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会  議  録 

○会議名   平成２６年度第２回みよし市男女共同参画プラン審議会 

○日時    平成２６年７月１７日（木） 

       午前１０時から午前１１時４５分まで 

○場所    市役所３階３０１会議室 

○出席者 

委員(出席) 小田佳子(東海学園大学スポーツ健康科学部准教授) 

花井伸（みよし市小中学校校長会代表（三好丘中学校校長）） 

佐宗正行（みよし市区長会副会長） 

稲月かよ子（みよし市社会教育委員会副委員長） 

野﨑又嗣（みよし市民生児童委員協議会副会長） 

久野ひとみ（JAあいち豊田女性部三好支部支部長） 

木戸早苗（みよし商工会女性部長）、 

荒木理佳（公募委員）、岸野佳江（公募委員） 

 

(欠席) 宮代カレン（在住外国人代表） 

 

事 務 局  近藤協働部長、佐伯協働部次長、久野協働専門監兼協働推進課長 

森永協働推進課副主幹、中島協働推進課主任主査、西川女性活動推進員 

○会議公開の可否  公開 ／ 傍聴人数 １人 

 

１ 開会宣言 

佐伯次長  定刻となりましたので、只今より「第２回みよし市男女共同参画プラ

ン審議会」を始めます。 

 【一同起立、礼、着席】 

 本日はお忙しい中、お集りいただきましてありがとうございます。 

本日の会議はみよし市附属機関の設置及び運営に関する要綱第 6 条に

基づき、会議の全部を公開としておりますので、予めご了承ください。 

本日の傍聴には 1名お越しいただいております。 

なお、宮代委員は、ご欠席の連絡をいただいております。 

  これからの進行は、審議会設置要綱第 5 条に基づき、小田会長にお願

いします。 

 

２ 議題 

 (1) （仮称）みよし市男女共同参画推進条例(案)について 

  小田会長  議題１「（仮称）みよし市男女共同参画推進条例(案)について」事務局

より説明をお願いします。 

  久野専門監  【説明】 

  小田会長    ただ今の説明に関し、ご質問やご意見があれば挙手をお願いします。 
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荒木委員    第 1項という表示はないものですか。 

久野専門監   そうです。条例の書き方でこういう形式になっています。 

荒木委員    第 15条の書き方について「および」の位置とか読点を入れるなど読みや

すくしていただきたい所があります。 

久野専門監   総務課に法規を専門に担当する部署がありますので、今後、法規担当が

全文目を通して、言葉の順番や点の位置、いいまわしなど変更します。内

容は変更しません。 

小田会長    私も読みづらいところがあったので、変更していただけるといいです。 

花井委員    2ページの解説の番号が 1,2,2になっているので修正してください。 

小田会長    8ページの数字が全角になっているので、半角にあわせてください。 

荒木委員    6ページの第 14条の解説に「市長は必要があると認められるとき」、「必

要に応じて」とありますが、例えばどういう時が、必要なときでしょうか。

解説なのでもう少し詳しく書いてください。 

久野専門監   今回パートナーを改正しましたが、また 5 年後パートナーの改正で調査

が必要なときを、想定しています。 

荒木委員    パートナーを作るときだけですか。一般的に市役所に相談が寄せられる

という事は想定していますか。 

小田会長    こういう条例が制定されたことによって、市民が働いていて事業者に対

して、この雇用体系はどうなのかなと疑問を持った時、市に相談できる窓

口ができるのか、それを受けて市長が必要に応じて調査等ができるものな

のかということが聞きたいという事ですね。 

佐伯次長    プランの 28ページに「就労女性のための相談窓口」とありますが、まだ

具体的には決まっていませんが、今後の窓口設置を考えています。 

久野専門監   関係課としては、産業課が主体となります。 

小田会長    では、相談窓口は設置される予定であると、必要に応じて、あまり法的

拘束力を持って事業者にどうこうするものではないが、前向きに今後の改

善点として働きかけはしていくという事ですね。 

佐伯次長    前回も出ましたが、大企業は情報が得やすいですが、そうでない所はな

かなか情報が入ってこないという事で、市の方から情報提供をしていきま

す。 

小田会長    こういう条例がありますという事をお知らせいただけるわけですね。 

佐伯次長    実際に働く方の立場に立っては、計画にありますように相談窓口の充実

を図っていくものです。 

岸野委員    充実とあるのは、すでにあるものを充実させると感じますが。 

佐伯次長    専用窓口というものはないですが、産業課で現在もある程度の相談を受

けています。 

岸野委員    窓口はないけれども、相談は受けているという状況ですね。 

佐伯次長    そうです。 

岸野委員    それですと、充実というより開設という表現の方がわかりやすい。 

窓口があると相談するときに垣根が低いです。 
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小田会長    今、動いているもので、皆さんにプランの策定や条例に関わっていただ

いて、皆さんが使いやすい窓口ができればいいと思っています。 

野﨑委員    7 ページの第 17 条第 2 項の「前項の規定」と第 18 条第 6 項にある「規

則」というのはなんですか。 

久野専門監   第 17条第 2項の「前項の規定」は第 17条第 1項のことです。第 18条第

6 項にある「規則」は現在この規則はありませんので、この条例が施行さ

れると同時にこの規則も定めます。 

岸野委員    8ページ附則の 3に削るとある、「みよし市男女共同参画プラン審議会」

と「みよし市男女共同参画審議会」との関係性は。 

久野専門監   現在行われている審議会は「みよし市男女共同参画プラン審議会」で、

すでに、みよし市附属機関の設置に関する条例で「みよし市男女共同参画

プラン審議会」が定められていますが、来年 4月からは、今回審議してい

ただいている条例の第 18 条の中で「みよし市男女共同参画審議会」を定

めます。重複しますので、「みよし市男女共同参画プラン審議会」を削除

します。「みよし市男女共同参画プラン審議会」では、主にプラン「パー

トナー」の策定を審議していただきましたが、この「みよし市男女共同参

画審議会」ではプラン「パートナー」の内容も審議してもらいますが、第

18条第 3項にありますように、施策の状況も毎年審議していただきます。 

岸野委員    「みよし市男女共同参画プラン審議会」は平成 27年 3月で終了して、新

たに募集して「みよし市男女共同参画審議会」を設置するということです

か。 

久野専門監   そうです。現在の「みよし市男女共同参画プラン審議会」の任期は 3 月

31日までとなっています。 

岸野委員    新しく設置された審議会で、また進捗状況の見直しや調査をしたり、新

しいことの提言もできるということですか。 

久野専門監   そうです。 

小田会長    私たちの任期は 2年であり、「みよし市男女共同参画プラン審議会」で条

例まで審議していただいて、来年の施行になった時には新しい「みよし市

男女共同参画審議会」で、ひとつひとつの進捗状況等を審議していくこと

になります。 

佐宗委員    ここにいる方たちが、再任されることはありますか。 

久野専門監   あります。 

佐宗委員    これまでプランを審議していただいた方は、内容を熟知されているので、

再任がいいのかなと思いました。 

久野専門監   各組織からは又、推薦していただければ再任されます。公募委員さんに

つきましては、新たに公募します。 

野﨑委員    私も、佐宗委員がおっしゃるように、詳しい方が次の審議会に再任され

た方がいいと思います。 

久野専門監   公募委員さんは公募委員の規定に沿って任用されます。 

小田会長    その規定に関しては、次回までにお知らせいただくということで。 
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小田会長    6ページの第 12条第 2項で委員会の男女比が著しく均衡を欠くことのな

いようにとありますが、この審議会は男女比３：７なんですが、この状態

は均衡を欠いているものでしょうか。来年の審議会は不均衡でないように

するものでしょうか。 

久野専門監   みよし市では、この審議会は別ですが、全体では女性の委員が少ないの

で、女性登用の 35%を目標にしています。 

小田会長    この審議会は女性が 70%ですが、男女共同なので、次回は男性を増やす

ことも考えた方がいいですね。 

佐宗委員    条例に目標値など数値を載せるのは可能ですか。 

久野専門監   数値は変動があります。条例は簡単に変えられませんので、条例にはの

せません。 

近藤部長    パートナーの 38 ページでみよし市における女性の登用割合がのってい

ます。現状では 29.4%です。目標値は平成 30年を目標としていますが 35%

をめざします。安倍政権でも女性の登用を強く叫ばれて、マスコミにもと

りあげられてきています。目標を高くすることで、上がっていく。到達し

なくても機運を高めるために、あえて高く設定していただいています。 

 

 (2)  パブリックコメント（案）について 

  小田会長  議題２「パブリックコメント（案）について」事務局の説明をお願い

します。 

久野専門監  【説明】 

小田会長    パブリックコメントは広報に条例 1章から 4章までの抜粋された内容を

掲載していきます。 

小田会長    基本理念の（２）について、ここだけ「～こと」という表現になってい

ます。内容の方は「～こと」でいいですが、「～制限のない個人能力の発

揮」というような表現に変えてください。 

        四角の枠の中の表現で 4 行目の「～まいりました。」とあるところを、

他と合わせて、「～きました。」でいいのでは。 

        あとは、詳しくはホームページ等ご覧下さいというアナウンスが入るん

ですね。 

荒木委員    「市、市民、事業者及び教育関係者の責務」の中に、「及び～及び～及

び」と 3回出てきたり（２）のイの表現がわかりにくいので、変更してい

ただきたい。 

久野専門監   内容を変えないように、わかりやすい表現に変えて、法規担当の見直し

を入れて修正します。 

花井委員    四角の中の 5行目「～意思決定の場に女性に参画が～」は「～意思決定

の場に女性の参画が～」にして、「市、市民、事業者及び教育関係者の責

務」の中で文字の書き出しが半角ずれています。「男女共同参画の基本的

施策」の（３）の書き出しも他とずれているので、そろえるようにしてく

ださい。 
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岸野委員    自分もはじめは、「参加」ではなく「参画」なんだと思いました。パブ

リックコメントを募集するのであれば、もっとわかりやすく、「参画」を

もっと興味づけを入れながら、掲載していただけたらと思います。 

小田会長    例えば、参画とは、というところから入っていくとか、そのようなアイ

ディアがありましたら是非。 

荒木委員    条例を制定するということ自体の意味が分からないので、なんのために

条例を作るかを、もっとわかりやすく説明していただけたらと思います。 

小田会長    この四角の中がそんなようなことを説明していると思いますが、もっと

わかりやすくということですね。 

佐宗委員    一般市民は自分たちが、条例作るなんて思っていない。 

佐伯次長    男女共同参画のイメージがつかめるような表現がいいですね。 

岸野委員    この条例ができることで、自分たちにどんなメリットがあるのか、自分

たちの生活にどう関わってくるのか。実はまだよくわかっていなくて、そ

んな中で条例を作るなんてという思いもあって、その間を埋めていけるよ

うに、考えながらやるのと考えないでやるのは違うと思います。 

小田会長    生活にどうかかわっているのか、少しでもわかると考えていただけるか

なと思います。 

近藤部長    条例というものは、きまりで守らなきゃいけないもの、例えば貸し出し

のできる施設の設置に関することとかありますが、今回のは、自治基本条

例のように市町村の姿勢を推進していくために、市も市民も方針に向かっ

て努力していきましょう。というもので、きまりを守るための条例ではあ

りません。なかなか分かりにくいものですが、市民と一緒にパートナーの

実現のためにみんなで努力していきましょうという条例です。 

岸野委員    今、説明いただいたことが市民の方に伝わればわかりやすのですが、こ

の文の表現では、わかりにくいので、今のような書き方をしていただける

といいと思います。 

佐宗委員    四角の枠の中には今のようなわかりやすい表現でもいいのでは。 

近藤部長    条例の前文を引用しましたが、パブリックコメントもわかりやすい表現

になるように担当の方で、また考えさせていただきます。 

佐宗委員    イラスト等いれてもらうといいですね。 

佐伯次長    広報に載るときには、デザインも考えて、もっとわかりやすい文章にし

ます。 

小田会長    パブリックコメントの期間は 11/15～12/15 ですが、広報の掲載はいつ

ですか。 

久野専門監   11/15号に掲載します。 

久野委員    広報は小さな事務所や、自営業のおうちとか、お店等に配布されていま

すか。 

佐伯次長    公共施設にはおいてありますが、配布対象は市民だけです。 

久野委員    事業所の項目もあるので、事業所にも必要なのでは？事業所の職員の目

につくところにおいて、小さい事業所の職員の方に、休憩のときや昼食の
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時に見ていただいた方がいいのではと思います。そういうところの職員の

方が相談できるところがあるよという事が分るといいと思います。契約社

員やパートの方が、困っているときにこの情報を知っていれば、何か対策

ができるかなと思いました。 

佐宗委員    区費をもらっている所、協賛金をもらっている所には 1部配ったりして

いますが、これも行政区によって違います。 

久野委員    知ってほしい方に見てもらえない。 

小田会長    私も、学校には届いていると思いますが、自分が見ることはないです。 

木戸委員    商工会で婚活事業等行ったとき、従業員の方に見ていただきたい内容が

広報に載っていてもなかなか見てもらえないので残念だと思っていまし

た。事業所に 1冊来ているとしても、従業員まで情報が届いてないという

のが現状です。 

近藤部長    市の情報を知っていただき、活用していただくことは、大事なことです

ので、今回の内容につきましても、市民または事業所に関わりがでてきま

すので、事業所に情報提供し、調査をお願いしていくことも必要ですので、

商工会なり、工業経済会を通じて事業所に情報提供をしていけたらと思い

ます。 

小田会長    では、以上で予定されている議事はすべて終了いたしました。ご審議あ

りがとうございました。いただきましたご意見は条例の制定に反映し、広

報活動にも反映していただきますよう、事務局にお願いします。これを持

ちまして本日の議事を終了します。 

 

３ その他 

久野専門監   ありがとうございました。次回は 9月 18日（木）午前 10時からを予定

しています。また、近づきましたらご案内を差し上げますのでよろしく

お願いいたします。 

佐伯次長    今日は、ありがとうございました。お気づきの点がありましたらいつで

も、協働推進課の方へご連絡ください。 

それでは、本日の議事を終了いたします。 

 

【一同起立、礼】 

ありがとうございました。 

 


