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平成 28 年度第１回田辺市男女共同参画懇話会会議録 

 

開催日時  平成２８年９月５日（月）午前１０時３０分～１２時 

 

開催場所  市民総合センター ４階 交流ホール 

 

 

出席委員  坂本委員、那須民子委員、中田委員、髙橋委員、幡山委員、 

伊地知委員、小川委員、林委員、那須正治委員、金川委員、 

須本委員、良原委員、高垣委員               計 13名 

欠席委員  宮本委員、楠本委員、是川委員、澤岡委員          計 4名 

出席職員  楠本室長、笠松主任 

傍聴者   なし 

 

 

内 容 

１ 田辺市男女共同参画懇話会について 

   田辺市男女共同参画懇話会設置要綱及び会議の公開について、事務局（室長）か  

  ら説明。また、ホームページへの委員名簿登載、会議録の発言者表記をアルファベ 

  ットで掲載することについて承認を得た。 

２ 自己紹介 

   各委員及び職員自己紹介 

３ 議 事 

   議 題 

  （１）「第２次田辺市男女共同参画プラン平成 27年度推進状況報告」及び数値目   

     標について 

  （２）平成 27年度田辺市男女共同参画センター事業報告及び平成 28年度実施予定 

     講座等について 

  （３）その他 
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主な意見等 

（１）「田辺市男女共同参画プラン平成 27年度推進状況報告」及び数値目標について 

（事務局から説明） 

 

Ａ委員：男女共同参画が進んできたかということなんですけども、少なくともわりと共

同参画基本法ができて、場合によっては、自治体に条例を作るところがあって、計画が

できてきて、こういうような施策がいろいろ体系をとってきて、一昔前に比べれば、す

ごく充実をしたという感じはするんですね。ですけれども、だからといって歩みを止め

ていいとか、このままでいいという訳では私は全然ないと思います。それをすごく感じ

たのは、物凄い身近な例で、私事なんで恐縮なんですけど、私の今月で４歳になる娘が

いるんですよ。３歳から幼稚園に通い出したんですね。それで、その時にこないだ２週

間ほど前に、娘が言った出来事に物凄いショックを受けたことがあるんです。ていうの

は、基本的には私はこういうタイプの人間ですから、こういうことをやっている人間で

すから、家では男女共同参画というのを非常に意識をしながら喋っているわけですよ、

娘の個性とか性別でものごとを図らない、将来的な職業選択ということに関しても、わ

りとジェンダー的なことは絶対言わないということは、家で実践をしています。でも、

幼稚園に行って、こないだ娘が何て言ってきたかというと、あのいろいろ将来的になり

たいことの話をするんですね、で、この前まで娘がなりたいて言ったのは、警察官だっ

たんですよ。２軒隣のお家が刑事さんのお家なので、○○さんのお父さんみたいに刑事

さんになりたいとかって言ってた訳です。まあ、ええんちがうって言っていて、ちょっ

と前から、志望がお医者さんっていう風に変わって、いいんじゃないのお医者さんにな

れば、で、こないだ何て言ったかというと、どこで聞いてきたんですかね、私は女の子

だから看護師さんになるって言ったんです。で、物凄いショックを受けて、夫と二人で、

いやそういうことじゃないんだと、あなたが男だから女だから何になりたいというわけ

ではなくて、あなたが何になりたいかで、それは性別には関係はないんだと、あなたが

その職業でやりたいと思ってやることがね、重要であって、男だから医者とか女だから

看護師という話じゃないんだっていう話を、３歳の娘に延々と３０分ぐらいしたわけで

す。その他にもいろんなこと言ってくるんです。こないだは何て言っていたかというと、

プリキュアという日曜日の朝にやっているアニメ番組があるんですけれども、そのアニ

メ番組のプリキュアになるんだというのを毎日言ってるわけですよ、で、プリキュアに

なるのはいいことだと思うんですけど、どうぞプリキュアになって、社会に貢献する人

間になってねって毎日言ってるんですけど、ある日何て言ったかというと、男の子から、

お前は髪の毛が短いからプリキュアになれないって言われた、なぜなら歴代のプリキュ

アはみんな髪の毛が長くて、かわいらしくて女らしいのに、お前は短いからプリキュア

じゃないっていうふうに言われて、非常にショックを受けて帰ってきたんですよ、で私

と夫はどうしたかっていうと、歴代のプリキュアで最初の頃のプリキュアブラックみた
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いなのがあるんですね、その子は短いんで、それの YouTubeをみせて、短いプリキュア

もいるから髪の毛の長さにプリキュアは関係ないっていうことをやっぱり３０分ぐら

いずっと言って、自信を持たせたんですけど、やっぱり周囲からそう言われるんですね、

なんかどうやら男の子から、女らしいのが一番だみたいな話のことを、この年で、３歳

で言われてしまうという非常にショックなことに出合いました。そういう意味では、学

校教育のわりと小学校中学校では、ものすごく意識をされてそういう話はちゃんとして

くださっていると思うんだけど、その前の幼稚園の現場で、なんかある意味、娘がそう

思うのは仕方のないことだと思って。幼稚園って全部保育している人は幼稚園教育、主

は女の人なんです。で、男の保育士さんって全然見ないわけです。だからそんな中にあ

って多分、育てられてきたんだったら、そう言ってくるのもあるのかなと思って、そう

いう意味では、男女共同参画とか人の可能性をちゃんと奪わないような教育っていうの

を、もっと小さい頃からするべきだなと、共同参画の歩みは止めてはいけないんだなと

いうふうに自分の生活から実感として思いました。家で修正していますけどね、でもそ

ういうふうにすごい思ったわけです。ですから、周知啓発というのは、やっぱりもう少

し体系的に進めていただきたいなというのが、私の経験から見ていて思います。２点目

なんですけれども、わりと数値目標を丁寧に出していただいていると思うんです、最後

の方になります。で、その時に、これは第二次の計画の段階の数値目標なので、第三次

以降に意識をしてもらったらいいと思うんですけど、最近国の方とか、医療計画なんか

でどういう言い方をされるかというと、指標をいろんなレベルで図りなさいていうこと

がいわれます。前ずっと言われていたのが、アウトプット指標というのがいわれていて、

こんな感じで数をとりあえずこれだけやりましたていうふうに出してくるが、アウトプ

ット指標なんですね、でももう少し実質的に結果がみえるような、なぜこうなったのか

結果がみえるような指標というのを使いなさいというふうに行政施策でも言われてき

て、成果がより見えるような実質的な内容を出すアウトカム指標というのに、国の方の

施策では今結構移行してきています。この指標はアウトプットなのかアウトカムなのか、

今はちょっとよく分からないなというふうに思うのですけれども、そういった風に移っ

てきています。それから、もう一つ新たに言われているのが、プロセス指標という言葉

です。アウトプットもアウトカムも出てきた結果をどう図るかという話なのですけど、

じゃあこの結果が出てくるために、どういう推進をしていって、その推進の過程が目に

みえるような指標をつくりなさいと、すいません、これ今ザクッと言ってますので、も

うちょっとプロセス指標とかアウトカム指標の方を知りたいなという方は、インターネ

ットの世界で検索していただければ、たくさん出てきています。ですので、詳しいこと

はそういった説明に任せますけども。ちょっとプロセス指標的なものが、田辺市さんが

出来てないっていうわけではなくて、どこの自治体にもそれは取り組み過程にあるとこ

ろだと思うので、より実質的に結果に近づくための過程としての指標が、何が出来てる

かというのを、プロセス指標の一つは、三次計画の時に取り入れるべきだというふうに
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思っています。ただ、もう一つ言いたいのは、よくどこの計画でもどこの自治体でも、

こういう結果指標の目標数値を作られるわけですね、ひとつは、それにこだわってほし

いんだけど、こだわってほしくないということは言っておきたいと思います。もちろん

これは大事です。その市民のために税金を払って施策を組んでいるわけですから、指標

というのはすごく大事な話で、やっぱり市民への説明、行政の説明責任として、目に見

える形で指標を出さなきゃいけないんだけど、場合によっては、これにものすごく縛ら

れてしまって、じゃあ達成できなかったらどうしよう、うちは１００％にしなきゃいけ

ないから、わざと低い指標を出そうと、みたいなことになっては本末転倒だと思います

ので、自分たちが５年後、１０年後の施策のあるべき姿を見るために、こういう指標を

ちゃんと作りたいんだ、で、達成できなかったらそれはなぜなのかという要因分析がち

ゃんと出来れば、私はその指標が達成できなくても、意味はあると思っています。だか

ら、達成することだけにはこだわらないけれども、肯定はしすぎず、でも意識をすると

いうことはちゃんとやっていただきたい、それがやっぱり指標の使い方、だから、こだ

わっていただきたいけど、こだわらないという言い方をしました。そういった意味で、

指標を取らえてもらえればいいのかなというふうに思います。で、もう一つは、これは

実は他の自治体さんで出たお話なんですけど、男女共同参画の推進を示す時に、一番よ

く見るものが、この審議会等の女性比率なわけです。他の自治体さんでもやっぱり３

０％、場合によっては４０％ぐらいの目標を定めてやっていってもらいます。で、ある

他の自治体で委員さんが言われたのは、じゃあ審議会は今すごく頑張ってやっている、

外部の委員さん方でなるべく多様な市民の女性の声を入れようとしている、自分たちは

どうなんですかってことを言われたんです。いわゆる行政における管理職登用の話であ

って、例えば、私の娘が先ほどそういう幼稚園チックなことを言っていた私の娘がね、

小学校に行って、市役所とかに見学に行くとするじゃないですか、そうすると物凄いな

んか受付の窓口は女性ばっかりで、後ろに偉そうに座っているおじさんしかいないみた

いなところだと、そんな市役所に行こうかなと思わないじゃないですか、将来の選択と

して、自分が偉くなれない、男性しか偉くなれないんだったら、そんなの行きたくない

って絶対思うかもしれません。そういった意味では、そうやった管理職の数値というの

も、一つは指標としては入れていくべきだと思いますし、まず隗より始めよという言葉

がありますので、行政施策としては、やはり自分たちがどこの立ち位置にあって、行政

の男女の部分の登用をどう見ているのかということは、やっぱりしっかり指標に入るべ

きではないかというふうに思います。もう一つ最後、長くなってしまって申し訳ないん

ですけども、共同参画って、市民と行政だけではできないんですよ、ある意味いろんな

団体が関わっていただいて、ですからこの議員さん方にもＪＡの方にも入っていただい

たりとか労働局の方に入っていただいたりとか企業関係の方に入っていただいたりと

かしているわけです。ですから、これは限界があるかもしれないけれども、なるべくそ

ういった多様な主体が、うまくここの計画数値だったり、行政施策に関われるようなも
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のに、もう一つ一歩としてできればなというふうに思うんですね。一つは、企業さんの

女性登用どうなっていますか、そこまで行政が関われるのか、直接的にはそんなこと書

き込むのは難しいじゃないかというご意見はあるかと思いますけれども、少なくとも田

辺市のこういう企業さんが、こういう方向性で関わってくれています、例えば、男女共

同参画に理解がある企業みたいなのを田辺市さんで何か作ってもらって、要項みたいな

のを、そこへ登録しているやつが１００社ありましたとかね、できることは少ないかも

しれないけども、少なくともそういう方向性を見てくださっていますというものは、施

策の組み方としては可能だと思うんですね。やっぱりこの実施計画、二次までを見ると、

どうしても行政内部がこうありましたていうことは非常にいただけているんですけど

も、じゃあ広がりを持つために多様な他社が関わってくるようなものをどう入れ込むか

っていうのは、やっぱり今後の課題であるかなというふうに思いました。会長さん、な

んかサクッとした話、自分の個人的な経験も話しまして申し訳ないですけども、よろし

くお願いします。 

 

会長：ありがとうございます。講演を聞いたような、いろんな話がありましたけども、

何かご意見ありませんか。いつも本当にね、これをやりましたという、どのようにそこ

の場所が変わっていったかとかね、そこの人達の意識がどう変わったかっていう積み上

げのとこがとっても難しいな、分かりづらいなといつも思っていたんですが、今お話を

聞いて、プロセスが大事なんだと、後の指標のこのことは第三次に取り入れてもらって、

非常に参考になったと思います。 

 

（２）平成 27年度田辺市男女共同参画センター事業報告及び平成 28年度実施予定講座

等について 

（事務局から説明） 

会長：ありがとうございました。この事業報告の具体的に何をやったとていうのを、か

なり委員さん達も直接参加していただいたり、ご協力いただいたりしているので、きっ

とご意見が出るかと思います。ぜひご意見をいただきたいと思います。 

 

副会長：この講座、いろいろ連絡会さんとか推進員さんとかご協力いただいてやってい

るので、やっぱり一般市民の希望というか考え方というか、そういうものが反映されて

いてとてもいいことだなと思います。で、内容もちょっと変わってきているのかなと思

うんですけども、例えば、イクメン講座なんかですね、これをここでやるだけではなく

て、一つ商工会とコラボしているのがありましたけども、事業所での女性の働き方を変

えるという点からも事業者の方にも参加してもらうということで、商店街の方であると

か商工会であるとか、そういうところに出て行って経営者の方たち、そういう方達と一
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緒に学ぶというのが、ちょっと一歩進めて大事な運動になってくるのかなと思いますの

で、頑張っていただきたいと思います。 

 

Ｂ委員：今までずっとだいたい出れるところは参加させていただいたんです。この女性

議員が増えるとなにが変わるの？ていうとこで、ちょっと同じこと言わせてもらったん

ですけども、私は三栖の田舎ですけども、今まで神事には、女性はあまり関わらないと

いうことで、ずっと貫いてきたみたいですけども、高齢化で祭事の獅子舞の時なんか笛

を吹いたり、また獅子舞を舞わすということについても、高齢の方があまり活躍できな

くて、若い人がいなくてみんな都会の方へ行ってまして、その時に、獅子舞の笛吹きを

中学校の女生徒が上手にやってくださったっていうこと、そしてまた、小学校の子供た

ち女の子たちも混ざって獅子舞の中へ入って、頭を持ってくれている主の方の周りで一

緒に協力してくれたということで、田舎でも変わってきたんかなと感じました。 

 

Ｃ委員：この講演会、男女共同参画の講演会なんですけど、先ほどから先生おっしゃい

ました、ある程度関心を持って活動して、うまいこといっているなと思うとこあるんで

すが、もうちょっと裾野を広げるというのか、全般にもうちょっと広げて、その広げ方、

講演会の持ち方というんですか、去年、連盟の方で人権の講演をする時に、ある講師の

先生、みなさんご存じやけど、音楽で説法される住職さん、とても人気があって話も良

かって、その追っかけさんがおるらしいんです。それで、開会前に１００人ぐらい腰か

けて、全部いすが並べないぐらい４００人ぐらいで良かったなという話になるんですけ

ど、その講演会の内容もいろいろ考えてやっては下さるんですが、もうちょっと広げる

意味で、持ち方というんですか、なかなか難しい、会をしようと思ったら人集めもなか

なかやけど、もうちょっと広げた方法があるのかなと、そこら辺ちょっと私もどうした

らいいのかなって疑問あるんです。 

 

Ｄ委員：防災講座を昨年も今年もやっていて、最近、中学校の夏休みの宿題でも防災の

料理を発明するっていう宿題があったんです。すごく防災について関心を持たれている

方も、またこれからも防災のことはずっと考えていくことだと思うので、ぜひまた防災

の企画があったらお願いしたいなと思います。 

 

Ｅ委員：私自分自身、男女共同参画の推進員で１０年ばかり関わっているんですけども、

まあいろんなその企画のなかでですね、男性の方が少ないので、その辺のとこの底上げ

ていうんですかね、今後いろんな講座をするについて、メニューの設定というのも深く

勉強していかなあかんなという思いです。 
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Ｆ委員：どうしても認めてもらうというか目に見えて成果が見えてきたらやる気にもな

るんですが、これやっていて路線は間違ってないと言われつつ、このままやり続けてい

てどうなんやろかという迷いもしながら、毎年また基本へ戻ろうということで、一へ戻

って本当に前進してるのだろうかと後退してるのだろうかと自分の中で考えているん

ですが、先生からいただいた言葉で、隗より始めよっていう言葉と、自分たちの立ち位

置をもう一度考えて、やっぱり前向いていきたいなと勇気いただきましてありがとうご

ざいます。 

 

Ｇ委員：私あの最近感心するのは、女性の方々の意識がだいぶ変わってきたなと、特に

各企業の管理職の登用なんか、私がこの会に初めて出さしてもらった頃は、皆さん、な

り手がないんだというようなことを相当耳にしたんですけども、この頃各企業では、か

なりの方が管理職になっているというデータを見まして、意識も相当変わってきたんだ

なと、まあ結局こういう地道な講演とか、そういうものの活動の結果かなって思います。

ただ一つ気になるのは、育児休暇、それがまだあまり徹底してないように、市役所なん

かはだいぶ育児休暇を取ってるものですか。女性でも男性でも育児休暇は市役所なんか

はどんな具合ですか。 

 

室長：女性の方は育児休暇ほとんど取ってきていると思うんですが、男性については申

し訳ないんですが、ここ１０年ぐらいで一人取っただけだと思うんです。 

 

Ｇ委員：というのはね、私企業が、非常にそういうのに積極的に、男性も子供に目をつ

けて、女性だけに任しているのはどうかなというようなことを、いろんな講演会とか発

表会聞いても、企業が非常に熱心なんですよ。まあそういう方向へいけばなと思います。 

 

Ｈ委員：最近女性の起業家が増えてきているということで、新聞等にも載っているよう

に、農協の女性会の活動でもブルーベリー狩りを女性が企画したりとか、農業系で家庭

菜園コンテストを自分たちでやってみたり、グリーンカーテンをしてみたりという感じ

で、皆でいろいろ農業系も盛り上げていきたいなといろいろ工夫しております。そうい

う感じで頑張っています。 

 

Ｉ委員：私自身がひょんなことから、知り合いの認定こども園の０歳１歳児の低年齢児

の仕事を、今手伝わしていただくことになっています。その現場で、先ほどから出てい

ますような預かり保育やとか延長保育やとか、国の施策が大きく変わったことで、お母

さん方が働きに社会に出るにあたっての体制が、大きくこの１０年ぐらいで整ってきた

なということは、現場では大きな政策のうちの一つのことですけども、一から十を通し

て考えると、ある程度政策が現場におりてきているのかなということは実感をしており
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ますけども、若いお母さん方は、まだまだ女性が社会に出ていくことそのものが、世の

中を変えていくべきだという認識があるのではなくて、物理的経済的に厳しいので、子

供を預けることができれば、お金が必要なので働きたいという、ここが動機なんかなと

いうことを痛感しています。やむなしに追われて、働きたいけども働けない状況だった

のが、施策によって働ける状況に変わってきた。しかし、まだまだ女性が社会に出てい

くこと事態が、地域の将来のためになるという認識までは、若いお母さん方は至ってい

ない、必要に駆られてそういう施策を必要なんかなということを感じます。ある程度進

んでいる部分と、まだまだ現場意識が変わらないというところを、どちらも感じながら

仕事をさせていただきます。一つの意見として述べさせていただきました。 

 

Ｊ委員：私公務員で３０年近く勤務しております。入った当初に比べますと、いろんな

相談でも、女性からの相談、昔はやっぱりうちのお父ちゃんのことでとか多かったです

けども、もう最近はそうではなく、やっぱり自分のこととして、それだけ進出してきて

いるというのを実感しております。そして、私の職場おそらく民間企業と比べればとい

う言い方をさせてもらうと、おそらく女性の管理職、そう区別はないのかなっていう感

じで、その女性をみていますと、やっぱりしっかりしています。男女関係ないです。民

間の場合、特に相談なんかでも、やっぱり女性やからそう言われ方をされてるんかなっ

ていう現実があります。で、これ一つの意見なんですけど、この資料を見せていただき

ますと、いろんな事業の中で、やはり参加されているのはほぼ女性ばかりがターゲット

なのかなという感じがしてる部分も無きにしも非ず、そうなってくると、例えば商工会

とかいかに事業主さんで、女性を登用した場合は、メリットっていうたらちょっと語弊

あるんですけども、やっぱり理解してもらうのは大事なんかなというような感じは受け

ております。いろんなやり方、例えば会社によっては、年齢いかれて子供さん産まれた

ときにも、会社独自でいろんな保育所的なことをやっているとこもあると聞いて、とい

うのもあります。うちの娘なんかも今度就職するんですけども、やはりそういったとこ

ろも見て、そういった所があるからということで行ったのが現実でございます。一つの

企業では、なかなか難しいかもわかりませんけど、周囲の企業で、そういうものを作っ

ていったらどうかという動きなんかもね、一つ理解してもらえるものなんかなっていう

のは考えたりもします。以上でございます。 

 

会長：はい、とってもよかったと思います。非常に様々な角度からのご意見がでてきて、

きっと事務局の方もたくさん参考になったと思います。他にございませんか。 

 

副会長：田辺市の現状なんですけれども、あの私田辺市の管理職の女性の登用というの

は、ものすごく遅いなって感じております。それは男女共同参画社会にと国が進め出し

たところに、まだ市が、ある面では進んでるんだけれども、職員の面では進められてい
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なかったから、１０年経ってもなかなか進んでいないというところがあるのではないか

なって感じています。今女性で課長さんになっておられる方は、入った時から管理職に

なっても対応できるような仕事の仕方の教育ていうのは、してもらってなかったと思う

んですね。女だからあんたはここでおってください、現場に出てかんでもええていうよ

うなそういう仕事の仕方やったと思うんです。だから、今管理職になっておられる方は、

物凄くしんどいと思うんですね。だからこれから５年後、１０年後っていうのを見据え

て、管理職の方に登用するのはもちろんなんだけども、その前に、やっぱりそういう教

育をきちっと一からやっていただきたい。まあ今新しく入っておられる方は、そういう

区別はされていないとは希望しているのですけども、今本当に、そろそろ管理職になっ

てもいいんじゃないのっていうような年代の人が、そういう教育を受けてない、これは

学校でもそうだと思うんですね、どこでもそうだと思うので、そういう方の教育ていう

のは、きちっとフォローしていただいて、メンター制度を取り入れるとか、なんかそう

いうふうにして、管理職になったはでも女はあかんなって言われんような、そういう施

策を考えていただきたいなと思います。 

 

会長：ありがとうございました。国が推奨する男女共同参画、これを行政がいち早く進

めてやっていってるわけですが、その行政が企業に語りかけたり、その語りかける大元

の行政が意識改革を早くしなければ、絶対これは進まないことだと思うので、そこのと

ころを男女共同参画懇話会で、田辺市が作った男女共同参画懇話会ですから、私たちの

任務もこれは重いと思います。これからいろんなことを相談しながらやっていきたいな

と思います。 

 それではこれをもちまして懇話会を終わりたいとおもいます。副会長、終わりの挨拶

をお願いします。 

 

副会長：今ちょっと思い出したところがあったんですが、私がずいぶん前ですけども、

ツアー旅行で参加した時に、印南町のご夫婦と一緒やったんですね、その方達に、農業

をしてらっしゃるご夫婦で旅行できるっていうのはいいですねて話したところ、うちは

会社組織にしました、それで年に１回か２回はこうして夫婦で旅行に来ることができる

んですっていうお話を伺ってたんですね、で今日この資料をみせていただいて、目標値

が１２０個に対して１１８個って、ずいぶん近づいてはきているんだなと思ったんで、

この目標値が高いのか低いのかちょっと私は分からないんですけども、時代は進んでい

ってるんだなとものすごく感じました。今日はみなさん、お疲れ様でした。 


