
№
見直し
案の
ページ

項目 意見等の要旨 検討結果 左の理由
関係課等
協議経過

1 Ｐ-6
１.計画の
基本理念
と目標

【本文６行目】
○｢本庁｣を｢本市｣に訂正したほうが
良い。

反映する ｢本市｣に訂正します。

2 Ｐ-6
１.計画の
基本理念
と目標

【本文１３行目】
○「市民一人ひとりが」の後に「互い
に人権を尊重し」を追加したほうが
良いと考える。

反映する 人権尊重の意識を持つこと
は、男女共同参画社会の形
成において欠かせないもの
であることから、意見を反映し
「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、（以下省略）」に修
正します。

3 Ｐ-13 Ⅰ-１

【推進の方向】
○基本プランのⅠ－１とⅠ－２を統
合しないほうがよい。
※「男女平等の意識」は家庭や社会
の中でまだ十分に浸透していないこ
とと、学校教育の中でも「学校にお
ける男女平等の意識づくり」を明確
に位置付けるため。
※「学校における」が削除されたこと
にも反対する。具体的に「家庭・地
域社会・学校」と明記したほうがプラ
ンの主旨に適している。
※調査資料も前のほうがよい。

反映する ご意見のとおり、現計画に修
正します。

教育委員会

4 Ｐ-13 Ⅰ-１

【推進の方向／本文11行目】
○表現が一般論に薄められてあい
まいである。
○「ジェンダーの視点に立ち」を追
加し、「教育活動全般にわたりジェン
ダーの視点に立ち気づいた点を」に
変更する。
※本文１１行目の「気づいた点を是
正していく取り組み」は具体的に何
に気づいたというのか。耳ざわりよく
納得させられてしまう表現だが、この
プランの現状把握の厳しさを自覚し
ているとは思えない。ジェンダーとい
う言葉を意図的に削除したような印
象を受ける。

反映する ご意見のとおり、現計画に修
正します。

教育委員会

見直し案に対する意見の検討結果

企画財政部協働推進・男女共同参画担当
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№
見直し
案の
ページ

項目 意見等の要旨 検討結果 左の理由
関係課等
協議経過

5 Ｐ-14 Ⅰ-１-(1)

【施策の推進内容／説明文１行目】
○「充実した家庭生活を営む」と書
き直してしまうことにより、このプラン
のキーワード、核になる言葉を削っ
てしまおうと意図したのか。このプラ
ンの歴史的背景、日本と他の国々
の現状把握（女性がどのようなジェ
ンダーバイアスによる差別を受けて
苦しんでいるか）、グローバルな視
点を無視して、焦点のぼやけた表現
になってしまった。「女性よ、家庭に
帰れ！」と言っているようだ。この書
き換えには強く反対する。
○「充実した家庭生活」とはどのよう
なものを指すのかがわかりにくいた
め、「充実した」を削除したほうが良
い。

一部反映
する

男女がともに協力し合い家庭
生活へ参画することが、重要
な取り組みであると考えます
ので、「充実した」を「男女が
対等に協力し合える」に修正
します。

教育委員会

6 Ｐ-14 Ⅰ-１-(2)

【施策の推進内容】
○「男女平等観に立った教育の推
進（基本プランのP16）」を「男女平等
教育の推進及び実践」に変更した
ほうがよい。

反映しな
い

ご意見の箇所に限らず、施策
の推進を図る上で、当然に
「実践」が求められるものであ
り、施策の推進内容にある
「推進」、「促進」、「支援」など
には、取り組みの姿勢として
「実践」が含まれているものと
考え、原案のとおりとします。

教育委員会

7 Ｐ-14 Ⅰ-１-(2)

【主な事業の概要】
○「学校教育における性教育の充
実」を追加してほしい。
※性教育は生命の教育とも言え、現
在、性の情報は溢れているものの、
正確な情報や大切な情報が子ども
たちに伝えられていないことから、男
女がともに正しい知識を持つことが
重要と考えるため。

反映する 現計画のⅠ-４-（３）にも掲載
されている事業ですが、Ⅰ-２
-(1)においても取り組む事業
であると考えますので、ご意
見のとおり追加します。

教育委員会

8 Ｐ-14 Ⅰ-１-(2)

【主な事業の概要】
○「ジェンダーの視点からの教材の
見直し」を「ジェンダーの視点からの
教材の充実」に変更したほうがよ
い。

反映しな
い

「見直し」が行われることによ
り「充実」が図られるものと考
え、原案のとおりとします。

教育委員会

見直し案に対する意見の検討結果
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項目 意見等の要旨 検討結果 左の理由
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9 Ｐ-16 Ⅰ-２-(1)

【主な事業の概要】
○「生涯学習講座」ではなく、具体
的な事業を明記してほしい。

反映しな
い

「生涯学習講座」という総合
的な位置付けのなかで取り組
むものであり、個々の講座の
名称は、流動的な要素がある
ことから、事業名を明記せ
ず、原案のとおりとします。

教育委員会

10 Ｐ-16 Ⅰ-２-(1)

【施策の推進内容の説明文】
○「ジェンダーについて相互理解を
より深める」という書き換えには納得
できない。まるで現状でも相互理解
が進んでいるかのような誤解が生じ
る。

反映しな
い

H15の意識調査によると「男
は仕事、女は家庭」という考
え方に「同感しない」という回
答が41.5%で、前回の調査
(35.9%)から上回っていること
から、「相互理解」は着実に
浸透しているものと考えてお
り、原案のとおりとします。

教育委員会

11 Ｐ-25 Ⅱ-２-(1)

【施策の推進内容の説明文】
○Ⅰ－１－（１）同様、この書き換え
には反対。単に市民活動支援では
ない。

反映する Ⅰ-１-(1)同様、「充実した」を
「男女が対等に協力し合え
る」に修正します。

12 Ｐ-25 Ⅱ-２-(1)

【主な事業の概要】
○「家庭教育関係講座」を「生活技
術講座」という表記に変更する。

反映しな
い

「生活技術講座」は、「家庭教
育関係講座」の中で実施する
ことから、原案のとおりとしま
す。

教育委員会

13 Ｐ-25 Ⅱ-２-(1)

【主な事業の概要】
○「食生活講座」もジェンダーの視
点に立った意識が必要。健康な食
生活とか安全な食品選びは他のプ
ランに盛り込めることであり、このプラ
ンに書き込むからには「作り手は誰
か」「女性と食生活」「男性にとって
の食生活」等の開講視点が必要。

反映済み ご意見のような視点について
は｢男性のための食生活講
座｣など、すでに実施されて
います。

健康づくり課

14 Ｐ-28 Ⅲ-１

【推進の方向】
○基本プランのⅢ－１とⅢ－３を統
合しないほうがよい。
※当初のプラン策定時より経済状況
は悪化し、女性の就業は難しくなっ
ているため、「女性の就業機会の拡
大」は今こそ必要と考える。
※雇用の場と就業機会は別々の問
題を抱えてきたのに、まとめてしまう
ことには賛成できない。

反映する ご意見のとおり、現計画に修
正します。

15 Ｐ-34 Ⅳ-１

【調査資料（グラフ）】
○石狩市の調査結果は無いのか。

反映しな
い

残念ながら、石狩市における
調査結果がないことから、原
案のとおりとします。

見直し案に対する意見の検討結果
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16 Ｐ-35 Ⅳ-１-(1)

【主な事業の概要】
○「特別保育事業の充実」について
脚注を設けて内容を詳しく説明して
ほしい。

反映する P３５に脚注を追加します。 こども家庭課

17 Ｐ-36 Ⅳ-２

【調査資料／円グラフ】
○基本プランに掲載されている平成
８年度のグラフと２つ並べて掲載し
たほうが変化が見えてわかりやす
い。

反映する ご意見のとおり、経過がわか
るよう過去のグラフと合わせて
掲載します。

18 Ｐ-38 Ⅳ-３-(1)

【主な事業の概要】
○「新たな生活産業の創出・支援」
は良いと思うが、女性に対する支援
を忘れないでほしい。

反映済み 2007年問題を見据えた事業
であり、女性に対する支援と
いう視点も含まれています。

地域活力政
策室

19 Ｐ-39 Ⅳ-４-(3)

【施策の推進内容】
○「緊急の援助を必要とする女性へ
の支援」の「女性」を「人」に変えた
ほうがよい。

反映しな
い

「女性」に特化して取り組む
施策であることから、原案のと
おりとします。

20 Ｐ-39 Ⅳ-４

【調査資料（グラフ）】
○「将来の生活での不安」の「で」は
必要ない。

反映しな
い

平成１６年２月実施の「障が
い者の生活実態に関する基
礎調査」からの引用であるこ
とから、原案のとおりとしま
す。

福祉生活課

21 Ｐ-41 Ⅳ-４-(4)

【主な事業の概要】
○「設置」が「整備」に後退してい
る。「女性相談」と文字が並ぶといか
にも良さそうに見えるが、このプラン
の目標に添った内容にしなければ
ならない。新しく設置せず、従来の
ジェンダーバイアスを引きずったま
まの相談窓口では差別はなくならな
い。

反映する ご意見のとおり、｢設置｣に修
正します。

22 Ｐ-43 Ⅴ-１

【本文４行目】
○「等その生理的特性」の箇所で、
基本プランの「仕組み」と見直し案の
「特性」とでは言葉が与える印象が
大きく異なる。また、「等」を付記する
ことで、他にも特性があるようなあい
まいな表現になる。「仕組み」には好
悪や善悪の判断は派生しない。事
実のみを指摘している。こうした女性
に関する日本人特有の慣習的表現
は安心感を与えると思われているの
で、つい使ってしまいがちだが、そ
こを気をつける必要がある。安易な
言葉の書き換えで書き手である側が
現実の厳しさを見ないようにして済
ませたいという意識の後退に陥って
はならない。

一部反映
する

この段落は｢妊娠・出産｣に
限った内容を言っていること
から、ご意見のとおり｢等｣を
削除し、｢という生理的特性｣
に修正します。

見直し案に対する意見の検討結果
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見直し
案の
ページ

項目 意見等の要旨 検討結果 左の理由
関係課等
協議経過

23 Ｐ-44 Ⅴ-１-(1)

【施策の推進内容】
○基本プランのⅤ－１－(1)からⅤ
－１－(4)までを統合しないほうがよ
い。
※女性特有の大切な施策なので、
当初の計画を明記するほうが良いと
考えるため。

反映する ご意見のとおり、現計画に修
正します。

24 Ｐ-45 Ⅴ-１-(2)

【主な事業の概要】
○整備だけではなく、内容も含めて
充実することが大切であると考えら
れるため、「施設の整備」に「と充実」
を追加してほしい。

反映する ご意見のとおり、「施設の整
備と充実」に修正します。

教育委員会

25 Ｐ-46 Ⅴ-２

【本文１～２行目】
○こんなに簡単に５年前の実態が
変わったといえるのか。このプランは
環境条例ではない。女性に対する
差別の撤廃条約が下敷きであるた
め、基本プランの冒頭文は大切な
部分である。まして「汚染が広がり」
という表現は致命的な書き換えだ。
汚染は人間が広げたのであって自
然現象ではない。こんな大きな後退
を書き込んでよいのか。強く反対す
る。

一部反映
する

プランの見直しにあたり、平
成12年以降に策定された各
種個別計画との整合を図るこ
とが必要と考え、環境基本計
画を踏まえた内容にしまし
た。また、ご意見を踏まえて
「汚染が」を削除し、「（前文
省略）オゾン層の破壊など地
球規模にまで広がり、（以下
省略）」とします。

環境課

26 Ｐ-46 Ⅴ-２-(1)

【施策の推進内容】
○基本プランの「啓発活動の推進」
を削除したことには賛成できない。
削除部分を見ると共通する意図が
浮かんでくる。このプランの推進に
あたって最も困難な、従って未だに
効果的な事業ができず、成果のあ
がらない項目を削っているように見
える。

反映する ご意見のとおり、現計画に修
正します。

環境課

27 Ｐ-46 Ⅴ-２-(1)

【施策の推進内容】
○職場も重要な場なので明記した
ほうが良いと考え、「家庭」のあとに
「や職場」を追加してほしい。

一部反映
する

ご意見を踏まえ、推進の方向
の本文に、「企業における地
球温暖化対策の推進」を追
加します。

環境課

見直し案に対する意見の検討結果
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○男女共同参画推進委員会より男女共同参画条例の制定
を今後の検討課題とするよう提言が出されていることから、市
として早急に条例制定をしてほしい。

○男女共同（平等のほうが正しい訳だと思う）参画条例作成
について、近く計画を進める必要があろうかと思う。その際は
人選に慎重を期するようお願いしたい。

プランの見直しに当たり、石狩市男女共同参画推進委
員会の提言を踏まえ、当初プランの策定後に整備され
た新たな法律や、関係法令、市の個別計画との整合を
図るよう留意したほか、同委員会への報告、石狩市男女
共同参画行政推進会議での検討を経て見直し案としま
したが、ご意見を踏まえ、「推進の方向」や「施策の推進
内容」など計画の体系に関する箇所は、現計画に修正
します。

プランの進捗状況や男女共同参画社会形成の成果
は、市民意識調査による意識の変化をみることによって
把握できるものと考えています。今後も定期的に意識調
査を実施し、分析結果を広く市民に公表することで、男
女平等の意識づくりを浸透させていくことが可能であると
思いますので、前回行った広報いしかりでの周知のほ
か、効果的な公表方法について検討しながら取り組む
よう努めます。

条例の制定については、環境の醸成に努めるとともに、
本市にふさわしい姿など検討してまいります。

○見直し案を検討した結果、推進の方向は、計画そのもの
が積極的に取り組まれていないことから見直しせずに当初プ
ランに基づいた計画を実行すべきと考え、見直し案ではな
く、当初プランのままで良いと思う。

○2000年のプランから５年経って見直しが行われたことは、
市民に約束したことの実施として必要なことだったと思う。時
代の早い変化による資料の差し替えなど、具体的に着手す
べきだったと考える。ただし、見直し案を一読して、あまりに
大幅な書き換えや削除がなされていたことは驚きである。５
年前、市民の意識調査など現状把握に努め、全国・全世界
の情報を集めて検討し作成されたプランを、成果が市民に
認知されないまま、キーワードまで容易にあるいは意図的に
書き換えられ、削除されることには強い失望を感じる。このプ
ランの実施状況は、５年前のプランの内容を大幅に変えるほ
どの変化を成し遂げたとは思えない。むしろ後退している。
せっかくのプランが一般論に薄められ、あいまいになり、重要
でなくなっていく方向に危機感を覚える。５年経ったら見直し
をかけることになっているからといって、安易に項目を削った
り統合して全体をスリムにつなぎ合わせれば良いというもの
ではない。わずか５年で、５年間の事業とその成果について
の認識と反省と検討が私たち市民に見えないまま、こんなに
削除、書き直しを行ってしまってよいのか。このプランは、い
わば民主社会の総論にかかわるものなので、大切に取り
扱っていただきたい。

○この５年間でどのような成果があったのか、その事業成果
を公表せずに見直し案をいきなり提示して市民に意見を求
めるという、その姿勢が根本的に見直されるべきである。たっ
た５年で実践努力の困難なプロセスを公開し、その問題点を
整理するという５年間の「まとめ」も無しに、言葉の入れ替え
のような見直しを行うのは危険ではないのか。

○策定から５年が経過し、この間にプランに基づく男女共同
参画社会の実現に向けた取り組みが積極的に進められたの
か。プランの進捗状況について把握し、分析結果を市民に
情報公開することで地域社会に男女平等の意識づくりを浸
透させることができたのではないかと考える。

左に対する検討結果内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

企画財政部協働推進・男女共同参画担当

その他取り組み等に対する意見の検討結果
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