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第７回伊予市男女共同参画基本計画策定審議会 会議録 

 

【日時】平成 29年 11月 14日（火）13時 30分～15時 30分 

 

【場所】伊予市役所２階 会議室１ 

 

【出席者】 

審議会委員：亀岡マリ子、池田登貴、小西千鶴子、山口節子、山先芳輝、菅香織、浅山貢、 

下岡裕基 以上８人  

事 務 局：総務課（坪内圭也、向井功征、坪田考宣、村田知輝） 

 

【欠席者】 

審議会委員：酒井幸江、渡邉千佳子 以上２人 

 

【次第】 

開会 

１ 議事（実施計画（修正案）について） 

２ その他 

閉会 

 

【内容】 

開会 

１ 議事（実施計画（修正案）について） 

議 長： それでは、前回の審議会と同様に、重点目標ごとに進めていきます。まず、基本目標

１男女の人権の尊重の重点目標１男女間の暴力や嫌がらせの根絶です。事務局、補足

説明お願いします。 

事務局： はい。№１から№４までの補足説明をさせていただきます。 

     ～補足説明（省略）～ 

     №１から№４までの補足説明は、以上になります。 

議 長： №１から№４まで補足説明がありましたが、いかがでしょうか。 

     なければ私から質問ですが、注釈のところは、基本計画のような表記になるのでしょ

うか。 

事務局： はい。 

議 長： 今いただいている修正案について、少し四角囲いが見えにくいですが、基本計画でい

くと、点線も少し粗い点線ですし、米印のところに注１とか書いてあり、分かりやす
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いかなと、これみたいになるのですよね。 

事務局： はい。注１、注２というふうに表記させていただこうと考えていましたので、そのよ

うにさせていただきます。 

議 長： 基本計画のように見やすいようにしてください。 

事務局： はい。字の大きさも実施計画の内容と同じ大きさにしているのですが、例えば、注釈

はもう１ポイント小さくするとかという工夫はしたほうがいいでしょうか。 

議 長： №１とか№２とかの枠組みと区別がつきにくい感じがこれではするのです。だから、

注釈の字が小さくなったり、点線の囲みが変わったりして、注釈だなっていうのが分

かるようしていただいたほうがいいかなと思います。 

事務局： はい。修正いたします。 

議 長： もう一点、４ページの№３の現状値が、前回の資料では、27 と書いていたのが、

28 に変わりましたよね。その発言が委員さんではありますが、担当課の課長さんで

すよね、そういう場合に、やはり委員の発言になるのでしょうか。第６回の会議録と

も関係するのですが。 

事務局： 一応庁内の委員さん選定の中で、一番市役所の業務に深くかかわっているだろうとい

う部署の課長さんにお願いをいたしております。 

議 長： 委員になってもらっていますよね。 

事務局： はい。市役所の職員でありながら、内容精通者ということと、もう１つ審議会委員と

いう２つの顔はあるのですけども、一応課長さんの発言は、もう委員さんの発言とい

うことで理解しているのですが、事務局とも区別するために。 

議 長： 分かりました。他にいかがですか。よろしいでしょうか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次に進みます。重点目標２メディアにおける男女の人権の尊重です。事務

局、補足説明お願いします。 

事務局： はい。№５と№６の補足説明をさせていただきます。 

     ～補足説明(省略)～ 

     №５と№６の補足説明は、以上になります。 

議 長： №５と№６の補足説明がありましたが、いかがでしょうか。 

委 員： 書式のことですが、５ページのメディア・リテラシーの注釈の説明文の字について、

２行目と３行目が左１.２画出ていると思うのですけど、他のところは全部頭が揃っ

ているのと、基本計画でも、全部頭がそろっていると思うので、そのあたりは揃えら

れたらよいじゃないかと思います。 

事務局： はい。修正いたします。 

議 長： 他にございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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それでは、次に進みます。重点目標３男女の生涯にわたる健康支援です。事務局、補

足説明お願いします。 

事務局： はい、№７から№13までの補足説明をさせていただきます。 

     ～補足説明(省略)～ 

     №７から№13までの補足説明は、以上になります。 

議 長： №７から№13までの補足説明がありましたが、いかがでしょうか。 

     なければ私からですが、№９のメンタルチェックシステム「こころの体温計」、分か

るようで分からない感じですが、いかがですか。 

事務局： 事業概要を読んでも分かりにくいでしょうか。 

委 員： 実施項目がメンタルチェックシステム「こころの体温計」で、事業概要では、セルフ

チェック（心のストレス度や落ち込み度）はあるけど、メンタルチェックというのが

出てこないですよね。なので、メンタルチェックシステム「こころの体温計」の注釈

がある方がよいかもしれませんね。事業概要の中にメンタルチェックシステムという

言葉が出てくるのならいいけど、出てこないでしょう。 

事務局： そうですね、注釈を入れるようにします。 

委 員： このメンタルチェックシステムというのは、何かＵＲＬがあって、そこに入ってアン

ケートを答えたら、自分の今のこころの状態がどのようになっているかというのを円

グラフか何かで分かるような、そういったものではないのでしょうか。 

事務局： そのとおりです。こころに不安がある人など何かしら抱えている人は、金魚蜂が黒く

汚れたり、金魚がケガをしたり、逆に、健康な人はきれいなままの仕組みになってい

るようです。 

委 員： つまり、ＵＲＬを載せるのは、いかがですか。 

事務局： そうですね、注釈欄に説明文とＵＲＬの両方を載せさせていただければと思います。 

議 長： お願いします。私からですが、②健康をおびやかす問題についての対策と支援だけが

６ページの一番下にありますけど、これはきちんと修正する際には７ページの一番上

のほうへ。 

委 員： 上のほうへ上がっとかないとおかしいですよね。 

議 長： はい。ページに分かれて離れているのは、何となくおかしいと思います。 

事務局： はい。修正いたします。 

議 長： 他によろしいでしょうか。 

委 員： 大したことではないのですけど、ちょっと引っかかっているというか、気になってい

るところがございまして、№10 のところの実績と課題のところの２行目の最後のと

ころで、未成年者という言葉だけ出てくるのですが、ここのところはどうも妊婦さん

のこととか、未成年者のこととかになってくるのだろうと思うのですけど、成果指標

は妊婦さんのことがあって、多分現状でもそのことに対してはあるのですけど、ここ
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未成年者だけ急に出てくるので、例えば妊婦さんと未成年者のか何か、そのあたりは

構わないのでしょうか。 

委 員： 頭の実施項目が、喫煙及びアルコールに関する知識の普及・啓発ということであるの

で、これでいいのではないかと私は思います。 

委 員： 未成年者を書かないといけないのでしょうかね。 

委 員： 実施項目が喫煙及びアルコールに関するって、未成年はアルコールやったらあかんじ

ゃないですか、酒もたばこも。 

委 員： 当然たばこもいけませんけど。妊婦さんというのが成果指標の中にあって、特別に未

成年者というのを特別に出さなくてもいいじゃないのか、分かっているので。書かな

いといけないのかなという感じを受けただけなのですが。 

議 長： おっしゃられるのは、多分上の成果指標が妊婦の喫煙率、事業概要のとこも、特に妊

婦に対しと、妊婦を強調しているのだけれども、ここには妊婦という言葉はなく、未

成年だけが出てきているということに違和感を覚えるということですよね。 

委 員： はい。だから、何か未成年というのがなくても、未成年者がいけないのは、ゼロじゃ

ないといけないというのは分かっていることだし、飲酒もだめだというのは分かって

いることなのですけど、ちょっと上からずっと読んでいたら、そこが気になったとい

うことです。除けてしまうとおかしいですよね。 

議 長： 未成年者の喫煙、飲酒防止というのは大事なことであっていいと思います。 

委 員： そうですね。 

事務局： ちょっとよろしいですか。これ恐らく所管課としては、喫煙者全体のその率、喫煙率

なんかの引き下げっていうのが、本来の目的じゃないかなと、アルコールを含め。 

議 長： そうですよね。 

事務局： ところが、調査を今きっちりやっているのが、恐らく妊婦さんだけであるので、成果

指標が、すごく広い全体のところから一部だけみたいな感じにはなっていると思いま

す。全体的なことから言うと、未成年者も含め、もちろん受動喫煙防止ということも

入っていますので、全ての人について喫煙率を下げていくというとこが、この事業の

背景ではあると思います。 

議 長： 成果指標として設定するのは妊婦の喫煙率、だけど実績や課題としては全てを含むと

いうことでここに挙げているということでよろしいでしょうか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 他にございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、次に進みます。重点目標４貧困、高齢、障がい等により様々な困難を抱え

た市民への支援です。事務局、補足説明お願いします。 

事務局： はい。№14から№19までの補足説明をさせていただきます。 
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     ～補足説明(省略)～ 

     №14から№19までの補足説明は、以上になります。 

議 長： №14から№19までの補足説明がありましたが、いかがでしょうか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、次に進みます。基本目標２男女共同参画の視点に立った意識の改革の重点

目標１男女共同参画の視点に立った意識改革と実践です。事務局、補足説明お願いし

ます。 

事務局： はい。№20と№21の補足説明をさせていただきます。 

     ～補足説明(省略)～ 

     №20と№21の補足説明は、以上になります。 

議 長： №20と№21の補足説明がありましたが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

     では、次に進みますが、ページが変わるときに、重点目標が下へいってしまっている

ところは、前のとこもあったのですが、ここも同じようなので、ページをまたがない

ようにしてください。 

事務局： はい。修正いたします。 

議 長： 重点目標２男女共同参画の視点に立った教育の推進です。事務局、補足説明お願いし

ます。 

事務局： はい。№22と№23の補足説明をさせていただきます。 

     ～補足説明(省略)～ 

     №22と№23の補足説明は、以上になります。 

議 長： №22と№23の補足説明がありましたが、いかがでしょうか。 

委 員： №22 の事業概要の中の教科、道徳、特別活動とかと３つ書かれているのですが、総

合的な学習の時間が抜けているので、文章として長くなるのですが、どんなもんでし

ょうか。 

議 長： 今言われたとおりで、多分教科、これ道徳はもうこのままでいいのですかね、まだ。 

委 員： はい。平成 30 年度からではあるのですけれども、まだ特別の教科という特別のとい

う言葉がつきますよね。構わないと思うのですが。 

議 長： この表記でいいのですね、道徳については。各教科や道徳、特別活動、もう一つ黒点

して、総合的な学習の時間を追加したらよいということですね。 

委 員： はい。総合的な学習の時間、多分これが生きる力というところで大事なところかなと

いうふうに思います。 

事務局： 総合的な学習の時間というのを追加させていただきます。 

議 長： はい。黒点付けてから、総合的な学習の時間にしてください。他によろしいでしょう

か。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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それでは、次に進みます。基本目標３意思決定の場への女性の参画拡大の重点目標１

積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の導入による女性の参画拡大です。事務

局、補足説明お願いします。 

事務局： はい。№24から№26までの補足説明をさせていただきます。 

     ～補足説明(省略)～ 

     №24から№26までの補足説明は、以上になります。 

議 長： №24から№26までの補足説明がありましたが、いかがでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

レイアウトについては、最後修正する際に、気を付けていただければと思います。 

それでは、次に進みます。重点目標２女性の能力開発（エンパワーメント）等の支援

です。事務局、補足説明お願いします。 

事務局： はい。№27から№29までの補足説明をさせていただきます。 

     ～補足説明(省略)～ 

     №27から№29までの補足説明は、以上になります。 

議 長： №27から№29までの補足説明がありましたが、いかがでしょうか。 

委 員： 注釈の場所ですけど、項・ブロックがあったところに出てきた用語に対して、その下

に注釈が入っていると思うのですけど、エンパワーメントの注釈だけ、①の女性の学

習活動等の支援というところには全くない言葉で入っているのですけど、これは(2)

の女性の能力開発ということに対してのエンパワーメントの注釈ではないかと思うの

ですが、この場所でよろしいでしょうか。(2)全体のものに対しての注釈であるよう

な気がして、①の 27番という項目の注釈ではないような気がします。 

議 長： どうでしょうか。(2)の下へ入れていきますか。 

委 員： ⑵の下に入れるとおかしい気もしますが。 

委 員： 全てのことに言えると思うのだけど、だったらもう注釈は全部書かないで、最後にま

とめるとかにした方がよいのではないか。１個１個にするのではなく、その項目ごと

の最後に全部まとめるとか。 

議 長： 以前にそういう意見も出ましたよね。最後にまとめたらどうかみたいなのもあったの

だけど。最後にした場合、最後見て、また前見てというのが分かりにくいということ

で、そこがいいということにはなったのですよね。 

事務局： ページ番号の下に余白が多少ありますので、ページ番号をいっぱいまで下げて余白を

なくし、ページ番号があるあたりに注釈をまとめるというのはどうでしょうか。 

議 長： そのページの注釈は、そのページに記載するということですね。 

事務局： そうですね。 

議 長： はい。そのページで見られるから、あっち行ったりこっち行ったりめくらなくてもい

いということですよね。 
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事務局： はい。そういうやり方をしている冊子のほうが多いですね。 

委 員： それでいいじゃないでしょうか。 

議 長： はい。それでお任せします。他にありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、次に進みます。重点目標３防災・減災対策及び地域活性化に向けた男女共

同参画の推進です。事務局、補足説明お願いします。 

事務局： はい。№30から№33までの補足説明をさせていただきます。 

     ～補足説明(省略)～ 

     №30から№33までの補足説明は、以上になります。 

議 長： №30から№33までの補足説明がありましたが、いかがでしょうか。 

委 員： 女性防災士の件ですけど、自己負担１万 5,000円、自分たちがお金を払って頑張って

やるというのに、この目標値っていうのが、ちょっと私には、目標値じゃなくって、

何かおかしいような気がするのですけど。市の方からこれぐらいにするっていうこと

もおかしいでしょう、自分がお金を払ってその資格を取ろうとしているわけですか

ら。 

議 長： 自己負担をしてもらわないかないけれども、人数はこのぐらい欲しいなという目標値

ですよね。今 34 人だけれども、40 人ぐらいまで増えてほしいな、平成 38 年度は

50人ぐらいまで増えてほしいなという目標値。 

委 員： この 34人は、女性だけの 34人ですか。 

事務局： そうですね。 

委 員： 中山、双海、伊予市の全体の女性防災士の数ですよね。平成 33年から 38年までにか

けて 10人っていうのだったら５年の間に 10人だったら、１年にたった２人っていう

計算、それぐらいでいいっていう、何かちょっと。 

委 員： 実現できそうな数字を目標値にしていると思いますので、希望は 60 人でも 100 人で

もいいですけど、なかなか難しいですよね、そのぐらいで実態を押さえとかんと。 

委 員： 何かやりたいと思っていても、やはり数字ってぱっと見たら、ああこれぐらいでいい

のだなって引いてしまう可能性とか、そういうのがあるかなと思うので。 

委 員： とんでもない数字を入れる、100 人とかいうのもなかなかなってほしいですけど、な

かなか難しいですよね。 

委 員： いずれ女性消防団の人もみんな防災士を取ってほしいから、数字をもう少し上げてい

ただいて、感覚的に何か少ないような。 

委 員： 多分課題となっているのが必要経費です。これが例えば、市が出すから取ってくださ

いよというのだったら、もっとここの人数は多く望めると思うのだけど、それが自分

でしていただかないかんから、そこまでは望めないかなということで、この程度にな

っとるのかなと思うのですが。 
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委 員： じゃあ、５年後ぐらいには市の方から負担していただいてもっと増やしてもらえたら

と思うのですが。 

事務局： この事業は、県の事業で、市も出しているのですけども、それプラス自己負担が１万

5,000円いるということで。 

議 長： 補助はあるのですね。 

事務局： はい。さらに自己負担で１万 5,000円ぐらいは出していただかないといけないってい

うことで。前回、ここのところ未定になっていたというのが、愛媛県の事業としてい

つまで防災士の講座を開催されるか、33 年までは開催が見込めるのですけど、それ

から先が分からないということがありまして、一旦は未定ということで入れていたの

ですけれども、将来にわたってこういう講座も必要であるという、市からの要望であ

るとか、そういうとこを含めて希望的人数のところを設定しているとこだと思いま

す。 

議 長： よろしいでしょうか。 

委 員： はい。 

議 長： 私からすみません、国際交流の促進、№32 ですが、そこの現状値、目標値っていう

のは、私が前回聞き逃しとったのですか。前回 38％、40％、40％と言っていたの

が、これの単位が違っていたということですね。じゃないのですか。 

事務局： 前回は女子児童の受講割合としていたのですが、児童はもう男女ではなく参加人数に

重きを置きましょうということになったので、変更いたしました。 

議 長： だから、これ人数に変わったのですね。はい、分かりました。もう一つあるのです

が、現状値が定員まで集まっていませんということで、現状が 34の目標 40、40とい

うことは、定員は 40人募集しているということでしょうか。 

事務局： 定員 60人です。 

議 長： 60人募集して。 

事務局： そうです。前期と後期で年間通してありまして、前期で 30人、後期で 30人を予定し

ているという話しだったのですが、そういうことでしたら、目標値については、若干

低いかなとは。 

議 長： 低いですね、60 人やったら。私、定員が 40 人かなと思って、それで 34 人しか集ま

らんから、40人かなと思ったのですけど。いかがでしょうか。 

事務局： 定員を設けているのであれば定員数が目標値になりますね。 

委 員： でしたら、この目標値は 60人じゃないのですか、違うのですか。 

議 長： 希望する生徒が余りいないのでしょうね。はい、他にいかがでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、次に進みます。基本目標４家庭生活と仕事、地域活動が両立する環境整備

の重点目標１男女が共に参画する家庭・地域づくりです。事務局、補足説明お願いし



- 9 - 

ます。 

事務局： はい。№34から№38までの補足説明をさせていただきます。 

     ～補足説明(省略)～ 

     №34から№38までの補足説明は、以上になります。 

議 長： №34から№38までの補足説明がありましたが、いかがでしょうか。 

なければ私からですが、№35は年次休暇ですか、それとも年次有給休暇ですか。 

事務局： 年次有給休暇ですね。修正します。 

議 長： もう１つ質問いいですか。№34 は、現状値、目標値のところですけど、前回の資料

では、育児休業と介護休暇があって、育児休業のほうは、25 と 28、30 ってなってい

たのが、今回は０％と１％、３％となっていて、極端に下がっているのは、これはど

うしてですか。 

事務局： これもともと特別休暇の取得率が入っていたので、今回は、もう育児休業制度に基づ

く育児休業の取得と、等の中にも特別休暇を含めない形にしましたので、ゼロに等し

いです。男性はもう全く取れてないので。 

議 長： 全然取れてないから現状はゼロですよね。 

事務局： はい。 

議 長： 目標値１％というたら、人数で言うとどのようになります。これ多分、育児休業です

から、お子さんが何人、市職員さんで年間にどのくらい子供さんが生まれているので

すか。 

事務局： 多分これは職員全体のパーセントを表していると思うのですが、対象職員のパーセン

トを表すのが正しいですね。 

委 員： 対象は、男性の職員だけやろう、これは。 

事務局： 職員全体のパーセントというのは、ちょっと尺度が違うので、対象職員数だけで数値

を出したいと思います。 

議 長： ここで割合を出すときは、男性の育児休業が必要とする人の数ですよね。例えば、今

年出産が 10人おりました、その 10人のうちの何人がとったっていうことでしょう。 

事務局： そうです。 

議 長： だったら１％というのは。 

事務局： 総職員で割った数にしてしまっています。男性の対象職員の中で取得した職員の割合

に修正したいと思います。 

委 員： 人数、何人とか、人数で表示したほうがいいのではないでしょうか。 

議 長： 多分これはどこの市町村ともパーセントで表してはいると思うのですよ、数値目標

を。ここはこのままでいいと思います。現状値、目標値をもう一回数値確認して、入

れ直してください。一番後ろの数値目標を出すための表も変わってくると思います。

なので、ここ確認お願いします。 
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     他にございませんか。 

委 員： 19ページの一番上の平成 33年、平成 38年はどういうことでしょうか。 

議 長： これ、ページがまたがってしまっています。レイアウトの問題ですね。事務局、修正

お願いします。 

     他によろしいですか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、次に進みます。重点目標２安心して子どもを育てられる環境整備です。事

務局、補足説明お願いします。 

事務局： はい。№39から№49までの補足説明をさせていただきます。 

     ～補足説明(省略)～ 

     №39から№49までの補足説明は、以上になります。 

議 長： №39から№49までの補足説明がありましたが、いかがでしょうか。 

なければ私からですが、№47 ひとり親家庭等の生活安定への支援のところですけれ

ども、事業概要を見ると、父又は母と生計を同じくしていない児童、父または母と生

計を同じくしとったら、ひとり親家庭ですよね。それとしていない児童はいるので、

ひとり親家庭等になっとるのだと思うのですが、この事業は、ひとり親家庭じゃなく

って、それ以外の父または母と生計を同じくしていない児童の対象ということです

か。 

委 員： 母子、父子ですね。多分、所得で決まってくると思うので、どちらの場合もあると思

うのですが。多分そのあたりは、調べて書いています。 

議 長： 父又は母と生計を同じくしていない児童、父とは同じくしてないけど、母と一緒にし

とる、母とは一緒じゃないけど父親と一緒という、そういうふうに捉えるのですか。

分かりました。誤解しておりました。 

委 員： 片親っていう言葉を使ったらだめなのですか。 

委 員： 今は使わないですね、差別用語になるので。 

議 長： 今はだから、ひとり親っていうふうに使っているのです。 

事務局： 多分前に何かしらの文章があるのかもしれないですね、例えば父母の離婚などで父又

は母と生計を同じくしていない児童がとか説明があったらですが、前段がないので分

かりにくいのかもしれません。 

議 長： 私の捉え方が、分かりましたので、はい。他にありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、次に進みます。重点目標３高齢者や障がい者等が共に輝いて暮らせる条件

整備です。事務局、補足説明お願いします。 

事務局： はい。№50から№53までの補足説明をさせていただきます。 

     ～補足説明(省略)～ 
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     №50から№53までの補足説明は、以上になります。 

議 長： №50から№53までの補足説明がありましたが、いかがでしょうか。 

なければ私からですが、№51 の目標値について、団体数が減らないようにというの

が目標なので、増えることは難しいだろうということだから 68 というのは、やはり

66ということになったということですね。 

事務局： はい。 

委 員： 団体が減るということは、集落が減るということですか。団体が減るって。 

事務局： 老人クラブを運営するのに人数あると思うのですけど、それを例えば 14 人だったと

ころが、もう２人しかいないということになれば運営できないですので、多分隣のク

ラブと統合するという話だと思います。 

委 員： はい。分かりました。 

議 長： 他によろしいでしょうか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、次に進みます。基本目標５女性の活躍と男性中心型の働き方等の見直しの

重点目標１男女均等な雇用環境の整備です。事務局、補足説明お願いします。 

事務局： はい、№54から№56までの補足説明をさせていただきます。 

     ～補足説明(省略)～ 

     №54から№56までの補足説明は、以上になります。 

議 長： №54から№56までの補足説明がありましたが、いかがでしょうか。 

なければ私からですが、捉え方が違うかもしれませんが、ハラスメントのところは、

一応女性に対するハラスメントということに捉えるのでしょうか、この場合。セクシ

ュアル・ハラスメントとマタニティ・ハラスメントとなっているから、女性に限定し

とるのかなと私は捉えたのですけど、大きく職場でいったら、最近はパワー・ハラス

メントが結構大きい問題になってきていますよね。 

事務局： この衛生委員会は、そういった女性・男性問わずハラスメントの案件を取り扱ってい

ます。 

議 長： 等がついとるから、はい、含まれると言えば含まれるので、それでも構わないかと思

います。等の中にそれも含んでいますって、ハラスメントって、今はもういっぱいあ

りますから。 

事務局： もう１つ加えましょうか。セクシュアル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメン

ト、パワー・ハラスメント等って。 

議 長： 何か長くなるけど、どうでしょうか。最近職場のハラスメントといったら、パワー・

ハラスメント結構出てきているので、ちょっと気になったのです。なので、女性に限

ったらこれでいいかなと思ったのだけど。 

事務局： ちょっと長くなりますけど、ここにパワー・ハラスメント加えさせてもらっていいで
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すか。 

議 長： はい。お願いします。 

     他にございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、次に進みます。重点目標２職業生活における女性の活躍推進です。事務

局、補足説明お願いします。 

事務局： はい、№57から№62までの補足説明をさせていただきます。 

     ～補足説明(省略)～ 

     №57から№62までの補足説明は、以上になります。 

議 長： №57から№62までの補足説明がありましたが、いかがでしょうか。 

委 員： 前のほうに返るのですが、17 ページの№34 の時の説明ですけど、成果指標のところ

に男性の前に市職員という言葉が入るというふうに言われましたよね。それと今の

26 ページの№57 の実施項目のところ、市女性職員という言葉ですよね。同じように

市男性職員にされたらどうなのかなというふうに感じました、17ページのところ。 

事務局： そうですね、市男性職員とさせていただきます。 

議 長： 確かに。対になるような言葉は、やはりそろえたほうがいいですね。 

     他にございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、次に進みます。重点目標３農林水産業における男女共同参画の促進です。

事務局、補足説明お願いします。 

事務局： はい、№63から№65までの補足説明をさせていただきます。 

     ～補足説明(省略)～ 

     №63から№65までの補足説明は、以上になります。 

議 長： №63から№65までの補足説明がありましたが、いかがでしょうか。 

委 員： 全体通してですが、どの部分にも「また」っていう接続詞が入っていると思うので

す、「また」。これについて、もう必要がなければ省略してもいいようなところも何

か所もありますので、割と広報とか議会だよりとかそういうところで、ついつい使っ

て問題があるということで、できればそういうのは省略するということも本で書かれ

たりしていますので、できたらもう何々の後に必ず「また」をつけて、例えばいろい

ろなとこに出てきていると思うのですが、事務局のほうで省略できるところは可能な

限り省略していただくと見やすい文章になるかなと思いますので、そこのところお願

いします。 

事務局： はい。分かりました。 

議 長： 表記については、庁内のそういうふうなあれに合わせてもらうということでお願いい

たします。 
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     一応一通り終わったのですが、全体を通して何かございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

ないようでしたら、一応ここで終了いたします。 

 

２ その他 

開会 


