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令和４年度第２回大野城市男女共同参画審議会

令和４年７月22日（金）10：00～11：00 

大野城市役所新館４階  428会議室 

出 席 者 原田会長、伊藤副会長、岸委員、藤井委員、 

城戸委員、的野委員（委員６名） 

   人権男女共同参画課（永野課長、松本係長、山田） 

≪第１回審議会≫ 

１ 開会 

 永野人権男女共同参画課長よりあいさつ 

２ 会長あいさつ 

 原田会長よりあいさつ 

３ 委員紹介 

４議事 

【原田会長】 

「第４次大野城市男女共同参画基本計画 令和３年度進捗状況報告書（案）に対  

す意見等について」です。事務局は説明を行ってください。 

【事務局】 

・第1回の会議では、令和３年度進捗状況報告書について、重点施策を中心にご説

明しました。それを受けて、委員の皆様から、ご意見やご質問をいただきました。

事前に、開催通知とともに送付いたしました資料の別紙１と別紙２にいただいた

ご意見をまとめております。各事業の左側の欄には意見の主旨を、また、右側の

欄には、その意見を受け、進捗状況報告書の審議会意見欄に記載する文案につい

て、事務局案として作成したものを記載しております。 
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・これについて、元の内容から意味や意図が変わっているものがないか、文案が適

切であるかなどをご確認いただき、ご指摘いただければと思います。本日ご審議

いただいた内容を踏まえて改めて修正を行い、報告書に記載する「審議会意見」

として、まとめたいと考えています。 

・また、前回の審議会で意見がなかった事業の審議会意見欄については、空欄には

せず、「担当課課題を踏まえ、事業を推進していくこと。」という形で定型の文

言を入れています。 

・今回改めて、ご意見いただけるものがあれば追加いたしますので、前回分の審議

会意見案の審議終了後に確認させていただければと思います。 

・それでは、まず、別紙１と事前に送付しておりました令和３年度進捗状況報告書

（案）の冊子をご覧ください。 

男女共同参画意識の普及啓発〔整理№１-１〕 

・「新型コロナウイルス感染拡大等の理由により、講座や研修等が延期となった場

合の再募集に関する情報が十分に周知されているのか。そのような場合も、広く

市民に周知されるよう広報媒体の利活用を検討していただきたい。」とのご意見

をいただきました。「審議会意見」の事務局案として、「事業が延期となった場

合の再募集等においても、広く市民に周知されるよう広報媒体の利活用を検討し

ていただきたい。」としております。前回の会議でご審議いただきました内容が

正しく伝わるものとなっていますかどうか、ご確認をお願いします。 

【原田会長】 

ここまでの内容でご意見等ありませんでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

【原田会長】 

それでは、引き続き説明を行ってください。 

【事務局】 

15ページをご覧ください。 

 地域女性リーダー養成のための講座などの実施〔整理№２-１〕 

・「女性が人脈やネットワークを広げていけるようにするための取り組みが必要で

はないか。」とのご意見をいただきました。こちらは、次のページの整理番号2-
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2の「地域における女性役員登用の啓発」の中でいただいたご意見ですが、内容

の主旨から、こちらの事業に記載しております。 

事務局案としまして、主旨と同様の文案とさせていただきたいと考えております。 

このとおりでよろしいでしょうか。 

【原田会長】 

只今の事務局の説明について、質問やご意見等はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

【原田会長】 

それでは引き続き、事務局は、説明を行ってください。 

【事務局】 

16 ページをご覧ください。 

地域における女性役員登用の啓発〔整理№２-２〕 

・「女性役員登用の啓発において、育児や介護等を理由に、会議等に参加したくて

もできない方がおられる。当事者の声が生かされるよう、啓発だけでなく具体的

な施策や取り組みを推進していただきたい。」、「区長や副区長の女性登用率に

ついて、目標値を定めてはいかがか。また、女性にオブザーバーになってもらい、

女性でも家庭等と両立しながら役職をもつことができるということを積極的に周

知できないか。」とのご意見をいただきました。 

審議会意見の事務局案として、「女性が地域活動に参加しやすくなるよう、啓

発だけでなく具体的な取り組みを進めていただきたい。」また、「地域活動等に

おける女性役員の登用率を上げるため、自治会役員の女性登用率の目標値を定め

たり、女性がオブザーバーとして役員会議等に積極的に参加できるような仕組み

を導入したりするなどして、登用率の向上に向けた取り組みを進めていただきた

い。」としておりますが、このとおりでよろしいでしょうか。 

【原田会長】 

 ここまでの内容について、ご意見等ありませんでしょうか。 

               〔「なし」の声あり〕 

【原田会長】 

それでは、引き続き説明を行ってください。 



 4

【事務局】 

33ページをご覧ください。 

両立支援のための企業・事業所への啓発〔整理№４-７〕 

・「非正規労働者を正社員化させる企業に助成金を支給する制度（キャリアアップ

助成金）などが、企業や事業所などに十分に知られていないと感じる。」また、

「企業にとってメリットとなる制度があることなどを企業に対する研修などを通

して積極的に周知していただきたい。」とのご意見をいただきました。 

これについて、事務局案として、「女性の就業支援に関し、企業や事業所等に

対し、女性を採用することで得られる事業所等にとってのメリットを積極的に周

知していくことが必要と考える。」としておりますが、このとおりでよろしいで

しょうか。 

【原田会長】 

 ここまでの内容について、ご意見等ありませんでしょうか。 

【的野委員】 

  33ページの計画の中に、「産業振興課のほうから商工会との連携」と書かれて

いますが、これはおそらく、説明会とか個別の面談会なども、商工会さんが積極

的にやってくださっている事項だと思うので、そこをより深めていただければと

思います。 

【伊藤委員】 

  直接、市というわけではないと思うのですが、もう少し具体的に周知の方法な

んかを入れておいたほうがいい気はしますね。 

【的野委員】 

市が関われる部分がどこまでなのかなと思ったものですから。 

【原田会長】 

  質問の趣旨で、助成金を支給する制度などが十分に知られていないということ

に関して言えば、やっぱり商工会を通しての周知などがあると思うので、商工会

の役割というか、引き継ぎを少し明確にしてもらえると良いと思います。 

【事務局】 

  商工会が助成金を出すような制度ではありませんが、周知などは企業に対して

できると思います。 

【的野委員】 
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  個別の相談も受けていらっしゃるので、そこが分かればいいなと思います。市

が全部やらないといけないような感じになるとどうかなと思います。 

【事務局】 

  「商工会との連携」という文言を追記したいと思います。 

【伊藤委員】 

 そういう項目を入れておいてもいいかなという気はします。 

【原田会長】 

 よろしいですかね。 

【事務局】 

 ありがとうございます。 

【原田会長】 

 それでは、次を事務局、お願いします。 

【事務局】 

 続きまして、51ページをお開きください。 

 整理番号７－２、事業計画のデートＤＶに関する研修の実施についてです。 

 「性に基づく暴力の根絶に向けて、デートＤＶに限らず、性自認、性的指向な

ど、性の多様性についての周知・啓発も今後重要であると感じる。また、若い世

代に対し、性の多様性に関する啓発も、今後、学校教育の一環として取り入れて

いただくことを検討していただきたい」とのご意見をいただきました。 

 これにつきまして、事務局案としまして、性に基づく暴力の根絶に向けて、デー

トＤＶに限らず、今後若い世代に対し、性自認、性的指向など、性の多様性に関

する啓発もしていただきたいとしております。 

 こちらにつきまして、ご審議をお願いいたします。 

【原田会長】 

 いかがでしょうか。よろしいですか。 

〔「なし」の声あり〕 

【原田会長】 

 では、前回出たご意見についてのものは終わりましたが、何か追加でありますか。

よろしいですかね。 

【事務局】 

 そうしましたら、別紙２の説明をさせていただいてよろしいですか。こちらは個
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別事業ということではないのですが、事業全体に対してのご意見をいただきました

ので、共通事項として記載をしたいと考えております。 

 審議会の意見としまして、「各計画における実施内容について、似たような事業

が多いため、次期計画策定の際はシンボル事業を掲げるなど、メリ張りをつけたほ

うが市民にアピールできると感じる」とのご意見をいただきました。 

 これにつきましては、報告書の冊子の中の66ページ、こちらに全体の意見として

掲載のほうを考えております。 

 こちらにつきまして、ご審議のほうお願いいたします。 

【原田会長】 

 岸さんが出された分ですよね。 

【岸委員】 

 この報告書の66ページに担当課回答というのが記載されるということですよね。 

【事務局】 

 そのとおりです。ほかの事業も今、出していただいた意見に対して、今後、各課

に照会をして、担当の回答を入れて報告書として作成するという形になります。 

【伊藤委員】 

 統括はどこになりますか。 

【事務局】 

 基本的には、人権男女共同参画課のほうが取りまとめになりますので、第５次計

画の方針的なところの整合性もありますので、私どものほうで原案を考えさせてい

ただくことになろうかと思います。 

 それから、ご意見をいただいたものに対して、具体的な回答はなかなか難しいと

思いますが、これから委員の皆さんと一緒に審議をしていく中で、どういうふうに

計画に反映させていくかということになってくるかと思いますので、それを文章で

まとめる形になってくるかと思います。 

【原田会長】 

 第５次計画を検討する中で、検討していくのですね。 

【事務局】 

 そういうことになってくると思います。 

【原田会長】 

 いかがですか。 
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〔「なし」の声あり〕 

【原田会長】 

 ありがとうございます。それでは、引き続き説明をお願いします。 

【事務局】 

 事務局のほうから追加でご説明いたします。こちらの進捗状況報告書の67ページ

をご覧いただきたいと思います。 

 前回の第１回会議でご説明が足らなかった部分があるかと思いますので、追加で

この場でお時間いただきまして、ご説明をさせていただきたいと思います。 

 こちらの表は、基本計画の中の指標を取りまとめたものになります。これにつき

まして、指標の内容と、平成28年度の計画策定時の状況と令和４年度までの目標値、

令和３年度の実績という項目があり、その右側に令和３年進捗評価というような構

成になっております。 

 進捗評価の項目は、全体で27項目ございます。そのうち三角がついたものが16項

目ございまして、この三角がついたものを中心にご説明させていただきたいと思い

ます。 

 三角が、改善の必要があるという項目になっております。16個の三角の印のうち、

市民意識調査に関係するものが６項目、そのほかの10項目が事業の実施結果などに

基づくものとなっております。 

 まず、市民意識調査に関するものでございますが、一番上の整理ナンバー１－１

をご覧いただきたいのですが、男女の地位が平等であると感じる市民の意識の割合

ですね。平成28年度に16.1％で、目標値25％というところが14.9％ということにな

っておりますので、目標値を下回っているということになります。市民意識調査の

部分になっておりますので、私どもの啓発内容ですとか、取組について今後、第５

次計画に向けて見直しなどが必要と考えております。具体的な見直し内容につきま

しては、今後、検討させていただきたいと思っております。 

 市民意識調査で、あとは目標値の設定も、項目によっては高過ぎたのかもしれな

いというところを踏まえて、今後検討させていただきたいと思います。 

 意識調査に関して三角がついているものについては、私どもの事業の実施の内容、

または目標値の再検討という、主に二つの観点からの見直しが必要になると考えて

おります。 

 そのほかの事業の実施結果に基づく10項目でございますが、こちらにつきまして
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は、ほとんどが、コロナウイルス感染症の影響によるものと思われます。 

 ただ、そのほかの事情があるものもございまして、例えば、整理ナンバー203を

ご覧いただきたいのですが、地域女性リーダー育成講座の受講経験者ということで

ございますが、こちらにつきましては、第４次計画の新規事業として取り組ませて

いただいたのですが、１年間に10回ぐらいの講座を受講していただいて、その翌年

度に地域実践活動団体というのを結成し、地域活動に取り組んでいただいたのです

が、なかなか負担が大きかったというご評価をいただいております。このことから、

もう少し事業名や活動内容をライトなものにして、令和３年度から「生き生きと輝

く女性応援講座」という形で見直しを行いました。 

 この事業の実施計画に基づき、三角になっているものにつきましては、コロナの

状況にもよりますが、今年度は実績の回復傾向が見られるのではないかと考えてお

ります。以上でございます。 

【事務局】 

 やはりアスカーラの利用者数など、物理的に閉館の期間が昨年度も一昨年度も結

構ございましたし、ほかの集合研修についても、予定どおり開催できなかったもの

もありまして、そういった意味で少し難しかった部分もあるのかなと思います。 

 さきほど係長が申し上げました目標値として高過ぎたかなというのが、例えば、

「デートＤＶで分かりやすかったと答えた人の割合」というのが整理ナンバー702

のところにありますが、毎年違う生徒が受講しますので、なかなか改善といっても、

いろいろなＮＰＯさんに委託する中で、生徒の理解度が急に上がるというものでも

ないので、95％の人が分かりやすかったというのは、まあまあ無理があるのかなと

思います。そういったところでの目標設定の見直しも必要と考えています。 

 また、意識調査については、世の中の情勢なども多く影響してくるものなので、

そこら辺をどう見るか。今だったらＳＤＧｓとかジェンダー平等とか、いろいろ盛

んに言われているような状況もありますので、一方で、社会的な分断が広がってい

るような状況もあるので、そういったこととかいろいろ反映してくる部分もあるか

なと思います。５年先をどのように見て、どのくらいの目標値に設定するのかとい

うところは、難しいところがあるのかなと思います。また第５次計画の検討の中で

もいろいろご意見をいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【原田会長】 

 今、事務局のほうからご説明いただきましたけれども、皆様、何かご意見等はご
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ざいますか。 

【岸委員】 

 今、ご説明いただいた中で、コロナの影響だったりとか、ＤＶに関してだったら

毎年対象者が違うとか、そういったことでご説明いただきましたけれども、そのご

説明いただいた内容は、この報告書の頭のほうの総括的なところで触れておいたほ

うがいいのではないかという気がしました。進捗状況について云々というのはあり

ますが、もちろんその個別の報告の中でもちょこちょこコロナという文字は入って

いるとおり、特に今回、令和３年度の特殊性みたいなものが出てくるのではないか

と思いました。 

【原田会長】 

 ありがとうございます。そうですね、少し総括の中に入れてもらってもよさそう

ですね。 

 私はちょっと今のご説明の中で、数字が上がらなかった、達しなかったというこ

とで、目標の見直しが必要かもというふうに言われて、デートＤＶのところは95％

で確かに高過ぎるという気はするんですけれども、世の中のトレンドというか、向

かうべき方向としては、やっぱり男女共同参画なりジェンダー平等というものを進

めていかないといけませんので、基本的なところは、あまり目標値が達しなかった

からといって、おかしいということにはならない気がいたします。第５次計画の中

でそれはきちんとご検討いただくとは思いますけれども、安易に目標値を扱うとい

うのもいかがなものかなと思いました。 

【的野委員】 

 今更ながら大変申し訳ないんですけど、先ほどのデートＤＶのところだったら、

例えばこの指標とかはいつ作るんでしたっけ。果たしてアンケートで「分かりやす

かった」と答えた人の割合が信用できるのかなというのがちょっと気になりました。 

【事務局】 

 そうですね。前回の審議の中で、どういった経緯でこういう目標値になったのか

は、当時の議事録を見ないとわからないんですけれども、多分、事務局のほうから

提案させていただいて、当時の委員の方にご承認いただいたという形だと思います。 

【的野委員】 

 というのが、課題はデートＤＶを知ったか知らないかというところでコメントさ

れていて、ここは「分かりやすかった」というので、ちょっとずれがあるかなと思
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ったので。そしたら、ここの数字も当然変わってくるのかなと思います。 

【事務局】 

 今、ご意見を出していただいたんですけど、それこそ、もし個別の事業で、前回

出してなかったもので、追加のご意見等があれば加えていきたいと思うものもある

ので、そういった意見もどんどん出していただけるとありがたく思います。 

【的野委員】 

 あともう一つ、これは質問です。703のところで、ＰＲカードとかパンフレット

を置かせてもらう施設が167施設って、これは間違いないでしょうか。 

【事務局】 

 間違いないです。大野城市内の医療機関や公共施設、スーパーやコンビニなど、

ここ４年で設置箇所を拡大しました。 

【的野委員】 

 はるかに順調ということですね。 

【事務局】 

 そうですね。 

【事務局】 

 ＤＶ相談のカードをご覧になってお電話いただいたというものもありますので、

結構、効果は出ていると思います。 

【的野委員】 

 お疲れさまです。ありがとうございます。 

【原田会長】 

 ほかに何かご質問とかはありませんか。 

 この表のほうで何かご質問、ご意見とかございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

【原田会長】 

 よければ、ちょっと前のほうになるんですが、この実施状況報告のところで、改

めて追加のご質問とかご意見がないかお伺いしたいと思います。 

 まず、基本目標１から３、５ページから22ページの間でいかがでしょうか。 

 すいません、聞いていいですか。市職員を対象とした研修の充実と意識調査の実

施ということで、市の人権同和問題研修で274人が受講されたというふうになって

いますけど、これは市の職員って大体何人ぐらいいらっしゃるんですか。 



 11

【事務局】 

 対象となる職員はおそらく400人くらいだと思います。 

【原田会長】 

 新採の職員は13名全員が受けたということでいいんですか。 

【事務局】 

 そのとおりです。 

【的野委員】 

 これは、10回あって１回30名ずつということですか。 

【事務局】 

 そうですね。同じものを10回開催しています。 

【的野委員】 

 これは必須じゃなくて、受ける人はどうぞという感じですか。400名のうちの273

名というのは。 

【事務局】 

 基本的には必須なんですが、なかなか業務上できなかった職員もいたと思います。 

【的野委員】 

 それが130名。 

【原田会長】 

 10回は同じテーマで機会があったんですよね。 

【事務局】 

 例年と比べたら少ないとは思います。もう少し割合は、例年高いんじゃないかな

と思うんですが、去年がちょっとどんなふうにしたのかが私もあまり覚えていない

ので。 

【原田委員】 

 それで気になったのが、事業内容で「市職員が社会におけるロールモデルとなる

男女共同参画を率先して行うことを目指して職員研修の充実を図る」と言っている

んだから、やっぱり受講率もそれなりにないとね、どうでしょうかと気になったと

ころでした。 

【伊藤委員】 

 これ、毎年人事が７月にやっている研修ですか。 

【事務局】 
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 そうですね。 

【原田委員】 

 時期が悪いんですかね。 

【事務局】 

 コロナの緊急事態宣言がちょうどこのぐらいの時期に出ていたり、オリンピック

の時期も影響していることも考えられます。本来は、受講してない職員に対して、

例年、後半になると、強く促したりしていたんですが、なかなかそこまでしていな

かったというのはあるのかなと思います。 

【伊藤委員】 

 前は回数も大分少なかったですよね。 

【事務局】 

 少なかったです。下に書いていますけど、７回から10回に増やして、１回当たり

の受講人数を少し減らしました。 

【伊藤委員】 

 研修の回数が10回に増えてるんだから、どこかで調整して受けるべきだと思いま

す。 

【事務局】 

 職員の受講率について、ちょっと人事のほうに意見を入れておきます。 

【岸委員】 

 これは会場に集まってやる集合研修ですか。 

【事務局】 

 そのとおりです。 

【岸委員】 

 ウェブ受講みたいなことはしていないのですか。 

大体、民間だったらウェブで受講するようにしていますし、ｅラーニングみたい

な方法もあるから、もっとそういうのを入れたほうがいいんじゃないかなという気

はしました。 

【原田会長】 

 そういう工夫もしながら、できるだけ受講率を上げるようにしていただきたいで

すかね。 

【的野委員】 
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 例えば、欠席の場合は、個人の考えで「受けられませんでした」と連絡があるの

ですか。 

【事務局】 

 個別の欠席連絡はしていると思います。 

【的野委員】 

 個別にですね。それで、例えば、おたくの課のこの二人は受けていませんよとい

うようなフィードバックは課にされるんですか。 

【事務局】 

 去年は、コロナの影響もあり、無理に参加させづらかったところもあるのかなと

思いますが、以前は、未受講者に「受けてないですよ」と連絡していました。 

【伊藤委員】 

 前は、半強制的な感じがしましたけどね。 

【事務局】 

 そうですね。その辺の情勢も踏まえて、あまり無理をしてなかった感じはありま

す。でも、それこそ今月、当課が実施したコミュニティ別人権・同和問題研修も、

集合研修だけじゃなく、１回分をカメラで収録して、ウェブ上の配信で受講する方

法も取り入れましたので、その辺の取組を人事のほうにもお伝えしたいと思います。 

【伊藤委員】 

 いつからいつまでの間に見なさいとかね、よくありますよね。 

【事務局】 

 そうですね。だから、例えば庁内ネットワークとかに上げてもらうとか。あとは

講師の先生によっては、ライブ配信のそのとき一回限りはオーケーだけど、録画配

信はＮＧだという方も結構いらっしゃいます。 

【的野委員】 

 お金が高くなったりしますもんね。 

【原田会長】 

 でも、１週間以内でとかいう条件付きだったら。 

【事務局】 

 庁内だけだったらですね。 

【原田会長】 

 ６割ちょっとの受講率というのは低過ぎると思う。幾ら何でもあんまりじゃない
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ですかと。 

【事務局】 

 去年は多分、コロナの影響があると思います。 

【原田会長】 

 そういうコロナとかいうようなこともあり得るかもしれないので、そのオンライ

ンの活用とか、少しでも工夫しながら、できるだけ受講率を上げていただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

【事務局】 

 ありがとうございます。 

【原田会長】 

 ほかに何かありませんか。 

【伊藤委員】 

 23ページ、令和３年度の実績のところの実施内容で、育児休業と介護休業を取っ

た年代、例えば20代、30代、40代とか、その辺がもし分かって載せられるのであれ

ば載せてもらいたいなと思います。 

【原田会長】 

 取得者の年代ですね。よろしいですか。 

【伊藤委員】 

 はい、実施内容のところの、例えば20代、５名、30代、10名というような形でお

願いします。 

【事務局】 

 分かりました。 

【的野委員】 

 追加で質問ですが、そもそも何名ぐらい該当していたかとかいうのは分かります

か。 

【原田会長】 

 29名だけじゃなく、本当はもっといたっていうことですか。 

【的野委員】 

 取得したのは29名だけど、取れるのに取らなかった職員がいたのではないかと。 

【伊藤委員】 

 取れるのが全体で何人いたうちの何人かということですよね。調べれば分かるか
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もしれないけど、なかなか難しいかもしれませんね。 

【事務局】 

 女性についてはほぼ全員と考えていただいていいと思います。 

【的野委員】 

 多分、率が問題かな、数字よりも。そんな気がするので。 

【事務局】 

 そうですね。これに関しては、令和３年度実績としてはかなり高かったと聞いて

おります。 

【的野委員】 

 44％ということですね。 

【原田会長】 

 育児休業を取るのも、単に取るだけじゃなくて、何日取ったかというのが問題で

すよね。 

【事務局】 

 そうなんですよね。それこそ女性と同じようなレベルで取ったのと、例えば３日

とか１週間とかと同じレベルでカウントされているというのは事実です。 

【的野委員】 

 でも、今度法律が変わるので、ほぼほぼ100％になるんでしょう。 

【事務局】 

 そうですね。少なくとも相当上がると思います。 

【原田会長】 

 ３日や１週間取られてもね。いや、取らんよりはいいけども。 

【的野委員】 

 イベントになってしまいますからね。 

【原田会長】 

 ほかに何かご質問、ご意見はないでしょうか。 

 私がちょっと気になっているのが、課題のところで、アスカーラのところがあま

り課題という表記になっていないと感じました。 

課題か４年度事業なのか何なのかちょっとよく分からないので、全体的に少し整

理したほうがいいのかなと思いました。 

 また、25ページの男女平等に基づく職務分担の実施について、令和４年度の事業
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計画のところですけど、２番目の「働き方改革に向けた取組を進め、女性の働きや

すい職場環境の整備に努める」と書いてあるんですけど、「女性」って要りますか。 

【岸委員】 

 女性・男性という区別はつけなくていいと思います。 

【原田会長】 

 働き方改革だからですね。 

【的野委員】 

 ３年度の計画にも書かれていますね。 

【岸委員】 

 この文面だけから行くと、じゃあ男性はみんな働きやすいのかということになり

ますし、男性で働きにくい職場はないのかということになりますしね。男性・女性

じゃなくていいと思います。 

【事務局】 

 今のご意見から、要は男女にかかわらず、プライベートと仕事が両立しやすい職

場環境づくりを目指してほしいということですよね。 

【原田会長】 

 だって、男性が長時間残業して、女性が家事・育児に専念せざるを得ないという

か、働きながらでも家事・育児の分担がすごく多いとかいうのもあるから、働きや

すい職場環境というふうに書いておけばいいんじゃないですかね。 

【藤井委員】 

 事業内容が「特に女性の職位や職域の拡大」となっているので、女性に着眼され

て、事業計画に本当は「女性」ってあえて書く必要はないと思うんですが、女性の

何とかと書きたくなったんですかね。 

【事務局】 

 おっしゃるとおりで、多分それに対応する形での記載だと思います。男性・女性

に限らずということを踏まえ、女性の表記を削除してはいかがかという感じで、担

当課に意見を入れさせていただこうかなと思いますけど、よろしいですか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

【原田会長】 

 ほかに何かご質問、ご意見ございませんか。いいですかね。 

〔「なし」の声あり〕 



 17

【原田会長】 

 では、大体ご質問やご意見は出たようですから、次の項目にいきたいと思います。 

 事務局のほうからご説明をお願いいたします。 

【事務局】 

 それでは、今後の予定についてご説明いたします。 

 前回出していただいた意見の修正と、本日、いくつかまた意見を加えさせていた

だきましたので、事務局にて修正等をさせていただきます。 

 次回、審議会を一応８月３日に予定しておりますが、コロナが大分増えてきてい

るので、もしよろしければ、書面開催とし、意見案については送付させていただき

ますので、ご確認いただいた上で、文書でご意見等をいただこうかなと思いますが、

いかがですか。 

【原田会長】 

 よろしいですか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

【事務局】 

 では、今回出していただいた意見の意見案と、商工会との連携に関する記載の修

正案を文書で送らせていただいて、それに対する修正等がないか、照会の文書を後

日送らせていただきます。何もなければそれでオーケーということでお出しいただ

いて、何かあればご意見を出していただいて、それでまた修正をかけたいと思いま

す。よろしいですか。 

【原田会長】 

 分かりました。じゃあ、８月３日はなしで、書類でご意見を確認するということ

ですね。では、本日の議題は以上のようです。円滑な進行にご協力いただきまして、

ありがとうございました。 

 それでは、事務局のほう何かありますか。 

【事務局】 

 皆様、ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして、令和４年度男女共同参画審議会第２回会議を終了

させていただきます。本日もお疲れさまでした。ありがとうございました。 


