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様式２ 

審議会等会議録 

審議会等の名称 令和４年第１回山口市男女共同参画推進審議会 

開催日時 令和４年６月３０日（木曜日） １４：００  ～ １５：３０   

開催場所 大殿地域交流センター 講堂 

公開・部分公開の 

区分 

公開 

出席者 青木美弥子、鮎川浩志、有冨隆史、江藤達夫、沖田 保、賀屋良季、河嶋小百合、

河村万里江、久保田文子、塩田菜穂子、重村奈津枝、永瀬 開、鍋山祥子（13人） 

（敬称略、五十音順） 

欠席者 長掛 実、勝間田文子 

事務局 吉村地域生活部長、鈴木地域生活部次長、萩尾人権推進課長、 

森野男女共同参画推進室長、古屋男女共同参画推進室主査（５人） 

議題 １「第３次山口市男女共同参画基本計画」の策定について 

２その他 

内容 １．開会 

２．新委員紹介 

３．部長挨拶 

４．議事 

＜議長＞ 

議事（１）「『第３次山口市男女共同参画基本計画』の策定について」というこ

とで、事務局から御説明をお願いします。 

＜事務局＞ 

「第３次山口市男女共同参画基本計画」の策定について説明 

＜議長＞ 

御説明をいただきましたが、全体的な説明でしたので、皆様方、何か御質問で

も良いですが、御意見をいただきます。 

＜A 委員＞ 

 資料２の１の４番目の〇について。最後の行に「視点を取り入れる」と書いて

ありますけれども、どうやってその視点を具体的な施策にするかとか、制度にす

るかとか、そういうことが問われているわけで、具体的に。あと、資料３、４、

５も見ましたけれど、具体的なものが備わっているようには、私には読み取れな

かったです。そのあたりを、御担当としてどう思っていらっしゃるかということ

を一番に聞きたいと思います。それは何故かと言うと、男女平等・ジェンダー平

等というのを土台にしたうえで、あらゆる施策を設定しないと上手くいかないと

いうことは、国際標準でもう明らかになっているわけですから。そのあたりのこ

とも含めて、視点云々というのをもっと深めていくことが必要ではないかという
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ことで、どこまで意識していらっしゃるかということを質問しました。 

＜議長＞ 

お答えになる前に、今回の第２次が終わって、次に第３次ということなのです

が、結局あまり状況が変わってない。市としてはこういう「基本計画」なので、

目標というか、こういうことをやらなければいけないというものを並べていただ

いているのは理解できる。でも、結局「山口市はあまり変わらないな」というの

を、意識調査でも見えてきた時に、ちょっとここら辺で面白いことをやっていか

ないと、「変わらないな」という意見のままだと思うのですよ。今、おっしゃった

みたいに、結局やらなきゃいけないことは見えている。じゃあどうするかという

ところ。どこまで掘りこんで、次の基本計画を立てるか、そういう本質的な御質

問だと思うのですよ。ですので、どうするのかというのを、どこで決めていくの

か、どう書いていくのか、どこまで書けるのか、というのをこの審議会としても

考えていかないといけないなと思っています。 

たぶん、同じ認識なんだなというふうに思うのですが、基本計画のところは、

これ以上のものは想定しづらいのかなとは思うのですが、結局、市の立場として

はどうでしょうか。先ほどの A 委員の質問に対するお答えでもいいのですが、項

目は挙げたとして、具体的に何をするのかというのを、どの時点で考えて書き込

む予定にしているのかというところから、ちょっとお答えいただこうかなと思っ

ております。 

＜事務局＞ 

具体的に何をするかというのは、今回の資料３の基本的施策までがある程度固

まった後、その次に具体的施策というのを定めていきます。それを、庁内各課と

連携してやっていくのですが、そこで話し合った、実際にこういうことをやりま

すというのを、基本計画の中に具体的に表示していきます。 

＜A 委員＞ 

国とか県がやることは上から順に降りてきますよね。山口市が独自にやること

は、独自に条例を制定すれば、「独自なこと」は可能なのですよね。で、共同参画

の条例は作るようになっていますから作ったですよね。例えば、資料３の右の３

－（９）－①、②が全部（５）－⑤なのですよ。一番多いのは「多様で柔軟な働

き方の実現」。そして、「男性」云々と書いてあります。その両方とも、「女性活躍

推進計画」に沿う、主旨がね。「女性活躍推進」というのがどういうふうになって

いるのか、全然イメージが湧きませんが、例えば多様なことをやろうと思った時

に、いろいろな課題を抱えさせられている、日本の若い女性たちは、「女性に生ま

れたことで“罰ゲーム”を受けている」という感覚を持っている。若い人たちも

若くない人たちも含めてですけれども、結構いらっしゃるのですよね。そういう

国際標準のジェンダー平等からずいぶん遅れている今の社会状況を、山口市とし

てどうやって改善していくかというところを、もっと抜本的に制度とか施策のレ

ベルまでやっていくことが必要だと、先ほど質問で出した例として「犯罪被害者
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等支援条例」というのがありますよね。県がもう条例をスタートさせています（令

和 3 年 4 月 1 日施行）。防府と下松と宇部が動いています。山口市の動きが見えな

いのですけれども、例えば、「犯罪被害者等支援条例」というのを条例として出す

ことによって、一歩も二歩も前に出るわけですよ。それが「視点」でなくて、「具

体的な施策」というふうに私は言っているわけです。もし、アイデアがあればま

た足しますけれども、今日、1 人で 10 項目質問を持ってきましたから、今、２つ

目が終わりましたから、とりあえず。 

＜議長＞ 

今日の審議の項目としては項目立てをどういうふうに決めていくかと話し合う

場なのですが、たぶん、この項目立てに関してはあまり皆様方、「いや、これはこ

こをこう」という意見が多分出にくいと思うのです。何故ならば、あまり変わっ

ていないから。項目立ては項目立てとしてあるのですけれども、A 議員の発言は

すごく大事なところなので、市としての“やる気”、いろいろとやらないといけな

いことはあるが、せめて２点でも３点でも攻めてやる気持ちはありますかという

ところを、たぶん、お尋ねになっていると思うのですが、市政としてはいかがで

すか。 

＜事務局＞ 

体制があまり変わっていないというのは、先ほどの説明でも申し上げました。

まだまだ実現には程遠い。要は継続していかないと、数値がよくなったり改善す

るものもありますけれども、到底追いつかないものがあるので。今までのやり方

で成果が上がっているのなら、従来のやり方を受け入れるのも問題ないと思うの

ですが、じゃあ、今までの目標が達成できないとなると、要はやり方を変えなく

てはならない。何らかの施策を考えなければならなということになろうかと思い

ます。例えば、女性委員の登用数を上げる場合、じゃあクオータ制を入れるのか

と言われても、これについてはやはり議論があるところで、なかなかそういうほ

うには踏み出せないかと思います。要するに、女性の活躍推進というものは、家

事分担というのが未だに「女性の役割だ」というのが強く認識されているのが、

先日のアンケート結果からもわかると思います。年齢層が高くなるにつてれ、こ

の考え方が普遍なものになってきているともいえるだろうと思います。そういっ

た状況を変えるには、そうした人の意識を変えるのが早いのか、それとも、今か

ら若い世代の方に何らかの支援を考えることによって、そういったものを無くし

ていくのを考えなければならないと思いますが、今すぐ、具体的にどんなことが

市としてできるかと言われると、それはやはり、具体的施策を話していくのと併

せて、何か新規の施策を打ち出せないかというのは、市の中で検討すべきではな

いかと思います。ただ、「じゃあ、これやります」というのは、ちょっと即座には

御回答できる状態ではありません。 

＜A 委員＞ 

 冒頭でも質問しましたけれども、ジェンダー平等というのは全ての施策の土台
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となるわけですから、それを推進する責任部局が推進室だと思うのです。市の中

でどういう組織図になっているのか。市政全体の核組織として、全組織を横断的

に統合する組織になると聞いたと思いますけれども、推進室が突破口となって、

ここがベースにならないとよくならないんだと、自然状態で置いておいたら、い

つまで経ったって駄目なのだ。２００年かかるとか、９０年かかるのは世界の潮

流です。２００年かかることを一気にクオータ制でやって、随分変わりました。

ノルウェーだってドイツだってそうです。そういったことを、市は条例を出せば

可能なのだから。最先端に行くのではないかというのを、山口市民の 1 人として

期待しているわけです。そういうことをやりたいと思って、私は公募委員に応募

して OK が出てやっているわけです。ですから、公募委員としてそういったこと

をやりたいと思ってきていますから、そういったことを意見として出すのは私の

責任だと思ってくどくど言っています。そういったことはやれるのだと思います

けれども、そういうところを突破口にやっていただくことは難しいですか。 

＜議長＞ 

 A 委員の御発言・御質問は「市のほうで攻めたものをやる気がありますか」と

いうのを聞かれているのだと思います。例えば、宇部市でいったら「パートナー

シップ条例」を宇部市がいれた。1 年目がだめでも。２年目入れるみたいな・・・。

やはり、山口市の場合は、市としてやる気があまり見えない。基本計画を粛々と

作るというので私たちは集められているのかもしれないのですが、その話をする

中で、ワクワクするようなというか、面白いといいますか、何かそういう取組を

やっても良いですかというような御質問にも聞こえるのですが、いかがですか。 

＜B 委員＞ 

 先ほどの観点とちょっと違う観点からになるのですけれども、こういった目標

が立てられて、今までの段階で意識調査を行っていますよね。僕自身の考え方と

いうか、地域もそうなのですけれども、やはり意識調査で明らかになっている課

題に対して、特にこれという施策を、具体的なものを考えていく上では大事かな

というふうに思っているのです。目指すべき何かというところですね。その意識

調査で具体的になった課題に対して、条例を制定することが適切なのであれば条

例を制定すべきだと思うし、実は相談室を設置することが先なのだといったら、

僕はそっちをやるべきだと思う。ということでお伺いしたいのが、意識調査にお

いてどこが地域の課題になっているのかというところについて、お伺いしたいな

と思います。 

＜議長＞ 

 市のほうで、今回の基本計画の素案を立てるにあたって重視した意識調査のポ

イントのところをもう一度お話していただければと思います。 

＜B 委員＞ 

 全部大事だと言われれば、全部大事なのです。とは言うものの、優先順位をつ

けていくというのも必要な作業だと思いますよね。どういったところの事業をさ
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れているのかなというのを。 

＜議長＞ 

 先ほど、意識のところが重要ですという話がありましたけれど、皆さん、それ

に関して何かありますか。 

＜A 委員＞ 

 ３回目の発言で言いましたけれど、資料３の右の３－（９）－①、②がキーで

すよ。要するに、いろいろな意見が出て、どういったところに取り組むかという

数が一番多いのが、３－（９）－①、②ですから。次に多いのは３－（８）－②。

要するに、ワーク・ライフ・バランスをどうやって実現していくかというところ。

そこを突破口にしていかないと、いろいろなことがうまくいかないというような

結論だと、私は読んだのですけれど、B 委員の理解と私の理解が違っていれば、

また指摘してください。 

＜B 委員＞ 

 いえ、僕自身は特段、そういう考えでは無いです。おっしゃられるように、そ

こを多いというのを重要視されるのであれば、そこは大事なのでしょう。でも、

回答が多いというところだけで「問題」と決めてしまって良いものかというのも

あります。なぜかというと、それこそ「性的な被害に遭う方」というのは数は少

ないですけれども、極めて深刻な問題なので、それが「大変だ」といえば、それ

をまず優先的にすべきだと思うのです。そういったものも踏まえまして、この計

画が出てきた時にどこを重要なポイントとしてとらえているのかなとお伺いした

かったというところです。 

＜議長＞ 

 市のほうのお答えがあれば、資料３の素案を作る時にあたって、どこらへんを

重視していこうという話し合いが室内でなされたのかというところを御説明お願

いします。 

＜事務局①＞ 

 これ、並べた項目をひとつずつ挙げていくのも難しいですが、一番大きな考え

方としては、先ほども言いましたように、数値が良くなる、改善されているけれ

ども、まだ改善の余地があり、良くするために継続して取り組まなければならな

いものを一番重要視しています。ですから例えば、逆に数値が悪くても、すぐに

手が打てないようなもの、というよりかは、数値が少しずつ上がっていっても、

要は意識の醸成というのがまだまだ追い付いていないと思われるところを、一番

市として重点的な課題として捉えております。 

＜事務局②＞ 

 今回、ベースになっておりますのは、基本的に市民意識調査の中で、先ほど、

少しお話にもありましたけれども、全体としての意識の醸成は進んでいるが、実

際の生活の場においては、それがきちんと、男女共同参画の視点に基づいて暮ら

しが成り立っているかどうかというところを掘り下げていくと、まだまだ我々と
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しても普及啓発活動はしていかないといけない。おそらく、人権推進課がおこな

おうとしているのは、普及啓発活動であり、そういったところが生命線になるだ

ろうなというところで、今、一番最初の項目のところを重視して、基本目標を定

めている。そこにいろいろな要素が入っていくので、具体的なものについては今

から書き込んでいくというのが現状だと思います。「面白いもの」というと、正直

言ってまだまだ検討の余地があるといいますか、私共も庁内などの会議でやらな

きゃいけない部分もありますし、むしろ、皆様の御意見をこの場で吸い上げさせ

ていただき、組み立てていく。その中で、山口市として何をしていくのか、そう

いうところを今から表現できれば、そのあたりについてはしっかりと検討してい

きたい。そういう思いがあります。ですから、今しばらくお時間をいただきたい

のと、今日の素案につきましては、今、担当ベースでこういったことをやらない

かというのを組み立ててきたところです。今からまだまだ、庁内においてもいろ

いろな部署が関係しておりますので、そのあたりのたたき台といいますか、しっ

かり叩いていかなくちゃいけない。それらを皆さんにお見せすることで、また、

御意見をいただきながらの繰り返しになると思います。先ほど、秋ごろに審議会

という話もございましたけれども、場合によっては組み立てが出来た段階でとい

うのもございますので、そのあたりも含めて、改めて審議の場を設けさせていた

だくことも考えております。そのあたりの推移につきましては、少し時間をいた

だきたいと思っているところです。 

＜議長＞ 

 資料３のほうに戻って、今いただいたお話をずっと聞いていますと、やっぱり

意識の醸成というところが一番大きな問題だという認識は分かるのですが、たぶ

ん今までもそうで、今まで頑張ってきて、意識が変わっていない訳ですね、山口

市は特に。変わっていない中でまた、同じような意識づくりをずっと進めたとこ

ろでたぶん変わらないだろうなというふうに。人口が入れ替わるまで変わらない

だろうなというふうに思えるわけですよね、市民としては。とはいうものの、第

3 次の素案で、一番左の基本目標１．２．３と全部、「意識づくり」ではなくて、

「環境づくり」に言葉が変わっているのですね。私は「意識づくり」より「環境

づくり」を攻めるべきだと思っているので、「環境づくり」というのは良いと思い

ます。なかなか意識を作るのは難しくて、環境で伸びしろを変えるという方向で

行くしかないのかなとは思っているので。だから、「環境づくり」としているとこ

ろは良いなというふうには思っておりました。今、事務局からの御説明であった

とおり、大きくいったら意識のところも変えていかないといけない、大きいとこ

ろから攻めるというような、あとの具体的なのは今後落としていくというふうに

なっていますが、資料３の基本目標３つと施策の方向性、基本的施策というとこ

ろで、何かまた個別にといいますか、今後、私たちの対話でこれが決まっていく

ということですので、今日は忌憚のない御意見をいただいて、皆さんの間でも議

論をしてというかんじなので、そういう感じで大丈夫じゃないかなと思います。
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皆さん、忌憚のない御意見を、意識づくり・環境づくり、どこからでも構いませ

んので、あれば教えていただきたいと思います。さっき、B 委員がおっしゃった

「意識調査をきっちり汲んで、そこに対して施策を打つというようなストーリー

が見えるように」というのは、本当に重要なところだと思います。ただ、「前と同

じものを並べました」ではなくて、「こうだからこう」というところを、ちょっと

強弱をつけるようなかたちにするのが特徴かなというふうには思っております。 

 他に御意見をいただければと思います。どうぞ、何なりと。皆さん、ぜひご自

分の立場からひとつ。 

＜C 委員＞ 

 前回の２次計画から、基本目標が４つから３つになっていて、「安全・安心な暮

らしづくり」というのは市民として一番大きなベースだなと思うのですね。それ

に、「人権の尊重」、「意識づくり」というのが挙がってきて、世の中が良くなると

いうことかなと思うのです。それで、「男女間のあらゆる暴力の根絶」とか、「困

難を抱える男女の支援」とか、「生涯にわたる男女の健康の支援」とか。今回、コ

ロナ等々があって、困難を抱える女性というのはかなりたくさんいたと思うので

すね。そのへんのところにどう手を差し伸べていくかというのは、大きな問題、

課題だなというふうに思っております。それでこれを「人権の尊重にもとづく～」

というひとくくりにして、どうだろうかという思いがちょっとありまして。ここ

を全部ひとくくりにした理由をお伺いしたいのですが。 

＜事務局①＞ 

 元々、「健康で安全・安心な暮らしづくり」というものを、今回「人権の尊重に

もとづく～」ということに持ってきたのは、要は「環境づくり」と書いてありま

すけれども、どの項目もそうなのですが、基本目標としてはそういった意識・感

覚を作ることも、先ほどありましたように「環境づくり」となっていますけれど

も、そもそもの「意識づくり」をしないと、環境をいくらかえても、「環境づくり」

にはならないと考えております。ここに持ってくることによって、全ての人にそ

ういった人権の尊重ということを、男女共同参画を推進することは同じくらいの

意識をもって、そういうふうに理解をしていただきたいということで、ここにひ

とつにまとめております。先ほども説明しましたように、ここで全体をひとくく

りにすることで、その次、２番・３番、地域➡職場というふうにいろいろと申し

上げましたけれども、やはり正直言って基本目標１というのが、全体にかかる大

きな目標であるということで、これをひとつに統合して集約することで、全方位

的に拡大できるという考え方で、こっちにくくったという次第です。 

＜事務局②＞ 

 少し補足します。「環境づくりについては意味がある」というような話を課長が

しましたが、以前は「意識づくり」というところで留まっておりました。その中

で「環境づくり」としたところは、そういった意識の醸成が、少しずつではあり

ますが高まりつつある中で、実際の現場ではどうなのかというところも含めて、
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啓発活動も含めて、実際の現場サイドの意見も結構あろうかと思いますので、体

制も含めてこの中で整理して進めていこうというような考え方です。最後のほう

のところを完結点として、「人権の尊重にもとづく男女共同参画推進のための環境

づくり」の中の位置づけだと。ですから「意識づくり」がメインというかたちで

はなくて「意識づくり」は当然、必要なのですけれども、これはずっとやってい

かなくちゃいけないということでお示しはしているのですけれども、その中で、

今、話題になっている部分も含めて、「環境づくり」の中のひとつとして取り組む

べきだろうということで、施策の方向性の中に出されてきたという経緯がござい

ます。 

＜C 委員＞ 

 意識啓発というのもわかるのですけれども、安心・安全な社会づくりというの

は、具体的な施策がいくらでも打てるという感覚があるのですね。やろうと思え

ば。そうなると、上の２つの意識づくりとはまたちょっと別物かなというような

思いがあって、私としては、ここをひとつにくくるのはどうかなという思いを持

ちました。 

＜議長＞ 

 「健康で安全・安心な暮らしづくり」というところで、塩田委員、何か言える

ことがありますか。男女共同参画における安全・安心の重要性みたいなもので何

かあれば。 

＜D 委員＞ 

 この「安全・安心」というところをどういう視点で持つかというところが変わ

ってくるのかなと、個人的には思いまして。犯罪という面でそういうのを良くし

たいのであれば、男女共同参画というよりかは、警察とかそういったところに力

を注ぐべきなのかなというのがあると感じました。何を切り取って「男女共同参

画」としてやっていくのかという考えの中で、男女平等が本当に「人」という意

味での人権という中に落とし込んでいるのかなというふうに、今、個人的には感

じましたので、何というか、そこまでの棲み分けというか、区画の中で議論する

必要性は無いのかなというのが個人的な感想です。 

＜議長＞ 

 まあ、この項目立てを話すことに、どれくらいの意味があるのかというのがす

ごく疑問なところなのですが。結局、この計画が誰に対するものか、どう見せた

いかによって、これ、組み方の整理でしかないわけですね。項目は変わってない

ので、見せ方でしかない。あまりこの主題は話し合う意味が無いような気もする

ので。それよりも中身ですよね。施策の方向性とか、基本的施策に関しては変わ

っていないということに納得をされているのでしょうか、というところを先に聞

いた方が良いような気がしてきました。 

＜E 委員＞ 

 4 つ大きくテーマがありますけれども、それぞれにこの審議会で、例えば 5 年
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計画で、最初の 1 年目はこの項目のここをポイントにしていくとか、そういうこ

とを決めて、それに対して集中的にやっていかないと、結果はいつまで経っても

出ないと思います。普通であれば、何か問題が起こって、それに対応して新しい

条例なり政策を打っていくのが普通なのですが、そうではなくて、ジェンダーの

平等とか男女共同参画というのはだいたいこういう方向で行くべきであるという

のは、ここにおられるメンバーはもちろんですけれど、大概の方は分かっていら

っしゃると思うのです。それじゃあ、どう近づけていくかということが問題なの

で、具体的目標が無いと、それに近づくことが出来ないと思います。例えば、中

学校の「男性はズボン、女性はスカート」という問題を、宇部では中学校から問

題があったからそれを取り上げて、最終的には市が決裁をして平等にした、「どち

らでも良い」というスタイルにした学校があるようですけれども、山口市にとっ

ては、そういう具体的なことが挙がってこなかったら取り上げないのか。あえて、

ここで、このメンバーで、こういうことがより一層男女平等、ジェンダー平等に

大切なのだから、これを取り上げていこうという項目をここで取り上げるべきだ

と思います。あえて言えば、問題になるのが、「女は女いや、男は男いや」という

者が明らかにおられますから、そういう方に対してもいろいろ対話をしながら、

「やっぱり、お前の言うことはホントやな。俺も改めなきゃいけんな」というぐ

らいの議論が起こるようなことをやっていかないと。「何も無かったらそれで良

い」じゃなくて、「いったって無駄よ」という意見はいっぱいありますから。これ

は学校だけじゃなく、地域においてもそうです。こういう人たちは頭が古いから

「いったって無駄だから言わない」、こういう考え方が非常にありますので、そう

いうところにあえて味方になるような、「こういうふうにすべきであるけれども、

皆さん、どうでしょうか」というような課題というか、それをここで絞り出して

いく必要があると思います。それから、もうひとつ。どこに書かれたか、探して

も見つからなかったのですけれども、「国際的なルールに近づけていく」という表

現がどこかにあったと思います。そういう面ももちろんありますけれども、」元々

日本にも良いところがあるわけで、SDGｓの問題にも絡めて取り組んでいますけれ

ども、そこでもやはり、江戸時代の循環社会というのが、今世界中でものすごく

見直されていますけれど、そういう世界に誇れるものを持っているって、日本人

はほとんどそういうことを知らない。「すべて外国が良い」という日本人になって

います。国際的に優れているのを取り上げるのは当然なのですけれども、日本も

良いところがあるから、もうちょっと自信がある表現に変えていただきたい。ち

ょっと話がまとまらなくなりましたが、2点ほど、課題を見つけるのと、「国際的」

という表現をちょっと変えていただきたいと思います。 

＜議長＞ 

 今の E 委員の意見、私の「面白いことをやったほうが良い」というのとたぶん

同じ御意見だと思います。せっかくこの男女共同参画の委員である私たちがいる

ので。前年度は、F 委員の御発信でＰＴＡのところに切り込んで、すごく面白い
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取組が出来たなというふうに思っているんですけど、策定は策定でしなくちゃい

けないのでするんですけれど。市のほうから山口市の男女共同参画推進の立場で

攻めてやる、旗を振る、動かすというようなところが見える計画でもいいんじゃ

ないかというふうに思われているだろうなと。私もそう思っているひとりだと思

います。 

＜A 委員＞ 

 資料２が、我々共通の前提ですから、ここに異論があることはあり得ないです

よね。国だとか、県だとか、国際レベルとかでやっているわけですから。だから、

資料２を前提に、山口市の具体的なところをどうやってやっていくか。そのこと

を、先ほど、私が最初の質問で言った、「視点」のことは分かっているから、どう

やってそれを政策にしていくか。それよりも、「意識づくり」じゃなくて、「環境

づくり」じゃないと絶対だめだ。人間は”環境の賜物“ですから、そういう共同

性という環境にいたら、そういうものの見方が出来るわけですから。そういう環

境にないから、我々の意識が国際標準で言えば、ずっとジェンダー・ギャップ指

数で１２０位のレベルにいるわけですから。この状態を、この後もずっと続けて

いくのは問題です。社会的責任として、私が委員のひとりとして、「あの時の委員

会の中にいたお前は、何を発言したのだ。どこまで前進させることができたのか。

お前、公募で、自分で手を挙げたのだろう。どれだけやったんだ」と問われた時

に、「すみません・・・」と言ったら、みっともないですからね。だから、積極的

に言っていく。繰り返しますけれど、「資料２は前提」ということを共通の合意と

して、次の方へ行っていただきたいと思います。 

 資料５に関して言いたいことが５つほどありますけれども、ここは先にやって

もらって、時間をまた後で３分ほど頂ければ。 

＜議長＞ 

 では、資料３の方向でひとつ出ているのが、基本目標を、第２次計画の時は４

つだったものを、第１と第４の目標をまとめて３つにする意味はあるのか。まと

めない方が良いという意見も御意見もありました。そこに関しては、なか身はこ

の後にしても、骨組みは決めておいたほうが良いような気がするので。これは市

がどういうふうな計画でやりますよというのを意思表示する前提にいたって、基

本目標を４つ、健康・安心安全というところでくくり直したほうが良いのか、逆

に資料３のようにまとめたほうが良いのかというところで、御意見があればお出

しいただきたいのですが、どうですか。 

＜G 委員＞ 

 安全・安心というのは、今でいう SDGｓですね。その理念というのは、人権尊

重というのが第一前提なのですね。それを絶対忘れちゃいけないと思います。そ

れから、憲法でも人権尊重ということが本当に強く訴えられておりますので、何

をするにも人権尊重の視点は絶対忘れてはいけないと思います。それで、ひとく

くりにしても別に、全てにわたって、人権尊重という視野を持っていただきたい
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ということで、私は別にまとめてしまっても問題ないと思います。 

＜議長＞ 

 資料３の基本目標１・２・３全てに、「人権尊重にもとづく」というのは既に無

いとおかしいというか、あるものだと思っているので、一番上だけ「人権尊重に

もとづく」というのを掲げるかどうかというのも問題ですね。小分けにしていた

ほうがターゲットが絞りやすいというか、見やすいという点はありますけれどね。 

 御意見何かほかにございますか。 

＜D 委員＞ 

 意見というか質問なのですが、この素案はどういうかたちで市民の方に公表さ

れるのですか。それによって、このかたちにこだわることが変わってくると思う

のですが、最終的にはどうなるのですか。 

＜議長＞ 

 結局、これは第３次計画の目次になる感じであっていますか。 

＜事務局＞ 

 第３次計画が出来ましたら、こういった冊子も作るのですけれども、あとはＨ

Ｐなどにも載せまして、その中にこういった体系図というのが入っているかたち

になります。 

＜D 委員＞ 

 これまでもＨＰやタブレットとか冊子とかで放送していると思うのですけれど

も、皆さんがそれに対する関心度とかアクセス数とかでもいいんですけれども、

そういうので細かく分けたほうが伝わりやすいとか、分けなくても、関心のある

方がそこのページに飛んで解決できているとか、そういった分析みたいなことは

されているのですか。そういうのによって変わってくるかなと思ったので。 

＜事務局＞ 

 この計画をどういうふうなターゲットの方にお示しするかということですと、

山口市民全体に対して発信する計画であります。突出したものを作るということ

になるかどうかというのはわかりませんけれども、広く皆さんに理解していただ

けるものを作ろうとしております。そういった点の中で、１の基本目標に掲げた

ものが良いのかどうか、というふうな意見を今いただいております。今日は、こ

れをたたき台としてお示しはしておりますが、今回の御意見も踏まえて、さらに

検討を進めていきたいと考えております。市民の皆さんにお示しできる段階とな

りますと、どうしても今から作っていく過程で、パブリックコメントを最終的な

かたちで出していくということになろうかと思いますので、それが第１段階。そ

の御意見を聞きつつ、最終的に反映させるかどうかを検討して作りこんでいく。

その前に議会の皆さんとの議論もございますので、そういったことを踏まえて、

今から策定していくことになります。我々も今回、４つから３つに絞り込んだと

いうところも、本当は、できればわかりやすいかたちにしたかったというところ

があります。環境づくりという側面で、一歩進めたかたちで進めていこうという
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意識もございました。そのような中で「わかりにくい」というようなことも、「分

けたほうが良いんじゃないか」という御意見もいただいていますので、そのあた

り、しっかり整理させていただきたいなという思いでございます。我々としては

現下の思いとして出させていただいておりますが、今後も検討は進めていきます。

ただ、この中で具体的な書き込みをしていくにあたっては、どうしてもこういう

大切なものを皆さんに御理解をいただきながら進めていかないと、書き込む流れ

といったこともありますので、その点を御容赦いただきたいなと思うのですが。

我々としては、一歩進めたかたちでの表現がしたかったという思いがございます

ので、御理解をいただければと思います。 

＜A 委員＞ 

 私は基本的に資料３は大賛成です。「環境づくり」という項目が決定打だと思っ

ています。その時に、人間は環境によって学習するのだという説明を入れていた

だければ良いのです。意識を変えるためには、然るべき環境が無いと、意識は変

わらないと。そういう学習理論がちゃんとあるのだと。そういうことをちゃんと

説明していったら分かる人は分かりますから。私は、資料３は大賛成。 

＜B 委員＞ 

 資料３の１・２・３について、全部「環境づくり」で統一されていて、分かり

やすいなと思う一方で、「男女共同参画推進のための環境づくり」「男女がともに

活躍できる環境づくり」「男女がいきいきと働き続けられる環境づくり」というこ

とで、一見して違いが分かりにくいかなと思います。先ほど、地域から職場へだ

とか、社会から地域へというような階層性みたいなものがあるということが説明

の中にあったかと思うのですが、そういったものがもうちょっと伝わるようなネ

ーミングのほうが良いのかなと個人的には思います。 

＜議長＞ 

 確かに基本目標の１・２・３、もっと尖らせた言葉で特徴を出すように、組み

方も含めて考えていきたいと思います。 

＜H 委員＞ 

 全体的なことになるのですが、資料３の基本的施策、すごくみんな良いことだ

し、どれも実現しないといけないなと思うのですが、結局、こういったものを作

って公表とかしても、人権とかに関してすごく意識のある人は見たりするかもし

れませんが、大抵の人は「人権」と聞いただけで、よくわからない話。世の中、

いろいろな情報があるので、ほとんど気に留めないことが多いと思うのですよね。

大事なのは、こういったジェンダー教育とは、効率的なのは子どものうちからの

教育だと思いました。今、私はＰＴＡ連合会としての立場から出席しています。

例えば、資料３の（９）－②に「男性の家事・子育て・介護」なんてのがありま

すが、今の若い世代だったら当たり前のように、男女、お父さんもお母さんも家

事をするのは当たり前なんだなという意識は結構あると思うのです。世代が上の、

お年寄り世代なんかは、料理を作るのは奥さんの仕事でみたいなのもあるし、実
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際、旦那さんが家事をするとむしろ邪魔だというふうになって、役割が出来てし

まって、悩みになっている方が多いかと思います。「それをいまさら言われてもね」

というようなところもあると思うのです。なので、どこまでその話題を取り込め

るかというのはあると思うのです。だけれども、小学生、中学生、高校生、それ

から大学時代から、当たり前のように「家事はみんなでやるものだよ」だとか、

「子育てはみんなの問題だよ」だとか・・・。暴力に関してもそうです。そうい

ったところをわざわざ説明するまでもなく、これが当たり前という感じの教育を

しっかり推し進めていくことが大事なのかなと思いました。 

 それから、よく出てくる「環境づくり」なんですけれども、この「環境づくり」

というのは本当に、我々が出来る即効性のかたちだと思います。先ほど、委員の

方もおっしゃられたように、「環境づくり」を条例で、例えば議会のクオータ制を

反映するとか、ＰＴＡも男の会長じゃなくて、男・女関係なしだよというような

のを、ある程度ルール的に、条例みたいに決まっていれば、みんな文句も言わず

に「ああ、今、そういうものなのだな」と理解できるし、意識の醸成なんて言う

のは大体、子どもたち、若い世代、２０歳以下の世代からは当たり前の教育とし

て、学校や家庭…なかなか家庭っていうと「今までの～」というのが大きいと思

うのですが、学校等とかで当たり前に、クラスの中で男女の役割を無理に分けな

い。もちろん、分けなきゃいけないところもあるかもしれないですが、そういっ

たものもすすめていければ。問題は、地元の企業とか、いわば、大人世代の「人

権」のところだと思っています。こういったものの周知というのはどうしていっ

たら良いのか、僕にもわかりかねるところです。 

＜議長＞ 

 今の労働のところで、I 委員か J 委員の意見はどうでしょう。働き出してから

の男女共同参画のところ、こういう取組をやっていますよみたいなところがあれ

ばお願いします。 

＜I 委員＞ 

 労働局としてですが、「育児介護休業法」がまた改正となりまして、男性の育児

休業の取得促進ということが国の施策として挙がっております。男性の取得率は

１３％近くになっているのですが、大体「とるだけ育休」ということで、５日未

満の取得が結構多いです。女性は丸々１年取るのですけれど、男性は育児休業を

とっているけれども、実は育児をやっていないような「とるだけ」みたいな感じ

なのですけれども、それを取りやすいように、産後８週間以内に取って、２回取

れるような休業になります。女性も２回取れるようになって、女性も早く復帰で

きるように、男女が家事を交互にやって、女性も早く職場に復帰できて、キャリ

アアップの支援につながるような、というような法律の大きな改正が今年１０月

から施行になります。 

＜議長＞ 

 J 委員、商工会で何か、その周知の計画が今後ありますか。 
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＜J 委員＞ 

 周知というところでは、市内の企業への周知を徹底してやっております。先ほ

どもお話がありましたけれども、重要な施策でありますので、周知はさせていた

だくところです。あと、商工会議所ですが、私たちは市内の企業に対しての支援

ということでやっております。実際の企業さんの状況でございますけれども、市

内の７割ほどが小規模事業者と呼ばれる事業所です。小規模事業者の定義という

のが、小売卸・サービスの従業員が５人以下、そして、建設業・清掃業等が従業

員２０人以下という規模の事業所です。例えば、ワーク・ライフ・バランスだと

か、男女共同参画といったところで、周知の徹底をしていかなくてはいけないと

ころですが、どこまで浸透しているのかというところを、今後、会議所としても

しっかり把握していきたいなと思いますので、併せてお話させていただきます。 

＜議長＞ 

 では、H 委員の御意見をお願いします。 

＜H 委員＞ 

 こうした良い施策はたくさん出てきて周知なんかもされると思うのですけれ

ど、やはり、実際に「男性の育児休業を取りましょう」と言われても、取れるか

と言われるとなかなか取れない環境なのですよね。そうなると、ある程度強制力

となるのかな、男性の育児休業を取ると、それに対してペナルティを与えてしま

う。その会社の重要度とかもあって、すぐにというのは難しいですけれども、そ

ういったところを少しずつ条例なり、法律的なものでかけてくるというのも、環

境づくりになるのかなと思いました。 

＜K 委員＞ 

 資料３に基本目標が「環境づくり」ということで３つ挙がっていますが、その

下の副題に「社会づくり」というかたちで、それぞれの特色がある書き方がして

あるので、これはとても生かすべきではないかな。このことのために、たぶん、

次の方向性５つがあるのじゃないかというのは、すごく理解しやすいし、分かり

やすいのだと思います。私どもも結構計画を作るのですけれども、これだけある

と、たぶん、すべて出来ないだろうと思います。今後、具体的施策に入ってくる

かと思いますけれども、この中で、この５年間で最重要なのは何か、言いの皆様

にも意見が出てましたが、何か、山口市としてのかたちが持ちたいなということ

を自分自身も思っております。 

＜議長＞ 

 どうしても総花的にならなければとは、もちろんわかっておりますので、その

中で第３次の計画でも、この３つだけ数値を攻めた目標を出して達成するとか、

そこら辺は今後考えていきたいとは思っております。今の話の中で、ひとつ、子

育てのところですね。子どもの育児を機に、男女の生活が分かれるということが

ポイントではありますので、それに対して御意見等を・・・。F 委員と L 委員か

ら是非いただきたいなと思います。子育てにまつわる男女共同参画で最近思われ



15 

 

るところ、課題等を是非よろしくお願いいたします。 

＜F 委員＞ 

 外国では、お母さんが割と早い時期にベビーシッターに預けて、そこからすぐ

に復帰することがあるみたいですけれども、日本はたぶん文化的というか、お母

さんが「自分で育てたい」、特に子どもが赤ちゃんの時期に預けるのには抵抗があ

ることもあります。お母さんが仕事をとても重視している場合とそうでない場合

とありますから、あまりひとくくりにしないで、御家族それぞれでお考えいただ

くべきことかなと思います。それを周りが「預けて働くべき」だとか、逆に「子

どもが小さいうちは働かなくていい」と言うというのは、ちょっと問題があるか

なと思います。 

＜議長＞ 

 経産婦の調査で、女性自身が「子どもが小さいうちは自分で看たい」というの

が、山口県が全国で１位か２位だったと思います。そこら辺を配慮して、みんな

が同じ方向というのではないということを心得て作っていきたい。河村委員、幼

稚園の様子もぜひお聞かせください。 

＜L 委員＞ 

 今、F 委員が言われていたように、それぞれの家庭の事情があるという点から、

やはり、幼稚園とかのお迎えとかがお母さんだけではなく、働かれている方もい

らっしゃるので、幼稚園に来られる時とか、ちょっと病気とかになると、お父さ

んがＰＴＡに参加されたりだとか、お迎えとか、家庭で子育てをされて、お母さ

んが働きに出られていらっしゃる方もちょっと増えてきているということなの

で・・・。やはり、鮎川委員も言われていたように、家庭それぞれがあるので、

お母さんがお迎えでＰＴＡ参加じゃなくて、お父さんも幼稚園のお迎えに来られ

て、育児をされているところが少しずつ出てきているのかなと思いました。 

＜議長＞ 

 お時間もあと１０分ほどになってきましたが、その他、どの視点からでも良い

ですので、何か御意見ありませんか。 

＜I 委員＞ 

 第２次男女共同参画基本計画の一番下、４－（９）－②「性の多様性に関する

理解の促進」が、次の第３次にはないのですけれども、これは何か理由がござい

ますか。あと、第３次の１－（２）－④「国際交流・国際協力を通じた男女共同

参画の推進」が新しい項目として入っていますけれども・・・。 

＜事務局①＞ 

 「性の多様性に関する理解の促進」が無くなっているということなのですけれ

ども、このことについてはいろいろなところでかなり議論や話題になっています。

私どもとしても、啓発活動等で一生懸命取り組んでいるのですが、今回、この基

本計画の素案を策定する時、”男女“の基本計画の中で、この部分をどこに位置付

けたら良いのかというのが、検討している最中で、なかなか難しい気がしました。
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この「性の多様性に関する理解の促進」につきましては、今後、もっと市全体で

力を入れて進めていくつもりですが、”男女“のの基本計画でどこにおけるのかと

いうのは迷っておりまして、もっと大きなところで考えようということで、小さ

な項目から外させてもらったのが実情です。 

＜事務局②＞ 

 ちょっと補足させていただきます。 

 「性の多様性に関する理解の促進」につきましては、今議会の中でも御質問い

ただいて、私どもは、現実社会における課題のひとつという認識もございまして、

その中で、今、他市の状況とかをそのような状況になっているのかアンケート調

査している最中でございます。これも含めまして、これからどういうふうな方向

性へ持っていくのかというところを、今から検討していくという流れです。今回、

実は「性の多様性に関する理解の促進」というのは、１の中に位置付けたほうが

良いのかなという考えも持っておりました。担当もいろいろ悩んでおりまして、

どういった表現にするのかも含めて、今日、実は皆さんのご意見を伺いたいとい

うのもあったのですが、男女共同参画の基本テーマは、女性の社会参画とか、そ

ういったところから始まってきているものだと思うのですが、「性の多様性に関す

る理解の促進」についてはどういうかたちで表現していくか、今からどういうふ

うな方向としていくかというのは、考えていきたいと思います。皆さんから御意

見があれば、今日、この場でいただけたらと思います。 

＜議長＞ 

 その件に関しては、後で皆さんから御意見をいただきます。もうひとつの御質

問に対して、「国際交流・国際協力」という新しく入ったところはいかがでしょう

か。 

＜事務局＞ 

 これは第２次の時にも具体的施策にはあったものです。今回ここに挙げたのは、

SDGｓの５番目に掲げられていることもありますし、日本全体が世界から見るとか

なり立ち遅れている部分もありますので、海外との比較なども取り上げていかな

いと、なかなかわかりづらいところがあるのかなということで、こちらに挙げる

ようなかたちに今回考えました。 

＜議長＞ 

 すみません、皆様方からＬＧＢＴＱのところで、これを入れたほうが良いとか、

どこに入れたらいいとか、御意見があればお願いします。 

＜G 委員＞ 

 今、性多様性の問題がクローズアップされてきて、今までグレーゾーンだった

ところがどんどん手を上げて、自分で「私もそうなのですけれどね」とか言われ

る方が増えて、個人でいろいろなところにも出ていらっしゃって、随分周知が広

がっていると思うのです。それを消してしまうことは無いので・・・。今、ちょ

うど「困難を抱える男女の支援」というところがちゃんとそこにございますので、
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１－（４）のところの①・②とありますけれども、そこの③のところでもいれた

ら、そのまま使えるのじゃないかと私は今思いました。 

＜議長＞ 

 今のところの意見に対して、私も意見を言わしてもらえば、１－（４）の「困

難を抱える男女への支援」のところに、そのセクシャルマイノリティのことを入

れてしまうと、その人たちを切り取って、「支援が必要な人たち」という認識にな

ってしまうので、それよりも性別役割分業とか、男女共同参画自体の考え方・意

識、私たちも「多様な性」の中のひとりなんだ。全員が“多様”なんだという。

結局、今回の計画もそうなのですけれども、男女共同参画はダイバーシティの視

点を置いて向かっていくようなかたちになるのと思うので、その意味で言うと

（４）も、相談体制なんかは（４）になるのですが、そっちに重きをおくのか、

それとももうちょっと大きく、みんなでやるのが普通なので（１）にもっていく

か。両方普通ですよね。その他何かありますか。 

＜A 委員＞ 

 資料５に関して。第３次のところの②「多様な選択～」云々とありますけれど

も、「多様な選択」というのは国の文科省の方向として、そういうことを意識して

いらっしゃるのだからわかりますけれども、「男女平等」ということを私としては

前面に出したい。例えば、「男女平等を実現する学校教育の推進」とか、そういう

言葉にして「男女平等」という言葉を残してほしいという思いも持っています。 

 ２点目。４の①・②のところ。２つに分けて、分かりやすくしたというのはこ

れで良いのですけれども、その後に「両者の連携・協力等を徹底して・・・」と

いう言葉も入れてください。 

 ３つ目。その下の②「妊娠・出産～」云々のところ。「リプロダクティブ・ヘル

ス/ライツ（性と生殖に関する健康と権利）」という文言が消えていますけれども、

そういう国際標準の文言は残していただかないと。残していくことによって、国

際標準のレベルが維持できると思いますから、残すことを私は希望します。 

 その２つ下。コメントのところに「能力のある人であれば」というような・・・。

「性別に関係なく」というのは分かるのですけれども、「能力のある人」という言

葉を入れることによって、文言は考えてほしいですけれども、元々、男性は男性

であることで下駄を履かされているという実態がありますから、「能力」というふ

うに言ってしまうと、その段階で引く人たちもいらっしゃるから、その辺の文言

を工夫したいなというのはあります。 

 それから、資料４の裏側の５です。「家事・育児を積極的にやりたい女性もいる」

という項目があって、それに対して「多様な・・・」とありますけれども、私た

ちはその人たちに対してバリアを張ることをやろうとしているわけではないです

から。ここでやろうとしているのは、ジェンダー平等が達成されていない状況に

対して、どうやってジェンダー平等を実現するかということでやっているわけで

すから、このことはそんなに強調するのはどうかなというふうに、個人的には思
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います。 

 資料３の下。先ほども言いましたけれども、「山口市女性活躍推進計画」。どう

いうふうにそれが存在しているかがよく分かりませんから、ぜひ、この次の審議

会の時には、女性活躍の資料というのはこういう青写真だというのを入れていた

だきたいと思います。 

 最後に１点。今回、事前に、月曜日に資料が届いたのですが、出来ればもう少

し早く手元に届くとありがたいです。完成度を高められたいのもよく分かります

が、せっかく委員がたくさんいるわけですから、みんなで共有して良いものを作

り出す。そのための審議会ですから、遠慮は要らない。私は結構シビアなことを

言っていますけれども、憎しで言っているわけではないですから。山口市を良く

したいと思って言っているわけですから。 

＜議長＞ 

 お時間が来ましたが、何か、ここで一言だけ、何か言っておきたい方いらっし

ゃったら。 

 では、C 委員から一言、お願いいたします。 

＜C 委員＞ 

 今、江藤委員から話があったように、私も「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」

は入れたほうが良いとは思っていました。だた、妊娠とか出産だけの話じゃなく、

性犯罪や性暴力とかストーカーとか職場内のハラスメントとか、今、人権侵害み

たいなことがたくさんあって、それが人生 100 年の長いスパンで考えたら、やは

りこれは重要なことかなというふうに思います。 

 それと、もうひとつ。資料３の一番最後の「仕事と生活の調和の推進」の②の

ところで、「男性の家事・子育て・介護等への参画促進」というのがあるのですけ

れども、そこで「地域への参画促進」というのが無くなっていて・・・。今、男

性が地域社会で孤立したり、孤独に陥ったりして、大きなリスクを抱えたりして

いる現状の中で、仕事人間だった人が地域に戻った時に、「さて、どうしましょう」

というようなところもあるので、「地域への参画推進」のところも加味したらどう

かなというふうに思いました。 

 それと、一番最後の「家事・育児・介護支援の充実」というふうにあって、ア

ンケートに「利用しやすい家事サービスがあること」というような意見が、市民

意識調査の中に書いてありますけれども、具体的に「家事支援」というのは、行

政がどのようなことをするというふうにお考えなのでしょうか。まだ具体的に無

かったら、そのうち聞かせていただければというふうに思います。 

＜議長＞ 

 お答えを準備されている間に、E 委員、御意見をお願いいたします。 

＜E 委員＞ 

 ちょうどいいタイミングで市長が交代されていますので、新しい市長が問題を

出している男女共同参画について、より積極的にやってという姿勢を示していた
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だきたいです。審議会の総意として、もっと積極的に取り上げて、積極的に推進

していくという言葉を、どこかの会見等で、一言二言でも結構ですからお願いし

たいという私の希望です。 

＜A 委員＞ 

 同感です。 

＜議長＞ 

 先ほどの、C 委員の質問に対するお答え、事務局はどうでしょうか。 

＜事務局①＞ 

 まず、男性の地域への参加というお話なのですが、これは基本目標の２-（７）

「性別に関係なく地域・社会活動に参画できる機会の確保」で取り入れるかたち

になります。それと、家事支援のお話なのですが、今のところ、市では、ひとり

親家庭に関してはそういった支援があるのですけれども、それ以外のところもと

いうふうに、今回のアンケートでは読み取っております。調べてみないとわから

ないところもありますが、ファミリーサポートセンターだとか、そちらのほうと

何か連携が出来ないかなというのはちょっと考えております。 

＜事務局②＞ 

 今のサービスのところで補足させていただきます。 

 介護支援と言いますと、例えば、お父様・お母様がお年を召した時の介護サー

ビス、これは一番行政がやっている典型的な福祉サービスだと思っておりますけ

れども、例えば若い子どもがお父さん・お母さんを看る。それが子育てと重なっ

てしまう問題も出ておりますので、そういったところについてもサポートしてい

く。いわゆる介護離職と言われているところがあるのですけれども、そういった

ものに対する対応という意味でこちらに挙げております。 

＜議長＞ 

 では、お時間が来てしまいました。まだ御意見がある方がいらっしゃると思い

ます。お手元に FAX 用紙がありますけれども、私は個人的には FAX 廃止論者で、

FAXをやめていこうと思っていますので、Eメールでも大丈夫です。ぜひ御意見を

お知らせいただければ、７月７日までにお願いします。 

 今日の審議会を閉じてしまいますと、また市のほうで悩まれて、出来上がった

ものを秋にというかたちになってしまいますので、どうでしょうか、有志でも構

いませんので、市のほうで呼びかけていただいて、一緒に作っていくようなかた

ちにさせてもらうと、ちょっと面白いものができるのではないかなと思いますの

で、そこは遠慮なく。無理な方は来られないと思いますので、ぜひ、お声がけを

いただき、協働して作っていければと思います。また、そこら辺はご検討くださ

い。 

 では、私のほうの進行は終わりたいと思います。事務局にお返しします。 

 皆さん、御協力ありがとうございました。 

＜事務局＞ 
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 議事進行ありがとうございました。 

  

 

５．その他 

６．閉会 

 

―以上で会議を終了した。 
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