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様式第 3 号（第 4 条関係） 

会  議  録 

1 附属機関等の会議の名称 

第 10 期丹波篠山市女性委員会 第 2 回委員会 

 

2 開催日時 

令和 2 年 5 月 13 日 水曜日 10 時 00 分から 11 時 00 分まで 

 

3 開催場所 

丹波篠山市民センター 研修室 2 

 

4 会議に出席した者の氏名 

（1） 委  員 （敬称略・順不同） 

     委員長 飯田聡美 副委員長 本莊賀寿美 

青葉有貴 河村知佳 小山美樹 松本香菜子 

 

（2） 執行機関 事務局 市民生活部 人権推進課 課長 麻田英史 

 係長 奥山直美 臨時的任用職員 安達理恵 

5 傍聴人の数  

 2 名 

6 議題及び会議の公開・非公開の別 

 全て公開 

7 非公開の理由 

 該当なし 

8 会議資料の名称 

 第 10 期丹波篠山市女性委員会第 2 回委員会次第 ほか 

 

9 審議の概要 

開会 午前 10 時 00 分 

 

（1） あいさつ 

（委員長）おはようございます。外出自粛が続いている中、委員会の開催についても心

配していましたが、ご出席いただき、ありがとうございます。短時間で終われるように

進めていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

 

（事務局）おはようございます。この 4 月から前任者より引継ぎました。よろしくお願 
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いします。本日は、資源ごみ拠点回収の日でした。その紙ごみの量を見て、第 9 期女性 

委員会の皆さんから提案いただいた「雑がみ回収促進袋」により、リサイクルに対する 

意識が高まっていると感じました。今後も、女性ならではの視点でご意見を提示してい 

ただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。 

     

    

（2） 協議事項 

①第 1 回委員会の振返り 

 

（事務局）前回送付したスケジュールをご確認ください。 

 

    ②今後研修・調査する内容について 

    （ア）研修・勉強したいこと 

    （イ）女性委員会としてやってみたいこと 

 

（委員長）それでは、（ア）（イ）について 1 人ずつご意見をお願いします。 

 

（各委員）それぞれ意見提案 

     内容は次のとおり 

 

（ア）研修、勉強したいこと 

（委員）5 月 8 日の神戸新聞に記事が掲載されていましたが、フランス発のユマニチュ

ードというコミュニケーションケア技法について学びたいです。介護や医療の現場に新

しい風を取り入れようという取り組みで、認知症・高齢者・障害者等ケアを必要とする

人へのケア技法について、普段の生活の中でできること、接し方をきちんと学んでみた

いです。 

 

（委員）図書館のあり方について、地域のボランティア団体の市民、市への還元率や取

組について、使用されていない公共施設、学校などの利活用について、また、市のグラ

ンドデザインの現状について学びたいと思います。 

 

（委員）農業に興味があり、丹波篠山市に移住してきたので、市の農業施策について学

びたいです。 

 

（委員）新型コロナウイルスも含めて最近災害が多いので、防災への女性参画の現状 

把握と今後の取組について学びたいです。先進地の取組を学び、取り入れていきたいで 
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す。子どもを守るのは母親が主になることが多く、親子で学べる場や、地域で乗り越え 

ることが必要になると思うので、地域の繋がりを作るイベントや勉強会をしたいです。 

また、子育て支援や遊び場の確保と整備について、空き家などを有効活用したまちづ 

くり、小さな子どもからお年寄りまで、繋がりをもてる地域づくりについて学びたい

と思います。 

 

（委員）遊び場の確保は、自然の中がよいのか、人工物のものがよいのかと考えていま 

す。丹波篠山市には、せっかく自然があるのでうまく活用したいと思います。 

子どもを育てるうえで、安全なものを食べてもらいたいという思いがあるので、有機 

栽培、無農薬栽培に力を入れたいです。市外からの移住者で、市の農業に魅力を感じ、

有機栽培の農家をされている方が多いと感じます。今後、丹波篠山市だから、有機栽培

ができるから移住するという人が出てくると思います。有機栽培、無農薬栽培をされて

いる農業者が、市の農業人口のどれくらいの割合なのか、また、その有機栽培、無農薬

栽培野菜などを市民が買いに行けるように、ピックアップしたものを作成してはどうで

しょうか。 

農薬、除草剤の危険性について、海外では使用禁止になっている薬剤も日本では使用 

されているそうです。農薬をできるだけ使用しない、農薬散布は子どもが通らないとこ

ろなど場所を限定して実施するように取組んではどうでしょうか。 

現在、2 年保育ですが、なぜ 2 年保育となっているのか。3 年保育をすることはでき 

ないのかについても知りたいです。 

 

（委員）5 月号の広報紙に掲載されていた、令和 2 年度の教育施策、方針が抽象的で分 

かりにくいと感じました。目指していること、具体的な取組について知りたいです。 

現在、2 年保育となっていますが、専業主婦だと、保育園やこども園にはなかなか入 

園することができません。仕事をしている家庭で入園している子ども、仕事をしていな

いため入園できなかった子ども、この年齢（3 歳児）の 1 年間で、集団生活の経験があ

るかないかでは差が大きいです。入園しないという選択をしましたが、子どもの学ぶ機

会を失ったのではないかと考えることがあります。なぜ 3 年保育ができないのか、しな

いのかを知りたいです。 

市名変更の前後での経済の変化や違いを知りたいです。そこから、すべきことを考え 

たいと思います。ただ、今年は新型コロナウイルスの影響があるので、参考にならない

かもしれませんが。 

市内で出産できる施設が乏しいです。出産のスピードは人により違うので、陣痛が始 

まってから隣の市まで行くことになると、車内で出産されるケースも出てくるのではな

いでしょうか。対策を検討されているとは思いますが、やはり市内で産みたいので、何 

か方法がないのか検討したいです。 
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（イ）女性委員としてやってみたいこと 

 

（委員）雨の日などでも利用できる、子ども達の遊び場を確保したいです。 

 

（委員）農の都、観光地のまちとして、女性目線で細かいところのまちづくり提案をし

たいと思います。丹波篠山市の季節折々の暮らし、食文化など、女性としての教養や伝

統、伝承、暮らしのさまを提案し、暮らしに生かしていきたいです。また、ＩＴに対し

ての取組を広めていけるような機会をつくりたいです。 

 

（委員）女性で農業されている方とお会いすることがほとんどないため、交流の機会、 

悩みや質問をできる機会を増やしてほしいと思います。私は今月、女性農業者の研修会 

に参加する予定です。 

 

（委員）子育て支援や遊び場の確保を勉強、実施していくために、まず子育て世代の 

ニーズについてアンケートを実施したいです。特に若い世代の意見を聞き出す必要があ

ると考えています。プティ・プリが先般新型コロナウイルスの影響についてアンケート

をされていましたが、限られた人のみであったので、行政の繋がりを生かして、学校ア

ンケート等を利用するなど多くの人のニーズを知りたいです。 

新型コロナウイルスの影響により、経済や仕事、子育て、虐待など色々な面で問題が 

出てきています。女性目線で何かしたいです。様々な部署が関わることであると思いま

すが、手続き等で色々な窓口を回るのは大変なので、ワンストップ窓口を設置してみて

はどうでしょうか。 

今年もこんにちは市長室が開催予定ですが、敷居が高いため、もっと気軽に子育て世 

代が市長と話せる機会を設けてほしい、市の方から積極的に出向いてほしいと思います。 

 

（委員）新型コロナウイルスの影響で、この 2 か月子どもと自宅で過ごしましたが、息 

が詰まり、親も子もストレスが溜まっています。ファミリーサポートなどの一時的な預 

かり保育が可能な制度もありますが、利用することに罪悪感や抵抗があります。母親が 

自分の時間を確保するため、罪悪感を持たずに出来るものは何かないでしょうか。 

母親のストレス発散、運動不足解消のための施設が少ないので、環境を整えたいです。 

緊急時の子どもの発達相談として、もっと気軽にできるものがあればいいと思います。 

通常は、月 2 回の相談日が設けられていますが、緊急事態が明けるまでは様子見でよい 

のか、その間にどんどん遅れが生じ、できることが減っていってしまうのではないかと 

心配しています。 
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③国際ソロプチミストささやま様からの寄付金（現金 10 万円）の用途について 

 女性のため、女児（年齢に関係なく）のために活用してほしいとの希望あり 

 

（委員）事務局が例として、資格取得時の助成金を挙げてくれています。考えてみたの

ですが、10 万円という限られた金額でできることとなると悩んでいます。女性委員会

の皆さんのご意見を伺いたいと思います。 

 

（委員）学校へ行くことができていない小・中・高校 1 年生への学校生活に関するチラ 

シを作成し、新聞折り込みか、世帯ごとに配布するかして送付してはどうでしょうか。 

特に中学生は、小学校から中学校へ進学し、クラブ活動や勉強への期待感や意欲を持っ 

ていたと思いますが、休校が続いて精神的にもショックを受け、意欲が低下してきてい 

るのではないか心配です。 

 

（委員）今後、女性委員会のテーマが決まってから使用するのもよいのではないでしょ

うか。 

 

（委員）寄付金の使用について、任期 2 年内に使用すれば良いのか、それともすぐ決定 

し使用しないといけないのでしょうか。 

 

（事務局）今年度中に使用する必要があります。寄付者の団体は、年齢問わず女性の 

ために使用してほしいとのことで「女性と女児のため」とされています。女性で研究さ 

れている学生への支援として使用いただいてもよいと聞いています。9 月補正予算要求 

する予定なので、実際に使用できるのは 10 月以降となります。 

 

（委員）妊婦への助成として、マスクの配布はどうでしょうか。新型コロナウイルス感

染症対策のため、今回市から 20 枚配布していただき助かりましたが、今後のウイルス

対策にも必要となります。 

 

（委員）赤ちゃん先生プロジェクトというＮＰＯ団体に所属し、学校や老人施設へ 3 歳 

までの赤ちゃんを連れて、子どもとのふれあいや、普段の生活について紹介しています。 

父親へ母親の育児の大変さを知ってもらうため、ズームを活用する、または母親がし 

ている仕事をリストアップして周知してみてはどうでしょうか。 

 

（委員）風疹ワクチン接種費用の自己負担の一部として助成してはどうでしょうか。安 

心して予防接種が受けられるよう、環境を整えるために役立てたいです。 

丹南健康福祉センターで健診や予防接種時、床にマットが敷いてあり、おもちゃの用
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意もありますが、劣化していて衛生面も気になります。1 人目のお子さんや新生児の場

合、母親も心配になるのではないでしょうか。新調するか、衛生的に保つためにできる

ことはないでしょうか。 

 

（事務局）9 月補正予算要求まで時間があまりないことから、事務局で委員のご意見の中

から厳選させていただき、どのように進めいていくか「案」を作成し、次回委員会まで

に各委員へ送付します。そして次回、内容について詳細を決めていきたいと思います。

委員の思いと事務局の思いに食い違いが出ないように、確認のためご連絡することがあ

ると思いますが、よろしくお願いします。寄付を有効に活用できるようにしていきたい

と思っています。 

 

（3）その他 

・男女共同参画プラン策定委員会委員推薦…1名 飯田委員長に決定 

・福祉サービス第三者委員会委員推薦…1名 飯田委員長に決定 

・丹波篠山市農村女性組織連絡会から市長への共同提案についての依頼について 

 経過報告…課長から報告 

・男女共同参画プラン策定委員会委員公募委員を募集中のため、周知を依頼 

 

（4）次回開催予定 

  調整の結果、次回は 6 月 12 日（金）、17 日（水）、24（水）のいずれかの 1 日 

午前 10 時 00 分から開催 

  

（事務局）6 月開催の第 3 回委員会の際に、1 つ研修を行いたいと思いますので、講師との

日程調整をし、日程および内容について合わせて後日ご連絡します。 

   

（10）閉会あいさつ 

 

（副委員長）今後についてさまざまな意見交換をすることができました。今年は新型コロ

ナウイルスが大きく占めていますが、2 年間の任期なので、将来を見据え、総体的なプラン

を作成していきたいと思っています。女性の細かな目線を大切にしつつ、それだけではな

く、人としての立場も大切にしながら進めていきたいと思います。 

若い世代の方の意見と、先人の方達の考えとを取り入れながら、より良い丹波篠山市の 

女性の目線をいかしていきたいと思っています。次回もよろしくお願いします。 

本日は、お疲れ様でした。ありがとうございました。 

 

閉会 午前 11 時 00 分 


