
平成１９年度 第４回北広島市男女平等参画懇話会 会議概要 

日  時 平成１９年８月３１日（金）午後２時～午後４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） 

欠席：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 同課宮川主事 

出

席

者 

傍聴者 なし 

会議次第 

１ 開会 

２ 会長挨拶 

３ 報告事項 

（１）第３回懇話会会議録の確認 

（２）市ホームページ「男女平等参画のページ」掲載について 

（３）男女平等参画推進会議作業部会の設置について 

４ 協議事項 

（１）男女平等参画プラン再検討項目について意見交換 

５ その他 

６ 閉会 

配布資料 

・第４回懇話会会議次第資料 

・第３回懇話会会議概要 

・女性労働力率グラフ（H12・H17 全国、北広島市） 
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■ 会議の概要  

 

１．開会 

・事務局から配布資料の確認を行った。 

・会長が議長を務める。 

 

２．会長挨拶 

（会長） 

皆さん、どうもお忙しい中ご苦労様です。今回は第４回目ということで、前回皆さんか

ら多数ご意見をいただきまして、安田先生から「見直しのポイントを絞って、今すぐでき

るようなことから取りかかったらどうか」というアドバイスをいただきましたので、今回

はどのようなことに絞って取り組んでいけばいいか、ということについてみなさんとご意

見を交わしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

３．報告事項 

（１）第３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）市ホームページ「男女平等参画のページ」掲載について 

・事務局で報告を行った。 

 

（３）男女平等参画推進会議作業部会の設置について 

・手引作成部会の設置について報告を行った。 

 

４．協議事項 

（１）男女平等参画プラン再検討項目について意見交換 

（会長） 

 先ほどもお話いたしましたが、私達が初めに取り組んでいけばいい、というものがあれ

ば皆さんからお話をいただきたいと思っておりますので、ご意見をお願いします。 

Ａ委員。 

（Ａ委員） 

 何回か男女平等参画懇話会をしたのですが、「平等」という言葉に少し無理があるのかな、

と思いました。「女らしさ、男らしさをそれぞれが認め合いながら、助け合いながら、お互

いに男女ともに進む」という意味では「共同」の方がいいのではないか、と個人的には思

うのですがいかがでしょうか。大本は「共同」になっていると思います。 

（会長） 

 今のＡ委員の意見に対して何かありますか。 

（Ｂ委員） 

 「平等」にした経緯というものはあるのでしょうか。 

（会長） 

 では、これは事務局の方でお願いします。 

（事務局） 

 第１回目にお配りした資料の中に参画プランの文章を書いているものがあるのですが、

その中に「はじめに」というプランの基本理念が書いてあります。 

北広島市では「男女平等参画社会は、男女平等を当然の前提としたうえで目指すべき社
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会ですが、男女平等でない状態で単に女性が参加するだけである、という誤解を招かない

よう、北広島市としては敢えてプランに男女平等参画と明示します」ということで、現在

の状態ではまだ男女平等に達していないので、敢えて男女平等ということを強調しますと

いう意味合いを含んで、平成 13 年にプランを作った時に名称を「男女平等参画」としてい

ます。参考までに言うと、北海道では「男女平等参画」という形で「平等」という言葉を

使っています。 

（Ｂ委員） 

 例えば、今ここで懇話会を開いていますよね。Ａ委員がおっしゃったように、やはり「平

等」という言葉に違和感があって、この中で素直にディスカッションしてもそこで引っか

かってしまうので、北広島市での男女平等参画という部分における「平等」という言葉を

国が提示している「共同」という言葉に変更して改めてディスカッションすることは可能

ですか。 

（会長） 

 どうでしょうか。 

（事務局） 

 今回は平成 22 年までのプランの見直しということなので大本は変わらないというのが前

提です。ただ懇話会の意見として名称は「共同」がいいのではないか、ということで懇話

会意見として出していただくことは積極的にやっていただいても差し支えはないと思いま

す。 

（Ａ委員） 

 ですから平成 13 年にプランを立ち上げた時点で既に「平等」ということになっていて、

そのまま変えられないのであれば、私の頭の中では「共同」ということにして話し合って

もいいのでしょうか。 

（会長） 

 どうですか、「男女平等」「男女共同」について。でも、今事務局の方からお話がありま

したように、即「平等」が「共同」に変わることはなく、平成 21 年まではこの「平等」と

いう言葉のもとで話し合いをして、「共同のほうに移行したらいかがですか」という意見を

出す、というお話になると思います。 

（事務局） 

 「今回の意見としてそういうこともありました」ということになります。現在のプラン

は平成 22 年まで表題を含めてできあがっていますので。 

 あくまでも懇話会での話し合いですので「いや、途中からでもいいから変えて欲しい」

ということであれば、それはそのまま強い希望ということで出すという形で、それはそれ

でいいのではないかと思います。 

（Ｂ委員） 

 私が最初に広報で募集の記事を拝見した時に「男女平等」の「平等」の部分が引っかか

って「この懇話会に参加させてください」という申し込みではなく、文章で意見を送らせ

ていただきました。その中でＡ委員の言ったように「男性と女性の造りが根本的に違うと

いうことは全てが違うということですから、それを『平等』という言葉に置き換えること

には無理がある。男性の立場を女性が認めて、男性が女性を認めて、お互いに違いを認め

るところからからスタートしないと『平等』はありえないと思います。男の人ができる部

分と女の人のできる部分が凹凸になっていて、それがピッタリはまって初めて１つになる

のであって、それが両方とも出っ張っていても引っ込んでいてもダメですから、お互いを

認めるにはどうしたらいいのか、ということから話さないと、『平等』という言葉が一人歩

きしてしまうのではないか」と書きました。 

 3 



私も第１回から懇話会に関わっていくほどに、「平等」という言葉は簡単なのですが難し

いと感じています。これをどのようにまとめていくかということになると、事務局も本当

に大変ではないか、と思います。また、長く人生を過ごしてきた我々でも答えが出てこな

いのに、こういうことを一般の人に「もっと認識して」と言っても、果たして理解しても

らうことができるのかどうか、本当に難しいのではないかと思います。 

（会長） 

 今は「平等」と「共同」の違い、違いというより、言葉の響きについてですね。何か意

見ありませんか。 

（Ｂ委員） 

 例えば、「小さい子の『ちゃん』と『くん』という呼び方が差別ですから『さん』に統一

すると平等になる」という問題でもないと思うので、形だけ、表向きの表現だけで帳尻を

合わせよう、というように思います。実際に社会に出た時に、男性と女性の立場が今の学

校社会とは根本的に違うので「平等に」と言っても、女の人は力が弱いし、やはり平等に

はできないことがたくさんあるので、女性ができること、男性ができること、それは家庭

であっても、社会に出ても、高齢化にしても、根本的なところは変わらないと思います。

ですから男女がお互いを認めてあげることがやはり平等なのではないかと思います。私は

ずっとそう言ってきましたし、これからもこの意見は変わらないと思います。 

（会長） 

 どうでしょう、たくさんご意見をいただいて懇話会として進めていきたいと思うのです

が。Ｃ委員。 

（Ｃ委員） 

 今、事務局の方で「平等」について言われたのですが、ちゃんと説明していると思いま

した。というのも、今までこの懇話会ができてから「共同参画」という柔らかいイメージ

があったので、「平等」という言葉になると、北海道でも地区によっては「平等」になって

いないのではないかと思うので、「このように『平等』という言葉にした」というところを

聞けば、「平等」でも「共同」でも、この話し合いの中で皆が煮詰まっていけばそれに尽き

るのではないでしょうか。 

「平等」という言葉は戦後ずっと使われてきたのですが、男性も女性も履き違えている

ことが多かったのではないか、と私は感じています。若い時、「平等」だからといって「あ

なたがお茶をお客さんにやっておきなさい」と言って、私の職場の女性の先輩が何もして

いなかったのを見て「すごいな」と思っていました。このように履き違えをしてもダメだ、

ということと、男性でなければできない仕事、女性でなければできない仕事がお互いに歩

み寄って共同参画ができているのではないのか、ということを感じます。それを通じて職

場でもどこでも、お互いに理解し合えばうまくいって、より強力に男女平等を進めていけ

るのではないかな、と思います。最近は時代が変わってきて、先ほどＤ委員と小学校で仕

事をやってきましたが、前は４分の３が男性の先生でしたが、今は１学年に３つあるクラ

スのうちの２つが女性の先生、というように女性の先生の方が多いです。そういうことを

考えると徐々に共同参画というものが成り立ってきているのではないか、と思います。ま

だ議会等を見れば進んでいないのですが、これから男女共同参画を皆がやっていくような

土台ができつつあるのではないかと思います。 

（会長） 

 この件については何回かお話をしていくべきだと思いますので、次に進みたいと思いま

す。では初めに「懇話会として見直しのポイントを絞る」ということです。「全部を見直し

て」ということになると時間がかかるのでまずすぐに取りかかれるものについて皆さんで

話し合いたいと思います。 

 4 



・事務局より再検討項目・女性労働力率の変遷についての資料の説明を行った。 

 

（会長） 

 今、事務局から説明をしていただきました。「再検討項目」ということで、項目１、２、

３、４、５がありますので、これについて皆さんで少し話し合いをしたいと思います。見

直しをして重点的にやっていけるもの、すぐ取り掛かれるものにどういうものがあるでし

ょうか。このお話をもとに取り組んでいければいいのではないか、と思いますが。 

（Ａ委員） 

 給食費の問題について、今全国的にニュース等に出ていますよね。それで項目１の「男

女平等」の中で、これは「給食費は貧しい人も富める人も平等に支払う」という当たり前

のことなのですが、このことについて事務局の方に確認します。北広島市の小中学校の中

で、給食費を払わない父兄がどのくらいいて、金額にしたらどのくらいになるか、という

ことは今把握されていますか。 

（事務局） 

 よく話題にはなるのですが、まだ事務局の方で把握していないので、次回までに把握を

しておきたいと思います。確かに未納者はいるという話は聞いております。 

（会長） 

 では、この次の会議の時にきちんとした数字を教えていただくということです。「再検討

項目の中で初めに手がけていった方がいい」ということがありましたら、ご提案をいただ

いて、それについて皆さんとお話をしていきたいと思いますが。 

この５つの中から何を初めに取り上げていったらいいか、ということです。 

（Ｅ委員） 

 「地域の安全・安心を守るために」というところで、あとで私は気が付いたのですが、

新しい分野での取り組みということでまちづくり、防災、地震が起こった時の女性の参画

というものはどのようにしていけばいいのか、ということはここに含まれますか。 

（会長） 

 「地域の安全・安心を守るため」ということですから含まれていますね。ですからここ

で話し合いをして、どのように関わったらいいのか、と提案していただければと思います。 

（Ｅ委員） 

 今、町内会や連合町内会の方には男性が多いのですが、「地域の方を把握や理解をしてい

るのは誰か」ということになると、女性の方が色々な部分で、どこに誰がいる、といった

ように把握しているので、女性がもっと参加できるということを体系づけていければいい

と思いました。 

（Ｂ委員） 

 私は今虹ヶ丘に住んでいるのですが、西の里地区は非常に歴史があります。それに対し

て虹ヶ丘はここ数年、やっと活気が出てきた地域で、そういった両極端な地域が西の里地

区に２つあります。今おっしゃられたように「男性ばかりがまちづくりに参加して女性は

なかなか参加できない」ということはありますが、虹ヶ丘は若い家庭が多いので、女性が

前に出る時間がなく、学校や子育てもあるので、学校とお母さんとの子どもを通しての情

報交換は成されているようですが、町内会との関わりが薄いのです。ところが、西の里に

なると今度は退職されてもまだ元気な方が多くて時間もあるわけです。それに加えて歴史

があるものですから、コミュニケーションがしっかりしているので、防災にしても「隣近

所がどうなっているか」ということも理解しているのではないかと思います。ですから特

に虹ヶ丘の場合は意識してやっていかないと、皆で「やりましょう」といっても無理なの

です。私は少し時間があるものですから、その中で地域の方にまとまりを持たせようと思
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ってやっているのですが、なかなか動かないのです。ですから時間がかかるのを覚悟で腰

を据えて、意識させるまでの時間を頂かないとなかなか難しいですね。西の里の住民の方

の地道なコミュニケーションを見ていると虹ヶ丘とは歴然とした差があるので、長い年月

を経ないとこのように地域の密着度はなかなか育たないのかな、と感じています。私が一

番心配していることは防災等でまとまりがどうなってくるのか、ということなのですが、

これは若いまちほどあるのではないかと思います。 

私は神戸出身で、阪神大震災の時に偶然現地に在住していました。その大地震で目が覚

めたという経験があって、その時住んでいた地域には歴史がありましたから、隣近所の支

えあいということが本当に大事だ、ということを痛切に感じました。ですから若いまちで

も隣近所だけでも手をつなげないかな、と思いました。 

（会長） 

 今、おふたりの方からのお話をいただきましたが、北広島市の特性を生かした地域づく

り、ということですよね。今、各地域の中に若い世代が出てきています。その世代と、長

年地域で過ごしてきている世代の間がうまくいくために、男女平等参画懇話会で何ができ

るか、ということについて少しお話をしたらどうでしょうか。 

 地域の安全と安心を守るためには、例えば阪神大震災にお遭いになった方の経験を聞け

る場所を提供して「実際に災害に遭った場合、我々はどう動けるか」ということを地域に

知ってもらう。知ってもらうにはどのようにしたら一番いいのか、ということを皆さんに

お話していただければありがたいです。例えば町内会、連合町内会、老人クラブ等、色々

な団体があります。その中で何かあった時に動ける人たちのネットワークのようなものが

あればいいな、と感じるのですが。その作り方はどうすればいいのでしょう。 

（Ａ委員） 

 西の里では災害についての対策は提案事項になっているのですが、まだ煮詰まっていな

い状況です。 

（Ｅ委員） 

 私たち自身もそういうところに興味を持って参加しなければならないのですが、なかな

か先が見えない部分があります。 

（Ａ委員） 

 同じ西の里でも広栄町内会さんでは早くから防災意識があって、そういった話もあるそ

うです。同じ住民でいながら、まだこちらでは見えていない。これを考えると役員さんや

班長さんの防災意識が強くないと難しいですね。 

（Ｂ委員） 

 私は阪神大震災に遭う前は同じでした。神戸は岩盤の上にあったので地震はありえない、

ということだったので行政の方でも地震は認識されていませんでした。あれは 150 年ぶり

に来た地震だそうですが、ああいうものは経験しないと対策や実感ができないのです。人

間というものは経験しないと動かないので、経験のない人に「こうなんですよ」と言って

も動かないのです。 

（Ａ委員） 

 私も実際に神戸の会館に行って見てきました。展示物やスタッフの人方の話がまだ頭の

中に残っていますが、すごかったですね。 

（Ｂ委員） 

 地震の傷跡が残る市街で皆がリュックを背負って、炊き出しをしています。人は廃墟で、

交通機関が無いものですから黙々と歩く。それでとにかく人が歩いている光景と炊き出し

のおにぎりしか印象に残っていないのですが、そういうことが実際に北広島市に起こった

場合、あのように手際よくできるのだろうか、ということは感じます。 
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（会長） 

 そういう話はやはり起こらないと分からないということですが、実際に起こらなくても

少し話をインプットさせておけば実際に起こった時に対応ができる、という話もあります

から、そういうお話を聞く場、聞かせる場、というものが必要なのではないかと思います。

災害は起こって欲しくないことではありますが、市民の安全のためには皆さんがそういう

話を聞いて、インプットしておくことが１つの方法ではないか、と思います。 

 ただ、実は「どこに避難すればいいか」というガイドは広報で１年に１回家庭に届いて

います。ですがそれはちょっと見るだけという人が大半で、実際に起こった時に右往左往

するというのが現状ではないかと思います。ですから、話で聞くということは見るだけと

違って頭に残るということで、そういう話を積極的にしていくような場所を、ということ

です。ですが、男女平等参画でそういった場所を設定していくというのは実際には難しそ

うですね。先生、どうでしょうか。 

（アドバイザー） 

 今の話について、私は実際に「防災のまちづくり、安全、安心のまちづくり」というこ

とで札幌市白石区にずっと関わってきていますが、防災意識を生み出す最初のきっかけは

「大きな地震や災害が多い。ところでうちの地区は災害に対してどの程度準備しているの

か、防災が進んでいるんだろうか」ということを災害図上訓練でやってみることです。実

際にやってみると、結構町内会の部長さんや女性の方も知っていて、地図で見ると避難所

の小学校も住宅も分かります。それで「本当にこの小学校に皆で避難したらとてもじゃな

いけれども溢れてしまう」「備蓄はあるんだろうか、いや知らない」といった具体的な意見

や疑問が出てきて、初めて自分の地区の防災状況について想像がつきます。その結果分か

らないことだらけになってしまっている。 

「自分は住んでいる地区の防災の度合いについて知っていると思っていたが知らなかっ

た。では次は何ができるのか」ということで、災害の時に「避難所に行ってください」と

言われて皆さんはどうやって行きますか。普通は歩きますよね。ですから実際に夜や雨の

日に避難所までの道を歩いてみます。実際に歩いてみて初めて、防災道具を背負って、小

さい子を連れて、お婆ちゃんを連れて、そのようなことをしながらでは歩けないというこ

とが分かります。歩きながら「道がガタガタしている」「水銀灯が壊れている」といったこ

とが分かって、これは普段の子どもの通学路としても危ない、ということになる。 

この時になぜ男女共同参画の中で防災や防犯が出てくるのかというと、男性が気づくこ

とと女性が気づくことが違うからです。男性と女性の意見を合わせると、自分達の住んで

いるまちが、どのくらい災害に対して準備されているのかが見えてきて、具体的なことや

小さいことが分かるので「町内会の防災訓練で、ただホースを出してバケツリレーをすれ

ばいいわけではない」ということが分かる。その時にまた男性も女性も意見を出し合う。

そして行動する、という形になってきます。そのようなことが続いて２年目になると、女

性が女性部長以外の色々な役員に就任して「何かやるから女性も参加してください、民生

委員も参加してください」というようになっていって、男性も女性も、気がつけば男女共

同参画で地区の問題を解決しようとして動き出す、ということになってきます。 

それで、懇話会の中でこういうことに取り組むのはどうしたらいいか、ということで、

項目の２番目に「男性も女性も理解と意思改革の必要性」とあります。その意識改革が家

庭レベル、学校レベル、企業レベルというように今までの基本計画では出ていました。そ

れに加えて今「地域レベル」というものがクローズアップされています。では「地域レベ

ル」といった時、それは町内会だけなのでしょうか。子育て中のお母さん達は、町内会に

は忙しくて関われなくても、PTA のことはお知らせ等で知っている。では PTA と町内会が一

緒に集まって地域の問題を意見交換する場はあるのだろうか。まずそこから繋がっていき
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ます。さらに学校の先生が協力してくれると「今、学校の通学路ではこんなことが問題に

なっている」「子ども達の間ではこんなことが問題になっている」という意見が出てきて、

町内会の方で安全パトロールをやっている人達がその意見を聞くと「今後はただ通学路に

立つだけではなくて、そういった箇所もチェックしましょう」という風に繋がっていきま

す。ですから「地域での男女平等参画」といった時に町内会だけにこだわらず、違う団体

と繋げる。さらに違う教育機関を繋ぐ。それが男女平等参画を進めていくために大事なと

ころだと思います。 

北広島の特性に関しては、団塊の世代が出てきていました。それで労働力率から見ます

と「働き始めている女性が５年間で全体的に増えている」ということがあります。ただ全

国ではまだ労働力率に入っている 50 歳を境として、北広島市ではそこでリタイアしてしま

っているようです。全国では 60 歳くらいまで頑張っている女性が 50%いるのですが、北広

島市ではそういった女性が 30%くらいしかいない。ということは、団塊の世代の夫婦はそろ

って自由な時間が多くなっているから、団塊の世代の退職による地域活動には、男女とも

に参加できるということになります。おそらく女性の方から参加していると思うのですが、

その方たちが自分の夫をどうやって地域活動に引っ張り出すか、ということは家庭の中で

の男女平等参画だと思います。これは北広島の特徴を生かしていていいのではないかと思

います。このプラン自体は平成 22 年度までありますので、団塊の世代の方が 65 歳に近づ

いていきます。そうなると５番の「高齢化を地域で支える」ということに繋がってきます。

それをうまく考えていくと、男女平等参画に防災といったことを組み込めるのではないの

かな、と思います。 

（会長） 

 今、先生の方から「違う団体で話し合う」「項目の２番目と３番目と５番目を上手に色々

組み合わせれば、男女平等参画の方に組み込みができるのではないか」というアドバイス

をいただいたのですが、どのようにまとめていけばいいでしょうか。 

私はまず２番目の意識改革の必要性があると思います。それに全部の項目が繋がってい

るのではないかということで、そのためには何を取り組んだらいいでしょうか。 

（Ｂ委員） 

 事務局の方にお聞きしたいのですが、女性労働力率のところで、全国と北広島市の働か

ない女性の率の差があります。働かない、差がある理由は把握されていますか。北広島が

これだけ全国と比べて低いと気になります。 

（事務局） 

 このグラフは数字を拾っただけのものですので、理由までは把握しておりません。 

（アドバイザー） 

 労働力率の対象になるのが「今働いている人」「働く意欲があって探している人」「求職

している人」になります。おそらく 50 歳の年齢制限ということは大きいですね。全国で景

気のいいところでは 60 歳を過ぎても仕事があるのですが、北海道はもっと前で仕事がなく

なりますので、本当は働きたくても労働市場から退場した人達が多いのではないでしょう

か。 

（会長） 

 そういった人たちを地域の活動の中にどうやって生かしていくか、ということですね。

何かいいアイデアがあれば、私達が前に出ていって呼び込んで、取り組んでいきたいとい

うことになります。事務局にお聞きしたいのですが、今、各地域で防犯ということに取り

組んでいるところはどれくらいあるのですか。 

（事務局） 

 北広島市内に防犯協会が 10 団体ありまして、それと連合町内会等々が一緒になって行動
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していて、ほぼ全市的に活動しています。ですから先ほどのお話に「地域の安全安心は自

分達で守ろう」ということがありましたが、女性も男性も地域の方がこぞって活動してい

るというのが現在の北広島市の防犯活動の実態になっています。北広島市が５つの地域に

分散されているという地域特性もあり、自分達の身近な地域は自分達で守る、地域間での

競争といった要素も含め、他の市では例がないほどそういった活動は盛んです。 

（アドバイザー） 

 西の里は道内で表彰されましたよね。 

（事務局） 

 はい、PTA で相当活発な活動を実施されましたので表彰されました。 

（アドバイザー） 

 私は先日出張で宗谷の方に行っていたのですが、地域の安心安全のためのパトロールと

高齢者のお宅の見回りを兼ねたものをやっているところがありました。それは高齢者のお

宅に行って見守るということではなく、通学路のパトロールをしながら独居の人たちやか

なり高齢のご夫婦の方の家を、例えば「カーテンが閉まったままだ」「朝なのに電気がつい

たままだ」というようにプライバシーを侵さない程度に少し気にかけます。こうすること

で、子どもだけではなく高齢者等全部を含めた地域の安全安心が守られる、ということに

なるので最近始めるところが出てきています。さらにパトロールをすること自体が健康増

進になるので、普通の安全安心地域活動と体力作りを一緒にすると、例えば生涯学習でス

ポーツや健康づくりを一生懸命にやっている人たちを取り込むことができる、といった形

ができますので、このような形で取り組んでいけるのではないかと思います。 

参画意識の浸透のところで「身近な題材をテーマにして各地区で話し合ったらどうです

か」という話が前回出ていたのですが、そういった時に今のような話を持ち込むと、そう

いう団体に参加しませんか、と呼びかけることができます。 

（会長） 

 「これだから男女平等参画ですよ」とするのではなく「身近な話題について各地域で話

をしながら取り込んでいく」とする方法です。これからそういう団体に入っていってお話

ができる形を作っていく、ということです。 

（Ｃ委員） 

 北見市の水道水が遮断された時に「すごい」と思うようなことを２週間前にテレビでや

っていました。北見市では、自治会が自主的にお年寄り、障がい者、病弱の方等がいる家

庭にそれぞれ色をつけた日頃避難訓練等に使うマップを作って各家庭に配布し「あなたは

若いから避難する時にこの家に行って一緒に連れてきて」というようにしていました。こ

の間はそういった家庭にちゃんと水を配布していたので助かっていました。ですから、大

きなことをやらなくていいので身近なことからやっていけばいいと思います。それが、今

北広島で問われている「高齢化に伴う地域の安全安心」の１つの例だと思います。 

それともう１つ、今日の朝に新聞で見たのですが、札幌の女性の研究会の 30 周年の討論

会やディスカッションがあります。この研究会は、最初は５人のメンバーから始めて、今

100 人ほどで取り組んでいるということです。この記事の最後に書いている悩みで「30 年

間、六十何ページ出したけれども、女性の悩みはつきない」というところが印象に残りま

した。 

（会長） 

 市の福祉協議会等で、今話題に上がった老人家庭等が書かれたマップを持っているので

しょうか。 

（事務局） 

 数年前に調査をして、障がいの方や独居の方等が入る家庭は分かっているのですが、今
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全国的に話題になっているようにその名簿を出していいのか、ということで北広島市も逡

巡している状態です。ただ最近は厚生労働省からはそういうものは地域に出しなさい、と

いう指示は出ていますので、これからその取扱について議論になると思います。いざとい

う時に役に立たないとこういった名簿も宝の持ち腐れになってしまいますので。元々は個

人情報の中でもそういうものは出してもいいということになっているのですが、どうして

も「個人情報」という言葉だけが先走りをして、全て出さないという自治体が多くなって

いますね。 

（アドバイザー） 

 防災マップを作る時にも必ず個人情報の話が出ます。私共が関わる時には、まずその地

域の連合町内会の会長さん、防災部長さん、民生委員の代表さんで話し合ってもらいます。

出さないとどれだけ困ったことが起きるのか、逆に出すことで何が起きるのか、というこ

とを計ってもらって、それでも出さなくて本当にいいか、出すとしたらプライバシー情報

を守るため、配布する人を会長さん、防災部長さん、民生委員の代表さんだけに留めて、

全戸には配布しない。あとは独居の方、障がい者の方の中で「災害時に助けが欲しい」と

希望された方に対しては、その人をサポートする人を近所で選んで、民生委員さんの立ち

会いのもと紹介をして「この人があなたを支えます」というようにする。そうすると日頃

からお互いにちゃんと挨拶をするようになります。それで台風が来たりしたら「大丈夫で

したか」というように声掛けをして普段のお付き合いになっていきます。ですから急に防

災の時だけ、災害の時だけの付き合いというのは無理な話で、結局普段のお付き合いにな

ってくる。実際に災害になると本当にその違いがはっきり出てくると思います。 

（会長） 

 それをどのようにして我々が取り組んでいくかということですね。この懇話会で。 

（アドバイザー） 

 懇話会でマップ作りまでするわけではないですから、提案等、そこに行くまでの意識改

革の部分ですよね。そうすると今までやってきているセミナー等に皆さんの想いを入れて、

発信していかなければならないと思います。 

（Ｃ委員） 

 先ほどの話で「すごい」と思ったのは、市民の方の名前は出ていなくて、色分けになっ

ている点です。青色の家には高齢者がいる、赤色は病弱の方がいる、といったように該当

する家庭のところに色がついているだけですから、個人情報等も大分薄められています。

ですが水を配布する時にもおばあちゃんが「ありがとう」と言っているところも出ました

ので「すごい」と思いました。ですからこれから長くかかると思うのですが、市の方でこ

ういったマップの作成も考えていただきたいな、と思います。 

（Ｆ委員） 

 私もマップ作りはいいと思うのですが、やはり実際に歩いて確かめてみないと駄目だと

思います。私は２年間ほど建設業界に所属していまして、独居老人の除雪ボランティアで

ずっと様々な家庭を回っていたのですが、結構若くて元気な人がいるものなのです。実際

に歩いてみて「本当にそうなのだろうか」と確かめるということも必要だと思います。 

（会長） 

 そういったものをちゃんとできるように支えていくということですね。それでは、まず

何に手をつけていきましょう、ということですが。マップ作りでも、Ｃ委員の言っていた

色分けだったら個人情報には当たりませんし、全戸に配布してもどこに誰が住んでいるか

までは分からないでしょう。ですから「あそこにはこういう方がいらっしゃるのですから、

何かあった時は声をかけよう」とか「常日頃気をつけて見ていよう」というようになるこ

とはありえるのではないかと思います。 
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（Ａ委員） 

 それぞれの町内会で取り組めるように、市なら市がそういったマップを作って、町内会

で話し合って、このマップが全戸に行き渡るようになると、例えば私が住んでいる西の里

広栄町内会だとしたら、町内会の人でそれがわかって、散歩をしながら「あ、そうか、あ

そこの家は１人で大変なんだな」と思ったりするかもしれませんし、自分の近所は日常生

活の中で分かっているのですが、ちょっと奥まった、離れたところに住む人は同じ町内で

も会合がある時にしか顔を合わせないという場合もありますから、マップは必要ですね。 

（会長） 

 まず、身近な話題で、マップを作ることについても防犯協会、町内会、PTA といった団体

に全部集まっていただいてお話をすれば、助け合いの気持ちで動いていけるのではないか、

と思います。この懇話会だけで話し合っても駄目ですよね。ですからそういう話し合いを

持っていけるような場を提供できればいいと思います。 

（Ａ委員） 

 以前ニュースで「札幌市には、全市には行き渡らないけれども、毛布がどのくらい、乾

パンがどのくらいあります」といって、備蓄されている倉庫が映っていました。北広島市

ではそういう備蓄がどのくらいあるでしょうか。 

（事務局） 

 ある程度はあります。「絶対数が足りるのか」という話にもなりますが、近隣市町との協

力体制等、色々な形の中でお互いに補えるような体制になっています。 

（会長） 

 そういった話し合いの場で「最低限のものは自分達で用意しましょう」という話も出て

くるのではないでしょうか。「ではこの家は老人、障がい者、独居ですからその人達の分を

用意しておきましょう」といった話がその場で出てくればとてもいいことですし、そうい

う話し合いがたくさん出てくれば、男性も女性も子供も老人も全体で助け合っていけるの

ではないか、と思います。 

（Ａ委員） 

 実際にその場面になれば、体育館に集まって外に気を配りながらご飯を炊いたり、地域

のその場にいる人たちで持ち寄ったりして、それなりにできるとは思います。でも個人で

の話となると、昔、バスタオルや乾パンの缶詰を詰めた防災袋を背負ってみたら思った以

上に重かったので、それを考えると実際に避難する際には大した荷物も持てないので、我

が身１つで避難できればそれに越したことがないですよね。 

（アドバイザー） 

 その件だけでも１つセミナーができますね。結局「男女で災害に強いまちを作っていく」

というテーマにすると、防災のこと、高齢者、赤ちゃんがいる人、妊婦の人はどうするの、

といったように何回もシリーズで話し合うことができます。それを最終的に防災ではなく、

「普段から小さい子どもを持つ人達を周りの人が見守る」という形に繋がるように持って

いくことができるのは･･･ 

（会長） 

 このメンバーだと思いますね。 

（アドバイザー） 

 いかに懇話会で話し合われていることを北広島の他の住民の方に知らせていくか、とい

うこともこの懇話会の大事な使命だと思います。 

（会長） 

 今先生から言われたように「色々なテーマで話し合いができる」ということですね。そ

ういうことが積み重なって男女平等参画の社会作り、コミュニケーションを持った社会作
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りが培われていくのではないかと思いますので、まずそういうことを企画していかなけれ

ばならないと思います。地域ごとに企画をして、そこに皆さんで参加をして、まずこちら

でテーマを決めて話をしていって、最終的に全員が話をしていければいいのではないか、

と思います。自分の生活の安全の為のお話ですから、皆さんも色々な話をしてくれるので

はないかと思います。そういう場を提供していけるのがこの懇話会だと先生はおっしゃっ

てくださいましたので、まずそういうものに取り組んでいければと思いますが。 

どうでしょう、その他に何か意見をいただければ。 

（Ｂ委員） 

 今、先生方や他の人の話を聞いている中で一番入ってくることが「地域の安全、安心を

守るためにできること」。これを一歩前に進めると、色々なことがなかったら地域の安全と

安心は守られないので、色々上乗せしていけば意外と守るための方法が求まるのではない

か、と思います。 

私は虹ヶ丘で七恵会という、地域の方たちになるべく参加してもらってコミュニケーシ

ョンを取りたい、という会を作っているのですが、その中に「ほのぼのサロン」という月

に１回虹ヶ丘全体の町内会の人たちに来て欲しい、とお誘いしているものがあります。テ

ーマはなく、来てもらった人たちと今言ったように色々なお話をしたり、参加費の中で美

味しいものを食べたり、そういった中で色々な話ができればいいな、ということでフリー

タイムにしています。そういった集まりに来てもらえると、こういう話もしてもらえるの

ではないか、と思ってラブコールを送っているのですが、いまだに参加は０です。来ても

らうように努力はしているのですが、なかなか時間を作ってまでして来てはもらえません。 

ですから、まず来てもらわないと話もできないですし、「こういう場を作ってこういう大

事なことを話したいので人を集めてください」と言っても来てもらえない。こちらから行

ったりするわけにはいかないので、来てもらうためのコミュニケーションが難しい、と痛

切に感じています。 

（Ａ委員） 

 私も今思ったのは、町内会の総会の時にそういう提案を出して、改めて協議してもらう

ということです。総会でなければ何かを訴えたくても伝える場がありません。ですから総

会で話をするのはどうだろうか、と思いました。総会というものは町内会の１年間の収支

報告を主としていますから、「その他」の部分で「町内会の防災はどういった感じで進めて

いますか」という提案を出していって、その中で「懇話会の中でこういう話も出ていまし

た」と投げかけるだけなのですが、そういうようにして話をしていく以外はないのではな

いか、と思います。 

（会長） 

 事務局の方では何かいいアイデアがありませんか。 

（事務局） 

 来てもらうことが本当に難しい、という悩みは市の事業でも同じです。 

（アドバイザー） 

 文化施設や芸術施設といった市の施設がありますね。そこで企画をする時は、担当する

部署が企画しますか。というのも、他の自治体の住民と話した時に「合同で企画をする」「何

らかの形で人が集まる時に、それにくっつけて、全く独立ではなく第一部、第二部という

形にした方が参加しやすい」という意見が出ました。これからはそういう考え方もあって

もいいのではないか、と思います。例えば図書館で何か企画をする時に、企画の１項目に

こういうテーマを入れると、普段とは違うメンバーが来るかもしれないですが、今まで話

したことがない人と繋がることができる。また、老人クラブの皆さんが集まって「老人ク

ラブで１年間に１回研修したいです」ということがあるかもしれません。そういった時に
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例えば「防災のことで話しませんか」とこちらから企画やテーマを決めて持ち込みます。

これからの都市部では、そういったやり方でないと「人を０から集める」ということが大

変ですから、どこかにくっつけて抱き合わせでやってみるといいのではないでしょうか、

ということを言われたことがあります。 

（会長） 

 老人クラブでは月１回の会合を持っていますね。そういうところでは保健師さんを呼ん

で自分の健康の話を聞くこともありますが、その他の時はただ喋って、飲んで食べて、と

いうような感じだそうです。ですからそういう企画を持っていくと案外「こういう講演を

やってください」という話が出てくるのではないか、と思います。市内に老人クラブは結

構ありますから、そこで「自分の生活の安全を守る」ということについてお話をさせてい

ただければ「じゃあ俺達も何か手伝うことがあるかな」とお互いにお互いを思いやるとい

う形が出てくるのではないのかな、と思います。 

ただ町内会の総会となると、なかなか話が進んでいかないのではないかと思います。で

すから町内会ではなく、例えば学校を単位とした、PTA や防犯といった団体があります。そ

この長が、青少年育成委員会がある時には全員集まってきます。そこで話し合いを少しし

て、各団体に持ち帰って話をしていただいて、また今度集まった時に話を聞く、そのよう

に地域全体をまとめるような話し合いになるように呼びかけていく、ということができる

のではないかと思いますが。 

（Ｃ委員） 

 連合町内会の総会が年１回ありますので、その時に「そちらの町内会ではどのような意

識で取り組みをしていますか」「こちらではこのようにやっていますよ」と投げかけあって、

お互いに競ってやっていけば、長い時間はかかるかもしれませんが段々広がっていくと思

います。健連協でも、町内会や PTA がたくさん入ってきますので、その中で防災意識につ

いて投げかけていって、どこかがやってくれれば他にも広がっていくと思います。「すぐに

これをやりなさい」と言ってもできないと思いますので、「道内ではこういうことをやって

いますよ」というように投げかけて、徐々に広がっていけばいいのではないかと思います。 

（会長） 

 初めから「こういうことをしますので」と言って人を集めるということはすごく大変で

すね。ですからそのようなことをやるのであれば、各連合町内会や PTA で「それぞれ何人

出してください」というようになってしまいます。 

（Ｄ委員） 

 市では防災訓練をやっていますか。図書館等の公共機関ではやっているのですが、市全

体でそういう取り組みをしたことがありますか。 

（事務局） 

 今までは地域単独でやっていたのですが、今年９月８日に市全体として他の機関も入っ

て今年からやっていく、という話になっています。 

（Ｄ委員） 

 「防災、防災」と言葉だけを聞いていても、実際に起こらなければ関係ない、という意

識がどうしてもあると思います。ですから市の一斉清掃日のように一斉防災日を設けて、

町内会単位でできる範囲として、色々な条件をつけてシミュレーションをやってみればい

いのではないでしょうか。 

 あともう１つ、最近は男性のためのお料理教室のようなものが随分企画されて、参加人

数も多いという話を聞いています。例えば蕎麦打ちに関して言えば、サークルとして専門

的にやっておられるところもあるようです。そこで、そういったところに防災についての

企画を持ち込めば、「男性の炊き出し」ということもできる可能性があるのではないでしょ
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うか。ですから最初から「防災」と言うのではなくて、仕掛けを持って、色々なことを企

画して少しずつ取り込んでいくという形も考えていけばいいのではないのか、と思います。 

（会長） 

 PTA の連合会の緊急大会が北広島ブロックであります。その時に「自分達が住んでいるま

ちの防災」ということもテーマに入れてお話すると、若いお父さんお母さん方にはいいの

ではないかと思います。ですから人を集めて「この程度ですよ」とやるのではなくて、Ｄ

委員やＣ委員も言っているように小さなところから少しずつ浸透させていって、最終的に

「北広島はこのように安全ですよ、生活するにも安心できる場所ですよ」と言えるように

進んでいけばいいな、と思います。事務局の方には大変ご迷惑をおかけすると思いますが、

まとめていただいて、どういった場所でそういうことをやっていけるかお願いしたいと思

います。 

（Ｂ委員） 

 １度虹ヶ丘の連合町内会で男女平等の話をしたことがあります。「こういうことをやって

います」と資料を見せたのですが「ずいぶん難しいことやっているんだな」で終わってし

まいました。「男女平等」という言葉が入るとそれだけで駄目、となってしまい、そこで終

わってしまうのです。これを町内会よりもっと狭い班長会等の地元でやるということは難

しいのではないでしょうか。そうすると今言った違う角度で「こういうことをやっている」

とアピールするためにはどうすればいいのか、と思っています。さっきお話した「ほのぼ

のサロン」もそうです。でも私自身の男女平等についての理解が他の方にお話するレベル

に達していませんので、地元の人にはこういう懇話会のようなものができないと思います。

違う形でそういう場があれば案内という形でお話することはできると思います。 

（Ａ委員） 

 私も個人で「この懇話会をやっていますよ」ということは言えないと思います。ですが、

「町内会では防災や何かの時にどのように取り組もうとしていますか」というように投げ

かけることはできるのではないかと思います。それによって色々な反響が起こるのではな

いでしょうか。 

（Ｂ委員） 

 虹ヶ丘では消防署の方からいただいた消火器を使って、年に１回防災訓練をやっていま

す。それだけを呼びかけても来てもらえないということで、年２回、連合フェスタという

ものやっていて、その開会前に 20 分くらい消防署の方に来ていただいてやるのですが、皆

さん全然聞いていないですね。出店の方に気を取られて、来てもらった消防の方に申し訳

ないくらい認識力が低いのです。そういった人たちに真剣に見てもらえるようなレベルに

するにはどうすればいいのか、となると、何かの機会があればツアーを組んで実際に味わ

ってください、というようにして少しは実感してもらえればいいのではないかと思います。 

（Ａ委員） 

 実際に各職場でもそうでしたが防災訓練をやります。ですが、何人かの本気で携わった

人たちだけが真剣にやるというように、やはり災害というものに対してピンと来ない、と

いうのが本音ではないでしょうか。実際には「明日は我が身」となるのですが、まだ遠い、

というような雰囲気ではないでしょうか。 

（Ｂ委員） 

 でも、災害はある日突然来ます。私は、震災の前の日に普通に友達と会って「また明日

会おうね」と約束してお別れしたのですが、結局地震があったので会えなくなってしまい

ました。「朝起きて、夜になって寝て、次の日の朝起きる」といったような普通の生活をし

ていて何の心配・リスクもない時に地震は突然やってきます。突然やってくるので身構え

ができないのです。朝起きた時にまだ頭は寝ているわけですから、まず揺れが地震かどう
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かを認識するまでに時間がかかる。そして揺れが普通ではないので、防災袋等を置いてあ

っても全て跳ねて跳んでいってしまいます。ではどうすればいいか、というと防災袋を背

負って、スリッパと笛を枕もとに置いて毎日寝るしかないわけです。 

（会長） 

 ですから荷物等の話ではなくなってしまって、身一つで避難、という感じになりますね。 

（Ｂ委員） 

 とにかく外に出ることが一番になります。建物が歪むとドアが開かなくなってしまい、

家が潰れてしまいますので。それで自分が外に出る方向をどうすればいいか、ということ

で、建物の構造を自分で理解していないと何かあった時には対応できないですね。 

（Ａ委員） 

 それと北海道は冬場に地震が来た時にうまい具合にドアが開いて出られるのか、という

こともありますし。 

（Ｂ委員） 

 特にマンションに住んでいる方にとっては大きな問題ですね。 

（Ａ委員） 

 それを地域で話をするところから出発しないといけないと思います。 

（事務局） 

 ちょっとよろしいでしょうか。色々と意見を聴いていたのですが、基本的な考え方とし

ては、この懇話会で皆さんがお話した内容を、これから行政が各種事業に取り入れようと

する形です。今の話だと具体的になってしまっていると思います。確かに行政として具体

的な意見を「防災はこう、地域活動はこう、高齢化についてはこう」というように取り入

れていくわけですが、少し方向がずれてきたのではないか、と感じました。 

（会長） 

 はい、すみません。では、他に何かありますか。 

（Ｄ委員） 

 それでは項目４番目の「子供達を守るために」というところで、性差教育があるのです

が、今、北広島市内の小学校の図書館の整備が進んできています。それで、図書室に配置

される本は学校と図書館が協力して選定していると思うのですが、防災や性教育の紙芝居

や絵本を意識的に入れていくことが必要ではないかと思います。 

（会長） 

 これについては事務局の方で図書館に要望を出す、ということですね。 

（事務局） 

 あくまでも「この懇話会の中にはこういう意見もありますよ」というように図書事業を

しているところに意見として出していく、という形になります。 

（Ｄ委員） 

 もう１ついいでしょうか。「メディアからの情報を主体的に対応できる能力をつけるため

の学習機会の拡充」とありますが、まず先生達が学習機会をきちんと持ってからではない

と無理ではないかと思います。先生方自身が意識改革をきちんとしていただかないと、授

業の中でインターネットを使うこともあると思うのですが、年代によってはそのことを把

握していない先生もいるのではないでしょうか。全部の先生に学習機会を持つことは無理

でも、もしそういった授業が必要になった場合、専門的な知識を持った先生が専門授業と

してやるといったように、授業の実施の仕方を工夫してもいいと思います。 

（事務局） 

 そうですね、これも教職員の研修事業に反映するような形を当然取っていかなければな

りません。教える先生側がメディアについてよく分からないということはおかしな話です
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ので。 

（会長） 

 「先生方は道や国の研修機関による研修会で、ある程度学習は終わっている」というよ

うに評価シートでは出ていますね。 

（事務局） 

 ＩＴに関してはインターネットについて７月に道から通知があって、今年から取り組み

をしていくというように聞いていますが、プランの項目としては載っておりません。どう

取り組みをしたか、ということについてはこれから結果として出てくると思います。 

（会長） 

 先生方の研修は道とか管内の単位という研修で、市内でだけでは行わないのですか。 

（事務局） 

 道の研修と、あとは学校単位で取り組んでいるので、市で研修を行う、ということは今

のところ考えておりません。 

（会長） 

 メディアに関しては、これから道の方の研修でやっていくということでよろしいですか。 

（事務局） 

 ７月に道の方から各学校に「インターネットトラブル対応マニュアル」というものが配

布されている、ということを確認していますが、この後の対応については結果として出て

くると思います。 

（会長） 

 今分かっていることは、対応の仕方のマニュアルが出ているというだけですね。他に何

かありますか。Ｇ委員は何かありますか。 

（Ｇ委員） 

 「北広島に防犯団体が 10 団体あって活動が盛んだ」ということをおっしゃっていたので

すが、そういった方達が行っているいい活動が広報のどこかに載っているのかも知らない

のですが、広報を隅々まで読まない市民の方にはなかなか分からないと思います。そこで

「どういう活動をしているのか」ということを回覧板で回してくだされば、意外と目に入

るのではないでしょうか。「自分は知らなかったけれどもこういう活動がある」ということ

が分かれば、「じゃあ今度何かあったら参加してみよう」「自分の家はどうだろう」「隣のお

じさんはどうだろう」といったように視野が少しでも開かれるのではないかな、と思うの

で、あまり頭が良くない人にも分かるように情報を提供していただければいいのではない

かと思いました。 

（会長） 

 ありがとうございます。それではこの件についても事務局の方にお願いいたします。 

（事務局） 

 それは貴重な意見ではないかと思います。市長の公約で、昨年度から地域まちづくり予

算というものがあり、その実績を公表する文書を作って、市内に 1500 ある町内会の班全て

に活動を促すということをやっている、というように、きめ細かな小単位に対する回覧と

いう形を今行っている状況です。そのような形で少しでも地域の活動が伝わるようにした

いと思います。 

（会長） 

 情報提供ということでお願いいたします。大体時間が来ましたので、安田先生にまとめ

て頂きたいと思います。 

（アドバイザー） 

 ただ抽象的な言葉が並ぶのとは違い、具体的な話がたくさん出てきて、そこからまとめ

 16 



の文章に入っていくのはとてもいいことだと思います。おそらく項目の１番の中に入って

くるのが「男女が防犯や防災を通してともに地域づくりについて学習し、活動する機会を

作る」ということだと思いました。項目の２番目は「家庭、学校、地域レベルで意識改革

を進める」ということで、１番とも重なるのですが、進んでいる活動の事例を広く市民の

皆さんに紹介することが、結果として意識改革につながるのではないか、と思います。項

目の３番目はもう少し皆さんの言葉で順番等を変えてもいいのではないか、と思いました。

それと先ほどあった、項目の４番の性差教育で「図書館に紙芝居や絵本を設置する」とい

う意見がありましたが、「子ども達を守るために大人が何をするのか」ということと合わせ

て「子ども達にどのような場を提供すればいいのか」と考えることも必要ではないかと思

います。大人が守るというだけではなく、子どもにも力をつけさせないといけません。項

目の５番には、現在ドメスティック・バイオレンスの話の中に高齢者虐待の話が出てきて

いるので、それをここに加えなくてもいいのか、と思いました。高齢化社会の問題は福祉

だけではなく家庭内暴力もあり、しかも夫婦間だけではなく親子間の場合もあるのですが、

それがなぜ起きるのかということを考えていくと、介護への理解や高齢者のコミュニケー

ションの知識についての学習が必要なのではないか、と思います。高齢化を地域で支える

ためには介護について、深くなくてもいいので広く、たくさんの人が理解して、知ること

が必要ではないでしょうか。そのためにどういう機会を作っていけばいいのか、というこ

とを皆さんでお話をすることが必要ではないか、と思いました。 

（会長） 

 これを機会に、高齢化を地域で支えるためのお話をしていって、あとは事務局の方で「次

回こういう題目で話をしていただきたい」というものがあれば、あらかじめ皆さんに考え

てきていただいて話し合いを進められると思うのですが。 

（事務局） 

 今回皆さんから「地域の安全安心を守るためにできること、これが全部につながってい

くのではないか」というお話を伺いましたので、それを元に重点項目等を考えていければ

いいのではないか、と思いました。社会情勢の変化ということを最初に書いていたのです

が、まちづくり、防災等は新しい分野での取り組みとして、安全安心を守るためにできる

ことに関わってきます。今のプランにはないことですし「ここを重点項目にしたらいいの

ではないか」という話が皆さんから出ましたので、少しここを強くやっていこうか、とい

う印象を受けております。 

高齢者の虐待のことなのですが、事務局でもドメスティック・バイオレンスの分野は重

点項目として捉えております。今これについて安田アドバイザーからも話がありましたの

で、次回この件についても少しお話をしていただければ、と思います。 

（会長） 

 話し合いには資料があったほうがいいと思うので、現在北広島市でドメスティック・バ

イオレンスがどの程度の割合であるのか、ということを教えていただければいいのではな

いか、と思います。 

（事務局） 

 今すぐは出せないので、次回には高齢者虐待を含めてドメスティック・バイオレンスに

ついての資料を出したいと思います。 

（会長） 

 次回の会議ではそういったことについてお話をしていきたいと思いますので、皆さん意

見を考えていただければと思います。それでは時間になりましたので、これで終わりたい

と思います。 
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５．その他 

・事務局による次回日程の確認 

（事務局） 

 予定では９月 28 日金曜日、中央会館１階の集会室で、今意見が出た部分をもう少しまと

めさせていただいて、重点項目の案として出したいと思います。時間は 14 時からです。資

料の方は先ほどの話に出たドメスティック・バイオレンスの関係、高齢者虐待の関係の数

字が出せるかと思いますのでよろしくお願いします。 

（会長） 

 では、これで第４回男女平等参画懇話会を終了させていただきます。ありがとうござい

ました。 

 

６．閉会 
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