
1 
 

西宮市男女共同参画推進委員会  

平成２７年度 第３回会議録 
 
平成２８年１月２９日（金） 
午後２時００分～午後４時００分     
於 男女共同参画センター ウェーブ ４１１学習室 
 

出席者 
    （委 員）髙田昌代、牧里毎治、井上はねこ、志賀俊彦、石井恭子、原田孝一、 

溝越和子、折口恵子、山下 素子 
（事務局）市民文化局長 小橋直 

人権推進部長 保城勝則 
男女共同参画推進課長 森山毅 
男女共同参画センター長 藤井有紀 
男女共同参画推進課 主事 廣瀬貴規 

          
 会議次第 
  １ 開 会 
 
  ２ 議 題 
  （１）「女性活躍推進法に関する西宮市の対応について」 
  （２）「男女共同参画センター平成２７年度事業中間報告及び平成２８年度事業計画について」 
  （３）懇談 
    
  ３ 閉 会 
 資料 

 ・女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律）について・・・資料１ 
・西宮市男女共同参画センター ウェーブ 
平成２７年度事業中間報告 平成２８年度事業計画（概要）・・・・・・・・・・・・資料２ 

 ・「西宮市男女共同参画プラン（中間改定）進捗状況・評価報告書」・・・・・・・・・資料３ 
 ・『労政にしのみや』ほか 

                       
議題（１）女性活躍推進法に関する西宮市の対応について 
○事務局【  説   明  】  
 
○委員 

「３０１人以上の労働者を雇用する」とありますが、西宮で３０１人以上雇用している事業所は何社

ありますか。 
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○事務局 
 労政関係の数値まで手元にないため、お答えできません。※1 
 
 
 
 
 
 
○委員長 
 大型スーパーや大企業は３０１人以上雇用されているのではありませんか。 
 
○事務局 
 それほどたくさんはないと思います。 
 
○委員長 
 問題は中小企業ですね。 
  
○委員 
 西宮市には中小企業が数多くありますが、中小企業で働く人こそが問題だろうと思います。「３０１人

以上」と線引きした理由について教えてください。 
 
○事務局 
 法律の制定過程において、３０１人以上で線引きした理由までは存じません。 
 
○委員長 
 子育て計画も企業規模によって人数の制限がありますね。 
 
○事務局  
 事業主の行動計画は、次世代育成支援対策推進法に基づく事業主行動計画と一体のものとして策定し

て差し支えないといわれています。それを念頭に置いたものと思われます。 
 
○委員 
 以前、中小企業の経営者を対象にセクハラ対策の話をした時に、理念だけでは中小企業の経営者の方々

は動かないということを実感しました。セクハラを放置した場合に会社の受ける損失や責任に焦点を当

て、裁判例を挙げるなどして説明しました。ですからいくら、充実した福利厚生をしろといっても、一

体どれだけの実行性があるか疑問です。 
 
○委員 
 愛知県のようにチェックシートを設けて賃金単価や労働時間、社会保険の関連を調べる制度を導入す

※1【参考データ】 
西宮市の事業所総数 13,364 社、うち従業者数 300 人以上の事業所 29 社 
政府統計「平成 24 年経済センサス－活動調査 事業所に関する集計－産業横断的集計 

第 15 表」より 
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れば労働者の保護や女性の活躍につながると思います。この新聞記事を参考にして、西宮市の行動計画

に盛り込んでほしいと思います。 
育休中の保育所退園の問題についても、子どもの安定した生活を第一に考えるべきです。現在、西宮

市は「退園までは猶予期間あり」となっていますが、退園を求めることにならないよう行動計画に盛り

込んでほしいと思います。 
 
○委員長 
 子どもの安心や安全を中心に考えて、行政や親が子どもを振り回すことがないよう、よく考えてほし

いということですね。 
 女性活躍推進法に関してご質問はありませんか。 
 
○委員 
 資料１の５ページ、「女性の継続就労・出産と男性の家事・育児参加の関係」について。夫の家事・育

児への参加がなければ女性は子どもを育てることはできません。賃金体制の見直しと共に、男性の長時

間労働の見直しが必要です。国がそれに触れていないのはおかしいと思います。西宮市はその点につい

て計画に盛り込んでほしいと思います。 
 
○事務局 
 委員会でいただいたご意見について、人事部の方にお伝えいたします。 
 
○委員長 
 西宮市の男性の育児休業取得者は何名おられますか。 
 
○事務局 
 手元に資料がありませんので、調べて、のちほどお答えいたします。※2 
 
 
 
 
 
○委員長 
 行政が一番育児休業を取りやすいと世間は思っています。女性活躍推進法では、市役所内の情報も出

さなければなりませんよね。 
 
○事務局 
 はい、そうです。 
 
○委員長 
 そこが市としては一番大変なところだと思います。 

※2【参考データ】 
西宮市職員の男性育児休業取得者 
H24 年度 1 名、H25 年度 3 名、H26 年度 1 名、のべ 20 名実人員 14 名 
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 市としての推進計画の策定については、努力義務のため、平成３１年まで策定しないといわれたと思

いますが、そういう理解でよろしいですか。 
 
○事務局 
 現在の男女共同参画プランにおける女性の就労支援の内容と重なる部分があろうかと思います。具体

的な事務としては、さらに女性の活躍を推し進めることが求められていますが、国は地方自治体が推進

計画を新たに立ち上げるかどうかについては、事務的な面も考え併せて、男女共同参画に関する基本計

画と一体のものとしてよいという判断を示しています。次の男女共同参画プランの改定サイクルに合わ

せて女性活躍推進法の内容を盛り込みたいと考えています。改定までは、男女共同参画プランでフォロ

ーしていくことができると考えています。 
 
○委員長 
 男女共同参画プランと一体のものと考えて差し支えないということですが、すでにある男女共同参画

プランに、この項目は男女共同参画プランでもありながら女性活躍推進法のプランでもあるというよう

に明記し、可視化すると分かりやすいと思います。そうすれば女性活躍推進法も含む男女共同参画プラ

ンになろうかと思います。今、パーフェクトな女性活躍推進プランをつくらなくとも、女性活躍推進法

を加味するという作業があった方が、より早くに女性活躍に着手している西宮市をアピールできると思

います。 
 
○委員 
 女性活躍推進法をチャンスと考えて、抜本的な改革を市長に訴える方法もあります。計画を推進する

ため、適正な仕事量や職員の増員について進言したり、部長も副市長並の特任副市長にしたりするなど、

全庁挙げて取り組むことを市長にはたらきかけてはどうでしょうか。市長の反応がよくなければ平成３

１年にしてもよいと思います。何もしないうちから、平成３１年にしますとすると、３年かかっても男

女共同参画のポジションは一向に増えないということになるのではないかと思います。 
 
○事務局 
 女性の活躍については、一億総活躍を前提にしたものだと現首相も発言しています。どこまで私ども

の力が及ぶか分かりませんが、これを追い風としてとらえて取り組んでいきたいとは思っています。 
 
○委員長 
 女性を活躍させようというのはポーズもあって、女性にも働いてもらって税金を納めてほしいという

のもあると思います。ただ、人口が減少し、税収が少なくなることを考えた時に、市が取り組むことと

して非常に重要な案件だと思います。今の日本は男女共に働かないといけない状況にあるので、みんな

に働いていただきたいというのは西宮市としても同じです。 
 
○委員 
 協議会の設置は任意になっていますが、NPO や労働組合、事業主団体の方々の意見を取り入れるため

に、ぜひ協議会をつくっていただきたいと思います。 
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○委員 
 協議会はどこかの企業が中心になってつくるのですか。 
 
○事務局 
 協議会を設置する場合は、市が中心になってつくります。関係する行政機関や事業主団体や NPO など

によって構成される協議会を市が立ち上げ、運営します。 
 
○委員 
 任意で運営するのですか。 
 
○事務局 
 協議会については未定です。新たに設置するのか、あるいは男女共同参画推進委員会や勤労福祉審議

会など、よく似た構成ですでに動いているところを補強するようなかたちが考えられます。 
 
○委員長 
 同じようなことをしている協議会に名前を一緒に付けて、目的を追加するという方法もあります。 
 
○事務局  
 職業生活の現場でどれだけ女性活躍推進法をプッシュできるかということですが、労政部門だけが担

当することは考えられませんので、市の内部で連携する必要があると思っています。事業主、労働組合

関係とつながりの強い課とも十分に調整しながら対処すべきと考えています。 
 
○委員 
 女性の雇用については、男女共同参画が発信しなければなりません。しかし、その中身は雇用政策、

産業政策だと思います。税金制度といってもいいかもしれません。そこまで考えようというスタンスな

のか、そこまですると西宮市の中小企業が大騒ぎになるので、もう少し穏便にやりたいのか、もしくは

他市の様子を見ながら平成３１年までにどうにかしたいということなのか。もし男女共同参画推進委員

会を超えるような大きな組織をつくりたいのであれば、この３年間は準備期間として、男女共同参画で

取り扱っている事柄以上に就労や雇用にかかわることも議論する場をつくるなど、３１年に向けた取り

組みという考え方にするのか、それによってもずいぶん違うと思います。 
 
○事務局 
 男女共同参画の関係課の幹事会で、女性活躍推進法に対する取り組み方を次の会議の議題として挙げ、

協議しようと考えています。 
 
○委員 
 男女共同参画として発信しているということで、具体的なことはこれからということですか。 
 



6 
 

○事務局 
 現時点ではまだ発信できていません。３月末までにしなければならないことは進めていますが、ほか

はまだこれからになります。 
 
○委員 
 行動計画の策定が義務づけられているということですね。 
 
○事務局 
 はい。 
 
○委員 

資料１の１１ページに「必須把握項目」として４項目挙げられていますが、４番の女性管理職比率に

ついては、西宮市男女共同参画プランの中でデータを公表されています。行動計画は、残りの１～３番

のデータを男女共同参画プランに盛り込むようなかたちでつくるのか、まったく別のものをつくるので

しょうか。 
 
○事務局 
 男女共同参画プランに盛り込むというよりも、行動計画は別につくります。今まで市が取り組んでき

ている男女共同参画プランに含まれている就労支援に関する数値目標なども取り入れていくというかた

ちになります。進捗状況については、人事担当に問い合わせていきたいと思います。 
 
○委員 
 女性の活用や活躍といいながらも、税収を上げるといった目的が色濃いと思います。現場とどのよう

にフィットさせるかについてもう少し考えなければならないと思います。真髄を見極めて議論する必要

があると思っています。 
 
○委員長 
 企業としてはダイバーシティという観点が収益につながることを考えなければなりません。女性の問

題だけでなく、がん治療中の方が仕事を辞めなくてもすむようにする対策も同じです。介護をしなけれ

ばならない男性は確実に増えますので、女性の子育ての話だけにとどまらないと思います。もっと多様

な働き手が中小企業を含めて出てきて当たり前だという考え方もあろうかと思います。男女共同参画に

もある平等のダイバーシティというところで産業政策を考えていく必要があります。西宮市にはぜひ積

極的に取り組んでいただきたいと思います。 
 
○委員 
 『労政にしのみや』の記事の中に、ステップ１、ステップ２、ステップ３として、このように策定し、

公表すると書かれており、最後に「さらに女性活躍推進に関する認定取得を目指しましょう」と強調さ

れています。ここにある厚生労働大臣の認定とはどういったことでしょうか。 
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○委員 
 男女共同参画でも女性を活用している企業は優良企業として表彰されています。表彰された企業は求

人する際にそのことを明記しています。それと同じではないかと思います。 
 
○委員長 
 優秀な女性が集まりやすくなるということですね。 
 
○委員 
 活躍・推進というのは抽象的な言葉ですが、具体的にどのようなことでしょうか。 
 
○事務局 
 厚生労働大臣が認めるマークを商品等に付けることができたり、優良企業として対外的に広報したり

することが可能になります。また、国が行う公共調達における受注機会の増大といったこともあります。 
 
○委員長 
 事務局から追加の説明がある場合は、懇談の際にご説明いただければと思います。 
 
議題（２）男女共同参画センター平成２７年度事業中間報告及び平成２８年度事業計画について 
○事務局【  説   明  】  
  
○委員 
 講座等を行なう際、アクタ西宮の会場を使うか、こちらを使うかということで非常に悩ましいものが

ありますね。ウェーブの宣伝も必要でしょうし。 
 
○事務局 
 検討いたします。 
 
○委員 
 交流コーナーの机や椅子を動かして広くして使えませんか。学習室よりも雰囲気がいいと思います。 
 
○事務局 
 交流コーナーを使うことは可能です。ただ、マイクなどを使用する場合は周りへの影響を考えなけれ

ばならないとは思います。 
 
○事務局 
 これまでも交流コーナーを使ってイベントなどをしたことはあります。土日はハローワークもお休み

ですから、テープで仕切って広々とした状態でイベントを開催できます。 
 



8 
 

○委員 
 土曜日に実施している事業が多いように思いますが、土曜日の方が参加者が集まりやすいといった理

由があるのでしょうか。 
 
○事務局 
 もともと平日の講座がほとんどでしたが、去年ぐらいから土日の講座を増やしています。平日開催の

場合、その時間帯に来られる方が限られてしまい、参加者が同じ方ばかりになってしまいました。男女

共同参画推進委員会でも土日や夜にも開講して、新しい方に来てもらうことも必要だという意見もいた

だいたため、土日開催を増やしました。 
 
○委員 
 曜日や時間帯によって学習室の稼働率はかなり違うのでしょうか。グループ活動のために土日に学習

室を借りようとしてもなかなか空いていません。 
 
○事務局 
 曜日や時間帯によって波はあります。土日は比較的需要が高いです。 
 
○委員 
 市立西宮東高校で実施している出前講座を市立西宮高校でも計画してはどうでしょうか。 
 ９ページ、３番の『労政にしのみや』について、おもて表紙から数ページは労政関係の記事でいいと

思いますが、裏表紙をめくったところに男女共同参画のことが載っていたらいいなといつも思っていま

す。記載された場所によって参加者が増えたという話を聞いたことがありますので、工夫してもいいと

思いました。 
 ９番のパネル展について、西同教の集会でもパネル展をしてはどうでしょうか。西同教では女性の活

用についても話し合われていますので、参加者も興味を持って見られると思います。西宮市の教職員組

合の夏に行われる研究集会でも男女の問題についても話し合っていますので、そこでもパネル展をされ

るとよいと思います。 
 
○事務局 
 市立西宮高校での出前講座開催については検討いたします。『労政にしのみや』については、記事を作

成している労政課に希望としてお伝えします。パネル展については、教員の研究の場でパネル展をして

いただいたこともありました。パネルが古いという指摘もありましたが、来年度には新しいパネルをつ

くる予定です。パネル展をする場所についても今後検討していきたいと思います。 
 
○委員 
 貧困家庭の子どもを対象とした「こども食堂」について、どのぐらいの子どもが利用しているのか教

えてください。２ページのシングルマザーズ・カフェを今年も実施するということですが、そこにお弁

当を差し入れたら一食分助かると思います。新しいグループとの連携、発掘がどうなっているのか教え

てください。 
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○委員 
 こども食堂は最近できたものです。毎週月曜日の夕方に実施されていると思います。私は行ったこと

がないので、どのぐらいの子どもが利用しているのかは分かりません。 
 
○委員 
 こども食堂はどこにできたのでしょうか。 
 
○事務局 
 門戸厄神の駅前です。西宮市のこども食堂は特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティーが運営し

ています。ブレーンヒューマニティーは被災地の貧困家庭のこどもの支援に取り組んでおり、その一貫

としてこども食堂を始めたということです。 
 
○委員長 
 西宮市はこども食堂に関与していますか。 
 
○事務局 
 関与していません。 
 
○委員長 
 計画でもシングルマザー、シングルファザーについて言及されていますので、こども食堂について情

報収集しておいた方がいいかもしれません。 
 
○事務局 
 リサーチいたします。 
 
○委員長 
 今回の報告は、実施したことについて説明いただき、次に、評価分析して次年度どうするかという流

れで説明いただきました。PDCA サイクルが回り始めたという感じがします。講座をする上で大切なの

は、計画とのリンクです。講座を回すことだけに一生懸命になってしまい、計画から外れがちになるも

のですが、講座に計画番号を入れることによって計画の推進とリンクさせるのが良いです。 
  
○事務局 
 先ほど質問のあった男性職員の育児休業取得率についてお答えします。平成２６年度、子どもが生ま

れた男性職員数は市長部局、消防局等も含めて１２９人、そのうち育児休業を取得したのは１名です。 
 
○委員長 
 前年はどうでしたか。 
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○事務局 
 手元に資料がないため、今すぐお答えすることはできません。（※3 ページ追記参照） 
 
○委員長 
 育児休業でなくても、休暇を取得している方はいるのではありませんか。 
 
○事務局 
 ２日程度の出産補助休暇は大半の職員が取っています。ただ、出産補助休暇は、１人目と２人目以降

とでは取得できる日数が違います。 
 
○委員 
 今、出産の入院期間は平均何日ですか。 
 
○委員長 
 今は３日ほどです。ですからもう少し休暇は長い方がいいと思います。病院で１週間過ごしていた時

代は帰宅後もスムーズだったのですが、今は３日、長くて４日で退院なので帰宅後が大変です。情勢に

応じた見直しを検討されてはいかがでしょうか。 
 
○委員 
 男性が休みにくい状況にあるのですね。 
  
○事務局 
 年休については最低年間５日以上消化するようにいわれています。有給が取りやすい部署、取りにく

い部署がありますが、私は課長級ですが、比較的有給を取りやすい状況にあります。 
 
○委員 
 わが社の若い男性は育休を取っています。新聞記者という職業柄、仕事にフィードバックできるとい

うメリットもあるのだと思います。また、社内結婚が多いので、奥さんに意識づけられて育休を取ると

いう部分もあると思います。担当がいなくても仕事はどうにでもなるものです。抜けた穴をどうサポー

トするかが重要です。新聞社は保守的な考えの職場でしたが、だんだんと変わりつつあります。まわり

の意識改革が大切だと思います。 
 
○委員長 
 男性の育児休業率が低いのはなぜか、西宮の問題はどこにあるのかといったことをクリアーしない限

り、次の解決策は出てこないと思います。 
 
○委員 
 育児休業を取らないのは、まわりのサポートがない、休みづらいといったところが理由でしょう。 
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○委員 
 私の知り合いの会社で、中枢にいた方が病気で倒れて入院されたことがありました。彼がいなくなっ

た穴をいかに埋めるかということで、部署一丸となって協力しあって業務にあたったそうです。ただこ

れが、彼が育児休業を取ったという理由だったら、ここまでまわりのサポートがあっただろうかと今の

話を聞きながら思いました。そういう意味では、まわりの意識改革が必要だと思います。 
 
○委員長 
 本日は２７年度の最後の会議です。２７年度を振り返って、また２８年度を含めて今後の西宮市男女

共同参画のあり方についてご提案等ありましたらお聞かせください。 
 先ほど、LGBT についても言及してほしいという発言がありましたが、宝塚市は LGBT について考慮

され始めたようです。西宮市ではどのような状況ですか。 
 
○事務局 
 LGBT については、市議会でも今年度、３件の質問がありました。近隣の宝塚市はじめ渋谷区等の状

況を例に挙げた質問でした。西宮市としては、法に先んじた制度として積極的に整備するというところ

まではいかないけれども、人権課題の一つとして、前向きに啓発には取り組んでいきます。 
 
○事務局 
 本市としては、まず職員がそのことについてどこまで理解できるかという内部研修の方に力を入れる

という方向で進めています。職員に対して、先にどのような考えがあるかを教育する方向性を出したと

ころです。 
 
○委員 
 ひとごとのように聞こえますが、西宮市の職員の中にも該当者はいるはずです。ある学生から、世田

谷区や宝塚市の事例を挙げて不適切な発言をする教師がいる、おかしいからきちんと啓発活動をしてほ

しいというメールが届きました。西宮市の職員が理解する前に、自分の同僚に LGBT がいる可能性があ

るということを知らなければなりません。これまで言えずにしんどい思いをしてきた人がいることを理

解した上で進めていただきたいと思います。 
 
○委員 
 議員が LGBT について発言したそうですが、市長はあまり前向きに考えるという感じではなかったそ

うです。 
 
○委員 
 西宮市職員全体が慎重になっている感じがします。渋谷区や宝塚市など積極的に取り組みを進める市

に対して西宮市の職員はどのように思っているのでしょうか。やり過ぎだと思っているのか、LGBT と

は関係のない職員しか入所してこないのか、少し変わった人は西宮市役所内では居場所がないのかなど、

どのように感じているのでしょうか。 
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○事務局 
 市が施策を決める際の大きな観点は市民が要望しているかどうかです。現場にいる職員が市民の意見

を拾い、それを広げていくのが西宮市の市政だと思っています。現在のところ、西宮市民の方からパー

トナーシップ証明がほしいといった要望は挙がっていません。今後、西宮において要望が出てくれば取

り組みを進める可能性は出てくると思います。ただ、何もないところに市から動くことはありません。 
 
○委員長 
 パートナーシップ証明を出すのとは違うかたちでの配慮が必要です。例えば、体は女性だけれども心

は男性の場合、女性トイレに入るのはとても大変です。公共施設内でそういう配慮がなされていますか。

神戸市には誰でも使える「誰でもトイレ」があります。調査票に「男」「女」以外に「どちらともいえな

い」という選択肢をつくるとか、変えるべきところは身近にたくさんあります。証明については相続問

題も大きいのです。配偶者で親族だけれども、婚姻関係が証明できないがために相続できないという話

や、臨終の際など家族しか病室に入ることができないため、立ち会えないこともあります。カミングア

ウトした方が困っていることを知り、それを理解し、どのように施策に反映させるか。できる範囲のこ

とから始めていく必要があります。後追いにならない方がいいと思います。 
 
○事務局 
 課題の解決には法整備が必要なもの、あるいは市の判断だけでできるものがあります。若竹公民館の

トイレの改修にあたっては、身体障害者用のトイレをレインボーの色を使いながら「誰でもトイレ」に

できないかということで現在調整しています。 
 
○委員 
 私は図書館指導員として中学校に行っていますが、ある時、スクールカウンセラーの先生がセクシャ

ルマイノリティーに関係する本はありますかとたずねて来られました。残念ながら学校図書館にはあり

ませんでしたので、委員会が発行した小冊子を紹介しました。LGBT が原因でいじめや不登校の問題が

起こっているので、そういう本が学校の図書館にあると問題を抱えている子の救いになるだろうし、周

りの人にとっても理解の助けになると思うということでした。その後、関連書籍を購入して図書館にお

いています。 
 西宮市は人権についてトップランナーだった時期があったと自負していたのですが、最近はうしろか

ら付いていく状態のように思えます。もしくは、それさえもしていないようにも思えます。図書室に本

をそろえるのも一つの方法ではないかと思います。 
 
○委員 
 これまでは市民からの申請や訴え、要望に対して、それが公平なものなら対応するというやり方でし

た。逆に、行政が先に気付いて、取り組みに反映することによって市民が気が付くようにするというや

り方もいいと思います。どちらにするかによってもずいぶん違うと思います。オープンな関係にしよう

と思ったら、お互いの取り組みを取り入れて、新しく学び直していくことが大事だと思います。若い人

は非常に「個人的」です。スマートフォンがすべてで新聞も読まない、テレビもニュースなど見ずにバ

ラエティ番組しか見ない。そこですべて判断している世界があり、怖くも思います。そういう面から考
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えると、正しい情報、新しい情報を行政も発信していく必要があると思います。 
 
○委員 
 市民から何も言ってこないので、市としては対応しないというのではなく、どうしたら市民が発言し

やすい状況がつくれるのかを考える必要があると思います。 
 
○事務局 
 市職員としても LGBT について勉強していこうと考えています。現在、LGBT について職員の理解は

低いと思います。研修も必要だと考えています。まず教師や職員が理解しなければならないということ

で、教育委員会では教師向けの LGBT のリーフレットを作成しています。遅れを取り戻すためにも勉強

しなければならないと感じています。 
 
○委員長 
 意識を変えることによって次のアクションにつながるようにしていただきたいと思います。先ほど学

校の図書館や図書についての意見も出ていましたが、市の図書館にはどうでしょうか。市の図書館で DV
の特集をしたり、男女共同参画の特集をしたりしておられるのではないでしょうか。計画の中に図書館

の事業が入っていませんので、図書館の取り組みが落ちているのではないかと思います。SNS も大事で

すが、図書館は知の蔵ですから、十分確認いただきたいと思います。 
 
○委員 
 今、女性の光が当たり、素晴らしい状況になりつつあります。しかし、会社や行政の課長などの役職

の方はそこそこの年代の方だと思います。その男性が男女共同参画についてどのように思っているのか

興味があります。女性側の意見は分かりますが、男性側の意見を知りたいと思います。 
 
○委員長 
 男性側の意見も聞くような計画にしてほしいということですね。 
 では、時間がまいりましたので、事務局から連絡事項があればお願いします。 
 
○事務局 
 本日の委員会の議事録は公表することになっていますので、記録について間違いがないかどうか確認

させていただくために送付させていただきますので、よろしくお願いいたします。 
 平成２８年度の男女共同参画委員会については早ければ５月ぐらい、遅くなれば７月ぐらいになる可

能性もありますが、春から初夏にかけて第１回の開催を予定しています。開催の日にあたっては正副会

長と調整させていただき、改めて皆さんにお知らせさせていただきます。連絡は以上です。 
 
○事務局 
 時間になりましたので閉会いたします。 
（終了） 


