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平成３０年度 第１回帯広市男女共同参画市民懇話会 会議録 

 

 

■開催日時  平成 31年１月 11日（金）午後６時 30 分～午後８時 45分 

■開催場所  市役所 10階 第５A会議室 

■出席者   【委員】遠藤委員、岡庭委員、加藤委員、小沼委員、佐藤委員、末永委員、 

富樫委員、三品委員、向井委員、吉川委員 

       【事務局】野原市民活動部長、佐藤企画調整監、山名男女共同参画推進課長、 

山内推進係長、梶主任補 

 

■次第 

１ 開 会 

２ 挨 拶 

３ 委員紹介 

４ 職員紹介 

５ 会長・副会長選出 

６ 議 事 

  ⑴現プランの推進状況について 

  ⑵アンケート調査結果について 

  ⑶第３次おびひろ男女共同参画プランの策定について 

  ⑷第３次おびひろ男女共同参画プラン施策体系等について 

７ 次回開催日程について 

８ 閉 会 

 

■事前配布資料 

 ・おびひろ男女共同参画プラン平成 30年度推進状況報告書（平成 29 年度対象） 

・平成 29年度男女共同参画に関する事業所意識調査（本編、概要版） 

 ・平成 30 年度男女共同参画に関する意識調査（本編、概要版） 

・第３次おびひろ男女共同参画プランの策定について 

 

■資料 

 １   配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の概要 

 ２―１ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要 

 ２－２ 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針の概要 

 ３－１ 性的少数者（性的マイノリティ）について 
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 ３－２ 国と道の基本計画における性的少数者の位置付け 

 ４－１ 第３次おびひろ男女共同参画プラン 

     「プランがめざす男女共同参画社会」、「プランの基本的視点」について 

 ４－２ 第３次おびひろ男女共同参画プラン施策体系（案） 

 ５   帯広市男女共同参画市民懇話会設置要綱 

   

■議事 

［事務局］ 

ただ今より、第１回帯広市男女共同参画市民懇話会を開催いたします。 

本日の懇話会は委員 13人中 10 名の委員が出席し、帯広市男女共同参画市民懇話会設置要綱第６

条第２項の規定により会議が成立していることをご報告いたします。 

またこの会議は、帯広市が定めた「附属機関等の設置及び運営について」に基づき、公開となっ

ております。 

それではお手元の次第に沿って進行して参ります。 

まず初めに、市民活動部長よりご挨拶申し上げます 

 

［市民活動部長］ 

挨拶  

 

［事務局］ 

改めまして委員の皆様をご紹介いたします。 

 

委員紹介 

 

［事務局］ 

続きまして事務局職員を紹介いたします。 

 

[事務局] 

職員紹介 

 

[事務局] 

次第の５、会長及び副会長の選出をいたします。 

帯広市男女共同参画市民懇話会設置要綱第５条で、会長及び副会長は委員の互選によってこれを

定めるとなっています。 

自薦・他薦される方がいらっしゃいましたら、挙手をお願いいたします。 
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［委 員］ 

事務局の方でご提案がありましたら、提示お願いしたいと思います。 

 

［事務局］ 

委員の方から、事務局で案があればとご提案をしていただきましたが、皆様それでよろしいでし

ょうか。 

 

（委員から他の意見なし） 

 

［事務局］ 

ではそのように取り扱うこととし、事務局から提案いたします。 

 

［事務局］ 

現在のおびひろ男女共同参画プランの策定に携わっていただいた経験から、会長に岡庭委員、副

会長に本日欠席されてはいますが、宮本委員を提案いたします。 

なお、宮本委員からは、もし副会長に推薦された場合には、お引き受けいただけると伺っている

ところです。 

 

［事務局］ 

ただいまの提案につきまして、皆様いかがでしょうか。 

よろしければ拍手でご承認をお願いします。 

 

（拍手あり） 

 

［事務局］ 

ただいま会長に岡庭委員、副会長に宮本委員が選出されました。 

会長は会長席のほうにお移りいただき、ご挨拶をお願いいたします。 

 

［会 長］ 

10 年前に、２次プランの策定に携わっていました。もう 10 年経ったのだなという思いがありま

す。当時は激論に激論を重ねて参りました。 

その間に、男女共同参画に関する、いろいろな大きな動きがありました。 

そのあたりは、事務局から説明があるかと思いますが、DV防止法ですとか、女性活躍推進法で

あるとか、ほかにも消滅可能性都市という衝撃的な報道が十勝の中を走りました。 

これら全て、男女共同参画を通したまちづくり、あるいは我々が地域社会の中で、責任を分かち

合うような社会にしていくには、どのようにしたらといいかということを、懇話会の中で考えて
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いけたらと思っております。 

これまでの市民会議との違いについて紹介したいと思いますが、今年、帯広畜産大学と帯広大谷

短期大学から、１人ずつ委員として参加していただいております。 

男女共同参画は、世代を超えて進めていかなければならないところだと思います。 

新しい世代の人たち、次の世代の人たちへ上手にバトンタッチできるような計画づくりを、懇話

会で策定できたらと思っております。 

どうぞご協力またはご意見の発信をよろしくお願いいたします。 

これから何回か、会議で皆さんとお話しすることになろうかと思います。会議が充実した議論と

なりますように、ご協力いただければと思います。 

 

［事務局］ 

この後の議事進行は、帯広市男女共同参画市民懇話会設置要綱第６条により会長が議長を務める

こととなっておりますので、会長にお願いいたします。 

 

［会 長］ 

次第の６番目議事に入ります。 

まず、「現プランの推進状況について」と「アンケート調査結果について」、事務局よりご説明を

お願いいたします。 

 

（事務局説明） 

 

［会 長］ 

ただいまの説明につきまして、委員の皆さんの方からご質問やご意見があれば、よろしくお願い

いたします。 

私から事務局へ質問です。 

平成 30年度のおびひろ男女共同参画プランの推進状況報告書の 26ページ、審議会等への女性の

参画の促進がＤ評価になってしまったということで、女性委員を増やしていきたいという話しで

した。 

公募枠や学識経験者における、女性委員の登用に努めたものの、依然として専門分野において女

性の適任者が少ないことなどが、要因と考えられますと書いてあります。 

今日は学生さんが委員として２人きていますが、女性委員の登用というのは専門分野に限らなく

ても、声掛けしてもいいような気がします。 

何か具体的な改善のために事務局で考えているようなことがあれば、教えてください。 

 

［事務局］ 

帯広市防災会議と帯広市国民保護協議会という審議会がありますが、どちらも同じ方が委員とな
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っており、現委員数が 26人のところ、女性が２人という状況です。 

昨年度については、帯広市国民保護協議会が、まだ稼働していませんでしたが、この協議会が稼

働したことによって、女性の割合が少なくなってしまった状況があります。 

専門分野など女性が少ないということがありますが、対策として、審議会は帯広市の各課が担当

していますので、各課の職員に対し、それぞれの審議会の議論において、女性の視点が必要だと

いうことの理解をすすめ、各団体にも女性を選出してもらえるよう話してもらうことを考えてい

ます。 

今回の男女共同参画市民懇話会については、それぞれの団体に対し女性の方、男性の方と特定し

て委員の選出を依頼した経過もありますので、そういうことも含めて考えていきたいと思います。 

 

［会 長］ 

防災の委員会は、昔から女性の委員が少なくて、よく議論になるところです。 

近年は十勝も台風の被害などいろいろあり、避難所の運営などに、女性の視点が必須となると思

いますので、ぜひ女性の委員が増えるように取り組んでいただければと思います。 

今回議論する３次プランでも、災害の視点というのは非常に大切だと思いますので、委員の皆さ

んの方でアイディアがあれば、積極的に手を挙げていただければと思います。 

 

［委 員］ 

去年と今年で全く同じ評価ですが、Ａが９個、Ｂが 24 個、Ｃがゼロ個、全く進んでないが１個

で、なんでＣがないのでしょうか。 

去年と同じで、ただスライドしたような感じにしか見えないので、大体ＢとＣが普通の結果だと

多くなるはずなのに、Ｃがないのは、なんかちょっと不思議だなと思いましたが、皆さんどう思

いますか。 

 

［会 長］ 

事務局どうですか。 

 

［事務局］ 

継続した取り組みにより、何か進んでいない状況が見られなければ、評価が上がっていくという

のはあると思いますが、下がるというのは、なかなか考えづらいものなのかなと思います。 

 

［事務局］ 

評価方法について、３ページから４ページをご覧ください。 

評価はこのように数値化し、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄというように評価しています。 

施策に取り組んでいく過程において、数値が下がっていくのはなかなかなく、そうしますと当然

のことながら、評価が同じようなものになってしまうというようなことがあるのではないかと思
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っています。 

 

［会 長］ 

基本的には自己評価みたいなところも多いので、プラスで評価してくるところがあると思います

が、そういった中でもＤ評価したというのが、ちょっと驚きで、そこは何とかして欲しいなと思

っています。 

前向きに考えて、帯広市役所は一生懸命頑張っていると捉えていいのではないでしょうか。 

 

［委 員］ 

この評価というのは、市役所がどのくらい取り組んでいるかという評価で、社会がどう変わって

いるかという評価ではないということでいいですか。 

平成 29年度男女共同参画に関する事業所意識調査のセクシュアル・ハラスメントのところは、

全然取り組んでないという会社が多かったのですね。 

社会全体はあまり取り組んでいないのかなと思っていましたが、ここは一応Ｂ評価になっている

ので、市役所の取り組みと社会の変化とは、別ということで押さえると言うことですね。 

 

［会 長］ 

市役所は頑張っているけれども、社会がそれに合わせてしっかり変化しているかというと、それ

は別の話だということだと思います。 

今の話に関連しますと、事業所意識調査結果の９ページで、「育児を行う従業員のために、次の

制度を実施していますか、複数回答可」という設問で、「特にない」という回答が１番多いので

すね。 

ただこれを見ると、平成 24 年度の 47.2%に対して平成 29 年度が 42.0%なので、約 5.2%減ったと

いうところで社会も変わってきていると見るべきなのか、それともあまり変わってないと見るべ

きなのかと思います。 

一方で、18ページに女性の活用について「女性従業員にいつまで働きつづけて欲しいと思いま

すか」という設問で、「結婚・出産にかかわらず、ずっと仕事を継続してほしい」という回答が、

平成 24年が 51.9%で突出して多かったんですよね。 

平成 29年度には 69.0%と増加していて、事業所は５年前よりも女性にもっと働いていただきた

い気持ちはあるにもかかわらず、何もしないというような状況が続いているという事です。 

これは単に事業所の問題だけに特化させずに、事業所の中で育児休業あるいは介護休業の制度を

整えて、更に取得のしやすい環境を作っていくような、促しみたいなものを３次プランの中に盛

り込んでいけたらと思っています。 

今は育児休業の話をしましたけれども、この調査結果の中では介護休業制度についても同じ状況

になっているのかなと思います。 

ぜひこういった結果を踏まえて、改善していけるようなプランを、一緒に考えていただけたらな
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と思います。 

 

［委 員］ 

事業所意識調査で育児休業制度や介護休業制度の必要性を、ある程度皆さんが意識しているとい

うのが、出ているのかなと思います。 

19 ページの「貴事業所に限らず、一般的に女性の継続した雇用を困難にしている要因は、どの

ようなところにあると思いますか」の設問は、家事の負担や、育児の負担が大きいという意識が、

ある程度明確になっているので、それに対する対策をしていけばいいということを皆さんが理解

しているのだろうなと思いました。 

26 ページに、保育所や学童保育の施設に対する要望というか、そういう所を良くすれば良くな

るのではないかと言う考えがあるかなと思いますけれども、これに合わせて保育料の無料化も進

んでくると思うので、今後、女性の活躍が加速するのではないかと、これを読んでデータと合わ

せると考えられるのかなと思いました。 

 

［会 長］ 

ご指摘があったところは、昔から数値の高いところではありましたけれど、より明確になってき

たのだと思います。 

そういった点からすれば、社会が変わってきているのかもしれませんね。 

 

［委 員］ 

16、17ページあたりで、私も会社がずいぶん働きやすく、24年度よりは働き方改革に向けても

取り組んでいるのだなという感想を持ちました。 

報告書を見ていくと、保育所や学童だとか、施設関係が十分に整備されていないので働き続けら

れないというのが多いのですけれども、保育所などはあるのではと思ったんですね。学童がちょ

っと不足というのを、聞いたことがありますけども、それよりも自分の働いた収入と保育料を見

たときに、これでは働いてもあまり得るものがないというようになっているのではないかと、勝

手に思ったりしました。 

保育施設面では、足りないからなのか、保育料含めて内容的な問題なのかというのを調べてみて

もいいかなと思いました。 

ただ保育料が無料になるには３歳からですよね、３歳以下は無料にならないのですか。 

 

［委 員］ 

低所得者の方は未満児でも無料ですね。 

 

［委 員］ 

全部が無料になるのは３歳以上ではないかと思いますけど、そういうのが入ってくると少しは違
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ってくると思いました。 

 

［会 長］ 

今の件について、感想でも結構ですが何かあればお願いします。 

 

［委 員］ 

私は子供３人おりまして、１番下が中１になったのですが、４年生以上は学童がなくて、放課後

学校は開放されているかと思いますけど、学校からは親が家庭にいる家にしか、行ってはダメで

すよと、言われます。 

自分としても、やっぱり目が届くところで遊ばせたいと思いますし、そうなったら家にいたほう

がいいのかなという考えもあったりしています。 

学童が６年生まであれば、学童に預けるという方法もあるかもしれないのですけれども、４年生

から６年生までの間、中学生になっても、目が届かないところで遊ばせるというのが、保護者と

しては心配なところもありますし、外へ出て仕事する、しないの判断をするときに、そういうと

ころで女性の側にブレーキがかかっているのかなという気持ちが、少なからずあります。 

自分の力があって活用していただけるのであれば、働きたいなという方は、多分たくさん潜在的

にはいらっしゃるのではないかなと思っています。 

 

［事務局］ 

こども課に在職時の話も含めて何点かお話しをさせていただきます。 

まず育児休業制度につきましては、ここ数年育休制度を導入している会社が増えてきているなと、

実感しています。 

なぜ実感しているかと申しますと、保育所の入所申し込みされても、待っていただかなければな

らない方がいて、そういった方に説明すると、会社の育児休業制度ではまだ１年伸ばせるので、

１年待ちますという方が、目に見えて増えてきています。本来、待たすこと自体がいけない事で

すけど、選択肢として育休を伸ばすという選択肢を取れる方が、明らかに増えてきているなとい

うことを、現場にいて思いました。 

でも、子どもが保育所に入りきれないくらい、働いているお母さんが増えてきているのも同時に

感じています。 

保育所も定員を毎年増やす取り組みをしていますし、民間保育所に入所できない場合、認可外の

保育施設を利用した保育料の差額を、市で負担する制度も今年度から始め、かなりの数のご利用

をいただいております。 

保育料については、消費税が増税になったら基本的には３歳以上は全員無償、３歳未満のお子さ

んのいる世帯で非課税の場合や所得が低い場合には、３歳未満であっても無償になるという制度

です。 

あともう１つ、帯広市では４年前から学童の対象を、４年生以上６年生まで拡大しています。そ
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の背景も、お母さん方が働いている家庭が増えていることに対応するために、従来は３年生まで

が対象だったものを、６年生にまで拡大しています。 

これも遊ぶ場所に直結していると思いますが、学童に行っていないお子さんに友達がいない、み

んなが学童に行ってしまうので、学童に行っていない少数派のお子さんの居場所がない、学校が

終わったあと過ごす場所がないと言う声も、悩みとしていただいていますので、帯広市では、各

学校に放課後の居場所づくり事業を実施しています。それはまだ月２回程度で、学校によってば

らつきありますが、子育て支援として帯広市が今後力を入れてやっていかなければならないかと

思っています。 

 

［会 長］ 

今、放課後の居場所づくりとありましたけれども、帯広大谷短期大学では、社会教育実習で啓北

小と東小、柏小の居場所づくりをずっと経験していますね。 

様子とか教えていただければ、６年生とかも来ていますよね。 

 

［委 員］ 

その学校ごとの居場所づくりによって違うと思いますが、１、２年生の低学年が多くて、たまに

何人か５、６年生が来ています。 

 

［会 長］ 

啓北小、東小、柏小での居場所づくりの事業に集まってくる人数はどれくらいですか。 

 

［委 員］ 

大体 30人、内容によって変わってきます。 

放課後の体育館を解放して、そこで自由遊びを行うというものがありますが、そこでは学童の児

童が大体 30 人は毎回来ています。 

 

［会 長］ 

それを支えている大人世代の人たち、いわゆる地域の人たちですね、人員的には足りていますか。 

 

［委 員］ 

はい。足りないという感じで困る事はなかったです。 

 

［会 長］ 

短大には足りないということで、うちの学生たちが色々とボランティアとして、声を掛けられて

いますが、地域の人たちが足りているのであれば、それはいいことだと思います。 

ただ問題は、同じ方がずっと支援を続けているので、その方がリタイアしたときに、その校区に



10 

 

代わりとなる方がいらっしゃるかというのが、大きな課題になってきているのかなと思います。 

 

［委 員］ 

私も花園小学校で、放課後の子ども居場所のスタッフとして、地域の人たちと活動しています。 

低学年が多くて、30人前後の児童が来ます。 

４年生や５年生、６年生になると、学校の英語の時間が 10 時間増えたので、なかなか来なくな

ってきました。 

それとあと、学童保育との兼ね合いもありまして、低学年が主体となってやっていますが、やは

り皆仕事ということで、ＰＴＡのお母さん方が意外と少ないです。地域の女性、40 代から 50 代

のお母さん方を募って、今やっている状況です。 

安定した数字で今ずっと続けてやっています。 

 

［会 長］ 

この今回の３つの項目、これは多分次の３次プランの出発点になるかと思いますので、ご意見と

かご質問でも結構ですので、ぜひご発言いただけたらと思います。 

 

［委 員］ 

16 ページの介護を行う従業員のために実施している制度について、どの選択肢も 24 年度よりも

増加して、休みやすくなっているのかなと安心しましたが、介護休暇制度の実施が 33.5%と増加

していますが、もっとこういう数字が上がっていかないと、これから大変なのかなと思いました。 

 

［会 長］ 

帯広市の男女共同参画プランの平成 30 年度の推進状況報告書、５ページにある総括表のところ

で、１次産業における男女共同参画というのは、２次プランでも議論になりまして、この基本目

標 2のさまざまな分野への男女共同参画の促進の、基本方向１の政策・方針決定過程への女性の

参画促進の、(3)農業経営活動への女性の参画支援、29 ページですね、施策の評価Ｂとなってい

ます。 

防災の委員会と農業委員会の女性の割合が低いとよく言われていて、これ何とかしないといけな

いという話しが２次プランの策定の時にも、議論に挙がっていました。 

所感で結構ですので、女性が増えてきている感じはありますか。 

 

［委 員］ 

まだ女性が増えている感じは、無いかも知れませんけれど、やっぱり男性が家から出ることが多

いと、なかなか女性も一緒になって出ると言うのが難しいですよね。 
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［会 長］ 

中札内村の男女共同参画の仕事に携わった時に、家族経営協定と言う話が出ました。 

確認しないといけませんが、中札内村は確か家族経営協定を男女共同参画プランの中に盛り込ん

だような記憶があります。 

家族経営協定を帯広も導入する場合は議論が必要ですか、それともそこまで進んでなくてもいい

ような感じですか。 

 

［委 員］ 

家族にもよりますし、家族体制とか同居・別居その家によって違うので、協定を結んでいる方も

いると思います。 

 

［会 長］ 

家族経営協定って最初聞いたときには非常に違和感があったのですが、そういうような協定を結

ばなければいけないような状況になってきているのかなと。 

こういったことなども３次プランで議論していけたらと思います。 

ご意見あるいは情報提供があれば、いただきたいと思います。 

 

［委 員］ 

女性も社会活動へ参加と言われていますが、町内会活動を見ていますと、実際に活動していただ

いているのは女性です。ところが役職には家の父さんにしておいてというのが、実態としてもの

すごく多いです。 

ところが、老人クラブ連合会の理事は 40人近くいますが、その半分以上が女性です。 

だから女性が仕事、育児を終えておりますと、活発に活動されるというのが実態です。 

報告書にも書いてありますけれども、友愛活動というボランティア活動は、それぞれの地域の皆 

さんが、地域を見守ろうという活動です。 

この活動も女性が多く、例えば単位老人会があって、地区老人クラブ連合会があって、そして市

町連という 3階組織になっていますが、地区老連の役員で友愛活動をやっている男の人はほとん

どいません。 

私のところの鉄南地区の友愛活動の推進員さんは 20人いますが、男の人は２人で、あと全部女

性です。 

確かに審議会の委員になりますと、女性の方が少ないですね。 

これは行政の組織ですから、なかなか難しいところですけれど、社会に対する参画では女性の活

動は活発に行われていると私は思っているものですから、３次プランの中でその辺はどういうふ

うに描いていくのかと思っています。 

 

 



12 

 

［会 長］ 

委員のご意見とご発言に身に染みるところがありました。 

女性が活発だということはありますが、なぜ男性はリタイアした後に、女性たちのように社会活

動、地域活動に入っていけなくなっていくのかというと、国のプランにありますが、男性中心型

労働慣行といわれているものが背景にあって、定年退職し仕事がなくなったあと、どうするんだ

ろうという、仕事に殉じていた男性たちに多いと思います。 

職場ではコミュニケーションが取れるけれど、地域ではコミュニケーションが取りにくいという

人が増えてきているのかなと、女性の活躍といったことももちろんありますけれど、男性が肩書

きなしに、社会活動、地域活動をしっかりできるような、そういう仕組みづくりが、必要なのか

なと思って聞いていました。 

 

［委 員］ 

あまり男女共同参画と言うことを考えずに過ごしているので、聞き慣れない言葉も多く、半ば質

問みたいになってしまいますが、学童って児童会館みたいなものですか、そういうものを指して

いると言うことですか。 

 

［事務局］ 

保育所であれば、お父さんお母さんが働いていると、家庭で子どもの保育をできないため、預け

ます。 

小学生のお父さんとお母さんがどちらも働いている、または病気のために放課後家に子どもが１

人になるときに、その子どもを預かる施設を帯広では学童ということが多いです。帯広市の場合

は、先ほど言ったように、６年生までのそういう状況にあるお子さんをお預かりしています。 

 

［委 員］ 

私は出身が札幌で、私が小学校の時には母は家にいたので、あまり学童というものは身近に感じ

ていませんでした。 

あと育休も。大学で４年間一緒に過ごしてきた同期の女子学生は、みんな就職していますが、先

のことを考えてないというか、あまりそういう話しをせずに、皆、男女関係なく就職活動してい

たので、勉強しながらやっていこうと思います。 

 

［会 長］ 

この懇話会はプランの策定が目標ですけれども、我々自身が懇話会の議論を通して勉強し、いろ

んなことを学んで懇話会の委員自身も成長できれば、帯広市の成長につなげることができると思

うので、わからないことは質問していただければと思います。 

それでは質疑つきまして、一旦これで終わらせていただいて、「第３次おびひろ男女共同参画プ

ランの策定について」と、「第３次おびひろ男女共同参画プラン施策の体系等について」、事務局
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の方から説明をお願いします。 

 

（事務局説明） 

 

［会 長］ 

残りの時間を使って、本日の大きなテーマに入っていきたいと思います。 

まず私の方から精査させていただきますが、３点ほど委員の皆さんへの確認と、ご意見をお聞き

したいと思います。 

まず一点目ですが、平成 25年に改正された、配偶者からの暴力防止及び被害者等に関する法律、

ＤＶの法律です。これを３次プランに組み込む必要があると思いますが、それを委員の皆さんに

ご確認したいと思います。 

どのように組み込むか、書きぶりについては後ほど議論したいと思いますが、まず一点目ＤＶの

法律の改正については３次プランの方でしっかり反映させていくという事、こちらはよろしいで

しょうか。 

次ですが、女性活躍推進法、資料２-１と２-２で法律に書かれている地方公共団体の関係規定、

こちらのほうも新しい法律が出来上がったわけですので、３次プランに反映させていくというこ

とで、これも念のための確認ですけれども、これもよろしいでしょうか。 

これが２点の確認で、３点目が資料３-１で、ＬＧＢＴの方々について、これをどのように今回

の３次プランに組み込んでいくのかということについて、委員の皆さんにご意見をお伺いしなが

ら確認を取りたいと思います。 

ＬＧＢＴの方々に対する政策について、男女共同参画以外のところで盛り込んでいくのがいいと

いう方もいらっしゃるかも知れませんが、この３次プランの中で事務局の方から説明があったと

おり、書き込んでいくという事、書き方やどこにどういう形で書き込むかは、もちろん議論して

いきたいと思いますが、これは問題ないでしょうか。 

 

［委 員］ 

ちょっと聞きたいのですが、私はＬＧＢＴという言葉を聞いたことはありましたが、中身は知り

ませんでした。 

これが男女共同参画として皆さんと話し合いをするのに、どのようにリンクしていくのかと疑問

に持ちましたが、この辺をご説明していただければありがたいなと思います。 

 

［事務局］ 

男女共同参画プランでは「男性、女性に限らず、全ての人が」というプランですので、このプラ

ンにはＬＧＢＴの方々も含まれるものと考えています。 
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［会 長］ 

いわゆる性別の性の問題なので、男女共同参画の観点で男性と女性と分けたときに、身体的な性、

生物学的な性別だけでプランを作ってしまうと、体が女性だけれども心は男性の方がいらっしゃ

った時に、その方たちをフォローできるような計画になっているのかどうかという事から、観点

として入れた方が良いのではないかということです。 

 

［委 員］ 

聞いていたら分かりますが、ストンと落ちなくて。 

そういうふうに理解しながら、勉強したほうがいいですね、わかりました。 

 

［会 長］ 

我々もこういった議論を通して、いろんな勉強とか意識形成をしたほうがいいと思います。 

今、委員から質問があって、このように言葉に出して議論をしていくことで、何か作られていく

場面があると思いますので、ご質問いただければよろしいかと思います。 

 

［委 員］ 

なんでこうやって分けて、プランの中に整理していかなければならないのかと。 

これはこれでそのままにしておけば、いいのではないかと言う感じがしているのですけれども。 

 

［会 長］ 

委員の問題提起というか質問に対して、ご意見やご発言があればお受けしたいと思います。 

私はこう思うというのでも結構です。 

今の観点は、いわゆるＬＧＢＴの方々も今回プランに入れていいですかという事で、それに関連

した議論を、何かこのことについてご意見とか、自分はこう思うとかで構わないと思います。 

 

［委 員］ 

私は以前小学校に勤めていましたが、そうかなと思われる子を受け持ったことがあります。小さ

い時からそういう子って現実的にいるのに、ずっと触れられてこなかったので、何か変だねとい

うことで通り過ぎていっていました。 

重要なところは、ＬＧＢＴというのが社会的に大きな問題となっていて、地域によっては中学校

の制服が見直されて、もうすでに女生徒にもズボンを認めようとか結構出ています、それが最近

では高校入試の名前を書くところに性別を無くそうとか、いろいろ出てきていて、学校教育の中

で大きな影響がある分野なのです。 

ですから教育委員会が、これからどのように取り組んでいくのかが気になるところです。 

それから学校教育がプランにあるので、学校教育の中にもこういう視点を入れながら、どの子も

安心して学校生活を送れるようにというのが、大きなところではないかなと私は思っています。 
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だから切り離さないで細かく入れていかなければならないと思っています。 

 

［委 員］ 

私はその辺がわからないので、どうして入れていかなければならないかと素朴な疑問を持ってい

ましたが、今話しを聞くとそうなのかと言う感じがして、皆がこのことを理解することがまず大

事だなと、わかりました。 

 

［会 長］ 

私は今、ＬＧＢＴの方々と言っていますが、何て呼ぶのかということもあるかと思います。 

事務局では性的少数者・性的マイノリティという言葉を使っています。 

ＬＧＢＴについては、ＬＧＢＴＱやＬＧＢＴＱＳなど、いろんな表記がありますので、もし帯広

市の今回の３次プランに、こういった内容を盛り込んでいこうということになったときに、その

書き方、表記の仕方についても、今後は委員の皆様方からご意見をお伺いしたいと思っておりま

すので、観点として今日お持ち帰りいただければと思います。 

では今日は事務局で言うところの、性的少数者・性的マイノリティについて３次プランに含めて

いくということを、今日確認されたことにしたいと思います。 

次に資料の４-１です。 

２次プランの時は文言を調整したつもりだったのですが、２次プランのところで男女の人権を尊

重する社会という言葉が、先程のＬＧＢＴの観点を含めて、一人ひとりの人権を尊重する社会と

いう言葉に表記を切り替えていくほか、「政策・方針決定過程などへ共同で参画できる社会」と

いうところは、３次プランの中で生かしていきましょうという事、次に「仕事と家庭・地域生活

が両立できる社会」を、「仕事と生活の調和が図られる社会」へ、これはおそらくワークライフ

バランスという言葉を反映させようという、表記の仕方になったのだろうと思います。 

決して地域生活を両立させないということを含んでいるのではなくて、仕事と生活の調和、ワー

クライフバランスの中には、地域生活・地域活動へのバランスのある参加も含まれていますので、

こういった形で表記をしていこうということになっています。 

こちらのほうも事務局の方針について、何かご意見とかご質問とかがあれば、お伺いしたいと思

いますがいかがでしょうか。 

そうしましたら、今日はこのように事務局の提案があって、我々が承ったということで、次回ま

でにご意見とか、このようにしたほうがいいのではないかという提案があれば、ぜひ発信してい

ただければと思います。 

今日はとりあえず、事務局の提案、資料４-１についてはご説明を受けましたので、今日はこれ

で良いのではないかと言うことにしたいと思います。 

ただこれはここで決まったから、次回の懇話会で修正ができないわけではありませんので、何か

あればご意見を言っていただければと思います。 

プランの基本的視点の所もそうです。 
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「男女の人権の尊重」、「固定的な性別役割分担意識の解消」が、「男女共同参画社会の実現に向

けた意識改革」、「働きやすく働き続けられる社会の推進」、「男女の人権の尊重とあらゆる暴力の

根絶」となっておりますが、こちらも文言等について次回までに何かあればお受けしたいと思い

ます。 

私の方で委員の皆様に確認したいのは、下に記載のアンケート調査結果内容ですけれども、「依

然として固定的な性別役割分担意識が存在している」こと、「女性が働き続けるための働く条件

や環境が十分ではない」こと、「ＤＶ・セクハラパワハラなどの暴力が存在している」ことなど

の課題が見られており、アンケートの結果が出ているということは、これを解消するための項目

を 3次プランに反映させるということだと思いますので、こちらにつきましても、委員の皆様か

らご意見・ご提案を頂戴したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

今日確認したいと思っているのは資料４-２のところですが、事務局の説明ですと、基本目標・

基本方向について、ご意見を伺いたいということでした。 

資料の４-２では、左側が現プランの２次プランです。 

先程のＬＧＢＴの方に対する取り組みを３次プランに含めましょうということです。 

これを基本目標１、基本方向３の「性の尊重など人権についての認識の浸透」の中に入れていき

ましょうという事です。 

施策の方向については、まだ議論していこうと思いますので、まずはここの部分。 

それと２次プランではＤＶやハラスメント関係が、基本目標１の人権の尊重と男女共同参画の実

現に向けた意識の改革、女性に対するあらゆる暴力の根絶にありましたが、これを基本目標２と

大きな項目にしていることが、大きな特徴の１つだと思います。 

そして基本目標の２と３をドッキングさせて、大きな基本目標として男女がともに活躍できる環

境作り(女性活躍推進計画)にまとめているとの説明でした。 

それから基本目標 4にあった生涯学習の推進については、３次プランでは、基本目標１、基本方

向２、男女共同参画の啓発、⑶学習機会や学習情報の提供に組み入れているということだと思い

ます。 

基本目標４については内容等整理しているという事でした。 

文言のこともそうですけれども、まず基本目標の１、２、３、４の整理、現プランから３次プラ

ンへの今回の案に対する整理の仕方にご意見をお伺いしたいと思います。 

また個別に協議するとなかなか議論が深まらないので、基本方向の中身を含めて、ご意見をお伺

いしたいと思います。 

ちょうどＬＧＢＴの議論になりましたのでお伺いしますが、基本目標１のＬＧＢＴの課題に対す

る議論は、現プランの中にはありません。これを基本目標１、基本方向３、性の尊重など人権に

ついての認識の浸透の項目の中に入れていこうとする事務局案ですが、これはいかがですか。 

ＬＧＢＴの位置づけは、国と北海道で違いますので、帯広市としてどうするかということを考え

ても良いのではないかと思います。 

立て続けに論点を出して申し訳ありませんが、大きな目標に出しているＤＶ関係についても、ご
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意見をお伺いしたいと思います。 

今ここで発言したことが決まるわけではないので、感じたこととか思ったことをどんどん発言し

てください。 

 

［委 員］ 

こうやって見ると、整理されているような感じがしますけれどね。 

 

［会 長］ 

もし何か漏れているところがあれば、ご発言ください。 

ここにこういうものを含めた方が良いのではないか、ここはこういう表現のほうがいいのではな

いか、こことここは同じ基本目標とした方が良いのではないか、同じカテゴリーに入れた方が良

いのではないかということがあれば、お伺いしたいと思います。 

事務局に質問ですが、委員から整理されているのではないかという発言がありました。私もそう

思いましたが、実は施策の方向から消えてしまっているものがあるので、お伺いします。 

まず、メディアにおける男女共同参画の推進が、今回３次プラン体系案では消えていますが、こ

れはどこかに入りますか、それともあえて何か理由があって入れてないと言うことですか。 

 

［事務局］ 

現プランにある、メディアにおける男女共同参画の推進につきましては、右側の第３次プランの

基本目標１基本方向２のあたりに入れていこうかなと考えているところです。 

まるきりなくなるというわけではありません。 

 

［会 長］ 

この項目内容は残るということで、理解してよろしいでしょうか。 

では、もう１つ質問です。先ほど議論しました、現プランの基本目標２、基本方向１で、農業経

営活動への女性の参画支援というのがあります。 

一次産業における女性の参画支援というのが２次プランの策定の時に議論になりましたが、今回

の３次プランではこの辺のことは、どのようなお考えでしょうか。 

 

［事務局］ 

農業経営活動は、基本目標３の、男女がともに活躍できる環境づくりへ、どの基本方向とするか

は、まだはっきり決まっているわけではありませんが、ここに入れていくべきではないかと思い

ます、必ず載せなければならないのかなと思っています。 

 

［会 長］ 

今、事務局のご説明の通りだと思います、まだ委員の皆さんの方から何かあれば、含めていける
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という話でした。 

とりあえず今日はどうですか、基本目標の１、２、３、４とその基本方向の内容ですが、今日の

段階で何かご意見があればお伺いしたいと思います。 

 

［会 長］ 

１つ私の方から委員の皆さんにお聞きします。基本目標２はＤＶやハラスメント関係と設定して

いますが、この件について委員の皆さんのご意見はどうでしょうか。 

２次プランの策定時には、ＤＶの防止だけじゃなくて、被害者の相談支援体制を充実させていき

ましょうということで、２次プランにもそのまま反映されています。 

基本目標２として出すことによる影響、印象といいますか、あると思います。 

別に今日決まったことについて、修正が全くできないというわけではありませんので、ご意見を

いただきたいと思っています。 

 

［委 員］ 

項目立てにしたほうがいいのかなと。 

知っている人に被害者がいるというわけではありませんが、もし自分がそうなったときに、どこ

に訴えていったらいいのか、知り合いに弁護士さんがいればそこに多分駆け込んだり、警察に駆

け込んだりできるかなと思いますが、女性にとって言いづらかったりすることも、多分多々ある

かと思うので、そういうのは別に特記して、こういうところがありますよということを、広めて

いったほうがいいのかなと思います。 

あと１つ気になっているのが、性的少数者と書くのがすごく気になっていて、それでまた差別に

なるのではないのかなと思ったりします。 

 

［会 長］ 

おっしゃっている事は十分わかります。これは言葉の語感の問題なのかもしれませんが。 

行政のプランを作ると、言葉が５年ないし 10 年間固定してしまうのですね。 

今の段階でどのように使うのかという事を、やはり議論を深めておいて、どうしてその時にそう

いう表現を使ったのかということを、我々は説明できないといけないと思います。 

この観点は、ぜひ議事録に残していただきたい。 

今後、施策の方向で議論するときに、どのように書いていくのか、今とりあえずここは「性の尊

重と人権についての認識の浸透」という書きぶりでよろしいですか。 

私も同じ問題意識を持っていますので、皆さんで意見交換をできたらと思います。 

何か感想でも結構なので、教えていただければと思います。 

 

［委 員］ 

あまり男女平等とか、男女が共に活躍できるとかなると、余計に何か男女の差別がとか、区別が
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あったりするのかなと思います。 

女性で活躍をしている人もいっぱいいますよね。 

異性に対しそんな偏見を持っていないといっている委員もいますし、これは多分 10 年たったら、

そんなにここまで考えることじゃないのかなと。 

そう思うのと、平等な教育をされていると思うので、その学生とかがある程度の年齢になってき

たら、こういうのも解消がされてくると思います。 

やればやるほど早く平等になっていくと思いますけれど、あまり男女平等や男女参画をやりすぎ

ると、なんか変に逆に差別になるのかなとちょっと思ったりもして。 

プランの名前変えたらめちゃくちゃになってしまうのですけれどもそう思いました。 

 

［会 長］ 

今のお話に関して言うと基本目標２ですと、ぜひ議論していただきたいと思いますが、女性に対

するあらゆる暴力の根絶ということで２次プランの策定時の議論になりました。 

ここで２つ議論がありますが、１つは男性に対するＤＶだって当然あり得るわけです。 

国のデータがありましたけれども、男性の被害者は 0%ではなかったと思います。 

あともう一つ、先ほどからＬＧＢＴのお話しがある以上、女性に対するあらゆる暴力の根絶とあ

りますけれども、ＬＧＢＴの方々に対する暴力はどうするのかという話しになります。事務局の

原案では落としているわけでは無いんでしょうけれども、書き方について考えていかなければな

らないかなと思っていますので、何かこういう表現が良いのではないかということがあれば、次

回で結構ですので、委員の皆さんからお話をお聞きしたいと思っております。 

時間が押してきてしまっているので、次回は今日の議論で何か言い忘れたこととか、思い出した

こととかがあれば、ご発言していただいてかまいせんので、ここで一旦議論を終わりにしたいと

思います。 

では確認ですが、ＤＶのいわゆる法律の改正、そして女性活躍推進法、表現はいろいろあると思

いますがＬＧＢＴの観点、この３点について３次プランでは反映させていく、組み入れていくと

いうことと、これまでのアンケートや行政評価の結果も十分に３次プランに反映させていきまし

ょうということ、それから資料の４-２の基本目標１、２、３、４、この枠組みについては、今

日のこの第一回の懇話会では、とりあえず皆さんの了解が取れたという形にしていただいて、よ

ろしいでしょうか。 

もしこの件について、何か言うことがあれば、次回ご発言いただいて構いません。 

事務局の方にはこの後、次の作業に進んでいただくということを、確認したいと思います。 

以上もちまして本日の懇話会を終了させていただきたいと思います。長時間に渡りまして、ご協

力をありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。 


