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平成３１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４月 24日（水）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】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、末永委員、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 議 事 

  (1)第３次プラン基本目標、基本方向、施策の方向の確認 

  (2)第３次プラン施策の概要（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２回帯広市男女共同参画市民懇話会 会議録 

２．平成 30 年度 第２回会議からの継続項目 

 ３．第３次おびひろ男女共同参画プラン施策体系・基本施策の概要（たたき台） 

 

■参考資料 

 １．国の第４次男女共同参画基本計画（抜粋） 

 ２．北海道の第３次男女平等参画基本計画（抜粋） 

 ３．平成 30年度 ストーカー及び配偶者からの暴力事案等への対応状況（警察庁） 

 ４．平成 29年度 食料・農林水産業・農山漁村に関する意向調査 

   農家における男女共同参画に関する意向調査結果（農林水産統計）  

５．性的少数者（LGBT）表記について 

  

■当日配布資料 

 １．農業分野における男女共同参画に関する意見について 

 ２．女性団体からの意見について 
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■開会 

[事務局] 

ただ今より、平成 31年度第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名中 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、会議が成立していますことを報告いたします。 

この後の議事進行につきましては、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と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、議事次第に従いまして始めさせていただきたいと思います。 

本日の協議事項は(1)第３次プラン基本目標、基本方向、施策の方向の確認、(2)第３次プラン

施策の概要（案）についてです。 

それでは、前回の議論を踏まえた資料が配布されていますので、これらの資料について、事務

局から説明をお願いいたします。 

 

（事務局説明） 

 

[会 長] 

この他の資料としては、平成 31 年３月 20 日に事務局が聞き取りをした女性団体からの意見に

ついての資料と、委員から４月 24日付で基本施策の概要（たたき台）に対する質問及び意見

という資料が出ております。 

併せて今回の協議事項に含めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

まずは、継続項目の 1 番目の性的少数者について、基本目標Ⅰの当初事務局案については、委

員の皆さんから特に意見の相違はなかったと思いますが、基本方向３については、「性の尊重な

ど人権についての認識の浸透」が原案で、これを「多様な性」と入れるかどうかなどで、修正

案１、２、３が出ています。 

「多様な」という言葉が修正案３だと２回出てくる形で、これは私からの提案です。 

修正案１は、委員からいただいたご提案だったと思いますが、基本方向３「性の尊重など人権

についての認識の浸透」の前に「多様な」という一言を入れてはどうでしょうということで、

修正案３ではそこの部分を入れさせていただいています。 

基本施策のところで、修正案２の「LGBT等を含む多様な性のあり方への理解促進」というの

は、委員から情報提供いただいて、このようなことでどうでしょうということでした。 

この領域についての計画の盛り込みについては、もう懇話会としては委員のみなさんのご同意

をいただいているというか、特に異論がないということで、表記の問題ですが、ここに時間を

かけたいんですけれど、今日の懇話会で最終決定にはせずに、とりあえず仮置きという形で、
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修正案３で置いといていただけないかなと、会長からのお願いですけれどもいかがでしょう

か。 

私がこの提案をさせていただいた背景としまして、この LGBT等を含むという表記は、委員の職

場からの情報提供であったと思いますが、帯広市の今後 10 年間の計画として、こういう表記が

いいというものがあれば、そこで決めていきたいと思っていますが、どういう表現がいいのか

というのが色々と整理がついていないところがあって、今日ご意見があればお伺いしたいと思

います。 

性的少数者とか LGBT、性的マイノリティという表現が、例えば北海道では LGBT等と書かれて

いますけれども、私はこういう表現でいいのか自信が持てないところがあって、もうちょっと

したら言い方が変わってくるようなことになったりしたらどうかと心配があったりします。 

繰り返しになりますけれども、この部分を丁寧にやっていきたいという思いがありまして、今

回はとりあえず他の分野の議論もしなければなりませんので、お手持ちの資料２の修正案３を

一旦仮置きとさせていただいて、都度会議の中で議論をさせていただければと考えておりま

す。 

その間、委員の皆さんから何か情報提供とかご意見とかお考えを示していただければ、どんど

ん計画のほうに反映させていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

２番目ですけれども、女性に対するあらゆる暴力の根絶についてですが、事務局の説明もあり

ましたが、暴力は女性に対するものだけではなく、男性も被害に遭っているのではないかとい

うことで、自治体によっては女性に対する暴力という表記ではなく、あらゆる暴力とか別の表

現に変えているところもあるんですけれども、事務局の方の原案としてはやはり女性に対する

暴力というのが、非常に数字的に大きいのではないかということで、今回の継続項目の中にそ

のまま女性に対するという表現が残っております。 

男性もこういう被害に遭っているから、表記を女性に限定する必要ないという意見もあります

し、女性に対する暴力といわれているものが、大変厳しいものがあるからあえて女性に対する

という態度を明確にしておいた方が良いのではないか、というお考えもあろうかと思いますけ

れども、いかがでしょうか。 

なかなか難しいところだと思いますが、私も関わった他の自治体では女性に対するというのを

削除しているケースもありました。 

それこそ前段の性的少数者についてというところにも関わってくるだろうと思いますけれど

も、女性というものに対する定義は何かという議論が出てくると思いますので、ここも慎重に

丁寧に議論していきたいと思います。 

 

３番目ですけれども、メディアにおける男女共同参画及び、農業経営活動への女性の参画につ

いてということですが、メディアについて項目を立てる必要があるのではないかという事は、

確か私が言ったのではないかと思いますが、２次プランの時にちょうどあったんですね。あの
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頃は時代を反映しているというか、報道で特に女性が二次被害を受けるケースがあって、こう

いったものが観点として生まれてきていたんですけれども、このメディアにおける男女共同参

画といわれているものは、あえて項目立てせずに、例えば基本施策の概要とか、主な取り組み

で触れているだけでもどうだろうかということかと思います。 

２次プランではかなり上の方にメディアにおける男女共同参画を置いてありますけれども、こ

れをなくすのではなく別のところに含めるという形で、これを継続して残していく、取り組ん

でいくという、これについても委員の皆さんのご意見をお聞きしたいと思います。 

農業経営活動ですけれども、これも確か私が言った話しだと思いますが、事務局からの資料

「農業分野における男女共同参画に関する意見について」を読む限りでは、理解のある内容が

示されているかと思います。委員にいろいろ話しを聞いていた時に、「そんな事はあまりありま

せんよ。」という話しをお聞きして、その内容がほんとにそうなんだなというのが、事務局の各

ＪＡへの訪問でわかってきたのかなという感じがします。 

ただ、流れとしてはわかりましたが、この計画の中で１次産業・自営業の分野をなくすという

事はちょっと難しいのかもしれないと思います。 

盛り込み方、書きぶりの問題だと思うんですけれども、２次プランでは、第１次産業、農業経

営分野に対する男女共同参画を書かせていただいているんですけれども、今回はそういうとこ

ろをもう少し、例えば主な取り組みとか、基本施策の概要とかに含めていくという形で良いか

どうかについてもご意見をお伺いしたいと思います。 

 

それから４番目、男性における男女共同参画について、私は別の自治体でイクメン・イクボス

という言葉が流行った頃で書いたんですけれども、男性における男女共同参画について、国も

男性中心の労働慣行をなくそうということで出てきているんですけれども、項目としてどうい

う風に立てていくのか、どこに盛り込んでいくのかということをちょっと議論しなければなら

ないと思います。 

私が関わった自治体の計画でも、男性における男女共同参画についての具体的な内容は、男性

における男女共同参画をすすめるとか書いていますが、具体的に何ができるかというのがちょ

っとあって、ここの部分も委員の皆さんのご意見をお伺いしたいと思います。 

 

今回の提案項目ですが、国際協力の促進について、２次プランの時、私が国際交流・国際協力

とずっと言っていて入りました。今回の事務局からの提案事項として、「国際交流・国際協力の

促進」については、しないというわけではないんでしょうけれど、男女共同参画の国際的な情

勢については、引き続き帯広市については情報収集を続けていくということですけれども、今

回の基本施策からは外してみてはどうかという提案です。これもご意見をお伺いしたいと思っ

ています。 

あと、２番目ですけれども、「施策の方向」を「基本施策」に名称変更することですけれども、

これは先に委員のみなさんと協議したいんですが、これは事務局の提案通りでよろしいでしょ
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うか。事務局の提案でこういう形でいこうということであれば、よろしいんではないかと思い

ますので、今回の提案項目２番目については、本日をもって承認させていただきたいと思いま

す。 

「国際交流・国際協力の促進」についてですけれども、あの頃、国際交流にハマっていた時期

だったんですね。 

確か計画に載ってなくて、1 番最後の会議の時に、会長がそこまでいうのなら載せようよと別

の委員が言ってくださって、それで載った気がするんですよね。 

JICAもありますし、大事なんじゃないですかということで話しをしていましたが、実際の取り

組みとしては、やはり海外の男女共同参画に関する情報の収集とか、あるいは市内に住む外国

人の方々に対する情報提供だということがポイントになってくると思います。 

ただ、この件については、事務局の感触としては、基本施策に載せなくても別の取り組み等で

しっかりやりますのでということで、今回は、この「国際交流・国際協力の促進」については

別のところにまとめていいんではないかということで、基本目標Ⅰ、基本方向２、基本施策２

の「調査研究の充実」でまとめましょうという提案ですけれどもいかがでしょうか。 

私としては、事務局の説明を聞けばその通りかなと思っているところです。 

ただ、事務局から事前に説明いただいた時に申し上げたんですけど、災害等での外国人に対す

る支援、情報提供といったものは必要なので、それはどこかで盛り込んでくださいというお願

いをいたしました。 

男女共同参画と国際交流・国際協力の観点で取り組まなければいけない事項は、まだ多々ある

と思うので、基本施策の方から項目が落ちたとしても、どこかにまとまった形で何らかの記載

はお願いしたいという所ですけれども、そこについては事務局の方でわかりましたということ

で、検討していただくということになっています。 

事務局の提案通りでよろしいでしょうか。 

では今回提案項目について事務局案通り懇話会としては承認したということでよろしいでしょ

うか。 

それではちょっと戻って、継続項目のところですが、１番目の性的少数者のところについて

は、先ほど申し上げましたけれども、基本目標Ⅰ、基本方向３の基本施策(2)のところに盛り込

むこと、そして、帯広市として支援あるいは理解促進等に推進していくということについて方

向性の確認をしたけれども、表記についてはもう少し時間をかけさせていただきたいという事

ですので、２番目以降について議論したいと思います。 

女性に対するあらゆる暴力の根絶についてですが、他の自治体でも議論になっているんです

が、女性に対するという表現にこだわるかどうか、何かご意見があればどうぞ。 

 

[委 員] 

私としては、女性に対するあらゆる暴力というよりも、体罰であり、介護施設でもあり、子ど

もの虐待でもあり、すべての暴力が取り上げられる時代ですので、女性に対するというより、
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すべての暴力という言葉の方が合っているのかなと思います。 

 

[会 長] 

事務局も女性以外に対する暴力を軽視しているわけではなく、資料３の基本目標Ⅱ、基本方向

１「女性に対するあらゆる暴力の根絶」の中の(1)「暴力の根絶を目指した意識の啓発」、さら

に、たたき台のところに「暴力は重大な人権侵害であり、男女を問わずいかなる場合にも許さ

れるものではありません。 

暴力は犯罪であるという社会的認識の徹底を図るため、啓発資料の配布・講座の開催などのあ

らゆる機会を活用して、その予防と根絶に向けた意識の啓発に努めます。」というのがあって、

女性以外の暴力も帯広市としては認めませんよという事は書いてあるんです。 

基本方向に「女性に対する」と記載することで、勇気の出る女性もいらっしゃるのかなと、音

更町や中札内村でも議論になったところでした。 

委員の皆さん方のご意見を踏まえてというところなので、ぜひお伺いしたいと思うんですけれ

ども、委員の話しだとここは、女性というものを外した方が良いのではないかというお気持ち

でしょうか。 

 

[委 員] 

そうですね。 

女性でも男性でも暴力を受けている人は、言いづらいところもあると思うんですね。 

だから女性だけではなく、男性の方もやっぱり、言うときの勇気は凄いと思うんです。 

だから、女性に限ったことではないのかと思います。 

 

[委 員] 

確かに女性に対するものだけでもないというのはそうだと思いますし、男性同士のカップルに

おける暴力も、それはあり得るというのも考えられます。 

一方で、単に「あらゆる暴力の根絶」としてしまうと、男女共同参画とは関係のない、街中で

たまたま会って殴りましたというような話しも含めて、対象となる暴力をどう限定するのかと

いうところは、なんとも表現としては難しいかなと、あらゆる暴力の根絶とだけいってしまう

と、漠然としすぎる感があるんですけれども。 

昨今、ＭｅＴｏｏとかムーブメントが起きたりしてて、性を理由としたというようなそういう

面での暴力的な話しは、今でもやはり色々と単に配偶者間の暴力というだけではなく問題にな

っているという社会情勢の中で、表現としてどう盛り込むかというかについては、今は出てこ

ないんですけれども、女性とする必要は無いかと思いつつ、ただ漠然とあらゆる暴力としてし

まうのもすっきりしないというふうに思っています。 
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[会 長] 

10 年前も同じような意見を委員から聞いた気がします。 

基本目標の「男女共同参画を阻害するあらゆる暴力の根絶」というところで、暴力を許しては

いけない、根絶しなければならないというイメージは一緒だと思うんですけれども、表現の仕

方というのは本当に難しいと思うんですが、ここも時間かかりそうなので、事務局に申し訳な

いんですが仮置きで、先程の多様な性のあり方の促進もそうですけれども、女性に対するあら

ゆる暴力の根絶といわれているところも、とりあえず、この状態で入れさせていただいて、た

だ、この場で決定したというわけではなく、次回以降も議論を深めていきたいと思う所ですけ

れども。 

この段階でまだ時間がありますので、ご発言があればご意見をお聞きしたいと思います。 

事務局の方で女性に対するあらゆる暴力の根絶という形を残した意図や考えがあれば、委員に

示していただければと思います。 

 

[事務局] 

事前に資料をお配りしましたが、男性に対する暴力というのも、やはり増えてきてはいる中

で、DVですとかセクハラ・パワハラ・性暴力とか、そういうものに関していうと、やはり、弱

者になるのは女性が多いということ、経済力がどちらかというと女性の方がない方が多い、そ

ういう方が暴力を受けて自立するまでの支援がより必要だなということがありまして、今のと

ころは、まだ、女性に対するあらゆる暴力の根絶という表記でやらせていただければなと思っ

たところです。 

 

[会 長] 

ここはとても大事なところだと思うので、今日はとりあえず、事務局のご提案通り基本方向に

ついては「女性に対するあらゆる暴力」という表現にさせていただいて、何か意見があればぜ

ひいただきたいと思います。ここは一旦事務局に引き取っていただきます。 

 

[委 員] 

そこに関連して、ここはその包括的になればなるほどというのもあるかもしれませんが、基本

目標Ⅱの基本方向１と２の立て付けをどう分けているのか、「女性に対するあらゆる暴力の根

絶」と、「配偶者等からの暴力の根絶」という分けの線引き、あるいは実際の基本施策でも、意

識の啓発という話しでいくと１の(1)と２の(1)はほぼパラレルであり、１の(3)と２の(2)もパ

ラレルというような感じがあって、この立て付けをどのようにしていくのが良いのかというこ

とを読み比べて、上と下は何が違うんだろうかを思っていて、なおかつ、これは女性に対する

というものまでいっていて、あらゆる暴力の根絶といってしまうと、と思いながら、他方で DV

防止基本計画を作らねばならないという行政上のニーズもあるので、配偶者からの暴力の根絶

という項目を一つ立てる必要性は当然あるのだろうなと思いつつ、事務局の方で整理の仕方が
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あるのであれば、教えていただきたいところです。 

 

[事務局] 

委員のおっしゃった通りで、DV防止基本計画を位置づけるにあたって、２番目の方で DV、１番

目はそれ以外の部分で分けています。 

 

[会 長] 

何か妙案が出てくればいいんですが、解決しなければいけないというか、なんとかしなければ

いけないところがあります。 

確かに、委員がおっしゃったように、立て付けの話しでいうと、基本目標は分かります。基本

施策もわかるんです。その真ん中にある基本方向が、事務局からすると、こう書かざるを得な

かったということでしょうけれども。 

我々も勉強して、事務局の説明も含めて、本日はこの事務局案でいきますけれども、あくまで

仮置きという形にさせていただいて、他の議論に移りたいと思います。 

 

[委 員] 

ここの部分で言えば、最近、父親から娘への性暴力で無罪になったとか、いろいろありました

よね。 

そういうのを聞くと何か心が痛みますけれども、そういうのってやっぱりあの女性に対するあ

らゆる暴力の根絶というところの中で、みんなが勉強していかなければならないのかなと思っ

ていたり、啓発していかなければいけないのかなと。 

ちょっとでも逃げられたら逃げなさいとか、無罪になるなんていうことが何かよくわからなか

ったんですけども、結構大きく運動にもなっていますよね。 

だからそういったあたりは、どうしたらいいんだろうという思いが大きいです。 

 

[会 長] 

いつかこの問題を乗り越えるんではないかというふうに思っていましたけれども、なかなか乗

り越えきれていないというのが続いておりますので、私も講義で毎年事例が出てきてしまっ

て、昨年の事例とか今年の事例を話せてしまうっていうこと自体が、ほんとに残念な状況だと

思います。 

なんとかしなきゃいけないと思うんですけれども。 

今日は、基本施策の概要まで進まなければならないので、今日についてはこの事務局原案通り

に、一旦置かせていただいて、また、次回懇話会でお話しできる時間があるかと思うので、そ

の時に、ご意見とか情報提供があれば言っていただいて、文言・表現等の微調整をさせていた

だきたいと思います。 

先ほど、委員からご指摘のあった基本方向の立て付けについても、事務局の方で思案していた
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だきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

次に、メディアにおける男女共同参画と農業経営活動における男女共同参画ですが、現時点で

事務局案に変更は無い状況ですが、こちらも少し説明して頂くことができますか。 

メディアにおける男女共同参画については、どこかにぶら下げることができるんじゃないかと

思うんですけれども。 

 

[事務局] 

メディアの部分について、国の計画の場合には、女性や子どもを性的暴力の対象としてとらえ

た表現について、提供側のメディアに対して自主規制の働きかけをするという、大きな話しで

書かれていて、北海道の計画では、SNS などの新たなメディアが青少年に与える影響、表現の

配慮について書かれています。 

メディアという文言で項目を立てると、どうしても新聞社などにそういう表記はやめましょう

という働きかけを要するようなイメージになるかと思うんですけれども、メディアについて

は、そういうところに気をつけてきているようですので、基本施策の概要の中に入れていけた

らなと思っています。 

SNSなどにより情報が氾濫する中で、それを受け取る側の事については、今後もやっていかな

ければならないと考えています。 

 

[会 長] 

確かに 10年前に今の２次プランのメディアっていうのを想定したのは、事務局から説明があっ

たように報道機関だったんですよね、間違いなくそうだったと思います。 

ただ、今は、もうそういったことを書くというよりは、SNS とかいわゆるソーシャルネットワ

ークの方がどちらかというと人を傷つけるような可能性が潜在的にあったりするということが

あるので、もっと違う形で盛り込んで行った方が良いのではないかというのが事務局の案で、

基本目標Ⅰの基本方向２、基本施策(1)の中に含めていくという案ですけれども、そうすると

「広報・啓発活動の充実」というよりは、充実と何か違う表現も 1つ必要な感じになってきま

すね。 

この中に含めていったらどうだろうかということですけれども、どうですか。 

 

[委 員] 

広報・啓発活動と、おっしゃっている SNS の啓発活動というのが、私の中ではちょっと違う種

類のように感じるところがありました。 

むしろ、家庭・地域とか、現在学校とかで起きている SNS、LINE問題とか、そちらの方が近い

のかと。 

メディア・広報というよりも情報というような感じです。 
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[会 長] 

これは、「広報・啓発活動の充実」というところを少し書き換えるとか、表現を変えていけば入

ってくるかもしれないので、入れ込みはここでいいと思うんですけれども、基本施策の表記を

ちょっと変えてみたらどうですかね。 

事務局に考えていただくということでお願いします。 

 

[委 員] 

携帯とかの通信手段が含まれることとなってくるんですね。 

 

[会 長] 

新聞とかテレビとかではなくて、不特定な人たちからの誹謗中傷とかがネット上で行われるこ

とがありますよね、という話しを踏まえてのことだと思います。 

 

[委 員] 

１番下の子が中学生ですけれども、中学校では必ず携帯の使い方について勉強しているし、親

もしなければならない。 

正直子どもたちに親の方がついていけなくて、注意のしようがないというか、使用方法がわか

ってないと阻止できないというところもあったりして、親のほうも勉強しているような状況で

す。 

使い方を間違ったら人を傷つけるということになりかねないので、一生の問題にもなるでしょ

うし、そういうところを含めた表記方法にしたほうがいいのではないでしょうか。 

 

[会 長] 

基本目標Ⅰ「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 2「男女共同参画の啓

発」の中に含めているということについては、今の感じでは入りそうですかね。 

 

[委 員] 

新聞社とか、テレビとかということだけに限らずということで。 

 

[会 長] 

テレビとか、国際交流もそうですが、当時文言を入れるのは、国とか北海道とかすごく意識し

ていて、帯広市も入れていくわけですけれども、報道による二次的な被害と一時期いわれてい

て、それを多分意識したと思うんですけれども、では、具体的に計画に盛り込んだからどうか

という話しになってくると、それは行政マターになるのか議論になりますし、報道機関でそう

いったことというのは、０とは言いませんけれども、だいぶもうなくなってきているんじゃな

いかなと思っているんですよね。 
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事務局としては、報道機関を想定したメディアに対する働きかけというよりは、SNSとか LINE

とか Twitterといったそういったものに軸足をシフトしている中で、この基本目標Ⅰの中に入

れてみたらどうだろうかというご提案ですね。 

 

[委 員] 

「広報・啓発活動の充実」といった書き方、表記の仕方ですね。 

 

[会 長] 

２次プランの表記をそのまま使っているだけなので、変えなきゃいけないと思います。 

 

[委 員] 

わかりづらいかなとは思います。 

 

[会 長] 

私も LINEを始めて、これ便利だなと思いましたけれども、それまで何か抵抗があったんです。 

けれども今は、委員がおっしゃった通りで、LINE を覚えておかないと、何か起きたときにこち

らが何も言えないんじゃないかというようなこと、深いものがあったので、それで聞いてみま

した。 

計画で、SNS とかそういうものに関する表現というものは盛り込んでいったほうがいいと思い

ますか。 

 

[委 員] 

はい。 

今年短大卒業して、ついこの前まで学生という身だったんですけれども、私は SNS とかはあま

り使わない方ですが、やはり LINEとかは、他の人との交流連絡手段としてはすごく便利なんで

す。 

けれども、やはり使い方を間違えてしまうと、自分の身が危うくなってしまうということもあ

るので、必要ではあると思うんですけれども。 

 

[会 長] 

今の報道とかから、そういった SNS のほうに軸足を変えていこうという事務局の考えですが、

委員からも大事だろうということがあったんですが、委員この件で何かありますか。 

 

 

 

 



12 

 

[委 員] 

確かに、今後この SNS とかそういうネットワーク関係はかなり発展すると思う。 

我々、高齢者から見ると夢みたいな話しなんだけれども、確実にネットワークが出来上がると

思う。 

その点を見ると５年後 10年後には、かなり強烈なネットワークができあがると思います。 

 

[会 長] 

事務局の思いもあるようですので、メディアについて項目を立てる必要があるのではないかと

いうのが、２次プランに関わって前回の私の意見が反映されていると思うんですけれども、一

応形としては事務局の原案どおりとさせていただいて、今ご意見があったとおり、基本施策の

「広報・啓発活動の充実」だと表記としてそぐわない部分があろうかと思いますので、この部

分を事務局で工夫していただいてよろしいでしょうか。 

基本目標Ⅰ、基本方向２、基本施策(1)のところに含めていくという流れにしたいと思います

が、いかがでしょうか。 

 

[委 員] 

男女共同参画に関してメディアリテラシーみたいなものをお考えということを確認できました

が、２次プランでいうところのメディアの問題というのは、市が出す広報誌・ホームページ等

の情報発信で、性別による固定的な役割分担意識に基づいた表現、男女が対等ではない表現な

どがないように留意するという、対外的なものではなくて、内部的な取り組みの問題というも

のも、一応含められていたという話しかと思いますが、もうすでにそこについては十分達成で

きたと捉えて盛り込む必要がないとして、そこの部分が落ちたということでいいのかを確認し

たいと思います。 

 

[事務局] 

気にしていかなければならない部分ではありますけれども、大体いいところまで達成してきて

いるのかなと思っています。 

 

[会 長] 

それでも課題はたくさんあると思いますので、書き方はどのようになるのか工夫していただき

たいと思います。 

市が取り組む、広報・啓発活動の部分に関する、男女共同参画の推進あるいは充実に関して

は、このまま３次プランでも維持されていく、おそらく、こういう計画って数字で何％だった

から達成できたというようなものではないのではないかと思いますので、継続して取り組むと

いうことを書き込んでいく。 

ある課題を達成できたということであれば、次の課題に取り組んでいかなければならないとい
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うこともあると思いますので、何らかの形で残していただいて、その上で、先程の SNSとかそ

ういうものに関しての表現を出していただければと思います。 

 

[委 員] 

「広報・啓発活動の充実」のその部分については、やはり、今おっしゃられた通り継続してい

くほうがいいのかなと思っています。 

私の感覚的には、SNSというのはどうしても基本目標Ⅱ、基本方向１の暴力というか、事件性

というか被害というイメージ、そっちが大きいんですよね。 

ですから、基本目標Ⅰというよりは、基本目標Ⅱ「あらゆる暴力の根絶」のほうが近いのかな

というふうに感じています。 

 

[会 長] 

「女性に対するあらゆる暴力の根絶」「暴力の根絶を目指した意識の啓発」、ここにも載せなき

ゃだめだろうと思います。 

ネット上でのいわゆる暴力ですね。 

ですから、いくつかの部分、施策の中に出てきてもいいと思いますので、委員のご提案は基本

目標Ⅱの中で何らかの形で、多分 SNS以外でありますよね、いろんなところから拾ってきて集

めてきて DV の所に盛り込んでいただいてよろしいでしょうか。 

 

[事務局] 

基本目標Ⅱ、基本方向１、基本施策(2)でしょうか。 

 

[会 長] 

本当に若年層だけなのかなという感じもしますけれどもね。どこかに出てきたところで見直し

たいと思います。 

農業経営活動の女性の参画ですけれども、これは事務局から、農業分野における男女共同参画

に関する意見について資料をいただいていまして、これを見ると、10 年前からずいぶん社会と

いうのは変わってきているんだなとすごく感じたんですけれども。 

事務局にちょっと確認ですが、国と北海道の計画には、第一次産業というのは項目立てとして

残っているんですよね。 

 

[事務局] 

農業経営活動、残っています。 
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[会 長] 

国と北海道の計画の中に農業経営活動が残っていますが、今回の第３次プランでこれを入れる

としたらどのあたりを意識していますか。 

 

[事務局] 

最初のうちは、基本目標Ⅲ、基本方向３、基本施策(2)あたりにということで話しをしていまし

たが、前回、委員のお話しをお伺いして、基本目標Ⅲ、基本方向１、基本施策(2)のほうがいい

のかと、今は考えています。 

 

[会 長] 

基本目標Ⅲ「男女がともに活躍できる環境づくり（女性活躍推進計画）」の基本方向 1「政策・

方針決定過程への女性の参画促進」の(2)「方針決定過程における女性の参画の促進」に、農業

分野における男女共同参画の何らかの表記を書いてみたらどうでしょうかという話しですけれ

ども。 

 

[委 員] 

はい、大丈夫だと思います。 

 

[会 長] 

私もこれを見るとそうなのかと思いますが、国と北海道の計画のいずれにも、農業分野がわざ

わざ項目立てしている状況の中で、いいのかと引っかかっている状況です。 

ただ今回の報告を見ると、委員のいうとおりなのかなと思ったりするんですけれど、副会長ど

うですか。 

 

[副会長] 

資料中、今後についてというところで、継続的な経営のためには女性のアイデアを取り入れ

る、というような形で結ばれていますけれども、やはり働くということでいえば、まだ男社会

というのが根強く、今、労働組合の立場からいうと、そういうことも含めて思うんですが、あ

くまでも女性は弱い立場ではないということを、もう少し考えてもらって、参加することに意

義があって、意識を高めていくということであれば、やはり、外せないと思っています。 

北海道の計画でも項目を立てているというのは、北海道は農業王国というか、農業がなくては

ならない分野でもあるということで、外しちゃいけないような気もします。 

 

[会 長] 

この２人は２次プランで独立して項目を立てたので、こんな心配がずっとあるんですけれど。 
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[委 員] 

２次プランを作った３人目として一言申し上げさせていただくと、第１回の会議で配られた 30

年度の推進状況報告書 29ページですけれども、評価としてはＢ、ＡではないＢ「ある程度進ん

でいる」がまだ取り組むことが必要という段階で、これを落としちゃうという事には、正直思

う所があります。10年経っても達成できなかったのだから、他に混ぜちゃえとうがった見方を

すればそういうことになります。 

あと、今回のヒアリングの結果というのが、これを見ていると、やはり農家の女性の参画が進

んでいるようにも思えるんですが、一方で、農業関係組織における参加というところでどうな

のかなと、これを見てもよくわからない感じがしております。30年度の推進状況報告書でも、

課題と今後の取り組みということで、協議会等での役員等についても積極的に参画を推進して

いくということがまだまだ課題として残っているということですので、そういうところが道半

ばというところで、完全に項目として消してしまうということで大丈夫かなという思いがあり

ます。 

 

[会 長] 

事務局の方に伺いますが、これがもし復活する場合、スケジュール的に大丈夫ですか。 

 

[事務局] 

大丈夫です。 

農業経営の参画という部分でいうと、資料の最初の女性農業者の現状の変化というところで、

経営主が全くいない事はないが非常に少なく、経営に参画している方がどんどん増えているか

というとそこは増えていない状況ではあります。 

農協としては、女性の経営主をどんどん増やそうという取り組みを進めているわけではないけ

れども、女性の農業者にいろいろと経営に関わっていただくと、農家にとってプラスになって

いくし、どんどん入っていってほしいと思っている印象を受けました。 

事前に配布した国のアンケートですが、これは国全体のもので、農家の経営主と奥さんにそれ

ぞれ同じ質問をしています。 

女性が農業経営に関わりたいかどうかという設問の中で、女性の２割が関わりたいという回答

をしている中、男性は実は６割以上が奥さんに経営に関わって欲しいと思っているようです。

帯広市にそのまま当てはまるかわかりませんが、女性の意識を変えていくという部分でも、も

しかしたら継続してやっていかなければならないのかなという印象を受けています。 

 

[委 員] 

ヒアリングにいかれたという事ですが、農協に聞きにいかれたわけですが、各農協の意思決定

における女性の参画割合ということについては、ヒアリングされていますか。 
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[事務局] 

各農協の中の役員ということであれば、そちらのほうは進んでいない状況のようです。 

 

[委 員] 

確かに、外出しやすさとか金銭面とかそういう面では昔と全然違って暮らしやすいとは思いま

すけれども、一方で、経営自体に携わっている女性というのは、一緒に相談しながらという家

庭もたくさんありますけれども、税金のことであるとか、男の人に任せきりとか、男性が中心

となって聞いている人もいれば聞いてない人もいるという感じで、女の人があまり携わってい

ない人が多いかと思います。 

それで、最近は、以前よりは男の人が参加していた講習会や講演会でも、女性部に声がかかっ

て参加している場合がたくさんありますけれども、平等かと言ったらそうではないところもあ

って、もっと女性も勉強が必要かなという感じはします。 

 

 

[会 長] 

農業経営活動とか、今回計画で項目立てた時に、２次プランのようになんでこんなのでてきて

いるんだと言われたりしませんか、大丈夫ですか。 

決めないといけないので、基本目標と基本方向、基本施策の構成に関わる部分なので、中身の

部分とか表現の部分とか、今までと議論の質が違うので、もし基本施策等に盛り込むのであれ

ば、今ここで決めないと、事務局の方で取りまとめにかなり時間がかかっていってしまうと思

いますので、私と副会長と事務局の方で引き取らせていただいて、検討して、次回の懇話会で

お示しさせていただくという形でよろしいでしょうか。 

 

[委 員] 

さっき意外だったのが、資料の中で、６割の男性が女性に経営に関わってほしいと言っている

のはちょっと意外で、びっくりしました。 

共働きをしたいという男性が多いのと似ているなと。 

女の人は共働きは自分が大変だから嫌だと言うんですが、男性側はもうちょっと経済的に豊か

になりたいと思う人が多いと思うんですね。 

それと似ているというわけではないんですが、女性と男性は違うなと思いました。 

 

[会 長] 

家事も男性が分担すればいいんでしょうけどね。 
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[委 員] 

そうですね、そこが重要なところですね。 

やはりちょっと早く上がって、ご飯の支度をしていますもんね。 

経営に関わって女は黙っていろではなく、経営そのものも一緒に考えていきたいという、凄い

進歩かなと私は思いました。 

この調査は、十勝ではないので何とも言えないんですけれども、結構変わってきているかなと

思います。 

農家の雰囲気というものは、妻も商売ができるようになったというのは、すごく変わったと思

っています。 

ネットでものが売れるようになったというのは、妻がネットで家の農産物を売るようになった

というのがすごく変わったかなと思っています。 

 

[会 長] 

農業経営につきましては、先ほどまとめさせていただいたような形で、私と副会長と事務局の

方でとりまとめさせていただいて、何かあれば各委員のご意見をお伺いする場面もあると思い

ますがよろしくお願いいたします。 

最後ですが、男性における男女共同参画についてですけれども、これについては、他の自治体

を見ていただけるとわかると思うんですけれど、具体的な項目が立てられていない計画が散見

されておりまして、だからといってこれを含めないという事はありえない話しだと思うので、

これは、今回の基本目標、基本方向、基本施策の構成の中には入っておりませんけれども、何

らかの形でどこかに含めていただくことを考えているんですけれども、それは可能ですよね。 

男性における男女共同参画は、先ほどの委員の話しを聞いてつくづくそう思いましたので、や

っぱりやらなければならないと思うんですね。 

この文言を落とすことはありえないと思いますので、どこかに盛り込んでいただくという形

で、今の話しだと、主な取り組みとかそういったところなのかなと思っていますが、いずれに

しても、この項目については、今回の基本目標・基本方向・基本施策の中には盛り込みません

が、何らかの形で計画の中には入れ込んでいただくということでよろしいでしょうか。 

こういう形で協議事項(1)については終わらせていただきます。 

次に、女性団体からの意見と、委員からいただいた基本施策のたたき台についての意見です

が、まず女性団体から意見について確認していきたいと思います。 

３月 20日に事務局の方でご意見を伺っているということでした。 

３点ございます。 

まず１つは次期プランの体系・重点等についてで、要するに、今回、基本目標の順番を入れ替

えてはどうかという議論で、多様な生き方を実現する環境づくりを最初に持ってきて、基本目

標Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣをⅣ、Ⅲ、Ⅰ、Ⅱの順番のようにしてはどうでしょうかというようなご提案

なんですけれども、基本的にはⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの中身についてはご異論はなくて、順番を変え
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てはどうだという話しなんです。 

国や北海道とかも流れとしては、今回の事務局原案のたたき台のとおりですね。 

今回のご提案、女性団体からの意見に書かれていることについては、斬新なご意見だと思いま

す。 

どうしてこういう提案をしたのかということについて、いろいろ理由等も提示していただいて

おります。 

非常に参考になる部分もありますが、おそらく、行政側としては国・道と連携し対応するよう

な方向性にしたいというお考えで、基本目標の順番にしたと思うんですけれども、これはいか

がでしょうか。 

事務局提案どおりでよろしいでしょうか。 

２番目の DV 加害者の更生についてというところですが、これを「男女共同参画を阻害するあら

ゆる暴力の根絶」の中に含めていったらどうですかということなんですけれども、こちらにつ

いて、もし含めるとしたらですが、基本施策の概要あるいは主な取り組み等のところでしょう

か。 

この観点はあってもいいですね、基本的に。 

 

[委 員] 

あって良いとは思いつつ、ただ、これを盛り込んで、誰に何をするかという、結局、受け皿の

問題で、被害者支援も受け皿があればこそというところがあって、加害者更生を誰がやるかと

いうのは、盛り込んじゃうとどうしようという問題なんですよね。 

やるべき、やった方が良い、望ましいとは思っています。 

 

[会 長] 

おっしゃる通りだと思います。 

今後、基本施策の概要、主な取り組み等の議論がこの後進んでいきますので、その中で今後の

DV 加害者更生について観点として盛り込めるかどうか、盛り込んだ場合、どのように見通しが

立つのかということを、事務局と検討させていただきたいと思うんですけれども、そういう流

れでよろしいでしょうか。 

見直しの期間についてですが、計画が 10年は長い、５年でいいのではないか、見直しは３年お

き位で実施するのがいいのではないかということなんですけれども、書いてあるとおりなんで

すけれども、ここで決めるには大きすぎる話しだと思うので、これは、事務局の方から答えて

ください。 

委員の文言の話しもあるので、協議事項(1)につきましてはこれで終了とさせていただきたいと

思います。 

事務局の方から協議事項の(2)について説明いただいてよろしいでしょうか。 
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（事務局説明） 

 

[会 長] 

今ポイントだけ事務局の方から説明いただいたんですけれども、それ以外のところを含めまし

て、皆さんからご意見とかご質問をお受けしたいと思います。 

委員、さっきの若年層がというところがありましたが、基本目標Ⅱ、基本方向１、基本施策(2)

ですね。 

SNSでも子どもたちが被害に遭うようなことがもしあるようであれば、ここでそういう事は良

くないですよ、ちょっとやめましょうということを書いてみたらどうかという話しですけれど

も。 

SNS被害なんかがここで入るかな。 

若年層への予防教育の推進のところには、配偶者や交際相手に対する暴力は重大な犯罪である

と書いてあるけれど多分、SNSの犯罪として始まるときはおそらく配偶者の交際相手だけじゃ

ないと思います。 

 

[委 員] 

友人関係とかでも発覚する事はあるのではないでしょうか。 

 

[会 長] 

配偶者、交際相手「等」ではないですね、配偶者、交際相手だけじゃないと思うので、少し工

夫したほうがいいかなと思いますけれども、皆さんどうでしょうか。 

さっき変えましょうと言ったところは、基本目標Ⅰ、基本方向２、基本施策(1)「広報・啓発活

動の充実」のところは、先程言いましたけれども、表記を変えて基本施策の概要の中にソーシ

ャルネットワークなどの SNS なども含めていくような形にしましょうということ。 

基本目標Ⅱ、基本方向１、基本施策(2)の中に、子どもたちが被害者にならないように SNSなど

のことについても、またここで触れてみたらどうでしょうということと、対象は配偶者や交際

相手に限らないので、それ以外にも対象を少し広げるような書き方をしていただいた方が良い

のではないかということでした。 

あと、基本目標Ⅰ、基本方向３、基本施策(2)「多様な性のあり方への理解促進」の中身ですけ

れども、ここも先ほどありましたが、基本目標Ⅰ、基本方向３、基本施策(2)は少し時間をかけ

て丁寧に議論させていただきたいという話しをしましたが、この基本施策の概要についても、

何か書き方、表記等について、工夫や追記等があればまたあわせて検討していきたいと思うん

ですけれども、今ここでご意見あるいはほかの項目について気づかれたことがありましたら、

ご提案をいただきたいと思っております。 

議論がどちらかというと、基本目標ⅠとⅡに集中しておりますので、基本目標Ⅲ、女性活躍推

進計画に関わるところで、結構大事なものだと思います。 
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２次プランの該当部分の転記と書いてあるところがありますが、先程言いましたように２次プ

ランはその時代の背景にした表記になっておりますので、もしかしたら今、書き換えなきゃい

けないことがあるかもしれませんので、そういったところのご指摘もいただきたいと思いま

す。 

では、委員からいただいた、基本施策の概要、たたき台と合わせながら議論をしてきます。 

本日付けで、委員から基本施策の概要（たたき台）に対する質問及び意見というものが出てお

ります。 

委員、ご説明をお願いします。 

 

[委 員] 

質問事項は基本的には、努めますという努力表記になっているものについて、なぜ努力にとど

まるのかということを問うています。 

表現の問題でもありつつ、ただ、評価の段階になった時に、実際にやったかどうかという評価

ではなくて、努力しましたと言われてしまえば、そうですかという話しになりかねないところ

で、極力努力表記は削りたいと個人的に思っているところで、どうしても努めるという表記に

ならざるを得ないというところはともかくとして、安易な「努める」は避けていただきたいと

いうことです。 

意見の方は、基本目標Ⅰ、基本方向３、基本施策(1)の性の尊重で、性と生殖に関することが、

“男女双方に健康についての正しい情報提供に努めます”ということですが、リプロダクティ

ブ・ヘルス/ライツ、性や生殖というのは、健康だけではなく権利だという側面も強く掲げられ

ているというところからすると、場所の立て付けからいっても人権についての認識の浸透とい

う基本方向の下にありますので“健康と権利についての正しい情報”という表記が望ましいと

いうことでございます。 

一番言いたいのは意見２のところで、性の多様性についてです。 

困難を抱える性的少数者に対する支援について啓発を進めますという、私としては前回さんざ

ん言っていたにも関わらずこれかと思っているところであります。 

啓発ももちろん必要ですけれども、市は積極的にというか、主体的に支援をする必要があると

思っています。 

第三者に啓発するだけでは、到底足りないと思っています。 

もちろん、パートナーシップ制度まで導入できるかというのは、いろんな政治情勢があろうか

と思いますけれども、それ以外にも性を理由とする困難を抱えている方がいらっしゃる、それ

について市が対処することは当然できる話しだと思いますので、対処しなければならないこと

も多々あるのではないかと思いますので、表現としてはあまりにも情けないと思っておりま

す。 

あとは、基本目標Ⅲ、基本方向１、基本施策(1)は促進か推進かということで、２次プランでも

促進になっているんですけれども、考えてみると促進というのは第三者を促すことであって、



21 

 

市の審議会等において進めるというのは、自らのことですからこれは推進でないかなと思った

という次第です。 

あとは、誤字とか全体の表現の平仄の問題という感じです。 

 

[会 長] 

基本目標Ⅰ、基本方向３、基本施策(1)のところで、委員の質問の１の部分ですけれども、お互

いの性の尊重についての情報提供に努めます、ではなくて、この場合書くとしたら情報提供を

しますとは書けないでしょうから、正しい情報の提供を推進します、でしょうか。 

 

[委 員] 

その前の基本目標Ⅰ、基本方向２、基本施策(3)で情報を提供しますと書いてあるので、なぜ統

一できないのかなと思うんです。 

啓発も、啓発を進めますという表現があるのに、啓発に努めますと分けてあるのは、意図的に

分けてあるのか、意図してなくてただ単に検討が不十分なだけなのかということです。 

検討が不十分なだけであるとするとすれば、行政としてしっかりと検討していただきたいとい

うことになりますし、検討したうえで分けているとしたら、その分け方の意図というものにつ

いてじっくり聞きたいということです。 

 

[事務局] 

消極的にしようとする意図はなく、後退させようと思っている意図もなかったんですけれど

も、整理が不十分な部分がありましたので、改めて精査したものを皆さんに提示したいと思い

ます。 

 

[会 長] 

質問については、総じて事務局からのご回答のとおりとさせていただいて、持ち帰って事務局

で検討して頂くという事にしたいと思います。 

委員から出ている、第２の意見ですけれども、皆さんの意見をお聞きしたいと思います。まず

初めに、基本目標Ⅰ、基本方向３、基本施策(1)「互いの性の尊重についての認識の浸透」につ

いてで、性と生殖に関するところは、権利・人権の側面も重視されることなのでということ

で、この「健康と権利についての正しい情報」と表記するのが望ましいと考える、ということ

ですけれども、これは言われて見ればその通りかなと感じがしますが、皆さんどうですか。 

確かに、権利・人権の側面の重視ということになれば、書くのはここなのかなという気がしな

くはないですね。 

基本目標Ⅳでも議論あるかもしれないですけど、ちょっと違うでしょうね。 

委員の意図しているところからすると、やっぱりここでしょうね、１番なのかなという感じが

します。 
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[委 員] 

前回の議論において、母性というような問題について、ここに組み替えるというか、変えると

いう話しがあったかと思います。 

今回、参考資料１で国の基本計画をいただいていて、第６分野に「リプロダクティブ・ヘルス/

ライツ」ということがあって、母性問題を組み込んでいくと、ここにこういう表現になるかな

と思ったんです。 

 

[会 長] 

国のほうは、健康支援の中で触れているんだろうと思いますけれども、一応、基本目標Ⅳでも

母性について触れていますが、今、委員がおっしゃった「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」

については、“健康と権利についての正しい情報”などの表記をすることが望ましいと考えると

いうことについては、書き方について事務局で検討していただくとしても、表記していただく

方向で懇話会の方でご承認させていただくということでよろしいでしょうか。 

２番目ですが、多様な性のあり方への理解促進ということで、基本目標Ⅰ、基本方向３、基本

施策(2)の部分ですけれども、様々な困難を抱える性的少数者に対して、啓発だけでは不十分で

はないかというご意見です。 

 

[事務局] 

LGBTの方々については、今回初めてプランに項目立てして、盛り込んでいこうということで承

認をいただきました。 

基本目標ⅠとⅣ、両方に入れるというお話しもありましたが、まずは基本目標Ⅰの方に盛り込

み、これから早いスピードでいろいろ状況が変わっていくのかなと思われますので、中間年で

の見直しをさせてもらえたらなということで、基本目標Ⅰにだけ載せている状況にあります。 

委員から、学校や市営施設のトイレや更衣室、市への提出書類における性別欄など、市が解決

支援すべき問題が存在するとのご意見をいただいていますが、学校や市営施設のトイレについ

ては、LGBTへの方々へのという意図ではないのですが、多目的トイレのようなものが、どんど

ん増えてきていて、学校でいうと新しく建設されたところですとか、大規模にトイレの改修を

したところでは、そういう所も増えてきている状況があるほか、提出書類における性別欄の部

分についても、性同一性障害者の取り扱いの特例に関する法律が制定された時点で見直した

り、昨年度についても、改めて見直すなど、やってきている状況ではあります。 

だからという訳ではありませんが、基本目標Ⅳの方に入っていなくても必要なものについて

は、進めていける部分もあるかなと思いまして、現在は基本目標Ⅰの方でと考えていたところ

です。 
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[会 長] 

この部分は、新しく市のほうも取り組んでいくという話しでしたけれども、確かに委員のご指

摘はごもっともでして、できるだけ実現が可能な取り組みを確実に着実にしっかりと計画に盛

り込んでいきたいと考えているんですけれども、この基本目標Ⅰ、基本方向３、基本施策(2)の

ところは、一度仮置きという形にさせていただいていたところで、仮置きというのは、なくす

ということではなく、表現ですね、表記についてはということです。 

委員からいただいた、方向性としては啓発を進めるだけでは不十分だというようなお考えは、

本懇話会としては、委員の皆さんお感じになっているところでしょうか。 

そこだけ確認して、思いを受け止めるという形で、私と副会長で事務局と調整していきたいと

思います。 

 

[委 員] 

私も啓発を進めますという所を見て、帯広市は何もしないと思いました。 

生活しにくいところを変えていこうとか、そういうところには手を携えないと思ったので、委

員から出たので、その通りだなと思いました。 

それと、ここに合わせて意見を言わせていただくと、性別欄を考えるということを、帯広市の

学校現場は、どのくらいきちんと把握しているのかと。 

とても長い間取り組んできた出席簿というのがありますが、小学校は 20 年位前に男女別をなく

して、男女混合名簿にしました。 

その時に教育委員会では、学校裁量だから学校でどうにでもできるよということでしたが、中

学校の方が全然変わりません。いまだに男女別出席簿をずっと使っています。 

だから小学校の子が小学校時代は混合名簿でずっといくけれども、中学校へいったら男女別に

なるというのが、帯広市の現状だと私は思っています。 

そこのところも多様性から考えると、無理やり女の中に、男の中に埋め込まれていくというこ

とになると考えなければならない時期にきているのではないかというふうに、私は思っていま

す。 

ですから、その辺の学校現場のことを、どれくらい市できちっと認識されているのかというこ

とを知りたいなと思いました。 

学校の中のなかなか変わらない部分で、すごく根強く残っています。 

十勝でも，中学校はかなりの割合で混合名簿になっていますけれども、大きな学校はなかなか

取り組みがないのではないかなと思います。 

はっきりした数字は十勝の場合は把握していないですけれど、帯広市の大きな中学校はほとん

ど男女別名簿になっていると思います。 
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[委 員] 

始まる前に雑談で事務局とも話しましたけれども、ずいぶん前から小学校では男女混合です。 

中学がどうなっているのかは、私も現場にいながらはっきりわかっていないのですが、卒業式

や入学式にお邪魔したときには、小学校は並び方も男女混合、それはもう当たり前ですが、中

学校に行った時には、男子と女子が分かれて座っているのを見ると、名簿も男女別になってい

るのではないかと推測します。 

男女が分かれて座っているのを見て、ちょっと違和感があるというのが正直なところです。 

 

[委 員] 

中学校の頃は男女別々で、高校も男女別々だったと思います。 

中学校に上がるときに違和感があって、男女別々なんだと感じたことを、すごく覚えていま

す。 

 

[委 員] 

入学式とか卒業式に行っていますけれども、小学校へ行っているから、全部そうなのかなと思

ったら、中学校なら別々だということで、びっくりしたんだけれども、そこまで意識はしなか

ったんだけど。 

最近は、小学校はもう当たり前な雰囲気になっていますね。 

 

[会 長] 

今の議事録にとっていただけると思うので、今の観点は皆さん問題意識として持っていただき

たいと思います。 

話しを戻しますが、この基本目標Ⅰ、基本方向３、基本施策(2)の性の多様性について、市民の

理解促進に取り組むほか、様々な困難を抱える性的少数者に対する支援について、啓発を進め

ますというところ。 

啓発よりも、もう１歩２歩進んだほうがいいだろうというようなご意見というふうに、承って

よろしいかどうかなんですけれども、委員どうですか。 

 

[委 員] 

支援ももちろんしていただいて、さらに啓発もするという二本立てというか、今は、私は LGBT

の支援者ですという、会社の中でそういう表現をする理解者です、というようなものがあるの

で、簡単にお金をかけなくてもできる支援はたくさんあると思うので、そういう支援をしなが

らさらにそういう情報提供をするということで、それが当たり前のこと、特別なことではない

んだというような啓発を進めていくという、二本立てでできるんじゃないかと思うんですけれ

ども。 
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[会 長] 

なるほど、支援と啓発の両方ともということですね。 

委員、何かあればどうですか。 

 

[委 員] 

今ちょうど子どもが中学生ですけれども、男女別です。 

どこの学校かは申し上げませんが、男女別の出席番号で、卒業式も別々です。 

娘が稚内の高校に行ったんですけれども、そこはズボンがありました。 

制服でズボンとスカートが選択できるようになっていたので、あー珍しいなと思ってはいたん

ですけれども、この辺の学校は、女子はスカート、男子は学生服というふうになっているの

で、多分親はそれが当たり前だと捉えているんですけれども、その稚内に進学したときに、女

子もズボンがあるということで、ちょっと衝撃を受けたので、その衝撃を受ける自分も勉強不

足なのかなというところがありました。 

 

[会 長] 

ここの部分ちょっと丁寧に進めたいと思っているので、私と副会長が引き取ることになると思

います。 

なぜ引き取らせていただきたいかというと、事務局も使える言葉がある程度限られてきている

かと思うんです。 

多分、使える表現は限られていると思うので、その中のギリギリの中で、思いとしては委員が

おっしゃっている通りだと思っていて、全くその通りだなと。 

今、委員がおっしゃったように、支援も啓発も両方、それ以外のことももっとやった方が良い

のではないかと思うんですけれども、事務局も我々も互いに納得が出来るような落としどころ

というのを、これから探していかなければならないと思います。 

事務局の皆さんも、決して何か反対だとか、こういうことをしたくないとかと言っているんで

はなくて、行政として書ける表現というのが多分あると思いますので、だけれどもその中で最

大の支援なり、促進なり、理解なり、啓発なりを、副会長と 2 人で事務局と協議をさせていた

だきたいと思います。 

概ね、委員がここで書いていただいたような、啓発だけでは不十分でないかというような意見

ではないかなと受け止めましたので、そういった方向で事務局の方と協議調整させていただき

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

次に、基本目標Ⅲ、基本方向 1、基本施策(1)「審議会等での女性の参加促進」についてという

ことで、市が設置する審議会等を対象とするものだから、第三者を促す促進ではなく、自身が

進める推進を用いるべきと考えるという所ですけれども、これは実は促進になった理由を実は

ちょっと覚えていますけれども、委員がおっしゃったのは、その通りだと思って、これは事務

局、促進から推進へ書き換えることができますか、 
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[事務局] 

大丈夫です。 

 

[会 長] 

後でそれも検討していただくということで、こちらの方は、本日懇話会で“推進”でお願いし

たいということを、事務局の方に申し上げたということで、まとめさせていただきます。 

何件か、私と副会長で引き取りました事案がありましたけれども、そういった形で今回の基本

目標、基本方向、基本施策、及び基本施策の概要につきまして、本日の議論をまとめさせてい

ただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

先程の中学校の制服の話しもありました。短大も男女分けてないですよね、ですから逆にいう

と、小学校と短大が一緒だなと思って聞いていました。 

今のような話しもこういう懇話会だから、意見を出し合ったりできたということで、こっちの

議論のそういった情報が、帯広市の男女共同参画推進に資することがあるかもしれませんの

で、何かあればどしどしご意見なり情報を提供していただければと思います。 

予定よりも時間が超過してしまって駆け足の議論になってしまいましたが、委員の皆さんの方

から何かありませんでしょうか。 

これで本日の懇話会は終了させていただきたいと思います。 

長い時間ご協力ありがとうございました。 

 


