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平成２６年度第１回伊賀市男女共同参画審議会 議事録 

 

【 開 催 日 】平成２６年５月３０日（金） 午後２時～ 

【開催場所】ハイトピア伊賀５階 多目的大研修室 

 

１． 開会 

 

 司会  平成２６年度第１回の伊賀市男女共同参画審議会を開催いたしたいと思います。 

     皆様には、何かとお忙しいところご出席賜りましてありがとうございます。私は、審議会の

議事に入るまで進行を務めさせていただきます人権政策・男女共同参画課の田中と申します。よ

ろしくお願いします。 

この審議会は、伊賀市情報公開条例の第３５条に基づき、会議の公開を行います。また審議会

等の公開に関する要綱第６条に基づく議事録を作成のため、発言はマイクを通していただきます

よう、お願いいたします。 

     本日は全委員１９名のうち、１４名の委員の皆様のご出席をいただいております。半数を超

えておりますので、本審議会は成立していることをご報告させていただきます。 

     また、ご都合により時間になりましたら退席される方がいらっしゃいますが、ご了承いただ

きたいと思います。 

     なお、このたび委員の選出母体である関係団体の役員等の改選により、５名の委員について

変更ありましたのでご紹介します。 

    委員名簿をご覧ください。９番 伊賀市小・中学校校長会を代表しまして、堀川 克法様が

ご就任いただいております。あと４名の方は今日欠席でございますので、ご紹介だけさせていた

だきます。 

３番 伊賀人権擁護委員協議会から、山崎 萬里子様。 

５番 伊賀市商工会女性部、川瀬 静子様、 

７番 伊賀市ＰＴＡ連合会、松山 安利様、 

１２番 伊賀北部農業協同組合、縄手 誠様、にご就任いただいております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、はじめに内山会長からご挨拶をお願いします。 

 

２．会長あいさつ 

会長  皆さんこんにちは。三重大学の内山と申します。この審議会の会長を務めさせていただいてお

ります。先ほどご紹介いただきましたように、何人かの委員の方新しく入られたということで、

継続と刷新、この２つ上手く組み合わせて、引き続き伊賀市における男女共同参画の推進に対し、

皆様のご意見をいただきたいと考えています。よろしくお願いします。 
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司会  どうもありがとうございました。 

     このたび、事務局職員の異動がありましたので紹介させていただきます。まず、前任の前川

に代わりまして、山下 豊が人権生活環境部長に、課長には前任の福永に代わりまして、私田中

が、主幹兼係長には、前任の河野に代わりまして岩野が着任しました。どうぞよろしくお願いし

ます。 

     それでは、２６年度最初の審議会ということで、人権生活環境部長の山下からごあいさつを

申し上げます。 

 

部長  皆さんこんにちは。人権生活環境部 山下と申します。本年４月に着任をいたしました。１年

間よろしくお願いしたいと思います。そして委員の皆様方には、平素は人権政策全般におきまし

て厚いご支援・ご協力を賜っておりますことをこの場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。

ありがとうございます。 

     さて、私事でございますけれども、昨年１年間、健康福祉部に在籍をしておりました。非常

に行政の職員が多い職場でございます。皆さんもご承知のとおり、保健師や看護師、社会福祉士

さんにケアマネージャーさんとかそういった女性の職員が非常に多い職場でございました。 

また、そのそういった業務内容についても福祉にしてもやっぱり健康推進に関わることで。昼

夜問わず業務に関わっていただいておりました。当然、業務、時間外勤務等もございまして、「ワ

ーク・ライフ・バランス」これが非常に気になった時がございました。各課長に「ワーク・ライ

フ・バランスが保たれているのか」という点を訊ねたところ、「職員同士でそれを補い合いなが

ら、何とか業務の負担をそれで軽減しているのに努めている」と言っておりました。 

このように理解や思いやりがあってこそ、ワーク・ライフ・バランスが保たれるものであると

思っております。 

それとは逆に、そうした思いやりがないことが原因の市民からの相談もございます。「夫婦間

の意思疎通が上手くいかなくてＤＶへ走ってしまう」というような痛ましいケースも去年は１年

通じて見てきました。 

そういった言い分の中で思うのは、「男性も女性も１人の人間だ」ということです。「人間

として生きている」ということを市民の方々にもそれを認識していただきたい。お互いを理解し

合い、認め合う、尊重し合うっていうこと。これを忘れず対等な関係を築いていっていただくこ

とこそが、男女共同参画の指針ではなかろうかと思っております。 

そのためには、やはり現状の課題を家庭やそしてまた職場、行政がしっかりと認識するって

いうことが必要ではないかと思っております。 

委員の皆様方におかれましては、私どもが進めております「だれもが輝く男女共同参画社会

の実現」を目指して、この審議会を通してご尽力を賜りますようお願い申し上げます。 

簡単ではございますが、冒頭のごあいさつとさせていただきます。 

司会  それでは、伊賀市男女共同参画推進条例の第１４条２項の規定により、内山会長に会議の議長

をお願いいたします。          
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 会長  はい。それでは、審議に入りたいと思います。 

それでは協議事項の１番目にですが「平成２６年度伊賀市男女共同参画基本計画実施計画につい

て」これを見ていきたいと思います。 

まず、基本計画には３つの基本目標がありますので、この３つの基本目標別に説明していた

だきたいと思います。それぞれの基本目標ごとに委員の皆様のご意見いただいてまいりたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、事務局のほうからのご説明をよろしくお願いします。 

事務局  失礼します。先に資料の確認をお願いします。 

     「第２次伊賀市男女共同参画基本計画の実施計画書」の１頁をご覧ください。事業番号１ 審

議会等委員の女性登用の拡大 のところで、その右端の欄の数値目標の実績が 30.7％になって

いますが、30.5％に修正をお願いしたいと思います。 

次に１５ページの事業番号６０「事業者に対する両立支援の働きかけ」の事業内容をご覧く

ださい。５行目の総数に１９３とご記入いただきますよう、お願いします。 

     最後に、Ａ４の用紙１枚にまとめてあります「推進のための指標の達成度」をご覧ください。

１行目「審議会への女性登用率」の２５年度実績の 30.7％を 30.5％と訂正していただきますよ

うお願いします。 

     では、協議事項「（１）平成２６年度男女共同参画基本計画実施計画について」主なものを

説明させていただきます。 

実施計画書の１ページをご覧ください。 基本目標Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 

の、基本施策１ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 として、１つ目が事業番号１「審議

会等委員の女性登用の拡大」ですが、第２次伊賀市男女共同参画基本計画の指標項目「審議会等

への女性登用率」において、平成２７年度の目標を４０％と定めておりますが、平成２６年３月

３１日現在３０．５％で、平成２５年度の数値目標の３６％には達しませんでした。 

今後も女性登用率が４０％未満の審議会等の委員委嘱伺回付時には、「審議会等女性委員選任

状況調査票」を提出してもらい、各担当課から「女性を登用できない理由」及び「今後の選任方

針について」の報告をしていただき、団体等に積極的に女性委員の選出を依頼してもらうよう促

します。また、登用率が２５％未満の審議会等については、担当課に対してヒアリングを行い、

効果的な女性登用の方法を検討します。 

平成２６年度「目標数値」の欄ですけれども、今年度はこのような取り組みを積極的に展開

して行くことを予定しておりますので、７．５％アップの３８％の登用率を目標としています。 

次に事業番号２ 管理職への女性登用の拡大 ですが、市の女性管理職の割合が平成２６年

４月１日現在３３．９％となっています。しかしながら、一般行政職の管理職の割合は２４．１％

にとどまっており、平成２６年度の一般行政職の管理職の割合を０．５％アップの２４．６％と

します。 

事業番号３ 市女性職員企画・立案能力の向上 ですが、政策立案研修法務研修において、

管理・監督職にある女性職員を中心に募集するなど、女性希望者の受講を優先することとしてい
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ます。 

次に２ページでは、企業の男女共同参画推進のための取り組みを記載しております。商工労

働課、あるいは人権政策・男女共同参画課、あるいは各支所の振興課の人権政策担当等が企業訪

問を実施し、女性登用の推進、ポジティブ・アクションの周知等の取り組みについて働きかけて

いくこととしています。同時に、男女共同参画に関する研修会への参加についても情報提供を行

うこととしております。 

３ページ、４ページの基本施策２ 就労における男女共同参画の推進 では、商工労働課が

ハローワークと連携して就職支援情報の提供を行います。 

事業番号９のついて、健康推進課では 働く女性の妊娠・出産にかかわる保護等健康管理の

啓発 として、安心して出産を迎えるためのパンフレットの配布、出産・育児についての相談窓

口の設置を行っております。 

事業番号１０番、１１番について、農林振興課では伊賀農業女性ネットワークに支援を行う

と同時に、女性認定農業者の育成、家族経営協定の締結について推進をします。平成２６年度の

数値目標は、女性認定農業者２２名、家族経営協定締結件数２８件とします。 

次に事業番号１２番の 自営業に従事する女性への支援 ということで。「商工会議所、商

工会加入企業のうちの女性経営者数」を平成２６年度数値目標を２６０人に設定して、自営業に

おける女性の参画を積極的に拡大していきます。 

事業番号１４番 再就職支援 についてですが、いが若者サポートステーション、県、ハロ

ーワーク伊賀と共催する「女性のためのパソコン講座」について、人権政策・男女共同参画課が

経済的に困難な状況にある女性で１５歳～３９歳までの求職中の方を対象に教育・情報を提供し

ます。 

５ページの基本施策３ 社会活動・地域活動における男女共同参画の促進 では、地域づく

り推進課が、住民自治協議会への訪問、研修会の機会を利用して、運営委員会への女性の参画を

働きかけます。また、住民自治協議会研修会に女性の参加を要請します。また、人権政策・男女

共同参画課では「女性リーダー養成連続講座」を開催するにあたり、その情報を提供し、各住民

自治協議会からの参加を募集して地域の核となる人材を育成していきます。また、その修了生に

ついて、地元住民自治協議会に氏名を報告させていただきます。さらに、人権地区懇談会を実施

しておりますが、地区懇談会リーダー研修会において、男女共同参画の視点を盛り込んだ内容と

し、地域活動において積極的な女性参画に結び付けたいと考えています。 

指標項目「住民自治協議会運営委員会の女性の参画率」についてですけれども、平成２６年

度数値目標は、今年度も１８％と設定します。 

次に６ページをお開きください。基本施策４ 女性のエンパワーメントについてです。 

事業番号１７番 男女共同参画ネットワーク会議の充実 として、男女共同参画ネットワー

ク会議の会員が実行委員会を立ち上げ、本年の６月２８日土曜日にふるさと会館いがでフォーラ

ム「いきいき未来いが２０１４を開催します。市民への意識啓発を図ると同時に、新規加入団体

を募ります。指標項目「ネットワーク会議加入団体数」の今年度の数値目標を４４団体と設定さ
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していただきます。 

事業番号１８の 人材バンクの設置と活用 についてですけれども、平成２３年度に人材バ

ンクを設置して、現在５６名の方が登録いただいております。その人材を審議会等の委員に登用

するほか、各分野で活用されるように支援を行います。 

事業番号１９ 女性のリーダー養成連続講座の開催 についてです。人権政策・男女共同参

画で、第４期「女性リーダー養成連続講座」を今年度も計８回開催します。講座の修了生につい

ては、人材バンクへの登録・男女共同参画ネットワーク会議会員への登録などを促します。指標

項目「女性のエンパワーメントに関する研修の延べ受講者数」の数値目標ですけども、７８名と

設定させていただきます。 

以上で基本目標Ⅰの説明を終わります。 

会長   はい、ありがとうございました。それでは質疑に移りたいと思いますが、今ご説明いただき

ましたⅠ番 あらゆる分野における男女共同参画 の平成２６年度目標についてご質問、ご意見

等ありましたらお伺いします。 

委員   審議会委員の女性登用の拡大 のところで、私も過去、伊賀市のいろいろな審議会にご参加

させていただいていますが、一体伊賀市全部で審議会、例えばそういう付随するものというのは

どのぐらいあるのでしょうか。ちょっと教えてください。 

事務局  平成２６年度末現在、１０７の審議会がございます。 

会長   １００はある？ 

事務局  はい。ところが、うち多くの審議会では女性の参画がある程度進んでいますが、８の審議会

については女性委員が委嘱されていない状況であります。１３審議会については「委員委嘱がさ

れてない審議会」ということで、９４審議会のうち８審議会に女性委員がいらっしゃらない。た

だ、その審議会の内容により専門的なその知識やその資格を要する人が必要ですと、（資格要件

に該当する人に女性が少なくて）女性を選びにくい場合もあるかもしれませんが、登用ができる

ものについては挙げていく必要があります。 

委員   ありがとうございます。審議会の内容によっては、専門の場合は単純に「女性を出そう」と

いうことでも「出せない」という事情もあろうかと思いますが、逆に、「女性がほとんどよ」と

いう審議会もやっぱりあるのではないかなと。その特異性っていうか、審議会の内容によっては、

「ちょっと男性は参加しづらいのよ」というものもあるのではないかなと思うんですけども。 

事務局  今言われましたとおり、逆にほとんどが女性委員の審議会というのもあります。例えば少子

化対策とか、そういうところはやはり、男性の委員を登用していただくようにはお願いをしてお

ります。 

会長   はい、ありがとうございます。ちなみにこの数字で確認なんですが。３０．５％から３８％

というのは、これは「全委員分の女性の割合」という意味です、それとも「審議会の、ごとの数

字の平均値」なんですか。これ、どちらを使っておりますでしょうか。 

事務局  すべての審議会の全委員数に対する全女性委員の割合です。 

会長   分かりました。その他、ご質疑いかがでしょうか。 
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委員   今のお話のちょっと続きですけれども。県としても各審議会等で女性委員の登用を進めてい

ただきたいと、それぞれの進捗を出しております。伊賀市さんではすごく努力をしていただいて、

県下の中では非常に高い数字を出していただいています。その中で「女性の登用率を上げる」と

いう上、いかにもちょっとバランスが悪いというところもやはり当然あります。 

今回、目標が３８％ということで７．５％ほど上げるということを予定されていますけれども、

実数としてどれぐらい数上げるのでしょう。各審議会として登用する女性委員は、全部でどのぐ

らいですか。 

事務局  ３人ぐらいですよね。 

委員   実数で７．５というとそれぐらいの数になるんですけども。 

事務局  委員の総数が１，５００程度ありますので、１００人程度は登用しなければならない。あと、

この計画も２年ですし、とりあえず２年任期で動いていますので、計画を策定した当初、改選す

る時期が（計画期間の終了まで）１回ないし３回、ありますので、「目標値に合うように、計画

的に女性を登用してください」と当初はお願いをしてあるんですけど、なかなか現実はそのとお

りいかない。 

ただ、きちんとそういうふうに認識していただいているところは、上げていただいています

し、どうしてもこの委員構成上、目標値に近づいていないという苦しい状況もあるのは事実です。 

委員   ありがとうございます。 

委員   ちょっととびますが、後ろのほうにいって自治会ですね。住民自治協議会を住民ネットワー

ク会議ですよね。ここで登用率というのが、長く異常に低いということで、このへんでどのよう

な努力がされているのか。前もお聞かせはいただいているかとは思います。それから、目標が２

５％未満のところが多いということで、目標として前年度の９．５％から１８％に設定したとい

うことですが、非常に低い目標です。「あと２年しかないのに、こんなんで４０％いくんかい」

というふうに思います。 

委員   今、皆さんご指摘いただきました「住民自治協議会の中で女性の登用率が非常に低い」とい

った。確かに低いです。なぜかっていいますと、住民自治協議会というは各町の代表で回したら

いいという（ふうなイメージです）。町内会長が中心になって集って、代表、郡部に行きますと

区長さんとかおられますが、だいたい全部男性なんです。区長さんとか自治会長さんって全部ど

こへ行っても。今、伊賀市で自治会長をしていらっしゃる方、２人おられるんです。猪田と木興

ニュータウン、この２人だけが女性の自治会長でございます。あとはすべて男性なんです。 

「これがいつかは変わってくるだろう」っていうふうに思います。今現在、高齢化率もあるんです

が、雇用が６５歳まで引き伸ばされて、みんな７０歳程度まで働くんですよね、男性は。そうで

ないと年金が貰えない。だから、辞めても「第２の人生」生きるので。最後の最後っていうのも

ありますけれど、なかなか自治会も引き受けてくれないんですね。もう働いてますんで「ちょっ

と堪忍してくれ」っていうことで。そのうちにリタイアして、まちへ戻ってきました。さあ役員

しようってもう体が動きません。７０歳過ぎればあちこちも弱ってきてはりますので。そしたら、

これから自治会運営というのは非常に難しい。そんな中でどうするかっていうと、女性の力を借
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りるということになります。 

女性の方につきましては比較的自由に生きておられると言ったら悪いですけれども、７０歳す

ぎるまで働かなくても、夫婦共働きしていただければよいというか。男性も女性もしっかりした

方が多くございますので、できるだけそういう方を僕は、自分のまちでは副会長してもらったり。

書記してもらったり会計してもらったりしますけども、町内会長いうたらこれですわ。「もう、

あんた適性や」というのもこれですわ。けど、もう１０年、１５年もすればどうしても各地域女

性の方に頼らないと、自主運営はできないんじゃないかと思います。 

そうなるまでに、各自治会のほうで私が言っていますのは「各自治会で女性登用しよう」と。

自治協議会っていう立場になりますと全部出るのは男性ですけども、各まちに帰れば副会長や書

記さん、会計さんが女性であったりする。そのように登用するように各地域で言っています。 

ですから、目に見えた「自治協議会の運営委員会」ってなりますと、どうしても男性が集ってく

るのが実態です。どの自治協を見ていただいても分かりますけども非常に女性が進出しにくい状

況です。ですから「自治会長を女性にしたい」といった時にはなかなか広がりにくいのかも。そ

ういうことで私も、南部自治協としましては今、２０％くらい女性登用率なっていますけど。 

以上で、これからの課題として、各地域で女性に「すぐに自治会長」ではなしに、それぞれの副

会長とか書記とか会計をどんどん女性の方にやっていただくような土壌づくりをこれからして

いかなあかんと絶対に駄目です。すいません、答えになっているのか分かりませんが。 

会長   はい、ありがとうございます。 

委員   それに関連して、今、女性の参画率が話題になっているわけなんですが、もちろん「参画率

を上げていく」ということはとても大事な視点に違いないと思っています。今、「土壌づくりが

大事だ」とおっしゃっていただいたと思うんですけども、本当にそのとおりだと思うんです。「参

画率、人数」だけ上げて女性がそこで活躍するというのはなかなか難しさがあると思うんです。 

５ページの真ん中の欄にも「女性リーダーを育成するための講座開催の案内」とありますが、こ

ういった講座もいいと思いますが、「女性が参画した地域づくり」で「上手くいった」「こんな

に成果を上げた」というような事例を共有できるようにしてもらえると、とても心強いかなあと

（思います）。「こんなふうにやっていったらいいんだなあ」「こんなところで意見を反映させ

ていけるんだなあ」というような、そういった１つ１つの積み上げみたいなもの、自信というよ

うなものがほしいかなと思うんです。 

やっぱりそれはなかなか難しいのかもしれませんけども、男性中心にされてきた中で女性が数人、

現時点では１割の参画率で、女性がそこで「モノを言う」っていうのはなかなか勇気が要ること

だと思っていますので、そんなことが実現できたらいいなあと思っています。 

委員   ただいま委員さんがおっしゃっていただきましたのをとても心強く思いました。 

    というのは、私たちの地域ではまだまだ男性中心社会で、事あるごとに発言しますと「女のく

せに」っていう言葉がまだ出ます。こういうところで今、委員さんがおっしゃっていただいたよ

うな「土壌づくりをしていく」そして「あと１０年、１５年はかかる」というぐらい、そんなす

ぐにはできないと思うんですが、男性の皆さんが本当に今、委員さんのようなお考えだったら私
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はすごく嬉しいと思います。 

     でも、まだまだそんなことは、本当に田舎に行けば行くほど駄目です。私たちの地域もだい

たい区長さんになるっていうのは、学校の先生だったとか市職員を退職された方とかがほとんど

です。そういうことで、女性の入る隙なんてありません。おまけのですね、防災部を作るとか。

そこに少し女性を入れるとかそういう方法はあるかも分かりませんけれども。 

そんなに「長」・「副」もまだまだですが、「三役」もまだまだの現状で、「まず副から。会

計、副会長から出発しましょう」というような本当にすごく開かれたご意見だと思います。早く

私たちの地域もそういうふうな男性の方が増えればいいかなあと思います。 

なにしろ、男女共同参画の時代に「社会を終えた方」っていうのはなかなか柔軟に考えては

いただけないっていうのと、今、そのおっしゃっていただいた「女性のリーダー講座」があると

いうことですが、私は男性もあればいいんじゃないかなと思います。やっぱり女性も勉強するん

ですけれども、男性も勉強してほしいんです。男性もですね、「男性リーダーの講習会に出て、

勉強していただければな」と思います。 

委員   現在３９の自治協議会が伊賀にあります。あとの３８地区が女性部会作ったというふうに思

いますけど。女性部会とか部会を作って、そこでの女性ならではの活躍ができる活動の場を提供

するってことが大事だと思います。 

     だからその自治協は、自治会の会長１１人と福祉部会、教育文化部、女性部会などの部会を

８部会作ったわけですけども、８部長が集ったと地区の運営委員会に書いてあります。各専門部

会の報告があったり、この課長の情報も伝えます。できるだけその各自治協、３８ある自治協が

たぶん女性部会とかを作ってないと思うんです。できたらそういう３８のところにも女性部会作

ってもらうようにやってもらわないとだめだと思います。将来の女性がそういう会議に出てきて

もらって、話してもらえる場を作っていくことが大事だと思っています。 

会長   はい、ありがとうございます。では、事務局のほうからお願いします。 

事務局  はい。今、この住民自治協議会の運営委員会（委員の女性登用）に難しい原因がそもそも「自

治会長でないと運営委員になれていない」ということです。そんな役割はないんですけども、そ

れぞれの自治協はこう解釈をされているんですね。ということは、（女性の）自治会長の絶対数

が少ないから必然的に、自治協の役員が男性ばかりになってしまう。そうすると、暫定的な措置

として「女性部会を作って」１人でも。０というところも、女性の役員が０というところもあり

ましたので「そういうやり方もありますね」ということで言っているんですけれども。 

     むしろ自治会長でない方が運営委員になれるそういうシステム」を作っていただきたい。 

委員   無理、無理・・・ 

事務局  と言いますのも、市内でも女性の登用率３０％を超えている自治協も現実あります。だから、

無理じゃなしに努力をされているところはあるということだけちょっと紹介させていただきま

す。 

会長   はい、ありがとうございます。 

委員   今の自治会長のお話の件なんですけれども、まず自治会長さん、副会長さん、それから会計



9 

 

がありますよね。たいがい会計は女性がされていることが多いですね。 

会計を２年もしされたら、次２年副会長を、次２年を自治会長にというふうに順ぐりに教えて

もらっていくと、きっと（女性でも）いけるんじゃないかと思うんですね。ですから、そういう

ふうなバトンタッチの仕方もないわけではないかなと私の周りでそういうふうにちょっと勧め

たことがあります。 

委員   はい、そういうところあります。６年間１回となると、こう「ところてん」じゃないですが、

会計して、副会長して・・・ 

委員   はい。「どういうふうな役割で、どういう仕事をしているか」っていうのが分かってきます

でしょ。そして、１度やった方がまた教えてくださって、というふうに回っていくと、少し時間

はかかりますけれども（女性登用の）可能性は多少は出てくるのかな。 

委員   そうですね。 

会長   はい。この住民自治協議会に関してまだこの、「ちょっと言いたいことがある」という方、

いらっしゃらないでしょうか。だいぶ出尽くしましたでしょうか。あと、事務局のほうから何か

補足したいことございますか。 

事務局  どちらの地区もですね、おそらく女性のほうが人数は多くなるだろうということが。「いろ

んな地域の物事を決める場に女性が入っていない」ということがひとつ懸念されます。審議会委

員でしたら団体へお願いをして理解をしていただけるんですけども、なかなか地域は地域の事情

があって、なかなか前へ進まないというのが現状だが、そこを何とか努力をしていただきたい。 

先ほど「３０％を超えているところもある」と言いましたが、それぞれの自治会から運営委員

に女性をあえて上げていただいて運営委員会に入っていく。当然、自治会長さん入っているんで

すけども、それ以外の部分で（女性の入れる場所を）作って、女性の意見を吸い上げるような努

力をされている自治協議会になると思ったところです。 

会長   はい、ありがとうございます。多少強引ですが会長からまとめさしていただきますと。最初

に出た批判といいますか「数字が全然上がってないじゃないか」というようなご批判があったと

思うんです。一方ですね「今年度、突然上がるのか」という批判もあったかと思います。 

     一方でこういった数字、どちらの数字根拠というものがありますので、それは上げる努力が

必要なんですけども。一方で、もちろん一喜一憂しなきゃいけないと思いますが。「ひいてはも

う、むしろ一喜一憂せずに、長期的な取り組みが必要だ」というご意見もあったかと思います。

例えば「モデルケースを作るのがいいんじゃないか」でありますとか、あと「意識改革に向けた

地道な取り組みが必要である」というご意見もあったかと思います。 

あとアイディアとして、「自治会長しか出られない」じゃなくて「自治会長でなくても出ら

れるしくみ」。その一方で、「いや、自治会長になるしくみというのが大事だ」っていうお話も

いただいたと思います。こういったいろんなアイディアがございますので、ここはぜひ行政とそ

れから各自治協、自治協と情報交換しながらですね、ぜひ少しでも女性の参画が進むように努力

していただければということで。また、会長から簡単なまとめとしたいと思います。こういった

「要望」というか、こういう形にしておきたいと思いますけど、いかがでしょうか。はい。その
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他ですね、この基本目標Ⅰに関してですが、ご質問、ご意見等ございましたらお願いいたします。

いかがでしょうか。 

委員   審議委員の人数のことでちょっと。最初に少子化対策の審議会の女性委員さんがちょっと多

いとおっしゃいましたね。それは構成じゃないかなと思うんですよね。少子化の審議会に対して

は女性の方が多いっていうことは、（ほかの女性が少ない審議会で）男性が多いっていうことは

そういう構成でされているっていうことじゃないのかなと思って。それをほんとにもっともっと

所属の構成を変えたら、もっと女性も入れるような形にはならないかと思いました。 

会長   今の審議会の形が男性ばっかり入るような審議会の構成になっているので、審議会の構成自

体をもう少し見直す必要があるんじゃないかというご意見でした。もちろん審議会は条例等に基

づいてできているので「そのしくみから変えよう」というのはなかなか難しいと思いますが、そ

のあたりについてどうでしょう。 

事務局  例えば少子化対策のところに女性が多いっていうのは、やっぱり「家事・育児は女性や」と

いう意識から変えないといけないと思います。概して「そんなん、女性の人にやっといてもらっ

たらどうや」という思いがあると思われます。やはり、性別役割的な意識から発してのことだと

感じています。 

会長   その他、他にございませんでしょう。 

委員   ４ページの 女性の再チャレンジ支援 ということで「女性のためのパソコン講座」を開い

ていただいたり、女性が再就職しやすいようにとにかく取り組みをしていただいていると思うの

ですけれども、もちろんそういったことは大事なことだと思うのですが、一旦家庭に入った女性

が再チャレンジするのは、かなりエネルギーも要ると思うのです。正規で「正規で再就職したい」

って多くの方は思っていると思うのですね。「その時のその企業の門戸がどれぐらい開いている

のだろうか」というのがちょっと分かったら教えていただきたいのと、それから、女性が再就職

しやすいよう門戸を開いてもらえるように、行政としてこう取り組み・働きかけをしていただい

たことは、今までにあったのかどうか、ということもお訊きしたいと思います。 

会長   お願いします。 

事務局  やはり、女性が再就職する時についてやはり企業側の面の場合は「パソコンができるかどう

か」ということが１つのファクターだということで、「パソコン教室」のようなものが始まった

のではないかと思うのです。だから、ある程度企業側のニーズがあって、企業が門戸を開くとい

うのが「そういう能力があれば採用させていただきますよ」と、いうことではないかと思ってい

ます。 

委員   私は企業代表ということですけど、はっきり言いましても（採用するのは）男でも女でもど

っちでもいいです。それなりのスキルがあればもちろん採用させていただきます。 

弊社は女の人が６割おりますが、たまたま。だから「女だから、男だから」っていうのじゃな

くって、ケース・バイ・ケースでその仕事に一番合ったような方を採用していけば、たまたま結

果としてそういうことだけです。 

昨年から審議会に参加させていただいていますが、男女共同参画っていうのは、「男と女」の
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共同参画のはずが、みんな女性の「社会参画」みたいな話ばかりされています。企業側から見ま

すと、私どもは女性のほうが結構能力が高くて、男のほう、特に最近の大学卒業した子っていう

のは、結構中性的な子が多いのです。 

     いわゆる「肉食系」なのが女子、「草食系」なのが男子なのです。 

「男女共同参画」ということで、あまり「女性」とか「女」とかっていうことよりももっとフラ

ットな考え方のほうがいいと思うのです。これはさっき少子化の話もありましたけど高齢の方は

また別として、３０代・４０代の方がほんとに男女共同参画していくのであれば、私は多くの見

方をさせたほうがいいと思っています。 

それとちょっと話は変わりますが「女性のリーダー養成講座」というのは非常に堅苦しい講座

なのですけど、その企業側がよく社外講師を依頼しての講演に「女性のリーダー養成講演」って

いうのがありまして、こういうふうな堅い講座の名前で、一般の方が手を上げて（参加しづらい

のでは）。私は基本的には女の人って我々が「こういうふうに行くものだ」というふうに思うの

です。だから、女性をターゲットとしてやるのであれば、少し（講座名を）変えたほうがいいん

じゃないかと思います。 

それと、そういう講座を続けて７、８年ですけど、受講者数が去年に比べて２０人多く受講者

という管理目標が出されています。こういう講座に受講される方っていうのは本当にその自分が

能動的に。その、おそらく何ていうんですか。積極的な方が実績とは違うか分かりませんけれど

「自分で本当にそういうふうなん志してやりたいという方が含まれている」のか。「あの人から

『あんた行ったらどうや』と無理矢理行かされて」というような人を見受けますので。そのあた

りがちょっとどうかなという感じがしました。 

とにかく、企業側としては結局、男女関係なくして門戸は、私の企業としては開いておりま

す。 

会長   はい、ありがとうございます。それでは事務局のほうからお願いいたします。 

事務局   まず、ちょっと講座のことについてですが、講座の名称が少し堅いということで検討はさせ

ていただきたいと思います。それと毎年２０名程度の参加を目標にしておりますけども、無理矢

理っていう方はないと思いますが、強く背中を押されて、という状況もあると思われます。自分

自身でこられて積極的にという方ばかりではない状況でございます。後ほどまたご紹介しますが、

この「女性リーダー養成連続講座」の名称を「クローバーカレッジ」という名称で募集させてい

ただいております。 

会長   はい。それでは他、ご意見いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、ありがとうござ

いました。それでは続きまして、基本目標Ⅱに移りたいと思います。まずは、事務局のほうから

説明をお願いいたします。 

事務局  それでは、基本目標Ⅱの 男女の人権尊重について、説明させていただきます。 

７ページの基本施策５ 「互いを尊重する意識づくり」ですが、事業番号２２「地域団体等に対

する慣行等の見直しの啓発」ですが、人権政策・男女共同参画課と各支所振興課が、人権啓発地

区別懇談会を開催し、固定的性別役割分担意識の解消について、地域の方々と議論を深めます。 
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事業番号２４「情報の理解 判断力を高める講座の開催」の 人権政策・男女共同参画課では、

７月１２日（土）にあやま文化センターにおいて、「三重県内男女共同参画連携映画祭」を実施

します。上映前にプレトークを行い、映画を男女共同参画の視点から観るヒントを参加者に意識

していただいてから、「舟を編む」を上映します。 

また、事業番号２７ 「人権相談の充実」につきましては、人権政策・男女共同参画課では、

女性弁護士による女性法律相談を、毎月１回計１２回実施します。また、福祉相談調整課では、

女性相談員、母子自立支援員、家庭児童相談員を配置し、困難をかかえる女性の相談を受け、関

係機関と連携し支援を行います。 

次に、８ページ、基本施策６ 「学校・園（所）における男女共同参画のための保育・教育の

推進」では、学校における男女共同参画の推進を、あらゆる学習や教育活動を通じて実践し、ま

た、保育園においても、保育士が研修に積極的に参加し、職員の意識向上に努めることとしてい

ます。指標項目「男女共同参画に関する授業を実施した小・中学校の割合」ですが、今年度の数

値目標も１００％と設定しました。 

９ページから１０ページの、基本施策７ 「男女共同参画の視点に立った学習活動の推進」

では、事業番号３４ 「講座等を通じた男女共同参画の学習」では、人権政策・男女共同参画課

や各支所振興課人権政策担当者、公民館で「男女共同参画に関する講座」を行い、地域での学習

の機会を提供し、市民への意識啓発に努めます。 

また、事業番号３６ 「男女共同参画に関する情報の収集と提供」についてですが、人権政策・

男女共同参画課では、国・県の啓発用チラシやリーフレットを庁内窓口、イベントで配布し、市

民に情報提供します。また、市内のイベント開催時に、「男は仕事」「女は家事・育児・介護」

と思わない市民意識調査を実施し、男女共同参画に関する情報を収集します。 

次に、１１ページから１２ページ 基本施策８ 「あらゆる暴力の根絶」 の、具体的施策

１８では、暴力を許さない社会への意識啓発 を行うため、各支所と連携をとり、パンフレット、

ＤＶ防止啓発資料等の配布やパネル展を実施し啓発に努めます。 

具体的施策１９ ドメスティック・バイオレンス被害者に対する相談の充実と支援 では、

ＤＶ被害者に対して、福祉相談調整課で女性相談員による相談業務を実施し、関係機関と連携し

て支援を行っています。また、庁内の担当各課が情報を共有し、被害者保護の徹底を行います。 

次に、１３ページから１４ページの基本施策９ 「人権としての性の尊重と健康支援」の 具

体的施策２４ 「こころの健康支援」 では、人事課や健康推進課が、こころの健康問題をかか

える市民、職員を対象とした相談窓口を設置します。 

 また、事業番号５３ 「ライフステージに応じた健康診断と健康相談の充実」では、いろいろ

な検診の機会に個別相談を行い支援することとしています。本年度の数値目標として、子宮がん

検診受診率２６％、乳がん検診受診率２６％と設定します。 

 事業番号５４ 「妊娠・出産期に関する男性の理解の促進」 では、妊婦教室を休日に開催し、

夫婦同伴の参加を勧めます。また、各種母子保健事業開催時には、出産・育児について男性の理

解を促していきます。 



13 

 

以上で、基本目標Ⅱの説明を終わります。 

会長   はい、ありがとうございました。それでは質疑に。質疑、ご質問、ご意見等いただきたいと

思います。いかがでしょうか。 

委員   １３ページ４８で リプロダクティブ・ヘルス／ライツ が取り上げてられていますが、先

ごろニュースで見ました、「三重県は少子化対策に関して何か出産目標っていうか、何か目標が

必要なんちゃうか」と話題になっていました。私がここで言う意見かどうかはちょっと「違うん

かなあ」とは思うのですが「そういう目標を設定するのはリプロダクティブ・ヘルス／ライツと

いうこの精神に反することのではないかなあ」と思っております。 

会長   はい。県からご説明願います。 

委員   県の取り組み方ですけれども、非常に難しいところで。実は「少子化対策で目標値を挙げる」

っていうのは賛否両論非常にあると思いますが。「数字を突っ込むことでそれを女性に押し付け

る」という批判は当然として、昔の「産めよ増やせよ」それもあると思いますし、分からなくな

いですけども、行政ですので何もその目指すところがないとやっぱり具体的に事が進まない。 

     いいように取っていただけるのであれば、その数字は「そこに持っていくために行政が何を

すべきなのか」ということを考えるものの数字。ここに、そういう数字にならないのは「女性が

産まないから悪い」っていうふうことではなくって「そういうふうにできない行政の施策が悪い」

というふうなことの数字だというふうにお考えいただけるとありがたいと思います。 

会長   はい、ありがとうございます。今のご質疑について追加で答えますか。お願いします。 

委員   今の少子化対策。先ほど、要は「産む」というより「産んでから育てる環境」だと思うので

すね。その環境がよければ、ちゃんとたくさん産んでくれると思いますね。子育て支援が充実し

てくださっている県や市というのは「育てやすい」というところでやっぱり産むのだと思います。

そういう話も聞いています。また話が離れるか分からないのですけど「伊賀市はどうなのでしょ

うかね」って思うのですね。そういう環境ができているのでしょうか。なのに「産めよ、産めよ」

と。「産んでしまったら育てられない」では困るなあと思うのです。 

こども家庭課 

     ちょうど今、少子化対策をしているとこで、三重県のほうでも力上げているというとこで、

こちらでも「子育て支援事業の充実」には力を入れております。 

     ただ、今ですね、平成２７年４月スタート予定の「子ども子育て支援事業計画」、子ども・

子育て支援法によります支援事業計画というものを策定している段階でありまして、ここにもあ

りますが「次世代育成支援行動計画地域行動計画」が今年度までの計画で「次代の親を育てる」

という意味では、途切れない支援をしていくということで、「子育て支援の充実」だとか、それ

から「ワーク・ライフ・バランスを保つこと」を計画に盛り込んで取り組みをしているところで

すが、それに替わるということではなく、引き続き子育て支援事業計画の方へ盛り込んでいくと

いうことで、施策を立てようとしているところでございます。先ほどここにありましたように「産

んでからの環境が整ってなければ親の方が働きにくい、保育所に預けられないといった現状では

なかなか産めないわ」っていう声もありますし、この支援事業計画を作るにあたっては昨年、未
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就学児の保護者を対象にしたものと、それから小学校３年生までの児童を対象にニーズ調査を行

いまして「今の実態」とそれから「ニーズ」を取り出しまして、その希望・ニーズ量に対してど

ういうふうな方策を立てていくかっていうことを盛り込んだ計画となるようにしております。新

制度に向けての対策ですので、今後議論して２７年度から５年間の事業計画に持っていくという

段階でございます。 

     そのためにはもちろん、「子育て支援事業の充実」ということで１３の子育て支援事業、そ

れから「出産の訪問事業」、また「子育て支援センターの事業」だとか「放課後児童クラブ」だ

とかそういうようなことで１３の事業を盛り込んだ上で計画目標を立てる段階でございます。 

会長   はい。基本目標Ⅲのところのほうが今のご質問には答えやすいという感じなのでしょうかね。

ですので、後ほど基本目標のⅢの説明を聞いていただいた時に改めてまたご質問をという形には

させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

     それでは基本目標Ⅱに関してですが、ご質問、ご意見等いかがでしょうか。 

委員   特に私どもは学校現場で子どもたちの教育のお預かりしているという立場で基本目標Ⅱのと

ころでいくつか感じていることを言わさせてもらいます。 

     さっきから生涯学習の方が言われた「性別ではなくって、中身や」。そのとおりだと思いま

した。私が子どもを見ている時に、その「男の子やから」「女の子やから」っていうことではな

くって、やっぱり「将来にわたってこう、自立できる子どもにしていきたい」という願いで日頃

の学習を進めていることもやっぱり本望なのかなあと思っています。 

しかしながら、先ほど言われた男性中心社会で、子どもたちいつの間にか、生まれた時は命

の育みの学習などを通して「命の大事さ」「生まれてよかった」っていう思いを持って、男の子

であろうと女の子であろうと「みんな大事な命なんや」って。大きくなるにつれていつの間にか

「男の子だから」「女の子だから」ということが残念ながら地域社会とか周り、もう家庭も含め

てね、子どもの周囲の環境から入ってきている現実があります。それよりも、こうやって家の子

どもにやっていくことが課題やなあというふうに思います。 

もう１つその、男の子が今「草食系」って言われたことにどきっとしました。実は、自分の

家も結果としては男性中心社会の形になってますけどね。「男性として僕は自立してない」とい

う自覚をしている人間ですから、やっぱり自立をしてないというかね、そういう現実を持った場

合、きちっとお互いに差し出し合うことしかないんかなあ。まずは。 

その女性が出にくいのは男性側も問題であるし、そこらが大きな課題ではないかなあと思い

ます。だから、社会のしくみからするともう一歩、先ほどいろいろな学習とか啓発とかありまし

たけども、見識をかえる取り組みを期待したいなあということも思いました。 

あと、直接関係あるか分かりませんが、やっぱりその「子育ての状況」ですね。小学校の子

どもたちを見ているとやっぱり、母親・女性に子育ての負担が多くかかっている現実、確かにあ

ります。実はこの「仕事を持つ」ということ、非常に厳しい状況にあります。核家族であれば、

子どもが帰っても（親が）いませんよね。放っておきますよね。そうすると「放課後子ども教室」

とか「学童」という形で行政のほうで今、大変取り組みされているのですけれども、たまたまう
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ちの学校にはその施設がないのです。そういう事情で、うちの校区に住んでいながら転校をせざ

るをえんというふう状況もあるのです。結果的に、子どもたちもせっかくつながった子どもたち

とそんなことで離れていかなければならない。そのことに対していろいろ行政とも話させてもら

って対応はしていただいたのですけれども、すぐにはできなかったという状況です。だから「そ

ういう要望があればやる」んじゃなくて、どんな場面でもこう、対応できるようなシステムを作

っていくことで、女性の方がご安心して仕事もしていけているし子育てもできる、その辺のこと

を考えていただきたいなというようなこと重なりましてお伝えさしてもらいます。 

会長   はい、ありがとうございます。 

委員   うちの場合、これは我が家では３世代で７人家族です。私がだいたい３人の孫を見ているん

ですけども、自分も自営業なので仕事しながらやっています。狭い在所だとね「地域ぐるみ」っ

ていうんですか。それが人に訊くと「行政、行政」といって、行政に頼っている分が多いと思う

んですよ。「自分たちのところは自分たちで守りたい」っていうのが、私の意見からすれば、主

人がたまたま狭い場所なので、通算５年目の長をして、自治協の会長までいただいたんですけど

も、本当に大変。「女性を出せ」って言われるんですけども、見ていると「女の人は出にくい」

「やっぱり、男の人に頼っていかなあかんかな」と感じます。 

この「子育て」は近所に子どももいるので、「もう、よその子もうちの子も一緒や」ってい

うことでもう、怒りたくったりいろいろしているんですけども。「行政、行政」っていうそんな

流れがあるので、他のところはどうなんかなあと思うのですけども。どうですか。 

会長   いいですか。 

委員   うん。今出たお話の中で、今、去年からその他の自治協では「見守り支援」ということで市

の支援事業ということで見守り支援員というのを作って、そして組内会議して、近所でもつなが

りを取り戻そうということで去年もやらしていただいて、１１を超える組内会議をやってきたん

ですけども、かなり好評でした。 

     やはり高齢化率が上がってきたし、普段あまり気軽に喋ってないということで、会合を作る

ことによってみんな和気藹々と飛び込んできて、その徐々に気づいてやっていこうと思いますけ

ども。 

     ちなみに、ちょっと近所なんかは「子どもが家から帰ってきたかと思ったら出て行く」「帰

ってこない」「どこにいったんや」「隣のおばちゃんとこで飯よんでいたわ」「今でもそやなん

さ」こんなふうに近所がお互いに助け合って生きているような土壌づくりをして、私の家も入ら

してもらって、どんどんそういうまちが「お互いにお互いを守っていこう」と変わって行く。や

っぱり「自分らの身は自分らの地域で守っていく」っていうことを去年ぐらいからやらしてもら

って、それがだんだんと今年も開いていきたいし、やってもらってずっと続けて行きたいと思っ

ています。 

会長   はい。お願いします。 

委員   私の住んでいる地区も小さい地域なので、もう高齢化率も上がっていまして、もっと山のと

ころへ行きますとやっぱり限界集落に近づいていて、自治協の運営も公民館の運営もすごく大変
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だと話を聞かしていただいております。 

     私は「そういうところこそ女性も頑張ろうか」という思いで、さっき「なんでこんなん聞く

んやろう」と思っていたわけなのです。そういうところを酌んでいただきまして、地域の皆さん

とご一緒にこんなことは女性もやれるところはやりたい。でも実際、道を作る場合など「大変や

なあ。やっぱり男と一緒というのは」という気持ちも確かにあります。 

会長   事務局のほうからございますか。 

事務局  ご質問のあった方への問いかけなんですけど、放課後児童クラブが設置されている割合につ

いて、今４４％なんですけれど、２６年には６％増。最終目標が５０になっておりまして関係の

部署と協議しながらできる程度に、だんだん目標に近づいています。 

会長   あまり「行政、行政」と言わずに、もちろんその通りですけども、この審議会としては行政

に言いたいこと言いてもいいかと思いますので、この審議会の基本的スタンスとしては「行政に

は厳しく意見を言う」ことだし、あともう１つは「弱者の視点」というのは忘れてはいけないと

思います。各委員ご意見いただければと思います。よろしくお願いします。 

     はい。基本目標Ⅱに関しまして、その他ご意見いかがでしょうか。お願いいたします。 

委員   女性の就業率が、伊賀におきまして夫婦がともに働くっていうことになりますと、保育所の

やっぱり「普及率」が大事だと思うんですが。 

     伊賀市はですね、保育所は足りているのでしょうか。待機児童に人数や保育士さんの人材が

確保できているのか、そういったことをお聞きしたいのです。 

会長   はい、お願いします。 

こども家庭課   

保育所足りているのかということですが、現在の保育所なのですが、公立・私立含めまして

34 園ございます。私立のほうが１４園。公立のほうが２０園ということで３４園あるのですけ

れども。 

待機児童につきましては、平成２６年４月１日現在ですが、６名の待機児童が出ているとい

う現状です。それから、これにつきましては「ここの園でないとだめ」っていうような「もう園

を決めておられた方で、どうしても入られない」という方は除いた状態ですが、６名の方の待機

児童ということになっております。 

現状としましては、今おっしゃっていただいたように女性の就職率が増えてきておりまして、

０歳・１歳・２歳という乳幼児の入所希望が多くございまして、今現在の施設は随分改善もして

おるのですけれども、未満児をそれだけ多く希望について受け入れるだけの教室の数だとか、そ

れから現状、保育士につきましても３歳・４歳・５歳の子どもを見る割合より多くの保育士が要

るということで、実情は保育士の確保はなかなか困難な状況となっています。 

ですが、今後保育士の確保につきましても支援事業計画の中で、ニーズ量との比較もしてい

きながら方策を取っていこうというところでございます。 

会長   はい、ありがとうございます。他にご意見、ご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

    それでは続いて基本目標Ⅲについて、まず事務局のほうから説明をお願いいたします。 
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事務局  それでは、基本目標Ⅲの ワーク・ライフ・バランスについて、説明させていただきます。 

１５ページから１６ページの基本施策１０ 「仕事と家庭・地域生活のバランス支援」では、

事業番号５８ 「伊賀市次世代育成支援対策地域行動計画の推進」 についてですが、こども家

庭課で、「伊賀市次世代育成支援対策地域行動計画」の後期行動計画を推進し、子育て支援の事

業の進捗状況や達成状況について検討することとしています。指標項目「市内小学校のうち放課

後児童クラブのある小学校の割合」は、今年度は５０％を目標としています。人事課では、職員

に次世代育成支援特定事業主行動計画についての、趣旨の周知徹底を行い、職員の意識改革を進

めることとしています。また、時間外縮減に向けた取り組みや年次休暇の取得促進に努め、事業

者としてワーク・ライフ・バランスを推進します。 

事業番号６２「育児・介護休暇の取得促進」では、指標項目「市男性職員の育児休業取得者

数」の今年度数値目標は１人としています。 

事業番号６４ 「男性の家事自立をめざす講座の開催」 では、男性のための料理教室を行い

ます。 

１７ページの基本施策１１ 「家庭における活動への男女共同参画の推進」 の事業番号 66 

「介護における男女共同参画の必要性の啓発」についてですが、 介護高齢福祉課では、要望の

あった住民自治協議会等に対し、出前講座を開催し、制度や男女共同参画の必要性について啓発

を行います。 

事業番号６８ 「ひとり親家庭への支援」では、母子自立支援員を配置し、ハローワーク伊賀、

家庭裁判所などの関係機関と常に連携を図り、個々の相談に応じた資料の提供や、自立に必要な

支援を行います。 

事業番号７０ 「男性の介護技術の習得支援」 では、介護高齢福祉課が男性の参加率 30％

を目標に家族介護教室を開催し、「介護は家族・地域で行うもの」という意識を高めます。 

以上で、基本目標Ⅲの説明を終わります。 

 会長  はい、ありがとうございました。それでは、基本目標Ⅲにつきましてご意見、ご質問ある方

はお願いします。いかがでしょうか。 

 委員  このいちばん最後の基本施策１１番の一番言いたい、痛切に感じている目標です。 

     共働きの人は「奥さんを辞めさせて介護」という方が多いように思います。皆さんの地域は

どうですかね。「男性が先に辞めて、年寄りの自分の両親を介護をする人」っておられますか。

だいたい「女性に辞めてもらって、男性はそのまま働いている」っていう人が多いように思いま

す。これからどんどんと高齢化を迎えて、老人ホームがたくさん建っていますわね。 

     だから財政的にはゆとりがあればそれでいいのです。財政的にゆとりがなければどうしても

そういうことができない。そうすればもう、嫁さんを辞めさせてでも介護の方に回さざるを得な

い。特に今、現在賃金抑えられていますし、残業が長くなると給料下げられる。例えば非常に生

活が苦しくなってきている状況。やはり子育てもそうですけどもね、一定の金銭的なゆとりがな

いと子どもも２人、３人と作れることできませんし。やはり、一定度のお金がなければ両親を老

人ホームに入れることもできないし、この問題がものすごくクローズアップされるのですけども。
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それを今のうちにちょっと皆さんのお知恵をお借りして、行政からもお知恵をお借りして具体的

に何か早く施策を考えないとだめです。 

特に、子どもらが家を離れていくと、「なんやいつの間にか死んでいる」という人がどんど

んこれから増えてくると思います。とりあえず、そういうところを具体的に考えていかないと駄

目。そういう時代がもう目の前に来ていますので、見守り支援ということでお互いの絆を取り戻

そうとしています。 

会長   はい、お願いします。 

事務局  介護保険制度っていうのはそもそもどういうものかっていう話なのですけど、超高齢社会へ突

入するわけで、そんな中で今、後期高齢者、今、団塊の世代が後期高齢者になる２０２５年、問

題ありますよね。そういった部分も見据えてやはりその在宅ですね。どっちかというとその、施

設というよりも在宅で、「住み慣れた地域で安心して生活ができる」っていうような、それが国

の施策であろうと思うのですけども。そのために、いわゆる介護保険制度。そしてまたその、そ

れに応じた、施策を講じているわけなのですけど。「地域包括ケアシステム」って言いまして「そ

の３０分間の中での完結しよう」っていうことなのですけども、それには看護とか、在宅医療な

どの充実はもう、２０２５年に向けて取り組んでいるところなのです。 

     ただ、その「家族だけで介護をする」っていう責任分担っていうよりも、やはり「社会全体

で支えていくようなしくみづくりをする」っていうようなことですね。行政側としてはそういう

取り組みを進めているんですけども、「行政のお世話にならない。できるだけ自立して、家族だ

けで何とかしよう」というお家もあろうかと思うのです。「介護を必要とする方がおられました

ら、できるだけそういう部分は行政、地域そういった方に支えられて生活していくのが一番いい

かな」と思うのですけど。そこらは家族間の意識改革というのもあろうかと思います。それは「男

の役割」「女性の役割」というのとまた同じ話かもしれませんけど。もうちょっと広い意識の中

で見ていただいたらどうかなあって思います。 

答えになっているかどうか分かりませんが、そういった部分の中では家族間だけでなく社会資

源を抽出しながら、対抗していくことが必要かなと思います。 

委員   私が言いたいのは、それがために早期に退職しなきゃならん女性が増えてくるのではなかろ

うか」というのを危惧しているだけです。そうしたら、「男女雇用機会均等」と言いながら、結

局女性が家庭に縛られてしまうっていうことが、多々あるんじゃないかと思います。         

人事課長  

先ほど委員さんからお話ありましたとおり、うちの職員でも今、おっしゃるとおり「親の介

護の問題」で昨年度２人早期に退職されていました。公務員におきましては、親の介護につきま

しては「介護休暇制度」っていう制度があり、これは最長で６ヶ月以内。１日丸々取っていただ

いてもいいんですけど、もちろん無給で身分は保障したままで丸々６ヶ月。あるいはその６ヶ月

の間に、「４時間ずつ休みを取る」と「２時間ずつ」取るとか。そういう６ヶ月という、介護が

必要になった場合に休暇を取得できるわけですけども。 

ただですね今、制度では。６ヶ月という制度だけでは元々対応できない。そういったことから
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やはりしんどくなって、退職、早期退職を選ばれたっていう話です。 

先進の市におきましては、例えば袋井市なんかは、介護休暇の期間を３年まで最近、条例で

延長いたしました。例えばうちの今「育児休業」ですけども（３年）取れますね。最長子どもが

３歳になるまで休業できる。これの女性の取得率は１００％です。「３年間取る」ではなくて「１

年間」の取られる場合もですけども、取っているのは１００％です。これはやはり「育児休業を

取る」ということをやはり、周りが理解する雰囲気でができ上がってきたのでは、と思います。

それから小学校へ入られるまでは、「時短勤務」として１日２時間勤務時間を短くして勤務する

制度もあります。そういう女性の方がたくさん入ってきて、もうだんだん職員も「それが当たり

前」になって、育児休業終わって職場へ復帰した女性の方は、次は時間短縮勤務が当たり前とい

うふうに、だんだん職場がこれを受け入れていけるといいと思うんです。最初はですね、やはり

抵抗があったと思います。「人より短い勤務その時間分だけお金の評価、仕事をシェアしてしん

どくなるんじゃないの」っていうような思いもあったと思いますけれど、職員の間ではどこかで

納得して理解をして勤めてられたらなということです。 

そういう意味で、先ほど言いました介護休暇についても、今は２ヶ月ですけれども制度的に

も、今は介護休業と呼ばれる制度もございまして、「社会としてもそういうふうな方向になって

きて、職場が理解していただく」っていうふうな流れになってはないのかなあという思いでいる

ところです。 

会長   はい、ありがとうございます。どうしても介護の場合は育児と違って、育児だと１年ぐらい

見込みが立つんですけど、介護はそこが立たない部分がなかなか難しいところなのかなあと思い

ます。今、おっしゃっていただいた制度的な部分含めて支援していただきたいというふうに思っ

ています。 

     あと、先ほどもご指摘いただいた、その「男女共同参画の視点からすると、女性に負担が行

きがちである」というのも１つありますし、もう１つ実は今、独身の男性の方かなり増えていま

すので「頼れる女性がいない」という形。男性自身が介護しなければいけないという負担が増え

てきていますので、先ほど基本施策５にございましたように、男性もきちんと介護ができるよう

に、支援はしっかりしていただきたいというふうに考えます。 

     はい、その他 基本目標Ⅲ につきまして。お願いします。 

委員   事業番号５８のこども家庭課のほうです。「輝け！いがっ子応援プラン伊賀市次世代育成支

援行動計画」と、この事業の進捗状況や達成状況について、対策推進委員会っていうのがあるん

ですが、実は私２年ほど前に「ファミリーサポートセンター」っていうところでアドバイザーし

ておりました。 

     最近どうも、その利用状況が急激に減っている。私が来ていたころの１／３に利用件数が減

っている。ちょっと様子を伺ったところ、人員体制もかなり減っている。でも、事業費としてあ

る議員さんにお聞きしたら「委託事業費というのは変わっていない」ということで、どういう状

況なのかなと思っています。本当に働くお母さんを応援するようなこの「ファミリーサポートセ

ンターの利用」って結構あるんですね。 
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「放課後児童クラブ」などができてきましたけど、利用されたい方はたくさんいらっしゃるの

に、そういう利用状況が急に減っているのはおかしいし、その、センターの対応ですね。「その

センターのも減っているっていうところも、どうしてなのかなあ」ってちょっと疑問があったり

したので。 

そういう進捗状況なんかも推進委員会でデータとして件数とかも出ている、そこにファミリ

ーサポートセンターも盛り込まれていたと思うんですが、そういうのはたぶん今も伊賀市社協さ

んに委託されていると思うんですけど、そういうのはどんな感じになっているんでしょう。 

会長   はい、お願いします。 

こども家庭課 

     ちょうど昨日、少子化対策推進委員会がございまして、２５年度の各子育て支援事業の進捗状

況を諮らせていただいたところなんですけれども。 

    おっしゃっていただきましたファミリーサポートセンターにつきましては、今も伊賀市社会福

祉協議会のほうに業務委託をさせていただいております。申し訳ありませんが、委託料は直接の

担当でないため、今持っておらず申し訳ありません。 

２５年の実績といたしまして、提供会員、依頼会員というのは「こういったことで子どもさん

を看てほしい」だとか、「保育園までの送迎を頼みたい」となっている、その依頼をされるほう

の登録の方が２１４人。提供会員のほうが「それを受けて、サポートしていただく」という方が

１４４人。両方の登録をされている方が４９人となっております。ですので、計３７７人の登録

のほうがございました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

どれだけの利用があったかといいますと、年間９９１件の利用があったという報告になっており

まして。委員様のほうがおっしゃっていただいた「過去の実績からどのように推移している」っ

ていうのかが私のほうが今、持っておりませんで分からないという状態で申し訳ありませんが。

２５年度の実績といたしましては、９９１件の利用があったということでございます。 

委員    かなり減っているのではないかと。人数は変わらずあると思うのですね。ということは、利用

しにくくなっているのか、どういう環境にあるのかよく分からないのですが。そういうところを

伊賀市社協さんと市で協議されるっていうことはあるのですか。内容について。 

こども家庭課 

     （市の）担当と社協の担当が連絡は取りあっています。例えば、そのファミリーサポートセン

ター事業の広報は市の広報誌のほうに年１回は取り上げていただいていますが、事業の啓発など

については持ち帰り、また担当のほうへ伝えたいと思います。 

会長   これについては、また何か分かったことがありましたら、またご報告いただくということで

お願いできればと思います。 

     その他、ご意見いかがでしょうか。念のため確認ですが、もう基本目標Ⅲですけども、Ⅰ、

Ⅱの方でもちょっと言い損ねたというところも含めてこの平成２６年度計画についてご質問、ご

意見いかがでしょうか。 

こども家庭課 
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   基本目標Ⅰのところで、審議会の女性の登用率で、事務局から少子化対策推進委員会のほう

が「女性がほとんどで」という話がございましたが。過去にはそういった状態で８割方女性だっ

ていう時期もありましたが、昨日開かせていただいた委員会では、選出母体から推薦をいただい

た結果男性が増えまして、１８人の委員のうち７名が男性委員となりました。また、選出いただ

いている各保育園や幼稚園の保護者の代表の方が、最近はやっぱり「お父さんの子育ての理解」

とかそれから「参加」のほうも増えてきておりまして、今回も１名の方は男性の方が保護者会の

代表として来ていただいているという状態でございます。 

     ちょっと補足説明させていただきました。 

会長   はい、ありがとうございます。ご意見、ご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。そ

れでは、この協議事項についてはこれで終わりにさせていただきたいと思います。 

 

（２）男女共同参画に関する意識調査について 

 

会長   続きまして、協議事項の２番目ですが「男女共同参画に関する意識調査について」というと

ころで、まずは、事務局からご説明をお願いいたします。 

事務局  それでは、お手元の資料の、今見ていただいていた次のものが「達成度」になります。その

次の資料２「男女共同参画に関する意識調査」についてご説明させていただきます。 

     本計画につきましては２７年度が最終年度となり、男女共同参画基本計画が２８年度から新

しい計画になりますので、今年度にも意識調査をさせていただきまして、来年度中に策定の見込

みとなっています。 

     ２８年度以降における男女共同参画社会の実現に向けて、次期計画の目標と施策の方向性を

明らかにするために「男女共同参画に関する意識調査」を実施させていただきます。そして、様々

な分野における変化や現状について、検証及び分析を行い、計画策定の基礎資料とします。それ

ぞれの担当課において、男女共同参画の実現のための事業を推進していますが、各種の基本目標

の数値に比べ、まだまだ低いのが現状でございます。 

この調査は、無作為に抽出した伊賀市在住の２０歳以上の男女２，０００名を対象とし、郵送

による配布、回収を行います。調査の時期は今年の１１月を予定しております。 

今回、平成２１年度実施した意識調査の調査票を資料として配布させていただきました。前回

の項目は、１番 男女の平等について、２番 家庭生活について、３番 高齢期の生活について、

４番 社会活動等について、５番 職業生活について、６番 心とからだについて ７番 女性

の人権・ドメスティック・バイオレンスについて、８番 男女共同参画社会全般についてという

大きく８つの分野で計３５問の質問をさしていただいております。 

本日お示ししたのは、ご意見を頂戴するとともに、次回のその１０項目の案について、まだ

事務局案もできていないんですけども、前回のを見ていただいた上で経年変化を反映して調査を

行いたい。そして国の計画や前回調査と比較できるようなものにしていきたいと思っています。

一旦案をお示しして、合意をいただくという形で進めさせていただきたいと思います。 
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次回審議会を１０月ごろに予定しており、その審議会において「１０項目の案」をご審議い

ただきたいと思います。また事務局案ができましたら、でき次第郵送さしていただきたく予定で

す。年度末に第３回の審議会を予定していますが、その時には、今日審議していただいた実施計

画の進捗状況と、意識調査の結果が出てまいりますので、そのご報告をさしていただきたいと思

っております。そして、意識調査につきましては、成果品として「報告書冊子」と「概要版」の

２種類を作成する予定となっております。以上です。 

会長   はい、ありがとうございました。はい。今ご説明いただきましたように、前回のアンケート

があります。このアンケートをこの１１月に「５年経ってどう変わったか」ということについて

また調査をします。 

ちなみに、次回の審議会１０月に予定しているそうですけれども。この１０月審議会の時「ど

うしましょうか」って言ってももう遅いので、１０月審議会が最終チェックのような形になると

思います。まずは委員の皆様からご意見をいただきたいということです。 

ただし、いきなり「今、出せ」って言われてもなかなか難しい場合があると思いますので、

６月いっぱいぐらいまでに「この設問、ちょっとおかしいんじゃないか」とか、もしくは「もう

少しこんな設問入れたらいいのではないか」というご意見を事務局の方まで入れていただきたい

と思います。 

今ちょっとお話を聞いて、もしくは資料を見てちょっと今確認しておきたいことがありまし

たら、今お伺いしたいと思いますけれども。 

委員   先ほども申し上げましたが、少子化の問題について、県が目標を設定しているということに

対して、私は「いかがなもんか」と考えております。この調査にしましても、ある程度目標を作

っているかもしれませんが、「意識を、目標を作って変える」っていうのは、何か非常に危惧を

感じます。 

     私の最も大事だなと思っているのは家庭で、「非常に大切なものや」と考えております。そ

の家庭の中でもさらに大切なのが「女性の健康」と「権利」だというふうに考えておりますので

「リプロダクティブ・ヘルス・ライツ」ここのところの理想を曲げないで県にも物申していただ

けたらと思っております。 

会長   はい、ありがとうございます。ただいまのご意見につきまして事務局のほうからいかがでし

ょうか。 

事務局  この計画と意識調査っていうのは別物でして、「伊賀市民がどんな意識であろうか」という

ことを調査するもので、それについては何も目標を定めているわけではありません。意識を見せ

ていただいて「男女共同参画を進めていく中で、こういった事業をしていかなければならない」

ということを計画に謳った時には、その計画に対しては数値目標を作る、そういうことです。 

委員   １０月ごろに事務局案を出していただくということでしたが、事務局のアンケートについて

は検討するのに「事務局だけにする」のか「会長も副会長も入れやっていただく」のか。できま

したら、会長・副会長も入っていただいて検討したほうがいいと思うのですが。 

会長  １０月のチェックの段階だけじゃなくて、素案づくりの段階から入って欲しいということです
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か。 

委員   はい。 

事務局  まず、私ども「事務局だけで作る」ということはありません。庁内の関係各課で協議させて

いただきますし、当然関係機関とも調整します。会長さんとは協議しながら進めていきたいと思

います。 

会長   はい。その他、ご意見いかがでしょうか。 

委員   このアンケート、報告書を見せていただきましたら回収率が結構低いように思うんですね。

５５．９％ということで。郵送されてきて全部回答するのは、とてもじゃないけども大変なんで

すよね。 

     時節柄、メールとか（通信手段が）いろいろあるわけです。個人情報もあるのでなかなかち

ょっと大変だと思いますけれども、回収率のいい方法はないものかなと思うのですが。郵送での

アンケートしかないでしょうかね。方法は。 

事務局  回収率を上げたり、正しい意見を集約するというのは、面接調査すれば間違いなくいくんで

すけども、２，０００名に対する面接調査ができるかどうかというのが問題です。それと、２，

０００人というのは人口の約５％ぐらいを対象とするということで、私どもはやっているんです

けど。 

それと、回収率が５０％あるんですけども、これも著しく低いっていうわけではないんです。

７０～８０％あったらいいんですが。通常ですとこれぐらいの割合です。それと、質問の量が多

いと答えてもらいにくい、ということについて、質問項目はよく精査して、増えないように配慮

したいと思います。 

会長   補足させていただくと、学術調査は「（回収率が）３割超えたら上出来」というのが現状で

す。下手すると１０％を切ることもあります。確かに、ほとんど郵送だと返していただけないこ

とが多くて、「（回収率が）５割超えたらパーフェクト。よくできた」というところです。ただ

し、数がちょっとというところでしたら、要は「配る枚数を増やすしかない」ということになり

ます。そこは皆さんの問題ですので、事務局の方で念頭に入れておいたらいいと思います。 

委員   回収率を上げようと思うと、各自治協やそれこそ団体へ言って「配ってくれ」と。それで「確

実に回答するように」とプレッシャーかけたら、回収率は上がると思いますが、なかなか個人の

プライバシーに関わり、難しい面もあります。 

５５％、それでいいんじゃないのと言われますけども、自治協を通じて、各地区市民センター

で書いてもらう、という方法を取れば、回収率は上がると思います。ただ、個々のやっぱりプラ

イバシーも絡みますので、難しいのかなと思います。 

会長   はい、ありがとうございます。おっしゃる通り、プレッシャーがあれば確かに回収率は上が

るんですが。 

委員   いろいろ事情はあると思うんですけど、例えば、伊賀市のホームページの中で、アンケート

を掲載します。そこで、回答を入力するという方法はできませんか。若い方の層とか、中高年で

もパソコンは「パソコン教室」があるぐらいですからできると思います。その当たりも考えてい
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ただいたらどうでしょうかね。「書くというより、打つのほうが簡単だわ」という人もいるかな

と思っています。 

会長   ホームページに載せるっていうのは、実は難しいのです。１人が何回も回答する、というこ

とが防げないのでなかなか難しいんです。 

     替わりに、郵送は郵送するんですけど「その回答を書く」のではなく。その方しか知らない

アドレスとパスワードを付けて、それで「回答は郵送で書いたものを返送し、ＰＣでしたらここ

へ行けばネット上で回答して、両方の回答の仕方でもありますよね」というふうなやり方も考え  

られると思います。 

     はい。その他、ご意見、ご質問いかがでしょうか。はい、お願いします。 

委員   このアンケートいっぺん自分で答えてみまして、分かりにくいなあと思ったところをあげさ

せていただきます。 

     その、まず２ページのところで。「男女平等について」のところで、答えで優遇されている、

平等とあるんですが、この優遇の意味がよく分からないなあと思いました。「何をもって優遇な

のかなあ」というのがまず１つと思いました。 

続きまして、８ページのところで「職業生活について」っていうところで。８ページの上で「《仕

事をしている方におたずねします》」っていうのとその下の「《農業や自営業の方におたずねし

ます》」っていうのがありましてこれ「どっちも」なのか「どっちかだけ」なのか何となく。何

ていいますか、その「仕事をしている」っていうのがその「雇用されている」っていう意味に取

ったらいいのか。この書き方としてはそれって、どっちかみたいな感じに取られるかもしれない

ので、分かりやすくしてもらったらと思います。 

あと、１０ページのところで「女性の人権、ドメスティック・バイオレンスについて」なん

ですが。その次の１２ページのところなんかで回答の中で「被害女性」っていう言葉が何個か出

てくるんですけど、最近は被害を受けるのが男性の場合も増えとるらしいとちょっと聞きました

ので、どうなのかなと思いました。こういうアンケートとかは、分かりにくいというか、悩んで

しまうと「もう、やりたくないわ」と思っちゃうので、できるだけそういうことがないように、

なるべく分かりやすい質問の仕方でお願いしたいなあと思っています。 

会長   はい、ありがとうございます。今、いただいたご意見につきましてはご検討いただきたい、

特に、最後に言っていただいたドメスティック・バイオレンスの部分ですけれど、確かに（被害

者の）大多数は女性だと思うんですけれども、男性がないとも言えませんのでそのあたりもご配

慮いただきたいと思います。 

     これはもう全般、特に男女共同参画に関するアンケートの全般的にいえることなのですが、

「女性だ」と決めつけてはいけない。「男性だ」と決めつけてはいけないというところも加えて

みながら、質問内容を見ていただけたらと思います。その他ご意見、ご質問いかがでしょうか。 

委員   すいません、これは手引書は付いているのでしょうか。 

といいますのは、４ページの問１１の「男の子と女の子とのしつけ教育」の１番で「男の子らし

く、女の子は女の子らしく」とありますが、何を根拠として「男らしく」か「女らしく」か。そ
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れが手引書に書いてあるといいのですが、私がこれを見ただけでは分かりづらいなっていうこと

なんです。 

会長   設問内容等の補足説明が添付されているかどうかですね。 

事務局  説明を入れたほうがいいのか。この、こういう書き方がふさわしいのかどうかも含めて、検

討させていただきたいと思います。 

会長   実はこれ、全国的には同じような設問がありまして、伊賀市の場合はどれぐらいいるかって

いうこういうそういう比較ができるわけです。先ほど「５年前と比べてどう変化したか」ってい

うお話がありましたけど。同時に「伊賀市ではこうです。ただ、全国的にはこうです」とかそう

いった「横の比較」っていうか、伊賀市は他の地域と比べてこんな特徴があるっていうのを出そ

うとすると、あえて国がやっているアンケートなどと同じ質問をしてみるというところもありま

す。そういったところも、事務局でご検討いただけたらと思います。 

     はい、その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい。最後の確認ですが、ただいま

皆さんご覧いただいたのは前回のアンケートですので。このアンケートをご覧いただいて「ちょ

っと、これはそぐわない」とか、あと言葉が先ほどご指摘いただきましたようにちょっと「言葉

づかい、その他のこと」いったところのご意見、または新たな「新しくこんな施策等を入れたら

どうだ」というご提案等をお願いします。 

     ６月末までに、ご意見のある方は、事務局のほうまでご連絡をお願いいたします。よろしい

でしょうか。はい、お願いします。ちなみに、今日欠席の方にもその旨はお伝え、はい、お願い

します。 

      続きまして、協議事項（３）番「その他」ですが、事務局のほうからお願いできますでし

ょうか。 

 

（３）その他 

 

事務局  お手元へ配布させていただいております３点のチラシについてご案内のほう、させていただ

きたいと思います。 

     まず１点目、緑色のチラシでございます。男性も女性もともにいきいきと生きられる社会を

目指して、「男女共同参画フォーラム いきいき未来いが２０１４」を６月の２８日土曜日に正

午からふるさと会館いがで、開催させていただきます。今年のフォーラムのテーマは「～一歩踏

み出そう！共に生きる伊賀のまち～」で、男女共同参画ネットワーク会議会員による展示や販売

を行います。また、カントリーダンスのオープニングに続き、今年の新企画であります「イクメ

ン・イクジイ・カジダン写真コンテストの表彰式も行います。 

     講演会にはシンクロスイマーで元オリンピック選手でもあり、三重県知事のパートナーでも

あります武田美保さんに「輝き続けるために～仕事と子育ての両立を目指して～」をテーマに講

演をしていただきます。 

     それから２点目、黄色い色のチラシでございます。これは「三重県内男女共同参画連携映画
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祭」のチラシです。これが７月１２日土曜日、午後２時からあやま文化センターで開催します。

上映前にプレトークを行いまして、映画を男女共同参画の視点から観るヒントを参加者の方に意

識をしていただいてから「舟を編む」を上映いたします。鑑賞は無料で、６月１１日からハイト

ピアの４階 男女共同参画センターと各支所振興課で整理券を配布させていただきます。 

     それからオレンジ色のチラシです。こちらは「女性リーダー養成連続講座クローバーカレッ

ジ」の４期生を募集するというチラシです。審議会の委員の皆さんにはお知り合いの方にどうぞ

お声がけいただきまして、ぜひ多くの方に参加していただけますようにご協力のほうをお願いい

たしたいと思います。 

      以上です。 

 

４ 閉会 

会長   はい、ありがとうございました。ただいまご説明いただきました、ご案内いただきましたこ

とにつきまして何かご質問とかよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。その他、何

かございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい。無いようでしたら、本日の議事はこれで

終了させていただきます。 

     長時間のご審議ありがとうございました。では、事務局のほうにお返しいたします。 

      事務局 

     どうもありがとうございました。本日の審議会におきましてはこれで終了させていただきま

す。本日は大変ありがとうございました。 

 

 

 


