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男女共同参画審議会 会議経過要旨

会 議 名 令和３年度第１回木津川市男女共同参画審議会

日 時
令和３年７月２９日（木）

午前１０時から１１時４５分
場 所 女性センター 講習室

出 席 者

委 員

■：出席

□：欠席

第 1号委員

（学識経験者）

■ 有賀 やよい委員（会長）

■ 志賀 徹委員

第 2号委員

（市民）

□ 藤井 千賀委員

■ 須田 利夫委員（副会長）

■ 藤澤 正典委員

第 3号委員

（各種団体の

代表者）

■ 赤穗 海佳委員

□ 森村 勝委員

□ 木下 澄子委員

■ 松島 桂子委員

第 4号委員

（公募に応じ

た市民）

■ 川本 喜子委員

庶 務

（ 事 務 局 ）
山本市民部長、五十嵐課長、中島所長、木村係長

傍 聴 者 なし

議 題

１．開 会

２．市民部長挨拶

３．委員紹介

４．会長、副会長の選任について

５．会長挨拶

６．議 事

（１）木津川市男女共同参画審議会について

（２）第２次木津川市男女共同参画計画について

（３）令和２年度及び令和３年度木津川市男女共同参画推進事業について

（４）その他

７．閉 会
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会議結果

要 旨

１．開会

事務局より、開会を宣言した。

２．市民部長挨拶

市民部長より、第１回木津川市男女共同参画審議会開催にあたり、挨

拶があった。

３．委員紹介

各委員及び事務局職員より、自己紹介があった。

（配布資料１：木津川市男女共同参画審議会委員名簿）

資格審査について、事務局より報告した。

４．会長、副会長の選任について

木津川市男女共同参画推進条例施行規則第１３条第２項の規定に基づ

き委員の互選により次のとおり会長及び副会長を定め、就任挨拶があっ

た。

５．会長挨拶

会長より、第１回木津川市男女共同参画審議会開催にあたり、挨拶が

あった。

配付資料について、事務局より確認した。

６．議事

（１）木津川市男女共同参画審議会について

（資料２：木津川市男女共同参画審議会について）

事務局より、資料を基に説明した。

（２）第２次木津川市男女共同参画計画について

（冊子：第２次木津川市男女共同参画計画キラリさわやかプラン、ダ

イジェスト版）

事務局より、資料を基に説明した。

（３）令和２年度及び令和３年度木津川市男女共同参画推進事業について

（資料３：令和２年度木津川市男女共同参画推進事業報告）

（資料４：令和３年度木津川市男女共同参画推進事業概要）

事務局より、資料を基に説明した。

（４）その他

７．閉会

会 長 有賀 やよい

副会長 須田 利夫
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会議経過

要 旨

１．開会

会議結果要旨のとおり。

２．市民部長挨拶

部 長：『第２次木津川市男女共同参画計画』の策定にあたりましては、慎重

かつ集中してご審議いただいた結果、３月に本市の計画として決定い

たしました。全国的にはコロナ禍の影響によりまして、女性相談やＤ

Ｖの悩みが増加していると報道されています。幸い本市におきまして

はこれらの事象が露わになってませんが、これらの悩みなどが多く潜

在しているのではないか懸念しています。世界的な視野から見ますと、

皆様もご承知のとおりＳＤＧｓの目標の１つである「ジェンダー平等

の視点」が注目されており、まちづくりなど各市の施策を進める上で

男女共同参画社会の実現はますます重要な柱と言いますか、各種施策

の横糸になってきていると認識しています。審議会の皆様のご意見な

どを参考にさせていただきまして男女共同参画の推進の施策に今後も

取り組んでまいりたいと考えておりますので委員の皆様の尚一層のご

協力ご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

３．委員紹介

会議結果要旨のとおり。

【資格審査報告】

事務局： 本日の出席者数は７名です。木津川市男女共同参画推進条例施行

規則第１４条第２項の規定「半数以上の出席」を満たしているので、

本会議は成立することを報告する。

４．会長、副会長の選任について

事務局： 会長及び副会長の選任について、木津川市男女共同参画推進条例

施行規則第１３条第２項の規定により、委員の皆様の互選により行

います。

委員の皆様、ご意見をお願いいたします。

互選の結果、会長は有賀委員、副会長は須田委員に決定しました。

どうぞよろしくお願いいたします。

５．会長挨拶

会 長： みなさん、改めまして、選出していただきまして、ありがとうご

ざいます。この委員会についてはもっと新しい力をお借りしたいと

思っているんですが、キラリさわやかプランがお手元に届いている

と思いますけれど、作った責任もあり、これが絵にかいた餅ではな

くて、木津川市の中でどこまで進めていけるのかと、もう一期頑張

りたいと思っております。
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課題は部長から言っていただいたように本当に色々とたくさんま

た見えてきたところもあり、まだまだこれでも足りないという部分

もあります。最近は子ども達の問題で言いますと、児童虐待もさる

ことながら、ヤングケアラーという形で家庭の重荷を子どもが担わ

ざるを得ない状況、あるいは家庭の貧困の問題、まだまだたくさん

あるかと思います。そういったところも含めてできるだけ木津川市

の実態がまたこのプランの中で反映されて改善されていくというこ

とも大きな課題だと思います。またこの２年間じっくりみんなで語

り合い、そして改善すべきところは改善していくことが力となると

思います。どうぞご協力よろしくお願いいたします。

【配布資料確認】

資料１ 木津川市男女共同参画審議会委員名簿

資料２ 木津川市男女共同参画審議会について

資料３ 令和２年度 木津川市男女共同参画推進事業報告

資料４ 令和３年度 木津川市男女共同参画推進事業概要

【議長選出】

事務局： 議長選出について、木津川市男女共同参画推進条例施行規則第１

３条第３項の規定に基づき、以下の議事進行について有賀会長にお

願いいたします。

６．議 事

（１）木津川市男女共同参画審議会について

（資料２）

議 長： 木津川市男女共同参画審議会について、事務局から説明をお願い

します。

事務局： 資料２より、平成１９年に制定した「木津川市男女共同参画推進

条例」に基づいて、「木津川市男女共同参画審議会」を設置していま

す。審議会は幅広い観点からの意見を市の施策に反映させるために

設置された市長の諮問機関です。

１の職務について、

①市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する重要事項を調

査査審議すること、男女共同参画の推進に関する事項について意見

を述べること。

木津川市男女共同参画推進条例の男女共同参画審議会第２０条第

１項と２項で規定されています。男女共同参画の取り組みは全庁的

にしており、男女共同参画推進調査も行っております。調査結果は

審議会で報告し、委員の皆様にご意見やご指導をいただいておりま

す。
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②男女共同参画基本計画の策定又は見直しに当たって意見を述

べること。

条例第９条第２項、同条第４項で定められています。昨年度令和３

年３月第２次木津川市男女共同参画計画を策定いたしました。それ

につきましては市長から審議会へ諮問をして、審議会にて計画案の

審議をしていただき、政策会議やパブリックコメントを経て、審議

会から市長に答申という流れで計画を策定いたしました。今後は第

２次木津川市男女共同参画計画に基づいて男女共同参画の取り組み

を進めてまいりたいと思います。

③市の男女共同参画の推進に関する施策等について苦情等の申

出に関する意見を述べること。条例第１９条第２項により定められ

ております。男女共同参画に関する苦情等の申出は木津川市では１

件もありません。近隣の南部７市で男女共同参画の情報共有をする

協議会がありますが、他市も男女共同参画に関する苦情の申出があ

りません。

２の組織について、審議会は学識経験者、各種団体の代表者、市

民など、その他市長が適当と認める者１０人以内で構成。男女双方

の意見を反映させるため、委員の構成は一方の性が４割未満になら

ないようにし、広く市民の意見を反映するために委員の一部を公募

する。

３の任期については２年間となります。

４の会長及び副会長は、委員の互選によって決定する。

５の会議については、会議は会長が招集し原則公開とします。本日

は傍聴の方はおられないが、昨年は１名おられました。

６の庶務については、審議会の庶務は市民部人権推進課において処

理します。

木津川市男女共同参画審議会についての説明は以上です。

議 長： 委員の皆様方にはこういう組織の一人として、このような議論に

加わっていただくということが大体これで分かっていただけたかと

思います。

苦情というのは行政に対する苦情ですよね。

事務局： そうです。行政に対する苦情です。国の方がまとめた苦情処理ガ

イドブックというものがありまして、国では色々な苦情処理をされ

ています。例えば、ミス福岡の応募資格についてという項目がある

のですが、「ミス福岡の応募資格は未婚の女性に限られており、性別

による差別的取り扱いであるとともにミスコンを連想させ、女性の

容姿を選考基準にしており、市の条例に定める基本理念に反するの

ではないか」という苦情処理が平成２２年にあったようですが、実

施主体である福岡市の祭り振興会に対して、内閣府男女共同参画局

の審議会の答申を踏まえて、“ミス福岡”という名称を“福岡親善大

使”に変更、応募要件から未婚女性を撤廃したという事例がありま
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す。他には、「警察の交通安全ポスターがアイドルを起用しているが、

なぜアイドルなのか。それは性の商品化に繋がらないか」という苦

情も過去にはあったそうです。それも内閣府男女共同参画局から警

察署に事情聴取等をして、警察の方は男女共同参画のことを理解し

ているので問題ないというふうに取扱いされたようです。このよう

な事例もあり、国では様々な苦情処理をされています。

議 長： イメージとして少し分かり易くなったと思います。苦情を言うだ

けではなくて、男女はこうあるべきだと、それぞれの性別によって

役割を固定化されている、あるいは上下関係をつけられているとい

うようなことがあった時に、これは問題じゃないかという問題意識

をもって物事を判断していこうということかと思う。

今回、審議会委員に公募していただきとても嬉しく思います。木

津川市や近隣の南部７市でも今までそのような事例を扱ったという

ことがないようですが、日常的にこの地元の中で気付かれたことな

どありますか。

委 員： 地元には全然関わっていないのでわからないです。自分が関わっ

てきたところでは、意識的にはＬＧＢＴなどがポピュラーになって

きていますが、このキラリさわやかプランを見て、「男性は」「女性

は」と分けてあるところに少し違和感を感じました。

議 長： 言いにくいところを言っていただいたかと思います。そう思って

見直すと、資料２の組織について、男女双方の意見を反映させるた

め、委員の構成は一方の性が４割未満にならないようにしますとい

う規定自体も、男女しかないというイメージを与えるかなというこ

とを、遅いですが今初めて気付きました。今後私たちの課題として

取り組んでいく時に、ＬＧＢＴなどについても少し目配りしていく

必要があると思いました。

初めて参加された委員はどうでしょうか。

委 員： ただ先ほどのご意見のように、男女共同参画については当然のこ

とのように、それを前面に押し立てて数値目標を立てて、これまで

市でも取り組んでこられたものだと思っています。ただ私も、「男

女」というのをあまり強調しすぎるのはどうかなと思います。特に

昨今の世の中の動きでは、ＬＧＢＴや夫婦別姓の問題など、様々な

周辺課題が割とクローズアップされてきています。ジェンダー平等

については次の計画の課題にもなると思うが、まずは男女共同参画

という課題をクリアしていきながら次の新たな課題へと広い視野

で取り組むべきなのかなと自分自身は思っています。国の計画も少

し見ましたが、大体組み立ては同じで、やはり男女共同参画を前面

に立てながら組み立てています。その中で市としてなかなか現実に

はならないと思いますが、国は国で割と机上の空論的なところもあ

りますし、市では現実課題をクリアするために今後どのように解決

していくのかということなのかなと思います。最初に違和感を持ち
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ました。

議 長： 最近は若い人が積極的に農業に関わっておられる傾向があるよう

で、特に女性の活躍が目立ってきたということをマスコミ等で見さ

せていただいています。農業についてはご家族や夫婦での取組みが

進んでいるということですか。農業委員さんには木津町の頃から本

会議に参加していただき、ご意見をいただいています。

委 員： ご夫婦というよりは法人として企業が農業に参入しているという

印象はあります。農業委員会の男女の比率ですが、女性は私一人な

のでもう少し女性委員を増やしていけたらと思います。

議 長： 全体で何人の内の一人ですか。

委 員： 農業推進委員も含めて全体で５０名程だと思うが、その内の一人

です。

議 長： その５０名の中で女性一人の委員として入ることにご自身の抵抗

やご家族の方の抵抗などはなかったですか。

委 員： 家族の抵抗は特になかったですが、目上の方が多いので大丈夫か

なとは思いました。

議 長： 農業委員になられてからは長いのですか。

委 員： 推進委員を含めますと３期目です。

議 長： ありがとうございます。またその中で気付かれたことがあれば教

えてください。

他にご意見・ご質問はございませんか。なければ次の議題に進み

ます。

（２）第２次木津川市男女共同参画計画について

（第２次木津川市男女共同参画計画キラリ

さわやかプラン、ダイジェスト版）

議 長： 第２次木津川市男女共同参画計画について、事務局から説明をお

願いします。

事務局： 事前に郵送させていただいた「第２次木津川市男女共同参画計画

キラリさわやかプラン」と「ダイジェスト版」より、ダイジェスト

版を中心に説明をさせていただきます。

まず、１ページ２ページの見出しにキラリさわやかプランが目指

す社会とあり、家庭や地域、職場、学校の４項目に分けて、あらゆ

る分野で性差のない社会を表すイラスト付きで分かりやすくしてい

ます。

４ページは、計画の基本理念、計画の策定の趣旨、男女共同参画

社会とは、計画の位置づけ、計画の期間の５項目に分けています。

５ページは、計画の体系として３つの基本目標と１０の重点目標、

２８の施策の方向をチャート図にしています。基本目標Ⅰ「あらゆ

る分野のおける女性の活躍推進」は４つに分かれており、木津川市

の女性活躍推進計画でもあります。基本目標Ⅱ「人権尊重と安全・
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安心な暮らしの実現」も４つに分かれており、そのうちの２つの、

女性に対するあらゆる暴力の根絶とＤＶの防止と被害者の保護・自

立支援は、木津川市のＤＶ防止基本計画として位置づけをしていま

す。

基本目標Ⅲ「男女共同参画の意識づくり」は２つに分かれていま

す。

３ページは、木津川市の現状を調査したもので、総務省の国勢調

査より「女性労働力率の経年変化」、令和元年度市民・事業所アンケ

ート調査より「性別役割分担意識」「各分野の男女の地位の平等感」

をグラフで表したものです。女性労働力の経年変化グラフでは、こ

の２０年で女性の労働力は大きく上昇しており、特に３０歳代前後

の変化が大きくなっています。これにより、子育て中も働く女性が

増加していることがわかります。

「性別役割分担意識」のグラフでは、夫は外で働き妻は家庭を守

るべきであるといった男女の固定的な性別役割分担に否定的な人は

６割を超えて、肯定的な人の割合を大きく上回っています。

「各分野の男女の地位の平等感」のグラフからは、社会の各分野

では、男性が優遇されていると感じる人が多いという実態がわかり

ます。

裏表紙の「計画の推進」については、男女共同参画審議会や推進会

議などを中心として計画の推進を図っていきたいと思っています。下

段は「計画推進の指標」を表にしています。本計画では、計画を実効

的に推進するために、目標値を設定して施策に取り組みます。１次計

画の指標をそのまま引き継ぎ目標値をさらに高い水準に変えて引き

続き取組みをしたいと思っております。指標の項目の１つ目は「市の

審議会等における女性委員の割合」の第１次計画策定時２９．３％、

第２次計画策定時３９．４％という数値になりました。本編の３８ペ

ージ、第１次計画の評価指標の達成状況「市の審議会等における女性

委員の割合」は、令和２年度までの目標値は３５％でしたが、３９．

４％と目標を達成しました。第２次計画では令和１２年度までの目標

値は男女双方が４０％以上６０％以下と設定をして取り組みを進め

ていきたいと思います。次に、「女性委員のいない審議会数」の第１

次計画策定時は８でしたが、第２次計画策定時は令和２年度までの目

標値０に達成していますので、来年度も０を継続していくということ

で目標値に設定しています。次に、「市の女性管理職の登用割合（課

長相当職以上）」の第１次策定時は１６％でしたが、第２次計画策定

時では２５．３％となりました。第１次の計画での目標値３０％は達

成できなかったのですが、今現在２５．３％になるため目標値３０％

では低いということで３５％に設定しています。次に、「市の男性職

員の育児休業取得率」の第１次計画策定時は０％でしたが、第２次計
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画策定時では２８．６％となり、１次計画の目標値１０％は達成しま

した。引き続き男性育児休業の取得率を進めるということで３０％に

設定しています。次の、「男女共同参画人材リスト登録者数」は、１

次計画策定時は５９人、第２次計画策定時には８８人となっています

が、目標値１５０人を達成することができませんでしたが、引き続き

１５０人と設定し数を増やしていきたいと考えています。次の、「育

児期にある女性の労働力率」の第１次計画策定時は３０～３４歳５

７．３％、３５～３９歳５４．８％で、いずれも平成１７年の数値で、

令和２年度までの目標値は５％以上増加を目標にしていましたが、第

２次計画策定時では３０～３４歳６７．８％、３５～３９歳６５．１％

と、それぞれ約１０ポイント以上増加しており、目標値は達成してい

ます。令和１２年度までに３０～３４歳７３％以上、３５～３９歳７

０％以上と目標値を設定しています。こちらの評価方法は国勢調査の

数値となります。第２次計画につきましては、このような指標を決定

しておりまして、それぞれ目標値を設定して施策に取り組んでいきた

いと考えています。

第２次木津川市男女共同参画計画についての説明については以上

です。

議 長： キラリさわやかプラン基本計画を昨年度に作り出したのですが、

基本的な考え方として基本理念が進めば進むほど素晴らしい社会だ

というのは見えるけれども、やはり木津川市の統計調査の中で現実

に達成できる一歩先の数値目標という感じです。その前の１次計画

が策定された時から比べると、この１０年というのは大きかったと

思います。以前私が関わっていた１０年はなかなか動かなかったが、

それは木津川市の人の考え方が変わっていったということではな

く、若い世代の人口流入が考えられます。木津川市の人口がもう少

しで８万人に達するようです。新しい地域の城山台では児童や就学

前児童の数が増えている。もう一方では木津川市の古い地域がその

文化を守り歴史を積み重ねてこられたという素晴らしい土台もあり

ます。それを全部ひっくるめて木津川市が進むためにはどういう目

標値にするのか、あるいはどういう社会を理想としていくのかと考

えた時に、このキラリさわやかプランというのは、かなり頑張って

練った結果であると思います。

委 員： あまり関わっていませんが、私は兜台に住んでおり、兜台はだん

だんと高齢化し、小学校の生徒数が減ってきているのが現状です。

その反面、城山台などはどんどん発展し家も立ち人口も増加してい

ると思います。そういう地域のギャップというのはかなりあるので

はないかなと感じています。そういう意味では地域全体を見ていく

というのは大変しんどいのではないかと感じているところです。

議 長： 木津川市の計画が他から見るとまだまだ至らないところが沢山あ

ると思いますが、進んだ計画を立てて木津川市がまとまるかという
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とそうでもないというところが、やはり私たちの地域特性だと思う。

もちろん進めるべきところは進んでいったら良いが、そうでない考

え方の人も一緒に、心豊に暮らせるための基本計画ということで、

継承も含めて進めていけたらと思います。

女性の船からの選出の委員がおられますが、女性の船に参加された

経緯など教えて頂けますか。

委 員： 経緯とかはないですが、私は山城町の棚倉小学校で支援が必要な

子ども達の学習支援を１０年位続けています。女性の船とは直接関

係ないですけども。

議 長： 学校の特別支援学級ですか。

委 員： 特別支援ではなく小学校に通う精神的なことなどで少し支援が必

要な子どもさんです。他には、教育委員会がしている放課後子ども

教室でも月１回だけですが子どもに関わったりもしています。男女

共同参画にはあまり関わっていないが、小学校の名簿について感じ

たことがあります。以前は男子が先で女子は後でしたが、今は男女

関係なく名簿順になっていて、小さい時から男女は同じなんだとい

う方向になってきている。そこに男女平等と感じることはあります。

議 長： 学校の様子が少しわかったように思います。今の小学生や中学生

では女性がリーダーシップをとっていたり、意見発表の場なども女

性の出場者が多くなっていると私も感じています。

委 員： 今は混合名簿になっています。呼び名も、男の子は「君」で女の

子は「さん」と言っていたのが、最近では男女ともに「さん」と呼

ぶ形が増えてきているところです。中学生の制服では、男の子はス

ラックスで女の子はスカートと決まっていたのが、今、市内の中学

校では女性用のスラックスもあり選べるようになっている。義務教

育入り口のランドセルでは、男の子は黒で女の子は赤というふうに、

男女を区別する１番最初のものだったのかなと思いますが、今は変

化してきて茶色・ピンク・水色・紫など、男女関係なく使っている。

勉強の内容でも男子が裁縫をしたり、女子が木材を切ったりと総合

的に変わってきています。それで学校教育の場は割と平等になって

きているというアンケート回答が多いのだと思います。

質問があります。本編２７ページにアンケート結果があり、「男性

が優遇されている」「どちらかといえば優遇」というのが、１番上の

家庭生活は、前回調査よりも今回調査の方が減っていますが、後の

項目は全部１０年前よりも今回の方が男性優遇だという割合が多く

なっています。多分１０年前はあまり男女と意識していなかったが、

１０年のうちに男女についての意識の変化もあって、やはり男性の

方が優遇されていると感じた方が多く今回調査では増えているとい

うことかと思う。何か分析などされていればお願いします。

事務局： 男女共同参画の取組みを進めていくと、本来その割合は減ってく

るはずですが結果増えています。南部７市男女共同参画連絡協議会
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というのがありまして、宇治市・城陽市・京田辺市・八幡市・向日

市・長岡京市の男女共同参画担当課で構成されている協議会でもこ

のことは話題になりました。どこの市でも男性が優遇されていると

いう考えが増えているということで戸惑いはありました。やはり女

性の意識が高くなり、男女の不平等感に気付いてきたことが原因で

あると考えられます。

議 長： 例えば学校現場では、いじめが増えているという事実がすごく取

り上げられて調査をした結果いじめの回答率が高くなりました。今

まではふざけているだけとかで片づけられていたことが、これはい

じめに当たると子どもが発言するようになって先生方も捉え方が変

わってきた。意識して視点を変えると見えてくることがあります。

実際に社会の中で責任のある立場に就く女性が増えたり、女性だか

ら出来ない仕事があると制限されていた分野に、どんどん女性が進

出されるようになれば、もう少し数字が減る未来があるのではない

かなと思いたいです。一時期意識の方が先行すると、そういう不平

等感という問題事象が浮き上がってくるのは様々な分野で起こりう

ることではないかと思います。

今は女性の管理職の校長先生や教頭先生が随分増えてこられたと

思いますが、学校の先生方の中では、男女平等やジェンダー意識な

どはどうですか。

委 員： 管理職登用について今どんどん増えてきて、それでもまだ男性の

方が多いです。生徒に男女の共存ということを教えているので、教

職員がそういう意識にならないと教えることができません。もちろ

ん職員含めて男女の違いがないようにしていますが、身体測定の場

合は男女を分けないといけないので、男性職員が男子生徒につき、

女性職員が女子生徒につくということもあり、ＴＰＯに合わせて対

応しています。

委 員： 感想だけ申し上げたいと思っています。こういう計画は前から立

てたりしていまして、そういう視点から見ても積極的に熱心に取り

組まれたなと思いました。数値目標を上げていただいていますが、

行政の管理職のパーセンテージはある意味その気になれば取り組め

る範囲ではあるが、実際数値化できないところの世界というのは実

際のところ難しい。結論から言うと、ＤＶ問題や虐待問題、貧困問

題など、関係機関と連携を深めて啓発に努めるということなのです

が、それを実行・可能にするということが１番大事だと思います。

だから計画を立てて、どう進めていくのかということが問題になっ

てくる。これは１０年間の計画になり、５年間で見直しするという

ことですが、正直１０年間というのは長く、今は世の中のテンポが

物凄く進んでいますので、５年間で見直しというのは非常に大事に

なってくる。今はコロナ禍ですが、コロナが落ち着きクローズアッ

プされてくる様々な問題が出てきた時に、漏れ落ちがないよう取り
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組んでいけるのかなと個人的に気になりました。今後、相談件数も

増えてくるかわかりませんが、１件でもそういう問題が起これば、

それは失敗かなと思っています。よくテレビで問題化する時に、あ

まり連携が取れていなかったのではないかと思うようなこともあり

ますので、きちっと対応できるような関係機関との連携が現在進行

形で進められているのかを点検する必要があると思います。これを

より実行していくため市の取組みに期待したいと思っています。

事務局： 貴重なご意見ありがとうございます。今おっしゃっていただいた

ことは事務局も同じだと思っています。先程から色々とご意見をい

ただいている中で、目指そうとしているところと、目指すところは

一つであったとしても、人口が８万人になってきますと様々な価値

観の持ち方が出てきますので、色々な選択肢を準備していかなけれ

ばならない状況になってきているのかと思います。それと同時に、

相談も様々で件数も増加していくことも考えられるので、聞いてあ

げられる、相談しやすい体質になっているのか、組織的なこともあ

りますが、やはり言葉だけでなく職員がそれぞれ自覚して対応して

いくことが必要になってきている時代になってきている。その中で

もＤＶや虐待の問題では、一つ一つ拾い上げていくようなことも今

後は検討していかないといけないのかなと思っております。この計

画を作ってからちょうど出てきたジェンダー平等というものが、非

常に大きくクローズアップされてきて、この「男女」という言葉使

いについて本当に良かったのかと事務局でも思っているところで

す。ただ、国の枠組みが男女共同参画というひとつの枠組みでやっ

ている以上、計画としてはこういうものになってきている、ならざ

るを得ないのかなという思いはあるのですけども。例えば、議会に

おきましてもパートナーシップの考え方について、人口が増えるに

伴っての価値観の違いは分かりあえるような社会づくりというのが

大事になってきているのかと思います。さきほど委員がおっしゃっ

たことについては重要な視点だということで、今後具体的に事務を

進めていくにおいて参考にさせていただきたいと思っております。

議 長： ありがとうございました。計画の見直しは決して５年に１回だけ

するのではなく、毎年、関係している担当課と調整をして評価をし、

それを次年度に活かしていくということを積み重ねています。

他にご意見・ご質問はございませんか。なければ次の議題に進み

ます。

（３）令和２年度及び令和３年度木津川市男女共同参画推進事業について

（資料３、４）

議 長： 令和２年度及び令和３年度木津川市男女共同参画推進事業につい

て事務局から説明をお願いします。

事務局： 資料３ 令和２年度木津川市男女共同参画推進事業報告は、昨年度
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実施した事業をまとめています。

１．男女共同参画週間事業（６月２３日～２９日）

広報誌への掲載、男女共同参画啓発パネル展示及びパンフレ

ットの配架は実施しました。

街頭啓発とＤＶＤ上映会＆おしゃべり会は新型コロナウイルス

感染症拡大防止のため中止しました。

２．デートＤＶ防止啓発事業

例年、小・中学校で行っているが、コロナ禍により学校が休

校になったため中止しました。

３．配偶者等に対する暴力をなくす運動週間事業（１１月１２日～２５日）

広報誌への掲載、ＤＶ防止啓発パネル展示及びパンフレット

の配架はしたが、街頭啓発は中止しました。

４．木津川市キラリさわやかフェスタ（男女共同参画フェスタ）

市の方針として大きなイベントはしないということで早くか

ら中止が決定されました。

５．男女共同参画講演会

多数の人が集まるため中止しました。

６．男女共同参画講座

親子クッキング、男の料理教室、女性の法律講座を予定して

いたが中止しました。

７．相談事業

緊急事態宣言中も相談業務のみは対応しており、女性相談は

毎週金曜日の午後１時から３時に相談日を設けていますが、相

談日以外の日であっても相談員が対応できる時は相談を受けて

いました。令和２年度の相談件数は１０７件あり、そのうちＤ

Ｖ／ストーカーは２４件、離婚等１２件、他に家族関係や職場

の悩み心の不安など様々な相談に対応しています。

８．男女共同参画推進に関する会議

昨年度の木津川市男女共同参画審議会は４回開催、木津川市

男女共同参画推進会議は１回開催。

９．男女共同参画に関する調査・研究・周知・啓発

例年通り実施。

令和２年度木津川市男女共同参画推進事業報告についての説明は

以上です。

次に、資料４の令和３年度木津川市男女共同参画推進事業概要に

ついて説明します。

今年度につきましても昨年度と同様に実施できなかった事業が多

くあります。今年度は実施したいという思いではありますが、新型

コロナウイルス感染症拡大防止の観点等から社会情勢をみながら出

来るだけ実施していきたいと考えています。
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１．男女共同参画週間事業（６月２３日～２９日）

広報誌への掲載、男女共同参画啓発パネル展示及びパンフレ

ットの配架。街頭啓発を６月に予定していたが緊急事態宣言発

令のため中止。ＤＶＤ上映会＆おしゃべり会は７月７日（水）

に実施し、１４名の参加者がありました。

２．デートＤＶ防止啓発事業

例年通り小中学校との連携事業で、教職員やＰＴＡを対象に

ＤＶ研修会を予定しています。

３．配偶者等に対する暴力をなくす運動週間事業（１１月１２日～２５日）

例年通り広報誌への掲載、ＤＶ防止啓発パネル展示及びパン

フレットの配架、街頭啓発を予定しています。

４．木津川市キラリさわやかフェスタ

１２月５日（日）に加茂文化センターで実施予定としていま

すが、今年度については飲食の提供が厳しいと判断し、午後１

時からの半日開催と考えています。講演会（講師未定）、参画団

体の催し、男女共同参画啓発パネル展示及びパンフレットの配

架等を予定しています。

５．男女共同参画講演会

市の職員の人権研修も兼ねているため、人事秘書課やこども

宝課、健康推進課、高齢介護課と例年講演会をしている課で集

まり、オンライン等も協議中です。

６．男女共同参画講座

親子クッキングは、調理・飲食を伴うため今の段階では延期。

男の料理教室と女性の法律講座は、今後の社会情勢をみながら

進めていきます。

７．相談事業

通常通り実施。毎週金曜日に相談日を設けているが、必要に

応じて随時受け付けています。

８．男女共同参画推進に関する会議

木津川市男女共同参画審議会は２回開催予定。木津川市男女

共同参画推進会議は計画策定の年ではないが、緊急的に連絡調

整が必要となった時のために予定に入れている。

９．男女共同参画に関する調査・研究・周知・啓発

例年通り実施。

令和３年度木津川市男女共同参画推進事業概要についての説明は

以上です。

議 長： 引き続きコロナの第５波に入っているかというような中で、先の

見通しが難しいと思いますが、人数制限や配信等で出来る方法を考

えていけたらと思います。

学校の大きな行事等はどうされているのか。
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委 員： まん延防止が出ていた頃に比べると少し緩くなりました。学校規

模にもよりますが、全校集会は難しく出来ても学年集会になります。

運動会についても例年通りに戻すのは難しいと思います。ご家族の

方も人数制限をしつつ、学年を入れ替えて表現活動を披露する形に

なるかと思います。合唱はマスクを取りみんなで大きい声で歌うと

いうのは難しいと考えています。春に予定していた修学旅行は秋に

延期していますが、行先に緊急事態宣言が出れば中止ということに

なります。泊を伴う旅行を中学３年生や小学６年生にはさせてあげ

たいところですが、状況が悪くなれば昨年のように日帰り旅行もあ

りうるかと思います。教育委員会と相談しながら校園長会で決めて

いくところです。

議 長： 家庭科での調理実習はどうですか。

委 員： 今のところはしていないです。先に裁縫をするなど内容を入れ替

えたりして対応しています。

議 長： 人権推進課でも、こういう対応も参考にして事業について考えて

いただけたらと思います。

他にご意見・ご質問はございませんか。

事務局： 先程説明しました事業の街頭啓発ですが、春の「男女共同参画週

間」には、人権擁護委員、男女共同参画審議会委員の皆様にご協力

いただき啓発活動をしています。秋の「配偶者等に対する暴力をな

くす運動」には、人権擁護委員、男女共同参画審議会委員の皆様、

木津警察署にもご協力いただき啓発活動をしています。場所は、例

年アルプラザ木津及びガーデンモール・カインズホームを春と秋を

交代して年２回実施しています。また審議会委員の皆様にもご協力

をいただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。

議 長： 今日の審議会が１回目で、あともう１回審議会は開催になるので

すか。

事務局： 昨年は計画の年なので４回開催しましたが、今年度は年明けに２

回目を開催したいと思っております。２回目を１１月頃開催した時

には、そこで街頭啓発へのご協力のお願いをしていたのですが、今

年度は年明けになるかと思いますので、この場でお願いをさせてい

ただきたいと思います。

議 長： 郵便でお知らせしていただけますね。

事務局： 通知を送らせていただきますので、ご都合のつく委員の皆様方に

つきましては、ご協力をお願いしたいと思っています。

議 長： 他にご意見・ご質問はございませんか。

委員の皆様方にはご協力、そして積極的に発言いただきまして本

当にありがとうございました。

事務局： 議長におかれましては、議事進行誠にありがとうございました。

本日は何かとお忙しい中ご出席をいただきまして、また貴重なご
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意見を賜りまして、本当にありがとうございました。皆様方には日

頃の活動を通じてのお話や、また特に、男や女だけという概念でな

く、ＬＧＢＴやジェンダー平等と新しいＳＤＧｓなどを含めてお話

を聞かせていただきました。今後も委員の皆さんの貴重なご意見を

活かしながら、男女共同参画社会の推進に進めてまいりたいと存じ

ておりますので、引き続きましてご指導ご協力をお願いいただきま

すよう、よろしくお願いいたします。

それではこれをもちまして令和３年度第１回木津川市男女共同参

画審議会を閉会させていただきます。本日は本当にありがとうござ

いました。

７．閉 会

そ の 他

特記事項
特になし。


