平成 2８年度第 5 回北見市男女共同参画審議会議事録（要旨）

日時：平成２9 年 2 月 22 日（水）15 時 20 分～16 時 00 分
会場：北見市役所北２条仮庁舎 2 階 第 2 会議室
※出席予定委員 9 名のところ、当日の欠席報告 2 名と遅参 1 名のため、
開始時間の変更有

○出席委員：7 名（欠席委員 5 名）
渡辺会長、海田副会長、奥山委員、菅原委員、鶴巻委員、
松井委員、山本委員

○事務局：3 名
滝沢市民環境部長、長谷川市民生活課長、坂本男女共同参画係長
○次 第：１

開会

２

会長挨拶

３

議事
（１）平成 28 年度男女共同参画審議会からの意見書（案）について
（２）第２次北見市男女共同参画基本計画策定に係る中間答申案について
（３）その他

４

閉会
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１.開会
（事務局）

本日は何かとご多用中のところご出席いただき、誠にありがとうございま
す。ただ今から、平成２８年度第５回北見市男女共同参画審議会を開催いた
します。本日、河田委員、藤井委員、古田委員、松平委員、鹿又委員の 5 名
の方は、所用のため欠席の申し出がありましたので、本日の出席委員は 12
名中 7 名でございます。したがいまして、北見市男女共同参画審議会規則 第
3 条第 2 項の規定に基づき、委員の過半数の出席がありますことから、本日
の会議が成立していますことをご報告いたします。
ここで、渡辺会長よりご挨拶を申し上げます

２.会長挨拶
（会

長）

今日はお忙しいところどうもありがとうございます。ちょっと前の 2 月 1
日に会議がありましたが、今日は今月 2 回目の審議会となりますが、本日も
委員の皆様にお集まりいただき、感謝申し上げます。本日の議事は、前回の
審議会で頂いた男女共同参画プランの推進事業についての意見をまとめた審
議会からの意見書と、第２次男女共同参画基本計画の中間答申案についての
審議になりますが、平成 28 年度の審議会は本日が最後の予定ですので、よ
ろしくお願いいたします。

（事務局）

ありがとうございます。それでは、この先の進行につきましては、渡辺会
長にお願いしたいと思います。会長、よろしくお願いいたします。

（会 長）

まず、事務局より資料の確認をしていただきます。よろしくお願いいたし
ます。

（事務局）

本日の会議資料の確認をさせていただきます。 ＜資料の確認＞

（会 長）

本日の会議資料について説明がありました。
他に、事務局から何かありますでしょうか。

（事務局）

本会議は、議事録を市のホームページに公表することとなっておりますの
で、委員の皆様におかれましてはあらかじめご了承いただき、ご発言の際は
お名前を言っていただきますよう、お願いいたします。それでは、忌憚のな
いご意見をよろしくお願いいたします。

３

議事
（会

長）

議事（１）の「平成 28 年度男女共同参画審議会からの意見書（案）につ
いて」ですが、事務局よりご説明願います。

（事務局）

議事（１）
「平成 28 年度男女共同参画審議会からの意見書（案）について」
資料１、資料５ に基づき説明。
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（会 長）

ありがとうございます。ただ今の説明に対しまして、何か質問やご意見は
ございませんか。

（副会長）

内容についてというよりも、意見書の１になりますが、子育てをしている
「母親、父親」ということで、以前の審議会で（
「男女」のように）、通常「父
母と言うから」というのがあったので、
「父親、母親」と揃えた方が無難かな
と思いました。

（事務局）

順番を「父親、母親、親子」にするということにしますか。

（副会長）

順番を統一しようという意見が鹿又委員からありましたので。
どうでしょうか。ちょっと検討していただいてもいいでしょうか。

（委 員）

基本的には、
「子育て」というと母親になりますよね。

（事務局）

子育てというと母親かなというところは感じてしまいます。

（副会長）

そうですね。正直、私もそうですけれども。ただ、他のものとの統一性と
いうことでいうと、どうなのかなという。

（会 長）

ただ今の意見はどうでしょう。

（事務局）

「両親」などに変えるという方法もありますね。
「母親、父親」は削除して
しまうという。これは「ひとり親」のことも入れないとだめですよね。

（委 員）

「親子同士」で通じますね。

（委 員）

性別を書かないで、
「親同士」がいいですかね。

（副会長）

「子育てをしている親」でいいわけですか。それで、親子同士で。

（事務局）

「相談」は親だけど、
「ふれあい」などは子どもが入るということですよね。
前回の重点項目事業が親子ふれあい事業でしたので。

（会 長）

では、
「母親、父親」のところを「親同士」に変更でいいでしょうか。

（事務局）

はい。
「親同士、親子同士」に変更いたします。

（会 長）

他に何かございませんか。
ないようですので、承認していただいてもよろしいでしょうか。
【異議なし】
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（会

長）

ありがとうございます。続いて、議事（２）の「第２次男女共同参画基本
計画の中間答申案について」事務局から説明をお願いいたします。

（事務局）

議事（２）の「第２次男女共同参画基本計画の中間答申案について」
資料２、資料３ に基づき説明。

（会

長）

ありがとうございます。ただ今説明いただいた、議事（２）の「第２次男
女共同参画基本計画の中間答申案について」で、今回追加された意見などに
ついては何かありますか。

（副会長）

（骨子案の）表紙の「あなたとわたし ともに活躍できるまち」ということ
ですけれども、
「きたみ」が入っていないと何か締まらないというか、感覚的
な意見で申し訳ないですけれども。あともう１つ、一番最後の 25 ページの
図ですが、
「男女共同参画社会の実現」が枠に付いているんですが、右下に「推
進体制イメージ図」ってあるんですけれども、
「推進体制イメージ図」を左上
にもっていった方が、あるいは、右上でもいいですけれども、上にもってい
った方が「推進体制イメージ図」とすぐわかるのではないかなというところ
と、上にスペースを入れた方がバランスがいいんじゃないかなという 2 点で
す。どちらも感覚的な話で恐縮ですけれども、ご検討いただければと思いま
す。

（事務局）

わかりました。ありがとうございます。

（委

質問があります。（骨子案の）14 ページの基本的方向３の「学校や地域社

員）

会への男女共同参画の推進」のところで、1 つ目の段落のところは、
「地域社
会の活性化」ということで、そこに PTA 活動があるのですが、2 つ目の段落
の「また、」のところで、「女性の割合が少ない学校教育」と書かれています
が、これは PTA を指しているのか、職員を指しているのか、生徒を指してい
るのか（どれでしょうか）。
（事務局）

そうですね。これは「職員」を指しています。

（委

「職員」を指しているんですか。

員）

（事務局）

例えば、校長先生や教頭先生の女性の割合が少ないというお話が以前あり
ましたので、「方針決定の場」をそのような意味で使っています。
ここでいう方針決定の場というと、
「総合教育会議」のようなイメージにな
りますよね。「学校現場での方針決定」というのではなくて。

（委

員）

はい。ちょっと今、適切な文言が浮かばないのですけれども。表現が難し
いかな。後ろは女子学生のことが書いてあるのですけれども。
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（事務局）

これを「ともに」で言って 2 つをつなげるのは難しいですよね。次回まで
に検討させていただきます。

（委

員）

よろしくお願いします。

（会

長）

他には何かございませんか。

（委

員）

すみません。細かな部分になりますが、（骨子案の）16 ページの一番下の
図ですが、
「資料：北見市労働状況調査報告書」という記載が 2 つありますの
で、上を削ればいいですね。

（事務局）

はい。資料名が 2 つありますので上を削ります。ありがとうございます。

（会

資料２の追加意見のところはどうでしょうか。

長）

（副会長）

資料２の 3 ページの「企業において～」のところですが、
「大企業では専門
部署があるので、中小企業経営者でも参考にできる」という、確かにそうい
う発言をしたんですけれども、単純に「中小企業経営者が」でいいのかなと
思ったんです。「中小企業経営者でも」ではなく。「でも」って、じゃあそれ
以外あるのかなと読んだ人を迷わせると思いますので。

（事務局）

はい。
「中小企業経営者が」に変更させていただきます。

（会

では今回ご意見頂いた内容を反映しまして、私と副会長から市長へ中間答

長）

申を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
【異議なし】
ありがとうございます。
では、最後に議事（3）のその他でございますが、事務局を含めまして何か
ありましたらお願いします。
【なし】
本日の議事を全て終了しましたので、進行を事務局にお返しいたします。
４.閉会
（事務局）

それでは、議事（１）で承認頂きました「意見書」につきましては、3 月
に市長を本部長とする男女共同参画推進本部に報告し、庁内の他課に周知し
て施策の推進に取り組んでまいります。また、議事（２）で承認頂いた「中
間答申」につきましては、2 月 27 日に渡辺会長・海田副会長から市長に中
間答申を行っていただきます。
委員の皆様には、29 年度におきましても、本市の男女共同参画の推進につ
きまして、引き続き建設的なご意見を頂きますよう、よろしくお願いいたし
ます。これで第５回北見市男女共同参画審議会を終了させていただきます。
ご多忙中のところご出席頂き、誠にありがとうございました。
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