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令和元年度 第２回帯広市男女共同参画市民懇話会 会議録 

  

■開催日時  令和元年６月 25 日（火）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、富樫委員、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 

 

■次  第 

１ 開 会 

２ 議 事 

   第３次おびひろ男女共同参画プランについて 

    ・施策体系及び基本施策の概要の確認 

３ 次回開催日程について 

４ 閉 会 

 

■事前送付資料 

１.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 

２.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） 

  

■当日配布資料 

 １.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)修正版 

  ２.基本施策の概要（たたき台）に対する質問及び意見への対応について 

３.基本施策の概要に対する意見 

 

■議事 

[事務局] 

ただ今より、令和元年度第 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 13 名中９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項の規定により本会議が成立していることを報告いたします。 

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、岡庭会長にお願いいたします。 
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[会 長] 

本日の協議事項は、施策体系及び基本施策の概要の確認となっております。お手元に配布の第３

次おびひろ男女参画プラン施策体系・基本施策の概要（たたき台）修正版、 当日配布資料 1に

つきまして、事務局よりご説明頂きたいと思います。 

 

（事務局説明） 

 

[会 長] 

それでは、各委員からご意見ご質問、あるいは確認事項等ありましたらお受けしたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

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」、基本方向２「男女共同参

画の啓発」、（１）「メディアリテラシーの育成による広報・啓発活動の充実」について、以前は

メディアにおけるというような表現だったところですが、メディアリテラシーという言葉に関す

る説明も合わせていかがでしょうか。 

 

[委 員] 

メディアリテラシーをどこかで注釈で入れないと分からない話になるのだろうと、プランができ

た時には、どこかに補足が必要かという気がしました。 

 

[会 長] 

事前の打ち合わせでも全く同じことをお願いしました。事務局に質問ですが、こういう計画に、

用語に対する注釈ですとか、あるいは説明などを付記するのは可能でしょうか。 

 

[事務局] 

用語集として後ろの方にまとめて載せることもできますし、その頁の下の方に、これについては

と説明を載せることも可能です。 

 

[会 長] 

追記付記の方法については事務局にお任せするとして、メディアリテラシーという言葉について

は、委員からご指摘ありましたように、何らかの説明を記載いただくという形で、事務局でよろ

しくお願いいたします。  

Ⅰ－２－（２）「調査研究の充実」ですが、実は２次プランでは、「国際交流・国際協力の促進」

という項目がありましたが、これを調査研究の充実に含めていますという事務局の説明ですが、

事務局案でお願いしたいと思います。 
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続きましてⅠ－３「多様な性の尊重など人権についての認識の浸透」、（１）「互いの性の尊重に

ついての認識の浸透」について、表記も含めていかがでしょうか。何かあれば後でご質問してく

ださい。 

 

続きましてⅠ－３－（２）「多様な性のあり方への理解促進」ですが、帯広市としては、体系に

性的少数者・性的マイノリティという言葉を使わないで、基本施策の概要にＬＧＢＴ等と記載し

ていきたいという説明でしたが、これはよろしいでしょうか。 

基本方向と基本施策に「多様な性」と２回出てくるので非常に悩みました。また、委員からもい

ろいろなご提案がありましたが、２度使ってもいいかなと思って、使っています。こちらの方も

何かありましたら、ご質問をお受けいたします。 

 

続きまして基本目標Ⅱ「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）」に

ついて、基本方向１「パートナー等からの暴力の根絶」と２「女性に対するあらゆる暴力の根絶」

とありますが、ここは前回案から、事務局で 1と２をひっくり返し、「配偶者等」を「パートナ

ー等」という表記に変更したということですが、この基本方向の順番と表記の仕方はこれでよろ

しいでしょうか。ＬＧＢＴの方々の中でも、暴力の問題などが発生する可能性があろうかと思い

ますので、ここにパートナーという形で表現を修正しました。 

この計画の中では想定できない関係があって、その中で暴力等が発生する可能性も含め、パート

ナー等という形で広く捉えています。 

 

続きまして少し戻って、女性に対するあらゆる暴力の根絶のところをお話しします。 

男性も暴力の被害に遭うことがあるのではないかという議論があり、なぜ帯広で「女性に対する」

という言葉を用いているのか、事務局から説明がありました。統計上の様々なデータから、女性

が被害者になっている割合が、男性に比べ圧倒的に多いということがわかるので、緊急性のある、

女性に対する暴力を根絶することが求められるのではないのかということで、この表現を使わせ

てもらっているということでした。これはよろしいでしょうか。これは本当に考え方だと思いま

すので、自治体によってここの表現は変わってくると思います。もし何かご意見があれば、よろ

しくお願いいたします。 

 

続きましてⅡ－２－（２）「若年層への予防教育の推進」の概要ですが、たたき台の内容は「暴

力を伴わない若年層の人間関係の構築のため」としております。これは、暴力を伴わないという

形容詞は人間関係の構築という所にかかっていると思いますので、暴力を伴わない若年層の人間

関係の構築としています。元は「若年層の暴力を伴わない人間関係の構築」ということだったの

ですが、何かもっといい表現があれば今日ご提案下さい。  
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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）」、基本方向 1「政策・方

針決定過程への女性の参加促進」、（１）「審議会等への女性の参画の推進」について、こちらは

委員のご指摘を受けて促進を推進に表記を変えています。この表記と内容は２次プランからの表

記が継続となっています。よろしいでしょうか。 

次に（２）「方針決定過程における女性の参画の促進」の概要で、「企業や自営業等へ」というと

ころにアンダーラインを引いています。もとは企業などに働きかけるというところですが、ここ

に自営業等という言葉を追記しているということだと思います。よろしいでしょうか。 

次の、農業分野に自営業等を含めている自治体もあろうかと思うのですが、事務局の原案として

は、（２）で企業と自営業等というのを並列で明記している形を選択したということだと思いま

す。 

（３）「農業活動における女性の参画支援」ですが、もとは「農業経営活動への女性の参画支援」

だったもので、これまで色々議論に上がっていたかと思います。こちらはまたあとで何かご意見

等あればお受けしたいと思います。 

 

続きましてⅢ－２－（３）「家庭生活への男女共同参画の促進」について、こちらは男性におけ

る男女共同参画をどのように表記するかということで、事前の打ち合わせでも随分事務局の方で

工夫していた表記ですが、何かいい表現があればご提案頂けたらと思います。 

 

続きましてⅢ－３－（２）「職場における男女平等の促進」ですが、ここも男性中心型労働慣行

の改善と言われているものを盛り込んだ流れになっていると思います。 

 

続きましてⅢ－４「就業機会の促進」、（１）～（３）、この辺りは前回から変更ありません。 

５「地域社会等への男女共同参画の促進」、（２）「防災分野における男女共同参画の推進」につ

いて、「災害時の」を「災害時における」に表記を変更しました。何かあればご意見お伺いした

いと思います。 

 

続きましてⅣ「多様な生き方を実現する環境づくり」、１「生涯にわたる健康づくりの推進」、（２）

「妊娠・出産等に関する健康支援」について、母子健康というのは非常に大事な所だと思います

のでこちらもしっかり明記しておく必要があると思います。 

２－（２）「高齢者や障害者に対する社会参画・自立支援」のところで事務局にお聞きしますが、

障害者の表記は行政的にこの漢字３文字で問題ないということでよろしいですか。  

 

[事務局] 

市では、漢字表記としています。 
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[会 長]  

委員からお気づきの点や確認したいこと、あるいはこういう表記の方がいいとか、こういう観点

を盛り込んだ方がいいということがあれば、全体像についてはこの形で合意がとれるのかなと思

うので、折角なのでご意見を述べていただいて、議事録に残るような形で事務局へお伝えいただ

きたいと思います。何かあればよろしくお願いいたします。 

 

[委 員] 

色々と取り入れて頂きましてありがとうございます。「極力」、「努力」、「努める」がなくなった

のはありがたいと思っています。国語表記の問題は、ニュアンスとか読み方の問題があるので、

そこは市の行政的な表記に委ねたいと思っておりますので、そこについて依存はございません。   

先日の農業分野についての意見も早速、検討していただいてありがとうございます。 

 

[会 長] 

Ⅰ－３－（２）、多様な性の部分ですが、委員からご提案頂いた表現を使い過ぎているかなとい

う感じがあるのですがどうでしょうか。「多様な性の尊重」「多様な性のあり方」「ＬＧＢＴ等の

人が抱える困難の解消に向け」という流れを作っているのですが、何か感想でも結構なのでご発

言頂きたいと思います。 

 

[委 員] 

最初の抱いたイメージの感じかなと思いました。 

 

[会 長] 

ここは一番苦労したところですが、他の委員の皆さんはどうですか。 

 

[委 員] 

具体的な取り組みがこれから出て来ますよね。 

 

[事務局] 

これからこのプラン全体について、庁内関係各課にどのような取り組みが出来るのか等、照会を

かけます。次回皆さんのお目に触れる時には冊子になる形で、お見せすることになるかと思いま

す。   

 

[会 長] 

少し戻って、委員からご指摘をいただいていた箇所について、お聞きします。Ⅰ－３－（１）「互

いの性の尊重についての認識の浸透」の中に、リプロダクティブ・ヘルス/ライツという言葉が

入っています。書き方だと思うのですが、基本施策の概要（たたき台）のような感じで、よろし
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いですか。 

 

[委 員] 

こういったものをここに盛り込んだらいいのではないかということで意見させて頂いたところ

です。あとは、リプロダクティブ・ヘルス/ライツという表現をここに入れるのが、さっきのメ

ディアリテラシーと同じような話しですが、横文字をどこまで入れるのか、日本語のままだと分

かりにくいので、注釈を入れる必要があるのかなと。ＤＶとかワーク・ライフ・バランスといっ

たような横文字に比べると、まだもう少し説明が必要な言葉かなと思いました。 

 

[事務局] 

現在のプランにも、リプロダクティブ・ヘルス/ライツの注釈は入っていまして、次回について

も注釈を入れたいと思っております。 

 

[会 長] 

では、ＬＧＢＴ等の人が抱える困難の解消のＬＧＢＴ等についても、何か注記なり説明を入れて

いただけるといいかなと思いますので、よろしくお願いいたします 

 

[委 員] 

細かな言い回しの部分となってしまうのですが、今のⅠ－３－（２）基本施策の表現で「多様な

性のあり方への理解促進」というのがあって、この「あり方」というのが、現状の有り様という

解釈の他に、行政が使う、「かくあるべし」というような意味もあるのかなというところが気に

なったのと、ひとつ前段の「互いの性の尊重についての認識の浸透」の施策の概要が最後のとこ

ろで、「正しい情報を提供します」とあります。行政が「正しい情報」といってしまうことに微

妙な気持ち悪さがあります。言い回しの問題なのですが。 

 

[会 長] 

ごもっともなご指摘だと思います。正しいというのは、何が正しいのかというところがあります。

正しいという言葉に置き換わる何かいい表現、今ここでいい意見があれば。「適切な情報を提供

します」でいいのかなと思いますけど、今度は、適切って何かなと。表記としては確かにご指摘

があった以上は変えた方がいいかなと思っています。 

 

［委 員] 

「正しい」というのは気になりました。多分これを見た一人ひとりの捉え方だと思うので、正し

い知識を市から提供する、それが本当に合っているかどうかというのは、微妙なところかなと思

うので、正しいというのは難しいですね。 
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[委 員] 

難しいと思います。性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス/ライツ）の理解

に必要な情報を提供しますとか、そういうのでもいいですよね。 

 

[委 員] 

この言葉はだいぶ昔から、女性の権利の中で使われてきた言葉と思います。以前これについてど

こかで教えてもらった時には、正しい性の知識が子どもたちに伝わっていくかというと、そうで

ない部分もたくさんあって、子どもたちには、正しい性の知識を教えなきゃいけないというあた

りで、性と生殖に関する健康と権利という言葉を理解したかなという感じだったのですが、どう

でしょう。 

 

[会 長] 

おそらく、委員のおっしゃるとおり、正しい情報を提供しなければならないのではないかと思い

ます。誰が正しいと判断するのかが問題で、昔は常識的に考えられていたことが、そうではなく

なるということが結構あるのではないかと思います。一方で、雑誌とかに出てくるような、正し

いとは思えないような内容の情報があります。大人の視点でいうと正しいって誰が決めるのかと

なりますが、子どもの視点では正しい情報はあるよねと。 

 

[委 員] 

性と生殖に関する健康と権利ですよね、健康の方は科学的なことで、正しいことは誰にとっても

正しいこととなると思います。ただ権利となると、正しいと言ってしまうのは問題かと思います。 

   

[委 員] 

正しいとか適切とかだと、どうしても答えが一つになってしまうのかなと感じます。 ＬＧＢＴ

について色々な性を理解促進するとしていますが、いわゆる正しい情報・基本からは、ずれてい

ますよね。男が男を好きとか、女が女を好きというのは、正しくないということになるのか、な

ど中々難しいですよね。色々なことを尊重し合い、多様な性の理解促進に取り組んでも、法律で

は結婚が出来ませんとか、矛盾がどうしても出てしまうのかなと。今議論になっている正しい情

報についても。 

 

[会 長] 

正しいと書くと 答えを一つにしてしまいそうだと。 

 

[委 員] 

多様性が無くなってしまうのではと思います。  
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[委 員] 

多様性と絡めちゃうのは少し違うかなと思いました。性と生殖に関する健康と権利には、産む、

産まないという権利もあって、多様性とまとめると話がわからなくなるということがあります。   

私がさっき言った、産む、産まない、そういう行為も含めた健康と権利ということで、ここはそ

うなのかなと思っていましたが、基本方向を見ると、多様な性の尊重とあるのでどうなのかなと

思いました。 

 

[委 員] 

少し難しいですけど、そう考えると、正しいという文字が入っているのは不自然と感じて、「関

する情報を提供します」という形でもいいのかなと思いました。 

 

[会 長] 

なるほど、そうですね。あえてそこに形容詞をつける必要はないということですね。 

 

[委 員] 

率直に、日本語って難しいなと感じています。答えがひとつとは限らないので、やはり難しいと

ころがあると思います。 

 

[副会長] 

基本施策「互いの性の尊重についての認識の浸透」、認識の浸透ということは、幅広く皆さんに

考えていただいて認識していく、浸透するということは、やはり、正しいかどうかの判断は個々

の感じ方と考えると、ここの文言は、正しい情報というよりも、「関する情報を」の方がすんな

り入ってくるかなという感じがします。 

 

[会 長] 

難しいですね。 知らない子ども達に教える時には、正しい情報を教えなければという表現を使

いますから、委員がおっしゃったような観点というのはありえると十分思います。 

一方で、私も誰かが「正しい」と言うと「本当か？」と思うことがあります。ここは委員の皆さ

んの意見を踏まえた上で、表現を事務局で考えていただいてよろしいですか。 

正しいという言葉は、先ほど委員がおっしゃいましたが、権利の部分で使うのはあまりないので

はないかなと思います。 

 

 

[委 員] 

役所において「正しい情報」という表記は、どこまで一般的なものなのか、それともあまり使わ

れていないのか、 関係部署では保健福祉部などで、こういう表現が使われているのであればそ
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れほど心配ないのでしょうが、そういう部署でも使ってない表現をこのプランに入れてしまうと、

「どうしようか」と考えなければならなくなると思います。正しいという価値判断を含めて、正

解、不正解という意味合いにとどまるのかということもあり、行政としてどうだろうというのが

純粋な疑問です 

 

[会 長] 

正しい情報という表現は自治体の計画で使われることがあるのでしょうか。 

  

[事務局] 

正しい情報という表記が、他の計画で使われているかということは、はっきりお答えができない

のですが、この上段のところが前回のプランで、前回のプランでも「正しい情報提供に努めます」、

と使っていまして、そこの部分で記載していたかと思います。保健福祉部の方の話も聞きながら

検討したいと思います。 

  

[会 長] 

ちなみに 2次プランでの正しいという表現は、記憶が怪しくなってきていますが、委員がご指

摘された観点があって、こういう表記になったと記憶しています。 

現行プランにも「正しい情報提供に努めます」という表現になっています。 

プラン策定から 10 年経っていますので、ご意見を踏まえた上で、事務局の方で工夫していただ

けたらと思いますのでよろしくお願いいたします。  

 

その前の多様な性のあり方という表現の部分について、委員のご指摘もあり、多様な性に対する

理解の促進でもいいわけですがどうでしょうか。 

ＬＧＢＴ等の人々が抱える困難の解消に向け、ということなので、表現は慎重になっていた方が

いいと思います。もし、表現を変えるとしたらシンプルに多様な性への理解促進という感じでし

ょうか。やはり男女共同参画は人権の観点がすごく大きいと思いますので、慎重になった方がい

いと思います。この表現も事務局に検討していただくことでよろしいでしょうか。 

 

Ⅱ「男女共同参画を阻害するあらゆる暴力の根絶」ですが、ここは基本方向について「パートナ

ー等からの暴力の根絶」と「女性に対するあらゆる暴力の根絶」を入れ替えました。この文脈は

これでよろしいですね。１で「配偶者等」から「パートナー等」に変えているのも、これはもう

こういう流れかと思います。少し確認しておかなければならないのは、２の「女性に対するあら

ゆる暴力の根絶」というところです。帯広市として、「女性に対する」としていますが、これに

ついて委員の皆さんからご意見を伺いたいと思います。事務局の説明としては、統計上や様々な

資料から女性が被害を受けるケースが非常に多いので、このような書き方をしたという説明だっ

たと思います。 
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[委 員] 

いいと思います。「女性に対する」がなくてあらゆる暴力の根絶となると、抽象的になりすぎる

かと思います。プランになった時、本文中で、「統計上こういうことなので女性の暴力根絶とい

うところを重視しました」というような注釈も入るのでしょうから、男に対する暴力はないのか

という反応は招かないと思います。 

  

[委 員] 

私も委員と同じですが、どうしてもあらゆる暴力の根絶で女性を省くのであれば、この基本施策

に女性の項目を追加するとかした方がいいのかなと思います。特には変えなくてもいいと思うの

ですが、そこにこだわるのであればそうなのかなと思います。 

 

[会 長] 

やはり、女性に対するというのを、入れてもいいのではないかというご意見だと思います。ここ

は自治体で考え方が変わってくる部分なので、帯広市としての姿勢を示すところになるのかなと

思います。 

私から、事前の打ち合わせで事務局にお願いしたのですが、ＬＧＢＴの方々のＤＶについて、ど

こに含めるのかということを問題提起させていただきました。これはⅡ－１「パートナー等から

の暴力の根絶」の中に含めるということで、事務局と話しをしています。 Ⅰ－３－（２）に含

めてはどうかという話しもありましたが、Ⅱ－１－（１）、（２）に ＬＧＢＴの方々の間で起き

るＤＶも含めることを確認しております。  

 

[委 員] 

私だけなのかなと思いますが、Ⅱ－２－（２） の概要で、「暴力を伴わない若年層の」 という

のが、しっくりこない。 

 

[会 長] 

「暴力を伴わない若年層の人間関係を構築するため」にということですが、ここについて良いア

イデアはないですか。 

 

[委 員] 

「暴力を伴わない」を書かなくてもいいのかなと思ったりしますが、どうでしょう。 

 

[会 長] 

もともとは、「若年層の暴力を伴わない人間関係の構築」でした。まだ分かりづらいということ

は、表現の問題と思います。暴力を伴わない人間関係を構築するという表現ですが。  
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[委 員] 

暴力を伴わない若年層とは、どの年齢層に当たるのですか。 

 

[会 長] 

若年層、少なくても私の年代は若年層ではないということは間違いないと思います。委員のよう

な年齢層のことを指していると思います。  

 

[委 員] 

分かりづらいかなというのはありますね。 

 

[会 長]  

若年層のところですね。若年層というのは行政として定義がありますか。 

 

[事務局] 

想定していたのは高校生以下、大学生以下の年代です。 

 

[委 員] 

今のＤＶ予防教育は、暴力を伴わない人間関係の構築ということで、高校生くらいから実施して

います。恋愛関係などを含め、人間関係の構築というのを若年層のうちから学んでおくという、

川下で救済するのではなく川上の時点で防止していこうというイメージで、そういう意味合いだ

ろうなと思いながら、言葉に落とそうとすると難しいのですが。  

 

[会 長] 

予防教育ですから 若年層じゃなくなったら、暴力をふるっていいのかということではないので、

「暴力を伴わない人間関係の構築のため、また、インターネットを利用した新たな形の暴力の加

害者にも被害者にもならないよう、講座などの開催により、若年層の、または、若年層からの意

識の啓発を進めます」と、若年層を文章の後ろの方に持ってくるというのはどうでしょうか。 

 

[委 員] 

ここは男女関係がないのなら、基本方向の「女性に対する」の辻褄が合わなくなるのかなと思う

のですが。 

 

[会 長] 

ここは、女性に対するあらゆる暴力の根絶の一環として、若年層に対して暴力の加害者にも被害

者にもならないようにしましょうということで、よろしいでしょうか。 
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[委 員] 

インターネットという言葉があると、今の時代のいじめが入ってきます。男子も女子も関係なく

大きな問題となっていますよね。 

 

[会 長] 

そうなんです。でも、暴力の根絶は男女共同参画だけではなく、あらゆる政策の中にあると思い

ます。この男女共同参画プランでは、何にフォーカスを当てるかという話だと思います。事務局

の提案は、女性に対するという話になっていると思います。だから、この流れの中でのインター

ネットは、リベンジポルノとか、女性が被害にあうような犯罪ということで、一応文脈としては

繋がっていると思います。 

「暴力を伴わない若年層」のところ、これは変えましょう。若年層のというのを今日の原案とし

ては後ろの方に持って行って若年層からの意識の啓発を進めます、という表現にするということ

で修正させていただくということにしたいと思います。 

基本目標Ⅱ「男女共同を阻害するあらゆる暴力の根絶（ＤＶ防止基本計画）については、このよ

うな形で一部修正をさせて頂いたということで、次に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）に入っていきたいと思います 

１「政策・方針決定過程への女性の参画促進」で、ここは（１）と（３）が議論になると思いま

すが、（１）は審議会等への女性の参画の“促進”ではなく、“推進”ではというご指摘のとおり

だと思いますので、事務局が表記を修正しています。 

（３）「農業活動における女性の参画支援」ですが、前回提案が「農業経営活動への女性の参画

支援」でした。その前に（２）「方針決定過程における女性の参画の促進」に、“企業や自営業等”

として自営業等を入れているということです。この自営業については、第 1 次産業と併記すると

いう自治体もあるかと思いますが、帯広市としては企業と併記させているという形になっていま

す。これは（３）に含めた方がいいのでは、でも（３）の書きぶりからすると（２）に入らざる

を得ないのでは、という気がします。最初、自営業等と入っておらず、入れた方がいいのではと

いうことで、入れました。 

 

この（２）「方針決定過程における女性の参画の促進」に企業と自営業を併記させていますがよ

ろしいですか。繰り返しになりますが、自治体によって書き方が第一次産業と自営業を併記する

計画もございますが、帯広市としてはこのような形にするというご提案であります。ここは自営

業等と入っておりますので、この辺りに含みを持たせて記載したものと思います。 

 

次に（３）「農業活動における女性の参画支援」の概要ですが、ここでの観点は２つありまして、

資料送付時は、“持続的な農業の発展のため、さらなる女性の経営の参画をすすめるよう支援し

ます”とありましたが、農業発展のために男女共同参画があるわけではないというところで、本

日は、事務局で“農業経営をはじめ農畜産物の加工や販売への参画など、農業活動において女性
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が一人ひとりの意欲や能力を発揮し、主体的に活躍できるよう支援します”と変えていて、あく

までも、農業活動に携わる女性にフォーカスしたような書き方をしているということがまずひと

つ目。 

全体の流れとしては、これはよろしいですね。 

２つ目として、これまで議論としてあったのは農村農業活動、もうちょっと砕けた言い方をしま

すと、農家さんで農業を志向しない女性がいた時、応援を含めるかどうかという話しでした。今

回の事務局案としては、農業活動にあくまでも軸足を置こうという視点になっているということ

です。私たちは、帯広市としてどうするかにということです。 

 

[委 員] 

今の案だと、農業活動に携わる人に軸を置く活動を支援するという形になっていますが、現行プ

ランではパートナーしての役割が発揮できるとなっています。農業活動におけるパートナーには、

農業に携わっていない専業主婦であっても、パートナーなのではないか、直接でなくても間接的

に応援しているパートナーではないのかというところです。 

今回は、女性が一人ひとりの意欲や能力を発揮できるようにという形をとったところですが、 比

べていただきたいのは、今の農家は説明があったとおり、自宅が農業経営でも農業以外で働く女

性も多くなってきたそうで、その方たちはここには入ってこない案になっているということです。

そういう方たちは、裏のページの職場における男女平等の促進ということになりますが、農業活

動に携わる人だけに軸を置いていいかどうかということがポイントにあると思います。  

 

 

[会 長] 

今の話は、大事なところだと思います。 

ここのところは、考え方で、Ⅲ－１－（３）を農業に関わるあらゆる女性と考えるべきなのか、

または、農業活動に関わっている女性と考えて、それ以外の、例えば、農村の農業従事者の家庭

から外に働きに出て行こうとしているような女性については、場所が変わってⅢ－３とかⅢ－４

に含めていこうとするのかということです。 

 

[委 員]  

農業女性は、最近は、住みやすい環境の中で仕事ができていますし、自分の意思や意見が少し通

るところもあって、加工品とかレストランを開いている人もいれば、お勤めしている人もいます。

とてもいい環境で過ごしている方が多いと感じています。 

私の地区でいいますと、今は、家族協定を結ばなくても、認定農家になっていれば、お給料とか

休日を取りましょうとか、畜産農家では、ヘルパー制度を利用して搾乳してもらって、休んでど

こかへ遊びに行きましょうとか、そういうことができるところが大半だと思います。兼業農家や

専業農家、農地を貸している方など全部含めると、90%以上が認定農家となっていて、住みよい



14 

 

暮らしは皆さんきっとできていると感じます。 

だから、加工品を作って楽しんでいる女性を支援していただけるなら、私もやりたいという人が

出てくるのかなと思います。 

 

[会 長] 

委員の感想を聞くと、この書き方で問題ないように感じますが、副会長の方からご説明あったの

は、例えば農業経営者と結婚した女性で、自分は農業をしていない、前から続けていた仕事をし

ている女性に対する応援というのは、先ほど言いましたけれど、例えば裏面のⅢ－３「就労にお

ける男女平等の促進」や、Ⅲ－４「就業機会の促進」になるだろうということです。それはⅢ－

１－（３）「農業活動における女性の参画支援」には含めなくても裏で出来ているという考え方

に立つのかという話です。 

 

[委 員] 

農業活動という用語そのものを、私は聞き慣れていないのですが、“農業”と“農業活動”とい

うのは違う意味合いですか。先ほどの話で行くと、他で働いている女性がいたとして、その方は

農作業をしていない、でも農作業はしていなくても家の事をやっていたりすると、それは農業活

動に入るのか、または農業活動でないのか。 

農業活動という言葉の表記というか、ニュアンスがどんなところをイメージされているのか掴み

にくく、分からないところです。 

 

[会 長] 

もともとのプランのたたき台では、農作業、農業に携わるという農協経営を意識した形になって

いました。これが議論の中で、家でご飯の支度をしたり洗濯したり、子供の塾の送り迎えをする

作業も大きな意味で世帯のサポート、役割を担っているということで、農業経営だけではなく、

全体の農業を営んでいる方の世帯の活動に貢献しているのではないかということで、農業経営と

いう言葉を使わず農業活動という表記とした記憶があります。 

例えば、レストランを経営したりとか、チーズなどの加工品を作ったりとか、地域の女性たちの

活躍をしっかり応援していけたらいいということが、この概要でいう“農業経営をはじめ農畜産

物の加工や販売への参画”という部分になります。 

さらに、農業はしていないけれど、農業を営んでいる各世帯を支えている女性たちがいるのでは

ないか、そういう女性たちも応援できるようにしましょうということで、農業活動という言葉が

出てきました。もし分かり易い表現があれば教えていただきたいし、今の説明自体、絞り込んだ

方がいいとか広げた方がいいのか、ご意見があっていいと思います。 

今回の事務局の原案は、もともと私や副会長のイメージよりは、だいぶ絞り込んできた内容です。 

私や副会長はどちらかと言うと、農業活動に関わるあらゆる女性の意欲や能力を応援していくこ

とをイメージしていたのですが、今回はあくまでも農業活動に絞り込んで、それ以外の所につい
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ては、就労における男女平等の促進に含めるという説明だったと聞きました。 

 

[委 員] 

現行のプランの方が分かりやすいと思っています。事務局案はわかりにくい表現で、どうだろう

と思いました。 

 

[会 長] 

現行プランに書かれているイメージは、女性がキッチンを開いたり、加工食品を作ったりという

ようなところを、もっともっと応援していこうというイメージが強かったと思います。 

今回は、それに加えてもう一つ、女性たちが主体的に活躍できることがキーワードになっている

文章だと思います。計画の５年ないし 10年の中で、農業活動の中に入っている女性等の意欲と

か能力を発揮できる場所がどんどん広がっている、変わっていくのではないかということを含め

て、“一人ひとりの意欲や能力を発揮し、主体的に活躍できるよう支援します”という書きぶり

ですが、どうでしょうか。 

 

[委 員] 

農業活動というと、私たちのイメージでは、夕市や朝市にどんどん出店してとか、そういうイメ

ージですね。加工品を作ったりとか、ネットを使って個人の名前で販売したりとか、そういうイ

メージが農業活動という感じですね。 

農業に従事している女性の支援をしたいのであれば、“農業の暮らしにおける女性の参画支援”

みたいな形になりますし、どちらに支援を大きくしようと思うかというところです。暮らしの方

となると農業活動という感じではない気がします。 

 

[会 長] 

ポイントとしては、この概要の中の文章として、農業活動以外の女性の役割や活動を含めるかど

うか、範囲を広げるか、今のままでいいかというのが一つと、あともう一つは、どこの自治体で

も第 1次産業というのを独立して一本項目立てているので、どういう表現の仕方がいいのか。帯

広市に漁業と林業はない中で、農業でという話にはなったのですが、どうでしょうか。 

 

[委 員] 

会長の説明を聞いて、やっと内容が分かりました。農家の奥さんに頑張れ頑張れというものだと

捉えていました。誰でも頑張らなければいけないのか、もう少し、ふわっとしている人もいるし、

皆がレストラン経営や、朝市に出店しているわけでもないし、加工品を売っているわけでもない。

ただ夫とともに畑の芋とか豆とかを収穫し、それだけに従事している妻もいっぱいいます。しか

も子供が小さいうちは専業主婦ですよね。そういう実態の中で何だろうと思って聞いていました。

お嫁さんは子育ての時期だから、学校に行ったり保育所の送り迎え、習い事の送り迎えしたりし
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て、それが農業活動に入っていると聞いてはっと思いました。 そこまで拾いとるという考えは

ありませんでした 。 

 

 [会 長] 

今のご意見聞いて事務局から何かないでしょうか  

この事務局案が良くないとか、間違っているとかは全くないと思います。これはこれで大切なこ

とを書いている文章だと思います。事務局案では農業活動と言いますけれど、実際、農業に従事

している、例えば家事とかもそうですが、逆にもう少し農業から羽ばたいたりとか、自分はもっ

と英語が勉強したいのでアメリカに留学したりとか、そういったいろんな女性一人ひとりが、農

業をしている家庭に育ったとか生まれたけど、全然違うことをしてみたいというような時に、そ

ういった女性たちの意欲や能力も発揮して、主体的に活躍できるようにということは、ここに入

らずに、裏面のⅢ－３「就労における男女平等の促進」、Ⅲ－４「就業機会の促進」でフォロー

していこうということですね。 

それでよろしければこの事務局案の原案のままでいいのかなと思います。 

家事労働をさせられているのではなく、自分たちがそういう生活スタイルを選んだ、又は選べる

ように従事できるといったところが、主体的にというところになっていると思います。 

実際、何でも自由にできるかと言うと、そうではありません。「明日の講義は主体的に休講にし

ます」と言ったら、とんでもない先生と怒られるのでそんなことできないとわかっています。 基

本的には強いられてそうなっているものではない。ということはここにちゃんと書かれている。

その対象が今回は農業というところに言い方は適切でないかもしれませんが、絞り込まれてこの

表記となっています。 

 

 [委 員] 

農業活動における女性へこういう支援もありますし、一人ひとりの意欲や能力を発揮し住みよい

暮らしを支援します、という言い回しがいいのかなと思いました。 

 

 

[会 長] 

結構大事なことを言われたのかなと感じました。誰もが幸せに笑顔で暮らせるような、というこ

とですよね。 

 

[事務局] 

今回の提示は農業をされる方について記載していて、農業に絞った理由は、基本方向の政策方針

決定過程への女性の参画促進にぶら下がることから絞った経過があります。ここも含めてご議論

いただけたらと思います。 
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 [会 長] 

農業活動とか第 1次産業については、政策・方針決定過程に入れていない自治体もあります。例

えば、就労における男女平等の促進などに位置づけているケースもありますが、帯広市としては、

政策方針決定過程への女性の参画促進に位置づけています。今の事務局の話しだと、農業活動に

おける女性の参画支援については農業経営、農業と言われているものにあくまでも絞り込んでの

書き方にしたというところです。実際に携わっている方のご意見とか尊重しなければいけないか

なと私は思っています。 

 

[委 員] 

事務局の原案とおりということで。   

 

[副会長] 

10 年前と比べて、本当に違うということが話しを聞いてよく分かりました。10年前は農家のお

母さんや娘さんも畑に出て、時間があれば昼食の用意、夕食の用意、お掃除もと強いられている

と思い込んでいたので、パートナーとしての平等性を発揮できるのであれば、女性が家事をして

という、労働界の男性と同じような感じを受けていたという感覚があるので、農業に特化してと

いう言い方をずっとしていました。 

 

[委 員] 

同じじゃないでしょうね。 

農家さんはもっと特化していると思い込んでいる部分が多々ありました。子育てしていても抱っ

こしながら畑作業にでているのかなとか。 

 

[会 長] 

時間も８時半近くなっていますので、そろそろまとめていかなければなりません。プランという

のは、うまく進んでいるところに合わせて計画を作ると、あまりうまくいかないことの方が多い

ような気がします。 

国の計画にある第１次産業における女性の状況は、十勝ではすごく違うのではないかと、今のお

話しを聞いて思いました。ただ、それが帯広市全体で本当にそうかという話になってくると、全

部とは言い切れない部分もあるのではないかと思います。 

今回、Ⅲ－１－（３）「農業活動における女性の参画支援」については、こういう形でいかせて

いただくとしても、例えば、政策・方針決定過程への女性の参画促進では、帯広市の審議会にお

いて、女性の委員が決定的に少ない委員会があります。10年前から言われているのは、防災と

農業委員会です。副会長から発言のあった、一緒に仕事から帰るとお父さんがビール１本開けて、

飲みながらファイターズ戦を見ている間、お母さんは、おつまみ作ったりお夕飯作ったり、買い

物や翌日の子供の弁当を作るとか、というような風景があるのではないかと心配していました。
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私もそういう点では今回のプランは若干自分の中で踏み込んでいる感じがしますが。 

委員の皆さんがこれで良いということであれば、事務局の原案どおり表記させていただこうと思

います。 

２次プランの策定に関わった委員は、この部分について心配が絶えないのですが、事務局案でこ

のまま進めさせていただくということでよろしいでしょうか。間違ったことは書かれてないと思

いますので、ここは事務局の方針と表記内容に従って計画を組ませていただくということでご承

認を得たという形にしたいと思います。 

 

次にⅢ－２－（３）「家庭生への男女共同参画の促進」ですが、これは男性における男女共同参

画をどのように表記するかということで、このようなたたき台の表記にしています。Ⅲ－３－（２）

「職場における男女平等の促進」では、男性中心の働き方を前提とする労働慣行の是正という言

葉が入っています。これは、国の計画にも男性中心型労働慣行を是正しましょうとありまして、

もともとは、男性の過労死が叫ばれていた時に、男性を救済するためにこういった労働環境を是

正しなければいけないというところから始まりましたけれど、今は、様々な理由付けがされてい

ると思います。 

 

続きまして、Ⅲ－５－（２）「防災分野における男女共同参画の推進」で、“災害時における性別

などによるプライバシーの配慮”となっておりますが、いい表現はありますでしょうか。 

災害時に、避難所の運営とか必要な支援物資について、性別による違いがあります。例えば、食

料や水より、哺乳瓶そのものが欲しいというお母さんもいますよね、こういったニーズや、自衛

隊がお風呂・シャワーを設置して、いきなりその場でお父さんが裸になって入り、いい湯だから

お前も入れよと言われても、さすがに女性はいきなり裸で入れるわけがない、そういったところ

を取り入れで行きましょうということを書いています。 

このままでいけるならいいのですが、ここはもう一回、表現の仕方だけ事務局に再考いただくと

いうことでよろしいですか。 

  

 

[委 員] 

表現の平仄の問題だと思いますが、防災体制の整備について、防災体制とするのか、支援体制と

するのかという問題があります。例えば、ここは、帯広市の地域防災計画で防災が予防応急復旧

確立するという表現になっていますので、それと被災復興という２次プランの表現 のニュアン

スがどこまで同じで違うのかというのがあります。 

例えば、防災会議と地域防災計画と表現の平仄を合わせる方がいいのかと思った次第です。 
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[会 長] 

今の委員の意見を是非取り入れていただけたらと思います。 

事務局案は、「災害時における」のあとの句読点があまり良くないと思うので、趣旨を損なわな

いような形で別の表記があれば事務局の方で検討していただいて、後で委員の皆さんにこうなり

ましたとお知らせください。  

確認ですがⅣ－２－（２）障害者という表記については、この漢字３文字でこのままプランに明

記するという形ですね。 

 

[副会長] 

Ⅳ－２－（１）「介護の支援体制の充実」の概要で、“介護負担が女性に集中することなく”と、 

ここに女性という言葉が出てきますが、今後も女性に集中するのか、偏らないように支援するの

かが、ちょっと気になるところでした。 

 

[会 長] 

最近は、男性が介護のために仕事を辞めるケースがあることを考えると、片方の性に集中するこ

とがないように、女性だけじゃなく男性にも集中しないように、社会全体で支えるよう支援とし

たほうがいいでしょうか。表現の仕方ですけど、ここは事務局の方でご検討いただくということ

で、何か良い案がありましたらお示しいただきたいと思います。  

 

[会 長] 

それでは、議事次第の協議についてこれで終了したいと思います。 

長時間にわたりご協力どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


