
 平成１９年度 第３回北広島市男女平等参画懇話会 会議概要 

日  時 平成１９年７月２７日（金）午後３時～午後５時 

場  所 本庁舎２階議会会議室 

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）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 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 

出

席

者 

傍聴者 ３名 

会議次第 

１ 開会 

２ 会長挨拶 

３ 報告事項 

（１）第２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第２次評価について 

４ 協議事項 

（１）プランの推進状況について意見交換 

５ その他 

６ 閉会 

 

配布資料 

・第３回懇話会会議次第資料（第２次評価について） 

・第２回懇話会会議概要 

・男女平等参画プラン推進状況評価シート（H18） 

・男女共同参画プラン第２次評価シート（H14～Ｈ17） 

・札幌市男女共同参画第２次プラン 

・札幌市男女共同参画リーフレット 
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■ 会議の概要  

 

１．開会 

・事務局から配布資料の確認と、傍聴者（広報委員）の紹介を行った。 

・会長が議長を務める。 

 

２．会長挨拶 

（会長） 

皆様こんにちは、暑い中どうもご苦労様です。本日は意見交換によりプランの現状の課

題を出していきたいと思いますのでよろしくお願いします。また、大体２時間を予定して

おりますので、皆さんのご協力をよろしくお願いします。 

 

３．報告事項 

（１）第２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第２次評価について 

・事務局で報告を行った。 

 

４．協議事項 

（１）プランの推進状況について意見交換 

（会長） 

 今日は皆さんにお話していただきたいと思います。まず、Ａ委員からどうぞ。 

（Ａ委員） 

 事前に資料を読んできまして、３つの点に関心がありました。 

 まず１つ目は、「女性問題に関する調査・研究の推進（評価シート３ページ）」で、「事業

への取り組みは行っていますが、フォーラム等事業参加者が少ないことが課題です。市民

の事業への関心や浸透度が低く、開催テーマの選択等参加者を増やすための今後の工夫が

必要です。」とあります。私は普段の生活の中で特に男女平等参画に関し不平等と感じずに

生きてきたのですが、そういった主婦の方が男女平等ということに対して関心を持ってい

ただくためには、難しいリーフレットといった角張ったものではなく、町内会の活動の中

で女性が活動していることやこんなときには男性の力が必要というような、普段の生活で

の身近な例をとって「こういうことで男女平等」ということを皆さんにお知らせしていく

といいのではないかと思いました。 

 それから「育児・介護環境の整備（４ページ）」のところで、「子育て支援事業」という

ものが多くあり、「参加者もたくさんだ」ということを書いていたのですが、「子育てをし

ていて、子ども達を遊ばせたいから『子育て〇〇事業』に参加する、公園に行く」ことば

かりではなく、例えば、生まれたばかりの赤ちゃんがいてどこに行くこともできないお母

さんが友人同士で集まって、赤ちゃんを傍においてヨガを楽しんだという話を聞いたので

すが、そのような「小さい子どもがいてもお母さんが自ら楽しめる」場作りがあるといい

と私は思いました。 

 あと「国際交流（９ページ）」のところで、北広島市ではカナダのサスカツーン市との交

流事業で高校生が毎年ホームステイに行ったり来たりしているのですが、「費用は国際交流

協会というところの基金でまかなっているので、それが底をついたらこの事業がなくなる
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かもしれない」と聞きました。これからの未来は子ども達にかかっているわけですから、

世界に目を向けるのは非常に大切なことだと思うので、ぜひ色々なアイデアを使って末永

くこの事業が続いていったらいいと思いました。 

（会長） 

ありがとうございます。ただいまＡ委員からは３ページの「女性問題に関する調査・研

究の推進」ということで「もう少し身近な、生活に密着したところから男女平等参画を推

進した方がいいのではないか」というご意見をいただきました。 

 それから４ページ目の「育児・介護環境の整備」で「子どものいる母親が楽しめる生活

環境を整備していってはどうでしょうか」ということ。 

 後は「国際交流」。「これからの時代を担っていく子ども達が世界に向けた眼を大いに

広げてあげたい」ということです。 

 それでは、次にＢ委員お願いします。 

（Ｂ委員） 

 私はまず「何で女の人はこんなに・・・」という思いから始まって、「ジェンダー」や「男

女共同参画」という言葉を知ってから、少し本等を読んで「ああそうだったんだ、自分は

こういうことで悩んでいたんだ」「こうすれば良かったんだ」ということがちょっとだけ分

かって、こういうことにすごく興味が持てるようになりました。 

それで、札幌市役所で「ワークシェアリング」というものをやっているという話を聞い

たのですが、民間の方では全然広まっておらず、「とんでもない」というように受け付けて

もらえないのですが、女性には働けない時期というものがあるので、そういう時にＯＢの

人や今はスタッフではない人同士で手伝うワークシェアリングをもっと広めていって欲し

い、ということを強く思いました。 

 それから育児手当についてなのですが、働いているお母さんにとって育児手当はあまり

意味がなくて、「欲しい」という人は意外に少ないと思います。私も含めて働いているお母

さんたちにとっては「月に１万円や２万円もらう」ことよりも「自分が何の心配もなく働

きたい」ということの方が重要で、勤務時間を短縮してもらう、子どもが病気のときに休

みやすくしてもらう、といったことを強く願っていると思います。 

 後に、学童についてなのですが、朝夕の送り迎えで、不審者への対応、子どもの安全

を地域の人たちが色々やっています。私が去年たまたま学校の交通安全委員をやっていた

ときに、地域の町内会の方たちが子ども達のためにボランティアを一生懸命やっていると

いうことに、とても驚き感謝しました。ですが、私自身の考えでは地域の方が対応するこ

とも大事なのですが、例えば、イギリス等では学校の送り迎えは必ず親がして、また、子

どもが病気の時に会社が仕事を休ませなかったら法律違反になるという話を前に聞いたこ

とがあって、そこまで日本はできないかもしれないですが、親が必ず送り迎えすれば、こ

こまでの地域の交通安全活動が必要ないのではないでしょうか。もし働いているお母さん

が送り迎えできなくても、大人の人が行き来しているので、そういうことで安全は守られ

るのではないか、そのための呼びかけとして、例えば市や学校で「皆お母さん達が送り迎

えしましょう」となればいいのではないかと思いました。 

（会長） 

 まず、働く母親についての職場での対応の仕方をもっと考えていただければ安心して働

ける、ということですね。子どもについても、子どもを預けて働かなければならないので、

託児所に近いところで働けるようにする等、企業の方も考えるように希望していく。難し

いとは思いますが。例えば、市役所に女性の職員の方はたくさんいらっしゃいます。そこ

で、まず市役所で職員の子どもさん達を預かる「育児課」のようなものを作っていくとい

うことから考えて、そういうものが広がっていけばいいのではないかと思います。国もま
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だ完全にやっていませんから、地方でやることはなかなか難しいですが、そういうことで

違ってくると思います。なかなか難しい問題ですが安田先生はどう思われますか。 

（アドバイザー） 

 そうですね。 

「女性が働きやすい環境」ということでは、女性だけではなく男性も、仕事と生活の時

間にバランスをとって生活していく人生を送れるようにする、という流れになってきてい

ます。 

企業の方でも企業内保育施設を作る、ということに対して色々基準はありますが助成金

が出るようになっています。例えば東京の六本木ヒルズの中に保育所があって、複数の会

社が利用できるようになっています。企業に入った女性社員がある程度の経験を積んだ後

「子どもができましたが、預けるところがないので辞めます」ということが一番の損失な

のですから「７年・10 年と経験を積んでベテランになった女性が辞めるということを食い

止めよう」ということで、企業内保育施設を１企業だけではなく、複数の企業で協力して

作ったと聞いています。 

それから病児保育にも色々な方法があります。北広島ではどうなっているか分からない

のですが、保育所や病院の院内に造っているところもありますが、とても基準が厳しくハ

ードルが高いので１つのまちに何箇所かしかない、というように数が少ないですね。です

から「朝、子どもが熱を出したからすぐ預けたい」ということが難しかったり、預けるこ

とができる場所がいつも預けている保育所とは全然違う場所にある病院だったりと、大変

ですよね。「子どもが病気のときに預けないで休める体制」というものが一番大切ではない

だろうか、ということが言われています。 

企業に対しての計画はどのように作るのかといいますと、条例を作るときに市の責務や

市民の役割、企業の役割を決めるという作り方をするところがあるのですが、そうすると

企業も男性と女性が男女共同参画社会を創れるように協力し、努力します。北広島で男女

平等参画を進めていく上で、これまで企業はどのような協力や取り組みをしてきたのかを

まず把握する必要があります。これまでほとんど取り組んで来なかったのであれば、企業

への意識を促すには、大変ですが、例えば少しでも一生懸命にやっている企業があれば皆

さんで表彰する、というような方法が取れますね。 

 通学路の安全についてはイギリスだけではなくフランスやアメリカでも「親が子どもを

学校に送り届ける義務がある」と決められています。例えばアメリカでは、州によって違

うかもしれませんが、「先生に子どもを渡す」までが親の責任で、不審者が入らないように、

子どもが全員学校に来たと分かったら門を閉めて鍵をかけてしまいます。帰りのときも親

が迎えに来たら子どもを渡しますが、迎えに来た人が親でなければ一定のルールをもって

対応していますね。つまり、それくらいまでやらなければ子どもの安全は保たれない環境

という淋しい一面を持つ国ということですね。 

だから、そこまで行かないように皆さんで町内会や地域で見守りや通学路に立つ等色々

な形で協力して、不審者の情報が入ったら働いているお母さんが行けなくても代わりの人

たちが行けるような体制を作るといったように、「 初から厳しいことを決めてしまうか、

それとも今のやり方を少しでも良い方に変えていって不審者が行きづらい環境を作ってい

くか」というところも大事です。 

安全についても、男女共同参画の中で取り組んでもいいのではないかと思います。安全

や安心は大事なところで、女の子だから心配だ、男の子だから心配ないということではな

く、年齢に関係なく必要ですからね。 

（会長） 

 ありがとうございます。次にＣ委員お願いします。 

 4 



（Ｃ委員） 

 「企業の努力」という点で、以前に私が勤めていたところでは有給休暇を１時間単位で

取れていました。１日８時間労働でしたので、８時間になると１日分の有給休暇がなくな

る、という形で、ちょっと子どもを迎えに行かなければならない等というときによく利用

しました。企業も組合がしっかりしていると、要望等が少しずつ皆さんの力で実現できる

のではないかと思います。 

 それと私は、推進状況の中の福祉サービスの「除雪事業」の関係で随分助かったことを

お話させていただきます。私は西の里に住んでいまして、毎年障がい者の方の住宅のとこ

ろにボランティアの方が除雪に来てくれていたのですが、たまたま今年の冬は社会福祉協

議会にあります「障がい者自立支援センター」の方で私たちのところも除雪してください

まして、男の方がやるわけですから体力もありました。私は１人で生活していて１日に３

回くらいに分けて玄関先を除雪するのが精一杯なので、全部雪かきをしてくれて本当に助

かったという思いがあります。この男女平等参画に関わる事業の中に除雪事業がありまし

て、北広島や札幌等、色々な都市で言えることですが、１人で暮らしている人にとっては

特に助かる事業ですので、できれば障がい者や高齢者に限らないでやってもらえれば助か

ると思いました。 

（会長） 

 今、Ｃ委員からは「高齢者・障がい者に対する除雪」に関しての話をいただきました。

次にＤ委員お願いします。 

（Ｄ委員） 

 今求められていることに関して言いますと、２次評価の 12 ページで「健診時、性を特定

する『くん』では呼ばずに男女児とも『ちゃん』という呼び方」ということが評価できる

項目として上がっているのですが、私は前にいた部署で「健診のときに『ちゃん』にする

かどうか」という話し合いに参加していました。この時は「性を特定する、しない」とい

うところではなくて、「『くん』という呼び方が男尊女卑で、男性の方が上位だという言い

方になるので、統一した呼び方がないのか」と検討して、「では男尊女卑という意味もある

ので『ちゃん』にしましょう」ということになった経過があって「ちゃん」にした記憶が

あります。ですからこの部分の記載はこのままでいいのかな、という思いがあるのですが。 

（会長） 

 「くん」から「ちゃん」に呼び方が変わった時の検討委員会にお入りになっていらっし

ゃった方の意見ですが、事務局ではどのように押さえてらっしゃいますか。 

（事務局） 

 「そういう経緯があった」ということなのですが、受け方によっては「くん」と「ちゃ

ん」の呼び方を区別するということは性を特定する呼び方ではないか、と捉える方もいら

っしゃると思いますのでこのような表現になっています。ですが、この点につきましては

推進会議の方で検討したいと思います。 

（会長） 

 わかりました。では、Ｅ委員。 

（Ｅ委員） 

 今の「ちゃん」「くん」の話で言えば、例えば国会議員は男女ともに「くん」と呼びます

ね。そのことから見ても決して「くん」が男だけ、というわけでもないと思います。この

国会議員の呼び方については、どうしてそうなのかは調べなければわかりませんね。 

 あと、先ほどお話にあった中で、私は保育園や学童クラブ等を所管している部署にいま

すが「子育てで、親自身が自ら楽しめる事業を」というお話がありましたよね。それにつ

いて行政としてはどこまでやるべきなのでしょうか。「親自身が楽しむために子どもを一時
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的に預かって欲しい」ということはリフレッシュ等に当たるので、行政がお手伝いしても

いいのではないかと思うのですが、「楽しむ事業そのもの」を行政でやるということは少し

行き過ぎてはいないだろうか、と個人的には思いました。 

 それと、児童手当について、これは「０から２歳まで月１万円、３歳以上は第１子、第

２子 5000 円、第３子１万円を支給する」という国の制度なのですが、多いのか少ないのか、

家計上で役に立つのか立たないのか、という議論があると思います。現在は少しずつ対象

が拡大してきていまして、昔は小学校に入るまでのお子さんが対象だったのが、小学校３

年生までが対象になって、昨年からは小学校６年生までが対象になりましたので、無いよ

りは少しでも役に立っているのかな、という思いで我々はやっています。 

 それから病児保育、病後児保育については、北広島市ではまだ取り組めていません。要

望があることは我々も認識していますが、非常に難しい、リスクのある事業だと思ってい

ます。「調子の悪いお子さんを預かる」ということなので、お医者さんとの関係、それに基

づいて何かをした時のリスクの責任がどうなるか等のことから、要望はあるのですが、す

ぐに実施する体制ができるかどうか、ということから今すぐには取り組めないでいる状況

にあります。関係のあるところを説明させていただきました。 

（会長） 

 はい、それではＦ委員。 

（Ｆ委員） 

 私の方では別紙３の方で 初にある「男女平等を育む学校教育の推進」ですね。 

副読本については、管内でどこでも作っていますので、これは長年やってきて効果をあ

げているのではないのかな、ということが一点です。 

それから「平等についての人権教育」。これは平成６年度に日本が子どもの権利条約を批

准して、平成７年度に文部科学省から各学校に「『道徳』の授業と同じようにして、人権に

ついて、長年歴史的にどのように扱ってきたか、それから小学校からどのように扱ってい

るか、中学校でどのように扱っているか」ということについて指示が出され、そこからス

タートしました。その後、北広島市の団地の小・中学校が連携して、４・５年前に３年間

文部科学省からの人権教育の補助金をもらいながら行っていって成果をあげたのが、北海

道では第１回目です。それから３年間地域と先生と子ども達が一生懸命取り組んで成果が

上がったのではないのかな、と感じています。 

それまでは人権教育は、道徳教育の中で非常にタブー視され、あまり取り組まれていな

かったのが戦後の 50 年、60 年体制だったのではないかと思います。その面で現在は学校教

育の中でも人権教育は市内ではなされてきたのではないだろうかというように感じていま

す。 

 それからここ２、３年で文部科学省と同じように法務省からも「人権教育を小・中学校

で推進するように」と言われておりまして、管内では５名の人権擁護委員で小学校を毎年

５校ずつ回っていまして、低学年への紙芝居や読み聞かせ等１年生から６年生まで、２時

間目から４時間目までを使い２日間かけて人権教育を行っています。そのように市内では

非常に人権教育が高まってきているという感じを持っています。 

 あと、２番目の「人権啓発」ですが、これについては、３年ほど前から行政の市民生活

課で積極的に取り組んでいただいて、行政相談と人権相談の合同により市内で年６回、相

談を行っています。そういった取り組みで地域を回っていって、ＰＲ等もされ今はある程

度相談にも来てくれるようになってきて、人権に関わる相談が行われている現状です。 

（会長） 

 ありがとうございました。Ｆ委員から人権に対しての現在の進捗状況を話していただき

ました。次にＧ委員お願いします。 
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（Ｇ委員） 

 ちょっと見て気になった点、こうしたらいいのではないかと思うことですが、４ページ

の「育児・介護環境の整理」なのですが、ここに「多様な生き方をする保護者の就労の支

援にもつながる２歳児から入園できる幼稚園特区の実施」とあります。以前住んでいた長

沼町の保育では「０歳児保育」をやっていました。うちも夫婦共稼ぎで、子どもが生まれ

て半年から 10 ヶ月後に保育園に預けて働きに出ていたのですが、北広島市でも２歳児から

ではなく、０歳児からやっていただければいいな、と思います。 

 あと、私も北広島で会社をやっていて思うのですが、会社等では、現状では勤務時間が

７時半から 17 時だったりする場合、とてもじゃないですが子どもを持っている人は働けな

いと思います。ですから会社によって事情は違いますが、今後は例えば子どもを持ってい

る人に時間帯を合わせて「10 時から来て 14 時まで」「９時から来て 15 時まで」というよう

にして、自分の就業時間が終わってから保育園や幼稚園に迎えに行くような体制にしてい

く等、今、会社も変わっていかないと人が集まらないのではないかと思いました。 

（会長） 

 今、会社を経営なさっている方からの会社の現状と、今後変えていかなければならない、

というお話をいただきました。 

（事務局） 

 会長、今の件でＥ委員が説明をいたします。 

（会長） 

 はい、Ｅ委員。 

（Ｅ委員） 

 「２歳から入園できる幼稚園の特区」についてですが、通常幼稚園は３歳からの入園な

のですが北広島では幼稚園が２歳のお子さんから入園できるということで、保育園につい

ては北広島も生後７週目から預かっておりますので、幼稚園と保育園の違いだと思います。 

（会長） 

 はい、では、次にＨ委員お願いします。 

（Ｈ委員） 

 ４ページの「性に関する情報提供」と書いてあるのですが、今はインターネットや携帯

電話等を使って、女の子達がサイト等に関わって被害を受けているようなことが多くあり

ます。本来家庭でするべきことかもしれませんが、この点については全体で取り組んでい

ければいいと思いました。 

 それから６ページ目のところの「男女が働きやすい環境整備」ということで、「共に働く

セクシュアル・ハラスメント防止の広報や、相談窓口の紹介を今後も継続して行うことが

必要です。市内企業や事業者を対象とした性差別やセクシュアル・ハラスメントに関する

理解と認識を深めるための研修会の開催等が必要です。」と書かれていますので、市にもそ

ういう相談窓口というものがあると思うのですが、それが現実に使われているかどうか、

ということを私は知りたいです。 

（会長） 

 市の福祉課の方にきちんと相談窓口があると思います。セクシュアル・ハラスメントや

ＤＶ等について相談者がいらっしゃって、対応もきちんとしていらっしゃいました。 

 では、Ｉ委員お願いします。 

（Ｉ委員） 

 まず１つ目に「男女平等を育む学校教育の推進」ということで、今後の課題のところに

「主要取り組みの教職員の研修機会の充実」とあるのですが、前回私は「福祉副読本を見

たことがないので見せてください」ということで見せていただきました。その中には障が
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い者に関する部分は多くあったのですが、実際に男女平等ということになりますと内容的

には少し弱いのではないのか、と思いました。それから子ども達にきちんと教えていく先

生が、自習だけで終わらせるのではなくて、現実的に色々教職員の事件も起きていること

からも性教育を含めての、先生達への勉強会はもう少し充実させた方がいいのではないか、

と思いました。 

 それから「男女平等を育む家庭教育の推進」なのですが、今の子どもたちは私の時代と

比べますと、女の子の男の子達との関わりが全く違います。中性化のような状態で、雑魚

寝等も平気でしますし、昔の「女の子だから」「男の子だから」という感覚が変わってきて

います。差別ではなく、男の子には男の子の、女の子には女の子の役割というものがあり

ますから、その点を大事に分けて教育していく必要があるのではないか、と感じました。 

 あともう１つ「育児と介護環境の整備」について、「２歳児から入園できる幼稚園特区の

実施」とあります。特区を実施しているということ自体が評価できると思います。でも「現

実的に特区を受けた幼稚園の現状がどうか把握しているか、そこで働いている先生達がど

んな環境で働いているか」ということを意識の中に置いておく必要があるのではないかと

思います。実際に聞いた話だと、２歳児を預かると保育園と変わらない状態になるという

こと、二十数名の子どもを２人の先生で見ているということ、その二十数名のうちの８人

くらいはまだ紙オムツの状態であるということでして、先生達は本当にこれでいいのでし

ょうか。子ども達をただ預かっているということだけではなく、手が足りる状況、教育で

きる環境が必要ではないかと思いました。実際には幼稚園の子ども達がかなり少なくなっ

ていて、７時半くらいからの早預かりや 19 時くらいまでの遅預かりがあるようです。そし

て夏休みは保育園と同じような形で預かり保育もやっているようです。そうなってくると

今までの幼稚園の先生達と違って「夏休みだからその間自分で勉強できる」ということも

できないですし、普段も朝７時くらいに家を出て帰りが 20 時や 21 時くらいという状況で

す。ですから働くお母さん達だけではなくて、それを支える先生達の働く環境の整備も必

要ではないかと思います。 

 あともう１つ「介護環境」について、育児をされる方に対してのサポート体制や保護が

すごく手厚いものになってきているのですが、介護に対しては全くありません。実際これ

だけの高齢化社会ですから介護環境を整えていかないと、本当に貴重な女性の人材が働く

ことができるのだろうか、と思います。例えば、ご主人が倒れて介護が必要なとき世間の

風は冷たく「なぜ奥さんが来て介護しないのか」となります。さらに経済的な面ではどう

なのか。介護にはすごく体力が必要ですから、現実的には女性だけではなく、男性の力も

必要です。一家の大黒柱として働いている男性が介護に向いた時に女性が代わっていける

か、というとそれは非常に難しいものがあると思いました。 

（会長） 

 ありがとうございます。 

安田先生、これまでの中で気になる部分がありましたらお願いします。 

（アドバイザー） 

 皆さん非常に素晴らしいと、感心していました。２つほど感じた点をお話します。 

先ほどの「性に関する情報の提供と啓発」。これは知識をきちんと子ども達、若い人達に

伝えないと犯罪に巻き込まれる可能性があるということです。私は道の安全・安心の部会

に入っておりますが、今は携帯電話を、高校生、中学生、小学生にまで買い与えています。

問題は携帯電話を買い与えたときに、親や学校は携帯電話の使い方を注意しているだろう

か、ということですね。今はパソコンからというよりも携帯電話の出会い系サイトから、

普通であれば知り合わなくていい人と知り合ってしまって、だまされて会って被害に遭う

ということが非常に多いのです。特に中学生に多いですね。それで一度被害に遭ってしま
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ったら、もう前の自分に戻りたくても戻れない生活になってしまう。親は子ども達が携帯

電話を使って何をしているか全然知らないし、親も携帯電話を持っていますが「携帯でそ

んなことまでできるの」という状況です。そこで道の部会では何とか条例や制度の中に取

り込めないか、という話をしています。親や学校を含めて、携帯電話を使うということは

どういうことなのか、という予備学習の知識を伝えることで性犯罪に関してや、あとは高

額な商品を買ってしまう等を防ぐことができるので、条例等にうまく組み込めればいいの

ではないか。今までの行政の中だと、消費者行政の中に入れることになってしまいますが、

相手が子どもということにとなると、教育の啓発等を組み込むことによって守ることがで

きるのではないのかと思います。今は自分の身は自分で守る、自分の子どもは親が守って

いかなければならない時代なので、ある程度知識を持たせて約束を決める等、親も自分の

子どもが犯罪に巻き込まれる可能性があるということをきちんと知っておくことが大切な

のではないのかな、と思います。 

 それからもう１つですが、先ほどＩ委員もお話していた「介護」です。これは前回の２

次プランでも強調されていると思いますが、第１次プランの時は「女性は家事、育児、介

護、男性は外で働く」ということはジェンダー（社会的役割）として、固定的役割ではな

いとありました。今は時代が変わって老老介護等色々な問題が出てきています。男性が母

親を介護するということもあります。男性の介護や介護保険に対する知識があまりにもな

さすぎて、男性が介護認定されてもいいくらいの大変な状況になっても本人が「受ける」

と言わないので、少し年下の奥さんや、奥さんが倒れかかっているから娘さんが、近くに

住んでいるわけではないのですが毎日来て、もう老老介護ではなくて家族全部で介護して

いる。「私は介護認定を受ける」と言えば、家族全体がもっと楽に介護を続けられる、とい

う状況でも男性が介護保険を使わず、大変なことになっているということをよく聞きます。 

 女性は色々なところで介護について知る機会があると聞いているのですが、男性がまず

学習する、知る機会を積極的に作っていくことが重要ではないかな、と思いました。 

（会長） 

 ありがとうございます。それでは 後にＪ委員。 

（Ｊ委員） 

 皆さんご意見ありがとうございます。私なりの意見を言いたいと思うのですが、まず「女

性がなぜ働くのか」ということです。今、その目的について何か違うのではないか、とい

うことを感じています。昔は「生活のため」といったように現実的なものだったのですが、

今はマイホームや車があって、それがステイタスとなって生活を向上させていると思いま

すが、その生活環境を維持するために働かざるを得なくなってしまうということではない

でしょうか。そのような生活の中で「働かざるを得ない」事情が大半ではないのかな、と

思います。すると気になってくるのが、子どもの目なのです。 

お金を稼ぐことだけが仕事ではなく主婦業も仕事であり子育ての時期は子どもと一緒に

いる方がいいとも思っています。子どもたちにとっては親が生活のために働かなければな

らない状況であっても、側にいてほしい時期もあり事情がわかっていても寂しい、悲しい

思いをさせることがあります。男女平等で女性が働くことを認めて欲しいということもあ

るのですが、それ以前に男の人は父親であり、女は母親であるわけですから「働くことで

子ども達に対する犠牲もある」ということを頭に入れておかないと社会で「働く」という

意味が違ってくるのではないか、と感じています。 

また、会社で女性が働いていて子どもさんが学校に行っているという時に「入学式だか

ら休ませてください」「卒業式だから休ませてください」ということが許される、というこ

とがあるのですが、男性がそれを許されるかというと、今の日本社会では許されないので

はないでしょうか。そういうことを考えると、社会自体のどこかにひずみがあるのではな
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いか、問題点があるのではないかと思います。 

（会長） 

 ありがとうございます。今まで色々とご意見をお伺いしてきましたが、やはり「男女平

等参画がどういうものなのか」ということを分かりやすく皆に知っていただく、というこ

とが大前提にあるのではないかと思います。また、先ほどの「子どもから見た両親のあり

方」というものをきちんと教えるのは親ですが、「こういうことが男女平等参画」というも

のがきちんとあればその知識を子どもにも教えていけるのではないのかと思います。私と

しては、北広島市は皆さんに「男女平等参画とは」ということを、難しい言葉で表すので

はなくて、優しく、分かりやすい言葉で表して、それから「こういうところはこうしたほ

うがいい」「こういう風にしたいんだ」ということをやっていきたいという感じがします。

ですから、今皆さんからいただいた意見の中でもう少し話をしていければありがたいので

すが、どうしましょうか。 

（Ｊ委員） 

 ちょっと続きいいですか。 

５ページの「男女の家庭責任と就業との両立支援」とありますが、今、何だかんだ言っ

ても、社会的には男性社会が主だと思います。私の家のご近所でもちょうど 30 代 40 代の

働き盛りの男性が家庭を持って生活しています。そういう男性は帰ってくるのが毎日 23 時、

24 時で、その後ご飯を食べて、次の日の朝出かけて行くのが６時くらいだといいます。そ

ういう生活をしている男性に対して「家庭の責任を男女両方が取りなさい」と言っても、

これはきつい話ですよね。働く時間は法律で１日８時間と決められているわけですから、

その８時間を守ることを行政で指導して、会社のほうでさせてはいけない、仕事が終わっ

たらすぐ帰る、というようにするといいと思います。少なくとも小さい子どもがいる家庭

を持つ人達には残業を強要してはいけない、と。そういうことがなければ、お父さん達は

いつまで経っても子どもが寝ているときに冷たいご飯を食べるといった状況が続くと思い

ます。その方たちが「残業のお金で生活する」と言うようにどこか感覚がマヒしているの

ではないかと思うのですが、「残業がないことが普通」という家族が昔のように、少なくと

も朝食、夕食を一緒に食べられる時間だけでも取れるような状況を作ってあげていきたい

な、と思いました。 

（Ｃ委員） 

 私も賛成です。 

というのは、不景気で夫がお給料をカットされ妻がパートに出なければ生活できず、ど

んどんパート時間が増えていくような状況があります。今、社会全体が不景気なので、昔、

会社自体が社屋等を立派にした分だけ、賃金にしわ寄せが来る、それで残業やパートが増

えて子どもに犠牲を強いる、というようなサイクルで動いていて、残業代なしには生活で

きませんから「どうしてこういう時代になっちゃったのかな」「何がおかしいのかな」と思

いながら、女性が社会に出て働くのが悪いのではなく、根本的に男も女も少しずつ狂って

今になっているのではないのかな、という感じがしますね。そういう意味から何かをしな

くては、と思うのです。 

（会長） 

 それから企業の中で「子どもを育てる」ということに対してもっと積極的に理解をして

いただいて、そして子どもを育てやすい環境にしていただく、ということが一番だと思い

ます。女性にしても、男性にしても結局「残業です。それが無いと生活できない」と言う

前に生活レベルがそこここの家庭で違うということを考えていただきたいですね。ここが

自分の生活レベルだと思って生活している方と、今現在子育ての 中だからそれに情熱を

注いで子どもを育てる方との考え方の相違もあるのではないかと思います。 
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 先生、企業の取り組み等はどうなのでしょうか。 

（アドバイザー） 

 これが男女共同参画の一番難しいところですよね。世の中の色々なところに関係してき

て、ましてこの就労の関係になってくると、日本の景気や、北海道の景気、北広島の景気

等、色々関係してくるわけですよね。今現在子育てしている方はどうでしょうか。 

（Ｂ委員） 

 私は 初「主婦業はつまらない仕事だ」と思っていたので仕事と家事の両立をしていま

した。でも途中から仕事が忙しくなり、家事も中途半端になってしまったので、自分がで

きる時間でパートをやることにしたのですが、仕事をやめて主婦をしてみて、意外とやる

ことがあるし楽しいし、自分の時間もあって「楽しい」ということになって、家族もすご

く明るくなっていきました。私の場合はどんどん忙しく物事をやっていくと、気持ちが入

らなくなっていくということが分かったので、大切に１つ１つをやっていくと、すごく満

足して「主婦ってすごく気持ちのいいものだな」と思いました。 

（アドバイザー） 

 今の話を聞いて、色々な暮らしがあるということと、色々な生き方があるということが

あります。自分の人生の中でも「今は一生懸命働く時期」「今は子どもと過ごす時間を多く

取りたい」「今は子どもと過ごす時間を本当は取りたいけれども、働かなきゃならない」等

色々な状況がありますよね。色々な状況があり、色々な暮らしがあることを踏まえた上で

の男女共同参画だと思います。 

「家庭と仕事の両立」の実現については色々な制度について企業に努力してもらわなけ

ればなりません。それから再就職を考える人が、求人情報紙を見て「パート見つかった、

これだったらできそう、はいＯＫ」ということだけでいいのか、ということです。逆に言

うとその前に相談や研修等があって、気持ち等を話し合う機会も必要ではないか。「私が今

から働かなきゃならない」という人は別にして「前の主婦の暮らしがいい」「同じ年の人が

輝いて仕事をしている、私はこれでいいのか」「もう１回ある程度の年齢になったら２年後

３年後に再就職したい」というようなことを考える場所や仲間があってもいいのではない

でしょうか。そういったことの中に男女共同参画の家庭のことや自分のことがあると思い

ます。 

先ほどシンポジウムの話のところで「『主婦の関心を深める』というテーマもあっていい

のではないか」とありましたがそれはここにつながるのです。「大きなテーマでやらなけれ

ばならないのか」「小さなテーマで身近な話題でやるのか」「私たちだったらこんなテーマ

で聞きたい」「皆さんの中からこのようなテーマを聞きたい」というような皆さんの中から

の提案も大事なのではないでしょうか。 

（会長） 

 今先生の方から、大きな事業でやるよりも、その人その人で生き方が違うのだから、そ

れに対して同じ問題を抱えている人たちの、小さなフォーラムを開くというのも１つの形

じゃないのか、という話をいただきましたが、他に何かありますか。Ｃ委員。 

（Ｃ委員） 

 行政の人にお聞きしたいのですが、前回いただいた評価シートの中の「ホームヘルパー

の講習会への参加促進」のところで、「市内で実施されている講習の周知と市民の問い合わ

せに応じて情報を提供する」という形になっていますね。４・５年くらい前までは北海道

の方から助成があって、北海道母子寡婦福祉連合会というところが主体で、ホームヘルパ

ーの講習会を行ったことがあります。そこに母子家庭のお母さん方も何人か来て、１級・

２級の資格をとって、就労に結びついた例もあるのですが、今、道の予算がなくなったの

で、行われなくなりました。それで、今ハローワーク等に登録しているホームヘルパーの
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団体を見ると「月曜日から金曜日に業務がある」ということで、ただ何となく働いている

のではなく「ヘルパーの資格でも取りたいな」という母子家庭のお母さんがいても、省庁

の仕事はどうしても月～金曜日ということでなかなか時間が取れず受講できないというこ

とがあります。それでここにホームヘルパーの事業があったので、北広島市ではどのよう

になっているのかと思いましてお聞きします。 

（事務局） 

 今、Ｃ委員がおっしゃっていた講習会は母子家庭の自立支援事業としてやっていたもの

ですね。それは今どうなっているか私はわかりませんが、少なくとも市でやっている講習

会はありません。例えば市内でいうと、商工会で主催している講習会があります。 

（Ｃ委員） 

 商工会の講習も省庁と同じく、大体が平日ですよね。 

（事務局） 

 そうですね。確かに働いている女性の方にとって、平日の講習会に参加するということ

は無理になりますよね。 

（Ｃ委員） 

 母子家庭のお母さんも一般の主婦の方も、改めて勤めようと思ってもなかなか職員とい

うことは難しくてパート業務になることが多いので、資格を何か身につけたい、というこ

とでヘルパーさんを希望する方が多いのですね。 

（事務局） 

 例えば、夜に開催するような講座があれば参加しやすくなるのということですね。 

（Ｃ委員） 

 それこそ男女参画なのですが、ホームヘルパーというものは女の人が受けるものだ、と

いう感じになっていますから、男性にも参加してもらえれば、自分がそういうことを介護

する立場になると、親族が倒れた時に、内助の功という形で奥さんや娘さん方が介護する

ことの大変さが分かるのではないかと思いました。 

（会長） 

 その他に何かございますか。Ｆ委員。 

（Ｆ委員） 

 平成 14 年度から平成 17 年度のものを見てこの前も言いましたが、見れば見るほどすご

いな、と思っています。私は子どもの頃からずっと、家庭や地域、風土や伝統の良さにつ

いてお互いに各家庭で認識して、子育てや、自分達の生活をやっているのかを考えてきま

した。男女平等参画でもまずそういったことを優先させるべきであって、あれもこれも、

というようにしない方がいいと思います。また私が思うのは、「平等」と言って、履き違え

た平等を考えている人が非常に多いのではないかと感じています。ですからもう少し根本

的なところをお互いが押さえておいて、雇用の機会均等や家庭での男女のお父さんの役割、

子育てについても、いいところはたくさんあると思うので、そういうことを勉強して生か

せていければいいのかな、と思います。 

（会長） 

 今、Ｆ委員からの意見がありましたが、私も自分が男女平等参画担当ということをやっ

ていますが、特別に「これが不平等だ、平等だ」という風には生活の中では感じないでや

ってきています。それでいざ事業をやってみて「これも平等参画だ」「これはハラスメント

だ」というように感じはするのですが、実際問題として「自分で腹が立つか」「それに対し

て何か意見があるか」と言われるとそこまでではない、と感じます。ですから、人それぞ

れ「これが男女平等参画」という感じ方は違うのではないかと思います。その中で「自分

達がどのようにして楽しく生活をしていけるか」ということが根本にあるのではないかな、
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と。「こうでなければいけない」「ああでなければいけない」ではなくて、日本の文化の中

でも「悪いものは悪い」という風に感じる人と、感じない人がいるのではないかと思いま

す。だからそこを踏まえた上でやっていきたいと思いますね。Ｆ委員が言ったように、日

本の文化のいいところはもっと我々が勉強していくべきだし、それを教えていければ、必

然的に男女平等はどんなものかということが分かるのではないのかな、という感じもしま

すね。でも協力体制というものは要求する部分は要求していかなければならないと思いま

す。 

（Ｃ委員） 

 権利だけを主張するようになってきて、自分がすべきことを忘れている人も多いのでは

ないでしょうか。例えば、お箸の使い方や雑巾の絞り方というようなことです。子どもが

２・３歳になった時に親がきちんと箸の使い方を教えないから大人になっても箸が使えな

い状況もあります。昔の親は日常的なことについて厳しかったですね。ですから今は日常

の生活の中から教えられたものがどこかで失われてきているのかな、という思いがありま

すね。 

（アドバイザー） 

 男女共同参画を進めると、本人が一番暮らしやすくなって困らないという面があります。

例えば、炊事についてもご飯の他に２・３種類おかずを作れるようになると、奥さんがい

ないときに一番助かるのはその人自身です。70 歳を過ぎれば自分のために家事をやらざる

を得ないのが今の高齢社会です。北海道は同居世帯の数が全国平均に比べると 10%くらい低

く、夫婦２人で年を取っていきます。夫婦２人で 80 歳、90 歳になったら助け合わないと暮

らしていけないので、介護保険を受ける権利等という問題ではなく、男女共同参画につい

て考えていかないといけないのではないでしょうか。男女共同参画という点でいえば北広

島の方が全国的に見ても進んでいます。昔はセミナーを開くだけでも大変だったのですが。 

（Ａ委員） 

主婦は朝起きた瞬間から、夜寝る瞬間まで仕事をしているということで、主婦が家で家

事をやらない限り、夫が外で思いっきり仕事ができないという部分があると思います。で

すから、主婦業をする人がいないと世の中が回らないということですから、主婦業という

ものにもっと評価をいただければ、気持ちよく主婦業ができるのではないかと思います。

「評価されない」ということがほぼ主婦の不満の半分以上を占めていると思うので、評価

さえしてもらえれば、気持ちよく家庭のことが出来ると思います。 

（会長） 

 そうですよね。外に出て働くのが男女平等参画なのか、というと違いますね。主婦業で

あれ何であれ「きちんとした評価の中で認め合う」ということが大切なのではないかと思

いますね。 

（アドバイザー） 

 今、まちづくり地域づくりの担い手は、いわゆる主婦とリタイアした人です。その人た

ちがいるところにコミュニティができるようになっていて、通学路の安全を見守るのもそ

ういう方たちです。そうではないほとんどの世帯が共働きで昼間は家にいない地区と比べ

ると、安全さや綺麗さが全然違います。私は、働くということを有償労働と無償労働に分

けて、有償労働は稼ぐ、無償はお金を稼ぐわけではないのですがきちんと働いているので、

そこをきちんと認め合って地域ができていくと思います。先ほどの「主婦業をもっと評価

して欲しい」というところも含めて、これは大事なことです。 

（会長） 

 「男女平等参画なので外に出て働かなくてはダメだ」、そういう捉え方をしている方もい

らっしゃるから、そうではなくて「主婦もきちんとした仕事なのだ」ということを認め合
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うことが大切ですね。 

（アドバイザー） 

 札幌市だと単身世帯が多く、ほとんどがマンションという地区もありますが、北広島市

は単身世帯が少なく、家庭世帯が多いですので、主婦の割合が多いですよね。そうすると

「今パートをしている」「今パートはしていないけれどもまた仕事をしたい」ということを

どちらも認めるような状態が「このまちらしい」といえるのかもしれませんね。 

（会長） 

 そのようなことについてのシンポジウムを、夜、託児所を作ったり、ご主人に子どもを

預ける等して開くと素晴らしいことになるのではないでしょうか。 

（アドバイザー） 

 例えば、赤ちゃんが生まれたばかりだと市の方で託児等の制度があるのだから、もう少

し子どもさんが大きくなった時、そのお母さん達が企画するから市の方で施設を安く貸し

てください、ということも新しいやり方ではないでしょうか。自分達が欲しいものを自分

たちで作っていく。作ってくれるのを待つのではなくて、ちょっとずつ作っていくという

ことですね。 

（会長） 

 ありがとうございました。どうですか、Ｈ委員。 

（Ｈ委員） 

 今、退職して仕事が終わるという年代がすごく多くなってきているのではないかと思い

ますので、私たちの地域でも、そういった人が活躍したり手助けをしてくれたりしていま

すよね。だからそのような人達がうまくまちづくりの中に組み込まれていったらいいな、

と思います。 

（会長） 

 今、団塊の世代と呼ばれる方たちが退職してきますよね。だから日本の良きものを教え

てもらうには、このような方々を招いてシンポジウムを開くといいかもしれません。 

（Ｈ委員） 

 その年代の人たちは、まだ「仕事から地域の活動に頭を切り替える」という部分ではす

ごく難しいと思うのですが、協力してくれたりしていますね。 

 西の里も地域活動が盛んですが、皆さんの住んでいるところでも色々な形でそのような

方々の協力があると思いますよ。 

（会長） 

 北広島は１つの地域ごとに分かれていますので「１ヶ所で何かをやりましょう」と言っ

ても人が集まらない地域ですよね。だから１つ１つの地域毎にそれぞれにシンポジウムを

持っていく、とするといいかもしれませんね。 

（Ｃ委員） 

 確かに東西南北が離れてすぎていますが、「複数やる」ということも難しいところだと思

いますね。 

（会長） 

 それをまとめてまた大きくやればいいと思うのですが。Ｉ委員。 

（Ｉ委員） 

 私は、夫婦があえて距離を置いてみると、お互いのやっていることが客観的に見えて理

解し合えるのではないかな、と思いました。 

（会長） 

 それではほぼ２時間になりましたので、安田先生にまとめていただきたいと思います。 
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（アドバイザー） 

 皆さんから、北広島の地域の暮らしを知ることができるような深い意見を聞くことがで

きてとても興味深かったです。今日は、今後の見直しプランの参考になるようなヒントが

一杯出てきたのではないかと思います。事務局の方でうまくまとめてくれると思うので、

今日の議事録を叩き台にして「プランの見直しはどこをポイントにしたらいいのか」「すぐ

に取り組んだらいいことは何なのか」ということを次回皆さんがお話するといいのではな

いかと思いました。 

（会長） 

ありがとうございました。 

 

５．その他 

・事務局による次回日程の確認 

（事務局） 

 次回の開催は８月 31 日金曜日、時間は 14 時からを予定しています。場所はここの会議

室になります。内容につきましては先ほど先生もおっしゃっていましたが、今回出た意見

を参考にいたしまして、今後の課題を整理した形で皆さんの方に提示できれば、と思って

おります。 

 （会長） 

 では、本日はこれで終了させていただきます。どうもお疲れ様でした。 

 

６．閉会 
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