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平成３０年度 第２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２月 25日（月）午後６時 30 分～午後８時 45分 

■開催場所  市役所 10階 第５B会議室 

■出席者   【委員】岡庭会長、宮本副会長、池下委員、遠藤委員、加藤委員、小沼委員、

阪口委員、佐藤委員、末永委員、富樫委員、三品委員、向井委員 

       【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 議 事 

  ⑴第３次プラン 基本的視点、基本目標及び基本方向の確認 

  ⑵第３次プラン 施策の方向（案）について 

３ 次回開催日程について 

４ 閉 会 

 

■事前送付資料 

 １．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 

２．道内他都市プラン体系比較（札幌市、函館市、釧路市、苫小牧市） 

 ３．第１回市民懇話会 配布資料 4-1,4-2 

４．第２次おびひろ男女共同参画プラン施策体系 

５．第３次おびひろ男女共同参画プラン施策体系（案） 

 

■参考資料（第１回市民懇話会で話題となった資料） 

 １．平成 30年度保育料金表（帯広市） 

 ２．幼稚園、保育所、認定こども園等の無償化について（内閣府） 

 ３．家族経営協定スタートブック（日本農業法人協会） 

 ４．家族経営協定締結農家数（農林水産省） 

 ５．配偶者からの暴力に関するデータ（内閣府） 

 ６．性の多様性を考える（北海道） 
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■当日配布資料 

 １．第３次おびひろ男女共同参画プランに関する意見まとめ 

 ２．ＬＧＢＴ当事者との懇談内容について 

      

   

■開会 

 [事務局] 

ただ今から第 2 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名中 12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、会議が成立していますことを報告いたします。 

次に、今回からご出席の 3名の委員についてご紹介いたします。 

池下栄里子委員、阪口剛委員、宮本まゆみ委員、 

なお、宮本委員につきましては、副会長に就任していただいておりますので、就任のご挨拶を

お願いいたします。 

 

[副会長] 

労働組合も働く仲間とともに男女共同参画についていろいろ考えてはいますが、なかなか反映

されないまま、いまだに男社会というところが見え隠れしております。今後の 10 年のスパン、

時代に合ったものを策定して、労働組合の方にも反映していきたいと思いますので、ご協力の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

[事務局] 

それでは、この後の議事進行については、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になっておりますので、会長にお願いいたします。 

 

■議事 

[会 長] 

それでは協議事項を進めていきたいと思います。本日の協議事項は(1)第 3次プラン基本的視

点、基本目標及び基本方向の確認、(2)第 3次プラン施策の方向（案）についてとなっておりま

す。協議事項の(1)に入る前に、第１回懇話会での議論を踏まえた参考資料が事務局より配布さ

れておりますので、説明いただきたいと思います。 

 

（事務局説明） 
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[会 長] 

事前に委員の皆様方へ、第 3 次おびひろ男女共同参画プランに関する意見質問書等を郵送し回

答いただきました。皆さんの意見をまとめた資料を配布しましたので、ご覧いただければと思

います。また、ご意見をいただきました委員から、補足事項とか、ご意見の背景等について、

本日お話しいただければと思います。 

第３次おびひろ男女共同参画プランについて、いくつかご意見をいただきました。このご意見

について、補足ですとか、あるいは背景というようなものがございましたら、お願いいたしま

す。 

 

[委 員] 

基本目標 1の中で、家庭と学校と地域と三つに分かれていたと思ますが、3次プランでは、家

庭地域を 1つにまとめたのが簡潔かなと思って書いてみました。 

 

[会 長] 

一通り意見を書いていただいた委員からご発言いただきたいと思います。何かあればお願いし

ます。 

 

[委 員] 

男女共同参画では、性別役割分担をなくそうというのが大きな柱となっていまして、分野でい

えば学校教育や地域、家庭、会社だと思います。料理ですとか家事・育児とかですが、そうい

ったもの全部ひっくるめて、女性はこういうのが得意だとか苦手だとか、男性はこういうこと

が得意だとか、苦手だとかいうのを全廃しないと、なかなか進んでいかないんだろうなと思っ

ています。性別で括らない、特に男性・女性ということで、難しい分け方がいっぱいあります

が、そこのところは括らない、現在でも、昔のいろんなことを引きずって、まだ括っていない

だろうかというところ、それから、必要のない男女の区別というものがないだろうか、特に今

回、ＬＧＢＴの資料が出されました、男女で括られると、非常に辛いという意見が結構あるん

ですね、前々から必要のない区別というのは、差別につながるのだといわれていると思うんで

すね、その辺を洗い出してみないと、表面だけで言葉だけでは難しいかなと思います。 

現状どうなっているのかということをみないと、やはり、進んでいないのではと、机上プラン

だけじゃなくて、実際のところをみんなで確認していかなければならないんじゃないかなと思

いました。 

 

[会 長] 

後ほど、まとめてさせていただきたいと思います。 
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[委 員] 

２ページ目の基本目標ⅡをＤＶ防止基本計画として新たに項目立てるということと、基本目標

Ⅲ、女性活躍推進計画として項目立てするということに関して、ここにも書いてありますとお

り、本当に大きな問題となっている事ですので、2つに分けて項目立てすることで、視点が明

らかになると感じて書きました。 

現行のプランと比べて、第３次プランの案は整理されているなという印象を持ちました。 

それから、３ページ目の(4)です。性的少数者を盛り込むとしたらというところですけれども、

人権の尊重と深く関わりがあると捉えて、基本目標 1の中に入れるということ、これで良いの

ではないかと思っていますが、表記の仕方で、性的少数者という言葉自体が否定的に捉えられ

る方もいるとするならば、この言葉を直接的に書くというのはどうなのかと思いましたが、思

いつきませんでしたので、修正後ということで、そのように書きました。多様な性の尊重、こ

の、多様なということを基本方向の中に持っていくと、ここで、大きく括っていくとどうかと

の思いから、多様な性の尊重、多様なという言葉を付け加えてみました。それから、施策の方

向の(2)を、多様な性というのではなくて、端的に性的少数者という言葉を入れたらどうなのか

と感じて、このように書きました。 

 

[会 長] 

先ほどの事務局のから提出資料の説明も含めまして、委員にご意見を書いていただいたものか

ら、色々と背景とか補足説明をいただきましたけれども、これについて、少し、皆さんで議論

を深めていきたいと思います。 

学校・職場等で必要のない男女の区別はないか確かめるということですが、計画のどのあたり

に盛り込んでいったら良いか、イメージでいいですが、何かありますか。 

 

[委 員] 

次世代の子どもたちを育てていく学校現場というのは、結構大事なところだと思います。子ど

もたちの社会は、家庭もありますが主に学校ですから、学校教育の中で男女の区別をしている

ことがないだろうか、あったらどういうところで区別されているのかというところを、みんな

で確認したほうがいいかなと思いました。私も学校現場から離れているので、現在どうなって

いるのか、正確にはわかりませんが。教科外のところで、子どもの実際の生活ではどうなのか

なと思いました。学校教育の中で、男女共同参画を子どもたちに認識させて育てていく上で、

教科だけ追っていっていいのかなというあたりとか、先生方は大丈夫なのかなと、携わってい

る先生方の意識というのは、視点というのは大丈夫なのかなとかちょっと思ったりしたので、

会社はよくわりませんが、学校教育の中では子どもたちに接する教師の視点がすごく大事にな

っているのかなと思いました。 
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[会 長] 

このプランの中の資料４の２の中ではどれにあたるのか、どのあたりに盛り込んで行ったらい

いと思いますか。 

教育だったら基本目標Ⅰの１男女平等の視点に立った教育の推進の⑴、⑵あたりになるかもし

れませんが、職場等とかが入ってくると、またちょっと違った観点があります。必要のない男

女の区別を確かめていくということは必要だと思いますので、委員からご指摘のあった観点は

何らかのかたちで第３次プランの方に盛り込んでいけたらと思っています。具体的な盛り込み

方がこれから工夫していかなければいけないかなと思っています。もし、委員のほうで何かア

イディアがあればご発言いただければと思います。 

 

[委 員] 

市では高校へは出前講座でデートＤＶの学習をしたり、具体的に取り組みが見えます。ただ、

小・中学校においては、教育委員会に委託みたいになっていて、男女共同参画という視点が育

ってきているのかが見えないというのが、正直なところです。もしかしたら、すごく進んでい

るのかもしれませんが、それが見えてこない。 

 

[会 長] 

今のご意見は、2次プランの時にも同じような話がありました。定期的に見ていかないと、い

つまでも、男女共同参画が進まないという、しかし意外とこの分野では進んでいたっていう点

もありますし、逆に思ったほどうまくいっていないということもあろうかと思います。なんら

かの形でそういった検証など、確認していくような仕組みづくりというのがあったほうがいい

のかもしれません。確か、男女共同参画市民会議はそれで作ったんですね。市民会議が確認し

ていくためのミッションを持っていたというふうに思います。 

そういう作業が、おそらく第 3次プランにも必要になってくると思っています。 

作りっぱなしで後はどうなるか分からないという状況は、問題があると思いますので、委員に

ご発言していただいて、議事録に書いていただけるので良かったなと思います。 

２ページ目ですが、ＤＶの件で次の議題の議事の⑵でも議論になると思いますが、委員の皆さ

んにご意見をお伺いしたいと思います。今回の第 3次男女共同参画プランの体系で、事務局か

ら示された資料の４の２ですけれども、男女共同参画を阻害するあらゆる暴力の根絶（ＤＶ防

止基本計画）ということで、これまでは、現プランの基本方向に入っていたものを、基本目標

のほうに格上げする形で組んでいます。この件について、委員から、基本的にはこの事務局の

案については良いのではないかというご意見をいただいておりますが、何か委員の皆さんか

ら、ご発言ありますでしょうか。この基本目標、新プランの中で基本目標２にＤＶ防止基本計

画を枠組みとして作ったという案について、何かご発言いただければなと思います。 
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[委 員] 

項目が一つ上にあがったという事自体は望ましいことかなと思っています。思いながらも、シ

ェルター側のスタンスから言うと、項目はあがっても金がつかなければ意味がないというとこ

ろで、これが実際の現場においてどう影響するのか、しないのか、ということがやはり気にな

るところとなっています。非常に厳しい言い方をすれば、ＤＶ防止法で基本計画を作りなさい

という法の要請があったのでこっちのほうに項目を上げた、体裁を整えましたということで終

わられてほしくないというところで、項目として上がることが予算付けしやすくなるというこ

とであれば、それに越したことはないけれどというのが率直な感想です。 

 

[会 長] 

基本目標Ⅱという形で枠組みするのがよろしいのではないかという意見が出ました。これはま

た次の議事の方で協議させていただきたいと思いますので、何かありましたらその時にまたご

発言いただければと思います。 

それから確認ですが、３ページ目の第３次プランに性的少数者を盛り込む場合、どこに盛り込

むかまた、その表現方法について意見を記入していただきました。書き方について私も非常に

勉強なりまして、なるほどと思いました。前回取材でご陪席いただいていた報道の方に表記の

仕方について色々とご意見を伺いましたが、この表記の方法については、個人的には、じっく

り考えてですね、今日のこの会議で決めるということではなくて、この会の終わりまでに決め

られればいいかなと思っているんですけれども、表記について性的少数者とかＬＧＢＴとかセ

クシュアルマイノリティとかという表現があります。どのような形でこの体系の中に盛り込ん

でいくのかということで、ご提案は基本目標 1の基本方向３の「性の尊重など人権についての

認識の浸透」の前に、多様なという文言を入れてみたらどうかという事でした。施策の方向で

は、「多様な性のあり方への理解促進」というのが提案ですが、ここを書き換えて、「性的少数

者についての理解促進」というのを入れてみたらどうだということです。 

それと、多様な性のあり方については、学校・職場においても学習を深める必要があるという

ことです。実は、事務局との検討の中では基本目標４の中に入れるということもできるんじゃ

ないだろうかと、協議の打ち合わせの段階ではあったんですけれども、これを見ますと、委員

のみなさんのご意見としては、基本目標１の３で盛り込んでいった方が良いのではないかと読

めます。この件についても、この後議論になると思いますので、何かご意見等ございました

ら、そこでまたご発言いただきたいと思います。 

では、少し戻りますが、事務局から資料の説明がありました。保育資料関係ですとか、家族経

営協定ですとか、配偶者からの暴力、性の多様性についての説明でしたが、この資料説明の中

でご質問とか確認事項がもしあれば、お受けしたいと思います。 
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[委 員] 

今、ご説明いただいた資料は配偶者からの暴力に関するデータですが、配偶者ばかりじゃなく

単なる暴力のデータというのはないんでしょうか。なぜ思ったかというと、前回、よくまとま

っていていいなと思っていたんですが、基本目標２の１で女性と特定しているので、それを見

たときに、あれっ？と思ったものですから、そういう資料があったらもう少し自分の中で整理

できるのかなと思うので、そこをちょっとお聞きしたいなと思っています。 

 

[会 長] 

事務局から、今の委員のご発言に何かコメントがあればお受けしたいと思いますがいかがです

か 

 

[事務局] 

データは、配偶者からの暴力ということで出していますが、単なる暴力ということになります

と、申し訳ありませんが今は、わかりません。 

 

[委 員] 

なんで感じたかというと、私は配偶者のほうの暴力は、ほとんどが男性から女性に対する暴力

が多いのかと思っていました。この資料では女性の被害は 13.6％、そして男性で 4.8％という

ように 3 分の 1 位の数ではありますが、やっぱりこれだけあるという事は単に女性という言葉

だけで使っちゃうことが果たしていいのかなと思いました。それで他のデータがあればと思い

ました。 

 

[会 長] 

なぜ２次プランで「女性に対するあらゆる暴力の根絶」と、女性という言葉を使ったかという

と、それなりにフォーカスしたポイントというのが当時ありましたが、今回の新プランの中で

女性に対するというのを含めるか含めないかとか、先ほどＬＧＢＴの観点もありますので、委

員の皆さんで議論して、どのように修正していくのか、維持していくのか議論していったらい

いと思います。ただ委員がおっしゃっていたように、男性の被害者も被害の割合も多い。 

 

［委 員］ 

思ったより多いものですから。 

 

［会 長］ 

暴力の定義について、ここには身体的暴行、心理的攻撃・経済的圧迫・性的強要のいずれかを

1 つでも受けたことがあるというものですけれども、もしかしたらこれ以外にもＤＶに該当す

る何らかの行為があるかもしれませんので、この辺も委員の皆さんから、話題提供とか情報提
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供をいただきながら、どのような表記のまとめ方がいいのかということを議論していきたいと

思っています。事務局で補足やご意見等があればお伺いしたいと思いますがいかがでしょう

か。 

 

[事務局] 

配布していませんが、警察のデータでストーカー事案などもあります。ストーカーについても

件数は増加傾向にあり、その被害者の男女比は 8 割以上が女性、男性が 1割程度となっていま

す。少しずつ男性の被害も増えていますが、やはり圧倒的に女性が多い状況となっておりま

す。 

 

[会 長] 

前回私が言っていた家族経営協定について議論をさせていただきます。どんな事でも結構です

のでいかがでしょうか。 

 

[委  員] 

昔ながらの経営方針でやっている家庭が多く、規模を拡大して兄弟で経営されている家も多く

なってきています。女性は昔、お給料制ではない家が多かったために、休みもなくお金にもち

ょっと不自由しながら生活していたのを改善するために結ばれているのもあります。協定を結

ばないと家族から理解されない女性も多く、それで協定を結んでいた家庭もありますが、最近

は「うち、家族協定結んだの」という話は聞かなくなってきています。それだけ皆さん理解も

されて、うまくやっている家庭も多くなってきていると感じています。 

 

[会 長] 

私も勉強なりました、ありがとうございました。 

先程、学校・職場等で必要のない男女の区別がないか確かめましょうという意見が出ました。

男女で必要のない区別を感じる場面が職場とかでありますか。 

 

[委 員] 

私の職場では特別ないかと思います。ない様にしようと取り組んでいるので、その結果だと思

います。 

ＬＧＢＴのところですが、基本目標Ⅰ、基本方向３の「性の尊重など人権についての認識の浸

透」というのを変えず、施策の方向⑵の「多様な性のあり方への理解促進」について、「ＬＧＢ

Ｔ等を含む多様な性のあり方」としてはどうかと思いました。 

「等を含む」というのは、社内でもらったＬＧＢＴも含む皆が働きやすい職場環境について考

えましょうという、職場におけるＬＧＢＴ対応ワークブックという資料から、ここの文言がい

いなと思いました。 
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[会 長] 

今のお話は、意見まとめの 3 ページ目の⑷の第三次プランに性的少数者を盛り込む場合という

ところで、表記の仕方として基本目標Ⅰの３の「性の尊重などの人権についての認識の浸透」

をこのまま使って生かして、⑵の「多様な性のあり方への理解促進」の前に「ＬＧＢＴ等を含

む」を加えた表記はどうだろうかというご提案でした。このあとまた細かいプランの体系の議

論に入っていきたいと思います。家族協定の話もまた出てきますので、こちらのほうも問題意

識として、いろんなご意見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。 

それでは、事務局のほうから説明のあった資料と、第３次おびひろ男女共同参画プラン意見ま

とめで、各委員からの意見についての質疑をこれで終了して、続けて議論のほうに入っていき

たいと思います。ＤＶ防止基本計画、男女共同参画を阻害するあらゆる暴力の根絶、表記はと

もかくとして、これを基本目標として立てるということについては、委員のみなさんからご異

論なく今回ご承認いただいたという形でよろしいでしょうか。では、これは本日ご承認いただ

いたという形にしたいと思います。２つ目ですが、ＬＧＢＴもしくは性的少数者という表記

で、表記の仕方は少し議論することとしまして、こちらも基本目標Ⅰ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」の中の、基本目標３の「性の尊重など人権についての認識

の浸透」、ここは「多様な性の尊重」とするか、「性の尊重」とするか、ということは議論を進

めていきたいと思いますが、この中の２の「多様な性のあり方への理解の促進」、これも「ＬＧ

ＢＴ等を含む多様な性のあり方への理解促進」とするかはともかくとして、ここに含めていく

ということについては、委員の皆様から了解いただいたという形でよろしいでしょうか。 

 

[委 員] 

基本目標Ⅰの３のところに多様な性の話しを盛り込むということには全く異論ございません。

一方でこの辺は理解促進、教育啓発という話なので、それ以上になかなか踏み込めないのかな

と思っているところです。もし帯広市で、パートナー制度を作るという動きになった時に、意

識の改革というところに包括できるのかなと、そうするともちろんそこの部分でも当然必要で

すが、さらに付加して基本目標４「多様な生き方を実現する環境づくり」という所にも、入れ

ていって良いのではないかと思っています。ちょうど、土曜日の新聞に、詳しい記事が掲載さ

れていて、パートナーシップという制度がある自治体だと、ドコモでファミリー割引が使える

とか、家族でマイルが分け合えるとかがあったりして、住んでいる自治体によってポイントを

受けられる、受けられないということがあり、それが住んでいる人の利便性にも影響するとい

うことになると。今日配布された「ＬＧＢＴ当事者との懇話内容について」という資料の中で

も、そういう制度があるかないかで帯広市から他市への流出というような話しもあったようで

すので、そういうことも考える必要があるのかなと思います。そうしたときにはその施策推進

や、環境整備という所での項目も必要になってくるのではないのかなと思います。 
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[会 長] 

今、ご提案がありましたように、パートナーシップ制度など将来の具体的な行動というか、ア

クションというか制度づくりとかを考えていった場合に、啓発や理解促進だけではなく、基本

目標Ⅳの「多様な生き方を実現する環境づくり」の中にも、ＬＧＢＴや性的少数者の方々に対

する何らかの言及があった方が良いのではないかということですが、これはいかがでしょう

か。 

 

[委 員] 

私もこのⅣの目標と迷いました。確かに性の尊重ということと、後は生きていく上でのＬＧＢ

Ｔのパートナーシップ制度というものも必要かなと思います。また、このプランは 10 年の計画

で、当社の保険は現在同性の配偶者を認めていますので、そういう動きから行くと 10 年先はも

っと進むと思うので、Ⅳに入れるべきだと思います。 

 

[会 長] 

基本目標ⅠとⅣの両方に入れたほうがいいということですね。 

２次プランになかった観点ですから、もし何かあれば理解を深めていったほうがいいと思いま

す。今日の会議の最後のところで、もう一度委員の皆様にいかがですかとお聞きしますので、

考えをよくまとめておいてください。今のご発言、私もそうかなと思いましたし、事務局と協

議の中で基本目標Ⅳの中に入れましょうかという話しもありましたので、両方入れるというの

は、なかなか斬新だと思って聞いていました。私はⅠかⅣかという感じでした。そうしました

ら基本方向、施策の方向に入る前に、基本目標の項目についてはまた後でご議論いただいて結

構ですが、この４つの目標を立てていくということと、基本目標の分け方あるいは立て方につ

いてはよろしいでしょうか。特にポイントとなってくるのは先ほども言いましたけど、目標Ⅱ

のＤＶのところだと思いますがよろしいですか。文言等については繰り返しになりますが、ま

た調整させていただくとして、枠組みとしてはこういう形で、進めたいと思います。ご意見が

あれば自由にご発言ください。それから基本方向ですが、資料４の左側を見ていますが、現プ

ランと比較していかがでしょうか。事務局でいろんな整理がされていますが、基本方向のまと

め方、性の尊重など人権についての認識の浸透に多様なという言葉を入れるかどうかにつきま

しては、また後で皆さんの意見を聞き議論をしたいと思いますが、基本方向の立て方、組み方

についてはこれでいかがですか。 

 

[委 員] 

話、戻ってしまいますが、意見として、やはりＬＧＢＴという言葉はタイトルに入れるのは結

構大きいことというか、印象づけられるものかなと思います。日頃からタイトルは重要と思っ

ていて、ＬＧＢＴという言葉をいれるというのは、私も賛成です。枠組みについても問題ない

かなと思います。 
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[会 長] 

今、ご発言がありましたとおり、言葉の使い方はとても大事だと思うので、じっくりやってい

きたいと思っています。今回は、形の部分を決めていきたいと思っています。基本目標、基本

方向について、このように進めていきたいと思いますが、何かあればご発言いただければと思

います。 

 

[委 員] 

基本目標とか枠組みはいいと思います。あと、ＤＶとか教育とかそういう相談支援体制の充実

がありますが、なんでＤＶが起きるのかとか、そういうところもあったほうがいいのかなとい

うことと、あとは男女平等教育の推進は、誰にというところが詳しくあればいいのかなと思い

ました。 

 

[委 員] 

基本目標Ⅰで、男女平等、人間平等だということですよね、その次に、女性に対するだけでは

ない暴力、配偶者等やパートナーということだと思いますが、そういうのをなくしましょうと

いう基本目標Ⅱで、基本目標Ⅲで皆さんが社会に出て活躍できるという環境を作りましょう、

枠にとらわれない、いろんな働き方がありますよということを大きく３つ４つに分けていると

思いますけれども、これでいいんじゃないかなと思っています。小さい言葉とか気になるとこ

ろはあったりはするんですけれども、基本的にはこれでいいんじゃないかなと思っています。 

 

[会 長] 

我々が激論の交わすことになると思うのは、多分この次の議論だと思うんですよね。今日の議

題議事の(1)の部分は基本目標とこの基本の方向の枠組みについては、本日一応この会議で了承

いただきました。ただし、文言とか書き方は、その後の施策の方向の議論にかかってきます

し、どういうようなことをここの政策の方向に盛り込むのかという議論の中で戻ってくる話だ

と思いますので、まずは、今日は基本目標と基本方向についてはこの事務局のご提案いただい

た枠組みで進めさせていただきたいということにしたいと思います。 

では、続きまして、議事⑵の第３次プラン施策の方向について、事務局より説明いただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

（事務局説明） 
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[会 長] 

今の説明は資料の４の２と、Ａ３資料の第２次おびひろ男女共同参画プラン施策体系、第３次

おびひろ男女共同参画プラン施策体系（案）の説明でした。残りの時間を使って、資料４の２

の施策の方向、基本目標と基本方向の枠組みの中にぶら下がっている施策の方向について、そ

れぞれ議論をしていただければと思います。議論の仕方として、まず、最初に施策の方向で内

容としては残っているけれども、別の表記となっているものについて、これでよいかどうか、

例えば「メディアにおける男女共同参画の推進」というのは、施策の方向からはなくなってい

るわけですが、第３次プランでは、内容的にそれをしないというわけではないという事。他に

もちょっと議論として話しますと、「農業経営への活動の女性の参画支援」というのが現プラン

にはありますが、第３次プランには、しないわけではありませんが、施策の方向の項目立てか

らはなくなっているという事。また、事務局と議論していて思ったのは、「母子保健の充実」

が、「生涯にわたる健康づくりの推進」となっているわけですが、事務局も別に何かを削除して

いるのではありませんが、こういった表記の仕方で良いのかどうか。また、先ほど主な取り組

み内容のところでセットにされていましたが、施策の方向として書いておいたほうがいいの

か、まとめた方が良いのか、あるいは施策の方向の中身として、主な取り組みの内容の中に書

いておけばいいのかということを、委員からもお話がありましたが、表記の仕方というのは、

慎重に考えるべきだと思いますので、委員の皆様からご意見をお聞きしたいと思います。 

「性の尊重など人権についての認識の浸透」についてと、「多様な性のあり方への理解促進」と

いうことについては議論が出たかと思いますので、改めて事務局と協議してどのような形にし

たらいいのか、次回までにお示ししたいと思います。 

また、ここで出ました「女性に対するあらゆる暴力の根絶」で、女性に対するということを含

めるかどうかというところと、これは基本方向の部分ですけれども、これについてもご意見い

ただきましたので、事務局と協議して、次回までにお示ししたいと思います。説明した施策の

中でこれが欠けているとか、こういったものを加えたほうがいいとか、ここはこういう表記の

ほうがいいということがあれば、ご意見を承りたいと思います。 

委員にお伺いしますが、「農業経営活動への女性の参画支援」というのが、今回の事務局の施策

の方向案ではなくなっています。けっして参画支援をしないわけではありませんが、施策の方

向から項目立てとしてはなくなっています。北海道の計画だと思いますが、他の自治体でも私

が関わった計画づくり自体もそうですけれど、いわゆる第一次産業と自営業における女性の参

画支援があります。「政策方針決定過程への女性の参画促進」の中から抜けている感じになって

いますがいかがですか。感想で結構なので、もし、何かあればご発言いただきたいんですけれ

ども。 
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[委 員] 

ＪＡでも女性の活躍とかいろいろな場を設けていただいていますし、個人でもいろいろなサー

クルに入って活躍している方もたくさんいますので、特に項目がなくても、全然構わないかな

と思います。 

 

[会 長] 

そうですか。副会長どうですか。 

 

[副会長] 

今の話聞いて私もびっくりなんですけれども、メディアでもなんでも目につくと皆さん考える

ということがあるので、やっぱり文言があるなしでは、捉え方が違うのかなと思います。統括

してその項目の中、メインでは入ってこないけれども、文章の内容のところに入ってくれば、

目にはつきますが、先ほども発言がありましたが、メインにその言葉があるかないかでは、や

はりその考え方というか、思考が途切れるというか、なかったことになってしまうというの

か、薄めていくということになっていくというのか、言葉自体は必要なのかなというふうに思

います。 

 

［会 長］ 

事務局に確認ですが、この「農業経営活動への女性の参画支援」いわゆる一次産業ですが、２

次プランで載せたのは理由があったわけです。３次プランでも同様な取り組みをしたら、おそ

らく基本目標Ⅲあたりになるのかなと思いますが、基本方向、施策の方向としてはどのあたり

に見ればよろしいのか、教えていただければと思います。 

 

[事務局] 

事務局としての考えとしましては、基本目標Ⅲの３「就労における男女平等の促進」の(2)「職

場における男女平等の促進」と考えているところです。 

 

[会 長] 

委員どうですか。 

 

[委 員] 

それで大丈夫かなと思います。 
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[委 員] 

なぜ農業なのか、農業だけじゃなくて職業には色々とあると思います。農業と区切ったのは、

何か意味があったんでしょうか。過去に農業という区切りをしたのはなぜだったのかなと、そ

こが聞きたいなと思っています。 

 

[会 長] 

私の記憶の限りでは、２次プランを策定するとき、防災の領域と農業分野での農業委員とかの

女性の参画数が極端に少ないということが背景にあって、これはどうやら帯広市だけではな

く、全国的にそういう傾向にあるようで、北海道や国のプランの中にもそういう文言が入って

いた気がします。それがだんだん拡大され、自営業と第一次産業という表記に変わっていった

かと思います。帯広市の２次プランで農業経営活動があったのは、そういう背景があったとい

うことです。確か１次プランにも農業経営活動の表記があったと思います。 

 

[委 員] 

産業として、農業は大きな位置を占めているから、そういうこともあるのかなと考えています

が、今はそういう時期ではないような感じもします。だから例えば、主な取り組みの内容の中

に入っていますから、特に農業だけを取り出すというのが、今の時期として正しいのだろうか

と私は考えています。 

 

[委 員] 

農業だけを取り出すかどうかという問題だとしても、一方で、農業・自営業というものを職場

に全て押し込めてしまって良いのだろうか、というのが正直な感想です。今回、資料でいただ

いている家族経営協定においても、経営の部分、職業としての農業以外にも、家庭における役

割をどうするのかというような話も、自営業もそうですけれども仕事という面と、家庭という

面とで、かなり密接不可分なところがあるのではないかと思います。一方で、農業経営活動と

いう話で言った時に、もう少し広い地域、段階的なことですとか、そういうものも含まれるの

かなと、職場というところで全て包括しきれるのだろうかというのが、ちょっとそこで含まれ

るから落としていいというようなところには賛同しかねるなと、私も事務局の説明を聞いて思

いました。 

 

[委 員] 

この「農業経営活動への女性の参画」というのは、基本的に奥さんですか。自営業でも、奥さ

んが手伝うから支援するということですか。 
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[会 長] 

昼間夫婦で一緒に働いて、家に帰るとテレビで野球がやっていて、１９時から、夫はビール開

けて、「おい、つまみ」と言ってビールを飲んでいる時に、妻はテレビを見ないで、夕飯の支度

をしたり洗濯をしたり、子どもたちの弁当の準備をしていて、夫は「打った、勝った」と言っ

てビール飲んで喜んでいるというようだと、実質的に女性の方が労働しているという事になり

ます。そういったところで、先程の委員の言葉を借りれば、仕事と家庭生活といわれているも

のが、いわゆる会社勤めしている方と分け方が違うんじゃないかと。それは、自営業者の方た

ちも同じではないかということで、北海道は自営業と第一産業という区切りの中で、男女共同

参画というものを整理しましょうという議論が起きて、項目立てが始まったのだと思います。 

ただ、今私も副会長も驚いたのは、いいのではという発言だったことで、もっと、ちゃんとし

っかりと載せてくださいという話になるのかなと思ったのですが。 

 

[委 員] 

地域性もあると思います。その家庭の事情もありますし、農家の場合は役割分担がきっちりあ

って、お母さんがトラクターに乗って旦那さんがご飯支度する家はないと思うんですよね。役

割が違うので、奥さんが家の中でいろんなことをしていたり、休めていたりする時にも、男の

人が頑張っている時もあって、１シーズン春から秋まで役割が違うかなと思います。地域性も

あって、すごく難しいんですけれども、いまだに、やはり、奥さんがすごく苦労されている地

域はあるかと思います。でも、ＪＡからも第３日曜日は休みましょうとか、そういうことがフ

ァックスでいろいろきていて、ちゃんと男の人も理解しているような気もします。 

だから、家の近くがそうだから皆さんもそうかといったって違うですし、畜産の方とかもまた

違うですし、一概になくしてもいいですよとは怒られるかもしれませんが、昔よりも女性のあ

り方も変わってきていますし、家の中でやっぱり自由に自分を出せている方も多いのかなと思

います。 

 

 [委 員] 

そのようになっているなら、まさに２次プランで書いた成果が着々と出ていて喜ばしいことだ

と思いますが、思ったのが、２次プランの基本目標Ⅲの１や２に組み込まれたのではなくて、

目標Ⅱの１政策方針決定過程で、審議会等と並んでここに設定されているということに意義が

あるのではないかと思います。それは、なにか農家さんの集まりなどにお父さんが出て行って

決めるということ。いざ何か家の方針、地域の方針を決めるということにそういう傾向が強い

のではないかというような、そういう見立てのもとに、ここに位置されたものではなかったか

なと思い出しているところです。 

仕事柄、農家さんの離婚事件を担当することがありますが、夫婦で経営していたら離婚すると

きに、妻が畑を半分と牛を半分もらえるかというと、なかなかそうでもなかったりします。実

態からしてその家庭が円満な状況におけるところで、女性の地位が以前に比べ向上していると
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ころがあるんでしょうけれども、それが、その根本的なところまでいっているのか、また、そ

れがあくまで、今の過程における夫から与えられる恩恵的な意味合いに過ぎないのかというよ

うなところも肌感覚としてはどうかという思いがあるところです。 

 

[会 長] 

今日、他にも話すことがいっぱいあるので、事務局には申し訳ないんですが、ちょっと 1 回保

留にさせていただいて、皆さん、持ち帰っていただいて一緒に勉強しましょう。 

変わってきていることは、私もわからないわけでありません。音更の農家さん、青年部と会っ

て話しをすると、ずいぶん、お父さんお母さんの世代が息子世代に気をつかっていて、変わっ

てきているなという感じがあるので、今日は保留と言う形で、継続と言う形にさせていただき

たいと思います。ほかに何かございますか。 

私の方から事前に事務局と議論したことですが、音更町の計画に携わった時に、男性における

男女共同参画の視点、推進と言うのを入れました。一時期イクメンとかイクボスとかいう言葉

があったかと思いますが、例えば、これも職場における男女平等の促進にかかわってくるかも

しれませんが、男性の上司のときに子育て中の女性の職員が、時短でお休みしたい、あるいは

早退したいという時、理解を示せるほうがいいのではないかとか、国のプランだと、男性中心

型の労働慣行が男性にとっても非常にデメリットが多い、例えば、退職した後に地域活動の中

になかなか入っていけない、仕事が中心となって入っていけないとか、仕事が男性中心になっ

ている結果、男性の過労死などを誘発しやすいというようなことが、国の計画などにも少し触

れられていたこともあったと思います。私としては、10 年後にはもう男性における男女共同参

画は必要ないということや、当然のことだからという状況になってしまうのかなという心配も

ありますが、男性における男女共同参画を何らかの形で施策の方向に書いてみたらどうかと思

います。議事録を事務局がとっておりますので、こういったことを盛り込んでいった方がいい

のではないかということがあれば、ご発言いただければと思います。 

 

[委 員] 

自分が子育てしているときの経験からですが、母性と父性というのがあって、差別ではありま

せんが、男性と女性と言うのは基本的にはやはり違うところがあるというのを認識した上で平

等ということを考えていかないと、どうしても女性にはできないことがありますよね。そうい

うことを「女性だからというのは関係ないから、あなたやれ」というのは無理な話であって、

そういうところを押し付けないで、男性も女性も本当の意味で平等に仕事ができる社会になる

のが理想だと思います。子どもが小さい時に、人それぞれの考え方でしょうけれども、自分自

身としては、子どもをしっかり、愛情もって近くで見ていたいというのがあったので、子ども

が小さい頃に働くことが大事だなとは感じていませんでした。多分、主人のほうも家族を養わ

なきゃいけないというのがあって、外で一生懸命仕事をしているというような状況だったと思

うんですけれども、家に帰ってくれば、今日の状況どうだった、子どもの様子どうだったとい
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う言葉をかけてくれて、1日中、泣きわめく子どもたちを見ている中、そこで救われるという

ところもあったりしたので、そういうところで各家庭においての話だと思うんですけれども、

そこまで入り込んでそうじゃなきゃいけないっていうのを押し付けないような感じの文言で、

いろんなことを書いていただければ、各家庭が助かるのではないかなと感じます。 

 

[会 長] 

先程の家族経営協定も結ばなければいけないというわけではありません。この男女共同参画の

計画は選択できることが大事なので、こうしなければならないというようなことではないとい

うものですね。こうしても良いというような、そういった書きぶりというか、気持ちで計画を

まとめていかなければならないと思います。いろんな議論しているうちに、だんだん、こうし

なければいけないんじゃないかとか、そういう話にはなってくることもあります。ただ、ＤＶ

みたいに絶対ダメというのもいっぱいありますので、色々切り分けていかなくてはいけないか

なと思います。 

 

[委 員] 

ちょっと戻ってしまって申し訳ありませんが、付け加えさせていただきたいのが、先程のＬＧ

ＢＴのところです。どうして基本方向 3の性の前に多様なという言葉を付け加えたかという

と、その横の施策の方向の(1)に互いの性の中にも多様性ってあるんじゃないかなと思いまし

た。⑵も「多様な性のあり方の理解促進」となっているので、大きく括ってと先ほど申し上げ

たのはそういう意味だったんです。多様な性の尊重というところで、基本方向で大きく括って

おいて、施策の方向のところで(2)の多様性という言葉がダブっているので、性的少数者を含む

性のあり方、何と言ったら良いでしょうか、基本方向に多様なといったようなことを加えたの

はそういう意味もあったので、ちょっと付け加えました。 

 

[会 長] 

多様なという言葉は基本方向に記載があっても、施策にもあってもいいのかなと思ったりして

います。ですから、「多様な性の尊重など人権についての認識の浸透」の⑵中に、例えばですけ

れども、「ＬＧＢＴ等を含む多様な性のあり方への理解促進」ということで、多様が 2回出てき

てもいいかなと思います。事務局の方で、次回までに今日の議論を踏まえて２案くらい整理し

て、表記して出していただいてよろしいでしょうか。それを次回みんなで話し合って、どんな

言葉が良いのかということを決めていきたいと思っています。大事なところで、しかも 2 次プ

ランにないところなので、丁寧に議論していきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。ほかに、何か施策の方向についてございますか。 

メディアについてはどうですか。メディアの方がいる前で言うことじゃないかもしれないんで

すが、これも背景としてメディアの報道のあり方で、性的な犯罪の被害者の方が二次的に被害

を受けるようなことがないようにという背景があったような気がするんですが。 
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そういうことがあって、女性の記者さんがどんどん増えていけば、配慮した記事の書き方な

り、報道のあり方が進んでくるのではないかという話があったかと思います。 

事務局の説明では、別にその取り組みを削除するわけではなく、施策の方向の中に何らかの形

で含めていくということですので、項目立てするかしないかというところだけだと思うので。

何かご意見があればこちらのほうもお受けしたいと思います。 

 

[委 員] 

この問題も先程の農業と同じ感じだと思います。単体でもって出すのがいいのか、どうかとい

う事で、農業の問題と同じだと思います、整理の仕方としては。 

 

[会 長] 

では、ご提案どおりにしたいと思います。 

もう一点、実は個人的に大事と思っているのが、現プランのⅠの３の「女性の人権を尊重する

認識の浸透」の(2)の中に「母性の重要性の認識の浸透」というものです。これは新プランのど

のあたりに入るイメージでしょうか。 

 

[事務局] 

そこの部分については、はっきりしたものではないのですが、新プランのほうのⅣの１の(2)

「妊娠・出産等に関する健康支援」に入れられるかなと思っていました。母性の重要性は現プ

ランでは人権の尊重、意識の改革というところに入っていて、その流れでいくと第３次プラン

ではⅠの３「性の尊重など人権についての認識の浸透」に入ることになりますが、次に、⑴互

いの性、⑵多様な性と項目立てをしたので、母性の括りで入れられないかなということです。

この第３次プランのⅠの３の(3)で母性のところを残していったほうがいいのか、またはⅣのと

ころで基本目標が環境づくりとしていますが、その中で、基本方向１施策の方向(2)妊娠出産等

のところに入れるのがいいのか、ご意見いただければと思います。 

 

[会 長] 

事務局も母性の重要性の認識の浸透、いわゆる認識の浸透とは啓発とか、理解促進と考えてい

るところだと思います。基本目標Ⅳは具体的にどういう取り組み方をしていくかとなる環境づ

くり、例えば 1 の「生涯にわたる健康づくりの推進」という中の⑵「妊娠・出産等に係る健康

支援」になるわけですよね、もし、ここの中に理解の促進と母性の重要性の認識の浸透という

のが入ってくることになれば、もしかしたら基本目標Ⅳのところの多様な生き方を実現する環

境づくりと言う表記も少し工夫が必要になってくるかもしれません。 

事務局との事前の打ち合わせで悩んだところではありますが、当初は基本目標Ⅳの１「生涯に

わたる健康づくりの推進」の(2)「妊娠出産等に関する健康支援」に含めるつもりではあったと

ころです。何かこの件について、感想でも結構なので、ご意見があればお伺いしたいのです
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が。私も事務局も頭を抱えているところです。 

 

[委 員] 

ＬＧＢＴとかいろいろ出てきて、パートナーシップ制度とか、例えばなるかもしれないですよ

ね。そうなったときは、母性とか母子とか養子もらうかもしれないじゃないですか。男同士で

とかそうなときって、どうなるんでしょうか。 

 

[委 員] 

男女共同参画推進計画で母性と言う言葉があって、びっくりしているんですけれども、何を指

して母性と言っているのかというところをちょっと確認したほうがいいかなと、母性本能とか

よく言いますけどそれですか。 

 

[会 長] 

どちらかというと、母性本能が母性ではなくて健康上身体的なもの、例えば２次プランで主な

取り組み内容に色々と母性の重要性の認識の浸透が書かれています。母性相談室の開催、両親

教室及び育児教室、性の電話相談、中学生におけるタバコに関する講座の実施、町内会の婦人

部、サークルや企業に直接出向いた喫煙や飲酒等に関する健康教育の実施です。 

 

［委 員］ 

これは女性の性と言うことで母性とはちょっと違うかなという感じがします。女性の性を大事

にしようと言うことで性の電話相談がありますが、でもこの性の電話相談には、男性もありで

すよね。 

 

［会 長］ 

皆さんにお聞きしたいのは、これをこのまま残したほうがいいのかということではなく、この

書き方、あるいは項目立てをどのようにしていったらいいのか、もしくは、先の事務局からも

意見・ご説明がありましたけれども、妊娠出産等に関する健康支援ということになれば、女性

の性というところにかかわってくるかもしれませんが、実際には性に対する啓発ということで

あれば、当然いろんな話がかわってきたりするわけです。あとＬＧＢＴの方の、親子の問題と

かも出るかと思いますし、これは、現プランには記載のない部分なのでどうですかという話で

す。 

 

[事務局] 

先程、母性特性の違いがあることについて話がありました。そういうことも含めてだと思いま

すが、女性特有の健康上の課題であったり、性を尊重しましょう、望まない妊娠だったり出産

だったりそういうことを含めて、お互いの体のことを理解しましょう、尊重し合いましょうと
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いうことだろうと思います。 

 

[会 長] 

その通りで、どのように新プランで取り扱うかと言う話になります。基本目標Ⅳの中の「妊娠

出産等に関する健康支援」の中に、こういった母性の重要性の認識の浸透に関わるような内容

を書いていくということであれば、それは結構だと思いますし、また、もうちょっと広い形で

項目立てをしてみたらどうだということであれば、事務局の方に考えていただき、とりあえ

ず、皆さんからはアイディアだけ出していただいても結構ですし、母性というような言葉は確

かに、この言葉の使い方をもう少し深く考えて突き詰めていくような形にして、もうちょっと

違った形で、この母性の重要性の認識の浸透というものを書き換えていく、内容を改めていく

ということがあってもいいのかなと思っています。どうでしょう。母性と言う表現は、もう、

表記としては、皆さん使わない方向ですか。 

 

[委 員] 

あんまり聞かないですね。母性って。 

 

［委 員］ 

第 3次プランの項目立てでは入っていませんが、例えばⅣ－１の２の「妊娠出産等に関する健

康支援」の次に、こういう具体的な内容とか取り組みとか出てきたときに、どうなっていくの

かなと思います。 

 

[会 長] 

では、施策の方向の項目立てはこのようにして、中身は具体的にどう取り組んでいくかについ

ては今後触れていくということにして、また議論させていただくということでいかがですか。 

 

[委 員] 

今も男性が育休をとって子育てをする家もいっぱいありますし、母親が休めずにすぐ復帰し

て、休める方の夫が休んだり。この間新聞に、妻がきちんとした職業につくなら、自分は退職

して子育てしたいという男性大学生の記事がありました。やっぱり変わってきているんです

ね。だから、ここで母性が突然出てくると、えっ！という感じでした。 

性を大事にするっていうのは、母性だけじゃなくて、男性の性も同じだと思います。健康面で

女性の性をいうときには、たぶん妊娠・出産・授乳のところだけが違って、それ以外は臓器も

全部一緒ですし、妊娠・出産・授乳の時に大事に保護するというのは、すごく当たり前のこと

だけど、それ以外のところでは男性も女性も同じだという事です。 

だから男性同士がパートナーになって、養子縁組したいという人も出てきていますよね、そう

いった場合になると、男性でも誰でもどちらでも力合わせて育児をやればいいのかなと思って
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いましたが、1番最初に母性相談室の開催と言うのがあると、保健師さんの管轄かなと思った

りもしました。 

 

[会 長] 

今の意見は、事務局の方でまとめていただきます。私も特にどうこうというわけではなくて、繰

り返しになりますが、現プランの施策の方向から抜けているものを拾っているだけです。時間も

少し押してきてしまいましたので何点か確認します。現プランのⅡ－２－１「社会活動への参加

促進」や、「ボランティア活動の促進」、「地域リーダーの養成」、「まちづくりにおける男女

共同参画の促進」というあたりが、新プランでは施策の方向からなくなっています。事務局に確

認ですけれども、新プランでは基本目標Ⅲの５の「地域社会等への男女共同参画の促進」の⑴の

「地域社会等への男女共同参画の促進」に入ってきているという理解でよろしいでしょうか 

 

[事務局] 

そのとおりです。 

 

[会 長] 

では、整理します。基本目標の枠組みと表記等については、継続して議論するとして、この４つ

の目標の枠組みについては、本日ご了解いただいたということが一点。次にそれぞれに、ぶら下

がっている基本方向ですが、この枠組みで本日了解いただきました。次回に継続とするのは、基

本目標Ⅰ基本方向(3)の「性の尊重など人権について認識」の浸透というところですが、ここを

「多様な性の尊重」とするのか、「性の尊重」のままとするのかということについては、次回、

皆さんで議論して、決めていきたいと思います。 

また、基本目標Ⅱ基本方向１「女性に対するあらゆる暴力の根絶」のところで、委員から女性に

対するということで、もう一度精査してみましょうという意見がありましたので、この部分につ

きましても、次回、議論をさせていただきたいとい思います。基本目標と基本方向については以

上とさせていただいて、施策の方向ですが、基本的にはこの施策の方向で進めますが、この中で

少し次回議論したほうがいいと思うのは、基本目標Ⅰ基本方向３（２）「多様な性のあり方への

理解促進に、ＬＧＢＴ等を含むという表記を入れるのか、多様な性、あるいはＬＧＢＴなどのよ

うな表記にするのかということについて、皆さんとまた次回議論をさせていただきたいと思い

ます。また、ＬＧＢＴに関する表記について、基本目標のⅣの中に何らかの形で反映させたほう

がいいのではないかという議論がありましたが、それを基本方向として立てるのか、施策の方向

として立てるのかということについては、事務局で整理していただき、次回までにたたき台とし

てお示しいただきたいというふうに思います。 

最後に、現プランから新プランにまとめられている部分ですけれども、メディアにおける男女共

同参画の推進と、農業経営活動への女性の参画支援の２点についても、次回まで継続と言う形で

議論をしていきたいと思います。 



22 

 

その他の部分について、新プランの施策の方向の項目にまとめると、母性の重要性の認識の浸透

は、現プランの基本目標Ⅰの３の(2)にありますが、これを新プランの基本目標Ⅳの１の(2)妊娠

出産等に関する健康支援の中に含めて議論をしていこうというのが、今日までのまとめではな

いかと思います。 

今日決まった内容については、時間的な制約もありますけれども、後でまた気づいたことや新し

い情報があれば、その都度こちらの会議に出していただいて構いませんので、今日のまとめにつ

きましては、今日時点におけるまとめとしたいと思っております。時間が押しましたが委員のみ

なさんから、最後に発言しておいた方がいいこととか、確認したいことがありましたら、お受け

したいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

[委 員] 

話しの中であったところですが、どういう性を愛するとか、子を産むのか産まないのか、男性

が働くのか女性が働くのか、共働きをするのかというようなことについて行き着くのは、多様

性をどれだけ認めるのか、尊重するのかという部分になっていくのかと思います。これがスタ

ンダードであるとか、これが普通、これでないものや普通でないものはおかしいのだというこ

とではない、また、多数ではない生き方であっても、それはそれで尊重される、それに生きづ

らさがあればそれを支援するという、そういう多様性をいかに尊重していくのかということ

が、抽象的な議論になっていくのかもしれませんが、いずれ策定されるであろう第４次プラン

に向けての課題なのかもしれません。そういう点では、多様な生き方を実現する環境づくりと

いうことが、実は究極的な目的の部分になっていくのかと思ったようなところがあります。う

ちには未就学児の娘がいます。「はぐっと!プリキュア」というアニメがありますが、男の子が

プリキュアになるなど、いろんな家庭の背景があって多様性を尊重しようと、未就学児の頃か

ら子どもに教えている。今の時代は既にそうなっていて、行政はそういうところにもっと接点

がないといけないのではないかと思います。 

 

[会 長] 

ほかに何かありますか。では、最後に副会長からまとめて、ご挨拶で終わりたいと思います。 

 

[副会長] 

10 年前にこの策定に携わった者として、10 年間で変わるというのは間違いないということを本

当に感じております。今後 10 年間は、子どもたちのための帯広市の策定なのか、私たち大人も

含めて、みんな考えていかなければいけないということだと思います。今後とも、またよろし

くお願いいたします。 
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[会 長] 

お配りした資料の中で説明していないものがありますので、私の方からご説明したいと思いま

す。 

お手元の資料の、ＬＧＢＴ当事者との懇談内容についてです。２月 18日に帯広市役所の会議室

で、私と事務局の３人とＬＧＢＴの当事者の方との懇談を行いました。内容についてまとめた

資料を本日お配りしております。何かご不明な点とかありましたら、事務局までお問い合わせ

いただきたいと思います。男女共同参画プランの中にＬＧＢＴのことについて組み込んでいく

ことについては、皆さんと確認が取れたと思うのですけれども、どのような形でまとめていく

のかということについて、参考にしていただければと思います。資料としてお配りさせていた

だきたいと思います。ＬＧＢＴの表記につきましては次回改めて議論することになりましたの

で、次回までにぜひ読んでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、これで、協議事項を終了させていただきたいと思います。長時間にわたりご協力あ

りがとうございました。 


