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令和元年度 第３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 10月 15日（火）午後６時 30分～午後８時 30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、遠藤委員、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、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 

    ・原案策定 検討 

３ 閉 会 

 

■事前送付資料 

１.第３次おびひろ男女共同参画プラン（原案策定 検討資料） 

２.第３次おびひろ男女共同参画プラン体系 変更点 

  

■当日配布資料 

 １.第３次おびひろ男女共同参画プラン（原案策定検討資料）の概要 

 

■議事 

[事務局] 

ただ今より、令和元年度第３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 11名の委員が出席し、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、会長にお願いいたします。 

 

[会 長] 

本日の協議事項は、おびひろ男女共同参画プラン原案策定検討となっております。本日は皆さん

に先に、事務局から送付された変更点を含めまして、懇話会としての原案を固めていきたいと思

います。では最初に事務局より、前回６月の懇話会後の意見等、事前に配布頂きました第３次お

びひろ男女共同参画プラン体系変更点についてご説明をお願いします。 
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（事務局説明） 

 

[会 長] 

皆さんとこうやって議論するのは今日が最後ですので、もしまとまらなかったら、事務局に引き

取っていただいて調整をしたいと思います。今、変更点について説明がありました。委員の皆さ

んの中で、ご意見や感じ方、それ以外のところでも色々と思う所があると思いますので、どんど

んご意見をいっていただければと思います。 

では私の方から、皆さんの考えがまとまるまで、お話しをしたいと思います。先程話しのありま

した、基本目標数を４から３に変更というところでございますけれど、変更した理由として取り

組み内容に重複した部分があるため、分割して統合し、プランを進めていく方向性を明確にしよ

うと考えたところですという説明がありました。基本目標Ⅳ「多様な生き方を実現する環境づく

り」基本方向１「生涯にわたる健康づくりの推進」基本施策⑴「生涯に通じた健康支援の推進」

が、基本目標１―３―（１）「お互いの性の尊重についての認識の浸透」の中に入ります。合わ

せて、４―１―（２）「妊娠・出産等に関する健康支援」も「互いの性の尊重についての認識の

浸透」に入るという事になっています。２点ほど質問ですが、基本目標Ⅳについては、男女共同

参画に関するものだけれど、直接というよりは間接的なものだという話しですが、基本目標Ⅳ－

１－（１）、（２）については、間接的なものというよりは、直接的なものだけれども、修正後の

Ⅰ－３－（１）に含めたと考えるべきなのか説明して頂いてよろしいでしょうか。 

変更内容のところに、変更後のところにⅠ－３－（１）に、Ⅳ－１－（１）と（２）が含まれた

経緯や理由、根拠などご説明頂きたいのですが。 

 

[事務局] 

Ⅳ-１「生涯にわたる健康づくりの推進」というところですが、健康づくりであるとか、介護保

険制度を整備しましょうということは、もちろん男女共同参画社会の推進に大切なことでありま

すが、その成り立ちとしては、男女共同参画社会を進めるために作られた制度ではなく、みんな

の健康、みんなの介護保険を整えていきましょうという制度の作りで、少し男女共同参画プラン

に載せるには、わかりづらさが残るのかという考えから見直したところです。 

 

[会 長] 

今質問したのは、Ⅳ－２－（１）、（２）「介護の支援体制の充実」、「高齢者や障害者に対する社

会参画・自立支援」は、変更後のⅢ－２－（２）のところに「育児・介護等支援体制の充実」と

いうのがあるので、文言の重複もあるので、ここに入るのはわかります。そうしたらイメージと

しては、修正前の基本目標Ⅳ「多様な生き方を実現する環境づくり」に入っている基本施策４つ

は、右側の変更後のプランの中に含まれていると理解していいでしょうか。 
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[事務局] 

はい。まずは、修正前のⅣ－２-（２）で「介護支援体制の充実」については、具体的な取り組

み内容も、介護家族の負担軽減というような内容も含まれています。そういう部分については、

修正後のⅢ－２－（２）の「育児・介護等支援体制の充実」に含み、あとは、修正前のⅣ－２－

（２）「高齢者や障害者に対する社会参画・自立支援」は、高齢者の生きがいづくりについては、

修正後のⅢ-５—（１）「地域社会等での男女共同参画の促進」に、あとは、高齢者、障害者の方

の働く機会の確保については、修正後のⅢ－４－（１）「就業支援体制の充実」に含んでいます。 

 

[会 長] 

左側、市民懇話会開催時に書かれていた４つ、Ⅳの「多様な生き方を実現する環境づくり」の４

つの基本施策の精神や方向性、取り組みについては変更後のプランの中から無くなったという理

解はしなくていいわけですね、そういう受け止めでよろしいかどうかという事だけを聞いておこ

うかなと思います。 

基本目標の４つの枠組は市民懇話会の審議でいったん決まった内容ですので、そこからの修正で

すから、個々は丁寧にやりたいなと思っているところです。考え方としては、「多様な生き方を

実現する環境づくり」の基本施策の４点については、今日示された変更後のプラン体系の中に入

っているという理解でいいのかということだけ聞きたいのですが、いかがでしょうか。 

 

[事務局] 

基本目標が４つから３つになっておりますが、考え方としては２次プランの取り組みを無くすわ

けではなく、取り組み内容の整理で右側のところに含めているということです。見せ方が変わっ

ているということです。 

 

[委 員] 

Ⅱ-２の「セクハラなど女性に対するあらゆる暴力の根絶」で前回、女性も男性も両方セクハラ

があるよねということで、セクハラに変えたと思いますが、まだ女性が入っているので、前回ど

うだったのか、改めて聞きたい。 

 

[事務局] 

男性に対する暴力もあるけれども、現実問題としては、女性への暴力の方が圧倒的に多いので、

こちらについては、「女性に対するあらゆる暴力」ということで取り組みを進めていきたいと整

理しました。 

 

[会 長] 

女性に対するあらゆる暴力の根絶で、２点質問があります。まず１点目にセクハラなどというこ

とで、容易にイメージしやすいように追加文言となっています。セクハラなどというような言葉
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を、女性に対するあらゆる暴力の根絶の前につけることで、事務局の狙っているイメージしやす

い変更になっているかどうかということについて、皆さんのご意見をお聞きしたい。２点目、事

務局に質問ですが、行政文書でセクハラって略して大丈夫なのかということです。 

１点目は委員の皆さんに対しての問いかけで、２点目は事務局に対する質問です。セクハラとい

う言葉は、大丈夫ですか。 

 

[事務局] 

セクシュアル・ハラスメントとちょっと長い文言になるので、セクハラということで、略しまし

たが、どこかで、セクハラはセクシュアル・ハラスメントと言い換えると注釈をつける形にした

いと思います。 

 

[会 長] 

私から皆さんに問いかけたセクハラなどという言葉が、女性に対するあらゆる暴力の根絶のより

具体的なイメージに寄与しているかということについて、皆さんのお考えをお聞かせいただけた

らと思います。 

 

[委 員] 

本編には、セクシュアル・ハラスメントという用語が沢山出てきていますね。概要だから略した

たのかと思いましたが、この言葉を気にする人がいますよね、もし記載するスペースがあるなら、

中にもセクシュアル・ハラスメントの説明もあるが、ここもセクシュアル・ハラスメントと書い

た方がいいとかなという気がしました。 

 

 [委 員] 

第３次プランで項目をどう立てるかということで色々議論があったところで基本目標が４つと

いう形にしたのかなと、これまでの成果はこの３つにされるのかという想いを抱かざるを得ない

というところではあります。各課の調整のうえでこうならざるを得なかったという事であればそ

れはそうかなと思いながらも、市民懇話会の位置付け、これまでの議論の価値というものがどう

考えられているのかということです。Ⅳ－１－（１）、（２）は変更後ではⅠ－３－（１）に含ま

れるという話しをされておりましたが、もともと環境づくりであったかと思います。他方で、変

更後では意識の改革に組み込まれているわけで、環境づくりがすべて意識の改革で包括されてで

きるのかというのがそれはどうかと、もちろん具体的な中身を言えば、環境づくりという話しに

なってくるんですけれど、立て付けとして、環境づくりと意識改革がイコールかというようなと

ころが思う所です。 

高齢者が安心してという所で、介護の支援体制の充実が高齢者が安心して暮らせる環境づくりと

いうはずだったのが、これがⅢ－２－（２）に回されるという話しで、これは男女がともに働く

ための環境整備というところで、もともとは介護を受ける側、高齢者等という話しだったのが、
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Ⅲ－２－（２）になることによって介護をする側の話しにすり替わっているような感じがすると

ころです。ぎりぎりⅣ－４－（２）の社会参画・自立支援というところが地域社会への男女共同

参画の促進というところに含まれるということは納得しうるところでありますけれど、会長の質

問に対し、内容変わっているのではなく、含まれているというが、そぎ落とされたり、微妙にニ

ュアンスが変えられたという感じを抱かざるを得ないという所ですが、そのあたりについて、お

聞かせいただければと思います。 

 

[会 長] 

この点は丁寧に説明した方がいいと思うので、事務局の方から委員からお話しのあった点を含め

てもうちょっと詳しく聞いてもいいのかなと思います。例えば、Ⅳ－２－（１）、（２）で、ここ

は２次プランの時に、どういう想いというか考えがあったか、我々は良く解ります。それが何ら

かの形で残ってくれているのであればいいのかなと思って、質問していたんですが、やはり同じ

ように感じる委員がもしいらっしゃるのであれば、変更した経緯であるとか、そういったものを

もう少し教えて頂ければいいかなと思うんですけれど。 

 

[事務局] 

実際に、10年前に２次プランができた時には、介護保険制度を安定運営していきましょうとか、

介護サービスの提供をしていきましょうといった内容が含まれていました。10 年たちまして、

こちらに関しては、もうしっかりと制度として出来上がって来ている、その中でこれまでも女性

に介護負担が増えてきているというような内容の部分については、まだまだやっていかなくては

いけない、第３次プランにもきちんと載せていかなければという必要があるというところで、そ

の内容の類似している部分のところに入れたというところですが、男女が共に活躍できる環境づ

くり、女性活躍推進計画に位置付けてはいますけれども、この中にも地域社会の男女共同参画社

会の促進という項目を立てておりまして、一緒に入れられるものについて、統合しているという

状況です。 

 

 [副会長] 

育児・介護休暇が整備されているから、統合するとなると、介護をうける側と介護をする側の立

場がイコールになっているかどうかというのが、もう少し問題視したほうがいいのかなと思いま

す。 

 

[委 員] 

正直なところ、他のプランなり計画なりに盛り込まれているので、男女共同参画に直結しない部

分についてはそぎ落としましたと、他の所に回すことは回すけれど、そぎ落としましたと言って

くれる方が、この変更点について理解しやすいというのが正直なところです。 
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[事務局] 

これまでやってきている内容の、男女プランにより近いところについて、統合という事になりま

す。介護家族の関係部分であるとか、高齢者の生きがいづくり、生きがいの確保であるとか、そ

ういうものについて、男女プランにより近いところに統合して、進めていくという事です。 

 

[会 長] 

総合計画や、その他の色々な計画が市ではあると思いますが、そこの中で実はこういう取り組み

があるから、男女共同参画のプランと重複しているので、今回はこのようになったという、観点

はありますか。つまり帯広市のさまざまな計画や施策が色々とあると思いますが、この中に修正

前の基本目標Ⅳの基本施策が４つありますけれども、その４本が実はこういう所にあるんですよ

とか、男女共同参画の施策は結構重複しているものが結構あると思うので、それが今統合したと

いう基本施策については、どこかの計画に見つけられるのかどうかという事を、お聞きしたいの

ですが。具体的にすぐに出なくても、どこかにありますという事で結構ですが。 

 

[事務局] 

今年度、帯広市の総合計画を策定している段階でありまして、それの分野計画が２０本程度新た

に作られているところです。その分野計画策定に係る統一した考え方として取り組みがなるべく

重複しないようにという判断があるという事です。 

 

[事務局] 

補足させていただきますと、帯広市が総合計画を 10年毎に策定している中で、男女プランのよ

うに分野計画と言われる個別の部分をフォローしていく計画をもってまちづくりを進めていま

す。今回今までと違う大きな部分としては、来年度から始まる 10年間の総合計画と合わせて分

野計画と呼ばれるこういった個別の計画も、ほぼ来年度から始まるという形で、総合計画と分野

計画を一緒に始めるという所が今までと違います。今回帯広市として、基本的に分野計画も総合

計画と一緒にやっていこうということです。その際に各分野計画を持って取り組んでいるものに

ついては、できるだけそれぞれの主となる計画において位置付けをしていくという事で、他の計

画で位置付けられているものをここで書くというものについては、できるだけ重複の無いように

していこうという内部的な話しで進んでいる部分があります。先程、委員からご指摘いただいた

ような視点で、今、整理をしているのが実情になります。その中で、旧来、これまで４つで示し

てきた４つ目の部分については、基本的に個別計画が他にあるものですから、そちらの方での整

理としたうえで、実際の施策としては、男女共同参画の観点からも必要なものであるというのは

変わりありませんので、この３つの中でも引き続き見ていくと。そういう意味でも分かりにくさ、

見えにくさが出てきてしまっていますが、全体的な整理の中でも方向性としてはそういった、考

えで整理しています。 
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[会 長] 

今の事務局の説明だと、他の計画で重複している部分については、整理しているという話になっ

ていますので、変更後の方の変更内容のところに、市民懇話会開催時にある、Ⅳ「多様な生き方

を実現できる環境づくり」の基本施策４項目については、ご提案いただいているプランの中には、

あまり入っていないという考え方になってくると思います。他の計画とか総計、分野計画の中で、

重複しているのを整理したという話しになるので、最初の説明と違い整合性がない感じがありま

す。だからといって、全く重複しているところを削っているわけではないと思います。基本目標

Ⅰ〜Ⅲまでの間にも、他の計画と重複している部分もいっぱいあるので、全部の分野計画を整理

して重複なしにしたという事ではないと思うので、そのあたりの整理を丁寧にやっていただいた

方がいのかという感じを印象としては持っています。総合計画と分野計画のバランスについての

説明は良く理解できました。基本目標が４つから３つに減りましたという事ですね。４つ目にあ

る基本施策については、最初の説明では、変更後の体系の中に組み込まれているという説明でし

たけれども、委員から指摘があって、他の計画に含まれている分が、ここから落ちているのでは

ないか、削れられているのではないかという指摘でした。 

皆さんからご意見を伺いたいんですけれども、我々で審議して一回決まったところを修正してい

るので、市民懇話会としては何も意見を述べずにいることはできないと思います。私も会長とし

てここは意見を述べなければいけないと思います。最終的には帯広市の市民の皆さんがハッピー

になるような計画を立てなければなりませんので、どういうような落しどころにいくのは、事務

局と私たちで考えていかなければいかないと思う。 

変更点について、基本目標Ⅰのところから順番に見ていきたいと思います。「人権の尊重と男女

共同参画の実現に向けた意識の改革」となっていますが、今回の事務局からの修正として、「お

互いを尊重する男女共同参画の実現に向けた意識の改革」と変更されています。人権の尊重を、

お互いを尊重する男女共同参画という形に基本目標を修正されています。 

 

[委 員] 

私が読んだところ、この方が分かり易く、誰が見ても理解しやすい言葉に替わったという感じを

第一印象で受けました。あまり難しい言葉を使うよりも、全体的なものとして、なかなか考えら

れていて、どちらかというと、ソフトな言葉になっていて、一般の人に分かり易い言葉に替わっ

たかなと思っています。 

 

[委 員] 

会長が話しをするときに「お互いを」と言っていたんですが、「互い」よりも「お互い」という

方がいいと思う。「お互いを尊重する」にすると雰囲気が変わってくるのかと思いました。ずっ

と人権の尊重と、文言を変えずに第１次、第２次とやってきた中で人権の尊重の方が、目標とし

て掲げるにはありそうだと思うんですけれど、変更後の方で「互い」にとなっているので、分か

り易い方にしたほうがいいかなと受け取れました。個人的には、「互い」という事よりも、「お互
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い」が聞きなれた言葉なのかと思いました。 

 

[委 員] 

「互いを尊重する男女共同参画の実現に向けた」という変更そのものに異論があるわけではござ

いません。ただ旧来は、人権の尊重と男女共同参画で、Aと Bという話しだったが、互いを尊重

する男女共同参画では、男女共同参画を説明しているだけであって、文言だけからいうと人権の

尊重という A、B のうち、A が落ちている表記の問題だけかと思います。男女共同参画が基本的

人権の部分だという所が中の文章を見れば喚起できる。人権の視点そのものが抜け落ちることが

ないようにお願いしたいと思います。最終的には個人の尊厳に行きつけば問題ないんですけれど

も。そんな感想をいだいていました。 

 

[会 長] 

第３次おびひろ男女共同参画プラン原案策定検討資料の 11頁のところに、基本方向２の男女共

同参画の意識改革の現状と課題に、固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見解消、人権尊

重、男女平等観の形成などについてとあるので、こういった形で人権尊重というのをいろいろと、

どこかに散見できるような形でいけばいいかと私も思ってはいました。 

 

[委 員] 

人権の尊重は小学校でも社会科で勉強するので、互いを尊重するが優しいかなと思うが、人権の

尊重でも構わないかと思うところもあります。あと気になっていたのが、セクハラですけれど、

Ⅱ－１で DVの直接的な暴力のことをうたっているので、Ⅱ－２の方では精神的な暴力を上げて

いるのかと思うんですけれど、セクハラを付けることで、直接的な暴力の方が強い感じがするの

で、優しい言い方になってしまっている印象を受けた。 

 

[会 長] 

変更点の確認をしていきたいと思います。 

Ⅰ－２の「男女共同の啓発」を「男女共同参画への意識の改革」と変わっているんですが、ここ

についていかがでしょうか。それから、先程言った、Ⅱ－２で「セクハラなど女性に対するあら

ゆる暴力の根絶」ですけれども、先程ここにスペースがあるならば、セクシュアル・ハラスメン

トと表記した方がいいのではないかという意見もありましたし、かえってセクハラというイメー

ジに引っ張られてしまうのではないかという意見もありました。 

基本施策のⅠ－２－（１）ですが、もともと「メディアリテラシーの育成による広報啓発活動の

充実」という所を、「広報啓発活動の充実及びメディアリテラシーの向上」と表記を変えるとい

うことです。これは、理由としては伝わりやすい表現に変更しましたという事になっています。

いかがでしょうか。それから続けてですが、Ⅱ－1－（１）の「DV防止への意識の啓発」となっ

ていたところを、「DV防止への理解促進」という表記にかわっています。 
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[委 員] 

Ⅰ－２の啓発を意識の改革というのはわかるが、啓発と理解促進の何が違うのか、啓発が具体的

で理解促進が抽象的との言葉の位置付けが純粋にわからなく、どういうニュアンスの違いがある

のか、どの辺が具体的で、どの辺が具体的ではないのかというあたりが明白ではない。今まで啓

発という言葉はずっとあったと思いますが、ここにきて啓発は具体的だと急になったのはなぜだ

ろうかと、素朴な疑問です。 

 

[会 長] 

私からも質問させていただきたいんですが、Ⅰ-２、基本方向のところの「男女共同参画の啓発」

が「男女共同参画の意識の改革」と変わっている、これについて事務局から説明をお願いしたい

のと、委員から質問のあったⅡ－1－（１）「DV防止への意識の啓発」が「DV防止への理解促進」

に変わっています、これは啓発から理解促進に表記を変えた何か背景なり文脈なりがあれば教え

て頂きたいということ、この 2点事務局から説明いただけますでしょうか。そのあとのセクハラ

など暴力防止への理解促進というところも、啓発から理解促進に変わっています。もし行政とし

て理由があるならば、ご説明頂ければと思います。 

 

[事務局] 

これまで啓発という言葉を使ってきましたが、庁内で議論する中で基本目標、基本方向、基本施

策で、具体的な取り組み、啓発するという具体的な取り組みというのは、この後の主な取り組み

の方で使われる言葉であって、使い方を統一した方がいいのではないかという話しがありました。

変更後のⅡ－1－（１）、Ⅱ－２－（１）のところについては、両方の表現をそろえるため、理解

促進という表現にしました。 

 

[会 長] 

啓発は具体的だという事ですね。だから、この基本方向、基本施策に載せるべきではなく、中に

書かれている、より具体的な取り組みのところにそういう表現を使おうと。ちょっと質問ですが

理解促進とか意識の改革とか使って大丈夫ですか。意識の改革というのは強い感じがしているん

ですが。 

基本施策のⅢ－1－（３）の「農業活動における女性の参画支援」を「農業経営における女性の

参画支援」になっていますが、これはいかがでしょうか。 

 

[委 員] 

今の農業は、会社的経営で成り立ってきていると思っています。そう考えてみますと、この表現

の方がマッチしてくるんじゃないかなと思う。確かに農業経営となると、単なる個人経営がある

でしょうし、会社経営もあるでしょうし、いろいろ出てくると思うんです。農業活動となるとち

ょっと意味が違ってくるなと感じがしていたものですから、これは今のこれからの農業にマッチ
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した言葉に変わったなと私としては感じました。 

 

[会 長] 

委員から農業経営がいいんじゃないかという話しでした。 

Ⅲ－２-（３）「家庭生活への男女共同参画の促進」を、「家庭生活における男女共同参画の促進」

としています。どうですか。 

続けてⅢ－4－（２）「雇用機会の情報収集・提供」が、「女性の経済的自立の推進」に修正して

おりますけれども、これは大丈夫でしょうか。 

 

[委 員] 

情報を収集して、提供することによって女性の経済的自立が推進されるという事で具体的な表現

になったと思う。分かり易い表現になったと思います。 

 

[会 長] 

女性の経済的自立の推進や、農業経営はイメージしやすくなったと思います。 

互いを尊重するというところはどうですか、もし決まらなかったら私と副会長が事務局と検討を

進めたいと思います。 

 

[委 員] 

障害者に対しての人権とか、我々は持つように民生委員として強く言われました。現実には人権

のことについてあまり前面に出すと障害者とか、弱者に対してなかなか伝わりにくかった。だか

ら簡単な言葉で言うのは、民生委員としては、活動しやすいという感じがします。 

基本目標Ⅳ「多様な生き方」が分割されたが、高齢者の立場から言えば、介護事業の中で帯広市

は確立されたものがあるので、意外とすんなりと男女共同参画プランの中でまとめてもらったと

思います。そぎ落としたという意見もあったが、男女共同参画の中では、簡単な介護問題で済ま

してもいいかなと思います。 

 

[副会長] 

もとの基本計画のⅢ－２－（３）「家庭生活への男女共同参画の推進」が「おける」になったの

は、前のプランで「家庭生活への影響を配慮して」というカッコ書きがあるような文言になって

いるのかなと。新しいプランで、「おける」になると家庭生活が主軸になった中身になっている

ので、家庭からの男尊女卑だった時代から考えていくと、「おける」の方がいいのかという想い

があります。 
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[委 員] 

私は人権を尊重する方がいいと思う。互いを尊重するだと軽くなった感じがする。あなたが私を、

私があなたを尊重すればいいのかと。人権となると憲法で定められた人権になるけど、検討資料

の中身も人権について認識を浸透とあるので、なくなったわけではなく、書き方だけだが、人権

の方に重さがあるなと感じがします。 

 

[委 員] 

自分も委員と同じで、互いを尊重するだと２人の関係性が強いのかと、人権を尊重するのなら、

いろんな人に対して尊重できるようなイメージがあって、互いにだと２人の関係だとか、２人対

多数の感じなのかなというところで、色んな人の人権は重く受け止めた方がいいのかと思えば人

権の方がいいかなと思う。 

 

[委 員] 

互いを尊重する方が簡単で、イメージ的にはすっと入ってくることもあるし、互いとなると自分

と相手で相手が大勢いる感じで、人権だと個人個人。互いの方が大勢いるというイメージがあり

ます。 

 

[委 員］ 

これは男女共同参画プランなので、男女ということで互いを尊重するのがいいのではないかと思

います。 

人権となってしまうと、総合計画がどのようなものかわからないが、そちらの方に含まれるのか

と思う。 

２次プランを策定した方は基本目標Ⅳに思い入れがあるようなんですけれど、実は私はⅣは当初

から違和感があって、男女共同参画プランになぜこれが入っているのかと思っていました。今回

これで、男女共同参画プランがこの３項目になって割とすんなり受け入れられます。 

 

[委 員］ 

私も委員と同じように感じていました。私は子どものフッ素反対ですけれど、何でここにフッ素

の推進までが載っているんだと思って見ていました。介護については、今は地域で結構進んでき

ていますよね、だからそれは介護の方にお任せしていいのではないかと思います。 

 

[会 長］ 

Ⅳ－１－（２）妊娠出産等に関する健康支援というところは、１次プランの時には母子健康とい

うような表現を使っていた気がします。これはもちろん互いの性の尊重についての認識の浸透で、

リプロダクティブヘルス/ライツがでてきていますので、含まれるのかもしれませんが、Ⅳ－１

－（２）はより具体的な認識の浸透ではなくて施策として取り組んで欲しいというのが書かれて
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いたというところです。Ⅳ－２－（１）の介護の支援態勢の充実では、介護する側もされる側も、

それぞれ男女共同参画の観点を取り入れなければならないということがあって、それぞれ基本目

標からの取り組みとして入っていたという経緯があります。ただそれが帯広市の取り組みとして

どこかがやっているということがあればいいわけです。２つ観点があって、１つは必ずどこか帯

広市のプランに入っていれば、そうかという事になると思います。第３次プランの中に含まれて

いるのか、別の計画の中に入っているのか、まったくなくなったのか、という所は確認しておき

たかったんです。 

もし、体系から落ちるのであれば、どこに含めるのか事務局から説明頂いて、明確にしていただ

けると安心できると思う。計画のための計画を作っているのではないので、こだわらなくてもい

いと思います。それと会長の立場で言うと、一回懇話会で決まったことを庁内の会議で変わって

くるのはどうかと思が、そこは帯広市民のためですから、われわれのためのプランを立てるわけ

ではないので、個々は事務局案のままでいいかなと思います。 

最初の方に話が、ありましたけれども、セクハラなど女性に対するあらゆる暴力の根絶はどうで

すか、入れるならセクシュアル・ハラスメントだろうという意見もありましたし、入れない方が

いいという話しもありました。皆さんの受け止め方で結構ですけれど、事務局の説明では、イメ

ージしやすいようにということです。 

 

[委 員］ 

セクシュアル・ハラスメントだと文章の中に当てはまると思うが、若い世代から見ると、セクシ

ュアル・ハラスメントよりセクハラの方がイメージしやすいと思います。ほかの文面でセクハラ

と入っていると浮いた感じがします。 

 

[会 長］ 

客観的なことも必要だと思いますが、市民の皆さんが読んだ時の印象というのも大事だと思いま

すので、皆さんが感じたことをそのままお話しいただいて結構だと思います。まず事務局原案は、

セクハラなど女性に対するあらゆる根絶、それからこれをしっかり、セクシュアル・ハラスメン

トなど女性に対するあらゆる暴力の根絶として表記しましょうということ、もう一つは、セクハ

ラなどとあるいはセクシュアル・ハラスメントなどと書くと、イメージが限定する可能性がある

ので、最初のとおり女性に対するあらゆる暴力の根絶と書いた方がいいのではないかという意見

と３つ見せることができると思うんですけれども。 

 

[委 員］ 

セクシュアル・ハラスメントは略さないほうがいい。公的なプランだと思うので略語を使ってい

ると軽くなってしまう気がするので、略さないで書く方がふさわしいと思います。もう一つ意見

があるとすれば、セクシュアル・ハラスメントが長いといなら、ハラスメントでもいのかと。 
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[委 員］ 

もともと「女性に対するあらゆる暴力の根絶」としたまま「女性に対する」を無くして、「あら

ゆる暴力の根絶」とすると、わけがわからなくなる、あまりに漠然としすぎるということで、男

女共同参画で女性に対するという事になったのかと思います。 

イメージしやすい話しにするなら、女性に対するというところを抜いても、文脈としては通じる

かなと思ったりしたところです。男性に対するセクハラやＬＧＢＴ等を要因としたハラスメント

もあるんでしょうから、それをどう表現するかは、なかなか難しいんですが、言いたいのは、性

や性別を理由とするような暴力ということですが、それをプランで市民に分かり易く表現すると

いうと、簡潔にまとめるのが難しく思いつかないんですが、仮にセクハラなどと例示をするなら、

女性に対するというのがなくてもいいのかなと思ったところです。 

 

[副会長］ 

暴力防止への理解促進となると、暴力している側も理解するという事なのかなと、私は思ったこ

とがあります。そうなると、上のＤＶ防止への理解促進というものを、ＤＶしている人を理解し

てって、思ったりもして、やはり、言葉が理解しがたいというのがあります。 

啓発から意識の改革について、啓発の意味が気づかない点を示して、より高い認識や理解に導く

ことというのが書かれていて、そうなると、その言葉の意味のまま理解を導くなら、意識の改革

ではなく、意識の向上なのかという事も思います。 

 

[会 長］ 

たぶん最終的には、結論が出ないと思いますので、とりあえず、議事録にとっていただいて、そ

れで事務局の方で検討していただいて、後で出来上がったものをもう一度みんなで点検をしたい

と思っていますので、できるだけ皆さんのお考えや感じ方をご発言いただきたいと思っています。

副会長から意識の改革より向上がいいという話しがありましたけれども、他にも何かあればご意

見を伺いたいと思います。 

 

[委 員］ 

Ⅲ－１－（３）「農業経営における女性の参画支援」ですが、農業経営でなければ駄目なんです

か。会社経営ではだめですか。農業経営は支援されて、普通の会社経営は、こういう補助がなっ

ていない、何で農業だけが優遇されるんでしょうか。昔は苦労があったから、農業経営の支援が

必要だというのがあるのかなと思いますが、経営者は経営者だから同じだと思うんです。会社経

営も、農業経営も。その点であれば会社経営の夫が働いて、妻も働いているのに支援が受けられ

ないというのは、そういう区別があるのかと思いました。 
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[会 長］ 

第１次産業が国や北海道の計画にも書かれていて、そこでは第１次産業と自営業をまとめている

のがあったんですけれども、その第１次産業や自営業の分野での女性の参画支援というのは、満

点を取っているわけではないという事もあって、これを現在のプランの中から、削除する理由は

なかなか見つからないということで、この議論の中で残すような流れになったものです。 

 

[副会長] 

もともと農家の農業に関わる女性の立場の話しからきていたもので、確かに 10年前から比べる

と女性の立場が仕事でも認められています。でも 100点ではないので、まだやはり今後もここは、

支えていくという意味も含めていると思います。 

 

[委 員］ 

「への」と「における」について、平仄の問題ですが、Ⅰ－１－（２）「男女共同参画への意識

の改革」、Ⅲ－５「地域社会への男女共同参画の促進」Ⅲ－５－（１）「地域社会等への男女共同

参画の促進」が事務局で検討して頂きたいと思っています。まだ完全に表記の統一がなされてい

ないと思った次第です。 

互いを尊重、人権の尊重という話しに関して、法律家的なところからですが、互いを尊重すると

いうのは、相手を尊重するほかに、自分自身を尊重する観点が必要ではないかと思います。互い

を尊重するというのは、市民対市民の話しです。一方で法律では人権は、行政に対する権利で行

政の義務なわけです。だからといって人権の尊重という文言を入れてほしいと思っているわけで

はないんですが、義務としての人権の尊重は互いの尊重という市民レベルの話しに下がるもので

はないということを、表記の問題というよりは、プランの基本的な策定の趣旨などに於いてより

強く人権性があるなと市は義務を負うということをうたっていただきたいなと思います。 

 

[会 長］ 

次に第３次おびひろ男女共同参画プラン原案策定検討資料と、第３次おびひろ男女共同参画プラ

ン原案策定検討資料概要について、事務局から説明願います。 

 

（事務局説明） 

 

[会 長］ 

ただ今説明がありましたが、資料についての質問があればお受けします。 

無ければ全体を通して何かございますか。 
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[委 員］ 

原案策定検討資料 8頁目の「方針決定の場への」となっているが、概要版では「方針決定への」

となっている、単に場への参画では駄目だと思うので、決定そのものへ参画しなければ駄目だと

思うので、「の場」は不適切ではないかなと思います。 

 

[事務局］ 

意見のとおりですので、訂正します。 

 

[委 員］ 

セクシュアル・ハラスメントとセクハラの記載がバラバラなので、どこかで、セクシュアル・ハ

ラスメントと書いて、以後セクハラと称するとやったほうが分かり易いのではないかと思いまし

た。 

 

[会 長］ 

今ここで話しをしておいた方がいいという事はありますか、皆さん。 

ではそろそろ時間もなくなってきていますので、一旦協議事項を終了させていただきたいと思い

ます。皆さん、ご協力ありがとうございました。 

最後に事務局から今後の進め方について説明をお願いします。 

 

[事務局］ 

今後についてですが、今回の懇話会での議論を踏まえ、検討資料に修正を加え原案としてまとめ

ていきたいと考えています。その後、庁内推進委員会と議会での審議を経たのち、１２月にはパ

ブリックコメントを実施し原案に対する市民からの意見を受けたいと考えております。皆さんが

集まるのは今回が最後なりますが、パブリックコメントにより、原案に大きな変更があった時に

は、懇話会を書面開催したいと思っております。そして２月に第３次おびひろ男女共同参画プラ

ンを決定する予定でいます。事務局は以上です。 

 

[会 長］ 

それでは、以上を持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。長時間のご協

力どうもありがとうございました。 

 


