
No 項目 意見内容 意見の取扱

1

　何事にも「意識の変革」が基本であり重要との考えか
ら、「基本目標１男女共同参画社会の実現に向けた意識
変革の促進」の下に、基本目標２と基本目標３を配列し
たとのことだが、意識変革を待っていては100年経って
も社会は大きく変化しない。
　意識変革が起きるように法や社会のシステムを変えて
いくべきと考える。第1次計画では、基本目標はそれぞ
れ並列されていた。第2次計画も並列すべき。

◎表現を修正しました。

〇体系図は意識変革を基礎としながら，誰
もが働きやすい環境づくりなど，実質的平
等の実現に向けた取組を重点的に実施して
いくことを表現していますが，基本目標の
関係図を追加するなど，体系図の表現を修
正しました。

2

　この計画の旭川市における法的バックボーンは、「旭
川市男女平等を実現し男女共同参画を推進する条例」で
ある。この条例の名称の意味するところは、あらゆる場
面における男女平等を実現することで男女共同参画が推
進されるというものである。
　第２次計画案では、基本目標の中から「平等」という
文言が消えるなど、相対的にその主旨が薄まってきてい
るように感じた。男女共同参画社会を実現するために
は、社会のあらゆる場における男女の不平等を是正しな
ければならず、意識変革を待つのではなく実質的平等を
実現できるようにシステムを変えていくべきである。基
本計画は市の現状認識と決意や意志を示すものであるに
も関わらず、第2次計画案には、市として男女平等を実
現し男女共同参加を推進するという断固たる意志が見え
にくい。再度、文言等の精査を希望する。

3

　『計画の体系』の中に「男女平等」の文字が一つもあ
りません。
　「男女平等」と「男女共同参画」では、「戦略」と
「戦術」という大きな違いがあります。基本となるとこ
ろですので、「男女平等」の視点と考えをしっかり入れ
る意味からも次のように変更して下さい。
　『基本的方向1』は、「男女共同参画の視点に立った
教育・学習の推進」ではなく「男女平等の視点に立った
教育・学習の推進」とし、『施策の方向性』も「男女平
等の視点に立った幼児・学校教育の推進」(「幼児・」の
挿入については後で述べます)「男女平等の視点に立った
生涯学習の推進」と、すべきと考えます。

4
　第1次からの推移が一目で分かるように第1次の基準値
と目標値、達成値を並列して表記すべき。

5
　目標値の年度がバラバラだが、その理由は何か。理由
があるのなら明記すべき。外１件同様の意見有り。

6
なお、素朴な疑問です。『評価指標一覧』の、目標値達
成年度がバラバラなのは何故なのでしょうか。

7
　私的諮問機関等における女性委員の割合を第2次で削
除した理由は何か。第2次の評価指標にも掲載すべき。

8

　旭川市として関わっているところの数値目標の引き上
げと、達成へのプロセスを明確にさせ、早い時期に実現
するべきと考えます。「市の附属機関における女性委員
の割合」、「市の懇談会等における女性委員の割合」に
ついては、すぐにでもできるものと考えます。

9

　『評価指標一覧』の、評価指標は、新たに設けた項目
については良いと思いますが、現計画の、特に目標2に
記載されている数値目標は継続すべきと考えます。具体
的で分かり易い数値目標でしたし、同じ項目にすること
で比較が容易になり、進捗状況の把握と施策の改善等に
繋がると考えます。

10

　『基本的方向2』の評価指標は、現計画数値目標の1～
6を、『基本的方向3』には、「地区市民委員会や町内会
三役、PTA会長に占める女性の割合」を新たに加え、
『基本的方向4』には、現計画数値目標の8と9を加え、
『基本的方向5』には、現計画数値目標の11～17を加え
ていただきたいと思います。

11

　市の裁量で工夫することができる領域であるにも関わ
らず、市の附属機関における女性委員の割合と市の私的
諮問機関等における女性委員の割合が、第1次計画期間
中に下がっている。大いに反省すべき。委嘱先の事情が
あるとしても、委嘱の方法を工夫するなど市としての努
力が足りない。第1次とは委嘱のやり方等を変えるな
り、もっと工夫をすべき。

〇いただいた御意見につきましては，指標
の達成に向け，具体な取組・事業を実施す
る部局とも共有いたします。

12

≪男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進≫
　【現状と課題】の③において「特に家庭教育は、就学
前の子どもに与える影響が大きいことから、長期的な社
会変革の視点から取り組むことが必要です。」との認識
を示しながら、【施策の方向性】では、幼児期の教育や
保育について述べられていない。近年は就学前の子ども
は多くが幼稚園や保育所、子ども園に通っている。そこ
での広い意味での教育、すなわち大人の接し方が子ども
に与える影響は非常に大きい。故に、【施策の方向性】
では、まずは就学前の子どもの教育や保育について明記
すべき。

◎幼児教育・保育について追記しました。

〇現状と課題で示した家庭教育に対する取
組の必要性については，【施策の方向性】
③男女共同参画の視点に立った生涯学習の
推進の中で，「家庭における接し方が子ど
もの潜在意識の形成に大きな影響があるこ
とから，親をはじめとした幅広い年代を対
象とした講演会や研修会等を通じ，男女共
同参画に関する理解を深めるための意識啓
発を推進します。」と記載しています。

13

　『第2章施策の展開』で、『基本的方向1』では学校教
育から始まっています。家庭教育と就学前の子どもに与
える影響については「生涯学習の推進」で触れています
が、保育所や幼稚園での男女平等教育(混合名簿実施等)
にも言及して欲しいと思います。
　「施策の方向性」の項目立てと絡みますが、幼児教育
も含めた「男女平等の視点に立った幼児・学校教育の推
進」とするか、「男女平等の視点に立った教育の推進」
にして、【現状と課題】【施策の方向性】にもその視点
を加えて下さい。

◎幼児教育・保育について追記しました。

〇具体的な取組については，担当部局と共
有いたします。

14

　旭川市として「市職員の管理職における女性の割合」
目標を、１５％から引き上げるべきです。数パーセント
の目標引き上げでは、できるだけといった低水準の取り
組みになります。クォーター制やポジティブアクション
により、管理職を担える女性の人材を意識的に増やし、
登用の加速化を図るべきと考えます。本気の取り組みが
求められるという意味です。
　そのためには２００３年から政府が掲げてきた、「指
導的地位に占める女性の割合を３０％程度」に２０年ま
でに引き上げるとの目標達成が、策定から１７年間なぜ
未達成だったのか、政府としての責任ある検証が求めら
れることと同様に、旭川市としても求められると考えま
す。

15

　国は、２０２１年度から５年間の基本計画素案におい
て、第1次基本計画に掲げられていた、２０２０年まで
に「指導的地位に占める女性の割合を３０％程度」に引
き上げるとの目標達成を断念し、３０％の達成目標は
「２０年代の可能な限り早期」へと先送りしました。
旭川市においても、第1次基本計画で数値目標をかかげ
ていましたが、目標に達しないどころか、計画策定時よ
りも後退している項目も多い状況にあります。
　今回の基本計画案では、前回の目標に到達できなかっ
た原因をつきとめ改善していこうとする姿勢がみられな
いように思います。さらに、第1次基本計画で掲げられ
ていた市の付属機関等への「女性委員の割合の数値目標
を４０％とする」などの数値目標が後退しています（評
価指標では10年後の目標が３６％に下がっているようで
す）。また、目標の具体化をはかる姿勢がみられないも
のとなっています。

16

　『第2章施策の展開』で、『基本的方向2』の【施策の
方向性】では、ポジティブアクションに触れています。
ぜひ女性の登用の加速化を図るために確実に実施してい
ただきたいと思います。

〇担当部局と共有いたします。

17 基本目標３

　『第2章施策の展開』のP26、『基本目標3』の一部の
文章が気になります。「性別にかかわらず、～支援して
行く必要があります。」までの文章ですが、分かりづら
いので整理して下さい。

◎整理しました。

18

　第1次基本計画の「就労等の場における男女共同参画
の推進」の項目では、「セクシュアル・ハラスメントは
深刻な問題」とし、「セクシュアルハラスメント防止を
推進するため」の施策がかかげられていましたが、第2
次計画案では単に「ハラスメントがない誰もが働きやす
い環境づくり」とされ「セクシュアルハラスメント」の
文言が削除されています。確かに、ハラスメントの概念
が多様化し「パワハラ」や「モラハラ」などの問題も顕
在化しています。また、基本方向６の男女の人権の尊重
の項目でDVやセクハラについて触れられていることは承
知していますが、やはり、「就労の場」におけるセクハ
ラの問題の現状をみたときに、職場でセクハラが無くな
るどころかようやく声をあげはじめた女性が出始めたと
いう状況であることからも、「就労等の場における男女
共同参画の推進」の項目に「セクハラ」を位置づけるべ
きであると考えます。

19

　『第2章施策の展開』の『基本的方向6』で、人権とし
てのセクシャルハラスメントについて言及しています
が、『基本目標3 誰もが働きやすい環境づくり』でも、
【現状と課題】や【施策の方向性】にしっかり入れるべ
きではないでしょうか。
　【施策の方向性】では、「職場におけるハラスメント
がない～」との記載で、パワハラ・マタハラ・セクハラ
等を網羅していると読み取れますが、セクハラは、被害
者が体調を崩して仕事も出来なくなり、生活が破綻し、
PTSDに悩むなど深刻な問題です。現在、旭川市の裁判
所において2件のセクハラ事件が係争中でもあり、もう
少し掘り下げた表現にできないものでしょうか。

20

　旭川市男女平等を実現し男女共同参画を推進する条例
では第３条において「セクシュアル・ハラスメントを受
けることなく，ともに一人の自立した個人としての尊厳
が重んぜられること」、第１３条において「何人も，社
会のあらゆる分野において，セクシュアル・ハラスメン
トを行ってはならない。」と明記され、基本計画（案）
27ページで「ハラスメントがない誰もが働きやすい環境
づくりが求められています。」と述べられているにも関
わらず、【施策の方向性】においては、セクハラを項目
だてしていない。
　旭川市役所においては以前セクハラ問題が起こった
が、現在も旭川地裁において2件の旭川市内で起きたセ
クハラ事件が係争中である。
第1次計画の中間見直し版では「セクシュアル・ハラス
メント防止を推進するため，相談体制の充実を図りま
す。 また，庁内においても職員研修等を通じて，職員に
対する意識の啓発を行います。」と明記しているが、今
回は「職場におけるハラスメントがない」としか記載さ
れておらず、セクハラ等をどのように解決していくつも
りなのかの意志が見えない。どのようにして解決してい
くつもりなのかを明記すべき。

21

≪男女の多様な働き方の促進≫
　【現状と課題】について
男女の均等な雇用機会と待遇の確保
第1次計画中間見直しにおいて明記されていた「子ども
の貧困が深刻化していることが近年社会問題となってお
り，母子家庭の就業において非正規雇用が多いことが要
因のひとつとして指摘されています。」という認識が欠
けている。子どもの貧困は女性の貧困、特に母子家庭の
貧困であり、その要因は非正規雇用や賃金格差など雇用
の場での男女不平等に由来するものである。子どもの貧
困率は微減したもののコロナ禍による失職や賃金カット
などにより、女性の貧困化は深刻さを増しているのが現
状である。そういう現状認識をしっかり明記すべき。
　【施策の方向性】について
上記の理由から、「女性の貧困対策」を項目だてして施
策の方向性を示すべき。

22

　『第2章施策の展開』の『基本的方向4』の【現状と課
題】で、ひとり親家庭について若干触れています。しか
し、【施策の方向性】では、触れられていません。
　子どもの貧困問題は女性の貧困問題と一体のものであ
り、特にコロナ禍の今は、さらに深刻な問題になってい
ます。女性の貧困対策・ひとり親家庭への支援等につい
て、項目を立てて言及すべきと考えます。

23

　「男女の均等な雇用期間と待遇の確保」の項目におい
て、「女性に非正規雇用が多く」、との指摘はあります
が、「同一労働同一賃金」の実現をめざすとの記載があ
りません。いわゆる「非正規雇用」で働く労働者が、
「正規雇用」に比べて待遇面で様々な差別があることが
問題の本質です。「男女労働者間の格差解消」をうたう
なら、「同一労働同一賃金」の実現に努めるとの文言を
当然入れるべきであると考えます。

◎男女の経済的格差解消に向けた施策の方
向性として，正規雇用と非正規雇用の不合
理な待遇差の改善を促していくことを追記
しました。

○なお，パートや派遣社員等の非正規雇用
といわれる就労形態は，多様な就業ニーズ
に応えるメリットがある一方で，正規雇用
の労働者と，非正規雇用の労働者に給与等
の待遇の格差があり，男性と比較して女性
に非正規雇用の労働者が多いことなどの事
情が重なり，女性の貧困が生じているとい
う趣旨で「女性に非正規雇用が多く」と記
載しています。

24
 学校の用務員及び給食調理員，ホテルのフロント従業員
など，男女共同参画の視点から男性も女性も雇用するべ
きである。外２件同様の意見有り。

25
旭川市の人口を約２３０万に増やしたい。なお，旭川圏
の人口流出は旭川市からの流出が多い。

26
メディアリテラシーの向上に向けた取組の推進が必要で
ある。外１件同様の意見有り。

27
SNS等において，情報の適切な発信や取扱い方法につい
ての教育を引き続き実施していくことが必要である。外
１件同様の意見有り。

28
次代を担う子ども達が，あらゆる分野で多様な発想や能
力を活かすことができる環境を整えていくことが重要で
ある。外１件同様の意見有り。

29
女性の労働が正当に評価され，意欲とやりがいを持って
働くことができるような，働きかけが必要である。

パブリックコメント等の意見について

基本計画
全体

◎表現を修正しました。

〇本計画は，「旭川市男女平等を実現し男
女共同参画を推進する条例」第１５条に規
定する「男女共同参画の推進に関する基本
的な計画」であり，その体系については，
市民が性別に関わりなく，家庭，職場，学
校や地域など，社会のあらゆる分野におい
て人権を尊重しつつ責任を分かち合い，そ
れぞれの個性と能力を十分に発揮できる社
会の実現を目指し，本市が実施する施策の
方向性等を体系的に記載したものであり，
男女平等のもと，男女共同参画社会の実現
に向けた教育を推進するための施策の方向
性等を記載しています。
施策の方向性の中で，その趣旨を明確に表
現するよう表現を修正しました。

基本目標１

基本目標２

◎評価指標の目標値設定にあたっての考え
方は別途整理して追記しました。

〇計画策定に先立ち，第１次計画の評価検
証を行い，旭川市男女共同参画審議会や，
庁内に設置している旭川市男女共同参画推
進本部において共有しております。
　市職員については，職員採用試験の受験
段階から男性に比べて女性が少なく，ま
た，管理職を担える人材の育成には長い期
間を要すことから，市職員の管理職におけ
る女性の割合を短期間で引き上げることは
困難であると考えております。
　中長期的な視点を持った採用活動の実施
や，ライフプランに応じたキャリア形成の
支援や研修を通じた，計画的な人材育成を
図りながら，指標の着実な達成を図ってい
きます。

基本目標３

◎セクシュアル・ハラスメントについて，
施策の方向性とは別に項目立てて追記する
とともに，内容を追加しました。

◎庁内におけるハラスメント対策について
は継続して実施しており，市の取組として
追記しました。

基本目標３

◎ひとり親家庭の貧困について，施策の方
向性とは別に項目を立てて追記するととも
に，表現を修正しました。

〇ひとり親家庭の貧困については，仕事と
家庭生活の両立が難しいこと，また，両立
が難しいために,キャリアを活かした身分や
賃金など，条件の良い就職・就労が困難と
なっていることが要因と考えており，基本
的方向の４及び５にそれぞれ記載していま
す。
また，男女の均等な雇用機会と待遇の確保
が，女性の貧困対策につながると考えてお
り，その中で，女性に非正規従業員が多い
現状や，新型コロナウイルス感染症が流行
するような非常時には，より女性が職を失
いやすくなる懸念があることを記載してい
ます。

その他 ○関係部局と共有いたします。

評価指標

◎目標値の設定理由や，指標の推移，第１
次計画から引き継がない指標とその理由に
ついては，別途整理して追記しました。

〇第２次計画における評価指標について
は，計画の進捗を計るために設定してお
り，継続的に把握可能な数値のうち，様々
な施策を実施した成果となるものを設定し
ています。
また，指標によっては，短期間で大幅な増
加が困難なものも含まれており，着実な進
捗を目指し，設定している数値もございま
す。
また，いただいた御意見につきましては，
指標の達成に向け，具体な取組・事業を実
施する部局とも共有いたします。

資料１
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