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１ ワーキンググループ会議、策定委員会の経過報告 
【各会議の協議事項の概要・経過及び配布資料について事務局より説明】 

 

２ 重点目標について  （１）課題・現状について  
～ 資料１・資料２を読み込む時間 ～ 

 

≪岡村委員≫    ・問題ややるべきことが多くあるのはわかるが、これだけ多いと重点が分散してしまって解
決が難しい気がするので、もう少し絞ってはどうか。 

・昨今の事例を踏まえ、有給取得などわかりやすい所を重点的にアピールした方が良いので

はないかと考える。 

 

≪犬塚会長≫  ・仰る通り沢山あるように見えるので、横並びに一律にやっていくと大変だと思う。絞った
◇ 日 時 

◇ 場 所 

 

◇ 次 第 

 

 

 

 

 

◇ 出 席 者 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 会議公開 

 

◇ 傍 聴 者 

平成 30年 7月 20日（金）9時 30分～11時 30分 

大村公民館 会議室２・３ 

 

１ ワーキンググループ会議、策定委員会の経過報告 

２ 重点目標について 

（１）課題・現状について 

（２）重点目標（基本的施策）について 

３ 今後の予定について    

【推進・策定市民会議委員】13名 

犬塚 協太、藁科 俊作、飯田 裕行、稲森 和子、越後 絹子、岡村 幸治、 
釜田 和子、近藤 征夫、佐野 正子、柴田 亜弓、鈴木 英子、服部 豪人、 
村田 功   
【事務局】3名 

堀内 千穂（市民協働課長） 

内田 有紀（市民協働課 市民協働・男女共同参画担当係長） 

鈴木 寿彦（市民協働課 市民協働・男女共同参画担当主査） 

 

【㈱サーベイリサーチセンター】2名 

平田 亮人、吉原 圭佑 

 

可 

 

なし 

 

平成 30年度 第２回 焼津市男女共同参画プラン策定市民会議 会議録（要旨） 
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方が良いと言う意見はもっともだ。 

・次のステップの考え方として、柱としていくつかあげるが全て同じウェイトでやっていく

のは難しいので、この柱とこの柱は特に重要だから重点的にやろう、というウェイト付け

をしていくのはどうか。 

・資料 1、資料 2でご覧頂いている焼津市として特に力を入れる方が良いという箇所、柱の

中でも焼津市の課題の中で独特な、特色のあるものを重点課題とするのが良いのではない

か。 

・細かい具体的な施策をわかりやすく、という点では例えば休暇取得などは具体的施策の中

で数値目標を掲げたら取り組みやすくなるのではと考える。 

 

≪近藤委員≫ 

・各グループが分かれてワーキンググループのように意見を出し合うのが良いのではないか。 

・資料 1（1）担当分野ごとの現状・課題【A 地域・家庭・教育】番号 3を見て思ったのが、

男女共同参画自体の認知度が非常に低い。 

・「Ａしおかぜ」を読んでいる人や委員の方へのアンケートなど、出来ることからやってい

って実を上げていく方が良いのではと考える。 

・やらなければならない重点推進目標、現状の課題、目標が非常に多い。ある程度絞って今

回の計画ではこれでやる、とした方が良いのではと考える。 

 

≪犬塚会長≫  ・絞り込むという点について、先程もお話しした「これを重点目標とする」というウェイト
付けをする形で、多くの方の賛同を頂けるのではないかと考える。柱建てが決まったら、

まとめてどれを重点化するかを考えていきたいと思っている。 

・分かれて話し合うという点について、全体の柱建ての際には皆さんで集まって貰った方が

良いと思うが、この後さらに細かく課題を考えていく時にはそういうやり方も必要になっ

てくるかもしれない。 

・むしろ計画が出来てから、実際に進めていく中で１年ごとチェックを入れていく時に３つ

位のグループでそれぞれ分科会という形を取り、それぞれの課が担当している施策につい

て分科会の中でヒアリングなどをかけて、自分の専門分野からの意見を出してもらって中

身を充実させチェックをかけていくという作業の際には、ひとつのやり方として重要にな

って来ると考える。 

・柱が決まってからの施策の方向を細かく考える際は分科会の方が効率的かもしれない。今

後の進め方として参考にさせて頂く。 

 

≪村田委員≫  ・県と比較した教育、就職、労働力率を見て、焼津市は他より低い。 

・私の周りの女性はアルバイトが殆どである。それは子育ての問題などが大きく絡んでいる

からだと思うが、そういう状況の女性にとって就労の内容（賃金、労働の仕方）があまり

に酷である。まして有給、育児、介護休暇が取れる企業は焼津市では一部の大企業くらい

である。 

・女性に積極的に就職して参加してくれと言うのは良いが、現実を見ると大企業と中小企業

の乖離があまりに顕著で、具体的にどうするかというのは言えない厳しい現実が、女性を

躊躇させるのではないかと感じる。 

・家事労働も女性が中心という現実を照らし合わせると、就労環境は非常に厳しいと感じる。 

   ≪犬塚会長≫  ・焼津の現状をよくご存知の方の貴重なご意見で、私も同じように感じている。 

・私は他の自治体も見ているので、他自治体と比較すると、焼津市は男女共同参画について
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基本的なところの認識が男女問わず充分でないと感じている。 

・今仰ったように焼津市の企業は大企業ではなく中小企業がほとんどである。そういう地域

なので、大企業のようにいろんな制度を利用して職場を積極的に変えていけない現状があ

る。 

・意識の面も実態の面も理想の方向に簡単には進んで行かないと思われるが、諦めないよう

に出来ることから少しずつ取り組んでいきたい。 

・壮大な目標を立てるのではなく、現実的な目標を立てて地道に粘り強く色々な方面に総合

的に働きかけていかないと、焼津市は難しいのではと考えている。 

・これは柱建てをする際にも同じような意見を申し上げたい。地に足の着いたプランを作り

たい。 

 

≪村田委員≫  ・自治会長という立場から、焼津市は少子化がもの凄く進んでいてこれからどうなるのかと
いう意見がある。 

・市民意識調査で「結婚してもしなくてもどちらでもよい」という意見が増えていた。都市

化が進んでいるということかもしれないが深刻な問題である。 

・少子化問題への対策としても就労環境、家事労働、保育所等福祉的援助が必要である。 

 

≪犬塚会長≫  ・福祉など、焼津を住みやすい街にするというのは全ての施策を作る際にとても大切な考え
方である。 

 

≪服部委員≫  ・中小企業の経営者として、村田氏の意見はまさしくその通りだと思っているが現状はなか
なか厳しい。 

・企業に啓発だけしても企業は何もしないと思う。 

・資料 2に就業規則について記載があるが、会社を興す際に最低限の就業規則があれば良い

となっているので皆そこまで変えようとしない。根本から変える必要がある。 

・例えば、最近だと障害者雇用について厳しくなってきており、雇用しない場合の負担が具

体的にある。お茶を濁すのではなくこのように何かをしていかないとリアリティが出ない。 

・育児休暇や再雇用に関しては、厚生労働省から企業への補助もあるし労働者への給与補助

もあるのに、それを知らない企業がたくさんある。こういったリアリティのある情報を伝

えていく事が大切なのではないかと考える。 

・何かペナルティがあれば企業はすぐに改善する。 

 

≪犬塚会長≫  ・具体的な施策を考えていく上でとても大切な意見である。 

・情報がきちんと企業に伝わらないといけない。周知徹底していく中で、助成が出るという

ようなプラスの情報と、法規制を守ってやらないとペナルティが来るというマイナスの情

報をきちんと届けることは、行政がやるべきことであるし出来ることであると思う。 

・個々の政策の中にきちんと反映していきたい。 

 

≪鈴木委員≫ 

・やっとパートに出られるようになった人などは、子どもが長期休暇の場合でも同じように

働きに行かなければならないので、その間子どもは家で一人になってしまう。今の時代、

外にも遊びに行かせられなくて困っているということを聞いた。 

・学童保育はフルタイムで働く家庭向けなので、パートでは利用は難しい。 

・現代は近所付き合いなども希薄なので、親がいない間の家以外の子どもの居場所が必要な
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のではないか。 

 

 

≪犬塚会長≫    ・子どもを取り巻く問題が解決するような柱建てをしていきたい。 

 

２ 重点目標について 
（２）重点目標（基本的施策）について 

 

≪犬塚会長≫ 

・本日はプランの中心にあたる施策の柱建てを最終的に考えたい。それに向けて重点目標の

検討に入る。 

・最初に重点目標について確認する。体系図案を参照されたい。 

・重点目標が計画の骨組みであるので、今日それだけは決めたいと思う。 

・重点目標とはいくつかある中のここは大事、という強調用の言葉なのに第 2次プランでは

12個もある。メリハリが欲しいので名称を変えたい。 

・重点目標を「基本的施策」という言い方に変え、その中から重点目標を決めるという形に

したいがいかがか。 

 

（委員一同に承認される） 

   【資料３について事務局より説明】 

   ≪犬塚会長≫     

～ 今後の話し合いの流れを説明 ～ 

 

検討①について 
 

≪村田委員≫  ・国際社会には日本に比べものすごく進んでいる国もある。そこまでの飛躍はともかくとし
て国内で比較、実践している良い見本となる例はないか。 

 

≪犬塚会長≫  ・「国際的な協調」というカテゴリが何故あるかというと、国として絶対入れなければなら
ないからである。 

・男女共同参画は日本より国際社会の方が進んでいる。国際的には今どこまで進んでいるか

を踏まえて考えないと、いつまで経っても追いつけない。国外はここまで進んでいるとい

うことを踏まえて、計画全体を進めていく必要がある。 

・国際社会の動きをより取り入れないといけない地域は、例えば県西部である。外国人が多

い地域は世界の男女共同参画の動きを取り入れて、地域の外国人の人にも理解してもらう

必要があるし、外国人の人にハラスメントがないよう外国語でも発信していったりといっ

た工夫が求められる。 

 

≪近藤委員≫  ・わかりやすいという点ではⅠ-１は良いと思う。 
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≪犬塚会長≫  ・外国人がたくさん住んでいたら１本柱をきちんと建てて外国人にも理解してもらい、排除
されないようにするが、焼津の実態からどの程度のウェイト付けをしていった方が良いか

はお伺いしたい。 

・地域の人にも国際的な標準を啓発しわかってもらわないといけないと思っている。国際社

会の中で日本はもの凄く遅れていて、その中でも焼津市は遅れていると認識してもらい、

より頑張ってもらうために世界の情報をお知らせするという意味で「国際的な協調」とい

う文言はどこかに入れたい。 

 

≪飯田委員≫  ・自分の住んでいる地域では外国人が固まってしまっていて地域との交流は欠けていると感
じる。自分の地域の実感としてはⅡ-４の柱として残した方が良いのではと考える。 

 

≪稲森委員≫  ・Ⅰ-１に「国際社会」の文言を入れてしまうとそれが強調されてしまう気がするので、別

に柱を立てた方が良いような気がするが悩ましい。 

 

≪犬塚会長≫  ・柱として独立させると、啓発だけでなく外国人への具体的な施策を作る必要が出てくるか
もしれない。 

 

≪村田委員≫  ・焼津市に外国人は具体的に何人いるのか？ 

 

≪堀内課長≫  ・4,000人くらいである。 

 

≪村田委員≫  

・これからの流れとして日本は外国人なしにして成り立たなくなるだろう。分け隔てなくし

た方が良いと思うので、Ⅱ-４として残した方が良いのではと考える。 

 

≪近藤委員≫  ・基本目標に「社会のあらゆる分野における男女共同参画の推進」とうたっているので残し
ても良いのではと考える。 

 

≪犬塚会長≫  ・これまでの意見を集約すると、柱として残した方が良いという意見が多いので、このまま
残すこととする。 

 

検討②について 
 

≪犬塚会長≫  ・考え方は２つあって、１つはまとめてしまうことで意識啓発、教育学習トータルで大きな
柱とすることで、学校だけでなく社会教育もこれから充実する、焼津市は意識啓発を重視

するということを打ち出せる。まとめた場合は、一つ下の「施策の方向」で学校教育と社

会教育と細かく柱が建っていくと思う。 

・現状のように学校としてひとつ柱があると目立たせることが出来、はっきりする。 
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≪越後委員≫  ・学校だけだと印象が限られてしまう。 

・市民意識調査でも年齢層によって意識が違うという結果が出たことを考慮するとしたら、

学校という言葉を挙げるのではなくてまとめることでみんなを網羅する。 

焼津では人を尊重するという根本的なところに欠けると普段の生活の中で感じる。底辺を

上げるという方向に行けば良いと思う。 

 

≪犬塚会長≫  ・学校教育に関してどの地域でも計画に盛り込むのが当たり前になっている。次世代の男女
共同参画意識をきっちり育てていかないと、大人だけではいつまでたっても全体的に高ま

らない。 

・次世代育成として大きな柱として、生涯学習、成人学習として別の柱にするという考え方

もある。 

・焼津の現状を考えると次世代育成も重要だが、成人への意識啓発、積極的な学習機会の提

供が特に重要であると考える。 

・他自治体の意識調査と比較しても焼津市は性別分業意識が強く、大人の意識を積極的に変

えていく施策が大事である。重点目標として必ず盛り込みたい。 

・学校とまとめてしまうか、焼津の特徴、問題点としてひとつの柱として出しておいた方が

良いという考え方もあるし、きちんと取り組むと担保されていればどちらでも構わないと

思う。 

・一方で、特出し的に柱を残しておいて、焼津としてはここが問題なので柱を作った上でき

ちんと取り組むとするのもひとつの考え方だと思う。皆さんのご意見を伺いたい。 

・焼津の地域性を考えると生涯学習という方向を重視していく事は大切だと考える。 

 

≪稲森委員≫  ・学校だけというか、学校でやるにしても生涯を見据えた教育を考えたい。 

 

≪犬塚会長≫  ・１つにまとめるメリットは、それぞれ別のことではない、つまり全体を通して子どもも大
人も通しでやるというところがしっかり考え方として強調される。 

・修正案通りⅠ-３は削除してⅠ-２にまとめ、子どもから大人まで通して男女共同参画を目

指す教育、学習をさらに充実させるという柱とする。 

 

検討③について 
 

≪犬塚会長≫  ・女性活躍推進法との関わりで強調されているところなのであえて「女性活躍」という言葉
を使おう、という案である。 

・女性活躍推進法に関しては内閣府との仕事で国の考え方も聞いている。法律の名前は、限

定されているが職場での女性活躍の推進のためには地域を含めあらゆる領域で女性がし

っかり意思決定に関わる、そういう事を出来るのが大切という事で、別に職場に限定して

いないと聞いているし、私もそう考える。 

・基本的施策名が「政策・方針決定の場」などとわかりにくかったが、つまりは職場、地域、

あらゆる場面で女性が意思決定に関わる責任ある立場に立ってもらうんだということ、参

画を推進しようということである。 

・修正案③はそういう表現はきちんと取り込まれている。 

・修正案③の表現にする形でご理解を頂いた。 

・Ⅱ-２を削除するという案はなくすのではなく、むしろ修正案④に含める形であると考え
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る。Ⅱ-２の中の政策方針決定過程の部分は修正案③に、その他の地域における男女共同

参画の部分は修正案④に含まれるという考え方で、修正案④に地域づくりという言葉を残

し防災を含める形が考えられる。 

・いずれにしても検討③は「地域や職場などの方針決定の場での女性活躍の促進」という形

とする。 

 

検討④について 
 

≪犬塚会長≫  ・政策方針決定過程以外での地域の活動と、今まで防災は別の柱だったが、地域の事である
のでこちらに含める。ただ、重要な事項であるので柱の中には入れたい。 

 

≪村田委員≫  ・ご存知の通り自治会長などの構成員はすべて男性。そういう事を考えると、町内会長に女
性を登用したり、女性の視点を取り入れるなど論議されていくと思うがどうなのか参考ま

でに伺いたい。 

 

≪犬塚会長≫  ・現場からの貴重なご意見である。柱と言うより具体的施策に関わってくる話だと思うが、
防災というよりは普段の地域活動が男性中心で動いているので、いざという時にうまくい

かない。防災と地域を一体化したものにし、普段から地域活動に女性が参画できるように

しておき、その後特に防災の方にも女性が更に参画できるようにしていく。そう考えると、

やはり一つにして修正案④のような表現が良いのではないかと考える。 

 

（委員一同に承認される） 

 

・では、修正案④の表現にし、地域と防災を連携させてしっかりやっていく形にしていきた

い。 

 

検討⑤について 
 

≪犬塚会長≫  ・焼津の現状として、職場においてなかなか女性が活躍できていないというのが他の自治体
に比べてあるので、一つの柱としてしっかり作りたい。 

・文言としては、修正案⑤は「就労環境」を「職場環境」に変更してわかりやすく、修正案

⑥は女性活躍推進法を受けて、「女性活躍」をしっかり打ち出して強調している。内容と

してはもちろん就労支援や今までのものを全て含む形である。 

 

≪稲森委員≫  ・これは職場の中でということで良いか。 

 

≪犬塚会長≫  ・中心的にはそうなる。具体的な施策は３つ出ている。雇用の場での男女共同参画の推進、
女性の能力向上の機会、就労促進、であり、特に再就労支援である。 

 

≪服部委員≫  ・修正案の末尾の単語の「改善」と「推進」、「実現」と「推進」は意味が違う。施策のゴー
ルを決めるのか、ただ施策を進めて行くのかの違いだと考える。それをどちらにするのか



H30-10 

 

8 

 

決めることで、結論も出てくるのではないか。 

 

≪犬塚会長≫  ・私の中では、「改善」は現状の中で問題がある所は良くする、最終的には現状維持を意味
し、「推進、促進」はゴールが明確ではないように聞こえるが、現状では駄目でより良い

方向に変えて行こう、変革、というニュアンスが強いと思う。 

・それで行くと、修正案⑥の方が積極性があるのではないか。⑤は現状維持を前提としてい

る。現状では女性が本当の意味で活躍できるのか、パートで働き続けることで充分、とか

ではなく意思決定に関わったりスキルを上げていくとかそういう女性活躍が見える言い

方が修正案⑥ではないだろうか。以上から、私は修正案⑥を推したいがいかがか。 

 

（委員一同に承認される） 

 

検討⑥について 
 

≪犬塚会長≫  ・職場の中だけの問題ではうまくいかないということで次の項目（Ⅲ-２、検討⑥）が出て

くる。仕事と生活の両立をきちんと出来るというのは、職場含め社会全体で取り組むこと

である。    ・表現については今の流れからワーク・ライフ・バランスという表現にした方が良いのでは
と考える。あとは「実現」とするか「推進」とするかである。    ・ワーク・ライフ・バランスというあまり知られていないカタカナ言葉を使わない方が良い
のではという意見もあるでしょうし、逆に周知を図るために使った方が良いのではという

見方もある。使った場合は注釈を入れることになる。 

 

≪近藤委員≫  ・現状ではワーク・ライフ・バランスの「実現」は厳しい。「推進」としたらどうか。    ・「実現」とすると、やっている企業とそうでない企業の温度差が出てくるのでは。 

 

≪犬塚会長≫  ・もちろん理想は「実現」である。「ワーク・ライフ・バランス」は「実現」と大体セット
で使われる。    ・ワーク・ライフ・バランスは個人のレベルでやることだと言われるが、個人の努力だけで
は難しいのが今の社会の問題。ワーク・ライフ・バランスを実現することを、行政がきち

んとバックアップし対策を講じる、というのが重要である。    ・正確には「ワーク・ライフ・バランスの実現の推進」なのかなと思う。この表現でも良い
と思う。一人一人のワーク・ライフ・バランスをちゃんと実現、これを推進するというこ

とでいかがか。    ・ワーク・ライフ・バランスという言葉だけを使ってしまうと、市民の皆さんには「職業生
活と家庭生活の両立支援だから女性の問題」と捉えられてしまいがちだが、女性は当たり

前として主眼は男性である。男性がワークばかりやっていて全然ライフをやらない。その

肩代わりで結局女性が活躍できない原因となっている。    ・女性だけでなく男性も入っているのをわかりやすくするために、「男女問わず」「性別を問
わない」「すべての市民の」と入れるのもありである。 

 

≪稲森委員≫  ・終日働いていると、ワーク・ライフ・バランスは「もう少し家庭生活を大切にしよう」と
いう意味だと誤解されている場合が多いように思う。しっかり注釈を入れて正しい意味を
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市民に周知した方が良い。    ・働きたいと思っていても家庭の事が気になってというのは、職業生活と家庭生活の両立が
出来ていないということ。Ⅲ-２はそういう事を両方考える項目なのでは。そこを明確に

した方が良いのではと考える。 

 

 

≪犬塚会長≫  ・何か具体的な案はあるか。 

 

≪稲森委員≫  ・特にないが、ワーク・ライフ・バランスでどちらにとっても、というのがあれば良いと思
う。 

 

≪犬塚会長≫  ・先程「すべての人」と言ったが、ワーク・ライフ・バランスというのは現役世代の働いて
いる人向けの言葉で高齢者に関係ないのかといえばそうではなく、むしろお金を稼ぐ仕事

ではなく地域での様々な活動や、やらなくてはいけない事、狭い意味での労働、ありとあ

らゆるワークがある。現役世代だけでなく高齢者、すべての市民の問題であるという意味

で計画の文言に「すべての」という形容詞をつけた。「すべての市民のワーク・ライフ・

バランス実現の推進」という形でよろしいか。 

 

（委員一同に承認される） 

 

検討⑦について 
 

≪犬塚会長≫  ・修正案⑨に「男女が共に」と入っているのは大変良い。ただ「向き合う」というのはどう
いう意味で入れたのか。 

 

≪内田係長≫  ・藤枝市の事例でも使っていてわかりやすい表現だったので使用した。 

 

≪犬塚会長≫  ・向き合うというと色んな意味があって行動をする意味もあるかもしれないが、具体的に何
かするというニュアンスがあまり感じられない。男性にも積極的にやってもらわなければ

ならない。妻がやっている横でじっと見て向き合っていても仕方がないので、「担える環

境の整備」としたらどうか。男性も担っていける環境の整備、主体的に男性も負担してい

く責任があるんだというのがわかるような表現としたらどうかと考える。    ・「男女が共に家事・育児・介護を担える環境の整備」とする。担うのはもちろん一人一人
の責任なのでそこを実際どうしろとまでは言えないが、そこが担えるような環境は市が整

備していきますよという形である。 

 

検討⑧について 
 

≪犬塚会長≫  ・今までは男女では生物学的に身体的特性が違うのでそれぞれ健康の条件が違うため、あえ
て「男女」と強調してきた。    ・男性は仕事中心のため鬱や精神を病む人が多いため、男性向けとしてそれに特化するとい
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う考え方もある。    ・「男女」を取ればみんなを含めるという意味になる。「男女」を取る意味として LGBT の

人達はどうするかという点がある。こういう人たちこそ独特の支援が必要である。そうい

う意味では「男女の」が無い方が良い。    ・修正案⑩「心身の健康保持と増進」とする。私としては LGBT の人達も含めるという意

味で「すべての市民の」と付けた方が良いと考えるが、最終的には事務局と調整する。 

 

 

 

検討⑨について 
 

≪犬塚会長≫  ・修正案⑪は具体的に細かく入れていて、修正案⑫は逆に取ってしまってあらゆるものを根
絶していこうという形である。私としてはどちらにしても修正が必要だと考える。    ・DVにしてもハラスメントにしても、被害者の立場に立ってどう根絶するかということが

本質。被害者の量、質の深刻さでも女性が圧倒的に多い。資料４にもあるが、国としては

「女性に対するあらゆる暴力の根絶」と決まっている。何故私も強調しているかと言うと、

問題の本質をきちんと表現しているからだ。    ・女性が女性という性別であるがために人権侵害を受けることから問題がスタートしている。
「女性」が抜けると被害者の実態が見えなくなる。そのため敢えて「女性」と残して欲し

い。    ・男性、LGBTの人に対しては個別のより細かな施策で対応していく。 

 

検討⑩について 
 

≪犬塚会長≫  ・より弱い立場の人への配慮が抜け落ちがちなので強調すべきである。    ・同じ子育てをしている家庭でも、母子家庭における貧困率は非常に高い。実際、仕事と家
庭を両立するのはひとり親の場合非常に困難であり、そのような人への配慮はより必要で

ある。    ・未婚者の高齢化なども手立てが遅れがちである。子どもの貧困など、弱い立場の皆さんへ
の配慮が抜け落ちないよう、最近はこういったことを強調している。    ・女性活躍推進において、弱い立場の女性も包んでいくための施策も必要である。 

 

３ 今後の予定について 

 

≪内田係長≫  ・第３回の市民会議は 10月 17日水曜日の 14時から、市役所６階の 603号室で行う予定で

ある。    ・今回と会場が違うので注意してほしい。  
≪堀内課長≫    ・多文化共生、外国人貧困等含め施策の方向とするのか、Ⅱ-４を基本的施策として独立さ

せるべきかどうか事務局と犬塚先生で今後相談する。 

 

≪犬塚会長≫    ・事務局より話があったが、Ⅱ-４については継続して協議させていただく。 


