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様式第2号(第5条関係) 

 

審 議 会 等 会 議 録 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

事務局  皆様、おはようございます。 

 第３回の審議会をご案内したところ、今日はお集まり頂きありが

とうございました。本日、吉野委員につきましては欠席のご連絡を

受けております。委員総数１０名のうち９名参加ですが、ご審議よ

ろしくお願いしたいと存じます。 

まず、お手元に配布いたしました資料の確認をさせていただきま

す。 

・次第 

・資料１ 市民意見提出制度（パブリック・コメント）の実施結果 

・資料２ 第２次久喜市男女共同参画行動計画（案）変更箇所 

・資料３ 用語解説 

・資料４ 答申（案） 

 

以上、５点でございます。よろしいでしょうか。 

それでは、次第に従い進めてまいります。始めに、榎本会長より

ごあいさつを頂戴したいと存じます。 

榎本会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いい

たします。 

私は、暮れの２０日から、今月の１２日まで、娘が居りますオー

ストラリアのアデレードというところで３週間とちょっと滞在して

おりました。向こうでの習慣になれると今度は日本に帰って来てか

らの習慣に戸惑いを覚えるのですが、しばらくの間、海外におりま

して、娘の家族として感じたことがありますので、お伝えしてみよ

うと思います。 

先月の２０日にアデレードに行きました。娘は働いておりますの

で、２３日の午前中で仕事が終わって、午後からクリスマス休暇に

入ります。クリスマス休暇は平成３０年１月２日まで続きまして、

そして、３日から１２日まで８日間の年休を取りました。１２日が

金曜日でしたので、土日とまた休みが続きましたので、３週間とち

ょっと娘はずっと会社に行っていないという状況なんですね。それ

で、娘に聞いてみまして、「これから長期休暇に入るというのは仲

間に対して気おくれしなかったの？」と聞きましたら、「日本人だ

からちょっと思った。」と言うんですね。「じゃあ、周りはどうな

の。」と聞くと、「周りは平気よ。」と言いました。 

日本社会ではどうなのでしょうか。そういうような、緩やかな社

会というようなことを感じまして、周りを見ますと、アデレードは

子どもが多いというふうに感じます。あちらにおられる日本人の女

性の方も子どもは４人です、３人ですというようなことをおっしゃ

っていますし、お正月、クリスマスということもありましょうか、

観光地もファミリーで楽しんでいる姿を見かけました。印象だけで

すけれども、この国では少子化は食い止められているのかなという

印象を持ったわけです。 
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榎本会長 日本は今、本当に働き方改革ということが進められまして、おそ

らく、オーストラリア等は先進国だろうと思うのですけれども、気

持ちよく、自由な感じに生活できる社会というのが求められてい

て、私どもの娘の家族もひょっとしたらオーストラリアに住み続け

るのではないかしらということも感じました。日本に来られる外国

の方も「日本はいいな、ここで暮らしたいな。」というような社会

をつくっていかなければならないかなと感じたしだいでございま

す。 

それでは本日の審議を進めたいと思います。どうぞよろしくお願

い致します。 

事務局 

 

 

 

 

 

 

どうもありがとうございました。先ほど申し上げました本日１０

名のうち９名参加していただいておりますので、条例によりまして

過半数の委員さんがいらっしゃいますので、会議を成立することを

ご報告させていただきたいと思います。 

今日の会議録の署名でございますが、早瀬委員と新井委員の２名

にお願いしたいと思います。よろしくお願い致します。 

 

それでは、早速ですが条例の２１条に基づきまして会議の方は会

長が進行することになっていますので、このあとの進行につきまし

ては、榎本会長にお願いしたいと思います。よろしくお願い致しま

す。 

榎本会長 それでは、議事を進めたいと思います。議題１つ目が「（１）市

民意見提出制度（パブリック・コメント）の実施結果について」、

そして、２つ目が「（２）第２次久喜市男女共同参画行動計画

（案）変更箇所について」、これを１つにして進めたいと思いま

す。パブリック・コメントの結果と変更箇所についてということで

す。皆様にご検討頂ければと思います。事務局のご説明お願い致し

ます。 

議題（１）市民意見提出制度（パブリック・コメント）の実施結果について 

（２）第２次久喜市男女共同参画行動計画（案）変更箇所について 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議題（１）市民意見提出制度（パブリック・コメント）の実施結

果について、議題（２） 第２次久喜市男女共同参画行動計画

（案）変更箇所について、関連がありますので併せて説明させてい

ただきます。 

今回の計画策定にあたり、審議会でご審議いただいた計画案に対

して、広く市民の皆様の意見を伺うため、平成２９年１１月８日～

１２月７日までの期間においてパブリック・コメントを実施したと

ころです。パブリック・コメントの実施の周知につきましては、広

報くき及び市のホームページにて周知したほか、市内の公共施設の

市民参加コーナーに計画案を設置し意見を求めました。 

実施結果ですが、１名の方より１件の意見が提出されました。提

出された意見及び意見に対する市の考え方については、資料１をご

覧ください。 

表の一番左の列が意見書の全文です。内容について読み上げま

す。 

 

「第３章の１目指す将来像」の項に「男女がいきいきと活躍でき

る社会の実現」とあります。私も男女共同参画を「男女という性別
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事務局 にとらわれず、すべての人が様々な分野で活躍できる社会」と、理

解していました。 

しかし、近年のＬＧＢＴ（性的マイノリティ）に関する報道を見

たり聞いたりするうちに、男・女と分けられない人の存在について

も考えられるようになりました。（第２章のアンケート結果でも、

ＬＧＢＴの認知度は低くはありません。） 

「男女の平等」と限定するのではなく広く「個人の人権」につい

て尊重することが重要だと思いますので、ＬＧＢＴ（性的マイノリ

ティ）等についても記載していただきたいと考えます。 

この意見につきまして、表の右３列にてそれぞれ意見の概要、市

の考え方、計画案への反映についてお示ししております。この３項

目につきましては、パブリック・コメントの実施結果として、公表

することとなります。 

順に申し上げます。 

 

意見の概要は、「個人の人権尊重としてＬＧＢＴ（性的マイノリ

ティ）について記載してほしい。」といたしました。 

続きまして、市の考え方ですが、本日ご持参頂きました計画案の

３８ページをお開きください。 

３８ページ【施策の方向①人権尊重意識の啓発及び人権擁護活動

の推進】において、すべての人が性別や年齢にとらわれることなく

互いに十分理解しあい、それぞれの人権を尊重し、相手への思いや

りと自己に対する尊厳をもち、心身ともに健康な人生を送ることが

できるよう意識の高揚を図ることを掲げておりますが、男女の個人

の人格の尊重に限定され捉えられることのないよう、ＬＧＢＴを含

む性の多様性の尊重について、追加で明記することとします。 

 

計画案への反映につきましては、３８ページ【施策の方向①人権

尊重意識の啓発及び人権擁護活動の推進】に、ＬＧＢＴを含む性の

多様性が尊重され、誰もが差別を受けることなく平等に暮らせるこ

との重要さについて明記します。 

併せて、具体的な取組みについてもＬＧＢＴを含む性の多様性を

尊重した啓発活動の実施について追加記載します。 

 

この内容につきましては、資料２をご覧ください。マーカーされ

ている箇所が意見を受け、計画案へ反映した部分でございます。 

上から２行目でございます。「男女の個人の人格が尊重されるこ

とが重要です」としておりましたが、「男女の個人の人格が尊重さ

れるとともに、ＬＧＢＴを含む性の多様性が尊重され、誰もが差別

を受けることなく平等に暮らせるようにすることが重要です。」と

しております。 

 また、具体的取組みといたしまして、「ＬＧＢＴを含む性の多

様性を尊重した啓発活動の実施」といたしまして、「ＬＧＢＴを含

む性の多様性を尊重し、性的指向や性自認を理由とした差別や偏見

をなくすため、各種講座や学習機会の情報提供を行う。」ことを追

加いたしました。 

以上、事務局からの説明となります。ここでは、資料１及び資料

２の内容についてご審議を頂ければと思います。よろしくお願いい

たします。 
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榎本会長 ありがとうございました。これにつきまして、皆様の御意見をい

ただきたいと思います。 

まず、パブリック・コメントの意見が１つであったということで

すが、その意見というのが大変重要な視点であったということで、

私はホッといたしました。皆様の御意見や想いをおっしゃっていた

だければと思います。 

 

ＬＧＢＴについては意見を出しているつもりでしたが、ここに反

映させるということについて、抜けていたなと思いました。 

稲葉副会長 よろしいでしょうか。会長と思いは同じでございます。この場で

も何度かそういう議論がありました。 

一点、具体策に取り入れるということはぜひお願いしたいという

ことなのですが、表現として施策の方向性のところにＬＧＢＴを入

れなくても、男女の個人の人格が尊重されるようなことを啓発して

いきますよ、推進していきますよということなので、ここであえて

ＬＧＢＴを基本的な考え方のところに入れないで、具体策でという

ことにしたほうがすっきりして分かりやすいと思いました。 

倉持委員 このＬＧＢＴの考え方は、性別が男と女だけではなくて、自分の

性別をいろいろなふうに表現している傾向があると思います。それ

で、やはり多様性、男女だけではない性を認めなくてはならないと

いう傾向にあると思います。ウエディングサイトでも以前は「男

性」「女性」に丸を付けていましたが、今は、「その他」というの

があります。「その他」という表現もどうかなと思ったりもしたの

ですが、いろいろ考えてみてもそれ以外の日本語の適当な表現がな

いものですね。ですから、自分は男性でも女性でもないと思ってい

る人がいるということですよね。そういう人たちをちゃんと認める

という方向性だと思うんですね。ですから、やはりきちんと入れた

方がいいと思います。 

 

２年ほど前、アメリカではオールジェンダートイレについて大騒

ぎしていましたけれども、今、日本でも少しずつ増えてきているよ

うに思います。人によってはよく最近テレビのバラエティでどっち

のトイレに入ったらいいか迷うなんて面白半分に自分の方から発言

するＬＧＢＴの方もいらっしゃるので、だんだんそういう方向にな

っていくと思うのですけれども、それを言葉として出すことで、皆

さんに認識していただくというのも大事だと思うので、パブリッ

ク・コメントを出された方のご意見には賛成です。 

榎本会長 「その他」の表現には疑問があったとしても、「その他」という

ものを入れているということは随分進んだということだと思いま

す。 

倉持委員 そうですね。「ＬＧＢＴＱ」という表現もありますが、最近は

「ＬＧＢＴ」を良く使っていますね。自分がどっちか分からないと

いうジェンダーの方、限定するということができない、限定するこ

とがおかしいという考えの方もいらっしゃいますね。 

榎本会長 「男」、「女」ではなく、「その他」に丸をすることに反対とい

う意見もあるのでしょうか。 

倉持委員 

 

それはいないと思います。 

ただ、個人情報保護法以来、一部、市の受付などで以前は「男
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倉持会長 性」、「女性」とチェックさせていましたが、それ自体をやめたも

のもありますので、いろいろ考えさせられることがあります。 

榎本会長 市として、具体策としては、例えば倉持委員さんがおっしゃった

ようなこともやっていくと捉えてよろしいですか。 

事務局 市のほうですが、「男」と「女」に丸を付けていたのですが、実

は、合併する前の久喜市では、それを１回精査しました。法令に基

づいて男女というものの統計をとらなければならないものはつくり

ましょう、それ以外についてはなくしましょうと、申請書類全部精

査しています。今は、その延長線上にありまして、必要のない限り

は「男」、「女」というのは省こうとしています。 

倉持委員 それは、個人保護法の関係ですね。 

事務局 おっしゃったように、「男」、「女」、「その他」とする場合も

ありますし、全部ない場合もあります。どうしても、統計上必要と

いう場合もあります。全部整理したわけではないですが、基本的な

考え方としてそのようにやっております。 

稲葉委員 「その他」という表現をされたということは、それだけ認識度が

高まったということが言えると思います。 

中村委員 「ＬＢＧＴって、なんだろう。」と、全ての人に浸透している言

葉ではないと思います。また、いろいろな部分で「なんだろう」と

いう気づきからスタートしていると思うので、人権意識の啓発とい

う施策の方向①で、計画という部分でなるべくこの言葉がいろいろ

な箇所にでてきて、少しずつでも気が付いていただいて、本当の意

味での啓発になったらいいと思うので、ぜひ、言葉として入れてい

くことに賛成いたします。 

榎本委員 ありがとうございます。具体的にこのペーパーにあります表現で

よろしいですか。 

委員一同 異議なし。 

事務局 それでは、資料１の先ほど申し上げた通り、意見の概要、市の考

え方、計画案への反映につきまして、この内容において公表させて

いただきたいと思います。よろしくお願い致します。 

榎本会長 それでは、続きまして「（３）用語解説について」進めたいと思

います。ご説明お願い致します。 

議題（３）用語解説について 

事務局 用語解説についてご説明させていただきます。お手元の資料３を

ご覧ください。 

こちらは、本計画をご覧いただくうえで、説明が必要と思われる

用語について、５０音順に記載しております。各用語の説明につき

ましては、主に内閣府男女共同参画局の用語集と埼玉県男女共同参

画行動計画の用語解説などを参考に作成しております。 

また、現在の本計画本文中の各用語に表示はありませんが、用語

解説のある用語については、アスタリスクなどで表示し、分かるよ

うにしていきたいと考えております。 

なお、用語解説につきましては、資料編になりますので答申部分

には含まれておりません。用語解説については、第１次よりかなり

多く掲載しておりますので、この場ではなく、後程ご意見がござい

ましたら事務局へメール、ＦＡＸ、電話などでご連絡頂きたいと思

います。以上です。よろしくお願いいたします。 

榎本会長 用語集については、まとめて別のページに記載するのですか。 
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事務局 そうです。冊子の最後に第１次計画と同じように、資料編として

用語集や年表を掲載するようになります。 

榎本会長 第１次計画では間に入れ込んでいましたよね。 

事務局 そうです。 

倉持委員 間に入れ込むと見にくい感じがします。 

榎本会長 どっちが見やすいですか。 

倉持委員 やはりまとめた方がいいです。さっき見たような気がするけど、

どこかなとなってしまうので。 

榎本会長 結構、確認しますよね。 

事務局 埼玉県もそうなのですが、他の自治体でも後ろにまとめて用語解

説ということで載せているところの方が多いです。 

榎本会長 見やすくするような工夫をしていただきたいです。 

事務局 はい。アスタリスク等、分かるようなかたちを使用して、こちら

の用語については用語解説に載っていますということで分かるよう

にいたします。 

榎本会長 時間的な制約もありますので、後でご覧になってご意見寄せてく

ださいということでしたけれども、それでよろしいですか。 

委員一同 はい。 

榎本会長 そういうことで、よろしくお願いします。これも載せてほしいみ

たいなのもあるかもしれませんね。以上でよろしくお願い致しま

す。４つ目に進んでよろしいでしょうか。「（４）答申（案）につ

いて」ご説明お願い致します。 

議題（４）答申（案）について 

事務局 第２次久喜市男女共同参画行動計画（答申案）についてご説明致

します。 

次回の審議会が最終になりますが、この時に答申と計画（案）を

市長に提出いたします。これまでの審議会におきましてご審議いた

だいた内容を踏まえ、事務局で答申案を作成させていただきまし

た。作成したものがお手元の資料４でございます。資料４について

本文を読み上げます。 

久喜市男女共同参画行動計画（第２次）について（答申） 

平成２９年２月２日付、久権第１１９２号で諮問のあった久喜市

男女共同参画行動計画（第２次）について当審議会において、慎重

に審議した結果、別冊のとおり答申します 

 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

榎本会長 答申案ですが簡単ですね。答申案はいつもこうでしたか。今回、

こういうことに留意しましたなどはなかったでしょうか。 

事務局 最近、教育でも計画書をつくっていますが、冊子がメインになっ

ていますので、「答申については別冊のとおり答申します」という

簡単なものが多いです。総合振興結果は別ですが、他のものについ

ては別冊がメインになっていますので、「別冊のとおり答申しま

す」と書かれている答申が多くなっています。 

榎本会長 何か文言を入れたという記憶がありました。「こういうことに留

意して作った」というような文言を書いた覚えがあります。 

事務局 行政評価などにはこういうことに注意してやってくださいなど、

コメントされていることはあります。 

榎本会長 毎回、結構情熱をかけて、前回とは違う視点で時代が動いている



7 

 

榎本会長 からこういう現状を踏まえて、文言に残すみたいなことをやったこ

とがありました。例えば今のＬＧＢＴなどもそうですよね。これは

型通りこれでよろしいですけれど。 

倉持委員 Ｐ３策定の趣旨のところにＬＢＧＴなど少し入れてもらうとかで

すか。趣旨なども前は全体で検討したと思うのですが、この行動計

画案は事前に私どものほうに送っていただいて、個人的に意見があ

ればということでしたので、私はそのまま読んでこれでいいと思っ

てなにも意見は出しませんでした。 

今、会長が言ったようにそういう思い入れがあるものを少し強調

した方がいいとか、新しいものをもう少し入れた方がいいというの

であれば、私どもに図っていただいて済んでいるものにはなってい

るものですが、パブリック・コメントも１つ出たことでもあるし、

それが取り入れられたことでもありますから、皆さんのご意見次第

だと思います。 

榎本会長 久喜市の取り組みは国や県の動きに沿って動きながら、それでも

久喜市の進み具合というのは勘案しながらやっているわけですもの

ね。入れるとすれば、策定の趣旨のところでしょうか。 

倉持委員 「本市では」で始まっていますからね。 

榎本会長 「その通りです。」というだけではない、何か特徴を持ってとい

うと、私たちの働きがここに集結されるみたいなのがあってもいい

のかなと思います。 

条例をつくった時は、私たちで案をつくって、それを議会にかけ

たんですね。だから、思いをそこに反映できたというのがありま

す。差支えなければ、そのあたりをちょっと今までとはちがうこう

いう視点を取り入れたみたいな感じです。 

倉持委員 今までとは違う視点というと、具体的にはどういうことですか。 

榎本会長 久喜市の働き方はやや変化を見せてきて、共働き家庭が増えてい

います。それは、１つは働き方改革によってですけれど、なにか、

今回は変化を感じていませんね。もう、この波に乗らないと絶対に

遅れるなと思いました。会社などの話を聞くと、大手だけかもしれ

ませんが、本当に少子化が身近になって、多くの人間を雇用できな

くなる。機械がやっている時間をずいぶん増やしているし、家庭の

おもちゃみたいにして、導入されたりしています。もちろん働き方

改革なんていうのは、そういう部門をつくって推進していますよ

ね。久喜市は本当にそうあってほしいと願っています。国からおり

てきて、久喜市の取り組みが一つ増えたですけれども、プロジェク

トチームでもどんどん少子化を食い止めようとしていましたが、少

子化はどうしようもないことで、人間の働きに変わってもらうもの

というのを本気で考えているようになっていますよね。久喜市も本

気になって、そういうプロジェクトを組んで進めないと遅れるぞと

いう危機感を持っているんですね。うかうかできない時代になって

いることを久喜市はどう思っているのかと思っています。 

榎本会長 答申については、それでよろしいでしょうか。それでは、

「（５）その他」ですが、なにか事務局ありますか。 

議題（５）その他 

事務局 

 

 

第４回最終審議会の日程についてお話しさせていただきます。 

 次回は、市長への答申となりますのでできるだけ、皆さんご出席

いただきたいと思います。 
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事務局 スケジュールでは、２月に審議会を開催するとなっておりまし

た。市長の予定もございますので、次回は２月７日（水）午前か２

月２８日（水）午前で考えております。委員の皆様のご都合はいか

がでしょうか。 

榎本会長  それぞれご都合が付く日を挙手ください。 

委員一同  ２月７日（水）  ９名挙手 

 ２月２８日（水） ７名挙手 

倉持委員 意見が出た場合、検討しなくてはならないわけですよね。今、特

に求められているのは、用語についてですよね。それ以外はもう済

んでいるから受け付けないということですか。 

事務局 はい。用語解説に関するご意見等は１月１９日までに事務局にお

願いします。 

委員一同 了承。 

事務局 それでは、次回の審議会は２月７日（水）、市役所４階の大会議

室で開催したいと思います。 

１０時から始まり、途中で市長に答申するかたちになります。市

長は途中から入りますので、よろしくお願い致します。 

榎本会長 ご案内はありますよね。 

事務局 通知致します。 

榎本会長 「（５）その他」は以上でしょうか。 

事務局 はい。 

榎本会長 その他、稲葉副会長ございますか。 

稲葉副会長 一応、変更はできないということですが、今回、Ｐ34目標数値と

いうことで、第１次の計画にも同じような「Ⅳ性別による暴力のな

いまちづくり」の「デートＤＶ防止チラシの配布枚数」がありまし

た。再三申し上げておりまして、このチラシ配布枚数を前回は何回

で、今回は枚数ですが、これはどちらかというと、具体的なアクシ

ョンの目標値であって、本来、目標というのはいろいろな策をうっ

て、その成果としてこういうふうになりましたということでござい

ます。この辺の言葉での目標だけではなくて、目標値というのは成

果目標でございますので、今後もあると思いますので、きちんと精

査して何を目指すかということにしていかないといけないと思って

います。 

榎本会長 この前は、チラシの配布の目標値を年２回と掲げていましたが、

枚数にしたということですね。数値目標だからこういう風に枚数を

あげているけれども、本来、もっとたくさんデートＤＶについても

啓発したいということですね。一見、デートＤＶだから青少年に配

付しようというふうに思いますけれど、これはそういうふうに限っ

た考え方じゃなくて、例えば、青少年を育てる父母ですとかにも配

布できるのではないかなと思います。親が指導できます。気持ちの

表れが１４０枚という数字にしてあるだけで、本当はもっと配布し

たいということですよね。先ほどの稲葉さんの意見ですが、チラシ

の配布を目標数値に掲げるというのはちょっと違和感がありまし

た。でも、そんなことがありますと言ったので納得しました。 

稲葉副会長 

 

 

 

デートＤＶをなくしましょうということですから、今何件あるか

わかりませんが、例えば、年間１００件ありましたら、それを５０

件にしましょうというのが大きな目標値になるわけですね。そうい

うのがここにでてくるべきというのを申し上げたかったのです。今
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稲葉副会長 後もそういう発想で目標値の設定をしていただきたい。 

倉持委員 それについて、個人的な意見ですが件数でいいますと、例えば若

い男女の関係について、女性が自分ではなにか嫌だなと思っていた

ことをデートＤＶだと意識して声をあげるようになると、やはり件

数が増えると思います。そういう声を出すようになると、件数が増

えると思いますが、件数が増えたから良いとか悪いとか数値で表せ

るものと、去年は５件しかなかったのに今年は１０件でたら悪くな

ったのかというと、それに対して意識が高まった結果と考えます。

そういう意味で回数より枚数になったのはそういうことへの配慮か

と思いました。 

榎本会長 それは分かっています。 

稲葉副会長 私も件数にこだわっているわけではありません。そういう議論で

本当の成果というのは何かということへの提案です。 

石田委員 成果が出るというのはどういうふうに評価するのですか。 

稲葉副会長 

 

 

常に難しい。常にそれを考えて本当に目的とすることは何かとい

うことを考えてここにでてこないと、各部門で行う具体策というの

が成果として求めるための対策からはずれるものもありえますとい

うことです。 

榎本会長 少女が恋人の言いなりになるというのは、これは愛する人との関

係では彼の言いなりになっているけれどもこれはＤＶですよ、とい

う気づきをしてもらいたい、という段階ということですね。 

早瀬委員 そこまで話をするのであれば、現状や事例など今現在、どういう

子たちが実際、どんな事件などになっているかをきちんと知ったう

えでないと語れないと思います。そこまでやっていたらその研究員

になってしまうので、ここではないのかなという気はします。 

榎本会長 大事なことだという認識はあります。稲葉副会長もそういう意見

を持っているということで、このように書かれているということま

で否定しようとは思ってらっしゃらないということです。でも、気

持ちは分かっていただいたので、取り組みは強化できるのではない

かと思います。 

他には全体を通して何かありますか。よろしいでしょうか。 

それでは、本日の議題は全て終了いたしましたので、議長の任を

解かせていただきます。ご協力ありがとうございました。 

事務局 どうもありがとうございました。委員の皆様には貴重な審議をし

ていただき、また、榎本会長におかれましては、進行役ありがとう

ございました。 

最後になりますが、稲葉副会長より閉会のごあいさつをいただ

き、閉会したいと思いますので、よろしくお願い致します。 

稲葉副会長 皆さま、お疲れ様でした。本当に、今、ご存知のように少子化が

進んでおりまして、男性も女性も社会に進出していかなければいけ

ない。現実、女性の社会進出はすごく進んでいますが、わたくしも

介護施設に勤めておりますが、女性の介護員の方が多いです。た

だ、施設でも一生懸命いろいろな気遣いをしておりますが、法的に

もまだまだ女性が家のことは女性がやっていることがたくさんあり

ます。 

市でも積極的に取り組んでいただいておりますが、私たちも一人

ひとりがそういう意識を持って、審議会でいろいろと勉強しました

ので、自分たちの周囲の方たちにもどんどん啓発していただければ
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と思います。お願い致します。お疲れ様でした。 

事務局 先ほど、ご報告しましたが、次回第４回審議会は２月７日１０時

から市役所４階大会議室で行いますので、よろしくお願いします。 

また、今日は吉野委員が欠席ですが、事務局から今日の審議の内

容等につきましてご報告させていただきます。 

最後になりますが、用語集の関係ですが、期日が短くて申し訳な

いですが、１月１９日までになっていますので、事務局にご一報い

ただければと思います。お疲れさまでした。 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。(注) 

 平成３０年 ２月 ７日 

早瀬 かおり 

                         新井 優子 
 

(注) 特に署名等を要しない審議会等については、事務局名を記入する。 


