
平成１９年度 第７回北広島市男女平等参画懇話会 会議概要 

日  時 平成１９年１２月１４日（金）午後３時～午後５時 

場  所 中央会館１階集会室 

委 員 

（１１名） 

麻生委員、遠藤（隆）委員、遠藤（智）委員、蕪木委員、菅野委員、 

北委員、引地委員、藤本委員、松永委員、柄澤委員、 

 

欠席：八町委員 

 

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 同課秋葉市民生活担当主査

同課土山男女平等参画担当主査 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６回懇話会会議録の確認 

４ 協議事項 

（１）きたひろしま男女平等参画プラン改定素案について 

５ その他 

６ 閉会 

配布資料 

・第７回懇話会会議次第資料（見直しプラン改定素案概要、素案） 

・第６回懇話会会議概要 

 

 1 



■ 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、こんにちは。どうもお忙しい中、また悪路の中をご苦労様です。第６回を終わ

りまして、きたひろしま男女平等参画プラン見直しの意見書というものを提出させていた

だきまして、今後その見直しに係りましたプランの改定素案を今日から説明を事務局の方

からいただいて進めていき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６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。 

 

４．協議事項 

（１）きたひろしま男女平等参画プラン改定素案について 

（事務局） 

 前回の第６回懇話会でまとめさせていただきました意見書について、11 月５日に麻生会

長と菅野副会長の方から上野市長に渡していただきました。それを受けまして、推進会議

で今日お渡しした素案としてまとめた次第でございます。 

内容について説明させていただきますが、まずこの「きたひろしま男女平等参画プラン

概要」というものから説明させていただきたいと思います。左上から見ていっていただき

ます。 

 

・概要について概要表で説明 

 

（会長） 

 今、事務局の方から説明していただきましたが、この点でわからない部分がありました

ら、何かご質問がありましたら伺いたいと思いますが。 

 

（事務局） 

 これはあくまでも全体の概要が一目でわかるような形で列記されたものでございます。 

 

（会長） 

 次に進んでよろしいでしょうか。ではお願いします。 

 

（事務局） 

 この「見え消し」のもので説明させてください。赤いところが変わったところです。で

は読みながらやっていきます。変更前も全部入っていますので量は多くなりますがこちら

の方がかえって分かりやすいと思います。変わったところについて逐次説明していきたい

と思います。 
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・「目次」から「プラン策定の背景」までを読みながら説明 

 

（事務局） 

 これが世界の動き、日本の動き、北海道の動き、北広の動きということで、文面の見え

消しを見ていただければわかるのですが、今までの表現で、例えば北広島は「やりました」、

国や世界は「されました」というような表現も統一をしていっております。次、よろしけ

ればいきます。 

 

・「プラン策定の基本的な考え方」の≪見直しの背景≫までについて説明 

 

（事務局） 

 これが、プラン策定後の社会情勢等の変化を表記したものでございます。これらを受け

まして新たな課題への取り組みがされるということで、これからの部分が取り組まれてい

く内容ということになります。続けます。 

 

・「プラン策定の基本的な考え方」の≪新たな課題への取り組み≫について説明 

 

（事務局） 

 これらが新たな取り組みとして、５項目が今回新たに加わったものでございます。 

 

・「プラン策定の基本的な考え方」の「プランの期間」について説明 

 

（事務局） 

 これらが全体的な枠組みになります。 

 

（会長） 

 今、事務局から説明をしていただきましたが、この中で、何か質問はございますか。 

 

（Ａ委員） 

 質問というより、読みやすく、大変よくまとめられているので、感心しています。 

 

（会長） 

 今、Ａ委員さんからはこれだけよくまとめていただきまして、読みやすくてありがとう

ございます、という言葉がありました。 

 

（事務局） 

 事務局は大変喜んでおります。ありがとうございます。 

 

（会長） 

 もし、今すぐわからなくて、も何かありましたら、直接事務局の方にお話いただきたい

と思います。では、ここまでは、終わって、次に進んでいただければと思います。 

 

（事務局） 

 「プランの体系」につきましては、ここは赤字ではなくて申し訳ないのですが、そのま

まほとんどが継続されていますので、変わったところとしては、推進項目が増えていると
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ころです。 

 

（事務局） 

 ５章については、この「見え消し」で赤黒の部分を見ていただければ、赤いところが足

しこんだところ、日本の線で消しているところは古い部分で消しているところですね。赤

いところだけ読んでしまいますと、おかしくなってしまいますから、これはどうしましょ

うか。 

 

（会長） 

 どうですか、皆さん、ずっとこのまま、読んでやっていっていただいた方がよろしいで

しょうか。 

 

・委員の承認を得る。 

 

（事務局） 

 皆さんにはこの赤黒のものを見ていただいて、読む方はこちらの黒い方を読みますので。

14 ページから読んでいきます。 

 

・「プランの内容」の基本方針１について説明 

 

（事務局） 

 この３番と４番が新たに加わったものです。続きまして説明します。 

 

・「プランの内容」の基本方針２について説明 

 

（事務局） 

 整理しているのは、なくなっている事業は法改正やもう事業が実施されなくなったもの

を整理しました。労働事情調査については、今まではそういう項目で載っていなかった再

就職支援や調査を、実態として、もう少しわかりやすく労働事情調査にした、という内容

になっています。では、次です。 

 

・「プランの内容」の基本方針３について説明 

 

（事務局） 

 この見え消しの部分と本文で送っている部分と若干ずれているところがあるので、後ほ

ど整理させていただきますので、申し訳ありませんが。 

 

（事務局） 

 推進方策の３番の「社会活動への男女の参画推進」、この２番目の「まちづくり」がこの

たび新たに加わったものになります。 

 

（事務局） 

 では、次行きます。 

 

・「プランの内容」の基本方針４と５について説明 
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（事務局） 

 今ご説明したのが１番から５番までの枠組みになります。 

 

（会長） 

 今事務局の方から読んでいただきましたが、その中で何かご質問がありましたら聞きた

いと思います。 

 

（Ａ委員） 

 質問ではないのですが、２点ほど。 

「メディアにおける人権の尊重について」で最もだと思います。今、報道の自由とかで各

局色々な放送の仕方をされていますね。もちろん大学を出てそれなりの知識を持った人が

色々考えてやっていますが、やっぱりその人の個人の主観である程度報道している。それ

からトーク番組も色んな意見があって色んな考えがあって最もだと思うのですが、それを

見ている人が、勝手に自分の都合のいいように解釈をして、ある意味での自由と権利だけ

を主張してように感じます。たまたま殺人事件でも、弁護士もついているからなのですが、

都合が悪くなると精神に異常をきたしているとか、義務能力がないというような形になる

ことなど、自分勝手な殺人事件が随分多くなっていますよね。あまりにも報道の自由とは

いえ、もうちょっと何とかしてもらいたいな、と思うことがあります。 

 それから、女性のための相談体制の充実の「母子家庭」の状況ですが、やっぱり昔は男

性社会で、今でもそうではありますが、生活に困ると再婚するというようなこともありな

かなか大変でした。それで全国の福祉団体が申請をし、何とか法律的に、児童福祉法を成

立させたりして色々法律等整備された結果、今は権利だけを主張する方も多くなっている

ように感じます。例えば、「奨学金があると学校から聞いたのでもらいたいのですが」とい

う感じで問い合わせが入ってきます。もちろん母子会に入っている方が優先となりますと

話すのですが、というのは、その人方の親子関係がわからなくては推薦書が書けないので、

となると、「お金はもらいたいが、会は入りたくない」。それで地元の母子会がダメなら直

接道母連の方に電話するのですね。それで道母連から地元母子会のところに「このような

人から電話がありました」と電話が入ることもあります。お金は簡単にもらいたいが、そ

ういう会に入りたくない、会自体に魅力がないのかといえばそうかもしれませんが、やっ

ぱり時代の流れってすごいな、という感じですね。 

 

（会長） 

はい、その他には。 

 

（Ｂ委員） 

 ちょっと２点ほど聞きたいのですが、基本方針の「あらゆる分野での男女平等参画の推

進」について、最初のところで、「男女がともに生きる地域社会には」とありますね。そし

て「人々が知恵を出し合い」となっていますが、ここはちょっと主語が違うのではないか

な、と思います。「社会では」とか「推し進める」とかそういうのが入れば、自然になるの

ではないでしょうか。ちょっとつながりがどうなのかな、という感じです。 

 

（事務局） 

 そうですね。言われてみるとそうなので、これは持ち帰って考えます。 
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（Ｂ委員） 

 それともう１つは項目と主要取り組みと各所管についてですね。これはずっと前からや

っていて、各課で一生懸命やってくれていると思うのですが、これは課からもらったもの

であるのか、それとも各課にこれから「こう決まった」と上げるものか、どうですか。 

 

（事務局） 

 今回の見直しは各課が現在やっている事業に合わせて手直ししたものと、委員がおっし

ゃるように、新規の事業がありますが、それは、実施計画等に基づいていますので、事前

に調整はしています。 

 

（事務局） 

 今言ったように、事業には継続のものと新規のものがありますが、新規のものは当然計

画書に載っているし、実際に新たに予算等々、色んな部分で広がりがあるもの、そういう

形のものは調整されております。 

 

（Ｂ委員） 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

（会長） 

 その他に何か質問はありますでしょうか。なければこのまま次を進めさせていただきた

いと思います。 

 

（事務局） 

 次は６章に入ります。 

 

・「プランの推進」について説明 

 

（事務局） 

 と、ここまでがプランの推進についてとなります。 

 

（会長） 

 第６章のところで何か質問がありますでしょうか。 

 

（事務局） 

 この中で評価、公表ということが新しく入って来ています。 

 

（会長） 

 この２のところの「より市民意見が反映されるように」か「させるように」のどちらが

いいか。 

 

（Ａ委員） 

 「される」の方がいいのではないでしょうか。 

 

（会長） 

 では、こちらは検討してみてください。他には何かございますでしょうか。なければ次
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に進みたいと思います。推進体制ですね。 

 

（事務局） 

 これは懇話会の中でも説明しております表をそのまま掲載しておりますが。 

 

（会長） 

 図を見ていただければ皆さんの分かりになると思いますので、よろしいですか。 

 全体を通して何か感じたことがあれば。 

 

（Ｃ委員） 

 大変よくまとめていただいて、読んでいてこうなればすごく理想的ですね。このきれい

な理想で仕上がっている資料なのですが、これをこれから現実的に市民の皆さんに見せて

いきながら、少しでも実現可能なところに持っていくというのは、これは市民に対する意

識を変えさせないと難しいのかな、というのは実感として思いました。 

 

（会長） 

 その他に何かございますか。なければ最終的に安田先生に、この素案についてお話を頂

きたいと思います。 

 

（アドバイザー） 

 皆さんが行った６回の懇話会の中で色々な意見が出されたのを、上手にまとめています。

私も色々男女共同参画だけではなくて、色々なプランを見ていますが、ここまで住民の言

葉をうまく取り入れた計画というのはまだなかなかなくて、本当に市民の皆さんと行政の

方の協力ででき上がったのだと思います。今のプランでＣ委員が言っていましたが、実際

何ができるだろうか、ということで見ていきますと、所管課のところに現在事務局で持っ

ている事業が入っていると思うのですね。その中に少しでも新しいプランの考え方を盛り

込むようなことを来年度の事業からしていただけると、少しずつ皆さんの考え方が広まっ

ているのではないかと思いました。 

 例えば、情報誌とか、出前講座とか相談体制といったものがあります。例えば情報誌の

中で１年に１回や２回だとしても、この懇話会がどのようにして作られたのか、それから

相談体制にしても総合的な相談体制にはなっていないのですが、色々なところで「相談」

という事業をやっているようですね。それを女性だったら使えるのはここだというのをま

とめて、事務局の方で情報誌に載せるとか、広報の中に載せるとか、色んな情報提供する

ときに使う。そういう情報誌があったりすると、それだけでも「相談窓口はこんなにある

んだな」ということを伝えることができる。それから出前講座をやっていらっしゃるので、

出前講座の中で、今回出てきたものをメニューとして作ってやっていく。そうすると、今

せっかく皆さんで作った考え方に少しでも、一歩一歩近づけるのではないかと思います。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。今のアドバイザーの先生の言葉を踏まえて、これから一歩一歩

進めていければいいのではないかと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。では、

その他の方で次回の日程等を事務局の方より説明をお願いしたいと思います。 

 

５．その他 

・事務局による次回日程の確認 
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（事務局） 

 改正素案の 28 ページから資料がついてございます。そこで 29 ページに「見直しに関わ

る審議経過」というところに表があると思うのですが、そちらを見ていただきます。少し

黄色く色が変わっているところがあります。12 月に「第７回懇話会」、これは今日の懇話会

を示しています。この後の予定についてですが、１月の 15 日から２月の 15 日まで、この

素案の市民意見の募集をします。今日のご意見でもう一度手直しして皆さんにもお送りし

て、確認していただきます。その後概要と本文を公表して市民意見を募集します。市民意

見が出て、それに対する市の考え方をまとめまして、市民意見を反映させてもう１回手直

しをします。それを第７回の推進会議で行います。その後第８回懇話会開催となりますが、

当初計画では１月の末ということになっていたのですが、早くても２月の末か、３月の最

初の週という予定で今のところ考えています。この中で、市民意見を基に直された最終的

なプランをこの懇話会で提示していきたいと考えています。最終的に懇話会の意見を聞き、

第８回の推進会議となっていますが、改訂版がここで完成されるようになります。その後

３月中にプランを市民の皆さんにも公表していくという形で、４月１日号の広報にその内

容を載せる予定で今のところおります。これが今後の予定です。 

 

（会長） 

 この「素案を公表」というのはこの素案が広報として載ってくるわけですか。 

 

（事務局） 

 この公表は２月１日号の広報になるのですが、今のところ考えているのは概要版になり

ます。ここで言うと新たな取り組みの部分が載ってくるという形になります。見直しの経

緯と新たな取り組みの部分しか紙面的に載らないかと思います。 

 ホームページには全文が載り見ることかでき、市役所出張所と市民生活課とエルフィン

パークには、全文が置いてあります。ということを広報でもお知らせします。 

 パブリックコメントということで１ヶ月間意見を求めていくと考えています。 

 

（会長） 

 このホームページに載せるということはあるのですが、何％の人が見ているのかな、と

いう疑問があります。だから全体に渡る広報などで発信していかないと、中々男女平等参

画って何だろう、という感じで広まっていかないのではないかと思います。 

 

（Ｃ委員） 

 各町内会の方に１部ずつ配られるという予定はないのですか。 

 

（事務局） 

 他の計画との兼ね合いもありますので、可能かどうかはわからないのですが。 

 

（事務局） 

 町内会は全部で 150 ほどあるのですが、その中で、回覧で見せようと思ったら各班単位

になってしまうのですが全町内会に班は 1500 ほどありますので、難しいかも。 

 

（Ｃ委員） 

 いきなりその回覧までは意識がないので見られないと思いますが、町内会の役員や班長
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会議等で「こういうことを北広島ではやっていますよ」ということを見せることはいいの

かな、と思います。できあがったら、町内会の役員さんとかその辺には知らせておきたい

と思っています。そういうところから少しずつ意識されて行くこともあるのかなと思いま

す。 

 

（会長） 

 自治連合会ってありますよね。ああいうところではこういうことを今やっていますよ、

まちづくりの観点でこういうことをやっていきたい、ということでこういうものを配ると

いうことはできますよね。そういう人たちが各地域に持ち帰って話をしてくれると一番い

いのですが。 

 

（事務局） 

 班回覧というのは他との調整があるのでなかなか難しいと思うのですが、計画書ができ

た時点で各自治会さん等に冊子等を配布するというのは担当課の判断でできるかと思いま

すが、市民意見のほうは、今パブリックコメントのやり方についても市の方で担当部署が

ありますのでちょっと相談していきたいと思います。 

 

（会長） 

 その他に何かございますでしょうか。 

 

（Ａ委員） 

 これまでの予定であった１月 25 日は中止ということでよろしいですか。 

 

（事務局） 

 はい、延期にします。後日調整させてください。 

 

（会長） 

 他に何かありませんか。なければ第７回懇話会を終了させていただきますが。 

 

（事務局） 

 事務局の方からですが、会長、副会長の方には先日 11 月 21 日に FM メイプルに出演して

頂いて大変ありがとうございます。皆さんにその時の話をしていただければ。 

 

（Ａ委員） 

 日程には「ラジオ」と書いていたのですが、その時間帯にはすっかり忘れてしまって聴

けませんでした。 

 

（事務局） 

 緊張したのではないですか。 

 

（会長） 

 風邪をひいてもうひどかったです。 

 

（副会長） 

 本番ギリギリになってやっと薬が効いて、喋る時は何とかなっていましたよ。 
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（会長） 

 何とかなりましたが、頭がボーッとしているから何を喋ったのかさっぱり覚えていない

です。最終的には司会の方が男女平等参画について取り組んでいるということを言ってく

ださったので、それを聞いている方は何となく分かっていただいたのではないのかという

感じはします。 

 

（副会長） 

 言葉で説明するとなると、全く分からない人たちに何か１つでも分かってもらうような

ことを喋ろうとすればするほど喋れなくなりましたね。 

 

（事務局） 

 ありがとうございました。 

もう１点ですが、今回議案書の資料を送る時に小さい紙が入っていたと思うのですが、

それは、市の男女平等参画情報誌「えみんぐ」の作成にあたり今回のプランの改訂につい

て記事を載せたいということで同封させていただきました。皆さんの一言を入れたいこと

と、それから４月１日号の広報に少し大きな紙面が取れるので、策定の経緯等を掲載しよ

うと思います。その時にも皆さんの声としてどうだったか、というのを入れるとより身近

なものになると思っています。これから紙面のこともありますので、皆さんの写真を撮ら

せてください。紙を書いていない方は後日でも結構ですので、よろしくお願いします。 

 

（会長） 

 では、これを持ちまして終わらせていただきます。次回は２月下旬を予定しております

のでよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。 

 

６．閉会 
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