
■（仮称）会津若松市男女共同参画推進条例（案）についての意見募集の結果 

 

 

１．募集期間 平成１５年１０月１日（水）から平成１５年１０月２０日（月）まで 

 

２．提出方法  持 参 １０件 

郵 送 ３件 

フ ァ ッ ク ス ４件 

電 子 メ ー ル ４件 

市長への手紙 １件 

意 見 交 換 会（１０月１０日開催） １２件 合計 ３４件 

 

３．意見の内容 別紙のとおり 

 

 



項目 意見･提案 意見に対する考え方

（意見交換会）
男女共同参画だけでは弱いような気がします。平等という言葉、文言を入れていた

だきたい。

　名称に「平等」の言葉を入れること。例　「会津若松市男女平等推進条例」
市民はその意識調査からもわかるように、ほとんどの分野において不平等な社会であ
ると感じています。男女平等、女性の地位向上に真に役立つ条例とする積極的な意思
を込めて、福島県条例にも盛り込まれているように、「平等」の言葉を名称に直接入
れてください。

第２　前文 前文についての様々なご意見を踏まえ、下記のとおり修正
いたします。

〔前文〕
男女は、すべて人として平等な存在であり、性別による差

別的な取扱いを受けることなく、その人権を尊重されなけれ
ばならない。そして、個人の尊重と法の下の平等をうたう日
本国憲法の下、また、女子に対するあらゆる形態の差別の撤
廃に関する条約を基本とした国際的な連携の中、男女平等の
実現に向けた様々な取組が行われてきた。

会津若松市においては、昭和60年に会津若松市婦人行動計
画を策定し、平成12年には市民が主体となり県内で初の「男
女共同参画都市宣言」をするなど、市民との協働による男女
共同参画の取組を積極的に展開してきた。

しかしながら、今なお性別による固定的な役割分担意識や
それに基づく社会慣行が存在し、地域社会のさまざまな分野
において男女の格差が生じている。

このような状況に加え、少子高齢化、国際化の進展をはじ
めとする社会経済情勢の急速な変化に的確に対応し、真に調
和のとれた平和で豊かな活力のある会津若松市を築いていく
ためには、男女がともに性別にかかわりなく、その個性と能
力を十分に発揮し、あらゆる分野に対等に参画できる男女共
同参画社会を形成することが、ますます重要となっている。

このような認識に立ち、市民、事業者及び市が一体となっ
て男女共同参画社会の実現に向けて取り組むことを決意し、
この条例を制定する。

（仮称）会津若松市男女共同参画推進条例（案）についての意見

　この条例は、男女平等をはじめとする基本理念を市民ひと
り一人が認識し、男女がともに参画する社会をつくっていこ
う、ということです。従いまして、男女の平等そのものとい
うより、それを当然の前提として、男女が共同して参画する
社会づくりを目指す考え方でありますので、こうした表現と
しています。

第１　条例の名
称
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項目 意見･提案 意見に対する考え方

第２　前文 　第２段落　「会津若松市においては…」
計画（プラン）とミックスされているのではないでしょうか。
①女性行動計画は、「会津若松市婦人行動計画」から「ぱぁーとなーしっぷ21」そし
て「男女共同参画計画案」（プラン）に続くものです。
②条例は第一段落「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」批准、
「男女共同参画社会基本法」、「会津若松市男女共同参画都市宣言」となり、これを
受けて、地方自治体としての「男女共同参画条例」となる流れです
①②の２つは両輪ではありますが、基本法を受けての条例なので、第２段落に行動計
画などを羅列しても、地域の特性は出ないのではないでしょうか。

本市は、昭和６０年という早い時期に「婦人行動計画」を
策定し、それと同時期に、その計画の積極的な推進を目指し
活動された市民の方々と協働で男女共同参画を推進してきま
した。また、「婦人行動計画」から、現行計画である「女性
計画」、さらに、現在策定を進めている「男女共同参画計
画」と変遷してきた経過についても、意義深いものがあると
考えておりますが、ご意見の趣旨を踏まえ、前記のとおり修
正いたします。

第４段落の２行目は「真に調和のとれた豊かで活力のある会津若松市を築いて行く
ために…」は東京都の条例と同じであるが、この条例はあまり高く評価されておりま
せん。前に平和が入らないと、物質的豊かさだけを追求していると感じます。市では
これまでに市民憲章・平和宣言などをしています。ぜひ「平和」を盛り込みたいもの
です。

　「男女共同参画都市宣言」の中にも、『平和で豊かな会津
若松市をめざします。』とあります。これらを踏まえ、「真
に調和のとれた平和で豊かな活力のある…」に修正いたしま
す。

　男女平等、人権の尊重は普遍的な原理であること、日本国憲法及び女子差別撤廃条
約が基本に捉えられていることについて評価いたします。その上で次の点について検
討してください。
①会津若松市の特徴を具体的にふまえて、きちんと表現すること。
②「真に調和の取れた豊かで活力のある会津若松市」の部分の変更→「平和で豊かな
活力のある会津若松市」

　条例は何のために作るかを考えたい。「男女」のところは「男女の別なく『個人』
が能力を発揮する」としないと男らしさ女らしさも個性という意味になりはしないで
しょうか。

　ご意見の趣旨を踏まえ、「男女がともに性別にかかわりな
く」に修正いたします。

　「人権」がここには出てきません。「人権の侵害を受けることなく」の意味で何か
を入れていただきたい。

  前文の最初に人権の尊重について盛り込んでおります。
　また、「男女の人権の尊重」を基本理念としても掲げてい
るところです。
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項目 意見･提案 意見に対する考え方

第２　前文 本市の条例は議員立法という形をとりますので、たとえ議会で採択されたとして
も、市民が自分たちのものという実感が沸かなければ「宣言」同様、定着しない結果
を招くことをおそれます。どうか残された期間、十分案をねりあげ、市民（未来の市
民も含め）の誰もが祝福できる、全国に誇れる立派な条例を作って下さい。

　ご意見としてお聞きしました。

　素案の「前文」について意見・要望を申し上げます。
素案を読んでの素直な感想は一読しても、二度、三度と読んでも分かりにくいという
のが実感です。
「前文」は条例の「顔」であり、条例全体を代表するものと理解しています。この条
例の目指すもの（究極の目標）は、男女共同参画の推進により、会津若松市を平和・
人権・文化のまちにすることだと思います。ですからこの三つを明解に前文の中に
キーワードとして是非とも盛りこんでいただきたいと思います。そのうえで市民のみ
んなに分かりやすい、市民のみんなが守っていける親しみやすい内容・表現をお願い
します。
条例私案を作ってみました。以下に記しますので、ご検討いただきご参考に供されま
すよう、よろしくお願い申し上げます。
【条例私案】
　日本国憲法は、平和、国民主権、基本的人権を基本原理として男女平等をうたって
いる。すべての人は、平等な存在として、性別による差別的な扱いを受けることな
く、その人権は尊重されなければならない。
　これまで長年にわたり、男女平等の実現に向けた様々な制度が、国際社会における
取組とも連動しつつ、整備されてきた。しかしながら、真の男女平等は実現していな
い。いまだなお、固定的な役割分担意識や社会的慣行により、性別による差別的な取
扱いは解消されておらず、男女共同参画社会実現のために一層の積極的な取組が求め
られている。
　会津若松市は、独自の歴史と文化を誇る伝統のあるまちである。その伝統を生かし
ながら、市民一人ひとりの個性と能力が十分発揮でき、男女がともに喜びも責任も分
かち合うまちにしていかなければならない。
　本市においても、平成１２年に市民が主体となり県内で初の「男女共同参画都市宣
言」をするなど、男女共同参画の取組を積極的に展開してきた。しかしながら、封建
的、閉鎖的な気風と慣習が根強く残り、男性を中心とする意識が今なお存在してその
実現を妨げている。
　このような状況の中で、私たちは真の男女共同参画社会の実現のために、男女の平
等と男女のあらゆる分野への参画を推進することによって、すべての人々の人権が尊
重され、平和で豊かな活力ある文化のまち・会津若松市を作ることを決意し、ここ
に、この条例を制定する。

（意見交換会）
　「あらゆる分野に対等に参画できる男女共同参画社会」となっているんですが、意
図的に、ともに責任を担うという部分を外されたのかどうか。

男女共同参画の定義は、「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、
共に責任を担うことをいう。」と規定されています。このこ
とから、男女共同参画社会は、当然、男女がともに責任を担
うことも含まれていると考えます。
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項目 意見･提案 意見に対する考え方

第２　前文 （意見交換会）
　大きな３番目の段落（このような状況に加え、…）が、熱がこもり過ぎて前文には
ふさわしくないように感じております。ここの部分を以下のようにもっとすっきりと
さわやかに。
【私案】
　このような状況の中で、私たちは真の男女平等社会の実現のために、男女の平等と
あらゆる分野への参画を推進することによって、市民一人ひとりの個性と能力を充分
発揮し、すべての人々の人権が尊重され、平和で豊かな活力のあるまち・会津若松市
をつくるためこの条例を制定する。

　ご意見としてお聞きしました。

（意見交換会）
会津若松市の特徴ということで考えてみますと、意識調査などにおいても非常に女

性の就業率が高いけれども不平等感が高い、そういうところの部分が入ると若松の現
状と、だからやらなければならないという積極的な部分も強調されてくるのではない
か。男女の格差が生じているというところをもっと、具体的に入れるべきである。

「市民、事業者及び市が一体となって」という表現があるんですけれども、一体と
なってというのはちょっと誤解を招きやすいというか、市民が市に協力しなければな
らないという、そういうニュアンスに感じ取られないか。したがって、市民自らの意
志に基づいて参画するんだ、市民が総意として、そういうことに取り組むんだとい
う、もっとうまい表現のご一考をお願いしたい。

男女の格差が生じている現状は様々な分野にわたっていま
す。これらを象徴して、「男女の格差が生じている」という
表現とするものです。

「市民、事業者及び市が一体となって」という表現です
が、男女共同参画の推進は、行政だけでなく市民ひとり一人
が認識し、「市、市民及び事業者」の三者が協働して男女共
同参画社会の形成を推進することが重要であると考え、この
ような表現といたします。

日本国憲法、国連憲章、ユネスコ憲章など、最も重要かつ格調高い条文は「前文」
であると思います。そこで、２つの意見を申し上げて、提言とします。

５行目「会津若松市においては、～」から８行目「～展開してきた」までは、会津
若松市内で今まで努力してきた経過を認知して欲しいとの願いからでしょうが、ここ
は過去より未来（ビジョン）を語るべき所で、長過ぎる印象が強く、主旨の明確化を
妨げている感が否めないです。改善例として、『会津若松市においても、昭和６０年
に会津若松市婦人行動計画を策定し、平成１２年に県内に先駆けて「男女共同参画都
市宣言」をするなど、市民との協働による男女共同参画の取組を積極的に展開してき
た。』をあげます。

　ご意見の趣旨を踏まえ、前記のとおり修正いたします。

より重要な提言としてぜひ検討して頂きたいのは、１３行目の「あらゆる分野に対
等に参画できる男女共同参画社会を」の『対等』の二文字です。この字句は高まいな
主旨に対して、非常にマイナスの感情を与えてしまいます。それは今までの苦労、す
なわち不平等、差別、悔しさ、怒りの諸々の感情が入り混じっているのが感じ取られ
てしまいます。ここはマイナスを０へ引き上げるだけの満足で終わらせてはなりませ
ん。もっと豊かな社会を創るという目的（ビジョン）を明確にするために、『積極
的』に書き換えることの意義（マイナスからプラスへの転換）を創案者へ訴えて下さ
い。すなわち、「男女がその個性と能力を十分に発揮し、あらゆる分野に積極的に参
画できる男女共同参画社会を形成すること」とする方が、結局、男女平等社会の実現
へ大きな賛同と勇気を得ることでしょう。

　「男女が対等…」ということは、人々の意識の中に形成さ
れた固定的役割分担意識等からくる事実上の男女の格差が存
在していることに対して、「男女があらゆる分野に対等に参
画できる男女共同参画社会の形成」が必要であるということ
を表現しています。
また、男女共同参画社会基本法でも、「男女が、社会の対等
な構成員として、…」とうたっております．
　『積極的』に書き換えるというご意見ですが、積極的とい
う言葉は、個人の意思が深くかかわることにより、意図する
ことが違ってくるのではないかと考えます。
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項目 意見･提案 意見に対する考え方

第２　前文 （市長への手紙）
男女共同参画とジェンダーフリーの危険性について全国各地で警戒するようになっ

たようです。東京都、宮城県、大阪府の条例の前文に「男女が互いにその違いを認め
る」という趣旨の文言が入ったこと、山口県宇部市、岐阜県高山市の条例では「男ら
しさ女らしさを一方的に否定することなく男女の特性を認め合い」と明確に性差解消
に釘を刺しています。
しかるに、本市の場合、前文（案）は「男女がその個性と能力を十分に発揮し、あら
ゆる分野に対等に参画できる…」とあって、意味不明。何故なら、個性とは「同種に
おいて他と異なる性質」であり、男女は異種とみるべき。やはり上記の例のよう、
「男女の違い」、「男女の特性」とするべきでありましょう。
国でも「男らしさ女らしさを否定するものではない」（官房長官）、ジェンダーフ
リーを目指すものではない（男女共同参画局長）といった意向を示しています。あわ
てて取り返しのつかなくなることを危惧します。

　ご意見としてお聞きしました。

第３　目的 　目的の終りから２行目に、～推進することにより、豊かで活力ある地域社会の実現
～とありますが、豊かで活力あるということから受ける感じは、経済的な印象が強い
と思います。ここで言いたいのは経済的な面だけではないので、次のような文を挿入
した方がよいのではないかと思われます。
～推進することにより「市民一人ひとりの個性と人権が尊重され」豊かで活力ある地
域社会～
ご検討よろしくお願い致します。

　ご意見の趣旨を踏まえ、修正いたします。

〔目的〕抜粋
男女の人権が尊重され、豊かで活力ある地域社会の実現に寄
与することを目的とする。

第４　定義 （意見交換会）
　ジェンダーを入れてほしい。

ジェンダー…文化的社会的につくられた性別のことで、生物学的な性別（セック
ス）と区別して用いる。
（２）積極的改善措置について
　【私案】

積極的格差是正措置（ポジティブ・アクション）…社会的構造的な差別によって現
在不利益をこうむっている集団に対して、一定の範囲で特別な機会を提供することな
どにより、実質的な機会均等を実現することを目的とした暫定的な措置をいう。
（３）市民について
【私案】

市民…国籍、性別、年齢にかかわらず、会津若松市に居住する者又は在勤若しくは
在学しているすべての人をいう。

・「ジェンダー」の定義について
この条例は、正確に表現できる言葉で分かりやすくをモッ

トーといたしました。しかし、ご意見にあるとおり、ジェン
ダーという言葉を理解し一般化していくためには定義づけを
する必要性があると考え、盛り込むことといたしました。
・「積極的改善措置」の定義について

広く共通認識を図る必要があるため、「男女共同参画社会
基本法」の定義と同様の趣旨で用いることが適当と考えま
す。
・「市民」の定義について

本市の共通の定義でありますので、この表現といたしま
す。

（２）積極的改善措置
「積極的に格差を是正する措置」でなければポジティブアクションではないと思い

ます。ご検討願います。
※「ジェンダー」が抜けていますが大変大切ではないかと思います。ここがきちんと
していないと、今後の「ジェンダーバイヤス」までもしっかり見据えるところまで行
かないと思います。
ぜひジェンダーを入れたいと思いました。皆さんにきちんとジェンダーの意味が理解
されるまで。
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項目 意見･提案 意見に対する考え方

第４　定義 （意見交換会）
（２）積極的改善措置という言葉で定義されておりますけれども、やはり積極的格

差是正措置とした方が、着実に、できている格差を是正していくための改善策なんだ
ということがよりわかるのではないか。
（３）会津もかなり国際的になっておりますので、市民の定義につきましても、国
籍、性別、年齢にかかわらず、会津若松市に居住する者または在勤もしくは在学して
いるすべての人をいう、とした方が抜ける人がないのではないか。

　先述のとおりです。

　「男女が対等･･･」という言葉が目立ち、あたかも我が国に男女の対立があるかのご
ときである。
　両性が互いの特性を認めあうところに男女の平等があるのだから、対立のニュアン
スを感じさせる条文にすることは、別の意図すら疑ってしまう。

「男女が対等…」ということは、男女の対立が前提にある
のではなく、人々の意識の中に形成された固定的役割分担意
識等からくる事実上の男女の格差が存在していることに対し
て、「男女があらゆる分野に対等に参画できる男女共同参画
社会の形成」が必要であるということを表現しています。

また、男女共同参画社会基本法でも、「男女が、社会の対
等な構成員として、…」とうたっております。

　（２）当該機会を積極的に提供する…
意味がよくわかりません。だれが何をなのか。

　「当該機会を積極的に提供する」の当該機会は、「⑴男女
共同参画」の定義にある、「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」を指しています。

第５　基本理念 　「男女が対等･･･」という言葉が目立ち、あたかも我が国に男女の対立があるかのご
ときである。両性が互いの特性を認めあうところに男女の平等があるのだから、対立
のニュアンスを感じさせる条文にすることは、別の意図すら疑ってしまう。

基本理念につきまして様々なご意見をいただきましたが、
国の男女共同参画社会基本法における理念や考え方を踏ま
え、本市の考え方を正確に分かりやすく表現するよう努めた
ものです。

（意見交換会）
表現についてご一考を。（５）「男女が対等な関係の下に、互いの性に関する理解

を深め、妊娠、出産その他の健康についての自らの意思が尊重されるとともに、生涯
にわたる心身の健康及びその権利が保障されること。」は、入れなくても良いと思い
ます。以下のような形でご検討いただきたい。
【私案】
（２）固定的な性別役割分担に基づく社会制度や慣行が解消され、男女が性別にかか
わらず個人の個性や能力を発揮し、その意欲や希望に沿って、家庭生活と社会生活の
両立ができるよう、その責任を分かち合うこと。
（３）男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって家庭、職場、地域にお
いて、意思決定及び政策決定の過程に平等に共同参画すること。
（４）あらゆる教育の場において男女の平等な共同参画を推進すること。
（５）男女共同参画は、国際的な理解及び協調の下に推進されること。
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第５　基本理念 　（５）「男女が対等な関係の下に、互いの性に関する理解を深め、妊娠、出産その
他健康についての自らの意思が尊重されるとともに…」
「母性保護」は必要不可欠な条件です。基本理念として取り入れたことを評価いたし
ます。関連した施策の充実を望みます。

　ご意見ありがとうございました。

基本理念は我々が目指すものは何か。（2）影響ではなく解消されではないでしょう
か。（5）生涯にわたる性と生殖に関する健康であって「生殖」がないと気の抜けた
コーラでしょう。
プランはどう実践するかですから「行動計画」を前文に入れるのは抵抗を感じます。
どうぞご検討下さい。

この条例は、誰にでも分かりやすい言葉の表現に努めてお
ります。（２）については、男女共同参画社会基本法の基本
理念を踏まえたものとして、骨子案の表現が適当であると考
えます。

（５）にあります「妊娠、出産その他の健康について…」
という表現は、当然「生殖」を意味しているものと考えま
す。

第６　責務規定 （意見交換会）
　市や事業者には責務という言葉で、すごくぴったりすると思うのですが、市民の責
務という場合に、努めなければならない、積極的にやらなければならない、というの
は、いろいろこういうことに関わってきたりしている中では、すごく当然だなという
認識に立てるのですが、一般の方がご覧になったときにどうか。その辺一工夫できな
いか。

男女共同参画の推進は、行政だけでなく市民ひとり一人が
認識し、「市、市民及び事業者」の三者が協働して男女共同
参画社会の形成を推進することが重要であると考えます。

市民の方々へご理解をいただくために、具体的な内容につ
いては周知を図ります。

第７　性別によ
る権利侵害等の
禁止

「性別による」というより「人間として」の方が強いと思われるので、「権利侵害
等の禁止」だけでよいように思いますが、いかがでしょうか。
３．セクシュアル・ハラスメント
「アルコール・ハラスメント」という文言も、できれば入れていただきたいです。
※「アルコール・ハラスメント」とは、お酒の飲めない人が、お酒を飲むように強い
られ、精神的苦痛を味わうこと。
会津地方は酒どころなので大目に見られているところがあると思いますが、「お酒を
飲めない人間は人間にあらず」みたいな態度や暴言は暴力的行為に等しいと思いま
す。（たしか、アル・ハラ防止の団体ができているはずです。）

この条例は、男女共同参画の観点から、「性別による」差
別的取扱いの禁止を盛り込んでおります。

アルコール・ハラスメントにつきましては、イッキ飲ま
せ、早飲み競争、上下関係で飲酒を強要するなどによる人権
侵害であり、「性による」差別的取扱いとは限らないことか
ら、この中には盛り込まないものです。

第８　公衆に表
示する情報に関
する留意

　青少年の健全育成上、第７と同様に、規制する規定にしていただきたい。 　憲法に表現の自由が規定されている中で、禁止規定とする
のは難しいと考えます。

４．男女共同参
画の推進に関す
る基本的施策

（意見交換会）
審議会の中で男女の委員が５０：５０で出されて、ここは数字がすごく明確なんで

すけど、ほかの審議会も同様に男女の比率を５０：５０にしていく、というような提
言を入れると、もっと数字的にはっきりするのではないか。そのような数値目標を入
れた方が具体的だと思う。

育児というのは女性だけの問題ではなくて、男性の育児というのも大きな問題で
す。育児休暇というのを男性にぜひ取っていただきたいというのが私のずっと思って
いるところで、男性の育児の参画を確保するための育児休暇という部分を具体的に入
れたほうが、大変レベルの高い、全国にも先駆けた条例になるというふうに思いま
す。

　このような数値目標につきましては、「第３次会津若松市
男女共同参画推進計画」に基づく実施計画書中で、可能な限
り設定していきます。
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第１４　教育に
おける男女共同
参画の推進

児童生徒に、男女平等のための意識づくりを図ることは重要と思います。本校で
は、男女混合名簿など実施していますが、日常生活の中で、自然な形で意識づけがで
きるといいと思う。

　ご意見ありがとうございました。

　全体として、男女共同参画社会には賛成です。
○保健体育では男女混合で実施している。
○混合名簿については、まだ実施していないが、提出の際、男女別となることが多
く、二重手間となるのが現状である。混合名簿に反対しているわけではない。
○進路指導等の際に、取捨選択について男女区別なく選択できることを留意して指導
に当たっている。

　埼玉県や松戸市のように教育に介入して、「教育に対する不当な支配」にならない
ように。
○最も多くの人々（国会議員・多くの大学教授・ジャーナリスト・作家）
①「未来を育てる基本のき」～文部科学省の委託事業として発行。
②「思春期のためのラブ＆ボディＢＯＯＫ」～厚生省所管団体発行。
　①は誤解が生じないよう関係省と緊密な連絡をはかる。～内閣府副大臣（それでも
郡山の市民メディア・イコールの副理事長（女性）はジェンダーカルタを作ってある
学校の学級でやらせた。またランドセルの色について述べていた（みんゆう随想）。
また他に男女混合名簿の提唱者も出た。）区別と差別の混同。
　②は内閣府副大臣（半田建三）の要請に厚生労働省副大臣は配布先に回収する旨の
連絡を行うことになった。
　教育にはジェンダーフリーは不必要、良い社会人、人格を培うための教育が第一。
性にめざめもしない小学生に性器を使って性教育するなど必要なし。中学生や高校生
には「自己決定」ということばで「子どもをつくるかつくらないか、産むか産まない
か。これを決めるのはすべて自分」まず子どもが子どもを作ってはいけないと教える
べき。
○公的機関の条例制定に向けて、なぜ成人になっていない小中学生の意見を募集する
のか。子どもの人権とか個人尊重というべきところであろうが、特に義務教育の小中
学生は保護すべき純心な子、愛情たっぷり注ぎ、厳しく育むべき子で、教育途上の存
在で、義務を果たすことが出来る成人に至っていない。

　ご意見としてお聞きしました。

　あらゆる分野の教育の場において、男女平等のための意識づくりを行うことは当然
のことであり、また、大切なことであると思います。
なお、男女共同参画を推進するための「第13　雇用等の分野における男女共同参画の
推進」などの具体的な対応や条件整備の推進も重要であると思います。

　ご意見ありがとうございました。
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第１９　苦情等
の申出及び処理

（意見交換会）
　他の機関と連携して対応するというのは、どのように対応するのか明確ではない。
市としてどういう対応をするのかという視点がもうちょっと明確になった方がいいの
ではないか。

苦情等の申出及び処理に関する詳細な事項につきまして
は、これに関する規則の中で定めることとなります。

第２２　組織 　解任規定を入れてはどうですか。 　この条例においては、ふさわしくないと考えます。

前回の意見交換会及びその後に寄せられた意見に対する市の考え方について、再
度、市民の意見が交換できる場を設定していただきたいと思います。

（意見交換会）
番号の取り方に１番がないようなものがあったりして、私的にはちょっと見づらい

感じがしましたので、なお括弧書きのある番号なども、括弧が先なのか、括弧のない
番号が先なのかというような細かい話ですが、そんなことを感じました。
文章的にセクシュアル・ハラスメントだけにいってしまうのではないかというような
感じを受けましたので、ジェンダーフリーという意識、性差をなくすというような、
そういうことが盛り込まれた文章がどこかに現れたほうが、すごく全般的になるん
じゃないか。
条例そのものについて、期限を切るとか、いつまでにするということは規定しなくて
も、何かそういう制限でもって、ここまでにするというような意気込みみたいなもの
が目的的にあってもいいんじゃないか。

　ご意見としてお聞きしました。その他
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