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平 成 2 9 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２９年８月２６日（土）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、幡山委員、嶌委員、前田委員、 

是川委員、那須正治委員、金川委員、須本委員、良原委員、 

高垣委員、東委員、松下委員 

 

欠席委員  髙橋委員、朝本委員、竹内委員、宮田委員 

 

出席職員  小川企画部長、楠本室長、笠松主任 

 

 

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録、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 

 

３ 議 事 

   議 題 

 （１）会長及び副会長の選任について 

 （２）第２次田辺市男女共同参画プラン推進状況及び数値目標について 

 （３）平成２８年度田辺市男女共同参画センター事業報告及び平成２９年度実施予 

   定講座等について 

 （４）その他 

 

 

議題１：会長・副会長の選任 

会長及び副会長の選任：平成２７・２８年度に引き続き、良原会長・高垣副会長が推薦

により再任される。 
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主な意見等 

議題２：第２次田辺市男女共同参画プラン推進状況及び数値目標について 

 

Ａ委員：企画広報課で発行している、広報たなべを毎回男女共同参画推進室で、すべて

の文言に対して、発行前にチェックしているということなのでしょうか。 

 

事務局：広報たなべについて男女共同参画推進室の方では、チェックはしておりません。

広報たなべの広報委員会でチェックしております。 

 

Ａ委員：広報のところでのそういう文言に関することとかに気を付けているという 

文言あったと思うのですけども、気になったのは今年の５月号で、特集で組まれていた、

産まれてくるこどもを笑顔で迎えるためにという特集のところで、「こどもを産み育て

る母親だけでなく旦那さんやその家族」という表現、「旦那さん」っていう言い方が広

報の中で出てきたということで、びっくりしたのです。そこらはいかがですか。 

 

事務局：広報委員会では、チェックはかからなかったので、そのまま発行してしまって

はいたんですけれど、私共の方も広報の原稿が出た時点で、おかしいなということで申

し入れはして、また担当課も勉強していってくれるというか、広報委員会も今後はチェ

ックがかかると思います。 

 

Ａ委員：田辺市の課長級の職員研修とかもされているということで、その研修の時には、

こちらの男女共同参画推進室の職員が講師になっているということでしょうか。それと

も、外部講師を呼んで研修を行っているということでしょうか。 

 

事務局：新採職員については、私共男女共同参画推進室の職員で研修しております。そ

の他の研修につきましては、私共の方から講師を呼んでくる場合もございますし、総務

課の人事担当の方から、講師を依頼して呼んでくる場合もございます。 

 

Ａ委員：男女共同参画の研修を、ここの課が中心になって、男女共同参画についての基

本的なことを勉強されるのが一番いいかなと思うのです。職員さんは異動があるので、

この男女共同参画っていうのが、なかなか来て初めて勉強するという状況では、難しい

と思います。担当職員の研修っていうのは、年間どれぐらい受けられているんでしょう

か。 

 

事務局：推進室の職員につきまして、年間何回という統計はとってはいませんが、勉強

させてもらっています。 
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Ａ委員：はい、多分日々勉強されていることと思うのですが、前聞いたときは、県が行

う研修会に参加しますというようなことぐらいで、あんまり多分予算がないから、県外

への研修に行けてないのだと思うのです。男女共同参画の場合は、割と次々と課題も変

わってきたり、それから全国の状況とかも、すごくキャッチしないとだめな部分ってい

うのもあったりすると思うのです。私も最初ここの女性センターって言っていた時代に、

国立女性会館ヌエックの方へ研修に行かしてもらいました。全国レベルのこととか、世

界情勢も含めた感じの研修でした。そういうとこへの研修というのを、ぜひ行ってもら

いたいなとずっと思っていたとこなんです。もちろん日々の勉強というのは、それぞれ

されているかと思うのですが、やっぱり予算を伴った形での研修を、本当にここの職員

自体が、やっていってほしいなと思っているとこなんです。予算は、財政との話だと思

うのですが、もちろん普通の講師呼んでというので、それぞれも参加されていることや

から、勉強はできているのだと思いますが、そういう全国的な研修の予算というのは全

く取れないんでしょうか。企画部長さんにお聞きします。 

 

部長：それぞれの部署については、当然事業を推進していくにあたっての研修というの

は必要で、日々の業務が仕事を通じてというのもありますし、職場での研修、先ほどあ

りました県の研修とか、いろんなやり方があろうかと思いますけども、全国的なそうい

う動き等もありますけども、そういう中で、費用を伴う研修についても検討して、財政

とも協議していきたいと思います。それから、先ほど広報の話もございましたけども、

今年度の話ではございますけども、私共の計画の中では、当然それぞれの職場の職員が、

男女共同参画の意識をもって発行物を発行しているので、そういうことについては、十

分意識を高めて取り組んでほしいということで、当然男女共同参画推進室も取りまとめ

課にはなってはおりますけども、まず、全ての発行物を男女共同参画が見るというのは、

ちょっと無理でございますので、職員のそれぞれの立場での意識啓発という方にも力を

入れていきたいなと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

Ｂ委員：先ほど、Ａ委員が言われる研修というのは、すごく大事で、それはやっぱり市

職員さん自体が、全国へ行って学んでもらうというのは、とっても重要な視点だと思い

ます。その他含めて、全体的にお話させてください。一つは、田辺市さんはいつもこう

いった形で、事業のＰＤＣＡ振り返りというのを、比較的しっかり取り組んでいるなと、

いつも思っています。まだまだ細かく言えば、担当課によって、書き込みの事業の状況

とか違っているというとこはありますけども、ちょっと変わってきたなと思うのが、例

えば、ＤＶに直接関わる事業って、子育て推進課、健康増進課、それから男女共同参画

推進室だと思うのです。多分以前は、この記載に留まっていた気がするのですけど、Ｄ

Ｖの方の個人情報をどう管理するかというので、結構問題になったりしたこともあるの
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で、税務課保険課水道課とかも含めて、現況を書いていただいているというのは、意識

の広がりかなというふうには一つは思っているのです。やっぱり自分とこの水道業務じ

ゃなくて、そういう方からの加害者なんかどう提供しようみたいな話、個別的に対応し

ようみたいなことが、意識としてしっかり出てきてくれているのかなと、意識の変化と

いうのを感じました。できれば、これがＤＶのところで、今わりと出てきていますけど

も、他のものに関しても、事業状況も密にしてもらって、自分とこの課だったらどうだ

ろうということを、積極的に考えていける体制を、さらに積み重ねていただいたらいい

のかなと思います。これ一点です。二点目は、従来の男女共同参画では新しい問題が出

て来ています。特に今回人権の研修で、最後の方に言われたＬＧＢＴですね。それは新

たに研修していただいているということで、大変結構だと思うのです。で、どのくらい

従来からの男女共同参画の問題と、例えば人権の多様性ということで、ＬＧＢＴなんか

の形で出てきた、新しい問題とのバランス施策をやっていくかという話ですけども、例

えば、一度ＬＧＢＴで興味を持たれたら、研修会をやって終わるではなくて、例えば、

全国なんかではレインボーウィークということで、５月から６月の間に、ＬＧＢＴの方

自体を、私たちがちゃんと支援している自治体ですよ、企業ですよということで、キャ

ンペーンをやっているのがあるんですね。大阪なんかでもそういうとこで、うちの市役

所はＬＧＢＴの方には差別はしてはならんし、表彰していこうと思っていますというよ

うなイベントをしているんですよ。例えば、田辺市さんで一歩進めてそのようなことも

可能なのかな。でも新しい問題に対応している段階だったら、従来の男女共同参画の問

題もありますので、その辺とのバランスをどの辺まで含めてやっていくかという、将来

性もまた考えて頂けたらと思います。それ二点目です。そういった意味では、女性に対

する暴力なんかでも、一定の相談対応というのも進めて頂いているのですけど、１６ペ

ージの中で、割と状況が担当課さん以外でもいろんな課を含めて、気をつけるようにな

ってきた。ただもう一歩やっぱり私は、日本で進めた方がいいなと思っているのが、加

害者の更生という話でありまして、被害者の自立支援はある程度ケアという感じで、出

きている状況にあるのだけれど、ＤＶは加害者が変わらないとどうしようもなくて、そ

れは和歌山県の方でも、加害者支援は進めていると思うのです。ただ、田辺市さんでも

何か連携してできないかなと、極端な話でいうと、ＤＶやという方で、パートナーとた

とえ別れたとしても、その加害者は、また新しいパートナーを作って暴力をふるうって

いうことが発生してくるので、それを繰り返さないというような所の展開を、例えば県

と連携しながらできればいいのかなというふうにはちょっと思います。それから数値目

標の在り方が、これはまた次の共同参画の計画での検討からだと思うのですけど、具体

的な数値目標が組めないという形で、室だけの問題なので、他の担当課さんに照会とり

にいって、この数値目標でいいですかっていう形で、課ごとの調整をしなきゃいけない

ので、自治体さんで数値目標を明確に定めるのはすごく難しいなと、いつも思っている

のです。和歌山県の他の市町村見ていると、明確に設定できているところもあれば、ま



5 

 

だまだっていうところもあるので、その中で田辺市さんはやっぱりさすがだなと思って、

数値目標をきちっと入れておられるところはね、非常にこの点は評価をしたいと思いま

す。ただ、この数値目標の内容の問題になってきた時に、少しこの男女共同参画を示す

ものとして、一歩近づくことはできないだろうか。視点を二つに申し上げときます。数

値目標といった時に、アウトプット指標というのとアウトカム指標というのがございま

す。アウトプットというのは、量的な拡大です。で、例えばこれでいうならば、一番下

の女性認定農業者数の数というのは、これは増えれば増えるほどいい訳ですよ、だから

これ量的に拡大しているというので、アウトプット指標なのですね。それから、講演会

を何回やります、この一番上のプランの指標、講演会・講座の開催も何回やりますとい

うのも、これ量的に拡大すればいい話なので、これアウトプット指標です。ただ、もう

一つアウトカム指標があって、それは何かというと、この事業を行うことによって、こ

ういうふうに質的に変わりましたというものなのです。だから、なかなかアウトカム指

標を、実は示すことは難しいのですけど、例えば他の自治体さんだったら、意識調査の

結果を用いて、男女共同参画に理解を示しているパーセンテージ、市民のパーセンテー

ジが十年前からこんなに変わっています、これを上げることを目標にしますみたいなの

は、アウトカム数字として行えることがあるのです。アウトカムについては、まだまだ

どういう評価、どういう指標を求めていったらいいのか、自治体さん自身も分かってい

ない状況なのですけど、少しはそういうアウトカム指標を入れることは、可能であるの

かということを数値目標でも考えていただけたら、実はここに載っている数字は、ほと

んどアウトプットの指標なので、アウトカムっていうことも可能ではないのだろうかと

いうふうに思うのです。そうした時に、指標を少し工夫してもらったらいいなと思うの

があって、それは、例えばこの真ん中より下に書いてある、地域防災力の向上というと

こなんですけど、これ防災計画の指標だったらこれでいいんですよ。防災計画の指標だ

ったら、自主防災組織結成率で全く問題はないんです。でも男女共同参画の指標だった

ら、自主防災組織の女性の活動率とか、女性がトップを組んでいる率とか、女性に配慮

した避難計画、男女の差を配慮した避難計画を、研修をやっている回数とか、ちょっと

そこ踏み込まないといけなくて、でも正直和歌山県内の自治体も他の自治体も、そこま

で踏み込めていません、ただ田辺市さんこれだけ仕上がっているんで、次期は、そこま

で踏み込めた数値目標が、可能であるのではないか。そうするとより一層、共同参画が

どれぐらい進んだかを、市民に説明責任として、ないしは自治体の自覚として、数値目

標があることで変えていけることができる、そうした数値目標の工夫を、さらにお願い

できればと思っています。あと二点、企業に特に女性活躍推進法できましたので、田辺

市がある程度、紀南の中核都市としては、やはり女性の活躍、企業の側面での連携とか

を、期待をしたいなと私はすごく思っているのです。そうした時の取り組みとしては、

やっぱりこれでいうと、この２０ページの辺り、女性のチャレンジ支援という、だから

ここでは割と、行政の活動だけに周知してしまって、企業を巻き込んで、チャレンジ支
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援というのはできているのかというのは、若干見えてきてないような気がするのです。

やっぱり企業の力も借りながら、実際女性の雇用の場というのは、市役所とか農業第一

次産業以外は企業になりますから、どこまで協力を得られるのだろうと、もうちょっと

踏み込めそうな気がします。最後です。子どもの支援で、ひとり親家庭の支援というの

が、２２ページにあると思うのですね。これも子どもの視点になってくるのですけど、

やっぱり男女共同参画の視点でいわれているのは、子どもの貧困、特にひとり親家庭の

貧困がイコール母子の貧困、母親の貧困につながっています。ひとり親家庭の貧困率と

いうのは、今５０％超えるって言われていますので、二人親揃っている世帯よりは、貧

困率高いです、若い頃の母子の貧困というのは、年をとってからの老人女性の貧困につ

ながります。そういった意味では、もう少し女性の貧困、特にひとり親家庭、母子世帯

の貧困ということで、着目して踏み込んだ施策なり、表現の仕方ができないかというの

が、次期の計画に向けての課題です。でも、全体としては、非常に丁寧にまとめていた

だいていますので、そういったもう一歩先というのを、少しいろんなところで工夫をし

ていただければ、さらに良くなるのではないかと思っています。 

 

Ｃ委員：いろんな問題というのを、結局そういう問題が生まれた時点で、そんな問題が

起こりそうっていうのは、絶対に見えなくて、でもこれが大人になって、そういう問題

が起こってしまうっていうのは、一言で簡単に言えば、教育が悪いということかなと思

うんですよ。家庭教育であったり、学校教育であったり、勉強も大事だと思いますけど、

そういう道徳的なことの方が大事であって、そういうことを、例えば学校とかで、もっ

と教えていけたらなと思います。それが結局できてないから問題が起こるわけだと思い

ます。 

 

Ｄ委員：具体的な話として、中辺路町ですが、学童保育がなかったのですよ。利用者が

少なくて、学童保育の設置基準に達しなくて、できてなかったのですけども、今年は子

育て支援という形で、人数は足りないのですけれど、学童保育に担えるような体制を、

夏休みにとっていただけました。それで、先ほどのお話で、具体性があるかなと思って、

紹介させていただきたいのですけど、ひとり親家庭で、この頃女性の働く場所もできて、

そのひとり親家庭の親の親も勤務しているのです。そうすると、ひぃばあちゃんが子守

りを担わなくてはいけなくて、夏休みになったら困る、普通の平日の時も、子どもが帰

ってきたら、ついて回れない、体力がついていかない、夏休みになったらどうしようと

いうことで、今年さっそくそういうことで、設置していただいたおかげで、ひぃばあち

ゃんが非常に助かっていると、もちろんそのひとり親家庭で、一人で子育てをして、そ

のおばあちゃんに頼りたいけど、おばあちゃんも働いていると、それでひぃばあちゃん

がそういう悲鳴を上げそうになったところで、非常に今年は助かったという話がありま

したのでご紹介しました。 
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Ａ委員：男女共同参画推進室が行ういろんな講座の時のアンケートをとる時に、男・女・

その他っていう形であると聞いたのですけども、その他っていう言い方が、全国的にど

んな形で、ＬＧＢＴの人に認識しているのかなという、そこらの書き方が推進室やから

踏み込んで、どんなふうに全国的にもしているかという、そこら辺のとこをお伺いした

いと思います。 

 

事務局：男女共同参画推進室でアンケートをとる場合、統計の関係で、男何人、女何人

と、人数の把握する関係もあります。去年東京の人権教育啓発推進センターから来てい

ただいたＬＧＢＴ当事者の講師の先生にお尋ねした時、その他という表現でいいですよ

と、意見をいただきまして、今の所、田辺市男女共同参画推進室では、男・女・その他

という表現をしています。 

 

Ａ委員：和歌山県下でも、いくつかグループが出来ているみたいなので、その人たちが、

その他って見た時に、不快にならないかどうか、そこのとこだけ気になったとこで、そ

の人たちがどういう呼び方をされている、受け入れられるかというか、書きやすいのか

っていう、そこの所とのちょっと調整みたいな、そういうことができたらいいのにと思

ったとこです。ですから、それはまた、そういうグループの人達の意見も聞いてもらえ

たらなと思っています。 

 

事務局：はい。 

 

 

議題３：平成２８年度田辺市男女共同参画センター事業報告及び平成２９年度実施予 

    定講座等について 

 

Ｅ委員：意見というよりも質問なのですが、いろんな企画のご案内の方法についてなん

ですけども、今私の自分の息子が、私立幼稚園にお世話になっていまして、時々、男女

共同参画推進室なりのご案内が折り込まれていたりするのですね、これはメンバーの中

におられる委員の方がおられるからと感じていたのですけど、これは田辺市にある保育

園なり園に対して同じような形で広報されているのでしょうか。 

 

事務局：講座の内容によっては、保育所や各幼稚園の方まで案内を配っていない講座も

あるのですが、私立幼稚園とか田辺市の公立幼稚園、保育所に案内させてもらう広報の

チラシについては、同じように配布しています。 
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Ｅ委員：他に子育てサークルもたくさんありまして、もとまち保育所内に、地域子育て

支援センター「愛あい」があるので、そこのネットワーク通じての若い保護者の方達へ

のご案内なんかも同じような感じですか。 

 

事務局：はい、「愛あい」にも同じように配布しているので、配っていただいていると

思います。あとは、公民館とか総合センター内、市役所内にも置いております。 

 

Ｅ委員：はい、自分は、ある子育てサークルに所属しているのですけども、届いてない

ことも多くて、強制はなかなか難しい話なのですけども、周知の徹底をもう少し積極的

にしていただければ、やっぱり若い世代の人達にこそ、知っていただきたいこともある

と思うので、その辺りもご検討いただけたらと思います。 

 

事務局：ありがとうございます。努力してまいります。 

 

Ａ委員：私が今回この男女共同参画懇話会委員に公募させてもらおうと思ったのは、一

般公募の作文のテーマが、「田辺市に男女共同参画の推進のために何が必要か」という

テーマだったんですね。そしたらもう私は、すかさず条例というのが、頭にあったので、

これを言わないことにはと思ったんです。今までもこの会の方で何回か話が出たという

のは、聞いているのですけども、実際具体的にどのように進めていくのかなと、私も退

任してしまったからには、あんまり言えないなというのもあって、この場を通じて言う

しかないかなと思ったりしているところなんです。実際推進していくということ自体で

あれば、強く皆さん方に条例ってどういうことで、何で必要なのかっていうのを分かっ

てもらって、一緒になって、そっちの方向向いていっていただきたいと思うんです。特

にいつまで経っても懇話会っていう状況であるのが、どうもこれだけ県下では進んでい

るといわれてきた田辺市が、審議会にもならないで、懇話会のままずっとということ自

体は、田辺市の中で行政の中での位置付けが懇話会であるわけで、ちゃんとした審議会

に昇格できてないっていう状況にあると思うのですよ。だからやっぱりこの男女共同参

画ということ自体が、最重要課題って言われているからには、もっと田辺市の施策の中

の中心に入って、全てのことを横断的に見ていける位置であるということの中では、条

例は必要だと思うし、ここの場が、ちゃんとした審議会になる必要もあると思うんです。

ですから、それを進めていこうと、中心になるのは推進室だと思うので、推進室自体が、

仕事増えるとかそんなのでは全然ないと思うのですけども、何というか皆も応援して、

私がこのことについて質問したのは、去年の１２月議会だったのですけど、１２月議会

の答えとしては、今までのこのプランを粛々とやっていますという答えから、今まで何

回か条例については質問したのです。で、それからやっと、このプランだけをやってい

きますという答えから、検討していきますという答えを頂けたということで、受け取り
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方の問題か分かりませんけど、確認の意味で、これは今までとは違って、前向きに検討

してくれるというふうに受け取っていいのですか、と言ったら、そうですというような

答えを頂いたので、やっぱり推進室が中心になって、前向きに検討していってほしいと

思うのです。ですから、そこの応援団として、ここもやっていくべきだと思うので、何

とか今後の具体的な検討をしていくということがあるのかどうかというのも含めてな

のですが、何とかそれを皆で後押ししてもらえないかなというのを第一に言いたいため

に、こちらに来させてもらっていますので、よろしくお願いします。 

 

Ｂ委員：いや、もう同感で、やはり、本格的にしっかりさせるためには、条例は必要だ

というふうには思っています。私が非常に悔しいのは、和歌山県内で橋本市に先を越さ

れてしまったというのが、非常に悔しくて、田辺市の方がずっと男女共同参画の歴史は

古いのです。そういう意味では、気になるなと思っています。 

 

事務局：Ａ委員からご意見頂いたのですけれど、推進室では、プランにそって粛々と男

女共同参画の機運を高めていくというか、やっぱり皆さんに意識向上していってもらう

ために、講座・講演会等開催していくというふうに考えております。よろしくお願いし

ます。 


