
様式第様式第様式第様式第３３３３号号号号                                                会会会会        議議議議        録録録録    

会会会会    議議議議    名名名名    

（（（（審議会等名審議会等名審議会等名審議会等名））））    
川西市男女共同参画審議会川西市男女共同参画審議会川西市男女共同参画審議会川西市男女共同参画審議会    

事事事事    務務務務    局局局局    

（（（（担担担担    当当当当    課課課課））））    

    

            市民生活市民生活市民生活市民生活部部部部    市民環境市民環境市民環境市民環境室室室室    参画協働参画協働参画協働参画協働・・・・相談課相談課相談課相談課    内線内線内線内線（（（（    ２４２３２４２３２４２３２４２３    ））））    

                                                    

開催日時開催日時開催日時開催日時    平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年７７７７月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（水水水水））））    １８１８１８１８時時時時００００００００分分分分～～～～２０２０２０２０時時時時００００００００分分分分    

開催場所開催場所開催場所開催場所    川川川川    西西西西    市市市市    役役役役    所所所所        ４４４４階階階階        庁庁庁庁    議議議議    室室室室    

委委委委    員員員員    

上杉孝實委員上杉孝實委員上杉孝實委員上杉孝實委員                大塚寿夫委員大塚寿夫委員大塚寿夫委員大塚寿夫委員                大矢根秀明委員大矢根秀明委員大矢根秀明委員大矢根秀明委員    

    川口美恵子委員川口美恵子委員川口美恵子委員川口美恵子委員            髙島進子委員髙島進子委員髙島進子委員髙島進子委員                武田徹委員武田徹委員武田徹委員武田徹委員    

    中村健次中村健次中村健次中村健次委員委員委員委員                西尾亜希子委員西尾亜希子委員西尾亜希子委員西尾亜希子委員            舩岡正夫委員舩岡正夫委員舩岡正夫委員舩岡正夫委員    

    和田聡子委員和田聡子委員和田聡子委員和田聡子委員                                                            （（（（五十音順五十音順五十音順五十音順））））    

そのそのそのその他他他他    
    

出出出出    

    

席席席席    

    

者者者者    

事務局事務局事務局事務局    

    市民生活部長市民生活部長市民生活部長市民生活部長    多田仁三多田仁三多田仁三多田仁三        市民環境室長市民環境室長市民環境室長市民環境室長    福西義昭福西義昭福西義昭福西義昭    

    参事兼参画協働参事兼参画協働参事兼参画協働参事兼参画協働・・・・相談課長相談課長相談課長相談課長    仲岡博明仲岡博明仲岡博明仲岡博明            

参画協働参画協働参画協働参画協働・・・・相談課主査相談課主査相談課主査相談課主査    田中肇田中肇田中肇田中肇    枡川容子枡川容子枡川容子枡川容子    

    オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー；；；；男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画センターセンターセンターセンター長長長長    三井三井三井三井ハルコハルコハルコハルコ（（（（指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者））））    

傍聴傍聴傍聴傍聴のののの可否可否可否可否    可可可可    傍聴者数傍聴者数傍聴者数傍聴者数    ２２２２人人人人    

傍聴不可傍聴不可傍聴不可傍聴不可・・・・一部不可一部不可一部不可一部不可

のののの場合場合場合場合はははは、、、、そのそのそのその理由理由理由理由    
    

会議次第会議次第会議次第会議次第    

議題議題議題議題１１１１    平成平成平成平成２１２１２１２１年度男女共同参画年度男女共同参画年度男女共同参画年度男女共同参画プランプランプランプラン後期実施計画後期実施計画後期実施計画後期実施計画のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて    

議題議題議題議題２２２２    平成平成平成平成２２２２２２２２年度男女共同参画年度男女共同参画年度男女共同参画年度男女共同参画プラプラプラプランンンン後期実施計画後期実施計画後期実施計画後期実施計画のののの推進推進推進推進についてについてについてについて    

議題議題議題議題３３３３    平成平成平成平成２２２２２２２２年度川西市男女共同参画年度川西市男女共同参画年度川西市男女共同参画年度川西市男女共同参画センターセンターセンターセンターにおけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画ププププ

ランランランラン後期実施計画後期実施計画後期実施計画後期実施計画のののの推進推進推進推進についてについてについてについて    

そのそのそのその他他他他    

    

会議結果会議結果会議結果会議結果    別紙別紙別紙別紙のとおりのとおりのとおりのとおり    



 １

審審審審    議議議議    経経経経    過過過過                    
    

（（（（司司司司        会会会会））））市民環境室長市民環境室長市民環境室長市民環境室長    福西福西福西福西    義昭義昭義昭義昭    

    

（（（（あいさつあいさつあいさつあいさつ））））市民生活部長市民生活部長市民生活部長市民生活部長    多田多田多田多田    仁三仁三仁三仁三    

    

☆ 委員紹介委員紹介委員紹介委員紹介・・・・事務局紹介事務局紹介事務局紹介事務局紹介    

☆ 指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者（（（（オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバーとしてとしてとしてとして））））のののの出席出席出席出席をををを承認承認承認承認    

    

    

    

【【【【会会会会    長長長長】】】】それではそれではそれではそれでは、、、、次第次第次第次第にににに従従従従いましていましていましていまして、、、、本日本日本日本日のののの議事議事議事議事をををを進進進進めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。議題議題議題議題１１１１のののの平平平平

成成成成２１２１２１２１年度男女共同参画年度男女共同参画年度男女共同参画年度男女共同参画プランプランプランプラン後期実施計画後期実施計画後期実施計画後期実施計画のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて事務局事務局事務局事務局からごからごからごからご説明説明説明説明願願願願いますいますいますいます。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】それではそれではそれではそれでは、、、、議題議題議題議題１１１１男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画プランプランプランプラン後期実施計画後期実施計画後期実施計画後期実施計画のののの取取取取りりりり組組組組みにつきましてみにつきましてみにつきましてみにつきまして、、、、①①①①男女共男女共男女共男女共

同参画同参画同参画同参画プランプランプランプラン後期実施計画庁内推進体制後期実施計画庁内推進体制後期実施計画庁内推進体制後期実施計画庁内推進体制についてごについてごについてごについてご説明申説明申説明申説明申しあげますしあげますしあげますしあげます。。。。議題議題議題議題はははは、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度のののの庁庁庁庁

内推進体制内推進体制内推進体制内推進体制となっておりますがとなっておりますがとなっておりますがとなっておりますが、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには２２２２２２２２年度年度年度年度もももも同様同様同様同様にににに進進進進めてまいりたいめてまいりたいめてまいりたいめてまいりたいとととと考考考考えてえてえてえておりますおりますおりますおります

のでのでのでので、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度のののの推進体制推進体制推進体制推進体制としてとしてとしてとして説明説明説明説明させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

    資料資料資料資料１１１１ををををごごごご覧覧覧覧いただけますでしょうかいただけますでしょうかいただけますでしょうかいただけますでしょうか。。。。資料資料資料資料１１１１のののの平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画プランプランプランプラン後期実施計画後期実施計画後期実施計画後期実施計画

庁内推進体制庁内推進体制庁内推進体制庁内推進体制でございますでございますでございますでございます。。。。庁内庁内庁内庁内ではではではでは、、、、男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画プランプランプランプラン後期実施計画後期実施計画後期実施計画後期実施計画におきますにおきますにおきますにおきます庁内推進体庁内推進体庁内推進体庁内推進体制制制制

をををを設設設設けておりましてけておりましてけておりましてけておりまして、、、、平成平成平成平成１５１５１５１５年度年度年度年度にににに男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画プランプランプランプランががががスタートスタートスタートスタートしてからしてからしてからしてから、、、、庁内推進体制庁内推進体制庁内推進体制庁内推進体制としとしとしとし

てててて、、、、市長市長市長市長をををを本部長本部長本部長本部長とするとするとするとする男女共同参画推進本部男女共同参画推進本部男女共同参画推進本部男女共同参画推進本部をををを設置設置設置設置しししし、、、、全庁横断的全庁横断的全庁横断的全庁横断的にににに、、、、男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画プランプランプランプランのののの効効効効

果的果的果的果的なななな推進推進推進推進をををを図図図図ってまいりましたってまいりましたってまいりましたってまいりました。。。。平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度からからからからスタートスタートスタートスタートしたしたしたした男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画プランプランプランプラン後期実施計後期実施計後期実施計後期実施計

画画画画におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、引引引引きききき続続続続きききき、、、、市長市長市長市長をををを本部長本部長本部長本部長といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、特別職特別職特別職特別職、、、、部長級職員等部長級職員等部長級職員等部長級職員等でででで構成構成構成構成するするするする男男男男

女共同参画推進本部女共同参画推進本部女共同参画推進本部女共同参画推進本部をををを設置設置設置設置しししし、、、、全庁横断的全庁横断的全庁横断的全庁横断的にににに後期実施計画後期実施計画後期実施計画後期実施計画のののの効果的効果的効果的効果的なななな推進推進推進推進をををを図図図図っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと考考考考ええええ

ておりますておりますておりますております。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその下部組織下部組織下部組織下部組織といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、市民生活部長市民生活部長市民生活部長市民生活部長をををを幹事長幹事長幹事長幹事長にににに、、、、関連所管及関連所管及関連所管及関連所管及びびびび各部庶各部庶各部庶各部庶

務担当務担当務担当務担当のののの課長級職員等課長級職員等課長級職員等課長級職員等でででで構成構成構成構成されるされるされるされる男女共同参画推進本部幹事会男女共同参画推進本部幹事会男女共同参画推進本部幹事会男女共同参画推進本部幹事会をををを設置設置設置設置しているところでございしているところでございしているところでございしているところでござい

ますますますます。。。。このこのこのこの男女共同参画推進本部男女共同参画推進本部男女共同参画推進本部男女共同参画推進本部におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては、、、、男女共同参画推進本部会議男女共同参画推進本部会議男女共同参画推進本部会議男女共同参画推進本部会議をををを開催開催開催開催しししし、、、、緊急緊急緊急緊急かつかつかつかつ

重要重要重要重要なななな施策施策施策施策のののの目標及目標及目標及目標及びびびび方針方針方針方針をををを明確明確明確明確にするとともににするとともににするとともににするとともに、、、、下部組織下部組織下部組織下部組織であるであるであるである幹事会幹事会幹事会幹事会のののの推進体制及推進体制及推進体制及推進体制及びびびび構成構成構成構成メンメンメンメン

バーバーバーバーをををを決定決定決定決定しししし、、、、重要施策重要施策重要施策重要施策のののの推進状況推進状況推進状況推進状況のののの確認及確認及確認及確認及びびびび問題点問題点問題点問題点やややや課題課題課題課題のののの提唱提唱提唱提唱をををを行行行行いいいい、、、、そのそのそのその他男女共同参画職他男女共同参画職他男女共同参画職他男女共同参画職

員研修会員研修会員研修会員研修会のののの実施実施実施実施やそのやそのやそのやその他重要事項他重要事項他重要事項他重要事項についてもについてもについてもについても検討検討検討検討をををを行行行行いいいい、、、、男女共同参画審議会男女共同参画審議会男女共同参画審議会男女共同参画審議会からのからのからのからの助言助言助言助言をををを受受受受けてけてけてけて

方針決定方針決定方針決定方針決定をををを行行行行っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。またまたまたまた、、、、男女共同男女共同男女共同男女共同参画推進本部幹事会参画推進本部幹事会参画推進本部幹事会参画推進本部幹事会ではではではでは、、、、男女共同男女共同男女共同男女共同

参画推進本部参画推進本部参画推進本部参画推進本部のののの方針決定方針決定方針決定方針決定をををを受受受受けけけけましてましてましてまして、、、、重要施策重要施策重要施策重要施策にににに関連関連関連関連するするするする所管所管所管所管のののの幹事等幹事等幹事等幹事等でででで構成構成構成構成されるされるされるされる重点施策推重点施策推重点施策推重点施策推

進部会進部会進部会進部会をををを設置設置設置設置するなどするなどするなどするなど、、、、庁内庁内庁内庁内におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画施策男女共同参画施策男女共同参画施策男女共同参画施策のののの推進推進推進推進をををを図図図図ってまいりますってまいりますってまいりますってまいります。。。。資料資料資料資料２２２２、、、、資料資料資料資料

３３３３にはにはにはには、、、、男女共同参画推進本部員男女共同参画推進本部員男女共同参画推進本部員男女共同参画推進本部員 21212121 名名名名及及及及びびびび同幹事会幹事同幹事会幹事同幹事会幹事同幹事会幹事 31313131 名名名名のののの名簿名簿名簿名簿をををを掲載掲載掲載掲載しておりますしておりますしておりますしております。。。。後後後後ほどほどほどほど

ごごごご参照参照参照参照いただければといただければといただければといただければと思思思思いまいまいまいますすすす。。。。    

    このこのこのこの重点施策推進部会重点施策推進部会重点施策推進部会重点施策推進部会につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、資料資料資料資料４４４４のののの方方方方をごをごをごをご覧覧覧覧いただけますでしょうかいただけますでしょうかいただけますでしょうかいただけますでしょうか。。。。市政市政市政市政にににに関関関関わわわわ

るるるる意思決定意思決定意思決定意思決定、、、、方針決定方針決定方針決定方針決定におけるにおけるにおけるにおける女性女性女性女性のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる参画促進参画促進参画促進参画促進またまたまたまた、、、、男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画をををを支援支援支援支援するするするする保育保育保育保育とととと介護介護介護介護

システシステシステシステムムムムのののの充実充実充実充実、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、女性女性女性女性にににに対対対対するあらゆるするあらゆるするあらゆるするあらゆる暴力暴力暴力暴力のののの根絶根絶根絶根絶というというというという３３３３つのつのつのつの施策施策施策施策につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、今今今今

年度年度年度年度におきましてもにおきましてもにおきましてもにおきましても、、、、昨年度昨年度昨年度昨年度にににに引引引引きききき続続続続きききき部会部会部会部会をををを設置設置設置設置しししし、、、、取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考考考考えているえているえているえている



 ２

ところでございますところでございますところでございますところでございます。。。。まずまずまずまず、、、、市政市政市政市政にににに関関関関わるわるわるわる意思決定意思決定意思決定意思決定、、、、方針決定方針決定方針決定方針決定におけるにおけるにおけるにおける女性女性女性女性のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる参画促進参画促進参画促進参画促進にににに

ついてでございますがついてでございますがついてでございますがついてでございますが、、、、審議会審議会審議会審議会におけるにおけるにおけるにおける女性委員女性委員女性委員女性委員のののの登用状況登用状況登用状況登用状況でございますでございますでございますでございます。。。。資料資料資料資料１０１０１０１０をごをごをごをご覧覧覧覧くださくださくださくださ

いいいい。。。。資料資料資料資料１０１０１０１０ではではではでは、、、、審議会審議会審議会審議会におけるにおけるにおけるにおける女性女性女性女性のののの参画状況参画状況参画状況参画状況のののの推移推移推移推移、、、、7777 月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在でございますがでございますがでございますがでございますが、、、、審議会審議会審議会審議会

におけるにおけるにおけるにおける女性委員登用率女性委員登用率女性委員登用率女性委員登用率のののの推移推移推移推移をををを年次的年次的年次的年次的にににに表表表表しておりますしておりますしておりますしております。。。。平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年７７７７月現在月現在月現在月現在、、、、２４２４２４２４．．．．００００％％％％とととと早早早早

期達成目標期達成目標期達成目標期達成目標であるであるであるである３０３０３０３０％％％％をまだをまだをまだをまだ下回下回下回下回っているっているっているっている状況状況状況状況でございますでございますでございますでございます。。。。    そこでそこでそこでそこで、、、、今年度今年度今年度今年度もももも、、、、審議会女性審議会女性審議会女性審議会女性

委員登用促進部会委員登用促進部会委員登用促進部会委員登用促進部会をををを設置設置設置設置しししし、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考考考考えているところでございまえているところでございまえているところでございまえているところでございま

すすすす。。。。    

資料資料資料資料４４４４におもどりくださいにおもどりくださいにおもどりくださいにおもどりください。。。。仕事仕事仕事仕事とととと生活生活生活生活のののの調和調和調和調和（（（（ワークワークワークワーク・・・・ライフライフライフライフ・・・・バランスバランスバランスバランス））））推進部会推進部会推進部会推進部会をををを設置設置設置設置いいいい

たしましてたしましてたしましてたしまして、、、、特特特特にににに今年度今年度今年度今年度はははは、、、、施策施策施策施策№№№№４６４６４６４６「「「「子育子育子育子育てててて中中中中のののの男女男女男女男女がさまざまながさまざまながさまざまながさまざまな活動活動活動活動にににに参加参加参加参加できるようできるようできるようできるよう保育保育保育保育

体制体制体制体制のののの整備整備整備整備にににに努努努努めるめるめるめる。」。」。」。」をををを重点的重点的重点的重点的にににに、、、、市市市市がががが実施実施実施実施するさまざまなするさまざまなするさまざまなするさまざまな行事行事行事行事にににに、、、、一時保育一時保育一時保育一時保育をををを設設設設けられるようけられるようけられるようけられるよう、、、、

庁内庁内庁内庁内へのへのへのへの周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底やややや保育者保育者保育者保育者のののの確保確保確保確保などなどなどなどをををを重点重点重点重点的的的的にににに進進進進めてまいりためてまいりためてまいりためてまいりたいといといといと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。最後最後最後最後にににに、、、、女女女女

性性性性にににに対対対対するあらゆるするあらゆるするあらゆるするあらゆる暴力暴力暴力暴力のののの根絶根絶根絶根絶ではではではでは、、、、従来従来従来従来からからからから広報広報広報広報をををを活用活用活用活用したしたしたした啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動やややや、、、、関連機関関連機関関連機関関連機関のののの職員職員職員職員、、、、担当担当担当担当

員員員員のののの研修会研修会研修会研修会などさまざまななどさまざまななどさまざまななどさまざまな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めてまいりましためてまいりましためてまいりましためてまいりました。。。。平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年７７７７月月月月ににににＤＶＤＶＤＶＤＶ防止法防止法防止法防止法がががが改正改正改正改正にににに

なりなりなりなり、、、、市町村市町村市町村市町村のののの役割役割役割役割りがよりりがよりりがよりりがより明確化明確化明確化明確化されるされるされるされる中中中中でででで、、、、庁内庁内庁内庁内のののの関係所管関係所管関係所管関係所管のののの連携連携連携連携はははは一層重要一層重要一層重要一層重要なものとなってなものとなってなものとなってなものとなって

おりおりおりおり、、、、引引引引きききき続続続続きききき、、、、女性女性女性女性にににに対対対対するするするする暴力対策部会暴力対策部会暴力対策部会暴力対策部会においてにおいてにおいてにおいて、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めてまいめてまいめてまいめてまいりたいとりたいとりたいとりたいと考考考考

えておりますえておりますえておりますえております。。。。以上以上以上以上でででで、、、、男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画プランプランプランプラン後期実施計画後期実施計画後期実施計画後期実施計画のののの推進体制推進体制推進体制推進体制のののの説明説明説明説明をををを終終終終わらせていただきわらせていただきわらせていただきわらせていただき

ますますますます。。。。    

続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、議題議題議題議題１１１１のののの②②②②、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年度度度度のののの男女共同参画推進事業男女共同参画推進事業男女共同参画推進事業男女共同参画推進事業についてごについてごについてごについてご説明申説明申説明申説明申しあげますしあげますしあげますしあげます。。。。

資料資料資料資料５５５５をごをごをごをご覧覧覧覧いただけますでしょうかいただけますでしょうかいただけますでしょうかいただけますでしょうか。。。。１１１１項目目項目目項目目項目目のののの男女共同参画推進体制男女共同参画推進体制男女共同参画推進体制男女共同参画推進体制でございますがでございますがでございますがでございますが、、、、男女共男女共男女共男女共

同参画審議会同参画審議会同参画審議会同参画審議会をををを１１１１回開催回開催回開催回開催いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。またまたまたまた、、、、男女共同参画推進本部会議及男女共同参画推進本部会議及男女共同参画推進本部会議及男女共同参画推進本部会議及びびびび幹事会幹事会幹事会幹事会についてはについてはについてはについては、、、、

審議会終了後審議会終了後審議会終了後審議会終了後にににに開催開催開催開催しておりますしておりますしておりますしております。。。。次次次次にににに、、、、２２２２項目目男女共同参画項目目男女共同参画項目目男女共同参画項目目男女共同参画プランプランプランプランのののの推進推進推進推進ですがですがですがですが、、、、まずまずまずまず、、、、重点重点重点重点

施策推進部会施策推進部会施策推進部会施策推進部会のののの運営運営運営運営ではではではでは、、、、審議会登用促進部会審議会登用促進部会審議会登用促進部会審議会登用促進部会におきましてにおきましてにおきましてにおきまして目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けてけてけてけて「「「「審議会等審議会等審議会等審議会等へのへのへのへの女性女性女性女性

のののの参画促進参画促進参画促進参画促進についてについてについてについて」」」」をををを作成作成作成作成しししし、、、、任期満了任期満了任期満了任期満了によりによりによりにより委員改選委員改選委員改選委員改選をををを迎迎迎迎えるえるえるえる審議会審議会審議会審議会のののの事務局事務局事務局事務局にににに対対対対しししし女性委員女性委員女性委員女性委員

のののの登用登用登用登用についてについてについてについて依頼依頼依頼依頼をををを行行行行いいいい、、、、市政市政市政市政にににに関関関関わるわるわるわる意思決定意思決定意思決定意思決定、、、、方針決定方針決定方針決定方針決定におけるにおけるにおけるにおける女性女性女性女性のののの参画促進参画促進参画促進参画促進についてについてについてについて再再再再

認識認識認識認識のののの強化強化強化強化をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。仕事仕事仕事仕事とととと生活生活生活生活のののの調和調和調和調和（（（（ワークワークワークワーク・・・・ライフライフライフライフ・・・・バランスバランスバランスバランス））））推進部会推進部会推進部会推進部会においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、

階層別階層別階層別階層別のののの研修会研修会研修会研修会のののの実施実施実施実施やややや「「「「広報広報広報広報かわにしかわにしかわにしかわにし男女共同参画特集男女共同参画特集男女共同参画特集男女共同参画特集」」」」においてにおいてにおいてにおいて、、、、特集記事特集記事特集記事特集記事をををを掲載掲載掲載掲載するなどするなどするなどするなど庁庁庁庁

内外内外内外内外においてにおいてにおいてにおいて幅広幅広幅広幅広いいいい啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。女性女性女性女性にににに対対対対するするするする暴力対策部会暴力対策部会暴力対策部会暴力対策部会でででではははは、、、、資料資料資料資料７７７７をごをごをごをご覧覧覧覧いただいただいただいただ

けますでしょうかけますでしょうかけますでしょうかけますでしょうか。。。。広報広報広報広報かわにしかわにしかわにしかわにし１１１１１１１１月号月号月号月号においてにおいてにおいてにおいて児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待とととと連携連携連携連携してしてしてして、、、、女性女性女性女性にににに対対対対するするするする暴力防止暴力防止暴力防止暴力防止にににに

関関関関するするするする啓発記事啓発記事啓発記事啓発記事をををを掲載掲載掲載掲載したほかしたほかしたほかしたほか、、、、広報広報広報広報かわにしかわにしかわにしかわにし１０１０１０１０月号月号月号月号のののの男女共同参画特集男女共同参画特集男女共同参画特集男女共同参画特集でででで特集記事特集記事特集記事特集記事のののの掲載掲載掲載掲載をををを行行行行

いまいまいまいましたしたしたした。。。。またまたまたまた、、、、福祉事務所福祉事務所福祉事務所福祉事務所やややや児童虐待担当所管課児童虐待担当所管課児童虐待担当所管課児童虐待担当所管課などとなどとなどとなどと連携連携連携連携してしてしてして研修会研修会研修会研修会のののの効果的効果的効果的効果的なななな実施実施実施実施をををを図図図図りりりり、、、、

民生委員民生委員民生委員民生委員やややや主任児童委員主任児童委員主任児童委員主任児童委員などなどなどなど多多多多くのくのくのくの関連機関関連機関関連機関関連機関のののの方方方方々々々々にごにごにごにご参加参加参加参加いただくことができましたいただくことができましたいただくことができましたいただくことができました。。。。平成平成平成平成２０２０２０２０

年度年度年度年度のののの男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画プランプランプランプランのののの進捗状況調査報告書進捗状況調査報告書進捗状況調査報告書進捗状況調査報告書はははは、、、、昨年昨年昨年昨年のののの審議会審議会審議会審議会においてにおいてにおいてにおいて多数多数多数多数のごのごのごのご意見意見意見意見をいただをいただをいただをいただ

きましたきましたきましたきました。。。。そのそのそのその詳細詳細詳細詳細につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、市市市市ののののホームページホームページホームページホームページにににに掲載掲載掲載掲載しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいい

いたしますいたしますいたしますいたします。。。。川西市川西市川西市川西市 DVDVDVDV 被害者等救済給付金給付事業被害者等救済給付金給付事業被害者等救済給付金給付事業被害者等救済給付金給付事業のののの実施実施実施実施にににについついついついててててはははは、、、、資料資料資料資料６６６６をごをごをごをご覧覧覧覧いただけまいただけまいただけまいただけま

すでしょうかすでしょうかすでしょうかすでしょうか。。。。配偶者配偶者配偶者配偶者からのからのからのからの暴力暴力暴力暴力のののの被害被害被害被害からからからから逃逃逃逃れるためにれるためにれるためにれるために住民登録等住民登録等住民登録等住民登録等をををを異動異動異動異動せずにせずにせずにせずに避避避避難難難難しているしているしているしている人人人人

でででで、、、、定額給付金等定額給付金等定額給付金等定額給付金等がががが受受受受けけけけ取取取取れないれないれないれない人人人人をををを救済救済救済救済するためにするためにするためにするために実施実施実施実施いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。おおおお問問問問いいいい合合合合わせはわせはわせはわせは数件数件数件数件ござござござござ

いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、最終的最終的最終的最終的にににに申請件数申請件数申請件数申請件数はははは 1111 件件件件。。。。給付対象給付対象給付対象給付対象はははは大人大人大人大人 1111 人人人人、、、、子子子子どもどもどもども 1111 人人人人。。。。給付金額給付金額給付金額給付金額はははは 32,00032,00032,00032,000 円円円円

でしたでしたでしたでした。。。。平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度のののの男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画プランプランプランプラン後期実施計画後期実施計画後期実施計画後期実施計画のののの各施策各施策各施策各施策のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、男男男男

女共同参画女共同参画女共同参画女共同参画プランプランプランプラン後期実施計画進捗状況調査報告書後期実施計画進捗状況調査報告書後期実施計画進捗状況調査報告書後期実施計画進捗状況調査報告書〔〔〔〔平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度〕〕〕〕をごをごをごをご覧覧覧覧いただければといただければといただければといただければと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。以上以上以上以上でででで、、、、２１２１２１２１年度年度年度年度のののの男女共同参画推進事業男女共同参画推進事業男女共同参画推進事業男女共同参画推進事業についてについてについてについて、、、、ごごごご報告報告報告報告をををを終終終終わらせていただきますわらせていただきますわらせていただきますわらせていただきます。。。。    

引引引引きききき続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、議題議題議題議題１１１１のののの③③③③平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画センターセンターセンターセンター事業事業事業事業についてごについてごについてごについてご説明申説明申説明申説明申しあげましあげましあげましあげま
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すすすす。。。。資料資料資料資料８８８８をごをごをごをご覧覧覧覧いただけますでしょうかいただけますでしょうかいただけますでしょうかいただけますでしょうか。。。。男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画センターセンターセンターセンターではではではでは、、、、講座講座講座講座やややや講演会講演会講演会講演会のののの開催開催開催開催、、、、情情情情

報報報報のののの収集収集収集収集やややや提供提供提供提供、、、、ジェンダージェンダージェンダージェンダー問題相談問題相談問題相談問題相談事業事業事業事業などをなどをなどをなどを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度のののの①①①①学習啓発事業学習啓発事業学習啓発事業学習啓発事業

のののの（（（（１１１１）、）、）、）、講座講演会講座講演会講座講演会講座講演会ではではではでは、、、、昨年昨年昨年昨年６６６６月月月月１２１２１２１２日日日日からからからから１４１４１４１４日日日日にかけましてにかけましてにかけましてにかけまして、、、、７７７７周年周年周年周年フェスタフェスタフェスタフェスタをををを行行行行いましいましいましいまし

てててて、、、、最終日最終日最終日最終日にはにはにはには、、、、和歌山大学客員教授和歌山大学客員教授和歌山大学客員教授和歌山大学客員教授でででで、、、、川西市生涯学習短期大学川西市生涯学習短期大学川西市生涯学習短期大学川西市生涯学習短期大学レフネックレフネックレフネックレフネック学長学長学長学長、、、、雑誌上方芸能雑誌上方芸能雑誌上方芸能雑誌上方芸能

発行人発行人発行人発行人でもいらっしゃいますでもいらっしゃいますでもいらっしゃいますでもいらっしゃいます木津川計先生木津川計先生木津川計先生木津川計先生とととと、、、、川西市川西市川西市川西市のまちづくりにのまちづくりにのまちづくりにのまちづくりに深深深深くくくく関関関関わっていただいておりわっていただいておりわっていただいておりわっていただいており

ますますますます帝塚山大学大学院教授帝塚山大学大学院教授帝塚山大学大学院教授帝塚山大学大学院教授のののの中山幾郎先生中山幾郎先生中山幾郎先生中山幾郎先生をおをおをおをお招招招招きいたしましてきいたしましてきいたしましてきいたしまして、「、「、「、「自分自分自分自分らしくらしくらしくらしく生生生生きるためきるためきるためきるため」」」」のののの対対対対

談談談談をををを行行行行っていただきましたっていただきましたっていただきましたっていただきました。。。。６５６５６５６５名名名名のののの参加参加参加参加がありがありがありがあり、、、、どういったことがどういったことがどういったことがどういったことが自分自分自分自分らしくらしくらしくらしく、、、、またまたまたまた、、、、男女共同男女共同男女共同男女共同

参画参画参画参画になるのかということをおになるのかということをおになるのかということをおになるのかということをお示示示示しいただきながらしいただきながらしいただきながらしいただきながら、、、、おおおお話話話話いただきましたいただきましたいただきましたいただきました。。。。またまたまたまた、、、、心心心心とととと身体身体身体身体のののの講座講座講座講座

「「「「フラメンコエクササイズフラメンコエクササイズフラメンコエクササイズフラメンコエクササイズ」」」」でででで「「「「私私私私ををををプロディユースプロディユースプロディユースプロディユース」」」」としてとしてとしてとして、、、、日常日常日常日常のののの生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣をををを見直見直見直見直してしてしてして、、、、自分自分自分自分

のののの身体身体身体身体をををを見見見見つめなおしつめなおしつめなおしつめなおし、、、、自分自分自分自分のののの身体身体身体身体ををををプロディユースプロディユースプロディユースプロディユースするというようなするというようなするというようなするというような新新新新しいしいしいしい試試試試みのみのみのみの講座講座講座講座もももも開催開催開催開催いいいい

たしましたたしましたたしましたたしました。。。。大変大変大変大変なななな人気人気人気人気でででで、、、、応募者応募者応募者応募者のほとんどののほとんどののほとんどののほとんどの方方方方がすべてのがすべてのがすべてのがすべてのコースコースコースコースにおにおにおにお越越越越しになられましてしになられましてしになられましてしになられまして、、、、講講講講

座終了後座終了後座終了後座終了後もももも継続継続継続継続してしてしてして活動活動活動活動したいしたいしたいしたいということでということでということでということで、、、、新新新新たなたなたなたなグループグループグループグループをををを立立立立ちちちち上上上上げられましたげられましたげられましたげられました。。。。次次次次にににに、、、、再就再就再就再就

職支援講座職支援講座職支援講座職支援講座ではではではでは、、、、農林農林農林農林・・・・労政課労政課労政課労政課とのとのとのとの共催事業共催事業共催事業共催事業としてとしてとしてとして、、、、４４４４回回回回のののの講座講座講座講座とととと３３３３日日日日ののののパソコンパソコンパソコンパソコン講習講習講習講習をををを実施実施実施実施しましましましま

したしたしたした。（。（。（。（２２２２））））男女共同参画推進員男女共同参画推進員男女共同参画推進員男女共同参画推進員のののの設置設置設置設置にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年７７７７月月月月１１１１日日日日からからからから平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年６６６６月月月月

３０３０３０３０日日日日までのまでのまでのまでの２２２２年間年間年間年間をををを任期任期任期任期としてとしてとしてとして、、、、男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画プランプランプランプランをををを市市市市とともにとともにとともにとともに推進推進推進推進していただくことをしていただくことをしていただくことをしていただくことを目的目的目的目的

にににに、、、、広広広広くくくく市民市民市民市民へのへのへのへの情報発信情報発信情報発信情報発信やややや講座企画講座企画講座企画講座企画などをなどをなどをなどを行行行行っていただきましたっていただきましたっていただきましたっていただきました。。。。昨年昨年昨年昨年６６６６月月月月１９１９１９１９日日日日にはにはにはには、「、「、「、「あなあなあなあな

たのたのたのたのアタリマエアタリマエアタリマエアタリマエ    わたしのわたしのわたしのわたしのアタリマエアタリマエアタリマエアタリマエ    アタリマエアタリマエアタリマエアタリマエってってってって」」」」というというというという観点観点観点観点からからからから、、、、曹洞宗梅林寺住職曹洞宗梅林寺住職曹洞宗梅林寺住職曹洞宗梅林寺住職でででで、、、、

同志社女子大同志社女子大同志社女子大同志社女子大学非常勤講師学非常勤講師学非常勤講師学非常勤講師のののの木下大朗先生木下大朗先生木下大朗先生木下大朗先生をおをおをおをお招招招招きいたしましてきいたしましてきいたしましてきいたしまして、「、「、「、「住職住職住職住職にににに聞聞聞聞いてみよういてみよういてみよういてみよう    イタリイタリイタリイタリ

アアアアのののの““““アタリマエアタリマエアタリマエアタリマエ””””ってってってって」」」」とととといいいいうううう講座講座講座講座をををを企画企画企画企画していただきましたしていただきましたしていただきましたしていただきました。（。（。（。（３３３３））））広報啓発活動広報啓発活動広報啓発活動広報啓発活動ではではではでは、、、、広報広報広報広報

かわにしかわにしかわにしかわにし１０１０１０１０月号月号月号月号でででで、、、、特集特集特集特集をををを組組組組みましてみましてみましてみまして、、、、７７７７万部万部万部万部をををを発行発行発行発行しししし市内全戸配布市内全戸配布市内全戸配布市内全戸配布をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました。（。（。（。（４４４４））））男男男男

女共同参画社会女共同参画社会女共同参画社会女共同参画社会のののの実現実現実現実現をめざすをめざすをめざすをめざす活動活動活動活動へのへのへのへの助成助成助成助成ですがですがですがですが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会のののの実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて活活活活

動動動動されているされているされているされているグループグループグループグループのののの調査調査調査調査・・・・研究研究研究研究・・・・啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動をををを実施実施実施実施しししし、、、、支援支援支援支援していこうというものでしていこうというものでしていこうというものでしていこうというもので、、、、１１１１グルーグルーグルーグルー

ププププ５５５５万円万円万円万円をををを上限上限上限上限にににに、、、、２２２２グループグループグループグループ以内以内以内以内をををを選考選考選考選考しししし、、、、助成助成助成助成をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。２１２１２１２１年度年度年度年度ではではではでは、「、「、「、「パパパパパパパパとととと一一一一

緒緒緒緒にににに科学工作科学工作科学工作科学工作」」」」とととと「「「「高齢者高齢者高齢者高齢者のののの自立自立自立自立をををを一緒一緒一緒一緒にににに考考考考えましょうえましょうえましょうえましょう」」」」というというというという提案提案提案提案をされたをされたをされたをされた２２２２グループグループグループグループにににに助成助成助成助成をををを

させていただきさせていただきさせていただきさせていただき、、、、先月開催先月開催先月開催先月開催されましたされましたされましたされました８８８８周年周年周年周年フェスタフェスタフェスタフェスタでででで、、、、すばらしいすばらしいすばらしいすばらしい事業報告事業報告事業報告事業報告をしていただきましをしていただきましをしていただきましをしていただきまし

たたたた。（。（。（。（５５５５））））活動交流支援活動交流支援活動交流支援活動交流支援ではではではでは、、、、センターセンターセンターセンターではではではでは、、、、２１２１２１２１年度末現在年度末現在年度末現在年度末現在でででで登録登録登録登録グループグループグループグループとしましてとしましてとしましてとしまして、、、、市民活市民活市民活市民活

動動動動センターセンターセンターセンター登録登録登録登録グループグループグループグループとととと男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画センターセンターセンターセンター登録登録登録登録グループグループグループグループをあわせてをあわせてをあわせてをあわせて、、、、９７９７９７９７グループグループグループグループがががが活動活動活動活動ささささ

れていましてれていましてれていましてれていまして、、、、フェスタフェスタフェスタフェスタやややや利用登録利用登録利用登録利用登録グループグループグループグループ交流会交流会交流会交流会のののの際際際際にににに、、、、グループグループグループグループ間間間間のののの交流交流交流交流をををを図図図図っておられますっておられますっておられますっておられます。。。。

（（（（６６６６））））情報収集及情報収集及情報収集及情報収集及びびびび提供提供提供提供でございますがでございますがでございますがでございますが、、、、当当当当センターセンターセンターセンターのののの図書図書図書図書コーナーコーナーコーナーコーナーのののの蔵蔵蔵蔵書数書数書数書数はははは、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年度末年度末年度末年度末

からからからから２４７２４７２４７２４７冊冊冊冊をををを増増増増しましてしましてしましてしまして、、、、２１２１２１２１年度末現在年度末現在年度末現在年度末現在でででで２２２２，，，，５３４５３４５３４５３４冊冊冊冊となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。貸出数貸出数貸出数貸出数につきましにつきましにつきましにつきまし

てはてはてはては、、、、対前年度対前年度対前年度対前年度８９８９８９８９％％％％のののの増増増増となっておりましてとなっておりましてとなっておりましてとなっておりまして、、、、１１１１，，，，７９５７９５７９５７９５冊冊冊冊のののの貸出数貸出数貸出数貸出数となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。（。（。（。（７７７７））））

女性女性女性女性のためののためののためののためのチャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ支援支援支援支援はははは、「、「、「、「女性女性女性女性がががが就職就職就職就職したいしたいしたいしたい」「」「」「」「起業起業起業起業したいしたいしたいしたい」「」「」「」「とにかくとにかくとにかくとにかく何何何何かしたいかしたいかしたいかしたい」」」」とととと

社会社会社会社会にににに貢献貢献貢献貢献したいしたいしたいしたい女性女性女性女性をををを支援支援支援支援するものでするものでするものでするもので、、、、川西市女性川西市女性川西市女性川西市女性チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジひろばというものをひろばというものをひろばというものをひろばというものを設置設置設置設置いたしまいたしまいたしまいたしま

してしてしてして、、、、図書図書図書図書やややや支援情報支援情報支援情報支援情報などのなどのなどのなどの資料資料資料資料をををを配備配備配備配備しておりますしておりますしておりますしております。。。。またまたまたまた、、、、農林農林農林農林・・・・労政課労政課労政課労政課とととと協力協力協力協力いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、

キャリアキャリアキャリアキャリア・・・・カウンセリングカウンセリングカウンセリングカウンセリングやややや労働相談労働相談労働相談労働相談などをなどをなどをなどを当当当当センターセンターセンターセンターでででで行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

②②②②ジェンダージェンダージェンダージェンダー問題相談事業問題相談事業問題相談事業問題相談事業ではではではでは、、、、女性女性女性女性のののの抱抱抱抱えるさまざまなえるさまざまなえるさまざまなえるさまざまな悩悩悩悩みをみをみをみを受受受受けとめけとめけとめけとめ、、、、解決解決解決解決にににに向向向向けてのけてのけてのけての支援支援支援支援

をををを行行行行うためうためうためうため、、、、毎週火毎週火毎週火毎週火、、、、水水水水、、、、木曜日木曜日木曜日木曜日にににに専門相談員専門相談員専門相談員専門相談員によるによるによるによる面接面接面接面接やややや電話電話電話電話によるによるによるによる相談相談相談相談をををを実施実施実施実施しておりますしておりますしておりますしております。。。。

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度のののの相談件数相談件数相談件数相談件数はははは３８４３８４３８４３８４件件件件でででで、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度のののの３４３３４３３４３３４３件件件件にににに比比比比べましてべましてべましてべまして、、、、４１４１４１４１件件件件１２１２１２１２％％％％のののの増増増増

となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。相談内容相談内容相談内容相談内容のののの項目項目項目項目をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、相談相談相談相談のののの多多多多いいいい順順順順にににに「「「「夫婦関係夫婦関係夫婦関係夫婦関係１１１１１１１１５５５５件件件件」「」「」「」「家族関係家族関係家族関係家族関係

１０４１０４１０４１０４件件件件」「」「」「」「性性性性・・・・からだからだからだからだ・・・・こころこころこころこころ７４７４７４７４件件件件」「」「」「」「人間関係人間関係人間関係人間関係４２４２４２４２件件件件」」」」となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。    

以上以上以上以上でででで平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度のののの男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画センターセンターセンターセンター事業事業事業事業のののの説明説明説明説明をををを終終終終わらせていたわらせていたわらせていたわらせていただきますだきますだきますだきます。。。。    
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【【【【会会会会    長長長長】】】】ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。以上以上以上以上でででで平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度、、、、２２２２２２２２年度年度年度年度のののの分分分分もももも有有有有りましたがりましたがりましたがりましたが、、、、男女共男女共男女共男女共

同参画同参画同参画同参画プランプランプランプランのののの後期実施計画後期実施計画後期実施計画後期実施計画のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて、、、、ごごごご説明説明説明説明がありましたがありましたがありましたがありました。。。。何何何何かごかごかごかご質問質問質問質問なりなりなりなり、、、、ごごごご意見意見意見意見

がございましたらおがございましたらおがございましたらおがございましたらお出出出出しいただければとしいただければとしいただければとしいただければと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】計画計画計画計画にににに基基基基づきながらづきながらづきながらづきながら進進進進めていただいているのですがめていただいているのですがめていただいているのですがめていただいているのですが、、、、一箇所気一箇所気一箇所気一箇所気になったところがございになったところがございになったところがございになったところがござい

ましてましてましてまして、、、、市政市政市政市政においてにおいてにおいてにおいて、、、、女性女性女性女性がもっとがもっとがもっとがもっと登用登用登用登用されなければならないというされなければならないというされなければならないというされなければならないという観点観点観点観点でいろんなでいろんなでいろんなでいろんな取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが

行行行行われているわれているわれているわれている。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、教職教職教職教職のことがのことがのことがのことが触触触触れられていたところがありますれられていたところがありますれられていたところがありますれられていたところがあります。。。。確確確確かにかにかにかに、、、、教職員教職員教職員教職員のののの場合場合場合場合

はははは、、、、ここここここここにににに出出出出ていたとていたとていたとていたと思思思思いますがいますがいますがいますが、「、「、「、「独立独立独立独立のののの教育機関教育機関教育機関教育機関であるからであるからであるからであるから、、、、市政市政市政市政へのへのへのへの参画参画参画参画ではないではないではないではない」」」」とととと「「「「市市市市

政政政政にににに直接関直接関直接関直接関わるものではないからわるものではないからわるものではないからわるものではないから」」」」ということでということでということでということで回答回答回答回答がありましたがありましたがありましたがありました。。。。男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画プランプランプランプラン後期実施後期実施後期実施後期実施

計画進捗状況調査報告書計画進捗状況調査報告書計画進捗状況調査報告書計画進捗状況調査報告書（（（（平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度））））のののの１３１３１３１３ページページページページですですですです。。。。確確確確かにかにかにかに、、、、市政市政市政市政にににに関関関関わるわるわるわる意思決定方針意思決定方針意思決定方針意思決定方針

決定決定決定決定におけるにおけるにおけるにおける女性女性女性女性のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる参画促進参画促進参画促進参画促進というのをあるというのをあるというのをあるというのをある意味意味意味意味でででで狭狭狭狭くくくく取取取取るとるとるとると、、、、このこのこのこの注注注注にににに書書書書かれていますかれていますかれていますかれています

ようにようにようにように「「「「課題課題課題課題にににに設定設定設定設定されているされているされているされている市政市政市政市政にににに関関関関わるわるわるわる意思決定意思決定意思決定意思決定、、、、方針決定方針決定方針決定方針決定におけるにおけるにおけるにおける女性女性女性女性のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる参画促進参画促進参画促進参画促進

というというというという点点点点ではではではでは、、、、学校管理職学校管理職学校管理職学校管理職はははは、、、、学校教育法上独立組織学校教育法上独立組織学校教育法上独立組織学校教育法上独立組織のののの長長長長でありでありでありであり、、、、市政市政市政市政にににに関関関関するするするする意思決定意思決定意思決定意思決定にににに関与関与関与関与すすすす

ることはないることはないることはないることはない。」。」。」。」とこれはとこれはとこれはとこれは間違間違間違間違っているわけでっているわけでっているわけでっているわけでははははないのですがないのですがないのですがないのですが、、、、ただただただただ、、、、カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリーはははは別別別別としてとしてとしてとして、、、、教教教教

職員職員職員職員におけるにおけるにおけるにおける校長校長校長校長、、、、教頭教頭教頭教頭、、、、指導主事指導主事指導主事指導主事へのへのへのへの女性女性女性女性のののの登用登用登用登用をををを積極的積極的積極的積極的にににに図図図図るとかるとかるとかるとか、、、、いうことについてのいうことについてのいうことについてのいうことについての解答解答解答解答

ということにはなりきっていないのではないかなというということにはなりきっていないのではないかなというということにはなりきっていないのではないかなというということにはなりきっていないのではないかなという気気気気がしたのですねがしたのですねがしたのですねがしたのですね。。。。このこのこのこのカテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリーにににに関関関関しししし

てはてはてはては、、、、確確確確かにかにかにかに、、、、こういうようなこういうようなこういうようなこういうような答答答答ええええ方方方方になるのだろうとになるのだろうとになるのだろうとになるのだろうと思思思思うのですけれどもうのですけれどもうのですけれどもうのですけれども。。。。そのそのそのその辺辺辺辺をどのようにをどのようにをどのようにをどのように

市市市市としてとしてとしてとして捉捉捉捉えていくのかということがえていくのかということがえていくのかということがえていくのかということが１１１１点点点点とととと。。。。次次次次にににに、、、、やはりやはりやはりやはり、、、、教育教育教育教育のところでのところでのところでのところで、、、、前前前前からからからから問題問題問題問題になっになっになっになっ

ておりますておりますておりますております、、、、これもこれもこれもこれも賛否両論賛否両論賛否両論賛否両論がございますけれどもがございますけれどもがございますけれどもがございますけれども、、、、１１１１ページページページページのののの下下下下のとのとのとのところにころにころにころに、、、、男女混合名簿男女混合名簿男女混合名簿男女混合名簿のののの問問問問

題題題題がががが出出出出ているのですがているのですがているのですがているのですが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、学校学校学校学校はははは自発的自発的自発的自発的にににに判断判断判断判断していただくというのがしていただくというのがしていただくというのがしていただくというのが一番適当一番適当一番適当一番適当なんですけなんですけなんですけなんですけ

れどもれどもれどもれども、、、、ここでここでここでここで未実施未実施未実施未実施はははは中学校中学校中学校中学校２２２２校校校校とありますとありますとありますとあります。。。。これはこれはこれはこれは前前前前からからからから変変変変わっていないのだろうとわっていないのだろうとわっていないのだろうとわっていないのだろうと思思思思うのでうのでうのでうので

すがすがすがすが「「「「未実施校未実施校未実施校未実施校についてはについてはについてはについては、、、、保護者保護者保護者保護者のののの要望要望要望要望のののの状況状況状況状況やそのやそのやそのやその学校学校学校学校のののの地域性地域性地域性地域性をををを考慮考慮考慮考慮しながらしながらしながらしながら、、、、導入導入導入導入のののの働働働働きききき

かけをしていくかけをしていくかけをしていくかけをしていく」」」」とあるのですがとあるのですがとあるのですがとあるのですが。。。。今今今今までどういうまでどういうまでどういうまでどういう論議論議論議論議かかかか校内校内校内校内やややや保護者保護者保護者保護者とのとのとのとの間間間間でなされているのかでなされているのかでなされているのかでなされているのか

というのがというのがというのがというのが、、、、いつもいつもいつもいつも、、、、これがこれがこれがこれが出出出出てくるものですからてくるものですからてくるものですからてくるものですから、、、、これがよくわからないというこれがよくわからないというこれがよくわからないというこれがよくわからないという点点点点ががががあるあるあるある。。。。このこのこのこの

辺辺辺辺もしもしもしもし把握把握把握把握されていることがあればということですされていることがあればということですされていることがあればということですされていることがあればということです。。。。さしあたりそのさしあたりそのさしあたりそのさしあたりその２２２２点目点目点目点目。。。。あとあとあとあと、、、、審議会審議会審議会審議会のののの登用登用登用登用

率率率率がいつになってもがいつになってもがいつになってもがいつになっても上上上上がらないというのはどうしたものかなというあたりががらないというのはどうしたものかなというあたりががらないというのはどうしたものかなというあたりががらないというのはどうしたものかなというあたりが、、、、気気気気になっているになっているになっているになっている点点点点でででで

すすすす。。。。以上以上以上以上ですですですです。。。。    

    

【【【【会会会会    長長長長】】】】はいはいはいはい、、、、それではそれではそれではそれでは、、、、事務局事務局事務局事務局からごからごからごからご回答回答回答回答よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】まずまずまずまず１１１１点目点目点目点目のののの教職員教職員教職員教職員におけるにおけるにおけるにおける女性女性女性女性のののの管理職管理職管理職管理職のののの登用登用登用登用についてでございますがについてでございますがについてでございますがについてでございますが、、、、現在現在現在現在、、、、小学小学小学小学

校校校校、、、、中学校中学校中学校中学校におけるにおけるにおけるにおける女性女性女性女性のののの校長先生校長先生校長先生校長先生はははは、、、、いらっしゃいませんいらっしゃいませんいらっしゃいませんいらっしゃいません。。。。以前以前以前以前はいらっしゃったのですけれどはいらっしゃったのですけれどはいらっしゃったのですけれどはいらっしゃったのですけれど

もももも。。。。管理職管理職管理職管理職におけるにおけるにおけるにおける女性女性女性女性のののの登用登用登用登用につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会もももも苦慮苦慮苦慮苦慮してあるところでございましてしてあるところでございましてしてあるところでございましてしてあるところでございまして、、、、

ごごごご本人本人本人本人のののの意思意思意思意思もももも重要重要重要重要であることであることであることであることからからからから、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか進進進進まないのがまないのがまないのがまないのが現状現状現状現状でありますでありますでありますであります。。。。しかししかししかししかし、、、、小学校小学校小学校小学校におにおにおにお

きましてきましてきましてきまして、、、、昨年昨年昨年昨年からからからから女性女性女性女性のののの教頭先生教頭先生教頭先生教頭先生がががが１１１１人増人増人増人増えましたえましたえましたえました。。。。少少少少しずつではございますがしずつではございますがしずつではございますがしずつではございますが、、、、認識認識認識認識をもつをもつをもつをもつ女女女女

性教職員性教職員性教職員性教職員もももも増増増増えつつありますのでえつつありますのでえつつありますのでえつつありますので、、、、ごごごご理解理解理解理解いただきますようよろしくおいただきますようよろしくおいただきますようよろしくおいただきますようよろしくお願願願願いいいい申申申申しあげますしあげますしあげますしあげます。。。。    

    次次次次にににに、、、、学校現場学校現場学校現場学校現場におけるにおけるにおけるにおける混合名簿混合名簿混合名簿混合名簿のののの件件件件ですがですがですがですが、、、、確確確確かにかにかにかに、、、、中学校中学校中学校中学校におきましてにおきましてにおきましてにおきまして、、、、二校二校二校二校がまだがまだがまだがまだ、、、、未実未実未実未実

施施施施のままになっておりますのままになっておりますのままになっておりますのままになっております。。。。このこのこのこの混合名簿混合名簿混合名簿混合名簿にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、保護者保護者保護者保護者のののの方方方方々々々々にもにもにもにもいろんないろんないろんないろんな考考考考ええええ方方方方がごがごがごがご

ざいましてざいましてざいましてざいまして、、、、またまたまたまた、、、、男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画をををを進進進進めるめるめるめる地域地域地域地域のののの方方方方々々々々がががが校長先生校長先生校長先生校長先生にににに混合名簿混合名簿混合名簿混合名簿のののの導入導入導入導入についておについておについておについてお話話話話をををを

しにしにしにしに行行行行かれたりかれたりかれたりかれたり、、、、教育教育教育教育委員会委員会委員会委員会ととととしましてもしましてもしましてもしましてもいろいろいろいろいろいろいろいろ努力努力努力努力はしておりますがはしておりますがはしておりますがはしておりますが、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか進進進進まないのがまないのがまないのがまないのが
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現状現状現状現状でありますでありますでありますであります。。。。    

最後最後最後最後のののの審議会女性委員審議会女性委員審議会女性委員審議会女性委員のののの登用率登用率登用率登用率でございますがでございますがでございますがでございますが、、、、こちらはこちらはこちらはこちらは、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度のののの男女共同参画推進事男女共同参画推進事男女共同参画推進事男女共同参画推進事

業業業業におきましてごにおきましてごにおきましてごにおきましてご説明説明説明説明させていただくつもりでしたがさせていただくつもりでしたがさせていただくつもりでしたがさせていただくつもりでしたが、、、、ごごごご質問質問質問質問をいただきましたのでをいただきましたのでをいただきましたのでをいただきましたので、、、、資料資料資料資料１０１０１０１０をををを

ごごごご覧覧覧覧いただけますでしょうかいただけますでしょうかいただけますでしょうかいただけますでしょうか。。。。こちらはこちらはこちらはこちらは、、、、審議会審議会審議会審議会におけるにおけるにおけるにおける女性委員参画状況女性委員参画状況女性委員参画状況女性委員参画状況のののの推移推移推移推移でございますでございますでございますでございます。。。。

毎年毎年毎年毎年７７７７月月月月１１１１日日日日時点時点時点時点でででで調査調査調査調査したしたしたした女性委員女性委員女性委員女性委員のののの登用率登用率登用率登用率ですがですがですがですが 24.024.024.024.0％％％％でででで、、、、30303030％％％％のののの早期達成目標早期達成目標早期達成目標早期達成目標にはにはにはには至至至至っておっておっておってお

りませんりませんりませんりません。。。。本年本年本年本年４４４４月月月月１１１１日日日日にににに再度調査再度調査再度調査再度調査をををを実施実施実施実施しししし、、、、女性委員女性委員女性委員女性委員のののの登用率登用率登用率登用率をををを調査調査調査調査いいいいたしましたがたしましたがたしましたがたしましたが 23.123.123.123.1％％％％とととと下下下下

降降降降しておりますしておりますしておりますしております。。。。しかししかししかししかし、、、、本年度本年度本年度本年度にににに入入入入りましてりましてりましてりまして、、、、今今今今までまでまでまで女性委員女性委員女性委員女性委員がががが全全全全くいらっしゃらなかったくいらっしゃらなかったくいらっしゃらなかったくいらっしゃらなかった、、、、防防防防

災会議災会議災会議災会議やややや国民保護協議会国民保護協議会国民保護協議会国民保護協議会においてにおいてにおいてにおいて、、、、女性委員女性委員女性委員女性委員をそれぞれをそれぞれをそれぞれをそれぞれ２２２２名登用名登用名登用名登用いただくなどいただくなどいただくなどいただくなど、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの事務局事務局事務局事務局

のののの方方方方はははは認識認識認識認識しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩一歩ではございますがではございますがではございますがではございますが取取取取りりりり組組組組んでいただいておりますのでんでいただいておりますのでんでいただいておりますのでんでいただいておりますので、、、、少少少少しずしずしずしず

つではございますけれどもつではございますけれどもつではございますけれどもつではございますけれども粘粘粘粘りりりり強強強強くくくく進進進進めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいい申申申申しあげしあげしあげしあげ

ますますますます。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】資料資料資料資料４４４４のところでのところでのところでのところで、、、、教教教教えていただきたいことがございますえていただきたいことがございますえていただきたいことがございますえていただきたいことがございます。。。。育児育児育児育児やややや介護休業介護休業介護休業介護休業のののの普及啓発普及啓発普及啓発普及啓発

などになどになどになどに率先率先率先率先してしてしてして取取取取りりりり組組組組んでいこうというんでいこうというんでいこうというんでいこうという状況状況状況状況がががが見受見受見受見受けられるのですけれどもけられるのですけれどもけられるのですけれどもけられるのですけれども、、、、実際実際実際実際、、、、このこのこのこの実施状況実施状況実施状況実施状況

がががが年年年年々、々、々、々、統計統計統計統計がががが取取取取られているとられているとられているとられていると思思思思うのですけれどもうのですけれどもうのですけれどもうのですけれども、、、、取取取取りながらりながらりながらりながら引引引引きききき上上上上げていくげていくげていくげていく努力目標努力目標努力目標努力目標はあるのはあるのはあるのはあるの

ですかですかですかですか。。。。現状現状現状現状ではではではでは、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか取取取取りにくいというりにくいというりにくいというりにくいという側面側面側面側面はははは横横横横たわっているとたわっているとたわっているとたわっていると思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のののの改改改改

善善善善とととと平行平行平行平行したしたしたした形形形形がががが望望望望まれるのではないかなとまれるのではないかなとまれるのではないかなとまれるのではないかなと思思思思っているのですがっているのですがっているのですがっているのですが。。。。そのそのそのその辺辺辺辺のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの現状現状現状現状なりなりなりなり、、、、

今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性についてどのようにについてどのようにについてどのようにについてどのように考考考考えておられるのかえておられるのかえておられるのかえておられるのか伺伺伺伺いたいのでいたいのでいたいのでいたいので。。。。    

    

【【【【会会会会    長長長長】】】】今今今今のごのごのごのご質問質問質問質問、、、、ワークワークワークワーク・・・・ライフライフライフライフ・・・・バランスバランスバランスバランスのところですよねのところですよねのところですよねのところですよね。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】育児休業育児休業育児休業育児休業につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、昨年度昨年度昨年度昨年度、、、、女性女性女性女性のみでのみでのみでのみで２６２６２６２６名名名名がががが取取取取得得得得しておりますしておりますしておりますしております。。。。残念残念残念残念ながらながらながらながら、、、、

男性男性男性男性につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、今今今今のところのところのところのところ取取取取られたられたられたられた方方方方はございませんはございませんはございませんはございません。。。。ただただただただ、、、、介護休業介護休業介護休業介護休業にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、昨昨昨昨

年度年度年度年度はははは００００人人人人なのですけれどもなのですけれどもなのですけれどもなのですけれども、、、、それそれそれそれ以前以前以前以前につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、男性男性男性男性がががが２２２２名取得名取得名取得名取得されておりますのでされておりますのでされておりますのでされておりますので、、、、少少少少

しずつではございますがしずつではございますがしずつではございますがしずつではございますが進進進進んでおりますんでおりますんでおりますんでおります。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】必要必要必要必要としているとしているとしているとしている人人人人がどれぐらいいてがどれぐらいいてがどれぐらいいてがどれぐらいいて、、、、それでそれでそれでそれで消化率消化率消化率消化率がどういうがどういうがどういうがどういう状況状況状況状況なのかというところなのかというところなのかというところなのかというところ

はははは把握把握把握把握しにくいしにくいしにくいしにくい部分部分部分部分もあるともあるともあるともあると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のところがのところがのところがのところが重要重要重要重要とととと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。人数人数人数人数のののの上限上限上限上限とととと

いうものはいうものはいうものはいうものは、、、、そのそのそのその時時時時々々々々によっていろいろあるものでによっていろいろあるものでによっていろいろあるものでによっていろいろあるもので、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてどうなっているのかをじてどうなっているのかをじてどうなっているのかをじてどうなっているのかを検証検証検証検証されされされされ

るるるるのがのがのがのが大事大事大事大事というというというという思思思思いからいからいからいから、、、、そういったそういったそういったそういった面面面面もももも一一一一つつつつ気気気気をつけてをつけてをつけてをつけて進進進進めていただけたらなというめていただけたらなというめていただけたらなというめていただけたらなという思思思思いだけいだけいだけいだけ

ですですですです。。。。    

    

【【【【会会会会    長長長長】】】】他他他他にございませんでしょうかにございませんでしょうかにございませんでしょうかにございませんでしょうか。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】審議会審議会審議会審議会のののの女性女性女性女性のののの参画状況参画状況参画状況参画状況というのはというのはというのはというのは、、、、資料資料資料資料１０１０１０１０にににに出出出出ておりますけれどもておりますけれどもておりますけれどもておりますけれども。。。。率的率的率的率的にはなかにはなかにはなかにはなか

なかなかなかなか上上上上がらないというがらないというがらないというがらないという状況状況状況状況ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、このこのこのこの要因要因要因要因はどこにあるのですかねはどこにあるのですかねはどこにあるのですかねはどこにあるのですかね。。。。今今今今までおっしゃったまでおっしゃったまでおっしゃったまでおっしゃった

かとかとかとかと思思思思うのですけれどもうのですけれどもうのですけれどもうのですけれども、、、、だいたいだいたいだいたいだいたい参加参加参加参加できないところができないところができないところができないところが固定化固定化固定化固定化されているようなされているようなされているようなされているような状況状況状況状況もももも見受見受見受見受けらけらけらけら

れているようにれているようにれているようにれているように思思思思うのですけれどもうのですけれどもうのですけれどもうのですけれども、、、、特特特特にににに要因要因要因要因があるということですかねがあるということですかねがあるということですかねがあるということですかね。。。。そうでもないのですかそうでもないのですかそうでもないのですかそうでもないのですか。。。。

解消解消解消解消するためにはするためにはするためにはするためには、、、、何何何何がががが必要必要必要必要ですかですかですかですか。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】昨年度昨年度昨年度昨年度もももも、、、、このこのこのこの点点点点をごをごをごをご議論議論議論議論いただいたところでございますがいただいたところでございますがいただいたところでございますがいただいたところでございますが、、、、委員委員委員委員がごがごがごがご指摘指摘指摘指摘いただきまいただきまいただきまいただきま
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したがしたがしたがしたが、、、、特特特特にににに、、、、防災会議防災会議防災会議防災会議、、、、国民保護協議会国民保護協議会国民保護協議会国民保護協議会がががが設置設置設置設置されたされたされたされた段階段階段階段階でででで、、、、男性男性男性男性ばかりばかりばかりばかり、、、、自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊やややや消防消防消防消防、、、、土木土木土木土木

事務所事務所事務所事務所などなどなどなど、、、、実質的実質的実質的実質的にににに、、、、男性男性男性男性のののの方方方方しかいらっしゃらなかったわけですしかいらっしゃらなかったわけですしかいらっしゃらなかったわけですしかいらっしゃらなかったわけです。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、今回今回今回今回、、、、担当課担当課担当課担当課ともともともとも

おおおお話話話話をさせていただきをさせていただきをさせていただきをさせていただき、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの支援支援支援支援などなどなどなどをしているをしているをしているをしている福祉団体福祉団体福祉団体福祉団体からからからから女性委員女性委員女性委員女性委員をををを出出出出していただしていただしていただしていただ

くようおくようおくようおくようお願願願願いしていただいたりしていしていただいたりしていしていただいたりしていしていただいたりして、、、、今回今回今回今回、、、、女性委員女性委員女性委員女性委員をををを２２２２名入名入名入名入れることができましたれることができましたれることができましたれることができました。。。。委員委員委員委員のののの総数総数総数総数

がががが３０３０３０３０人人人人いらっしゃいますのでいらっしゃいますのでいらっしゃいますのでいらっしゃいますので、、、、２２２２名程度名程度名程度名程度ではではではでは、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか率率率率にはにはにはには表表表表われわれわれわれてこないのですけれどもてこないのですけれどもてこないのですけれどもてこないのですけれども、、、、

努力努力努力努力していただいておりますしていただいておりますしていただいておりますしていただいております。。。。こういったかたちでこういったかたちでこういったかたちでこういったかたちで他他他他のののの所管所管所管所管につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても、、、、女性委員女性委員女性委員女性委員のののの登用登用登用登用のののの少少少少

ないないないない審議会等審議会等審議会等審議会等につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても、、、、積極的積極的積極的積極的にににに理解理解理解理解をををを深深深深めていただいてめていただいてめていただいてめていただいて、、、、委員委員委員委員のののの改選時改選時改選時改選時にはにはにはには、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ

女性女性女性女性をををを登用登用登用登用していただくようにしていただくようにしていただくようにしていただくように働働働働きかけをさせていただきたいきかけをさせていただきたいきかけをさせていただきたいきかけをさせていただきたい。。。。こういったこういったこういったこういった地道地道地道地道なななな活動活動活動活動をををを続続続続けさせけさせけさせけさせ

ていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと考考考考えておりますのでよろしくおえておりますのでよろしくおえておりますのでよろしくおえておりますのでよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】あんまりあんまりあんまりあんまり、、、、言言言言いたくないのですがいたくないのですがいたくないのですがいたくないのですが、、、、理解理解理解理解をしていただいてをしていただいてをしていただいてをしていただいてとととというふうにおっしゃるというふうにおっしゃるというふうにおっしゃるというふうにおっしゃると、、、、

受受受受けるけるけるける側側側側がががが理解理解理解理解をしていないようにをしていないようにをしていないようにをしていないように感感感感じてしまうのでじてしまうのでじてしまうのでじてしまうので。。。。変変変変なななな言言言言いいいい方方方方にににになりなりなりなり申申申申しししし訳訳訳訳ないのですけれどないのですけれどないのですけれどないのですけれど

もももも。。。。女性女性女性女性がそういったがそういったがそういったがそういった職業職業職業職業についているについているについているについている方方方方がいないからがいないからがいないからがいないから、、、、参加参加参加参加しにくいしにくいしにくいしにくい。。。。ということがということがということがということが基本基本基本基本ですかですかですかですか。。。。

それでそれでそれでそれで、、、、いないけれどもいないけれどもいないけれどもいないけれども他他他他のののの部所部所部所部所からからからから参加参加参加参加できるようにできるようにできるようにできるように話話話話をををを進進進進めようではないかということですめようではないかということですめようではないかということですめようではないかということです

かかかか。。。。今今今今のののの話話話話はははは。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】そういったそういったそういったそういった団体団体団体団体からからからから推薦推薦推薦推薦していただくしていただくしていただくしていただく場合場合場合場合ににににつきましてはつきましてはつきましてはつきましては、、、、団体団体団体団体のののの代表代表代表代表のののの方方方方にこだわらにこだわらにこだわらにこだわら

ずずずず、、、、副会長副会長副会長副会長あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、そこのそこのそこのそこの理事理事理事理事のののの方方方方であってもであってもであってもであっても、、、、そこのそこのそこのそこの団体団体団体団体のののの意思意思意思意思をををを代表代表代表代表していただけるしていただけるしていただけるしていただける女性女性女性女性のののの

方方方方がいらっしゃればがいらっしゃればがいらっしゃればがいらっしゃれば、、、、そういったそういったそういったそういった方方方方におにおにおにお願願願願いしたいということですいしたいということですいしたいということですいしたいということです。。。。そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを各審議会担当各審議会担当各審議会担当各審議会担当

のののの事務局事務局事務局事務局のののの職員職員職員職員にににに理解理解理解理解していたしていたしていたしていただくようにだくようにだくようにだくように働働働働きかけをさせていただいておりますきかけをさせていただいておりますきかけをさせていただいておりますきかけをさせていただいております。。。。併併併併せましてせましてせましてせまして、、、、ここここ

のののの防災会議及防災会議及防災会議及防災会議及びびびび国民保護協議会国民保護協議会国民保護協議会国民保護協議会にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、隣接市隣接市隣接市隣接市でどのようなでどのようなでどのようなでどのような工夫工夫工夫工夫をされているのかをされているのかをされているのかをされているのか、、、、そのそのそのその

辺辺辺辺をををを調査調査調査調査しししし、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、看護師看護師看護師看護師のののの女性女性女性女性のののの方方方方にににに委員委員委員委員としてとしてとしてとして出出出出ていただくとかていただくとかていただくとかていただくとか、、、、推薦団体推薦団体推薦団体推薦団体のののの中中中中でででで工夫工夫工夫工夫されされされされ

ているというようなこともているというようなこともているというようなこともているというようなことも伺伺伺伺いましていましていましていまして、、、、本市本市本市本市のののの担当課担当課担当課担当課のののの方方方方にもにもにもにも伝伝伝伝えさせていただいてえさせていただいてえさせていただいてえさせていただいて、、、、今回今回今回今回、、、、改選改選改選改選

時時時時にあたりましてはにあたりましてはにあたりましてはにあたりましては、、、、２２２２名名名名のののの女性女性女性女性のののの登用登用登用登用ををををしていただくことができましたしていただくことができましたしていただくことができましたしていただくことができました。。。。固定的固定的固定的固定的にににに、、、、そのそのそのその方方方方しかしかしかしか

いらっしゃらないいらっしゃらないいらっしゃらないいらっしゃらない場合場合場合場合はやむをはやむをはやむをはやむを得得得得ないかもないかもないかもないかも知知知知れませんがれませんがれませんがれませんが、、、、団体団体団体団体でごでごでごでご推薦推薦推薦推薦をいただくをいただくをいただくをいただく場合場合場合場合につきましにつきましにつきましにつきまし

てはてはてはては、、、、そこのそこのそこのそこの役員役員役員役員のののの中中中中でででで、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ女性女性女性女性をををを登用登用登用登用していただくようにおしていただくようにおしていただくようにおしていただくようにお願願願願いをしているというとこいをしているというとこいをしているというとこいをしているというとこ

ろでございますろでございますろでございますろでございます。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】そこについてもうそこについてもうそこについてもうそこについてもう一一一一つつつつ、、、、逆逆逆逆にににに言言言言いますといますといますといますと公募制度公募制度公募制度公募制度でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みですねみですねみですねみですね。。。。もっともっともっともっと広広広広いいいい意味意味意味意味

でででで言言言言いますといますといますといますと、、、、公募公募公募公募でででで募集募集募集募集するするするする際際際際のののの取取取取りりりり組組組組みといいますとみといいますとみといいますとみといいますと、、、、具体的具体的具体的具体的にどのようにされているのかなにどのようにされているのかなにどのようにされているのかなにどのようにされているのかな

とととと。。。。団体団体団体団体のののの推薦推薦推薦推薦ではなくではなくではなくではなく、、、、公募公募公募公募のののの場合場合場合場合のののの改善点改善点改善点改善点とかとかとかとか、、、、そのそのそのその場合場合場合場合のののの対応対応対応対応をおをおをおをお教教教教えいただきたいとえいただきたいとえいただきたいとえいただきたいと。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】このこのこのこの６６６６月月月月にににに川西市川西市川西市川西市でもでもでもでも参画参画参画参画とととと協働協働協働協働のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり推進条例推進条例推進条例推進条例のののの可決可決可決可決をいただきましてをいただきましてをいただきましてをいただきまして、、、、そのそのそのその

中中中中でででで、、、、付属機関付属機関付属機関付属機関のののの委員委員委員委員のののの登用登用登用登用につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても、、、、新新新新たなたなたなたな規定規定規定規定をををを設設設設けておけておけておけておりますりますりますります。。。。そこではそこではそこではそこでは、、、、委員委員委員委員のののの男男男男

女女女女のののの構成構成構成構成のののの適正化適正化適正化適正化をあげておりますがをあげておりますがをあげておりますがをあげておりますが、、、、公募委員公募委員公募委員公募委員につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても規定規定規定規定をををを設設設設けさせていただいておりけさせていただいておりけさせていただいておりけさせていただいており

ますますますます。。。。公募等公募等公募等公募等ということでということでということでということで、、、、公募公募公募公募させていただきますとさせていただきますとさせていただきますとさせていただきますと、、、、条例条例条例条例ができるまではができるまではができるまではができるまでは、、、、なりたいなりたいなりたいなりたい方意識方意識方意識方意識のののの

高高高高いいいい方方方方があれもこれもということでがあれもこれもということでがあれもこれもということでがあれもこれもということで公募公募公募公募すればどのすればどのすればどのすればどの審議会審議会審議会審議会でもでもでもでも応募応募応募応募されてくるということがござされてくるということがござされてくるということがござされてくるということがござ

いましたいましたいましたいました。。。。各市各市各市各市、、、、そのようなそのようなそのようなそのような状況状況状況状況のののの中中中中でででで調査調査調査調査させていただきましたところさせていただきましたところさせていただきましたところさせていただきましたところ、、、、純然純然純然純然たるたるたるたる公募公募公募公募だけではだけではだけではだけでは

なくてなくてなくてなくて、、、、裁判員制度裁判員制度裁判員制度裁判員制度のようなのようなのようなのような抽選抽選抽選抽選といといといといったったったったかたちでかたちでかたちでかたちでごごごご案内案内案内案内をさせていただいてをさせていただいてをさせていただいてをさせていただいて、、、、ごごごご希望希望希望希望いただけるいただけるいただけるいただける

方方方方になっていただくということもになっていただくということもになっていただくということもになっていただくということも一一一一つのつのつのつの公正公正公正公正なななな委員委員委員委員のののの登用登用登用登用のありのありのありのあり方方方方ではないかということでではないかということでではないかということでではないかということで、、、、そうそうそうそう

いったいったいったいった点点点点につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても、、、、条例条例条例条例のののの施行施行施行施行がががが１０１０１０１０月月月月１１１１日日日日からということになっておりますのでからということになっておりますのでからということになっておりますのでからということになっておりますので、、、、それまそれまそれまそれま
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でのでのでのでの間間間間にににに調査研究調査研究調査研究調査研究をををを進進進進めさせていただきましてめさせていただきましてめさせていただきましてめさせていただきまして、、、、よりよりよりより公正公正公正公正なななな委員委員委員委員のののの登用登用登用登用ができるようにができるようにができるようにができるように配慮配慮配慮配慮させてさせてさせてさせて

いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】一一一一つつつつ追加追加追加追加でででで、、、、まさしくまさしくまさしくまさしく私私私私もももも、、、、同同同同じようなごじようなごじようなごじようなご質問質問質問質問をさせていただこうとをさせていただこうとをさせていただこうとをさせていただこうと思思思思っておりましたっておりましたっておりましたっておりました

ところでところでところでところで、、、、公募公募公募公募でででですがすがすがすが、、、、ここにここにここにここに出出出出ているているているている審議会審議会審議会審議会とかとかとかとか運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会とかはとかはとかはとかは、、、、あるあるあるある種種種種のののの学識学識学識学識といいますかといいますかといいますかといいますか

専門的専門的専門的専門的なななな委員委員委員委員もあるもあるもあるもあるかかかかとととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、女性女性女性女性がここのがここのがここのがここの委員会委員会委員会委員会にににに入入入入ってってってって勉強勉強勉強勉強するというするというするというするという一一一一つのつのつのつの機会機会機会機会でででですすすす

しししし、、、、いつまでもいつまでもいつまでもいつまでも固定化固定化固定化固定化しているということはしているということはしているということはしているということは、、、、川西市川西市川西市川西市はそのままですからはそのままですからはそのままですからはそのままですから、、、、やはりやはりやはりやはり川西市川西市川西市川西市らしさでらしさでらしさでらしさで

今回今回今回今回、、、、条例条例条例条例をををを１０１０１０１０月月月月にににに施行施行施行施行になるということでになるということでになるということでになるということで、、、、非常非常非常非常にににに期待期待期待期待しておりましてしておりましてしておりましてしておりまして、、、、公募公募公募公募でででで女性女性女性女性にににに意識意識意識意識をををを

高高高高めてもらうというめてもらうというめてもらうというめてもらうという、、、、このこのこのこの審議会審議会審議会審議会でででで学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者のののの方方方方もももも、、、、女性方女性方女性方女性方にににに教育教育教育教育のののの場場場場といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、それによそれによそれによそれによ

ってってってって女性女性女性女性もももも勉強勉強勉強勉強をしをしをしをし、、、、女性女性女性女性ののののネットワークネットワークネットワークネットワークはははは男性男性男性男性よりももっとよりももっとよりももっとよりももっと広広広広いですからいですからいですからいですから、、、、いろんなところでいろんなところでいろんなところでいろんなところで、、、、

こういうこういうこういうこういう審議会審議会審議会審議会にににに入入入入ってってってって勉強勉強勉強勉強しているというとしているというとしているというとしているというと、、、、なんとなくなんとなくなんとなくなんとなく女性方女性方女性方女性方というのはというのはというのはというのは、、、、勉強会勉強会勉強会勉強会をつをつをつをつくくくくったったったった

りとかりとかりとかりとか、、、、市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンターとかでとかでとかでとかで、、、、そういうそういうそういうそういう取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを、、、、審議会審議会審議会審議会にににに参加参加参加参加されたされたされたされた方方方方がががが、、、、勉強会勉強会勉強会勉強会をををを開開開開かかかか

れたりしてれたりしてれたりしてれたりして、、、、そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味ではではではでは、、、、まずはまずはまずはまずは１１１１人人人人でもでもでもでも入入入入っていただくことのっていただくことのっていただくことのっていただくことの波及効果波及効果波及効果波及効果はははは絶大絶大絶大絶大だとだとだとだと思思思思うのうのうのうの

ですねですねですねですね。。。。そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味ではではではでは、、、、おこがましいですがおこがましいですがおこがましいですがおこがましいですが、、、、素人素人素人素人だからとかそういうだからとかそういうだからとかそういうだからとかそういう線引線引線引線引きではなくきではなくきではなくきではなく、、、、まずまずまずまず

入入入入っていただくことによってっていただくことによってっていただくことによってっていただくことによって、、、、意識意識意識意識をををを高高高高めていただくめていただくめていただくめていただく。。。。川西市川西市川西市川西市はそれをやっているのだということはそれをやっているのだということはそれをやっているのだということはそれをやっているのだということ

をををを、、、、これこれこれこれ女性委員女性委員女性委員女性委員ががががゼロゼロゼロゼロのののの審議会審議会審議会審議会がなくなるということはがなくなるということはがなくなるということはがなくなるということは、、、、非常非常非常非常にににに、、、、インパクトインパクトインパクトインパクトがあるとがあるとがあるとがあると思思思思うのでうのでうのでうので

すねすねすねすね。。。。参加条例参加条例参加条例参加条例とまさにとまさにとまさにとまさに１０１０１０１０月月月月にににに大大大大きなきなきなきなスタートスタートスタートスタートになるとになるとになるとになると思思思思いますのでいますのでいますのでいますので。。。。いろいろいろいろいろいろいろいろ着着着着々々々々とそういっとそういっとそういっとそういっ

たことをしていただけるたことをしていただけるたことをしていただけるたことをしていただける方方方方はははは、、、、非常非常非常非常にににに贅沢贅沢贅沢贅沢なななな悩悩悩悩みでみでみでみで、、、、いっぱいっぱいっぱいっぱいになりすぎていになりすぎていになりすぎていになりすぎて、、、、抽選抽選抽選抽選になるぐらいのになるぐらいのになるぐらいのになるぐらいの

勢勢勢勢いでいでいでいで、、、、是非是非是非是非していただきたいなとしていただきたいなとしていただきたいなとしていただきたいなと。。。。公募公募公募公募によるによるによるによる女性登用女性登用女性登用女性登用ということでということでということでということで。。。。追加追加追加追加でででで発言発言発言発言させていたださせていたださせていたださせていただ

きましたきましたきましたきました。。。。    

    

【【【【会会会会    長長長長】】】】女性女性女性女性ゼロゼロゼロゼロのののの委員会委員会委員会委員会がががが、、、、なくなりつつあるなくなりつつあるなくなりつつあるなくなりつつある一方一方一方一方でででで、、、、24242424％％％％からからからから 23.123.123.123.1％％％％にににに低下低下低下低下していったしていったしていったしていった。。。。具具具具

体的体的体的体的ににににどういうどういうどういうどういう委員会委員会委員会委員会がそういうことになるがそういうことになるがそういうことになるがそういうことになる原因原因原因原因になったのかになったのかになったのかになったのか、、、、寄与寄与寄与寄与してしまったのかしてしまったのかしてしまったのかしてしまったのか。。。。具体的具体的具体的具体的にににに。。。。

またはまたはまたはまたは、、、、全般的全般的全般的全般的にににに減減減減ったったったったのですかのですかのですかのですか。。。。顕著顕著顕著顕著なものはなかったのですかなものはなかったのですかなものはなかったのですかなものはなかったのですか。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】申申申申しししし訳訳訳訳ございませんございませんございませんございません。。。。本日資料本日資料本日資料本日資料をををを持持持持ちちちち合合合合わせておりませんのでわせておりませんのでわせておりませんのでわせておりませんので、、、、後日後日後日後日、、、、おおおお調調調調べしてべしてべしてべして回答回答回答回答

させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

    

【【【【会会会会    長長長長】】】】次次次次ににににもももも時間時間時間時間のののの配分配分配分配分のののの関係関係関係関係でででで、、、、次次次次のののの話題話題話題話題にもにもにもにも重重重重なっていくとなっていくとなっていくとなっていくと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、次次次次のののの議事議事議事議事のののの第第第第

２２２２番目番目番目番目、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度男女共同参画推進事業年度男女共同参画推進事業年度男女共同参画推進事業年度男女共同参画推進事業についてについてについてについて、、、、事務局事務局事務局事務局よりよりよりより説明願説明願説明願説明願いますいますいますいます。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】ではではではでは、、、、事務局事務局事務局事務局のののの方方方方からからからから平成平成平成平成２２２２２２２２年度男女共同参画推進事業年度男女共同参画推進事業年度男女共同参画推進事業年度男女共同参画推進事業についてごについてごについてごについてご説明申説明申説明申説明申しあげましあげましあげましあげま

すすすす。。。。２２２２２２２２年度年度年度年度のののの男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画プランプランプランプラン後期実施計画後期実施計画後期実施計画後期実施計画のののの推進体制推進体制推進体制推進体制につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、先先先先ほどほどほどほど、、、、２１２１２１２１年度年度年度年度のののの

推進体制推進体制推進体制推進体制のののの説明説明説明説明におきましてごにおきましてごにおきましてごにおきましてご説明説明説明説明させていただいておりますのでさせていただいておりますのでさせていただいておりますのでさせていただいておりますので、、、、今回今回今回今回はははは省略省略省略省略させていただきまさせていただきまさせていただきまさせていただきま

すすすす。。。。ではではではでは、、、、資料資料資料資料９９９９をごをごをごをご覧覧覧覧いただけますでしょうかいただけますでしょうかいただけますでしょうかいただけますでしょうか。。。。まずまずまずまず、、、、１１１１項目目項目目項目目項目目。。。。２２２２２２２２年度年度年度年度のののの男女共同参画施策男女共同参画施策男女共同参画施策男女共同参画施策

推進体制推進体制推進体制推進体制にににについてでございますがついてでございますがついてでございますがついてでございますが、、、、男女共同参画審議会男女共同参画審議会男女共同参画審議会男女共同参画審議会のののの開催開催開催開催をををを今年度今年度今年度今年度はははは２２２２回予定回予定回予定回予定しておりますしておりますしておりますしております。。。。

１１１１回目回目回目回目はははは、、、、本日本日本日本日、、、、先先先先ほどほどほどほど、、、、既既既既にににに委員委員委員委員のののの皆皆皆皆さまからごさまからごさまからごさまからご助言助言助言助言をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました２１２１２１２１年度年度年度年度のののの男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画

プランプランプランプラン推進推進推進推進のののの評価評価評価評価とととと検証検証検証検証、、、、並並並並びにびにびにびに２２２２２２２２年度男女共同参画年度男女共同参画年度男女共同参画年度男女共同参画プランプランプランプランのののの推進推進推進推進のののの方向性方向性方向性方向性についてについてについてについて、、、、ごごごご助言助言助言助言をををを

いただきますいただきますいただきますいただきます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、２２２２回目回目回目回目はははは、、、、来年度来年度来年度来年度からからからからプランプランプランプランのののの改定作業改定作業改定作業改定作業をををを予定予定予定予定しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、年度末年度末年度末年度末

頃頃頃頃にににに、、、、現段階現段階現段階現段階でのでのでのでの検証検証検証検証とごとごとごとご助言助言助言助言をいただくをいただくをいただくをいただく予定予定予定予定ですですですです。。。。次次次次にににに、、、、男女共同参画推進本部及男女共同参画推進本部及男女共同参画推進本部及男女共同参画推進本部及びびびび同幹事会同幹事会同幹事会同幹事会でででで

はははは、、、、審議会審議会審議会審議会のののの意見報告並意見報告並意見報告並意見報告並びにびにびにびに男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画プランプランプランプラン後期実施計画後期実施計画後期実施計画後期実施計画のののの推進方針推進方針推進方針推進方針のののの決定決定決定決定をををを行行行行いいいい、、、、重重重重点施策点施策点施策点施策



 ８

推進部会推進部会推進部会推進部会などなどなどなど、、、、今年度今年度今年度今年度のののの推進推進推進推進についてについてについてについて協議協議協議協議いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、２２２２項目目項目目項目目項目目のののの男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画プランプランプランプランのののの推進推進推進推進でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、先先先先ほどほどほどほど説明説明説明説明しましたしましたしましたしました３３３３つのつのつのつの重重重重

点施策点施策点施策点施策につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ部会部会部会部会をををを設置設置設置設置してしてしてして、、、、推進推進推進推進してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。まずまずまずまず、、、、審議会女性委員登用審議会女性委員登用審議会女性委員登用審議会女性委員登用

促進部会促進部会促進部会促進部会ではではではでは、、、、目標値目標値目標値目標値であるであるであるである女性委員女性委員女性委員女性委員のののの登用率登用率登用率登用率３０３０３０３０％％％％のののの早期達成早期達成早期達成早期達成にににに向向向向けてけてけてけて、、、、昨年度昨年度昨年度昨年度にににに引引引引きききき続続続続きききき、、、、審審審審

議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局へのへのへのへの再認識再認識再認識再認識のののの強化強化強化強化をををを行行行行いますいますいますいます。。。。しかししかししかししかし、、、、本年度本年度本年度本年度にににに入入入入りましてりましてりましてりまして、、、、今今今今までまでまでまで女性委員女性委員女性委員女性委員がががが全全全全くいくいくいくい

らっしゃらなかったらっしゃらなかったらっしゃらなかったらっしゃらなかった、、、、防災会議防災会議防災会議防災会議やややや国民保護協議会国民保護協議会国民保護協議会国民保護協議会においてにおいてにおいてにおいて、、、、女性委員女性委員女性委員女性委員をそれぞれをそれぞれをそれぞれをそれぞれ２２２２名登用名登用名登用名登用いただくいただくいただくいただく

などなどなどなど、、、、少少少少しずつでしずつでしずつでしずつではございますがはございますがはございますがはございますが前進前進前進前進もももも見見見見られることからられることからられることからられることから、、、、今後今後今後今後もももも粘粘粘粘りりりり強強強強くくくく働働働働きかけていくことがきかけていくことがきかけていくことがきかけていくことが

重要重要重要重要とととと考考考考ええええ、、、、取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めてめてめてめて参参参参るるるる所存所存所存所存でございますでございますでございますでございます。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、仕事仕事仕事仕事とととと生活生活生活生活のののの調和調和調和調和（（（（ワークワークワークワーク・・・・

ライフライフライフライフ・・・・バランスバランスバランスバランス））））推進部会推進部会推進部会推進部会でございますがでございますがでございますがでございますが、、、、今年度今年度今年度今年度はははは、「、「、「、「施策施策施策施策№№№№46464646 子育子育子育子育てててて中中中中のののの男女男女男女男女がががが、、、、さまざまさまざまさまざまさまざま

なななな活動活動活動活動にににに参加参加参加参加できるようできるようできるようできるよう保育体制保育体制保育体制保育体制のののの整備整備整備整備にににに努努努努めるめるめるめる。」。」。」。」をををを重点的重点的重点的重点的にににに、、、、市市市市がががが主催主催主催主催するさまざまなするさまざまなするさまざまなするさまざまな行事行事行事行事にににに、、、、

保育保育保育保育サービスサービスサービスサービスがががが対応対応対応対応できるようできるようできるようできるよう、、、、保育体制保育体制保育体制保育体制のののの充実充実充実充実をををを図図図図るためるためるためるため、、、、保育者保育者保育者保育者のののの確保確保確保確保についてについてについてについて男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画

センターセンターセンターセンターのののの協力協力協力協力をををを得得得得ながらながらながらながら検討検討検討検討をををを行行行行っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。またまたまたまた、、、、ワークワークワークワーク・・・・ライフライフライフライフ・・・・バラバラバラバラ

ンスンスンスンスについてについてについてについて、、、、認識認識認識認識をををを深深深深めるためめるためめるためめるため昨年度昨年度昨年度昨年度にににに引引引引きききき続続続続きききき、、、、全職員全職員全職員全職員をををを対象対象対象対象にににに研修会研修会研修会研修会をををを実施実施実施実施するするするする予定予定予定予定でござでござでござでござ

いますいますいますいます。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして「「「「女性女性女性女性にににに対対対対するするするする暴力対策部会暴力対策部会暴力対策部会暴力対策部会」」」」でございますがでございますがでございますがでございますが、、、、本日本日本日本日おおおお配配配配りさせていただきまりさせていただきまりさせていただきまりさせていただきま

したしたしたした資料資料資料資料１２１２１２１２をごをごをごをご覧覧覧覧いただけますでしょうかいただけますでしょうかいただけますでしょうかいただけますでしょうか。。。。従前従前従前従前からからからから、、、、男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画センターセンターセンターセンターはははは、、、、一般的一般的一般的一般的にににに DVDVDVDV

のののの駆駆駆駆けけけけ込込込込みみみみ寺的認識寺的認識寺的認識寺的認識がががが持持持持たれていることからたれていることからたれていることからたれていることから、、、、本年度本年度本年度本年度からからからから指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度をををを導入導入導入導入したことをきっかしたことをきっかしたことをきっかしたことをきっか

けにけにけにけに、、、、DVDVDVDV 等等等等のののの緊急時緊急時緊急時緊急時のののの対応対応対応対応マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルをををを作成作成作成作成いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。次次次次にににに、、、、従来従来従来従来からからからから男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画センターセンターセンターセンター

においてにおいてにおいてにおいて実施実施実施実施しておりましたしておりましたしておりましたしておりましたDVDVDVDV被害者支援被害者支援被害者支援被害者支援ネットワークネットワークネットワークネットワーク会議会議会議会議のののの開催開催開催開催につにつにつについてですがいてですがいてですがいてですが、、、、今年度今年度今年度今年度からからからから、、、、

本部会本部会本部会本部会とととと連携連携連携連携しながらしながらしながらしながら開催開催開催開催していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。次次次次にににに広報広報広報広報かわにしかわにしかわにしかわにし「「「「男女共同参画特集男女共同参画特集男女共同参画特集男女共同参画特集」」」」

においてにおいてにおいてにおいて、「、「、「、「女性女性女性女性にににに対対対対するするするする暴力暴力暴力暴力をなくすをなくすをなくすをなくす運動期間運動期間運動期間運動期間」」」」及及及及びびびび「「「「児童虐待防止月間児童虐待防止月間児童虐待防止月間児童虐待防止月間」」」」にちなみにちなみにちなみにちなみ、、、、女性女性女性女性にににに対対対対

するするするする暴力防止暴力防止暴力防止暴力防止にににに関関関関するするするする啓発記事啓発記事啓発記事啓発記事のののの掲載掲載掲載掲載をををを予定予定予定予定しておりますしておりますしておりますしております。。。。またまたまたまた、、、、県県県県ののののアドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー派遣事業派遣事業派遣事業派遣事業などなどなどなど

をををを用用用用いていていていて、、、、市職員市職員市職員市職員、、、、教職員教職員教職員教職員、、、、民生委員民生委員民生委員民生委員、、、、主任児童委員主任児童委員主任児童委員主任児童委員、、、、社会福祉協議会職員社会福祉協議会職員社会福祉協議会職員社会福祉協議会職員などをなどをなどをなどを対象対象対象対象としたとしたとしたとした研修研修研修研修

会会会会のののの実施実施実施実施をををを予定予定予定予定しておりますしておりますしておりますしております。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、既既既既にににに先先先先ほどほどほどほど本審議会本審議会本審議会本審議会２１２１２１２１年度事業推進年度事業推進年度事業推進年度事業推進におきましてにおきましてにおきましてにおきまして、、、、

ごごごご審議審議審議審議いただきましたがいただきましたがいただきましたがいただきましたが、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度のののの男女共同男女共同男女共同男女共同参画参画参画参画プランプランプランプランのののの進捗状況調査進捗状況調査進捗状況調査進捗状況調査をををを平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年６６６６月月月月にににに

調査調査調査調査をををを実施実施実施実施しししし、、、、報告書報告書報告書報告書をををを作成作成作成作成しておりますしておりますしておりますしております。。。。今回今回今回今回のごのごのごのご意見意見意見意見をもとにをもとにをもとにをもとに、、、、所管課所管課所管課所管課とともにとともにとともにとともに方向性方向性方向性方向性をををを再検再検再検再検

討討討討しししし、、、、今年度今年度今年度今年度のののの施策推進施策推進施策推進施策推進をををを図図図図ってってってって行行行行きたいときたいときたいときたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。またまたまたまた、、、、このこのこのこの報告書報告書報告書報告書のののの公表公表公表公表につきましにつきましにつきましにつきまし

てはてはてはては、、、、ここではここではここではここでは、、、、１１１１１１１１月頃月頃月頃月頃となっておりますがとなっておりますがとなっておりますがとなっておりますが、、、、そのそのそのその状況状況状況状況にににに応応応応じましてじましてじましてじまして、、、、年度末年度末年度末年度末までにまでにまでにまでに市市市市ののののホームホームホームホーム

ページページページページににににおいおいおいおいてててて公表公表公表公表するするするする予定予定予定予定ですですですです。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、広報広報広報広報かわにしかわにしかわにしかわにし１１１１１１１１月号月号月号月号でででで「「「「男女共同参画特集男女共同参画特集男女共同参画特集男女共同参画特集」」」」をををを

発行発行発行発行しますしますしますします。。。。今年度今年度今年度今年度はははは、、、、指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度がががが導入導入導入導入されたされたされたされた川西市市民活動川西市市民活動川西市市民活動川西市市民活動センターセンターセンターセンター・・・・男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画センセンセンセン

ターターターターのののの紹介紹介紹介紹介、、、、DVDVDVDV、、、、ワークワークワークワーク・・・・ライライライライフフフフ・・・・バランスバランスバランスバランスなどをなどをなどをなどを予定予定予定予定しておりますしておりますしておりますしております。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画

社会社会社会社会のののの実現実現実現実現をめざすをめざすをめざすをめざす活動助成金事業活動助成金事業活動助成金事業活動助成金事業についてでございますについてでございますについてでございますについてでございます。。。。このこのこのこの事業事業事業事業につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、性別性別性別性別にかかにかかにかかにかか

わりなくわりなくわりなくわりなく、、、、個性個性個性個性とととと能力能力能力能力をををを発揮発揮発揮発揮しできるしできるしできるしできる男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会のののの実現実現実現実現にににに向向向向けけけけ活動活動活動活動しているしているしているしている市民市民市民市民グループグループグループグループ、、、、

団体団体団体団体がががが行行行行うううう調査研究調査研究調査研究調査研究、、、、啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動などのなどのなどのなどの事業事業事業事業をををを支援支援支援支援するものでするものでするものでするもので、、、、５５５５万円万円万円万円をををを上限上限上限上限にににに２２２２団体以内団体以内団体以内団体以内にににに助成助成助成助成しししし

ましたましたましたました。。。。パレットパレットパレットパレットかわにしかわにしかわにしかわにし８８８８周年周年周年周年フェスタフェスタフェスタフェスタ（（（（６６６６月月月月１８１８１８１８日日日日））））においてにおいてにおいてにおいて、、、、選考選考選考選考プレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションをををを実実実実

施施施施しましたしましたしましたしました。。。。応募団体応募団体応募団体応募団体はははは２２２２団体団体団体団体ありありありあり、、、、本審議会会長本審議会会長本審議会会長本審議会会長のののの髙髙髙髙島進子先生島進子先生島進子先生島進子先生をををを選考委員長選考委員長選考委員長選考委員長にににに選考委員会選考委員会選考委員会選考委員会をををを設設設設

置置置置しししし、、、、助成対助成対助成対助成対象団体象団体象団体象団体をををを決定決定決定決定いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。選考委員会選考委員会選考委員会選考委員会ではではではでは、、、、助成決定助成決定助成決定助成決定にににに当当当当たりたりたりたり、、、、助成団体助成団体助成団体助成団体のののの事業内事業内事業内事業内

容容容容からからからから、、、、事業実施期間事業実施期間事業実施期間事業実施期間においてにおいてにおいてにおいて２２２２回程度回程度回程度回程度、、、、市及市及市及市及びびびびセンターセンターセンターセンターにおいてにおいてにおいてにおいて指導指導指導指導をするというをするというをするというをするという条件付条件付条件付条件付きできできできで、、、、

助成決定助成決定助成決定助成決定いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。決定団体決定団体決定団体決定団体はははは、、、、ごごごご覧覧覧覧のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、DVDVDVDV 防止期間防止期間防止期間防止期間（（（（女性女性女性女性にににに対対対対するするするする

暴力暴力暴力暴力のののの防止期間防止期間防止期間防止期間））））におけるにおけるにおけるにおける被害者支援特別相談被害者支援特別相談被害者支援特別相談被害者支援特別相談のののの開催開催開催開催につきましてですがにつきましてですがにつきましてですがにつきましてですが、、、、今年度今年度今年度今年度からからからから、、、、男女共同男女共同男女共同男女共同

参画参画参画参画センターセンターセンターセンター事業事業事業事業からからからから、、、、男女共同参画推進事業男女共同参画推進事業男女共同参画推進事業男女共同参画推進事業にににに移管移管移管移管されましたされましたされましたされました。。。。今年度今年度今年度今年度はははは、、、、従来従来従来従来ののののカウンセリンカウンセリンカウンセリンカウンセリン

ググググだけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、被害者支援被害者支援被害者支援被害者支援にににに向向向向けたけたけたけた法律相談法律相談法律相談法律相談、、、、家事相談家事相談家事相談家事相談などさまざまななどさまざまななどさまざまななどさまざまな相談相談相談相談のののの実施実施実施実施をををを検討検討検討検討ししししておりておりておりており
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ますますますます。。。。    

最後最後最後最後になりましたがになりましたがになりましたがになりましたが、、、、市民力育成委託事業市民力育成委託事業市民力育成委託事業市民力育成委託事業ではではではでは、、、、講演会講演会講演会講演会ややややパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションなどのなどのなどのなどの事業事業事業事業のののの

企画企画企画企画やややや運営運営運営運営をををを行行行行っていただけるっていただけるっていただけるっていただける市民市民市民市民やややや団体団体団体団体をををを公募公募公募公募しししし、、、、市民力市民力市民力市民力のののの育成育成育成育成をををを図図図図ることでることでることでることで、、、、市民市民市民市民ののののエンパワエンパワエンパワエンパワ

ーメントーメントーメントーメントのののの一端一端一端一端をををを担担担担うことをうことをうことをうことを目的目的目的目的にににに実施実施実施実施しますしますしますします。。。。予定予定予定予定といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、１０１０１０１０月号月号月号月号のののの広報広報広報広報でででで企画企画企画企画・・・・

運営運営運営運営していただけるしていただけるしていただけるしていただける市民等市民等市民等市民等をををを公募公募公募公募しししし、、、、年度末年度末年度末年度末にににに事業事業事業事業をををを実施実施実施実施するするするする予定予定予定予定ですですですです。。。。以上以上以上以上でででで、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度のののの

男女共同参画推進事業男女共同参画推進事業男女共同参画推進事業男女共同参画推進事業についてについてについてについて説明説明説明説明をををを終終終終わらせていただきますわらせていただきますわらせていただきますわらせていただきます。。。。    

    

【【【【会会会会    長長長長】】】】ただいまのごただいまのごただいまのごただいまのご説明説明説明説明につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、ごごごご質問等質問等質問等質問等ございましたらどなたからでもございましたらどなたからでもございましたらどなたからでもございましたらどなたからでも。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】今今今今、、、、ごごごご説明説明説明説明のののの中中中中でででで、、、、おおおお教教教教えいただきたいのですがえいただきたいのですがえいただきたいのですがえいただきたいのですが、、、、DVDVDVDV 防止期間防止期間防止期間防止期間（（（（女性女性女性女性にににに対対対対するするするする暴力暴力暴力暴力のののの防防防防

止期間止期間止期間止期間））））におけるにおけるにおけるにおける被害者支援特別相談被害者支援特別相談被害者支援特別相談被害者支援特別相談のののの開催開催開催開催のところでのところでのところでのところで、、、、法律相談法律相談法律相談法律相談はわかるのですけれどもはわかるのですけれどもはわかるのですけれどもはわかるのですけれども、、、、家事家事家事家事

相談相談相談相談とはどのようなとはどのようなとはどのようなとはどのような相談相談相談相談ですかですかですかですか。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】いまいまいまいま、、、、実際実施実際実施実際実施実際実施しておりますしておりますしておりますしております「「「「家事相談家事相談家事相談家事相談」」」」といいますのはといいますのはといいますのはといいますのは、、、、家庭裁判所家庭裁判所家庭裁判所家庭裁判所のののの調停調停調停調停委員委員委員委員をさをさをさをさ

れていたれていたれていたれていた方方方方にににに相談員相談員相談員相談員としておとしておとしておとしてお越越越越しいただいておりますしいただいておりますしいただいておりますしいただいております。。。。実際実際実際実際、、、、DVDVDVDV 等等等等のののの被害被害被害被害にににに合合合合われてわれてわれてわれて、、、、夫夫夫夫さんとさんとさんとさんと離離離離

婚婚婚婚をををを考考考考えられているえられているえられているえられている場合場合場合場合、、、、どういうどういうどういうどういう手続手続手続手続きをとったらいいのかきをとったらいいのかきをとったらいいのかきをとったらいいのか、、、、離婚離婚離婚離婚にににに向向向向けてどのようにやっていけてどのようにやっていけてどのようにやっていけてどのようにやってい

けばよいのかということをけばよいのかということをけばよいのかということをけばよいのかということを整理整理整理整理していただしていただしていただしていただくくくく相談相談相談相談ですですですです。。。。法律相談法律相談法律相談法律相談にににに至至至至るまでのるまでのるまでのるまでの経緯経緯経緯経緯のののの相談相談相談相談ですですですです。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】細細細細かいことをかいことをかいことをかいことを申申申申しあげてもとしあげてもとしあげてもとしあげてもと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、審議会等審議会等審議会等審議会等へのへのへのへの女性女性女性女性のののの参画促進参画促進参画促進参画促進についてについてについてについてというというというという

依頼文書依頼文書依頼文書依頼文書をををを出出出出しておられますよねしておられますよねしておられますよねしておられますよね。。。。このこのこのこの中身中身中身中身でででで、、、、国国国国のののの方方方方のののの内容内容内容内容をををを引用引用引用引用されているのですがされているのですがされているのですがされているのですが、、、、ここでここでここでここで

はははは、「、「、「、「指導的地位指導的地位指導的地位指導的地位にににに立立立立つつつつ女性女性女性女性のののの割合割合割合割合をををを少少少少なくともなくともなくともなくとも２０２０２０２０２０２０２０２０年年年年までにまでにまでにまでに３０３０３０３０％％％％程度程度程度程度」」」」というというというという文言文言文言文言ですねですねですねですね。。。。

これはこれはこれはこれは、、、、確確確確かにそうだろうとかにそうだろうとかにそうだろうとかにそうだろうと思思思思うのですけれどもうのですけれどもうのですけれどもうのですけれども、、、、審議会審議会審議会審議会ということでということでということでということで行行行行けばけばけばけば、、、、もっともっともっともっと前前前前からからからから％％％％をををを

出出出出してしてしてして３０３０３０３０％％％％というというというという目標目標目標目標をををを出出出出してきたしてきたしてきたしてきた経緯経緯経緯経緯がありますよねがありますよねがありますよねがありますよね。。。。これだけをこれだけをこれだけをこれだけを読読読読みますとみますとみますとみますと、、、、国国国国のののの方方方方もまだもまだもまだもまだ

２０２０２０２０２０２０２０２０年年年年まではいまではいまではいまではいいのだというようにいのだというようにいのだというようにいのだというように読読読読みみみみ取取取取られてしまわないかなとられてしまわないかなとられてしまわないかなとられてしまわないかなと気気気気になったものでになったものでになったものでになったもので。。。。他市他市他市他市にににに

おきましてもおきましてもおきましてもおきましても、、、、だいたいだいたいだいたいだいたい３０３０３０３０％％％％というというというという目標目標目標目標をもっとをもっとをもっとをもっと前前前前にににに立立立立ててそしてててそしてててそしてててそして達成達成達成達成しているというしているというしているというしているという市市市市もたくもたくもたくもたく

さんあるさんあるさんあるさんある中中中中でででで、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のところをのところをのところをのところを、、、、これはこれはこれはこれは文章文章文章文章でなくてもでなくてもでなくてもでなくても結構結構結構結構ですからですからですからですから、、、、説明説明説明説明のときにでものときにでものときにでものときにでも、、、、きちきちきちきち

んとおっしゃっていただいたんとおっしゃっていただいたんとおっしゃっていただいたんとおっしゃっていただいた方方方方がいいのではないかなとがいいのではないかなとがいいのではないかなとがいいのではないかなと思思思思いましたのでいましたのでいましたのでいましたので。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

【【【【会会会会    長長長長】】】】いろいろないろいろないろいろないろいろな団体団体団体団体などからなどからなどからなどから、、、、このこのこのこの審議会審議会審議会審議会のののの委員委員委員委員にににに入入入入っておられるわけですけれどもっておられるわけですけれどもっておられるわけですけれどもっておられるわけですけれども、、、、それそれそれそれ

ぞれのぞれのぞれのぞれの属属属属していらっしゃるしていらっしゃるしていらっしゃるしていらっしゃる団体団体団体団体のののの中中中中でもでもでもでも、、、、やはりやはりやはりやはり男性男性男性男性のののの方方方方がががが多多多多いですよねいですよねいですよねいですよね。。。。そういったところでそういったところでそういったところでそういったところで、、、、

具体的具体的具体的具体的になぜこういうになぜこういうになぜこういうになぜこういう審議会審議会審議会審議会でででで、、、、女性女性女性女性がががが着実着実着実着実にににに増増増増えないのかえないのかえないのかえないのかというというというという問題問題問題問題についてについてについてについて、、、、こういうこういうこういうこういう点点点点がががが考考考考

えられるということはございますかえられるということはございますかえられるということはございますかえられるということはございますか。。。。やはりやはりやはりやはり、、、、問題問題問題問題がががが、、、、先先先先ほどほどほどほど、、、、委員委員委員委員からからからから出出出出されたされたされたされた、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会とととと

いうのはいうのはいうのはいうのは、、、、管轄管轄管轄管轄がががが違違違違うけれどもうけれどもうけれどもうけれども、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか、、、、管理職管理職管理職管理職、、、、女性女性女性女性のののの校長先生校長先生校長先生校長先生やややや教頭先生教頭先生教頭先生教頭先生はははは本当本当本当本当にににに少少少少ないでないでないでないで

すよねすよねすよねすよね。。。。高等学校高等学校高等学校高等学校にににに至至至至ってはってはってはっては、、、、００００％％％％がががが多多多多いいいい。。。。先生方先生方先生方先生方のののの数数数数はははは、、、、特特特特にににに小学校小学校小学校小学校、、、、中学校中学校中学校中学校ではではではでは、、、、男性男性男性男性よりよりよりより女女女女

性性性性のののの方方方方がががが同同同同じかじかじかじか同同同同じじじじ以上以上以上以上よりよりよりより多多多多いにもいにもいにもいにも関関関関わらずわらずわらずわらず、、、、女性女性女性女性ははははリーダーリーダーリーダーリーダーのところにのところにのところにのところに立立立立てないてないてないてない。。。。責任責任責任責任あるあるあるある地地地地

位位位位になかなかになかなかになかなかになかなか立立立立てないてないてないてない。。。。女性女性女性女性はははは、、、、責任責任責任責任あるあるあるある地位地位地位地位になかなかになかなかになかなかになかなか出出出出てててて行行行行けないけないけないけない。。。。政策政策政策政策決定決定決定決定のののの場場場場にににに出出出出てててて行行行行けけけけ

ないないないない。。。。たいていはたいていはたいていはたいていは、、、、下働下働下働下働きのきのきのきのレベルレベルレベルレベルでででで、、、、横横横横ばいばいばいばい状態状態状態状態でででで増増増増えていっているのだけれどもえていっているのだけれどもえていっているのだけれどもえていっているのだけれどもというというというというのがのがのがのが現現現現

実実実実ですですですです。。。。そういうところとそういうところとそういうところとそういうところと、、、、根根根根っこはどこかでつながるのかなとっこはどこかでつながるのかなとっこはどこかでつながるのかなとっこはどこかでつながるのかなと思思思思ってってってって考考考考えていますけれどもえていますけれどもえていますけれどもえていますけれども。。。。しししし

かしかしかしかし、、、、市市市市はいずれにしてもはいずれにしてもはいずれにしてもはいずれにしても男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの推進推進推進推進ののののモデルモデルモデルモデルにならないとならないようなにならないとならないようなにならないとならないようなにならないとならないような場所場所場所場所であるのであるのであるのであるの

でででで、、、、積極的積極的積極的積極的にもうにもうにもうにもう少少少少しししし、、、、女性女性女性女性をそれこそをそれこそをそれこそをそれこそ優先的優先的優先的優先的にににに優遇優遇優遇優遇するするするする措置措置措置措置をとってやるぐらいのやりをとってやるぐらいのやりをとってやるぐらいのやりをとってやるぐらいのやり方方方方をしなをしなをしなをしな

いといといといと、、、、無理無理無理無理なのかなというところにきているのかなとなのかなというところにきているのかなとなのかなというところにきているのかなとなのかなというところにきているのかなと気気気気もしますがもしますがもしますがもしますが。。。。市議会議員市議会議員市議会議員市議会議員というのはというのはというのはというのは、、、、何何何何パパパパ
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ーセントーセントーセントーセントぐらいぐらいぐらいぐらい女性女性女性女性ですかですかですかですか？？？？川西市川西市川西市川西市はははは。。。。少少少少ないですよねないですよねないですよねないですよね。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】３０３０３０３０人中人中人中人中、、、、６６６６人人人人がががが女性女性女性女性ですからですからですからですから、、、、２０２０２０２０％％％％ですですですです。。。。    

    

【【【【会会会会    長長長長】】】】２０２０２０２０％％％％ですかですかですかですか。。。。２０２０２０２０％％％％でしたらでしたらでしたらでしたら、、、、全国的全国的全国的全国的にににに比比比比べてもべてもべてもべても、、、、そんなにそんなにそんなにそんなに低低低低くはないのですがねくはないのですがねくはないのですがねくはないのですがね。。。。

もっともっともっともっと低低低低いところもありますよねいところもありますよねいところもありますよねいところもありますよね。。。。いいいいずずずずれにしてもれにしてもれにしてもれにしても、、、、女性女性女性女性がががが政策決定政策決定政策決定政策決定のののの場場場場にににに出出出出らららられるようにというれるようにというれるようにというれるようにという

ことですよねことですよねことですよねことですよね。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】当選率当選率当選率当選率がががが高高高高いということですかねいということですかねいということですかねいということですかね。。。。立候補立候補立候補立候補はもともとはもともとはもともとはもともと少少少少ないのではないのですないのではないのですないのではないのですないのではないのですかかかかねねねね。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】そうですねそうですねそうですねそうですね。。。。立候補立候補立候補立候補のののの候補者数候補者数候補者数候補者数というのはというのはというのはというのは少少少少ないですよねないですよねないですよねないですよね。。。。    

    

【【【【会会会会    長長長長】】】】母体母体母体母体がががが少少少少ないということですかねないということですかねないということですかねないということですかね。。。。女性女性女性女性はははは、、、、組織力組織力組織力組織力とととと資金資金資金資金がないですよねがないですよねがないですよねがないですよね。。。。連帯連帯連帯連帯はははは、、、、よよよよ

くつくれるけれどもくつくれるけれどもくつくれるけれどもくつくれるけれども、、、、やはりやはりやはりやはり、、、、組織的組織的組織的組織的にににに動動動動いているいているいているいている中中中中でででで、、、、選挙選挙選挙選挙にはおにはおにはおにはお金金金金がかかるというがかかるというがかかるというがかかるという問題問題問題問題があるがあるがあるがある

でしょうしでしょうしでしょうしでしょうし。。。。審議会審議会審議会審議会はそういうのとはまたちょっとはそういうのとはまたちょっとはそういうのとはまたちょっとはそういうのとはまたちょっと違違違違いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども。。。。そのそのそのその辺辺辺辺もうもうもうもう少少少少しししし力力力力をををを入入入入れてれてれてれて

いただきたいですねいただきたいですねいただきたいですねいただきたいですね。。。。これはこれはこれはこれは、、、、ずずずずっっっっとととと前会長前会長前会長前会長、、、、そのそのそのその前前前前のののの会長会長会長会長からのからのからのからの課題課題課題課題ですからですからですからですから。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】おっしゃるとおりでございますおっしゃるとおりでございますおっしゃるとおりでございますおっしゃるとおりでございます。。。。私私私私、、、、このこのこのこの役職役職役職役職につきましてにつきましてにつきましてにつきまして、、、、４４４４年目年目年目年目になるのですけれになるのですけれになるのですけれになるのですけれ

どもどもどもども、、、、1111 年目年目年目年目からからからから審議会審議会審議会審議会のののの委員委員委員委員のののの皆様方皆様方皆様方皆様方からごからごからごからご指摘指摘指摘指摘いただいているいただいているいただいているいただいている件件件件でございますでございますでございますでございます。。。。でででで、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ、、、、

事務局事務局事務局事務局のののの方方方方もももも各所管各所管各所管各所管にににに、、、、依頼文章等通知依頼文章等通知依頼文章等通知依頼文章等通知をををを行行行行いいいい、、、、努力努力努力努力はさせていただいているところではさせていただいているところではさせていただいているところではさせていただいているところではございまはございまはございまはございま

すがすがすがすが、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか数字的数字的数字的数字的にににに実績実績実績実績がががが上上上上がらないがらないがらないがらない。。。。というのがというのがというのがというのが現実現実現実現実でございますでございますでございますでございます。。。。私私私私がががが思思思思いますのはいますのはいますのはいますのは、、、、先先先先

ほどほどほどほど公募公募公募公募のののの話話話話しもしもしもしも出出出出ましたましたましたました。。。。抜本的抜本的抜本的抜本的にににに公募委員公募委員公募委員公募委員はははは女性女性女性女性にににに限限限限るとかるとかるとかるとか、、、、思思思思いいいい切切切切ったったったった政策政策政策政策をををを取取取取らないらないらないらない限限限限りりりり、、、、

今今今今までのようなやりまでのようなやりまでのようなやりまでのようなやり方方方方ではではではでは、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか数字的数字的数字的数字的にはにはにはには上上上上がらないのかなとがらないのかなとがらないのかなとがらないのかなと。。。。それとかそれとかそれとかそれとか、、、、こちらからこちらからこちらからこちらから、、、、無無無無

作為作為作為作為にににに選選選選んでんでんでんで、、、、こちらからこちらからこちらからこちらから指名指名指名指名するというするというするというするという委員委員委員委員のののの選出方法選出方法選出方法選出方法もあるともあるともあるともあると思思思思うのですねうのですねうのですねうのですね。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに、、、、女女女女

性性性性をををを選選選選んでんでんでんで行行行行ってはどうかともってはどうかともってはどうかともってはどうかとも思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】アイディアアイディアアイディアアイディアはいっぱいおはいっぱいおはいっぱいおはいっぱいお持持持持ちですねちですねちですねちですね。。。。後後後後はははは、、、、実践実践実践実践ですねですねですねですね。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか数字的数字的数字的数字的にはにはにはには努力努力努力努力はしているのですがはしているのですがはしているのですがはしているのですが、、、、思思思思うようにはうようにはうようにはうようには。。。。    

    

【【【【会会会会    長長長長】】】】女性女性女性女性のののの参画参画参画参画のののの問題問題問題問題はははは重点施策重点施策重点施策重点施策のののの中中中中でもでもでもでも、、、、最重要課題最重要課題最重要課題最重要課題としてとしてとしてとして、、、、考考考考えていくということでえていくということでえていくということでえていくということで。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】一言一言一言一言。。。。先先先先ほどほどほどほど、、、、おっしゃったおっしゃったおっしゃったおっしゃった件件件件でででで、、、、大学教員大学教員大学教員大学教員のののの募集募集募集募集をををを公募公募公募公募するするするする場合場合場合場合にににに、、、、大学大学大学大学によってはによってはによってはによっては、、、、

業績業績業績業績がががが同同同同じじじじ場合場合場合場合であればであればであればであれば、、、、女性女性女性女性をををを積極的積極的積極的積極的にににに採用採用採用採用しますというしますというしますというしますという文言文言文言文言をををを一言入一言入一言入一言入れておられるところもれておられるところもれておられるところもれておられるところも結結結結

構構構構ございますございますございますございます。。。。特特特特にににに国公立大学国公立大学国公立大学国公立大学などはなどはなどはなどは、、、、積極的積極的積極的積極的にそういうことをにそういうことをにそういうことをにそういうことを記入記入記入記入しておられるのですしておられるのですしておられるのですしておられるのです。。。。ですかですかですかですか

らららら、、、、審議会委員審議会委員審議会委員審議会委員のののの公募公募公募公募のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、業績業績業績業績にあたるものはにあたるものはにあたるものはにあたるものは何何何何かよくわかりませんがかよくわかりませんがかよくわかりませんがかよくわかりませんが、、、、何何何何かそういうこかそういうこかそういうこかそういうこ

とがとがとがとが可能可能可能可能であれであれであれであればばばば、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを入入入入れておくということもれておくということもれておくということもれておくということも１１１１つのつのつのつの手手手手かなとかなとかなとかなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】私私私私もももも、、、、２２２２年目年目年目年目になるのですけれどもになるのですけれどもになるのですけれどもになるのですけれども、、、、私私私私もこのもこのもこのもこの審議会審議会審議会審議会にににに参加参加参加参加させていただいたのはさせていただいたのはさせていただいたのはさせていただいたのは、、、、男男男男

女共同参画女共同参画女共同参画女共同参画というというというということばことばことばことば自体自体自体自体もほとんどもほとんどもほとんどもほとんど知知知知らないらないらないらない状況状況状況状況でででで、、、、ただただただただ、、、、地元地元地元地元のののの自治会自治会自治会自治会のののの役員役員役員役員とかをさせてとかをさせてとかをさせてとかをさせて

いただいていただいていただいていただいて、、、、常識常識常識常識はあるかなとはあるかなとはあるかなとはあるかなと。。。。１０１０１０１０人専門人専門人専門人専門のののの方方方方があられたらがあられたらがあられたらがあられたら、、、、１１１１人人人人２２２２人人人人はははは、、、、２２２２割割割割ぐらいはぐらいはぐらいはぐらいは、、、、全全全全くくくく



 １１ 

素人素人素人素人のののの方方方方がががが入入入入ってってってって、、、、忌憚忌憚忌憚忌憚のないごのないごのないごのないご意見意見意見意見ををををいただくいただくいただくいただくのもいいのではないかなとのもいいのではないかなとのもいいのではないかなとのもいいのではないかなと。。。。裁判所裁判所裁判所裁判所のののの裁判員制度裁判員制度裁判員制度裁判員制度

がががが始始始始まってまってまってまって。。。。そこにそこにそこにそこに選選選選ばれたばれたばれたばれた人人人人はははは素人素人素人素人ですですですです。。。。そのそのそのその素人素人素人素人のののの常識常識常識常識がががが今今今今までまでまでまで通用通用通用通用しないしないしないしない。。。。それならばそれならばそれならばそれならば、、、、だだだだ

れでれでれでれでもできるとはもできるとはもできるとはもできるとは、、、、いっているのですけれどもいっているのですけれどもいっているのですけれどもいっているのですけれども。。。。先先先先ほどからほどからほどからほどから話話話話しはしはしはしは出出出出ておりますけれどもておりますけれどもておりますけれどもておりますけれども、、、、素人素人素人素人のののの

方方方方でもかまいませんとでもかまいませんとでもかまいませんとでもかまいませんとアピールアピールアピールアピールされればいいのではないでしょうかされればいいのではないでしょうかされればいいのではないでしょうかされればいいのではないでしょうか。。。。素人素人素人素人ということばはということばはということばはということばは良良良良くないくないくないくない

かもしれませんけれどもかもしれませんけれどもかもしれませんけれどもかもしれませんけれども。。。。常識常識常識常識のあるのあるのあるのある人人人人であればであればであればであればできできできできますよねますよねますよねますよね。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】今今今今、、、、いただいたごいただいたごいただいたごいただいたご意見意見意見意見にもありましたがにもありましたがにもありましたがにもありましたが、、、、本審議会本審議会本審議会本審議会にはにはにはには選出区分選出区分選出区分選出区分としてとしてとしてとして市民公募市民公募市民公募市民公募がありがありがありがあり、、、、

２２２２名名名名のののの委員委員委員委員のののの方方方方をををを公募公募公募公募でででで選選選選ばせていただいておりますばせていただいておりますばせていただいておりますばせていただいております。。。。結果的結果的結果的結果的にはにはにはには、、、、男女男女男女男女１１１１名名名名ずつということになずつということになずつということになずつということにな

っておりっておりっておりっており、、、、率的率的率的率的にはにはにはには５０５０５０５０％％％％となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。そのそのそのその他他他他にににに、、、、学識経験学識経験学識経験学識経験のののの先生方先生方先生方先生方、、、、市議会議員市議会議員市議会議員市議会議員、、、、各種団各種団各種団各種団

体体体体からのごからのごからのごからのご推推推推薦薦薦薦ということでということでということでということで構成構成構成構成さささされておりますれておりますれておりますれております。。。。このこのこのこの審議会審議会審議会審議会はははは、、、、まさにまさにまさにまさに男女共同参画審議会男女共同参画審議会男女共同参画審議会男女共同参画審議会ですですですです

からからからから、、、、女性委員登用率女性委員登用率女性委員登用率女性委員登用率からいったらからいったらからいったらからいったら№№№№１１１１ですですですです。。。。他他他他のののの審議会審議会審議会審議会ではではではでは、、、、これだけのこれだけのこれだけのこれだけの女性委員女性委員女性委員女性委員をををを入入入入れることれることれることれること

はできておりませんはできておりませんはできておりませんはできておりません。。。。そういうことですそういうことですそういうことですそういうことです。。。。このこのこのこの審議会審議会審議会審議会はははは、、、、よいのですけれどもよいのですけれどもよいのですけれどもよいのですけれども、、、、他他他他のののの審議会審議会審議会審議会はどうはどうはどうはどう

してもしてもしてもしても、、、、低低低低いのでいのでいのでいので、、、、全体全体全体全体にににに３０３０３０３０％％％％をををを割割割割っているということでっているということでっているということでっているということで。。。。今今今今のののの委員委員委員委員がががが言言言言われたようにわれたようにわれたようにわれたように、、、、専門的専門的専門的専門的

なななな知識知識知識知識があろうがなかろうががあろうがなかろうががあろうがなかろうががあろうがなかろうが、、、、そういうそういうそういうそういう場場場場にににに参画参画参画参画するするするする機会機会機会機会をををを与与与与えるえるえるえる、、、、機会均等機会均等機会均等機会均等をということでをということでをということでをということで、、、、どどどど

しどししどししどししどし積極的積極的積極的積極的にににに登用登用登用登用していかないとこのしていかないとこのしていかないとこのしていかないとこの現状現状現状現状はははは打破打破打破打破できないとできないとできないとできないと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

【【【【会会会会    長長長長】】】】ありありありありがとうございますがとうございますがとうございますがとうございます。。。。ではではではでは、、、、３３３３番目男女共同参画番目男女共同参画番目男女共同参画番目男女共同参画センターセンターセンターセンター事業事業事業事業についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明いただいただいただいただ

きたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。具体的具体的具体的具体的にににに、、、、男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画センターセンターセンターセンターがどういうがどういうがどういうがどういう事業事業事業事業をしていらっしゃってをしていらっしゃってをしていらっしゃってをしていらっしゃって、、、、そのそのそのその

事業事業事業事業についてごについてごについてごについてご説明説明説明説明いただいていただいていただいていただいて、、、、そのそのそのその後後後後、、、、またまたまたまた全体全体全体全体についてについてについてについて皆様方皆様方皆様方皆様方のごのごのごのご意見意見意見意見をおをおをおをお聞聞聞聞きしたいときしたいときしたいときしたいと思思思思いいいい

ますますますます。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、本日本日本日本日はははは指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの方方方方からごからごからごからご報告報告報告報告をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。平成平成平成平成２２２２２２２２年度川西市男女年度川西市男女年度川西市男女年度川西市男女

共同参画共同参画共同参画共同参画センターセンターセンターセンターにおけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画プランプランプランプラン後期実施計画後期実施計画後期実施計画後期実施計画のののの推進推進推進推進についてについてについてについて、、、、よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしまいしまいしまいしま

すすすす。。。。    

    

【【【【オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー】】】】かつてかつてかつてかつて、、、、私自身私自身私自身私自身、、、、このこのこのこの男女共同参画審議会男女共同参画審議会男女共同参画審議会男女共同参画審議会にににに公募委員公募委員公募委員公募委員としてとしてとしてとして出席出席出席出席させさせさせさせていただいていただいていただいていただい

たたたた経験経験経験経験がございますががございますががございますががございますが、、、、今日今日今日今日はははは、、、、全全全全くくくく違違違違うううう立場立場立場立場でででで、、、、いささかいささかいささかいささか戸惑戸惑戸惑戸惑いもございますがごいもございますがごいもございますがごいもございますがご容赦容赦容赦容赦くださいくださいくださいください

ませませませませ。。。。    

    まずまずまずまず、、、、資料資料資料資料１３１３１３１３をををを使使使使いましてごいましてごいましてごいましてご説明申説明申説明申説明申しあげますしあげますしあげますしあげます。。。。平成平成平成平成２２２２２２２２年度男女共同参画年度男女共同参画年度男女共同参画年度男女共同参画センターセンターセンターセンター事業実施事業実施事業実施事業実施

状況状況状況状況といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、学習啓発事業学習啓発事業学習啓発事業学習啓発事業とととと相談事業相談事業相談事業相談事業とととと２２２２つにつにつにつに分分分分けてけてけてけて、、、、書書書書かせていただいておりますかせていただいておりますかせていただいておりますかせていただいております。。。。私私私私

どもはどもはどもはどもは、、、、指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者としてとしてとしてとして、、、、指定指定指定指定いただくにあたりましていただくにあたりましていただくにあたりましていただくにあたりまして、、、、厳正厳正厳正厳正なななな審査審査審査審査をををを経経経経ましてましてましてまして、、、、こういうこういうこういうこういう場場場場にににに

出席出席出席出席させていただいておりますがさせていただいておりますがさせていただいておりますがさせていただいておりますが、、、、川西市川西市川西市川西市におきましてにおきましてにおきましてにおきまして、、、、８８８８年間川西市市民活動年間川西市市民活動年間川西市市民活動年間川西市市民活動センターセンターセンターセンター・・・・男女共男女共男女共男女共

同参画同参画同参画同参画センターセンターセンターセンターはははは公設公営公設公営公設公営公設公営でででで運営運営運営運営されてきましたのでされてきましたのでされてきましたのでされてきましたので、、、、できできできできるだけるだけるだけるだけ、、、、われわれわれわれわれわれわれわれ民間団体民間団体民間団体民間団体にににに移移移移りましりましりましりまし

てもてもてもても、、、、不安不安不安不安のないのないのないのないセンターセンターセンターセンター運営運営運営運営ということでということでということでということで、、、、まずはまずはまずはまずは、、、、いままでのいろいろないままでのいろいろないままでのいろいろないままでのいろいろな事業事業事業事業をををを踏襲踏襲踏襲踏襲させていさせていさせていさせてい

ただきながらただきながらただきながらただきながら、、、、少少少少しずつしずつしずつしずつ私私私私たちらしさがたちらしさがたちらしさがたちらしさが出出出出していけるところがあればというところでしていけるところがあればというところでしていけるところがあればというところでしていけるところがあればというところで、、、、資料資料資料資料にににに書書書書かかかか

せていただいているのもせていただいているのもせていただいているのもせていただいているのも、、、、ほぼほぼほぼほぼ前年度前年度前年度前年度のののの事業事業事業事業にににに沿沿沿沿ってつくらせていただいておりますってつくらせていただいておりますってつくらせていただいておりますってつくらせていただいております。。。。まずまずまずまず、、、、学習学習学習学習

啓発事業啓発事業啓発事業啓発事業のののの（（（（１１１１））））講座講演会講座講演会講座講演会講座講演会といたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、６６６６月月月月１９１９１９１９日日日日ににににパレットパレットパレットパレットかわにしかわにしかわにしかわにし８８８８周年周年周年周年フェスタフェスタフェスタフェスタ、、、、

これはこれはこれはこれは、、、、１８１８１８１８日日日日、、、、１９１９１９１９日日日日、、、、２０２０２０２０日日日日とととと３３３３日間行日間行日間行日間行われたのですけれどもわれたのですけれどもわれたのですけれどもわれたのですけれども、、、、われわれのわれわれのわれわれのわれわれのセンターセンターセンターセンター事業事業事業事業としとしとしとし

てててて、「、「、「、「トークセッショントークセッショントークセッショントークセッション２０１０２０１０２０１０２０１０」」」」座談会座談会座談会座談会をををを実施実施実施実施させていただきましたさせていただきましたさせていただきましたさせていただきました。。。。男女共同参画社会基本法男女共同参画社会基本法男女共同参画社会基本法男女共同参画社会基本法

もももも制定制定制定制定されてからされてからされてからされてから１０１０１０１０年年年年をををを過過過過ぎてぎてぎてぎて、、、、第第第第２２２２ステージステージステージステージ、、、、アクションアクションアクションアクションのののの時代時代時代時代にににに入入入入っているということですっているということですっているということですっているということです

のでのでのでので、、、、具体的具体的具体的具体的にににに何何何何ができるのかができるのかができるのかができるのか。。。。つながりつながりつながりつながりネットワークネットワークネットワークネットワークでできることでできることでできることでできること。。。。みんなでつくるみんなでつくるみんなでつくるみんなでつくる。。。。私私私私どものどものどものどもの

センターセンターセンターセンター地域地域地域地域のみんなさんののみんなさんののみんなさんののみんなさんの力力力力をををを借借借借りりりりながらやってながらやってながらやってながらやって行行行行きたいということできたいということできたいということできたいということで。。。。参加参加参加参加されたされたされたされた方方方方もみんなもみんなもみんなもみんな

一緒一緒一緒一緒にににに考考考考えようということでこのようなえようということでこのようなえようということでこのようなえようということでこのような場場場場をををを設定設定設定設定いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。おおおお越越越越しいたしいたしいたしいただいたのはだいたのはだいたのはだいたのは、、、、兵庫県男兵庫県男兵庫県男兵庫県男



 １２ 

女共同参画女共同参画女共同参画女共同参画センターセンターセンターセンター長長長長でありますでありますでありますであります横山佐和子横山佐和子横山佐和子横山佐和子さんさんさんさん。。。。私私私私どもどもどもどものののの NPONPONPONPO 法人法人法人法人でかかわりをでかかわりをでかかわりをでかかわりを深深深深くくくく持持持持たせてもたせてもたせてもたせても

らっているらっているらっているらっている読売新聞大読売新聞大読売新聞大読売新聞大阪本社社会部記者阪本社社会部記者阪本社社会部記者阪本社社会部記者のののの佐佐佐佐々々々々木木木木さかえさんさかえさんさかえさんさかえさん。。。。女性記者女性記者女性記者女性記者でででで若若若若いいいい方方方方ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども非常非常非常非常

にににに頑張頑張頑張頑張っていらっしゃるっていらっしゃるっていらっしゃるっていらっしゃる方方方方ですですですです。。。。あとあとあとあと、、、、本来本来本来本来はははは市民生活部長市民生活部長市民生活部長市民生活部長におにおにおにお越越越越しいただきたかったのですがしいただきたかったのですがしいただきたかったのですがしいただきたかったのですが、、、、

おおおお願願願願いにあがりましたらいにあがりましたらいにあがりましたらいにあがりましたら、、、、ちょうどちょうどちょうどちょうど同同同同じじじじ日日日日のののの同同同同じじじじ時間時間時間時間にごにごにごにご公務公務公務公務ということでということでということでということで、、、、企画財政部企画財政部企画財政部企画財政部長長長長におにおにおにお越越越越

しいただきましたしいただきましたしいただきましたしいただきました。。。。コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターといたしましてはといたしましてはといたしましてはといたしましては、、、、私私私私どものどものどものどものセンタースーパーバイザーセンタースーパーバイザーセンタースーパーバイザーセンタースーパーバイザーのののの小小小小

川真知子川真知子川真知子川真知子さんにおさんにおさんにおさんにお願願願願いしていしていしていして、、、、トークセッショントークセッショントークセッショントークセッション実施後実施後実施後実施後ののののアンケートアンケートアンケートアンケートのののの結果結果結果結果、、、、満足度満足度満足度満足度のののの高高高高いごいごいごいご回答回答回答回答をををを

いただいておりますいただいておりますいただいておりますいただいております。。。。参加者参加者参加者参加者はははは５０５０５０５０人程度人程度人程度人程度。。。。予定通予定通予定通予定通りのりのりのりの人数人数人数人数でしたでしたでしたでした。。。。７７７７月月月月１１１１日日日日、、、、６６６６日日日日、、、、８８８８日日日日とととと再就再就再就再就

職支職支職支職支援講座全援講座全援講座全援講座全３３３３回回回回をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。題題題題はははは、「、「、「、「らしさらしさらしさらしさ発見再就職発見再就職発見再就職発見再就職セミナーセミナーセミナーセミナー」」」」としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。前年度前年度前年度前年度よよよよ

りりりり引引引引きききき続続続続きききき、、、、農林農林農林農林・・・・労政課労政課労政課労政課とのとのとのとの協働協働協働協働でででで私私私私どももさせていただきましたどももさせていただきましたどももさせていただきましたどももさせていただきました。。。。センターセンターセンターセンター事業事業事業事業のののの企画企画企画企画ががががセミセミセミセミ

ナーナーナーナー１１１１、、、、３３３３でででで、、、、県立男女共同参画県立男女共同参画県立男女共同参画県立男女共同参画センターセンターセンターセンターでごでごでごでご活躍中活躍中活躍中活躍中のののの上芝美恵先生上芝美恵先生上芝美恵先生上芝美恵先生におにおにおにお越越越越しいただきしいただきしいただきしいただき、、、、具体的具体的具体的具体的なななな

第一印象第一印象第一印象第一印象とかとかとかとか、、、、らしさをらしさをらしさをらしさをデザインデザインデザインデザインするということでおするということでおするということでおするということでお願願願願いいたしましたいいたしましたいいたしましたいいたしました。。。。２２２２回目回目回目回目のののの農林農林農林農林・・・・労政課労政課労政課労政課のののの

企画企画企画企画セミナーセミナーセミナーセミナーにはにはにはには金谷千慧子先生金谷千慧子先生金谷千慧子先生金谷千慧子先生がががが、、、、パートパートパートパート労働労働労働労働にににに関関関関するするするする調査書調査書調査書調査書をもをもをもをも含含含含めてごめてごめてごめてご講義講義講義講義いただきましていただきましていただきましていただきまして、、、、

講座講座講座講座をををを聞聞聞聞いたいたいたいた方方方方がががが最終最終最終最終のののの３３３３回目回目回目回目ののののセミナーセミナーセミナーセミナーをまたないでをまたないでをまたないでをまたないで、「、「、「、「非常非常非常非常にににに触発触発触発触発されたされたされたされた」」」」すすすすぐにでもぐにでもぐにでもぐにでも正職員正職員正職員正職員

をををを目指目指目指目指してやっていきたいというしてやっていきたいというしてやっていきたいというしてやっていきたいという方方方方がかなりおられましてがかなりおられましてがかなりおられましてがかなりおられまして、、、、毎回毎回毎回毎回ほぼほぼほぼほぼ２０２０２０２０名名名名おおおお越越越越しくださいましたしくださいましたしくださいましたしくださいました。。。。

（（（（２２２２））））広報啓発活動広報啓発活動広報啓発活動広報啓発活動になりますになりますになりますになります。。。。先先先先ほどほどほどほど申申申申しあげましたしあげましたしあげましたしあげました、、、、６６６６月月月月１８１８１８１８日日日日からからからから２０２０２０２０日日日日までまでまでまで、、、、これはこれはこれはこれは幅広幅広幅広幅広

いいいい意味意味意味意味でででで、、、、男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画センターセンターセンターセンター・・・・市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンターのののの PRPRPRPR になるかとになるかとになるかとになるかと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。「。「。「。「人人人人づくりづくりづくりづくり、、、、

まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり、、、、パレットパレットパレットパレットかわにしかわにしかわにしかわにし出会出会出会出会いひろばいひろばいひろばいひろば    新新新新しいしいしいしい未来未来未来未来としてとしてとしてとして」」」」男女共同参画週間男女共同参画週間男女共同参画週間男女共同参画週間とととと掛掛掛掛けけけけ合合合合わせわせわせわせ

てててて行行行行いましたいましたいましたいました。。。。ホームページホームページホームページホームページ及及及及びびびびブログブログブログブログもももも指定管理業務受託指定管理業務受託指定管理業務受託指定管理業務受託にににに伴伴伴伴いましていましていましていまして、、、、新規新規新規新規にににに制作制作制作制作してしてしてして更新更新更新更新もももも

しておりますしておりますしておりますしております。。。。ホームページホームページホームページホームページのののの更新更新更新更新につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、専門専門専門専門家家家家のののの手手手手がががが必要必要必要必要ですからですからですからですから、、、、センターセンターセンターセンターのののの日日日日々々々々

をおをおをおをお伝伝伝伝えしたいということでえしたいということでえしたいということでえしたいということでブログブログブログブログもつくりましたもつくりましたもつくりましたもつくりました。。。。３３３３番目番目番目番目といたしましてといたしましてといたしましてといたしまして、、、、活動交流支援活動交流支援活動交流支援活動交流支援としてとしてとしてとして、、、、

４４４４月月月月からのからのからのからの男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画センターセンターセンターセンター・・・・市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンターのののの利用登録利用登録利用登録利用登録グループグループグループグループ数数数数、、、、現在現在現在現在９７９７９７９７グループグループグループグループでででで

昨年度昨年度昨年度昨年度のごのごのごのご報告報告報告報告からからからから若干増若干増若干増若干増えておりますえておりますえておりますえております。。。。内訳内訳内訳内訳はははは、、、、男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画センターセンターセンターセンター登録登録登録登録がががが４６４６４６４６グループグループグループグループ。。。。市市市市

民活動民活動民活動民活動センターセンターセンターセンター登録登録登録登録がががが５１５１５１５１グループグループグループグループになっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。４４４４月以降月以降月以降月以降、、、、子育子育子育子育てててて支援支援支援支援にににに関関関関するするするする分野分野分野分野としてとしてとしてとして、、、、

保育保育保育保育ボランティアボランティアボランティアボランティアにににに対対対対するするするする活動運営活動運営活動運営活動運営ののののサポートサポートサポートサポートをしておりますをしておりますをしておりますをしております。。。。そこからそこからそこからそこから、、、、自主自立的自主自立的自主自立的自主自立的にににに「「「「たんぽたんぽたんぽたんぽ

ぽぽぽぽ」」」」というというというという元保育士元保育士元保育士元保育士のののの先生方先生方先生方先生方もごもごもごもご一一一一緒緒緒緒にににに、、、、NPONPONPONPO 的的的的なななな感覚感覚感覚感覚でででで活動立活動立活動立活動立ちちちち上上上上げができてきましたのでげができてきましたのでげができてきましたのでげができてきましたので、、、、そそそそ

ちらのちらのちらのちらの方方方方のののの活動支援活動支援活動支援活動支援もしておりますもしておりますもしておりますもしております。。。。６６６６月月月月２０２０２０２０日日日日のののの８８８８周年周年周年周年フェスタフェスタフェスタフェスタ、、、、ここではここではここではここでは交流会交流会交流会交流会をををを実施実施実施実施いたしいたしいたしいたし

ましたましたましたました。。。。利用登録利用登録利用登録利用登録グループグループグループグループにににに特化特化特化特化したしたしたした形形形形になってしまいましたがになってしまいましたがになってしまいましたがになってしまいましたが、、、、６０６０６０６０名名名名ほどごほどごほどごほどご参加参加参加参加いただきましいただきましいただきましいただきまし

てててて、、、、新新新新しいしいしいしい手法手法手法手法ののののワークショップワークショップワークショップワークショップ形式形式形式形式でででで行行行行いましたいましたいましたいました。（。（。（。（４４４４））））情報収集提供情報収集提供情報収集提供情報収集提供ということでということでということでということで、、、、先先先先ほどもほどもほどもほども

申申申申しあげましたしあげましたしあげましたしあげました男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会のののの実現実現実現実現をめざすをめざすをめざすをめざす拠点拠点拠点拠点としてのとしてのとしてのとしての情報情報情報情報、、、、図書図書図書図書、、、、冊子冊子冊子冊子、、、、行政資料行政資料行政資料行政資料、、、、統計統計統計統計、、、、

統計調査資料統計調査資料統計調査資料統計調査資料、、、、あとあとあとあと、、、、ビデオビデオビデオビデオなどのなどのなどのなどの収集収集収集収集はははは、、、、現在現在現在現在、、、、注文中注文中注文中注文中ということでということでということでということで、、、、前年度前年度前年度前年度とほぼとほぼとほぼとほぼ同同同同じじじじ図書図書図書図書、、、、

蔵書数蔵書数蔵書数蔵書数となっとなっとなっとなっておりますておりますておりますております。。。。３０３０３０３０冊冊冊冊ほどほどほどほど現在注文現在注文現在注文現在注文しておりますしておりますしておりますしております。。。。ビデオビデオビデオビデオにつきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、前年度前年度前年度前年度のまのまのまのま

まになっておりますまになっておりますまになっておりますまになっております。。。。図書貸出数図書貸出数図書貸出数図書貸出数はははは６６６６月末現在月末現在月末現在月末現在でででで３４３３４３３４３３４３冊冊冊冊ですですですです。。。。ほぼほぼほぼほぼ前年度前年度前年度前年度とととと同同同同じじじじペースペースペースペースだなあとだなあとだなあとだなあと

思思思思いますいますいますいます。。。。ビデオビデオビデオビデオ貸出数貸出数貸出数貸出数についてもについてもについてもについても１２１２１２１２本本本本、、、、ほぼほぼほぼほぼ同同同同じじじじペースペースペースペースですですですです。。。。今後今後今後今後またまたまたまた、、、、展示展示展示展示のののの仕方仕方仕方仕方のののの工夫等工夫等工夫等工夫等

もももも考考考考えていきたいとえていきたいとえていきたいとえていきたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。（。（。（。（５５５５））））女性女性女性女性のためののためののためののためのチャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ支援支援支援支援、、、、先先先先ほどとほどとほどとほどと同様同様同様同様ですがですがですがですが、、、、

２１２１２１２１年度年度年度年度までもまでもまでもまでも計上計上計上計上されているされているされているされている「「「「就職就職就職就職したいしたいしたいしたい、、、、起業起業起業起業したいしたいしたいしたい、、、、とにかくとにかくとにかくとにかく何何何何かしたいかしたいかしたいかしたい」」」」などなどなどなど社会的社会的社会的社会的ににににチチチチ

ャレンジャレンジャレンジャレンジしたいしたいしたいしたい女性女性女性女性をををを支援支援支援支援するためにするためにするためにするために、、、、かわにしかわにしかわにしかわにし女性女性女性女性チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジひろばというものがおかれてひろばというものがおかれてひろばというものがおかれてひろばというものがおかれていまいまいまいま

すがすがすがすが、、、、このこのこのこの私私私私どもがどもがどもがどもが受託受託受託受託いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、フェスタフェスタフェスタフェスタがががが終終終終わったところでわったところでわったところでわったところで、、、、少少少少しししし、、、、レイアウトレイアウトレイアウトレイアウトをををを変更変更変更変更いいいい

たしましてたしましてたしましてたしまして、、、、どなたでもどなたでもどなたでもどなたでもコーナーコーナーコーナーコーナーにににに行行行行っていただきやすくっていただきやすくっていただきやすくっていただきやすく、、、、情報情報情報情報もももも入手入手入手入手しやすいしやすいしやすいしやすい形形形形にしておりますにしておりますにしておりますにしております。。。。

キャリアキャリアキャリアキャリア・・・・カウンセリングカウンセリングカウンセリングカウンセリングにににに関関関関してもしてもしてもしても、、、、農林農林農林農林・・・・労政課労政課労政課労政課とととと協働協働協働協働させていただいておりますさせていただいておりますさせていただいておりますさせていただいております。。。。２２２２のののの相談相談相談相談

事業事業事業事業になりますがになりますがになりますがになりますが、（、（、（、（１１１１））））女性女性女性女性のためののためののためののための相談相談相談相談、、、、女性女性女性女性のののの抱抱抱抱えるさまざまなえるさまざまなえるさまざまなえるさまざまな悩悩悩悩みをみをみをみを受受受受けとめけとめけとめけとめ、、、、解決解決解決解決にににに向向向向

けてのけてのけてのけての支援支援支援支援をををを行行行行うううう、、、、これはこれはこれはこれは、、、、２２２２つのつのつのつの種類種類種類種類がございましてがございましてがございましてがございまして、、、、火火火火・・・・水水水水・・・・木曜日木曜日木曜日木曜日のののの１２１２１２１２時時時時からからからから１５１５１５１５時時時時これこれこれこれ



 １３ 

はははは専門相談員専門相談員専門相談員専門相談員２２２２名名名名によるによるによるによる相談相談相談相談でででで、、、、面接面接面接面接またはまたはまたはまたは電話電話電話電話によるによるによるによる相談相談相談相談ですですですです。。。。６６６６月末月末月末月末現在現在現在現在９３９３９３９３人人人人のののの方方方方がががが、、、、相談相談相談相談

をををを受受受受けておられますけておられますけておられますけておられます。。。。月月月月・・・・金曜日金曜日金曜日金曜日はははは、、、、ボランタリーボランタリーボランタリーボランタリーななななカウンセリンググループカウンセリンググループカウンセリンググループカウンセリンググループによるによるによるによる電話相談電話相談電話相談電話相談をををを行行行行

っておりますっておりますっておりますっております。。。。これはこれはこれはこれは予約不要予約不要予約不要予約不要でしてでしてでしてでして、、、、そのそのそのその時時時時々々々々にかけてこられたにかけてこられたにかけてこられたにかけてこられた方方方方ということでということでということでということで３０３０３０３０人人人人というこというこというこというこ

とになっておりますとになっておりますとになっておりますとになっております。。。。これはこれはこれはこれは、、、、本当本当本当本当にににに相当数相当数相当数相当数ございましてございましてございましてございまして、、、、われわれもわれわれもわれわれもわれわれも、、、、このこのこのこの事業事業事業事業をををを扱扱扱扱ってからってからってからってから、、、、

需要需要需要需要のののの大大大大きさにきさにきさにきさに驚驚驚驚いていていていていていていていて、、、、それだけそれだけそれだけそれだけニーズニーズニーズニーズがあるということでがあるということでがあるということでがあるということで、、、、ここのここのここのここの拡充拡充拡充拡充はははは必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思っておっておっておってお

りますりますりますります。（。（。（。（２２２２））））子育子育子育子育てててて支援支援支援支援についてについてについてについて、、、、これもこれもこれもこれも前年度継承前年度継承前年度継承前年度継承させていただいておりますけれどもさせていただいておりますけれどもさせていただいておりますけれどもさせていただいておりますけれども、、、、保育保育保育保育

つきつきつきつき情報情報情報情報ライブラリーライブラリーライブラリーライブラリー、、、、今年度全今年度全今年度全今年度全１１１１１１１１回回回回のののの予定予定予定予定でででで、、、、すですですですでにににに３３３３回実施回実施回実施回実施しておりますしておりますしておりますしております。。。。これはこれはこれはこれは、、、、子育子育子育子育てててて

中中中中のののの保護者保護者保護者保護者にににに対対対対しししし、、、、普段普段普段普段ずっとずっとずっとずっと子子子子どもさんとどもさんとどもさんとどもさんと接接接接しているしているしているしている保護者保護者保護者保護者のののの方方方方にににに少少少少しでもしでもしでもしでも自分自分自分自分のののの時間時間時間時間をつくっをつくっをつくっをつくっ

ていただきていただきていただきていただき、、、、再就職再就職再就職再就職のののの勉強勉強勉強勉強をするとかをするとかをするとかをするとか、、、、何何何何かかかか精神精神精神精神ののののバランスバランスバランスバランスをををを取取取取るためにるためにるためにるために時間時間時間時間をををを使使使使っていただくとっていただくとっていただくとっていただくと

いうようなそういういうようなそういういうようなそういういうようなそういう事業事業事業事業でございますでございますでございますでございます。。。。これもこれもこれもこれも、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか人気人気人気人気がございますがございますがございますがございます。。。。次次次次にににに、、、、おはなしゆめおはなしゆめおはなしゆめおはなしゆめ

じかんじかんじかんじかん、、、、これはこれはこれはこれは読読読読みみみみ聞聞聞聞かせのかせのかせのかせのボランティアボランティアボランティアボランティアとととと一緒一緒一緒一緒にににに、、、、やっているやっているやっているやっている事業事業事業事業でででで、、、、全全全全１２１２１２１２回中回中回中回中３３３３回回回回がががが終終終終わっわっわっわっ

ていますていますていますています。。。。あとあとあとあと、、、、プレイルームプレイルームプレイルームプレイルームのののの開放開放開放開放はははは、、、、事業事業事業事業でででで使使使使っていないっていないっていないっていない時間帯時間帯時間帯時間帯にににに、、、、開放開放開放開放していますしていますしていますしています。。。。このこのこのこの近近近近

辺辺辺辺にはにはにはには、、、、小小小小さなさなさなさな子子子子どもがどもがどもがどもが遊遊遊遊べるべるべるべる公園公園公園公園ががががないことからないことからないことからないことから、、、、小小小小さなさなさなさな子子子子どもをどもをどもをどもを連連連連れたれたれたれた方方方方がちょっとほっとしがちょっとほっとしがちょっとほっとしがちょっとほっとし

たいたいたいたい時時時時におにおにおにお越越越越しになられますしになられますしになられますしになられます。。。。プレイルームプレイルームプレイルームプレイルーム時間時間時間時間でないでないでないでない時間時間時間時間はははは、、、、開放開放開放開放ということでということでということでということで使使使使っていただいっていただいっていただいっていただい

ておりますておりますておりますております。。。。利用者利用者利用者利用者はははは４４４４月月月月からからからから６６６６月末現在月末現在月末現在月末現在でででで２７１２７１２７１２７１人人人人ということでということでということでということで相当相当相当相当なななな数数数数になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。ここここ

れがれがれがれが、、、、現在現在現在現在のののの状況状況状況状況ですですですです。。。。今後今後今後今後につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、資料資料資料資料１４１４１４１４をごをごをごをご覧覧覧覧いただけますでしょうかいただけますでしょうかいただけますでしょうかいただけますでしょうか。。。。７７７７月月月月８８８８月月月月

以降以降以降以降についてはについてはについてはについては、、、、このようなこのようなこのようなこのようなかたちかたちかたちかたちでででで、、、、事業事業事業事業をををを考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

    

【【【【会会会会    長長長長】】】】ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。おおおお聞聞聞聞きされたいきされたいきされたいきされたい点点点点などございませんでしょうかなどございませんでしょうかなどございませんでしょうかなどございませんでしょうか。。。。このさまざこのさまざこのさまざこのさまざ

まなまなまなまな事業事業事業事業へのへのへのへの男性男性男性男性のののの参加率参加率参加率参加率というのはというのはというのはというのは、、、、どれぐらいどれぐらいどれぐらいどれぐらいでしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。女性女性女性女性はははは恵恵恵恵まれていますけれどもまれていますけれどもまれていますけれどもまれていますけれども、、、、

男性向男性向男性向男性向きのものはきのものはきのものはきのものは何何何何かないのでしょうかかないのでしょうかかないのでしょうかかないのでしょうか。。。。最初最初最初最初のののの方方方方でででで結構結構結構結構ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども。。。。参加者数参加者数参加者数参加者数がががが書書書書いておりまいておりまいておりまいておりま

すのですのですのですので。。。。    

    

【【【【オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー】】】】仰仰仰仰せのせのせのせの通通通通りですりですりですりです。。。。ただただただただ、、、、子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの部分部分部分部分でででで、、、、保育保育保育保育つきつきつきつき情報情報情報情報ライブラリーライブラリーライブラリーライブラリーとかとかとかとかププププ

レイルームレイルームレイルームレイルームのののの開放開放開放開放のののの時間帯時間帯時間帯時間帯はははは、、、、案外案外案外案外、、、、男性男性男性男性のののの近頃流行近頃流行近頃流行近頃流行ののののイクメンイクメンイクメンイクメンといいますかといいますかといいますかといいますか子育子育子育子育てててて中中中中のおのおのおのお父父父父さんさんさんさん

方方方方がいらっしゃることもございますがいらっしゃることもございますがいらっしゃることもございますがいらっしゃることもございます。。。。計画表計画表計画表計画表のののの方方方方をごをごをごをご覧覧覧覧いただくといただくといただくといただくと、、、、１２１２１２１２月月月月にににに男性対象講座男性対象講座男性対象講座男性対象講座のののの事業事業事業事業

企画企画企画企画をしようとをしようとをしようとをしようと思思思思っておりますけれどもっておりますけれどもっておりますけれどもっておりますけれども。。。。どのどのどのどの年代年代年代年代ををををターゲットターゲットターゲットターゲットにしていくのがにしていくのがにしていくのがにしていくのが一番一番一番一番いいのかいいのかいいのかいいのか、、、、おおおお

知恵知恵知恵知恵をいただきたいをいただきたいをいただきたいをいただきたいところですところですところですところです。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】このごろこのごろこのごろこのごろ男男男男のののの講座講座講座講座がよくがよくがよくがよく問題問題問題問題になってきているのがになってきているのがになってきているのがになってきているのが、、、、男性男性男性男性のののの相談相談相談相談のののの問題問題問題問題ですですですです。。。。女性女性女性女性にににに特特特特

化化化化したしたしたした相談相談相談相談のののの窓口窓口窓口窓口がないとがないとがないとがないと女性女性女性女性がががが相談相談相談相談しにくいということがあってしにくいということがあってしにくいということがあってしにくいということがあって、、、、女性女性女性女性のためののためののためののための相談相談相談相談をををを中心中心中心中心にやにやにやにや

ってきていたのですがってきていたのですがってきていたのですがってきていたのですが、、、、最近最近最近最近ははははＤＶＤＶＤＶＤＶのののの問題問題問題問題もももも絡絡絡絡んでんでんでんで、、、、男性男性男性男性ででででＤＶＤＶＤＶＤＶをををを自分自分自分自分がやりそうなというかがやりそうなというかがやりそうなというかがやりそうなというか、、、、そそそそ

ういうようなところからのういうようなところからのういうようなところからのういうようなところからの相談相談相談相談もももも含含含含めてめてめてめて、、、、そういうそういうそういうそういう男性相談男性相談男性相談男性相談をどうをどうをどうをどう扱扱扱扱うかということをいろんなうかということをいろんなうかということをいろんなうかということをいろんなセセセセ

ンターンターンターンターでででで話題話題話題話題になっておりますよねになっておりますよねになっておりますよねになっておりますよね。。。。確確確確かかかか、、、、兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県のののの男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画センターセンターセンターセンターでもでもでもでも部分的部分的部分的部分的にそれをにそれをにそれをにそれを扱扱扱扱

っていくようになりましたよねっていくようになりましたよねっていくようになりましたよねっていくようになりましたよね。。。。始始始始めはかなりめはかなりめはかなりめはかなりネガティブネガティブネガティブネガティブなななな対対対対応応応応だったのですけれどもだったのですけれどもだったのですけれどもだったのですけれども。。。。そのそのそのその辺辺辺辺のののの

対応対応対応対応についてについてについてについて、、、、川西市川西市川西市川西市というよりもというよりもというよりもというよりも、、、、男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画センターセンターセンターセンターのののの方方方方でででで、、、、そういったそういったそういったそういった動動動動きというかきというかきというかきというか、、、、ああああ

るいはるいはるいはるいは、、、、おおおお感感感感じになっていることはございませんかじになっていることはございませんかじになっていることはございませんかじになっていることはございませんか。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】センターセンターセンターセンターでででで実施実施実施実施しているしているしているしている相談相談相談相談はははは、、、、女性女性女性女性のためののためののためののための相談相談相談相談ですのでですのでですのでですので、、、、男性男性男性男性ののののＤＶＤＶＤＶＤＶといいますとといいますとといいますとといいますと、、、、

課課課課のののの方方方方にににに電話等電話等電話等電話等がががが回回回回されてくるのですけれどもされてくるのですけれどもされてくるのですけれどもされてくるのですけれども、、、、男性男性男性男性からからからから「「「「妻妻妻妻からからからから暴力暴力暴力暴力をををを受受受受けているけているけているけている。」。」。」。」というごというごというごというご

相談相談相談相談がががが年間年間年間年間でででで数件数件数件数件ございますがございますがございますがございますが。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、今後今後今後今後、、、、相談員相談員相談員相談員をををを男性男性男性男性にするなどにするなどにするなどにするなど対応策対応策対応策対応策をををを考考考考えてえてえてえて



 １４ 

いかなければならないところはあるとはいかなければならないところはあるとはいかなければならないところはあるとはいかなければならないところはあるとは思思思思うのですけれどもうのですけれどもうのですけれどもうのですけれども。。。。今今今今のところはそんなのところはそんなのところはそんなのところはそんなにににに多多多多いいいい状況状況状況状況ではではではでは

ございませんございませんございませんございません。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】すいませんすいませんすいませんすいません。。。。私私私私のののの言言言言いいいい方方方方がががが悪悪悪悪かったとかったとかったとかったと思思思思うのですけれどもうのですけれどもうのですけれどもうのですけれども、、、、私私私私がががが言言言言っているのはっているのはっているのはっているのは、、、、男性男性男性男性

がががが女性女性女性女性からからからから暴力暴力暴力暴力をををを受受受受けているからというけているからというけているからというけているからという問題問題問題問題ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、男性男性男性男性がいわゆるがいわゆるがいわゆるがいわゆる男性男性男性男性らしさというもののらしさというもののらしさというもののらしさというものの

裏返裏返裏返裏返しとしてしとしてしとしてしとして、、、、自分自身自分自身自分自身自分自身、、、、今今今今よくよくよくよく言言言言われているのがわれているのがわれているのがわれているのが、、、、かなりかなりかなりかなり、、、、そのそのそのその専門職専門職専門職専門職であれであれであれであれ、、、、そういうそういうそういうそういう人人人人がががが、、、、

女性女性女性女性にににに対対対対してしてしてして暴力暴力暴力暴力をををを振振振振るってしまうというるってしまうというるってしまうというるってしまうという自覚自覚自覚自覚ですよねですよねですよねですよね。。。。それをそれをそれをそれを自分自分自分自分のののの中中中中でどのようにしてでどのようにしてでどのようにしてでどのようにしてコントコントコントコント

ロールロールロールロールしていったらいいのかというところにしていったらいいのかというところにしていったらいいのかというところにしていったらいいのかというところに、、、、非常非常非常非常にににに悩悩悩悩んでいるんでいるんでいるんでいる人人人人もありうるもありうるもありうるもありうる。。。。それをそういうそれをそういうそれをそういうそれをそういう相相相相

談談談談というものをどのようにというものをどのようにというものをどのようにというものをどのように、、、、どこにしていっどこにしていっどこにしていっどこにしていったらいいのかというところがたらいいのかというところがたらいいのかというところがたらいいのかというところが話題話題話題話題になってきているのになってきているのになってきているのになってきているの

ですよねですよねですよねですよね。。。。そういったところのそういったところのそういったところのそういったところの受受受受けけけけ皿皿皿皿をどのようにをどのようにをどのようにをどのように考考考考えていくのかえていくのかえていくのかえていくのか。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、ここだったらここだったらここだったらここだったら受受受受けけけけ

ますよというますよというますよというますよという仕組仕組仕組仕組みをどのようにつくっていくのかというあたりをみをどのようにつくっていくのかというあたりをみをどのようにつくっていくのかというあたりをみをどのようにつくっていくのかというあたりを、、、、いろんないろんないろんないろんな男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画センタセンタセンタセンタ

ーーーーでででで話題話題話題話題になってきているというあたりをになってきているというあたりをになってきているというあたりをになってきているというあたりを、、、、川西市川西市川西市川西市のののの場合場合場合場合どのようどのようどのようどのよう考考考考えていくのかえていくのかえていくのかえていくのか。。。。今今今今すぐというすぐというすぐというすぐという

ことではないにしてもことではないにしてもことではないにしてもことではないにしても、、、、そのそのそのその辺辺辺辺もももも一一一一つのつのつのつの検討検討検討検討のののの時期時期時期時期がががが来来来来ているのかなとているのかなとているのかなとているのかなと思思思思ったのですけれどもったのですけれどもったのですけれどもったのですけれども。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】今今今今、、、、おっしゃっているのはおっしゃっているのはおっしゃっているのはおっしゃっているのは、、、、加害者加害者加害者加害者プログラムプログラムプログラムプログラムとかとかとかとか、、、、いろいろされているいろいろされているいろいろされているいろいろされている部分部分部分部分ですねですねですねですね。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】そういうそういうそういうそういうものもものもものもものも含含含含めてですけれどもめてですけれどもめてですけれどもめてですけれども。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】加害者加害者加害者加害者、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆるＤＶＤＶＤＶＤＶをされたをされたをされたをされた方方方方がががが、、、、今後今後今後今後ＤＶＤＶＤＶＤＶをしないようにをしないようにをしないようにをしないように、、、、再発防止再発防止再発防止再発防止のためののためののためののためのカウカウカウカウ

ンセリングンセリングンセリングンセリングをををを受受受受けたりとかしているけたりとかしているけたりとかしているけたりとかしている部分部分部分部分ですねですねですねですね。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】そうですねそうですねそうですねそうですね、、、、もうもうもうもう少少少少しいえばしいえばしいえばしいえば予防予防予防予防のののの部分部分部分部分ですねですねですねですね。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】自分自分自分自分がしてしまうのをがしてしまうのをがしてしまうのをがしてしまうのを、、、、どのようにしてどのようにしてどのようにしてどのようにしてカウンセリングカウンセリングカウンセリングカウンセリングでででで抑抑抑抑えていくかえていくかえていくかえていくか、、、、というというというという部分部分部分部分でででで

すねすねすねすね。。。。確確確確かにかにかにかに、、、、これだけこれだけこれだけこれだけＤＶＤＶＤＶＤＶにににに関関関関するするするする相談相談相談相談がががが増加増加増加増加しているしているしているしている中中中中でででで、、、、必要必要必要必要なななな部分部分部分部分はあるとはあるとはあるとはあると思思思思いますいますいますいます。。。。今今今今

後後後後、、、、本日本日本日本日のごのごのごのご意見意見意見意見もももも踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、検討検討検討検討していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えておりますのでよろしくおえておりますのでよろしくおえておりますのでよろしくおえておりますのでよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】相談事業相談事業相談事業相談事業のことでおのことでおのことでおのことでお伺伺伺伺いしたいのですけれどもいしたいのですけれどもいしたいのですけれどもいしたいのですけれども。。。。（（（（１１１１））））のののの女性女性女性女性のためののためののためののための相談相談相談相談のところでのところでのところでのところで、、、、

まずまずまずまず、、、、専門相談員専門相談員専門相談員専門相談員のところでのところでのところでのところで、、、、２２２２名名名名とととと出出出出ているのですけれどもているのですけれどもているのですけれどもているのですけれども、、、、それはそれはそれはそれは面接面接面接面接とととと電話対応電話対応電話対応電話対応ということということということということ

でででで、、、、もうもうもうもう一一一一つのつのつのつのカウンセリンググループカウンセリンググループカウンセリンググループカウンセリンググループによるによるによるによる相談相談相談相談でででで（（（（電話電話電話電話））））となっているのですがとなっているのですがとなっているのですがとなっているのですが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、相相相相

談員談員談員談員はははは具体的具体的具体的具体的にはにはにはには何名何名何名何名でででで、、、、どういうようなどういうようなどういうようなどういうような形式形式形式形式でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

    

【【【【オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー】】】】現在現在現在現在、、、、どちらのどちらのどちらのどちらのパターンパターンパターンパターンもごもごもごもご相談相談相談相談はははは１１１１対対対対１１１１ですですですです。。。。このこのこのこのカウンセリンググループカウンセリンググループカウンセリンググループカウンセリンググループはははは

ボランティアグループボランティアグループボランティアグループボランティアグループでででで、、、、８８８８名名名名ぐらいのぐらいのぐらいのぐらいのメンバーメンバーメンバーメンバーがいらっしゃってがいらっしゃってがいらっしゃってがいらっしゃって、、、、そこからそこからそこからそこから毎回毎回毎回毎回１１１１名名名名のののの方方方方がががが当番当番当番当番

ででででおおおお越越越越しになっていますしになっていますしになっていますしになっています。。。。１０１０１０１０時時時時からからからから１２１２１２１２時時時時のののの間間間間、、、、相談員相談員相談員相談員としてとしてとしてとして相談相談相談相談をををを受受受受けられてけられてけられてけられて、、、、これはこれはこれはこれは予約制予約制予約制予約制

ではありませんのでではありませんのでではありませんのでではありませんので、、、、そのときかかってきたおそのときかかってきたおそのときかかってきたおそのときかかってきたお電話電話電話電話でででで対応対応対応対応していただいているしていただいているしていただいているしていただいている状況状況状況状況ですですですです。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、疑問疑問疑問疑問にににに思思思思ったのですがったのですがったのですがったのですが、、、、時間時間時間時間はははは最大最大最大最大５０５０５０５０分分分分ととととなってなってなってなっていいいい

ますねますねますねますね。。。。相談相談相談相談のののの時間時間時間時間はははは１０１０１０１０時時時時からからからから１２１２１２１２時時時時ですのでですのでですのでですので、、、、例例例例えばえばえばえば最大最大最大最大でででで２２２２名名名名がががが入入入入られたらそれでられたらそれでられたらそれでられたらそれで終終終終わりとわりとわりとわりと

いうことになりますよねいうことになりますよねいうことになりますよねいうことになりますよね。。。。そんなにそんなにそんなにそんなに頻繁頻繁頻繁頻繁にににに相談相談相談相談がないのかもがないのかもがないのかもがないのかも知知知知れませんけれどもれませんけれどもれませんけれどもれませんけれども、、、、例例例例えばもうえばもうえばもうえばもう一一一一つつつつ

のののの資料資料資料資料８８８８のののの裏面裏面裏面裏面のののの２２２２番番番番のののの相談事業相談事業相談事業相談事業をををを見見見見ますとますとますとますと、、、、２１２１２１２１年度年度年度年度のののの面接相談面接相談面接相談面接相談がががが激増激増激増激増していますねしていますねしていますねしていますね。。。。２３６２３６２３６２３６件件件件。。。。



 １５ 

それでそれでそれでそれで、、、、電話電話電話電話のののの方方方方がががが、、、、ずっとずっとずっとずっと同同同同じようなじようなじようなじような感感感感じでじでじでじで１４８１４８１４８１４８件件件件となっていますがとなっていますがとなっていますがとなっていますが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、面接面接面接面接がこれだがこれだがこれだがこれだ

けけけけ増増増増えていてえていてえていてえていて、、、、電話相談電話相談電話相談電話相談がこれだけということはがこれだけということはがこれだけということはがこれだけということは、、、、逆逆逆逆にににに、、、、電話電話電話電話のののの相談相談相談相談がまずあってがまずあってがまずあってがまずあって面接面接面接面接なのかなとなのかなとなのかなとなのかなと

思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、そうするとそうするとそうするとそうすると面接面接面接面接のののの方方方方がががが足足足足りていないのかなとりていないのかなとりていないのかなとりていないのかなと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、どういうようどういうようどういうようどういうよう

にににに理解理解理解理解したらいいのでしょうかしたらいいのでしょうかしたらいいのでしょうかしたらいいのでしょうか。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】こちらにはこちらにはこちらにはこちらには、、、、面接面接面接面接とととと電話電話電話電話というかたちでというかたちでというかたちでというかたちで、、、、分類分類分類分類させていただいておりますがさせていただいておりますがさせていただいておりますがさせていただいておりますが、、、、通常専門通常専門通常専門通常専門

相談員相談員相談員相談員はははは１１１１日日日日３３３３コマコマコマコマ、、、、相談相談相談相談をををを受受受受けていただくことになっておりましてけていただくことになっておりましてけていただくことになっておりましてけていただくことになっておりまして、、、、火火火火・・・・水水水水・・・・木曜日木曜日木曜日木曜日にににに１１１１週間週間週間週間にににに

９９９９コマコマコマコマ実施実施実施実施しておりますしておりますしておりますしております。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、電話電話電話電話でででで相談相談相談相談をををを受受受受けていけていけていけていただいておりますしただいておりますしただいておりますしただいておりますし、、、、相談者相談者相談者相談者がががが来来来来ていていていてい

ただいてただいてただいてただいて面接相談面接相談面接相談面接相談をををを受受受受けていただいておりますけていただいておりますけていただいておりますけていただいております。。。。カウンセリンググループカウンセリンググループカウンセリンググループカウンセリンググループとしてとしてとしてとして実施実施実施実施していただいしていただいしていただいしていただい

ているのはているのはているのはているのは、、、、月曜日月曜日月曜日月曜日とととと金曜日金曜日金曜日金曜日のののの週週週週２２２２日間日間日間日間のののの午前中午前中午前中午前中のののの２２２２時間時間時間時間ですですですです。。。。そのそのそのその中中中中でででで聞聞聞聞いていただいているかいていただいているかいていただいているかいていただいているか

たちでしてたちでしてたちでしてたちでして、、、、しかもしかもしかもしかも最大最大最大最大５０５０５０５０分分分分でででで、、、、こちらのこちらのこちらのこちらの方方方方はははは予約予約予約予約をををを取取取取っていただいておりませんっていただいておりませんっていただいておりませんっていただいておりません。。。。かかってきかかってきかかってきかかってき

たたたた時時時時にそのにそのにそのにその場場場場でででで繋繋繋繋ぐというかたちでぐというかたちでぐというかたちでぐというかたちで行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。ですのでですのでですのでですので、、、、実際実際実際実際、、、、面接面接面接面接がががが少少少少ないというわけでないというわけでないというわけでないというわけで

はないのですねはないのですねはないのですねはないのですね。。。。形式形式形式形式ががががカウンセリンググループカウンセリンググループカウンセリンググループカウンセリンググループのののの受受受受けけけけ方方方方とととと、、、、専門相談員専門相談員専門相談員専門相談員のののの受受受受けけけけ方方方方というものがというものがというものがというものが違違違違

うものですからうものですからうものですからうものですから。。。。実際実際実際実際１１１１日日日日３３３３コマコマコマコマでででで週週週週９９９９ココココママママになりますからになりますからになりますからになりますから、、、、年間年間年間年間だいたいだいたいだいたいだいたい５０５０５０５０週週週週ぐらいありますぐらいありますぐらいありますぐらいあります

のでのでのでので、、、、単純計算単純計算単純計算単純計算でもでもでもでも４５０４５０４５０４５０コマコマコマコマ、、、、専門相談員専門相談員専門相談員専門相談員ののののコマコマコマコマ数数数数ががががあることになりますあることになりますあることになりますあることになります。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、ここにここにここにここに記記記記

載載載載されているされているされているされている相談総件数相談総件数相談総件数相談総件数、、、、面接面接面接面接とととと電話電話電話電話のののの件数件数件数件数をををを足足足足したしたしたした件数件数件数件数はははは、、、、３８４３８４３８４３８４件件件件ということになりますねということになりますねということになりますねということになりますね。。。。

そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、専門相談員専門相談員専門相談員専門相談員のののの相談相談相談相談コマコマコマコマ数数数数はははは満満満満たしていないということになりますのでたしていないということになりますのでたしていないということになりますのでたしていないということになりますので、、、、ですからですからですからですから、、、、今今今今

のところとりあえずのところとりあえずのところとりあえずのところとりあえずクリアクリアクリアクリアしているというしているというしているというしているという状況状況状況状況ですですですです。。。。ただただただただ、、、、今後今後今後今後、、、、増増増増えてくることもえてくることもえてくることもえてくることも考考考考えられますえられますえられますえられます

のでのでのでので、、、、充分充分充分充分であるとはいいがたであるとはいいがたであるとはいいがたであるとはいいがたいいいいとはとはとはとは思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】はいはいはいはい、、、、わかりますわかりますわかりますわかります。。。。ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。    

    

【【【【会会会会    長長長長】】】】他他他他にございませんでしょうかにございませんでしょうかにございませんでしょうかにございませんでしょうか。。。。まだまだまだまだ、、、、発言発言発言発言されていないされていないされていないされていない方方方方でででで、、、、どんなことでもどんなことでもどんなことでもどんなことでも結構結構結構結構ですですですです。。。。

いかがですかいかがですかいかがですかいかがですか。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】びっくりしておりますびっくりしておりますびっくりしておりますびっくりしております。。。。DVDVDVDV とかがこんなにたくさんあるとかがこんなにたくさんあるとかがこんなにたくさんあるとかがこんなにたくさんあることをことをことをことを知知知知らなかったのですらなかったのですらなかったのですらなかったのです。。。。ここここ

こにきてこにきてこにきてこにきて新新新新たなことがいっぱいでたなことがいっぱいでたなことがいっぱいでたなことがいっぱいで、、、、さっきおっしゃいましたようにさっきおっしゃいましたようにさっきおっしゃいましたようにさっきおっしゃいましたように、、、、素人素人素人素人ですのでですのでですのでですので、、、、勉強勉強勉強勉強のののの場場場場とおとおとおとお

っしゃいましたけどっしゃいましたけどっしゃいましたけどっしゃいましたけど、、、、本当本当本当本当にににに勉強勉強勉強勉強のののの場場場場だなとだなとだなとだなと思思思思いますいますいますいます。。。。知知知知らないことだらけでらないことだらけでらないことだらけでらないことだらけで、、、、そんなにそんなにそんなにそんなに女性女性女性女性のののの方方方方

のののの登用登用登用登用ということがいっぱいありますけれどもということがいっぱいありますけれどもということがいっぱいありますけれどもということがいっぱいありますけれども、、、、自分自分自分自分にににに置置置置きききき換換換換えたときにえたときにえたときにえたときに、、、、一一一一つひとつのつひとつのつひとつのつひとつの問題問題問題問題にににに自自自自

分分分分がどうがどうがどうがどう反応反応反応反応するかってことでするかってことでするかってことでするかってことで、、、、勉強勉強勉強勉強させていただいておりますさせていただいておりますさせていただいておりますさせていただいております。。。。DVDVDVDV とかがこんなにたくさんあるとかがこんなにたくさんあるとかがこんなにたくさんあるとかがこんなにたくさんある

とはとはとはとは知知知知りませんでしたりませんでしたりませんでしたりませんでした。。。。    

    

【【【【会会会会    長長長長】】】】他他他他にいかがでしょうかにいかがでしょうかにいかがでしょうかにいかがでしょうか。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】私私私私もももも同意見同意見同意見同意見ですですですです。。。。    

    

【【【【会会会会    長長長長】】】】男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会のののの実現実現実現実現ということでということでということでということで、、、、いろんないろんないろんないろんな施策施策施策施策がががが推進推進推進推進されるされるされるされる中中中中でででで、、、、そういうそういうそういうそういう問題問題問題問題、、、、

今今今今までまでまでまで、、、、水面下水面下水面下水面下にあったものがにあったものがにあったものがにあったものが浮上浮上浮上浮上してきたということですよねしてきたということですよねしてきたということですよねしてきたということですよね。。。。みんながみんながみんながみんなが、、、、問題問題問題問題にしてもいいのにしてもいいのにしてもいいのにしてもいいの

だというだというだというだという、、、、自分自分自分自分ひとりのひとりのひとりのひとりの問題問題問題問題ではないからではないからではないからではないから、、、、みんながそういうことをみんながそういうことをみんながそういうことをみんながそういうことを言言言言いだしたいだしたいだしたいだした。。。。今今今今までそういうまでそういうまでそういうまでそういう

ことだということでことだということでことだということでことだということで、、、、一一一一つのつのつのつの成果成果成果成果だとだとだとだと思思思思いますけれどもねいますけれどもねいますけれどもねいますけれどもね。。。。あるあるあるある意味意味意味意味でででで。。。。    
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【【【【委委委委    員員員員】】】】やはりやはりやはりやはり、、、、女性女性女性女性のののの意識意識意識意識がずいぶんとあがってきたがずいぶんとあがってきたがずいぶんとあがってきたがずいぶんとあがってきたことだろうなということでしょうねことだろうなということでしょうねことだろうなということでしょうねことだろうなということでしょうね。。。。でででで

もももも、、、、公公公公のののの場場場場でででで口口口口にににに出出出出すということをすということをすということをすということを、、、、時代時代時代時代かもわかりませんけれどもかもわかりませんけれどもかもわかりませんけれどもかもわかりませんけれども、、、、一様一様一様一様あまりあまりあまりあまり言言言言わなかったこわなかったこわなかったこわなかったこ

とですけれどもとですけれどもとですけれどもとですけれども。。。。でもでもでもでも、、、、どんどんどんどんどんどんどんどん言言言言うようになってきたしうようになってきたしうようになってきたしうようになってきたし、、、、でもでもでもでも、、、、一一一一つはつはつはつは時代時代時代時代のののの流流流流れというものをれというものをれというものをれというものを

すごくすごくすごくすごく感感感感じておりますじておりますじておりますじております。。。。私私私私たちのたちのたちのたちの時代時代時代時代とととと、、、、時代時代時代時代がずいぶんがずいぶんがずいぶんがずいぶん変変変変わってきたしわってきたしわってきたしわってきたし、、、、速速速速くなってきたしくなってきたしくなってきたしくなってきたし、、、、ここここ

んなのかなとんなのかなとんなのかなとんなのかなと受受受受けとめるのをちょっとけとめるのをちょっとけとめるのをちょっとけとめるのをちょっと反発反発反発反発しながらもしながらもしながらもしながらも、、、、そうだとそうだとそうだとそうだと受受受受けとめているのがけとめているのがけとめているのがけとめているのが現状現状現状現状ですですですです。。。。    

    

【【【【会会会会    長長長長】】】】DVDVDVDV にににに限限限限らずらずらずらず、、、、セクシュアルセクシュアルセクシュアルセクシュアル・・・・ハラスメントハラスメントハラスメントハラスメントとかとかとかとか、、、、パワーパワーパワーパワー・・・・ハラスメントハラスメントハラスメントハラスメントとかそういうことかそういうことかそういうことかそういうこ

とはもっととはもっととはもっととはもっと身近身近身近身近にににに件数件数件数件数があるがあるがあるがあるわけでわけでわけでわけですよねすよねすよねすよね。。。。無意識無意識無意識無意識のののの内内内内にににに、、、、そういうそういうそういうそういう行為行為行為行為がががが成成成成されてしまうというされてしまうというされてしまうというされてしまうという

そういうことがそういうことがそういうことがそういうことが問題化問題化問題化問題化しているということはしているということはしているということはしているということは、、、、すごくすごくすごくすごく新新新新しいしいしいしい現象現象現象現象ですよねですよねですよねですよね。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】そうですよねそうですよねそうですよねそうですよね。。。。    

    

【【【【会会会会    長長長長】】】】他他他他にいかがですかにいかがですかにいかがですかにいかがですか。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】先先先先ほどからほどからほどからほどから出出出出ているているているている、、、、審議会女性委員審議会女性委員審議会女性委員審議会女性委員をををを３０３０３０３０％％％％にしないといけないにしないといけないにしないといけないにしないといけない。。。。前回前回前回前回にににに出出出出たときかたときかたときかたときか

らららら既既既既にににに３０３０３０３０％、％、％、％、３０３０３０３０％％％％といわれていたのですがといわれていたのですがといわれていたのですがといわれていたのですが。。。。先先先先ほどほどほどほど事務局事務局事務局事務局のののの方方方方からからからから、、、、とりあえずとりあえずとりあえずとりあえず女性女性女性女性のののの方方方方をつをつをつをつ

まんでいったらいいというまんでいったらいいというまんでいったらいいというまんでいったらいいという意見意見意見意見はははは、、、、私私私私はははは基本的基本的基本的基本的にはにはにはには反対反対反対反対ですですですです。。。。要要要要はははは率率率率だけをだけをだけをだけを増増増増やせばいいのであれやせばいいのであれやせばいいのであれやせばいいのであれ

ばばばば、、、、３０３０３０３０％％％％にしたらいいのではないかなとにしたらいいのではないかなとにしたらいいのではないかなとにしたらいいのではないかなと。。。。でもでもでもでも、、、、根本根本根本根本はははは、、、、やはりやはりやはりやはり、、、、３０３０３０３０％％％％になったところにはになったところにはになったところにはになったところには、、、、

女性女性女性女性がががが自発的自発的自発的自発的にににに出出出出てきててきててきててきて、、、、やはりやはりやはりやはり、、、、そこにそこにそこにそこに参画参画参画参画できるできるできるできる社会社会社会社会というのをというのをというのをというのを目標目標目標目標にしたにしたにしたにした数字数字数字数字がががが３０３０３０３０％％％％だとだとだとだと

私私私私はははは思思思思うのでうのでうのでうので。。。。だからだからだからだから、、、、数字数字数字数字だけをだけをだけをだけを３０３０３０３０％％％％にするというのであればにするというのであればにするというのであればにするというのであれば、、、、事務局事務局事務局事務局からからからから言言言言われたようなかわれたようなかわれたようなかわれたようなか

たちでたちでたちでたちで、、、、早速早速早速早速、、、、取取取取りりりり掛掛掛掛かっていただけたらかっていただけたらかっていただけたらかっていただけたら、、、、すぐにでもできるのではないかなとすぐにでもできるのではないかなとすぐにでもできるのではないかなとすぐにでもできるのではないかなと思思思思いますけれどもいますけれどもいますけれどもいますけれども。。。。

そこがやはりそこがやはりそこがやはりそこがやはり難難難難しいところでしいところでしいところでしいところで、、、、やはりやはりやはりやはり、、、、市市市市のののの行政行政行政行政としてはとしてはとしてはとしては大変大変大変大変なところかなとなところかなとなところかなとなところかなと思思思思うのですけれどもうのですけれどもうのですけれどもうのですけれども

ねねねね。。。。だからだからだからだから、、、、そこらそこらそこらそこら辺辺辺辺はははは、、、、どういうふうにしていけばいいのかどういうふうにしていけばいいのかどういうふうにしていけばいいのかどういうふうにしていけばいいのか。。。。数字数字数字数字だけをだけをだけをだけを求求求求めていってもめていってもめていってもめていってもダメダメダメダメなななな

のではないかなとのではないかなとのではないかなとのではないかなと。。。。そのそのそのその根本根本根本根本にあるところをにあるところをにあるところをにあるところを見見見見ていかないといけないのではないかなとていかないといけないのではないかなとていかないといけないのではないかなとていかないといけないのではないかなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】今今今今、、、、委員委員委員委員がおっしゃったことでがおっしゃったことでがおっしゃったことでがおっしゃったことで、、、、市議会議員市議会議員市議会議員市議会議員のののの方方方方々々々々がこういうがこういうがこういうがこういう方方方方がががが良良良良いといういといういといういというののののをををを市民市民市民市民

生活部長生活部長生活部長生活部長なりがなりがなりがなりが指名指名指名指名していただいたらしていただいたらしていただいたらしていただいたら、、、、来来来来やすいのではないかなやすいのではないかなやすいのではないかなやすいのではないかなとととと思思思思うのですけれどもねうのですけれどもねうのですけれどもねうのですけれどもね。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】ごごごご推薦推薦推薦推薦いただいたらですねいただいたらですねいただいたらですねいただいたらですね。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】難難難難しいしいしいしい問題問題問題問題ですねですねですねですね。。。。市議会議員市議会議員市議会議員市議会議員のののの立場立場立場立場でででで口口口口をををを挟挟挟挟んだらんだらんだらんだら、、、、ややこしいややこしいややこしいややこしいルールルールルールルールがあるだろうがあるだろうがあるだろうがあるだろう

しししし。。。。問題問題問題問題はははは、、、、数字数字数字数字だけのだけのだけのだけの問題問題問題問題ではないとではないとではないとではないと思思思思うのですねうのですねうのですねうのですね。。。。そうそうそうそういういういういう環境環境環境環境があってがあってがあってがあって、、、、女性女性女性女性がががが自自自自らららら参画参画参画参画でででで

きるそういうきるそういうきるそういうきるそういう条件条件条件条件づくりがづくりがづくりがづくりが必要必要必要必要であってであってであってであって、、、、数字数字数字数字だけをだけをだけをだけを追追追追いかけてもいかけてもいかけてもいかけても私私私私はははは意味意味意味意味がながながながないといといといと私私私私はははは逆逆逆逆にににに思思思思いいいい

ますがますがますがますが。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】それはそれはそれはそれは、、、、おっしゃるとおりですおっしゃるとおりですおっしゃるとおりですおっしゃるとおりです。。。。だからだからだからだから、、、、環境環境環境環境づくりにもっとづくりにもっとづくりにもっとづくりにもっと精精精精をををを出出出出してしてしてして欲欲欲欲しいなあとしいなあとしいなあとしいなあと

思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】前前前前からのからのからのからの何何何何ががががネックネックネックネックになっているかとになっているかとになっているかとになっているかと申申申申しますとしますとしますとしますと、、、、あてあてあてあて職職職職ですですですですよねよねよねよね。。。。ほとんどがほとんどがほとんどがほとんどが。。。。先先先先ほほほほ

どもちょっとどもちょっとどもちょっとどもちょっと話話話話がががが出出出出ましたけれどもましたけれどもましたけれどもましたけれども、、、、あてあてあてあて職職職職はははは、、、、条例条例条例条例などでなどでなどでなどで決決決決まったりしていればまったりしていればまったりしていればまったりしていれば、、、、そのそのそのその条例条例条例条例をををを変変変変

えないとえないとえないとえないと難難難難しいということになりますよねしいということになりますよねしいということになりますよねしいということになりますよね。。。。ただただただただ、、、、あてあてあてあて職職職職でもでもでもでも団体推薦団体推薦団体推薦団体推薦にににに任任任任されているものがあれされているものがあれされているものがあれされているものがあれ
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ばばばば、、、、それはそれはそれはそれは長長長長でなくてもかまわないでなくてもかまわないでなくてもかまわないでなくてもかまわないとととというかたちでおいうかたちでおいうかたちでおいうかたちでお願願願願いするということができるだろうといするということができるだろうといするということができるだろうといするということができるだろうと思思思思ううううのののの

ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども。。。。だからだからだからだから基本的基本的基本的基本的にはにはにはには、、、、あてあてあてあて職職職職というところでというところでというところでというところで、、、、まだまだまだまだまだまだまだまだ女性女性女性女性のののの登用登用登用登用がなされていないがなされていないがなされていないがなされていない

ところがこういうところにもところがこういうところにもところがこういうところにもところがこういうところにも響響響響いてきているのでいてきているのでいてきているのでいてきているので、、、、そこまでをそこまでをそこまでをそこまでを市市市市がどうするということはできないがどうするということはできないがどうするということはできないがどうするということはできない

のですけれどものですけれどものですけれどものですけれども、、、、いろんなこういういろんなこういういろんなこういういろんなこういう事例事例事例事例があるというがあるというがあるというがあるという、、、、事例事例事例事例というものをというものをというものをというものを提示提示提示提示していってしていってしていってしていって、、、、例例例例えばえばえばえば

あてあてあてあて職的職的職的職的なものをなものをなものをなものを、、、、団体委嘱団体委嘱団体委嘱団体委嘱のののの中中中中でででで、、、、こういうこういうこういうこういう人人人人がががが出出出出てきていますというようにてきていますというようにてきていますというようにてきていますというように、、、、そうしないとそそうしないとそそうしないとそそうしないとそ

れぞれのれぞれのれぞれのれぞれの団体団体団体団体でもでもでもでも一番長一番長一番長一番長にににに出出出出てもらうのがてもらうのがてもらうのがてもらうのが無難無難無難無難ですからですからですからですから。。。。そのあたりについてはそのあたりについてはそのあたりについてはそのあたりについては、、、、努力努力努力努力はされていはされていはされていはされてい

るとはるとはるとはるとは思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが。。。。そういったことをそういったことをそういったことをそういったことを広広広広めていただくというめていただくというめていただくというめていただくという、、、、そういったところからそういったところからそういったところからそういったところから行行行行かないとかないとかないとかないと

強制的強制的強制的強制的にとはにとはにとはにとは行行行行かないかないかないかない問題問題問題問題だろうとだろうとだろうとだろうと思思思思うのですねうのですねうのですねうのですね。。。。それからそれからそれからそれから審議会審議会審議会審議会というのはというのはというのはというのは委員委員委員委員のあるのあるのあるのある程度程度程度程度のののの専専専専

門性門性門性門性というのはというのはというのはというのは求求求求められるけれどもめられるけれどもめられるけれどもめられるけれども、、、、先先先先ほどからほどからほどからほどから動動動動きもきもきもきも出出出出ていますようにていますようにていますようにていますように、、、、あるあるあるある意味意味意味意味でのでのでのでの代表制代表制代表制代表制みみみみ

たいなものたいなものたいなものたいなもの。。。。市議会議員市議会議員市議会議員市議会議員もももも代表制代表制代表制代表制というというというという性格性格性格性格をををを持持持持っておられるのですけれどもっておられるのですけれどもっておられるのですけれどもっておられるのですけれども。。。。審議会委員審議会委員審議会委員審議会委員でもでもでもでも、、、、

専門性専門性専門性専門性だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、代表制代表制代表制代表制ということもあるからということもあるからということもあるからということもあるから、、、、公募公募公募公募のののの市民市民市民市民のののの方方方方にもにもにもにも出出出出てきていただいているてきていただいているてきていただいているてきていただいている。。。。

そのそのそのその辺辺辺辺のところものところものところものところも理解理解理解理解いただくようにしていただくということもいるのかなといただくようにしていただくということもいるのかなといただくようにしていただくということもいるのかなといただくようにしていただくということもいるのかなと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。    

    

【【【【会会会会    長長長長】】】】はいはいはいはい、、、、どうぞどうぞどうぞどうぞ。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】今今今今のののの代表代表代表代表のののの方方方方がががが来来来来ていただくというごていただくというごていただくというごていただくというご意見意見意見意見がございましがございましがございましがございましたけれどもたけれどもたけれどもたけれども、、、、まさにまさにまさにまさに私私私私のののの妻妻妻妻もあもあもあもあ

てててて職職職職でででで、、、、農業関係農業関係農業関係農業関係のののの会長会長会長会長をあてをあてをあてをあて職職職職ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、いやいやでもいやいやでもいやいやでもいやいやでも引引引引きききき受受受受けたらとたんにけたらとたんにけたらとたんにけたらとたんに肩書肩書肩書肩書きがきがきがきが２２２２つつつつ

もももも３３３３つもつもつもつも付付付付いてしまっていてしまっていてしまっていてしまって、、、、２２２２日日日日もももも３３３３日日日日もももも出出出出かけてかけてかけてかけて行行行行くようなくようなくようなくような状況状況状況状況でででで。。。。私私私私もももも、、、、今今今今までまでまでまで理解理解理解理解がなかったがなかったがなかったがなかった

のですけれどものですけれどものですけれどものですけれども、、、、ここへここへここへここへ出出出出させていただいてさせていただいてさせていただいてさせていただいて、、、、少少少少しはしはしはしは理解理解理解理解もできるようになりましたのでもできるようになりましたのでもできるようになりましたのでもできるようになりましたので、、、、できるできるできるできる

限限限限りりりり出出出出てててて行行行行けといっておりますけといっておりますけといっておりますけといっております。。。。このようなこのようなこのようなこのような地域地域地域地域のののの組織組織組織組織はかなりはかなりはかなりはかなり大大大大きなきなきなきな組織組織組織組織なのでなのでなのでなので、、、、家庭家庭家庭家庭のことものことものことものことも

忙忙忙忙しいししいししいししいし、、、、本業本業本業本業のののの仕事仕事仕事仕事もあるのですけれどももあるのですけれどももあるのですけれどももあるのですけれども、、、、やはりやはりやはりやはり、、、、与与与与えられればえられればえられればえられれば、、、、女性女性女性女性のののの方方方方はははは、、、、まめにおまめにおまめにおまめにお連連連連れれれれ

がいらっしゃるとがいらっしゃるとがいらっしゃるとがいらっしゃると積極的積極的積極的積極的にやられますのでにやられますのでにやられますのでにやられますので。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】本日本日本日本日ごごごご欠席欠席欠席欠席のののの委員委員委員委員にににに是非是非是非是非ともごともごともごともご意見意見意見意見をおをおをおをお伺伺伺伺いしたかったですねいしたかったですねいしたかったですねいしたかったですね。。。。    

    

【【【【会会会会    長長長長】】】】確確確確かにかにかにかに、、、、数数数数だけそろえればいいものではないですけれどもだけそろえればいいものではないですけれどもだけそろえればいいものではないですけれどもだけそろえればいいものではないですけれども。。。。でもでもでもでも、、、、役割役割役割役割がががが人間人間人間人間をつくるをつくるをつくるをつくる

というのもというのもというのもというのも、、、、社会学的社会学的社会学的社会学的にいえばそうですよねにいえばそうですよねにいえばそうですよねにいえばそうですよね。。。。やはりやはりやはりやはり、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの長長長長いいいい歴史歴史歴史歴史のののの中中中中でででで、、、、やはりやはりやはりやはり、、、、女性女性女性女性

はそういうはそういうはそういうはそういう男性男性男性男性とととと対等対等対等対等のののの市民市民市民市民としてとしてとしてとして、、、、そのそのそのその社会的社会的社会的社会的なななな場場場場にににに出出出出ることがることがることがることが、、、、機会機会機会機会がががが本当本当本当本当になかったになかったになかったになかった。。。。少少少少なななな

かったかったかったかった。。。。そういうことのそういうことのそういうことのそういうことの結果結果結果結果としてとしてとしてとして、、、、今今今今、、、、３０３０３０３０％％％％になかなかならないというになかなかならないというになかなかならないというになかなかならないという一番大一番大一番大一番大きなきなきなきな要因要因要因要因だとだとだとだと思思思思

うのですようのですようのですようのですよ。。。。ですからですからですからですから、、、、今今今今、、、、委員委員委員委員のののの方方方方々々々々がおっしゃったがおっしゃったがおっしゃったがおっしゃった代表代表代表代表のかたちでものかたちでものかたちでものかたちでも、、、、あてあてあてあて職職職職のところでものところでものところでものところでも、、、、

女女女女のののの人人人人をできるだけをできるだけをできるだけをできるだけ出出出出してくださいというかたちでやっていけばしてくださいというかたちでやっていけばしてくださいというかたちでやっていけばしてくださいというかたちでやっていけば、、、、私私私私はははは数数数数をそろえることとをそろえることとをそろえることとをそろえることと、、、、女性女性女性女性

にににに機会機会機会機会をををを与与与与えてえてえてえて、、、、女性自身女性自身女性自身女性自身がががが自分自分自分自分をををを変変変変えていくというえていくというえていくというえていくというチャンスチャンスチャンスチャンスをををを与与与与えてあげるというえてあげるというえてあげるというえてあげるという、、、、やはりやはりやはりやはり公平公平公平公平

にににに持持持持っていくっていくっていくっていく中中中中でででで、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの差差差差をををを引引引引きききき上上上上げるということだとげるということだとげるということだとげるということだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】まさにまさにまさにまさに、、、、おっしゃるとおりでおっしゃるとおりでおっしゃるとおりでおっしゃるとおりで、、、、絶対数絶対数絶対数絶対数といいますかといいますかといいますかといいますか分母分母分母分母をやはりをやはりをやはりをやはり増増増増やすことがやすことがやすことがやすことが必要必要必要必要だとだとだとだと

思思思思いますいますいますいます。。。。各委員各委員各委員各委員がいろんながいろんながいろんながいろんな審議会審議会審議会審議会をををを重複重複重複重複してしてしてして、、、、１１１１人人人人のののの人人人人がががが重複重複重複重複してもってらっしゃるというしてもってらっしゃるというしてもってらっしゃるというしてもってらっしゃるというケーケーケーケー

ススススがががが多多多多いのでいのでいのでいので、、、、ですからですからですからですから、、、、今今今今、、、、委員委員委員委員がおっしゃったようにがおっしゃったようにがおっしゃったようにがおっしゃったように、、、、委員委員委員委員のののの妻妻妻妻がががが、、、、あるあるあるある団体団体団体団体のののの役役役役をををを１１１１つつつつ持持持持っっっっ

てててて出出出出てててて、、、、１１１１つつつつ持持持持ったらったらったらったら、、、、あのあのあのあの会会会会にもにもにもにも代表代表代表代表としてとしてとしてとして出出出出るということでるということでるということでるということで、、、、これこれこれこれ絶対数絶対数絶対数絶対数がががが少少少少ないからこういないからこういないからこういないからこうい

うことになるのですうことになるのですうことになるのですうことになるのです。。。。ですからですからですからですから、、、、分母分母分母分母をををを増増増増やせばやせばやせばやせば環境環境環境環境やややや機会機会機会機会がまわってくるがまわってくるがまわってくるがまわってくるということだとということだとということだとということだと思思思思うのうのうのうの

でででで、、、、それもそれもそれもそれも一一一一つつつつ。。。。それだけではないのですけれどもねそれだけではないのですけれどもねそれだけではないのですけれどもねそれだけではないのですけれどもね。。。。やはりやはりやはりやはり、、、、一一一一つのつのつのつの手段手段手段手段としてこれからとしてこれからとしてこれからとしてこれから考考考考えてえてえてえて

いかなければならないといかなければならないといかなければならないといかなければならないと思思思思いますいますいますいます。。。。    



 １８ 

    

【【【【会会会会    長長長長】】】】他他他他にににに何何何何かごかごかごかご意見意見意見意見はございませんかはございませんかはございませんかはございませんか。。。。一番初一番初一番初一番初めのめのめのめの議題議題議題議題からからからから全部合全部合全部合全部合わせてわせてわせてわせて。。。。これまではこれまではこれまではこれまでは会議会議会議会議

がががが１１１１年年年年にににに１１１１回回回回なのでなのでなのでなので、、、、ごそっとごそっとごそっとごそっと資料資料資料資料がががが来来来来てててて何何何何からしゃべっていいのかからしゃべっていいのかからしゃべっていいのかからしゃべっていいのか。。。。今年今年今年今年はははは、、、、もうもうもうもう１１１１回回回回、、、、審議会審議会審議会審議会

をををを開開開開いていただけるということでいていただけるということでいていただけるということでいていただけるということで話話話話しがしがしがしが繋繋繋繋がっていくかもがっていくかもがっていくかもがっていくかも知知知知れませんれませんれませんれません。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】おおおお伺伺伺伺いしてよろしいですかいしてよろしいですかいしてよろしいですかいしてよろしいですか。。。。ワークワークワークワーク・・・・ライフライフライフライフ・・・・バランスバランスバランスバランスのところでのところでのところでのところで、、、、就職就職就職就職したいしたいしたいしたい女性女性女性女性のののの

方方方方がががが結構増結構増結構増結構増えているとえているとえているとえていると思思思思うのですけれどもうのですけれどもうのですけれどもうのですけれども。。。。待機児童待機児童待機児童待機児童がたくさんいるとがたくさんいるとがたくさんいるとがたくさんいると聞聞聞聞くのですけれどもくのですけれどもくのですけれどもくのですけれども。。。。まずまずまずまず、、、、

保育所保育所保育所保育所にににに入入入入るにはるにはるにはるには就職就職就職就職をををを決決決決めてからしかめてからしかめてからしかめてからしか保育所保育所保育所保育所にににに預預預預けることができないですよねけることができないですよねけることができないですよねけることができないですよね。。。。だいたいにおいだいたいにおいだいたいにおいだいたいにおい

てててて。。。。就職就職就職就職がががが決決決決まったまったまったまった後後後後でしかでしかでしかでしか預預預預けられないのですけれどもけられないのですけれどもけられないのですけれどもけられないのですけれども。。。。就職活動就職活動就職活動就職活動をしようとをしようとをしようとをしようと思思思思ったときにったときにったときにったときに、、、、そそそそ

のののの子子子子をををを一時保育一時保育一時保育一時保育としてそのとしてそのとしてそのとしてその子子子子をどこかにをどこかにをどこかにをどこかに預預預預けなかったらけなかったらけなかったらけなかったら、、、、就職活動就職活動就職活動就職活動ができないができないができないができない。。。。ちょっとちょっとちょっとちょっと、、、、実際問実際問実際問実際問

題題題題としたらとしたらとしたらとしたら、、、、就職活動就職活動就職活動就職活動をするのにをするのにをするのにをするのに、、、、そのそのそのその子子子子どどどどもがもがもがもが邪魔邪魔邪魔邪魔というというというという言言言言いいいい方方方方はおかしいですけれどもはおかしいですけれどもはおかしいですけれどもはおかしいですけれども、、、、連連連連れれれれ

てはてはてはては就職活動就職活動就職活動就職活動できないけれどもできないけれどもできないけれどもできないけれども、、、、一応保育所一応保育所一応保育所一応保育所にににに預預預預けたいなとけたいなとけたいなとけたいなと思思思思ったらったらったらったら、、、、じゃあじゃあじゃあじゃあ就職証明書就職証明書就職証明書就職証明書をををを持持持持ってってってって

きてくださいときてくださいときてくださいときてくださいと言言言言われるしわれるしわれるしわれるし。。。。そこらそこらそこらそこら辺辺辺辺ですごくですごくですごくですごく矛盾矛盾矛盾矛盾をををを感感感感じていたのですけれどもじていたのですけれどもじていたのですけれどもじていたのですけれども。。。。私自身私自身私自身私自身がですがですがですがです。。。。

ですからですからですからですから、、、、だれかだれかだれかだれか預預預預かってもらうかってもらうかってもらうかってもらう人人人人がいたらがいたらがいたらがいたら、、、、就職活動就職活動就職活動就職活動もできるのですけれどももできるのですけれどももできるのですけれどももできるのですけれども、、、、預預預預かってくれるかってくれるかってくれるかってくれる

人人人人がいなかったらがいなかったらがいなかったらがいなかったら就職活動就職活動就職活動就職活動はできないしはできないしはできないしはできないし、、、、土土土土・・・・日日日日・・・・祝日祝日祝日祝日はははは、、、、保育所保育所保育所保育所はははは預預預預かりませんといわれたらかりませんといわれたらかりませんといわれたらかりませんといわれたら、、、、

今今今今みたいにみたいにみたいにみたいにサービスサービスサービスサービス業業業業というところでしたらというところでしたらというところでしたらというところでしたら、、、、土土土土・・・・日日日日・・・・祝日祝日祝日祝日のののの方方方方がががが出勤出勤出勤出勤するというかたちもありまするというかたちもありまするというかたちもありまするというかたちもありま

すしすしすしすし。。。。そうなったときにそうなったときにそうなったときにそうなったときに、、、、保育所保育所保育所保育所はいいなとはいいなとはいいなとはいいなと思思思思いながらだれかいながらだれかいながらだれかいながらだれか補佐補佐補佐補佐がなかったらがなかったらがなかったらがなかったら、、、、できないなとできないなとできないなとできないなと感感感感

じるのですねじるのですねじるのですねじるのですね。。。。だからだからだからだから、、、、２２２２種類種類種類種類あったらいいなってあったらいいなってあったらいいなってあったらいいなって。。。。月曜日月曜日月曜日月曜日からからからから金曜日金曜日金曜日金曜日までまでまでまで預預預預かっているかっているかっているかっている保育所保育所保育所保育所。。。。

祝日祝日祝日祝日とかとかとかとか土土土土・・・・日曜日日曜日日曜日日曜日とかそういうところってとかそういうところってとかそういうところってとかそういうところって仕事仕事仕事仕事もきっちりもきっちりもきっちりもきっちり月曜日月曜日月曜日月曜日からからからから金曜日金曜日金曜日金曜日までのまでのまでのまでの仕事仕事仕事仕事ってありってありってありってあり

ませんのでねませんのでねませんのでねませんのでね。。。。そういうときどうなさっているのかなってそういうときどうなさっているのかなってそういうときどうなさっているのかなってそういうときどうなさっているのかなって思思思思ってってってって。。。。ちょっとおちょっとおちょっとおちょっとお聞聞聞聞きしたかったものきしたかったものきしたかったものきしたかったもの

ですからですからですからですから。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】仕事仕事仕事仕事にににに就就就就かれていないかれていないかれていないかれていない状況状況状況状況でででで、、、、保育園保育園保育園保育園にににに入入入入れないというのはれないというのはれないというのはれないというのは、、、、最近最近最近最近のことですかのことですかのことですかのことですか。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】最近最近最近最近もそうですけれどももそうですけれどももそうですけれどももそうですけれども、、、、例例例例えばえばえばえばリストラリストラリストラリストラにににに遭遭遭遭いますでしょいますでしょいますでしょいますでしょ。。。。そしたらそしたらそしたらそしたら民間保育民間保育民間保育民間保育所所所所にににに預預預預

けているとけているとけているとけていると「「「「就職証明書就職証明書就職証明書就職証明書をををを持持持持ってきてくださいってきてくださいってきてくださいってきてください」」」」とととと言言言言われたときにはわれたときにはわれたときにはわれたときには、、、、そのそのそのその子子子子をををを引引引引きとらなければきとらなければきとらなければきとらなければ

いけないといけないといけないといけないと聞聞聞聞いたものですからいたものですからいたものですからいたものですから。。。。だからだからだからだから、、、、就職就職就職就職というかたちがあったらというかたちがあったらというかたちがあったらというかたちがあったら保育所保育所保育所保育所でででで預預預預かってくれるけかってくれるけかってくれるけかってくれるけ

れどもれどもれどもれども、、、、そういうそういうそういうそういう証明証明証明証明がなかったらがなかったらがなかったらがなかったら、、、、保育所保育所保育所保育所はははは、、、、民間民間民間民間はははは別別別別としてとしてとしてとして入入入入れないのがれないのがれないのがれないのが不思議不思議不思議不思議にににに思思思思ったものったものったものったもの

ですからですからですからですから。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】ただただただただ、、、、待機児童待機児童待機児童待機児童のののの問題問題問題問題もありますしもありますしもありますしもありますし、、、、枠枠枠枠のののの問題問題問題問題もありますもありますもありますもあります。。。。ただただただただ、、、、以前以前以前以前からからからから就職活動就職活動就職活動就職活動をををを

するするするする場合場合場合場合、、、、あるあるあるある程度枠程度枠程度枠程度枠があるがあるがあるがある場合場合場合場合はははは、、、、そのようなそのようなそのようなそのような申申申申しししし出出出出によってによってによってによって預預預預けることができたとけることができたとけることができたとけることができたと思思思思いますいますいますいます。。。。

家庭家庭家庭家庭のごのごのごのご事情事情事情事情ももももあるのですけれどもあるのですけれどもあるのですけれどもあるのですけれども。。。。私私私私はははは直接直接直接直接担当担当担当担当ではごではごではごではございませんのでざいませんのでざいませんのでざいませんので、、、、詳詳詳詳しいことはしいことはしいことはしいことは保育課保育課保育課保育課にににに

確認確認確認確認をしないとをしないとをしないとをしないと確実確実確実確実ではないのですがではないのですがではないのですがではないのですが。。。。ただただただただ、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか今今今今、、、、川西市川西市川西市川西市におきましてはにおきましてはにおきましてはにおきましては待機児童待機児童待機児童待機児童がががが多多多多いいいい

というというというという状況状況状況状況でででで保育所保育所保育所保育所をををを増設増設増設増設するというするというするというするという方向性方向性方向性方向性もももも出出出出ておりますのでておりますのでておりますのでておりますので、、、、そういうそういうそういうそういう部分部分部分部分でででで、、、、優先順位優先順位優先順位優先順位といといといとい

うものがあうものがあうものがあうものがありますりますりますりますのでのでのでので、、、、やはりやはりやはりやはり、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても枠枠枠枠がががが少少少少なければなければなければなければ、、、、実際実際実際実際、、、、働働働働いているいているいているいている方方方方からいうことにからいうことにからいうことにからいうことに

なってくることにななってくることにななってくることにななってくることになりますりますりますりますのですねのですねのですねのですね。。。。あとあとあとあと土土土土・・・・日曜日日曜日日曜日日曜日、、、、祝日祝日祝日祝日のののの保育保育保育保育とかとかとかとか、、、、実際働実際働実際働実際働いているいているいているいているときにときにときにときに子子子子

どもさんがどもさんがどもさんがどもさんが病気病気病気病気になったになったになったになった場合場合場合場合ですねですねですねですね。。。。そのときそのときそのときそのとき子子子子どもさんをどこでどもさんをどこでどもさんをどこでどもさんをどこで見見見見てもらうかということがすごてもらうかということがすごてもらうかということがすごてもらうかということがすご

いいいい大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題ですのでですのでですのでですので、、、、今後今後今後今後そういうそういうそういうそういう部部部部分分分分につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、多多多多くのくのくのくの保護者保護者保護者保護者のののの方方方方々々々々がががが不安不安不安不安にににに思思思思ってらってらってらってら

っしゃるところですのでっしゃるところですのでっしゃるところですのでっしゃるところですので、、、、保育課保育課保育課保育課とととと調整調整調整調整させていただいてさせていただいてさせていただいてさせていただいて、、、、審議会審議会審議会審議会においてこのようなごにおいてこのようなごにおいてこのようなごにおいてこのようなご意見意見意見意見があがあがあがあ

ったということでったということでったということでったということで検討検討検討検討していただくようしていただくようしていただくようしていただくよう働働働働きかけをさせていただきますきかけをさせていただきますきかけをさせていただきますきかけをさせていただきます。。。。    



 １９ 

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】どうもありがとうございますどうもありがとうございますどうもありがとうございますどうもありがとうございます。。。。    

    

【【【【会会会会    長長長長】】】】他他他他にににに言言言言いいいい残残残残されていることはございますかされていることはございますかされていることはございますかされていることはございますか。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画センターセンターセンターセンター長長長長におにおにおにお願願願願いしたいことですがいしたいことですがいしたいことですがいしたいことですが、、、、最近最近最近最近はははは DVDVDVDV にいたらないにいたらないにいたらないにいたらない、、、、大大大大きくきくきくきく

わけたらわけたらわけたらわけたら DVDVDVDV にににに入入入入れられているのですけれどもれられているのですけれどもれられているのですけれどもれられているのですけれども、、、、かつてまではかつてまではかつてまではかつてまでは入入入入れられていたれられていたれられていたれられていた、、、、ことばによることばによることばによることばによる暴力暴力暴力暴力

ですよねですよねですよねですよね。。。。最近最近最近最近はそれをはそれをはそれをはそれをモラルモラルモラルモラル・・・・ハラスメントハラスメントハラスメントハラスメントというらしいのですというらしいのですというらしいのですというらしいのです。。。。そのそのそのその社会社会社会社会でででで起起起起こっているのはこっているのはこっているのはこっているのは

パワーパワーパワーパワー・・・・ハラスメントハラスメントハラスメントハラスメントでででで、、、、家庭内家庭内家庭内家庭内でででで夫夫夫夫からからからから妻妻妻妻にににに、、、、妻妻妻妻からからからから夫夫夫夫にもあるのかもにもあるのかもにもあるのかもにもあるのかも知知知知れませんけれどもれませんけれどもれませんけれどもれませんけれども。。。。多多多多

くはくはくはくは夫夫夫夫からからからから妻妻妻妻ですよねですよねですよねですよね。。。。モラルモラルモラルモラル・・・・ハラスメントハラスメントハラスメントハラスメントというらしいのですけれどもというらしいのですけれどもというらしいのですけれどもというらしいのですけれども。。。。ものすごいことばでものすごいことばでものすごいことばでものすごいことばで

攻撃攻撃攻撃攻撃するするするする。。。。そのそのそのその「「「「悔悔悔悔しかったらしかったらしかったらしかったら働働働働いてみろいてみろいてみろいてみろ」」」」とかとかとかとか、、、、そのそのそのその「「「「おおおお前前前前ははははラクラクラクラクしてしてしてして」」」」などとひどいことをいなどとひどいことをいなどとひどいことをいなどとひどいことをい

っぱいっぱいっぱいっぱい言言言言うとうとうとうと。。。。そういうことでそういうことでそういうことでそういうことで、、、、実実実実はははは私私私私のののの友人友人友人友人もももも夫夫夫夫からのからのからのからのモラルモラルモラルモラル・・・・ハラスメントハラスメントハラスメントハラスメントでででで、、、、離婚離婚離婚離婚になりかになりかになりかになりか

けているのですけれどもけているのですけれどもけているのですけれどもけているのですけれども。。。。知知知知りりりり合合合合いのいのいのいのカウンセラーカウンセラーカウンセラーカウンセラーにににに相談相談相談相談しますとしますとしますとしますと、、、、このこのこのこのモラルモラルモラルモラル・・・・ハラスメントハラスメントハラスメントハラスメントがががが

今今今今、、、、深刻深刻深刻深刻になっになっになっになっていてていてていてていて、、、、かなりかなりかなりかなり本本本本とかもとかもとかもとかも出出出出ておりますておりますておりますております。。。。結構貸出数結構貸出数結構貸出数結構貸出数とかもとかもとかもとかも多多多多くなっているようでくなっているようでくなっているようでくなっているようで、、、、

QQQQ＆＆＆＆AAAA 型型型型のそののそののそののその本本本本をををを増増増増やすとかやすとかやすとかやすとか。。。。あとあとあとあとモラルモラルモラルモラル・・・・ハラスメントハラスメントハラスメントハラスメントとかいうこととかいうこととかいうこととかいうこと自体自体自体自体にににに気気気気がついていないがついていないがついていないがついていない女女女女

性性性性もいらっしゃるのでもいらっしゃるのでもいらっしゃるのでもいらっしゃるので、、、、そういうもののそういうもののそういうもののそういうものの講座講座講座講座とかとかとかとか、、、、モラルモラルモラルモラル・・・・ハラスメントハラスメントハラスメントハラスメントとかはこういうものですとかはこういうものですとかはこういうものですとかはこういうものです。。。。

それでそれでそれでそれで、、、、講座講座講座講座にきませんかというにきませんかというにきませんかというにきませんかという呼呼呼呼びかけでびかけでびかけでびかけで講座講座講座講座をををを実施実施実施実施してくださるとしてくださるとしてくださるとしてくださると結構結構結構結構、、、、勉強勉強勉強勉強にもなるしにもなるしにもなるしにもなるし、、、、ああああ

とととと私私私私だけではないのだというところでだけではないのだというところでだけではないのだというところでだけではないのだというところで、、、、勇気勇気勇気勇気づけられるづけられるづけられるづけられる女性女性女性女性たちもいるのでたちもいるのでたちもいるのでたちもいるので、、、、是非是非是非是非おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

【【【【会会会会    長長長長】】】】先先先先ほどほどほどほど、、、、男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画センターセンターセンターセンター長長長長のごのごのごのご説明説明説明説明のののの中中中中でででで、、、、夫婦関係夫婦関係夫婦関係夫婦関係がががが一番一番一番一番とおっしとおっしとおっしとおっしゃったのでゃったのでゃったのでゃったので

はなかったですかねはなかったですかねはなかったですかねはなかったですかね。。。。確確確確かかかか。。。。夫婦関係夫婦関係夫婦関係夫婦関係のののの問題問題問題問題。。。。そういうそういうそういうそういう関係関係関係関係のののの問題問題問題問題もももも表面化表面化表面化表面化してきているというこしてきているというこしてきているというこしてきているというこ

とですねとですねとですねとですね。。。。夫婦関係夫婦関係夫婦関係夫婦関係はははは一番初一番初一番初一番初めにおっしゃったかとめにおっしゃったかとめにおっしゃったかとめにおっしゃったかと。。。。    

    

【【【【オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー】】】】平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度のののの報告報告報告報告にあったかとにあったかとにあったかとにあったかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

【【【【会会会会    長長長長】】】】そういうそういうそういうそういう問題問題問題問題もももも増増増増えているのであろうなあとえているのであろうなあとえているのであろうなあとえているのであろうなあと。。。。DVDVDVDV とかとかとかとかモラルモラルモラルモラル・・・・ハラスメントハラスメントハラスメントハラスメントとかとかとかとか。。。。そのそのそのその

ようなとこまでみんながようなとこまでみんながようなとこまでみんながようなとこまでみんなが、、、、気気気気がががが付付付付くようになったというかくようになったというかくようになったというかくようになったというか。。。。これはこれはこれはこれは一一一一つのいじめでありつのいじめでありつのいじめでありつのいじめであり、、、、虐待虐待虐待虐待であであであであ

るとるとるとると認識認識認識認識がががが出出出出てきたというところでしょうかてきたというところでしょうかてきたというところでしょうかてきたというところでしょうか。。。。    

    

【【【【オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー】】】】受受受受けとめてけとめてけとめてけとめて、、、、企画企画企画企画をををを深深深深めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと思思思思うのですけれどもうのですけれどもうのですけれどもうのですけれども。。。。男女共同男女共同男女共同男女共同参画参画参画参画センタセンタセンタセンタ

ーーーー企画企画企画企画のののの１１１１１１１１月月月月のところでのところでのところでのところで、、、、母娘関係母娘関係母娘関係母娘関係にににに主軸主軸主軸主軸をおいたをおいたをおいたをおいた連続講座連続講座連続講座連続講座というのをというのをというのをというのを今考今考今考今考えつつありましてえつつありましてえつつありましてえつつありまして、、、、

こうゆうごこうゆうごこうゆうごこうゆうご提案提案提案提案があったのががあったのががあったのががあったのが、、、、専門相談員専門相談員専門相談員専門相談員がががが、、、、実際実際実際実際のののの相談相談相談相談にあたっていてにあたっていてにあたっていてにあたっていて、、、、かなりかなりかなりかなり DVDVDVDV とかがとかがとかがとかが多多多多いいいい。。。。

このこのこのこの深深深深いところにいところにいところにいところに母娘母娘母娘母娘ということがあるのではないかとということがあるのではないかとということがあるのではないかとということがあるのではないかと相談員相談員相談員相談員がががが言言言言っていてっていてっていてっていて、、、、そういうところにそういうところにそういうところにそういうところに主主主主

軸軸軸軸をおきながらをおきながらをおきながらをおきながら月月月月１１１１回程度回程度回程度回程度、、、、最後最後最後最後のののの方方方方はははは CRCRCRCR もももも入入入入れてれてれてれて、、、、うまくいけばそういううまくいけばそういううまくいけばそういううまくいけばそういう方方方方々々々々でででで、、、、自助的自助的自助的自助的ななななググググ

ループループループループをつくってそういうをつくってそういうをつくってそういうをつくってそういう立立立立ちちちち上上上上げのげのげのげのサポートサポートサポートサポートみたいなことをできればいいのかとみたいなことをできればいいのかとみたいなことをできればいいのかとみたいなことをできればいいのかと企画企画企画企画しているしているしているしている

ところでところでところでところで、、、、今今今今いただいたごいただいたごいただいたごいただいたご意見意見意見意見をもうをもうをもうをもう一度持一度持一度持一度持ちちちち帰帰帰帰ってってってって確認確認確認確認していきたしていきたしていきたしていきたいといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】今今今今、、、、委員委員委員委員のおっしゃったのはのおっしゃったのはのおっしゃったのはのおっしゃったのは、、、、夫婦関係夫婦関係夫婦関係夫婦関係のののの問題問題問題問題ですよねですよねですよねですよね。。。。母娘関係母娘関係母娘関係母娘関係のののの今今今今、、、、女性同士女性同士女性同士女性同士のののの家家家家

庭内庭内庭内庭内でのまたでのまたでのまたでのまた問題問題問題問題がいろいろあるじゃないですかがいろいろあるじゃないですかがいろいろあるじゃないですかがいろいろあるじゃないですか。。。。母母母母とととと娘娘娘娘のののの関係関係関係関係のののの。。。。そうそうそうそう意味意味意味意味ではなくではなくではなくではなく、、、、敵対関係敵対関係敵対関係敵対関係

のののの母娘母娘母娘母娘ではなくではなくではなくではなく、、、、逃逃逃逃げているげているげているげている被害者被害者被害者被害者としてのとしてのとしてのとしての母娘母娘母娘母娘をををを主軸主軸主軸主軸にしているのでにしているのでにしているのでにしているので、、、、誤解誤解誤解誤解をををを招招招招くくくく恐恐恐恐れがあるとれがあるとれがあるとれがあると

思思思思いますいますいますいます。。。。    



 ２０ 

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】このこのこのこの場合場合場合場合のののの母娘母娘母娘母娘はははは、、、、おおおお母母母母さんのさんのさんのさんの娘娘娘娘にににに対対対対するするするする期待期待期待期待がものすごくがものすごくがものすごくがものすごく強強強強すぎてすぎてすぎてすぎて、、、、娘娘娘娘がががが自分自分自分自分ののののアイアイアイアイ

デンティティデンティティデンティティデンティティをををを損失損失損失損失しているとかしているとかしているとかしているとか、、、、おおおお母母母母さんのさんのさんのさんの力力力力にににに押押押押されてしまっていてされてしまっていてされてしまっていてされてしまっていて、、、、そこでそこでそこでそこで悩悩悩悩んでいるんでいるんでいるんでいる娘娘娘娘をををを

どうするかというそっちだとどうするかというそっちだとどうするかというそっちだとどうするかというそっちだと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。教教教教育育育育、、、、就職就職就職就職、、、、結婚結婚結婚結婚とかすべてですねとかすべてですねとかすべてですねとかすべてですね。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】モラルモラルモラルモラル・・・・ハラスメントハラスメントハラスメントハラスメントとととと全然違全然違全然違全然違いますねいますねいますねいますね。。。。    

    

【【【【オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー】】】】わかりましたわかりましたわかりましたわかりました。。。。これをまたこれをまたこれをまたこれをまた、、、、新新新新しいしいしいしい企画企画企画企画としてとしてとしてとして考考考考えますえますえますえます。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】委員委員委員委員、、、、貴重貴重貴重貴重なごなごなごなご意見意見意見意見をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。このこのこのこの中中中中にはにはにはには全全全全くなかったことですのでくなかったことですのでくなかったことですのでくなかったことですので。。。。    

    

【【【【会会会会    長長長長】】】】今今今今、、、、母親母親母親母親がががが娘娘娘娘のののの大学大学大学大学ののののレポートレポートレポートレポートなんかをなんかをなんかをなんかを代代代代わってわってわってわって書書書書くみたいですよくみたいですよくみたいですよくみたいですよ。。。。それだけそれだけそれだけそれだけ、、、、過剰過剰過剰過剰なななな

教育教育教育教育をををを受受受受けたけたけたけた世代世代世代世代がががが母親母親母親母親のののの世代世代世代世代になっておりますのでになっておりますのでになっておりますのでになっておりますので。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】母母母母はははは息子息子息子息子ののののレポートレポートレポートレポートもももも書書書書くのですよくのですよくのですよくのですよ。。。。    

    

【【【【会会会会    長長長長】】】】そうですよそうですよそうですよそうですよ。。。。それぐらいそれぐらいそれぐらいそれぐらい教育教育教育教育ママママママママはそこまでいっていますよねはそこまでいっていますよねはそこまでいっていますよねはそこまでいっていますよね。。。。そういうそういうそういうそういう問題問題問題問題もありまもありまもありまもありま

すすすす。。。。    

    

【【【【委委委委    員員員員】】】】あとあとあとあと、、、、自分自分自分自分がががが叶叶叶叶えられなかったえられなかったえられなかったえられなかった夢夢夢夢をををを娘娘娘娘にににに託託託託してしてしてして、、、、それをそれをそれをそれを娘娘娘娘がががが叶叶叶叶えないことにものすごいえないことにものすごいえないことにものすごいえないことにものすごい

ストレスストレスストレスストレスをををを感感感感じてじてじてじて、、、、わっとわっとわっとわっと言言言言うとかうとかうとかうとか。。。。娘娘娘娘もなんかもなんかもなんかもなんか期待期待期待期待にににに応応応応えようとすることでえようとすることでえようとすることでえようとすることで、、、、ものすごくしんどものすごくしんどものすごくしんどものすごくしんど

くなってしまうくなってしまうくなってしまうくなってしまう。。。。そのようなことがあるらしそのようなことがあるらしそのようなことがあるらしそのようなことがあるらしいいいいのですねのですねのですねのですね。。。。アメリカアメリカアメリカアメリカでもでもでもでも一時問題一時問題一時問題一時問題にもにもにもにもななななりましたしりましたしりましたしりましたし、、、、

多分多分多分多分そのことだとそのことだとそのことだとそのことだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

【【【【会会会会    長長長長】】】】男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画とはちょっとまたとはちょっとまたとはちょっとまたとはちょっとまた別個別個別個別個のののの問題問題問題問題ですねですねですねですね。。。。いいですかいいですかいいですかいいですか。。。。おおおお話話話話がががが弾弾弾弾んだところでんだところでんだところでんだところで、、、、

いろいろといろいろといろいろといろいろと勉強勉強勉強勉強をさせていただきましたけれどもをさせていただきましたけれどもをさせていただきましたけれどもをさせていただきましたけれども、、、、今日今日今日今日はこのはこのはこのはこの辺辺辺辺でででで終終終終わりたいとわりたいとわりたいとわりたいと思思思思いますいますいますいます。。。。他他他他にににに何何何何

かかかか議題議題議題議題ございますかございますかございますかございますか。。。。別別別別にないようでしたらにないようでしたらにないようでしたらにないようでしたら、、、、事務局事務局事務局事務局のののの方方方方ににににバトンタッチバトンタッチバトンタッチバトンタッチさせていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

    

    

    


