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令和元年度第１回ひらつか男女共同参画推進協議会 会議録 

令和元年７月１９日（金）１４時～１６時 

平塚市役所本館７階 ７２０会議室（２） 

 

出席委員 ７人（辻委員、長谷川委員、飯山委員、石橋委員、小池委員、石川委員、鈴木委員） 

欠席委員 １人（中津川委員） 

主 催 者 ５人（岩崎市民部長、小峰人権・男女共同参画課長、磯崎人権・男女共同参画担当長、 

五十嵐主査、加納主査） 

傍 聴 者 なし 

 

１ 開会  

（１）委嘱式 

（２）市長挨拶 

（３）委員自己紹介 

（４）会長、副会長互選 

 会長：辻由希委員、副会長：飯山和哉委員 

（５）会長挨拶 

（６）会議の公開について（資料１） 

 

２ 第１回ひらつか男女共同参画推進協議会  議事進行：辻会長 

（事務局）ここから、議事進行は会長にお願いいたします。 

（会長）第１回ひらつか男女共同参画推進協議会の議題に移ります。議題は、本市の男女共同参画の現

状について、女性活躍推進計画の施策について等でございます。まずは事務局から説明をお願いし

ます。 

（１）本市の男女共同参画の現状について 

（会長）事務局から説明をお願いいたします。 

（事務局)  

・男女共同参画とは 

男女共同参画とは、「男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって、社会のあらゆる

分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文

化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することを言う。」と男女

共同参画社会基本法に書かれています。読み解いていくと、性別に関係なく、それぞれの人が、色々

な場面で活躍できる機会がある、楽しさや喜びを感じる機会がある、社会や生活に対して責任を持

つということです。つまり、性別に関係なく、個性と能力を十分に発揮できる社会を互いに協力し

て作っていくということです。つまり、女性を優遇するということではありません。 

  男女共同参画社会基本法の基本理念は第３条から第７条までに規定されています。第３条「男女 

の人権の尊重」、第４条「社会における制度又は慣行についての配慮」これは「男は仕事、女は家

庭」という固定的な役割分担意識に囚われず、社会の制度やあり方を考えていきましょうというこ

とです。第５条の「政策等の立案及び決定への共同参画 」は、男女が対等に、物事を決める場に

「参加」するだけでなく、決定に至るまでの過程にも「参画」しましょうということです。第６条



 2 

の「家庭生活における活動と他の活動の両立」は、お互いに協力して家族としての役割りを果たし

ながら仕事や地域活動もできるようにしましょう。第７条の「国際的協調」は、他の国々や国際機

関とも協力していきましょうということです。他の国から日本は遅れていると言われている現状も

後ほど見ていきます。これら第３条から第７条までの基本理念は、「男女共同参画社会を実現する

ための５本の柱」と言われています。 

 私たち地方公共団体の責務は第９条に規定されています。国の施策に準じた施策及びその他のそ 

の地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有するとなっています。 

この法律に基づき、「男女共同参画プラン」を策定しています。 

続いて、男女共同参画の歴史について説明します。まず、昭和５０年の国際婦人年に女性に関す 

る問題が議論されました。昭和６０年に男女雇用機会均等法が制定されて、女性に対するすべての 

差別を禁止する適当な立法その他の措置をとることが謳われています。 

 女子差別撤廃へ向けて、昭和５９年に国籍法が改正されて、父系血統主義が撤廃されました。昭 

和６０年に男女雇用機会均等法が制定されて、雇用差別禁止、セクハラ防止が規定されました。そ 

して、女子差別撤廃条約を日本も批准することができるようになりました。 

その後、平成元年に新学習指導要領が告示されて、家庭科が男女必修になりました。平成３年に  

  育児休業法が施行されて、男性も対象になりました。平成１１年に男女共同参画社会基本法が施行   

  されて、男女共同参画社会の実現が２１世紀の日本の最重要課題であるとされました。 

 平成１１年に育児・介護休業法が改正されて、介護も対象になりました。平成１３年にＤＶ法が 

施行されて、民事介入せずとされていた夫婦間の暴力に警察や行政が介入できるようになりました。 

平成１８年に男女雇用機会均等法が改正されて、男性への差別、セクハラも禁止の対象になりまし 

た。 

 平成２２年に育児・介護休業法が改正されて、男性がより取得しやすくなる制度へとなりました。 

国の計画である男女共同参画基本計画（第３次）が策定されて、「男性にとっての男女共同参画」 

が明記されました。これまで女性の不利益に関することのみが明記されてきましたが、ここで初め

て男性に対する明記がされました。平成２６年にＤＶ防止法が改正されて、結婚していない恋人間

の暴力も対象になりました。 

 平成２７年に男女共同参画基本計画（第４次）が策定されました。「男性中心型労働慣行等の変 

革」が明記されて、長時間勤務や転勤を当然とする労働慣行を変革すること等が強調されるように 

なりました。「困難な状況におかれている女性等への支援や、人権が尊重される社会、男女共同参 

画について国際的な評価を獲得する社会を目指す。」との記載もされました。 

 平成２７年に女性活躍推進法が制定されて、「働く」という面で女性が活躍できるよう、様々な 

動きが活発になりました。国・地方公共団体、３０１人以上の大企業には、自社の女性の活躍状況

の把握・課題分析、一般事業主行動計画の策定・届出、情報公表などを行うことが義務付けられま

した。そして、改正法公布日である令和元年６月５日から３年以内に施行義務対象が１０１人以上

に拡大されます。この１０１人には正社員ではないパートやアルバイトも含まれるので注意が必要

です。 

 令和元年５月２９日に法案が通りまして、５つの法が併せて改正されました。女性活躍推進法、    

労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児介護休業法です。中小企業（労働 

者１０１人以上の事業主）に行動計画の策定義務化を拡大、パワハラ防止措置の義務化、セクハラ

等の防止対策の強化などが謳われるようになりました。 
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 続いて、平塚市のあゆみについて見ていきます。 

 平成元年に地域づくり課に婦人行政推進担当が設置されました。平成３年に、国に習いまして、

湘南ひらつか女性プラン（第１次）が策定されました。そして、女性行政推進室が設置され、湘南

ひらつか男女共同参画プラン（第２次）が策定され、男女共同参画推進室に名称が変更されました。

平成１６年に女性のための相談窓口が開設されました。平成１９年にひらつか男女共同参画プラン

２００７（第３次）が策定されました。平成２０年に人権・男女共同参画課に名称が変更されまし

た。平成２８年に平塚市における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画が策定されま

した。平成２９年にひらつか男女共同参画プラン２０１７（第４次）が策定されました。そして、

令和２年に２０１７プランの後期に向けた見直しを行う予定です。 

 ・本市の男女共同参画の現状 

続いて、平塚市の現状について見ていきます。男女別人口比率は５０％５０％と半々になってお

ります。推計人口は、老年人口は若干女性の方が多い状況です。推計人口の推移ですが、だんだん

総人口は減っていますが、老年人口は増えていき、生産年齢人口は減っていくとされています。続

いて、合計特殊出生率ですが、平成５年から推移をみていくと、神奈川県や全国の数値からやや低

い位置で推移しております。最新数値の平成２９年は、前年より０．０３ポイント上がり１．２７ 

となっておりますが、２．１ないと人口を維持できないと言われておりますので、人口減少は否め 

ない状況となっております。 

 続いて、国別に女性の年齢別労働力率を見ていきます。日本の特徴であるＭ字カーブは、２０代 

３０代で結婚・出産を機に仕事を辞める女性が多いことが如実に表れています。それに対して、ス

ウェーデンはその落ち込みがありません。また、右図は上線が就職希望者で、下線が実際に働いて

いる女性です。その差が働きたいが働いていない女性で平成３０年で２３７万人います。国はその

女性達が働きやすい環境になるよう女性活躍推進法を整備しています。 

 平塚市の性別・年齢別労働力率を見てみると、全国よりも女性の労働力率は低く、昨年のイクボ 

スシンポジウムでも、講師の方がまだまだ女性が活躍できる余地があるのでないかと指摘されてい

ました。 

 保育所入所児童数は、年々増加傾向で、平成１７年と比べると平成３１年は１，０００人以上増    

えております。待機児童数は増減を繰り返しておりますが、市では減らすよう努めております。 

 続いて、あらゆる分野における男女共同参画を見ていきます。 

 ２０２０３０という言葉を御存じでしょうか。社会のあらゆる分野において、２０２０年までに、 

指導的地位に女性が占める割合を少なくとも３０％程度とする目標のことを指します。まず、市議

会議員における女性議員の割合は減少傾向になっております。諸外国の国会議員に占める女性割合

を見ても、日本は低い数値で推移しています。附属機関等における女性委員割合の推移を見てみま

しても、令和２年までに３５％という目標を掲げておりますが平成３１年度現在２５．７％となっ

ております。自治会における女性会長の割合も、平成３１年度現在で自治会長の全数２２７人に対

し、女性の会長は１２人で女性の割合は５．３％となっております。小・中学校における女性ＰＴ

Ａ会長の割合は、小学校が２８．６％、中学校が２０％となっています。管理職に占める女性の割

合を見ますと、民間が１０．９％、国家公務員が４．４％、地方公務員は神奈川県が１２．０％、

平塚市が１３．３％となっています。細かく見ていきますと、女性職員の割合は平成３１年度で３

６．０％ともうすぐ４割に届きそうですが、女性管理職は１３．３％に留まっており、目標の２０％

には届かない状況です。 
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 続いて、人々の意識について見ていきます。「固定的な性別意識」とは、男だからこうあるべき、

女だからこうあるべきといった意識のことで「女の子なのだからおしとやかにしなさい。」とか「男

が泣くな！」といった言葉を言ったり聞いたりしたことはないでしょうか。「性別役割分担意識」

とは、その人がどんな人であるかに関わらず、「性別」を理由に「これをするべきだ」と役割を固

定して考えることで、例えば「女性は３歳までは子どものそばにいるべきだ」とか「男性は子ども

が生まれたから、もっと頑張って働くべきだ。」ということです。 

 続いて、世論調査について見ていきます。「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきだ。」という考え

について、「賛成」「どちらかといえば賛成」と回答した割合は全国数値が４０．５％でした。平塚

市では４３．７％と全国数値より高くなっています。男女別に見ると、男性の方が肯定派の占める

割合が高くなっています。年代別に見ると、２０歳代はイレギュラーですが、若くなるに連れて否

定派が増えています。 

「社会全体でみた場合、男女の地位は平等になっていると思うか？」という世論調査では、経年

で見てみても男性の方が優遇されていると思っている人の割合が多くなっています。平成２８年の

調査では、男女の地位が「平等」だと思っている人は約２１％となっています。 

平成３０年版の内閣府男女共同参画白書によると、「男性を１００とした場合の女性一般労働者

の給与水準」は７３．４、「男性正社員・正職員を１００とした場合の女性正社員・正職員の給与

水準」は７５．７となっています。 

非正規雇用の割合は、男女ともに増加傾向ではありますが、特に女性は過半数が非正規雇用とな

っています。 

女子差別撤廃条約の批准から約３０年が経ちましたが、世界全体から日本の状況を見てみると、

ＨＤＩ（人間開発指数）が１９位、ＧＩＩ（ジェンダー不平等指数）が２１位に対して、ＧＧＩ（ジ

ェンダーギャップ指数）は１４９カ国中１１０位と特筆して低い順位となっています。 

日本は医療や教育が充実しており、ＨＤＩ（人間開発指数）やＧＩＩ（ジェンダー不平等指数）

は高い順位ですが、賃金や労働、政治分野での順位が著しく低く、ＧＧＩ（ジェンダーギャップ指

数）は低い順位となっています。 

 日本における「男と女」の考え方のまとめですが、約４割の人が「夫は外で働き、妻は家を守る

べき」と考えており、経済や政治の分野でも男女共同参画が不十分となっています。 

 ・ひらつか男女共同参画プラン２０１７ 

ここから、ひらつか男女共同参画プランについて見ていきます。男女共同参画社会基本法、ＤＶ

防止法、女性活躍推進法という３つの法に基づいて計画されています。平塚市全体の計画である、

平塚市総合計画の個別計画の一つになっています。前期が平成２９年度から令和２年度まで、後期

が令和３年度から５年度までの計７年計画となっています。７年というと半端かと思うかもしれま

せんが、総合計画の終期と合わせるために、７年計画としました。 

 概要について、説明します。基本理念は、「女性も男性もすべての個人が、互いにその人権を尊

重し、喜びも責任も分かち合いつつ、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分発揮できる男女

共同参画社会を実現すること」としています。目標実現のための視点を「固定的な男女の役割分担

意識の改革」としています。基本方針は「さまざまな分野における女性の活躍推進」「ワーク・ラ

イフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進」「男女の心とからだを大切にする環境づくりの推進」 

の３つです。この基本方針を基に、８つの施策の方向、さらに１９の施策を置いており、その下に

各事業が紐づいています。施策の方向３，５，６の女性活躍推進計画に基づき、女性活躍推進協議
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会が置かれています。数値目標はそれぞれの基本方針、施策毎に立てられております。基本方針２

は、キーワードが「イクボス」でこの協議会にも関係しています。市役所における担当長以上のイ

クボスの割合を１００にしよう、イクボス認定事業所数を３０社にしようという目標を立てていま

す。 

ワーク・ライフ・バランスに取り組むにあたって、仕事と生活を両立させるためには働き方を見

直す必要があり、業務の効率化が図られます。そして、仕事以外のことを取組むことによって、 視

野・知見が広がり、業務にも活かせることが期待できます。 

 イクボスとは、「部下の私生活とキャリアを応援して、自らもワーク・ライフ・バランスを満喫

する。そして、組織の目標を達成している上司」のことです。働き方を変えるには、会社が変わら

ないといけないので、まずはトップの意識変革と率先行動、そして部下に対して自分の本気と覚悟

を宣言するのがイクボス宣言で、平塚市でも市長がイクボス宣言を行いました。 

 イクボスに取組むきっかけを仕掛けるために、市長がイクボス宣言をして、企業にも呼びかけた

り、平塚市イクボス企業登録制度を創設したり、企業に向けたイクボスシンポジウムを開催してい

ます。また、イクボス企業の目印として、ロゴマークを作製しました。現在イクボス宣言登録事業

所数は３３社ありますが、どうしたらもっと増えるか今後検討していきます。 

 ・本会議の趣旨 

続いて、本会議の趣旨を説明していきます。まずは規則を抜粋したものですが、「協議会は、次

に掲げる事項を審議する。（１）ひらつか男女共同参画プランの推進（２）その他男女共同参画の

推進に関し必要な事項」となっています。（２）で定められている必要な事項として女性活躍推進

法に基づく女性活躍推進協議会も平成２９年６月からこの協議会に位置付けています。 

今期の協議会で皆様に行っていただくことは、大きく２つあって「プランの審議」と「女性活躍

推進施策の協議」です。「プランの審議」とは、施策の実施状況について、意見や評価をしていた

だく、「女性活躍推進施策の協議」は行政と皆様が一体となって、ワーク・ライフ・バランス推進

の取り組みを協議していきます。 

 資料６をご覧ください。今年５月に前期委員の皆様が集まった最後の協議会を開催しました。３

０年度事業計画について、事務局で出した施策の評価（案）や、年度毎の計画に対して、各課が出

した前年度の実績や自己評価がふさわしいかどうかを審議していただきました。また、各事業が計

画どおり実施できたならば、それをもって、施策も推進しているのかというところも見ていただき

ました。 

続いて、その協議会で決まったことについて説明します。 

まず「事業目標の達成評価」について、「達成」は前期終了時の令和２年まで達成状態が続くこ

とが確実である場合や事業自体が完了、完結したという状況である場合で、それ以外は「順調」と

評価しようとなりました。また、「目標は達成したが、施策が推進できているとまでは言えない事

業は、新たな事業目標を立て、事業計画を修正するとともに、更なる推進をする。」となりました。

また、後期事業計画の策定に際する注意事項として、目標設定は、事業のＰＤＣＡサイクルによっ

て施策が推進できるようにすることを周知しようとなりました。 

続いて、「市審議会等への女性委員の登用促進」の遅滞の解消をするために、「附属機関等を所管

する全課に対し、各部長は、更に周知徹底を図るという形で各課へ周知をする。意思決定過程への

積極的な女性の登用推進について各課長へ伝え、目標達成につながるよう取り組む。」「女性委員の

登用促進が図られるよう、令和元年度及び２年度の事業計画を修正する。」「具体的に前期終了時ま
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でに女性委員を何人登用するか等の目標を立て、そのためにどのように取り組むかという事業計画

とする。」ということを決めました。 

 また、市役所における担当長以上のイクボスの割合は１００％にするべきではないかという議論

も出ましたので、「今年度から管理職相当職の職員は、イクボス宣言をする方向で取り組む。」「上

半期中のなるべく早い段階で、宣言をしていない職員や異動や昇格した職員に対して宣言をするよ

う、各部長は、積極的に各課長に働きかけをする。」ということを決めました。 

（１）本市の男女共同参画の現状についての説明は以上になります。 

（会長）今の事務局の説明に関して、何か質問があればお願いします。 

（委員）今説明していただい資料はどこかで閲覧することが可能でしょうか。 

（事務局）事務局及び神奈川県で作成した資料なので、公表はしていません。 

（委員）イクボスのボスはトップという意味かと思いますが、イクはどういう意味ですか。 

（事務局）イクは「育てる」という意味で、「子供を育てる」という意味に限らず、人や部下、会社を

育てるという広い意味で育てるという意味です。 

（会長）他に質問等はありますでしょうか。ないようですので、次に進めます。 

（２）女性活躍推進計画の施策について 

（会長）事務局から説明をお願いいたします。 

（事務局)  

・令和元年度平塚市イクボスプロジェクト 

それでは、資料５のイクボスプロジェクトについて説明いたします。資料に入る前にこれま

での経緯やなぜシンポジウムを毎年開催しているのか説明します。まず、イクボス企業を増や

して、従業員のワーク・ライフ・バランスが推進されるようイクボス宣言登録企業制度を創設

しました。この制度自体がイクボスに取り組むきっかけづくりではありますが、イクボス自体

を周知する機会としてシンポジウムを開催しました。シンポジウムには、参加することでイク

ボス宣言をしてみようというきっかけとなることや市内全体のムーブメントとなるような気

運作りという狙いがありました。 

そして、平成２９年度から、この協議会が女性活躍推進協議会の役割も担っていただいたこ

とから、委員の皆様と一緒に内容を検討してきました。これまでのシンポジウムは、講演やパ

ネルディスカッション、イクボス宣言式などを組み合わせた２部構成で実施となりましたが、

参加したくなる事業とするためのアイデアとして、「セミナーとして小規模で実施するほうが

良い。」「イクボスの日として、午前午後を通した１日で複数の企業事例講演をする。」「シンポ

ジウム形式でも、ららぽーとのようなオープンスペースで不特定多数の人に足を止めてみても

らえるイベントにする。」といったご意見がありました。 

また、参加企業を増やすには、企業の関心の高いテーマを取り上げる必要があるため「生産

性の向上、介護、ダイバーシティなどをテーマにする」という意見や、「パネルディスカッシ

ョンで、女性や転職者に本音が聞けるのもよいのでは。」という意見がありました。 

また、イクボスを取り組むかどうかは、企業のトップの考え次第であることから、対象は経

営層に絞られるため、「イクボスのメリットが分かる内容であること。」参加企業は、イクボス

に取り組んでいない企業になることから、「イクボスや働き方講座をしっかり行う。」といった

意見も出ました。イクボスは大企業だからできるもので、中小企業はできないという反響がみ

られたため、「実際の働き方改革で成果を出している中小企業の経営者や従業員から具体的な
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話しが聞ければ有意義なのではないか。」といった意見も出ました。 

そういった過去の協議会で出た意見等を踏まえて、今年度のイクボスプロジェクト（案）を

まとめたのが資料５です。１事業趣旨や２目的は、例年通りで、「イクボス」という言葉の認

知度を高めて、「イクボス」を増やし、イクボス企業登録制度について関心を持ってもらいま

す。そして、登録企業が増えるよう企業の経営者や管理職、従業員などを対象に講演会等を開

催します。３日程については、ご覧のように１１月中を考えております。講師が決まり次第、

講師の予定等に合わせて決定いたします。４会場は平塚市庁舎本館３階の３０３、３０４会議

室を予定しています。５内容についてですが、講演会を開催して、そのあとにイクボス登録企

業による事例発表会及び意見交換会を行うという流れです。６全体のタイムスケジュールはご

覧のとおり１８０分です。 

３ページをご覧ください。委員の皆様には次のことを主に協議していただければと思います。 

まず構成についてですが、平成２７年が講演会のみ、平成２８年が企業合同イクボス宣言式と 

講演会、平成２９年が基調講演とイクボス宣言登録企業によるパネルディスカッション、平成３０年

が基調講演と大学生・高校生によるパネルディスカッション、という流れで今まで実施してき

ました。今年度は、まず講演会を開催して、その後にイクボス宣言登録企業を対象にした事例

発表及び意見交換会を開催するという案ですがいかがでしょうか。 

それから講演会の内容についてですが、案を２つ出しております。案１は「世界の新しいも

のさし“ＳＤＧｓ”持続可能な経営戦略のカギは・・イクボス！？」、案２は「いますか“イ

クボス”、つくりましたか“一般事業主行動計画”」です。案２の講師は、ファザーリングジャ

パンの新田香織氏と労働局職員を候補に挙げております。プロフィールは資料に記載のとおり

で、新田香織氏であれば、焦点をイクボスに、労働局職員であれば、計画書の策定方法に焦点

を当てて話していただけるかと思います。 

委員の皆様には、このプロジェクトの趣旨である「イクボス」という言葉の認知度を高め、

「イクボス」を増やし、そしてイクボス企業登録制度についても関心を持ってもらい、登録企

業が増えるためには、どの講演、そしてどの講師がいいか、企業の方達が興味をもってもらう

ためにはどのようなタイトルが良いか、企業の方達はどのような話に興味があるのか、講師に

はどういうところを重点的に話して欲しいのかということを協議していただければと思いま

す。説明は以上です。それではよろしくお願いいたします。 

（会長）それでは、今の事務局の説明に関して、意見等はありますでしょうか。 

（委員）講演会の案１は SDGｓについてということですが、まだ一般的に SDGｓという言葉が浸透し

ていないと思われます。一方、一般事業主行動計画は策定義務の対象が拡大されたということで、

興味を持っている方も多いと思われますがいかがでしょうか。 

（会長）講演時間が９０分は長いと思いますがいかがでしょうか。 

（事務局）講演時間については、今後講師と協議して調整します。 

（委員）一般事業主行動計画の策定義務対象が拡大されたということで、どれくらい対象となる 

企業があるのか。 

（事務局）市内だけでも７０社程あると思われます。 

（事務局）それでは、講演会の内容は、案１の一般事業主行動計画で、講師は、ファザーリングジャパ

ンの新田先生にお願いするということで進めていきたいと思います。 

（会長）事例発表をイクボス登録企業だけに絞るのはもったいない気がします。講演会に来た方の中に
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は、イクボス企業登録制度に興味がある企業の方もいるかもしれません。 

（委員）意見交換会のコーディーネートは講演会の講師でしょうか。 

（事務局）その通りです。では、講演会の内容は、一般事業主行動計画とイクボス、さらにはイクボス

企業登録制度まで触れていただいて、そのままイクボス登録企業による事例発表会に入る、その後

にイクボス登録企業のみで意見交換会を行うという流れで進めていきたいと思います。 

（３）「今後の協議会について」 

（事務局）資料４の裏面をご覧ください。今後の協議会のスケジュールの案を示しています。太枠の中

が今期委員の皆様にお願いするものです。第２回は、イクボスプロジェクトが終わって間もない１

１月末を予定していますが、イクボスプロジェクトにお招きする講師のスケジュールによっては１

２月にずれこむ可能性があります。第３回は、９月に後期プランの見直しのための市民意識調査を

行いますが、それをプランに反映させるために皆様のご意見を伺うための協議会を来年２月頃に予

定しています。第４回は来年５月を予定しています。第８回は任期満了間近の再来年５月を予定し

ています。 

早速ですが、第２回の候補日が１１月２５日（月）午前中、２６日（火）午後、２９日（金）一

日としていますが、現時点で既にご都合が悪い日はありますでしょうか。また、午後に開催する場

合は、午後３時から午後５時を基本としてよろしいでしょうか。 

（委員）１１月２６日（火）は県女連の講演会がありますので、他の日にしていただければと思います。 

（事務局）了解しました。午前午後ですとどちらがご都合よろしいですか。 

（委員）午後の方が良いです。 

（事務局）了解しました。そうしますと、次回の協議会は１１月２９日（金）の１５時から１７時、会

場は隣の会議室を予定していますのでよろしくお願いいたします。以上です。 

（会長）ありがとうございました。質問・御意見等はありますでしょうか。 

（会長）特に意見なしとしてよろしいでしょうか。それでは、本日の議題は全て終了となります。あり

がとうございました。 

 

３ 事務連絡 

 

４ 閉会 

（事務局）以上をもちまして、第１回ひらつか男女共同参画推進協議会を終了いたします。長時間の議

論、どうもありがとうございました。 

 

 

以 上  


