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平成２７年度 第２回田辺市男女共同参画懇話会会議録 

 

開催日時  平成２８年３月２７日（日）午前１０時３０分～１２時 

 

開催場所  田辺市文化交流センター２階大会議室 

 

出席委員  坂本委員、那須民子委員、森川委員、幡山委員、是川委員 林委員、澤岡委員、 

      那須正治委員、金川委員、良原委員、須本委員、高垣委員      計１２名 

 

欠席委員  中田委員、松上委員、楠本委員、小川委員、伊地知委員、      計 ５名 

 

出席職員  松川部長、楠本室長、坂井主任 

 

傍聴者   なし 

 

内 容 

１ 議 題 

（１）平成２７年田辺市男女共同参画センターの事業報告について 

     別冊「平成２７年度事業報告書」に基づき、事務局から説明 

 

主な意見等 

 

会長：事務局のご報告がほんとにわかりやすく、なんか半分ぐらい参加したような気持ちになるぐ

らい非常にきれいにまとめていただいて、テキストの分だけお話してくださった、とても参考にな

ったと思います。２７年度の男女共同参画センターの事業の報告を行うに向けましたら、みなさん

もそれを聞いてご質問ご意見感じた事、そして最後におっしゃっていました２８年度にどのような

形でいけばいいかということも含めて、ご意見をお聞かせ願いたいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

Ａ委員：事務局からのご説明を私も会長と同じ気持ちを持ちました。すごくエッセンスを的確にご

説明いただいているなと。それからすごく感じたのは、限られた予算の中でどういった人にスポッ

トをあてながら新規に人を呼び込むか、講座の工夫を今年度すごくしてくれているなという感じが

しました。例をあげていえば、９ページの部分の防災講座、これあの、参加の声を掛ける方にかな

り工夫をしていただいた、自主防災会とか町内会、もちろん男性の方もだけど、それに関して女性

のリーダーの方、防災の組織の方にも来てくださいという形でお声掛けをして、それで実際に聞い

てもらったというところですね。で、ここのご説明で感想の部分がすごくいいなと思って、男性の

方の口から今まで組織に女性が入っていなかったので、組織の見直しを考えたい、という言葉が出
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てきて、これをきっかけに自分たちの防災のところの部分の振返りをされてたというのは素晴らし

い事だなと思いました。こういった形の講座というのをどんどん広めていただけるのはいいなとい

うふうに思ったのと、あとはすごくあーと思ったのが、６ページ目の共同参画の連絡会の企画をさ

れたマララさんのビデオを見ながら、女性の現状と暴力の現状について考えるというとこで、これ

中学生と高校生の方が来てくださったんですね、普通にパッとチラシを見て来られたんですか。 

 

事務局：小学生の女の子はお母さんと一緒に高学年の子どもさんだったんです、マララさんの事を

知ってて、その DVDも観たいということでした。高校生も女子高校生だったんですけれど、偶然新

聞の記事を見てテストが終わったからとかタイミングがよかったらしくて、田辺市の子どもさんじ

ゃなかったんですけども来てくださいました。 

 

Ａ委員：結構共同参画の講座なんかだと来られる方が限られる、どうしても女性の中高年の方が多

くなってしまうというところの中で、こういうふうに講座の内容で工夫されれば若い方も来ていた

だけるんだというところ、かなり勉強になって帰っていかれたと思うんですね、そういう意味では、

これは素晴らしい事だなと思ったのと、あとはある程度男性の参加っていうのが見込まれている、

そういった講座を意識をされて組まれているのかなというような形で思いました。そういったとこ

ろをやはり重視していただきたい、どういった田辺市全体としてやりたいことがあって、今回の講

座の対象者をこういう形でこういう人を対象に、こうするからこういう内容をというような形で組

んでいただけると、さらにいいのではないかなというふうに思いました。感想の中に結構あった託

児付きなのでわりと参加しやすかったです、というお声があったのですが、託児付きは全部ではな

い？どんな感じなのですか？ 

 

事務局：一応全部の講座には一時保育を設定してまして、設定しているけれども全く希望がないと

いうケースもあります。 

 

Ａ委員：でもまあ、チャンスとしては、設定していただけるのはすごくいいかなと思ったのは、こ

の間お友達と一緒にこういった私も一般の講座に出てる時に、やっぱり３０代とか４０代ないしは

２０代の人たちっていうのは、託児付きがあるとすごく助かるというふうにはおっしゃってました。

自分の研修向上の為自己研鑽の為やりたいんだけれども、やっぱり子どもさんがいるのでどこか預

けてというのは非常に難しいので、そういう意味では、そういったものがあると助かるねというの

は、他のところでも結構聞けたので、そういったものも配慮していただいてるっていうのはいいの

かなと思ったところです。 

 

会長：ありがとうございました。ザッとこの会場みても男性の参加、とても男女共同参画の会議ら

しいという感じで、女性も多いし男性もかなり来られてるしということで、できたらみなさん一言

ずつでもお話していただけたらありがたいと思うんです。お願いできますか。 

 



 

3 

 

Ｂ委員：僕は、講座の案内頂いたんですけど、ちょっと会議が重なったから不参加であんまり出席

できなかったんで、詳しい内容は分からんのですけど、今もいろいろ説明していただいた中で、も

う少し男性の参加者があってもええなと感じたところです。 

 

会長：ありがとうございます。このような意見で結構でございますから、どんどんおっしゃってく

ださい。 

 

Ｃ委員：最初私一回目の一年前の会議だけしか参加できてないんですけども、その時女性ばっかり

で男の方が一人ぐらいだったので、当然今日もそうかなと思ったら男の方ばっかりでびっくりしま

した。それとこういう参加みたいなのも男性もよく参加してくれているんだなと思ったのと、JA紀

南の代表なんですけども、災害のトイレについては、JA紀南でも講演があって、実際に作っててい

うのが大変好評だったので、ここでもあったのでいいんじゃないかなと思いました。 

 

Ｄ委員：僕も今回初めて来さしてもらったんですけど、やっぱり男女共同参画とは、男の人と女の

人も参加するのはいいんですけど、僕みたいに２０代の人とかも参加してもらった方が勉強になる

のかなというふうに一つ思いました。僕もその田辺青年ネットというところに所属してるんですけ

ど、そこの紹介で参加したんで、できれば若い人たちにも来てもらって、話聞いてこんな企画して

んねやって思ってもらうのもありかなと思ったんです。 

 

Ｅ委員：よく頑張ってくれているなというのが感想です。ただこの機会にちょっといい話があった

ので紹介しておきたいのですけども、芦屋市の市長さんで、３８歳で市長になった女性がいてるん

です。そして二期で辞めて、でその間に女性いわゆる３８歳で市長で各課長や部長が全部自分より

年上、そうした時になんど難しい事がありやしないかなと挑戦はしてみたものの、おっかなびっく

りだったんだけれども、非常に皆さんよく支援してくれたということを報告してくれました。そし

て女性の社会進出ていうことで、自分なりにもいわゆる職員さんに働きかけをしたいなということ

で、各部長さん方に女性で管理職、係長さんや課長さんに何人推薦できるかなと自主申告してもら

ったんですって、その年度当初に。そして年度の末に各部長さん方の推薦書をみたら、いわゆる自

分の設定した目標の半分もなかったんですって、で結局各部長さん方によう届かなんだっていうこ

との中で、ちょっと市長さんが感じたことがあったんですね。女性の管理職の方が、いろんな苦労

を喋りすぎて、それで他の若い人たちがついてきにくいんだなということを感じたんだそうです。

ですから自分が市長の間、苦労話は一切しなかったんだそうです。そういう話をして、いわゆる自

分が退任するときに、あと引き続き女性が市長になってくれる人はないかなと思っておったところ

手を挙げてくれたんですって、まあそういう話を非常にリアルに話してくれてましたけども、やは

りそれなりにご苦労があるんだなという感じがしました。また何かの参考にしていただければと思

います。 

 

Ｆ委員：いろんな講座が、１月や２月にギュッと、下手すると毎週というぐらい土日に重なったの

はどうかな、と感じたと、あちこちから聞きました。あとは重なってるんで、どっちにいったらい
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いかというお声もちょっと聞いたので、もう少しまあ難しいんですが、分散することができたらい

いのかなと思います。私も連絡協議会の方の企画に関わらせてもらったんですが、本当に若い世代

の方に来てもらったりとか、男性の方の参加があったということと、どんなふうにしていこかなと

話し合いをした時に、できるだけターゲットをしぼったほうがいいんじゃないか、参加しやすいん

じゃないかという話合いも重ねて来たので、その点についてはよかったのかなと思っています。や

っぱり男性の方の得意分野、女性の方の得意分野ということで、例えば、デコパージュだったら５

２人は全て女性だったりとか、やっぱり防災関係になると男性の参加者が多いのかなというふうな

のを見ながら、私は舩越先生の講座に参加させてもらったのですが、今のテレビドラマのファース

トペンギンの話で感想も書かせてもらったんですが、本当に最初に荒海に飛び込む１匹目のペンギ

ンというのは、自分が改革していかないとあかん部分、得手不得手がある中、だんだん年いってく

ると新しい分野に飛び込むことは難しいのですが、そこは本当に若い方の参加があり、男性の参加

があり、女性問題は女性だけというんじゃなくて、社会全体が考えることができるようになってき

ているというのは、それこそ男女共同参画が進んでいっているのかなと感じました。以上です。 

 

Ｇ委員：私は本当に好奇心が強すぎると自分で注意しているのですけれど、まあ実は民生委員とか

町内会長とか人権とか男女共同参画のこの推進員とか本当にいろんなところに出席さしてもらいな

がら、自分のスキルアップを求めながら、やっぱり７０を超えてるんですけども、やはり人間何か

の機会にこういうチャンスを活かしながらやっぱりこう長生きをしたいなと、健康で。一番今感じ

ることは、私たち高齢者から小さい子どもさんまで総じて、やっぱり一番何があるとまあ一番関心

ごとがあるのかなという思いなんですけど、やはり世の中ていうのは、男性と女性しかいてないし、

当然人間構成も含めてなんですけど、私たち紀伊半島に住んでるということは災害から逃れること

はやっぱりできないと思うんです。だから一つ社協さんが避難場所で避難訓練は当然それぞれ町内

会さんとかそれぞれいろんな所がしているんですけども、避難所での生活を、やはり参画した中で

男性も女性もあるいは中学生高校生ですかね、そういう人を絡めて、やはりこういう活動というの

は基本的にボランティアなんですね、だからボランティアの中でやはり災害というのは一番幅もあ

るし奥も深いと思うんです。いかに災害になった時にやはり海岸から中山間地域で田辺市は本当に

広い町なんでそういうふうに災害があった時にいかにしてそういうボランティアを活動活躍してで

すね、私たち中高年含めて子どもさんまでも含めてですね、やはり安心して避難所で暮らせる、そ

ういうふうな３日間７２時間というやはり一番大事な時期に研鑽を積み上げることによって、やは

り田辺というか和歌山県というか紀伊半島はですね、そういう災害にもやはりチームワークで生き

延びられたという一人でもそういう傷ついたらちょっと変な言い方ですけども、怪我とかね一人で

も少なくボランティアで力を合わせながら非常に希薄な近所付き合いということで昔とは本当にも

う様変わりはしてきているんですけども、やはりこういう科学の力を借りながら、やはり知恵を活

かしながらですね、なんていうんですかね、そういうことを乗り越えれば私は男女共同参画の一つ

のテーマとしてこれを一生掲げていくべきことやし、そういう意味でちょうど和歌山大学の金川先

生も今日は来られてますんで、そういうことでまた一つアドバイスをいただきながら２８年度も進

めていければと思います。 
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Ｈ委員：町内会の町の会長をしています。実はちょっと今たまたま防災の事触れられたんで思いま

した。あの先日防災の講演会に参加しましたが、実は昨晩私の町の方で学校の夜間の避難訓練をし

ました。これは役員対象です。なぜ一般の方が夜間にできないかというとやはり基本的に万が一の

危ない事があったら具合悪いということでしたんですけど。 

 実は年間のうちでこの会合が２回ということを聞いておりました。まあ正直参画推進の連絡の会

であったりこういう活動をされているということをあまり知りませんでした。前回のおりに、立派

なものすごくまとめられた冊子をいきなり送ってこられてですね、あれははっきり言って我々の立

場にとってですね、これは何をしろといっているのかと、そのまま鵜呑みにして考えてくれといっ

ているのかと、参考になる意見を聞く場というのではないのかということもあって若干イラッとき

ました。それで参加いたしませんでした。簡単に言いますと男女共同参画というものの法令的なも

のが出来上がってきた時代背景が一体何なのかが一番根本やと思います。ようは働き手の部分で非

常に労働環境が激変してきていると日本全体の話ですよ、この田辺地域についても同じことが言え

ると思います。でその中でやはり男性中心でやってきたものを女性の方をもっとレベルアップ、ス

キルアップしていこうやないかとそれでお互い互換しようじゃないかとこういう話ですよね。ただ

し誤解されてはいかんのが５０％といちいちいうような問題ではないと私は思います。特にそんな

立場で喋れるもんではないのですが、ちょっと今回の活動も見ておりまして、知識教養にあたるよ

うな部分の講演講座、これはいいことかも分かりませんが、あまりにも多すぎる気がします。もう

少し焦点化された方がいいと思います。なにもかも全部この切り口もこの切り口もと全部やってま

したら当然こういう内容になってくる、すると参加メンバーが固定してくると別のとこに呼びかけ

なきゃならないというような話が出てくると、それは基本的には対処療法であって本来のみんなを

集めようという考え方からちょっと離れていくんじゃないかと、曜日なんかも日曜日の時間が平日

とかね、時間の問題があるんじゃないかと。共同参画そのものは男女雇用機会均等法との関連が絶

対あると思います。私がちょっとふと疑問に思ったのが、共同参画をするうえでのこういう会議を

するならば、なぜ企業の方が入っていないのか、労働環境の話ですよ、雇用環境の話ですよ、実際

のところ女性の雇用、パートが多いですね、実際正社員少ないですよ、スキルを当然上げなければ

それに追いついていかんということもあると思いますけれども、まあそういう目的の根本的なとこ

ろをもうちょっと考えてされた方がいいのではないかなと個人的にですが感じました。来年の内容

についても今までのパターンの中で進めていくその流れていうのもあるでしょうから、そんな急に

どうこうできる問題ではないと思いますけれども、やはりこの田辺地域の中でも地区によってのい

ろんな悩みの差があります。労働環境の差もあります。だからそれを全部網羅していれていくとご

ちゃごちゃの焦点の定まらんものになるということを考えられた方がいいのかなと思いました。 

 

会長：ありがとうございました 

 

Ｉ委員：私は中辺路に住んでるんですけど。すみません、私は中辺路です。この企画について先ほ

どの全部ご案内を頂いて大変興味も関心もあるから参加してみたいなと思うものばかりだったんで

すけど、残念ながらいろんな行事と重なりまして、参加することが出来ませんでした。誰か代わり

の人にいってもらいたいなと近所見渡したんですけど、なかなか中高年というより後期高齢者が非
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常に多くて、車に乗れない方そんな方ばかりで、若い人はお仕事持っておられますし、そこへもっ

て公共交通が本数が非常に少なくて、なかなか遠くまで出ていくということも近くの診療所に行く

こともなかなか難しい時代を迎えておりまして、代わりの人に行ってもらう、その代わりの人を見

つけることすらできなくて、非常にこのせっかくの企画に参加できなかった事を申し訳ないなと思

っています。先ほども申し上げましたように、非常に高齢化が進んで、しかも私の住んでいる町内

会は男性の方が非常に少なくなってきたんですよ、ほとんど女性で、何も男性をこき使ったわけで

はないんですけど、今度町内会長になってもらう人おらんなというような状況に追いやられており

ますし、しかも独居の家が多くなりましたし、そこへもって高齢ですので、詐欺問題やらいろいろ

ありますので鍵をかけている家がどんどん増えてきまして、そこへまた輪をかけて空き家が増えて

きている、そういうような社会状況です。そして中辺路といいましてもそれだけでも広範囲でして、

ちりちりばらばらで防災の話があるたびに、避難所へ行くよりわが家でおるほうが安心やというぐ

らいへき地というか、そんなところに住んでいるような状況です。ですから、せっかく企画しても

らっても参加することが非常に困難な状況に追いやられております。でも、それなりに人は少なく

なっていっても近所同士のコミュニケーションというのは大事ですので、世間話噂話は特に女性の

得意分野ですので話をするんですけど、子育てに関してはこれからの男の子育てる時には炊事も何

もかもできるようにしとかな嫁も来てもないとか、結婚もできんとかいう話で男女共同参画の根本

的な話っていうのは超現実的でたわいもない話になってきている状況です。私達年いったものにつ

いては、本当に当たり前に考えてきたことの中にいろんな問題があるような気がします。だから意

識改革というか、そういうところを高めていく必要があるなというようなことで、ずいぶん周りの

人もだいぶそういうところへ考え方も変わってはおるんですけど、こういう会話は必要だと思うん

です。広範囲の田辺市ですので、できるだけこの中央で開催するということになると、なかなか参

加が難しいので、年に一回ぐらいは各地域の方に会場変えてするのも開催するのもどうかというよ

うな思いはいたしております。 

 

Ｊ委員：今のＩ委員の話を聞かしていただいてやっぱり女性の寿命の方が長いんで中辺路の男性少

なければ、Ｉ委員ぜひとも次回は町内会長になっていただきたいと思いました。私は自分のスキル

アップだけでなくて、皆さんの意見を聞かしていただくことで、視野が広がりますんで、いろんな

ことを実感してますんで、全ての講座に参加したいと思ってなるべくできるだけ参加させていただ

いております。年が年ですので体が続く限り参加したいと思います。よろしくお願いします。 

 

Ｋ委員：私は今子育て広場をちょっとやってるんですけれども、そこでおもちゃを持って行くと、

台所セット、小さな調理台とかそういうセットがあるんですけど、それに男の子がものすごく興味

を持って取り合いになるんですね。包丁とか野菜とかそういう今マジックテープみたいなんで分か

れるようになってて、その包丁なんかを持ってすごくやりたがるので、なんかこの興味というのは

どこでなくなってしまうのかというのがものすごく不思議でした。ていうのは、うちの娘婿なんか

が、家庭科、男女共同で教習で習ってるはずなんですね、それが全く一切自分の食べるものも作れ

ない、というか作る気がないんですね。これは教育ていうか家庭環境がものすごく左右しているの

かな。何も考えていない子どもの時にすごいそんなにおもちゃとして興味を持ってたのが、どこか
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でなくなってしまう、ちょっとそこは考えなあかんかなというのはすごく感じています。それと最

近モラルハラスメントとかがすごく社会に一般的に知られるようになってきてると思うんですね。

それで女性から男性への暴力というのもクローズアップされてきているように思います。テレビな

んかにも取り上げられているので、その取り上げられ方がちょっと違和感があるんです。もちろん

増えてきているというか昔からあったのが男性もこんなこと別に言っても恥ずかしくない、言って

もいいんやねっていうので声が上がるようになったのかなと思うんですけど。それでも今のところ

まだ１０％、せいぜい１０％程度なんですね。ほとんどがやっぱり男性から女性への暴力というの

が多いと聞いてるんですね。ところがそのメディアの取り上げ方というのは、ものすごくひどいと

いうような取り上げ方で、そこでまだまだでもこれが圧倒的に女性の方が暴力をうけているのが多

いというような報告というのはそれは一切出てこない、テレビではそういう女性から男性へのひど

い暴力があったと流されると、ちょっと違和感があるんですね。それもあの男女共同参画が進んで

いるから暴力も女性からの暴力が増えるというのも悪い方向で共同参画が進んでいるのかなと思っ

たりもしますけども、どちらからということもなくやっぱり暴力とはどういう理由があろうといけ

ないんだということをみんなが、教育されて分かるというのではなくって、自然にそれが当たり前

やだと思えるようなそういうふうに育っていかないといけないのかなとものすごく感じています。 

 

 

会長：一通り本音の部分とかそれから学習の中でこう感じた部分とか様々でしたけども、お一人お

一人のご意見ていうのはその場にとっても大事なことがたくさんあったと思います。また後でまと

めてＡ委員にお話を聞かせてもらいたいと思います。私はこの懇話会委員会、委員の中からやはり

講座を運営していくというか、講座の講師としての資質の備わった人が出てくるのは、とっても嬉

しいし、また先ほど女性相談の中で相談員としても活躍している人もこの中に何人かおるというね、

ことでとっても嬉しいと思います。だからこそこのエキスパンダーとかいろんなことをする中で、

田辺に在住している人達がこのように勉強して、そして頭でっかちに勉強するだけじゃなくて、そ

の部分をどう田辺市の中に活かしていくか、だからせっかく勉強したのだから、田辺市の中で講師

を育てて、よそから呼んでくることなく、十分皆さんが活躍できるような方法も考えて頂きたいな

とちょっとそういうふうなことは感じました。あまり時間もございませんが、Ａ委員に先にお話し

てもらってもいいですね。 

 

Ａ委員：みなさん方からいただいた意見て本当にすごく参考になりました。いろんなことをみなさ

んいろんな視点からご意見をお持ちだなというふうに思ったんです。で私はちょっといくつか分点

を挙げさせていただいてお話をさせていただきたいなというふうに思います。まず、第一に講座の

仕分け、どのくらい一般向けとエキスパート向けとどういうふうな構成で開催をしていくかその内

容という点なんですけれども、少しその辺は田辺市さんは今後考慮される必要があるかなと、わり

と入口向けのところが多くなっている、場合によっては例えば高度なものについては県と今回４ペ

ージのエキスパンダー講座なんかは、県との教材ですんで県の力を借りながらより多く上のレベル

の人を一般から流し込んでいくという仕組みも必要だと、思いますし、逆にスペシャリストを養成

する時に、田辺市のセンターだけではなくて他の力を借りてより高度なものができるという可能性
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もあります。和歌山市さんではこの数年間、あれ県主催だったと思いますが、社会経済研究所とか

商工会議所とかと連動しながら、年一回すごく大きなシンポジウムじゃないけど講演を開いている

んですよ。そこには数年前来たのは、藻谷浩介さんが来られてあれはかなり人が集まりました。で

またその前に勝間和代さんでしたっけね、わりと著名な方に経済人関係の方を呼んで共同参画の話

をしてもらって、企業のトップさんとか、わりと企業界で活躍している人に関心を持ってもらうと

いうのを、和歌山市さんか県だったと思うんですけど共催して意識付けでやっているんです。それ

はセンターだけでは難しい、でお金もなかなか出せないので、そういう形で経済界の方にも役に立

つ話ですよということでお金を出してもらっているという形の形式を取ってます。だからそういう

意味では、田辺市さんの方もそういう工夫は一つ可能ではないかと、先ほど女性労働という話を言

われていたので、ハローワークさんとの連携とか、商工会議所さんとかの連携でそうこうことで、

企業主さんにも関心をもってもらうということは可能かなという気もします。そういった意味では

国の第４次の計画が昨年末にできましてそこでは大きな柱が何点かあるんですけど、その一つとし

て、女性のチャレンジ支援、女性の経済的な活躍促進ということが、安倍政権でもありますので、

かなり明確に言われています。センターのこういう生活に密着した一般向けの講座というのは入口

としては私は全然間違っていないと思うんですよ。でそこの部分を入れながら高度なものについて

は他と連携をしながらうまく系統立てて、講座を一つ組み立てていくということも可能ですし、行

事の計画の方向性、経済力の効果ていうのも合ってますんで、そういった工夫を一つされるのはい

いかなというふうには思いました。それから、いろんな年代の方にいかに入口に興味を持っていた

だくかというので、今回は非常に評価できたところなんですけれども、最近の話としてわりと自治

体さんあるいは企業さんで、ＬＧＢＴの問題、教育界もそうですけどそれに関心を持たれて講座を

持たれている自治体もあります。ＬＧＢＴというのは、性的マイノリティの問題でそれぞれの頭文

字を取ってます。レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジャンダーの頭文字をとってＬＧ

ＢＴというふうに言ってます。これに関してなぜ企業さんとかが関心を持っているかとか、教育業

界が関心を持っているかなんですけど、性的マイノリティであるということで例えば会社でそうい

うことがカミングアウトできない、苦しいから辞めてしまうみたいな方も結構ありますし、教育業

界だと例えば小学生の段階でＬＧＢＴの子たちが、いじめにあうとか不登校になってしまうとかそ

ういうふうなことも結構聞きます。で割合としてはＬＧＢＴは約７％いるといわれています。わり

とこれ率としては高いんですよ。日本で比較をすると障害者手帳の認定を持っておられる方が７％

ですんで、普通に障害のある人と同じくらいでいるんですけど、気がつかれなくて、わりと職場と

か教育現場でしんどい思いをしているというのがあるのでそういったことも講座ということで理解

を持っていただくということも可能かと思います。企業との関係でいうと、そういうＬＧＢＴに職

場対応に力を入れていらっしゃるマイクロソフトさんとかパナソニックさんですね。が、そういっ

た偏見を持たない職場をちゃんと目指しますという設計をされておられたりしますし、自治体なん

かでも結構そういった男性女性で分けられるとこで辛さを感じている人への窓口対応をちゃんとし

ますということで、大阪の方の自治体さん、富田林市だったと思うんですけど、そういった研修を

全職員受けられて知識を持っているというとこもあります。そういった新しい問題についても一つ

は考えていただいてもいいのではないかと思います。ですみません、ちょっと長くなりました、最

後に一点だけ、この間ですね、情報としてお伝えもしておきますが、今年の三月に橋本市さんの方
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で男女共同参画の条例ができました。そこでは橋本市さん、条例の中の一つに性的マイノリティに

対して偏見を持たない、そういう条項も実は条例の中に入れておられてます。で、ＬＧＢＴの関連

団体の人がそういうことを条例にいれてもらうのはすごく嬉しいと、あの条例を高く評価しておら

れました。そういった意味では田辺市さんでは条例化ということもしつこく言ってますけども、そ

ういうこともご検討いただければと思います。以上でございます。 

 

会長：はい、ありがとうございました。やっぱりＡ委員にはいつも出席してもらわなきゃ、こうい

う情報、こういうアドバイスはなかなか私たちにはできないので、本当にありがとうございました。

お時間もたってきましたので、再度皆様から一言というご意見がございましたら受けたいと思いま

すがいかがでしょうか。 

 

Ｂ委員：今回の時間がね、１０時半からだと一時間半ではどうしてもこう、せめて１０時から２時

間とかね、ちょっと１０時半からしやったらいろいろ時間が早いかなと思っても結局遅なってくる、

次回は開始時間を考えていただいたらと。 

 

会長：時間の提案がございましたので、参考に考えてみてください。それではどうでしょうか、最

後に事務局から。今日は部長さんがこられているのでね、ごあいさつを。 

 

事務局（部長）：本日は大変熱心なご審議をいただきまして、そしてまた様々な観点から、貴重な

ご意見をいただきまして誠にありがとうございました。あの本年度の事業報告をさせていただいた

ところでございますが、いただきましたご意見につきましては２８年度に向けて反映をさせていた

だきたいと思いますので、また引き続きご理解とご協力のほどよろしくおねがいします。 

 

会長：今日はご意見いただきましたが普段も少しこういうことを言いたいとかこう考えてるんだと

いうね、またご名案があったり、それはね男女共同参画まで電話なり手紙なりしてね、ご意見を聞

かせていただくのは非常にありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日のご審議

いただきましたことを本当にありがとうございました。これをもちまして、平成２７年度第２回田

辺市男女共同参画懇話会を閉会いたします。本当にありがとうございました。 

 


