
 

平成２８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２９年３月２６日（日）午前１０時３０分～１２時 

 

開催場所  市民総合センター ４階 会議室 

 

 

出席委員  坂本委員、那須民子委員、宮本委員、幡山委員、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 

欠席委員  中田委員、髙橋委員、伊地知委員、楠本委員、小川委員、林委員、 

澤岡委員 

出席職員  松川企画部長、楠本室長、笠松主任 

 

傍聴者   なし 

 

内 容 

議題 1 平成 28年度田辺市男女共同参画センターの事業報告について  

議題 2 その他 

 

 

議 事 

議題 1 平成 28年度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 28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：時のめぐりは早いもので、もう年度末を迎えます。今年度は任期がちょうど満了

するということで、これから続けられる人、また新しく迎えられる人もおられるんです

が、今日は最後ですから、できるだけ皆さんにご意見をいただきたいと思います。限ら

れた時間の中で、ちょっとここ聞きたいけどとか、こんなことを言って恥ずかしくない

んかなと思っているようなことも、今日は思う存分お話していただけたら有意義にいけ

ると思います。冒頭にお願いして、開会のごあいさつといたします。よろしくお願いし

ます。 

まず、今日の会議の出欠について、事務局から報告をお願いします。 

 



事務局：欠席者の報告 

 

会長：それでは、議題に入ります。議題 1の「平成 28年度田辺市男女共同参画センタ

ーの事業報告について」事務局から説明お願いします。 

 

事務局：別冊「平成 28年度事業報告書」に基づき、事務局から説明 

 

会長： 28年度の行った事業についてご報告をいただきました。皆さん、お聞きになっ

て、いろんな感じられたことがあるかと思いますが、この事業の報告を受けて、そして

いろんなことを話し合って、そのことが 29年度の事業を展開していくということにな

りますので、ご意見、ご質問いろんなことありましたらお話していただきたいと思いま

す。ご自分から手を挙げて、まず最初に聞きたいという方はございませんか。今日は、

Ａ委員からお話してもらえますか。 

 

Ａ委員：わりと田辺市さん、いつも「推進員さんの企画講座」っていうのがあるのは、

いいなあというふうに思っています。やっぱり地元の方が感じて、どういうことが必要

とされるだろうということで、推進員さんを中心に企画を練ってもらっているというの

は、非常におもしろいところだなと思いますし、先ほどお伺いしてたら、料理教室も結

構初めての参加者の割合が多いということで、そういうとこから窓口で入ってもらって、

男女共同参画のことを知っていただくことになるかなというふうに思ってます。それか

ら、わりとタイムリーなものも入れてくれているので、その意味では、ひとつ講座の工

夫をしていただいているなと思っているんです。例えば、私これなんか案内配られたと

きすごく来たかって、行けなかったんですけど、津止先生のケアメンの講座、特に男性

介護者の方が、今非常に多くなってきているし、でもやっぱり介護というのは、なかな

か慣れてないしということ、お悩みを抱えている所の部分で、あの男性の参加者の方が

結構多かったのは、そういう意味もあったんじゃないかなと。なので、こういった形で、

わりと今話題になっているトピックスの所に引っかけて、どういう形で施策を組んでい

くかというのを考えていただけたらいいと思います。深澤先生もそういう形で、多分今

まで来られてないような方とかが、こういう草食男子とかやった人がいるんだという話

で、一つ窓口を広めていく方面は、今回の田辺市の施策とか講演のラインナップで感じ

ました。でもまあそれだけだったらダメで、一方では、やっぱりこう専門的なスキルと

いうか、男女共同参画をもっと一生懸命勉強したい、先ほどだとわりと入り口の話なん

ですけど、もう少し専門的に勉強したいという方にどう対応していくかで、多分それが

今回の講座だと、女性議員の方の講演の話だったりとか、「何を怖れる」の鑑賞会であ

った話とか、そういうものがあると思うので、ちょっと限られた予算では、日程的にも

限られるのかなと思うのですけども、どの人向けにどういう対象講座をというのを、バ



ランスよく組んでいただくことを平成 29 年もお願いしたいと思います。前も申し上げ

たかもしれないんですけど、なかなか田辺やったらちょっと出ていくのも難しいかもし

れないですけど、「りぃぶる」の方でも、講座は専門的なものを組んでいたりするので、

少し役割分担というか、うちでできなかったら、「りぃぶる」にこんなのあるよという

ふうに、うまくこう道を流してあげるというか、そういう風な形でやっていただくと、

結構広まるんじゃないかなと思いました。なかなか難しいかもしれませんが、課題とし

ては、今まで共同参画に入ってほしくて、なかなか来れていないとかあまり伝わってな

いとかは、どこもそうなんですけど、企業さんですよね、男性の方はわりと最近入って

もらえるようになりましたけども、まあしんどい労働条件とか、ワークライフバランス

を見たときに、やっぱりその企業さんに、ちょっと理解をしてもらわないと、なかなか

状況を変えていくっていうのは難しいと思うんですね。共同参画の単体の課だと、なか

なかそれを企業さんにアプローチをかけていくのは難しいと思うんですけど、和歌山県

で「りぃぶる」で毎年やられているのは、経営者協会さんが開く講演会があって、それ

にかなり共催して、一回大きな講演会を毎年開いているんですよ。それはどういうもの

かというと、お金はまあ経営者協会が出すので、結構いい人を呼んで来ているんですね。

その中でなるべく女性の経営者の方で、わりと和歌山にゆかりのある人なんかを連れて

来たりとか、あるいはその育児・介護とか、ワークライフバランスの所で、先進的な活

躍をされている所の人の講演をわりと出してきて、そういうものだと企業さんも聞いて

くれるので、そういう意味では、そういったところから入りやすくしていくような。ち

ょっとずつでしか伝わらないですけど。だから例えば、田辺市さんだと商工会議所さん

になるんですかね、何かこう企画をされるときに、一緒に働き方のテーマでできません

かというふうにコラボしていけると、予算は向こうも持ちだと思うので、そういった形

で、うまく企業さん側との経営者側に伝わるようなことっていうのを、一歩踏み込んで

することも考えなのかなというふうには思いました。わりと女性の政治参加という所で

は、今回議員さんとの懇談会でやっていただいているので、あとはその女性の再就職と

いう企業の就職していくとこの講座も組んでいってもらってますから、逆にいうと、受

け入れてくれる側の企業さんの立場で、どういうことを気を付けてもらったらいいのか

というのは、何か他の課と一緒に出来るのではないかなと思います。私からは以上です。 

 

会長：非常にいいアドバイスをいただいたと思います。それじゃあ、Ｂ委員、一つ講座

を持たれワークショップもされているので、その辺のこともあわせてお願いします。 

 

Ｂ委員：はい、ワークショップ形式でということで、一ついつもさせてもらっているん

です。私たちのジェンダーブレイクあい・あいの中の話し合いの中にも、もっと核とな

る話というか、それこそ専門的な一歩前に進んだことをせなあかんの違うかと、これだ

ったら男女共同参画がせんでも、もっと別のことじゃないんかと、内部でも結構話し合



い、議論をしていたんです。でも、私は難しい話だったり専門的な話をワークでするス

キルもないので、やっぱりその方が持っておられる気づきだったり、悩みをまず触る、

鳥渕先生から言わしたら、心触る系と言われるんですけど、私のワークは優しい系とい

うか、ここへきてホッとしてもらうだけでもいいかな、他の学習会に参加された方のな

かにもありましたけど、子どもをちょっと預けて、ホッとする時間があったていうのが

あって、その自分がこう生きなあかんというのがあって、ちょっとその肩書きを外して、

自分に戻る時間が大切で、実は、先日のワークの中で、かなり泣かれた方がおられて、

私たちもびっくりしたんですが、あとで聞いたら、同じグループの中におられた方の話

にすごく感動していただけたていうことやって、私もどうなることかなと思ったんです

が、聞いてみたらすごくうれしかったという、うれしい涙だったそうなんです。その話

が聞けたていうことで、ホッとしたなと思う反面、まだこのままの状態で未だにいいの

かなと、自分の中ではちょっと物足りなさは感じつつも、でも来てくれた方が、一人で

も今日はよかったって思ってくれたということは、よかったのかなって思いながら、で

もなんかもうちょっと違う次のステップも、考えなあかんのかなって思っています。こ

の全体の学習会の中の報告を聞いてたら、やっぱり自分に関心のあること、例えば防災

とか、自分に降りかかってくることっていうのは、やっぱり皆さん興味があるので、参

加人数も多いのかなって思いながら、だから男女共同参画っていうのが、全然別のどこ

かの誰かの話じゃなくて、本当に今日の夕飯、今日のお昼何食べるっていうような話し

合いの中で、普通にもっと密着してるものにならなあかんのかなっていうふうに私は思

うんで、これからも啓発やワークをしていけたらなっていうふうには思いました。一つ

いいですか、全然関係ないんですが、この間、「シン・ゴジラ」を見る機会があって何

気に見てたんです。ゴジラはいったい何なのかよく分からないのですが、なんか不思議

やなって思って見てたんです。怪獣みたいなものゴジラが出てきた時に対する、その国

の構えが全くないんです、例えば攻撃するんだったら自衛隊なんやけど、その命令を出

すのは内閣総理大臣しかなくて、その中でみんな縦割りなので、いろんな管轄、いろん

な部署の方が来て、それはそっちの話やとか、振り合いながら、だからなかなか前に進

まなくて、最終的には早く倒さなあかんねけども、外国からのプレッシャーがあって、

みたいな話をするんやけども、何気に見ていたら、難しい話とか会議の時は男性ばっか

りなんですよ。キャーって悲鳴あげて逃げているのは女、子どもなんですよ。私は見て

いて、えっシン・ゴジラやなって、昔のゴジラやったら知らんけど、シン・ゴジラであ

りながら結局そうなんかって思いました。昔と変わらんのかなってちょっと思いながら

見ました。 

 

会長：いやいや、そういうものですね。メディアは。あの男女共同参画懇話会は、男性

と女性が半々ぐらいの会議の場が望ましいなと思ってきたんですが、今日は男性が非常

に少ないのですが、はい男性のご意見もどうぞ。 



 

Ｃ委員：僕も 2年間の会議もちょっと重なったりして、出る機会も少なかったんですけ

ど、男女共同参画というのは、結局男性に分かりづらいというか、分かってないような

所があるように思うんです。実際僕自体も、もうひとつ男女共同参画というのは、詳し

い意味が分からんような答えなんですけどね。そういうことで、この会もほとんど男性

が少ないということで、そこのところをもうちょっと男性も参加してもらえるような会

にしたら、もっとこういい方向に進めるんじゃないかと思うんです。 

 

Ｄ委員：僕は５年程前まで語り部をやっておったんですが、その時に、女性パワーの凄

さにはびっくりしたんです。まずあの熊野古道へ入ってくるお客さんだけじゃなしに、

その他のお客さんもそうらしいんですが、７割ぐらいが女性です。そして男性がこうい

っちゃなんですけどね、参加している方々、いわゆる草食型ですね、おとなしくて女性

の話を黙って聞いて、とことこと着いて来るタイプの。女性はどんどん取り仕切って、

この次どこ行かんかよっていうふうなことを絶えずやっている。女性のパワーっていう

のはすごいなというのを感じております。ただ残念なことに、今ちょうど町内会とかあ

ちこちの役員改選をしていると思うんですけど、リーダーになってくれる女性が少ない

ようなんですね。ついていってくれる女性は各町内会ともあるみたいなんですけれども、

会長さんやってくれるか、何々部長やってくれるかについては非常に少ないと、ちょう

ど私は町内会長１３年程やらしてもらってたんやけど、皆さんに情報聞くと、やっぱり

そこら辺りが今後、女性のエネルギーの使い方を考えていってほしい。遊ぶことについ

ては、女性はすごい企画力持っています。 

 

Ｅ委員：実は私も推進員のメンバーとして 10 年あまり参画しているわけなんですけど

も、ツールの一つとして、啓発は一番大事な事なんやけども、啓発を掘り起こす意味で、

ひとつＡ委員にもお聞きしたいんですけども、高校生の方をこういうメンバーに入って

もらって、そういう人を育てていくということはどうかと思うのですが。で高校生は、

やはり将来大学行くなり専門学校行くなりして、田辺を離れる方がほとんどやと思うん

ですけども、やはり日々勉学にこうスポーツにこう励んでおられる学生さんも多いこと

なんですけども、いろんな男女共同参画の催し物などに、もし許されるものであれば、

参画してもらって、育てていくと。ただ、和歌山県にこういう男女共同参画の行政の組

織の中に、高校生を勧誘している地域があるものか、まずＡ委員にお聞きしたい。もし

仮にそれがどこもやってないよっていうことであれば、まず田辺市が手を挙げて、そう

いうふうなこともツールの一つかなという思いがあるんです。実際問題、その推進員会

議のメンバーもほとんど一緒なもので、褒めてはいただきましたんですけども、まだも

う一段階をステップアップしていくには、やはりそういう若い人たちを取り込みながら、

ただ単に男女共同参画っていうそういう捉え方じゃなしに、やはり広く底上げをしてい



く必要が実際問題感じているんです。その辺のところをご指導していただければと思う

のでお願いします。 

 

Ａ委員：Ｅ委員からいただいたご提起は、貴重だなと思います。私が知るところ、県内

で例えば、高校生を取り入れて、男女共同参画をやっているところはないです。聞いた

ことないです。御坊は今ウイズ・ア・スマイルさんという女性団体が、前任者に聞いて、

かなり若返りを図っているので、あそこはわりと、２０代３０代の子育て世代の今ママ

達がやっています。それから串本の方も、教育に関連した女性団体とか子育て団体がひ

とつあるんですけど、そこもわりと若いです。だから最低年齢がやっぱり今の男女共同

参画の団体で言ったら、子育て世代の女性くらいからになるんです。それに、なかなか

学生さんとか高校生さんが入っているっていうのは、実は見たことがなくって、でもお

っしゃられたように、若い人で、例えば中学までは、結構熱心に男女平等の教育ていう

教育分野ですごくなされているのであるんだけど、なんとなく高校でそれを聞かなくな

って、大学生になってよそへ行ってしまったら、全然もうなんか私のことじゃないみた

いな話になって、就職したらいきなり男女差別の壁にぶち当たるみたいなことになって

いるので、もう少し継続をして学んでほしいとか、きっかけをその辺で作ってほしいな

というふうに、個人的にはすごく思います。ただ、その高校生さんとかをどうやって入

れるかという話で、前に新宮市さんで聞いた話は、すみません、これ男女共同参画では

なくて防災のところなんですけど。ご存じのように新宮市さんは、数年前のかなりの豪

雨の被害の時に、熊野川流域でかなり被害を受けましたんで、その時ボランティアセン

ターを立ち上げたんですね。そしたら高校生が、かなり積極的にボランティアをやって

くれて、組織的なものがその時は出来上がったと言っていました。ただ、これが継続し

ていくのは実は難しくて、緊急時には志を持った高校生が、防災のことを物凄く考えて、

ボランティア活動に来てくれて、積極的に企画でもしてくれたんだけど、ただ平時にな

ってしまうと、それが継続をしないというのは、新宮市の社協さんで今悩み事って聞い

ています。でも、若い人の話を入れるというのは、いい話で、今橋本市さんが、今回や

ったのは、共同参画じゃなくて地域福祉のところなんですけど、やっぱり若い人に、こ

の地域で将来どうしたいかとか、地域に対して気持ちを聞こうというので、実は中学生

の懇談会をしてもらったんです。中学校の２クラスかな、まる３時間ぐらい教育委員会

に掛け合ってあけてもらって、橋本市はどんな町にしたいかとか、そのために自分はで

きることは何かとか、結構厳密なワークショップをやったんですね。それをやっぱり聞

いた担当者が物凄く感動していて、中学生でも何にも考えてないわけじゃないし、橋本

市のことは嫌いなわけではない、結構地域に貢献して、何かやりたいという気持ちはす

ごく持ってるんだ、みたいなことを再確認したので、若い人のパワーってすごいと思う

んです。でもなかなか難しいのは、それをどうやって引き受け入れるかというのと、あ

と結構彼らは忙しいので、どうやって継続的に参加してもらうかです。新宮でも、防災



ボランティアを継続的に定期的に会議を持とうとしているんだけど、そういうのに参加

してくれる子ほど、生徒会があるとか部活動があるとか忙しかったりするんで、なかな

か継続的に参加が難しいとは言われていました。ちょっとヒントになるか分からないで

すけども、意味はある、なのでぜひ課題にしてほしいという答えです。 

 

Ｅ委員：ありがとうございました。 

 

会長：はい、引き続きどうぞ。 

 

Ｆ委員：僕もあまりこちらの方には寄せてはいただけなかったので、あまり中身は分か

らないんですけど、今日はいろんな話を聞きましたら、まあ男女というのが、今の世の

中にかなり壁があると思うんです。その時に男女共同参画が大事だなと思ったのが、自

分の家族のことを考えると、自分は何もできない、家で。結局家のことは妻任せ、子ど

ものことも妻任せという感じでずっときていたので、今度、子どもが大学へ行くときに、

母親が、子ども男の子なんですけど、自炊できるように今一生懸命教えているんです。

これもやっぱり先ほどＥ委員がおっしゃったように、若い時分からそういうのを教えて

いたら、まあ今も苦労することはないんかなとか、女の子やったら早くからお母さんに

付いて料理を習ったりするんですけども、男の子の場合は意外と、先ほどＡ委員がおっ

しゃってたように、部活動とかで結構忙しいんで、なかなか家に帰ってこない、それで

今もうそろそろ大学へ行かなあかんという時分になってから、バタバタ教えているんで

す。じゃあ自分はどうなんかと振り返った時に、何もできないんです。子どもにカレー

作るのを教えているんですけど、じゃあお父さんは作れるんかとかで、お父さんは作れ

ない。これが結局男女、一緒になって料理をしたというのが、非常に大事だなと思った。

一時、妻に入院された時があったんですけど、家の中が全く分からないんです。何がど

こにあるか何も分からない、本当に男性は情けないと思うんですけれど。本当にもっと

夫婦が、男女共同でやっていけるようなのができたらいいなって思いました。 

 

会長：ご家庭から男女共同参画を、ですね。 

 

Ｇ委員：昨年度ですか、講座について、この場で、旧市内に集中しないで、順番でもい

いから回って来てということを申しましたら、さっそく中辺路の方にもやっていただい

て、希望叶えてもらった手前上、近所の人を引き連れて参加させていただいたんです。

でも私の住んでいる所は中辺路の中心部で、やっぱり奥へ入っている方たちはなかなか

来てくれないという実状は、大きかれ小さかれ同じ条件になっているんですけれど、で

も近所に呼びかけましたら、来て下さった人もいます。今日はどんな話だったか私の所

に聞きに来てくださった方がおられまして、あの話はこんなんやったなと、確認するよ



うな噛み砕いた話をするような状況だったんですけど、あとあと伝わってとてもよかっ

たように思うんです。4月からさっそく介護の改定される話だったので、よかったと思

うんです。それと私の住んでいる地域の実状を申し上げましたら、もうとにかく高齢化

が年々進んでいって、限界集落に近いような状況になってきているのが現状なんです。

その中で年とっていって、こんなに言うたら悪いんですけど、男性の方が平均寿命は短

いんで、男性の方が先に逝ってしまう家が多くて、地域としては私の近所は、80戸の

うち町内会の役割をした時に、もう４、５年前になるんですけど、40軒半数が独居だ

ったんです。その中でもどんどん進み、空き家が増えてまいりました。その中でも男性

が非常に少なくて、女性が圧倒的に多いんです。男性が散歩がてら歩いていたら、ちょ

っと入っといでって言うて、入ったらコーヒーを出してくれて、つい話をしてたら歩く

時間なくなってしまって、もう戻ってきたというような状況で、自発的に女性達がサロ

ンのような形を、看板はあがってないんですけど、あっちこっちでできて、コミュニケ

ーションはとれるようになってきているんです。一人暮らしの中でも、子どもたちはみ

んなというほど街へ出掛けて、親が年をとってきているので、土日大阪から帰ってきて

という話を聞くんです。そういうような状態で、私の両隣も両親亡くされて、子どもさ

んが閉まっている家を開けに帰ってきて、墓参りに行って、という感心な息子さんたち

がいる。帰ってくるのは息子さんで、奥さんと一緒に帰ってくることはないんです。息

子さんたちが帰ってきて鍵開けて、草生えたのを綺麗に掃除して、でまた帰られるんで

すけど、見たらちゃんと洗濯して、干しているんです。4、50代の方達なんですけど。

また、親が年とったから、戻ってきた人が、片方の隣におられるんですけど、そこも奥

さんは仕事をされていて、旦那さんが朝ゴミを出したり、炊事洗濯したり、そこで育っ

てる子どもさんは、この春上の方の学校に行かれるんです。そういうふうに切羽詰った

段階で、炊事洗濯、男性も積極的にせざるを得ないような状況に追いやられている。ど

この家庭がこう、あそこらがどうというのは、地域が把握できるような状況にはなって

あるんですけど、もう皆おらんようになったらどうするんやろ、若い人っておらんとい

うことがある。地域の 80戸の通りでも、今度小学生に入るのは一人です。その子は、

周りの大人の人に大事にされるもんですから、話は大人並みの口ぶりをするんです。「ち

ょっと待ってよ」と言って、パパッと入っていったと思ったら、お菓子を持ってきて、

「これ持っていってな、おおきにやで」と渡したりする。地域で大事にされて、育つの

をみんなで見守ってるような状況かなと思ってるんです。そんなところです。 

 

Ｈ委員： 20年前になるけど、10日間ほど県から北欧へいかしてもらった時に、夫が一

人だったんです。帰ってきたら死んでるか分からんって言いながら行って来た。夫は、

仕方ないから自分で何か作って食べたということで、そのあとすぐにここの企画で、男

の料理教室をしてもらい、そこへ行って味噌汁から教えてもらったんで、今は料理の担

当が夫なんです。私が寝込んでも大丈夫やと思っているんです。 



 

Ｉ委員：私が男女共同参画に首突っ込み出した頃は、女性の地位というか、女性の立場

をみんなに分かってもらうというのが多かったんですけど、最近、男女の共同参画なん

だから、男性に視点をというのが何年か前から出てきたと思うんです。それで、今日こ

の報告を見ていても、男性の参加が社会的に問題点として抱えています。やっぱり企業

を巻き込むところが、これから大事になってくるのかなとすごく感じました。地域的に

はやっぱり女性がもっと出て行かないと、Ｄ委員の話にもありましたけども、やはり女

性はついていくけどもリーダーにはなかなかなりたくない、女性の意識改革は、これか

らすごく必要になるのかなと感じています。地域でもそういう問題が起こっていて、中

学生が参加できるような企画を考えていこうとかあちこちで聞こえてきたり、高校生は、

熊高はボランティア部があって、一緒になってやっているという動きができているので、

ちょっと今変わるときかなと感じています。また 29年度は方向性がちょっと変わって

きそうな感じもあって、楽しみなところもあります。以上です。 

 

会長：みなさん、地域のお話もおもしろいし、非常に大切な問題も出てきたり、もっと

聞かせてもらいたいぐらいですけれど、まだ議題２もございますので、先に事務局から

報告をしていただきましょうか。お願いします。 

 

事務局：「市の審議会等委員の女性比率」について、現状 29.9パーセントを踏まえ、

数値目標を平成 32年度までに 33.0パーセントと見直し、第 2次男女共同参画プランと

第 2次田辺市総合計画での目標値の整合性を図っていくこととした旨、報告した。 

続いて、「委員の任期」について、平成 29年度に改選となる旨、説明した。 

 

会長：ありがとうございました。ちょっとお時間もらえますか。先ほどからのいいご意

見でた中で、Ａ委員から何かご意見はございますか。 

 

Ａ委員：さまざまな皆さんの生活の実感の中から出てこられた案件なので本当に貴重だ

と思います。あとは、審議会の比率は、あげていっていただきたい。まあでも最終的に

は、いつになるか分からないけど、男女 5割 5割を目指せればと思っています。 

 

会長：先ほどからのご意見の中で、男女共同参画が委員さんの中でも、もうさっぱり分

からないというのは本当だと思います。私たちも参加しながら、なかなかどう進めてい

ったらいいか。まるで女性が声高に言って、男性が恐ろしいなと退いていくような、こ

ういう男女共同参画の在り方は、やめにしなきゃいけないなと思います。人権の問題に

なってくる、男と女じゃなくて、人としてどうお互いに尊敬し合うか尊重し合うか、こ

れが基本だと思うんです。そういう意味で、この懇話会も、男性も女性も人として人間



として、尊敬し尊重し合い仲良くしていくっていうことを基本に進められたらなと思い

ます。ゴジラのことや、高校生、若い世代の中にも進めていく、そういうことも含めて、

今日は、次年度に引き続いて事業の展開にとても役に立つご意見をいただいたと思いま

す。任期もこれで終わりということで、他に何かありませんか、一言言っておきたいこ

とございませんか。ないようでしたら、今日は、任期の終わりで部長が来られているの

で、部長からお願いします。 

 

企画部長：委員の皆様方には、2年間にわたりまして様々な観点からご議論をいただき、

そして、本日、貴重なご意見やご提案を承ってまいりました。そうした中で、市としま

しては、第 2次の男女共同参画プランの推進をしてきたわけでございますけども、少し

ずつではございますが、推進できてきているのではないかと考えておりまして、委員の

皆様方には、改めまして感謝を申し上げたいと思います。先ほどの数値目標のところで、

第 2次の総合計画の話の中にありましたけれども、現在策定中でございまして、そして

その中で、十年先の目指すべきまちの姿、将来像につきましては、人と地域が輝き、未

来へつながるまち田辺と位置づけています。これを実現していくためには、やはり一人

一人が自分らしさを活かして、そして生きがいを持って活躍できる環境が必要でござい

ます。そうした中で、男女共同参画の推進は欠かせないものだと感じています。委員の

皆様方の中には、次の改選によりまして、留任いただける方、退任をされる方がおられ

ると思いますけれども、いずれにいたしましても、今後とも男女共同参画の推進にあた

りまして、変わらぬご理解とご協力をよろしくお願いいたします。この 2年間本当にあ

りがとうございました。 

 

副会長：今日は本当にいろんなご意見ありがとうございました。Ａ委員のお話にもあり

ました、橋本市がここ 1、2年スピード感がある施策をいろいろ進めておられまして、

田辺市も競争するわけではないんですけれども、いい方向には競争していって、スピー

ド感がこれから大事かなと感じております。それでは、これをもちまして、平成２８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。どうも皆さん、ありがとうござ

いました。 

 


