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令和３年度 第１回 京丹後市男女共同参画審議会 会議録 

 
１ 開催日時  令和３年１１月１５日（月） 午後１時３０分～午後３時００分 

２ 開催場所  京丹後市役所 ２階 ２０１・２０２会議室 

３ 出 席 者  赤松正伸委員、荒田義之委員、今田寿江委員、上田隆嗣委員、上田美知子委員 

梅田豊子委員、小﨑恭弘委員、西村英高委員、 賀裕治委員、廣瀬啓子委員 

藤井美枝子委員、増田良成委員、室田邦枝委員 

 

  欠 席 者  川溿明美委員、野木久聖委員 

 

  市民環境部  柳内研一部長、田辺美幸市民課長、村田雅之課長補佐 

（庶務）  高橋典子係長、小森結佳主任 

 

４ 議  題 

（１） 令和２年度及び令和３年度の主な動きと取組について（報告） 

 （２） 第２次男女共同参画計画（令和２年度）の実績について（報告） 

 

５ 公開又は非公開の別 

    公開 

 

６ 傍聴人の人数 

    ２人 

 

７ 要  旨 

 

●定数報告 

 出席委員数は１３人／１５人。京丹後市男女共同参画条例施行規則第１４条第２項の規定により、

本会議は成立する旨報告。 

 

●新任委員への委嘱 

 新任委員６人に委嘱状を伝達。 

 

●市民環境部長あいさつ 

本日はご多用の中、令和３年度の男女共同参画審議会にご出席いただきまして、誠にありがとう

ございます。 

この間、様々な活動が自粛を余儀なくされていたわけですが、新型コロナウイルス感染症につき

ましては感染者数も大きく減少しまして、本市におきましては９月２２日に１名の感染者の報告が
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あったのを最後に、今日まで陽性者が出ていないという状況にございます。 

そのような中で少し遅くなりましたが、本日審議会を開催する運びとなりました。 

今朝のＮＨＫのニュースを見ていますと、ご覧になった方もあるかもしれませんが、７時半前の

ニュースで、隣の豊岡市竹野町にお住まいの男性にスポットを当てたジェンダー平等の内容の放送

がございました。 

地域の行事を維持していくために、今女性の参画のあり方を考える中で、例えば「女人禁制」と

いったこともあり、少し抵抗があるといったようなお気持ちをお話されていました。 

また、ご自身の家の後継ぎの関係につきましても、これまで男性が後を継ぐのは当たり前という

風潮の中でご自身も後を継ぎ、息子さんにも後を継ぐことを当たり前のように言っておられたんで

すが、ある日息子さんから「僕は後を継がない」ということを言われ、少しショックを受けられた

ということでした。確かに自分自身も本当なら違った職業に就きたかったけれど、後を継ぐために

別の仕事に就いて現在に至っているということで、息子さんに対しても同じような状況にさせよう

としていたことを反省されている、そんなニュースの内容でございました。 

私も家を継ぐのが当たり前という中で現在この場にいるわけですが、ニュースを見て地域にとっ

ても各家庭にとっても、ジェンダー平等という視点でみれば様々な課題があるということを改めて

認識をした次第であります。 

さて、本審議会では、昨年度、平成２８年３月に策定しました男女共同参画計画の中間見直しを

お世話になりました。国内外の動向や社会経済情勢の変化に対応し、適切な施策の推進を図るため、

本計画の最終年度である令和７年度の目標値の妥当性等について検討を行い、昨年１２月２５日に

市長へ答申、本年３月に改訂を行ったところでございます。 

本計画の実現に向けましては２０１５年に国連で採択されました持続可能な社会を実現するた

めの１７の国際目標「ＳＤＧｓ」の一つであります「ジェンダー平等の実現」を視野に入れた取り

組み、また市役所内部はもとより、市民や企業に対してより一層の取り組みを強化し、積極的な行

政運営を行うようご提言をいただいたところであります。 

担当課である市民課では、男女共同参画のより一層の推進を図るため、ふるさと創生職員の募集

を行っております。男女共同参画に特化した職員にお世話になって、様々な課題に取り組んでいた

だきたいと考えています。 

本日の審議会は、令和２年度の進捗状況の点検結果、令和３年度の本市の取り組み等についての

ご報告が主な内容となります。委員の皆様には、様々な立場でご意見やご助言を賜りたく存じます

のでどうかよろしくお願いします。本日はお世話になりありがとうございます。 

 

●委員の自己紹介 

 

●事務局の自己紹介 

 

●議事内容 

会 長： それでは議長を務めさせていただきます。皆さんよろしくお願いいたします。スムーズ
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な議事の進行にご協力願うと同時に、忌憚のないご意見で建設的な審議させていただきた

いと考えております。では、議事に入ります前に、会議録確認者２名を指名させていただ

きます。 

 

●会議録確認者 

室田邦枝委員 

上田美知子委員 

 

会 長： 議事に入ります。本日の議事はお手元の次第のとおりです。条例第１４条の規定に基づ

き、毎年度、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を取りまとめ、ホームページ等

により広く市民の皆さん公表することになっておりますので、本日委員の皆様にその実施

状況についてご説明させていただきます。 

最初に議事の一つめ、令和２年度及び令和３年度の主な動きと取組について、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

 

議事（１）令和２年度及び令和３年度の主な動きと取組について 資料１ 

 

～事務局説明～ 

 

委 員： 高校への出前講座について、僕は家庭科の教員として高校などにも授業をしているので

すが、これは何の授業ですか。総合とか家庭科とか、もしわかれば教えてください。 

 

事務局： 探究の授業ということで、１年生に対し総合的な学習の位置付けで依頼がありました。

市役所のいろんなセクションの出前講座も同時に依頼があり、職員が手分けして行きまし

た。男女共同参画、ＬＧＢＴＱについては一番多い１３人の希望があったと聞いています。 

 

委 員： 私は、１１月２日に峰山中学校へデートＤＶ防止講座に行かせていただきました。３年

間、この講座のお手伝いをさせていただいているわけですけれども、昨年は網野中学校の

３年生だったのですが、今年度は峰山中学校の２年生にされたのは何かあるのでしょうか。 

 

事務局： 峰山中学校の養護教諭の先生から、今２年生で性教育を学んでいる関係で、２年生でと

いう依頼がありました。 

 

委 員： 皆さんとちょっと今お話をしていたところですけれども、一年に１校か２校での実施で

すが、３年間このデートＤＶ防止講座に入っていますが、やっぱり市内全中学校での実施、

中学校３年間の間に全生徒に是非聞いてほしい内容だと思いますが、どうなんでしょうか。

難しいんでしょうか。 
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事務局： 京都府との共催で実施している事業でして、毎年の希望は２校とこちらも伝えています

が１校ということが続いています。本当に、先生からも大変よい講座だったということを

聞いてますし、網野中学校の先生からも今年もやりたいですといったお話もいただきまし

て、複数の学校でできたらいいなとは思いますが、そういった状況です。 

 

委 員： 昨日ですが、テレビの報道番組をみておりましたら、今中絶する子どもたちが増えてき

てると、それはどうしてか。誰にも相談できないので、そういう機関のところに、今熊本

県にあるのですが、そこに相談をされているという内容の番組がありました。本当にこれ

はですね、皆さんのことになるかもしれませんけれども、あのデートＤＶ防止講座で避妊

薬から何から全部教えていただきます。本当にとても大切なことだと思っておりますので、

また是非これを前向きにご検討いただけたらと思っております。 

 

会 長： 私もともに峰山中学校のデートＤＶ防止講座に行きました。今言われたように、１校だ

けではよくないと思うんですね。やはり京丹後市の中学生、高校生に思春期だからこそ伝

えていかなければいけない大切な問題だと、私も感じて帰ってきました。いいご提案をい

ただいたと思っているんです。それでこのコロナ禍の中で、本当に中絶する子たちが非常

に多かったというようなテレビの報道も聞いてますので、ぜひぜひその予算をつけていた

だいて、デートＤＶ防止講座をとにかく聞いてほしい。家庭では、親としてはしにくい問

題ですので、やはり講師の先生に正しく講義をしていただくということがとても大切だと

いうことを私も感じて帰ってきましたので、どうぞこの点よろしくお願いいたします。 

他に何かご意見なり、ご質問はないでしょうか。 

災害時女性リーダーの件ですが、これも私も女性連絡協議会でこの講座を設けて一緒に

勉強しているところです。それでやはり、ボランティアの中で男性のボランティアはあっ

ても、女性のボランティアが非常に少ない。そして女性の目線で行うボランティア、これ

ほど大切なこともないと思い講座を受けているわけでして、女性連絡協議会は１０団体加

入しているのですが、その中で京丹後市も女性ボランティアが少ないので１０団体がボラ

ンティア登録をして、何かあった時にみんなで協力し助け合うということで、今１０団体

で登録したいと検討してるところです。この件もやはり、男女共同参画でとても大切な事

業だと思っています。みなさんにご協力していただけたら嬉しいなと思っているところで

す。 

ほかにご意見等ないようでしたら、続きまして、第２次男女共同参画計画の実績につい

て、事務局から説明をお願いします。 

 

議事（２）第２次男女共同参画計画（令和２年度）の実績について 

資料２ 資料３－１ 資料３－２ 資料３－３ 
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～事務局説明～ 

 

会 長： ありがとうございます。第２次男女共同参画計画の実績について説明をいただきました。

今の説明に対してご質問等があればお願いします。 

答申の内容にジェンダー平等というところを盛り込んでいますので、やはり女性の目線

で、女性だからこそ思うこと、言えること、そういうことはとても大切だと思っています。

市のほうも極力、女性登用ということで努力をされてるのは今の数字をお聞きしてわかり

ますけれども、やはりもっともっと女性、男性よりも女性が多いわけですので、もっと女

性の意見を知り反映していくということも大切ではないかなと思うんですが、これに対し

てどなたかご意見ありませんでしょうか。 

 

委 員： 資料３－２の女性管理職の登用状況で、管理職は課長補佐級以上ということですけれど

も、局長級か部長級かどちらが偉いんですか。ちょっとすいません、役所によって名称が

違うので。 

 

事務局： 部長と局長が同じで、その下が課長です。 

 

委 員： 部長級が何名おられて、そのうち女性は何名ですか。 

 

事務局： 資料３－２でいいますと、部長は１２人だったと思います。そのうち、女性は残念なが

ら健康長寿福祉部長が１名です。 

 

委 員： 多くはそうかなと思いますけれども、管理職の比率で３５パーセントはすごく素敵なこ

とであると思いますが、じゃあ今度、職員でみていったときに、やはり多くの決定事項で

あったり権限であったりその最終決定をしていくポジションにどれぐらい女性がいるか

ということも、別にここに数値目標に入れろということではないんですけれども、そうい

うことも意識をしていかないと、すごく失礼な言い方をすると、とにかく数を増やせとい

う議論は今少し男女共同参画の中で起こっていると思うのですけれど、その中で数だけが

増えればいいのかということではないと思うのと、具体的に実務ができる人を入れていく

ということがすごく大事ではないかなと思います。 

今度は反対の視点でみると、僕は元々保育士をしていたんですけれど、保育所こども園

は、今度は女性が１７で男性が０、これは別の意味で男女共同参画ではないという言い方

もできると思うんですね。だから圧倒的に男性が多いから女性を増やせの議論はわかるの

ですが、女性しかいないところ男性がいないことも、同様に課題として今後検討していく

必要はあるのではないかと思います。 

 

会 長： ありがとうございます。確かにおっしゃるように女性の職場に男性がいないこともこれ
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もちょっとおかしいんじゃないか、そのとおりだと思います。バランスの取れた、そうい

うことも大切ではないかなと思います。他にありませんか。 

 

委 員： 資料２の指標１６番、自殺やうつ等の精神疾患に関する知識の普及啓発ということで、

コロナ渦で女性の自殺率が全国的に上がってるという報道もされてますし、私の近辺でも

女性の方で自殺された方がでたりもしていますので、ここらへんをもう少し、どうしたら

みんなが自殺までいかないで思いとどまることができるか。自殺やうつの精神疾患に関す

る知識の普及啓発をもっともっとみんなが考えなきゃいけないことではないかなと思い

ながら、最近のニュースをみていると、男性より女性の負担が増えているような状況がち

ょっとみえているかなということで、女性がそういう精神状態に追い込まれないための手

立てがないかなと。みんなで考えなきゃいけない問題ではないかなと思ってます。あまり

簡単に、こうしたらいいというのは言えないのですけれども、やっぱりみんなが考えてい

かなきゃいけないことだと思ってみさせてもらいました。 

 

会 長： ありがとうございます。確かに今おっしゃられたように、コロナ渦のこの状況で、やは

り精神的にも追いやられ、そして鬱になってく、それから自殺につながっていくという、

これはもう本当にそういう状況が非常に多かったと思うんですね。心に秘めた病というの

が、人の目にはつかないんだけれども、とても大切なことと思ってます。とてもいいご提

言をいただいたと思っています。市のほうもやはりこのような声を聞いていただいて、政

策に取り入れていただけたらとても嬉しいしありがたいと思います。ありがとうございま

す。 

 

事務局： 貴重なご意見ありがとうございます。確かにテレビを拝見しておりますと、女性の自殺

者が多いということは、こちらも把握させていただいておるところなんですけれども、本

当にコロナの影響もあり、女性の負担もやはりある中で大変な状況にある方もいらっしゃ

ると思いますので、女性相談であったり、健康推進課と連携を取りながらそういった啓発

であったりをしていきたいと思います。ありがとうございます。 

 

会 長： ありがとうございました。他にご意見ございませんでしょうか。ないようでしたら、本

日の審議は以上となります。本日いただいたご意見等につきましては、次年度以降の男女

共同参画事業にいかしていきたいと考えております。それでは次第５のその他で事務局か

ら何かありますでしょうか。 

 

事務局： その他ですけれども、事務局からは特にございません。 

 

会 長： ございませんか。以上で、本日予定しました審議は全て終了となります。全体をとおし

て、委員の皆様から何かご意見、ご質問、ご提言がありましたらお伺いしたいと思います。 
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委 員： 去年、男女共同参画計画の中間見直しに私も参加させていただいた中で、中間見直しの

答申を作成するにあたり、いろいろとご意見等をお伺いしたわけですけれども、その中で

記憶に残っていますのが、市民課を中心に現在は各部局に男女共同参画についてお願いだ

とかされているわけですけれども、この男女共同参画を強力に推進していくための担当部

局を、市のほうの組織のことですのでできるできないは別にして、強力にそれが執行でき

る部局の新たな設置というようなことを、確かちょっと見直しの答申書の中に盛り込まれ

ていたと思います。現状では市民課から各部局にお願いをしているわけですけれども、あ

る程度権限を持ってこの共同参画を推進していってほしいというような答申だったと思

うのですが、そのあたり、その後どのような取り組みを市はされていったのかというのが

１点と、令和３年３月改訂版６５ページ、これは審議会の委員の名簿です。今日の資料の

中にもありましたが、いろいろな審議会の委員は構成員４割以上とし男女に偏らないよう

にということが設けられています。男女比率が偏らないようにする、それが６６ページ、

これが市の中で男女共同参画を推進していただく方の名簿になるのですが、先ほどおっし

ゃたように女性が一人しかいない、このあたり、もう少し女性の登用が必要じゃないかと

思うのですが、わかる範囲でお話しいただけたらと思います。 

 

事務局： １点目、男女共同参画の専門的部署を設けるべきだと、今京都府や他の町においてもそ

ういった専門部署ができているのでということで、答申をいただいております。もちろん

我々担当課としては人事サイドにお願いをしているわけですが、今年４月１日の人事異動、

機構改革ではそういった部分まではなかなか反映はされていませんけれども、引き続きそ

のあたりについては、担当課、担当部長としてお願いをしていきたいと思ってます。その

上で体制の強化ということで、まずはできることからしていきたいということで、開会の

あいさつでも少し触れましたが、いま京丹後市ではふるさと創生職員ということで、Ｉタ

ーン、Ｕターンを含めて、普段自分の仕事もしながら市役所業務にあたってもらうと、例

えば週に３日勤務して２日は自分の仕事をする、土日は休むとか、そういった自由な仕事

の仕方のふるさと創生職員というのをいろんな分野で募集をかけています。市民課としま

しても、男女共同参画を担っていただくふるさと創生職員の募集を行っておりまして、採

用するしないというのはまだ言えないんですけれども、担当課としてはそういった動きも

しながら進めていきたいというふうに思ってます。 

あと６６ページの件、先ほど別の委員からご質問があったことがまさにこのページのこ

とでしたけれども、女性の部長が一人ということで、こういったのが現実です。京丹後市

議会をケーブルテレビ、インターネットを通じて中継をしてます。その中に男性ばかりで

女性が一人、ちょうど私の隣に部長がいるんですけれども、そういった部分でも少し違和

感をもたれるかもわかりませんけれども、人事につきましては適材適所という部分もござ

いますので、私も個人的には女性の管理職を積極的に登用して欲しいということはお伝え

をしておりますが、現状においてはこういった部分で現実にはなっているということで、
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ご理解をいただきたいと思います。 

 

会 長： よろしいでしょうか。他にございませんか。 

 

委 員： せっかく大学の先生もおられますので、京丹後市の教育の現状も含めまして、少し最後

にお願いもさせていただきたいなと思ってお話しさせていただきます。 

最初にデートＤＶ防止講座について、僕も体育館で一緒に生徒と聞かせていただきまし

て、やはりこういった講演を聞かずに中学３年間を巣立っていく子どもたちと、やっぱり

きちんと聞いていろんな知識を持って卒業していける学年とでは、えらい違いだなと感じ

ました。中学２年生で男女交際という性の学習が入りますので、峰山中学校では２年生で

行ったのですが、やっぱり初めて聞くっていう生徒もいたのはいたのですけれども、やっ

ぱり大事な視点だと思うので、なんとか予算のほう、府と共催という部分では府からもお

金が出ていいと思うんですが、京丹後市だけでもやっぱり子どもたちに大事な視点として

伝えていきたいなと感じましたので、またよろしくお願いします。 

京丹後市の管理職３５パーセントという話があったのですけれども、小学校でいいます

と、１７校中７校が女性の校長です、４１パーセント。１７校中小学校８校が女性の教頭

です、４７パーセント。中学校が校長６名全員男性、女性が教頭１名だけということで、

ちょっとトータル的には３５パーセントを少し超えるぐらいかなと思うのですけれど、小

学校と中学校の差、これをどう埋めていくかっていうのは課題かなと思いながら、それで

も小学校は管理職の比率が非常に高いということは感じておりますし、男女共同参画に関

わって学校が持つ役割というものも大きいところですので、しっかりと子どもたちにも教

育していきたいと思っています。 

せっかく大学の先生がおられるのでお願いというところで、育児休業を取った時の代替

教員がみつからないというのが、教育現場の本当に困ってるところなんです。 

今小学校で２校、ちょっと詳しい事情は小学校なのでわからないですけれども、産休育

休に今年入られたところは、２校ともその先生の代わりの教員が入らずに教務主任が担任

をし、教頭がそこの学級に入っているというのが実態です。 

ここしばらく免許の更新制度の件でありますとかいろんなことがありましたが、産前休

暇に入るけれども代替教員がみつからない、というのが学校現場の実態です。 

こういったところで今年京都府はプール制といいまして、兵庫県がやってたのをちょっ

と真似してまして、９月頃から産休に入られる教員がおられるのがわかっていたら、４月

から代替教員も一緒に仕事ができるという制度がスタートできて、これはすばらしいなぁ

と思っているんですけれども、代わりの先生がなかなか見つからないというのが全国的に

いわれてるところでして、なんとかこういったところが解消されて、そうしないとせっか

くおめでたい嬉しいことで休んでいかれる先生が、学校に迷惑かけてるじゃないかなと後

ろめたい気持ちで休んでいかれるというのは絶対よくないことなので、なんとか全国的に

こういったことがなくなるように、何かよい方法を考えていただきまして、よろしくお願
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いします。 

 

会 長： 今お話があったように、女性にとって産休を取るのは本当におめでたいことで、その産

休をとるのが非常に苦になってしまうようでは本当によくないと思いますので、こういう

ところからも改善していただけたらと思います。ありがとうございました。 

他にございませんか。 

 

事務局： 事務局側から委員にお伺いしたいことがありまして、他の自治体でもこういった委員を

されたり、いろいろされているかと思うのですけれども、もし他の自治体の状況などがお

聞かせ願えたらと思いますけれども。男女共同参画とか子育てとかそういった場面のこと

で、何かありましたらお願いします。 

 

委 員： 今、おっしゃたように実は来年４月から育児休業法が大きく変わって、男性の産後休暇

というのが入ります。今と違うのはもっと大変になるのは、今育休は基本的には１か月前

に申請しなくてはいけないんですけれども、来年からは、特に男性がパートナーの出産後

の８週間のうち４週間とれるんです。２回にわけて取れるんです、２週間、２週間と。２

週間前に言ったらいいというようになってくると、本当に当事者は取りやすいんですけれ

ど、職場のほうの段取りはどうするのかというのがまだまだちょっと詰め切れていないの

で、無論、権利として取るのは当然ですけれど、やっぱりまたそこに戻っていくわけでし

ょうから、お互い気持ちのいい、委員もおっしゃったみたいにみんなにとっていい、その

人だけがいいというのは男女共同参画の理念とちょっと離れていくと思うので、そういう

意味では社会で様々な取り組みややり方を検討していくのは必要かなというふうには思

います。 

男女共同参画というのは、やっぱりすごく大きくは揺れてはいると思うんですけれど、

そもそもちょっと今、いろんな他の自治体とか、前回も鳥取のお話をさせてもらったと思

うんですけれども、男女共同参画という言葉自体がいかがなものかというような議論も出

てはいます。ただ国の法律が今それなので、急にそれを変える必要はないとは思うのです

けれど、より男性女性だけではない、様々な性のあり方とか考え方っていう、じゃあ今度

は反対に揺り動かして何でもありといってしまうと、男女共同参画でなくていいというこ

ともあるので、やはり男女共同参画、あるいはジェンダーバランス、今日も話があった、

バランスの悪さということを改善していく。 

僕は他の自治体をみても、京丹後市さんのこの冊子とかあるいは取り組み、すごく力を

いれているなと感じているので、是非このまま教育も含め、様々な点で進めていただけれ

ばすばらしいかなと思っております。 

 

事務局： 突然で申し訳ありませんでした。ありがとうございました。 
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委 員： 資料２、指標の８番、審議会等における女性委員の比率ですけれども、一応目標が４０

パーセントというのは、例はきれいなんですけれども、それは今からでもがんばっていけ

ば上げることはできるんじゃないかと思うんですけれど、そこの考え方はどうなんですか、

このパーセントの出し方は。いろんな会議がございますけれども、ここは担当課が皆さん

にお願いするわけですので、ちょっと努力すればすぐに皆さんにお願いできるんじゃない

かなと私は思うんですけれど。 

 

事務局： 審議会、委員会にはあて職になられてる方がやはり多くて、そのあて職になられてる方

に男性が多いというところも確かにありまして、がんばって市民課からもお願いをしてい

かないといけないところではあるかなとは思っております。 

 

会 長： よろしいですか、今の回答で。 

 

委 員： ちょっと私もいろんなところの委員会にいかせていただいたときに、やっぱりいろんな

ところで女性が少ないところもあるっていうの聞いております。ですから、逆にそういう

ところが女性の方をお願いしていただくと、こちらの方にもまたお願いができるなと思っ

ています。 

 

会 長： そういうご意見ですので、女性の委員をたくさん作ってください。私もこうして出させ

ていただいていて、女性の目線はとても大切だと思っていますので、そういったところも

よろしくお願いいたします。他にございませんか。 

 

委 員： 資料２の指標７、育児参加のための休暇の取得率、令和元年だけ２６.１パーセントで群

を抜いて高いんですけれども、その後はなだらかな約４、５パーセントと。令和元年度だ

け２６．１パーセントと突出した数字だった理由はわかりますか。 

 

事務局： 令和元年度が突出している理由については、把握しておりません。申し訳ありません。

人事課のほうに確認を取らせていただきます。 

 

会 長： 個別に委員へお伝えください。お願いいたします。他にございませんか。 

 

委 員： 審議会の構成なんですけれど、今名簿をみさせていただいても、先ほど言われたとおり、

あて職というか、何かの役をされていてその中からこられた方が全員ですよね。私はこど

も園の副会長、今はやってないですけれど、任期の関係でこちらに来させていただきまし

たけれども、あて職ではなく公募というか、そういう枠を一人でも二人でも作ると、そう

いう役割はされていないけれども、たくさんご意見を持ってこられる方もたくさんおられ

ると思いますし、そういう方が入っていただいたほうが、審議会としてもすごくフリーな



11 

 

感じになってよいのではないかなと思います。 

 

会 長： 今ご意見いただいたあて職、よくわかるような気がします。審議会に出席していただく

のは、あて職ではなくて本当に審議会にきて真剣に議論していただけるというような方も

私は必要ではないかなと感じていますので、またそこもこれから改善していただきたいと

思います。他にありませんか。 

 

委 員： 人権擁護委員という立ち位置で、男女参画とかＬＧＢＴとか多岐にわたって、我々２４

名いるんですけれど、いろんなところで幅広く活動しています。委員選出うんぬんについ

ては僕は今ふれませんし、適正な形でされているのかなという程度に自分では思っていま

すし、そこから先はわかりません。 

少しはずれるんですけれども、学校の先生、ＰＴＡも方もおられますので、雑談といい

ますか、人権のほうでは中学生に人権作文をお願いしています。この中で、今年は５作品、

京都大会に出させていただきました。そのうち３作品が佳作以上に入選されました。すご

い立派な成績だと思います。作文の内容についても、今いったＬＧＢＴＱなど、生徒なり

に熱心に自分で考えた言葉で書いておりますし、人権やいじめがどうだといったことにつ

いても書いております。非常に学校の取り組みがありがたいなと思っています。 

 

会 長： ５作のうち３作が佳作以上というのは、本当にすばらしい成績だと思います。またその

人権の作文も私たち聞かせていただきたいと思っているところです。 

 

委 員： せっかく参加させていただいたので、ひとこと話をさせていただきます。 

私は国際交流協会の立場からですけれど、資料２の指標２１、国際理解・多文化共生講

座の開催数ということで、国際交流協会と共催しながら、何回かこの多文化共生、地元に

たくさん、本当に京丹後市には外国人市民の方がたくさん地域に根ざして生活しておられ

ますので、その方とも一緒に共生社会をつくるということでこれも大事なことで、京丹後

市も力を出してるんですけれども、こういう講座にやはり実際に地元を動かす区長さんだ

とか、その相談役になる民生委員さんだとか、市役所の方とか、そういう方にもっともっ

と、学校の先生にも来ていただきたい、講演会に参加して話を聞いていただきたいと思う

んですけれども、なかなか参加していただけない。学校関係は平日は難しいと思うんです

けれども、区長さんとか民生委員さんとか人権擁護委員の方々が来てくださったらいいの

になと言いながら、案内もしてるようですけれども、皆さんお忙しいのか知りませんけれ

どもなかなか参加が得られないような状況ですので、そういう点がもっともっと広がって

いって理解してもらって、地域に住む外国人の方たちに力を借りないと、今も本当に人口

も少なくなって、一緒になって地域住民として動いてもらわなければいけませんので、そ

のへんの理解も深めていかなければならないと思いますので、参加が増えていければいい

なと思っています。 
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会 長： ありがとうございます。確かに今京丹後市は、本当に外国の方がたくさんおみえですの

で、地域に根ざしていくということも地域で受け入れていくことも、とても大切だと思い

ますし、またその交流会もありますので参加していただくように、皆さんに促していただ

くということも大切なことのように思います。ありがとうございます。 

他にございませんか。 

ないようでしたら、本日は議事進行につきまして、皆様のご協力に感謝申し上げます。 

進行を事務局にお返しします。ありがとうございました。 

 

事務局： 梅田会長ありがとうございました。それでは閉会にあたり、引き続きで申し訳ございま

せんが、梅田会長からごあいさつをお願いいたします。 

 

会 長： 本日は熱心なご議論をいただきまして、大変充実した会議となりました。本当にありが

とうございました。 

早いもので今年度も半ば過ぎましたけれども、令和３年度の男女共同参画週間のキャッ

チフレーズは「女だから、男だからではなく、私だからの時代」というものでした。これ

からは、男女という性別にとらわれず、一人の人間としてその人が自分らしく生きること

ができる社会を作りましょうということだと私は思います。そのためには、家庭や地域、

学校、職場あらゆる場面で、互いに相手を尊重し個性や能力を認め合うことが必要であっ

て、誰もが生きやすい世の中にするためにはどうしたらよいのか、コロナ渦でみえてきた

課題も含め、行政と市民がともに考え行動していくことがこの計画の実行となります。   

今後もそれぞれのお立場で協力しあって進めていただきたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。簡単ですが、終わりのあいさつとさせていただきます。 

 

事務局： ありがとうございました。今年度を予定しております審議会は、本日をもって終了とな

ります。現在、委員に就任いただいております皆様の任期は終了しますので、来年度の審

議会の開催に向けて、団体様宛に委員の選出をお世話になり、新しい体制で来年度開催を

予定しております。 

本日の審議において、後日お気づきの点などありましたら、また計画に基づく市の取り

組みのあり方、市の男女共同参画の推進について何かご意見等ございましたら、遠慮なく

市民課までご連絡いただきたいと思います。 

今後ともご指導を賜りますようお願い申し上げまして、本日の審議会を終了したいと思

います。本日は熱心にご審議いただきましてありがとうございました。 

 

●閉会 

 


