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会  議  録 

○会議名   第 5回みよし市男女共同参画プラン審議会 

○日時    平成 26年 2月 25日(火) 

       午前 10時から午前 11時 20分 

○場所    市役所 1階 101会議室 

○出席者 

委員(出席) 会長：小田佳子(東海学園大学スポーツ健康科学部准教授) 

副会長：花井伸（みよし市小中学校長会代表） 

稲月かよ子（みよし市社会教育委員会副委員長） 

      久野ひとみ（JAあいち豊田女性部三好支部支部長） 

野崎又嗣（みよし市民生児童委員協議会副会長） 

宮代カレン（在住外国人代表） 

   （欠席）木戸早苗（みよし商工会女性部長） 

荒木理佳（公募委員）、岸野佳江（公募委員） 

事 務 局  加納協働部長、天野協働部次長、佐伯協働専門監兼協働推進課長、 

城協働推進課主任主査、尾関女性活動推進員 

○会議公開の可否  公開 ／ 傍聴人数 0人 

 

１ あいさつ 

天野次長  只今より「第 5回みよし市男女共同参画プラン審議会」を始めます。 

 【一同起立、礼、着席】 

 本日は、お忙しい中、お集りいただきましてありがとうございます。 

本日の会議はみよし市附属機関の設置及び運営に関する要綱第 6 条に

基づき、会議の全部を公開としておりますので、予めご了承ください。 

本日の傍聴者は、いらっしゃいません。 

なお、本日、木戸委員、荒木委員、岸野委員は都合により欠席のご連

絡をいただいておりますのでご了承ください。 

また、皆さまにはご連絡させていただきましたが、正道委員が 11月 26

日にご逝去されました。謹んでご冥福をお祈りいたします。 

 それでは、これからの進行につきましては、審議会設置要綱第 5 条に

基づき、小田会長にお願いいたします。 

 

２ 議題 

(1) パブリックコメントの結果について  

  小田会長  それでは、議題１「パブリックコメントの結果について」、事務局より

説明をお願いします。 

  城主任主査 【説明】 

  小田会長  只今の説明について、ご質問やご意見があればお願いします。 

  花井副会長  (2)ＤＶのことについては、居場所を明らかにしないことが重要なので、
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この表現でいいと思います。 

  宮代委員  そのとおりだと思います。具体的に保護する場所は記載できませんが、

ＤＶで困っている人は、「ここへ連絡すれば支援します」というものがあ

るといいと思います。 

  小田会長  「市の方にご相談ください」というと、市のどこへ言えばいいのかと

いうことになるので、それも明確した方がいいですね。 

  佐伯専門監  パブリックコメントに盛り込む内容かどうかということもあるので、

検討させてください。 

  宮代委員  困った時は市に相談する窓口があるということを知らせることはでき

ると思います。どうしていいかわからない人に、まずどこへ相談すれば

いいのかを記載するといいと思います。 

  小田会長  ここに載せるかどうかは別として、またご検討ください。 

  他にご意見はありますか。 

  宮代委員  年齢の違う人達の出会いの場として、１７ページに、「コミュニティ活

動への支援を通して、年齢や性別を超えたコミュニティ活動の活性化を

図ります」とありますが、それはどういうことですか。 

  小田会長  具体的な対応は、何かありますか。 

  城主任主査  協働推進課として、それぞれのコミュニティの活動を支援するという

ことです。 

  宮代委員  それぞれのコミュニティの中で、具体的な活動を考え、実施すること

の支援ということですか。この「コミュニティ」とはどういう意味です

か。 

  佐伯専門監  みよし市の中には、それぞれ行政区というものがあり、それを小学校

区の単位でまとめたものを「コミュニティ」という固有名詞で呼んでい

ます。コミュニティ広場といって、それぞれにテニスコートや広場があ

ります。 

  宮代委員  ある一定の地域で毎回決まったものとして、正確な定義があるのです

か。 

  佐伯専門監  例えば、三好丘小学校区の三好丘行政区と旭行政区を合わせた地域を

三好丘コミュニティとしています。 

  宮代委員  一般的なコミュニティということばの意味とは違いますね。勘違いし

ました。 

  久野委員  今の意見は、とてもいい意見だと思いました。なかよしクラブという

ところがありますが、北部の方も利用できるようなので、積極的にＰＲ

するといいと思います。お父さん達が参加できる行事をいろんな方と提

携できたらいいと思います。 

  佐伯専門監  一昨年の 4 月にコミュニティの再編を図り、昔の６地区から８地区に

変わりました。再編後、今のところは、防災訓練などの防災活動や防犯

活動などを進めています。また、次の段階として、今のご意見のように、

他のいろいろな団体との活動を連携し、子どもからお年寄りまで参加で
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きるような形で進めていきたいと考えています。それぞれに地区コミュ

ニティ推進協議会というものがあり、役員には地域の区長に務めていた

だいています。連携については、区を通じて団体に話をしていただいて

もいいですし、団体から何かやりたいと相談していただいても結構です。

なかよしクラブ、さんさんスポーツクラブにもご相談いただければと思

います。 

  久野委員  いろいろな世代が交流することはいいことだと思います。違う地域の

子ども同士が友達同士になり、異世代の人たちが家族的になれるのが理

想です。 

  佐伯専門監  なかよしくらぶ、さんさんスポーツクラブは、全市民を対象としてい

ますのでご参加ください。 

  小田会長  その他、ご意見はありますか。 

  久野委員  みよし市内で立ち上げているＮＰＯ法人についての情報を、市役所で

教えていただけるのでしょうか。 

  佐伯専門監  一般的な概要については、お知らせできます。また、ＮＰＯの活動に

関しては、それぞれの担当課をご案内します。 

  久野委員  積極的に参加したい人の場合には、ある程度の大まかな概略について

教えてもらえますか。 

  佐伯専門監  ＮＰＯ法人の情報については、愛知県のホームページに出ています。

また、法人化してない団体については、こちらで掴んでいる範囲の情報

でしたら協働推進課にお問い合わせいただけばお答えします。 

  宮代委員  せっかくその人達のために作ったなら、その人達が利用するように宣

伝した方がいいと思います。 

  佐伯専門監  ２月から３月にかけて、団体のＰＲ方法やマスコミの使い方などにつ

いての研修を行います。実際のマスコミへの情報提供は、協働推進課を

通して行い、団体のＰＲを推進します。 

 (2) 新プラン(案)について 

小田会長  それでは、議題(2)「パブリックコメントについて」、事務局より説明

をお願いします。 

  城主任主査  【説明】 

  小田会長  １年間かけた最終原稿案ですので、お気付きの点やご意見をお願いし

ます。 

  花井副会長  この原稿案はこのまま印刷して配布されるのですか。 

  城主任主査  体裁としては、イラストを加えたりなどもう少し読みやすい形にしま

す。 

  花井副会長  ３８ページの平成１５年は、2002年ではなくて 2003年です。 

  あとは、質問を交えながら言います。例えば６ページの「資料：国勢

調査」となっていますが、８ページでは、「資料：国勢調査（平成 22年）」

となっています。この違いは、表の中の最後が平成 22年になっているの

で、何年のものか分かるだろうということで入れていないのですか。後
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の資料も全部そういう形になっています。いつの資料か分らないものに

ついては年号を入れて、グラフの中で分かるものについては入れていな

いということですか。 

  佐伯専門監  そうです。６ページの資料のように経年で示したグラフには年号は入

っていません。 

  花井副会長  次に、７ページに３つの表があって小見出しがないのに対して、８ペ

ージは(1)、(2)の小見出しがついています。見やすさを考えると７ペー

ジにも小見出しを付けた方がいいように思います。 

  小田会長  小見出しのことでいうと、１０ページも同じことになりますね。参画

の状況ということで、３つの表の表題のような小見出しを付けるかどう

かでしょうか。 

  野崎委員  字数が多くなるとどうなのでしょうか。 

  小田委員  逆に、年号を入れているのは８ページだけなので、それを外すとみん

な統一されますね。 

  宮代委員  ８ページは、グラフが２つあるから年号をつけていますが、他のペー

ジは、グラフのタイトルに目がいくので、一目でこれはこれについてだ

と分かるように思います。 

  小田会長  ９ページなどを見ても、グラフのタイトルがイコール４の見出しタイ

トルになっているので、見出しタイトルで分かればいいようにも思いま

す。事務局でご検討ください。 

  花井副会長  あとは、１ページの基本理念の下に５つ柱がある中で、右の枠内は縦

に 16 文字に対して一番右は縦に 15 文字になっているので違和感があり

ます。 

  宮代委員  これは印刷会社が整えてくれると思います。 

  花井副会長  １１ページ「６ドメスティック・バイオレンス」の見出しの下「配偶

者～」の前にスペースが１つ多く入っています。 

  それから、１３ページのⅡ、Ⅱ－３、Ⅲ－３の枠内で、右側が空いて

います。読みやすくということでならそのままでいいです。 

  また、施策の方向、Ⅱ－１－①「支えあう」は、他のところでは「合

う」と漢字を使っていますので、漢字に統一した方がいいと思います。 

  ２７ページの具体的な内容の１行目で、「市民のみなさん」となってい

ますが、下の項目では「市民」という表現になっています。 

  ３０ページ見出しの「施策の方向①」の行頭が１文字分多く字下げし

てあります。 

  細かいことですが以上です。内容については、私は、欠席が多かった

ので、みなさんに検討していただきありがとうございました。 

  野崎委員  目次については、ページ数を入れるのでしょうか。 

  佐伯専門監  最終的に、画像なども入れてページ数が決まったら入れます。 

  宮代委員  ダイジェスト版はありますか。 

  城主任主査  はい、ダイジェスト版も作成します。 
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  野崎委員  １ページの基本理念５本柱に、先回は番号がついていましたが、今回

は番号がないのには理由がありますか。 

  小田会長  番号があると、順位づけがあるように感じるからではないですか。 

  佐伯専門監  国の資料には番号は入っていないので、記載していません。 

  小田会長  この基本法、基本理念自体は、すべて内閣府から出てきている資料な

のですか。 

  城主任主査  国の資料を参考にしています。 

  小田会長  では、内閣府は番号をうっていないのですね。 

  城主任主査  そうです。 

  宮代委員  優先順位はないのですね。 

  久野委員  細かいことですが、基本法の２行目、「また、」の前に１字スペースが

空いていますが、前回の資料は空いてなかったので、どちらがいいので

しょうか。 

  小田会長  ２段落と考えるかどうかですね。 

  佐伯専門監  内閣府は段落を分けているので、今回は段落を分けました。 

  小田会長  見た目は、前回の方が自然のように感じます。 

  城主任主査  イラストなどを入れて２行にするという方法もあります。 

  小田会長  他にご意見はありますか。 

  城主任主査  ダイジェスト版は、前のものと同じような形で作ります。 

  宮代委員  前のものと似たような所をピックアップして作るということですね。

一般の人は、ダイジェスト版の方が見やすいし、分りやすいと思います。 

  佐伯専門監  前回もお話しましたが、３、４色の印刷ができないので、もしこうい

うイメージの色がいいということがあれば聞かせてください。 

  宮代委員  色というより、あまりたくさん文字を詰め込むと見る気がなくなって

しまうので、本当に大事な趣旨だけにした方がいいと思います。 

  城主任主査  裏を見た時に今回載せているアンケートの中で目を引くものを掲載し

たいと考えています。 

  宮代委員  興味を引くという点で、いいと思います。 

  小田会長  ダイジェスト版を含め、毎回改訂ごとに形態は変わりますか。タイト

ルも、今回の 2014～2018の次は 2019～と統一していくということでいい

でしょうか。あるいは、(パート)２として 2019～、(パート)３として～

年度というようにしていくのがいいのか、ここで決定することによって

決まりますか。 

  宮代委員  英語圏の者なので感じたことを言うと、表紙の文字は、ＰＡＲＴＮＥ

Ｒと読めず、ＰＲＩＮＴＥＲに見えてしまいます。日本人はどう見える

か分らないし、私の意見は日本人と違うかもしれませんが、読み辛いで

す。 

  佐伯専門監  表紙のデザインについては考えます。 

  小田会長  その他のご意見はありますか。 

  宮代委員  私は、平成何年と言われると、いつのことなのか分り難いのですが、
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みなさんは分りますか。 

  小田会長  データは、だいたい今を境にしてここ数年のものですね。 

  宮代委員  例えば、５ページ目のグラフも、平成 24年とあると、私は、西暦に直

すために考えないといけませんが、2012 年と書いてあるとそのまま認識

できます。私は外国人なので、そうなのかもしれませんが、日本人のみ

なさんはどうですか。 

  小田会長  みなさん、いかがでしょうか。 

  久野委員  統一する必要はないのかもしれませんが、いつ平成でなくなるかもし

れないとは思います。 

  小田会長  先回、後ろの表の年号は、西暦と併記しようということになりました

が、資料のデータについて全部併記するのはどうでしょうか。 

  佐伯専門監  資料は、そのまま引っぱって来ているものもありますので、後ろ（３

８ページ～）の年表で照らし合わせていただけるとありがたいです。 

  小田会長  逆に言えば、文言の「平成 24年 4月 1日現在」という所に西暦を入れ

ていくというのはどうでしょうか。 

  宮代委員  全部が全部でなくても、もし簡単にできる所があれば見やすいと思い

ます。 

  佐伯専門監   昭和○○年、平成○○年と書いてあると、その間に何年間あるか確か

に分かりにくいので、直せる所は直します。 

  野崎委員  ３９ページで、パートナー2014－2018の発行は 4月ですが、「＊予定」

となっています。 

  佐伯専門監  これは、最終的に取ります。今は、まだ 4月に達していないので、「予

定」になっています。 

  野崎委員  それから、ご逝去された正道さんの記載はこれでいいでしょうか。 

  天野次長  これまで、委員としてご尽力いただきましたので、このまま記載した

いと思います。 

  野崎委員  ご逝去されたことは書かず、今までのメンバーということでこのまま

の記載ということですね。 

  小田会長  その他、ご意見はありますか。 

  花井副会長  ３９ページの(自分の)名前の所で、「みよし市小中学校校長会代表」と

ありますが、「みよし市小中学校長会代表」が正式ですので訂正をお願い

します。 

  佐伯専門監  小中学校の校長会の代表ということですね。 

小田会長  みなさん、よろしいでしょうか。 

  それでは、以上で予定されている議事はすべて終了いたしました。慎

重なるご審議ありがとうございました。 

  本日の審議会をもちまして、新プランの最終案がまとまったというこ

とにさせていただきます。みなさんから活発なご意見をいただき、慎重

な審議をしていただき、会の進行についてご協力いただきましてありが

とうございました。 
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  これをもちまして本日の議事を終了いたします。 

  なお、今回の改訂結果につきましては、今週木曜日の 27日に市長へ答

申するという形を取らせていただきますのでよろしくお願いします。 

  最後にみなさんから一言ずつ感想をいただきたいと思います。 

 【委員、事務局：感想】 

  それでは、事務局から連絡事項等がありましたらお願いします。 

３ その他 

  佐伯専門監  １年間、パートナーの内容についてご審議いただきまして、ありがと

うございました。いろいろなご意見をいただき、今回でこのパートナー

の内容についての審議は終わりになります。先程会長からありましたが、

27 日に市長にこの内容を答申します。会の初めに、市長から審議会に対

して、この内容について検討してくださいという諮問をさせていただい

ておりますので、会長にお越しいただいて市長に答申をさせていただき

たいと思います。その後、この原稿を基にして、来年度に入りましたら

印刷し、出来上がりましたらみなさんにも配布させていただきます。 

  パートナー改訂についての審議は終わりましたが、来年度は、男女共

同参画に関する条例の作成をしていきます。また、みなさまには引き続

きお力をお借りしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

  では、今年度１年間ありがとうございました。 

天野次長  ありがとうございました。今の事務局からの説明に関して、ご質問は

ありますか。 

  それでは、一同ご起立ください。 

 【一同起立、礼】 

 ありがとうございました。 


