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１ 会 議 名

平成２８年度第２回さぬき市男女共同参画推進協議会

２

日

時

平成２８年８月３０日（火）１３：３０～１５：５０

３

場

所

さぬき市役所３０２会議室

４ 出 席 者

浅川委員 上原委員 柿木委員 亀井委員 多田委員
小山委員 筒井委員 南田委員 宮本委員
酒井室長

田山主任主事

５ 傍 聴 者

０人

６

会議次第

１ 開会
２ 議事
(１) 男女共同参画週間行事の報告ついて【資料１】
(２) 男女共同参画セミナーの報告について【資料２】
(３) 男女共同参画推進活動事業市民企画事業について【資料３】
(４) 「第２次さぬき市男女共同参画プラン前期計画」進捗状況について【資料４】
(５) 平成２８年度男女共同参画講演会(案)について【資料５】
(６) その他
①男女共同参画課題への提案について【資料６】
②平成２７年度さぬき市の主な取組報告について【資料７】
③家事場のパパちからスクールについて【資料８】
④男女共同参画推進活動団体情報交換会の報告について【資料９】
⑤さぬき南中学校ＤＶ防止講演会について【資料 10】
⑥「日本女性会議 2017 とまこまい」について【資料 11】
⑦女性が輝く地域づくり講演会について【資料 12】
３ 閉会

７

配布資料

資料１－１：平成２８年度男女共同参画週間パネル展報告書
資料１－２：小学生「男女共同参画社会」作品募集要項
資料１－３：中学生「男女共同参画社会」作品募集要項
資料１－４：
「男女共同参画社会」川柳・俳句作品募集要項
資料２－１：平成２８年度男女共同参画推進活動事業
男女共同参画セミナー「自分らしく輝こう！」をふりかえって
資料２－２：
「さぬきっ子ふぇすてぃばる！」
第２回男女共同参画推進市民サポーターセミナー
「自分探しのカードゲーム」報告書
資料２－３：さぬき市男女共同参画出前講座（試行）実施要領(案)
資料３：平成２８年度さぬき市男女共同参画推進活動事業市民企画事業について
資料４：第２次さぬき市男女共同参画プラン前期計画推進施策の実施状況及び基本方
針に係る数値目標進行状況調査報告書（平成２７年度）
資料５：平成２８年度さぬき市男女共同参画講演会開催要項（案）
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資料６：男女共同参画課題について
資料７：男女共同参画の推進に関する取組み 平成２７年度
資料８：家事場のパパちから事業 事業概要
資料９：男女共同参画推進活動団体情報交換会報告書
資料１０：平成２８年度若者に向けたＤＶ防止啓発講演会 開催要項
資料１１：日本女性会議２０１７とまこまい
資料１２：女性が輝く地域づくり講演会（西讃会場）
その他：いきいき自主講座（平成２８年度さぬき市公民館等自主講座生募集一覧）
認知症サポーター養成講座チラシ
楽家事でいこう！講演会チラシ
８ 議事の経過及び発言要旨
発言者
意見概要
＜ 開 会 ＞（13：30～）
事務局

ただ今から平成２８年度第２回さぬき市男女共同参画推進協議会を開会いたします。
それでは、会長から御挨拶をいただき、そのまま進行をお願いします。

会長

＜会長挨拶＞

会長

事務局

会長

それでは、さっそく、議題に入ります。
議題１、男女共同参画週間行事の報告について事務局は説明をお願いします。
資料１－１のとおり、パネル展は、芳名録記入者数２３１名、内男性６３名、アン
ケート協力者８８名等アンケート内容を踏まえて報告。
今回から、来年度のパネル展の作品を、添付資料１－２、１－３の小・中学生作品
募集要項のとおり、今年の夏季休業期間に制作できるように、小、中学校に公募依頼
しています。また、今後は、川柳だけでなく俳句も同時に資料１－４のとおり、一般
公募に変更する予定です。一般公募することで、さぬき市民にもっとわかってもらう
ための発信となると思います。応募作品は、パネル展示していきたいと考えています。
パネル展に参加された方は、感想をお願いします。

委員

パネル展に、半日当番として参加した際は、市役所に来る一般の人の参加は少ない
ような気がしました。来場者が少なかったので、あまり触れあったことのない他の団
体の方と話ができました。パネル展以外ではあまり横のつながりがありませんが、も
っと、横のつながりがあれば、違う活動の仕方や、色々な活動も重ならずできると思
います。やはり、横のつながりが今後大事だと思います。

委員

タイムリーな新聞記事の問題にシールを貼る展示物では、今まで軽く考えていたこ
とがらも、自分の考えをシールで貼るということで、物事を深く、真剣に考えるとい
う自覚ができました。
友好の翼の活動展示を見てのアンケートの感想で、「普段、アジアの人たちとの交
流が全くない。」というのが、もったいないと感じました。私はどの会にも属してい
ないが、一市民として、中国らしい方と自転車ですれ違う時、気持ちよく挨拶するだ
けの交流しかありません。どこの国の人が、どれくらいいるのか知らないので、縦横
のつながりがうまくいけば、もっと理解でき、理想だと思います。
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委員

かなりの日数を（受付）当番に座ってみて、昨年と違うと感じるところは、出展す
る団体が当番に入ることにしたことで（見てくれる）人数が増えたことです。その後
に交流会もあり、お互いの情報交換ができ良かったと思います。昨年から今年度に向
けては、大きな飛躍があったと私は思います。

委員

当番のことと情報交換会の実施から、全体的な飛躍があったと思います。展示方法
は放射状で、スーと奥まで入れる人の流れを作れてよかったです。そして、職員が５
時を過ぎてたっぷり見てくれるなど、職員の意識が昨年と違いました。職員が（男女
共同参画推進を）意識してくれると、市民は変わると思います。
また、国際交流をあたためる会の活動については、他でも反響がありました。他の
国の人は、話をすることを求めているので、さぬき市で住みやすくなるよう、昨年度
で終わりでなく、今後も国際交流は継続していきたいです。

委員

展示を見て、皆さんの熱意が伝わってくるようで感動したので、知り合いにも声を
かけましたが、入り口で、何人かが大きな声で話していたので入りづらかったと言っ
ていました。

会長

その点は、反省点です。

会長

今年は、受付が入口でよかったと思います。ぱっと入りやすく明るかったです。セ
ミナーイベントは、ほとんどが関係者だったのは残念でしたが、終了後も反響はよか
ったです。

委員

今回のようなパネル展の形態は何回目かだと思うので、展示規模の拡大、場所、方
向性を探っていくなど、次のステップを考えてはどうかと思います。

委員

男女共同参画は日々の生活の中の営みです。新聞記事が参考になったという感想も
あるので、日々の生活の中で男女共同参画についてのニュース等を、お互いが関心を
もってファイルするなどしていけば、来年の展示につながると思います。

委員

男女共同参画・国際交流推進室になって初めてのパネル展で、事務局のメンバーも
変わったので、これからを大切にしていきたいです。

会長

来年度の事なので、もう少し先でしっかりと考えていかなければいけないと思いま
す。これからも、事務局、よろしくお願いします。
続いて、議題２、男女共同参画セミナーの報告について、事務局から説明をお願い
します。

事務局

最初に、資料２-１の第１回セミナーは、６月２５日（土）に、
「自分らしく輝こう！」
をテーマとし、パネル展の開催中に市民ホールで開催しました。
ケーブルテレビでのニュースでご覧になった方もおいでるかもしれませんが、平成
２７年度に市民企画事業を実施した５団体の発表と、災害時に使える簡単手話講座
や、健康フラダンスを実施しました。出演者を含め、市民ホールに５０名ほどの参加
者が集まり、熱気にあふれていました。今回男性の参加者も数名おり、一緒に体を動
かし楽しんでいました。
次に、資料２－２の第２回セミナーは、７月１８日（月）の海の日に、津田働く婦
人の家で「さぬきっ子ふぇすてぃばる！」の１ブースをいただき開催されました。
「自
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分探しのカードゲーム」と題し、子どもたちを対象にしたセミナーを開催しました。
とても好評で、今後も、子どもたち対象のセミナー実施を考えていきたいと思ってい
ます。
また、資料２-３「さぬき市男女共同参画出前講座（試行）実施要領」については、
地域に密着して推進し、市民等の意識の醸成を図るとともに、男女共同参画推進市民
サポーターの資質向上を目的として今年度、試行的に実施してみてはどうかと考えて
いるものです。
具体的な実施内容は、公民館等の自主講座に、市民サポーターが講師として出向き、
１時間以内の男女共同参画社会づくりに関する内容の研修会を実施するものです。こ
れは、現在、固定化しつつある男女共同参画の推進者を、拡大する可能性を秘めてい
ます。
今年度は、試行実施なので、事務局からの声掛けで実施申込者を探す予定ですが、
例えば、男性の多い写真の講座とか、男性料理教室などの講座の前後の時間に、男女
共同参画かるたを利用した啓発を行い、さらには、テーマを決めておいて、来年度の
パネル展の作品を依頼してはどうかと考えています。そうすれば、来年度のパネル展
示にも、新しい方を呼び込めるきっかけになるのではないでしょうか。
そのために、今年度、１，２回の試行実施をしてみて、来年度以降の実施の検討を
行ってみてはどうかと思い、今年度はあえて（試行）とさせていただいています。
ただ、この出前講座は、市民サポーターの協力が不可欠ですので、今回の協議会で
実施の検討をしたうえで、改めて、サポーター会議を開催する予定としています。出
前講座の実施について、委員の皆様のアイデアやご意見をお願いします。
会長

それぞれのセミナーに参加された方は、感想や、気づいた点を、お願いします。ま
た、出前講座についても、よろしくお願いします。

委員

第１回のセミナーについては、参加された方から、楽しかったという意見をいただ
きました。参加者の多くが関係者だったことはよかったことでもあり、残念なことで
もありました。今回は、パネル展とセミナーを合わせて計画したため、関係者が多く
なったと思います。また、ケーブルテレビを見て企画を知った方もいたので、もう少
し、広報や声掛けをしたらよかったと思いました。
第２回のセミナーは、始まりと終わりの時間のセッティングができておらず、最初
から、それぞれのグループの始まりの時間と終わりの時間が変わってきたため、対応
がちぐはぐでしたが、サポーターが、子ども一人ひとりについて、柔軟な対応ができ
ました。それから、キャリアサポーターの方のサポートがあり、大変助かりました。
キャリアサポーターの方からは、さぬき市がこういう企画をして取り組んでいること
に、賞賛をいただいています。今後、カードを使用したい場合は、年齢の低い子ども
向け中学生向け等ありますので、いつでも使ってください。

事務局

出前講座については、サポーター会議で協議ののち決定しますが、実施に向けて取
り組むこととしてよろしいでしょうか。

委員
委員

異議なし
出前講座については、飛躍しているかもしれないが、スポーツ少年団の先生の意識
づけとして実施をしてはどうでしょうか。また、子どもたちへ、自殺防止等の助け舟
はどこかなど含め、アプローチをしていくことは大切ではないでしょうか。
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委員

子どもたち対象のセミナー実施については賛成です。食生活改善などの活動で、親
子料理教室を実施していますが、土曜日も日曜日も試合や練習で忙しく、具体的に声
をかけないと、スポーツ少年団などの参加はありません。しかし、具体的にターゲッ
トを決めて声掛けして実施すると、後でとても喜んでくれます。若い世代の参加を募
るのは難しいので、年に１回でも、親しいところからターゲットをしぼり取り組むの
もいいと思います。

委員

今回の広報９月号には、男女共同参画の記事がありません。毎月は載っていません。
せっかく男女共同参画・国際交流推進室ができたのですから、いくらここで男女共同
参画について協議しても、市民の目や耳に届かなければ、なかなか前には進まないと
感じますので、広報紙や放送番組等で、ＰＲしていくことが必要だと思います。
また、最近、他市と比べると、さぬき市が新聞で紹介されることが少ないと感じま
す。もっと、ＰＲしてください。

委員

ちなみに、以前は男女共同参画について広報紙の半ページの掲載をしていました。

委員

広報掲載をするとなると大変ですが、やっていかなければいけないと思います。

委員

他市では、協議会にかかる団体等が、一緒に機関紙を出しているところもあります。

委員

三木町は、毎月広報紙に掲載しています。

委員

広報紙のページを増やしたり、毎月載せたりすることは可能ですか。

事務局

広報紙のページを増やすことと、毎月の掲載については、他の掲載記事との調整が
あるので、ここではお約束できません。今年度の行事の開催等については全て掲載し
ていますし、今後もできる限りの努力をしていきたいと思います。

委員

これからはやはり、知らせること、気づいてもらうことが啓発に大切だと思います。

会長

広報紙のページを増やすこともいいですが、ペーパーレスの時代でもあります。広
報紙については、よく読んでくれている年代が上がっていると思いますので、全てが、
広報紙だけの啓発ではないと思います。若い世代を狙うならば、ＨＰにリンクしてい
るブログを持っているといいと思います。しかし、ブログは、更新が大変です。

委員

個々の団体がブログを立ち上げて啓発するといいと思いますが、難しいです。

委員

例えば「津田ネット」は、個人がさぬき市津田の紹介をしています。そういう人に
協力してもらうのはどうでしょうか。

委員

何年か後には、声に出して読む力、書く力等が低下していると思います。最近は、
スマホなどを使いうつむく時代です。そういう中で、男女共同参画という世界がある
ので、紙とホームページなどを両立していかなければいけないと考えます。

事務局

広報紙については、できる限り、毎月何かを掲載できるよう努力してみます。

会長

それでは、次に議題３、男女共同参画推進活動事業市民企画事業について、事務局
5

から説明をお願いします。
事務局

資料３の平成２８年度さぬき市男女共同参画推進活動事業市民企画事業について
の募集期間は、平成２８年５月２０日から６月１５日までとし、応募のあった５団体
において、６月２４日（金）に選考ヒアリングを実施しました。選考の結果、応募の
あった５団体についてすべて承認しましたので報告します。
また、各申請団体から、事業期間をできるだけ早くしてほしいと要望がありました
ので、平成２９年度から、７月事業開始を、５月事業開始となるよう公募時期の変更
を行いたいと考えていますので、併せて御協議ください。

会長

まず、手元に、パインツリーのクリアファイルがあると思うので、説明をお願いし
ます。

委員

パインツリーは、若い世代の啓発を目的に、常に目にとめてもらう啓発グッズ（ク
リアファイル）づくりで、昨年度と同じさっきーとＷリボンのデザインのクリアファ
イルを配布します。昨年の配布でさぬき市の中には、まだ、さっきーを知らない人や、
民生委員の中に、紫色のリボンの意味を知らない人もいました。当たり前と思ってい
ることが、そうでないことが多いと気づきましたので、まだまだ、啓発は必要だと思
いました。今年は、特に男性が集まるところで配布していきたいと考えています。

委員

キャリアサポートの事業は、学校の教育の現場における男女共同参画として、中学
生を対象に、５６枚のカードを使い、自分発見と、自分にふさわしい仕事を考える出
前講座です。キャリア講座と、マナー講座の実施で、学校の先生が実施するよりも、
外部の者が実施する方が新鮮なのか、子どもたちはよく聞いてくれます。学校側も、
企業など専門に依頼するとコストがかかるのですが、この出前講座はコストがかから
ないので、先生方に非常に喜ばれています。進路指導の先生方に広報やプレゼンをし
たら、先生方が本当に楽しんでくれました。今現在は、次の講座依頼を待っている状
態です。

委員

友好の翼は、色々な立場の人たちを巻き込んで、認知症の勉強をする機会です。９
月２７日の認知症サポーター養成講座の開催や、１１月２９日に「認知症について語
り合おう」と題して、様々な方と情報交換を行ったり、地域の団体でも開催可能だと
いうことなども周知したりしていきたいです。

委員

最近は、認知症講座は、申し込みをしたくても、すぐに満員になり、申込みさえで
きないくらい人気があるようです

委員

明風は、チラシのとおり、「楽家事でいこう！」講演会です。講師は、高松北高等
学校卒業生です。是非、御参加ください。

委員

女性団体の講座はいつですか。

委員

９月２日９時半から、津田公民館で開催予定です。

事務局

来年度の事業開始は、７月から５月に前倒しできるよう取り組みます。

委員

異議なし
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会長

それでは、次に、議題４、「第２次さぬき市男女共同参画プラン前期計画」進捗状
況について事務局から説明をお願いします。

事務局

資料４のとおり、第２次さぬき市男女共同参画プラン前期計画の進捗状況ですが、
平成２７年度の実績を報告します。
また、「さぬき市男女共同参画プラン」は、５年ごとに中間評価を行うこととなっ
ています。平成３１年度から後期計画が実施できるよう平成３０年度中にプランの策
定を行う必要があります。その計画の策定に当たり、さぬき市民の男女共同参画に関
する意識とさぬき市における実態を把握することを目的としてアンケートを実施し、
課題の整理を行い、さぬき市の実態に合わせたプランに改善する必要があります。
そこで、事務局としては、アンケートを平成２９年度に実施し、平成３０年度にア
ンケートを基に見直しを行う予定としていますが、委員の皆様のご意見をお伺いしま
す。

会長

ご意見がありましたらお願いします。

委員

異議なし

委員

気になるところは、１２ページの管理職４０名の内、女性４名よりも増やすことを
希望します。これからは、女性自身による資質向上と、厳しい状況だが、目標達成へ
のプランを作ることも大事だと思います。

委員

１８ページの「ノー残業デー」や、「育児の日」がありますが、この項目を周知徹
底できるような施策を是非、考えてほしいと思います。

委員

実際の「ノー残業デー」は、どうですか。

事務局

水曜日の「ノー残業デー」は、毎週、庁内イントラ（パソコン）での啓発と、夕方
に放送をしています。また、
「育児の日」についても、庁内イントラ（パソコン）で、
毎月１９日は、早く退庁し家庭や地域の子どもたちと接する機会を啓発しています。
実際のところ「ノー残業デー」が１００％ではありませんが、他の曜日と比べると、
できる限り水曜日には早く帰るよう心掛けているところです。

委員

２４ページの高齢者を支援する体制の充実「高齢者やその家族に対し、適切なサー
ビスや制度の利用につなげるよう、関係機関と連携を図り支援を行う。」２５ページ
の障害者を支援する相談体制の充実「相談窓口の開設を行った。」については、開設
していますか。「生活困窮者の自立を支援する相談窓口の設置」についても開設して
いますか。

事務局
委員

開設しています。
９ページの被害者や相談者のための相談業務の充実では、「相談員配置による相談
体制の確保」
、１０ページの加害者の対する抑止支援では、子育て支援課「取組なし」
とありますが、何もしていないのでしょうか。暴力や、虐待は、夜に起こることが多
いと聞きますが、夜の避難場所として、さぬき市はどのような体制でしょうか。また
すぐに対応できるようになっていますか。
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事務局

委員
委員

事務局

把握している範囲では、
「取組なし」ということです。
夜間の避難場所については、県での対応となります。ＤＶナビダイヤルにかけるこ
とも方法のひとつです。
（緊急時は、警察１１０番）
他市でも、取り組めているところは、まだ少ないようです。
「０円」のところは、予算無しということですね。ここには、予算が必要だと思わ
れるところも、
「予算無し」とありますので、適切な措置をお願いします。
検討します。

委員

市役所の中で、各部署の女性の連絡会をしてはどうでしょうか。そこで、問題点を
明確にしていくことが必要だと考えます。活躍している女性との交流会を実施するな
どもいいのではないでしょうか。

委員

さぬき市には、女性団体連絡会があります。運営には、課題があるようですが。

会長

次に、議題５、平成２８年度男女共同参画講演会（案）について事務局から説明を
お願いします。

事務局

資料５のとおり、今年度の男女共同参画講演会について、事務局（案）を提出しま
す。
性別による役割分担意識や、長時間労働、格差社会、貧困、暴力、ＤＶなどの現代
社会の生きづらさの問題について、身近なところから社会のために、そして自分の生
き方として、できることをしていくことが大切であることに気づくことができる講演
会を、２月２６日（日）１３：３０から、津田公民館大ホールにおいて、神戸大学、
立命館大学非常勤講師の伊田広行氏をお招きして、「男女共同参画をともに～今日か
ら私ができること～」と題して行う予定です。
この先生は、数年前に旧津田中学校で中学生への講演をしていただき、大変好評だ
ったことから、今回は、一般市民対象に依頼したものです。
また、講演会を実施するにあたり、要約筆記や託児実施についてのご意見をお伺い
したいと思います。

会長
委員

ご意見がありましたらお願いします。
講演会には、是非とも、市内の高校生や大学生のように若い人の参加をお願いした
いです。それから、企業へも働きかけていくことが大切だと思います。

委員

高校は、こういう男女共同参画講演会等の開催を願っていると思います。

委員

高校生向けのチラシを作成することも、一つの方法だと思います。

委員

チラシは、１種類でも構わないと思います。

委員

ＰＴＡ連絡協議会への周知も行った方がいいと思います。
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事務局

委員
事務局

若い人をターゲットにするのであれば、成人式で、チラシを配布するのはどうでし
ょうか。
成人式で映像を流して、啓発するのはどうでしょうか。
成人式は、成人の実行委員会が運営をしているので、確認が必要ですが、映像を流
すとなると、時間的に難しいと考えます。

委員

他市の成人式での啓発方法を調べてほしいです。

事務局

わかりました。

委員

さぬき市男女共同参画プランの協議にも、成人が入るといいと思います。

事務局

若い人が参画することは、いいことだと思います。具体案を考えてみたいと思いま
す。

事務局

確認ですが、講演会時に、要約筆記や託児についての実施はどうお考えですか。

委員

行うことでいいと考えます。

会長

最後に、議題６、その他について事務局から説明をお願いします。

事務局

第１回の協議会にお聞きしていた今年度の課題として取り組む内容について、１名
の委員からの提案に、課題がたくさん出ていたので、その中から事務局の案と合わせ
て、今年度から取り組むこととして提案します。
まず、第１に「市民サポーターの拡充」です。男女共同参画の啓発や取り組みに、
欠かせない市民サポーターを拡充していくことは、喫緊の課題だと考えます。
それから、第２に広報啓発活動です。広報の方法は、事務局案としては、まずは、
無理のない範囲でさぬき市広報紙にコラム等の掲載、公民館での自主講座など各種団
体へ市民サポーターを中心に出前講座で啓発活動、そして、先ほどから協議している
とおり、毎年行われる成人式に、20 歳へ向けたメッセージ等を作成し配布を行うな
どはどうかと考えています。

会長

ご意見がありましたらお願いします。

委員

市民サポーターの拡充は、必要だと思います。

会長

次に、②資料７、平成２７年度さぬき市の主な取組報告について事務局から説明を
お願いします。

事務局

資料７のとおり、「男女共同参画の推進に関する取組み」をまとめました。この資
料は、香川県のホームページにも掲載予定です。

会長

ご意見がありましたらお願いします。

委員

特になし
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会長
事務局

③資料８、家事場のパパちからスクールについて事務局から説明をお願いします。
家事場のパパちからスクールについては、男性への家事・子育て・介護・地域活動
等について必要なスキルを学ぶために、８月２０日から３回行われている連続講座で
すが、当初、大変心配していた参加者数については、２４名集まりました。先日の講
座は、若いお父さんが多く、大変和気あいあいと行われました。後、２回実施予定で
すので、終了後に改めてご報告します。

会長

ご意見がありましたらお願いします。

委員

特になし

会長

④資料９、男女共同参画推進活動団体情報交換会の報告について事務局から説明を
お願いします。

事務局

男女共同参画推進活動団体情報交換会については、資料９をご覧ください。各市民
企画事業実施団体の横のつながりや、情報の共有のために開催を要望されていた情報
交換会を、パネル展終了の際に開催しました。事業の予定が決まっているところにつ
いてはＰＲし、前年度の団体活動報告等を行いました。顔を見ながらの座談会形式を、
今後も続けていきたいと考えています。

会長

ご意見がありましたらお願いします。

委員

特になし

会長

それでは次に、⑤資料１０、さぬき南中学校ＤＶ防止講演会について事務局から説
明をお願いします。

事務局

さぬき南中学校において６月１５日に、事前の導入授業を、校内研究授業として実
施した後、６月２９日に、香川県助産師会助産師による「大切な命」についての講演
会を実施しました。そして、さぬき市保健師から、全生徒に対して、ＤＶ防止啓発の
講座を行いました。当日、参加している委員の方の感想等、是非お聞かせください。
よろしくお願いします。

会長

参加された方のご意見をお願いします。

委員

大切な命については、リアルに話をしていました。その後で、全員を集めて、ＤＶ
の話をしていました。

委員

性の仕組みなどの話は詳しかったが、精神的なことをもっと話してほしかったとい
う印象です。

会長

それでは、⑥資料１１、
「日本女性会議 2017 とまこまい」について事務局から説明
をお願いします。

事務局

今年度の会場は、秋田県です。来年度のチラシが届きましたので、お知らせします。
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来年度は、北海道苫小牧です。今年度参加予定の方は、事務局までお知らせください。
会長

ご意見がありましたらお願いします。

委員

今年は、行けません。
（全員）

会長

それでは最後に、⑦資料１２、「女性の輝く地域づくり講演会」について事務局か
ら説明をお願いします。

事務局

「女性の輝く地域づくり講演会」については、今回、三豊市において、香川県主催
の講演会が開催されます。是非、御参加ください。なお、参加には、お申し込みが必
要です。

会長

ご意見がありましたらお願いします。

委員

特になし

会長

それでは、「次回の会議スケジュール」の時期についてですが、事務局から何かあ
りますか？

事務局

次回は、例年１２月半ばに開催しているようですが、講演会の準備もありますので、
もう少し早くに開催したいと思います。皆様のご予定はいかがですか？

会長

ご意見がありましたらお願いします。

委員

１１月１日火曜日はどうでしょうか。

委員

異議なし

事務局

それでは、次回は、１１月１日（火）１３：３０からとします。

会長

ありがとうございます。では、追って案内をしますので、よろしくお願いします。
それでは、事務局からの事務連絡はありますか？

事務局

この中で市民サポーターの方は、この後残ってください。

会長

（閉会挨拶）・・・以上で、第２回さぬき市男女共同参画推進協議会を閉会します。
お疲れ様でした。
＜ 閉 会 ＞
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