
議事録 

 

◎令和２年度第４回高知市男女共同参画推進委員会 

日時  令和２年11月19日（木） 午後１時30分～３時35分 

場所  高知市役所 本庁舎６階611会議室 

出席者 高知市男女共同参画推進委員 10名 

    人権同和・男女共同参画課（事務局） 

 

【会議次第】 

議題１ 高知市男女共同参画推進プラン2021（原案）について 

    ・基本目標ごとに審議 

     

 

◇議事１ 高知市男女共同参画推進プラン2021（原案）について 

     ・基本目標ごとに審議 

     

（委員長） 

それでは，議事に移りたいと思います。議事進行の流れですが，第１章，第２章と章で区

切りまして，事務局の説明のあと，質問や意見をいただきたいと思います。 

できれば第３章は基本目標ごとに，重点的に時間を割きたいと思いますので，ご協力をよ

ろしくお願いします。 

では，「プラン2021原案」について，第１章の「計画策定にあたって」から，事務局から

説明のあと，質問や意見をお伺いしていきたいと思います。まず事務局から説明をよろしく

お願いします。 

 

（事務局） 

 第１章「計画策定にあたって」について説明。 

（説明内容省略） 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。それでは，第１章の「計画策定にあたって」の部分で委員の皆

様からご質問やご意見をお伺いしたいと思います。 

 

（委員） 

 簡潔になって非常にいい形だなと思いました。 

 

（事務局） 
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 ありがとうございます。 

  

（委員） 

 非常に分かりやすく色んな議論がプラスになっていると思いますが，５ページの上の方

の⑤女性の働き方の理想のところですが，アンケートを見ていてびっくりしました。もの凄

く変化していまして，日本では出産するまでは働いて，その後，一旦仕事を辞めてというの

がメインだったのに，今回ものすごい数字が動いているなと私としては思いました。働き続

けるという人が増えているように思いました。コロナということもあるのかなと思います

し，女性活躍とか育児支援とかあまりお金は無いですが，色んな形で政策的にあったのか，

これだけ数が動くというのは異例だと思います。１割２割以上変わっていますよね。ここは

調べてみないといけないと思いますが，男女ともに働き続けるということを希望する人が

増えていると考えると，元々高知はそういう風土があると思いますが，それでも一旦仕事辞

めると言っていた人達も随分変わってきていて，若い世代の育児支援とかさまざまな家庭

のことに対して一層公共的な場が支援していかないといけない状況がものすごく激増して

いるのではないかと思いました。痛感しました。 

 

（委員） 

小さなことですが，「取組」の表記のことですが気になります。別ページでは「取り組み」

となっています。テレビ・新聞は「取り組み」と送るのが普通ですが，表記の統一感を持た

せた方がいいのではないかと思いました。 

 

（事務局） 

 統一するようにします。高知市は「取組」と送らない方法でいっていますので，そちらに

合わせる形でいいでしょうか。 

 

（委員） 

 はい。 

 

（委員） 

資料を事前に見たときに，意識調査の結果は非常に分かりやすいなと思いましたが，でき

ればどこかに回答されている方々のプロフィール，例えば年代であるとかそういった割合

的なものが具体的な数字ではなく，大体こんな感じの方々が答えていますということが分

かるともう少し理解がしやすくなるのではないかと感じました。 

 

（事務局） 

 集計表で年代別の回答者数の集計表がありますので，それを取り込むようにしましょう

か。 
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（委員） 

 集計表そのものという形でなくてもいいと思いますが，それをコンパクトにまとめて，こ

ういう方が答えていますというのがすぐに分かるような感じで，グラフにしても構いませ

ん。 

 

（事務局） 

無作為で抽出でといったようなものでしょうか。 

 

（委員） 

 結局どういう年代の方々が答えているのかが分かりやすい方がより理解してもらいやす

いのではないかと思いました。 

 

（委員長） 

 半ページ位のコンパクトなサイズがいいかなと思いますが。例えばそれらを結果として

高知市の状況と変わらないのか特殊なのかということが分かればいいと思います。 

 

（事務局） 

 調査の方法，高知市内の全域とか調査対象が高知在住の20歳から79歳までの男女3,000人

のページがありますのでここから抜き出して入れていくようにしたいと思います。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。 

 

（委員） 

 先程話されていました「取組」標記の統一よろしくお願いします。 

 それと，平成〇〇年の数字の前に半角の間が入っている部分と入っていない部分があり

ます。ＰＣで勝手に入るようになっているのかもしれませんが。後，２ページの下から５行

目の年号が20521になっていますので2021にお願いします。８ページの上から３行目の「謳

い」は公用文でこの漢字を使用してよかったでしょうか。確認をお願いします。 

以上です。ありがとうございます。 

 

（事務局） 

 確認いたします。 

 

（委員長） 

 よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 それでは第２章「計画の基本的な考え方」について事務局から説明をお願いします。 
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（事務局） 

 第２章「計画の基本的な考え方」について説明。 

（説明内容省略） 

 

（委員長） 

 第２章「計画の基本的な考え方」についてご意見をお伺いしたいと思います。  

 

（委員） 

 細かいことですが，10ページの上の「計画の位置づけ」の部分が四角で囲われていますが，

これは特にどこからか引用したわけではなければ他と合わせて四角を外して普通にしても

いいのではないのかなと思います。何か意図があれば別です。 

 

（事務局） 

 はい，分かりました。 

 

（委員長） 

 それでは，第３章の「計画の内容」について話を進めていきたいと思います。これは基本

目標ごとに10分から15分の審議の時間をとりたいと思います。 

では，基本目標１について説明をお願いします。 

 

（事務局） 

第３章「計画の内容」基本目標１について説明。 

（説明内容省略） 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。 

それでは，基本目標１について委員のみなさまからのご意見お願いいたします。 

 

（委員） 

 市の審議会等の女性委員比率を使っていますが，前までだとこれに加えて市の審議会等

で女性委員のいない審議会数というのがあったと思います。目標は10会でしたが，横ばいで

あったと思います。例えば，ある委員会で女性が増え10人中８人が女性ですという会があれ

ば数字に貢献しますが，「０」のままの委員会があっても問題はないというか，この数字だ

とそういうことになるわけですか。 

 

（事務局） 

 女性比率の目標は半分程度となっていまして，半分以上いるという委員会はなかなかな

いです。ほぼ女性というところもほとんどありません。全部をという動きにはなっていない

4 
 



です。多くて半数です。 

 

（委員） 

 意思決定で色んな分野に女性がいるのがいいのかなと思っています。そう意味では前の

市の審議会委員等で女性のいない審議会数を減らすという方向性は正しかったのではない

かと思っています。これを取り下げてしまった理由というのは，どうしてもということであ

ればやむを得ないですがどうでしょうか。 

 

（事務局） 

 今回，女性委員の比率ということにしましたが，新たに審議会が設置させる場合にはほぼ

半数になるように配慮していただいている状況です。今，目標比率を上げていこうとすれば，

審議会が既に立ち上がっているところで，今以上に女性の数を増やしていかないと数字が

上がっていかないと思いますので，取組として女性がいないとか一人ぐらいしかいないと

ころを増やしていく取組の方向性には変わりがないと思っています。女性が「０」のところ

をなぜ「０」なのかを見ていくと，産業廃棄物や都市計画の分野などで専門性が高く，何か

資格がある人が委員になっているような分野で，そもそも女性でその資格を有しているの

が難しいのかなというようなところもあるので，取り組みようが実際今まで何年か見てき

て少し難しいと思った部分もあって，今回はこれを指標として掲げているところです。 

 

（委員） 

 女性委員の比率の計算方法ですが，市の審議会数と委員就任数の延べ数を出して，その総

数の中に女性委員の数を出すということでしょうか。 

 

（事務局） 

 審議会ごとに女性の比率を出していまして，その平均です。 

 

（委員） 

 計算方法についてははっきりさせておかないと，市の審議会等の女性委員の比率と言わ

れたときに，平均取っているのかという考え方と，総数に対して延べ数を取っているのと，

そこのところの女性数を伸ばせる可能性があるのではないですかとなります。もし仮に後

者のようなやり方をしていると，ある分野についてはいつまでたっても男性ばかりになり，

努力されなくても数字上は良くなりましたという現象が起きてしまうと思っています。や

はり委員会数にこだわりがあります。今の22という最後の数字，30年度は22会になっていま

すが，これはどうしようもないですか。 

 

（事務局） 

 令和２年度では13会まで減っています。ただ定数が元々少ない５人以下のところがほと

んどですので，そこになかなか入り込む余地がないのが現状です。 
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（委員） 

 女性の皆無は違うと思います。都市計画だって建築士の女性の方いらっしゃいますし，い

ろんな会社でも役員レベルで言えば，女性で役員やられている方もいるでしょうし。女性が

一人もいない分野はかなり限られてくるのではと思っています。まさにそこに対して女性

を出してくれませんかと働きかけていくことが大事だと思います。ほんとに絶望的に入れ

ないところはかなり限られてくるのではないでしょうか。 

 

（委員） 

 13会全てが難しい委員会だけではないと思います。ここですぐ答えをというのは無理だ

と思いますので，ご検討いただきたいなと思います。ここで下げるというのは抵抗があり，

あまり積極的ではないと思います。 

 

（事務局） 

 この目標に変えるということでしょうか。 

 

（委員） 

 両方入れた方がいいのでは。今まで両方入れていましたよね。20年以上やってきたので，

それを下げる積極的な理由があるのかという話になります。 

 

（委員） 

 少なくとも維持という目標を掲げてもいいのでは思います。もう一つ言うと，０という立

て方がおかしいと思います。数字だけ言ってどうするのか具体的取組が見えないままとい

うことではいけないと思います。13まできているのは素晴らしい成果だと思います。10まで

手の届くところまで来ていますが，どうしても限界だというのであれば維持という形にし

ないといけないでしょうし，逆にまだ方策があるがとりあえず０にしておきましょうとな

るとそれ以上にならないので，ターゲットを決め２会は減らせということになると，数字は

11になると思います。そこの辺りが見えているかどうかが重要だと思います。 

 

（委員） 

 審議会の話は，県のプランの方でも相当出ていて，同じような意見が沢山出ています。県

の方は審議会のトータル人員分の女性職員というばっさり切った数字で出しています。そ

の中で審議会が０のところもありますよと，元々選び方で例えば首長を指定している場合

があって，首長の女性は今はいの町しかいません。そういうのもあって難しいですというお

話はありました。そもそも選定の仕方がおかしいのではないか，その人でないと絶対いけな

いという理由はどこなのかというところまで踏み込んで考えないと，これはなかなか解消

できないと思います。促進の方で女性が政治の場に参加することになり，人材育成に取り組

みますと書いてある以上は何か取り組まないといけないだろうなと。先程も出ているよう
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に審議会で女性が０という審議会というのはこの５年以内にはなくしますという目標があ

ってもいいのでは。それが人材育成ですよね。審議会の委員になれる女性を探し，育成して

いきますという取組の大きな柱だと思います。もっと女性の意見を聞く場，政治の場に女性

の声を活かそうとするのであれば，知識・経験にこだわらずに委員として活動してもらって，

そこで学習してもらうといったところから始めていかないと，なかなか人は出てこないと

思いますので，思い切った方策を考えないといけないのではないかなというような気がし

ます。この取組を本気で進めるのであれば，審議会を０にしますという目標は５年間の取組

としてやはり入れるべきなのではないかと思います。私はこの意見に賛同します。 

 

（委員長） 

 ここで例えば多数決ということではないですよね。 

 

（事務局） 

 中身は固めていただきたいです。委員会の総意で入れるということと目標値をどれくら

いにするかが分かれば。 

 

（委員） 

 13審議会を１個１個検証してどうしても男性でないとできないという委員会であれば，

それはどうしようもないことですが，そういう委員会がどれ位あるのか見ておく必要はあ

るのではないかなと思います。５年後に残っていたとなれば何をしていたのかとなります

し，できないものはできないとしてはっきり示して，この委員会はどう頑張ってもできない

ということを最初の目標値で示しておけば，必然的にできる委員会・審議会が決まってくる

のではないかと思います。私は，基本的にはそれはないと思っていますが。先程言った通り

無理に入れようと思えば何とでもなる話だと思います。審議会をやっている，特に意見がな

くてもそういう議論をしていること知ることだけでも次に繋がっていくことですので，ぜ

ひ女性は入れていただきたいと思います。これは政治の場への参画の男女共同参画の要だ

と思います。そういう意味では大事な取組だと思います。 

 

（事務局） 

 では入れるということで。今残っている13会を事務局の方でも審議させていただき，０が

ふさわしいですが，ここが３になるのか，５になるのか，10になるのかを一任させていただ

いてもよろしいでしょうか。 

 

（委員） 

 ０にするのは難しいと言っているのに，これは過激すぎる目標だと思います。そういう発

想を少しずつ変えて，少しずつ減らしていく。でも必ずそれを目標にするくらいでもいいと

思います。この20年難しくて避けるようになっていたのが，５年で出来るというのは甘いと

思います。ですから，それは厳密に考えていただいたらいいと思います。 
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私としてはもう一ついいのかなと思うところがありまして。最初の目標というのが，実は

今までずっと社会において男女の平等かどうか思う人の比率でとってきましたが，そうで

はなく色々な分野の目標を平均したものでやるという提案です。それはそれでいいですが，

あのやり方は国のアンケートの取り方が変われば変わっていくし，過去にも変わってきて

います。私としては，これまでとってきた社会における比率があれば比較ができるし，それ

はある意味，要なので，平均値だけでなくそれも併せて置いてほしいかなと思います。平均

値はいいようだけれども，なんだかわからないところも，偶然出てくる結果もあるというふ

うに私としては思っています。ここも二つ目標を置いてほしいかなと思います。この書き方

だとわかりづらいですが，今まであったものとは違う目標となるので，連続性も今後計れな

くなっていくということで，平均値を取るというのはある意味ユニークな考え方でいいと

思いますが。それと同時にこれまでの社会における比率も入れておいた方が安全だと思い

ます。しかもこれは変わることがないので継続的にやっていけるのではないかなと思いま

す。私の異論として。あまりに変えすぎてしまうとどうなのかなということと，新しくする

ならそれはいいけど，過去のやり方も継続した方が一貫性というか長期的な計画なのでい

いのではないかと思います。皆さん方が別にそんな必要がないというのであればいいです

が。これはなかなか上がりづらい目標で，先程２割上がったものがありましたが，１％２％

あがっても大きいものです。 

 

（委員） 

 高知県の方は，目標を絞って今までにあった目標で関連するものはモニタリング指標と

して見ていきましょうという形で，別枠で推移を出すような示し方をして，その目標から離

れるのではないというプランの立て方を考えているようです。 

 

（事務局） 

 意識調査のところですので，結果が毎年出るものではないです。意識調査のときには，こ

この同じ目標のところが男女平等に関する意識のところで，これはだいたい意識調査のと

きに同じ項目で取っていいますので比較自体はできますが，意識調査の内容を変えるとい

うことはないですので数値自体を取ることは勿論できますし，意識調査の結果で前回はこ

うでしたというのはできます。 

 

（委員） 

 できればその方がうれしいです。少なくとも比較できるとか。ただ調査ありますよと言わ

れるとそういう位置づけでいいのかなという気はします。 

 

（事務局） 

 項目に数値目標として入れる方がいいということでしょうか。 

 

（委員） 
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 その方がいいのではないかなと。あまりにもこの間の継続性を切ってしまうような決定

はすべきではないかと。そんなに悪い結果だったのかという気がします。より積極的に平均

値を見るというのは分かりますが。平均値を見たら社会におけるというのは見ませんとい

うのは少し危険です。歴史的な継続性を不可能にしてしまう可能性があるなと。 

 

（事務局） 

 両方入れますか。 

 

（委員長） 

はい。できれば 

 

（委員） 

 全部入れたらどうですか。 

 

（事務局） 

 全部というのは，全部の項目のことですか。 

 

（委員） 

 先程言われたのは下に書くというか，下に書いてその結論として平均を計算した結果が

上の方に残るということでも一応傾向がみられるということですね。 

 

（委員） 

 それでもいいと思います。 

 

（委員） 

 中身が分かればいいとは思います。恐らく学校はかなり高くて家庭・職場とかがだんだん

下がってくると思いますが。 

 

（事務局） 

 ３ページに①男女平等に関する意識があります。１個目の目標に挙げているのがここの

男女平等に関する意識を平均したものということになります。８項目ありますが，これも意

識調査のときにいつも同じ項目ではなく，前回は７項目でした。社会全体という内容につい

ては引き続き行うとは思いますが，少し変更というのはあったようです。比較をするのにこ

の項目を変えて，点数が平等だと思うような項目を盛り込めば，上がるには上がります。 

 

（委員） 

 ３ページの分の経年変化で項目が変わってややこしい話が出るかもしれませんが，毎回

可視化されるような形で示されれば，ある程度良いところ，悪い所とかがあるのかなと思い
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まして。それが分かるようにした方がいいのではと思います。 

 

（委員） 

 29.9はどこの数字と言っていましたか。 

 

（事務局） 

 家庭生活の方が27.5，職場が25.9と８つ項目がありますので，その合計値を８で割った数

です。 

 

（委員） 

 ただ，頑張らないといけないところは分かっていますよね。政治の場，慣習・しきたり，

社会全体この辺りを頑張れば伸びますよね。数値の低いところを目標にするという方法も

あると思います。良いところが伸びていき，悪い所はまったく伸びないまま35%達成しまし

たというのもいかがなものかと思います。 

 

（事務局） 

 学校教育のところも実は下がっています。 

 

（委員） 

 それでも，63.2ありますよね。35％の倍近くあるわけですから，全体の平均値にはものす

ごく貢献していますよね。本来取り組まないといけないところが非常に低い20％未満の所

をなんとかしないと全体は伸びない感じがあります。目標の立て方ではあると思いますが，

ここを意識して見える化した方がいいのではないかと思います。 

 

（事務局） 

今回ここをどうするか話し合った中では，社会全体というのは皆さんオールジャパンあ

るいは世界まで意識した回答になる中で，高知市が取り組んだ結果を見るのにはどうなの

か。高知市の取組が反映された数字なのかというところで，上げていかないといけないです

が社会全体という数字を目標にすることがどうなのかというところがあり，それならであ

れば全体を見た方がいいのではないかという経過です。 

 

（委員） 

 全体は全体で見たらいいと思います。報告するときにどの部分を頑張ってどの部分を改

善したかという報告が絶対要りますよね。今はそういうものが全くなく，結果だけを見てこ

うでしたとなっていますが，５年間の取組というのは弱いところにどれだけ力を入れてど

れだけ良くしたかという報告を委員会でも常に求めている話です。そういうところが分か

る部分，例えば35％ならそれでもいいですが，サブとして低い項目の数値を上げますという

サブ目標をたてるという方法などもあると思います。見てすぐに35％だとは分かりません
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ので，まだまだ女性の立場は一般的に低い立場にあるのではないかなという意識がある中

で，今29.9％と言われても，一番感じるのは政治の場，慣習・しきたりの項目の女性の立場

の低さをもの凄く感じているところですので，そこからいくと29.9%という数字も本当なの

か？と感じてしまいます。別の所でカバーしている部分だと思いますが，市民との意識のず

れだと思います。そこを分かるようにしてあげたほうが分かりやすくなるような気がしま

す。 

 

（委員） 

 厳しいものはあるかと思います。確かに社会全体と言えば高知市がというのもあるかも

しれませんが，一つ一つ見ても高知市がという話ではないと思います。教育にしても職場に

しても。高知市ができることといえばそんなに多くはない，ほとんどないと言われています。

その中でもどかしいのはわかりますが，一方で厳しいことも視野に入れておかないとずれ

てしまうのではないかと思います。そんなに楽な仕事ではないということは自覚した上で

やっていかないといけないと思いますし，学校教育はある意味で本当の実態を知らない人

が多く，下がってきているということは認識がだんだんできてきたということで間違いな

い。他に比べて色々なことがあり，中にいる人は苦しんで色んなことが加味されていうと思

いますので，平均値というのは面白いとは思いましたが，それだけで見てしまうと間違えて

しまうというという所があると思います。平均値は何があるか分からない怖さがあります

し，大きな数値はやっぱり大きなものをいってきますので，私としては平均値も大事にはし

たいですので，止めてくださいということではなく前の指標も併用して参照できるように

しながら，新しい値も上げていくとした方がいいのではと思います。平均値は高知市の資料

としては面白いとは思います。あまりこだわりたくはないですが大事な所ですので言わせ

ていただきました。 

 

（委員） 

 一番分かりにくいのは，資料の中に29.9という数字がどこにも出きていない。まずそこを

分かるようにしてもらったほうがいいのではないでしょうか。できるのであれば下に一行

増やして全体の平均値で29.9ですというのを載せるというのはどうでしょうか。 

 

（事務局） 

 意識調査の内容の方を現状と課題のページにも入れるということですか。 

 

（委員） 

 29.9の根拠となるものを何かあればいいのでは。ここには，男女の地位が平等だと思う人

の割合と書いてありますが，それは何を見て29.9となっているのかは説明を受け，初めて分

かったので，そこが分かるようにしないと疑問が出てきてしまうなと思いました。 

 

（事務局） 

11 
 



 ３ページの意識調査の所に平均値は29.9ですという内容を入れるということでよろしい

でしょうか。 

 

（委員） 

 大きく出して根拠はこれですと示すと分かりやすいのではないかと思います。 

 

（事務局） 

 数字の根拠を示すような形にするということでよろしいですか。検討するようにします。 

 

（委員） 

 ３ページの表の一番下の所に全項目の平均値という同じ形式のグラフを入れればすぐに

分かるとは思います。 

 

（委員長） 

 回答そのものではないので参考数値としての注釈を入れていく必要がありますよね。 

 

（委員） 

 このグラフは枠で囲っていますが，その下にそのままつけるのではなく別の枠として全

項目の平均値という形の同じ形式のグラフを作れば，13ページの29.9という数値が出てき

ても分かりやすくはなりますよね。 

 

（委員） 

Ａ３の具体的な取組と各項目の目標値のところですが，これは今まで評価で悩んでいた

話ですが，ピタッと合っていないです。１項目で色々な課が取り組んでいると思いますが，

どういう風な目標値を設定するのか。結果的に35％に達成していなければ，各項目自分達の

立てた目標が達成したとしても他が達成していなければやっていないことと一緒になって

しまう。他の項目もそうですが，担当する課が複数ある場合，各課で目標を立てた時に結局

プランの目標に上手く結びつけていないことで事業側の評価とトータルの評価というのが

悩まないといけなくなる。また同じことをするのかが気になります。例えば「職員に対する

研修」は，こういう研修を約400名やりますと出し，やったはいいが目標を達成していなけ

れば何のための事業だったのか，というような見方を私がひねくれているかもしれません

がそういう見方をしてしまいますので，その辺りをうまくリンクさせるような各事業のや

り方というか目標の設定の仕方を考えて頂かないとまた大きく齟齬してしまいます。 

  

（事務局） 

 数値目標の方は１本の事業だけではなく，取組の方向性が達成できているかどうかを図

る指標にしたいと考えておりました。例えば固定的な役割分担意識の解消ですので，主に啓

発の効果が分かるものとして，啓発の効果は意識調査になってしまいますが，意識調査で男
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女の地位が平等だと思う人の割合という感じで。 

 

（委員） 

 それは分かりますが，今までと同じように事業ごとの評価をするのであれば見方のルー

ル化していただかないと，事業ごとには確かに良くやっている，でもトータルのプランの目

標に落とし込んだ時には全然達していない，各事業課は自分たちの目標ですのでＡをつけ

てくると思います。でもそれはプランに何の効果も上がっていなければ何にもない効果で

すし，やらなくてもいい事業なのでは，と私個人は感じてしまいます。その辺りを上手くリ

ンクさせるような各事業の目標もどういう見せ方をするのかというのをきちんと今から整

理しておいてもらわないと，今まで通り事業の評価の時に，なぜこれがＡなのか，総合評価

すると２点とかになってしまうことが生じて皆さんまた悩むことになってしまうのではな

いかと思います。そこが解消させているかと思っていましたが，何も解消されていませんで

した。課ごとにやるのはいいですが結局各事業の評価をするのかどうかという問題もあり

ます。そこをどう考えるのか。様式も変えるなど色々考えていただいているようですが，数

値目標の評価だけでいいのではないかという話もありましたよね。まさにその通りだと思

います。事業は事業の報告くらいで終わりにして，評価をするような話ではないのではと思

っています。結果に対しての効果などの質問の中で進めていく方法もありますし，中には目

標にしているところもあります。先のことばかり言って申し訳ないですが，また悩むような

気がしています。 

 

（委員） 

 私も，今回このＡ３を見た時に目標に市民意識調査を使っているのがここの部分だけで

逆に良かったなと思いました。市民意識調査はそんなに分かりやすく結果が出ないのでな

いのではないでしょうか。男女の地位が「平等」だと思う人の割合が分かりやすく出てくる

のか。そうなった時に偶然がかなり関与するのではないかという感じがしています。気にな

る数字で一番大事な数字ですがこれを目標に置くのはどうなのかという気持ちがあります。

啓発の件数を怠らずよくやりました，でもそれをやった結果こうすれば結果が上がります

という保証は多分ないです。私，実は平等だと思う人の割合は参考数字でいいのではないか

と思っています。そうなると啓発事業の成果指標が何もなくなってしまいますが，それはも

うしょうがないのではないかと私自身は思っております。以上です。 

 

（委員長） 

 以前に比べればより評価に則した議論になってきているとは思います。個々の部分でも

たくさん詰めなければいけない所があり，一つの議論が他のことにも通ずる話でもあるの

でが，もう一回委員会を開催することはできないですよね。本質的な議論があるとは思いま

すが，この場で方向を全変更という訳にはいかないですけど，このままのやり方では評価の

時にまた苦しくなる懸念があると思います。少しは変更されていますが，本質的にはそんな

には変えられないようですし，もう出さないといけないですよね。日程的にプランはいつま
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でに出さないといけないでしょうか。 

 

（事務局） 

 １月パブリックコメントに出しますので，12月末の段階で市民の皆さんの目に触れる所

に置きます。１月中がパブリックコメントの期間ですので，パブリックコメントで頂いた意

見を元に冊子を作る形になります。パブリックコメントでどうしても修正の必要な内容あ

れば個別に委員長・副委員長に確認のお願いをと考えております。 

 

（委員長） 

 一番に難しいテーマから始めてしまったのが間違いでしたね。市がやれば何かするとい

う話でもないですが影響はすると思います。でもそこはなかなか見えづらいですので手を

替え，品を替えればできるのかという話ではない様な気がしますが。色々問題があるという

ことでこの項目はここで一旦終わりにし，他にも色々出ているので議論があるかと思いま

す。その辺りは時間のある限り，出して頂いたらどうかと思います。後は，コメントで出し

てもらうという手もあります。ある程度ここは出来ています。全てを変えるのは難しいです

が課題でこういうことがあるということを書き留めつつ，今回のプランで少し実現出来た

らいいですが，次に送らざるをえない中身もあるかもしれないと思っています。前回に比べ

れば少しは整理されてきつつありますが，今回全部きれいに整理できるかといえば，仕上げ

の直前ですので難しい部分はやれる範囲で事務局にやっていただくしかないと思っていま

す。意見を言っていただいて，今回実現できなくても意見として残していってもらうという

形が出てきても仕方のないことだと思います。 

  

（委員） 

 各数値目標に対してどこが責任を持ってやるのかという過程にしてもらえたら，後で評

価がし易いと思います。責任が全てバラバラで，結果的に繋がっているだけのイメージがあ

り，誰が責任を持って目標値を達成するのかが分散化され曖昧になってしまっているので，

各数値目標に向かってどの課が責任を持って取り組むのかということを明確にすれば評価

の時にそこだけを見ればいいと思います。責任を分散化しているだけ誰がきちんと責任を

取るのかが見えてこないのでどこに意見を言ったらいいのか分からない。 

 

（委員） 

 数値目標の項目で「男女の地位が平等だと思う人の割合」という思うことについて，目標

値をつけるというのは掲げるような項目ではないのでは思います。実際にやったことで数

値が出るようなものならいいのですが，思うことに対しての割合が目標とか，参考的に見る

には意識調査は大事ですが，思うことに35％を設定するのは無理があるのではないでしょ

うか。それまでの過程があって皆が年度ごとに平等だと思ってきているという傾向は分か

ると思いますが，意識調査は意識調査ですごく重要で大事だとは思いますが，ここに目標と

してあげなくてもいいのではないという気がしています。もう一点，達成度の所ですが，一
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番上は意識調査なので分かりますが，２番目と３番目は達成度の年度を揃えた方がいいの

ではと思います。見ていく上で同じ年度で達成度を見ていった方が傾向としても分かりや

すいのではないかと思います。以上です。 

 

（事務局） 

 年度が違うのは，調査をとる時期が異なることによります。意識調査は令和元年にやりま

した。女性委員比率は令和元年３月末時点ですし，女性管理職の割合は人事課で出しもらう

数値で，４月１日時点で管理職の数値が固まるのでこの数字が出せました。 

 

（委員） 

 年度で見た場合は月の差はあるかもしれませんが，何年度ということでしたら同じ年度

で何パーセントと書いた方が一般の人が見るときに分かりやすいのではないかと思います。

一般の人が見たときになぜ同じ年度で達成度を書いていないのか，私は疑問でした。普通，

達成度のパーセントを見るときに同じ年度で見ると思うのでその辺が気になりました。 

 

（委員） 

 そもそも達成度とは何でしょうか。意図があって書かれていると思っていたので特に気

に止めていませんでした。ここは2016年の目標値の数値がここに入り,直近値があり，そこ

で達成度を見るという見方でしたら分かります。５年間の達成度がこうだったので更にこ

うしますという意味は分かります。達成度は何に対する達成度なのか，目標値に対する達成

度なのか，単なる調査結果だけがあがっているのかという意味で分かりにくいのだと思い

ます。 

 

（事務局） 

 実績です。  

 

（委員） 

 達成度ではなく実績値ですよね。達成度というと，直近値との意味が分かりにくいです。

直近値も実績値ですよね。実績値と実績値を二つ並べてどう比較するのかが分かりにくい

です。どういう意図があって達成度を入れているのかよく分からない。 

 

（委員） 

 男女平等に関する意識調査はすごく大事だと思います。意識ですので，「どういう意味で

思っている」しか取れないとは思います。一番下に社会全体の項目がありますが，社会全体

をどういう意図で入れてあるか，普通でしたら上記７項目全部含めたものが社会全体と取

る方がほとんどではないかと思います。実際，社会全体がパーセンテージを下げているとこ

ろがあります。実際どういう目的でこの項目を入れたのかということと，自由記載の中に実

際，家庭生活はこれくらいに思っているが，地域の男女の差がなくなってきた，でも社会全
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体に関しては気になるということで，具体的に何か項目を挙げるというのがありませんで

した。社会全体は上記７項目を含めたもので社会全体と捉えている人がいる。普通捉えると

思います。この項目で割合が下がっていますが，その課の方がどういう意図で挙げたのか合

わせてお聞きしたいと思います。そういう内容の自由記載があれば聞かせていただきたい

です。私は意識調査を凄く大事だと思っています。パーセンテージを取らないといけないと

は思いますが，その後目標として35％を挙げるのもどうなのかと気になるという意見です。 

 

（委員長） 

 なぜ社会全体を項目として挙げたのかが知りたいです。 

 

（事務局）  

 すみません。そこは分かりません。 

 

（委員） 

 おそらく県や国がやっている方式を踏襲しているという所が大きいのではないでしょう

か。全部オリジナルで高知市が作っているわけではないですよね。ある程度オリジナルだと

は思いますが。国などを真似ている部分もかなり多いかなと思いますので分かりませんが，

こういう項目が他の調査にもよくあると思いますので，それを踏襲したりしながら比較し

てきたのかと，高知市も変えながら所もあると思いますが，市の方がご存じないと私達も分

かりませんので。 

 

（事務局） 

 おそらくトータルで見た場合にどうかという所を聞きたいというのがあり，入れたと思

います。前回か前々回で見たときに社会全体でというのはハードルが高いのでそこは避け

ているのではないかというところで，そこを除けたという記憶もあります。恐らく全体とし

て見た場合に感覚的なものかもしれませんがそれを問いたいという所からこの項目は入れ

てあると思います。 

 

（委員） 

 すぐには分からないと思いますので，分かれば書いていただければと思います。やり方へ

の疑問も出ていますので，どうしていこうかというところですが。今回はある程度，目標や

取組をはっきりさせて，数値目標は担当課が書いてないですが，なるべく分かるようにして

いきたいという意図が説明にあったと思います。数値目標の担当課をはっきりさせるとい

うのは考えていたのではないかと私としては思いました。数値目標の担当課をはっきりさ

せる動きはある。ただ数値目標との関係が少し分からないところもありますが，この目標を

平均値にしたのでなおさらそれが分散していますので，数値目標によって担当課が決まっ

ているところと決まっていないところがあると思います。 
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（委員） 

 市民意識調査の数字を目標に入れるべき積極的な理由はあるのでしょうか。私ははっき

り言って入れるべき理由はないと思っています。結局どんなに頑張っても偶然で，たまたま

その時の気分，直近のニュースで下がる要素があればそれで全部アウトになる評価になり

かねない数字だと私は思っています。大事な数字だと思いますが，あえて入れないとこのプ

ランが上手くいかないという理由が無ければ外してもいいのではないでしょうか。 

 

（事務局） 

 これを除けた方がいいという意見が多ければ。 

 

（委員） 

 データの事柄の性質と個人情報の問題をオープンにすることによる様々なデメリットな

どが重なり，なかなか数値が拾えないが，大事な部分だというところで意識調査とか色々な

いだろうかというところで拾っているのが市民意識調査とかＤＶ関係の資料とかになって

きています。それをぜひ使いたいということではなく，それを表すものとして困って，とり

あえずそういうところにいっているということだと思います。そんなに信用できないもの

だと私は思っていません。というのは，傾向として見ていくと多少ずれはあるかもしれませ

んが，社会の動き，施策がある程度反映されています。高知市の場合，20万以上の人口があ

るというのもあります。人口がもの凄く少ない場合は分かりませんが，そうそう簡単にぶれ

ることは無いと思いますし，もしそうなればそういう事情を断ればいいのではないかと思

います。ぜひ使うということではなく，結果として使える数字を探して他に無いというよう

なところで決まった数字だと思います。むしろ事務局側が出してきた数字で，私達がこれを

使いなさいと言ったことはほとんどないです。全部提案は事務局です。なので，私達が数字

を出しているということではないです。 

 

（委員） 

 プランの進捗を考査しないといけないです。この数字でぶれたら０です。結果が出ません。

それでいいですねということをここで確認を取りたいです。なおかつ責任は男女共同参画

課が負うということ。バツですと言われてもいいですという覚悟であれば私はいいです。 

 

（事務局） 

 委員さんの総意を確認したいです。皆さんがどう思われているか，先程から確認したいと

思っていました。男女の地位が平等だと思う割合というのがそぐわないのではという意見

が多かったように思います。意見があれば除けるというのもあります。 

 

（委員） 

 私は入れた方が思います。自分自身で置き換えたときに，男女平等になっているかどうか

意思表示ができるのはこの項目しかないです。 
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私は全然平等になっていないこの社会に，なんとか平等になりたいと思って，市民の公募

枠で最初ここの委員になりました。自分の意思表示ができる場所がもうここしかないと思

ったので，最初の取っ掛かりはそういう風になりましたが，そのときは論文で入って参加し

たと思います。自分が所属している職種はマスコミという立場ですのでその後も市民公募

委員ではなくマスコミの肩書で参加させていただくようになりました。 

一般市民が自分は家庭で平等ではない，職場で平等ではない，全体的に平等ではないとい

うときにアンケート位でしか自分の意思表示ができないと思います。みんながこの委員会

に参加できるわけではないですので。そうすると，一つ指標がいるのではないでしょうか。

色々なものに左右されるということもあるかもしれませんが，そういうアンケートに私は

平等ではないと思うという強い意志で丸を付ける人はいると思いますし，いると信じたい

というところもあります。私は一つ目標というのはいいと思います。 

最終目標が35％というのは，３人に１人しか平等だと思う人がいなくて良いというのは，

本当はここが100％じゃないといけないと思います。それがわずか35％というのにむしろ不

満です。せめて半分くらいは。５年ありますから。この５年で半分いかないのかというとこ

ろがあります。審議会も５年あって半分いかないのか。女性の管理職，５年もあるのに。今

50歳位の人が５年後といえばそろそろ第二の人生考えている方もいて，そんな時にやっと

管理職になれるかなれないかという時に，自分の第二の人生を考え始めて市役所にいるよ

り自分で何か始めた方がいいと思う女性がどんどん辞めていくような状態になります。せ

めて全部50％位にもっていかないと本当の男女共同参画にはならないのではと思っていま

す。私は入れた方がいいと思っています。 

 

（委員） 

 目標を外すという意味ではなく，この目標自体が偶発的に出てしまう数字になりかねな

いかというのを気にしています。この目標を達成するためにこの事業がどういう貢献をし

ているのかきちんと結びつけないといけない。例えば，市職員に対する研修をしてその結果

が35％にどう貢献をしているのか，男女平等教育の推進をしたらどういう結果になるのか

というところが見えてこないので，どうしても市民任せになってしまい，偶然的に上がった

り下がったりしていると言われないようにするために，きちんとどこが責任を持ってやる

のか，この項目はどこの課がどれだけの力を入れてやったのかをきちんと示さないと，なん

となく偶然に上がった・下がった，市は何をしたのか，ということになってくるのではない

か。結果が出にくいことなので，そこをきちんと紐づけしないといけない。各項目の努力結

果がきちんと反映できるように見せないと，何となく偶然的に上がり下がりがあるという

風に見えてしまうという所があり，評価が難しいというのはそこだと思います。 

個々の目標を立てた方が分かりやすい，成果が見えやすいと思います。意識調査というの

は私も大事だと思います。他に図る指標がないので。そんなに急に上がるとは思わないです

が。実際に下がっています。平成26年から５年間取り組んで，２ポイント近く下がっている

のは何もやっていないことと一緒です。数字だけ見ればですが。そういう意味では難しい気

がします。 
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（委員） 

 実はそんなにいいかげんではない下がり方です。下がったのは教育が下がったからで，他

の項目は徐々に上がっています。教育が下がったのは，教育というものが非常に平等だと思

っている人が多かったが，そう簡単に言えないという人が増え，ある意味認識が上がってき

ているということだと思いますので，逆に言えば平均値にすることはそういう要素がある

ので怖いです。ここで見た方が，はっきり理由が分かります。社会全体も上がってきていま

すし，大体理由は分かります。どんな理由が背景にあるかは分析すれば分かりますので，偶

然上がるとかそういうことはあまりないです。そこの辺り意識調査は正直に出ている数字

だと思います。 

 

（委員長） 

ここについてはかなり議論がある所ですので，ここで２時間が過ぎてしまうかもしれな

いですが，そういう議論があるテーマではあるということを酌んでいただくしかないでし

ょうか。他の議論も大事だと思いますので，この辺りで，このテーマで１時間位話していま

すので，１に関してはある程度，本当にこれについてはかなり異論があり，もう一方でこれ

をやった方がいいという意見もありますし，理由は様々です。ここで決めてくださいと言わ

れると，残りの時間で５項目は無理だと思います。ある程度意見を聞いていただくという形

にするか，もしよろしければもう一回やって今日は意見が出し合えるということであれば

どんどん意見を出していただいて。今日しか出来ませんということですと，２番以降につい

ても私としては議論をしないと高知市の５年間の計画を決める立場としては無責任だと思

いますが，申し訳ないですが議論を切らしていただかないといけないです。本意ではないで

すが。市民がバックに居るので，その人達にきちんと議論をしたけど，意見を出しましたよ

とは言えません。なるだけちゃんとした議論をしたい。できる範囲にはなりますが。時間的

に詰めるのは難しい沢山の議論があった，なるだけ有効に使いたいですがどうでしょうか。 

もう１回ぐらいできますか。12月ですので日程的に厳しいとは思いますが。 

 

（事務局） 

 全員に集まっていただくというのは報酬が予算的に難しいのですが。 

 

（委員） 

 そういう問題ではないと思います。４回は４回の報酬でいいと思いますが，５回目は委員

としてきちんと納得するものを作りたいという思いがあるので，そこは委員さんに相談し

て無報酬でもいいのではないですか。ちゃんと作り上げることに意味があり，お金に縛られ

てここで終わりますというのは残念な気がします。確かに報酬の範囲で責任を果たせばい

いのかもしれませんが，きちんと詰める上では無報酬でもやり切りたい気持ちです。皆さん

の意見は分かりませんが。このまま生煮えの状態で予算が無くなったのでこれで打ち切り

ですで終わっていいのかなと思います。例えば，市議会で説明をして委員の承認を得ました
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と言っても，誰も承認していないことになってしまいかねないです。 

 

（事務局） 

 報酬は検討材料ではありますが，もう１回，会を開く方向で，賛同していただける方に個

別でお声かけさせていただきます。12月の早い日程でお声かけさせていただきます。 

 

（委員長） 

 今日も残り時間もありますし，ある程度方向性も定まってきていますので，もう一回の議

論で決まるのではないかなと思います。できればもう一度議論する場を持ちたいです。それ

は報酬がない可能性もありますが。参加できない方にも，意見出しはしていただき，また議

論内容も返すようにしてください。 

 あと15分ですが，事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局） 

第３章「計画の内容」基本目標２・３・５の変更部分について説明。 

（説明内容省略） 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。１番も含め最後まで自由に意見がありましたらお願いします。 

 

（委員） 

 これは適切かどうかわかりませんが，先日新聞でパートナーシップ制度に関して高知市

が導入するということで，いい意味でびっくりしました。その中で２番のハラスメントＳＯ

ＧＩ関連事業があると思いますが，このＳＯＧＩ関連事業はハラスメントだけではなく，１

番にジェンダー平等を掲げられていて，多様な性に対する平等のもとであればＳＯＧＩ関

連事業は色んな所に派生し，人権尊重も含め適応されるのではないかと思います。あと，ジ

ェンダー平等と言って男女のくくりにはしていない，しかし細かく見ると男女平等と書い

ているところもあるので矛盾を感じます。ジェンダー平等をすすめるのであれば男女にそ

こまでこだわる必要があるのか，数値目標になると男女になってくると思いますが。ジェン

ダー平等を掲げるのに男女平等参画とか，全部くくるのもどうなのか，など皆さんの意見を

聞きながら思いました。私は，パートナーシップ制度がすごいなと思い，海外では色々進ん

でいる所があり，日本は遅くに始め，高知市は四国で４番目，日本でも60番目，そういう意

味で，あなたらしく性の多様化を許容している高知市であれば，次の５年に関しては性を大

きく許容したようなプランにしたほうが，より先進的になるのではないかと思いました。こ

れを今から入れると大変なことは重々承知していますが，意見としてはジェンダー平等を

目指すのであれば，男女に深くこだわるのはナンセンスと言うと語弊がありますが，そうい

うところを私個人としては感じられました。以上です。 
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（委員長） 

 ありがとうございました。積極的な意見大変助かります。他はどうでしょうか。 

 

（委員） 

 これはパブリックコメントの段階からもし可能であれば入れてほしいと思うことです。

私は，最近いろんな方との会話の中で男女共同参画についての話を織り交ぜるようにして

いますが，そうすると意外なほど私達が普通に使っている単語，例えばジェンダー，ワーク・

ライフ・バランスなど言葉を知らない人が多いです。極端な例でいうと，セクハラ，パワハ

ラという言葉を会話の中で使っている方にハラスメントってどういう意味か知っています

かと聞くと少し考えこみ，腹が立つことをされたと答えた方がいました。ですので，簡単な

用語集を，これを読むにあたってこれ位は覚えておいた方がいいというものを最初につけ

てあげたほうがいいのではないでしょうか。そうでないと読んでいて途中で意味が分から

なくなってきてしまいます。プラン案を見ても私達は分かりますが，他の人は途中でつまず

くとそこから読む気がなくなってしまうのではという感じを受けてしまいますので，そこ

の辺りを工夫できないか考えていただけますでしょうか。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。大事なことですね。以前は付いていましたが最近用語集がない

ですね。 

 

（事務局） 

 付いています。16ページに入れています。パブリックコメントの方にも入れます。  

 

（委員） 

できれば軽い感じで，読む前に知っておこうというような感じで入れていただければ。 

 

（委員長） 

 ＳＯＧＩの説明は入ってないと思いますので，色々その辺りを入れてもらうということ

で，お願いします。 

 

（委員） 

 委員のお話しでなるほどと思ったのですが，ジェンダー平等を謳うのであれば男女共同

参画課を，来年度とかにジェンダー平等推進課とか全国で初めて課の名前にジェンダーを

織り込むとかそういう進取の精神を女性の参画の参政権が高知から起こったように何か外

部向けに高知市は結構活動していますということをアピールするのも必要になってくるの

ではないかと思います。そういうことがすぐに出来ることか分かりませんが，一つ検討の課

題としてお願いします。 
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（委員長） 

 そうですね。一つ目標に入れてもいいかもしれないですね。そろそろもうそういう時代だ

と思います。 

 

（委員） 

 目標値の設定の仕方でどうしても言っておきたいことがあります。意見提言書の中にも

ありましたが，社会資源の憩いの場と，子宮頸がん・乳がんの検診受診率，これをひとまと

めにしていますが，ここは担当する課が違うのできちんと項目ごとに目標を示していただ

きたいと思います。これを一緒にしてしまうと事業報告の時に混乱を招くので，数値がはっ

きり出るものはひとまとめにするのではなく個別にきちんと表すべきではないかと思いま

す。憩いの場でいきいき百歳体操やこども食堂などをひとまとめにしていますが，担当する

課は違いますよね。それこそ目標を設定するのにトータル700でいいのですかという話にな

りますので，きちんと数値が分かるところは数値ごとに出した方が分かりやすいと思いま

す。こういう目標に挙げるのであれば個別にきちんと挙げるべきだと思っています。 

一点だけ確認したいことがあります。待機児童数ですが，県の話の中で，ある委員から出

た話ですが，待機児童の発生原因として，長男が保育園に入っており，次男が同じ保育園へ

入園しようとしましたが，次男は待機児童になりました。そうしたら保育園の方から，家で

次男をみるのであれば，長男が入園する基準に達していないと退所させられたという話を

聞きました。これは高知市内の保育園であると。そんなこと有り得ない，逆ではないか，な

んだったらもう一人位押し込むのが待機児童を減す方法ではないかと思ってしまいました。

それは県も市に確認しますとは言っていましたが，現実的にそういう運用をしているので

あれば待機児童数は減らない気がしました。確かに入園には色々条件はあると思いますが，

働きたくても働けない状況を作っているのは保育園の受け入れ側の問題であり，それで長

男を退所さられたというのはどういうことなのかと思いました。県は，自分達の管轄外なの

で市に確認しますと濁されて終わってしまいました。そういう切実な話があったので，どう

なっているのかそこは気になったところです。待機児童を生み出すのがそういうルールに

基づいて待機児童を生み出すようなことがあってはならないのではないか，逆に二人目は

なんとしても受け入れてくれる位の取組が必要ではないかと思います。それが実際あって

いるのかは分かりませんが，そういう相談を受けたという委員からの話がありました。この

場でも言って確認しておかないといけない話でしたので今回紹介させてもらいました。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。ぜひお願いします。 

 

（委員） 

 男性の育児休業の部分ですが，市の職員は100％取得になるべきだと思っていますが，

20％というのはあまりにも低いのではないでしょうか。色々な事情があると思います。評価

に達してなければ０という理屈が成り立つのもわかりますが，私は逆に高い数字をどんど
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ん出して，その中でせめぎあいしながらどんどん上の方に目標を掲げていくということも

大事なのではと思いますので，個人的にはもっと高い数字を掲げて欲しいです。少なくとも

市の職員は取ってもらいたいと思います。あまり論議の対象にならないかもしれませんが

そういう思いがあります。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。 

 

（委員） 

 男性の育児休業の話は，県の方でも出ていました。知事は50％と言っています。県の育児

休業，知事部局の目標は50％の数字が出てくるのだろうと思います。ただし，対象者が１日

休業取ればカウントされるという話を聞き，それであれば達成出来るのではないかと思い

ました。その割にはワーク・ライフ・バランスの推進認証では，企業には14日以上取らせな

いとワーク・ライフ・バランスを認証しないとなっています。その辺りの県民の認識と行政

が取り組もうとしている育児休業の感覚というのはだいぶ違うのではないかという気がし

ています。 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。 

 

（委員） 

 待機児童と男性の育児休業の部分ですが，直近の数値で待機児童数は26名，男性の育児休

業取得９％ということで，希望しても入れないところについては，入れなかった理由の調査

等をして把握していくことが必要なのかと思います。乳幼児家庭全戸訪問率のような形で，

どういった理由で入園できていないのか，どういう理由で男性職員が育児休業を取ってい

ないのか，というところまで調査してことが数字をあげていく一つになるかと思います。男

性育児休業は，私自身も１ヵ月取得しましたが，給料下がる，家庭が支えていけなくなるな

ど色んな不安があるので一概に取得しなさいというのは違うと思いますが，取るきっかけ

や推進をしていく必要があり，取らなかった理由をしっかり追いかけていくのも一つなの

かと思いました。 

 

（委員） 

 直近の待機児童26名です。これはあくまでも４月ですよね。途中で２か月，３か月，６か

月待機しています。そこも数値化しないといけないと思います。人によっては結構待ってい

ますので。 

 

（委員長） 

 どんどん貴重な意見が出てきています。もう一度委員会がありましても時間が限られて
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いますので，できれば意見のときにも色々出してもらい，本質的な話もある程度方向性が出

るので出していただいたらいいかと思います。事務局は大変になると思いますが，まだ意見

が沢山出てきていると思いますが，今日はこれで締めさしていただきたいと思います。でき

れば次回可能であればお集まりいただけたらと思います。それ以前に意見を出していただ

けますので，ぜひそういうのを出していただけると，当日時間が限られますので，それを踏

まえた意見が出せると思いますのでよろしくお願いします。事務局の方も今日の意見も取

り入れことができる部分は取り入れていただき，案の修正等があればしていただければと

思います。皆さんもいいものを作りたいということでの意見だと思いますので，どうぞよろ

しくお願いします。 

  

（事務局） 

 ありがとうございました。時間が限られてしまい申し訳ございませんでした。次回の会に

つきましては事務局の方でなるべく皆さんがご出席いただけますように日程調整，方法等，

事務局と委員長の方と協議しましてお伝えさせていただきますのでよろしくお願いします。

今日，まだ皆さん色々なご意見あると思いますので，ぜひ意見・提言書の方に書いていただ

きたいです。任期につきまして，半年以上先になりますが，令和３年７月末に改選になりま

す。事業予定の中では来年度は２回の委員会を予定していますので，よろしくお願いします。 

それでは本日の委員会を終了したいと思います。ありがとうございました。 

 

 

（午後３時35分終了） 
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