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審
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議 内 容
発

言

の

要

旨

ただいまから、平成 30 年度第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。
私は、事務局を担当しております市長公室、人権政策室男女共同参画担当課長
の岡村でございます。どうぞよろしくお願いします。僭越ではございますが、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。
改めまして、本日の出席委員は８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。
さて、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く
ところですが、本日公務のため欠席となりますので、市長公室参事兼人権政策室
長の米倉より御挨拶させていただきます。それでは、参事、よろしくお願いしま
す。

事務局

皆様、こんばんは。今、紹介いただきました参事兼人権政策室長の米倉でござ
います。よろしくお願いいたします。
改めまして、委員の皆様におかれましては、平素より枚方市の男女共同参画行
政に御理解、御協力いただきまして、厚くお礼申し上げます。
本審議会は平成 22 年度に発足しまして、９年目となっております。今回、第５
期目となります。これまで審議会委員の皆様には、第２次そして第３次の枚方市
男女共同参画計画策定そして同計画のアクションプログラムの進捗におきまして
御意見をいただくなど、本市の男女共同参画行政の重要な事項を決定するに当た
りまして、多大な御尽力をいただいておりますことに、改めて感謝申し上げます。
本日は、第５期目初めての会議ということでございますので、よろしくお願いい
たします。
近年の男女共同参画に関しまして社会情勢を見ましても、女性活躍推進、働き
方改革など男女の職業生活そして家庭生活の変革、またＡＶ出演強要やＪＫビジ
ネスなど女性に対する暴力の若年化、そしてＬＧＢＴなど性的少数者に対する理
解促進など刻々と変容しております。このような社会の動きに対しまして、本市
の男女共同参画行政が柔軟に対応し、男女共同参画社会の実現に向けた施策をさ
らに推進するため、委員の皆様の御意見を施策に反映させていただきたいと考え
ておりますので、この２年どうぞよろしくお願いいたします。
簡単でございますが、審議会の開会に当たりましての御挨拶とさせていただき
ます。よろしくお願いいたします。

事務局

ありがとうございました。
それでは、ここで私のほうから委員の皆様方を御紹介させていただきます。
現在、こちらのほうから 50 音順にお座りいただいております。順番に御紹介いた
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しますので、その場で一言ずつお願いいたします。
各委員
事務局

自己紹介
ありがとうございました。
なお、今年度より委員に御就任いただきました北大阪商工会議所、地域活性化
支援センター管理課長の岩城秀樹委員及び特定非営利活動法人枚方人権まちづく
り協会理事の田中昭導委員につきましては、御都合により御欠席という御連絡を
いただいております。
では、続きまして、本日出席しております事務局の紹介をいたします。

事務局
事務局

自己紹介
それでは、早速ではございますが、枚方市男女共同参画推進審議会規則第４条
第２項規定により、会長と副会長の選出を委員の皆様の互選によりお願いしたい
と思います。
なお、本日は時間の都合上、会長と副会長ともに選出いただいた後、会長と副
会長には前の席にお座りいただき、議事進行をお願いしたいと思います。
それでは、委員の皆様から何か御提案があれば御発言をお願いしたいと思いま
す。
津熊委員。

津熊委員

メンバーも変わりましたので、ここで事務局のほうに何か御提案がありました
らお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

事務局

ただいま津熊委員から事務局に考えがあれば提案をという御提案をいただきま
した。皆様、いかがでしょうか。

各委員

異議なし

事務局

ありがとうございます。
それでは、御賛同いただきましたので提案をさせていただきます。
事務局としましては、引き続きとなりますが家族、社会学を御専門にされ、男
女共同参画全般について御見識をお持ちである神原委員に会長をお願いしてはど
うかと考えます。また、副会長にも引き続き社会学を御専門にされ、人権問題全
般に造詣の深い松田委員にお願いしたいと考えておりますが、皆様、いかがでし
ょうか。

各委員

異議なし

事務局

ありがとうございます。
それでは、御賛同いただきましたので、神原委員には会長を、松田委員には副
会長をお願いしたいと思います。
それでは、神原会長、松田副会長、正面のお席に移動をお願いいたします。
それでは、これからの進行は会長にお願いしたいと思います。会長並びに副会
長、どうぞよろしくお願いいたします。

神原会長

では、改めまして神原でございます。このたび、皆様方から御承認いただきま
して、会長の任をお引き受けいたすことになりました。どうぞ、この会議が円滑
で実りある会議になりますように御協力よろしくお願いいたします。
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松田副会長

副会長の任につかせていただくことになりました松田です。どうぞよろしくお
願いします。

神原会長

では、早速ですが、本日は 19 時 30 分終了をめどに審議会を進めていきたいと
思います。皆様方、御協力よろしくお願いいたします。
本日は、最初の会議となります。今後、審議会を進めるに当たりまして、会議
の公開のルールや会議録の対応などにつきまして、皆様方と確認をさせていただ
きたいと思います。
本日、傍聴の方はいらっしゃいますでしょうか。

事務局

いらっしゃいません。

神原会長

今日は傍聴の方はいらっしゃらないということですけれども、もし今後、傍聴
の方がいらっしゃる場合には、この会議は原則公開というふうにさせていただき
たいと思いますが、よろしいでしょうか。

全員

はい。

神原会長

ありがとうございます。
あわせまして、この審議会の会議録の取り扱いにつきましても、原則公開とな
っておりますが、よろしいでしょうか。

全員

はい。

神原会長

では、早速ですけれども、非常に時間も限られております。今日の議題ですが、
案件の２です。平成 29 年度（2017 年度）第３次枚方市男女共同参画計画アクシ
ョンプログラム進捗状況について、事務局から御説明をいただきたいと思います。
基本目標の１と２、それから基本目標３、それから基本目標４と５というふうに
区切って、まず基本目標１と２を事務局から御説明いただいた後に委員の皆様方
から御質問、御意見等をお受けしたいと思います。
では、早速ですが、事務局から御説明よろしくお願いいたします。

事務局

（資料②）平成 29（2017）年度第３次枚方市男女共同参画計画アクションプ
ログラム進捗状況（案） 基本目標１、２の説明

神原会長

ありがとうございます。基本目標１と２のアクションプログラムの取り組み内
容、それから取り組み実績について御説明いただきました。委員の皆様方の中で
御質問、御意見等いかがでしょうか。
委員の皆さん方にお考えいただいてる間に少しだけ意見と質問をさせていただ
きたいんですけど、今、御説明があったところ以外で、たとえば 17 ページの番号
19 です。全国的に小学校中学校などの学校の教頭先生や校長先生になりたくない
という先生方が少なくないという新聞報道がありました。教頭になるとそれこそ
もう御自分の時間がなくなって、長時間勤務が当たり前になって、男性の教員の
方もなりたくないという、そういう状況があるということで、単に教育の場にお
いて、女性が管理職になりましょうと言うだけではとても解決しない。ですから、
まさに働き方そのものが変わらないことには、男女共同参画もやっぱり進まない
なという１つの典型的な例ではないかと思います。
今年の７月に働き方改革法が通って、来年の４月からスタートするようですけ
れども、民間企業も教育現場も、それから私たちの大学もかなり大きく改革を求
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められるようになっています。ですから週 39 時間ですか、働く時間の規制をかけ
るようになっていて、そのためにたとえば出勤のタイムカードを押して、それか
ら退社のタイムカードを押すという全ての働いてる人たちの働く時間を管理をし
なければならないという改革ですとか、それからいい面とすれば正規雇用と非正
規の賃金格差が当たり前でしたけれども、同じ仕事をするんであれば同一価値労
働同一賃金を保障しなければならないですとか、それからたとえばフレックスタ
イムを導入するとか、そういう多様な改革を義務として期待されるようになって
きています。
そういう意味では、学校現場で本当に先生方の働く時間に規制が加わることで、
男性女性関係なしに意欲と能力のある方が管理職に就くことができるようになれ
ば、それは望ましい方向かなと思います。ただ、そうは言っても労働時間を規制
するだけでなくて、それだけの人員が配置されるのかどうかというところが非常
に問われるところだろうと思うんです。たとえば私たちの大学でも学生何人当た
りの教員数っていうのが全部決まっていまして、ですから、一方では労働時間の
規制が加わって、けれども教員の定数を増やすことが難しいという状況の中で、
じゃあどうするんだということが非常に今、来年の４月に向けて大きく対応が迫
られている状況があります。ですから、具体的にどういうふうに各職場で対応す
るかということが非常に難しいところですけれども、この男女共同参画の推進だ
けではなくて、さまざまな政策とも突き合わせながら、いかにこれを実現するか
ということがきっと非常に重要なことになってくるかなと思います。やっぱり人
を増やしていただかないと働き方改革はとても進まないなと、非常に痛感をして
いるところです。
それともう一つは、あらゆる暴力をなくすということで、私もこの計画を作る
ときにかかわらせていただいたんですけど、ドメスティック・バイオレンスとか
セクシュアル・ハラスメントだけではなくて、実際の働く現場でいうとパワハラ、
モラハラが非常に相談件数としても多いんです。パワー・ハラスメントとかモラ
ル・ハラスメントがここではあまり出ていないのですが、あらゆる暴力と言うと
きはそこまで含むんだということを明確にする必要があると思います。
そのことと関連していいますと、ドメスティック・バイオレンスもモラハラ的
な暴力があり、まだまだ実際に被害を受けている方にとっても暴力という認知が
なかなか進んでいなくて、ほかの方にもうそれは明らかにＤＶですよと指摘をさ
れて初めて御本人が気づくということもありますので、改めてこういうことも実
は暴力ですよと、ドメスティック・バイオレンスに入るんですよと。たとえば私
も、相談ということじゃないんですけどインタビューさせていただいた中で、夫
さんが全部お給料を管理していて月々の生活費を 10 万円ぐらいしか渡してくれ
ない、何か必要があったらその都度夫さんにこういうことで必要です、お金をく
ださいって言ってお願いをして初めてお金を出してもらえるとか。でも、それも
ドメスティック・バイオレンス、経済的暴力なんですけど、御本人はそれを暴力
とはなかなか自覚されてないとかですね。
それから、たとえば妻の立場にある方が友達と誘われて遊びに行った。ちょっ
5

と時間が遅くなって夜８時ぐらいに帰ってきた。そうすると夫さんが玄関に出て
仁王立ちをしていた。にらみつけたというんです。それも女性はＤＶとは思われ
てなかったんです。妻のあらゆる行動を拘束するということもドメスティック・
バイオレンスですよということを説明して初めて御本人が気づくとか。そういう
意味では、ドメスティック・バイオレンスとかハラスメントにしても、こういう
ことがＤＶに当たりますとか、こういうことがハラスメントですよという具体的
な内容を例として示して、啓発とか学習として広めていただくことがすごく大事
だなと、このごろ非常にそういう事例に当たることが多いもので思っています。
いかがでしょうか。何かお気づきの点等ありましたら。
よろしいですか。じゃあ、続いて目標３のほうに。また後で全部まとめて御質
問や御意見をいただく時間をとりたいと思います。
では、目標３のほうに移っていただけますか。
事務局

資料②

平成 29（2017）年度第３次枚方市男女共同参画計画アクションプ

ログラム進捗状況（案） 基本目標３の説明
神原会長

ありがとうございます。基本目標３につきまして、いかがでしょうか。
ちょっと確認なんですけど、放課後児童健全育成事業で小学校５年生まで受け
入れを実施されているというのは、大阪府内の中でも珍しいのではないかな。結
構、低学年がほとんどですよね。そういう意味では、非常に大事な取り組みだと
思います。

津熊委員

ちょっと聞いた話ですけど、指導員さんたちの話では、実際に来られる子は家
にいてられない子で、家にいてても問題のある子なんです。ですから、実際に児
童室に来たら非常に手がかかる子どもたちなんだそうです。放課後児童の教室で
は、やっぱり高学年になればなるほど自分の自我が出てきてるからなかなか溶け
込めないのが現状で、指導員さんの話でも、高学年になると指導にも反抗するし、
家庭の中で孤立してる状態の子がとりあえず学校に預けといてみたいな、両親に
してみればそういう感じがあって、だから本当に問題のある子たちが児童室に来
ていて、しかも学年が高いからほかの子とバランスがとりにくいというのは実際
あるようです。夏休みも授業を回ってきたんですけど、ほとんど先生、皆さんお
っしゃいます。ですから、そういうところの中では多分、指導員さんたちはすご
い苦労されてるんじゃないかなと思っています。

神原会長

ありがとうございます。ちょっと教えていただけたら。問題がある子どもさん
って、どういうことでしょう。

津熊委員

とりあえず、仲間と一緒に交流できないというか、自分の世界に入って。言っ
たら、自分だけが満足すればいいみたいな感じになるんです。ですから、授業を
やっててもみんなが一緒に歌を歌ってても後ろでしゃべってるだけとか、けんか
してるとか、そういう状態が多くて、本来ならば高学年の子が低学年の子をちゃ
んと見守ってあげるような仕組みをつくるように大体なっているんですけども、
なかなかそれができていないというような。ですから、うまくいく仕組みをどう
やったらいいのかということが、急に５年生６年生を受け入れるようになってき
たので、なかなかまだできあがっていかないんでしょうけどね。１、２年生、低
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学年の子たちは、自分はそこが居場所や思ってるのに高学年のお兄ちゃんお姉ち
ゃんたちがなかなか言うことを聞いて面倒を見てくれないと言ったらおかしいで
すけど、和を保てないという。預かってる以上、親御さんにはそういうことを言
えないし。ですから、どうやったらいいのかなというのが、これから課題だなと
いうことですね。親の人たちにとったらやっぱりそこがあるから仕事に就けるん
で、やっぱりありがたい所なんですけども、そこに入れとけばいいわという、ち
ょっとそういうところがある。フォローできていないんですよね。家に帰ってき
て家庭のありがたさをちゃんとフォローしてあげられるような、そこもある意味、
教育の指導をしていかないといけないんでしょうけど、誰がするんだろうってい
う感じです。
神原会長

ありがとうございます。今お聞きしていてちょっと思いましたのは、きっと一
つは、５年生で、でも家庭に居場所がなくて、でもそこに来ていることは評価で
きるなと思うんです。来たくないんじゃなくて来てると。それと、たとえば家庭
であまり構ってもらえないとか、でもそこに来たら５年生であってまだまだ構っ
てほしいとか甘えたいとか、ですから低学年の子どもの世話をするとかっていう
のは、やっぱりその子どもさん自身が余裕がないととても目がいかなくて、むし
ろ５年生になろうが、たとえば６年生であっても、たとえばもしかしたら学校の
教室で居場所もなくて、誰もあまり相手にしてくれなくて、家に帰ってもあんま
り構ってもらえなくて、問題がある子やとみなされて、でも学童に来たらとにか
く自分のわがままできるとか甘えられるとか、だからその子どもさんにとっては
本当にそことつながることができてる。

津熊委員

それはあると思います。

神原会長

そのことは、ものすごく大きいことだなと。ある面は。

津熊委員

ある面はね。ただやっていくのに、それじゃあ、それを見守る人手っていうか
指導員の数が、そこまで一人一人の子たちを見守ってあげようと思うと足りない。
今、留守家庭児童会の人数ってすごい多いんです。100 人体制です。プレハブ３
つ建ててるとこもあります。そこが居場所づくりっていうのもわかるんですけど、
現実の実感としては行き届かないところのほうが多くなってくると、逆にほかの
低学年の親御さんからすると、子どもが「行きたくない」となってくるみたいな
こともあると。そこら辺のバランスっていうことが実際問題起きてるみたいです。

神原会長

ありがとうございます。単純に私は、５年生まで受け入れるのを実施したのを
いいことだと思ったんですけど、５年生までを受け入れると同時に、それはそれ
だけの指導員の方も手当をしていただかないといかんですよね。それがなされて
るかどうかということですね。
ですから、受け入れる定員だけ増やして、指導員の数が変わらなかったら指導
員の方の負担も増えるし、それからスペース的なこともあるでしょうし、やっぱ
りそこのところがどうなってくるかっていうところがあります。

津熊委員

そういうことですね。だからやっぱり行ったらいっぱいですから、いろんなこ
とをやってあげよう思うにも縛りが多過ぎる。今いい事業をやってくださってる
けども、やっぱりここで見直さなあかんところっていうのがあって、早期解決し
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ていかないといけないのではないかなと思います。
神原会長

この事業は、去年からですか。５年生まで受け入れるのは。

事務局

はい。29 年度から５年生までになりました。

神原会長

その学童の中でこういういろいろ問題が出てきてるということですよね。です
からある面、問題が見えてきたことはいいことなんですよね。ですから、それに
対して教育委員会でどこまで対応していただけるか。

津熊委員

民間のほうにお手伝いをお願いしますになるので、だからＮＰＯとか、それか
ら市民活動団体さんたちが、そこら辺を今フォローしていくという形で入ってる
のが多いですよね。ですから、やっぱりそういう意味では、行政だけではできな
い事業ですし、そこをもう少し市民活動団体、ＮＰＯもその中に入りますけども、
そういう力を相互関係、お互いに助け合いながら入ってもらわないと、もっとも
っと民の力をというのか、いい試みをやってはることなので、お願いをしていっ
て入ってもらえるようにすればいいと思います。これから放課後の運動場を開放
して子どもたちの居場所をつくるという計画も今、立てているみたいなんです。
そういう事業も聞いているんですけども、それを受ける団体があるかどうか、こ
の間ミーティングをやったんですけれども、団体によったらやっぱり条件が整わ
ないと受けられない。

神原会長

善意だけでできることじゃないですよね。ですから、その分のお金も人件費も、
それから人の手当もということをやっていただかないと、単に民間に「よろしく」
だけでは話が進まない。

津熊委員

それはぜひぜひ本当にお願いしたいことです。お願いしますだけでは皆さん動
けない状態ですので、そこら辺も含めて。

神原会長

ありがとうございます。そういう意見があったということを、ちゃんと書いと
いてください。
ほかにいかがでしょうか。
ちょっと教えていただきたいんですけど、31 ページの 50 番のところなんです
が、子育て事業として平日の６日間前後及び長期休業日は休日の利用と書かれて
いまして、これは私立の保育所に休日保育を依頼されてるというふうに理解して
よろしいんでしょうか。

事務局

民間の保育所で休日保育をやっているのは１カ所だけなんです。
この教育指導課のところですか。

神原会長

子育て事業課のところ。教育指導課の１行上。長期休業日や休日の利用って書
かれていて。これは枚方市内の私立の保育所１カ所で休日保育をされているとい
うふうに書かれています。

事務局

休日保育というのは、33 ページの 55 番。同じく子育て事業課の中で、これが
休日保育事業に当たる分なんです。

神原会長

これ何とお読みするんですか。取り組み実績のところ。何保育園っていうんで
すか。

事務局

さだ保育園。認定こども園の場合を多分数字として上げてくれてるんだと思う
んです。
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神原会長

はい。わかりました。今後の男性も女性もですけど、誰もが週休２日で土日が
休みとは限らないんですよね。特にサービス業などは、むしろ土日は普通に皆さ
ん働いておられて、ですから男性であっても女性であってもサービス関係の仕事
であれば、土曜日それから日曜日も出勤ということもあり、その間は本当に子ど
もさんどうされるんだろうというのはずっと思ってまして、枚方市内１カ所であ
っても、こういった休日保育をされているというのは大事な取り組みだなと。た
だ、枚方市といっても広いですから、枚方市内の京阪沿線の最寄り駅の近くとか、
少しでもできていけばいいなと思います。
ここのところで何かありますでしょうか。
では、続けて基本目標４、基本目標５も説明いただけますか。

事務局

資料②

平成 29（2017）年度第３次枚方市男女共同参画計画アクションプ

ログラム進捗状況（案） 基本目標４．５の説明
神原会長

ありがとうございます。基本目標４、基本目標５の説明をいただきました。こ
れらの中で何か御質問、御意見等ございますでしょうか。よろしくお願いします。

高瀬委員

すみません。ちょっと素朴な疑問なんですけれども、職員の数としての男女比
率っていうのは変化しているんですか。管理職の者は増えているということなん
ですけど、もともと採用のときは普通の公務員試験を受けて入られるんじゃない
かと思うんですけれども、志望者が男性が多いのか女性が多いのかとか、そうい
うのがちょっとよくわからないんですけれども、今、問題になっている医学部じ
ゃないですけれども、大体どのぐらい申し込みの男女比があって、採用されると
いうか、試験に受かられる方があってとかいう推移とかいうのは変化してるんで
すか。女性の希望者が増えているのか、減っているのか、横並びなのか。

事務局

ちょっと正確な数字を持ち合わせていないのですが。

高瀬委員

そうじゃないと比率ばっかり上げていったって、もともとの人数が一緒であれ
ば、あんまりちょっと議論とかみ合ってないような気が若干すると思うんですが。

事務局

昔に比べると女性の割合は増えているとは思います。

高瀬委員

増えているように私も思うんですけど、それは仮に２割から４割になっていて、
それで管理職が微増っていうことであれば、今、過渡期なのか。要は、もうちょ
っとたてば４割になってるからもっと増えるのか。４割だけれども２割というこ
となのか、皆さんあまりなりたくない人が増えているというような分析になっち
ゃうような気もするので、そのあたりどういうふうに分析したらいいのかという
数字がちょっとわからないので、と思いました。

神原会長

ありがとうございます。

事務局

ありがとうございます。関連の施策項目なんですけれども、62 ページの 134、
この取り組み名がちょっとわかりにくいんですけれども、職員の能力開発という
項目の取り組み実績の中で、女性採用試験申込者の割合の目標を上げて、それに
近づくようにやってるんですけれども、事務職の方は今 40％、技術職のほうが本
当は 20％の女性職員を採用したいというか応募してほしいんだけれども 9.8％と
いう数字を報告いただいているところです。だから、増えてきたといっても、ま
だ半々になっているとかいうことはなく、多い事務職でも４割というところです。
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神原会長

すみません。ここに書かれてるのは、申込者の割合ですよね。

事務局

そうです。

神原会長

実際に採用は何％。

事務局

その後の採用についてですか。それはちょっとすいません。

神原会長

そこの数字がすごく大事かなと思うんです。申込者が、たとえば事務職は６：
４だった。実際に採用になったのは、男女比にするとどうだったかというところ
が大事かなと思います。

事務局

では、実際の採用の人数を確認します。

神原会長

ほかにいかがでしょうか。

高瀬委員

すみません。それに関連するんですけど、一般的に先ほどの教頭先生のお話も
ございましたけれども、管理職のなり手が少ないというか、希望が少ない。私の
ほうの弁護士会もそうなんですけれども、なかなか皆さん余裕がなくなって、そ
ういうところの役職に就きたがらないということが結構増えてるところではある
んですけれども、これは何かイメージの問題なのか、データ的に希望者が減って
るとか、何かそういうのはあるんですか。要するに、ニーズはあるけどなかなか
希望者が増えないんだという話はあるんだけれども、それはデータ的な裏づけが
あるようなお話なのか、印象というか何かそんなかなみたいな感じなのか、そこ
ら辺がちょっと私わからないんですけど。管理職になるときにアンケートとか希
望とか採用試験とかいろいろありますよね。その比率でなかなか希望者が伸びな
いというお話をされているのか、何となく、一生懸命に管理職になってなってっ
て言ってるけど誰も手を挙げてくれない、そういう雰囲気がないよねというレベ
ルの話なのか、それがちょっとわかりにくいかなというふうに思います。

事務局

直接的な答えになるかどうかわかりませんが、枚方市も以前からいわゆる昇任
試験というのがあって、今現在は課長代理は選考試験でございます。それ以外は、
いわゆる内部で推せん、たとえば我々の組織であれば課の中の方を課長代理以外
の方であれば推せんして、御本人さんのこれまでの成績等総合評価もやっており
ますので、そういったものを参考にして昇任試験がある。ただ、今もありました
女性のっていうのはあるんですけども、管理職自体もちろん少ない中で男性も含
めてたとえば課長の手前、課長代理ということになりましたときに、女性の方が
なかなか手を挙げられないというのは、それは現状ございます。私の感覚的には、
女性の方は少ない中でも逆に選考されるときには優秀な方が多い。管理職選考に
当たっては、男性と比べると数は少ないけれども、その中からは女性の方が比較
的に選考されてる数が多いんだと。
ちょっとすみません。統計上の話が今ちょっと手元にございませんので、はっ
きりとしたことを申し上げられないんですけども、女性の方は少ないけれども、
中から選考されている場合は優秀な方が多いですということになります。ただ、
一般的には今は皆さんおっしゃってるように管理職の選考に当たりましては、全
ての職員が望むということではありません。

神原会長

やっぱり管理職になると、たとえば夜遅くまで会議があるとか、たとえば議会
のあるときは帰れないとか、それを改革していかないとワーク・ライフ・バラン
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スとして仕事とそれから家庭と両立が実際できないですよね。ですから、大学で
今どういうことをやろうとしているかというと、とにかく５時以降は会議をしな
いとか、とにかく５時までには会議が終わるように、たとえば３時から会議を始
めるとか、そういうふうに今、変えようとしているわけです。ですから、少なく
ともたとえば９時から５時半までの時間帯に仕事が全部終わる。結婚していよう
が子どもがいようが、管理職として務まるという、そういう仕組みをつくってい
かないと、管理職になるイコール何時に帰れるかわからないというのは、それで
はやっぱり手を挙げられませんよね、現実に。男性でも共働きをしていて、ジェ
ンダー・イクォーリティで夫婦で家事、育児を全部分担をしていたら男性でも手
を挙げられませんよね。そこの仕組みを変えていかないと男女共同参画推進とし
て女性も管理職になりましょうという旗だけ振っていても、現実にはなかなか難
しいなとすごく思います。
高瀬委員、よろしいでしょうか。
高瀬委員

私は結構です。

神原会長

ほかにいかがですか。
ちょっとだけ私からまた質問させていただきたいんですけど、ひとり親家庭の
問題で、55 ページの 116 のところなんですけど、婚姻歴のないひとり親に対する
寡婦控除のみなし適用ということが書かれているんです。私などは、みなし適用
そのものが非常に問題だなと思ってまして、日本の社会の中でひとり親の中でも
死別と離別と、それから非婚でひとり親になる場合と税制面とか、それから手当
の面とか、こういう控除の面で非常に差をつけてるんです。ですから、たとえば
死別の場合は遺族年金、それから離別と非婚の場合は児童扶養手当がありますけ
ど、月々の金額が全然違います。それから、いわゆる寡婦控除にしても、死別の
場合は子どもの年齢関係なしにずっと寡婦控除がありますけど、離別の場合は子
ども、末子が 18 歳を過ぎると寡婦控除がなくなる。非婚の母になると、つまり婚
姻歴がない状態でひとり親になったら、寡婦控除そのものがない。ものすごく差
があるんです。けれども、実際に子どもの養育責任を担っていることには変わら
ない。けれども、ひとり親のなり方によって非常に差をつけている。そのことが
ものすごい問題で、婚姻歴のないひとり親に寡婦控除のみなし適用がされた、よ
かったねじゃなくて、私なんかはみなしてほしくないなと。それよりもひとり親
のなり方による差別を撤廃してほしいと思うんです。これは枚方市だけで何かで
きることじゃないんですけど、国の政策として、ひとり親の中での差別撤廃をし
ていくということは、やっぱり男女共同参画としても非常に大きな課題ではない
かなと思っています。
みなし寡婦控除が適用になったからよかったではないと。１つの過渡期として
は、みなされないよりはみなしてもらったほうが多少は保育料とか、それから水
道料金とか、そういう公共の料金が幾分安くなるということで、ましには違いな
いけども、だけども根本的にひとり親としての差別をなくしてほしいということ
を非常に思います。
枚方市ではないんですけど、大阪府内で今年８月の現況届。現況届というのは、
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児童扶養手当を支給する方々が８月１日から８月 31 日までの間に役所に行って
現況届の手続をして、それで児童扶養手当が認められるんですけれども、大阪府
内のある自治体で非婚のひとり親の方に対して、本当に同居人がいないのかどう
かとか、本当にどこか援助を受けていないのかどうかとか、かなり根掘り葉掘り
聞かれたということがありまして、非常に辛い経験をされたというのを聞いてる
んです。確かに現況届、不正はもちろん許されないにしても、やはり人権尊重の
立場で現況届がスムーズに行われるようにお願いしたいなと思っています。
基本目標１から基本目標５まで説明いただきました。委員の皆さん方の中で、
どこの項目でも結構です。何か御質問等ございませんでしょうか。お気づきの点
等ありませんでしょうか。
松田先生、何か。
松田副会長

特にございません。

神原会長

よろしいですか。
12 ページの６の人権政策室の取り組み実績の中に、映画で「彼らが本気で編む
ときは」という映画、上映会があったということが出ていまして、私もほかの自
治体でこの映画を拝見したんですけど、これはぜひお勧めします。描き方として、
妥当なのかどうかというのはわかりませんけれども、同性愛で、それから性転換
をしたいと思っている男性が主人公なんですけど、非常につらい思いとか、それ
からどういうことに困るかということが、すごく当事者の立場で描かれてるかな
と思いながら見せていただきました。
では、このアクションプログラム進捗状況の内容について、よろしいでしょう
か。
ありがとうございます。では、今後もさらにこの数値が上がりますように御尽
力いただきたいと思います。ありがとうございます。
では、続きまして、案件の３、性の多様性への理解促進に関する事業について、
事務局から説明よろしくお願いいたします。

事務局

資料③ 性の多様性の理解促進に関する事業について説明
資料④ 枚方市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（案）について説明

神原会長

ありがとうございます。
何か御質問、お気づきの点とかありませんでしょうか。

松田副会長

私、いろんな大学でこの二十何年ぐらい社会学の授業の中で性的少数者の話を
やってきていて、その間に世の中も随分変わってきてると思うんですけれども、
枚方市さんでこういう冊子ができたというのは、非常に画期的なことだと思って、
すばらしいと思っております。
13 ページのＬＧＢＴ基礎用語のところなんですけれども、幾つかコメントがあ
ります。
まず、最初のアセクシャルというところなんですけど、英語ではどっちかとい
うとＡ（エイ）セクシャルというほうが多いので、アセクシャルは間違いじゃな
くて、そういう発音もありますけれども、エイセクシャルも併記したほうがいい
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かなと思います。
それから、ただこのエイセクシャルに関しては定義がすごく揺れ動いていまし
て、まだいろんな意味があるんです。だから、ここから出てこない意味で言うと、
たとえば性欲がないとか、あるいは性的な行動をしないというふうな部類で使わ
れることもあるみたいなので、ここはちょっと意味がすごく広い言葉かなと思い
ます。
その次のアライです。これも最近、日本語でもすごく使われてる言葉ですけど、
アライの括弧の中のＡが大文字になってるのがちょっと違和感がありまして、小
文字でいいかなと思います。英語では多分Ｓｔｒａｉｇｈｔ

ａｌｌｙっていう

言い方をするかと思うんです。ストレートっていうのはヘテロセクシャルという
ようなんですけれども、ちょっとストレートという言葉自体がプラスの意味がつ
いているので、英語の世界ではそれはあまり言わないようになってきたような感
じがするんですが、日本語でアライというと初めて聞く人はびっくりする。アラ
イって何を洗うんやみたいな。だから、ちょっとそれは余談ですけど、ここは小
文字のほうがいいかなと思います。
それから、インターセックスのところですけれども、医学的にそのとおりなん
ですけど、もし医学面を書くのであれば日本語の性分化疾患っていう言葉があり
ますので、それも必要かなと。
Ｘジェンダーも意味が広いのですが、とりあえずこれでいいかなと。
それから、ＦＴＭとＭＴＦなんですけど、省略系の３文字にするときはＴを小
文字にすることが普通だと思います。
あの言葉とかどうして入ってないのかなとか、ちょっと幾つかあったんですけ
ど、たとえばトランスヴェスタイトとか、異性服趣味っていう。性的には一般に
はヘテロセクシャルの人が多いと思うんですけれども、服装は異性の服を着たい
という人がはっきりとある割合でいらっしゃるので、たとえばそういう言葉もあ
ってもいいかなというのはちょっと思いました。
以上です。
事務局

ありがとうございました。

神原会長

ありがとうございます。ものすごい勉強になりました。
このハンドブックの中に、２ページのところにＳＯＧＩ（ソギ、ソジ）として
いただいて、これはいいなと。去年の秋ぐらいから、もうちょっと前ですかね。

松田副会長

そうですね。新しいですね、日本ではね。

神原会長

セクシャル・オリエンテーション・アンド・ジェンダー・アイデンティティと
いうふうに、むしろこれを、ＳＯＧＩを今後広めていただきたいな。ですから、
ＬＧＢＴではなくて、ＬＧＢＴもむしろ分けるようなイメージがあって、そうで
はなくて、ＳＯＧＩは全ての人間に当てはまる言葉ですよね。性的マイノリティ
というのもマイノリティに対してのイメージなので、やっぱり分けてしまう、分
断するイメージがあって、ですからあまり言葉としてはいい言葉ではないと思う
んです。そうではなくてＳＯＧＩという言葉は私たち全員が当てはまる言葉です
ので、一人一人が自分のセクシャル・オリエンテーションとジェンダー・アイデ
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ンティティはどうなのという。一人一人の自己認知ですよね。ですから、ＳＯＧ
Ｉがこれからの方向としては、性の多様性ということでは望ましいのかなという
ふうに思います。
それと、もう一つ４ページのところで望ましい対応例が挙がっているのはいい
なと思うんですけど、まだ教育の現場で親御さんのことを保護者とか、それから
御家族とか親御さんって言われるんですけど、まだまだ年配の方は御父兄という
言葉を使われることがあって、やっぱりそれはなくしてほしいわけです。御父兄、
父に兄ですよね。保護者のことを御父兄という言い方はまだまだ人によって使わ
れるので、それが非常にジェンダー・バイアスの言葉なんだということをわかっ
ていただくために、変えていったほうがいいという言葉をいろいろと挙げたほう
がいいかなと思いました。
ものすごくささいなことなんですけど、この冊子の中にあるんですけど、レイ
ンボーフラッグ、６色の虹ですよね。日本では虹は７色ですよね。アメリカ人に
とっては虹は６色らしいんですね。日本では虹は７色と区別をしてきたけども、
アメリカに 20 年ぐらい前に行ったときに、アメリカでは虹は６色なんですよって
言われたことがあります。サンフランシスコの一角に本当にこのレインボーフラ
ッグがうわっとはためいているところがあって、その地域は同性愛の人たちの割
に多く住んでいる地域で、そこに行くと本当に、自分たちは同性愛者なんだとい
うことでそれこそマンションの窓からレインボーフラッグがはためいているとい
うようなところがあるんです。でも、日本流に言えば７色の虹だろうと思って。
アメリカ流っていうか、６色の虹じゃなくてもいいだろうと。
峰山委員

よろしいですか。レインボーフラッグは置いておいて、また別で、３番の資料
の３ページ目の平成 31 年度の予定の欄の相談窓口開設なんですけども、枚方市で
リーフレットであるとか研修が増えていて、非常にいいことだなと思ったりする
んですけど。相談窓口を開設する際に、誰が専門窓口として電話を受けられるの
か、そして、相談があった際のその後の振り先ですね。特に、トランスジェンダ
ーの方の、もし、病院を紹介してくださいとか、医療機関はどこに行ったらいい
ですかっていうときに、おそらく枚方だけでは対応し切れないので、その振り先
であるとかですね。枚方市だけでできないことがあれば、そのときの対応を想定
しておいたほうがいいと思います。
あと、学校の先生方へのサポートというんですかね。ここを増やしてもらえた
らなと。
戻るんですが、アクションプログラムのＰ.14 の 14 番が、学習指導要領に基づ
き、
「異性の尊重」ってあるんですけども、そこと矛盾するのかなと。ＬＧＢＴを
進めようにも、学習指導要領の中には入ってこないので、先生たちが教えたいと
思っても、まだまだ指導案とか何もない現状なので、次、踏み込むときに、そこ
を見ていただけるといいのかなとは思いました。

神原会長

今ちょっと思ったんですけど、この性に関する学習って保健の授業でするもの
なんでしょうか、人権学習ではないのかなと。道徳でもないと思いますし。
今年の４月から、小学校で道徳が正科になりましたよね。来年４月から、中学
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校で正科になるんですよね。道徳の教科書が８社から出版されてるんですね。実
は、私は全部読みました。１年生から６年生まで、８社の道徳の教科書を 48 冊全
部読みましたけど、やっぱり、こういう問題があまり明確に扱われてなくて、道
徳の中に描かれている家族像っていうのが、ものすごく多様性じゃないんですよ、
全然。多様性に反してる。お父さんがいて、お母さんがいて、お母さんは家にい
て、子どもが学校から帰ってきたらお帰りって迎えて。働いているお母さんは、
それこそ、夕飯ちゃんとできないから、スーパーででき合い買ってきて、子ども
が文句言ってるとかですね。一回、道徳のテキストを読んでいただきたいと思い
ますけど、全然、男女共同参画的じゃないですよ。ですから、ものすごく問題。
道徳で描かれてる家族がものすごく旧態依然とした家族像が描かれていて、たと
えば、一人親家族なんてほとんど出てきませんし、それから、まさに性の多様性
なんか全然出てこないですし、私は道徳が正科になったことで、非常に人権とい
う立場での男女共同参画の学校教育における学習が後退してしまうんじゃないか
と危惧します。ですから、道徳の教科書に基づいて、それを学校で教えていただ
くというよりは、もちろん、教科書は教科書があるにしても、ぜひ、批判的に道
徳の教科書を使っていただきたいなと。ちょっとびっくりしました。特に、ジェ
ンダーの視点はありません。逆に、ジェンダー・イクォーリティじゃないんです
よ。お父さんは仕事、お母さんは子育て。それから、母子関係、ものすごい強調
してるような、お母さんは子どもの犠牲になってとかね。何か、
「きつねとぶどう」
とかね、いろいろ出てくるんですけど、母子関係がものすごく礼賛されるような
描かれ方。それから、そこに描かれてる家族像っていうのが、当たり前に、お母
さんは家にいて、なんですね。
それから、ほとんどの出版社に出てるんですけど、子どもが家事を手伝って、
お母さんに請求書を出すんですね。この家事やって幾らって請求書出すんですね。
それに対して、お母さんがお金払うんですけど、今度はお母さんが、たとえば、
料理０円、それから、子どもの洗濯０円とか、全部０円の請求書を子どもに見せ
るんですね。それで子どもが「お母さん、ごめんなさい、ありがとう」って言う
んですよね。私、母親が家事をするっていうのは無償労働でいいんかというね。
無償で母親が家事をしてることを礼賛するような描かれ方をしたりとかね。私は、
そういうふうに読んだんですよね。父親が家事をするなんて出てこないわけです
よ。それで、お母さんは家族のために、本当に一銭もお金もらわないで、家事を
したり子どもの世話をしてますって、子どもがありがとうでいいのかというね。
そこのところは、ものすごく私は問題を感じました。
これが、全国の小学校で、８社のいずれかの教科書を使って、先生方はどうい
うふうに道徳の授業やられるんだろうかと。非常に先生方気の毒だなと。ですか
ら、本当に、はっきり言えば、男女共同参画を進めようとしている視点と、学校
の道徳の内容とが相反する方向なんですよ。そこのところをやっぱり、放置して
はいかんと思うんですよ。そこは、ぜひ、お伝えしておきたいなと思いました。
事務局

林元先生、学校の現場とかはどんな感じですか、道徳。

林元委員

道徳の、お母さんの０円の請求書の話というのは、大分前にそれを見たんです
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けどね。昔からある話なんです。今の教科書に採用されてるかはちょっと。
神原会長

今年度、検定で通りました。

林元委員

中にありましたか。

神原会長

はい、ありました。

林元委員

昔からある話を引っ張ってきてるというのはあるんですけども、まあ、そうい
う、今おっしゃっていただいたみたいに、お母さんが無償で家事をするっていう
内容ですよね。そういう視点では正直見れてないっていうのは、確かですね。
あそこでは、何を教えてたんかな。その話の言いたいところはそこではなかっ
たと思うんですけども、最終的には、お母さんが無償で子どものために働いてい
る、家族のために働いているっていう内容ですよね。

神原会長

子どもが感謝するっていうことですよね。

林元委員

そうですね。本当は、子どもだって家族の一員なんだし、お母さんも家族の一
員だし、みんなが分担して仕事をするっていうふうにもっていったらいいと思う
んですけども。確かに、そこ、お母さんの仕事は０円ですっていう、その表現は
ちょっと、ただ働きじゃないけれども、そういうのは思いますね。だから、知ら
ないうちにすり込まれるって言ったらおかしいけども、知らないうちにそれが通
過してしまってますよね。それは思いますね。

神原会長

せっかくの機会ですので、委員の方々、何かお気づきの点とかありましたらぜ
ひ、お聞かせいただけたらと思いますが。いかがでしょうか。
そうそう、もう一つ、実は、今日、私、午前中、地元の市立豊中病院に行った
んですね。それで、待ってるときに、スクリーンで豊中病院で小学生の職業体験
をやってますと。子どもたちが、たとえば、お医者さんとか、それから、看護師
さんのユニフォームを着せてもらって、そういう体験できますっていうのがあっ
たんですね。それスクリーンに流れたんですね。描かれたのが、お医者さんは男
の子、看護師さんは女の子なんですよ。え、何でと思うんですね。女の子がお医
者さんで、看護師、男性看護師でもいいやんと思うんですけど、看護師は女の子
で、男の子は何か聴診器持ってとかね。描かれていて、何か知らず知らずに、そ
ういうところでも描かれてしまってる。
職業でもそうですよね。道徳の教科書の中で男性が多く就いてる職業、女性が
多く就いている職業っていうのが描かれてるんですよね。でも女性、母親が就い
てる職業ってものすごく限られてるんですよ。看護師さんとか、それから介護の
仕事かな。すごく限られた仕事。それから、御夫婦でおそば屋さんかおうどん屋
さんかやってて、お母さんが家族従業員として働いてるとか。すごく限られた仕
事なんですよね。いや、もっといろいろあっていいやろうと。

事務局

すみません。ちょっと、やっと枚方市もこういう状況になったんですけれども、
せっかく今日、大阪府さんからおいでいただいてます川口様、申しわけないです
けども、大分以前から、大阪府もこういった性の多様性の取り組みをされてると
思うんですけども、現状とか、あるいは、このハンドブックごらんになられて、
御意見をいただければと思うんですけども。
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川口委員

大阪府における性の多様性に関する取り組みですが、ちょうど先週、管理職向
けの研修と性的マイノリティの人権問題に関する職員研修がありました。今回初
めて受講したのですがソジ、ソギという言葉は、その研修を受けるまで知りませ
んでした。そのときにもやはり、今日、会長がおっしゃっていたような、同じよ
うな話がありまして、ＬＧＢＴということよりもＳＯＧＩという言葉を広げるべ
きと講師の方がすごくおっしゃっていたのが印象的でした。
大阪府が枚方市さんよりどこまで進んでいるかどうかはわかりませんが、大阪
府の場合ですと、私は男女参画・府民協働課にいますが、同じ、府民文化部の中
にある人権局で、LGBT に関する啓発の事業等を実施しています。たとえば、はる
な愛さんのように、よくテレビに出ていらっしゃる方に地域で講演会とかをして
いただいて、その講演を通じて府民の方にも考えていただけるような機会をつく
っています。
人権局では、冊子も配布もしていますが、職員はもとより、府民の方にいろい
ろ知っていただける取り組みをしています。
あと、アクションプログラムのほうに戻りますが、こちらの中で、女性審議会
の委員数というのがありましたが。

事務局

62 ページですか。133 番ですかね。

川口委員

はい。こちらのほうで、拝見していて、逆に枚方市さんは進んでらっしゃるな
と感じたのですが。大阪府の男女プランでは、女性審議会の委員数の比率の。目
標値を４割以上６割以下としています。大阪府の場合、男女共同参画審議会であ
れば女性委員が５割ぐらいですが、建築とか土木という部門になると、女性で専
門の方が少ないため、委員を増やしたいけれども女性がなかなか見つからないた
め、各所属が苦労をしているところです。ですので、この比率が、枚方市さんは
大変進んでらっしゃるなと、逆に感じたところです。
ちょっと感想的なところも含めてですが、以上です。

神原会長

いや、これおそらく、この 51.7％というのは、女性委員の比率が 35％を超えて
る審議会です。

事務局

そうなんです。

神原会長

枚方市審議会全体の中で、半分ということです。

川口委員

そうなんですね。

神原会長

あとの半分は 35％を超えてないと。

川口委員

失礼しました。女性委員の比率と思って勘違いしていました。

神原会長

そう、そう思ったんですけど。前、その説明を受けたんですね。ですから、ま
だ、たしか、女性の委員いらっしゃらない審議会が一つか二つかあるような話も
出てましたよね、前に。なくなりましたか。

事務局

あったかなと思います、まだ。

川口委員

大阪府は平成 27 年度は 29.8％。今は３割を超えていたと思いますが。
全体の審議会委員の中で占める女性委員の割合というのは、どれぐらいですか。

神原会長

その割合を出していただけたら。
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事務局

33.4％です。

川口委員

大阪は全国の都道府県の中でも比率が低い。目標値を掲げているものの、達成
に苦労しているところです。

事務局

ありがとうございます。

松田副会長

もう一つ用語の関係ですが、ソギ、ソジ、ちょっと世の中で誤用があって、あ
る国政の政治家さんなんかがしゃべってるのを聞いていると、ＬＧＢＴと同じよ
うにある一定の人々を指す言葉としてソギとかソジとか使われる方がいらっしゃ
るように思うんですね。それは本来の言葉の意味ではなくて、これはこのリーフ
レットでちゃんと峰山さんが目を光らせておられるんで、そういうことが起こら
ないようなきちんとした書き方をされてるんですけど、やっぱり、ＳＯＧＩとか
着目点とか分析的な、どこを見るかっていう話なので、人を表すものではないの
で、新しい言葉を入れるときに、たとえば、講習会とかされるときには、ちょっ
とそこを注意していただければいいかなと思いました。

神原会長

はい、ありがとうございます。

松田副会長

峰山さん、それよろしいですかね。

峰山委員

はい、結構です。

神原会長

まだ、御発言いただいてない木谷さん、何かありましたら、ぜひ。

木谷委員

今回ここに来させてもらうに当たって、以前、私が提出した履歴書みたいなも
のに、私の、職業に就いてたときの印象というのかな。何年って書いてましたっ
け。上村さんにね、お電話で言ったんですね。私は、職業に就いていたときのこ
とをもう、忘れ去りたいような感じだったんですよ。何年から何年、働いてた期
間。それがなぜかというと、要するに、今でいうパワハラ、セクハラに相当な量、
遭いましてね。そういうのを、結局もう、私の中で、なしにしたい。だから、何
年から何年働いてたとかいうのをもう一遍考え出すのがもう、頭の中で、ないん
ですよね。私は昭和 28 年生まれなんですけども、そのころある会社で働いてて、
皆さんが営業とかで出ていかれたら、今までものすごくおとなしく事務やっては
った男の人が、よくいうオオカミに変身しはるんです。それで、私なんかそうい
う知識がなかったから、もうどうしていいかわからないみたいな。結局、私、６
カ月、働き切れなかったんですね。５カ月と何日間で、もう耐えられなくなって、
どこかに訴えていくこともできないし、父なんかもすごく厳格な考え方の男性だ
ったので、おまえがしっかりしてないからそういうことになるんだみたいな教育
の仕方。だから家族にも一度も言えなかったし、何でやめんねんって言われたと
きに、もう一遍勉強したいから、もう一遍学校行きたいみたいなことで逃れて、
結局逃げたんですよね。
だから、今の時代、パワハラとかセクハラとかいうのが、すごく言われるよう
になって助かっている女性はたくさんいると思うんやけど、結局、私らの年代、
そんなことに遭ったことないという方もいっぱいおられるかもしれないけど、本
当に、男性は何してもええみたいな時代でしたね。私いつも地下鉄に乗って、梅
田の銀行のほうにお金を出しにいったりとか事務をやってたんですけどね。営業
の方が帰ってこられて、「おまえ、今から梅田行くんか」って言いはるから、「は
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い、行きます」って、そしたら「連れて行ったろう」って言ってくれはったんで
すね、そこの銀行わかってるからね。
「ああ、すみません、じゃあ」って。そした
らもう、ほかの上司の人も、
「ああ、行ってきいや」って言うてくれはったから一
緒に乗せてもらって行ったんですよね。そしたら、何とね、昔でいう、連れ込み
ホテルってわかりはりますか。駐車場に入ったんですよ。ほんで、私、ここ何っ
て思ったけど、ほんで「まあ、ええやないか」って言いはるんです、その人。私
が「あのね、私、おたくが、淡路島に生活してはるいうことも知ってるし、奥様
の電話番号も全部、私わかるんですよ、事務員やから。どういうことですか」と
言うと、
「何や、かたい女やのお」って。かたいとかね、そういう問題ですか。私、
事務服着てるんですよね。ほんで、結局「あかんのんか、しゃあないな」言うて、
車を降ろされて、その人は「ほな、仕事行ってくるわ」って言って。そんなこと
を思い出したんですよ。もう封印してたのに。
だから私も、ここ２期目で来させてもらって、こういうことを封印しとかんと
言おうかなって思うようになりました。やっと、自分の中の秘めてたもの、これ
はもう黙っとったらあかんわと思って。だから、ここの会議なんかでもそうでし
ょうし、人に対してもね。今、夕づるの会っていうのをやってるんですけど、こ
ういう話をグループの中で半年ぐらい前からちょっとずつしてるんです。ほんな
ら、みんな、ええっ、ええって言うのね。そんなことされたことないって。私は
ほな一体、幾つやられたんみたいな。そやから、言い出せばきりないですよ。
私、デザインスクールみたいなのもちょっと行ってた時期があって、それで、
船場のほうに始終行ってたんです。そこのアクセサリー屋さんとすごく親しくな
って、いろんなもんつくってもらったりしてて、その方が、
「今日すごいいいお話
がある、おじさんが来はるから、ちょっと会ってみてくれや」って言いはって、
その人が連れに来はって、ある喫茶店に行ったんですね。そしたら、
「もう、話つ
いてんねんけどな」って言いはんねん。話がついてる、何の話やろうって。話聞
きに来いって言いはったから行ったら、お金をね、200 万、ぱんと置きはったん
です、目の前に。そやから、札束二つですね。それで「これでどや」って言いは
る。
「どういうことですか」って言うたら、要するに、もうその人とは話ついてて、
結局、私を 200 万で買うという話やったらしいです。私まだ 18 ぐらいですわ、18
か 19 ね。ええ、たった 200 万か、私の価値はって思って。
「あんたね」って、
「う
ちのお父ちゃんと変わらへんよ、年」って。
「うちの親、聞いたら泣くわ」って、
私を一生懸命育てて、たった 200 万の価値。
「おっちゃん悪いけど、もう私、帰ら
してもらうわ」って言って、その場は別れたんですけど、だから、そこのアクセ
サリー関係のとこにもう行かなくなったけど。何でもない喫茶店のお昼の時間で、
ほんで、札束二つですよ。そんなことが、本当に起こってる、何やこれって、世
の中って何やって、クエスチョンだらけ。
まあ、それも、結局もう忘れてたけど、何となく、この半年ぐらい、ところど
ころで、そういう話をうちの連中にしてるんですね。そしたら、そのたびに、は
あ、えらい経験してって言われる。でも、そういう経験をしてる人間は、いると
思うんです。結構怖い目しつつ、世の中、事故に遭わずに来ましたので、いかに
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事故に遭わへん立ち回りができるかっていうのは身に備わってたのかもしれない
ですしね。だから、ラッキーやったんかもしれないけど、こんなつらい目をする
人ができるだけ少なく、自分の人生を封印するようなことがないような世の中に
したいなっていうふうには、ここに来させてもらって思いました。
神原会長

ありがとうございます。いや、特に性的被害に関しては、どうも、被害を受け
るほうが悪いみたいなね、たとえば、油断してたとか、しっかりしてなかったと
か、被害受けるほうが悪いみたいに思わされてきたとこあると思うんです。日本
社会だけじゃないですよね。
ＭｅＴｏｏがそう。ようやく、女性が、セクシュアル・ハラスメントで声を上
げるようになった。でも、今もう、ほかの外国、アメリカもそうだし、ヨーロッ
パでも韓国でも、それこそ、ＭｅＴｏｏがすごく今、運動になってるんですけど、
なぜか日本であんまり広がらない、起こってないんですよね。本当に、声を上げ
た女性がバッシングを受けるような状況があって、ですからきっと、誰しも、少
なくない女性たちがいろんな被害受けてるんですよね、性的な。それこそ、痴漢
に遭ったことない女性なんて、まずないだろうと思うぐらいね、だけど、やっぱ
り、声を上げられないような状況で、長年きてると思うんですよ。被害を受ける
のは女性に限らない、男性も被害を受けるわけですけど、その被害者が泣き寝入
りをしなくてもいいようなね。声を上げたら、それこそ、アライじゃないですけ
ど、その声を上げた人を応援するような態勢をつくっていかんと、性被害ってい
うのは救われないですよね、なくなっていかないですよね。絶対、100％、加害者
が悪いわけですから。ですから、今日、話をしていただいたようなことは、もの
すごく、そのときはおつらかった例ですけど、でも、今でも、もしかしたらない
とは言えないですよね。

木谷委員

それは、思います、本当に。

神原会長

ですから、そういうことを、女性が黙ってても解決しないよとかね。それから、
つらいことはつらいと声を上げないと解決しないよ、ということをやっぱり広げ
ていくときですよね。ありがとうございました。

木谷委員

ありがとうございました。

神原会長

では今日の案件については終了ということにさせていただきたいと思います。
この多様性の問題につきましても、ぜひ、より効果のあるような話で、ぜひ、
広めていただきたいというふうに思います。
今後の審議会の予定等につきまして、事務局で話し合うことがありましたら、
よろしくお願いします。

事務局

すみません。今後のスケジュールでございますけれども、この審議会の後も、
もし、御意見いただけるようでありましたら、この資料の⑤、意見記入用紙があ
りますので、それに御記入いただいて、あさっての 11 月 14 日までに事務局のほ
うにメールかファクスでお願いしたいと思います。
きょうは、ハンドブックの内容については、ちょっと御説明、割愛させていた
だいたので、本当にこの内容でいいのかとかいうこともあわせて、目通ししてい
ただけたらと思います。
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本日の会議録なんですけれども、事務局で案を作成した後、それぞれの委員さ
んに御確認いただき、その結果を会長と最終調整をして決定したものをホームペ
ージで公表していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
事務局

皆様、大変ありがとうございました。さまざまな御意見いただきまして、本当
に貴重な御意見もいただきまして、本当にありがとうございます。
男女共同参画ということで、市役所の中でも非常に重要な部署ということで、
市長を初め、御理解いただいております。最後になって申しわけないんですけど、
このマニュアル、市民のリーフレットですね。これを活用しまして、今年度も、
我々幹部、課長以上の職員につきましては、先ほど来、大阪府さんの研修もある
んですけど、我々のほうも講師の方をお招きいたしまして、課長、次長、管理職
研修いたしました後、職員のほうにおろしていくということで、全職員にこうい
った知識をさらに深めていきたいというふうに考えております。
以上でございます。どうも、皆さん、ありがとうございました。

神原会長

ありがとうございました。
それでは、第１回の審議会を終了させていただきます。どうも、本当にお疲れ
さまでした。ありがとうございました。
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