
第９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１２月２６日（月）１３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 研修室２ 

 

（事務局） 

 予定時間です。会議を始めさせていただきます。 

 寺井委員の到着の方がちょっとおくれているようですけれども，進めさせていただきます。 

終了時刻を３時半ぐらいを目途に予定をしておりますので，よろしくお願いいたします。 

 まず，生活安全部局から一言ごあいさつを申し上げます。 

（生活安全部長） 

 では，改めまして，こんにちは。 

 この会議の内容は，いつも会議録に目を通し確認させていただいていますが，いろんな意

見がある中で，しっかりとご審議いただき，最終的に集約していただきました。皆さんのご

尽力，心より感謝しております。特に，会長であられます武村先生には，体の調子を崩され

たと伺っておりますが，本当にありがとうございました。 

 担当課長から，会議のごとに，私も報告をもらっていますし，市長も多分その会議録は，

関心を持って目を通しているものと思います。 

 今日は，最終の段階ということで，素晴らしい提言をいよいよいただけるものと期待して

おりますので，よろしくお願いします。 

 ご承知のとおり新庁舎での業務を１月の４日から予定していますが，それに向けて，本格

的な引越し作業の準備をしています。一部は既に作業を進めており，１月４日に万全の体制

で臨むため，その段取りに追われていますので，中座させていただきますけども，よろしく

お願いします。 

提言書をいただくのは，新庁舎でお願いすることになりますが，その際は，新庁舎もご案

内させていただければというふうに思っております。皆様方には何かとお忙しい中でござい

ますけれども，一つ風邪など召されることのないように，お気をつけていただいて来年元気

にまたお会いできることを楽しみにしております。 

 よろしくお願いいたします。 

（事務局） 

 それでは，進行の方を会長の方にお願いいたします。 

（武村会長） 

 前回はちょっとご迷惑をおかけしまして，すいません。一番大事なところで休みましたけ

れども，そんなに影響もなく進行していただきまして，ありがとうございました。 

 それでは，事項書に従って，基本的には，きょうは最終日ということでございますので，

よろしくお願いいたします。 

 事項書の１，これはこの中に書いてあるように，パブリックコメントに寄せられた意見へ

の回答と言うことで，大体今までの議論していただきました。さらに何かあればということ
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なんですが，その前に，まだ未定のところがあります。１７ページですね。１７ページの右

側の下から５行目の部分です。事務局から提案がありましたので，ご検討願います。事務局

から説明をお願します。 

（事務局） 

 まだ回答案をつくっていなかった部分で，「・・・？」という表現になっています。事務

局としましては，ビジョンの具体的な内容については，第８条の基本計画に掲げられるもの

と考えますという回答ではどうかということです。あと，もう１点申し上げますと，前文の

中の下線がひいてあるところですが，原案は「排除」という言葉になっていましたが，「解

消」「払拭」というような表現の方が文の流れがいいのではと考え，提案させていただきま

した。提言の内容とあわせて事項の２番，３番の中で議論をいただければということで思っ

ております。 

（武村会長） 

 ということで，４ページ，５ページの前文に関しては事項書の３で，ご検討いただくっと

して，それ以外の部分，特に今つけ加えた１７ページについてご意見ございますでしょうか。 

（中山委員） 

 前文から一通りは，やっていただければ安心かなと思いまして，それをやることによって

この３番目の条例案，最終盤についてということも随時完成していくのではないかというよ

うに思いますので，まず，お願いします。 

 最初の４行です。簡単なところからなんですが，「ご」が平仮名で検討委員会の考え方の

ところの御意見の「御」が漢字になっているので，よかったら整合性をということと。 

（武村会長） 

 １ページですか。 

（中山委員） 

 はい，１ページからです。 

 それから，４ページに，前回，安井委員から・・・。 

（武村会長） 

 ちょっと待ってください。１ページのまず検討委員会の考え方の部分ですか。 

（中山委員） 

 この１，２，３，４行ありますね。最初の。 

（武村会長） 

 検討委員会の考え方ね。右側の。 

（中山委員） 

 そうですね。この４行を，線が引いてもらってあって，うまく表現していただいたなと思

うんですが，検討委員会の考え方のところの「御意見」の「御」が漢字になっているので，

上のところはひらがななので。 

（武村会長） 

 上のというのは。 

（中山委員） 
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 上の４行のところです。すばらしいご意見の「ご」は，平仮名になっているので。 

（武村会長） 

 ああ，そうですか。すばらしいご意見。２行目ね。 

（中山委員） 

 はい。ごめんなさい。 

（武村会長） 

 これは当然ですね。 

（中山委員） 

 整合性を取ってもらって。 

（武村会長） 

 全部，どっちにします。平仮名のほうががいいのかな。 

（中山委員） 

 平仮名の方がいいんじゃないですか。 

（武村会長） 

 じゃ，全部平仮名ということで。それから。 

（中山委員） 

 それから，４ページの方に，前回安井委員からご指摘あったんですが，コンマと普通の点

がありますね。それで，コンマと点が４ページは混在していますので，コンマですね，統一

は。 

（武村会長） 

 コンマですね。 

（中山委員） 

 それから，５ページなんですが，排除，解消，払拭という言葉をどうするかということを，

検討してくださいという意味だと思うのですが。 

（武村会長） 

 これは後で，３でやります。 

（中山委員） 

 やるんですね，はい，じゃあ，また後でお願いします。それから，「このたび」となって

いるんですが，その下３行目ですね。 

（武村会長） 

 この前文については，あとで。 

（中山委員） 

 後でやるんですね。後で，３でやるんですね。内容については，そうですか，わかりまし

た。そうすると，３でやることによってこの回答案も修正がかかってくるということですね。 

（武村会長） 

 本当は，３が先の方がよかったかもしれません。条文が最初でも。まあ，そういうことで。 

（中山委員） 

 ６ページをお願いします。６ページの下から５行目のところで，検討委員会の考え方のと
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ころで，「何らかの思想に」の「ら」が１つ多いと思います。 

（武村会長） 

 そうですね。６ページ，右の下から５行目，「ら」が１つ多いということです。 

（中山委員） 

 それから，８ページなんですが，８ページの検討委員会の考え方のところの，下から４行

目で，男女格差というようになっていますが，これは「男女間の格差」ということで，表現

を統一しましょうと，前々回の議論があったかなと思いますので，「男女間の格差」という

ようになさった方がいいと思います。 

（武村会長） 

 これはほかの部分にももしあれば，同じですね。 

（中山委員） 

 そうですね。 

 それから，10 ページですけれども，この 10 ページの下線の部分なんですが，これは森田

委員の意見をそのまま書いていただいてあるんですが，そのことによってとてもわかりやす

くなったので，私はこの下線の部分，このままで賛成です。 

 それから，それに関連して 11 ページではご議論をお願いしたいんですが，森田委員案に

よりますと，ここの 11 ページの最初のところは，表現が変わってくることになりますので，

先日森田委員から提出されたこの 11 月 15 日付の，森田委員の意見の資料参考というのを出

していただけますか。それの一番最後のご意見なんですけれども，私は改正ＤＶ法を読んで

みましたら，まさに配偶者等とはなってなくて。そして改正の方で元配偶者も含めるという

ような要素もあったかと，解釈が拡大されたということは，ＤＶ改正法の方では，わかった

んですが，この森田委員の意見に私は賛成です。それで，そうなってきますと，ここ文章は

少し変えていただかないといけなくなるのではないかと思います。 

（武村会長） 

 具体的には。 

（中山委員） 

 この森田委員の最後にあります＜パブリックコメントに対する回答として「ＤＶ法との整

合性を考え，『配偶者』と修正しました。『配偶者』とは，ＤＶ法の定義にあるように，

（ここは定義を書くという意味ですかね。）を含みますが，子どもは含まれません」とすべ

きではないでしょうか。＞となっていて，こういうふうに書いてもらったら，ここの方のご

懸念は取れるものと思いますので，この 11 ページの一番最初のところの文章を森田委員の

に変えた方がいいのではないかと，改正ＤＶ法との整合性からいって，それの方がベストだ

なというように思いますが。 

（武村会長） 

 第７条の３号はいいですか。 

（森田委員） 

 全部中山委員に言っていただいたんですけど，私の意見としては，７条の文言から変える

べきではないかというのが，意見です。７条の文言，３号のところ，配偶者等というもので
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すが，これを配偶者に直してその配偶者の意味の説明を，考え方をここで述べるというもの

が私の意見です。 

（武村会長） 

 これは，今議論しましょうか。それとも一応，中山さんのずっと聞いてからにしましょう

か。 

（中山委員） 

 ３の条例案のところで，意見がありますので，そこでこの第７条の３号を配偶者等となっ

ているところを，森田委員はもう「等」も取って，条例自体を変えたほうがいいのではない

かというご意見で，その点に私も賛成なんです。ですから，この議事の３番でもう一回詰め

ていただくと，おのずとこのパブリックコメントの回答が修正になるということと思うんで

すが。 

（武村会長） 

 じゃ，そのときに議論します。 

（中山委員） 

 お願いします。 

 それから，12 ページの検討委員会の考え方の後ろから２つ目の・に賃金の男女格差とい

うのがありまして，そこは「男女間の格差」にして下さい。 

 それから，17 ページなんですが。 

（武村会長） 

 ちょっとそれに伴ってちょっとそこで，そうすると 13 ページの本分の第 10 条ですが，第

10 条のこれは，男女の格差でいいんですか。男女間の格差でなくて。 

（中山委員） 

 それをここに，基本的な考え方として。 

（事務局） 

 案の方は「間」が。 

（中山委員） 

 男女間の格差を是正に，修正しますと入ったんで今，意見を言いました。 

（武村会長） 

 そうすると，すいません。その次，意味は。 

（中山委員） 

 17 ページですね。市民の方の意見の下から５つ目の○の意見で，「男女共同参画の課題

は，制度の問題も大事だが意識の問題も大きい。学習や教育が大切と思うが，その部分はど

こに。」ということで，それの回答として基本計画に盛り込む課題として第９条２号と３号

に定めているということなんですが，私は４号も入れた方がいいのではないかと思います。 

 ２号は，啓発・広報で，３号は固定的役割分担意識に関するもので，４号は教育の場にと

なっているので，４号も加えるべきだと思います。 

（武村会長） 

 この１７ページ，第９条を２号，３号，そして４号，ここに４号を入れるのですね。 

 5



（中山委員） 

 はい。 

（武下会長） 

 これはいいですか。確かに４号，教育について書いてあります。 

（中山委員） 

 それから，18 ページの下から２つ目の市民の方の意見の真ん中辺に，「別に女性は医者

になれないから，看護士になるわけでもない」の看護士の士なんですが，これは文書分の

12 ページの 10 代の男性のご意見なんですが，看護士の士は，教師の師になっていたので，

ここは教師の師に変更すべきと思います。 

（武村会長） 

 この人自身の文は。 

（中山委員） 

 この人自身の文が，看護士の士が教師の師になっていました。 

（武村会長） 

 本人が師と書かれていたのでしたら，師の方が正しいですね。 

（中山委員） 

 そうですね。以上です。 

（武村会長） 

 そうですか。 

 それでは，その条例にかかわるのは，もっと後でやりますが，今の委員会の意見にかかわ

る部分，中山さんが言われたことも含めまして，ほかにご意見はいかがでしょうか。ほかは

よろしいです？ 

 それじゃ，今のご意見のとおりにさせていただきます。 

 それでは，事項書の２，市長への提言の内容というところで，きょう，資料が配られてお

ります。提言ですね。まず，１ページから条例ですね，この「はじめに」という裏表紙の部

分の次が条例になっています。そして，つけ加える文面は，７ページにありますね。 

 ７ページについては前回ご議論されたように思いますが，提言の「はじめに」の部分は，

事務局からちょっと説明をお願いします。 

（事務局） 

 「はじめに」という部分のは前回ご指摘のあった点を整理し，修正しました。改めて議論

をお願いしたいと思います。読み上げてみますので，ご確認をいただきたいなと思います。 

 「はじめに 鈴鹿市の男女共同参画を推進する条例検討委員会では，平成 17 年１月に市

長より依頼を受け，約１年間９回にわたリパブリックコメント等を実施し，鈴鹿市の男女共

同参画を推進する条例のあり方について慎重な審議を行ってまいりました。ここにその内容

を取りまとめましたので，提言します。 

 男女共同参画社会の実現への取り組みは，21 世紀の我が国の最重要課題の 1 つとして，

国においてもさまざまな法制度の整備が行われ，また，現内閣においては担当大臣も任命さ

れるなど，積極的な推進体制が打ち出されております。 
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 地方においてもその独自性を活かした積極的な取り組みが求められている現在，鈴鹿市と

しても基本計画を策定し，庁内の推進体制の整備を行うのはもちろんのこと，当該システム

を担保し，鈴鹿市の取り組み姿勢を明らかにする条例の早期制定が望まれます。 

 また，本検討委員会の審議過程において明らかとなった議題や課題について，今後鈴鹿市

が本条例案に基づき，条例を策定し，運用していくにあたり，留意すべき事項としてあわせ

て提言いたします。 

平成 18 年１月 

   鈴鹿市の男女共同参画を推進する条例検討委員会」 

 という表現で整理しました。なお，その下には提言書の目次を表記しました。まず条例案，

次に２は，条例制定にあたり留意すべき事項，そして，３番，鈴鹿市の男女共同参画を推進

する条例検討委員会開催スケジュール及び委員名簿としました。ちょっと今気が付いたんで

すが，開催スケジュールという言葉は，審議経過という言葉の方がいいのかなと思います。 

 また，その中のにも少し修正すべき事項がございます。８ページの名簿に，副会長富田さ

んを鈴鹿国際大学国際文化学科助教授としていますが，教授が正しいので訂正します。申し

わけございません。 

（武村会長） 

前文の部分，なんかご意見あります。 

（中山委員） 

 すいません，さっきのところで開催スケジュールというのを，何に直すと言われましたか。 

（事務局） 

 検討委員会の審議経過ではどうですか。 

（中山委員） 

 審議経過。 

（武村会長） 

まず，「はじめに」の部分についてご検討願います。 

（中山委員） 

 これは，事前にいただきました資料２の２は，提案になっておりましたが，資料２からま

たちょっと若干変えていただいたということですね。 

（事務局） 

 そうですね。全体の体裁として，一応提言書として整った形に，整理させていただきまし

た。 

（中山委員） 

 ３つ目の段落をお願いしたいんですが，もう少しここのところを簡単にしてはどうかと思

って考えてきたんですが，「地方においてもその独自性を活かした積極的な取り組みが求め

られている現在，鈴鹿市としても基本計画を策定し」と入っていますが，基本計画を策定し

というところは，まだ外しておいてもいいのではないかと思うんですが，ここをとりあえず

カットしてはどうかという意見があります。 

 それから，「庁内推進体制の整備を行うのはもちろんのこと，当該システムを担保し」も
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カットしても文章は続いたのではないかと思ったもので，「基本計画を策定し」の部分と

「当該システムを担保し」のところを外して文章がつながるか，一回検討してみてはどうか

と思います。「地方においてもその独自性を活かした積極的な取り組みが求められている現

在，鈴鹿市としても庁内推進体制の整備を行うのはもちろんのこと，鈴鹿市の取り組み姿勢

を明らかにする条例の早期制定が望まれます。」というふうにしてはどうでしょうか。提案

ですが。 

（武村会長） 

 というご意見ですが，いかがでしょうか。 

（安井委員） 

 私は，逆に，今までの経過からここは消さなくていいと思うんですね。なぜかと言います

と，この審議の課程で鈴鹿市はもうそういうことをやっているんですかという話は出たと思

います。そういうことをやっているにもかかわらず，何で条例をつくるのということについ

ては，やはりそういう基本計画であるとか庁内の推進体制を整備していくとかいうことで，

積極的に進めていくことをこの条例できっちりと担保していくんだという意味で，ここは書

いていただいたと思いますので，逆にここでさらに押さえ込んでおくという感じで文章とし

ても不自然ではないように，私は思います。 

（武村会長） 

 いかがでしょうか。 

 こういうふうに読んでも，ちょっと長いことは長いけれども例えば基本計画策定したり，

いろいろするために，条例の早期の制定が必要だという部分なので，むしろ変えないのがい

いのかなと思います。 

（中山委員） 

 今の会長のご意見で，基本計画を策定するために，この条例が必要ですという趣旨である

ならわかるんですが，条例に基づく基本計画でなければならないので。現実問題安井委員の

意見のとおりなんですけれども，鈴鹿市の現状としては。条例で基本計画を策定するように

うたっているわけですから，何かちょっとここのところは整合性が取れないというような気

分になりましたが。 

（武村会長） 

 ただ，基本的には文が長いことは長いんだよね。 

（富田委員） 

 長いことは長いんですけれども，その経過がわかっていいかなというふうな感じもします。 

（武村会長） 

 余りこだわることもない，ただ，担保するというのは，この用語というのはちょっと一般

的じゃないかなと思いますね。また，その２行目の漢字の「渡り」となっていますが，これ

も間違いではないと思うんですけど。 

（森田委員） 

 ９回にわたりという話なんですけど，よろしいですか。 

 ９回にわたりというのは，これ「９回にわたり」が，どこにかかるかです。これを読むと，

 8



パブリックコメントを９回も実施したのかなと読めるんですね。ですので，９回にわたりを

もっと後に，「パブリックコメント等実施し」の後ですかね，入れるとしたら。 

（武村会長） 

 そう，あとにしたほうがわかりやすい。 

（森田委員） 

 ちょっと誤解を招くような気が。 

（中山委員） 

 ９回にわたりを省いておいても，後ろの経過で９回やったんだから，わかりますけどね。

初めの原案は９回にわたりという表現はなかったかと思いますが，そんなに回数を積んだん

だということは，必要ですかね。 

（富田委員） 

 省いてもいいような気もしますね。 

（安井委員） 

 慎重な審議をということで，９回にわたりとしたんでしょうけども，ですから，それは回

数じゃなくて，中身の問題ですので，取ってもいいような気もしますね。非常に，私も違和

感を感じましたんで。 

（武村会長） 

 あとはどうです。 

（武村会長） 

 パブリックコメントは後ろへ持っていった方がいいんですね，やはりね。慎重な審議をし

て，パブリックコメントもやったりというのが，後でないとね。いきなり出てくるとおかし

いかもしれない。 

 後はどうでしょうか。下から２行目の「本条例案に基づき条例を策定し」のところはどう

ですか。回りくどい感じがありますので，「提言に基づき条例を」というような表現の方が

わかりやすいのでは。 

（中山委員） 

 この本条例（案）のところを提言に変えるということですね。 

（武村会長） 

これはまた文章を，今のご意見に基づいて書き直していただきますか。 

 それでは，次に７ページの重要な留意項目の３つについてご意見をお願いします。 

 この留意すべき事項については，前回議論されていますが，これはどうでしょうか。 

（事務局） 

 基本的には内容としては前の資料と変わっていませんが，少し文章をを整理してあります。 

（中山委員） 

 平成 17 年の 11 月 14 日付の，別紙提言内容案というのがずっと前にありまして，それに

基づいて前回会長お休みされたんですが，この提言にまではまだ審議は及んでいませんでし

て，時間切れになってしまったので，委員の中でこの提言について意見がある人は提出しな

さいということで，中山と森田委員が提出されまして 12 月 26 日付の資料４の２，別紙提言
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（２）案の方に反映していただいたんだと思います。 

 それで，前の資料の「されたい旨」の「旨」は，取った方がいいんじゃないですかという

ことを私も提出したら取っていただいてあって，修正がされております。 

（武村会長） 

 なるほど，それじゃ，ご議論というよりもご意見をいただいて事務局案をつくったという

段階ですね。 

（中山委員） 

 まだ，委員会では審議されていません。 

（武村会長） 

 じゃ，ちょっと読んでみてください。 

（事務局） 

 ７ページ２番 条例制定に当たり留意すべき事項 

（１）地方分権時代が到来し，地方自治体の自主，自立した行政運営が求められており，市

議会においてもあらゆる施策について，積極的に関与し，行政と責任を共有しながら，鈴鹿

らしいまちづくりを進めることが期待されています。従って，今後は，総合計画だけでなく

鈴鹿市男女共同参画プランなどの重要な計画については，鈴鹿市議会の議決事項とされるよ

う検討されたい。 

（２）新たに制定する（仮称）鈴鹿市男女共同参画推進条例は，既存の鈴鹿市人権擁護に関

する条例（平成８年制定）と密接に連携し，推進される必要がありますので，両条例の整合

や社会的情勢の変化を考慮して，鈴鹿市人権擁護に関する条例について必要な見直しを図ら

れたい。 

（３）男女共同参画社会の実現とは，21 世紀に必要とされる新しい社会システムの構築で

あり，そのためには男女共同参画の理念を反映した政策の推進は欠かせないものです。従っ

て平成 18 年度からは開始する第５次鈴鹿市総合計画の推進には，鈴鹿市の男女共同参画社

会実現の基盤となる（仮称）鈴鹿市男女共同参画推進条例の示す理念を反映されるよう，強

く要望したい。以上です。 

（武村会長） 

 これについてご意見はどうでしょうか。よろしいですか。 

 後でも結構ですから，ご意見があれば伺いますが，とりあえず後ろの名簿について何かご

ざいましょうか。 

（森田委員） 

 私のところについて直してもらいたいんですけど，みなと綜合法律事務所の綜合の綜とい

う字はこの字ではありません。 

（武村会長） 

 上総，下総の総ですね。 

（事務局） 

 失礼しました。 

（武村会長） 

 10



 ほかには，寺井さん。 

（寺井委員） 

 審議会委員をしておりましたが，今はもう，４月から変わりましたので元にしていただき

たいと思います。 

（武村会長） 

 元ね。僕も，これ，最初お引き受けしたときは，鈴鹿国際大学じゃなかったんだけど，３

つ重なっちゃって，ちょっと気がひけてるんですけど。やっぱりしようがないか。名簿はそ

んな次第です。 

 それでは，その肝心の条例の方に移らせていただきます。 

条例については，前文とそれから先ほどの配偶者等の問題があります。それでは今の資料

の 1 ページ。この前文のところで，２つほどありましてほかのところでももっと気になった

ら結構ですが，２つ目の段落，「市を鈴鹿市」に変更する点，それから，「固定的役割分担

意識はそれに基づく制度や慣行を解消／払拭／廃除する。」のところです。これ，どれかに

統一しようとこういうのが提案になっていると思うんですが，いかがですか。事務局少し説

明をしてください。 

（事務局） 

 市を鈴鹿市に変えるところですが，この条例の中で，市というのは，行政のことを指して

いますので，市民も含めた鈴鹿市全体を指すものとして鈴鹿市にに変更した方がいいのでは

ないかということで，提案させていただきました。 

（武村会長） 

 ほかはよろしいでしょうかね。下のその制度とか廃除，払拭，どうでしょうか。 

（中山委員） 

 これを議論するにあたって，いろいろ参考になるところを言いたいんですが，第３条の

（２）を見てください。基本理念の第３条の（２）性別による固定的役割分担意識に基づく

制度や慣行を改善すること，ここに改善が入っていますね。それから，第９条の３番です。

第９条の３番では，性別による固定的役割分担意識に基づく制度や慣行を，ここは是正にな

っています。是正するために必要な事項，ここの２か所だけでも同じ文章でありながら，改

善と是正があるわけで，先日提出していただいた森田委員の中にも調べていてくださってあ

って，改善と是正について解説いただいたところも参考にしながら考えなくてはいけないと

思うんですが，もう一つ参考資料としまして，今，私が携わらせていただいている総合計画

なんですが，総合計画の施策の文章の中に，男女が社会の対等のパートナーとしてそれぞれ

の個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会を実現するため，固定的な性

別役割分担意識の解消を図るとともに」というように，総合計画の方は解消が入っていまし

た。 

 それから，男女雇用機会均等法の第３条なんですけれども，この３条は「特に雇用の分野

における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るため，必要な啓

発活動を行うものとする」というように，男女機会均等法の方も解消という言葉が使われて

いるということをまず参考にできるかと思います。 
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 それで，前文とあとの３条，９条のところをどうするかというところも整合性を図ってい

かないといけないと思います。 

（武村会長） 

 どっちがいいですか。どれがいいですか。 

（中山委員） 

 是正です。解消もしくは是正です。 

（武村会長） 

 是正。今のご意見はどうでしょうか。例えば，前文の問題とあと第３条と第９条，整合性

を取る必要があるかどうか，そこをちょっとご意見を。 

（安井委員） 

 よろしいですか。その前にある制度や慣行というところが，これを考えるときに非常にひ

っかかっていたんです。制度の作られ方というのは，社会規範というか意図してつくられた

ルールのような気がしますし，慣行というのはその前にある言葉に係っているわけですけど

も，そういう限定的な意味の中での慣行というのはわかっているんですけれども，制度など

は是正とかの言葉はなじみやすいんですけども，慣行については，そういう言葉になじむの

かなというところなんですね。全体の意図として何というか，考えの中では解消していくと

いう，解消という言葉の方が分かりやすいのかなというふうに考えました。 

（武村会長） 

 いかがでしょうか。１つは，前文とその本分の性格の違いというのがあって，どちらかと

いうと前文は本来したいことを強く言う部分があるんですね。だから，１つは前文と本分と，

必ずしも統一を取らなくてもいいじゃないかという考えはあるかなと，僕はなるべく強く言

いたいんです，前文は。改善とか是正になるとちょっと弱くなるでしょう。どうしてもね。

国の基本法では，制度や慣行はどうでしたかね。それはそれとして，３条と９条，３条は基

本理念，９条は基本計画ですが，ここはどうでしょうか。 

（中山委員） 

 私は，ほかのところで是正になおしてもらいたいところがあるので，また，あとで意見を

言いますが，今の安井委員の意見とよく似た気持ちもあります。制度上では是正という言葉

を使っても余り支障はないかなと思いますが，慣行というのが入っているので，どうなのか

なということがあります。 

 この３条と９条は，整合性を取るべきだという意見もあります。ただ，今の会長のご意見

で前文は強く求めてもいいですよといういうことであれば，私は解消にしていただくことに

賛成します。前文の方は。そうすると総合計画との整合性も取れますので。 

（武村会長） 

 前文はともかく，３条，９条等をどうするかということで合意を図りましょうか。 

 是正の方がいいでしょうか。それとも改善にしますか。森田さんどうですか。 

（森田委員） 

 私も意見とか，とりあえず調べたことは，プリントの方へ書いたとおりなんですけれども，

改善と是正，よくわからないというところが正直なことなんですが，イメージとしては私の
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中では是正の方が強い，改善と是正を比べた場合には，是正の方が強いかなという気はしま

す。ただ，そうしますとひっかかるのはやはり，２つある場では，是正という言葉が出て来

ないというところなんですけれど。 

（武村会長） 

 安井委員さんいわれたように，例えば制度とか人為的なことであれば違和感ないけど，慣

行を是正と言えるかということがありますが，どうですか。 

（富田委員） 

 慣行とかには，改善の方がいいような感じもします。 

（中山委員） 

 3 条も 9 条も｢制度や慣行｣となっていますからね。 

（森田委員） 

 私がこの間意見としてプリントで出したのは，男女間の格差を改善する話をしていたとい

うところだったので，今テーマになっている制度や慣行についてはどうなのかなと。 

（中山委員） 

 私も後半の部分でまた，議論していただきたいと，ここは思っています。この森田委員の

分析はそのとおりであると思います。基本法は改善で文言が統一されています。それは非常

に考えてのことなのではないかというように，分析どおりであると私は思っています。 

 ただ，１歩前に出るんであれば，改善と是正両方並記してもいいんじゃないかというよう

なご意見もあるので，基本法を１歩出るのかでないのかというところも観点になるのかなと

いう気はします。 

（武村会長） 

 さっきちょっと言ったのは，９条は基本計画ですから，かなり人為的なものなんですね。

こっちは理念でしょう。だから，微妙に違うかなということはあるんですね。だから人為的

な方は是正と言ってもおかしくはないと思って，気はあるんですね。 

（富田委員） 

 ３条と９条は整合性が必要ではないかと思います。 

（武村会長） 

 森田委員さん，是正でいいですか。 

（森田委員） 

 慣行を是正と言うのか，わかりません。 

（安井委員） 

 私の頭の中には，いわゆる条例としての本来の形というのは，もちろんあると思うんです

けど，わかりやすさということが非常にパブリックコメントとか，そういう中で，頭の中で

残っているんですよね。そのわかりやすさの中で慣行を是正というのは，わかりやすいのか

なというのがひっかかっていたんですよ。 

（中山委員） 

 そうすると，例えば９条の中で，１番を見ていただくと「政策・方針決定過程における男

女間の格差を是正する」というふうになっていますね。男女間の格差を是正する。 
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（武村会長） 

 これは是正に……。 

（中山委員） 

 これは是正。そうすると，１番が是正で３番を改善にしてもこれはおかしくないんでしょ

うか。３条との整合性を取るということであると，この慣行ということにひかかるという意

見が，今議論になっているわけですから，慣行とついているところのあとは，改善にしてお

くということで，３条と９条，もし整合性を取るんであれば，ここのところは改善に整合性

を取ることになってくるかと思うんですが，そうすると，上に是正が入っていてもそれは違

和感ないですか。 

（武村会長） 

 １号と３号はべつに。これは同じじゃなくてもいいんじゃないですか。１号は，どっちか

というと是正ですよね。感じとしてはね。 

（中山委員） 

 そうであるならば，第３条の２号と第９条の３号は，整合性を取っておいたほうが前の文

が全部一緒ですので，性別による固定的役割分担意識に基づく制度や慣行と，ここまで一緒

なので，私は整合性を取って改善でもいいと。それで，格差のところは是正ですから。 

（武村会長） 

 なるほど。いかがですか。具体的な案として９条の３号と，３条の２号，こちらは統一性

を取って改善にするという，いいですか。 

（森田委員） 

 そういわれると今度は，反対に片一方の基本理念の方を是正というふうに変えるというこ

ともできます。統一なら。 

（武村会長） 

 慣行の是正はちょっとおかしいかなというので，改善にしようということですね。基本的

には，３条と９条の統一は取ろうというのがまずあって，そしたらどっちにするかというと

きに，慣行が入っている方は改善にしようかというのが今，案です。 

（安井委員） 

 森田意見のこの中で書かれている一歩進んだというところが非常に共鳴していまして，こ

この場の，提言のトーンそのものがまあそういうことなんですよね。社会はもっと進んでい

るよということを言っているわけなんですね。その社会を進めていくという中で，そのいろ

んな分野によって進み方は若干違うと思うんですけども，今，これが言わんとしていること

は，その中で是正と改善に使い分けたことが，進捗の度合いといったらおかしいんですけど

も，そういう意向に沿うかどうかだと思うんですよね。全体の，そういう面からすると，２

つの言葉での混乱は，そんなにはないんではないかなというふうに感じるんですが，ですか

らここを改善としていただいてもいいような気がしますね。 

（富田委員） 

 私もやっぱりそう思いますね。納得しやすい，わかりやすいんじゃないかなという感じ。 

（武村会長） 

 14



 それでは，その皆さんのご意見に９条項３号の是正を改善とさせていただきます。 

 そうすると，前文はどうしよう。やっぱり整合性を取って改善にしますか。資料の案には

改善というのはないんですね。 

（安井委員） 

 解消でよろしいんじゃないですか。 

（武村会長） 

 解消ですね。 

（安井委員） 

 そうです。やっぱり，理念の部分だと思いますので。 

（武村会長） 

 じゃ，これは解消ということで。 

 そういうことで。それじゃ，さっきの配偶者等という表現についてご意見をお願します。 

（中山委員） 

 その前に，回答なんですが，下から２つ目の段落で，このたびと入っていますね。これは

今までは，このような理由からというように表現をされていたんですが，ここをこれに変え

られた理由は。 

（武村会長） 

 だれかの指摘があって変えたんだと思うんですけど。 

（中山委員） 

 そうでしたか。そこは私はうっかりしていました。ごめんなさい。 

（武村会長） 

 よろしいでしょうか。また，あとで総括的にあれしますが，それじゃ，「配偶者等」につ

いて，第７条の（３），これ，森田委員さんのはよくわかるのですが，伺いたいのは，実際

は法律で定めている配偶者とか事実上の配偶者だけでなくて，恋人間も問題になっているん

ですね。すごくね。アメリカ並みでしょう。だからパートナーという，そこも含んでいるん

ですよ。ところが，国のはどうも恋人まで含んでいないので，等にこだわっちゃうんですけ

どね，その辺，どうです。日本のはどうも恋人は入っていませんね。 

（森田委員） 

 この条例の中でそういったいわゆる恋人というのも含もうということであれば，それをま

た回答のところで意見のところで，明記して等とくっつけてもいいということですので，私

がここにこだわったのは，元々の回答案がＤＶ法に基づきだとか，ＤＶ法に・・・・そうい

った言葉を頻繁に入れていたので，どこまでがＤＶ法と一緒でどこまでがちがうのかととこ

ろを明確にしたほうが。 

（武村会長） 

 10 ページ，ああ，そうですね。子どもは考えなかったですね。 

（中山委員） 

 私も今の森田委員の意見と同様なんですが，今の会長の意見はよく理解ができるんですが，

ここに｢基本的には DV 法に基づき処理します｣と表現したので，DV 法によりますとこの法律
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にいう配偶者には，婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを

ふくみ，となっていますね。 

（武村会長） 

 法律上のＤＶ法はそうなんですよね。 

（中山委員） 

 未婚には，婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が，事実

上離婚したと同様の事情にあることを含むものとするというので，今の会長の言われたこと

もここに含まれているということなんですか。それはまた違うんですか。 

（武村会長） 

 もっと広い範囲ですね。 

（中山委員） 

 入らないんですね。なるほど。 

（武村会長） 

 アメリカなんかの例を見ても，その恋人間が非常に大きな問題になっているのに，何で日

本は入らない，法律自体が僕はわからない。 

（中山委員） 

 そこの解釈を私が間違えていました。この，改正ＤＶ法の解釈を。 

（武村会長） 

 ＤＶ法はそうなんですよね。だけど，僕なんか単純にＤＶというときはそういう恋人も含

めた考えが必要かと思いますが，どうですか。ＤＶ法に限りますか。日本の考え方に沿って。 

（森田委員） 

 表現は配偶者等というふうに残してもらって，説明のところで，配偶者はＤＶ法の配偶者

でいいと，そしてその等というところには，ＤＶ法に含まれない○○○も含むといった整理

の仕方もできますね。 

（武村会長） 

 10 ページの一番下の回答ですが。 

（森田委員） 

 等というのも解釈して，恋人なんかは入るけれども，子どもは入らないということを。 

（武村会長） 

 そういうふうに文言として入れましょうか。 

（森田委員） 

 そして，それはＤＶ法とは同じではないので，11 ページの頭のところは，ＤＶ法と同等

にというその言葉をつけ加えておいてはどうですか。 

（武村会長） 

 そうですね。 

（安井委員） 

 ＤＶ法に基づき処理しますという回答が，その前に間違っている。処理できないから。子

どものことは，ＤＶ法の中の対象にしていないわけですから。 

 16



（森田委員） 

 純粋にこの条文の説明をして書いてはどうですか。 

（中山委員） 

 その解説は，「等」は恋人という言葉でいいんですか。 

（武村会長） 

 ほかにどうですか。 

（中山委員） 

 そこの表現について今から事務局にお任せするのも何か大変じゃないかと。 

（発言者不明） 

 今，すごく，高齢者の結婚というのですか。そういうのがすごく今多いんですよ。だから，

その中に正式に籍に入っている方ばかりじゃなくて，お互いそれぞれ後ろに背景があります

もので，だから，別姓のままで事実上の結婚をされている場合がありますね。 

（安井委員） 

 しかも，同居していれば配偶者の人と言い切れるけど，今は同居もしないという，要する

にそれぞれの家とかそのへんがあるから，そういう意味でのパートナーというのがふえてい

ると聞きますね。 

 法律上の婚姻関係もない，同居もない，でもパートナーとして関係を結んでいると。 

（武村会長） 

 恋人とそういう意味でのパートナーという言い方もある。でも，日本語じゃないから。 

（森田委員） 

 恋人もまずいと思うんですけど。 

（中山委員） 

 解説のところで恋人と入れるのかなと，今思ってしまったものですから。 

（森田委員） 

 日本語にないんですよね。 

（安井委員） 

 新しい男女間のあり方でしょう。今までにないあり方だから。 

（発言者不明） 

 言葉をパートナーと言っちゃうと，みんなわかるんですけどね。 

（森田委員） 

 イメージはわくんですけどね。 

（武村会長） 

 これは考えておきますか。 

（事務局） 

 ＤＶ法に沿って配偶者等の等を削って括弧のなかに，文言規定を盛り込むか，もしくは

「等」を活かしてというか，配偶者とそれ以外にもあるんですよということを強調する場合

だったら，「等」のあとに括弧を付けて先ほど，ご議論いただいた内容をここに盛り込んで

おくといった形で整理したいと思います。 
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（武村会長） 

 ちょっと考えてまた皆さんのご意見を伺います。おおよそもう意見は一致して，配偶者に

限らずということだから。 

（事務局） 

 ＤＶ法を超えた範囲で規定するという，ご趣旨でいいわけですね。 

（発言者不明） 

 そうです。 

（事務局） 

 ＤＶ法では，恋人関係は入っていないのですね。 

（森田委員） 

 事実上の婚姻関係とか，これでいけば。 

（中山委員） 

 その表現ですね。婚姻届け出をしていないが，事実上婚姻関係と同様の事情にある者をふ

くみ，これで私は恋人が入ると思っていました。 

（事務局） 

 私もちょっとそういう感じを思っておりましたので。 

（武村会長） 

 いわゆる内縁関係でしょう。 

（中山委員） 

 解釈が，課長とは私は一致していましたね。これを単純に読むと入るようなイメージはあ

るんだけど，法律のむずかしさですね。解釈の。 

（森田委員） 

 結論とか，詰めないんですか。 

（中山委員） 

 これ，やっと広がったんですもんね。範囲を改正でやっと広げていただいたので。 

（武村会長） 

 パートナーというのは言いにくいもので配偶者等としたんですよ。 

（森田委員） 

 これからどんどんふえていきますよ，そういう形態の結婚が。 

（事務局） 

 それでは，条文の中に例えば配偶者等括弧，そしてその範囲を説明するという形ではどう

でしょうか。 

（武村会長） 

 条文にはどうでしょうね。 

（森田委員） 

 条文に入れるというよりも，この説明文のところで押さえておいたほうが。 

（事務局） 

 回答文はそれでよろしいんですけど，国の方のＤＶ法の配偶者の括弧書きのように，鈴鹿
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市の条例でも等という表現があれば，その等の内容を明記する必要があるのかなという気は

するんですけどが，いかがですか。 

（中山委員） 

 条文で明記する必要はないかと思うんですが，今後条規審査会や市議会の方で，質問が出

るかもしれませんね。この等は，ＤＶ法を超えた範囲であるということであると，質問は出

るので，答えられるようにしておく必要があるのでは。 

（事務局） 

 そういう解釈を巡る対応ではなく，範囲を疑念のないようにという意味ですが。 

（中山委員） 

 きっちり書くんですか。 

（事務局） 

 法律を超えた表現や社会通念と違うものであれば，やっぱり範囲を明確にしておかないと

問題が残るのではと思います。 

（中山委員） 

 ＤＶ法を超えている範囲という意味ですね。 

（事務局） 

 配偶者等というのは，検討委員会さんの方で児童を含まずにパートナーに関係ある人を含

むんだという解釈をしていても，読む人によって違うように読まれてしまうというようなこ

とは，法のあり方としては問題になるかなという気はしますので，一般的な使われ方をする

以上の解釈を，その言葉に求める場合は，定義規定か何かがいると思います。 

 配偶者という言葉をＤＶ法で定める配偶者プラスパートナー関係にある人を含むというん

であれば，配偶者のあとに括弧で想定する関係を含むというふうに書く必要があるのではな

いかと。配偶者というのはＤＶ法が定める者，事実上婚姻関係にある者を含んで，さらにこ

こでいう配偶者にはこういうのも含むんですよというふうに書く必要があるのかなと思いま

す。 

（中山委員） 

 わかりました。書いた方がより丁寧だと思います。 

（武村会長） 

 ＤＶ法は，男女共同参画から見て非常に限定されちゃった法律なんです。 

（森田委員） 

 ＤＶ法の場合はやっぱりかなり強力な法律なので，男性に対して近づくなとか，場合によ

っては刑事罰みたいな与えられるので，非常に強力な法律なので，やはり対象となる者をか

なり的確に規定して結果，こういうのですね。 

 多分，そういう恋人関係だったら，別にそんな逃げればいいんじゃないとか，そういうの

もあったと思うんですよ。これが夫婦として暮らしているとかになるとなかなか抜けだすの

も難しい。だからやっぱり女性を保護しなくちゃいけない。 

（武村会長） 

 一番厳しくあらわれているところに限定したんでしょうね。きっと。 
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（中山委員） 

 離婚後に危険にさらされた方がいらっしゃったという現状があるんですよね。離婚後も元

配偶者から引き続き受ける身体に対する暴力により，生命または身体に重大な危害を受ける

おそれが大きい場合には，裁判所が保護命令を発することとするということで，これが拡大

解釈に入っているわけですから，元配偶者からもそういった暴力も含めるということですよ

ね。配偶者からの暴力の定義の拡大ということですよね。ということは，それが入ったけど，

今の説明では恋人関係は入っていないということなんですね。 

（安井委員） 

意図からすると何か言葉を考えるべきところではないかと思うんですよね。というか，それ

が今の現代社会に耐えうる条例になるような気がするんですけどね。 

（武村会長） 

 なんか誤解してたというのは，配偶者等としたときにそれしか頭になかったものですから，

子どもなどについては想定していなかったのですが，確かにそう言われてみると，正確にし

た方がいいのかなと思います。 

（事務局） 

 難しいところがありますが，最終的には，今日議論いただいた内容を整理して，皆さんに

お届けして，それで次回の提言の日までに意見調整させていただくことでよろしでしょうか。 

（事務局） 

 そこにもし等のこということであれば，非常に鈴鹿らしい表現というか，一歩踏み込んだ

ものになるのは，皆さん，それは総意であることは被害者の対象を拡大しましょうという思

いは，皆さんそれは共通した意見なんですけれども。 

（武村会長） 

 たぶん，今，事務局が言われたように，これだけということであれば，配偶者及びなんと

かと，こういうふうに具体的にしなきゃいけないんでしょうね，きっとね。 

 ちょっと考えましょうよ。僕も考えますが，皆さんも考えていただいて，あとは事務局で。 

（中山委員） 

 別のところでお願いします。10 条をお願いしたいと思います。 

 10 条はパブリックコメントの意見を重視していただいて，市は男女間の格差を是正する

ため，というように修正が入りました。それでこの修正を入れるのであれば前回もちょっと

意見を言わせていただいたのですが，この上のところの文言を，上ですね，括弧の中ですが，

積極的格差是正措置という言葉があるので，積極的格差是正措置ということに直してはどう

かと前回，提案をさせていただきました。それはどうでしょうか。 

（武村会長） 

 一般的な文言としては同じものであれば一向にかまいませんが，どうです森田さん。 

（森田委員） 

 今回提出した文章に書いたことなんですが，地方自治法第 245 条の５の是正の要求という

条文には，「違反の是正または改善のために必要な措置」というふうに書いてあって，これ

を改正するためには，「是正改善義務が生ずる」と併記してあり，両者の違いがはっきりし

 20



ない表現になっています。 

（中山委員） 

 ここは文言をそのままにしておいても，条例としては皆さんは違和感はありませんか。 

（武村会長） 

 よく使う言葉ですからね。積極的改善措置って。 

（森田委員） 

 ないですね。 

（中山委員） 

 そうすると，ここは是正に変えても。 

 ここ，解消が入っていたわけですが，是正に変えたんですが，是正になっても｢積極的改

善措置｣という言葉があっても，あまり違和感は感じられませんか。 

（武村会長） 

 要するに，是正と解消をいれても矛盾する言葉ではありませんからね。だから，そう違和

感はないと思うな。 

（中山委員） 

 そうすると，例えば２条に戻っていただいて，２条の２項ですが，この条例において積極

的改善措置とは，社会のあらゆる分野における活動に参画する機会にかかわる男女間の格差

をここ改善となっている，これ是正に直しますか。ここは是正ですね。 

（武村会長） 

 これ，直すんです。こういうのは全部直すことに，したんでしょう。 

（森田委員） 

 違和感があるかな，統一した方が。 

（中山委員） 

 括弧のなか。 

（森田委員） 

 改善措置というのだったらやっぱり改善のほうが。 

（中山委員） 

 私もそう思ったんですよ。是正に変えられるんであれば，やはり｢積極的格差是正措置｣に

すべきだと思います。 

（事務局） 

 ここはそのままですね。元々。改善のままということになっていたのと違いますか。 

（武村会長） 

 あ，そう。 

（事務局） 

 ここのところは。 

（中山委員） 

 どこです，２条ですか。２条，議論されていませんね。でも，今，会長がおっしゃられた

ように男女間の格差のあとは全部是正に統一しましょうとなっていましたね。 
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（事務局） 

 改善措置の規定ですから，男女間の格差の後へ言葉として何を持ってくるかという議論は，

多分なされたと思いますが。改善措置という法律用語は，男女共同雇用機会均等法とか，男

女共同参画社会基本法にある積極的改善措置という文言に準じているものとして，改善とい

う表現でそのまま置いておくということになったんじゃなかったかなと思いますが。 

（中山委員） 

 男女間の格差の後は，是正にしましょうとなりましたよ。今，議論では。前回も今回も。

しかしながら，この積極的改善措置という言葉の解説はこうやってなっていると思いますね。

改善だから。カギ括弧のなかと改善を使われているので，ですから私はそこを積極的格差是

正措置という言葉に変えてはどうですかと提案をしました。積極的是正措置でもいいと思い

ます。格差を入れなくても。 

（安井委員） 

 積極的改善措置のままで，今の最初に話にあったように，男女間の格差の後は，是正にし

ても違和感ないような気はするんですね。 

（中山委員） 

 そうですか。 

（安井委員） 

 何というか，格差は是正するために積極的な改善措置，これは言葉の１つの約物みたいな

形でとらえているのであれば。 

（武村会長） 

 そうなると，積極的改善という１つの熟語的な意味合いが今あるので。 

（中山委員） 

 ただ，この森田委員の提案を参考にさせてもらってたんですが，例えば是正だったら，後

で，別に改善が出てきても私は違和感はないんですが，最初の括弧とかカギが改善で後から

強いほうの是正が出てくると，あれと思ったんです。総合すると，改善よりも是正の方がよ

り強いものを含むように思いますと森田委員は総括されていますので。 

（森田委員） 

 一応法律関係者ということで委員に入っていて，こんなことで申し訳ないんだけど，改善

でなくてどうして是正なのかと聞かれたときに，こちらがこう，それはこういう意味なんで

すよと十分明瞭に説明をすることができない曖昧さがあります。そういった点で是正という

言葉を使うのはちょっと慎重になった方がいいのではないかという意見を持っています。積

極的改善措置という言葉はもう既に動いている表現ですね。 

（武村会長） 

 そういう状況ですね。 

（森田委員） 

 そのことも考えると，これに是正という言葉を使うのは，私はちょっと違和感があります。 

（武村会長） 

 そうすると逆に男女間格差というのは，みんな改善の方に。 
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（森田委員） 

 改善の方にむしろ直すべきではないかというのが，私の意見です。 

（武村会長） 

 さっきの慣行についても改善の方がまあ合うと言えば，合いますね。 

（中山委員） 

 今の森田委員の意見は，完全に整合性が取れているご意見だと思うんですが，一番最初に

パブリックコメントで解消では行き過ぎというご意見があって，その方が是正とすべきとい

うふうな意見で，解消が行き過ぎなんで是正にしてはどうですかという意見があって，皆さ

ん，男女間の格差をじゃ，是正に変えましょうと。解消から是正に変えましょうということ

になって，それから私がここを是正に変えられるんだったらという意見なんです。ずっと。 

 それで，改善に戻されるんだったら，そこはやっぱり積極的改善措置のままの方が整合性

が取れていいと思いますが。 

 ただ，基本法が改善なんで基本法より１歩，この鈴鹿市の条例は踏み込んで男女間の格差

については，是正というところまで一歩踏み出しましょうという理念とか思いとか，あるん

であれば，是正の方がいいと思いますが，そうなってくるとなかなかこの条例の中の整合性

が取りにくくなってくるので，今のＤＶ法のことと同じような問題だと思います。 

（安井委員） 

 その意見とは，また別の視点なんですけども，整合性を取るということは，よく理解でき

るんですが，ここでその，もう一度この言葉の強さにヒエラルキーがあるのかな。 

（森田委員） 

 そうなんですよ，私もそこが明確に説明できるかというところなんです。 

（武村会長） 

 森田さんも書かれているけども，改善というとある状況があって，いいとか悪いとかじゃ

ないけど，もっとよりよくということがあって，是正というとなんか悪いことがあって，そ

れを正すというという意味では強いといえば強いし，要するに現状認識が厳しいんですね。

是正の方がね。どっちかと言えばね。しかし，法律の専門家の森田さんが，おっしゃるよう

にクリアーに説明できないという状況は困るだろうと思いますね。 

（森田委員） 

 私が意見として書いたのは，もし事務局側がもし何か用語に関して参考資料が集められる

んでしたら，それをもとに議論できるのかなと考えてものですから。現時点で私には，男女

共同参画に関してそんなに資料があるわけではなく，もし，何かそういうのがあればなと思

って。 

（武村会長） 

 例えばジェンダーという言葉だってさまざまですからね。人によってね。だから，是正措

置という表現についても厳密にこうだといった使い方はないんじゃないかな。だから，是正

措置という言葉を使う人もいることはいますが，一般には改善措置だと思いますね。 

（森田委員） 

 改善措置でいいんじゃないですか。 
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（武村会長） 

 改善措置でね。改善措置としたときには，本文も是正でなくて，改善の方がということで

すね。 

（森田委員） 

 整合性が必要だと思います。 

（武村会長） 

 法律の専門家がそう言うことを感じられるということは，整理する必要がありますね。 

（安井委員） 

 そう言うことで，本来条例の目指しているところが弱くなるかならないかというところに

こだわれているわけでしょう。 

（中山委員） 

 私はこだわっていましたけれど。そうすると，この修正も変えないといけませんね。パブ

リックコメントの方の横の修正の文章も。第９条第１号の文言を統一し，「男女間の格差を

是正に修正します」と入れてありますので。改善に修正しますとなります。 

（武村会長） 

 改善に統一しますね。 

（中山委員） 

 いいですか。そうすると，もう一回戻って申しわけないんだけれども，第９条の政策方針

決定過程における男女間の格差をのところは，初めから是正を入れてもらってありますよね。

基本計画においては，是正を残されますか。 

（武村会長） 

 どうでしょう。 

（中山委員） 

 この下のところは，改善ということに意思統一ができたんですよね。 

（森田委員） 

 （１）のところも改善にした方が。 

（中山委員） 

 ここも整合性を，取るなら全部取った方がいいということですね。 

（武村会長） 

 改善にしましょうか。それでは。その方が統一が取りやすいという意味でね。 

 それでは，再びなんですが，男女間の格差の場合，一たん是正に統一したということです

が，やっぱり改善にするということで，よろしいでしょうか。 

 積極的改善措置の方はそのまま，改善でいいということで，前文は解消と強くいこうとい

うことで，それから先ほどの配偶者等についてはちょっと原案をつくってみますので，ある

いはもっといい案が積極的に出てくださるとありがたいんですが，事務局の方からまたご相

談しておいてください。皆さんとやりとりしてまとめたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

（中山委員） 
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 それから第５条をお願いします。 

 第５条の２項なんですが，「事業者は，男女が，当該事業における活動等」となっていま

すが，ここは平仮名の「と」にしないと，平仮名の「と」にして「家庭生活を含むその他の

活動等」ここは「等」に修正してもらってよかったんですが，上のところは「活動と」にし

ないと文章が成立しませんので。 

（武村会長） 

 「等（とう）」の後に「と」がはいるのかな。「等（とう）」は取っちゃうんですか。 

（中山委員） 

 「活動と」だったと思うんですけど，元は。かなり議論して後のところは「等」にしても

らったんですが，最初のところも「等（とう）」に変わっていたのをおかしいなと思って。 

（事務局） 

 変換のし間違いでした。 

（中山委員） 

 変換の間違いですね。最初のところは，平仮名の「と」だったと思います。またちょっと

確認を。後ろのところはいろいろ議論をいただいて，その他の活動等（とう）となりました。

「等」と漢字にしていただいています。 

（武村会長） 

 そうすると，後で念のために調べていただきますが，「事業者は，男女が，当該事業にお

ける活動と」ですね。等をとって「活動と」家庭生活を含むそのほかの活動等（とう）を両

立して行うことができる。云々とこういうことだということです。 

（中山委員） 

 会議録が残っていましたね。「事業者は，男女が，当該事業における活動と，」の平仮名

でコンマです。 

（武村会長） 

 なるほど，ここにコンマが入る。「活動と，」。 

（中山委員） 

 確認して下さい。 

（武村会長） 

 これ，ちょっと調べてみてください。 

（事務局） 

 中山委員の言われたとおりです。変換間違いです。 

（武村会長） 

 わかりました。それじゃ，そういうことで「当該事業における活動と，家庭生活を含む」

こういうふうになります。 

 後，ほかにありますか。こんなもんですか。それでは，その他がありますので。 

（中山委員） 

 すいません。前に議論いただいた鈴鹿市男女参画審議会規則（案）。これはどうされるの

か，教えていただきたいんですが。 
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（武村会長） 

 審議会ね。 

（中山委員） 

 「者」という言い方，表現はちょっとどうかとか，議長はどういうふうな権限を持ってい

るかとか，規則についても話し合いましたが，この委員会の方で，それはどうされるのかと

いうのが，疑問だったので。 

（武村会長） 

 これは，一応考えたけども，提言の中には入らないのですね。６ページの 14 条のちょっ

と前に，「その他審議会の運営等について必要な事項は，市長が別に定める。」とあるので，

これで一応議論はしたけども，ここはその案を最終的な議論をする場ではないでしょう。 

（事務局） 

 事務局ですが，何回かの会議の際に，規則はどういう考え方かということで，一応案とし

て出させていただいて，ご議論いただいたことがございましたが，基本的にはそのときいた

だいたご意見を基に，調整させていただきたいと考えています。ただ，気になることがあれ

ば，今提案していただければ，できる限りその趣旨に沿うようにさせていただきます。 

（武村会長） 

 事務局に要望しておくということであれば。 

（中山委員） 

 この委員会の方で検討していただいて，この案をつくっていただきましたので，これをで

きるだけ重視してつくっていただければありがたいと思います。 

（事務局） 

 わかりました。 

（武村会長） 

 一旦，じゃ，そういうふうにしていただきたいと思います。 

 あまり，時間はありませんが，その他，議事録等の問題，ちょっとご検討いただきます。 

（事務局） 

 事務局ですが，ちょっと戻って申し訳ないんですけども，今日ご議論いただいた点につい

て最終確認をさせていただきます。前文の下線部分は，「解消」という表現にさせていただ

きます。また，「配偶者等」の問題については，皆さんの意見を調整しながら会長と事務局

に任せていただくこと。あと，是正という表現は全て改善に統一するということ，以上確認

させていただきます。 

 それでは次のその他ですが，前回申し上げたとおり，私どもの不手際で，第 7 回の議事内

容を録音テープに記録することができませんでした。そこで，前回中山委員からの提案を受

けて，事務局要点筆記に，できるだけ委員さんの発言内容を網羅しながら議事録を作成しよ

うということで，皆さんから発言内容について，提出いただこうということになりました。 

中山委員と森田委員さんが提出していただきましたが，お二人しか，ご意見が出てこなかっ

たということから，厳密には議事録を再現するのは困難であり，会長に相談させていただい

て，２つほど整理の仕方を考えました。 
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 １つは，関連意見等という形で整理したもの，もう１つは，条文に関してこの検討委員会

の結論に沿った内容の部分だけを整理したのが，もう一つです。皆さんのご意見をお願いし

たいと思います。 

（中山委員） 

 議論の前に，確認をさせていただきたいのですが，自分自身が提出しました原文と打って

いただいた文と，少しちがっているところがございまして，修正をしてあったんですが，そ

の後ろにくっついているのが，修正してもらった文ということでよかったですか。 

（事務局） 

 今回，送付しました資料にちょっと間違いがありまして，中山委員の方から訂正のご依頼

がありましたので，そのように修正させていただきます。 

（武村会長） 

 結局，議事録はどういうふうにしますか。 

（中山委員） 

 １種類は，もう委員名を書かずに，ずっといろんな議論を載せていってもらってというこ

とと，もう１案は，委員名を出してということなんですが，今，提出された委員さんも私と

森田委員だけということですし，これは会議録のバランスから考えて，私はこの前の方の委

員名のないものをまず７回の会議録の概要として残していただいて，それに森田委員のこの

参考とした資料と私のこの参考の修正後の資料を添付しておいていただいたら，それが一番，

会議録等の透明性も確保されるのではないかというように思っています。 

 戦略会議等の会議録ですと，委員が提出した意見はそのまま添付してあって，丸山さん事

務局だったので，よくご存じなんですが，そういうふうに委員名のある提言書なんかを添付

されていて会議録になっているケースもありますので，この前の方の委員名が入っていない

ものとこの委員が提出した意見ですね。それを添付すれば，それがいいかと思います。総合

計画の審議会の方も今の会長に提出して作業を行っていますが，それは何々委員がどういう

意見を出したということで会議録とともに添付されますので，こういった方法はいかがでし

ょうか。 

（武村会長） 

 今，そういう案が出ました。よろしいでしょうか。 

（中山委員） 

 すいません，よく見ずに言ってしまったのですが，この５ページと６ページは，委員名が

入れてあるのですが，これはどうしてですか。 

（事務局） 

 中山委員さんから出たものは，消したわけではないので，お名前が残っています。二つの

案の違いというのは，委員名を消したというよりは，結論に達するのに関係する条文が変わ

ったとかそれによって，皆さんが出された意見と違う意見が出たとか，そういったものにつ

いては残してあります。全員で同意したようなものとか，単なる事務局の説明とかは，省略

してあるのが２番の方です。後から提出していただいたご意見を全部盛り込んだものにする

とすれば，中山委員が言われたように，委員名を消して後ろに付けておくスタイルでも可能
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ですが。 

（武村会長） 

 どうします。 

（中山委員） 

 自分だけ名前が出るのも違和感が，かなりありまして。もう委員名を表記されないという

ことであれば，全員表記されない方が私自身は，違和感ないです。 

（武村会長） 

 それでは，この中で５ページ，６ページの最後の必要なところは残すとして，基本的に６

ページの中山委員さんのご意見も参考の中に入っていますので，この部分を取って会議録と

するということでいいですか。 

（事務局） 

 参考に出だしていただいた委員さんの意見の中で，森田委員さんの第２，第３の提言につ

いてのその他の部分についてのご意見というのは，第 7 回の会議とは関係ありませんので，

削除させていただきます。 

（森田委員） 

 第７回の会議には関係がないので，第１のところだけでいいですね。 

（武村会長） 

 ７回には関係ないです。７回会議録としてはね。第１だけでいい。 

（中山委員） 

 第２，第３の意見も省かれるんですか。これ，すごくいいなと思っていたんですけど。 

（武村会長） 

 これは，これで資料として残ります。 

（中山委員） 

 資料として残りますね。 

（武村会長） 

 ７回の会議録としては。 

（中山委員） 

 添付資料としては，７回分だけに限りということですね。 

（武村会長） 

 要するに，７回の会議録としては，この１枚目。 

（中山委員） 

 今日の議論は，ほとんどここの第 2，第 3 について議論させていただいたので，これは資

料としては残すべきだと思います。 

（武村会長） 

 これは残ります。大分急ぎましたけれども，予定時間を過ぎましたね。 

（中山委員） 

 すいません，そうすると，提言についての意見のまとめられたものがありましたよね。そ

れも添付していただくということでよかったですか。提言について，意見を出していますが。 
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（武村会長） 

 中山委員さん。 

（中山委員） 

 はい，それから森田委員の意見。それを１枚にきちんとまとめていただいています。これ

は。第７回，第８回は，どっちにしますか。 

（事務局） 

 今回の資料になると思います。皆さん持ち帰っていただいて，提出していただいたものを

まとめてたものですから，第９回の資料です。 

（中山委員） 

 ぜひともこれは，添付していただきたいと思います。 

（武村会長） 

 今日の資料として，ほかに何かありますか。 

（事務局） 

 アンケートは，今回の資料として出させていただいたものです。意見を聴く会にきていた

だいた方からのアンケート結果について，中山委員から資料提供してほしいというご要望が

ありましたので，今回お配りしたものです。 

（中山委員） 

 これは，アンケート集計結果ですが，非常に参考になった点があります。それは，意見を

聴く会を何で知りましたかということで，登録団体等への連絡というところの数がとても多

いと思います。 

 と言いますのは，この広報をこの事務局の方たちが本当に念入りに登録団体の方々に電話

を直接していただくなどして，かなり力を入れて登録団体の皆さんに周知を図っていただい

たと思います。 

 今後もそういうふうに，こういった条例ができてからも登録団体の方への周知もお願いし

たいと思います。 

（武村会長） 

 ありがとうございます。それでは，宿題等もございますが，今日で基本的には会議として

は終わります。市長への提言の際には，なるべく皆さんもご一緒にお願いします。その他，

事務局何かありますか。 

（事務局） 

 先ほどご議論いただいた内容を整理しまして，早々に皆さんにお配りしまして，確認して

いただいて来年の１月下旬ぐらいには提言していただくような予定で進めます。事務局で皆

さんのご予定を調整させていただいて，ご案内いたします。いかがでしょうか。 

（武村会長） 

 時間はどの程度ですか。 

（事務局） 

 基本的には，30 分程度あればと思います。当日のやり方次第であり，会長に加えて出席

委員それぞれのご意見の時間が必要であれば，少し長めの時間が必要と思います。 
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（武村会長） 

基本的には 30 分ぐらいと，あと，何か事務局で鈴鹿市の新庁舎をご案内していただける

そうですので，１時間ぐらいですか。皆さん 23 日から始まる週で調整をしたいと思います。 

（中山委員） 

 要望があります。今度市長にお会いできるまでに，７回と８回の会議録は作成済みであっ

てほしいと思います。今日の分は厳しいかもしれませんが。少なくても条例が市議会に提案

されるまでには，会議録が全部そろっているとありがたいと思います。 

（武村会長） 

 事務局よろしくお願いします。それじゃ，会議を終わります。（終  了） 

 

 


