
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２２２２３３３３年年年年２２２２月月月月２２２２５５５５日日日日（（（（金金金金））））    １８１８１８１８時時時時００００００００分分分分～～～～１９１９１９１９時時時時５５５５００００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                大﨑淳正大﨑淳正大﨑淳正大﨑淳正委員委員委員委員                岡留美岡留美岡留美岡留美委員委員委員委員    

    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    

    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            和田和田和田和田聡子委員聡子委員聡子委員聡子委員                                    （（（（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        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・・・・相談課相談課相談課相談課主幹主幹主幹主幹    畑畑畑畑    基樹基樹基樹基樹        同同同同主査主査主査主査    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    

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運営運営運営運営マネージャーマネージャーマネージャーマネージャー    小柳教子小柳教子小柳教子小柳教子    （（（（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    

①①①① 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    

②②②② 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セセセンターンターンターンター事業事業事業事業についてについてについてについて    

議題議題議題議題２２２２    平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年度度度度へのへのへのへの提言提言提言提言    

    

そのそのそのその他他他他    

    

閉会閉会閉会閉会のあいさつのあいさつのあいさつのあいさつ        市民生活部長市民生活部長市民生活部長市民生活部長    多田仁三多田仁三多田仁三多田仁三    

    

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））））市民環境室市民環境室市民環境室市民環境室    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    主幹主幹主幹主幹    畑畑畑畑    基樹基樹基樹基樹    

    

☆ 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いめていめていめていききききたいとたいとたいと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報告報告報告報告をををを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】】】】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すきますきますきます。。。。おおおお手元手元手元手元のののの資料資料資料資料をごをごをごをご参照参照参照参照のうえのうえのうえのうえ、、、、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。。。。    

議題議題議題議題１１１１、、、、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、、、、そのそのそのその①①①①、、、、男女男女男女男女

共同参画推進事業共同参画推進事業共同参画推進事業共同参画推進事業につきましてごにつきましてごにつきましてごにつきましてご説明説明説明説明をををを申申申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１１１１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。。。。本本本本

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けるにおけるにおけるにおける施策施策施策施策のののの推進体制推進体制推進体制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。。。。平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年７７７７月月月月

２１２１２１２１日日日日にににに第第第第１１１１回目回目回目回目ののの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をををを開催開催開催開催いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、２１２１２１２１年度事業年度事業年度事業年度事業のののの検証及検証及検証及検証及びびびび２２２２２２２２年度事年度事年度事年度事

業業業業へのへのへのへの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。。。。本日本日本日本日（（（（平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年２２２２月月月月２５２５２５２５日日日日）、）、）、）、第第第第２２２２回目回目回目回目のののの審議会審議会審議会審議会ではではではでは、、、、２２２２２２２２年度年度年度年度

事業事業事業事業のののの検証検証検証検証をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、来年度事業来年度事業来年度事業来年度事業にににに向向向向けてのごけてのごけてのごけてのご提言提言提言提言をいただきたくをいただきたくをいただきたくをいただきたく存存存存じますじますじますじます。。。。次次次次にににに、、、、男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画

推進本部会議推進本部会議推進本部会議推進本部会議でございますでございますでございますでございます。。。。今年度今年度今年度今年度はははは、、、、年度末年度末年度末年度末のののの開催開催開催開催をををを予定予定予定予定しておりしておりしておりしており、、、、現在現在現在現在、、、、日程調整中日程調整中日程調整中日程調整中でございでございでございでござい

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、、、、２２２２番目番目番目番目、、、、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ででで、、、、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のののの運営運営運営運営でございますでございますでございますでございます。。。。審審審審

議会女性委員登用促進部会議会女性委員登用促進部会議会女性委員登用促進部会議会女性委員登用促進部会ではではではでは、、、、今年度今年度今年度今年度もももも引引引引きききき続続続続きききき審議会事務局審議会事務局審議会事務局審議会事務局へのへのへのへの女性委員登用促進女性委員登用促進女性委員登用促進女性委員登用促進にににに向向向向けてけてけてけて再再再再

認識認識認識認識をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。資料資料資料資料２２２２をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。前回前回前回前回、、、、審議会審議会審議会審議会でごでごでごでご指摘指摘指摘指摘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「「「「指導的地位指導的地位指導的地位指導的地位のののの

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をををを、、、、現状現状現状現状のののの審議審議審議審議会女性委員会女性委員会女性委員会女性委員のののの

割合割合割合割合とととと「「「「早期早期早期早期にににに３０３０３０３０％％％％にににに達成達成達成達成させるさせるさせるさせる」」」」というというというという目標目標目標目標にににに変更変更変更変更しししし、、、、本市本市本市本市のののの本部会議本部会議本部会議本部会議でででで設定設定設定設定しましたしましたしましたしました基準基準基準基準とととと

一緒一緒一緒一緒にににに、、、、審議会事務局審議会事務局審議会事務局審議会事務局担当課担当課担当課担当課にににに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しておりますしておりますしておりますしております。。。。効果効果効果効果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、、、、

３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日でででで任期満了任期満了任期満了任期満了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もございますもございますもございますもございます。。。。毎年毎年毎年毎年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４４４４月月月月１１１１日付日付日付日付のののの調査調査調査調査でででで確確確確

認認認認したいとしたいとしたいとし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、、、、資料資料資料資料１１１１のののの２２２２、、、、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にもどりましてにもどりましてにもどりましてにもどりまして、、、、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・・・・ララララ

イフイフイフイフ・・・・バランスバランスバランスバランス））））のののの推進部会推進部会推進部会推進部会ではではではでは、、、、大阪大学大学院大阪大学大学院大阪大学大学院大阪大学大学院    国際公共政策研究科国際公共政策研究科国際公共政策研究科国際公共政策研究科    研究科長研究科長研究科長研究科長のののの松繁寿和松繁寿和松繁寿和松繁寿和ささささ

んをんをんをんを講師講師講師講師におにおにおにお迎迎迎迎えしえしえしえし、「、「、「、「少子高齢化社少子高齢化社少子高齢化社少子高齢化社会会会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活躍活躍活躍活躍とととと経済成長経済成長経済成長経済成長    地方行政地方行政地方行政地方行政のののの役割役割役割役割」」」」とととと題題題題しししし、、、、

階層別階層別階層別階層別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いたしまいたしまいたしまいたしまししししたたたた。。。。参加者参加者参加者参加者はははは、、、、課長級以上課長級以上課長級以上課長級以上がががが３２３２３２３２人人人人、、、、課長補佐以下課長補佐以下課長補佐以下課長補佐以下はははは３９３９３９３９人人人人でごでごでごでご

ざいましたざいましたざいましたざいました。。。。またまたまたまた、、、、資料資料資料資料４４４４、、、、５５５５及及及及びびびび資料資料資料資料１６１６１６１６、、、、１７１７１７１７にににに研修会参加者研修会参加者研修会参加者研修会参加者アンケートアンケートアンケートアンケートのののの集計結果集計結果集計結果集計結果をおをおをおをお付付付付けけけけ

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、、、、ごごごご参照参照参照参照していただければとしていただければとしていただければとしていただければと思思思思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でございますでございますでございます。。。。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、、、、男女共同参画特男女共同参画特男女共同参画特男女共同参画特

集集集集におきましてにおきましてにおきましてにおきまして、、、、ドメスティックドメスティックドメスティックドメスティック・・・・バイオレンスバイオレンスバイオレンスバイオレンスをををを特集特集特集特集いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。当審議会当審議会当審議会当審議会のののの西尾委員西尾委員西尾委員西尾委員にににに執筆執筆執筆執筆

をおをおをおをお願願願願いしいしいしいし、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ被害者被害者被害者被害者のののの多多多多くがくがくがくが女性女性女性女性であることやであることやであることやであることや、、、、デーデーデーデートトトトＤＶＤＶＤＶＤＶなどについてのごなどについてのごなどについてのごなどについてのご紹介紹介紹介紹介をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、

今後今後今後今後のののの課題課題課題課題についてについてについてについて、、、、ごごごご提案提案提案提案をいただいておりますをいただいておりますをいただいておりますをいただいております。。。。このこのこのこの記事記事記事記事をををを含含含含めめめめ、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶにににに対対対対しししし多多多多くのくのくのくの反響反響反響反響がごがごがごがご

ざいましたざいましたざいましたざいました。。。。資料資料資料資料９９９９にはにはにはには、、、、クイズクイズクイズクイズのののの応募者応募者応募者応募者のごのごのごのご意見意見意見意見をおをおをおをお付付付付けしておりますけしておりますけしておりますけしております。。。。そのそのそのその中中中中でもでもでもでも、、、、さまざまさまざまさまざまさまざま

なごなごなごなご意見意見意見意見をいただいておりますをいただいておりますをいただいておりますをいただいております。。。。    



 ２

次次次次にににに、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ等虐待関連機関担当員研修会等虐待関連機関担当員研修会等虐待関連機関担当員研修会等虐待関連機関担当員研修会ではではではでは、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶやややや児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待のののの関連職員関連職員関連職員関連職員、、、、民生委員民生委員民生委員民生委員、、、、主任児童主任児童主任児童主任児童

委員委員委員委員などをなどをなどをなどを対象対象対象対象にににに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。。。。講師講師講師講師にはにはにはには、、、、花園大学教授花園大学教授花園大学教授花園大学教授でででで元大阪市中央児童相談所長元大阪市中央児童相談所長元大阪市中央児童相談所長元大阪市中央児童相談所長であるであるであるである

津崎哲郎津崎哲郎津崎哲郎津崎哲郎さんをおさんをおさんをおさんをお招招招招きしきしきしきし、、、、ごごごご経験経験経験経験をををを活活活活かしかしかしかし、「、「、「、「地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおけるＤＶＤＶＤＶＤＶ・・・・児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待へのへのへのへの気気気気づきとづきとづきとづきと関関関関わりわりわりわり～～～～

ＳＯＳＯＳＯＳＯＳＳＳＳ発見発見発見発見とそのとそのとそのとそのケアケアケアケアについてについてについてについて」」」」とととと題題題題しししし、、、、ごごごご講演講演講演講演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。。。。参加者数参加者数参加者数参加者数はははは１１２１１２１１２１１２人人人人でででで、、、、民生委民生委民生委民生委

員員員員のののの方方方方々々々々やややや、、、、市民市民市民市民のののの方方方方々、々、々、々、またまたまたまた、、、、隣接隣接隣接隣接のののの猪名川町猪名川町猪名川町猪名川町からもごからもごからもごからもご出席出席出席出席があるなどこのがあるなどこのがあるなどこのがあるなどこの問題問題問題問題へのへのへのへの関心関心関心関心のののの高高高高ささささ

がががが伺伺伺伺われましたわれましたわれましたわれました。。。。    

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のののの発行発行発行発行についてですがについてですがについてですがについてですが、、、、恐恐恐恐れれれれ入入入入りますりますりますります、、、、資料資料資料資料８８８８のののの広報広報広報広報かわかわかわかわ

にしにしにし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をごをごをごをご覧覧覧覧いただきますでしょうかいただきますでしょうかいただきますでしょうかいただきますでしょうか。。。。先先先先ほどほどほどほど、、、、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もごでもごでもごでもご

紹介紹介紹介紹介させていただきましたがさせていただきましたがさせていただきましたがさせていただきましたが、、、、西尾委員西尾委員西尾委員西尾委員にににに「ＤＶ「ＤＶ「ＤＶ「ＤＶはははは個人個人個人個人のののの問題問題問題問題ではすまされませんではすまされませんではすまされませんではすまされません。」。」。」。」とととと題題題題しししし、、、、特特特特

集記事集記事集記事集記事をごをごをごをご執筆執筆執筆執筆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。。。。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運動期運動期運動期間間間間におけるにおけるにおけるにおける相談機関相談機関相談機関相談機関のののの案内案内案内案内、、、、まままま

たたたた、、、、川西市男女共同参画川西市男女共同参画川西市男女共同参画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、、、、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事業紹介事業紹介事業紹介事業紹介、、、、４４４４コマコマコマコマまんがまんがまんがまんが「「「「あっぱれぱれっあっぱれぱれっあっぱれぱれっあっぱれぱれっ

とさんとさんとさんとさん」」」」、、、、これはこれはこれはこれは１３１３１３１３号号号号までまでまでま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でででで発行発行発行発行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情報紙情報紙情報紙情報紙「「「「ぱれっとぱれっとぱれっとぱれっと」」」」からからからから

のののの連載連載連載連載でございますでございますでございますでございます。。。。またまたまたまた、、、、プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント付付付付ののののクイズクイズクイズクイズをををを掲載掲載掲載掲載しししし、、、、クイズクイズクイズクイズにはにはにはには合計合計合計合計８４８４８４８４通通通通のののの応募応募応募応募がござがござがござがござ

いましたいましたいましたいました。。。。クイズクイズクイズクイズのののの応募者応募者応募者応募者にはにはにはには、、、、興味興味興味興味のあったのあったのあったのあった記事記事記事記事やややや感想感想感想感想をををを書書書書いていただくようおいていただくようおいていただくようおいていただくようお願願願願いしいしいしいし、、、、資料資料資料資料９９９９

ににににクイズクイズクイズクイズ応募者応募者応募者応募者のごのごのごのご意見等意見等意見等意見等にににに取取取取りまとめておりますりまとめておりますりまとめておりますりまとめております。。。。    

続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、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のののの特別相談特別相談特別相談特別相談をををを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。。。。女性女性女性女性のたのたのたのためのめのめのめの

特別家事相談特別家事相談特別家事相談特別家事相談はははは、、、、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委員経験者調停委員経験者調停委員経験者調停委員経験者ががががＤＶＤＶＤＶＤＶ等等等等のののの家庭内家庭内家庭内家庭内ののののトラブルトラブルトラブルトラブルについてについてについてについて、、、、相談相談相談相談をををを実施実施実施実施

するものでございますするものでございますするものでございますするものでございます。。。。１１１１１１１１月月月月４４４４日日日日、、、、１８１８１８１８日日日日、、、、１２１２１２１２月月月月１８１８１８１８日日日日のののの３３３３日間実施日間実施日間実施日間実施しししし、、、、４４４４日日日日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、、、、

広報誌掲載等周知期間広報誌掲載等周知期間広報誌掲載等周知期間広報誌掲載等周知期間がががが短短短短かっかっかっかったこともございましてたこともございましてたこともございましてたこともございまして、、、、申込申込申込申込みがみがみがみが少少少少なかったなかったなかったなかった状況状況状況状況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、、、、

他他他他はははは全全全全てててて申込申込申込申込みがございましてみがございましてみがございましてみがございまして、、、、当日当日当日当日ののののキャンセルキャンセルキャンセルキャンセルもなくもなくもなくもなく利用率利用率利用率利用率はははは約約約約７３７３７３７３％％％％でございましたでございましたでございましたでございました。。。。次次次次にににに

女性女性女性女性のためののためののためののための特別相談特別相談特別相談特別相談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

をををを、、、、１１１１１１１１月月月月１６１６１６１６日日日日、、、、１７１７１７１７日日日日、、、、１８１８１８１８日日日日のののの３３３３日間午前日間午前日間午前日間午前１０１０１０１０時時時時～～～～１２１２１２１２時時時時までまでまでまで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。。。。ただただただただ、、、、利利利利

用用用用はははは、、、、１６１６１６１６日日日日のののの１１１１回回回回のみでしたのみでしたのみでしたのみでした。。。。今後今後今後今後、、、、周知等周知等周知等周知等のののの方法方法方法方法をををを課題課題課題課題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検討検討検討検討していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があがあがあがあ

ろうかとろうかとろうかとろうかと思思思思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、、、、今後今後今後今後のののの事業予定事業予定事業予定事業予定でございますでございますでございますでございます。。。。来月来月来月来月３３３３月月月月にはにはにはには特別家事相談特別家事相談特別家事相談特別家事相談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。。。。男男男男

性性性性のののの家事相談家事相談家事相談家事相談のののの申申申申しししし込込込込みもみもみもみも増加増加増加増加していることからしていることからしていることからしていることから、、、、今回今回今回今回はははは、、、、女性女性女性女性にににに限定限定限定限定せずせずせずせず、、、、３３３３月月月月１７１７１７１７日日日日とととと２９２９２９２９日日日日

のののの２２２２日間日間日間日間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。。。。またまたまたまた、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ等等等等によによによによりりりり離婚離婚離婚離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方方方方もももも多多多多いことからいことからいことからいことから、、、、

これらのこれらのこれらのこれらの方方方方をををを対象対象対象対象にににに、、、、慰謝料慰謝料慰謝料慰謝料やややや子子子子どものどものどものどもの親権等親権等親権等親権等、、、、法律的法律的法律的法律的なななな問題問題問題問題もももも多多多多いことからいことからいことからいことから、、、、弁護士弁護士弁護士弁護士によるによるによるによる法律法律法律法律

相談相談相談相談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。。。。３３３３月月月月１１１１９９９９日日日日とととと３０３０３０３０日日日日のののの２２２２日間日間日間日間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。。。。１９１９１９１９日日日日はははは土曜日土曜日土曜日土曜日でででで午午午午

前中前中前中前中にににに、、、、３０３０３０３０日日日日はははは水曜日水曜日水曜日水曜日のののの夜間夜間夜間夜間ということでございますということでございますということでございますということでございます。。。。仕事仕事仕事仕事をしているをしているをしているをしている方方方方などやなどやなどやなどや、、、、通常通常通常通常のののの法律相法律相法律相法律相

談談談談のののの時間時間時間時間帯帯帯帯ではではではでは対応対応対応対応できないできないできないできない方方方方々々々々のののの利用利用利用利用しやすいしやすいしやすいしやすい時間帯時間帯時間帯時間帯をををを考慮考慮考慮考慮しししし、、、、土曜土曜土曜土曜・・・・夜間夜間夜間夜間というというというという形形形形でででで設定設定設定設定させさせさせさせ

ていただいておりますていただいておりますていただいておりますていただいております。。。。３０３０３０３０分分分分のののの法律相談法律相談法律相談法律相談をををを合計合計合計合計９９９９回実施回実施回実施回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。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、２１２１２１２１年度男年度男年度男年度男

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後期実施計画後期実施計画後期実施計画のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況ですですですです。。。。このこのこのこの調査報告書調査報告書調査報告書調査報告書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、、、、後日後日後日後日、、、、市市市市ののののホーホーホーホー

ムページムページムページムページにてにてにてに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、、、、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活動事業活動事業活動事業活動事業へのへのへのへの助成金助成金助成金助成金にににについてですついてですついてですついてです。。。。昨年昨年昨年昨年６６６６月月月月１８１８１８１８

日日日日（（（（金金金金））））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においてにおいてにおいてにおいて、、、、公開公開公開公開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施実施実施実施いたしましいたしましいたしましいたしまし

たたたた。。。。２２２２団体団体団体団体「「「「フリーバードフリーバードフリーバードフリーバード」」」」とととと「ＪＲ「ＪＲ「ＪＲ「ＪＲ・・・・阪急駅前花壇阪急駅前花壇阪急駅前花壇阪急駅前花壇のののの会会会会」」」」のののの２２２２団体団体団体団体をををを決定決定決定決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。。。。資料資料資料資料１１１１

００００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。。。。フリーバードフリーバードフリーバードフリーバードはははは、、、、子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの交流交流交流交流をををを図図図図るためにるためにるためにるためにクリスマスコクリスマスコクリスマスコクリスマスコ

ンサートンサートンサートンサートをををを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。。。。企画者自企画者自企画者自企画者自ららら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についてについてについてについて学習学習学習学習しししし、、、、次次次次ページページページページ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

のののの替替替替ええええ歌歌歌歌などをなどをなどをなどを作成作成作成作成してしてしてして、、、、保護者保護者保護者保護者ともどもみんなでともどもみんなでともどもみんなでともどもみんなで楽楽楽楽しくしくしくしくコンサートコンサートコンサートコンサートをををを実施実施実施実施されされされされ、、、、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

替替替替ええええ歌歌歌歌をををを披露披露披露披露するなどするなどするなどするなど参加者参加者参加者参加者へのへのへのへの啓発啓発啓発啓発をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。    



 ３

資料資料資料資料１１１１１１１１をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。こちらはこちらはこちらはこちらは、ＪＲ、ＪＲ、ＪＲ、ＪＲ・・・・阪急駅前花壇阪急駅前花壇阪急駅前花壇阪急駅前花壇のののの会会会会でございますでございますでございますでございます。。。。このこのこのこの団体団体団体団体ではではではでは、、、、資資資資

料料料料１１１１１１１１のようなのようなのようなのような看板看板看板看板ををををＪＲＪＲＪＲＪＲのののの駅前駅前駅前駅前にににに設置設置設置設置しししし、、、、イルミネーションイルミネーションイルミネーションイルミネーションのののの点灯式点灯式点灯式点灯式をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。またまたまたまた、、、、次次次次のののの

ページページページページのののの男女共同参画川柳入男女共同参画川柳入男女共同参画川柳入男女共同参画川柳入りのりのりのりのポケットティッシュポケットティッシュポケットティッシュポケットティッシュをををを５００５００５００５００個作製個作製個作製個作製されされされされ、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんさんさんさんにににに配布配布配布配布ささささ

れましたれましたれましたれました。。。。ここにここにここにここに入入入入れましたれましたれましたれました川柳川柳川柳川柳はははは、、、、２００８２００８２００８２００８年年年年のののの川西市男女共同参画推進川西市男女共同参画推進川西市男女共同参画推進川西市男女共同参画推進フォーラムフォーラムフォーラムフォーラムでででで優秀作品優秀作品優秀作品優秀作品

にににに選選選選ばれたばれたばれたばれた作品作品作品作品でございますでございますでございますでございます。。。。式典式典式典式典にはにはにはには、、、、５０５０５０５０人以上人以上人以上人以上がががが参加参加参加参加されされされされ川西中学校川西中学校川西中学校川西中学校のののの吹奏楽部吹奏楽部吹奏楽部吹奏楽部がががが式典式典式典式典をををを盛盛盛盛

りりりり上上上上げげげげ、、、、歩行者歩行者歩行者歩行者デッキデッキデッキデッキにはにはにはには１００１００１００１００人以上人以上人以上人以上のののの方方方方々々々々がががが、、、、足足足足をををを止止止止められごめられごめられごめられご覧覧覧覧になるなどになるなどになるなどになるなど、、、、大大大大きなきなきなきなＰＲＰＲＰＲＰＲ効果効果効果効果

となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。    

続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、男女共同参画地域推進員企画男女共同参画地域推進員企画男女共同参画地域推進員企画男女共同参画地域推進員企画のののの講座講座講座講座でございますでございますでございますでございます。。。。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、、、、

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としてとしてとしてとして活動活動活動活動されされされされ、、、、そのそのそのその推進員推進員推進員推進員をををを卒業卒業卒業卒業されたされたされたされた方方方方々々々々がががが、、、、自主的自主的自主的自主的にににに集集集集まられまられまられまられ、、、、地域地域地域地域にににに

おいておいておいておいて市市市市のののの啓発講座啓発講座啓発講座啓発講座をををを企画企画企画企画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。。。。昨年昨年昨年昨年１１１１１１１１月月月月４４４４日日日日とととと２８２８２８２８日日日日にはにはにはには、、、、神戸市看護大神戸市看護大神戸市看護大神戸市看護大

学教授学教授学教授学教授のののの高田昌代高田昌代高田昌代高田昌代さんのごさんのごさんのごさんのご講演講演講演講演「「「「子子子子どもがどもがどもがどもが変変変変わるわるわるわる子育子育子育子育てっててっててっててって？」？」？」？」とととと題題題題しししし、、、、子育子育子育子育てててて中中中中のののの方方方方をををを対象対象対象対象にににに、、、、

けやきけやきけやきけやき坂公民館坂公民館坂公民館坂公民館とととと清和台公民館清和台公民館清和台公民館清和台公民館でででで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。。。。またまたまたまた、、、、１１１１１１１１月月月月１１１１１１１１日日日日にはにはにはには、、、、思春期保健相思春期保健相思春期保健相思春期保健相談士談士談士談士

のののの徳永桂子徳永桂子徳永桂子徳永桂子さんによるごさんによるごさんによるごさんによるご講演講演講演講演でででで、、、、市民市民市民市民・・・・小学小学小学小学校中学校校中学校校中学校校中学校ののののＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡのののの方方方方々々々々をををを対象対象対象対象にににに、「、「、「、「家庭家庭家庭家庭でででで語語語語るるるる性教性教性教性教

育育育育ってってってって！」！」！」！」とととと題題題題しししし、、、、ごごごご講演講演講演講演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。。。。    

最後最後最後最後でございますでございますでございますでございます。。。。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リーダーリーダーリーダーリーダー養成講座等養成講座等養成講座等養成講座等のののの企画実施団体企画実施団体企画実施団体企画実施団体のののの募集募集募集募集

選考選考選考選考でございますでございますでございますでございます。。。。募集募集募集募集いたしましたいたしましたいたしましたいたしました結果結果結果結果、、、、１１１１団体団体団体団体からからからから応募応募応募応募がございましたがございましたがございましたがございました。。。。選考委員会選考委員会選考委員会選考委員会でででで検討検討検討検討ささささ

せていただきましたせていただきましたせていただきましたせていただきました結果結果結果結果、、、、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視点視点視点視点にににに欠欠欠欠けるけるけるける等等等等のののの点点点点からからからから、、、、不採用不採用不採用不採用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。。。。以上以上以上以上

でででで簡単簡単簡単簡単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、、、、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のについてのについてのについて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。。。。    

    

【【【【会長会長会長会長】】】】それではそれではそれではそれでは、、、、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、、、、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おについておについておについて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。。。。    

    

【【【【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事業事業事業事業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、、、、資料資料資料資料１５１５１５１５、、、、資料資料資料資料１５１５１５１５－－－－１１１１、、、、２２２２、、、、３３３３

にににに関関関関してごしてごしてごしてご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。。。。まずまずまずまず、、、、全般的全般的全般的全般的にはにはにはには、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度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

がががが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によりによりによりにより運営運営運営運営されることとなりましたされることとなりましたされることとなりましたされることとなりました。。。。まずまずまずまず１１１１番目番目番目番目としてとしてとしてとして、、、、市民目線市民目線市民目線市民目線のののの発想発想発想発想でででで講座講座講座講座

企画企画企画企画をしをしをしをしてきてきてきてきましたましたましたました。。。。２２２２番目番目番目番目はははは、、、、センターセンターセンターセンターのののの認知度認知度認知度認知度をををを上上上上げるということでげるということでげるということでげるということで、、、、広報及広報及広報及広報及びびびび効果的告知方効果的告知方効果的告知方効果的告知方

法法法法をををを考考考考えながらやってえながらやってえながらやってえながらやってききききましたましたましたました。。。。センターセンターセンターセンターがががが、、、、市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんからさんからさんからさんから親親親親しみをしみをしみをしみを持持持持っていつでもっていつでもっていつでもっていつでも来来来来ていたていたていたていた

だけるだけるだけるだける場場場場となるとなるとなるとなるようにようにようにように、、、、力力力力をいれてをいれてをいれてをいれてききききましたましたましたました。。。。    

ではではではでは、、、、主主主主なななな事事事事業業業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。。。。原則的原則的原則的原則的にににに、、、、昨年度事業昨年度事業昨年度事業昨年度事業をををを継承継承継承継承してということですしてということですしてということですしてということです

がががが、、、、特特特特にににに育児世代育児世代育児世代育児世代にににに的的的的をををを絞絞絞絞っていくつかのっていくつかのっていくつかのっていくつかの講座講座講座講座をををを実施実施実施実施してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。例例例例えばえばえばえば再就職支援講座再就職支援講座再就職支援講座再就職支援講座についについについについ

てはてはてはては、「、「、「、「再就職支援講座再就職支援講座再就職支援講座再就職支援講座““““らしさらしさらしさらしさ発見発見発見発見再就職支援再就職支援再就職支援再就職支援セミナーセミナーセミナーセミナー    もうもうもうもう一度働一度働一度働一度働くくくくマインドマインドマインドマインドももももスキルスキルスキルスキルももももアッアッアッアッ

ププププできるできるできるできる講座講座講座講座””””」」」」というものですというものですというものですというものです。。。。これはこれはこれはこれは、、、、パソコンパソコンパソコンパソコン講座講座講座講座などなどなどなどスキルアップスキルアップスキルアップスキルアップもももも含含含含めためためためた講座講座講座講座ですですですです。。。。パパパパ

ソコンソコンソコンソコン講座等講座等講座等講座等ののののスキルアップスキルアップスキルアップスキルアップのののの部分部分部分部分はははは、、、、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でででで実施実施実施実施しましたしましたしましたしました。。。。このこのこのこの事業事業事業事業ではではではでは、、、、具体具体具体具体

的的的的ななななスキルアップスキルアップスキルアップスキルアップということでやってきましたのでということでやってきましたのでということでやってきましたのでということでやってきましたので、、、、再就職支援再就職支援再就職支援再就職支援フォローアップフォローアップフォローアップフォローアップ講座講座講座講座としましてとしましてとしましてとしまして、、、、

そのそのそのその後後後後ののののフォローフォローフォローフォローをすることでをすることでをすることでをすることで、、、、就職活動力就職活動力就職活動力就職活動力ををををアップアップアップアップしていただしていただしていただしていただくくくく講座講座講座講座もももも連携連携連携連携してしてしてして実施実施実施実施しましたしましたしましたしました。。。。

次次次次にににに育児中育児中育児中育児中のおのおのおのお母母母母さんがさんがさんがさんが心身心身心身心身ともにともにともにともに１１１１人人人人でででで抱抱抱抱ええええ込込込込んでんでんでんで孤独孤独孤独孤独にににに陥陥陥陥りがちだということでりがちだということでりがちだということでりがちだということで、、、、そのそのそのその部分部分部分部分のののの

サポートサポートサポートサポートとしてとしてとしてとして「「「「リフレッシュヨーガリフレッシュヨーガリフレッシュヨーガリフレッシュヨーガ」」」」のののの講座講座講座講座をををを実施実施実施実施しましたしましたしましたしました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、非常非常非常非常にににに人気人気人気人気がありがありがありがあり、、、、１０１０１０１０

名程度名程度名程度名程度のののの募集募集募集募集にににに対対対対しししし１８１８１８１８人人人人のののの申込申込申込申込みがありみがありみがありみがあり抽選抽選抽選抽選になりましたになりましたになりましたになりました。。。。今後今後今後今後もももも継続的継続的継続的継続的にしてにしてにしてにして欲欲欲欲しいというしいというしいというしいという声声声声

もございまもございまもございまもございますすすす。。。。    

次次次次にににに、、、、今年度今年度今年度今年度のののの特徴特徴特徴特徴としましてとしましてとしましてとしまして、、、、前回前回前回前回のののの審議会審議会審議会審議会のときにもごのときにもごのときにもごのときにもご紹介紹介紹介紹介いたしましたがいたしましたがいたしましたがいたしましたが、、、、母娘母娘母娘母娘のののの視点視点視点視点かかかか

らららら講座講座講座講座をををを実施実施実施実施しましたしましたしましたしました。。。。男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画センターセンターセンターセンターのののの「「「「女性女性女性女性のためのためのためのためのののの相談相談相談相談」」」」専門相談員専門相談員専門相談員専門相談員からからからから、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ

なななな相談相談相談相談のののの中中中中でででで「「「「母娘母娘母娘母娘というというというという視点視点視点視点にににに絞絞絞絞ってってってって何何何何かかかかフォローフォローフォローフォローしていけないかしていけないかしていけないかしていけないか」「」「」「」「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自立自立自立自立ややややエエエエ
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ンパワーメントンパワーメントンパワーメントンパワーメントががががサポートサポートサポートサポートできるのではないかできるのではないかできるのではないかできるのではないか」」」」とととと相談相談相談相談がありましたのでがありましたのでがありましたのでがありましたので、、、、「「「「私私私私にとってのにとってのにとってのにとっての母娘母娘母娘母娘のののの

立場立場立場立場からからからから母母母母とのとのとのとの関係関係関係関係をををを考考考考えるというえるというえるというえるという講座講座講座講座」」」」をををを企画企画企画企画しましたしましたしましたしました。。。。このこのこのこの講座講座講座講座のののの特徴特徴特徴特徴はははは、、、、１１１１回目回目回目回目はははは公開講座公開講座公開講座公開講座

ででででフェミニストカウンセリングフェミニストカウンセリングフェミニストカウンセリングフェミニストカウンセリング堺堺堺堺のののの加藤伊都子加藤伊都子加藤伊都子加藤伊都子さんさんさんさんををををおおおお招招招招きしきしきしきし。。。。そのそのそのその後後後後ＣＲ（ＣＲ（ＣＲ（ＣＲ（consciousness consciousness consciousness consciousness 

raisingraisingraisingraising））））をををを意識意識意識意識したしたしたした語語語語りりりり合合合合いのいのいのいの会会会会をををを４４４４回持回持回持回持ちましたちましたちましたちました。。。。それがそれがそれがそれが先日終先日終先日終先日終わりましてわりましてわりましてわりまして、、、、参加参加参加参加されたされたされたされた全員全員全員全員

がこのままがこのままがこのままがこのまま語語語語りりりり合合合合いをいをいをいを続続続続けけけけたいとたいとたいとたいと希望希望希望希望しししし、、、、我我我我々々々々もももも専門相談員専門相談員専門相談員専門相談員とととと一緒一緒一緒一緒ににににグループグループグループグループ立立立立ちちちち上上上上げをげをげをげを支援支援支援支援しししし、、、、

継続的継続的継続的継続的ににににサポートサポートサポートサポート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思思思思っていますっていますっていますっています。ＤＶ。ＤＶ。ＤＶ。ＤＶ防止関連防止関連防止関連防止関連ではではではでは、、、、生生生生きているきているきているきている図書館図書館図書館図書館というというというというデンデンデンデン

マークマークマークマークをををを発祥発祥発祥発祥とするとするとするとする新新新新しいしいしいしいタイプタイプタイプタイプのののの講座講座講座講座をををを企画企画企画企画しましたしましたしましたしました。。。。人間人間人間人間がががが本本本本になってそのになってそのになってそのになってその本本本本をををを借借借借りるりるりるりる、、、、そしそしそしそし

てててて話話話話をををを聞聞聞聞くというようなくというようなくというようなくというような形形形形でででで、、、、当事者当事者当事者当事者のののの話話話話をををを本本本本にににに見立見立見立見立てててててててて直接聞直接聞直接聞直接聞くということでくということでくということでくということで「「「「生生生生きているきているきているきている本本本本にににに

出会出会出会出会うううう、、、、多様多様多様多様なななな生生生生きききき方方方方をををを知知知知るるるる」」」」とととと題題題題しししし、、、、講座講座講座講座をををを実施実施実施実施しましたしましたしましたしました。。。。実際実際実際実際、、、、直接直接直接直接ＤＶＤＶＤＶＤＶ被害被害被害被害にににに遭遭遭遭われわれわれわれ、、、、そのそのそのその

後後後後ごごごご自身自身自身自身のののの人生人生人生人生をををを歩歩歩歩んでいらっしゃるんでいらっしゃるんでいらっしゃるんでいらっしゃる方方方方にににに本本本本になっていただきになっていただきになっていただきになっていただき、、、、講座受講者講座受講者講座受講者講座受講者がががが直接話直接話直接話直接話をををを聞聞聞聞いていたいていたいていたいていた

だだだだくことくことくことくことでででで「ＤＶ「ＤＶ「ＤＶ「ＤＶとはそういうものなのだとはそういうものなのだとはそういうものなのだとはそういうものなのだ」」」」とととと認識認識認識認識をををを新新新新たにしていただくことができましたたにしていただくことができましたたにしていただくことができましたたにしていただくことができました。。。。そのそのそのその

他他他他としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、市民企画講座市民企画講座市民企画講座市民企画講座ということでということでということでということで、、、、市民市民市民市民がががが企画企画企画企画ししししたたたた講座講座講座講座にににに自自自自らららら講師講師講師講師になになになになるなどるなどるなどるなどしてしてしてして実施実施実施実施

しましたしましたしましたしました。。。。    

次次次次にににに、、、、資料資料資料資料１５１５１５１５－－－－１１１１をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。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についてですについてですについてですについてです。。。。これもこれもこれもこれも以前以前以前以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でででで実施実施実施実施ししししていたものていたものていたものていたものをををを引引引引きききき続続続続きききき実施実施実施実施していますがしていますがしていますがしていますが、、、、昨年昨年昨年昨年のののの８８８８月月月月、、、、９９９９月月月月ごろごろごろごろ非非非非

常常常常にににに申込申込申込申込みがみがみがみが減減減減りましたりましたりましたりました。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、周知周知周知周知のののの方法方法方法方法をををを工夫工夫工夫工夫しししし、、、、保健保健保健保健センターセンターセンターセンターのののの１１１１歳半健診歳半健診歳半健診歳半健診のののの時時時時にこのにこのにこのにこの保保保保

育育育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についてのについてのについてのについてのチラシチラシチラシチラシのののの配布配布配布配布をおをおをおをお願願願願いしましたところいしましたところいしましたところいしましたところ、、、、１１１１１１１１月以降申込月以降申込月以降申込月以降申込みがみがみがみが増増増増

加加加加しましてしましてしましてしまして、、、、現在抽選現在抽選現在抽選現在抽選によりによりによりにより利用者利用者利用者利用者をををを決定決定決定決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。。。。今後今後今後今後もももも、、、、講座講座講座講座ごとにごとにごとにごとに周知周知周知周知方法方法方法方法をををを工夫工夫工夫工夫してしてしてして

いきたいといきたいといきたいといきたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。本日本日本日本日おおおお配配配配りいたしましたりいたしましたりいたしましたりいたしましたチラシチラシチラシチラシをごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。今後今後今後今後のののの講座等講座等講座等講座等のののの実施予実施予実施予実施予

定定定定ですがですがですがですが、、、、３３３３月月月月１０１０１０１０日日日日にににに「「「「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ををををごごごご存知存知存知存知ですかですかですかですか？」？」？」？」とととと題題題題しししし、、、、モラルモラルモラルモラル・・・・ハラスメンハラスメンハラスメンハラスメン

トトトトのののの講座講座講座講座をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。前回前回前回前回のののの審議会審議会審議会審議会のときにのときにのときにのときに「「「「こういうこういうこういうこういう視点視点視点視点もこれからもこれからもこれからもこれから重要重要重要重要であるであるであるである」」」」ととととアドバイアドバイアドバイアドバイ

スススス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、、、、今回今回今回今回、、、、実施予定実施予定実施予定実施予定ですですですです。。。。次次次次にににに、、、、３３３３月月月月１７１７１７１７日日日日にはにはにはには、「、「、「、「女性弁護士女性弁護士女性弁護士女性弁護士さんにさんにさんにさんに聞聞聞聞くくくく

ＤＶＤＶＤＶＤＶ・・・・離婚離婚離婚離婚のののの話話話話～ＤＶ～ＤＶ～ＤＶ～ＤＶやややや離婚離婚離婚離婚についてについてについてについて法律面法律面法律面法律面からからからから学学学学ぶぶぶぶ～」～」～」～」とととといういういういう講座講座講座講座をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。続続続続きましてきましてきましてきまして、、、、

３３３３月月月月１５１５１５１５日日日日にはにはにはには「「「「NagaraNagaraNagaraNagara☆☆☆☆おしゃべりおしゃべりおしゃべりおしゃべりサロンサロンサロンサロン」」」」をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。育児育児育児育児をををを終終終終えたえたえたえた４０４０４０４０歳代歳代歳代歳代のののの方方方方々々々々からからからから「「「「おおおお

しゃべりしゃべりしゃべりしゃべりををををしながらしながらしながらしながら手作業手作業手作業手作業などができたらおなどができたらおなどができたらおなどができたらお話話話話がもっとがもっとがもっとがもっとししししやすやすやすやすかったのではないかかったのではないかかったのではないかかったのではないか」」」」というというというという経験経験経験経験をををを

踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて何何何何かできないかというかできないかというかできないかというかできないかという提案提案提案提案がありましたのでがありましたのでがありましたのでがありましたので、、、、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ととととタイアップタイアップタイアップタイアップしながしながしながしなが

らららら企画企画企画企画したしたしたした事業事業事業事業ですですですです。。。。次次次次ののののチラシチラシチラシチラシはははは「「「「わがわがわがわが家家家家のののの子育子育子育子育ててててパパパパパパパパしだいしだいしだいしだい！」！」！」！」とととと題題題題しししし、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ法人法人法人法人ファザーファザーファザーファザー

リングジャパンリングジャパンリングジャパンリングジャパンのののの理事理事理事理事でででで神戸常盤短期大学部准教授小崎恭弘神戸常盤短期大学部准教授小崎恭弘神戸常盤短期大学部准教授小崎恭弘神戸常盤短期大学部准教授小崎恭弘さんをさんをさんをさんを講師講師講師講師におにおにおにお招招招招きしきしきしきし、、、、男性男性男性男性のののの育児参育児参育児参育児参

加加加加をををを呼呼呼呼びかけるびかけるびかけるびかける目的目的目的目的でででで実施実施実施実施しますしますしますします。。。。またまたまたまた、、、、同同同同じじじじ時間時間時間時間帯帯帯帯にににに「「「「ベビーサインベビーサインベビーサインベビーサイン体験教室体験教室体験教室体験教室」」」」をををを企画企画企画企画しておりしておりしておりしており

ますますますます。。。。夫夫夫夫がががが妻妻妻妻にににに１１１１人人人人でででで講座講座講座講座にににに「「「「いってらっしゃいいってらっしゃいいってらっしゃいいってらっしゃい」」」」とととと言言言言われてもわれてもわれてもわれても参加参加参加参加しづらいことがしづらいことがしづらいことがしづらいことが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、、、、ごごごご夫妻夫妻夫妻夫妻がががが子子子子どもどもどもども連連連連れでれでれでれで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企画企画企画企画しましたしましたしましたしました。。。。家族家族家族家族そろってそろってそろってそろって皆皆皆皆さんでごさんでごさんでごさんでご参加参加参加参加いただくいただくいただくいただく

ことでことでことでことで、、、、当当当当センターセンターセンターセンターをできるだけをできるだけをできるだけをできるだけ多多多多くのくのくのくの方方方方にににに知知知知っていただきっていただきっていただきっていただき、、、、様様様様々々々々なななな講座講座講座講座をををを経験経験経験経験していただしていただしていただしていただくことくことくことくこと

でででで、、、、男性男性男性男性のののの育児参加促進育児参加促進育児参加促進育児参加促進のののの啓発啓発啓発啓発になになになになるるるるとととと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

次次次次にににに、、、、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がですがですがですが、、、、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相談相談相談相談とととと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のののの電話相談電話相談電話相談電話相談につにつにつにつ

いいいいてはてはてはては、、、、２２２２月現在月現在月現在月現在３３３３９０９０９０９０件程度件程度件程度件程度のののの利用利用利用利用がありましたがありましたがありましたがありました。。。。昨年昨年昨年昨年度度度度のののの事業概要事業概要事業概要事業概要ではではではでは、、、、年間年間年間年間でででで３８４３８４３８４３８４件件件件となとなとなとな

っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので、、、、昨年度昨年度昨年度昨年度よりよりよりより多多多多くのくのくのくの利用利用利用利用がががが見込見込見込見込まれておりますまれておりますまれておりますまれております。。。。利用利用利用利用のののの中中中中でででで、、、、最最最最もももも多多多多いのはいのはいのはいのは、、、、夫夫夫夫

婦関係婦関係婦関係婦関係にににに関関関関するするするする相談相談相談相談ですですですです。。。。相談相談相談相談のののの時間数時間数時間数時間数としてはとしてはとしてはとしては、、、、まだまだまだまだ、、、、余裕余裕余裕余裕のあるのあるのあるのある状況状況状況状況ですのでですのでですのでですので一層一層一層一層のののの周知周知周知周知をしをしをしをし

ていきたいていきたいていきたいていきたいととと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、、、、男性男性男性男性のののの相談相談相談相談についてについてについてについて前回前回前回前回のののの審議会審議会審議会審議会でごでごでごでご提案提案提案提案いただいておりまいただいておりまいただいておりまいただいておりま

すがすがすがすが、、、、確確確確かにかにかにかに、、、、男性男性男性男性からのからのからのからの相談相談相談相談のののの問問問問いいいい合合合合わせがわせがわせがわせが数件数件数件数件ございましたございましたございましたございました。。。。ただただただただ、、、、当当当当センターセンターセンターセンターのののの現状現状現状現状ではではではでは、、、、

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だけでだけでだけでだけで手一杯手一杯手一杯手一杯のののの状況状況状況状況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ためののためののためののための相談相談相談相談までまでまでまで至至至至っていないのがっていないのがっていないのがっていないのが現状現状現状現状でででで

すすすす。。。。男性男性男性男性からのからのからのからの相談相談相談相談があったがあったがあったがあった場合場合場合場合にはにはにはには、、、、県県県県立男女共同参画立男女共同参画立男女共同参画立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男性男性男性男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紹介紹介紹介紹介するするするする
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などのなどのなどのなどの対応対応対応対応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。。。。    

次次次次にににに、、、、資料資料資料資料１５１５１５１５－－－－３３３３をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの講座講座講座講座にににについてついてついてついて、、、、このようなこのようなこのようなこのような利用者利用者利用者利用者アンケートアンケートアンケートアンケートをををを

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。。。。説明説明説明説明のののの初初初初めめめめのののの方方方方でもでもでもでも申申申申しましたようにしましたようにしましたようにしましたように、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけセンターセンターセンターセンターをををを知知知知っていただくっていただくっていただくっていただく

ことをことをことをことを目的目的目的目的にににに、、、、周知方法周知方法周知方法周知方法をををを工夫工夫工夫工夫しておりますしておりますしておりますしております。。。。講座講座講座講座をををを知知知知るきっかけとしてはるきっかけとしてはるきっかけとしてはるきっかけとしては、、、、広報広報広報広報かわにしかわにしかわにしかわにし３４３４３４３４％％％％、、、、

ちらしちらしちらしちらしがががが４０４０４０４０％％％％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。。。。次次次次にににに、、、、知人知人知人知人からのおからのおからのおからのお誘誘誘誘いがいがいがいが１７１７１７１７％％％％となっておりますのでとなっておりますのでとなっておりますのでとなっておりますので、、、、口口口口ココココ

ミミミミのののの強強強強さもさもさもさも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。。。。どういうところにどういうどういうところにどういうどういうところにどういうどういうところにどういう情報情報情報情報をどのようなをどのようなをどのようなをどのような形形形形でおでおでおでお届届届届けするけするけするけするのがよいのがよいのがよいのがよい

のかということをのかということをのかということをのかということを、、、、これからもこれからもこれからもこれからも研究研究研究研究していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると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。。。。それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれのアンケートアンケートアンケートアンケート

についてについてについてについて、、、、参加者参加者参加者参加者にににに「「「「あなたのあなたのあなたのあなたの期待期待期待期待をををを１００１００１００１００点点点点としたとしたとしたとした場合場合場合場合のののの点数点数点数点数」」」」としてとしてとしてとして、、、、点数点数点数点数をつけていただいをつけていただいをつけていただいをつけていただい

ておりますておりますておりますております。。。。そのそのそのその総合計総合計総合計総合計のののの平均点平均点平均点平均点がががが、、、、本日現在本日現在本日現在本日現在８３８３８３８３．．．．５５５５点点点点というというというという結果結果結果結果をいただいておりますをいただいておりますをいただいておりますをいただいております。。。。講座講座講座講座

においてにおいてにおいてにおいて、、、、私私私私どもといたしましてはどもといたしましてはどもといたしましてはどもといたしましては、、、、利用者利用者利用者利用者にごにごにごにご満足満足満足満足いただいているといただいているといただいているといただいていると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。。。。今後今後今後今後のののの参参参参

加加加加についてはについてはについてはについては、、、、８８８８８８８８％％％％のののの方方方方がまたがまたがまたがまた参加参加参加参加したいとごしたいとごしたいとごしたいとご回答回答回答回答いただいておりますのでいただいておりますのでいただいておりますのでいただいておりますので、、、、多多多多くのくのくのくの方方方方がまたごがまたごがまたごがまたご

利用利用利用利用いただけるいただけるいただけるいただける可能性可能性可能性可能性がががが高高高高いといといといと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。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでの参加参加参加参加についについについについてはてはてはては、、、、４６４６４６４６％％％％のののの方方方方がががが初初初初めてめてめてめて

とういうことでしたのでとういうことでしたのでとういうことでしたのでとういうことでしたので、、、、今年度今年度今年度今年度のののの講座講座講座講座でででで、、、、多多多多くのくのくのくの方方方方がががが初初初初めてめてめてめて参加参加参加参加されされされされ、、、、再利用再利用再利用再利用をををを希望希望希望希望されているされているされているされている

とととと判断判断判断判断しておりますしておりますしておりますしております。。。。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、、、、別途別途別途別途、、、、アンケートアンケートアンケートアンケートをををを集計集計集計集計しまししまししまししまし

たたたた。。。。チラシチラシチラシチラシをををを見見見見てててて参加参加参加参加したのがしたのがしたのがしたのが５６５６５６５６％％％％でしたでしたでしたでした。。。。男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画センターセンターセンターセンターののののプレイルームプレイルームプレイルームプレイルームはははは、、、、以前以前以前以前からからからから

ごごごご利用利用利用利用のないのないのないのない時時時時はははは一般一般一般一般にににに開放開放開放開放をしておりましてをしておりましてをしておりましてをしておりまして、、、、近近近近くくくくのののの方方方方々々々々にににに対対対対しししし親子親子親子親子でのでのでのでの遊遊遊遊びのびのびのびの場場場場のののの提供提供提供提供をしてをしてをしてをして

おりますおりますおりますおります。。。。そのようなときそのようなときそのようなときそのようなときにもにもにもにも、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまなチラシチラシチラシチラシをおをおをおをお渡渡渡渡ししておりますのでそのししておりますのでそのししておりますのでそのししておりますのでその効果効果効果効果がががが出出出出たものたものたものたもの

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。。。。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についについについについてはてはてはては、、、、満足度満足度満足度満足度はははは９０９０９０９０点点点点ということでということでということでということで、、、、初初初初めてめてめてめて

のののの参加者参加者参加者参加者がががが４０４０４０４０％％％％ぐらいありぐらいありぐらいありぐらいあり、、、、今後今後今後今後のののの参加参加参加参加についてはについてはについてはについては１００１００１００１００％％％％のののの人人人人がががが希望希望希望希望していましたしていましたしていましたしていました。。。。男女共同男女共同男女共同男女共同

参画参画参画参画センターセンターセンターセンターがががが育児中育児中育児中育児中のののの方方方方々々々々にとってにとってにとってにとって大切大切大切大切なななな場所場所場所場所であることをであることをであることをであることを、、、、再認識再認識再認識再認識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。。。。    

次次次次にににに、、、、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ついてについてについてについて、、、、現在現在現在現在、、、、利用登録利用登録利用登録利用登録のののの更新中更新中更新中更新中でございますでございますでございますでございます。。。。平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度はははは、、、、１１１１

０３０３０３０３団体団体団体団体がががが利用登録利用登録利用登録利用登録しておりますしておりますしておりますしております。。。。そのうちそのうちそのうちそのうち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へのへのへのへの利用登録利用登録利用登録利用登録はははは４９４９４９４９団体団体団体団体、、、、市民市民市民市民

活動活動活動活動センターセンターセンターセンターへのへのへのへの利用登録利用登録利用登録利用登録はははは５４５４５４５４団体団体団体団体ですですですです。。。。次年度次年度次年度次年度へのへのへのへの更新更新更新更新はははは、、、、多少変化多少変化多少変化多少変化するかもしれませんするかもしれませんするかもしれませんするかもしれません。。。。パパパパ

レレレレットットットットかわにしがかわにしがかわにしがかわにしが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とととと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併設館併設館併設館併設館とととということでいうことでいうことでいうことで、、、、利用登録利用登録利用登録利用登録グルグルグルグル

ープープープープのののの意識啓発意識啓発意識啓発意識啓発のののの方法方法方法方法についてはについてはについてはについては、、、、１１１１月月月月２１２１２１２１日日日日にににに次年度次年度次年度次年度のののの利用登録説明利用登録説明利用登録説明利用登録説明とととと交流会交流会交流会交流会をををを実施実施実施実施しましたしましたしましたしました。。。。

そのときにそのときにそのときにそのときに川西市男女共同参画川西市男女共同参画川西市男女共同参画川西市男女共同参画プランプランプランプランのののの概要版概要版概要版概要版をををを配付配付配付配付しししし、、、、利用利用利用利用についてはについてはについてはについて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とととと

いうことをいうことをいうことをいうことを念頭念頭念頭念頭においてごにおいてごにおいてごにおいてご活動活動活動活動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説明説明説明説明いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。利用登録申請利用登録申請利用登録申請利用登録申請時時時時にににに、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの

団体団体団体団体がががが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やややや社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動にどのようににどのようににどのようににどのように取取取取りりりり組組組組んでいるのかということをんでいるのかということをんでいるのかということをんでいるのかということを、、、、記記記記

述述述述していただくようにしておりますしていただくようにしておりますしていただくようにしておりますしていただくようにしております。。。。    

情報紙情報紙情報紙情報紙のののの発行発行発行発行についてについてについてについてはははは、、、、今年度今年度今年度今年度はははは実施実施実施実施できませんでしたできませんでしたできませんでしたできませんでした。。。。次年度次年度次年度次年度はははは、、、、もうもうもうもう少少少少しししし計画的計画的計画的計画的にににに行行行行ってってってって

いきいきいきいきたいとたいとたいと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。。。。    

平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度へのへのへのへの展望展望展望展望ではではではでは、、、、今年度今年度今年度今年度はははは昨年度事業昨年度事業昨年度事業昨年度事業をををを継承継承継承継承したしたしたした形形形形ででででソフトソフトソフトソフト・・・・ランディングランディングランディングランディングしてきましてきましてきましてきま

したしたしたした。。。。来年度来年度来年度来年度はははは、、、、一一一一つのつのつのつの流流流流れをつくっれをつくっれをつくっれをつくってててて事業実施事業実施事業実施事業実施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。。。。参加参加参加参加されるされるされるされる方方方方にににに

とってはとってはとってはとっては、、、、どういうどういうどういうどういう事業事業事業事業がががが男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画でででで市民活動市民活動市民活動市民活動であるかをであるかをであるかをであるかを自然自然自然自然なななな形形形形でででで一一一一つのつのつのつの流流流流れがあればれがあればれがあればれがあれば、、、、いいいい

ろんなろんなろんなろんな方方方方ににににセンターセンターセンターセンターにおにおにおにお越越越越しいただきやすいのではないかとしいただきやすいのではないかとしいただきやすいのではないかとしいただきやすいのではないかと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。５５５５月月月月からからからから１２１２１２１２月月月月のののの間間間間のののの

講座講座講座講座をををを全部参加全部参加全部参加全部参加するとするとするとすると終了時終了時終了時終了時ににににセンターサポーターセンターサポーターセンターサポーターセンターサポーター的的的的なななな修了書修了書修了書修了書をををを出出出出してしてしてして、、、、そのそのそのその後後後後ののののセンターセンターセンターセンターののののサポサポサポサポ

ーターーターーターーター的的的的にににに一緒一緒一緒一緒にににに動動動動いていただけいていただけいていただけいていただけるるるる方方方方のののの育成育成育成育成などをなどをなどをなどを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。。。。中身中身中身中身としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、男女共同男女共同男女共同男女共同

参画分野参画分野参画分野参画分野だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、川西市川西市川西市川西市のことをもっとのことをもっとのことをもっとのことをもっと知知知知ることやることやることやることやＣＲＣＲＣＲＣＲやややや自己表現自己表現自己表現自己表現のののの部分部分部分部分とかそういうところとかそういうところとかそういうところとかそういうところ

のののの時間時間時間時間をををを取取取取りつつりつつりつつりつつ、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれのエンパワーメントエンパワーメントエンパワーメントエンパワーメントをめざしたいとをめざしたいとをめざしたいとをめざし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。。。。    

フェスタフェスタフェスタフェスタですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、例年例年例年例年はははは６６６６月月月月にににに実施実施実施実施しておりましたがしておりましたがしておりましたがしておりましたが、、、、来年度来年度来年度来年度はははは利用者利用者利用者利用者のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが自主的自主的自主的自主的

にににに参加参加参加参加しやすいようなしやすいようなしやすいようなしやすいような時期時期時期時期にににに変更変更変更変更したいとしたいとしたいとし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。。。。利用者利用者利用者利用者のののの有志有志有志有志でででで、、、、運営委員会形式運営委員会形式運営委員会形式運営委員会形式でででで、、、、
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やってみようとやってみようとやってみようとやってみよう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。。。。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。。。。    

    

【【【【会長会長会長会長】】】】ありがとうありがとうありがとうありがとうございましたございましたございましたございました。。。。今今今今のごのごのごのご報告報告報告報告にににに関関関関しましてしましてしましてしまして、、、、皆様方皆様方皆様方皆様方からからからから質問質問質問質問やごやごやごやご意見等意見等意見等意見等がございがございがございがござい

ましたらおましたらおましたらおましたらお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

    

【【【【委員委員委員委員】】】】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。。。。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はずいぶんごはずいぶんごはずいぶんごはずいぶんご活躍活躍活躍活躍いただいているこいただいているこいただいているこいただいているこ

とはよくわかりましたとはよくわかりましたとはよくわかりましたとはよくわかりました。。。。今日今日今日今日のののの報告報告報告報告でででで、、、、２２２２点点点点ほどおほどおほどおほどお伺伺伺伺いしたいのですがいしたいのですがいしたいのですがいしたいのですが、、、、１１１１点目点目点目点目、、、、先先先先ほどほどほどほど特別相談特別相談特別相談特別相談

のおのおのおのお話話話話がございましたががございましたががございましたががございましたが、、、、これはこれはこれはこれはＤＶＤＶＤＶＤＶのののの防止週間防止週間防止週間防止週間ということでということでということでということで、、、、ＤＶＤＶＤＶＤＶにににに特化特化特化特化したしたしたした相談相談相談相談というものでというものでというものでというもので

あったのかどうかということあったのかどうかということあったのかどうかということあったのかどうかということ。。。。それともそれともそれともそれとも、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶではなくでではなくでではなくでではなくで、、、、一般的一般的一般的一般的なななな相談相談相談相談であったのかどうかといであったのかどうかといであったのかどうかといであったのかどうかとい

うことですうことですうことですうことです。。。。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ででで常時相談常時相談常時相談常時相談をされているのですからをされているのですからをされているのですからをされているのですから、、、、それとのそれとのそれとのそれとの関連付関連付関連付関連付けがどうけがどうけがどうけがどう

いういういういう形形形形でされていたのかがわかりにくかったですよねでされていたのかがわかりにくかったですよねでされていたのかがわかりにくかったですよねでされていたのかがわかりにくかったですよね。。。。もっともっともっともっと連動連動連動連動すればもうすればもうすればもうすればもう少少少少しししし利用利用利用利用もあったのもあったのもあったのもあったの

かもしれないというところもあったのでかもしれないというところもあったのでかもしれないというところもあったのでかもしれないというところもあったので、、、、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聞聞聞聞かせていただきたいのとかせていただきたいのとかせていただきたいのとかせていただきたいのと、、、、もうもうもうもう一点一点一点一点、、、、

研修研修研修研修のところでのところでのところでのところで、、、、管理職管理職管理職管理職のののの研修研修研修研修ははははわりとわりとわりとわりと出席出席出席出席されているのですけれどもされているのですけれどもされているのですけれどもされているのですけれども、、、、課長補佐以下課長補佐以下課長補佐以下課長補佐以下のののの研修研修研修研修のとのとのとのと

ころがころがころがころが、、、、課長級課長級課長級課長級のののの研修研修研修研修とととと余余余余りりりり変変変変わらないということでわらないということでわらないということでわらないということで。。。。職員数職員数職員数職員数からからからから行行行行くとくとくとくと少少少少ないなとないなとないなとないなと感感感感じたものでじたものでじたものでじたもので

すからすからすからすから。。。。これはこれはこれはこれは、、、、何何何何かかかか特別特別特別特別なななな事情事情事情事情があったのかどうかということですがあったのかどうかということですがあったのかどうかということですがあったのかどうかということです。。。。そのそのそのその辺辺辺辺についておについておについておについてお聞聞聞聞かせいかせいかせいかせい

ただければとただければとただければとただければと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

【【【【会長会長会長会長】】】】ではではではでは、、、、二二二二つつつつのののの事業事業事業事業からごからごからごからご回答願回答願回答願回答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】】】】はいはいはいはい、、、、１１１１点目点目点目点目のごのごのごのご質問質問質問質問のののの特別相談特別相談特別相談特別相談についてですがについてですがについてですがについてですが、、、、昨年昨年昨年昨年まではまではまではまでは、、、、このこのこのこの相談相談相談相談ははははＤＶＤＶＤＶＤＶ週間週間週間週間にににに

伴伴伴伴いいいい、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶにににに特化特化特化特化してしてしてして実施実施実施実施してしてしてしてききききましたましたましたました。。。。１０１０１０１０回回回回ぐらいのぐらいのぐらいのぐらいの相談相談相談相談をををを実施実施実施実施しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、利用利用利用利用はははは１１１１回程度回程度回程度回程度

ということでしたということでしたということでしたということでした。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、今年度今年度今年度今年度はははは、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ期間期間期間期間ということでということでということでということで、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ相談相談相談相談ではありますけれどもではありますけれどもではありますけれどもではありますけれども、、、、

それそれそれそれ以外以外以外以外のののの相談相談相談相談についてもごについてもごについてもごについてもご希望希望希望希望があればがあればがあればがあれば受受受受けていただきたいということでけていただきたいということでけていただきたいということでけていただきたいということで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。。。。相相相相

談場所談場所談場所談場所をををを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行行行行ってってってっていいいいましたのでましたのでましたのでましたので、、、、センターセンターセンターセンターのののの方方方方のののの相談相談相談相談がいっぱいになりがいっぱいになりがいっぱいになりがいっぱいになり

ましたときにはましたときにはましたときにはましたときには、、、、このこのこのこの相談相談相談相談をどんどんごをどんどんごをどんどんごをどんどんご活用活用活用活用くだくだくだくださいということでさいということでさいということでさいということ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のののの方方方方ににににおおおお

願願願願いしていしていしていしていましたいましたいましたいましたがががが、、、、たまたまこのたまたまこのたまたまこのたまたまこの時期時期時期時期、、、、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「「「「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」」」」もももも十分余十分余十分余十分余

裕裕裕裕がありましたのでがありましたのでがありましたのでがありましたので、、、、実質実質実質実質１１１１回回回回のみのごのみのごのみのごのみのご利用利用利用利用というというというという結果結果結果結果にににに終終終終わってしまいましたわってしまいましたわってしまいましたわってしまいました。。。。ＰＲＰＲＰＲＰＲ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、、、、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もにもにもにも掲載掲載掲載掲載しししし、、、、十分十分十分十分にさせてにさせてにさせてにさせて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、、、、残念残念残念残念ながらながらながらながら利利利利

用用用用がががが少少少少なかったというなかったというなかったというなかったという結果結果結果結果にににに終終終終わってわってわってわっていますいますいますいます。。。。    

２２２２点目点目点目点目のののの研修研修研修研修でございますでございますでございますでございます。。。。ごごごご指摘指摘指摘指摘のとおりのとおりのとおりのとおり２２２２月月月月１１１１日日日日がががが管理職管理職管理職管理職、、、、２２２２月月月月２４２４２４２４日日日日がががが課長補佐以下課長補佐以下課長補佐以下課長補佐以下のののの研研研研

修修修修ということでということでということでということで、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ、、、、３２３２３２３２人人人人とととと３９３９３９３９人人人人のののの参加参加参加参加がございましたがございましたがございましたがございました。。。。人数人数人数人数にににに差差差差がながながながないいいい状況状況状況状況ですですですです。。。。管管管管

理職理職理職理職はあるはあるはあるはある程度程度程度程度のののの参加参加参加参加はございましたがはございましたがはございましたがはございましたが、、、、昨日昨日昨日昨日のののの研修研修研修研修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、、、、管理職管理職管理職管理職よりはよりはよりはよりは多多多多いのですけいのですけいのですけいのですけ

れどもれどもれどもれども、、、、事業事業事業事業とととと開催時期開催時期開催時期開催時期がががが重重重重なったものもございましてなったものもございましてなったものもございましてなったものもございまして、、、、結果的結果的結果的結果的にはにはにはには参加人数参加人数参加人数参加人数がががが少少少少なかったというなかったというなかったというなかったという

ことでことでことでことで、、、、残念残念残念残念なななな結果結果結果結果にににに終終終終わったのですわったのですわったのですわったのですけれどもけれどもけれどもけれども。。。。今後今後今後今後はははは、、、、開催開催開催開催のののの時期時期時期時期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、、、、あるあるあるある程度程度程度程度のののの

期間期間期間期間をおいたをおいたをおいたをおいた周知周知周知周知やややや参加者参加者参加者参加者のののの出出出出やすいやすいやすいやすい時間帯時間帯時間帯時間帯などなどなどなど考慮考慮考慮考慮したしたしたした形形形形でででで実施実施実施実施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えてえてえていいいいますますますます。。。。    

    

【【【【委員委員委員委員】】】】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、、、、相談相談相談相談というのはというのはというのはというのは、、、、場所場所場所場所とかとかとかとか時期時期時期時期がががが定着定着定着定着していないとなかなかしていないとなかなかしていないとなかなかしていないとなかなか一発勝負一発勝負一発勝負一発勝負

ではではではでは、、、、人人人人がががが集集集集まらないというまらないというまらないというまらないという点点点点ではではではでは、、、、われわれもわれわれもわれわれもわれわれも経験経験経験経験があるがあるがあるがあるのでのでのでので、、、、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、、、、男女共同参男女共同参男女共同参男女共同参

画画画画センターセンターセンターセンターのののの相談相談相談相談をををを活活活活かすというかすというかすというかすという形形形形でででで、、、、それにそれにそれにそれに補強補強補強補強するというするというするというするという形形形形でおやりになったのですからでおやりになったのですからでおやりになったのですからでおやりになったのですから悪悪悪悪くくくく

はないのですけれどもはないのですけれどもはないのですけれどもはないのですけれども、、、、みんなにみんなにみんなにみんなに周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底させようとさせようとさせようとさせようと思思思思うとうとうとう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のものをのものをのものをのものをベースベースベースベース
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にににに考考考考えていくことがえていくことがえていくことがえていくことが重要重要重要重要だろうなとだろうなとだろうなとだろうなと思思思思いますいますいますいます。。。。場所場所場所場所であるとかであるとかであるとかであるとか、、、、時期時期時期時期とかをとかをとかをとかを含含含含めてですねめてですねめてですねめてですね。。。。それとそれとそれとそれと

職員研修職員研修職員研修職員研修のののの方方方方はははは、、、、確確確確かにかにかにかに時期時期時期時期のののの問題問題問題問題があってがあってがあってがあって、、、、どのどのどのどの時期時期時期時期でもでもでもでも、、、、皆皆皆皆さんおさんおさんおさんお忙忙忙忙しいとはしいとはしいとはしいとは思思思思うのですけれうのですけれうのですけれうのですけれ

どもどもどもども、、、、なるべくなるべくなるべくなるべく、、、、年度年度年度年度のののの早早早早いいいい段階段階段階段階でやっていただいたでやっていただいたでやっていただいたでやっていただいた方方方方がいいのではないかというがいいのではないかというがいいのではないかというがいいのではないかという気気気気もしますのでもしますのでもしますのでもしますので、、、、

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たしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    

【【【【会長会長会長会長】】】】そうしましたらそうしましたらそうしましたらそうしましたら、、、、今今今今のののの委員委員委員委員のごのごのごのご意意意意見見見見をををを来年度来年度来年度来年度のののの提言提言提言提言といといといということでうことでうことでうことで受受受受けとめていただきますけとめていただきますけとめていただきますけとめていただきます

ようよろしくおようよろしくおようよろしくおよう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。。。。他他他他にございませんかにございませんかにございませんかにございませんか。。。。    

    

【【【【委員委員委員委員】】】】よろしいですかよろしいですかよろしいですかよろしいですか。。。。初初初初めてなのでめてなのでめてなのでめてなので、、、、いろいろわからないことがございろいろわからないことがございろいろわからないことがございろいろわからないことがございましていましていましていまして。。。。こちらのこちらのこちらのこちらの資料資料資料資料

１１１１のののの方方方方をををを見見見見せていただいてせていただいてせていただいてせていただいて、、、、１１１１、、、、２２２２点点点点ですがですがですがですが、、、、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活動活動活動活動団体団体団体団体へのへのへのへの助成助成助成助成

ということでということでということでということで、、、、６６６６月月月月１８１８１８１８日日日日にににに公開公開公開公開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施実施実施実施されてされてされてされて、、、、選考委員会選考委員会選考委員会選考委員会でででで決定決定決定決定されたといされたといされたといされたとい

うことですがうことですがうことですがうことですが、、、、２２２２団団団団体体体体をををを決定決定決定決定されるまでにされるまでにされるまでにされるまでに、、、、応募応募応募応募がどれぐらいあったかということとがどれぐらいあったかということとがどれぐらいあったかということとがどれぐらいあったかということと、、、、１１１１団体団体団体団体のののの助助助助

成金成金成金成金がどれぐらいだったかがどれぐらいだったかがどれぐらいだったかがどれぐらいだったかということということということということ。。。。それからそれからそれからそれから、、、、もうもうもうもう１１１１点点点点、、、、リーダーリーダーリーダーリーダー養成講座養成講座養成講座養成講座のののの企画実施企画実施企画実施企画実施のののの選考選考選考選考

ということでということでということでということで、、、、これはこれはこれはこれは１１１１団体団体団体団体からからからから応募応募応募応募があったということですかがあったということですかがあったということですかがあったということですか、、、、全部全部全部全部でででで１１１１団体団体団体団体ですがですがですがですが。。。。そういうそういうそういうそういう

ことかなとことかなとことかなとことかなと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、、、、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いときしたいときしたいときしたいと思思思思いましていましていましていまして。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】まずまずまずまず、、、、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活動活動活動活動団体団体団体団体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、、、、応募応募応募応募はははは２２２２団体団体団体団体ですですですです。。。。

助成助成助成助成のののの金額金額金額金額のののの上限上限上限上限はははは５５５５万円万円万円万円でででで、、、、１１１１団体団体団体団体はははは５５５５万円万円万円万円、、、、もうもうもうもう１１１１団体団体団体団体はははは４４４４万円万円万円万円をををを助成助成助成助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。。。。リーダリーダリーダリーダ

ーーーー養成講座企画実施団体選考養成講座企画実施団体選考養成講座企画実施団体選考養成講座企画実施団体選考のののの関係関係関係関係ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、こちらのこちらのこちらのこちらの方方方方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、、、、応募応募応募応募はははは１１１１団体団体団体団体でごでごでごでご

ざいましたざいましたざいましたざいました。。。。以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます。。。。    

    

【【【【委員委員委員委員】】】】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。。。。もうもうもうもう１１１１点点点点、、、、よろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうか。。。。こういったものをこういったものをこういったものをこういったものを見見見見せていたせていたせていたせていた

だきますとだきますとだきますとだきますと、、、、圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的にににに女性女性女性女性のののの方方方方のののの参加参加参加参加がががが多多多多いなといなといなといなと感感感感じますじますじますじます。。。。ふだんふだんふだんふだんパレットパレットパレットパレットにににに行行行行かせていただいてかせていただいてかせていただいてかせていただいて

もももも、、、、女性女性女性女性のののの方方方方がががが多多多多いなといなといなとい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、、、、そのそのそのその辺辺辺辺はははは、、、、日時日時日時日時とかとかとかとか時期時期時期時期とかそのとかそのとかそのとかその辺辺辺辺がなかなかがなかなかがなかなかがなかなか男性男性男性男性、、、、

男女男女男女男女があるがあるがあるがある程度程度程度程度のののの比率比率比率比率でででで参加参加参加参加することをすることをすることをすることを難難難難しくしているしくしているしくしているしくしている要因要因要因要因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うううこととこととこととことと、、、、周知周知周知周知されていされていされていされてい

るるるる内容内容内容内容がががが女性女性女性女性のののの方方方方にににに届届届届きやすいというところがあるのかなときやすいというところがあるのかなときやすいというところがあるのかなときやすいというところがある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、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のところはどののところはどののところはどののところはどの

ようにようにようにように判断判断判断判断したらよいのでしょうかしたらよいのでしょうかしたらよいのでしょうかしたらよいのでしょうか。。。。    

    

【【【【会長会長会長会長】】】】事務局事務局事務局事務局いかがですかいかがですかいかがですかいかがですか。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】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ででで活動活動活動活動されているされているされているされている団体団体団体団体はははは、、、、もともとそのもともとそのもともとそのもともとその前身前身前身前身であるであるであるである女性女性女性女性センターセンターセンターセンター

でででで活躍活躍活躍活躍されていたされていたされていたされていた団体団体団体団体がががが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へへへへ移移移移ったものでございますったものでございますったものでございますったものでございます。。。。女性女性女性女性センターセンターセンターセンターはははは女性女性女性女性のののの

教育教育教育教育・・・・学習学習学習学習、、、、能力開発能力開発能力開発能力開発をををを目的目的目的目的としてとしてとしてとして出発出発出発出発ししししましたましたましたました。。。。ですからですからですからですから、、、、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でのでのでのでの事業事業事業事業はははは、、、、

女性女性女性女性のののの方方方方々々々々がどのようにしてがどのようにしてがどのようにしてがどのようにして世世世世のののの中中中中にににに参画参画参画参画していしていしていしていくくくく、、、、頑張頑張頑張頑張っていっていっていっていくくくくかということをかということをかということをかということを視点視点視点視点にににに、、、、今今今今までまでまでまで

ずっとずっとずっとずっと動動動動いてきましたいてきましたいてきましたいてきました。。。。どうしてもそのようなどうしてもそのようなどうしてもそのようなどうしてもそのような形形形形でででで歴史的歴史的歴史的歴史的なななな経緯経緯経緯経緯からからからから、、、、女性女性女性女性のののの方方方方がががが使使使使われることわれることわれることわれることがががが

多多多多くなっておりますくなっておりますくなっておりますくなっております。。。。やはりやはりやはりやはり、、、、家庭的家庭的家庭的家庭的にににに子子子子どもさんをどもさんをどもさんをどもさんを抱抱抱抱えていらっしゃることえていらっしゃることえていらっしゃることえていらっしゃることでででで外外外外にににに出出出出ることがでることがでることがでることがで

きないきないきないきない女性女性女性女性にににに対対対対してしてしてして、、、、講座講座講座講座にににに参加参加参加参加しやすいようにしやすいようにしやすいようにしやすいように保育保育保育保育をををを付付付付けるなどけるなどけるなどけるなど、、、、女性女性女性女性ををををサポートサポートサポートサポートするというするというするというするという視視視視

点点点点ででででセンターセンターセンターセンターをををを動動動動かしてきたというかしてきたというかしてきたというかしてきたという部分部分部分部分がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしてもそういうところでそういうところでそういうところでそういうところで、、、、女性女性女性女性のののの方方方方

にににに対対対対してのしてのしてのしての周知周知周知周知がががが進進進進んでんでんでんでいいいいるのがるのがるのがるのが実状実状実状実状ですですですです。。。。ただただただただ、、、、今後今後今後今後はははは、、、、男女男女男女男女がががが共共共共にににに参画参画参画参画していくというしていくというしていくというしていくという時代時代時代時代でででで

すのですのですのですので、、、、男性男性男性男性のののの方方方方々々々々にもおにもおにもおにもお越越越越しいただきやすいしいただきやすいしいただきやすいしいただきやすい形形形形でででで、、、、センターセンターセンターセンターをををを運営運営運営運営していかなければならないとしていかなければならないとしていかなければならないとしていかなければならないと

我我我我々々々々もももも思思思思っておりますしっておりますしっておりますしっておりますし、、、、センターセンターセンターセンターのののの方方方方もももも認識認識認識認識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、、、、委員委員委員委員のののの皆皆皆皆さまもごさまもごさまもごさまもご支援支援支援支援いただきいただきいただきいただき
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ますようよろしくおますようよろしくおますようよろしくおますよう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。。。。    

    

【【【【委員委員委員委員】】】】もうもうもうもう１１１１点点点点、、、、よろしいですかよろしいですかよろしいですかよろしいですか。。。。市市市市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をををを担担担担っておられるっておられるっておられるっておられる部署部署部署部署とかとかとかとか男女男女男女男女のののの参画参画参画参画のののの市市市市

のののの職員職員職員職員のののの割合割合割合割合はいかがなものでしょうかはいかがなものでしょうかはいかがなものでしょうかはいかがなものでしょうか。。。。女性女性女性女性のののの方方方方かかかか多多多多いのでしょうかいのでしょうかいのでしょうかいのでしょうか。。。。それともそれともそれともそれとも男性男性男性男性、、、、それともそれともそれともそれとも

ちょうどよいちょうどよいちょうどよいちょうどよいバランスバランスバランスバランスでしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】管理職管理職管理職管理職にににに占占占占めるめるめるめる女性女性女性女性のののの割合割合割合割合ということでよろしいでしょうかということでよろしいでしょうかということでよろしいでしょうかということでよろしいでしょうか。。。。    

    

【【【【委員委員委員委員】】】】それでそれでそれでそれで結構結構結構結構ですですですです。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在のののの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。。。。全体全体全体全体でででで、、、、管理職管理職管理職管理職ではではではでは課長補佐以上部長課長補佐以上部長課長補佐以上部長課長補佐以上部長まままま

ででございますででございますででございますででございます。。。。管理職管理職管理職管理職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、、、、課長補佐課長補佐課長補佐課長補佐、、、、課長課長課長課長、、、、室長室長室長室長、、、、部長部長部長部長ですですですです。。。。それをそれをそれをそれを合計合計合計合計しましてしましてしましてしまして、、、、

３５１３５１３５１３５１人人人人ででででございますございますございますございます。。。。そのそのそのその中中中中でででで女性女性女性女性はははは５２５２５２５２人人人人でございますでございますでございますでございます。。。。またまたまたまた、、、、県全域県全域県全域県全域のののの調査調査調査調査でございますけでございますけでございますけでございますけ

れどもれどもれどもれども、、、、４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在でででで管理職管理職管理職管理職にににに占占占占めるめるめるめる女性女性女性女性のののの割合割合割合割合ということでということでということでということで、、、、課長級以上課長級以上課長級以上課長級以上というというというという記載記載記載記載になってになってになってになって

おりますけれどもおりますけれどもおりますけれどもおりますけれども、、、、川西市川西市川西市川西市はははは管理職管理職管理職管理職にににに占占占占めるめるめるめる女性女性女性女性のののの割合割合割合割合ということではということではということではということでは、、、、４４４４．．．．２２２２％％％％でででで、、、、兵庫県下兵庫県下兵庫県下兵庫県下２２２２

９９９９市市市市ございますけれどもございますけれどもございますけれどもございますけれども、、、、残念残念残念残念ながらながらながらながら２１２１２１２１番目番目番目番目でございますでございますでございますでございます。。。。全職員全職員全職員全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割合割合割合割合というこというこというこというこ

とでとでとでとで、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在１３６５１３６５１３６５１３６５人人人人のののの内内内内、、、、４８１４８１４８１４８１人人人人がががが女性職員女性職員女性職員女性職員でございますでございますでございますでございます。。。。以上以上以上以上でございでございでございでござい

ますますますます。。。。    

    

【【【【会長会長会長会長】】】】それではそれではそれではそれでは、、、、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。。。。    

    

【【【【委員委員委員委員】】】】よろしいよろしいよろしいよろしいでしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。今今今今、、、、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のこのこのこのことでとでとでとで確認確認確認確認ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、松繁先生松繁先生松繁先生松繁先生をおをおをおをお呼呼呼呼

びにびにびにびになられてなられてなられてなられて課長補佐級以下課長補佐級以下課長補佐級以下課長補佐級以下とととと管理職管理職管理職管理職のののの方方方方でででで分分分分けてけてけてけて２２２２月月月月１１１１日日日日とととと２４２４２４２４日日日日にににに実施実施実施実施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、、、、

このこのこのこの研修会研修会研修会研修会のののの時間帯時間帯時間帯時間帯ですがですがですがですが、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても勤務時間帯勤務時間帯勤務時間帯勤務時間帯でででで参加人数参加人数参加人数参加人数がががが少少少少なくなくなくなくてててて驚驚驚驚いたのですねいたのですねいたのですねいたのですね。。。。これがこれがこれがこれが

どのようにどのようにどのようにどのように職員職員職員職員のののの方方方方にににに、、、、松繁先生松繁先生松繁先生松繁先生をおをおをおをお呼呼呼呼びにびにびにびになってなってなってなって研修会研修会研修会研修会をするというをするというをするというをするというアナウンスアナウンスアナウンスアナウンスのののの仕方仕方仕方仕方がががが、、、、ちょちょちょちょ

っとっとっとっと、、、、感想感想感想感想ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、これだけをこれだけをこれだけをこれだけを見見見見ますとますとますとますと「「「「ぜひぜひぜひぜひ、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん受講受講受講受講してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。」」」」というというというという時間帯時間帯時間帯時間帯

ではないなあとではないなあとではないなあとではないなあと。。。。やはりやはりやはりやはり、、、、勤務中勤務中勤務中勤務中はごはごはごはご自分自分自分自分のおのおのおのお仕事仕事仕事仕事がおがおがおがお有有有有りですのでりですのでりですのでりですので、、、、必然的必然的必然的必然的にににに参加者参加者参加者参加者はごはごはごはご自分自分自分自分のののの

おおおお仕事仕事仕事仕事をををを優先優先優先優先されるとされるとされるとされ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。。。。使使使使命感命感命感命感もおもおもおもお有有有有りだろうしりだろうしりだろうしりだろうし。。。。このこのこのこの研修会研修会研修会研修会もももも大事大事大事大事ですけれどもねですけれどもねですけれどもねですけれどもね。。。。

このこのこのこの時間帯時間帯時間帯時間帯になるというのはになるというのはになるというのはになるというのは、、、、このこのこのこの時間帯時間帯時間帯時間帯はははは疑問疑問疑問疑問だったのですねだったのですねだったのですねだったのですね。。。。５５５５時以降時以降時以降時以降というとというとというとというと勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間とはとはとはとは

違違違違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、、、、川西市川西市川西市川西市のののの行政側行政側行政側行政側がこういうがこういうがこういうがこういう研修会研修会研修会研修会をみんなにするというをみんなにするというをみんなにするというをみんなにするという意識意識意識意識のののの下下下下であればであればであればであれば、、、、

ちょっとこのちょっとこのちょっとこのちょっとこの時間帯時間帯時間帯時間帯というのはというのはというのはというのは非常非常非常非常にににに疑問疑問疑問疑問があるのでがあるのでがあるのでがあるので検討検討検討検討のののの余地余地余地余地がががが十分十分十分十分あるようにあるようにあるようにあるように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】】】】ごごごご指摘指摘指摘指摘のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、職務時間内職務時間内職務時間内職務時間内のののの研修研修研修研修というのはというのはというのはというのは大変制約大変制約大変制約大変制約がございますがございますがございますがございます。。。。今回今回今回今回のののの研修研修研修研修につにつにつにつ

きましてはきましてはきましてはきましては、、、、人事担当人事担当人事担当人事担当とととと協議協議協議協議してしてしてして例年同様例年同様例年同様例年同様にやっておりにやっておりにやっておりにやっており、、、、参加参加参加参加をををを呼呼呼呼びかけておりますがびかけておりますがびかけておりますがびかけておりますが、、、、委員委員委員委員のごのごのごのご

指摘指摘指摘指摘のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、執務執務執務執務時間内時間内時間内時間内でのでのでのでの研修研修研修研修というのはというのはというのはというのは、、、、業務業務業務業務とのとのとのとの関連性関連性関連性関連性もございますもございますもございますもございます。。。。それとそれとそれとそれと、、、、当然当然当然当然どちどちどちどち

らもらもらもらも優先優先優先優先ということもということもということもということも難難難難しいとしいとしいとしいと面面面面もございますのでもございますのでもございますのでもございますので、、、、今後今後今後今後、、、、時間帯等考時間帯等考時間帯等考時間帯等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いますいますいますいます。。。。    

    

【【【【委員委員委員委員】】】】これこれこれこれ、、、、惜惜惜惜しいとしいとしいとしいと思思思思いますいますいますいます。。。。これだけのこれだけのこれだけのこれだけの企画企画企画企画なのになのになのになのに惜惜惜惜しいですしいですしいですしいです。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】よりよりよりより多多多多くのくのくのくの職員職員職員職員のののの参加参加参加参加ということがということがということがということが重要重要重要重要だとだとだとだ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、、、、今後今後今後今後、、、、時間帯等時間帯等時間帯等時間帯等についてもについてもについてもについても

検討検討検討検討させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    



 ９

    

【【【【委員委員委員委員】】】】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ののののチラシチラシチラシチラシをををを見見見見せていただいておりますがせていただいておりますがせていただいておりますがせていただいておりますが、、、、手作手作手作手作りといいますかりといいますかりといいますかりといいますか、、、、市市市市

民目線民目線民目線民目線がすごくがすごくがすごくがすごく働働働働いていていていていていていていて、、、、こちらのこちらのこちらのこちらの方方方方とととと比比比比べますとべますとべますとべますと、、、、題名題名題名題名のやわらかさなどのやわらかさなどのやわらかさなどのやわらかさなど、、、、女性女性女性女性ががががキャッチキャッチキャッチキャッチでででで

企画企画企画企画にににに興味興味興味興味をををを持持持持ったりとかったりとかったりとかったりとか、、、、硬硬硬硬いいいい字字字字ばかりばかりばかりばかり並並並並んでいるとちょっとんでいるとちょっとんでいるとちょっとんでいるとちょっとセンターセンターセンターセンターにににに足足足足をををを踏踏踏踏みみみみ入入入入れにくいとれにくいとれにくいとれにくいと

かいろんなかいろんなかいろんなかいろんな印象印象印象印象をををを持持持持ったりとかするのですけれどもったりとかするのですけれどもったりとかするのですけれどもったりとかするのですけれども、、、、今回今回今回今回のものをのものをのものをのものを見見見見せていただいているとせていただいているとせていただいているとせていただいていると、、、、ソフソフソフソフ

トトトト間間間間やややや暖暖暖暖かさのかさのかさのかさの部分部分部分部分とととと内容内容内容内容もももも工夫工夫工夫工夫されていてされていてされていてされていて、、、、このこのこのこの調子調子調子調子でぜひでぜひでぜひでぜひ、、、、参加参加参加参加されるされるされるされる方方方方ののののリピーターリピーターリピーターリピーター率率率率とかとかとかとか

がががが、、、、おおおお話話話話をををを聞聞聞聞いていてもいていてもいていてもいていても高高高高いのでいのでいのでいので、、、、そのそのそのその方方方方々々々々をををを大事大事大事大事にされてにされてにされてにされて。。。。新規参加者新規参加者新規参加者新規参加者をををを獲得獲得獲得獲得するするするするためためためためののののＰＲＰＲＰＲＰＲのののの

難難難難しさをおっしゃっていましたがしさをおっしゃっていましたがしさをおっしゃっていましたがしさをおっしゃっていましたが。。。。たたたただだだだ、、、、一気一気一気一気にににに下下下下がってしまったがってしまったがってしまったがってしまった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でででで、、、、保健保健保健保健センセンセンセン

ターターターターのののの健診健診健診健診ににににチラシチラシチラシチラシをををを配布配布配布配布することですることですることですることで、、、、あんなにあんなにあんなにあんなに数字数字数字数字がががが変変変変わるというわるというわるというわるという口口口口コミコミコミコミのののの大切大切大切大切さだとかさだとかさだとかさだとか、、、、ホーホーホーホー

ムページムページムページムページだとかいろんなところでだとかいろんなところでだとかいろんなところでだとかいろんなところで広広広広がりががりががりががりが出出出出てくるのではないかとてくるのではないかとてくるのではないかとてくるのではないかと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者にににに移移移移りまりまりまりま

したけれどもしたけれどもしたけれどもしたけれども、、、、本当本当本当本当にににに市民市民市民市民でつくりあげるというでつくりあげるというでつくりあげるというでつくりあげるという良良良良いいいいセンターセンターセンターセンターになったというになったというになったというになったという１１１１年年年年だったようにだったようにだったようにだったように思思思思

いますのでいますのでいますのでいますので、、、、ぜひぜひぜひぜひ頑張頑張頑張頑張っていただきたいなあとっていただきたいなあとっていただきたいなあとっていただきたいなあと思思思思いますいますいますいますのでよろしくおのでよろしくおのでよろしくお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。。。。    

    

【【【【会長会長会長会長】】】】先先先先ほどほどほどほど、、、、委員委員委員委員からもありましたがからもありましたがからもありましたがからもありましたが、、、、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ががが非常非常非常非常にににに活躍活躍活躍活躍されていることがされていることがされていることがされていることが

よくわかりましたよくわかりましたよくわかりましたよくわかりました。。。。認知度認知度認知度認知度をををを上上上上げたいというふうなことをげたいというふうなことをげたいというふうなことをげたいというふうなことをおっしゃいましたけれどもおっしゃいましたけれどもおっしゃいましたけれどもおっしゃいましたけれども、、、、新新新新しいしいしいしい方方方方がががが

入入入入っていらっしゃったっていらっしゃったっていらっしゃったっていらっしゃったことをことをことをことを考考考考えるとかなりえるとかなりえるとかなりえるとかなり高高高高くなってきたかなあとくなってきたかなあとくなってきたかなあとくなってきたかなあ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、、、、今度国今度国今度国今度国

がががが出出出出しましたしましたしましたしました、、、、第第第第３３３３次男女共同参画計画次男女共同参画計画次男女共同参画計画次男女共同参画計画でででで、、、、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というというというという用語用語用語用語のののの周知度周知度周知度周知度はははは、、、、現在現在現在現在６４６４６４６４．．．．

６６６６％％％％だそうですけれどもだそうですけれどもだそうですけれどもだそうですけれども、、、、平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年にはにはにはには１００１００１００１００％％％％にするということをにするということをにするということをにするということを目標目標目標目標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。。。。６４６４６４６４．．．．

６６６６％％％％というとというとというとというと高高高高いようにいようにいようにいように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、、、、平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度にににに１００１００１００１００％％％％ということにということにということにということに持持持持っていっていっていっていっていっていっていってい

ますますますます。。。。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これまでにがこれまでにがこれまでにがこれまでに持持持持っていましっていましっていましっていましたたたた仕事仕事仕事仕事をををを、、、、男性男性男性男性にもにもにもにも拡大拡大拡大拡大していくというこしていくというこしていくというこしていくというこ

とはとはとはとは、、、、今回初今回初今回初今回初めてめてめてめて国国国国のののの第第第第３３３３次男女共同参画計画次男女共同参画計画次男女共同参画計画次男女共同参画計画にににに盛盛盛盛りりりり込込込込まれましたまれましたまれましたまれました。。。。男性男性男性男性とととと子子子子どもにとってのどもにとってのどもにとってのどもにとっての男女男女男女男女

共同参画共同参画共同参画共同参画ということでということでということでということで、、、、これをこれをこれをこれを重要政策重要政策重要政策重要政策のののの一一一一つつつつとしてあげておりますかとしてあげておりますかとしてあげておりますかとしてあげておりますからららら、、、、これからのこれからのこれからのこれからの課題課題課題課題になっになっになっになっ

ていくていくていくていく部分部分部分部分だろうとだろうとだろうとだろうと思思思思いますいますいますいます。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、一一一一つつつつ質問質問質問質問ですがですがですがですが、、、、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中中中中にはにはにはには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があるのですねがあるのですねがあるのですねがあるのですね。。。。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いうのはというのはというのはというのは、、、、男性男性男性男性もかなりもかなりもかなりもかなり参参参参

加加加加していらっしゃるのですねしていらっしゃるのですねしていらっしゃるのですねしていらっしゃるのですね。。。。そのそのそのその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視点視点視点視点というのはというのはというのはというのは、、、、共有共有共有共有してしてしてして

いるのですかいるのですかいるのですかいるのですか。。。。    

    

【【【【オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー】】】】私私私私どもはどもはどもはどもは、、、、このこのこのこのセンターセンターセンターセンターのののの指定管理指定管理指定管理指定管理をををを受受受受けるにあたりましてけるにあたりましてけるにあたりましてけるにあたりまして、、、、男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの理理理理

念念念念をををを市民活動市民活動市民活動市民活動でででで広広広広げていくげていくげていくげていく。。。。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がまったくがまったくがまったくがまったく同同同同じじじじ館館館館のののの中中中中でででで、、、、

分分分分けけけけ目目目目もなくあるのですからもなくあるのですからもなくあるのですからもなくあるのですから、、、、それがそれがそれがそれが可能可能可能可能だとだとだとだと考考考考えてえてえてえて指定管理指定管理指定管理指定管理をををを受受受受けることにいたしましたけることにいたしましたけることにいたしましたけることにいたしました。。。。そうそうそうそう

いういういういう意味意味意味意味でででで、、、、確確確確かにかにかにかに男性男性男性男性のののの参画参画参画参画ががががもっとあってももっとあってももっとあってももっとあっても良良良良いようにいようにいようにいように思思思思いましていましていましていまして、、、、そのそのそのその一一一一つのどういうつのどういうつのどういうつのどういう指標指標指標指標

でででで見見見見ていけばいいのかということでていけばいいのかということでていけばいいのかということでていけばいいのかということで、、、、実施報告実施報告実施報告実施報告のののの中中中中でででで参加者数参加者数参加者数参加者数とととと申込者数申込者数申込者数申込者数というのをというのをというのをというのを設設設設けておりまけておりまけておりまけておりま

してしてしてして、、、、それをそれをそれをそれを更更更更にににに参加者参加者参加者参加者のののの男女比率男女比率男女比率男女比率とととと申込者申込者申込者申込者のののの男女比率男女比率男女比率男女比率をををを入入入入れようとしておりますれようとしておりますれようとしておりますれようとしております。。。。これにこれにこれにこれに、、、、途中途中途中途中

でででで気気気気がががが付付付付きましたのできましたのできましたのできましたので、、、、年度年度年度年度当初当初当初当初のののの方方方方はははは少少少少しししし追跡追跡追跡追跡できなかったのですけれどもできなかったのですけれどもできなかったのですけれどもできなかったのですけれども、、、、それをそれをそれをそれを見見見見ていくこていくこていくこていくこ

とでとでとでとで、、、、男性男性男性男性のののの参加率参加率参加率参加率がどのようにがどのようにがどのようにがどのように変化変化変化変化していくかということはしていくかということはしていくかということはしていくかということは分分分分かるかなあとかるかなあとかるかなあとかるかなあ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。。。。そそそそ

れとれとれとれと、、、、やはりやはりやはりやはり先先先先ほどごほどごほどごほどご指摘指摘指摘指摘ありましたありましたありましたありましたテーマテーマテーマテーマですねですねですねですね。。。。このこのこのこの川西市川西市川西市川西市においてのにおいてのにおいてのにおいての男性男性男性男性のどういうのどういうのどういうのどういう年代層年代層年代層年代層

ががががどういうどういうどういうどういう時間帯時間帯時間帯時間帯にににに参加参加参加参加なさるかというのもなさるかというのもなさるかというのもなさるかというのも、、、、視野視野視野視野にににに入入入入れながられながられながられながら講座企画講座企画講座企画講座企画というのをしていきたいというのをしていきたいというのをしていきたいというのをしていきたい

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。。。。そのそのそのその一一一一つのつのつのつの実験実験実験実験がががが３３３３月月月月２１２１２１２１日日日日にするにするにするにする講座講座講座講座ででででパパパパパパパパととととママママママママでででで一緒一緒一緒一緒にににに来来来来ていただいたていただいたていただいたていただいた

らららら来来来来やすいのではないかということでやすいのではないかということでやすいのではないかということでやすいのではないかということで、、、、ＰＲＰＲＰＲＰＲしているところでございますしているところでございますしているところでございますしているところでございます。。。。    

    

【【【【会長会長会長会長】】】】そうしましたらそうしましたらそうしましたらそうしましたら、、、、次年度次年度次年度次年度へのへのへのへの提言提言提言提言にににに入入入入っているとっているとっているとってい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、、、、皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方からからからから議題議題議題議題２２２２につにつにつにつ
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いてですねいてですねいてですねいてですね。。。。平成平成平成平成２３２３２３２３年度事業年度事業年度事業年度事業へのへのへのへの提言提言提言提言ということですがということですがということですがということですが、、、、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をををを聞聞聞聞

きましたのできましたのできましたのできましたので、、、、それをそれをそれをそれを参考参考参考参考にしてにしてにしてにして、、、、これからどういうことをしたらいいのかこれからどういうことをしたらいいのかこれからどういうことをしたらいいのかこれからどういうことをしたらいいのか、、、、してしてしてして欲欲欲欲しいのかしいのかしいのかしいのか、、、、ごごごご

意見意見意見意見をををを自由自由自由自由にににに出出出出していただけたらとしていただけたらとしていただけたらとしていただけたらと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

【【【【委員委員委員委員】】】】いろいろおいろいろおいろいろおいろいろお話話話話をををを聞聞聞聞いていましていていましていていましていていまして、、、、どれもどれもどれもどれも興味深興味深興味深興味深かったのですけれどもかったのですけれどもかったのですけれどもかったのですけれども、、、、このこのこのこの２１２１２１２１年度年度年度年度ののののパパパパ

レットレットレットレットかわにしのかわにしのかわにしのかわにしの事業報告書事業報告書事業報告書事業報告書のののの２８２８２８２８ページページページページにににに分類別相談分類別相談分類別相談分類別相談のところをのところをのところをのところを見見見見ていますとていますとていますとていますと、、、、デートデートデートデートＤＶＤＶＤＶＤＶがががが、、、、

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度もももも２０２０２０２０年度年度年度年度もこもこもこもこれがれがれがれが１１１１件件件件にににに留留留留まっていますよねまっていますよねまっていますよねまっていますよね。。。。ＤＶＤＶＤＶＤＶ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、、、、かなりかなりかなりかなり相談相談相談相談もももも

一番多一番多一番多一番多いいいい項目項目項目項目のようですのようですのようですのようです。。。。そのようなことをそのようなことをそのようなことをそのようなことを考考考考えましてもえましてもえましてもえましても、、、、私個人私個人私個人私個人といたしましてもといたしましてもといたしましてもといたしましても、、、、学生学生学生学生をををを今今今今、、、、

女子大女子大女子大女子大でででで教教教教えているものですからえているものですからえているものですからえているものですから、、、、とにかくとにかくとにかくとにかくデートデートデートデートＤＶＤＶＤＶＤＶにににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、知知知知らなかったらなかったらなかったらなかった、、、、そしてそしてそしてそして知知知知るとるとるとると、、、、

いかにいかにいかにいかに周周周周りのりのりのりの友人友人友人友人やややや自分自分自分自分がががが受受受受けていたかということをけていたかということをけていたかということをけていたかということをレポートレポートレポートレポートなどになどになどになどに書書書書いてくるのですねいてくるのですねいてくるのですねいてくるのですね。。。。でででで、、、、実実実実

はははは、、、、ものすごくものすごくものすごくものすごく学生学生学生学生がががが受受受受けているけているけているけている、、、、そのそのそのその周周周周りのりのりのりの人人人人がががが受受受受けていることがありますけていることがありますけていることがありますけていることがあります。。。。そのようなことをそのようなことをそのようなことをそのようなことを

考考考考えますとえますとえますとえますと、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、講座講座講座講座をををを設設設設けるけるけるけるとかとかとかとか、、、、後後後後はははは、、、、センターセンターセンターセンターにににに来来来来ていただくようにていただくようにていただくようにていただくように促促促促すというのもすというのもすというのもすというのも、、、、

学生自身学生自身学生自身学生自身もももも忙忙忙忙しいでしょうししいでしょうししいでしょうししいでしょうし、、、、またまたまたまた、、、、若若若若いいいい人人人人がいろいろやることもたくさんあるでしょうからがいろいろやることもたくさんあるでしょうからがいろいろやることもたくさんあるでしょうからがいろいろやることもたくさんあるでしょうから、、、、まままま

ずはずはずはずは、、、、特集特集特集特集でででで周知周知周知周知するということをしますとするということをしますとするということをしますとするということをしますと、、、、本人本人本人本人がががが読読読読まなくてもまなくてもまなくてもまなくても、、、、おおおお父父父父さんおさんおさんおさんお母母母母さんさんさんさんがががが読読読読んだりんだりんだりんだり

とかとかとかとか、、、、後後後後はははは、、、、本人本人本人本人やまたはやまたはやまたはやまたは若若若若いいいい男性男性男性男性などもなどもなどもなども読読読読むことによってむことによってむことによってむことによって、、、、なんというかなんというかなんというかなんというか、、、、気気気気をつけなければなをつけなければなをつけなければなをつけなければな

らないということがらないということがらないということがらないということが結構結構結構結構なななな効果効果効果効果があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないか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、、、、なんかなんかなんかなんか、、、、まずはまずはまずはまずは、、、、ＤＶＤＶＤＶＤＶにににに発展発展発展発展

するするするする前前前前にににに、、、、デートデートデートデートＤＶＤＶＤＶＤＶでででで止止止止めるというめるというめるというめるという、、、、予防予防予防予防というというというという面面面面でもでもでもでも周知周知周知周知していくということがしていくということがしていくということがしていくということが大事大事大事大事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。。。。    

    

【【【【会長会長会長会長】】】】どんどんどんどんどんどんどんどん意見意見意見意見をををを出出出出ししししてててて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。。。。    

    

【【【【委員委員委員委員】】】】今今今今ののののことともことともことともこととも関係関係関係関係あるのでしょうがあるのでしょうがあるのでしょうがあるのでしょうが、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはにはパレットパレットパレットパレットかわにしのかわにしのかわにしのかわにしの利用者利用者利用者利用者はははは、、、、大人大人大人大人がががが中中中中

心心心心であるのでしょうがであるのでしょうがであるのでしょうがであるのでしょうが、、、、今今今今、、、、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ーセンターセンターセンターでででで子子子子どもというかどもというかどもというかどもというか、、、、もうもうもうもう少少少少しししし言言言言えばえばえばえば高高高高

校生校生校生校生のののの年代年代年代年代もももも含含含含めてめてめてめて、、、、若若若若いいいい人人人人たちがたむろたちがたむろたちがたむろたちがたむろするするするする。。。。それはそれはそれはそれは、、、、宝塚市宝塚市宝塚市宝塚市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にはにはにはには勉強勉強勉強勉強

にににに来来来来ているようなているようなているようなているような感感感感じがじがじがじが強強強強いしいしいしいし、、、、それをそれをそれをそれを好好好好ましいとましいとましいとましいと思思思思わないわないわないわない人人人人もたくさんあるのですけれどももたくさんあるのですけれどももたくさんあるのですけれどももたくさんあるのですけれども、、、、川川川川

西市西市西市西市のののの場合場合場合場合はははは、、、、ちょっとちょっとちょっとちょっと地理的地理的地理的地理的なななな条件条件条件条件がががが違違違違うのでうのでうのでうので何何何何ともともともとも言言言言えないのですがえないのですがえないのですがえないのですが、、、、自由自由自由自由なななな空間空間空間空間というものというものというものというもの

にににに、、、、もうもうもうもう少少少少しししし若若若若いいいい人人人人たちがたむろたちがたむろたちがたむろたちがたむろできるようにしていくということもできるようにしていくということもできるようにしていくということもできるようにしていくということも必要必要必要必要だろうとだろうとだろうとだろうと思思思思うのですうのですうのですうのですねねねね。。。。

ただそのただそのただそのただその場合場合場合場合ににににスペーススペーススペーススペースのののの制約制約制約制約もあるともあるともあるともあ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、、、、そのそのそのその場合場合場合場合にににに、、、、小学生小学生小学生小学生、、、、中学生中学生中学生中学生、、、、高校生高校生高校生高校生にそにそにそにそ

のののの存在存在存在存在というものもというものもというものもというものも知知知知ってもらうのもってもらうのもってもらうのもってもらうのも大事大事大事大事でででで、、、、学校側学校側学校側学校側へのへのへのへの働働働働きかけきかけきかけきかけみたみたみたみたいいいいなものをなものをなものをなものを、、、、そのそのそのその辺辺辺辺もいろもいろもいろもいろ

いろいろいろいろ工夫工夫工夫工夫していただくとしていただくとしていただくとしていただくと、、、、今今今今、、、、委員委員委員委員がおっしゃったようなことにもがおっしゃったようなことにもがおっしゃったようなことにもがおっしゃったようなことにも、、、、あるあるあるある意味意味意味意味ではではではでは結結結結びついていくびついていくびついていくびついていく

かもしれないかもしれないかもしれないかもしれない。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、デートデートデートデートＤＶＤＶＤＶＤＶについてのについてのについてのについての展示展示展示展示ががががパレットパレットパレットパレットかわにしなんかにあるかわにしなんかにあるかわにしなんかにあるかわにしなんかにある。。。。そこにそこにそこにそこに若若若若いいいい

人人人人たちがたちがたちがたちが来来来来ることによってることによってることによってることによって、、、、そのそのそのその意識意識意識意識がががが多少多少多少多少なりともなりともなりともなりとも芽生芽生芽生芽生えるということもありうるでしょうしえるということもありうるでしょうしえるということもありうるでしょうしえるということもありうるでしょうし、、、、

何何何何かそういったかそういったかそういったかそういった工夫工夫工夫工夫がががが、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会とかいろんなこともあるかとはとかいろんなこともあるかとはとかいろんなこともあるかとはとかいろんなこともあるかとは思思思思いますいますいますいますけれどもけれどもけれどもけれども、、、、やっていたやっていたやっていたやっていた

だければありがたいなあとだければありがたいなあとだければありがたいなあとだければありがたいなあと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

【【【【会長会長会長会長】】】】いかがですかいかがですかいかがですかいかがですか。。。。    

    

【【【【委員委員委員委員】】】】私私私私のののの家家家家にはにはにはには、、、、学生学生学生学生もいませんしもいませんしもいませんしもいませんし、、、、孫孫孫孫ぐらいでぐらいでぐらいでぐらいでテレビテレビテレビテレビをををを見見見見ていたりていたりていたりていたり話話話話をををを聞聞聞聞いていたりしていていたりしていていたりしていていたりして、、、、

時代差時代差時代差時代差といいますかといいますかといいますかといいますか、、、、そのようなこそのようなこそのようなこそのようなことはあまりとはあまりとはあまりとはあまり聞聞聞聞かなかったのでかなかったのでかなかったのでかなかったので、、、、驚驚驚驚きときときときと、、、、なぜというなぜというなぜというなぜという気持気持気持気持ちでちでちでちで複複複複

雑雑雑雑ですですですです、、、、すごくすごくすごくすごく。。。。あまりにもあまりにもあまりにもあまりにも子子子子どもにどもにどもにどもに対対対対するするするする虐待虐待虐待虐待がががが若若若若いいいい人人人人たちにたちにたちにたちに多多多多いというかいというかいというかいというか、、、、いろんないろんないろんないろんな形形形形でねでねでねでね。。。。

心心心心もいろんなもいろんなもいろんなもいろんな形形形形でででで、、、、無防備無防備無防備無防備すぎるのではないかなとすぎるのではないかなとすぎるのではないかなとすぎるのではないかなと思思思思いをすごくいをすごくいをすごくいをすごく感感感感じますじますじますじます。。。。    



 １１ 

    

【【【【委員委員委員委員】】】】よろしいですかよろしいですかよろしいですかよろしいですか。。。。私私私私はははは男性男性男性男性のののの立場立場立場立場からからからから、、、、正直正直正直正直にににに言言言言わせていただくとわせていただくとわせていただくとわせていただくと、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても、、、、共同参共同参共同参共同参

画画画画とととというというというというと、、、、私私私私もももも頭頭頭頭をををを変変変変えようとはしておるのですけれどもえようとはしておるのですけれどもえようとはしておるのですけれどもえようとはしておるのですけれども、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても昔昔昔昔ののののウーマンリブウーマンリブウーマンリブウーマンリブというというというという

言葉言葉言葉言葉がはやったがはやったがはやったがはやった時代時代時代時代もあったもあったもあったもあったわけわけわけわけでででで。。。。それはそれはそれはそれは、、、、女性女性女性女性のののの権利権利権利権利というのはあまりというのはあまりというのはあまりというのはあまり好好好好きではないのですけきではないのですけきではないのですけきではないのですけ

れどもれどもれどもれども、、、、そそそそれをれをれをれを振振振振りかざすばかりにりかざすばかりにりかざすばかりにりかざすばかりに、、、、何何何何かかかか男性男性男性男性のののの皆皆皆皆がががが悪悪悪悪いようなことをしているいようなことをしているいようなことをしているいようなことをしている、、、、男性男性男性男性をををを見見見見たらすたらすたらすたらす

ぐにぐにぐにぐに暴力暴力暴力暴力をををを振振振振るうとかるうとかるうとかるうとか、、、、そういうようなそういうようなそういうようなそういうようなイメージイメージイメージイメージがあってがあってがあってがあって。。。。私私私私のののの家庭家庭家庭家庭はそういうはそういうはそういうはそういう子子子子どもにどもにどもにどもに、、、、女女女女のののの子子子子

１１１１人人人人でしたけれどもでしたけれどもでしたけれどもでしたけれども、、、、別別別別にににに、、、、叱叱叱叱ったったったったこともないしこともないしこともないしこともないし、、、、叩叩叩叩いたいたいたいたこともないこともないこともないことも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、、、、まあまあまあまあまともまともまともまとも

にはにはにはには育育育育ってってってってくれているとくれているとくれているとくれていると。。。。こういうこういうこういうこういうケースケースケースケースはははは、、、、男性男性男性男性にににに小小小小さいさいさいさい子子子子どもがいてもそういうどもがいてもそういうどもがいてもそういうどもがいてもそういうことにことにことにことに関心関心関心関心のののの

あるあるあるある人人人人はははは来来来来るしるしるしるし、、、、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来来来来なければいけないなければいけないなければいけないなければいけない人人人人はははは逆逆逆逆になかなかになかなかになかなかになかなか来来来来ないないないない。。。。ますますますますますますますます理解理解理解理解のあのあのあのあ

るるるる人人人人はははは理解理解理解理解がががが深深深深まるしまるしまるしまるし、、、、ないないないない人人人人はそんなことはそんなことはそんなことはそんなこと知知知知るかいということでるかいということでるかいということでるかいということで、、、、事件事件事件事件をををを起起起起こしたりということこしたりということこしたりということこしたりということ

になるのでになるのでになるのでになるので。。。。そのそのそのその辺辺辺辺のところですねのところですねのところですねのところですね、、、、熱心熱心熱心熱心なななな人人人人はははは、、、、こんなことになるのでこんなことになるのでこんなことになるのでこんなことになるので。。。。実際実際実際実際そういそういそういそういうううう意見意見意見意見をををを聞聞聞聞

かなければならないかなければならないかなければならないかなければならない人人人人がががが、、、、こういうこういうこういうこういう場場場場にはにはにはには出出出出てこないのでてこないのでてこないのでてこないので、、、、理解理解理解理解されないということがされないということがされないということがされないということが歯歯歯歯がゆいとがゆいとがゆいとがゆいと

ころではあるのですけれどもねころではあるのですけれどもねころではあるのですけれどもねころではあるのですけれどもね。。。。    

だからだからだからだから、、、、マスコミマスコミマスコミマスコミ等等等等でででではははは、、、、特殊特殊特殊特殊なななな犯罪犯罪犯罪犯罪とかがあるのですけれどもとかがあるのですけれどもとかがあるのですけれどもとかがあるのですけれども、、、、僕自身僕自身僕自身僕自身のののの自分自分自分自分のののの家庭家庭家庭家庭とかとかとかとか見見見見てててて

いるといるといるといるとピンピンピンピンとととと来来来来ないところはあるないところはあるないところはあるないところはあるのですけれどもねのですけれどもねのですけれどもねのですけれどもね。。。。関心関心関心関心をををを持持持持たないといけないとはたないといけないとはたないといけないとはたないといけないとは思思思思うのですうのですうのですうのです

がががが、、、、別別別別のののの世界世界世界世界やとやとやとやと。。。。だからだからだからだから熱心熱心熱心熱心なななな人人人人はここにいはりますけれどもはここにいはりますけれどもはここにいはりますけれどもはここにいはりますけれども。。。。何何何何かかかか、、、、そういうそういうそういうそういうことにことにことにことに関心関心関心関心をををを持持持持

たなければならないたなければならないたなければならないたなければならない。。。。暴力暴力暴力暴力をををを振振振振るったりるったりるったりるったりするするするする人人人人はははは、、、、全然感心全然感心全然感心全然感心がないということにがないということにがないということにがないということに、、、、世世世世のののの中中中中ににににジレンジレンジレンジレン

ママママがあってがあってがあってがあって、、、、そのそのそのその辺辺辺辺がちょっとがちょっとがちょっとがちょっと立立立立ちちちち入入入入るのもるのもるのもるのも必要必要必要必要かなとかなとかなとかなと。。。。そういうそういうそういうそういう人人人人はかえってはかえってはかえってはかえって聞聞聞聞くくくく耳耳耳耳をををを持持持持たたたたないないないない

ケースケースケースケースがががが、、、、皆皆皆皆さんだいたいさんだいたいさんだいたいさんだいたい社会等社会等社会等社会等をををを知知知知っておっておっておっておられるとられるとられるとられると思思思思いますのでねいますのでねいますのでねいますのでね、、、、そういうそういうそういうそういう場所場所場所場所もあるともあるともあるともあると思思思思うううう

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、、、、それがそれがそれがそれが僕僕僕僕のののの意見意見意見意見ですねですねですねですね。。。。このこのこのこの委員委員委員委員ををををややややらしてもらったのもらしてもらったのもらしてもらったのもらしてもらったのも、、、、そそそそうううういうことからないうことからないうことからないうことからな

らしてもらったのらしてもらったのらしてもらったのらしてもらったのでねでねでねでね。。。。そういうそういうそういうそういう方方方方についてのについてのについてのについてのアピールアピールアピールアピールをしていかないとをしていかないとをしていかないとをしていかないと。。。。何何何何かやらないといかんかやらないといかんかやらないといかんかやらないといかん

なとなとなとなといつもいつもいつもいつも思思思思っているのですけれどもねっているのですけれどもねっているのですけれどもねっているのですけれどもね。。。。    

    

【【【【会長会長会長会長】】】】実際被害実際被害実際被害実際被害にににに遭遭遭遭っておられるっておられるっておられるっておられる女性女性女性女性のののの方方方方たちがたちがたちがたちが申申申申しししし出出出出ることによってることによってることによってることによって一一一一つつつつ一一一一つつつつ対応対応対応対応していくしていくしていくしていく中中中中

でででで、、、、もっとそこにあるもっとそこにあるもっとそこにあるもっとそこにある男性男性男性男性とととと女性女性女性女性のののの社会全体社会全体社会全体社会全体のののの中中中中におけるにおけるにおけるにおける位置位置位置位置のののの問題問題問題問題にににに考考考考えがえがえがえが至至至至ればよいとればよいとればよいとればよい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。。。。なかなかなかなかなかなかなかなか長長長長いいいい時間時間時間時間がかかるとがかかるとがかかるとがかかると思思思思いますいますいますいます。。。。    

他他他他にありませんかにありませんかにありませんかにありませんか。。。。    

    

【【【【委員委員委員委員】】】】手短手短手短手短ににににですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、今委員今委員今委員今委員のおのおのおのお話話話話をおをおをおをお聞聞聞聞きしましてきしましてきしましてきしまして思思思思っっっったのたのたのたのですですですですけれどもけれどもけれどもけれども、、、、確確確確かにかにかにかに、、、、何何何何

かかかか問題問題問題問題がががが起起起起こってからこってからこってからこってから、、、、そのそのそのその問題問題問題問題にににに対対対対してしてしてして周知周知周知周知していくとかしていくとかしていくとかしていくとか、、、、対策対策対策対策をををを取取取取っっっっていくということになるていくということになるていくということになるていくということになる

とととと、、、、男性男性男性男性がががが悪者悪者悪者悪者でででで、、、、女性女性女性女性がががが被害者被害者被害者被害者でででで、、、、そんなことそんなことそんなことそんなこと知知知知るかるかるかるか、、、、俺俺俺俺はははは違違違違うということになってしまいがちうということになってしまいがちうということになってしまいがちうということになってしまいがち

ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、もうもうもうもう少少少少しししし、、、、今今今今イギリスイギリスイギリスイギリスなどがなどがなどがなどが努力努力努力努力しているしているしているしている点点点点はははは、、、、事後的事後的事後的事後的なななな対策対策対策対策ではなくではなくではなくではなくてててて、、、、予防的予防的予防的予防的

なななな対策対策対策対策ですのでですのでですのでですので、、、、予防予防予防予防にににに関関関関することすることすることすること、、、、例例例例えばえばえばえばクイズクイズクイズクイズ形式形式形式形式、、、、アドバイスアドバイスアドバイスアドバイスなどなどなどなど、、、、予防的予防的予防的予防的なななな何何何何かそのようかそのようかそのようかそのよう

なことをなことをなことをなことを特集特集特集特集でででで組組組組むとかそういうようなことをしますとむとかそういうようなことをしますとむとかそういうようなことをしますとむとかそういうようなことをしますと、、、、気気気気をつけないといけないをつけないといけないをつけないといけないをつけないといけない、、、、女性女性女性女性のののの方方方方もももも言言言言

いいいい易易易易いとかいとかいとかいとか、、、、男性男性男性男性のののの方方方方がががが言言言言いいいい易易易易いとかいとかいとかいとか、、、、そういうところもそういうところもそういうところもそういうところも必要必要必要必要かなあとかなあとかなあとかなあと今思今思今思今思いましたいましたいましたいました。。。。    

    

【【【【委員委員委員委員】】】】今今今今、、、、おっしゃったごおっしゃったごおっしゃったごおっしゃったご意見意見意見意見をををを受受受受けましてけましてけましてけまして、、、、一言一言一言一言。。。。今今今今のごのごのごのご意見意見意見意見のとおりだとのとおりだとのとおりだとのとおりだと思思思思ってってってって。。。。今今今今、、、、被害被害被害被害

者対策者対策者対策者対策のののの方方方方がががが先行先行先行先行しておりますけれどもしておりますけれどもしておりますけれどもしておりますけれども、、、、被害被害被害被害がががが出出出出るるるる前前前前、、、、予防予防予防予防するということはするということはするということはするということは、、、、結局周知徹底結局周知徹底結局周知徹底結局周知徹底しししし

てててて皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが知知知知らないことをらないことをらないことをらないことを知知知知ってもらうことでってもらうことでってもらうことでってもらうことで、、、、やはりやはりやはりやはり、、、、減減減減らしていけるらしていけるらしていけるらしていける可能性可能性可能性可能性とととと言言言言いいいいますかますかますかますか、、、、今今今今

はははは、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶのののの被害者被害者被害者被害者がががが、、、、どこかでどこかでどこかでどこかで、、、、勇気勇気勇気勇気をををを持持持持ってってってって発言発言発言発言することですることですることですることで、、、、このこのこのこの問題問題問題問題がががが明明明明らかになってくるとらかになってくるとらかになってくるとらかになってくると

いういういういうサイクルサイクルサイクルサイクルがががが繰繰繰繰りりりり返返返返されされされされていていていているるるる以上以上以上以上、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか数数数数がががが減減減減るというのはるというのはるというのはるというのは難難難難しいしいしいしい。。。。多分多分多分多分、、、、予防予防予防予防につきまにつきまにつきまにつきま
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すからねすからねすからねすからね。。。。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、、、、委員委員委員委員がおっしゃるがおっしゃるがおっしゃるがおっしゃる、、、、先先先先ずずずず、、、、やはりやはりやはりやはり、、、、何何何何かみんなかみんなかみんなかみんな知知知知っているっているっているっている、、、、デートデートデートデート

ＤＤＤＤＶＶＶＶというのもというのもというのもというのも、、、、私私私私のののの学校学校学校学校はむしろはむしろはむしろはむしろ男子学生男子学生男子学生男子学生がががが多多多多いのでいのでいのでいので、、、、女子学生女子学生女子学生女子学生のののの声声声声というものをというものをというものをというものを聞聞聞聞きたいなときたいなときたいなときたいなと

つくづくつくづくつくづくつくづく思思思思いましていましていましていまして。。。。まだまだまだまだまだまだまだまだ、、、、デートデートデートデートＤＶＤＶＤＶＤＶのののの数数数数というのはというのはというのはというのは、、、、もっともっともっともっともっともっともっともっと水面下水面下水面下水面下のののの部分部分部分部分がありまがありまがありまがありま

してしてしてして、、、、センターセンターセンターセンターのののの利用者利用者利用者利用者のののの年齢年齢年齢年齢がががが出産出産出産出産されたされたされたされた方前後方前後方前後方前後ぐらいのところになってしまうのですけれどぐらいのところになってしまうのですけれどぐらいのところになってしまうのですけれどぐらいのところになってしまうのですけれど

もももも、、、、もうもうもうもう少少少少しししし、、、、中学生中学生中学生中学生、、、、高校生高校生高校生高校生にどんどんにどんどんにどんどんにどんどん男女関係男女関係男女関係男女関係でいろいろとおでいろいろとおでいろいろとおでいろいろとお付付付付きききき合合合合いがいがいがいが深深深深まっていくにあたまっていくにあたまっていくにあたまっていくにあた

ってってってって、、、、知知知知っておくっておくっておくっておく必要必要必要必要があるのかなとがあるのかなとがあるのかなとがあるのかなと、、、、特集号特集号特集号特集号とかとかとかとか早早早早くくくく川西市川西市川西市川西市のののの中中中中でもでもでもでも広広広広まっていけばまっていけばまっていけばまっていけば全国的全国的全国的全国的にでにでにでにで

すけれどもとすけれどもとすけれどもとすけれどもと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

【【【【会長会長会長会長】】】】こういうこういうこういうこういう問題問題問題問題がががが論論論論じられるようになってじられるようになってじられるようになってじられるようになって初初初初めてめてめてめて、、、、言言言言えなかったえなかったえなかったえなかった人人人人、、、、黙黙黙黙っていたっていたっていたっていた人人人人、、、、どうしどうしどうしどうし

たたたたらららら良良良良いかいかいかいか全全全全くわからないくわからないくわからないくわからない人人人人がずいぶんがずいぶんがずいぶんがずいぶん増増増増えてきたえてきたえてきたえてきた、、、、浮上浮上浮上浮上してきたということはしてきたということはしてきたということはしてきたということは、、、、大大大大きいですねきいですねきいですねきいですね。。。。

委員委員委員委員のごのごのごのご家族家族家族家族はははは、、、、幸幸幸幸せなごせなごせなごせなご家族家族家族家族ですねですねですねですね。。。。    

    

【【【【委員委員委員委員】】】】そんなことないですそんなことないですそんなことないですそんなことないです。。。。    

    

【【【【会長会長会長会長】】】】他他他他にはにはにはには、、、、ありますでしょうかありますでしょうかありますでしょうかありますでしょうか。。。。    

    

【【【【委員委員委員委員】】】】次年度次年度次年度次年度にににに向向向向けてのけてのけてのけての提案提案提案提案というというというという角度角度角度角度でででで、、、、おおおお話話話話させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

パレットパレットパレットパレットかわにしのかわにしのかわにしのかわにしの運営運営運営運営、、、、本当本当本当本当にごにごにごにご苦労様苦労様苦労様苦労様だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。それでそれでそれでそれで、、、、なんといってもなんといってもなんといってもなんといっても、、、、このこのこのこのセンタセンタセンタセンタ

ーーーーのののの活動活動活動活動をををを盛盛盛盛りりりり上上上上げてげてげてげて、、、、ここをここをここをここを拠点拠点拠点拠点としてとしてとしてとして、、、、一点突破一点突破一点突破一点突破がいろんながいろんながいろんながいろんな意味意味意味意味でででで川西全域川西全域川西全域川西全域とととといういういういう全面展開全面展開全面展開全面展開にににに

なるというのがなるというのがなるというのがなるというのが、、、、筋道筋道筋道筋道なのかなあとおなのかなあとおなのかなあとおなのかなあとお話聞話聞話聞話聞いていていていていていていていて思思思思いましたいましたいましたいました。。。。セセセセンターンターンターンターのののの活動状況活動状況活動状況活動状況をもっとをもっとをもっとをもっと高高高高めめめめ

ていくためにていくためにていくためにていくために、、、、１５１５１５１５－－－－１１１１のののの資料資料資料資料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いうことでということでということでということで、、、、私私私私はははは緩緩緩緩めのめのめのめの話話話話をしていをしていをしていをしてい

きますきますきますきます。。。。なかなかなかなかなかなかなかなかＤＶＤＶＤＶＤＶのののの実状実状実状実状ととととかかかかががががわからないのでわからないのでわからないのでわからないので。。。。ここではここではここではここでは稼動数稼動数稼動数稼動数とととといういういういうかかかか、、、、参加者申込者数参加者申込者数参加者申込者数参加者申込者数とととと

いうことになっているのですがいうことになっているのですがいうことになっているのですがいうことになっているのですが、、、、実際実際実際実際マックスマックスマックスマックスでででで利用利用利用利用するするするする時時時時はどれぐらいのはどれぐらいのはどれぐらいのはどれぐらいの動員数動員数動員数動員数をををを考考考考えておられえておられえておられえておられ

るのかるのかるのかるのか。。。。そのことをそのことをそのことをそのことを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、まずはまずはまずはまずは動員動員動員動員でででで周知周知周知周知していくことしていくことしていくことしていくこと。。。。動員数動員数動員数動員数をををを上上上上げていくげていくげていくげていく、、、、稼動数稼動数稼動数稼動数をををを上上上上

げていくということがげていくということがげていくということがげていくということが、、、、一番一番一番一番、、、、パレットパレットパレットパレットかわにしのかわにしのかわにしのかわにしの活動活動活動活動をををを知知知知っていただくにもっていただくにもっていただくにもっていただくにも良良良良いかといかといかといかと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。

そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、市議等市議等市議等市議等もももも参加参加参加参加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、、、、周知周知周知周知するのはするのはするのはするのは私私私私たちのたちのたちのたちの行動行動行動行動とかとかとかとか口口口口とかとかとかとか使使使使ってってってって川西川西川西川西

市市市市それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの地域地域地域地域、、、、地域地域地域地域ででででビラビラビラビラ等等等等もももも配配配配らせていただければらせていただければらせていただければらせていただければ、、、、小集会小集会小集会小集会、、、、小小小小さいさいさいさい会合会合会合会合でもこういうでもこういうでもこういうでもこういう集集集集まままま

りがあるといことはりがあるといことはりがあるといことはりがあるといことは議会議会議会議会でもでもでもでも繰繰繰繰りりりり返返返返してしてしてして広報広報広報広報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思思思思いますのでいますのでいますのでいますので、、、、どれぐらいどれぐらいどれぐらいどれぐらい、、、、1111 回回回回のののの集集集集

まりでまりでまりでまりで稼動数稼動数稼動数稼動数がががが欲欲欲欲しいのかとしいのかとしいのかとしいのかと。。。。そういうようなこともきっちりとそういうようなこともきっちりとそういうようなこともきっちりとそういうようなこともきっちりと目標目標目標目標をををを立立立立てててててててて、、、、運営運営運営運営していくのがしていくのがしていくのがしていくのが

大事大事大事大事かなとかなとかなとかな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。。。。もちろんもちろんもちろんもちろんリピーターリピーターリピーターリピーターがががが増増増増えていけばえていけばえていけばえていけば徐徐徐徐々々々々にににに増増増増えるのですけれどもねえるのですけれどもねえるのですけれどもねえるのですけれどもね。。。。    

    

【【【【オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー】】】】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はははは、、、、原則原則原則原則８８８８組組組組までですまでですまでですまでです。。。。プレイルームプレイルームプレイルームプレイルームのののの大大大大きさからいきさからいきさからいきさからい

きますときますときますときますと８８８８組組組組がががが限度限度限度限度ですですですです。。。。以前以前以前以前はははは８８８８組組組組にににに満満満満たなかったのがたなかったのがたなかったのがたなかったのが、、、、現在現在現在現在はははは２０２０２０２０組近組近組近組近いいいい申込申込申込申込みがございますみがございますみがございますみがございます。。。。    

アンケートアンケートアンケートアンケートではではではでは、「、「、「、「もっともっともっともっと回数回数回数回数をををを増増増増やしてやしてやしてやして欲欲欲欲しいしいしいしい」」」」とかとかとかとか１１１１ヶヶヶヶ月月月月にににに１１１１回回回回ではなくではなくではなくではなく、、、、もっとできないのもっとできないのもっとできないのもっとできないの

かかかかというというというという声声声声もあるのですねもあるのですねもあるのですねもあるのですね。。。。そこはそこはそこはそこは、、、、予算予算予算予算ととととのののの兼兼兼兼ねねねね合合合合いですけれどもいですけれどもいですけれどもいですけれども。。。。何何何何かかかか方法方法方法方法はないかとはないかとはないかとはないかと。。。。１１１１ヶヶヶヶ

月月月月ののの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のののの中中中中ではではではでは、、、、マックスマックスマックスマックス８８８８組組組組。。。。補欠補欠補欠補欠もももも取取取取っておりますっておりますっておりますっております。。。。ところがところがところがところが、、、、親子親子親子親子なのでなのでなのでなので、、、、間際間際間際間際

になってになってになってになって子子子子どものどものどものどもの具合具合具合具合がががが悪悪悪悪いなどいなどいなどいなどキャンセルキャンセルキャンセルキャンセルもありますもありますもありますもあります。。。。実数実数実数実数がががが７７７７組組組組になっているのはそういうこになっているのはそういうこになっているのはそういうこになっているのはそういうこ

とですとですとですとです。。。。    

    

【【【【委員委員委員委員】】】】一組一組一組一組といいますとといいますとといいますとといいますと、、、、男性男性男性男性・・・・女性女性女性女性・・・・子子子子どもさんどもさんどもさんどもさん１１１１人人人人、、、、これぐらいをこれぐらいをこれぐらいをこれぐらいを一組一組一組一組とととと考考考考えてえてえてえていいですかいいですかいいですかいいですか。。。。    
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【【【【オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー】】】】原則原則原則原則、、、、保護者保護者保護者保護者とおとおとおとお子子子子さんさんさんさん 1111 人人人人ですですですです。。。。本当本当本当本当にににに苦苦苦苦しいしいしいしい時時時時はははは、、、、保護者保護者保護者保護者のののの方方方方ときょうだいときょうだいときょうだいときょうだい

（（（（双子双子双子双子さんなどさんなどさんなどさんなど））））でででで、、、、これでこれでこれでこれで抽選抽選抽選抽選などをしますとなどをしますとなどをしますとなどをしますと、、、、組組組組みみみみ合合合合わせによってわせによってわせによってわせによって、、、、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のののの調整調整調整調整

もももも難難難難しくなるのでしくなるのでしくなるのでしくなるので。。。。おおおお部屋部屋部屋部屋でおでおでおでお預預預預かりできるかりできるかりできるかりできる数数数数もももも安全面安全面安全面安全面からもからもからもからも難難難難しいしいしいしい場合場合場合場合もありましてもありましてもありましてもありまして、、、、泣泣泣泣くくくく泣泣泣泣くくくく

７７７７組組組組にしてにしてにしてにして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。。。。    

    

【【【【委員委員委員委員】】】】現場現場現場現場でででで、、、、最前線最前線最前線最前線でででで頑張頑張頑張頑張っていただいていたりっていただいていたりっていただいていたりっていただいていたり、、、、興味興味興味興味をををを持持持持ったったったった、、、、関心関心関心関心をををを持持持持ったったったった方方方方がこうやっがこうやっがこうやっがこうやっ

てててて議論議論議論議論をしていただいていてをしていただいていてをしていただいていてをしていただいていて、、、、心強心強心強心強いいいい限限限限りだなあとりだなあとりだなあとりだなあと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。先先先先ほどほどほどほど、、、、先生方先生方先生方先生方がおっしゃったよがおっしゃったよがおっしゃったよがおっしゃったよ

うにうにうにうに、、、、デートデートデートデートＤＶＤＶＤＶＤＶなんかもなんかもなんかもなんかもこれからこれからこれからこれから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るめるめるめる必要必要必要必要があるだろうとがあるだろうとがあるだろうとがあるだろうと思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。そのそのそのその辺辺辺辺のとのとのとのと

ころをころをころをころを進進進進めていくのにめていくのにめていくのにめていくのに関関関関してはしてはしてはしては、、、、民民民民のののの力力力力、、、、地域地域地域地域のののの力力力力だけでいくのはだけでいくのはだけでいくのはだけでいくのは難難難難しいとしいとしいとしいと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、これからこれからこれからこれからデデデデ

ートートートートＤＶＤＶＤＶＤＶななななどにどにどにどに関関関関してはしてはしてはしては、、、、そのそのそのその存在存在存在存在もももも知知知知らないらないらないらない人人人人がががが、、、、初初初初めてめてめてめて出会出会出会出会ったったったったときにときにときにときに、、、、これがこれがこれがこれが聞聞聞聞いていたいていたいていたいていたデデデデ

ートートートートＤＶＤＶＤＶＤＶだというところからだというところからだというところからだというところから位置位置位置位置づけしていかないとづけしていかないとづけしていかないとづけしていかないと、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか認識認識認識認識がががが難難難難しいとしいとしいとしいということになるいうことになるいうことになるいうことになる

とととと、、、、教育現場教育現場教育現場教育現場もももも巻巻巻巻きききき込込込込んでということになるんでということになるんでということになるんでということになる。。。。これはこれはこれはこれは主体的主体的主体的主体的にににに行政行政行政行政ですとかそのですとかそのですとかそのですとか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動動動動いいいい

ていただくていただくていただくていただく、、、、それはそれはそれはそれは必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思うこととうこととうこととうことと、、、、そのためにもやはりそのためにもやはりそのためにもやはりそのためにもやはり事業事業事業事業のののの主体主体主体主体となっていくとなっていくとなっていくとなっていく、、、、地位力地位力地位力地位力をををを

導導導導いていくいていくいていくいていく行政行政行政行政とかとかとかとか職員職員職員職員のののの人人人人たちがたちがたちがたちが等等等等しくやはりしくやはりしくやはりしくやはり意識意識意識意識をををを持持持持ってってってって、、、、望望望望んでいただくのがんでいただくのがんでいただくのがんでいただくのが基本基本基本基本だろうなだろうなだろうなだろうな

ととと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、、、、そこのところをそこのところをそこのところをそこのところを例例例例えばえばえばえば虐待虐待虐待虐待のののの話話話話しでもしでもしでもしでも、、、、認知症認知症認知症認知症のことでものことでものことでものことでも、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のところののところののところののところの啓啓啓啓

発発発発とととと周知周知周知周知というのがまずあってというのがまずあってというのがまずあってというのがまずあって、、、、それからそれからそれからそれから市民市民市民市民にににに広広広広がってがってがってがって津津津津々々々々浦浦浦浦々々々々までまでまでまで浸透浸透浸透浸透していくというところしていくというところしていくというところしていくというところ

があるとがあるとがあるとがあると思思思思うのですうのですうのですうのです。。。。だからだからだからだから、、、、地域力地域力地域力地域力、、、、市民力市民力市民力市民力をををを引引引引きききき出出出出していくしていくしていくしていく最初最初最初最初のののの突端突端突端突端がががが行政行政行政行政でありでありでありであり、、、、運営運営運営運営すすすす

るところだとるところだとるところだとるところだと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、それでそれでそれでそれで官官官官とととと民民民民がうまくまわっていくのだろうとがうまくまわっていくのだろうとがうまくまわっていくのだろうとがうまくまわっていくのだろうと思思思思いますいますいますいます。。。。ですからそのですからそのですからそのですからその辺辺辺辺

のところをこれからののところをこれからののところをこれからののところをこれからの展望展望展望展望としてとしてとしてとして、、、、なかなかなかなかなかなかなかな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とととと浸透浸透浸透浸透しにくいところもあるとしにくいところもあるとしにくいところもあるとしにくいところもあると思思思思うのうのうのうの

でででで、、、、関心関心関心関心がががが広広広広がってきているということはいいことだとがってきているということはいいことだとがってきているということはいいことだとがってきているということはいいことだ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、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のところをまずのところをまずのところをまずのところをまず展望展望展望展望

をををを持持持持ってってってって進進進進めていただけたらなあとめていただけたらなあとめていただけたらなあとめていただけたらなあと思思思思いますいますいますいます。。。。本当本当本当本当にににに、、、、民民民民のののの力力力力、、、、地域地域地域地域のののの力力力力をををを引引引引きききき出出出出すすすす仕組仕組仕組仕組みをつくみをつくみをつくみをつく

っていただきたいっていただきたいっていただきたいっていただきたい。。。。我我我我々々々々もしないといけないのですがもしないといけないのですがもしないといけないのですがもしないといけないのですが、、、、できたらなとできたらなとできたらなとできたらなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

【【【【会長会長会長会長】】】】話話話話がががが、、、、市市市市のののの行政行政行政行政のののの問題問題問題問題にににに戻戻戻戻りましたけれどもりましたけれどもりましたけれどもりましたけれども、、、、国国国国のののの第第第第 3333 次計画次計画次計画次計画もももも、、、、それからそれからそれからそれから県県県県がががが出出出出しまししまししまししまし

たたたた新新新新ひょうごひょうごひょうごひょうご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２１２１２１２１にもにもにもにも、、、、やはりやはりやはりやはり、、、、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女性女性女性女性をををを参画参画参画参画させるということさせるということさせるということさせるということ

がががが謳謳謳謳われているのですねわれているのですねわれているのですねわれているのですね。。。。重要重要重要重要なななな課題課題課題課題としてとしてとしてとして。。。。それでそれでそれでそれで、、、、市長市長市長市長のののの中中中中でででで管理職管理職管理職管理職のののの数数数数をやはりをやはりをやはりをやはり目目目目標標標標をををを３０３０３０３０％％％％

にするにするにするにする。。。。現在現在現在現在はははは２３２３２３２３％％％％だったとだったとだったとだった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････････････････、、、、２３２３２３２３％％％％ぐらいですねぐらいですねぐらいですねぐらいですね。。。。それをそれをそれをそれを３０３０３０３０％％％％にににに目標目標目標目標

数値数値数値数値をををを置置置置くとかくとかくとかくとか、、、、目標数値目標数値目標数値目標数値をつくっていくということはやはりをつくっていくということはやはりをつくっていくということはやはりをつくっていくということはやはり大切大切大切大切なことではないなことではないなことではないなことではないかとかとかとかと思思思思いますいますいますいます。。。。

それからそれからそれからそれから、、、、審議会女性審議会女性審議会女性審議会女性のののの割合割合割合割合をやはりをやはりをやはりをやはり３０３０３０３０％％％％ですかねですかねですかねですかね、、、、市市市市のののの管理職管理職管理職管理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、、、、川西市川西市川西市川西市はははは昇格昇昇格昇昇格昇昇格昇

任試験任試験任試験任試験というのはあるのですかというのはあるのですかというのはあるのですかというのはあるのですか。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】主任主任主任主任とととと課長補佐課長補佐課長補佐課長補佐クラスクラスクラスクラスのときにのときにのときにのときに、、、、試験試験試験試験といいますかといいますかといいますかといいますか研修研修研修研修ですねですねですねですね、、、、それがございますそれがございますそれがございますそれがございます。。。。後後後後

はははは、、、、そのそのそのその後後後後のののの勤務評定勤務評定勤務評定勤務評定でででで決決決決まりますまりますまりますまります。。。。    

    

【【【【会長会長会長会長】】】】そうしましたらそうしましたらそうしましたらそうしましたら、、、、希望希望希望希望するするするする人人人人はははは、、、、誰誰誰誰でもでもでもでも受受受受けられるということですかけられるということですかけられるということですかけられるということですか。。。。研研研研修修修修をををを終終終終えたらえたらえたらえたら。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】年数年数年数年数はははは要要要要りますりますりますります。。。。最近最近最近最近はははは、、、、実際実際実際実際のののの年数年数年数年数よりもよりもよりもよりも早早早早くくくく機会機会機会機会をををを与与与与えるということでえるということでえるということでえるということで、、、、昇任研修昇任研修昇任研修昇任研修

をををを受受受受けることができるようになりましたけることができるようになりましたけることができるようになりましたけることができるようになりました。。。。主任主任主任主任はははは１１１１年年年年、、、、課長補佐課長補佐課長補佐課長補佐はははは２２２２年年年年、、、、早早早早くくくくチャレンジチャレンジチャレンジチャレンジできるよできるよできるよできるよ

うになっていますうになっていますうになっていますうになっています。。。。    

    

【【【【会長会長会長会長】】】】試験試験試験試験をををを受受受受けるけるけるける資格資格資格資格にににに対対対対してしてしてしてチャレンジチャレンジチャレンジチャレンジできるようになったということですねできるようになったということですねできるようになったということですねできるようになったということですね。。。。女性女性女性女性がそのがそのがそのがその



 １４ 

試験試験試験試験をををを受受受受けることがけることがけることがけることが少少少少ないというないというないというないという傾向傾向傾向傾向はないですかはないですかはないですかはないですか。。。。チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジするするするする比率比率比率比率はははは、、、、男性男性男性男性のののの方方方方がががが圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的にににに

多多多多いのですかいのですかいのですかいのですか。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】今今今今、、、、ここにここにここにここに、、、、受験者比率受験者比率受験者比率受験者比率まではまではまではまでは持持持持ってきていないのですがってきていないのですがってきていないのですがってきていないのですが、、、、我我我我々々々々のののの職場職場職場職場でもでもでもでも、、、、主任研修主任研修主任研修主任研修

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ががが１１１１年早年早年早年早くくくく受受受受けましたけましたけましたけました。。。。女性女性女性女性もももも非常非常非常非常にやるにやるにやるにやる気気気気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。。。。    

    

【【【【委員委員委員委員】】】】これはこれはこれはこれは、、、、質問質問質問質問ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、私私私私のののの学校学校学校学校のののの学生学生学生学生でででで、、、、今度卒業今度卒業今度卒業今度卒業するするするする学生学生学生学生ですがですがですがですが、、、、兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県とととと市町市町市町市町

のののの地方公務員試験地方公務員試験地方公務員試験地方公務員試験をををを受験受験受験受験いたしましていたしましていたしましていたしまして、、、、市町市町市町市町はははは１１１１次試験次試験次試験次試験でででで不合格不合格不合格不合格であったとであったとであったとであったと。。。。しかししかししかししかし、、、、県県県県のののの学校職学校職学校職学校職

員員員員のののの枠枠枠枠でででで受受受受かったのですけれどもかったのですけれどもかったのですけれどもかったのですけれども、、、、５５５５次次次次かかかか６６６６次次次次かかかか、、、、最終面接最終面接最終面接最終面接のあたりでのあたりでのあたりでのあたりで、、、、結局結局結局結局２７２７２７２７人人人人のののの枠枠枠枠にににに６０６０６０６０人人人人

がががが残残残残っていたそうでっていたそうでっていたそうでっていたそうで、、、、そのうちそのうちそのうちそのうち５８５８５８５８名名名名がががが男性男性男性男性、、、、２２２２名名名名がががが女性女性女性女性だったそうですだったそうですだったそうですだったそうです。。。。そのうちのそのうちのそのうちのそのうちの１１１１名名名名でででで彼女彼女彼女彼女

がががが採用採用採用採用されたのですけれどもされたのですけれどもされたのですけれどもされたのですけれども、、、、なぜなぜなぜなぜ、、、、採用採用採用採用のときにそこまでののときにそこまでののときにそこまでののときにそこまでの偏偏偏偏りがあるのかりがあるのかりがあるのかりがあるのか。。。。そのそのそのその辺辺辺辺、、、、管理職管理職管理職管理職をををを

増増増増やそうとやそうとやそうとやそうと思思思思ってもってもってもっても、、、、入口入口入口入口のところでのところでのところでのところで、、、、そこまでそこまでそこまでそこまで偏偏偏偏りがあるのはりがあるのはりがあるのはりがあるのは問題問題問題問題ですねですねですねですね。。。。そのそのそのその辺辺辺辺はははは何何何何かごかごかごかご存知存知存知存知

でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。難難難難しいかとしいかとしいかとしいかと思思思思いますがいますがいますがいますが。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】教職員教職員教職員教職員のののの採用採用採用採用ですかですかですかですか。。。。    

    

【【【【委員委員委員委員】】】】学校事務学校事務学校事務学校事務ですですですです。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】県費県費県費県費のののの学校事務学校事務学校事務学校事務ですかですかですかですか。。。。現在現在現在現在、、、、本市本市本市本市ではではではでは、、、、市職員市職員市職員市職員のののの学校事務学校事務学校事務学校事務のののの職員職員職員職員はおりませんはおりませんはおりませんはおりません。。。。県県県県のののの

職員職員職員職員はいますけれどもはいますけれどもはいますけれどもはいますけれども。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】以前以前以前以前はははは、、、、本市本市本市本市のののの学校学校学校学校のののの各校各校各校各校にににに、、、、事務事務事務事務をするをするをするをする県県県県のののの費用費用費用費用のののの職員職員職員職員がががが１１１１名名名名、、、、市市市市のののの費用費用費用費用のののの職員職員職員職員がががが１１１１

名名名名いましたいましたいましたいました。。。。事務事務事務事務をするをするをするをする職員職員職員職員ですですですです。。。。学校学校学校学校のののの先生先生先生先生はもちろんはもちろんはもちろんはもちろん県県県県のののの費用費用費用費用、、、、県県県県とととと国国国国のののの費用費用費用費用ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども。。。。

事務事務事務事務にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、県県県県のののの費用費用費用費用でででで１１１１名名名名とととと市市市市のののの費用費用費用費用１１１１名名名名でででで学学学学校事務員校事務員校事務員校事務員をををを配置配置配置配置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がががが、、、、市市市市のののの職員職員職員職員

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、、、、行革等行革等行革等行革等のののの関係関係関係関係でででで数年前数年前数年前数年前にににに引引引引きききき上上上上げげげげししししておりまておりまておりまておりましてしてしてして、、、、今今今今はははは県県県県費費費費のののの職員職員職員職員のののの方方方方のみですのみですのみですのみです。。。。

学校事務学校事務学校事務学校事務ですがですがですがですが、、、、市市市市費費費費はははは確確確確かにかにかにかに女性女性女性女性がががが多多多多かったかったかったかったですですですです。。。。ただただただただ、、、、県県県県のののの事務事務事務事務職員職員職員職員はははは男性男性男性男性がががが多多多多いですねいですねいですねいですね。。。。そそそそ

のののの点点点点はははは、、、、採用採用採用採用にににに関関関関してしてしてして所管所管所管所管がががが兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県ということですのでということですのでということですのでということですので、、、、我我我我々々々々市市市市のののの知知知知りりりり得得得得るるるるところではございませところではございませところではございませところではございませ

んんんん。。。。市市市市のののの職員職員職員職員にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、現在現在現在現在３３３３割割割割ぐらいがぐらいがぐらいがぐらいが女性女性女性女性ですのでですのでですのでですので、、、、徐徐徐徐々々々々にではございますがにではございますがにではございますがにではございますが、、、、女性職員女性職員女性職員女性職員のののの

数数数数はははは増増増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いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、市職員市職員市職員市職員のののの採用採用採用採用をををを担当担当担当担当さささされれれれているているているている方方方方におにおにおにお話話話話をおをおをおをお伺伺伺伺いいたしましていいたしましていいたしましていいたしまして

もももも、、、、面接面接面接面接をしていてもをしていてもをしていてもをしていても女女女女のののの子子子子のののの方方方方がががが、、、、元気元気元気元気があるというごがあるというごがあるというごがあるというご感想感想感想感想もありますのでもありますのでもありますのでもありますので。。。。採用採用採用採用はははは公平公平公平公平にににに行行行行わわわわ

れてきておりますのでれてきておりますのでれてきておりますのでれてきておりますので、、、、徐徐徐徐々々々々にではありますがにではありますがにではありますがにではありますが増増増増えてきているとはえてきているとはえてきているとはえてきているとは思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

【【【【会長会長会長会長】】】】元気元気元気元気なななな割割割割にはにはにはには管理職管理職管理職管理職のののの女性女性女性女性へのへのへのへの登用登用登用登用がががが少少少少ないですねないですねないですねないですね。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】やはりそのやはりそのやはりそのやはりその辺辺辺辺のののの層層層層のののの女性女性女性女性というのというのというのというのがががが、、、、少少少少ないのはないのはないのはないのは事実事実事実事実ですですですです。。。。すぐにすぐにすぐにすぐに辞辞辞辞めてしまうめてしまうめてしまうめてしまう。。。。これこれこれこれ

はははは、、、、私自身私自身私自身私自身のののの話話話話ですがですがですがですが、、、、私私私私がががが入入入入ったったったった時時時時もももも、、、、上司上司上司上司にににに一番一番一番一番にににに言言言言われたわれたわれたわれた言葉言葉言葉言葉がががが「「「「どうせどうせどうせどうせ、、、、あんたあんたあんたあんたはははは２２２２年年年年ほほほほ

どでどでどでどで辞辞辞辞めるやろめるやろめるやろめるやろ。。。。そのそのそのその前前前前にににに来来来来たたたた女女女女のののの子子子子もももも２２２２年年年年ほどでほどでほどでほどで辞辞辞辞めためためためた。。。。どうせどうせどうせどうせ腰掛腰掛腰掛腰掛けやろけやろけやろけやろ。。。。」」」」でしたでしたでしたでした。。。。でででで、、、、一一一一

番初番初番初番初めにめにめにめに言言言言われたわれたわれたわれたのがのがのがのが、、、、「「「「職場職場職場職場のののの方方方方々々々々、、、、職員職員職員職員のののの湯呑湯呑湯呑湯呑みみみみ（（（（コップコップコップコップ））））をををを覚覚覚覚ええええろろろろ」」」」とととと言言言言われましたわれましたわれましたわれました。。。。当時当時当時当時

はははは、、、、女性女性女性女性がおがおがおがお茶汲茶汲茶汲茶汲みをしておりましたのでみをしておりましたのでみをしておりましたのでみをしておりましたので、、、、職員職員職員職員１１１１人人人人ひとりのひとりのひとりのひとりの湯呑湯呑湯呑湯呑みをみをみをみを覚覚覚覚えることがえることがえることがえることが最初最初最初最初のののの仕事仕事仕事仕事でででで

したしたしたした。。。。    

    



 １５ 

【【【【会長会長会長会長】】】】何年前何年前何年前何年前ですかですかですかですか。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】２０２０２０２０数年前数年前数年前数年前ですですですです。。。。    

    

【【【【会長会長会長会長】】】】そんなそんなそんなそんな前前前前ではないですねではないですねではないですねではないですね。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】現在現在現在現在はははは、、、、そのようなことはないですそのようなことはないですそのようなことはないですそのようなことはないです。。。。    

    

【【【【会長会長会長会長】】】】部局部局部局部局にもよるのでしょうけれどもにもよるのでしょうけれどもにもよるのでしょうけれどもにもよるのでしょうけれども。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】我我我我々、々、々、々、市民生活部市民生活部市民生活部市民生活部はははは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などなどなどなど男女男女男女男女のののの分野分野分野分野もももも持持持持っておりますしっておりますしっておりますしっておりますし、、、、人権推進課人権推進課人権推進課人権推進課

などなどなどなど人権分野人権分野人権分野人権分野もももも持持持持っておりますしっておりますしっておりますしっておりますし、、、、市長市長市長市長をををを本部長本部長本部長本部長にににに推進本部会議推進本部会議推進本部会議推進本部会議もももも設置設置設置設置しししし、、、、施策施策施策施策をををを進進進進めておりますめておりますめておりますめております

がががが、、、、私私私私もももも常常常常々々々々からからからから申申申申ししししああああげておりますようにげておりますようにげておりますようにげておりますように、、、、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をををを進進進進めるのはめるのはめるのはめるのは、、、、市民生活部市民生活部市民生活部市民生活部だけがだけがだけがだけが

頑張頑張頑張頑張ってもってもってもっても、、、、これではなかなかこれではなかなかこれではなかなかこれではなかなか進進進進みませんのでみませんのでみませんのでみませんので、、、、オールオールオールオール川西川西川西川西でででで、、、、他人事他人事他人事他人事ではないのですからではないのですからではないのですからではないのですから、、、、皆皆皆皆ささささ

んんんん自分達自分達自分達自分達のののの仕事仕事仕事仕事とととと思思思思ってってってって、、、、日常日常日常日常、、、、担当担当担当担当のののの業務業務業務業務はありますけれどもはありますけれどもはありますけれどもはありますけれども、、、、業務業務業務業務のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして意識意識意識意識をををを持持持持ってってってって

もらいたいということでもらいたいということでもらいたいということでもらいたいということで常常常常々々々々申申申申しあげておりますしあげておりますしあげておりますしあげております。。。。けれどもけれどもけれどもけれども、、、、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても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登用率登用率登用率登用率３３３３

００００％％％％というのもというのもというのもというのも、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか達成達成達成達成できないのができないのができないのができないのが現実現実現実現実ですですですです。。。。先先先先ほどからほどからほどからほどから皆皆皆皆さんからいただいたさんからいただいたさんからいただいたさんからいただいた、、、、２３２３２３２３年年年年

度度度度にににに向向向向けてのけてのけてのけての提言提言提言提言をををを突突突突合合合合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、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ昨年昨年昨年昨年よりもよりもよりもよりも今年今年今年今年、、、、今年今年今年今年よりもよりもよりもよりも来年来年来年来年とととと１１１１歩歩歩歩でででで

もももも半歩半歩半歩半歩でもでもでもでも前前前前にににに進進進進めていきたいなとめていきたいなとめていきたいなとめていきたいな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。。。。    

    

【【【【会長会長会長会長】】】】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をををを取取取取っているっているっているっている職員職員職員職員というというというというののののはははは、、、、育児休業育児休業育児休業育児休業をををを取取取取っているっているっているっている男性男性男性男性のののの割割割割

合合合合はどのはどのはどのはどの程度程度程度程度ですかですかですかですか。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】００００人人人人のののの状況状況状況状況ですですですです。。。。    

    

【【【【会長会長会長会長】】】】００００人人人人ですかですかですかですか。。。。そうですかそうですかそうですかそうですか。。。。これやはりこれやはりこれやはりこれやはり、、、、上上上上のののの人人人人がががが取取取取らないとらないとらないとらないと下下下下のののの人人人人はははは取取取取りにくいですよねりにくいですよねりにくいですよねりにくいですよね。。。。

やはりやはりやはりやはり、、、、市長市長市長市長からそういうからそういうからそういうからそういうモデルモデルモデルモデルをつくっていかないとをつくっていかないとをつくっていかないとをつくっていかないと。。。。やはりやはりやはりやはり、、、、事業所事業所事業所事業所はなかなかそのやりにくはなかなかそのやりにくはなかなかそのやりにくはなかなかそのやりにく

いですからねいですからねいですからねいですからね。。。。やはりやはりやはりやはり目標目標目標目標をををを１０１０１０１０％％％％にするとかやっていかないとにするとかやっていかないとにするとかやっていかないとにするとかやっていかないとダメダメダメダメですよねですよねですよねですよね。。。。それはそれはそれはそれは、、、、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りにくいとりにくいとりにくいと思思思思われますかわれますかわれますかわれますか。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】現実的現実的現実的現実的にににに正直正直正直正直にににに申申申申ししししあげますとあげますとあげますとあげますと、、、、組織組織組織組織そのものがそのものがそのものがそのものが、、、、定数定数定数定数をををを減減減減らしているらしているらしているらしている中中中中でででで、、、、特特特特にににに窓口窓口窓口窓口

業務等業務等業務等業務等ローテーションローテーションローテーションローテーションをををを組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる職場職場職場職場などはなどはなどはなどは、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しいとしいとしいとしいと思思思思いますいますいますいます。。。。現実的現実的現実的現実的にににに言言言言いましていましていましていまして。。。。

年休年休年休年休をををを取取取取るるるる権利権利権利権利もありますしもありますしもありますしもありますし、、、、育休育休育休育休もももも認認認認められているのですからめられているのですからめられているのですからめられているのですから、、、、取取取取ればいいのでしょうけれどもればいいのでしょうけれどもればいいのでしょうけれどもればいいのでしょうけれども、、、、

他他他他のののの職員職員職員職員にににに迷惑迷惑迷惑迷惑をかけるとかいうをかけるとかいうをかけるとかいうをかけるとかいう意識意識意識意識もあるのではないでしょうかもあるのではないでしょうかもあるのではないでしょうかもあるのではないでしょうか。。。。別別別別にににに、、、、以前職員以前職員以前職員以前職員がたくさんいがたくさんいがたくさんいがたくさんい

たときにはたときにはたときにはたときには、、、、なぜなぜなぜなぜ取取取取らなかったということになるのですがらなかったということになるのですがらなかったということになるのですがらなかったということになるのですが、、、、そのそのそのその時時時時はまだはまだはまだはまだ意識意識意識意識がががが低低低低かったからできかったからできかったからできかったからでき

なかったとなかったとなかったとなかったと思思思思いますいますいますいます。。。。どこかのどこかのどこかのどこかの市長市長市長市長さんもさんもさんもさんも取取取取られていましたしられていましたしられていましたしられていましたし、、、、うちのうちのうちのうちの市長市長市長市長はははは子子子子どもができるようどもができるようどもができるようどもができるよう

なななな年齢年齢年齢年齢でででではございませんのはございませんのはございませんのはございませんのでででで、、、、取取取取れてれてれてれていないのですけれどもいないのですけれどもいないのですけれどもいないのですけれども。。。。    

できるだけできるだけできるだけできるだけ、、、、我我我我々々々々よりもよりもよりもよりも若若若若いいいい職員職員職員職員からからからから、、、、徐徐徐徐々々々々にではありますけれどもにではありますけれどもにではありますけれどもにではありますけれども、、、、そういうそういうそういうそういう環境環境環境環境をつくってをつくってをつくってをつくって

あげたらいいとあげたらいいとあげたらいいとあげたらい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。。。。これがこれがこれがこれが上司上司上司上司のののの仕事仕事仕事仕事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。。。。職員職員職員職員がががが働働働働きききき易易易易いいいい環境環境環境環境をつをつをつをつ

くるのがくるのがくるのがくるのが大大大大きなきなきなきな上司上司上司上司のののの仕事仕事仕事仕事とととと思思思思っておりますのでっておりますのでっておりますのでっておりますので。。。。    

    



 １６ 

【【【【会長会長会長会長】】】】ごごごご指導指導指導指導のほどよろしくおのほどよろしくおのほどよろしくおのほど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。。。。他他他他にににに何何何何かないでしょうかかないでしょうかかないでしょうかかないでしょうか。。。。    

    

【【【【委員委員委員委員】】】】１１１１点点点点。。。。我我我我々、々、々、々、年代年代年代年代がががが違違違違えばえばえばえば考考考考ええええ方方方方もももも違違違違ってきますってきますってきますってきます。。。。我我我我々々々々のののの年代年代年代年代はははは、、、、聞聞聞聞くくくく耳耳耳耳もももも持持持持たないしたないしたないしたないし、、、、

時代時代時代時代もそういうもそういうもそういうもそういう時代時代時代時代ですのでですのでですのでですので、、、、私私私私らもらもらもらも、、、、だいぶだいぶだいぶだいぶ変変変変わってきましたけれどもわってきましたけれどもわってきましたけれどもわってきましたけれども、、、、今度今度今度今度、、、、役役役役員員員員のののの改選改選改選改選がごがごがごがご

ざいましてざいましてざいましてざいまして、、、、役員役員役員役員がががが１０１０１０１０人人人人ほどいましてほどいましてほどいましてほどいまして、、、、昨年昨年昨年昨年２２２２人人人人ほどほどほどほど女性女性女性女性をををを入入入入れましたれましたれましたれました。。。。今年今年今年今年もももも、、、、年配年配年配年配のののの女性女性女性女性のののの

人人人人にににに声声声声をかけましたがをかけましたがをかけましたがをかけましたが、、、、断断断断られましてられましてられましてられまして、、、、今度今度今度今度はははは若若若若いいいい女性女性女性女性ををををアプローチアプローチアプローチアプローチしましたらしましたらしましたらしましたら、、、、了解了解了解了解をいただきをいただきをいただきをいただき

ましてましてましてまして、、、、確実確実確実確実にににに意識意識意識意識はははは、、、、女性女性女性女性がががが自治会自治会自治会自治会のののの役員役員役員役員をしたらをしたらをしたらをしたら男男男男のののの人人人人からからからから白白白白いいいい目目目目でででで見見見見られられられられたりすることがたりすることがたりすることがたりすることが、、、、

あったんですけれどもあったんですけれどもあったんですけれどもあったんですけれども、、、、今今今今はははは確実確実確実確実にににに、、、、ローカルローカルローカルローカルなななな話話話話なんですけれどもなんですけれどもなんですけれどもなんですけれども、、、、今度住民今度住民今度住民今度住民のののの役員役員役員役員でででで３３３３人女性人女性人女性人女性

がががが自治会役員自治会役員自治会役員自治会役員になりますになりますになりますになります。。。。確実確実確実確実にににに若若若若いいいい人人人人のののの意識意識意識意識がががが、、、、昭和昭和昭和昭和４０４０４０４０年代前後年代前後年代前後年代前後のののの女性女性女性女性がががが、「、「、「、「そうしたらやりそうしたらやりそうしたらやりそうしたらやり

ましょうかましょうかましょうかましょうか。」。」。」。」とととと素直素直素直素直にににに受受受受けていただきけていただきけていただきけていただき、、、、変変変変わってきているとわってきているとわってきているとわってきていると思思思思いいいいますますますます。。。。    

    

【【【【会長会長会長会長】】】】川西市川西市川西市川西市はははは自治会自治会自治会自治会がいくつあってがいくつあってがいくつあってがいくつあって、、、、女性女性女性女性のののの自治会長自治会長自治会長自治会長はははは何人何人何人何人ぐらいいるのでしょうかぐらいいるのでしょうかぐらいいるのでしょうかぐらいいるのでしょうか。。。。自治会自治会自治会自治会

長長長長がががが占占占占めるめるめるめる女性女性女性女性のののの割合割合割合割合はははは、、、、県県県県もももも国国国国もももも目標目標目標目標にににに挙挙挙挙げていますげていますげていますげています。。。。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とことんにとことんにとことんにとことん女性女性女性女性をををを入入入入れていれていれていれてい

こうというこうというこうというこうという数値目標数値目標数値目標数値目標をををを全部挙全部挙全部挙全部挙げていますげていますげていますげています。。。。兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県はははは、、、、現在現在現在現在、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度はははは５５５５．．．．５５５５％％％％ですねですねですねですね。。。。郡部郡部郡部郡部

がががが多多多多いからいからいからいから、、、、阪神間阪神間阪神間阪神間はははは別別別別かもかもかも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。。。。それからそれからそれからそれから、、、、２７２７２７２７年度年度年度年度にはにはにはには７７７７．．．．００００％％％％にしたいとにしたいとにしたいとにしたいと目標値目標値目標値目標値をををを

掲掲掲掲げていますげていますげていますげています。。。。国国国国もどこかにもどこかにもどこかにもどこかに出出出出ていましたていましたていましたていました。。。。そういうそういうそういうそういう身近身近身近身近なところからなところからなところからなところから変変変変えていかないとえていかないとえていかないとえていかないと、、、、変変変変えよえよえよえよ

うううう変変変変ええええようようようようとととと言言言言ってってってってもももも、、、、徹底的徹底的徹底的徹底的にやはりにやはりにやはりにやはり数値化数値化数値化数値化してしてしてして、、、、ポジティブポジティブポジティブポジティブ・・・・アアアアクションクションクションクションでやっていかないとでやっていかないとでやっていかないとでやっていかないと

いいいいけないですよねけないですよねけないですよねけないですよね。。。。割当制割当制割当制割当制でもいいしでもいいしでもいいしでもいいし、、、、行政行政行政行政でやらなければでやらなければでやらなければでやらなければならないことならないことならないことならないことががががいっぱいありますからいっぱいありますからいっぱいありますからいっぱいありますから。。。。

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ににに負負負負けないようにけないようにけないようにけないように。。。。    

    

【【【【委員委員委員委員】】】】実実実実はうちのはうちのはうちのはうちの自治会自治会自治会自治会はははは、、、、会長会長会長会長はははは高齢化高齢化高齢化高齢化になってきたのでになってきたのでになってきたのでになってきたので、、、、推薦推薦推薦推薦してしてしてして、、、、女性女性女性女性になってもらおうになってもらおうになってもらおうになってもらおう

かなとかなとかなとかなと思思思思ったりしていますったりしていますったりしていますったりしています。。。。個人的個人的個人的個人的にはにはにはには。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】先先先先ほどのほどのほどのほどの件件件件ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども、、、、市市市市のののの方方方方にににに届出届出届出届出があるがあるがあるがある自治会自治会自治会自治会はははは１４２１４２１４２１４２あるのですがあるのですがあるのですがあるのですが、、、、報告報告報告報告をいをいをいをい

ただいたただいたただいたただいた、、、、昨年昨年昨年昨年のののの６６６６月時点月時点月時点月時点のののの調査結果調査結果調査結果調査結果からからからから見見見見ますとますとますとますと１３３１３３１３３１３３自治会自治会自治会自治会のうちのうちのうちのうち６６６６人人人人がががが女性女性女性女性ということでということでということでということで、、、、

やはりやはりやはりやはり、、、、５５５５％％％％弱弱弱弱ということですということですということですということです。。。。    

    

【【【【会長会長会長会長】】】】少少少少ないないないないですよねですよねですよねですよね。。。。本当本当本当本当にににに地域地域地域地域だからだからだからだから半分半分半分半分ぐらいあっぐらいあっぐらいあっぐらいあってもいいのですけれどもてもいいのですけれどもてもいいのですけれどもてもいいのですけれども、、、、５０５０５０５０％％％％ぐらぐらぐらぐら

いあってもいいのですけれどもいあってもいいのですけれどもいあってもいいのですけれどもいあってもいいのですけれども、、、、５５５５％％％％ですかですかですかですか。。。。だからだからだからだから、、、、男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画はまだまだですねはまだまだですねはまだまだですねはまだまだですね。。。。若若若若いいいい人人人人にににに

譲譲譲譲っていくというっていくというっていくというっていくという自治会長自治会長自治会長自治会長だったらいいのですけれどもねだったらいいのですけれどもねだったらいいのですけれどもねだったらいいのですけれどもね。。。。    

    

【【【【委員委員委員委員】】】】正直言正直言正直言正直言ってってってって、、、、私私私私でももういいでももういいでももういいでももういい年齢年齢年齢年齢ですよねですよねですよねですよね。。。。僕僕僕僕らよりらよりらよりらより上上上上のののの人人人人ではではではではあかんとあかんとあかんとあかんと思思思思うのですよねうのですよねうのですよねうのですよね。。。。

人間不信人間不信人間不信人間不信になになになになってってってって悪悪悪悪いですけれどもいですけれどもいですけれどもいですけれども。。。。もうもうもうもう、、、、自然自然自然自然にににに時代時代時代時代がきたらがきたらがきたらがきたら変変変変わっていくなとわっていくなとわっていくなとわっていくなと、、、、正直正直正直正直、、、、そういそういそういそうい

うううう気気気気がしてきましたがしてきましたがしてきましたがしてきました。。。。先先先先ほどもほどもほどもほども、、、、参画参画参画参画のののの役員役員役員役員ももうももうももうももう少少少少しししし役目役目役目役目があるのですけれどもがあるのですけれどもがあるのですけれどもがあるのですけれども、、、、今今今今のののの副会長副会長副会長副会長はははは

女性女性女性女性ですからですからですからですから、、、、彼女彼女彼女彼女をををを次期次期次期次期にににに推薦推薦推薦推薦しようかなとしようかなとしようかなとしようかなと思思思思ってはいるのですけれどもってはいるのですけれどもってはいるのですけれどもってはいるのですけれども、、、、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好好好好きききき

なななな女性女性女性女性もいますからねもいますからねもいますからねもいますからね。。。。私私私私のののの小学校区小学校区小学校区小学校区のののの中中中中でもでもでもでも、、、、女性女性女性女性でででで積極的積極的積極的積極的にににに出出出出てこられているてこられているてこられているてこられている方方方方もいらっしゃもいらっしゃもいらっしゃもいらっしゃ

いますしいますしいますしいますし、、、、そのようなそのようなそのようなそのような方方方方はははは、、、、そのごそのごそのごそのご両親両親両親両親もももも夫夫夫夫さんもさんもさんもさんも、、、、夫夫夫夫さんはさんはさんはさんは消防団消防団消防団消防団とかとかとかとか地域地域地域地域のののの活動活動活動活動にににに積極的積極的積極的積極的にににに出出出出

ていかていかていかていかれていますのでれていますのでれていますのでれていますので。。。。家族全員家族全員家族全員家族全員ののののサポートサポートサポートサポートがあってがあってがあってがあって、、、、おおおお互互互互いにいにいにいに理解理解理解理解があるからがあるからがあるからがあるから言言言言いやすいいやすいいやすいいやすい。。。。こちこちこちこち

らとしてもらとしてもらとしてもらとしても頼頼頼頼みやすいみやすいみやすいみやすい。。。。言言言言ったらったらったらったら二二二二つつつつ返事返事返事返事でででで「「「「わかりましたわかりましたわかりましたわかりました」」」」とととと返返返返ってってってってくるからくるからくるからくるから。。。。そういうそういうそういうそういう人人人人をををを活活活活

用用用用することですねすることですねすることですねすることですね。。。。    

    



 １７ 

【【【【会長会長会長会長】】】】他他他他にににに何何何何かありますかかありますかかありますかかありますか。。。。２３２３２３２３年度年度年度年度へのへのへのへの提言提言提言提言ですよねですよねですよねですよね。。。。    

    

【【【【委員委員委員委員】】】】一一一一つつつつ聞聞聞聞いていていていてもいいですもいいですもいいですもいいですかかかか。。。。今日今日今日今日、、、、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話話話話がががが全全全全くくくく出出出出なかったのですけれどなかったのですけれどなかったのですけれどなかったのですけれど

もももも、、、、あのあのあのあの仕組仕組仕組仕組みはどうなっていますかみはどうなっていますかみはどうなっていますかみはどうなっていますか。。。。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ですですですです。。。。前前前前にありましたにありましたにありましたにありました制度制度制度制度ですですですです。。。。県県県県もももも

もちろんもちろんもちろんもちろん持持持持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、、、、市市市市もももも持持持持っておりますよねっておりますよねっておりますよねっておりますよね。。。。それはそれはそれはそれは今今今今、、、、どうなっておりますかどうなっておりますかどうなっておりますかどうなっておりますか。。。。    

    

【【【【会長会長会長会長】】】】推進推進推進推進員制度員制度員制度員制度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】】】】以前以前以前以前はははは、、、、センターセンターセンターセンターでででで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をををを募集募集募集募集してしてしてして、、、、人材育成人材育成人材育成人材育成をしてをしてをしてをして、、、、地域地域地域地域にもどしてにもどしてにもどしてにもどして

いこうということでやっていたいこうということでやっていたいこうということでやっていたいこうということでやっていた制度制度制度制度ですがですがですがですが、、、、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ににに指定管理制度指定管理制度指定管理制度指定管理制度がががが導入導入導入導入されるとされるとされるとされると

いうことでいうことでいうことでいうことで、、、、移行期間移行期間移行期間移行期間ということでということでということでということで、、、、今年度今年度今年度今年度はははは実施実施実施実施いたしまいたしまいたしまいたしませんでしたせんでしたせんでしたせんでした。。。。来年度来年度来年度来年度はははは、、、、予算予算予算予算についてについてについてについて

今後今後今後今後、、、、議会議会議会議会においてにおいてにおいてにおいてごごごご審査審査審査審査いただくところでございましていただくところでございましていただくところでございましていただくところでございまして、、、、最終的最終的最終的最終的にはそれをもちましてにはそれをもちましてにはそれをもちましてにはそれをもちまして予算予算予算予算がががが成成成成

立立立立するするするする運運運運びとはなりますがびとはなりますがびとはなりますがびとはなりますが、、、、来年度予算来年度予算来年度予算来年度予算としてとしてとしてとして、、、、市民市民市民市民のののの方方方方にににに参加参加参加参加いただいていただいていただいていただいて、、、、このこのこのこの制度制度制度制度のおのおのおのお名前名前名前名前はははは

「「「「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」」」」というおというおというおというお名前名前名前名前にさせていただくかどうかはにさせていただくかどうかはにさせていただくかどうかはにさせていただくかどうかは今今今今のところのところのところのところ未定未定未定未定ですがですがですがですが、、、、いろんいろんいろんいろん

なななな事業企画事業企画事業企画事業企画などをしていただいてなどをしていただいてなどをしていただいてなどをしていただいて、、、、能力能力能力能力をつけていただこうということでをつけていただこうということでをつけていただこうということでをつけていただこうということで募集募集募集募集をかけるというをかけるというをかけるというをかけるという形形形形でででで

計画計画計画計画をををを立立立立てておりますてておりますてておりますてております。。。。    

    

【【【【委員委員委員委員】】】】予算予算予算予算のののの中中中中にはにはにはには盛盛盛盛りりりり込込込込んであるということですねんであるということですねんであるということですねんであるということですね。。。。そのあたりがもうそのあたりがもうそのあたりがもうそのあたりがもう少少少少しししし活性化活性化活性化活性化するするするする必要必要必要必要もももも

あるのかなとあるのかなとあるのかなとあるのかなと思思思思いましていましていましていまして。。。。    

    

【【【【会長会長会長会長】】】】これこれこれこれ、、、、やはりやはりやはりやはり、、、、市民活動団体市民活動団体市民活動団体市民活動団体というのとというのとというのとというのと、、、、地域活動団体地域活動団体地域活動団体地域活動団体というのがというのがというのがというのが違違違違うのですねうのですねうのですねうのですね。。。。地域活地域活地域活地域活

動団体動団体動団体動団体というのはというのはというのはというのは、、、、自治会自治会自治会自治会とかとかとかとか子子子子どもどもどもども会会会会とかとかとかとか民生委員会民生委員会民生委員会民生委員会とかがとかがとかがとかが地域活動団体地域活動団体地域活動団体地域活動団体でででで、、、、市民活動団体市民活動団体市民活動団体市民活動団体といといといとい

うのうのうのうのはははは、、、、何何何何かかかか目的的目的的目的的目的的なななな団体団体団体団体でででで、、、、まちづくりをしていくというのですねまちづくりをしていくというのですねまちづくりをしていくというのですねまちづくりをしていくというのですね。。。。二二二二つつつつ平行平行平行平行してしてしてして片一方片一方片一方片一方、、、、根根根根ここここ

そぎそぎそぎそぎ変変変変えるわけにはいかないしえるわけにはいかないしえるわけにはいかないしえるわけにはいかないし、、、、またまたまたまた、、、、必要必要必要必要であるであるであるである部分部分部分部分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、、、、それがうまくそれがうまくそれがうまくそれがうまく連携連携連携連携

しながらしながらしながらしながら地域地域地域地域をつくっていかないといけないのですけれどもねをつくっていかないといけないのですけれどもねをつくっていかないといけないのですけれどもねをつくっていかないといけないのですけれどもね。。。。なかなかなかなかなかなかなかなか、、、、水水水水とととと油油油油のようになってのようになってのようになってのようになって

はいますねはいますねはいますねはいますね。。。。どこのどこのどこのどこの市市市市でもありますのででもありますのででもありますのででもありますので。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】会長会長会長会長のおっしゃるとおりでございますのおっしゃるとおりでございますのおっしゃるとおりでございますのおっしゃるとおりでございます。。。。昨年昨年昨年昨年１０１０１０１０月月月月１１１１日日日日にににに、、、、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推推推

進条例進条例進条例進条例をををを施行施行施行施行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。。。。１２１２１２１２月月月月にににに今後具体的今後具体的今後具体的今後具体的にににに進進進進めるめるめるめる基本計画等基本計画等基本計画等基本計画等のののの策定策定策定策定のためののためののためののための推進推進推進推進

会議会議会議会議をををを設置設置設置設置させていただいておりましてさせていただいておりましてさせていただいておりましてさせていただいておりまして、、、、現在現在現在現在２２２２回回回回、、、、３３３３月月月月にもうにもうにもうにもう１１１１回会議回会議回会議回会議をををを開開開開きましてきましてきましてきまして、、、、４４４４月月月月にににに入入入入

ってからってからってからってから推進会議推進会議推進会議推進会議をををを進進進進めていきましてめていきましてめていきましてめていきまして、、、、基本計画基本計画基本計画基本計画をををを策定策定策定策定にするというにするというにするというにするという計画計画計画計画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。。。。残念残念残念残念

ながらながらながらながら組織組織組織組織がががが変変変変わりましてわりましてわりましてわりまして、、、、私私私私どどどどもももも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がががが、、、、４４４４月月月月からはからはからはからは地域地域地域地域・・・・相談課相談課相談課相談課にににに変変変変わりますわりますわりますわります。。。。

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事業事業事業事業とととということをやっておりましていうことをやっておりましていうことをやっておりましていうことをやっておりまして、、、、４４４４月月月月からはからはからはからは総合政策部総合政策部総合政策部総合政策部のののの地域分権推進課地域分権推進課地域分権推進課地域分権推進課とととと

いういういういう組織組織組織組織をつくりましてをつくりましてをつくりましてをつくりまして、、、、そこでそこでそこでそこで、、、、そのそのそのその事業事業事業事業をやっていくをやっていくをやっていくをやっていく。。。。もともともともともともともともと政策課政策課政策課政策課にあったのですけれどにあったのですけれどにあったのですけれどにあったのですけれど

もももも。。。。    

    

【【【【会長会長会長会長】】】】男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画もそこにくっついていくのですかもそこにくっついていくのですかもそこにくっついていくのですかもそこにくっついていくのですか。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画はははは私私私私どものどものどものどもの方方方方でででで引引引引きききき続続続続きやってきやってきやってきやって行行行行きますきますきますきます。。。。    

    

【【【【会長会長会長会長】】】】それはそれはそれはそれは残残残残るのですねるのですねるのですねるのですね。。。。まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会のののの中中中中でででで、、、、男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの視点視点視点視点がががが失失失失われないよわれないよわれないよわれないよ



 １８ 

うにやっていくということがうにやっていくということがうにやっていくということがうにやっていくということが大切大切大切大切ですよねですよねですよねですよね。。。。    

    

【【【【事務局事務局事務局事務局】】】】同時同時同時同時にににに総合計画総合計画総合計画総合計画もももも２３２３２３２３年度年度年度年度とととと２４２４２４２４年度年度年度年度でででで見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行うううう予定予定予定予定をしておりますのでをしておりますのでをしておりますのでをしておりますので、、、、同時同時同時同時にににに

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もももも総合計画総合計画総合計画総合計画ととととリンクリンクリンクリンク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、、、、来年度来年度来年度来年度からからからから見直見直見直見直しをしをしをしを進進進進めていくめていくめていくめていく予定予定予定予定でででで

すのでよろしくおすのでよろしくおすのでよろしくお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。。。。    

    

【【【【会長会長会長会長】】】】わかりましたわかりましたわかりましたわかりました。。。。男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画というのはというのはというのはというのは、、、、言葉言葉言葉言葉としてはとしてはとしてはとしては非常非常非常非常にににに抽象的抽象的抽象的抽象的ですのでですのでですのでですので、、、、それをそれをそれをそれを浸浸浸浸

透透透透していくということになればしていくということになればしていくということになればしていくということになれば市民市民市民市民のののの中中中中にににに広広広広くまちづくりというくまちづくりというくまちづくりというくまちづくりという具体的具体的具体的具体的なななな過程過程過程過程のののの中中中中にそのにそのにそのにその理念理念理念理念をををを

掘掘掘掘りりりり込込込込んでいくということがんでいくということがんでいくということがんでいくということが現実的現実的現実的現実的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。。。。そのときにまちづくりそのときにまちづくりそのときにまちづくりそのときにまちづくり協議会協議会協議会協議会がががが独立独立独立独立すすすす

ることによってることによってることによってることによっ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のののの視点視点視点視点がががが後退後退後退後退していってはいけないということだけはしていってはいけないということだけはしていってはいけないということだけはしていってはいけないということだけは、、、、申申申申しあげておしあげておしあげておしあげてお

きたいなときたいなときたいなときたいなと思思思思いますいますいますいます。。。。    

他他他他にありませんかにありませんかにありませんかにありませんか。。。。出尽出尽出尽出尽くしたでしょうかくしたでしょうかくしたでしょうかくしたでしょうか。。。。それではそれではそれではそれでは、、、、出尽出尽出尽出尽くしたわけではないでしょうがくしたわけではないでしょうがくしたわけではないでしょうがくしたわけではないでしょうが、、、、２２２２

３３３３年年年年度度度度にににに向向向向けてけてけてけて、、、、委員委員委員委員のののの皆様皆様皆様皆様からからからからおおおお出出出出しいただいたごしいただいたごしいただいたごしいただいたご意見意見意見意見をををを十分参考十分参考十分参考十分参考にしていただいてにしていただいてにしていただいてにしていただいて課題課題課題課題のののの遂行遂行遂行遂行

にににに当当当当たってたってたってたっ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思思思思いますいますいますいます。。。。    

それではこれでそれではこれでそれではこれでそれではこれで、、、、本日本日本日本日のののの審議会審議会審議会審議会のののの審議審議審議審議はははは終了終了終了終了したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。司会司会司会司会をををを事務局事務局事務局事務局へおへおへおへお返返返返ししますししますししますしします。。。。    


