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平成１９年度 第２回北広島市男女平等参画懇話会 会議概要 

日  時 平成１９年６月２９日（金）午後２時～午後３時５０分 

場  所 中央会館１階集会室 

委 員 

（１１名） 

麻生委員（行政相談委員）遠藤（隆）委員（人権擁護委員）遠藤（智）

委員（北広島市消費者協会）蕪木委員（北広島商工会）菅野委員（市民

公募委員）北委員（人権擁護委員）引地委員（北広島市社会教育団体ﾋ

ｯﾎﾟﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ北広島）藤本委員（市民公募委員）松永委員（北広島市

母子寡婦ニレの会）柄澤委員（男女平等参画推進会議委員） 

 

※欠席者：八町委員（男女平等参画推進会議委員） 

アドバイザー 安田 睦子 氏 （㈲インタラクション研究所代表） 

事務局 

市民部三熊部長（途中退席）市民生活課武田課長 同課土山男女平等参

画担当主査 同課村上主任 同課宮川主事 

出

席

者 

傍聴者 なし 

会議次第 

１ 開会 

２ 報告事項 

（１）第１回懇話会会議録の確認 

（２）きたひろしま男女平等参画プランを取り巻く環境について 

（３）きたひろしま男女平等参画プラン推進状況評価について 

      第１次評価 

３ その他 

４ 閉会 

配布資料 

・第２回懇話会会議次第資料（推進体制の修正、推進状況評価ほか） 

・第１回懇話会会議概要（会議録） 

・男女平等参画プラン推進状況評価シート（Ｈ１４～Ｈ１７） 

・男女共同参画白書（Ｈ１９版） 

・男女共同参画週間展示パネル（縮小版） 

・新聞記事（懇話会等の取材記事） 

・北広島市広報７月１日号 
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■ 会議の概要  

 

１．開会 

 ・事務局から八町委員の欠席について報告と配布資料の確認を行った。 

・会長が議長を務める。 

（会長） 

皆さん、どうもお忙しい中ご苦労様です。第２回の懇話会ということで具体的内容に入

ってまいりますが、リラックスをしながら皆様と活発な意見交換を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。 

なお今日の懇話会につきましては、大体１６時頃終了を目途で進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。 

 

２．報告事項 

（１）第１回懇話会会議録の確認 

・事務局より会議録概略について確認し承認を受ける。 

 

（２）きたひろしま男女平等参画プランを取り巻く環境について 

・事務局から資料１Ｐの北広島市男女平等参画推進体制の表の修正、２Ｐの「プランを

取り巻く環境」について資料に基づき説明を行う。 

 

（会長） 

 進め方ですが、ひとつひとつ意見交換ではなく、今日はこれからプランの状況説明等が

ありますから、それを聞いてから、配布された資料をきちんと読んできていただいて、意

見交換にした方が分かりやすいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。続けて説

明していただいてもよろしいですか。 

 

・委員一同同意、質疑を省略して次の議題へ進む 

 

（３）きたひろしま男女平等参画プラン推進状況評価について 

      第１次評価 

 

・事務局よりプランの施策体系と仕組み、評価方法、主要取り組みの担当課で行った第１

次評価結果について資料に基づき説明を行った後、委員から以下のような質疑があった。 

 

（Ａ委員） 

 この１０ページのところに「相談しやすいように、女性相談員の配置」とありますが、

この「女性相談員の配置」というのは、一般の人に分かるようになっていますか。 

といいますのも、今年の春先ですが、私は西の里に住んでいますが、違う地域の学校の

先生から初めてのお電話をいただいて、「母子世帯のお母さんが入院されるのですが、小学

校３年のお子さんが、ちょっと障がいがあり、その障がいというのは『多動性〇〇』とい

うような身体の障がいではないのですが、そういうお子さんを、もし土日に病院まで送り

迎えできるのだろうか」という相談でした。 

それで母子会の中にも、日中勤めていて金・土、ヘルパーの資格を持って働いている方

がいるので、その方に聞いてみたのですが、やはり「送迎の交通費や、万が一車を運転し

ていて、何かがあった時の補償問題だとかがあって、個人的に受け入れるのは難しい」と
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いうことで、その小学校の先生に、辞退の旨のお断りの電話を入れたのです。  

その後ずっと気にはなっていたのですが、その先生のお話では「小学校３年のお子さん

なので、天使之園さんに預かってもらうことは可能なんですが、天使之園さんではやっぱ

り土日の病院への送迎はできないということで、送迎をしてくれるところを探している」

ということで話が来たのですね。お断りする時に「母子支援員さんもいらっしゃるし、市

の方やシルバー人材センターの方に相談されたらいかがですか」で終わってしまいました。

学校の先生も、その方のお名前もおっしゃらなかったし、あえて詳しくはお聞きしなかっ

たので、それでずっと気にはなっているのです。 

ですから、いかに底辺の中で、本当に困った時に、実際にそういう風に電話を入れるに

しても、むやみやたらと分からないところに電話を入れてもどうしようもない。 

それで、ここ（第１次評価表）に「女性相談員の配置」ということになっていて３０名

ほどいらっしゃるという。では本当に困っている時に電話をかけられるような分かりやす

いシステムになっているのかどうかなんですけれど。 

（会長） 

子育て支援ですね。「そういう問題を受け付けるところがあるのかどうか」ということで

すね。 

（Ａ委員） 

ここの９９項目の中でも、子育て支援のところを見ると、乳幼児の方が多いですね。で

も現実は、もちろんお母さんが入院されたら乳幼児も大変ですけれども、その学童のお子

さん方も大変だと思いますね。 

（会長） 

２３番「地域子育て支援センター」での取り組みになるのかなと思うのですけれども。 

（事務局） 

 「地域子育て支援センター」は、乳幼児や子育て中の小さいお子さん達を持つ方が相談

しに行くことは可能です。保育園の中の支援センターということで、小さいお子さんにな

ります。今、Ａ委員さんがおっしゃっていた３０名というのは母子保健推進員さんで、乳

幼児や妊婦さんの訪問にボランティアで保健推進員さんが回っていらっしゃるということ

で、先ほどの困ってらっしゃる方は小学校３年生ということで該当にはなってこないと思

います。 

（Ａ委員） 

 そうですね。ならないのですね。でもそういう人も実際にいるとしたら・・・。 

現実に私も昭和５０年なのですけれども、主人がいきなり倒れました。たまたまゴール

デンウィークだったので、子どもは、何日かはお友達に預かってもらったのですけれども、

いよいよ長期戦になるということになって、主人の方の会社の関係で「どこかの施設に預

けようか」ということになりました。その時、小学校に上がっている子どもと幼稚園の子

どもと２人おりましたので、「できることなら同じ施設に離さないで入れて欲しい」という

ことで・・・。その時はまだ石狩町に住んでいたのですが、もしかしたら北広島の「ふく

じゅ園」に入っていたかもしれなかったのです。いよいよ明日子ども達を施設に預けると

いうその前の日に主人が亡くなって「主人が亡くなって悲しい」よりも「子どもと離れな

いで済んだ」という記憶があります。薄情と言えば薄情ですけれど、そういう思いがした

のです。それでたまたま北海道リハビリーに席が空いているということで、石狩町から広

島町に昭和５０年に来ました。 

それから自分も母子家庭で、それまで２年ぐらいは風邪もひいたこともなくて元気だっ

たのですけれども、たまたま肺炎で１ヶ月入院する時に、私の父が６０過ぎて同居してい

ましたので、その時には子どもは見てもらいました。子ども達は小学校４年・１年ぐらい
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でしたけれども、見てもらいました。私が１ヶ月入院している間、職場の管理部長や管理

人さんが子ども達を私に会わせに、１週間に１回くらいは病院に連れてきてくださいまし

た。そういうこともあって私は恵まれていたのですけれど、もし、私も主人も１人っ子同

士で、お願いする親族も同居する親もいなければ、そういう時の子ども達は完全に施設か

ら学校に通う形になるのでしょう。これからだんだん少子化でこのような問題が増えてき

ますし、こういう問題が一杯ある時にどこに駆け込んだらいいのかなと現実の問題として

思います。 

（会長） 

この表を見ますとね、２７番に「ファミリーサポートセンター事業」というのを今年度

から始めると挙げていますけれども、このファミリーサポートセンターの中で、そういう

取り組みをしていないのでしょうか。 

（事務局） 

 保護者の方の勤めている間や通院されている場合、されていなくても時間で預かる、と

いうことはできると思います。預かる人と預ける人が登録して時間単位で預かるというこ

とが、今回始まっているこの制度だと思います。 

それ以外にもふくじゅ園とか天使之園とおっしゃっていたと思いますが、１日、何日間

であれば、「ショートステイ事業」があります。それについては、北広島市は恵まれており

まして、２つの児童養護施設がありますので、そちらの方で、１日単位でお預かりすると

いう、最長２週間で事情があれば延長できるというものがありますので、もし必要なとき

は、期間や宿泊を考えて利用できるとは思います。 

あと、最初におっしゃっていた女性相談員さんのお話なのですが、７８番目に「女性の

総合相談体制の充実」がありますが、母子自立支援員と家庭児童相談員、市役所には２名

の相談員がおりまして、こちらの方は、家庭・母子の相談ということで、内容から女性の

相談員が配置されていて、２人が相談を受けるような形になっております。市民生活課の

方の人権擁護委員さんにつきましても、５名中３名が女性という形になります。あと、行

政相談委員さんの方も２名中１名が女性ということです。今回リーフレットを付けさせて

いただいていますが、行政相談委員さんの中で、うちの方では麻生会長が男女共同参画推

進担当委員の委嘱を受けていて、男女平等についての相談も対応している国の女性相談員

ということになります。 

（会長） 

 一般の市民の方が「どこに相談に行ったらいいのか」というのが分からないと思うんで

す。それを分かっていただけるように、きちんとした広報活動というのが必要になるので

はないかなという感じがします。役所に電話をして、パッと対応していただければ一番い

いのでしょうけども、なかなかそこまではいっていない。 

（Ａ委員） 

 それと、一般の方は「役所慣れ」をしてないのですよ。それでポッと気軽に役所に電話

を掛けると、ついつい大げさになっちゃうので、そこで、行く前にワンクッションおいて、

誰かに相談したいなと思います。 

確かに民生委員さん等は広報にも載ってきます。私達の地域でも民生委員さんがどなた

か分かっておりますし、民生委員さんとも懇意にしております。ただ実際問題として、本

当に民生委員さんが地域でそれだけ携わっているかどうか。そして実際に困った人が、本

当に民生委員さんに相談できるかなとも、それは人柄にもよるものと思いますけれど。 

そういうことも踏まえて、本当に行政ではなく、民間で、ちょっとこう、本当に困った

時に相談に乗ってもらえるところが、みんなに分かりやすく浸透できたらいいと思います。 

（事務局） 
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 その話ですが、今、社会福祉協議会の方で「どこに本当に行ったらいいのだろうか」と

いう枠組みの中で、社会福祉協議会が中心になり、いろいろな相談員が集まって、消費者

相談から始まって色んな相談の枠を１つにしよう、という形の会議を持っております。現

実的に確立されているのが千歳市でそういう形を持っているのですが「千歳市に近づけよ

う」と、行政も含めて検討しているところです。必要なことは、何かあればとりあえずそ

こに行けば、わかるような形になっていることだと思うのです。「そこはあっちだ、そこは

こっちだ」ではなくて、そこへ来たら、「こういうことならばこちらです」とか「それはこ

れに全部書いています」とかまず自動的に振り分けるというのですか、今は本当には入り

口が見えない、どこに行っていいか、わからないことが問題だと思いますし、こういうと

ころも行政としてやっていかなければならないと思っております。 

（Ｂ委員） 

 ハートコールというか、心配事相談というか、広報に載っていますが、ああいうところ

ではできないのでしょうか。 

（事務局） 

 できるとは思うのですが、結局時間的な問題もあると思います。 

（Ｂ委員） 

 毎日ではないのですか。 

（事務局） 

 そうです。 

（会長） 

 それは社協（社会福祉協議会の悩み事相談）でやっている相談ですね。 

（Ｃ委員） 

 大げさな相談ではなくて、例えば私は虹ヶ丘に住んでいますので、虹ヶ丘のそこで聞け

る人がほしいのだと思いますね。 

（会長） 

地域、地域の中ですね。 

（Ｃ委員） 

行政だとちょっと飛びすぎてしまうので、まず身近で、親戚もいなければ、昔だったら

隣の人にちょっとできることが今はできないもので、もう１つ地域の中でそういうものが

あれば安心じゃないかと思います。 

私は、こういうことに限らず、この中の色んな文言を含めても、もっともっと地元に密

着して、それの延長線上として１つの市の大枠になるような、下からの形を作らないと、

今、私が多分ここにいるのは上の方からなのですよね。まだ下の方では全然淘汰されてい

ないので、根っこから上げていかないとこういうことは繋がっていかないと思うのです。 

（会長） 

 今、社協で取り組んでいる全市の相談員の方の連絡網といいますか、そういうことも取

り組んでいっていただけるものと思いますし、それで市民の皆さんに相談しやすい環境を

作っていただきたいということですね。 

 そのほかに何かありますか。 

（事務局） 

 関連しまして、今年度「女性相談」、今まで女性だけの相談というものはやっていなかっ

たのですが、１０月１６日に初めて半日だけですが女性の法律相談を実施します。特設合

同相談がこの日にあるのですが、それに合わせて、女性の弁護士さんによる女性相談を合

わせて行う予定です。１０月１６日の火曜日午後から、人数制限がありますが、女性の弁

護士さんによる相談と、女性の相談員さんたちがいろいろな相談を受けるという形を取ら
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せていただくことになりました。もしそういう方が身近なところでいらっしゃったら、ち

ょっと先なのですが、紹介していただけたらと思います。 

（Ａ委員） 

 でも、なかなかこういう堅いところには行きたくないですよね。 

私は、ある女子更生施設の方に非常勤で週に２回くらい行っているのです。その子ども

達が、親の虐待が嫌で、結局夜遅くまで家に帰りたくない、たまたまお腹が空いたからち

ょっと万引き、たまたま補導されたから、児童相談所に報告されて、虐待されているとい

うのが分かって、たまたま施設に来たという子ども達が一杯いるのです。例えば、父親に

娘が虐待を受けて、お母さんもお父さんに暴力を受けて、結局お父さんを高校生の息子と

お母さんが殺してしまった。お母さんは刑務所、息子は少年院、残された女の子の行き所

がなくて施設に来たということもあります。 

そこに至るまで、そのお母さんがこういうところに相談に行けていたら・・と思います。

でもなかなか、本当に官庁のところまで足を運ぶまではかなりの勇気がいるのです。もち

ろんちゃんと、こういうことの取り組みは必要ですし、実際に開催して、相談員さんが１

時間や５時間待っていて、１人も１件も来ないかもしれない。でもずっと続けていきなが

ら、いつかはこの日に行けたら何とか救われる、という人が１人でも２人でもいたらいい

のではないでしょうか。そういう意味ではこのことは非常にいいことだと思います。 

（会長） 

他に何かございませんでしょうか。 

１７年度までの評価ですが、どうですか。 

（Ｃ委員） 

 今話が流れているのですけれども、第１評価、第２評価を見ていたのですが、評価する

叩き台の文言というのは、これは今、１７年度までのものを全部まとめておられますよね。

これをベースにしてチェックして「これはいいことだよね、これは悪いね」といったよう

なことも検討材料に入っているのですか。 

（事務局） 

 この表は第１次評価の表ですが、このほかに、２次評価の表があって、☆で「順調に」

というような、２４項目の推進項目にまとめたものから評価していただきます。その中に

は特に評価できるものや、「積極的に取り組んで行きましょう」というような記載がありま

す。 

（Ｃ委員） 

 これは参考資料ですか。要するに過去形のもので、参考資料としておいておけば、とい

うことですか。 

（事務局） 

 これがベースになっているので、この表も個別に見ていただいて、「この事業はどうなん

だろうか」ということも言っていただいてかまいません。 

（会長） 

 次回の委員会の中で、こういういろんな取り組み方をベースにしたものから、皆さんか

らお話を出して頂いて、話し合う、という形でよろしいのではないかと思いますけれども

どうでしょうか。それで「新たに取り組んだ方がいいもの」が皆さんの中で出てくればと、

そのことも意見の交換をしながらやっていきたいと思います。 

（事務局） 

 「取り巻く環境」も今回改めて載せさせていただいたのですが、法の改正等もあり、時

代がこういう風に変わってきているということも踏まえていくと、事業に不足している部

分が見えてくるということがありますので、さっきおっしゃっていた「新規にこういう事
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をやっていった方がいい」というのは、相談のこともそうですけれども、「こういう環境に

なってきているから、こういうことを含めていってはどうだろうか」というようなご提案

をしていただけたらと思います。 

 もうひとつ、第２次評価がまとまるのがこれからになっていまして、推進会議の委員も

含めた中で検討してまいりますのでもう少しお時間を頂いて、出来次第お送りいたします。

それを見ていただいて、次回は皆さんの意見をいただくという形をとりたいと思っていま

す。 

（会長） 

 これは、いままでやってきた分で、このほかに１８年度分と２次評価が皆さんに配られ

るということでよろしいですね。 

（事務局） 

 これは事業を持っている原課が自分で自分なりに「この事業はこういう目的で、こうい

うことだったんだ」ということのペーパーだと思ってください。この９９項目を元にいた

しまして、これを２４項目の推進項目に集約した形で、私どもで構成されております推進

会議の中で、これを☆印に揉んでいく。というような形になるのです。皆様方に、市とし

てはこのような１次評価があって、さらにこのような２次評価になりました。これにつき

まして、委員という立場でどのような考え方をお持ちかどうかという第三者的な評価をし

ていただくという形でお考えいただければと思います。 

（Ｄ委員） 

 難しくて意味がわからないので、少し質問したいのだけれど、これは非常にきめ細かい

評価がされていて、「いいな」という感じですね。それで１８年度の評価を次にくれるとい

うことですが、その１８年度のものと合わさって、その中でみんなで話し合いしなければ

いいものが出てこないと思います。これはすごく細かくやっているからいいと思いますし、

三段階評価で下位の方はないのではないかということで、「すごく一生懸命やっているのだ

な」と思うのですが、１８年度が出て、それで初めて次の段階に行くのかなと聞いたので

すが、それでよろしいですか。 

（事務局） 

 １８年度の部分は、これからですから遅れています。１７年度までの部分が今までの結

果ですので、もちろん１８年度の分もやっていきたいと思うのですけれども、待っている

と遅くなってしまいますので、同時進行ですが今回はまず１７年度までの部分で見ていた

だきたいと思います。 

（会長） 

次回は、１８年度分は出されるのですか。項目的なものはどうなのですか。 

（事務局） 

無理ではないかと思います。１８年度は項目的には増えているものはありますが、内容

はほぼ変わっておりません。 

（Ｃ委員） 

 このシートは平成１４年度から平成１７年度までですよね。こういう形で今度は平成１

４年度から平成１８年度というものでよろしいですか。 

（事務局） 

 「平成１８年度」は用紙自体が別なものとして、１年分でお渡しする形になると思いま

す。この評価に加えるのではなくて、これは１つとして持っていただいて、１８年度は前

年度評価としての１つの表となります。 

（会長） 

これは根っこですね。 
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今、Ｄ委員の方からきめ細かに評価されているのではないかというご意見もありました

が、その他にご意見はありますか。 

１７年度までの分と１８年度分が出て初めて、私達が話し合いをできるのではないか、

という話も出てきています。事務局の方では「大体同じ」ということですけれど、１８年

度評価についても、早く出てこなければと思います。 

（事務局） 

 申し訳ありません。 

 これは１年１年作るのが本当だったのですが、今回は４ヵ年まとまったものです。本来

は、１８年度のものが出てから評価をしていただきたいのですが、このような形になりま

した。できるだけ早めに１８年度分を出して評価をして、１つの形として皆さんにお示し

したいと思います。 

（Ｄ委員） 

 課題としては１７年度までを土台にしていくんですね。１８年度の評価は１０月くらい

までには出るのだろうけれどもそんなにすぐは出てないのではないか、待っていてもなか

なか出ないということで、我々が今日もらったものを一生懸命読んできて、これを土台に

して話し合いをするというのでなければならないのではないか、というように聞いたので

すがどうですか。はっきり言っていただいた方がわかりやすい。 

（事務局） 

そういうことでお願いしたいと思っております。 

（Ｃ委員） 

 例えばこれをベースにするなら、これを自分でチェックしながら、〇×式で、もうちょ

っと加えたほうがいい、という感じですか。 

（事務局） 

 そういう形で、細かいものでありますので、話し合いの中で示していただければ、と思

います。 

（Ｃ委員） 

 資料は昨日これを頂いたものですから、なかなかすぐ見えてこないですよね。 

（事務局） 

 申し訳ございません。私自身も中味が読めなかったのですが、例えば私はこのように、

評価ＡならＡ、ＢならＢで色分けをしているのですが、こうすると何となくこれが示して

いるものが見えてくる部分が結構あるのですね。ですから、分析して自分なりに解釈して

いただいて、次の段階でそういうような「ここまで事業をしているんだから、こういう形

も取れるのではないか」というように意見をフィードバックしていただければ、私どもも

それをまた原課に戻して、少しでも色んな問題を解決できるような形で事業を推進してい

こうという考えをもっていますのでよろしくお願いしまします。 

 実際に、組み合わせてみると表だけでわからないものが、横並びに見ると「このような

事業はこういう感じで」という風に、数が多いですから、あまり分からないのですが、組

み合わせてみると「なるほどな」というようになるのですね。例えば、ＡならＡで横並び

に見て「ではこっちはどうしてＣなのかな」というようになれば、色々なことが見えてく

る部分がなきにしもあらず、ということです。 

（会長） 

 次回の取り組み方ということで、Ｄ委員の方からこういう資料を参考にしながらお話を

していきたい、ということで皆さんよろしいですね。 

（Ｅ委員） 

 １番の「男女平等に関する教職員研修事業」とありますよね。こちらの事業内容の中で、
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「福祉副読本」が出てきているのですが、自主研修をするにあたって「ともに生きる」等

で新しく着任した教員は自己研修を行っている。この福祉副読本というのは、見ることが

できるのですか。もしあるのでしたら見せていただきたいと思います。 

（事務局） 

 今はありませんので後で、見ることができるかどうか管理課に確認してみます。 

（会長） 

よろしくお願いします。 

（Ｂ委員） 

 ２ページの見直しの必要性という部分に「法律等の改正」というものがありますが、私

達はその法律を全部知る必要は無いのですけれども、大きく影響するようなものがあるの

でしょうか。 

（事務局） 

 大きく影響するところといいますと「ＤＶ防止法」が一番大きな改正です。先ほど、Ａ

委員さんのお話の中にもありましたがご主人からの暴力を受けた事件もありましたように、

ＤＶの対応について強化が必要ではないかとも考えております。 

（会長） 

 共同参画で国の方で改正がありましたが、それを市民の方が分かる機会、すぐ見ること

ができるということはあるのでしょうか。 

（事務局） 

 前回の資料で、国や北海道、北広島ということで「年表」という形で書いていますけれ

ども、平等参画の枠組みプランができたのが２００１年で、２００１年以降でこのように

法律が変わってきている、プランの段階では法律の改正を先取りしているわけではないで

すから、どうしても食い違いがあったり、ここを強化すべきではないだろうかということ

があったりしての見直しということなのです。 

これを色々と示すとなりますと、広報とかパネル展などでは「法律が変わりました」と

いう PR は絶えずしているのですが、どこまで市民の方々の目に触れるか、ということでは

まだ私どものＰＲもそういうところでしかできていないということになります。 

今後それらも含めてＰＲをしていかなければならないと、「えみんぐ」なども年１回発行

してこの中でもいろいろな形で書いてはいるのですが、関連が見えないで書いているとい

う形もありますので、その辺につきましても、広報委員さんも今回民間の方々が入ってい

ますので、「見てどうなのか」ということもお願いしています。当然、広報等のＰＲの仕方

などの考え方になりますので、今後の参考にさせてください。 

（会長） 

 そのほかに、ご意見ありますでしょうか。 

（Ａ委員） 

 この表は前回いただいたものを見て「ああ、なるほどな～」と思うこともありますし、

次の１日の広報には間に合わないでしょうけど、全戸に配布するというのは大変でしょう

けれども、こういうものを配布すればいいと思います。実際にこの冊子を読む方は１０人

が１０人とも読む訳ではないと思いますし、意外にたくさんの枚数よりも１枚の方が目に

触れて見やすいのではないのかなと思います。 

私はたまたま１９８５年に、国際婦人年の世界会議が終わった後に所沢で総理府の会議

があって、たまたま道母連の代表として黒松内の人と２人で行ったことがあります。その

国際婦人年のスライドを観ながら「うわぁ、こんなに女性って頑張っているのか」という

のがいまだに頭に残っています。それから遅ればせながら男女平等参画や色んなものが少

しずつ広がってきて、やっぱり長い期間が必要なものだなあと改めて思ったところです。 
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この表はわかりやすく見やすいものと思います。皆さんのところに配られるようになる

といいと思います。実際に全戸に配布したからといって裏紙として使う人もいるだろうし、

「何だろうこれ、分からない、面倒くさいね」と読まない人もいるかもしれません。ちょ

っと見て１行か２行、見てくれるとスッと見て分かりやすいものなのでいいと思います。 

（会長） 

Ａ委員から１回目にいただきました「男女共同参画関連法の動き」というものを全戸に

配布したらいかがですか、というご提案がありましたけれども。 

（Ａ委員） 

 この間たまたま花ホールに行って、図書館の左側の方に色んなパンフレットがあって、

やはり委員になった以上は「男女共同参画週間が２３日から２９日ありますよ」とか関連

しているものは自分で抜いてもらってきました。ただ、そばに何人かの女性がいましてや

っぱり１枚も持っていかないのですね。ちょっと言っても「いや、私はそういう難しいの

は読まない」と言って結局は持っていっていただかなかったのだけれども。だから本当に

関連のある人しか興味がないのかな、とちょっと淋しく思ったのと、現実問題として、実

際全戸に配布したとしてそのうちの何人に見ていただくのかな、ということがあるのです

けど、「法律が公布されて実際にこうなったんだよ」ということが一目で分かるすごく素晴

らしい資料だと思います。 

（会長） 

これは、Ａ委員の提案ということで事務局に押さえていただければと思います。 

 ほかにご質問、ご意見等ございませんか。 

 

・ その他意見なし 

 

（会長） 

次回は、皆さんにお話をしていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

なければ、安田アドバイザーに本日のまとめをお願いしたいと思います。このような進

め方でよろしいのでしょうか。まずそれを総括していただきたいと思います。 

 

（アドバイザー） 

 会長のすばらしい進行で大変興味深くお話を聞くことができました。 

また皆さんの意見が素晴らしいなと思っていました。 

まず、先ほどの相談についての話です。 

この評価の中からは見えないことが、皆さんの意見から出てきたのは住民の皆さんの意

識の高さだなと思いました。この評価シート自体はこれを見る限り行政の職員の方が自分

達の仕事を評価しているということですね。Ａ委員をはじめ皆さんのご意見の中から、相

談は直接行政に電話を掛けて相談するのではなくて、昔だったら隣近所とかに話をしてい

たのですけれども今はなくなっている。でも地域で、自分達でもっと身近なところで、ま

ず行政ではなくて地域の中で安心して相談できるところが必要なのではないかな、という

とても大事な視点かなと思いました。 

といいますのもこの表をよく見ていただきたいのですが、私も札幌市の審議会の評価を

しました。元々行政評価の仕事もしておりましたが、まず表の見方としまして、「事業内容」

と「事業実施及び成果」というのが、一番上に項目が書いていますね。「事業内容」のとこ

ろを見ると、ＮＯ.１というところに「男女平等に関する教職員研修事業」というのが事業

の名前ですね。これは先ほどの黄色い色のついている主要取り組みの１番と一致していま

すね。そして、「事業内容」で何をしているのかというのが書かれています。その次に「担
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当課」ということが書かれていますがここが大事なわけです。それから「実施状況」と先

ほどから何回か事務局で説明していますが、何を１次の評価とするか、７ページの評価と

いう項の中で、「第１次評価」というのがありまして、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄと書いているうちの

Ｃの「あまり推進しなかった」というのが見方です。じゃあ何をしたのか、というのが「取

り組みの実績等」と「評価」という小さい字で書いてあるところです。１枚の紙に収めよ

うとしていると、どうしても字がとても小さくなります。次の「計画の達成状況」なので

すけれども、これは書いていません。なぜかというと、やっていないということで、評価

ではＤになります。評価ができないので、「推進していない」ということです。こういうよ

うに、この評価が９９項目書かれているのですね。 

これだけ多いとどうやって見ようかと思いますが、まず、ご自分の一番関心のあるテー

マから見ていってください。 

頭から読むのではなくても、例えば「私は育児や介護のことに興味がある」「私は働きや

すい職場のことに興味がある」「私は国際交流とか社会活動の方が関心ある」というように、

ご自分の関心のあるテーマからご覧になってください。そうすると見えてきますから。そ

してお時間があったら全部を見てください。 

そして先ほどの相談の部分につきましては、よく相談というところを全部見てみてくだ

さい。そうすると担当課が全部違うのがわかります。市民生活課にも相談というのがある

し、健康の方でも相談というのがあったりして、担当課が違うのですね。そうすると、皆

さんにとっては、住民にとっては相談したいことということは１つのことなのだけれども、

実はその相談の中にはいろんなことが関係しているということがあります。でも、行政の

中では全部タテで分けられています。 

それで先ほどおっしゃっていたみたいに「ひとつのところでちょっと」といってもどこ

の課に行って何を相談したらいいか分からない。まず「１つのところで相談できたらいい

な」という視点は、今回の評価のこの表の中にはぜんぜん出てこないわけです。 

たとえば皆さんの意見をきちんとまとめてどこにあげるかいうと、推進会議という表が

ついていましたね。資料の最初の１ページに「北広島市男女平等参画推進会議」というの

があります。この表のように矢印が上と下に行ったり来たりしているということは、いろ

んな部局の人が入って、全体で推進する。もちろん市役所の中だけではなくて、北広島市

全体として推進するにはどうしたらいいだろうか、何が問題だろうかというのを話し合う

会議ですので、そこに、せっかくですから皆さん方の話し合われた相談の課題をあげます。

そうすると、行政ではばらばらで相談やっているけれども、相談をやっている人たちで、「ど

んな相談があるのだろうか、それならどうしたらいいだろうか、もっと市民にとって相談

しやすい環境を作るにはどうしたらいいかと話し合ってください」ということが皆さんか

ら提案できるわけです。 

このように、色々な立場の方がいらっしゃるので、皆さんは関心のあるテーマからこの

評価シートを見て、次回意見を出し合うと、もっとこれが生きてくるのではないかなと思

います。 

多分作るのが大変だと思うのです。せっかく事務局が一生懸命作ってくれた資料なので、

皆さんは十分に活用する側になっていただければ、と思います。今日のお話はとても興味

深くて私も勉強になりました。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。安田先生から良いアドバイスをいただきましたので、次回の

懇話会については、心配なく進めていかれるのではないかと思っております。 
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３．その他 

（会長） 

 その他ですが皆様の方から何かございますでしょうか。 

なければ、次回開催日程について事務局の方から説明願います。 

（事務局） 

次回の開催についてご案内します。当初の予定通り７月２７日、金曜日午後２時からとい

うことで考えたいと思います。場所は、市役所本庁舎の２階の会議室の予定です。 

次回は会長の方からもお話ありましたとおり、推進会議での２次評価が出ますので、まと

まり次第、もう少し早めにお送りしたいと思います。今回お渡ししております第１次評価の

シートと一緒に第２次評価の方も参考にしていただきながら、皆様のご意見を頂戴したいと

思っておりますので、よろしくお願いします。 

もしシートの中で「○○についてどうなのか」と疑問に思った時には事務局のほうにその

都度聞いていただいてかまいません。遠慮なく電話等で聞いていただければと思います。 

 

（会長） 

 他になければ、私から１つ提案させていただきたいのですけれども、懇話会の皆さん、

初めてお会いする方がたくさんいらっしゃると思います。ざっくばらんに色んなことを話

し合う会議にしていくためには、懇親会を一度持ちたいと思うのですけれどもどうでしょ

うか。安田先生もご一緒に、次回の懇話会が終わった時点で懇親会をやれたらいいと思っ

ています。皆さんもどうでしょうか。 

・各委員、アドバイザー異議なし 

（事務局） 

 では、今、１４時からの予定と説明いたしましたけれども、１時間開催時間をずらして、

１５時から開催にしたいと思うのですけれども、お時間の方はよろしいでしょうか？ 

  

（会長） 

 皆さんよろしいでしょうか。では、事務局の方に場所等の手配もお願いいたします。 

 それでは、これで本日はどうもありがとうございました。 

 

４．閉会 

 


