
【パブリックコメント実施期間】 平成２３年１月２４日（月）から平成２３年２月２４日（木）まで

【　担　当　】 企画経済部　協働推進・市民の声を聴く課

【意見提出者数】 ８人

【意見件数】 ２４件

【意見の対応】 採　用： 意見に基づき計画（案）を修正するもの ２件
不採用： 意見を計画（案）に反映しないもの １１件
参　考： 計画（案）に盛り込めないが今後参考とするもの １件
その他： ご質問、ご意見として伺うもの ９件
記載済み：既に計画（案）に盛り込まれているもの １件

【意見の検討経過】 ２月２５日～３月７日：企画経済部協働推進・市民の声を聴く課において意見の検討及び検討結果（案）の作成
３月１６日：第４回男女共同参画推進委員会において上記検討結果(案）の協議
３月２９日：第３回石狩市男女共同参画行政推進会議において決定

第２次石狩市男女共同参画計画（案）に対し寄せられた意見と検討結果について

（会長：市長、副会長：副市長、教育長
委員：総務部長、企画経済部長、市長政策室長、企業誘致室長、財政部長、市民生活
部長、環境室長、保健福祉部長、健康推進室長、こども室長、建設水道部長、水道室
長、教育委員会生涯学習部長、市民図書館長、農業委員会事務局長、厚田支所長及
び浜益支所長）



　

第２次石狩市男女共同参画計画（案）への意見と検討内容

企画経済部　協働推進・市民の声を聴く課

ページ
等

項目 意見等の要旨 検討結果 左の理由

1
３ｐ・
下から
９行目

「自立した男女がしなやかに支え合う豊かな社会」を「男女
が対等な立場でしなやかに支え合う豊かな社会」と言う表現
に変える。自立したくてもできない社会状況の下にある人も
少なくなく、男女平等は子どもや障がい者なども含まれる。
そもそも「自立した」というときの自立は何をもってそう判
断するのか。「自立」の定義は何か。

不採用

　ここで意味する「自立」は本計画（５ｐ）にも記載したと
おり「市民一人ひとりが互いに人権を尊重し、どんな境遇に
あっても精神的、経済的、生活的な面などあらゆる面におい
て自らの生き方を主体的に選択し、個人の責任において自己
決定できる」ことを意味しています。「自立社会の形成」と
いう基本理念を第１次計画から引き継ぐなど、本計画にとっ
て「自立」は重要な考えであるため、原案のままとします。

2
３ｐ・
下から
５行目

　「役割分担意識を捨て」を「役割分担意識を解消し」に変
える。21ｐ以降は「固定的役割分担意識を解消し」と言う表
現になっており、また捨てるのではなく解消していくことが
重要。

採用
　ご指摘のとおりであり、また計画内における表現を統一す
るため、ご意見のとおり｢解消し｣に修正します。

3
４ｐ・
11行目

「それぞれの生き方を偏見なく受け入れ、個々人が持つ特性
や『らしさ』を活かし」を「それぞれの生き方を尊重し、
個々人が持つ特性を活かし」とする。尊重の方が大切と考え
表現を変える。また「らしさ」は「男らしさ・女らしさ」に
つながり、固定的性別役割分担意識と強く結びついているこ
とから、あえて使わないことを提案します。

採用
　ご提案いただいた言葉の選択、用法がより適切であると判
断し、ご意見のとおり、「それぞれの生き方を尊重し、個々
人が持つ特性を活かし」に修正します。

4 ８ｐ

重点的
に取り
組む視
点
（８）

　『女性に対するあらゆる暴力の根絶』の項目で、「中学
生、高校生、大学生に対する」とし下線部を追加する。

不採用

　若年層への啓発は、その遭遇の可能性からデートDV防止が
中心になると想定していますが、デートDVは、男女交際が前
提となる上、身体的・精神的・性的な暴力の予防啓発が主に
なると考えられます。このことを踏まえると中学生について
は慎重な対応が必要であり、「重点的に取り組む」対象は高
校生・大学生を中心にするのが適当と考えますので、原案の
ままとします。
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項目 意見等の要旨 検討結果 左の理由

5 ８ｐ

重点的
に取り
組む視
点
（８）

　ＤＶ相談は年々増加しており、あらゆる暴力の根絶のため
には被害者に留まらず加害者に対する更正も重要なので、
「ＤＶ加害者更正プログラムについても取り組みをすすめま
す」を追加。

不採用

　平成18年に国の「配偶者からの暴力の加害者更生に関する
検討委員会」から、加害者プログラムには実施の方法次第
で、ある程度の効果が得られる可能性が認められる一方、
様々な問題の発生が懸念され、適切な実施が行われるために
は、何らかの法的な位置付けを行い、その枠組みの中で実施
することが必要と思われること、また有識者からの意見聴取
において、実施の意義が述べられる一方、被害者支援団体等
から推進に慎重な意見も出されたる旨の報告がされているこ
とから、加害者更生プログラムについては、国の動向等に留
意していきますが、取り組むことは時期尚早と考えます。

6
12、
22ｐ

基本
目標
Ⅰ、Ⅲ

（現状認識について）
才能ある人は相当に評価されるなど女性の社会進出は随分と
進んでおり、習慣や社会通念によって妨げられているとは思
えない。

不採用

　内閣府「男女のライフスタイルに関する意識調査
（H21.9）」でも、「女性の能力は十分活用されているとはい
えない」「女性の参画拡大が他国より遅れている原因は、両
立支援制度がない、あっても足りない、あっても活用する雰
囲気でない」などと総括されており、こうした見方が一般的
と考えております。

7
12ｐ・
下から
３行目

「そのため、社会のあらゆる分野に気運を醸成していくと
ともに、家庭や学校教育、生涯教育などを通じて、生活や慣
習、意識の中から男女の固定的な性別役割分担意識を解消
し、個人の尊重と男女平等の意識を身につけることが重要で
す。」この３行にとても重要なことが表現されているので是
非、太字にするなど強調した表記を提案します。

不採用

　ご指摘のとおり社会気運の醸成及び意識づくりは男女共同
参画の推進において重要であり、基本目標の１つとして位置
付けているところですが、本計画はこれを含む５つの基本目
標を掲げて取り組むものであるため、１つの目標の一部のみ
を強調することはせず、原案のままとします。

8 19ｐ
施策の
方向１

　『女性職員の参画拡大』の内容には目標値を明記し、しっ
かり取り組んでいく姿勢を示すことを提案します。

記載済み

　『女性職員の参画拡大』については成果指標として、「市
役所の管理・監督職に占める女性の割合：18％」として掲げ
ています。
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項目 意見等の要旨 検討結果 左の理由

9
施策の
方向２

　『女性の登用についての団体等への働きかけ』の内容には
目標値を明記し、しっかり取り組んでいく姿勢を示すことを
提案します。

不採用
　『女性の登用についての団体等への働きかけ』の項目で取
り組む内容は「団体等の理解を得る」ことを目的としてお
り、目標値の設定は適切ではないと考えます。

10
施策の
方向２

　『女性の参画状況の実態把握』の項目で「入札の申請時等
に女性の登用状況の欄を設けるなど行い、女性の登用状況の
把握と共に推進を働きかける。」とし、下線部を追加。状況
把握に留まらず、入札の申請時にも上記によって推進を図る
ことが重要と考え提案します。

不採用

　ご指摘の内容は、特に本市に多い中小企業の場合、各企業
の具体的な人事配置に大きく関わってくる可能性があること
などから、現段階において本計画に盛り込むことは適切では
ないと考えます。

11 22ｐ
基本
目標Ⅲ

（ワークライフバランスに関連して）
　男性の育児休暇取得に対する奨励金は男性への育児の押し
付け。育児休暇をとる女性にも支給しなければ不平等であ
る。

その他
　ワークライフバランス推進に関し、計画の中では奨励金に
ついての記載はありません。

12 33ｐ
施策の
方向１

『介護者への支援』の項目で「介護技術の向上や、男性介
護者等介護家族相互の情報交換等」として下線部を追加。介
護家族の現場では男性介護者の孤立等の問題があることか
ら、きちんと明記して取り組んでいくことが重要と考えま
す。

不採用

　介護家族が負担を抱えて孤立しないような環境づくりが求
められており、男性介護者の孤立等も含む様々な問題につい
て、関係機関と連携して取り組んでいくことから、特に「男
性介護者」と明記しないこととします。

13 34ｐ 施策3

　女性に対する暴力だけではなく、男性に対する暴力も根絶
すべきです。ことさら「女性への人権、暴力・犯罪被害」だ
けをとりあげる様な男性蔑視の内容にはならない事。女性へ
の暴力の根絶を目指すのであれば、男性差別も無視しないで
いただきたい。この場合は、「あらゆる暴力の根絶」のみで
頭の文字は削除。

不採用

　施策３・施策の方向２では『配偶者からの暴力被害防止等
に関する取り組み』として性別を問わず対象としています
が、配偶者からの暴力被害の状況など、あらゆる暴力の被害
者が多くの場合女性であることから、女性被害者に配慮した
内容とします。

19ｐ
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項目 意見等の要旨 検討結果 左の理由

14
　「有害図書等」というのは、どのジャンルまで及ぶので
しょうか。指定される範囲が広範だと、インドア系の文化を
私達は享受出来ない事に繋がりかねません。

その他

　「有害図書等」については、内容において分野を規定する
ものではなく、その媒体に関して北海道青少年健全育成条例
に準じ次のように考えます。
「図書類書籍、雑誌その他の刊行物、図画、写真及び映画
フィルム、スライドフィルム、録画テープ、録画盤、録音
テープ、録音盤、フロッピーディスクその他の映像又は音声
が記録されているもので機器を使用して当該映像又は音声が
再生されるもの」

15
　地域の環境浄化の話でしたら有害図書では無くポスター、
看板の話になるのでは？

その他
　北海道青少年健全育成条例では、有害広告物の表示等につ
いても禁止しており、本計画においても監視の対象です。

16
施策の
方向１

　「有害図書等」に指定される「性・暴力表現」とは、どの
程度のものを言うのでしょうか。１シーンにのみ使われてい
る場合や、多少過激でも全体的に見て良い作品でも対象とし
ては、メディアの提供者は何も表現できず、受け手である
我々は何も視聴出来ない事に為りかねません。

その他

　「有害図書等」については、北海道青少年育成条例に準
じ、次のように考えます。
(1) 書籍又は雑誌であって、全裸、半裸若しくはこれらに近
い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行
為（以下「卑わいな姿態等」という。）を撮影した写真又は
描写した図画で規則で定めるものを掲載するページ（表紙を
含む。以下同じ。）がその総ページの３分の１以上を占める
もの
(2) 録画テープ又は録画盤であって、卑わいな姿態等を描写
した場面で規則で定めるものの描写の時間が連続して３分を
超えるもの若しくは合わせて５分を超えるもの又は録画テー
プ若しくは録画盤の製作若しくは販売を行う者で構成する団
体で知事が指定するものが審査し、青少年の視聴を不適当と
したもの
(3) 前２号に掲げるもののほか、知事が、図書類の内容の全
部又は一部が、著しく粗暴性を助長し、性的感情を刺激し、
又は道義心を傷つけるもの等であって、青少年の健全な育成
を害するおそれがあると認め指定したもの

施策の
方向１

35ｐ
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項目 意見等の要旨 検討結果 左の理由

17
施策の
方向１

「青少年」は、何歳までを指すのでしょうか。自制心が備わ
る中高生にまで、性・暴力表現を視聴させないというのは、
あまりに干渉し過ぎではないでしょうか。

その他

「青少年」も同様に条例に準じ、「学齢の始期から18歳に達
するまでの者（婚姻により成年に達したものとみなされる者
を除く。）」と考え、先にあげたような健全な育成を害する
おそれがあるものについては、対策が必要と考えます。

18
施策の
方向１

　「有害図書が青少年に販売されないよう、監視・環境浄化
に取り組む」とあるが、性・暴力表現を扱った図書類、特に
漫画は出版社によって販売の年齢制限がされ、また書店も未
成年への販売を制限し一般図書と売り場を区分する等の自主
規制が行われている。一部の悪意ある商売優先で故意に未成
年に販売しているケースなどについては客として店側に苦情
を出すのが筋だと思います。公権力側が「環境浄化」の名の
下に規制を行うべきではなく、この部分は削除すべき。

その他

　北海道青少年健全育成条例において、売り場の区分等はそ
の実施を定められており、また閲覧、販売等も含め、事業主
が条例に則り適切に有害図書等を取り扱っているか、行政は
監視・指導する必要があります。

19

　実在女性の人権侵害の場合は完全に別の法で対応できます
し、日本では「女性」という集団的人権は認められていませ
ん。また、架空の人物などの場合は人権は認められません。
何がどう人権侵害につながるか理解できません。

20

　有害図書等などで性・暴力表現が扱われていて、それを人
権が侵害されていると思うかどうかは、個人の価値観によっ
て異なってくるので販売を規制するべきではありません。ま
た、性・暴力表現を扱った図書等を見て、それらに悪影響を
受けるという科学的なデータ・根拠はありません。経済にも
悪影響を与えますし、臭いものに蓋をしても根本的な解決に
はならないと思います。

その他

　女性を専ら性的ないしは暴力行為の対象として捉えたメ
ディアにおける性・暴力表現は、男女共同参画社会の形成を
大きく阻害するものであり、また女性に対する人権侵害にな
るものもあり、様々なメディアにおける性に関する情報の氾
濫や性を売り物とする営業の多様化に伴い、特に児童の性的
な被害が依然頻発していることから、児童の権利の保護や青
少年を取り巻く有害環境浄化に関する取り組みは必要と考え
ます。

35ｐ

施策の
方向１
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項目 意見等の要旨 検討結果 左の理由

21 39ｐ
施策の
方向２

『各状況における実態の把握と課題に対する取り組み』の
内容中に「障がい者の女性のための相談窓口の設置」を追
加。障がい当事者の方から、女性であることで差別があり、
障がい者であることでも差別され、二重に差別を受ける状況
がまだまだ社会にはあると聞いています。是非、障がい女性
のための相談窓口の設置を提案いたします。

不採用
　施策の方向３『相談体制の充実』において、障がい支援課
と連携しながら、相談機能や相談窓口の周知など、障がいを
もつ女性が安心して暮らせる環境整備に努めて参ります。

22
　リプロダクティブ・ヘルス／ライツは胎児の生命軽視や性
道徳の乱れにつながる恐れが大きいので取り入れるべきでな
い。

その他

　リプロダクティブヘルス／ライツは、性や生殖に関する正
確な知識を得ることが前提であり、性道徳の乱れと関連付け
ることには疑問があります。また、望まない妊娠の低減を通
して、胎児の生命をいとおしむ気持ちの醸成につながりま
す。

23
　学校教育においては性差にとらわれないことでなく、性差
を尊重した役割分担の重要さを教え、男らしさ、女らしさが
身に付くような指導をすることを計画に明記すべき。

不採用
　社会生活を送る上で役割分担は重要ですが、それはひとり
ひとりの個性に応じたものであるべきであり、性差により一
律に分けることは適当でないと考えます。

24 44ｐ
　『計画の推進体制』について、この計画をもって確実に男
女平等参画を推進するためにはその根拠法となるものが必要
です。根拠法となる男女平等条例の制定を求めます。

参考
　当該条例の整備については、広範な市民議論の中で、市民
の理解や関心の高まりを見定める必要があり、その議論を重
ねた上で、是非を判断すべきと考えます。

　このほか、第2次石狩市男女共同参画計画の内容に関するご意見とは別に、男女共同参画そのものに対して反対するご意見を多数いただきましたが、
これらはパブリックコメントとは別の「市民の声」として、今後の参考とさせていただきます。

40ｐ
基本
目標Ⅴ
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