平成 29 年度第 3 回北見市男女共同参画審議会議事録（要旨）

日時：平成２9 年 11 月 20 日（火）18 時 55 分～19 時 40 分
会場：北見市役所北２条仮庁舎 3 階 庁議室
○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、越田委員、菅原委員、松井委員、
山本委員
○事務局：４名
佐野市民環境部長、井上市民環境部次長、
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）第２次北見市男女共同参画基本計画（案）について
（２）市長への最終答申について
（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 29 年度第 3 回北見市男女共同参画審議会を開催いた
します。本日、鹿又委員、鶴巻委員、藤井委員、古田委員、松平委員の 5 名
は所用のため欠席ですので、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。ここで会議に先立ちまして、渡辺会長からご挨
拶を頂きたいと思います。渡辺会長、よろしくお願いいたします。

２.会長挨拶
（会 長）

委員の皆様、こんばんは。先月の第２回審議会に引き続き、お忙しい中、
ありがとうございます。前回の審議会の中で、第２次基本計画の素案に対し
て頂いたご意見を事務局で反映し、本日は「第２次男女共同参画プランきた
み」の案としてお配りしています。委員の皆様には、この「案」がこれまで
の審議に沿った内容になっているかなど、最終確認を行っていただきたいと
思います。本日の審議会の意見も盛り込んだ内容につきまして、１１月２８
日に審議会を代表して私から市長へ最終答申を行います。その後１２月にパ
ブリック・コメント（市民意見募集）を実施するというスケジュールです。
今回も大変重要な会議となりますので、最後ま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した。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ので、よろしくお願いいたします。

（会 長）
（事務局）

まず、事務局より会議資料の確認をしていただきます。
【資料の確認】

（会 長）

他に、事務局から何かありますでしょうか。

（事務局）

本審議会は、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
ってから、お願いいたします。それでは忌憚のないご意見を頂きますようお
願い申し上げます。

３

議事
（会 長）

議事（１）の「第２次北見市男女共同参画基本計画（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（１）
「第２次北見市男女共同参画基本計画（案）について」資料１に
基づき説明。

（会 長）

ありがとうございます。ただ今の議事（１）の説明に関して質問やご意見
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等はございませんか。58 ページの「用語解説集」ですが、現在はあいうえお
順とのことですがどうでしょうか。用語の出た順が良いのか、あいうえお順
が良いのか。
（委

員）

（副会長）

個人的には出た順がいいかなと思います。
もし出た順で載せるのであれば、ページ数を入れていただければいいのか
なと思います。ページ数で並べていますというのがわかるかと思います。

（事務局）

はい。わかりました。

（副会長）

まあ、どちらでもいいのかなと思ってもいますが。

（会 長）

どうでしょうか。

（委 員）

あいうえお順の方が何となく私は良いのかなと思います。ページ順だと
「わ」が先にきても、ちょっと違和感があるのかなという感じはします。

（会 長）

最初からずっと読むんでしたら、用語の出た順でよいと思いますので、途
中から読んだ時にあいうえお順だと楽かもしれないという感じがします。

（委 員）

せっかくここまでやって頂いたのですから、このままでいいです。

（会 長）

そうしましょう。

（委 員）

各ページの用語説明のところにページ数の記載がるので、このままでも構
わないのではないでしょうか。

（会 長）

どうでしょう。私もそう思います。
【全員同意】

（会 長）

ではこのままでいきます。

（事務局）

ありがとうございます。

（会 長）

他に何かありますか。

（副会長）

23 ページの上のグラフですが、
「1 日当たり」という理解でよろしいので
しょうか。
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（事務局）

そうです。

（副会長）

それがちょっと明確になっていないなと思いまして。

（事務局）

下の方のグラフには「１日当たり」という記載が入っていますけども、上
の方のグラフには記載がないので、上の方にも追加をさせていただきます。

（副会長）

よろしくお願いします。

（事務局）

はい。ありがとうございます。

（会 長）

47 ページの委員名簿のところで、任期の日付を小さくすればバランスが取
れると思うのですが。

（事務局）

任期の文字を小さくしても大丈夫でしょうか。

（会 長）

少しでいいです。そうすると、委員氏名と所属団体等が真ん中あたりにく
ると思います。

（事務局）
（会 長）
（委

員）

はい。任期の文字を小さくします。ありがとうございます。
何か他にございませんか。
8 ページの「ともに働き、ともに活躍できる社会」の表現に直したほうが
ずっといいと思います。

（事務局）

ありがとうございます。

（会 長）

他にはございませんか。
【なし】
ないようですので、議事（１）の「第２次北見市男女共同参画基本計画（案）
について」承認してよろしいでしょうか。
【異議なし】
ご異議がなければ承認とさせていただきます。

（会 長）

次に、議事（２）の「市長への最終答申について」事務局から説明をお願
いします。

（事務局）

資料２に基づき説明。

（会 長）

議事（２）の「市長への最終答申について」事務局より説明がありました。
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何かご質問やご意見はございますか。
（委

員）

3 ページの下から３行目の年を修正願います。

（事務局）

ありがとうございます。

（会 長）

他に何かございませんか。

（副会長）

2 ページの 4 行目「男女がともに一生働き続けられるような」ということ
で、確かにそういう職場環境づくりに向けてということはよく理解できるの
ですが、こう書いてしまうと、何か一生働く事を強要するわけではないです
けれども、そうでなければいけないみたいな、「希望すれば」「望めば」など
ということだと思うのですが、働かないという選択も許されるということで
はないのかなと思いますので、そのようにご検討いただければ。このままで
もいいのかなという気はしますけれども。理解はできますので。働かないと
いう選択、例えば家庭に入って育児に専念するという選択をする自由も認め
たいなという気持ちです。まあ男に限らず、女に限らず。前後の整合性も含
めて考えていただければと思います。私はここだけを見て感じたことを意見
として述べます。

（会 長）

他には何かありませんか。ないようでしたら、今回頂いたご意見をさらに
事務局で反映しまして、私が代表して、市長へ最終答申をさせていただきま
す。最終的な内容については、私と海田副会長に一任して頂いてよろしいで
しょうか。
【異議なし】
ありがとうございます。最後に議事（３）のその他ですが、事務局を含め
て何かありましたらご発言をお願いします。

（事務局）

委員名簿と議事録の公開、委員報酬について、お願いと連絡。

（会 長）

他に何かございますか。よろしいですか。ここで、本審議会は「北見市男
女共同参画を推進するための条例」の規定により、委員が毎年半数改選とな
りますが、１１月３０日に任期満了となります〇〇委員が３期６年の長期に
わたってご参画いただき、今期が最後となりますので、何かひと言ご挨拶い
ただけますでしょうか。

（委 員）

今回で 6 年という、本当に長かったかなと思うのですが、私がこの審議会
に入った 6 年前、（第一次プランの）計画ができて、（計画の）途中だったん
です。私本当に何もわからないで、年に 1、2 回の会議の中でこれはどうい
うものなのかというのがわからなかったのですが、今回 28 年、29 年の 2
年間で第２次基本計画の策定に参加させていただいた中で、遅いですが、初
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めて流れというものがわかったような気がします。そして、皆さんで認定マ
ークを選んだ時に、私仕事ができたかなという、その時にほっとしたような
気持ちでいたのですが、途中からだったので、
「男女共同参画」というのがあ
ったことも知らなかったというのが本当に自分は恥ずかしかったと感じま
す。
「男女共同参画」というのは本当に大切な言葉だなと思ったことと、前に
ＪＡさんの講習会で聞いた「さしすせそ」という言葉を以前私がお話したの
を覚えていますか。
「さ」は「さすがです」、
「し」は「知りませんでした」、
「す」
は「すいません」、「せ」は「せっかくですから」、
「そ」は「そうですね」で
すが、この言葉って全て職場の中でも、家庭でも、この言葉を使う事によっ
て円満だなとＪＡさんから教わったことがあるので、
「男女共同参画」という
言葉が自分では堅く感じていましたので、柔らかい言葉にならないかなとず
っと感じていたのは事実です。6 年間、本当にありがとうございました。こ
の資料（第２次基本計画案）は本当に私の大事な宝物になりました。ありが
とうございました。
（会 長）

どうもありがとうございました。これからも何らかの形で北見市の男女共
同参画の推進にご協力いただけますと、幸いです。それでは、本日の議事を
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）

本日も貴重なご意見をたくさんいただき、誠にありがとうございました。
次回の第４回の審議会につきましては、パブリック・コメント実施後の来年
１月の開催を予定していますので、よろしくお願いいたします。これで第３
回北見市男女共同参画審議会を終了します。本日は、お疲れのところご出席
いただき、誠にありがとうございました。気をつけてお帰りください。
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