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平成 22 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 22年 6月 29日（火）午後３時～午後 5時 5 分 

場  所 市役所本庁舎２階会議室 

出

席

者 

委 員 

（9名） 

麻生委員（行政相談委員）遠藤（智）委員（北広島消費者協会）遠藤（隆）

委員（人権擁護委員）蕪木委員（北広島商工会）菅野委員（市民公募委

員）佐々木委員（市民公募委員）佐藤委員（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）松永委員（北広島市母子寡

婦ニレの会） 

※欠席者なし  

事務局 
市民生活課広吉課長 同課土山男女平等参画担当主査  

 

傍聴者 なし 

会議次第 

１ 開会 

 

２ 議題 

（１）仮称「第 2次きたひろしま男女平等参画プラン」について 

 -１プランの内容 

 -２北広島市配偶者暴力防止及び被害者の支援に関する基本計画 

 

（２）プランの名称について  

 

３ その他 

（１）次回の懇話会の日程について 

 

４ 閉会 

配布資料 

・第２回懇話会会議次第資料 

（仮称「第２次きたひろしま男女平等参画プラン」の骨子案について） 

・第１回懇話会会議概要 

・プラン策定にかかわるワークショップ報告 

・男女平等参画関連法等の動き（年表） 

・北広島市総合計画（第５次）案 
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■ 会議の概要  

                       

１．開会 

（会長） 

ただ今より第２回北広島市男女平等参画懇話会を開催いたします。 

では、初めに議題の（１）仮称「第２次きたひろしま男女平等参画プラン」－１プランの内

容について、事務局からご説明願います。 

（事務局） 

 はい、議題に入る前に、少しお時間をいただき、前回の会議をご都合により欠席されてい

ました佐藤委員から自己紹介を兼ねて一言いただきたいと思います。宜しいでしょうか？ 

（会長） 

 はい。 

   佐藤委員自己紹介と、席順にて各委員を紹介 

２．議題 

（事務局） 

それでは、前回の会議では第１回目ということで、顔合わせのご紹介やプランの策定ス

ケジュールや、プラン策定に関わる男女平等参画を取り巻く現況と課題についてご説明さ

せていただきました。本日はスケジュールにあります「プランの骨子」について、事務局

案をご説明しご意見をいただきたいと思っております。 

 

（事務局） 

 お手元の資料から説明させていただきます。事前に送付しておりました資料について一

部差し替えをお願いします。また、第１回の懇話会の会議の概要でございますが、相違点

や何か気になる点等ございましたら事務局までご連絡ください。 

まず、ワークショップの報告資料についてですが、遠藤委員のご協力をいただいて、６月

１４日に消費者協会の皆様と意見交換会を開催いたしました。男女平等参画の現状につい

て、大変参考となる貴重なご意見をたくさんいただきました。この意見等もプラン策定に

あたり参考とさせていただく予定です。 

 では、次第に戻り説明いたします。１ページ目の（１）仮称「第２次きたひろしま男女

平等参画プラン」-１プランの内容について、ご説明いたします。事前に資料をお送りして

おりますので、要点の説明とさせていただきます。 

 次期プランの骨子案ですが、第１章から第５章までの構成となっております。 

第１章の計画策定の背景ですが、ここには、男女平等参画を取り巻く環境や北広島の現状

ということで、策定の趣旨とプランの策定の経過を掲載されてくることことなります。 

第２章につきましては、計画の基本的な考え方ですが、１つ目として基本理念です。これ

は２次プランとして現行の基本理念を引き継ぐものですが、抽象的な表現となっていて、

長く分かりにくいという声もあります。男女共同参画社会基本法の５つの基本理念を元に

したものですが、今回の策定にあたり見直しをして、北広島市らしく、また分かりやすい

表現を検討していきたいと思っています。今日の懇話会において、ぜひ皆様方のご意見を

うかがいたいと思っております。 

２としましては、計画の位置づけです。この４つの項目となります。 

３は、計画の期間、現行プラン終了後の 23年から 32 年の 10ヵ年となります。現プラン

と同じく、法改正や社会情勢の変化があった場合は見直しを行います。 

 ４基本目標ですが、前回の懇話会でも、現況と課題についてご説明いたしましたが、そ

れを踏まえて４つの基本目標を掲げております。 
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 これは、現在策定中の総合計画に「計画の実現に向けて」に「男女共同参画の推進」の

項目がありその中の施策と一致するものです。 

 3 章としましては計画の体系です。ここに現行プランとの比較表を掲載しておりますが、

現行プランの５つの基本方針から４つの基本目標に変更されており、この基本目標にそれ

ぞれ現在考えられている基本方向、現状での案となりますが記載されております。現行プ

ランにない取り組みとしては下線を引いております。基本方向では「男女共同参画意識づ

くりの推進」これは男性や子どもを含んだ意識づくりとなります。「高齢者等の自立と介護

の社会的支援の充実」の等の中には、障がい者や生活困窮者といった方々が含まれてきま

す。基本目標４の「あらゆる暴力根絶への取り組み」については全て新たな項目であり「Ｄ

Ｖ防止と被害者支援体制の充実」は、新たに策定予定の配偶者暴力防止及び被害者の支援

に関する基本計画」に関するものとなります。 

 続きまして、４Ｐの第 4 章計画の内容ですが、重点項目と数値目標と施策の内容です。

１の重点項目では３つ項目を掲げております。２の数値目標ですが、現在掲載されている 5

項目について考えられていますが、審議会等の女性の登用率以外はアンケート調査等によ

り数値が分かる項目となっています。5 年後 10 年後を目標設定していきたいと思います。

３としては施策の内容が掲載されますが、４つの基本目標毎に現況と改題や基本方向に対

応する各施策の方向が掲載されていきます。 

第 5 章としましては、総合的な推進。これは、プランの推進には、行政と市民が一丸とな

って取り組む推進体制が掲載されてきます。 

5 ページの１－２に説明に入って宜しいでしょうか。 

（会長） 

いままでのところで質問があれば、受けてから次にいきたいと思いますが、それてよろ

しいですか？ 

（事務局） 

全体の中で何かありましたらご意見をいただきたく思っておりますが、特に基本理念の

ところで、お時間をいただいて皆様のご意見をいただきたいと思っております。 

次の（１）－２の北広島市配偶者暴力防止及び被害者の支援に関する基本計画（骨子案）

についてですが、2次の男女平等参プランの「あらゆる暴力根絶への取り組み」にも深くか

かわってくる項目として、今回プランの中に取り込んで一体的に策定していこうというの

が、現時点での考え方です。ただし、実施主体として主に相談や支援等を実施している部

署が保健福祉部になりますので、このプランの中に一体化した計画として策定していくの

か、そうではなく独立した計画として別に策定していくのかを担当部署と最終的に詰めな

ければなりませんので、現時点での考え方として掲載しております。 

（会長） 

 はい、ではお願いいたします。 

（事務局） 

 続けて説明いたします。この計画はプランの「あらゆる暴力根絶への取り組み」の 2 つ

目「ＤＶ防止と被害者支援体制の充実」と結びついて、施策の項目として｢DV防止計画の推

進｣があり、新たに後に章だてをしてこの計画が掲載され詳しい内容をと考えております。 

3 章からなり、プランの中にある期間や資料等は重複されます部分は省略されております。 

第 1 章に基本的考え方は、前回の懇話会でご説明いたしましたが、ＤＶ防止法や法に基づ

きだされた基本的方針に沿った計画であり、北広島市のＤＶ防止対策の施策を体系的に整

理したものです。第 2 章については、現状と改題です。これは、資料の１に掲載しており

ますが、国、道、北広島市のそれぞれの取り組み状況となります。第 3 章は具体的な施策

となりますが、基本目標を、１普及啓発、２相談体制と被害者保護、３被害者の自立に向
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けた支援、４推進体制と連携協力と４つを考えております。最後に最終ページに資料２で

すが、これは前回、説明させていただきまし資料に H21 年度の数値がまだ入っていなかっ

たものです。H21 年の状況としてはＤＶ対応が 7 件で平成 20 年の 4 件から増加しておりま

す。またＤＶを含めた相談を担当しています母子自立支援員の相談件数ですが、20 年年の

756 件から 1,327 件と大幅増加となっています。原因については、担当課の推測になります

が、不景気等からくる生活困窮からの相談件数の増加ではないかとのことでした。以上で

す。 

（会長） 

 ではまず、（１）のプランの内容について、質問はございますか。 

 なければ、２章の１の計画の基本理念について皆さんと意見交換をいたいと思います。 

どうでしょうか、現行の理念を見ていただいて、もう少し分かりやすい文言にした方が良

いのでは等いろいろ意見をおうかがいしていこうと思います。いかがでしょうか。 

（事務局） 

 他市町村の状況ですが、国の基本法をそのまま基本理念にしているところや、独自に別

にしているところもあり様々です。ただ、概ね短い表現が多くこのような長い基本理念の

ところは少ないようです。 

（会長） 

文章的な表現に流れている印象がありますね。文章で男女平等参画をわかるように表現

していくとこういう感じになるのではと思いますが、いかがでしょうか。 

（Ａ委員） 

この文章の内容の中で残したい部分を拾っていって、それをまとめていくと圧縮されて

いくのではないでしょうか。内容は確かに文章ですが、当たり前のすごく大事なことが書

かれていると思うで、まとめて違う言葉にするよりも、この文章の中で言葉を残して整理

をすることができないものかと思います。まず、はじめの「市民が～」は残しましょう。 

（会長） 

 どうでしょうか。皆さんにどしどし意見を言っていただいて、その意見を事務局でまと

めていただきたいと思うのですが。 

（事務局） 

 そうですね。ご意見ですので自由に発言をいただければと思います。理念は大事なとこ

ろですし、懇話会で一つの案としてまとめてご意見としていただいてもそれは大変結構な

ことだとも思います。 

（会長） 

Ｂ委員いかがでしょうか。 

（Ｂ委員） 

読んでいくとそういうことかと分かる文章ですが、ただ長いというのもそう思いますし、

ただ、まとめるとなると文章がずうっと繋がっているので、どこで切っていいのか難しい

ですね。 

（Ｃ委員） 

 文章的に読んでいくと、わかりますが、「その北広島市を舞台にして」とありますが、意

味合いはわかりますが、北広島市のプランですから、ここの部分はなくてもいいのではな

いかとも感じます。いかがでしょうか。国、道とそれぞれ箇条書きにして理念があります

が、北広島市はそれをやさしく文章として言っていると思うので、このような表現の仕方

でも良いかとも思います。 

（Ａ委員） 

 別なことを考えようと思うのですが、書かれている現在の基本理念を見てしまうと、こ
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れにとらわれてしまうので、Ｃ委員のおっしゃるような形になります。その流れで言うと

「将来にわたって自分らしく安心して暮らせるまち これが北広島市のめざす「男女平等

参画」のまちのすがたです。」もいらないのではないかと思います。理念は難しいですが、

北広島市での暮らしていく中で男女がどのように関わって、このまちを活性化していくか

という内容を文章にしていくのではないかと思います。でも今この場で考えるのも難しい

ですね。 

（Ｄ委員） 

ほんとに難しいですね。 

（Ｃ委員） 

この文章は、一行ずつ読んでいってなるほどと分かる文章だと思いますが。 

（会長） 

そうですね。ただ基本理念としては、このような少しダラダラとした文章より、もう少

し簡潔にしたものの方が良いのではないかということが事務局の考えですよね。そこで皆

さんに考えていただいて意見を出していただきたいということですが、どうでしょうか？ 

（Ａ委員） 

 北広島市の独自の色のあるものにしないといけないと思うので、それが何かが難しいで

すね。 

（Ｅ委員） 

今の理念は多大きく２つのことを言っていると思うのですね。１つは「市民が生涯にわ

たり快適なまち」、2つ目は「将来にわたって自分らしく暮らせるまち」。この大きな２つの

ことにいろいろ付いてきていますよね。その２つを柱に例えば１つ目の「市民が生涯にわ

たり快適のまち」として、内容を説明する形で「自然との共生の中から豊かさが実感でき

る。個性ある文化が生まれ育つ」というように整理していくと、もう少し具体的にわかり

やすくなると思います。 

（Ｆ委員） 

私は、Ｅ委員が２つあるということでしたが、最初の方の「～快適なまち」の方は後の

方に吸収されても良いのではないかと考えます。それで、「女性も男性も主体的にあらゆる

分野で性別にとらわれることなく、それぞれの有する能力を発揮し、対等なパートナーと

して社会に参画し、自立した生活を営むことによって、将来にわたって自分らしく安心し

て暮らせるまち」としたら、少しですが整理され短い文章になっていると考えます。 

（Ｅ委員） 

それでも１つの文章が長く、全部読まなければ分からないので難しいかと思います。 

（Ｇ委員） 

私も大きく２つに分かれているというＥ委員さんと同じような意見です。 

（Ｈ委員) 

  そうですね。私も「活気あふれる快適なまち」と「安心して暮らせるまち」を中心にし

て分けていったら良いのではないかと思います。 

（会長） 

そうすると、現プランの基本理念を２分割なり３分割に分けて、簡潔にして、それぞれ

に内容の説明をつけていったら、現在の長い文章ではなくて分かりやすく良いのではない

かという皆さんのご意見ですね。 

では、さらに文章の中に入れた方が良い内容などあれば、また皆様のご意見をうかがい

たいと思います。 

 

（Ｆ委員） 
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 「女性も男性も性別にとらわれることなく」とありますが、性別だけでなく「年齢にも

とらわれることなく」ということも入ってもいいのではないかと思いますが。 

（Ｃ委員） 

 男女平等参画のことを言っているので当然前提に、「性別にとらわれることなく」の考え

方はあるので、これは言わないでカットして、ここでは「老若男女」と言っていいのでは

ないでしょうか。 

（会長） 

 子どもから大人まで、生まれてから死ぬまで、性別などにも関わりなく皆でお互い助け

合って社会を支えていきましょうということは、当たり前のことですが、そうなっていな

い社会だから、今あえてそのことを言っていかなければならない訳です。そこを分かって

いただくためにこの理念を作っていこうとしているのだと思います。そして国や道の計画

でなく、私たちのまちの計画ですから、抽象的なことばより、是非イメージできる身近な

ことばでつくっていきたいですよね。どうでしょうか？ 

（Ｅ委員） 

 女性も男性もというところがいらないということでしたが、例えば「市民」に置き換え

たらどうでしょうか？  

(Ｃ委員) 

 それも良いですね。 

（Ａ委員） 

最初に市民がという言葉もありますよね。重なるのはどうでしょうか？ 

今、私たちはこの懇話会に関わっているので、いろいろ考えていますが、市民の方はあ

まり興味がない訳ですから、すぐ見て短く分かりやすい言葉の方が良いと思います。 

（Ｅ委員） 

シンプルなのが良いですよね。 

（会長） 

今、この場でのご意見が出ないようでしたら、後から事務局まで、電話等で意見を言っ

ていただいいて、また、今日で意見の２分割なり３分割に分けて説明を入れていく形の意

見も含めてそれをまとめていただいて、次回にまた意見交換をしていくというのはいかが

でしょうか？ 

（事務局） 

やはり、今ここで考えると、現在のプランの基本理念があるものですから、どうしても

それにとらわれてしまうのだと思います。今日のご意見にように、現プランのものを生か

していく方法もありますが、全く違うものでもいいですので、会長が言われましたように

皆さん、いいアイデアがありましたら事務局までご意見をいただきたいと思います。 

（会長） 

  皆さんよろしくお願いします。 

 では理念のところは、ここで終わらせていただきます。では次に進めさせていただきま

す。 

（事務局） 

 先程も説明いたしましたプランの骨子でございますが、基本的な事項は現行プランを引

き継いでいくものですので、変わるものではございません。基本目標については、総合計

画の施策と統一性を図った内容となっています。また、現行プランの評価等が２１年度の

ものが、まだまとまっていないので、皆さんにお示しすることができませんが、まとまり

次第後報告させていただきたく考えております。３Ｐの現行プランと次期プランの比較の

表を見ていただきと分かりますように、基本方針が基本目標に推進方策が基本方向に、言
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葉が変わっていますが、同じ内容のことです。また、現行プラン項目については表現が違

いますが、引き継いでおります。この基本目標と基本方向についてのご意見を皆様から頂

きたく思います。よろしくお願いします。 

（会長） 

では、第３章の計画の体系ですが、ここにあります、基本目標と基本方向について、ご

質問ご意見はございますか。 

（Ｆ委員） 

前回出席していないので、今回が第１回目の出席で、分からないことばかりなので質問

させていただきます。現プランがどの程度まで達成されたのか。また、分析されているも

のがあると、次の計画のステップに進めると思うのですがどうでしょうか。 

（事務局） 

そのとおりだと思います。先程も少し説明させていただきましたが、２１年度の推進状

況についてまだまとまっていないので、平成２０年度についてのものを見て参考にしてい

ただきたいと思いますが、内容について少し説明させていただきます。 

（事務局） 

  前回の第１回の会議で、北広島市の男女平等参画を取り巻く環境の説明の中でも推進状

況には少し触れておりますが、まずこの現行プランの冊子がありまので、見ていただきた

いと思います。その 56Ｐからきたひろしま男女平等参画プラン主要取り組み実施状況につ

いて掲載しております。これは平成 19年度に改定プランを策定するにあたって推進状況を

点検評価したものでございます。さらに平成 19年からの推進状況が加わって同じような形

式で報告させていただきたいと考えています。実施状況としてはほぼ全ての主要取り組み

について取り組まれております。ただし男女平等参画の推進についての評価となると、事

業の実施はあっても推進がされていたかどうかは、別なものになってきます。例えば「学

校教育の推進」においては、人権教育としては取り組みがされていても、男女平等参画と

いう直接的な取り組みは教職員の研修を含め取り組みがされていないことなどがあります。

「生涯学習の推進」の項目では、色々な分野で講座やセミナー等が開催され推進が図られ

てきております。ただ参加率が低いことや男性の参加が少ない等の課題があります。「人権

教育の推進」においては、人権擁護委員の方々も懇話会の委員として協力いただいていま

すが、人権教室や相談活動等を行い当市の人権教育の推進は順調に図られてきていると思

います。また「子育て支援」の分野においては、当市の次世代育成支援対策推進計画を進

める中で、ファミリーサポートセンターの実施や延長保育の実施、今年に入りましては常

時開いている独立した地域子育て支援センターの開設等、取り組みが順調にされてきてい

ると思います。「介護」につきましても、介護保険に基づき対応しておりますが、北広島市

においての高齢化率はますます高くなっている現状があるため、さらに対応が求められて

いるところでございます。「就労の環境整備」のところでは、市としての取り組みはなかな

か難しく、道や国の取り組みが主となるため、独自のものは啓発活動が中心となっており

ます。「女性の政策方針決定過程への参画促進」では、市の審議会等への女性の登用率が目

標の 40%に到達せず、逆に下がる結果となってしまいました。同じ女性委員の方が複数の委

員を兼ねるなど市全体としての広がりがなかったことも原因ではないかとも思います。こ

れは男女共同参画の推進には欠かせない分野の項目なので、今後はもっと積極的な取り組

みが必要ではないかと考えております。「女性のための相談体制の充実」の項目では、前懇

話会の中でも、分かりにくい市の相談窓口というご指摘もございました。他の人権相談や

法律相談等様々な相談窓口を含めた周知等情報提供等への取り組みが必要と考えておりま

す。また「すこやかいな心身の保持と安らぎある生活の支援」においては、男女の健康保

持、増進の推進ということで、元気フェスタやマラソン大会等スポーツや健康づくり事業
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を実施し参加率等も高く推進されている項目と思います。「母性保護と母子保健の推進」で

は、母子推進委員の活動等市独自のものや、新生児訪問についても児童虐待の予防の観点

からも評価できるものであり今後も￥継続していく事業として必要と考えております。 

 主に 20 年までの事業での説明をさせていただきましたが、改めて 21 年度の事業を含め

てまとめたうえでお送りするようになると思います。委員の皆様方におかれましては、そ

れを基に新たなプランを考えるうえでの参考にしていただけたらと思います。よろしくお

願いします。 

（会長） 

 では次回の会議のときには、計画の体系について、今までの推進状況を見ていただいて、

基本方向や施策等についての意見交換をしてきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

(Ｃ委員) 

表の中で、基本方向に「児童虐待・高齢者虐待」という項目がありますが、この中には

学校のいじめ等の問題が含まれるのでしょうか。北広島市の現状としていじめがあるので

したら、大きな問題ですし、別な項目としてここに掲げる方がいいのではと思いますがど

うでしょうか。 

(事務局) 

 男女平等参画の推進の計画ですので、そこにどこまで含めていくかということがあると

思います。いじめに関しては、もちろん教育委員会で当然対応されている問題でございま

す。ですが子ども権利条例や、次世代育成支対策推進計画等で大きく関わってきています

ので、この計画の中では、基本方向としての掲載は難しいと考えております。児童虐待や

高齢者虐待については配偶者暴力と大きく関わってくることから１項目としております。

ただし、いじめ等に関しましては「あらゆる暴力の防止のための基盤づくり」に含まれて

くるとか考えております。 

（Ｈ委員） 

ネット社会と言う点で大人の女性も被害を受けていると思います。そういうことの対策も

必要と考えますがどうでしょうか。 

（会長） 

先程のご意見は、いじめの問題が基本目標の「あらゆる暴力根絶への取り組み」の中に

含まれるのではないかという発言ですが、「いじめ」という表現もここに加えることも検討

していただきたいと思いますがいかがでしょうか。またネット社会についての対応につい

ても目標等何らかの項目について検討していただきたいと思います。 

 (事務局) 

ネット社会のいじめの問題等ですが、現行プランにおいては、主要取り組みの「メディア

における人権の尊重の推進」の中で対応している項目ですが、やはり次期プランにおいて

も、大きな項目である基本方向にはなりませんが、「男女共同参画の意識づくりの推進」の

施策の中で対応していきたいと考えております。またいじめについても、「男女共同参画の

視点にたった学習の場づくりの推進」等でも対応していく問題ではないかとも考えており

ます。 

（会長） 

ということは今後施策の中で掲載されてくるということですね。 

では、次回に施策の内容がもう少しわかった段階で、再度このような意見交換をした方

が良いということになりますね。それでどうでしょうか。 

（事務局） 

 表現については、どういう言葉になるかはいえませんが、基本的に現状のプランの施策

についても引き継いでいくというものという考えです。 
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(Ｆ委員) 

 今話している項目については学校教育等に大きく関わってきている問題と考えます。大き

な大切な問題とは思います。ただ、この場は男女平等参画懇話会ということで、男女平等

参画の計画としての論点はどうか考えると、計画策定のための問題の焦点をどこにあてて

考えていくかということがあると思います。するとこれはどうなのかなと思います。男女

の性差、ジェンダーの性差をどう縮めていくかという問題を中心に絞って考えていった方

があるべき姿ではないかと思います。また今策定されようとしている子ども権利条例が条

例化されていけば、いじめ等の問題も対応が明確化されてきます。今後そういうものとど

うタイアップ、連携していくかを考えることは必要なことで今後の課題ではあると考えま

すが、どうでしょうか。 

（会長） 

Ｆ委員のいうことは、もっともなことだと思いますが、そのことをどうわかってもらえ

るかが問題だと思います。国の方針や施策はわかってはいますが、同じようにそのまま出

しても難しく市民の方には伝わらないと思うのです。分かってもらうためにより分かりや

すく、知ってもらうためにどうしたら良いかということを考えていかなければと悩んでい

るのだと思います。 

時間もございますので、皆様方がそれぞれ改めて見ていただいて、考えてみることにし

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

（事務局） 

それでは、また、次回改めて施策等を含めて意見をいただいきたいと思います。 

（会長） 

それでは、２の配偶者暴力防止のための市町村防止計画についてですが、皆様宜しいで

しょうか。 

（Ｆ委員） 

質問ですが、プランと一体化してつくるということはどういうことでしょうか？ 

（事務局) 

これは、ＤＶ防止法の改正により、策定が市町村の努力義務となったものでございます

が、北海道の方からも、プランの中に含めて策定することができますという情報がありま

したので今回策定に向けて検討に入ったわけでございます。ただ、担当課であります児童

家庭課との策定に向けての協議をしたところ、別途策定したほうが良いのではないかとい

うことも出てきております。今回の説明としては、策定することになれば、現在のＤＶ等

の対応について体系化して整理した形でこのような内容の骨子で策定するということでご

ざいます。次回までには今回策定になるのか、または別途策定にないか調整してまいりま

すので申し訳ありません。 

（会長） 

わかりました。これから方針が変わることもあるということですね。皆様よろしいでし

ょうか。では、最後にプランの名称についてすすめていきます。 

(事務局) 

 前懇話会で、名称変更についての検討について提案がありましたが、市といたしまして

は、一部改定のため名称変更はないので、次期プランの策定時に検討していくお答えして

いたものでございました。市民アンケートの結果については前回報告させていただきまし

たが、名称について検討するにあたり、今日は懇話会の皆様方のご意見をお聞かせいただ

きたく議題とさせていただきました。 

（Ｃ委員） 
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 「『平等』の言葉で全部同じと言う誤解を招くことから、共につくりあげる意味のある『共

同』の方が良い」ということではなかったでしょうか。今もそう思いますが皆さんはどう

でしょうか。アンケートもそういう意見があったようですよね。 

（会長） 

総合計画の中では、「男女共同参画」という掲載されていますがどうしてでしょうか。 

（事務局） 

法で使われている「男女共同参画」で掲載されていますが、市のプランの名称が決まれ

ば整合性をとる形になります。 

（Ａ委員） 

まず、性別の違いはある訳です。そのお互いの違いを認め合えば、平等ではなく共同か

ら始まると思うのですが、どうして平等となるのかが理解できないですね。ひっかかりが

あります。 

（Ｇ委員） 

子どもの世代や若い人では当たり前のことなので、もう「男女平等」は古い気がします。 

（事務局） 

当初作成するときもいろいろ論議があったと思います。10年前ですが、「まだ、平等でな

い社会であるので参加するだけの誤解を招かないようという考え」ということで、あえて

平等ということばを使ったようです。 

（会長） 

 また、このことについても次回ご意見をいただきたいと思います。 

では、３のその他（１）次回の懇話会の日程調整についてですが、事務局案をお願いし

ます。 

 

・ 事務局から、次回会議の日程調整について調整 

7 月 26日（月）午後 3時から開催予定 

 

（会長） それでは、これをもちまして、本日の懇話会を終了いたします。 

 


