
第８回鈴鹿市の男女共同参画を推進する条例検討委員会 

と き 平成１７年１１月１４日（月）９時３０分から 

ところ 鈴鹿市男女共同参画センター ジェフリーすずか 

 

○男女共同参画課長 

 皆さん，おはようございます。ただ今から第８回鈴鹿市の男女共同参画推進条例検討委

員会を始めたいと思います。皆さん，お忙しいところお集まりいただきましてありがとう

ございます。11 時半ぐらいまでの２時間程度を予定しています。よろしくお願いします。 

まず，会議を始める前に報告をさせていただきます。１つは，武村会長さんが体調不良

で欠席されています。軽い脳梗塞で先週の木曜日に入院されました。10 日から２週間ぐら

いの入院の予定だということです。奥さんから電話がありまして，よろしくということで

ございますので，本日は副会長の富田さんの方に議長をお願いしたいと思います。 

それから，２点目でございますが，前回議論いただきました内容の議事録の件なんです

が，機械の調子が悪く，テープに声が入らず，詳細にわたる会議録ができませんので，お

詫び申し上げます。そこで，事務局で内容をチェックしまして，お手元の「第７回条例検

討委員会審議結果に基づく回答案修正部分一覧」という資料をつくりましたので，ここに

必要な内容を付け加えて，議事録に代えさせていただきたいと思いますので，よろしくお

願いしたいと思います。 

 申しわけございませんが，皆さんで議論の中でこういう点についてどうしても載せてお

く必要があるというものがあれば，整理させていただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

資料としましては，前回 12 条までご議論いただいた内容について，少し曖昧な部分も含

めて委員会全体の意見として，事務局でまとめた内容になっておりますので，ご一読いた

だきご意見をお願いしたいと思います。 

なお，今回の資料に新たにパブリックコメントのまとめ方について案として明記しまし

た。１ページの一番上の前段のところです。その内容は，条例案に関する意見のみ回答の

対象とすることのほか，この委員会とか委員に対して誹謗中傷するものがありましたので，

その部分についてのコメントも少し表現したものになっています。 

事務局からは以上です。富田副会長，議長をお願いします。 

○富田副会長 

 そういうことで，会長が急遽ご欠席ですので，代わりにやらせていただきます。いろい

ろ助けていただきますようお願いします。まず，議事の進め方についてご意見があれば。 

○中山委員 

 先ほどの第７回の会議録の件なんですけれども，第７回の会議というのは本当にこの条

例検討委員会の中で重要な会議だったと思います。最も市民がこの会議録については見た

いと思っている内容が含まれていますので，その７回の会議録の対応をどうするかをご協

議いただきたいと思います。あまりにショックで遺憾に感じます。 

○富田副会長 

 では，その件について，まずご意見をいただきたいと思います。 

○男女共同参画課長 
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 事務局の不手際であり，申訳なく思っています。議論されたポイントはひかえておりま

すので，先ほど申し上げた資料２に，各委員にご発言いただいた内容をプラス加味しなが

ら，調整したものを議事録としたいと思いますので，何とか了解いただきたいなと思って

おります。 

○中山委員 

 反対です。これはもちろん大事な資料になると思います。今はもう不可能なわけですか

ら。それで，私自身の発言内容が原稿としてとってありますので，私自身の発言内容につ

いては明記をお願いします。どうしてこうなったかという会議録の形式についての説明と

私の発言内容については残していただきたいと思います。 

○安井委員 

 基本的には中山委員が言われたことを，今発言しようとしました。と言うのは，こうい

う形になった，要するに事故ですよね。こういう事故が発生したことによってこういう形

式になったということを，きちっとここに明記していただくと。２つ目は，ここでその事

故に対する対応として，そのようなこと。例えば，文書での意見とかそのほか委員から補

足するべき意見がある場合は，後でその事故に対する委員会の対応としてこういうふうに

載せたという事故の善後策としての対応をこういうふうにするということで，これを公表

していくという形の議事録に代えるものにしていただければというふうに考えます。 

○中山委員 

 まったく賛成です。 

○富田副会長 

 そのときだけ無くなったではまずいでしょうから。 

○中山委員 

 まずいと思います。 

○富田副会長 

 では，どうでしょう。ここの修正部分一覧を基準として，それぞれのところに該当する

部分を入れていくという形でよろしいでしょうか。一応，やった順番に並んでいると思い

ますので，そこにこういうふうなったとか，こういうふうに言いましたというふうに差し

込んでいくというふうな形でしょうか。 

○中山委員 

 はい。各委員さんのご自分の意見，もし覚えているものがあったら，私はできるだけ委

員さんの協力のもとに文章で形成していただいて，これが会議録に残ったらいいですよと

いうことで各委員が提出して，それを事務局の方で合わせていただいて，できるだけ市民

の人から誤解を招かないように，不信感を持たれないようにしていただきたいと思います。

この会議は特にだと思います。意見を聴く会も実施したわけですから，その後，この意見

を聴く会の意見や，パブリックコメントをこの委員会がどのように扱ったという方向性に

も関わるところですので，本当に鈴鹿市としても大事な会議でありました。事故は本当に

仕方がないことでしょうがないと思いますが，そのことにおいて恣意的にとかとられない

ように，ぜひともそういったことでは事実ないわけですから，市民の方に誤解を与えるこ

とのないように，できるだけ委員も努力をするべきだと思います。 

○富田副会長 
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 ということでよろしいでしょうか。では，そういうふうでお願いできますか。 

○安井委員 

 加えて事務局の方で，再発防止の対策としてサブ録音をしていただけるということです

ので，そこら辺も今後のために書いておいていただければと思います。 

○富田副会長 

 煩雑になりますが，よろしくお願いします。それで，前回のことはよろしいですね。今

後なんですけれども，残りました 13 条と前文ですか，それについて今日ご議論いただいて，

ここで一応まとめたものを，ここで私もファクスいただいておりますので，一応今日やり

まして，次回ともう１回やるという形になるのかなと思います。あと武村会長とのすり合

わせもあると思いますので，どのように進めていったらよろしいでしょうか。 

○中山委員 

 前後しても結構なんですけれども，この事務局側からいただいた資料２の点で，かなり

の疑問点がございまして，前回の審議ですけど，修正についてのかなりの疑問点がござい

ます。それで，前後していただいても結構ですので，前文がまだ全然手付かずで残ってお

りますので，この上の段と前文から入っていただいてもいいですし，できましたらまた戻

っていただいて，事務局の修正箇所について必ず時間をとっていただきたいと思います。 

○富田副会長 

 どっちみちもう１回かそこらはあると思いますが，それで。 

○安井委員 

 そうですね。前回の会議で「今回でまとめましょう」ということに対して，議長として

は「丁寧に進めましょう」という提案だと思いますので，ぜひそうしていただければと思

います。私はそういう意見です。 

○富田副会長 

 ではそのように。どっちから行きましょうか。前回の方から。日にち的に新しいうちに

片付けていって，あとで最後のところまで行った方がよろしいでしょうか。それとも，13

条の方から。 

○寺井委員 

 12 条まで行きましたでしょ。13 条をやって，今度戻った方がいい。 

○富田副会長 

 では，13 条だけ残りました部分で。これは。説明をお願いします。 

〇男女共同参画課長 

 それでは，事務局から会長と調整した内容という形で説明させていただきます。13 ペー

ジです。第 13 条男女共同参画審議会についての意見ですが，それについてこんなふうに回

答したらどうかということです。 

 まず，第１点目は，「第２項第３号の評価について，内部評価，審議会の評価に加えて，

市民の責務として市民の評価の視点を加えてはどうか」という意見がありました。「第６条

の市民の責務という規定の中に，市民の包括的な努力義務規定を定めたものであり，具体

的な役割の規定はなじまないと考えます。ただ，市民の評価については行政から完全に独

立したオンブズパーソン的な制度を想定しておられるのであれば，審議会に代わるものと

して将来そうした手法も必要になると考えます」という内容としました。 
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 審議会ができる限り行政と距離を置きながら，独立した形で運営することが期待される

のですが，委員は市長が任命するという意味では完全な第 3 者組織ではないといえます。

最近ではＮＰＯ法人等で行政の評価をするというような形の組織もありますがので，将来

的には検討していく必要があるといった程度の回答にさせていただきました。 

 次に，「第２項第３号の評価について，評価するだけでなく，基本計画や条例の見直しに

繋がることで初めて意味があるが，今までの行政が見直しにまで踏み込めないのが実際で

あったが，この条例案ではどうか」という意見に対し，回答案としては「審議会の評価や

意見を受けて，翌年の基本計画等の見直しに反映することになります。その意味で審議会

の役目は非常に重要になります」。 

 次ですが，「第２項第３号の評価について，誰が見ても評価しやすい基準があれば良いの

では」ということについて，「評価の方法は市と審議会が協議し決めることになりますが，

誰でも理解できるような分かりやすいものが望まれます」と回答します。 

 次に，「条例には具体策まで表現できないので，計画に盛り込む施策とそれをどう推進す

るかが肝心。その意味で審議会の役割が大事。審議会が条例に明記されており，言葉だけ

で終わらない仕組みを評価する」については，「ご意見のとおりです。」としました。 

 次に，「審議会は必要なし。労力と税金の無駄遣い」という意見について，前回の資料に

意見のほぼ全部を載せていましたが，条文に関係のないものを載せるのはどうかというご

意見が会長をはじめ皆さんの総意と理解して，大半をカットし，回答も「当検討委員会と

しては，審議会の果たす役割は重要であり，その設置は必要であると考えます」という内

容に修正しています。 

 それから，その次の「第５項に市長がやむを得ない事情があると認めた場合とあるが，

市長の恣意的な判断で全員が女性となる可能性があり，公平な内容といえない」と意見で

すが，回答は「この文言について削除します。」としました。行政運営的には難しい点もあ

りますが，厳密にルールどおり人数調整しようということです。ただ，会長からは資料の

とおり，要検討という意見もいただいておりますので，ご審議お願いします。 

 13 条に関しては以上です。 

○富田副会長 

 ということですけれども。どうでしょうか。 

○中山委員 

 13 条はこの前の会議で最後にいろいろ時間をとっていただいたところですが，10 月 19

日付けと 11 月 14 日付けではころっと変わっておりまして，そこの修正された部分につい

て，削除部分についての課長からの説明をいただきたいと思います。13 条における削除部

分についての説明をまずいただきたいと思います。 

 それから，この会長意見と書いてあるところですが，これは私もこのパブリックコメン

トの方と同じ意見で，私も削除すべきという意見だったのですが，第６回の条例検討委で

皆さんに議論していただいて，「これは残しましょう」というような結論に事務局からもご

意見いただいて，「残しましょう」という結論になって，皆さんそれで全会一致の意見を見

たところだと思いますので，会長もこういうふうにコメントされたんだと思います。ここ

の点についてはもう一回確認をお願いしたいと思います。 

○安井委員 
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 関連してよろしいですか。審議会は必要なし以下の問題になっているところで，ここで

質問のところというか意見のところは，審議会は必要なしだけなんですよね。それの理由

として労力と税金の無駄遣いというのが入るかもしれませんけど，以下はここに対する意

見ではないんですよね，考えてみると。ここまでその以下について委員会が答える必要が

あるのかないのかということと，それからやはり市民から出てきたいろんな意見の取り扱

いとしてこういう意見をどうするのかというところと，そのところを整理して考えた方が

私はわかりやすいかなというふうに考えます。 

 それから，出たので同時に事務局の案とかその辺と皆さん委員の案とは別にして，専門

的な立場で森田委員に聞きたいところなんですけど，ただし事項ですね，市長がやむを得

ないというのは。このただし書きの部分というのは，条例としていわゆる本文はちゃんと

あって，そこのところが基本的に守られるということを大前提としていてただし書きとい

うのがあるので，ここで出てくるような意見，市長がやむを得ない事情があると認めた場

合で恣意的に自分だけに賛同するような，どちらの意見でも構わないんですけど賛同する

ような男ばっかとか女ばっかとか選ぶということが可能なのかどうか。その辺の考え方を

ぜひ専門的な立場で伺えればというふうな気がしましたので，よろしくお願いします。 

○森田委員 

 はい。今のご質問の点なんですけれども，結論からいくと私は無理だと思います。つま

り，そういった男性ばかりとか女性ばかりという選び方をするのは，やはり条例に違反す

ることになるだろうというふうに思います。その理由としては，本文が原則としてあるわ

けですね。だから，ただしというのは本当に限定的に使わなくちゃいけない部分だと。し

かも，例えば先ほどの例に挙げた男性ばかりとか女性ばかりとかいうケースなんていうの

は，やむを得ない事情かなと考えたときに，どう見たってやむを得ないとは言えないだろ

うというふうに捉えられると思います。 

つまり，世の中には男性も女性もほぼ半数ずついるわけで，その中でどうしても男性ば

かりを選ばざるを得ない事情とか，女性ばかりを選ばざるを得ない事情というのはおよそ

あり得ない。それが極端な話，例えば世の中に男性が 99％で女性が１％しかいないとか，

そういったケースだったらこのただし書きに当たる，いいというふうになるんでしょうけ

ど，さっきも言いましたが今現実的には男性も女性もほぼ半数ずついるわけですから，そ

の中で女性ばかりを委員に選ぶということがあれば，それはもうやむを得ない事情という

ことではあり得ないというふうに思います。 

○安井委員 

 はい，ありがとうございます。 

○富田副会長 

では，まず順番に第５号を事務局から。 

○男女共同参画課長 

 中山委員おっしゃったように，やむを得ない事情に関する規定は残した方がといったご

意見であったように記憶していますが，他の市町村の事例を見てみますと，ここの部分を

市長の裁量ではなく，こうした規定を設けず，きちっと人数を当てはめることを重視する

傾向がありましたので，誠に勝手ながら，再度ご審議いただき，結論をお願いしたいと考

えました。 
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安易に女性の人材がいないからといった理由で男女比に十分配慮されないようなことが

あってはならないと考え，原則論を提案しましたが，森田委員がおっしゃったように，限

定的な規定であり，基本的にはこの範囲の中でいくわけであって，今は，市民に対して理

由がきちっと説明できればいいという柔軟性のある考え方の方がより現実的なのかなとい

う気がしています。 

○中山委員 

 ただし書き以下のところを前回入れた方がいいのではないかというご意見は，事務局サ

イドからも出まして，それの方が運用上とても助かる場合もあるんだということだったん

ですけれども，そうすると事務局の意見が変わられたというふうに判断していいのかとい

うことと，それから，市長の恣意的な判断で全員が女性となる可能性があるからここをカ

ットしたというわけではないという解釈でよかったんですよね。その点だけちょっと確認

を。 

○男女共同参画課長 

 中山委員おっしゃるように，事務局の意見が変わったというよりも先ほど申し上げたよ

うに他市の条例の最近の傾向をみて，あえて，ただし書きをカットする修正案を提示し，

ご審議をお願いしたものですが，先ほどの森田さんのご意見をお聴きして，以前の会議結

果の趣旨を十分理解せず，同じ議論をくり返すことに至りましたことについて，事務局の

勇み足であり，申訳なく思います。 

○安井委員 

 前回の議論は第６回だったと思うんですけど，審議会の規模というものが問題になった

んですよね。審議会の規模が 10 人以上ぐらいになれば，ここら辺は非常にやりやすいと言

ったらあれなんですが，８人とかになってくると，実は４人４人じゃないとだめなんです

ね。そういうこともあるからということで，審議会の規模がどれぐらいになるか想定でき

ないということで，そういうような考え方を入れましょうということで入れたと思うんで

す。 

先ほどの森田委員のご意見いただければ，今ここで心配されるようなことは想定外とい

うか，想定の対象にもならないというふうに考えますので，私としては今後審議会の動向

がどうなるかわかりませんけども，入れておいた方がいいのではないかなと思います。 

○森田委員 

 私も入れておいた方がいいという意見なんですけれども。前回６回のときにも入れるべ

きだという意見を言った記憶があります。もちろん人数，男女比も事務局としてはクリア

できる，実際には人数が集められるんじゃないかというお話だったんですけど，単純に男

女比の問題もあるんですけど，一方でやはり行政としてこういう問題をやるときにぜひこ

の委員さんの専門的な意見を聞きたいと。ぜひこの専門的な意見を取り入れていきたいと

考えたときに，その人がたまたま女性だったとか男性だったとかいうだけで入ってもらえ

ないと。ここに引っかかって入ってもらえないということがあれば非常に残念なことだと

思いますので，こういったただし書きを設けておいて，ぜひこの人に入ってもらいたいと

いうときには対処できるという余地を残しておいた方がいいのではないかと思います。 

○寺井委員 

 その意見に賛成です。 
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○中山委員 

 私も賛成です。 

○富田副会長 

 ということで，残すということでお願いします。それから，戻りまして「審議会は必要

なし」以下のところを削除したカット理由を，これは事務局に。安井委員が言っていただ

きましたけれども，審議会は必要なし以下をカットした理由について，事務局説明してく

ださい。 

○男女共同参画課長 

 条例案に対する意見でないものや個人情報に関する部分は削除するという考え方は，前

回の会議でも委員の皆さんのご意見でもありましたし，会長との打合せのなかでも確認い

たしましたので，その趣旨にそって今回カットしたものです。これについても議論してい

ただければと思います。カットした部分は，市長の委員選任方法やこの委員会や委員に対

する誹謗中傷であり，１行目のみを意見として採りあげてはどうかという考えです。 

○中山委員 

 私も今後のパブリックコメント制度の充実において，今の課長の意見に賛成します。た

だし，13 条でかなりカットをされた部分の中で残してほしいものがありまして，それがこ

の前文の前に付けていただいたところに残されているのかなと思います。連動してちょっ

と審議をお願いしたいのですが，３点ほど要望があります。 

 まず，１点目ですが，パブリックコメントの提出者に対して，行政側から連絡すること

は失礼な行為ではないと課長から教えていただきました。前回問題にしました 30 代男性と

市長室で直接お会いして抗議することは委員として可能なのでしょうか。前回要望したこ

となので，回答お願いいたします。 

 それから，前回と同様の気持ちを持ち続けておりますが，13 条でカットされていました

部分についてもここで若干明記していただきたいと思います。例えば，「遺憾に感じます」

というところの後に，「また，パブリックコメント上で個人を特定し誹謗中傷された行為に

ついては，委員の名誉のため抗議します」と，この文章だけは残していただきたいと思っ

ています。 

 それから，これも要望ですが，このパブリックコメントの原本は，鈴鹿市と私たち検討

委員会は共有しておりますが，このパブリックコメントの原本がまだ市長ご自身に届けら

れておりません。市民からの意見の文書分の２ページから 11 ページなんですけれど，30

代男性のこの意見の中には，市長の政治姿勢を問う内容が溢れておりました。私が部長で

したら，秘書広報課の課長さんに連絡して市長の公務を調整していただいて，30 分でも市

長に会っていただいて，今後の対応についてご指示を仰ぐものと，私自身は判断しており

ます。それで，早急に市長と情報を共有していただいて，私たちが提言を提出するときに

でも市長のご意見を私は委員として伺いたいと思います。 

また，特にこの市民からの意見の文書分の 10 ページですが，ジェフリーふぇすたに関す

る意見につきましては，昨年度と今年度のジェフリーふぇすたの実行委員さんに届けてい

ただきたいので，この市民の意見の集約を情報提供していただきたいと思います。 

 以上，３点の要望ですけど，事務局からの回答をお願いしたいと思います。 

○安井委員 

 7



 最後のところを。 

○中山委員 

 市民からの意見の文書分の 10 ページのところにジェフリーふぇすたに関する意見があ

りまして，ジェフリーふぇすたに関する意見なので，これは昨年度と今年度のジェフリー

ふぇすたの実行委員さんに届けていただきたいという要望です。今後のジェフリーふぇす

たのあり方にも関わるものであると思います。この私たちがいただいております市民の意

見の集約というのは個人情報がきちんと保護されておりますので，それをこの実行委員さ

んに情報提供していただきたいという要望です。 

 ３点目の情報は，若干この条例案の中身とはそれるものかもしれませんが，この 13 条の

削除部分に関連して事務局に回答をいただきたいと思います。 

○男女共同参画課長 

 たくさんご指摘ありましたけども，まず１点目です。委員を中傷する文言について，委

員会としてどう対応するのか，あるいはできるのかといったご質問ですが，私なりに整理

したところを申し上げます。パブリックコメントのルールが確立されている他の市町村の

事例をみますと，市民から出された内容については，個人の情報保護は前提としながらも，

提出意見に対する責任という意味で，必ず本人が特定できるような形で意見を受けている

ようです。だから，その中で内容が不明なものやこの制度を悪用した誹謗中傷的な意見に

ついては真意を直接確認しながら，提出意見をきちっと整理し回答していくというのがパ

ブリックコメントの手法になりつつあるようです。 

こうした考えを前提にしますと，中山委員がおっしゃったように，意見の内容確認を委

員会がすることは可能ではないかと思います。そこで，意見に対する前回の中山委員のご

質問や抗議を受けて，本人と連絡をとりました。当委員会や委員に対する個人攻撃になっ

ているのではといった点を確認しましたところ，特別の公的立場ではなく，単なる個人の

意見であり，そういう意見もあるといった形で処理してほしい。誰かを攻撃するものでは

なく，一般論としてこうした意見もあるとのことでした。微妙な会話ではありましたが，

委員会としてその個人に対して真意を確認し，回答内容を調整する必要があるとの見解で

あれば，この委員会で決めていただく必要があるのかなと思っております。一般論として

は，こうした公的な審議会の委員にはあり得ることですから，直対応せず，必要な部分の

み意見として取り上げるといった対応でいいのではと思いますが，パブリックコメントを

意図的に利用しようとするような内容ですから，当委員会として必要であれば，事務局と

してそういう場を設けることはできると思います。 

2 点目の 13 条のカットした回答内容は前文にまとめましたが，何か付け加えるというこ

とですか。 

○中山委員 

 はい。前文の前に書いていただきましたね。「なお」からですけど，「パブリックコメン

トは，行政の意思決定過程における公正の確保と透明性の向上を図るため実施されるもの

でありますが，今回提出されたパブリックコメントには，一部ではありますが，条例（案）

の内容とは一切関係が無く，当検討委員会及び委員に対し，必要以上に独断的な偏見に満

ちていると思われるものがありました。このことについて，今後，積極的に実施されてい

くべきパブリックコメント制度を後退させるおそれがある行為であり，委員会として遺憾
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に感じます」という表現がありましたが，これを載せていただいていることに感謝します。 

 そのあとに，「また，パブリックコメント上で個人を特定し誹謗中傷された行為について

は，委員の名誉のため抗議します」というような文章を入れてほしいと思ったのですが，

そこが 13 条のときには「悪意に満ちたものであり」という表現があったりとか，いろいろ

書いていただいたかと思います。 

○男女共同参画課長 

 市民の意見の必要な部分だけについて回答するという考え方で整理しますと，誹謗中傷

の部分も削除されるわけですから，市民にはわからない内容について，詳しく表現するの

はどうかと考えます。さらっとした表現でいいのではと思いますが，改めてご審議願いま

す。 

 それから，市長との情報提供の件ですが，とりあえず市長に原文だけ回すような形で整

理させていただければよかったんでしょうが，これほど時間を要すると想定してなかった

こともあり，まず検討委員会においてどう整理し，どう回答するかの結論が出てからと思

いましたので，今に至ったということです。パブリックコメントの基本的な考えや回答案

の方向が決り次第，できる限り早く提供し，市長と情報共有していきたいと思っておりま

すので，よろしくお願いします。 

 それから，ふぇすたの実行委員会に対して情報提供する件ですが，ここの内容について

も検討委員会の対応が決まり次第報告させていただきます。以上です。 

○富田副会長 

 はい。よろしいですか，意見。 

○森田委員 

 今，１ページ目のところに前に入れていただいたことなんですけれども。私はこの検討

委員会でずっと議論に参加しているので，この内容を読んでこれがどういう意味でどうい

う経緯で入ってきたかというのはわかるので意味がわかるんですけど，おそらくこれ一般

市民の方が読んだときには意味がわからないと思います。「これは何が言いたいんだろう」

というふうに思うと思います。おそらくこういった文章を入れるそもそもの目的というの

は，今事務局からのお話を聞く限りは，およそ取り上げる必要がない意見については取り

上げませんでしたということを言いたかったんだと思うんですけど，残念ながらこの文章

そういうことは言っていません。ただ，遺憾に感じますと言っているだけであって，カッ

トしたともカットしてないとも一言も書いてないんですね。だから，一番肝心なところが

抜けているというふうに思います。 

 それから，カットした理由というところで，条例の内容とは一切関係がなくて，だから

なるほどと思うんですけど，必要以上に独断的な偏見に満ちているというのが，これがま

た多分世の中の人はわからないと。「何ですかね」という感じで。独断的であってもこれは

パブリックコメントなので，もしそれが条例に一応関係があることであれば，やっぱり取

り上げるべきだということになると思うんですね。それがどのぐらい偏っているかはさて

おき。そうじゃなくて，多分ここでカットすべき理由だったのは，条例に対する話じゃな

いということだったと思うんですよ，委員の構成だとか選任の仕方だとか。そこのところ

を言われているたで，そこだけすぱっと切る方が，読んでいる方としてはわかりやすいと

思います。独断的な偏見とか書かれちゃうと，「そんな独断的だと言っちゃっていいの」と

 9



いうふうに思うと思います。 

○男女共同参画課長 

 事務局です。この文案は，当初意見として載せる予定で内容を前提としたものでありま

すので，森田委員のご意見のように，削除内容とそれに関するコメントをシンプルに書け

ばいいと思います。 

 当委員会や委員に対する誹謗中傷の部分については，全く別の角度で対応する問題だと

思います。 

○寺井委員 

 私も先ほどおっしゃった森田委員とか事務局の対応でいいと思います。と言いますのは，

市民が情報開示してもらってわかりやすいものでないと，あまり詳細なものについてはど

ういうことかというのは，やっぱりわからなかったらその情報についてはあまり興味のな

いものだと思いますので，やはりもっと詳しいことを知りたい方に関しては情報開示する

という感じで対応していただいた方が。これを見た場合にどの市民もわかりやすいという

ことが一番だと思いますので。やはり詳しい内容を隠す必要はありませんけれども，それ

を全部公開することによって必ずみんながわかるとは限らないと思いますので。 

○富田副会長 

 前文の話になりますので，13 条の方に少し戻っていただきまして，お願いします。 

○中山委員 

 今の委員さんのご意見を伺っていてよくわかりました。それで，よかったら今の森田委

員や寺井委員の意見も反映していただいて，この 13 条でカットした部分があるので，この

前文の８行に事務局がいろいろなことを込めていただいたという経緯があると思いますの

で，今の森田委員と寺井委員の意見，私自身はよくわかりましたので，そのこともこの文

章に反映していただいて，「独断的な偏見に満ちている」というところなんかも市民に誤解

を与えるのではないかというご意見だったというふうに受け止めましたので，そのあたり

も検討していただければいいかなと思います。 

 それで，別の対応をしていただけるということで，私に対する誹謗中傷された行為につ

いては別枠の対応でということなので，そのように理解しました。 

○男女共同参画課長 

 別枠というご意見がありましたが，一般的にはこうした公的な審議会といった立場で仕

事をされる方は，このような攻撃的な意見にさらされる場合は結構あるんじゃないかと思

いますし，またそういう立場の仕事だということを理解していただきたいと思います。そ

の意味では，いちいちこうした意見に対応すべきかどうかと思います。委員個人として納

得できないことについて，私的な立場で意見提出者と話し合いを持つといったことについ

ては，中山委員のご意向に沿うような形でできるかどうかはちょっとどうなのかと思いま

す。 

そこで，この委員会としてどう考えるかということを議論していただくとありがたいで

すね。誹謗中傷の意見に対する委員会の基本的な考え方は，削除し整理するということに

決まりつつありますので，委員個人としてその意見をおっしゃった市民に対してどう対応

するかというのは，委員会で議論しておいてもらいたいと思います。個人的といえども，

委員会の委員として対応することになりますので，当委員会の議論をしていただいて，そ
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のような対応であればやむを得ないなという程度までは委員会の皆さんに了解していただ

きたいと思います。 

○安井委員 

 いわゆる恣意的というか，個人攻撃に近いような意見とかを言いっぱなしで載せる，公

表してきたりとかそういうことについては，寺井委員言われたように，要望があった場合

にはやぶさかではないと思いますけど，一般的に公表していくということは，公的な場所

を使って言いっぱなしの意見をいくらでも言うということにもなりかねないと。本来の考

え方を崩壊されるようなおそれがあるような気はするんです。ですから，そこをどう判断

していくかという判断基準が非常に難しいと思うんですけど，そこについてはここの委員

会の持っている本来するべきところと照らし合わせて判断していくべきだというふうに思

います。 

 ただ，今この男女共同参画ということについては，いろんな誤解もいっぱいあるのは事

実ですし，ここに書かれているようなことが喧伝されていることも事実です。真剣に取り

組まれている方は，「それは誤解だな」と思われていることとか，「そういう世の中を目指

しているんじゃない」という我々の意見もあるとは思うんですけど，そういうところに対

しては誤解を解く１つのチャンスでもあるわけですから，そこをうまく受け止めていける

ような仕組みと同時に，これはちょっとジレンマにもなるんですけど，やっぱりパブリッ

クコメントのような形で出していただいた意見が，「何だ。いっぱい意見言ったに，俺の意

見は何も反映されてないじゃないか」とか，「答えてないじゃないか」というような受け止

め方になるようではやはりいけないかなというふうに思います。ですから，そこら辺をど

う調整していくかというところになると思います。 

 それともう１つ。中山委員の公というところについては，この委員になるときのある面

で１つのリスクというか，それはいろんな意見をいただける立場にあるということで，こ

こで少なくとも委員会として遺憾ということで十分に言い尽くしていると，私は考えます。

ですから，あまり過激な反応をしない方がいいような気もします。 

○富田副会長 

 確かにこれを読む限りは，無駄遣い以下の意見はまるっきり関係ないこと。要するに，

条例に対する意見とまったく違うということで，削除しただけでいいような気がしますけ

ども。はい，どうぞ。 

○中山委員 

 そうすると，今の安井委員の意見から言いますと，前のところには，「今後積極的に実施

されていくべきパブリックコメント制度を後退させるおそれがある行為であり，委員会と

して遺憾に感じます」というところは残していただけるということでよかったでしょうか。 

○安井委員 

 私は残すべきだというふうに思います。ただ，先ほども言われたように，「独断と偏見っ

てどんなことなの」って却って煽るような内容は，やっぱりその前に森田委員が言われた

ように，具体的に例えば重複するような意見はまとめさせていただいたとか，直接条例へ

の質問でない部分についてはここでの回答からは除かせていただいた。 

○富田副会長 

 個人的な誹謗中傷っていう，そういう言い方は。 
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○安井委員 

 ですから，それはそこに含まれるような気がするんですね，条例への意見とは関係ない

という。この委員会はやっぱり理性的に対応していく必要を今回強く感じましたので，過

激な言い方かもしれませんけど，あまり挑発に乗らない。理性的にこの委員会としての理

性をきちっと発揮していきたいというふうに考えます。 

○富田副会長 

 はい，どうぞ。 

○中山委員 

 今のご意見で頭が冷えたような気がいたします。かなりひどい状況でしたので感情的に

なっていたのは事実でございます，私自身がですが。理性を取り戻して意見を言いますが，

「僕の意見が反映されていない」というようなご心配があるということですが，もし今後

そのようなことが起こりましても，私自身がなぜ反映されていなかったのか，そのパブリ

ックコメント提出者にきっちり説明ができると思っています。ですから，この検討委員会

の信頼を欠くようなことにはならないと思います。むしろ「独断的な偏見に満ちている」

とか，前に表現ありました「悪意に満ちている」というようなところまでの表現をなさる

方が誤解を招くことになるのかなという気がいたします。 

 ただ，「委員会として遺憾に感じます」というところですね。パブリックコメント制度を

私は後退させることは嫌なので，前にも言いましたが四日市市の方はパブリックコメント

条例ができ上がるような状況ですので，鈴鹿市もこのパブリックコメント制度を市民とし

て，本当に今後充実させていきたいと思っておりますので，今の検討委員会の結論に賛成

しているわけですから，この部分あたりは安井委員と同じで，「後退させるおそれがあるの

で遺憾に感じる」というところはぜひとも残していただきたいと，私は思っています。 

○富田副会長 

 とりあえず 13 条に関しては，これでよろしいということでしょうか。意見のところ，必

要ない部分は削除をして，ただしというか，これを削除するというのもなしで説明すると

いうことですね。よろしいでしょうか。はい。では，13 条がよろしいということで，順番

に 14 条ですね。 

○男女共同参画課長 

 よろしいですか。会議時間の都合がありますので，14 条とその他の意見のなかで，武村

会長のコメントがあるものについて，まず議論をいただいて，それ以外のその他の意見に

ついては，前文の議論の後に回していただければと思います。重要な前文の修正について

十分な議論をお願いできればと思います。勝手なこと申し上げますけど，いかがでしょう

か。 

○富田副会長 

 では，14 条，その他の一部を議論して，それ以外は後に回すということですか。 

○男女共同参画課長 

 はい。14 条の意見「市長が別に定める」という規定については，こうした条例，規則の

あり方からみて，規則に定めるのが一般的ですと回答したいと思います。できる限り条例

に定めるということは必要なんですが，当然市長の裁量の部分で調整する部分が必要です。

いかがでしょうか。 
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○安井委員 

 それでいいと思います。 

○中山委員 

 次に進む前に質問があるのですが，寄せられた意見 92 件ということで，意見を聴く会

16 人という人数なんですけれども，これは参加人数ですか。私，８月 27 日も９月２日も

意見を聴く会に委員として出席させていただきましたけれども，そんな人数だったかなと

思ったんですが。 

○男女共同参画課長 

 これは 16 人の方から意見がありましたということです。８月 27 日と９月２日の２回の

公聴会での人数です。 

○中山委員 

 そうすると，意見が 16 人ということですが，参加人数と誤解されてしまうような気がし

ました。できたら参加人数もここに加えていただければ，かなりたくさんの方来ていただ

いていますからね。 

○男女共同参画課長 

 ここはどんな形にでもなります。ご意見に沿った形で表現します。 

○中山委員 

 はい。私はたとえ意見を言わなくても意見を聴く会に足を運んでくださった，一歩踏み

出してくださった市民の方には大変感謝します。ですから，参加人数をぜひとも明記して

いただきたいと思います。 

○富田副会長 

 次に，事務局，その他のところで先に議論する事項を説明してください。 

○男女共同参画課長 

 会長の意見のあったもの，16 ページの括弧が付いているところをご覧ください。会長の

意見の部分は，男女共同参画を考える上で非常に重要な視点かと思いますので，事務局案

と比較して議論をお願したいと思います。男女共同参画ではなく，男女平等という概念で

整理すべきといった意見に対する回答のところですが，男女平等と男女共同参画の言葉の

使い方，あるいは平等という概念の理解の仕方というのは，国民レベルでも国会や地方の

議会の議員レベルでもすごく差がありまして，結構議論されたところです。事務局として

は，男女共同参画社会基本法の前文の中に未だ男女平等が実現されていないという一文が

ありましたので，男女共同参画というのはまだまだ法的，制度的な平等に留まっており，

実質的な平等までには至っていないので，社会システムを変えながら実質的な男女平等を

目指す概念であるという趣旨で回答案をまとめましたが，これに対し武村会長からは「男

女共同参画は男女の平等を基礎としているのであって，それを目的としているのではない」，

こういう文言をいただいております。事務局としては，「男女共同参画という概念は，官製

用語で歴史も浅く，市民への浸透はまだ十分ではないが，法との整合を図る必要がありま

す」という程度に答えてはどうかと思いますが，ご意見があればと思います。 

なお，ここの部分以外その他の意見は，次の機会までに意見いただければ，事務局にお

任せいただき，調整させていただきたいと思いますが，いかがでしょうか。 

○中山委員 
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 ここの部分はかなり武村会長が思い入れのある部分ではないかと，私は思っていますの

で，ここの部分はやはり会長と意見の調整をしていただいて，きちっと示していただきた

いと思っています。県条例の成立の過程にも関わるような内容であると思います。会長ご

自身は男女共同参画という言葉に造語ではあるけれども，もう１つ踏み込んだ意味を持た

せたんだという主張を繰り返されていたのではないかというふうに思いますので，ここの

ところはぜひとも会長との意見調整をお願いして示していただきたいというのが私の意見

です。 

 それから，その他ずっと行ってもらいまして，「前文・・・？」というところがありまし

て，これはどうされるのかなというところ。18 ページに「前文・・・？」というところが

残っていますね。 

 それから，18 ページの３つ目なんですけれども，「本条例案は，男女が社会のあらゆる

分野（地域，家庭，職場等）において」というふうにされていますが，ここに学校が含ま

れておりませんので，またこだわってしまいますが，ここの「地域，家庭，職場等」とい

うのはもう省いていただいてはいかがでしょうか。「本条例案は，男女が社会のあらゆる分

野において」というふうにしてもらってはいかがでしょうか。 

○安井委員 

 すっきりとね。 

○寺井委員 

 それはいいと思いますね。 

○富田副会長 

 分野のあとは消すと。「前文・・・？」ですか。 

○中山委員 

 このままではいけないですよね，市民に公表するときに。 

○富田副会長 

 これは前文で言っているのですか。 

○男女共同参画課長 

 「・・」のところですか。ここは前文の結論が出た段階で回答すべきと考えています。 

○森田委員 

 質問は 16 ページのところに戻っていただくんですけど。先ほど中山委員言われたように，

会長さんのかなりこだわりがある部分みたいなので，ぜひ会長さんの意見も取り入れる形

でというのは賛成なんですけれども，それと同時にちょっと取り入れていただきたいこと

が，これは男女共同参画という概念，「官製用語で」と書いてあるのですが，要は法律から

来ている概念ですので，やはり基本法でどういうふうにそれが定義されていて，それに対

してこの条例がどういう立場をとるのかと。それをそのまま法律で目指したことをこの条

例で目指しているのかとか，あるいはそれとはまた違うことを目指しているのかとか，そ

の辺は明らかにしていくべきではないかと思います。でも，男女共同参画という言葉を使

っているということは，多分法律と同じようなことをこの鈴鹿市でもやろうということを

目指しているんだと，私は理解していますけれども。 

○男女共同参画課長 

 はい，そのとおりです。 
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○森田委員 

 今ちょっと条文見ていたのですが，基本法でいくと，第２条の１のところに「男女共同

参画社会の定義」ということで，それはどういう意味なのかということが一応整理がして

ありますので，これを参考にしたらいいんじゃないかと思います。 

○富田副会長 

 それでは，この部分は，ただ今のご意見を踏まえて会長との協議にお任せするというこ

とで，もう一度次回に。その他のところ，ほかにありますか。 

○中山委員 

 すいません。一番上でした。その他の罰則規定の意見が盛り込まれていました。ここを

説明いただきたいと思います。 

○男女共同参画課長 

 ここは追加したところですね。この方のご意見は割合前向きということで，私ども受け

止めていましたが，15 ページの下から６行目ぐらいに「そして重要なことは，条例制定後

の監視や有用性の評価である。禁止行為に対しての罰則規定も設けられておらず，抑止効

果に以前疑問符がつく」という意見というか，疑問を投げ掛けられた点がありましたので，

回答する必要があると判断し付け加えました。この条例そのものが理念条例ということで

ありますので，直接的な罰則等で規制していくものではないということがその回答内容で

す。 

○安井委員 

 この意見は自問自答式になっているんですね。「疑問符がつく」けど，「モラルや良識に

よるところが大きい」と答えがここに出てきているので。そのために「ひろく啓発活動し

なさい」ということで，理念条例ということを誤解されているという気はするんですけど

ね。 

○男女共同参画課長 

 そうですね。 

○安井委員 

 考えまして，ご意見のように以下のことを，こういうことが効果的だろうという意見を

いただいているから，そういうとこら辺に努めるための条例になるという回答ではだめで

しょうかね。 

○男女共同参画課長 

 前向きの方がね。 

○寺井委員 

 そうです。私も前向きな答えの方がいいと思いますね。「なじまないと考えます」と書い

ていたら，何かその意見に対して否定しているようにとられかねないような感じがします

からね。 

○男女共同参画課長 

 はい，わかりました。 

○安井委員 

 枝葉末葉的な質問なんですが，まったく条例の中身には関係ない質問なんですが，よろ

しいですか。このクエスチョンマークはとっていただくということなんですけど，非常に
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私保守的なところもありまして，文章の中で句読点とコンマとが一緒に入っている。日本

文の要するに句点・読点，それからコンマというのは英文に使われる。クエスチョンマー

クも英文に使われる記号。最近の国語審議会とかその辺の意見は全然知らないんですけど

も，最近はこうやって一般的に混ぜて使うものなんですか。 

○男女共同参画課 

 鈴鹿市ではコンマで統一ということで決まったんです。 

○安井委員 

 決まったんですね。わかりました。そうなんですね。違和感ないようであるというか，

日本語の本来の句読点の記号と，英文の記号がごちゃ混ぜで使われているというところに

対して非常な違和感を感じているんです。それで，前にも文書でも意見出させていただい

たことあるんですけど。ただ，そういうふうな統一的な見解が出されているのであれば，

世の中の流れは世の中の人がつくっていくわけですから，国語審議会の中でもそのような

方向で進んでいるようですので，別にいいんですけども。 

○男女共同参画課 

 検討委員会として句点でも別に問題ありませんので，全部変えさせていただきますけど。 

○安井委員 

 いや，煩雑になっても申しわけないので。 

○富田副会長 

 それでは，前文に。はい，どうぞ。 

○中山委員 

 まず，意見を聴く会でしたか，「もてる個性」を，漢字の「持てる個性」とすべきという

ご指摘があるのですが，この検討委員会の考え方のところで，その「も」がひらがなのま

まなので，ここは漢字にするべきではないかと思うのですが，それはいかがでしょうかと

いうこと。 

 それから，「よき社会は」という言葉は，かなりこの検討委員会の方でも松本委員からも

ご指摘があったり，市民の方からもこれが抽象的でわかりにくいというご意見をいただい

たかと思います。それで，意見を聴く会の市民の方の意見の中に，この「よき社会は」と

いうところのずっと段落を読んでいくと，ここは「新しい社会は」と入れておいてもいい

のではないかというご意見もいただいたりしています。「このような社会は」としても文章

は通じるのかなと思うのですが，この「よき社会は」という言葉は一度検討していただき

たいと思います。 

 それから，３つ目ですが，条文（案）の方の２ページの下から 11 行目の向かって左のと

ころですね。前文のもとなんですが，それの言葉が，「地方分権の時代における地域社会の

自立も，そのような社会の実現によって初めて可能であるが，そのためには固定的な性別

役割分担意識や慣行が根強く存在する現状を放置してはならない」という文章が前にはあ

ったと思うのですが，そこがころっとなくなってしまいました。私はこの６行はカットし

てほしくないという意見を持っています。なぜなら，市民意識調査というのを鈴鹿市は実

施しておりますが，その市民意識調査の結果で，「男女共同参画社会実現のためには今後ど

のようなことが必要だと思いますか」というクエスチョンがありまして，その中の１位が

「古いしきたりや習慣への対応」ということで，43％の方がこの古いしきたりや慣習への
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対応が必要ではないかという意識調査が出ています。ちなみに２位は「男性の理解と協力」

で 41.2％になっているのですが，その辺あたりの市民意識調査の結果を重視していただい

て，これは残していただけたらいいなと思います。 

 それから，四日市市の男女共同参画審議会の提言では，前文が本当に非常にシンプルで

短いんですね。シンプルで短いんだけれども，「しかしながら，性別にかかわる差別及び男

女の固定的な役割分担意識やこれに基づく制度及び慣行は根強く，男女共同参画の推進の

妨げになっています」という２行は確実に残されておりまして，私はこれは四日市と鈴鹿

市が共通の課題であるというように認識しております。そこの部分の検討もお願いしたい

と思います。 

○富田副会長 

 武村会長の修正案の方。 

○男女共同参画課長 

 事務局です。当初の前文から寄せられた意見を参考にされて会長の方で一応修正案とし

てこちらへ送っていただいたものです。今日は会長不在であり，事務局としても武村会長

の思いが十分この場ではお伝えできませんので，文案だけで理解していただきたいと思い

ます。地方分権の時代という部分は，前文が長いという市民のご意見を受けて，整理して

いただいのではないかというふうに推察しております。今現在の時点では皆さんのご意見

をお伺いして，会長と調整し，次の会議で結論を出していきたいと思います。 

○安井委員 

 今の中山委員の意見とかその辺を会長の方にはぶつけていただいて，調整していかれる

ということですね。 

○男女共同参画課長 

 そうですね。ただ，ここに寄せられた多くの意見に対してどう応えたのかといったこと

も整理，公表しますので，この場でも会長の意見だから修正はどうかといったことでなく，

皆さんの忌憚のないご意見をいただければありがたいと思います。 

○富田副会長 

 意見を届けていただくということですか。簡単なところで「もてる」を漢字の「持てる」

に。これはいかがでしょう。特にご意見ありませんか。とりあえずこんな意見が出たとい

うことで。 

○寺井委員 

 ひらがなでないといけないというような，この「もてる」というところに何か意味が含

まれているのでしょうか。そういうことはない。 

○男女共同参画課長 

 それは武村さん流の見解もあると思いますが，どうしてもひらがなでなければならない

とまではこだわってはみえないと思います。漢字のほうが一般的ではないかといった意見

を会長に伝えたいと思います。 

○富田副会長 

 次の「よき社会」はどうですか。 

○安井委員 

 これは何度も議論になっていますので，「よき社会」ってどんな社会ということは，その
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上の前段の文章を受けているとは思うんですよね。ですから，「このような」とかいうふう

な受け方をしておいた方がわかりやすいのかなという気もします。 

○寺井委員 

 そうしたら，前段を受けているということで，そこの「よき社会」の前に「このような」

というのを付けるというご意見ですか。 

○安井委員 

 「このような」というのを付けるのか，「このような社会」にしてしまうのかね。「よき」

を抜いてしまうかね。「よき」というのは。 

○寺井委員 

 「よき」というのはみんなイメージがそれぞれ違いますからね。 

○安井委員 

 だから，そういうものを取っちゃう。「このような社会は」と言う。 

○中山委員 

 意見を聴く会の方の発言も今の安井委員とまったく同じような意見で，ずっとこの文章

を読んでいると，そういうふうな上の前段のことを指しているのでという，同じような意

見だったので，「このような社会は」というのに変えてもいいのではないかと思いますが。 

○寺井委員 

 そこからもう少し下がりますと，「このような理由から」と，また「このような」という

言葉がありますので，言葉が被るのはもうひとつあまりよろしくないなと。 

○中山委員 

 それは気づいてなかったので，本当にそのとおりですね。被りますね。 

○安井委員 

 これ「このような理由から」っていりますか。 

○富田副会長 

 「以上のような」とか。 

○中山委員 

 被らないように変えてもらう。 

○安井委員 

 ここでパラグラフが変わるのだから，「このような理由から」というのを完全に取っても

いいような気がするんですけどね。またわかりにくくなるかな。 

○森田委員 

 ・・と入れた方がいいと思いますけど。 

○富田副会長 

 中山委員の「地方分権の」というところも会長にご検討いただくんだとすると，また前

後も変わってきますから，あまり触らない方がいいのかもしれません。言葉のところだけ

だったら，こことここをこんなふうにとお願いをする。 

○安井委員 

 そことの整合を見ていただかなければいけないとは思うんですけども，若干そこに関連

してきますので，そこの方の意見としては，「固定的な性別役割分担意識や慣行が」と言っ

たときに，結構ほかのことで置き換えられる場合があるんですよね。伝統的な行事ですと
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か，日本の古来の文化を壊すのかとか。その文化性の中にもそういう，文化というのは新

しくどんどんつくられていくものですから，新しい考え方の中でつくられればいいと思う

んですけど，それはそのときを経ながらというそういうものを頭から壊していくのかとい

う意見が入ってここも消えていくようなことが多いと思うんですね。 

ただ，公聴会に来ていただいて意見を言われた方は，こういう慣行の壁にぶつかってい

るというご意見も，先ほどのアンケートでもそういうのが多いというのもありましたけど，

そういうご意見もあったかと思うんですよね。ですから，これをそういう誤解のないよう

にうまくこの部分，特に「そのためには」以下は取り込んでほしいというのは，私も同じ

意見です。 

○森田委員 

 ここが最初に議論されたときに自分がどういう考えとかよく覚えてないんですけど，今

ちょっと読んでいて思ったのですが，「地方分権の時代における地域社会の自立も，そのよ

うな社会の実現によって初めて可能である」というところを読んだときに，私今ちょっと

思ったらよくわからないなというふうに思ったんですけれども。地方分権時代における地

域社会の自立が，男女共同参画社会の実現によって初めて可能であるってどういうことな

んだろうというふうに，何か素朴に疑問に思ってしまったので，おそらく。寄せられた意

見の中にはそんな意見はなかったかもしれませんが，わかりにくいかなというふうに思い

ました。どうつながっていくのかと。男女共同参画社会が実現されたら，地方分権，地域

社会の自立が実現される。どういうことなんでしょうか。 

だから，もしこれを入れるなら，その辺ももう少しわかりやすく，どうつながっていく

のかというところを書くべきではないかと思います。むしろ逆にそこがうまく表現できな

いのなら，この部分はカットするというのはやむを得ないのかなという気もします。 

○安井委員 

 逆にこの部分はカットしてもいいような気がするんですよね。 

○寺井委員 

 「地方分権」の方から「そのためには」というような部分まで，カットしてもいいよう

な感じがするんですね。やはり新聞紙上でも見ていますと，先ほど中山委員がおっしゃい

ましたように，また三重県でのアンケート調査の中でもありますように，鈴鹿市もアンケ

ート調査をされていると思いますが，その中でもやはり固定的な性別役割分担意識とか慣

行というのは依然として変わっていないことに，三重県はそれがかなり強いという結果が

出ておりましたので，入れるとしたらその前をカットして後ろへ入れた方がいいのかもわ

かりません。 

○中山委員 

 私も後半の方を残してほしいので，その部分を言いました。それで，さっき安井委員も

おっしゃられたように，１つはアンケート結果ともう１つは公聴会の方で村制度でしたか，

この条例ができることによってそういったものが改善されていくかもわからないというよ

うな期待を持たれた方の意見もありましたので，そのことが思い出されておりました。私

も残してほしいのは，「固定的な」からあとのところは残していただきたいと思っています。 

○富田副会長 

 そうすると，会長に。 
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○安井委員 

 会長にはここら辺でテープ起こしてもらったのをそのままぶつけていただくということ

で。 

○富田副会長 

 ご意見をお伝えいただけますでしょうか。こういう感じでしょうか，この部分は。 

○寺井委員 

 それを入れていくと，上からずっと整合性がとれますか，文章の中で。どうですか。 

○富田副会長 

 理想的な社会はこんなんですよ。でも，現実にはこんな状況が残っていますよ。ただ，

そういう理由からこういう条例をつくりましたという，そういうふうな。 

○安井委員 

 内容として入れていただければ，ここへはめ込むという形でなくてもいいような気がす

るんです。 

○富田副会長 

 寄せられた意見の３ページ「以上，前文の文章は事実であるかどうかの証明や・・・」

のところ，こういうのは前文と関係あるのでしょうか。このような意見はカットするとか，

これはどこにどう表現するのでしょうか。 

○男女共同参画課長 

 この方の意見をどうするかですが，「条例はいらない」ということを言いながら，一方で

は「条文はこうすべきだ」といった手法で全ての条文について異議を唱えており，全体と

して矛盾したものになっています。そこで，こうした意見に対応することが無意味ではな

いかといった議論も出てきたわけですけども，できる限り検討委員会としてきちっと対応

していこうという考えで整理してきました。従ってここの部分も不必要と判断できればカ

ットすべきだと思いますので，委員会で議論をお願します。 

○森田委員 

 私はこれは載せるべきだという意見です。これは無関係だと切っちゃうにはちょっと無

理があると思います。前文の中身について言っているわけですし。だから，これも偏った

意見だと思いますけど，無関係とは言い切れないと思います。 

○中山委員 

 まったく賛成で，カットすべきでないと思います。ここの前文について書いていただい

ている意見だと思います。 

○安井委員 

 逆にこの意見に対して考え方というのを示すことで，いろんなほかの条例をつくる側か

らして誤解と思われるようなことへの回答になってくる部分も結構出てくるような気がし

ますので，そこを少し丁寧にこの部分だけ，書いている姿勢はどうかと思いますけど。そ

の後でちゃんと答えてもらっているんですけどね。ここへの回答は個々の部分の中でちゃ

んと答えていただいているところが結構あるもので，そこで出てくるのであればその部分

をご参照くださいでもいいかと思うんですけどね。 

○男女共同参画課長 

 安井さんおっしゃったように，前文に関しても結構いろんな意見ありまして，ここをう
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まく表現して整理しておかないと，市民の皆さんからみて一番先に目につくところですか

らね。後の個々の部分をご覧くださいといった表現で済ませていいのかどうか少し気にな

るところです。 

○富田副会長 

 ３ページから全部そうですね。「地方分権の時代云々」もそうだし，「言論統制」という

ところもそうなりますね。個別に１個１個対応するとすごくややこしいことになりそうな

気もするんですけど，確かにほかりっぱなしはまずいですね。 

○中山委員 

 意見を聴く会やパブリックコメントの意見をもう一回検討委員会で議論して，こういう

ふうに修正しましたというような内容の，文章を最初に打ってもらって，修正文を入れて

もらったらどうですかね，個々に回答していくのではなくて。 

○富田副会長 

 これが一番上の。 

○中山委員 

 ほかの条のところは個々に回答になっているところもありますね，この公表にあたって。

だけど，この前文のところは個々に回答しているような形式をとっていないので，そこの

違いがちょっと「あれっ」と市民の方に思われるといけないのでと思ったんですけど。 

○安井委員 

 ですから，今言われたように，ここは修正案をそのままというか。 

○中山委員 

 それが回答ということですね。 

○安井委員 

 になっているだけですので，中山委員の言われたのと，表現形式をどうするかですよね。 

○富田副会長 

 修正案の上のところに１行このように修正しましたと入れればいいですね。 

○安井委員 

 入れればということですよね。で，こういう形にしたという。もしくは，そこの横に条

文と同じような対応の仕方で，ただ関連するところもあるし，考え方を少し書いておくか。

私としては，関連するところは関連するでそこへ飛んでいただければいいと思うんですけ

ど，ここのところでちょっと丁寧にしておくことでいろんな誤解に対する回答は出てくる

と。また条例のところに行ったときも，その関連の中でわかりやすく見ていただけるかな

という気がします。 

○寺井委員 

 ３ページから４ページにかかるところの一番下の方に「女の人で好きで専業主婦をやっ

ている人だっている。家庭の事情で仕方なく働いている人だっている。男の人でも働きた

くない人だっていくらでいる。そういう人たちに『主夫』になってもらい，自分が働いて

云々」がありますよね。この質問は，常に出てくる質問なんですよね，公聴会とかしまし

たら。だから，こういうようなことに関して，これがやっぱりかなり誤解をされている部

分があるから，そういうような前には回答をちょっと付け加えておくとか。 

○安井委員 

 21



 ここは逆に言うと，この人の意見の中でもパラドックスの部分なんです。社会システム

そのものが崩壊してしまうから，ジェンダーフリーで，規制するのはおかしいと言いなが

ら社会システムの中で規制しないとだめだという，要するに女性は主婦をやりなさい，そ

うしないと社会システムが崩壊してしまいますよ。男は外へ出て働きなさい。フリーター

は許されませんよ，ニートは許されませんよみたいな形にも読み替えられるところなんで

すよね。 

ですから，非常にここの部分は回答は難しいと思うんですけど，これは一般論として今

まで何度も言われてきましたけど，その家庭の中で言えば夫婦というペアの中でどちらが

どういう役割を担うかはそこの夫婦が決めればいいことであって，社会システムの中で決

めることではないというのを言っているわけですね。この人の言っていることの前半では，

そうやって好きなことやっている人もいるんだ，だからいいじゃないかと言いながら，後

ろの方ではそんな勝手なことをしていたら社会のシステムが崩壊してしまうという言い方

もしているわけですね。じゃあどうするのということで，ここに対しては非常に難しいと

ころですけども，そういうとこら辺にこだわらないで，男女共同参画としては今言ったよ

うなこう定めるものではないんだということをきちっと話をしておくという回答にしてい

けばいいと思うんですね。ですから，中身の１つ１つに答えるのではなくて，考え方を示

していく。 

○寺井委員 

 そうですね。 

○富田副会長 

 意見として載せてあるだけだと。ちょっと対応が１ついるかなという気もします。 

○中山委員 

 賛成です。よくわかりました。初めはその回答がとても大変かなと思ってしまったもの

で。例えば一番上の「輻輳」という表現についてはわかりにくいのでカットしましたとか，

こういったところはわりと横に付けられる回答がやりやすいと思います。ただ，理念にも

かかわるところですと，回答がかなり難しいなと思ったもので，自分自身が。それで，初

めにこういうふうに修正しましたと入れて修正案を書いたらどうかという意見を言いまし

たが，やはり今の委員さんのご意見を伺っていると，そういったことに答えていくことが

いろんな誤解も解くことになるということで，個々に答えるということに賛成します。 

○富田副会長 

 直せるところは修正案で直しているわけですね。個々に答えられない部分は理念をもっ

て答える。まとめてこのような中で。 

○寺井委員 

 先ほど安井委員がおっしゃいましたように，別に個々に答えなくてもよくて，ここの場

合は理念に対する考え方をここで示していけばいいのと違いますでしょうか。 

○安井委員 

 条文の中で説明しているところはその辺を参照していただく。決してここで言われてい

るようなことではないですよということだと思うんですけども。 

○男女共同参画課長 

 すいません，事務局ですが，安井さんの意見と寺井さんの意見を参考にさせていただい
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て，うまくまとめさせていただきます。先に申し上げたように，ここの部分は一番初めの

のところですので，市民のにつきやすいところであり，回答というか考え方をきちっと整

理してないと，次の部分にきちっといって最後まで読んでいただくためにも大事かと思い

ます。 

○富田副会長 

 あとはよろしいですか。 

○中山委員 

 前文以外の部分でもよろしいでしょうか。 

○富田副会長 

 はい。 

○中山委員 

 そうしたら，前回の議論の中で 10 条を見ていただけますか。10 条のところでここにパ

ブリックコメントの意見をいただいて，「解消」となっていたところを，皆さんの意見で「是

正」に変えていただいたことがあったと思います。それで，私自身は「解消」とすること

を行き過ぎとは思っていないのですが，条例の整合性を図りましょうということで，第９

条の１号に合わせましょうということで，ここも「男女間の格差を是正する」と第９条の

１号にあったので，ここを「男女間の格差を是正」に 10 条も変えてもらったかと思うんで

すね。 

 それで，そうなってきますと，第２条に戻っていただいて，２条の５ページの中にも「男

女間の格差を」という表現がその前に付いていて，「改善するため」となっているんですね，

２条も。会長はここはこのままでいいというご意見だったんですけれど，私はここも「是

正」に変えたらどうかという意見を持っています。 

 なぜこの２条が変えにくかったかと言いますと，この２条の中に「積極的改善措置」と

いう言葉が使われていて，その「積極的改善措置」との整合性を図るために，そこが私は

「改善」という言葉が使われているんだと思うんですね。それで，四日市の提言を見てみ

ましたら，「積極的格差是正措置」という言葉が使われていまして，「積極的格差是正措置」

という言葉にそこを変えたら，「男女間の格差を」と表現されているところは，全部そのあ

とは「是正」になる可能性があると思います。 

 ６ページの向かって右側のところにも，「男女参画機会の格差を改善するため」とありま

すが，そこも「是正するため」に修正できるのではないかと思います。 

それから，第５条なんですが，第５条の回答のところも「雇用機会や賃金について男女

格差の改善が」というようになっていますが，ここも「雇用機会や賃金について男女格差

の是正が十分でない現実があり，積極的格差是正措置や」というように変えたら，「改善」

のところは全部「是正」に変わるのではないかという意見を持っています。 

 ただ，３条にも実はあって，３条の「性別による固定的役割分担意識に基づく制度や慣

行を」，ここには「改善する」と入っているのですが，ここまで「是正」に変える必要があ

るかというのはちょっと疑問なんです。「男女間の格差を」というところを 10 条で修正し

たように「是正」に修正されるのであれば，私は条例中の「男女間の格差を」となってい

るところは「是正」にするべきだという考えを持っています。 

検討委員会でのご意見をもう一回お願いしたいと思います。 
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○安井委員 

 前もこれは揺れたところですね。 

○中山委員 

 積極的格差是正措置。 

○富田副会長 

 それはどこに。 

○中山委員 

 四日市の提言に。 

○安井委員 

 要するに，積極的改善措置というのを積極的格差是正措置にすれば，第３条を省いてそ

の他の部分についてはすべて是正にできるのではないかというのが意見なんですね。 

○中山委員 

 そうです。第３条については慣行等々なので，そこを是正まで踏み込むかどうかは別に

して。きっと解消だと行き過ぎというイメージがあるから是正にしたらどうかというご意

見だと思うんですよ。ですから，解消と是正ではこのパブリックコメントの方のイメージ

からいくと，解消は一歩踏み込んでいて，是正は解消よりは適切なんじゃないかと捉えて

いると思うんですね。条例上の文言としてイメージ的にこの方のように違いがあるのかと

いうことがわかっていない委員で申しわけないんですけれども，10 条を是正に変えるのだ

ったら，私はほかの男女間の格差というところも是正にするべきと思います。改善と是正

の違いはどうなんですかね。是正，解消というとどういう違いがあるんでしょうか。 

○寺井委員 

 法律的に違うのでしょうか。 

○森田委員 

 いや。解消というのは別に法律用語ではないので。 

○中山委員 

 そうですね。森田委員に言ってもらいましたものね。 

○寺井委員 

 改善と是正はどう違うのでしょうか。 

○安井委員 

 一般的な，本当に一般的なニュアンスとして，よく製造分野なんかで改善とか是正とか

いうときには，改善というのはよりよくしていくというニュアンスが結構含まれているん

です，一般的には。是正というのは，何か問題点が発生していて，それを正していく。ち

ょっと事務局も触れられましたけども，そういうニュアンスが含まれているような気がし

ます。そこをどう捉えるかというところだと思うんですけど。これはあくまで一般論です。

改善活動というのは，今あることは今あることで現に動いているんですね。何も問題ない

です。ただ，それをよりよくするために。だた，是正をしなさいというときは，もうそこ

で何か問題が起こっている。不具合が生じている。だから，是正しなくちゃというときで

す。そういうときにはあまり改善と言わないんですよね。是正措置をとりなさいと。 

○富田副会長 

 正解があるときが是正という。 
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○安井委員 

 正解ということではないですけど，今現在いろんな破綻なり問題とか不具合が生じてい

るときに。企業の中ではそういう使い方をしています。比較的ですよ。 

○中山委員 

 賃金格差等の問題は是正という表現がよく使われますよね。男女の賃金格差の問題の場

合は。 

○安井委員 

 だから，それは前提があるわけですよ。労働基準法で同一労働は同じ賃金にしなさいと

いうのがあるわけですね。同じ仕事をしているのに，男だから女だからということで格差

があるから，それは是正しなさいというような言い方をするんじゃないかというふうに，

私は想像しています。 

○森田委員 

 正直，是正と改善がどう違うのかというのはわからないところなんですよ。改めて考え

たことはないです。今，基本法の方を見ていると，ずっと改善という言葉が使われている

んですけれど，安井委員のお話を聞いていると是正という言葉の方が合っているんじゃな

いかという感じですし。もう少し慎重になって考えた方がいいのかなという気がしました。

すいません，意見としてはよくわからないという意見なんですけど。 

○中山委員 

 時間もちょっと押しているので，次回の課題にしてもらうということでいかがですか，

この点については。それと，まだ課題を。９条をお願いします。９条の 11 ページをお願い

したいのですが，11 ページの回答の修正部分なんですが，この第４号について，例えば男

女混合名簿のところがありますね。その横に「そういったものを指すものではありません」

とシンプルに書いていただいてあるのですが，この点については私，前回人権教育課の意

見をぜひとも聞いてみたいということで要望させていただいた点でございますので，こう

やってシンプルにしておいていいものかどうかというのも人権教育課の意見を聞かないと

不安が残る点でございます。もし回答があったらお願いしたいというのと。 

 これはかなりびっくりしたのですが，「第７号について」というところの横の回答なんで

すが，「実質的に機能する苦情処理委員会の設置を意図し，規定しています」と書いてある

のですが，私たちの話し合いではこの苦情処理委員会というのは，私も紹介させてもらっ

たり提案もさせていただきましたが，今のところ具体的に設置の方向性ではない，設置を

しないという方向にこの委員会では結論が出ていたように記憶しています。それは，総合

的な理由としては，13 条で設置される男女共同参画審議会でいろいろ対応が可能であるか

らというような，そういう理由で苦情処理委員会を設置するのはやめにしておきましょう

という結論になっていたかと思うのですが，「規定しています」と書くとかなりこれは四日

市のように規定したのかなというように誤解されると思うんですね。その点いかがでしょ

うか。 

○男女共同参画課長 

 苦情処理委員会という表現は誤りです。中山委員がおっしゃったように，事務局として

も意見のような苦情処理委員会は想定しておらず，ここで答えたかったのは，具体的に必 

要な苦情処理体制は，基本計画に定めるものであるといった回答内容としたいと思います。 
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○中山委員 

 人権教育課は。 

○男女共同参画課長 

 人権教育課で回答内容について，確認していませんので，次回に報告でご了承願います。。 

○中山委員 

 人権教育課の意見を聞いてほしいというのは私が言って，あと安井委員がそれに賛同さ

れまして，前回の会議では。それで，ぜひここの委員会として参考意見にしたいというこ

とだったと思います。先ほど寺井さんが言われたように，専業主婦なんかの誤解の部分と

同様に，かなりこういった内容の分野についての誤解がある部分ではないかと思うので，

慎重に対応するべきだと思います。 

○安井委員 

 例えば男女混合騎馬戦も年齢にもよると思うんですけど，男女同室着替えとかそういう

ものを指すものではないということについては議論がなかったんですけども，男女混合名

簿とかその辺については現状いろいろ済ましているところもあったりするということで，

ぱっとそういうものを指すものではありませんということだけで，今そういうことをやっ

てみえるところからの誤解もなくそうということで，こちらへの回答だけではなくて，こ

の意見を読まれたときにそういうことを一生懸命やられている部分に教育現場とかその辺

での混乱を来たすといけないという意図もあって，そこら辺で一度意見を聞きたいという

ことだったんですよね。 

○中山委員 

 まったくそのとおりです。 

○男女共同参画課長 

 事務局の不手際です。申しわけございません。人権教育課と回答案を調整し，次の機会

にお示ししますので，ご了承願います。 

○富田副会長 

 今回，会長がおっしゃったのは，ものすごく難しい問題だから，あまり踏み込むとやや

こしいことになるぞということがあったと思います。この欄では言い切れない，対応し切

れないということで，１行になったんだと思います。 

○安井委員 

 意図はそのままなのでそれでいいと思うんですけども，ただ委員会として現場の意見だ

けは聞いておきたいということですね。 

○安井委員 

 第４号はそういうことを言っているのではないということはそのままでいいと思います

ね。 

○富田副会長 

 ここではあまり言わないで。 

○男女共同参画課長 

 そうですね。 

○安井委員 

 質問者がなかなかこういうのはテクニックを持ったような質問の仕方ですよね。でも，
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第４号で言っているのはここで言うようなことではないということは。そういったものを

指すものではないと。 

○富田副会長 

 具体的にこういうものを出すと言えないと思うんですね。 

○安井委員 

 そうですね。ですから，そういう面では回答としてはこういう回答にしかならないとい

うことですね。 

○中山委員 

 ただ，男女の混合名簿については先生方が導入の部分でお使いになって，こういった名

簿のあり方もありますねというような感じで，教育の場における男女共同参画の推進に役

立てていただいているような教育現場もあるのではないかと思って，「そういったものを指

すものではありません」と表現してしまうと，何か男女混合名簿を否定するようにもとら

れないかという懸念があったのは事実です。ですから，このほかにも男女混合徒競争，男

女混合騎馬戦等々もあるので，あまりこだわりすぎるといけないことはわかっていますが，

ぜひともそういった点で人権教育課の現場を指導されている立場の方々に意見を聞いてみ

たいというのがありました。 

○森田委員 

 この条例で基本計画の大枠だけ９条で定めておいて，基本計画自体は別に定めるという

ことにしたのは，やはりこの条例策定の段階ではそこまで細かいところまではできないと

いう。実際には基本計画を定める段階で，それこそいろんなところの情報を集めて，いろ

んな部所との整合も図って，その上で必要な事項を決めてくださいねということで任せて

いる。ここでは条例ではできないから任せているので，条例の段階で細かくこれはいいん

だ，あれはだめなんだとは言わないことにしたっていう。 

○安井委員 

 そうですね。 

○中山委員 

 そうですね。 

○寺井委員 

 条例はやっぱり理念とかそういうのをきちっと定めることであって，それをやっていく

のはプランとかそういう実際に行うときの方に移っていくのであって，あまり事細かく逐

一やっていきますと，物事が曲解されるおそれがあるんじゃないかなと思います。 

○森田委員 

 やはり安井委員もさっき言われましたが，表現の問題だと思うんですね。これだと中山

委員も言われましたように否定するというふうにとられてしまう。そうじゃなくて。 

○寺井委員 

 回答の表現ですか。 

○森田委員 

 はい。結局，細かい何が教育の場に必要な事項で，どういったことが実現可能なのかと

いうことは，やはり基本計画の中で決めるべきことであって，ここの条例の段階で議論す

べきことではない。ここの場所で議論するにはあまりにも情報が足りなさすぎる，という
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ことだと思いますので，この場で議論することでなくて，それは基本計画の中で具体的に

は決めていきますという，そういったニュアンスが出てくるような表現にしていただいた

らと。 

○中山委員 

 賛成です。 

○男女共同参画課長 

 はい。皆さんのご意見に沿う形で整理します。 

○森田委員 

 ここでは取り上げてないというだけで，賛成でも反対でもないということだと思うんで

すけど，条例としては。 

○富田副会長 

 それでは，最初の前段のところですが，「・・・遺憾に感じます」というところについて

ご意見はありませんか。 

○森田委員 

 「なお」からのところですけれど，私の意見ですが，２つのこと，２段階だと思うんで

すけど，１つは条例の内容に関係のないことはカットしましたというところと，それから

問題部分については遺憾に感じますという２段階だと思うんです。前段の条例に関係ない

ところはカットしていますよでいいと思うんですけど，後段はどういったところについて

遺憾に思っているのか，この文章では「このことについて」ということになっているので，

ちょっとよくわからないことになってしまいますので。遺憾に感じる対象が何なのかとい

うことについては，先ほど前の方の議論で富田委員が言われていた委員に対する個人的な

誹謗中傷，そういったことに対しては遺憾に感じますというのがいいのではないかと思い

ました。 

○富田副会長 

 削除しましたということを入れるわけですね。よろしかったでしょうか。 

○中山委員 

 「独断的な偏見に満ちている」というところはちょっと修正ということですね。 

○森田委員 

 載せない方がいい。誤解を招きます。 

○中山委員 

 誤解を招く表現だからということですね。 

○安井委員 

 具体的ですから，誹謗中傷であれば。それの内容までは触れる必要ないわけですし。 

○富田副会長 

 あとはよろしかったでしょうか。 

○中山委員 

 あと事務的なことになりますが，７回の会議録の事故がやっぱり私かなりショックでし

て。それで，委員協力は何日までに提出というように言ってもらうと。なぜかと言えば，

会議録というのは登録団体にも送られておりますし，今この問題に関心を持っておられる

方，少なくとも意見を聴く会に出席していただいた方々は，７回と８回の会議録は早く見
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たいと思われる方が多いです。実際に私のところにももう問い合わせがあります。８回の

会議録はまたテープ起こしで修正かけてという方法をとられると思いますが，７回の会議

録については形式を変えるわけですから，何日までに議事として残しておいてほしいもの

がもし委員の中にあったら，その委員提出の期限を区切っていただいたり，一応こういっ

た形で７回の会議録は市民に市政情報課に行政資料として提供します，ネット上に公開し

ますという事前にどういうものかこれは見せていただきたいと思います。 

○富田副会長 

 ということですので，どうしますか。だから，こちら側の回答修正部分みたいな，これ

を基本にというかベースにして，ここら辺のところでこんな意見を言ったというのを入れ

ていただくということでしょうか。 

○安井委員 

 委員からの意見の様式については自由にしていただきたいです。第何条に対してという

様式もあれば，全体的な意見として。個々に具体的に申しわけないんですけど記憶してい

ない部分もありますので，トータルとしての。 

○富田副会長 

 何となく何もないところから入れるのは大変なので，これをだいたい目安にして。 

○安井委員 

 そうですね。ベースはこちらに。 

○中山委員 

 私も委員の提出物については自由な形式でお願いします。鈴鹿市内の会議によっては，

委員の提案事項もばっと添付されていて，それが会議録ですってなっている場合もありま

すので，そういった形式をとられても別に審議会的にはおかしくないと思います。 

○富田副会長 

 おまかせしますということだそうですので，メールまたはファクスとかいろいろでとい

うことでよろしいでしょうか。 

○森田委員 

 いつごろまでというのを決めておいてもらないと多分やらないと思うので。 

○中山委員 

 ショックだわ。何が原因でしたか。 

○男女共同参画課 

 配線ミスです。 

○中山委員 

 これに限って。 

○男女共同参画課 

 事務局も本当に一瞬顔色がなくなるぐらい。 

○中山委員 

 夢の中に中山の顔は出たと思う。 

○男女共同参画課長 

 中山さんもかなりご意見いただいてますね。 

 前回の会議概要を参考に，記憶をたどっていただいて，付け加えるべきと思われる意見
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を出していただきたいと思います。 

○中山委員 

 それだとあとから事務局が修正された場所もかなりあるわけですからね。審議会の記録

ですというようなこれだけで終わってはいけないと思います。あとからいっぱい私たちに

事前の連絡もなく修正されたところがあるわけですから。 

○男女共同参画課長 

 本当に申しわけないと思っていますが，事務局の不手際で余分の仕事も押し付けるよう

な形になりまして，お詫びを申し上げたいと思います。 

○中山委員 

 手書きでもいいですか。あとで見てもらうということで。 

○男女共同参画課 

 何でも形式は結構です。１週間ぐらいの期間でお願します。 

○男女共同参画課長 

 今後の日程調整ですが，会長が 10 日ぐらいで復帰できそうだという話を聞いております

ので，いいふうに期待を込めて，できる限り早くは資料をお持ちし，内容確認や次回日程

の打合せをしたいと思いますが，事務局に任せていただいて調整させていただきたいと思

います。 

○富田副会長 

 次は早くとも 12 月頃になりますね。 

○男女共同参画課長 

 はい。 

○中山委員 

 会議録の意見の提出日はいつまでですか。 

○男女共同参画課 

 来週の 22 日あたりでいかがでしょうか。ファクスなりメールなり，どのような形式でも

結構です。 

○富田副会長 

 それと，提言内容も今日時間がなくてやれなかったんですけど，これは目を通していた

だいておくということでお願いします。 

○男女共同参画課長 

 提言は，条例案と，あと内容的には一連の会議の中で議論されて，この条例に盛り込め

ない内容についてまとめることになります。その内容は，３点あったと思いますので，資

料３に整理してありますので，ご確認をいただきたいということです。 

３つあるんですね。基本計画を市議会の議決事項とすべきこと，人権擁護に関する条例

の見直しと連動するようにすべきということ，あと現在策定中の総合計画に内容を反映す

べきであるということ，この３点が今までの議論の中で出ておりましたので，文案につい

てはお任せいただきたいということです。 

○富田副会長 

 これを各委員で読んで。 

○中山委員 
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 今日もう読んできまして，意見いっぱい溢れているんですけど。また次のときに提案し

ます。もう時間がこんなんだから，今日は言えないと思います。 

○富田副会長 

 どんどん事務局の方にも伝えていただいて。 

○中山委員 

 これも意見提出ですか。 

○富田副会長 

 あとでまとめて今度やった方がいいと。 

○男女共同参画課長 

 次回で議論することにはなりますが，どんな内容でもご意見がありましたら，先ほど申

し上げた議事録の内容と併せて提出をお願いしたいと考えます。 

○中山委員 

 そうすると，次が最終回ですか。 

○富田副会長 

そうですね。 

○中山委員 

今日が本当は最終回と思ってて，すごく焦っていたんです，私。ごめんなさい。 

○富田副会長 

それでは，これで会議を終了します。 

 


