由があると思います。一つには、市が女性職員への働きかけ

を行うけれども、実際に昇任試験の受験に応募する人が増えないというところが

あって、様々な個々の理由があると思います。そうなると、個人だけの話じゃな

くて、おそらく社会の仕組みというものがあって、本当は受けたくても受けられ

ないとか、あるいは本当に受けたくないと思うとか、いろいろあると思うのです。

その辺りで付け加える、個人的な感想でも結構です、何かおありでしょうか。 

事務局 男性、女性問わず、昇任試験の受験者が減少の傾向にあります。生活と仕事の

両立が難しいなど、性別を問わず様々な理由があると思いますが、単に昇任試験

を受けなさいと個人に働きかけるだけではなく、例えば、残業前提の仕事のあり

方そのものを見直すである等、根本的なところが課題になっているように感じて

います。個人の感想にはなりますが。 

松田会長 いわゆる教員志望の人が減っているのと似ているかもしれませんね。 

事務局 男性だから、女性だからというより、働き方などを選択できるようになるため

に、今はまだ過渡期なのだと思います。女性の割合が少ないので、数が少ないと

いうことが原因で管理職になりにくい状況もあると思います。女性にしかわから

ないことを発信していく役割等があると分かっていても、少ないところに飛び込

む勇気がないという気持ちは、自分にもあったように思います。 

でも、できないと考えで終わるのではなく、チャレンジしてみたい、いろいろ

自分の意見を言ってみたい等、そういう雰囲気が広がっていったらいいなと思っ

ています。女性が参画しやすい社会になり、最終的にはそれぞれが自分の意思で

選択できるようにということを目標に、女性の割合を増やすことは必要だと考え

ます。まず自分たちが働きやすい職場づくりについて発信していかないといけな

いので、課題も含め、積極的に伝えていきたいと思っています。 

松田会長 ありがとうございます。皆様、いかがでしょうか。 

この 10 ページのところに男女共同参画の視点チェックシートというのがあり
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ますが、市役所で勤務されている方、皆様が御存知なのでしょうか。 

事務局 全課への周知を進めていますが、全員に浸透させることが課題だと考えていま

す。 

松田会長 その他、全体的にこの報告書としての形式とか、伝わりやすさ等、その辺りは

皆様いかがでしょうか。字の大きさや字体等もいかがでしょうか。 

三和委員 目標や指標は目立たせたい部分ではないのかなと思うのですが、全体の中でも

字が小さいと思いました。こういった指標の比較など強調したいところや、チェ

ックシートは実際に皆様が見たいところだと思うので、もう少し大きくしたほう

がいいのではないかと思います。 

松田会長 御意見をどうもありがとうございました。皆様の御意見につきましては、事務

局で取りまとめていただき、資料１に審議会の意見として掲載して公表するとい

うことになります。 

それでは、本日の案件３番、その他について、事務局から説明をお願いします。 

事務局 資料２「生理用品の市庁舎等への無償配置について」を御覧ください。 

令和４年度の市政運営方針に、「身体的性差への理解促進を図るとともに、その

性差を踏まえ、女性の負担軽減につながる取り組みとして、生理用品の本庁舎等

への配置を進めます。」と掲げています。月経は女性特有のもので、月経の身体的・

心理的負担感は人それぞれ個人差がありますが、男性になくて女性にある身体的

な性差の一つです。男性と女性、互いの違いを認め、尊重し合う社会の実現に向

けて、生理用品をトイレに無償で配置して必要なときに必要な人が受け取れるよ

うにすることは非常に有意義なものです。 

実施に向けて現在取り組んでいる実証実験の進捗状況と今後の方向性について

御説明いたします。 

生理用品の無償配置の実証実験と書かれている資料を御覧ください。第一弾と

第二弾をそれぞれ資料に記載しておりますが、第一弾の実証実験では、株式会社

ネクイノと協定を締結し、公民連携事業として、株式会社ネクイノが提供するト

レルナというサービスを活用しました。 

このサービスは、トレルナのディスプレーに流れるデジタルサイネージの広告

収益でナプキンを調達しているため、利用者は無償でナプキンが受け取れるよう

になっています。 

トレルナの使い方としては、資料に写真がありますように、利用者はスマート

フォンにトレルナのアプリをインストールして、ナプキンを受け取るときにはア

プリを起動して壁に貼ってあるＱＲコードをアプリから読み込むと、機械からナ

プキンが１枚出てくるようになっています。２時間ごとに１枚ナプキンが受け取

れて、１か月に受け取れる枚数は最大７枚まで受け取ることができます。機械の

中でナプキンが保管されていますので、盗難の心配がなく、購入経費がかからな

いという点と使用枚数の管理ができるのがメリットです。 

続きまして、実証実験の第二弾として、段ボール製ディスペンサーを活用した

無償配置を現在行っております。この段ボール製ディスペンサーは大阪大学のプ

ロジェクトが独自開発し特許出願中のものだそうです。大阪大学をはじめとする
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学校現場での導入が広がっていて、自治体で設置するのは枚方市が初めてです。

段ボール製なので災害時にも活用できますし、必要なくなれば折り畳んで資源ご

みに出せるようにもなっています。 

開発者の理念として、生理がある人の生理用品の選択ができるように３列のデ

ィスペンサーになっていて、ナプキンが２種類とタンポンが入るようになってい

ます。現在行っています実証実験ではナプキンとタンポンを提供し、生理用品の

選択についても考える機会と啓発にしています。 

実証実験を通して利用者からのお声を聞きました。利用者アンケートと書いて

ある資料を御覧ください。それぞれの実証実験では、アンケートを実施しました。

トレルナでは、スマートフォンのアプリを起動してナプキンを受け取った後にア

プリの画面がアンケート画面に遷移するようになっています。 

アンケートのコメントでは、急な生理のときに助かったなど生理用品を無償配

置することについて肯定的な御意見ばかりでした。 

今回、メーカーから提供を受けたナプキンは、少ない日用の羽なしだったため、

多い日用の羽のあるナプキンが欲しいとの要望の御意見が多かったです。また、

経血量には個人差がありますので、一度に複数枚取り出したいという御意見もあ

りました。 

段ボールディスペンサーにアンケート回答フォームにつながるＱＲコードを貼

って、任意で回答を現在してもらっているところですが、利用者からの感想とし

ては、突然月経が始まったときに助かったという御意見が多数ありました。また、

スマートフォンの操作が要らずに簡単に取り出せる点が段ボールディスペンサー

が好評でした。生理用品の無償配置の取組を継続してもらいたいという御意見が

ほとんどでした。 

段ボール製ディスペンサーの実証実験を現在行っているところですが、誰でも

簡単に取り出せる点については、アンケートのコメントで、13時半の時点で全て

の個室の生理用品が空っぽだった等、一度にたくさん持ち帰っている人がいるの

ではないか、本当に必要な人に届かないのではないかとの懸念の声も寄せられま

した。 

アプリを使って取り出せる手法については、通信速度制限のことやダウンロー

ド自体等が利用者にとっては面倒であるとの御意見や、個人情報を登録してまで

ナプキンが欲しいとは思わない、アプリだと個人情報も一緒に管理される印象が

ある、段ボールの方が気持ち的に安心で恥ずかしくないなど、個人情報を登録す

ることに恥じらいや抵抗感があり、段ボールのほうが、安心感があるという御意

見がありました。 

アプリを使った手法と段ボールディスペンサーを使った手法では、それぞれメ

リットとデメリットがあったものの、利用者としてはどちらも生理用品の無償配

置について継続的に取り組んでもらいたいという御意見がほとんどでした。 

今後も身体的な性差における負担軽減を目指し、生理用品の無償配置の取組を

推進します。まずは、令和５年度に市役所の本館と別館のトイレに生理用品を配

置します。現在、半導体不足の影響で、アプリを使った手法を導入できる見通し
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が立っていないため、当面の間は段ボールディスペンサーによる無償配置の方向

で関係各課と調整していきます。令和６年度以降は、生涯学習センターなど市役

所以外の公共施設への設置を推進していきます。 

報告は以上です。 

松田会長 利用者におけるアクセスのしやすさとプライバシーの問題や濫用をどう防ぐか

という、三つ巴のすごく難しい問題が入っていると思います。枚方市内の学校の

様子も教えていただければと思います。 

事務局 市内の学校では、全校に生理用品を配置していると聞いています。配置方法や

箇所数については、学校によって異なると聞いております。 

松田会長 迫間委員、どうぞ。 

迫間委員 アンケート結果から、非常に好印象な御意見がすごく多かったというのを勘案

すると、最近、各行政区同士の人口の取り合いがおそらく起こっているかなと感

じます。これがとてもいいサービスということであれば、ＵＩＪターン等枚方市

の取組を情報発信して、非常に女性に優しい市というアピールに展開するという

のもどうかと思いました。 

松田会長 玉野委員、お願いします。 

玉野委員 私もすごくいい取組だと思いました。私、10代後半の女の子たちのサポートな

どをしているのですけれど、早くから家を出て一人で暮らさないといけない子と

か、本当にお金がないので生理用品の購入を控えたりとか、交換を控えたりとか

するような子たちばかり。そういった意味でもこの取組はすごくいいなと思いま

した。何より学校で、衛生面などをきちんと教育することが大切だと思います。

何より学校が先に設置してほしいなと思いました。それが日常的というか、当た

り前のことになれば、大人になってもその辺りが普通になるのかなと思いました。 

さっきの学校に配置しているというのは、ディスペンサー等で配置していると

いうことですか。 

事務局 保健室には従来からあったようですが、それに加えて管理棟、高学年のトイレ

など、子どもたちが受け取りやすいように学校ごとに取り組まれています。保健

室だと、取りに来てくれた子がそれ以外の課題を抱えてないかということを直接

話すことができるメリットがある一方、わざわざ先生にもらいに行きにくいとい

う課題もあります。全校に設置していると聞いていますが、その入れ物や設置方

法は試行錯誤しながら進めていると聞いています。 

玉野委員 本当に新たな取組だと思うので、これから考えていくところかと思いますが、

保健室は先生にわざわざ言いに行ってからになります。あと、女性だったら経験

があると思うのですけど、ナプキンを持ってトイレに行くという、その何かを持

ってトイレに行くと、もうその子は生理だみたいな感じがすぐ分かるというよう

な男子の意見を聞いたこともあります。やはり保健室に取りに行って、トイレに

移動するというところは、少し使いにくいのかなというふうに思いました。 

事務局 いただいた御意見は、教育委員会とも共有させていただきます。 

松田会長 それでは、引き続き、資料の３です。性自認に応じた公共施設の利用に係る対
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応方針についてということで、こちらの説明をお願いします。 

事務局 まず、性自認という言葉についてですけれども、心の性別のことで、英語では

Gender Identity です。自分自身をどのような性別だと思っているのかというこ

とで、女性と男性に必ず分かれるものでもなく、どちらでもない、どちらでもあ

るというような方もいらっしゃいます。また、生まれたときに決められた性別、

いわゆる体の性別と異なる性別を生きる人、生きたい人をトランスジェンダーと

いいます。今年度、市に対してトランスジェンダーの方から、具体的な御相談や

御意見が寄せられたこともありまして、この資料の２枚目のとおり、改めて庁内

全体で市としての考え方を整理し、共有を図っているところでございます。非常

に重要なことだと考えますので、審議会にも御報告させていただくこととしまし

た。 

個人が特定されない形で簡単に相談内容について御説明をいたします。 

体の性別が男性で心の性別が女性のトランスジェンダーの方から、自分の性自

認に合った市の女性用トイレを利用したいという相談を受けており、現在対応中

です。トランスジェンダーの方は、恐らく多目的トイレを使われている方も多い

のではないかと推測されますが、御本人は、過去に多目的トイレを使われたとき、

トイレが混み合っていて、車椅子利用者の方とのトラブルがあったとお聞きして

います。車椅子の方は多目的トイレしか使えないのに、一見、ほかのトイレを使

えるように見える方が多目的トイレを使用していたということで、すごく怒られ

たというような経験があったそうです。それがトラウマとなって、多目的トイレ

を使用できないという個別の事情をお持ちです。 

また、別の方からは、更衣室の件で、トランスジェンダーは男女別の更衣室を

利用しにくいので、公共施設に多目的更衣室を設置することや、あと、適切に個

別対応を行うために施設職員の理解促進を進めることについて、市長への提言を

いただいたところです。 

トイレの利用については、実際に市役所に来られるときにトイレに行けないと

いう具体的な御相談です。市庁舎に限らず、図書館や生涯学習市民センター、公

園のトイレも市の所管ですけれども、それぞれ状況が異なりますので、施設ごと

の事情を踏まえて対応を今後検討していくことになるかと考えています。まずは、

現在、御本人と協議の中で、市役所の市庁舎の本館と別館のトイレの利用をどう

するのかというところを御相談させてもらっているところです。 

トイレの利用については、日常的に意識はしないかもしれませんが、生活に欠

かせないものですし、排泄は人間の尊厳にも関わるところですので、誰もが安心

してトイレを使えるということは、人権尊重の観点から非常に重要なことである

と、改めて認識しているところです。御本人が、そして、女性トイレを使われる

ほかの女性の利用者の方もそれぞれ安心してトイレを利用できるように、どのよ

うに対応していったらいいのかというところ、答えは１つではないと思いますし、

まだ検討中ではありますが、十分に考えて整理をしていく必要があるかと考えて

おります。 

また、トランスジェンダーの性自認に応じた施設利用の取扱いにつきましては、
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まだ法整備がされておりませんので、法的な根拠、具体的な国の方針がない中で、

今、現段階で市としてどう考えていくのか、どう対応していくのかというところ

になります。トランスジェンダー御本人からもほかの女性のトイレの利用者の方

からも、市が訴えられるというようなことも考えられます。 

次、２ページ目に、対応を検討するに当たっての市の考え方をまとめています

が、まずは、自分が思う自分の性別に応じた社会生活を送ることが個人の重要な

利益であるというところを前提として、改めて庁内で確認しているところです。

また、トランスジェンダー当事者の方の希望や事情、また、施設の事情もそれぞ

れ個別に違いますので、一律に対応を認める・認めないということや、できる・

できないということを一律に決めることが難しい。ですので、まずは丁寧に御本

人の話を聞く、そして個別に対応を検討するということが基本になるということ

を押さえる必要があるかと考えております。 

今回、トイレと更衣室に関する事案について、トイレについては多目的トイレ

は使用できないという事情があります。更衣室については、多目的更衣室の設置

を求めるという提言をいただいており、それぞれご本人のお考えも状況も異なり

ます。やはり一律の対応は難しいというところが一番大きいのかと考えておりま

す。 

社会において性の多様性への理解促進というところもまだ十分とは言えないと

思いますし、併せて進めていく必要があるかと思います。また、一度対応を決め

たとしても、今後、法整備がされるなど社会的な理解の深まりもあるでしょうし、

適宜対応を見直していく必要はあるかと考えています。 

資料の３ページ目ですけれども、こちらは職員対象のマニュアル「市の職員の

ための性の多様性への理解促進に向けたハンドブック」からの抜粋です。こちら

は参考として掲載しております。 

生理用品の配置と併せまして、市として重要な取組の一つとなるかと思います

ので、審議会にも御報告させていただき、御意見があればお伺いできればと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

松田会長 これも非常に難しい問題で、さっきの御説明にもありましたように、法的にも

それが社会的にも全然追いついていない問題があります。定義がないといいます

か、これまでの世の中の前提が崩れていくといいますか、変わっていくところで、

その途中経過のところで起こっている問題なのかなという気もしますが、何か御

意見とかお気づきのことはありますでしょうか。 

迫間委員、どうぞ。 

迫間委員 今の事案を聞いていますと、我々が考えるべき課題というのは、資料でいうと

ころの一番初めです。男女共同参画意識のアップデートというか、このＬＧＢＴ

等の方々がそれなりの人口を占めているとなると、ここの男女共同参画の意識も

それに合わせていかないといけないというふうに思いました。 

要は、先ほどの多目的トイレを使う人が「身体障害者が優先だ」というところ

のまず認識から変えていかなければいけない。この審議会では、ＬＧＢＴ等の人

が男性用、女性用を、それぞれ使えないんだという認識を周知していくという活
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動が重要です。 

ジェンダーの問題ですので、我々の意識をもやはり変えるところからいかない

といけない。しつらえからやっていこうとすると、かなり限界があるのかなと思

いますので、ここの審議会での提言としては、そこに一旦、立ち戻って、そこの

意識改革のところの項目にＬＧＢＴ等の方への対応を盛り込んでいくほうがいい

のかなと思いました。 

松田会長 鈴木委員、いかがでしょうか。 

鈴木委員 先ほどの具体的な事例に対して、画一的な基準の提示は困難だというところの

御説明があったかと思います。それは非常にそのとおりだと思いながら聞いてい

ました。こういう、まだ法整備に至ってないようなものは、なかなか市の中で画

一的に基準を決めて、マニュアルどおりにやりますというのが難しい状況である

かと思うので、今言っていただいたように、もう本当に個別に丁寧に丁寧に御対

応いただくしかないのかなと思っておりまして、非常に賛同するなと思いました。 

また、一方で、個別対応にするとなったときに、部署ごとであるとか、施設ご

との担当者ごとの感度の違いとか認識の違いによって、その取扱いに大きな差が

出てしまったりすると、また不信感といったものにつながるのは危ないところだ

と思います。基準が設けられない中で、皆同じマインドで対応できるようにする

というのは、難しいところかと思うのですが、そこはぜひ御留意いただけたらな

と思いました。 

事務局 そのとおりだと思いますので、市として取り組んでいきたいと思います。 

迫間委員の御意見についても、意識のアップデートというところはそのとおり

だと思います。そこの周知が進めば、この問題も解消されていくものだと思うの

で、もっと取り組まないといけないと考えます。あと、車椅子利用者のトイレ利

用につきましては、国土交通省から、「多機能トイレが他の人によって使用されて

いると、ここしか使えない車椅子使用者が困ってしまいます。他にも、男女共用

の多機能トイレしか使えない人もいます。」といった啓発がされています。様々な

面で、過渡期だと感じているところです。 

松田会長 関連ですけれども、誰でもトイレの表示ですが、もしかして、その誰でもトイ

レのところに車椅子マークがついていませんか。 

事務局 車椅子マークがついている箇所もあります。 

松田会長 それが大きな要因かなという気がしています。シンボルのメッセージが、身障

者の方、車椅子の方のためのトイレだというイメージが発信されていると思うの

です。これ、御意見はおありかと思いますけど、誰でもトイレはそういうシンボ

ルは取ってしまうという考え方もあるかなという気はしますね。 

事務局 あとは、現状の施設でどういった対応ができるかというのは、施設の設備とな

ると費用がかかるところもあります。現状でもできることがないか、そういった

表示の整理だ等も考えながら、また、施設を新たに建設していくときには、全庁

的にこういった考えを踏まえながら、予算の範囲もある中で、どういったことが

できるかというのを人権政策室も関わりながら進めていけたらと思っているとこ

ろです。 
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先ほど迫間委員からいただいた御意見で、男女共同参画への意識改革というと

ころですが、確かにこの計画、男女の共同参画というところが大きなテーマにな

っていますが、基本目標の１のところの基本方向（４）には、性の多様性への理

解促進というものも設けております。これまでも実施しているところではありま

すが、さらに啓発を進めていかなければと思っております。鈴木委員からいただ

いた職員の対応について、感度が異なっては不信につながるということの幅広い

御意見をいただきました。それについても、全庁的な会議の場で、その都度共有

していきたいと思っております。また、人権政策室は男女共同参画を進めている

部署として、所管施設で何かあったときには一緒に考えていきたいということも

伝えながら、全庁的に進めてまいります。 

松田会長 本日、津熊委員と西邨委員は今のところ、まだ御発言がありませんが、何かあ

りましたら、ぜひどうぞ。 

津熊委員 私はＮＰＯの立場として審議会に参加しているのですが、行政だけで解決して

いくというのは難しいと思います。私たちＮＰＯも含めて、それぞれが連携して

こそ、男女共同参画というのは前へ進むのだと思っています。 

ですから、先ほどのトイレのことにつきましても、市民１人ずつが意識を持た

ないと、前には行きません。難しい言葉ではなくて、市民がいろんな事業をしな

がら、その中で学んでいく、そういうことが一番大事かなと思っております。そ

のためにも、私たちＮＰＯ側もそういう事業を開催して、市民に届けたいなと思

っております。 

松田会長 西邨委員、いかがでしょうか。 

西邨委員 本日初めて参加をさせていただきまして、一番思ったのは、市がいろんなこと

に取り組んでいるのだなということです。逆に言うと、一般の方は全然こういう

ことを御存知ではないなと感じました。私自身がこの会議に来るまで、こんなに

やっていることを知りませんでした。もちろん人権擁護委員をしていますので、

ＤＶとかそういった案件は知っていますが、個々についての詳細は、今回初めて

気がつきましたので、これを何とか一般の方に周知するのが第一ではないかなと

いうふうに思ったのが１つです。 

それから、生理用品の配布の件ですけども、アプリを登録して受け取る、ある

いは、段ボールディスペンサーから受け取るということでした。こういうことは、

一般企業にもっとＰＲをされるといいのではないかと思いました。お金をかけず

に公平に配布をできるようなものができないかと、もう少し幅広くＳＯＳを求め

られたら、もっといいものが出てくる可能性はあるのではないかと思いました。 

松田会長 では、事務局で、本日いろいろ出た御意見をまとめていただいて、今後、必要

となる各種の手続などを進めていただければと思います。 

それでは、今後のスケジュールなどについて、事務局から御説明をお願いでき

ますでしょうか。 

事務局 この審議会の後も、御意見をいただけるということであれば、別紙資料の御意

見記入用紙に御記入いただきまして、11 月 20 日の日曜日までに、事務局へメー

ルかファクスでお送りください。 
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本日以降にいただいた御意見を含めまして、事務局で取りまとめて資料１に、

に掲載しまして、会長、副会長に御確認をいただきます。その上で、12月２日の

枚方市男女共同参画推進本部に諮りまして、年内には市ホームページへの掲載、

行政資料コーナー、男女共生フロア・ウィルへの配架により、公表をしてまいり

ます。 

松田会長 これで、予定した案件は全て終了しました。 

本日は貴重な御意見をありがとうございました。 

では、最後に、今後の審議会の開催予定などについて、事務局からの説明をお

願いしたいと思います。 

事務局 今後の審議会の開催予定につきましては、来年の秋頃を予定しております。ま

た時期が近づきましたら、日程調整をさせていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

松田会長 それでは、令和４年度第１回枚方市男女共同参画推進審議会を閉会といたしま

す。 


