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平成２１年度第１回函館市男女共同参画審議会会議録

開催日時 平成２１年５月２７日 水曜日 １８時００分から

開催場所 函館市役所 ８階第１会議室

議 題 （１）平成２１年度男女共同参画推進施策について（公開）

（２）その他（公開）

出席委員 藤井 良江 会長 大門 春代 委員廣瀬 努 副会長

委員 長谷 くに子 委員 石塚 みち子 委員柳 順也

島森 靖雄 青山 精一 委員委員 永浦 政司 委員

古川 満寿子 委員 藤野 広善 委員

(計１１名)

欠席委員 小林 恵理子 委員

傍聴者 なし

事務局 市民部長 須田 正晴 市民部次長 山本 幸仁

出席者 男女共同参画課長 長内 弘吉 主 査 渡邉 俊哉

職氏名 主 査 金指 真弓 主任主事 宇枝 睦晃
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開会（１８：００）

司 会 皆様，本日はお忙しいところお集まりいただきまして，ありがとうございます。

それでは，会議に入ります前に，資料の確認をさせていただきたいと思います。

本日配付いたしましたのは，会議の次第，座席表，女性センターご利用のしおり，

平成２１年度女性センター講座募集案内，ＤＶ被害者特別給付金の資料，ＤＶ相談

窓口携帯カード，ＤＶ防止啓発リーフレット，先日郵送させていただきました資料

です。よろしいでしょうか。お手元になにか不足のものはございますでしょうか。

司 会 それでは，ただいまから，平成２１年度第１回函館市男女共同参画審議会を開会

いたします。

本日の会議は，委員１２名中，今現在１０名出席されておりますので，男女共同

参画推進条例施行規則第１２条第７項の規定により，会議が成立しておりますこと

をご報告申し上げます。

この会議は，原則公開でありますが，本日は，傍聴人はおりませんので，ご報告

申し上げます。なお，会議録を録音し，公開致します関係上，必ずマイクを使用し

てのご発言をお願いいたします。お手数をかける場面もあるかと思いますが，ご協

力をよろしくお願い致します。

まず，所管の市民部に異動がございましたので報告させていただきます。４月１

日付け人事異動により３名の異動がございました。

市民部長の須田正晴でございます。

須田部長 教育委員会の生涯学習部から，市民部に参りました。２カ月弱経ちますけども，

まだまだ覚えなければいけないことがたくさんあると思っております。これからま

た皆様に大変お世話になりますけれども，よろしくお願い致します。

司 会 続きまして，市民部次長の山本幸仁でございます。

山本次長 お晩でございます。山本でございます。４月に同じく市民課長から昇格で，この

市民部次長ということになりました。その前は，男女共同参画課の主査でございま

して，この条例を作ったときに携わっていた一員でございますので，改めて感無量

でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

司 会 続きまして，市民部男女共同参画課長の長内弘吉でございます。

長内課長 お晩でございます。長内でございます。よろしくお願いいたします。初めての男

性課長ということですけれども，本当にこういう場面は初めてなものですから，な

かなか慣れない部分があると思いますので，今後ともひとつよろしくお願い申し上

げます。

司 会 それでは，ここからの進行は藤井会長にお願いいたします。
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よろしくお願いいたします。

藤井会長 みなさんこんばんは。先ほどいただいた新しい次長さんの山本さんの名刺の裏を

見ますと，開港１５０周年ということで，印刷されておりまして，函館市内の幼・

小・中・高，この開港１５０周年を教材化して，子どもたちにも函館市民としての

誇りを持たせようという案が，様々な教育活動を展開・計画をしているところでご

ざいます。

私たちもこの本審議会を，函館市民としての高い志を持ちながら，世界で初めて

港を開いた函館市民として男女共同参画の推進に本審議会が反映されますよう，そ

んな審議会にしていきたいと改めて思うところでございます。ご協力をどうぞよろ

しくお願い致します。

それでは，次第に従って進めてまいります。

２点の報告ですが，

ひとつ目，平成２０年度男女共同参画苦情処理状況について

ふたつ目，函館市女性センター指定管理者について

この２件について，一括事務局から報告をお願いします。

事務局 それでは，事務局の方から報告させていただきます。

（長内課長） （１）の「平成２０年度男女共同参画苦情処理状況」ですけれども，資料の１ペ

ージをお開きいただきたいと思います。

苦情などの申し出に係る事務の実施結果ということで，平成２０年度の結果を掲

載しておりますが，左側の申し出件数が０ということで，苦情処理制度を利用され

た方はおりませんでしたが，右側の相談等に件数を記載しておりますように，申し

出までには至りませんでしたが，相談や苦情などを当課で受け付けたものがござい

ましたので，この内容について報告させていただきます。

最初の「市の施策についての苦情」に関することについては，５件となっており

ますが，このうち３件は，男女共同参画情報誌「マイセルフ」に関するもので，内

容的には，どうしても見て欲しい記事であれば 「市政はこだて」にページを割い，

， 。「 」て載せるだけで 良いのではないかとのご意見でした 男女共同参画社会を推進

するうえで，様々な情報を載せまして，啓発することは重要であり，今後も皆さん

方が関心を持って，見ていただけるような内容で，発信する旨当課から説明をした

ところでございます。

また１件は，自分の妻がＤＶ被害者ということで民間のシェルターを利用したけ

れども，不満があるようで，市はこのシェルター事業に対して助成をしているけれ

ども，有効に使われているかとの質問でございました。当課からは，ＤＶの被害に

遭われた方や，一緒に逃げた子どもさんを一時的にシェルターで保護をして，生活

の自立ができるように支援活動を行っている事業であり，市としては，今後も支援

していかなければならない旨説明をしたところでございます。

また，１件は，男女共同参画基本計画「はこだて輝きプラン」についての意見で

ございまして，男女共同参画における救済についてですが，改善の対応やＤＶ被害

でも，また雇用や就労に関しても，どうしても女性だけを救済するように思われる

ので，もう少し少数派を救済する施策も実施してはどうかという問い合わせでござ
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いました。

， ， ，当課からは 今後も関係する部局が連携をして 男女を問わず支援体制の強化や

意識改革の啓発を行う考えである旨説明をしたところでございます。

次に「性別に起因する暴力行為」での相談ですが，これはＤＶの関係について私

どもが対応したものですが，電話による対応が４件で，来庁での相談が１３件でご

ざいました。

被害にあわれた女性の方や，家族からの相談で，この内一時保護に至ったケース

は６件ございました。

また，直ぐに避難する状況には至らないような場合でも，もしもの時に，今後ど

のような対応をしなければならないのか，また，緊急の場合の連絡先を教えるなど

の助言を行っております。

， ， ，お金もなく 子供を抱えて今後の生活に不安を抱えている人もおりまして また

６０歳以上の方が７人おりましたが，やはり，皆さん方は，働く先が無く，今後生

活していくことが難しいとのことで，生活保護を受けるため，生活支援課と連携す

ることも何件かございました。相談件数も増えている状況ですけれども，今後もそ

れぞれの方々からのお話を十分に聞いて，対応して参りたいと思います。

その他については１件ですが，これは男女の関係から会社を解雇されたとの男性

の方からの苦情でしたけれども，既に労働基準監督署でも相談を行って，会社に対

しても民事で争うことになっているとのことでしたので，本制度の利用には至りま

せんでした。

以上２３件の相談等がございましたので，報告いたします。

次に（２）の「女性センター」の指定管理についてですが，２ページの指定管理

者選定経過のように，今年の４月から女性センターの指定管理者が，これまでの函

館家庭生活カウンセラークラブから 「にっぽん生活文化楽会」に変更となり，平，

成２１年４月１日から２４年３月３１日までの３年間，管理運営を行っていくこと

になりましたので報告いたします。

「 」 ，「 」 ，３ページの 団体概要書 に記載しておりますが にっぽん生活文化楽会 は

「日本の伝統や文化が，生活の中から消えかけており，地域の生活文化を復活・伝

承するために事業を楽しく行い，いろいろな社会問題対策のために，活動している

人達を，楽しく支援を行っていく団体」でございます。

役員については，４ページの名簿のとおりとなってございます。

また，女性センターでの，主な事業内容については，お配りをしております黄色

の講座募集案内のパンフレットを見ていただきたいと思います。

主催事業として，学習講座では，実用的な英語講座の開設や，ＤＶの予防講座，

就労支援のためのパソコン講座，子育て支援講座などを予定しております。

文化・教養講座では，夏休み期間中に親子で参加できる「海藻おしば教室」を開

催するほか，日本の文化伝承にもつながる「初歩の着付け教室」を行うことになっ

ております。

また，料理教室では，男性だけが参加する，簡単な料理を作る教室の開催や，郷

土料理教室では，親子で参加できるものを予定しております。

また相談事業として，新たにＤＶでの悩みや，職場環境の問題で悩みを抱えてい

， 。る女性のための相談窓口を設けまして 女性向けの相談事業の拡大をしております

また，自主事業として，生涯学習や余暇時間の有効活用，また新しい仲間との交
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流の場となるように，日本文学や書道，そろばんに親しむ「寺子屋いろは」という

講座を，週１回，合計で４０回行うことにしております。

， 「 」 ，さらに 地域の人にも 女性センター を利用してもらえるようにということで

６月から，館内の談話室に喫茶コーナーを開設することになっております。

また障がい者の活動支援のため，養護学校の生徒さんといっしょに，企業からの

簡易作業の請負や，オリジナル製品の製作などを行う 「ボランティア工房」を開，

設いたしまして，作品を展示販売することにしております。

以上簡単ではございますが，事業内容等について説明いたしました。

なお，代表で館長を務められる原田さんは，役員名簿に記載しておりますが，北

海道子どもの虐待防止協会道南支部の事務局員，青少年の自立を支える道南の会の

， ， ，運営協力員にもなっている方で また グラフィックデザイナーでもございまして

この度皆様方にお配りいたしました，女性センターのパンフレットの作成も行って

おります。また女性センターのホームページを新設いたしまして，募集している講

座を順次案内するなど，非常に見やすくわかりやすい内容となっております。

現在募集している講座につきましても，既に定員となったものもございますが，

今後，開催する講座についても，随時パンフレットを作成し，近隣の町会にも案内

を行いまして，受講者を募集することにしております。

また，女性センターの玄関に，新たにベンチを置きまして，花を飾るなど，明る

い雰囲気作りにも心配りをしているところでございます。

以上，概略ご説明いたしましたが，女性センターの利用者が減ってきている状況

ですので，今後地域の人にも利用してもらえる施設となるような，環境づくりにも

努力されておりますので，期待をしているところでございます。

「 」 ， 。以上 女性センター の指定管理者が変わったことについて 報告いたしました

以上でございます。

藤井会長 ２件についての報告がありました。

ご質問等，ございませんでしょうか。

大門委員 よろしいでしょうか。

藤井会長 はい，大門委員，どうぞ。

大門委員 女性センターに常駐している方が何人かいらっしゃるかとは思うんですけども，

どのような状況でしょうか。相談窓口もございますか。

藤井会長 指定管理者はにっぽん生活文化楽会に決まったのですが，常駐の職員ということ

についての質問です。

渡邉主査 職員は現在６名で，常勤と言いますか，午前・午後・夜間という形で対応してお

ります。相談業務については，その６名以外に，ＤＶの関係につきましては，ウィ

メンズネットさんに対応していただいておりますし，従前からありました，家庭生

活相談は，カウンセラークラブ，昨年までの指定管理者に継続して対応していただ

いております。
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大門委員 ありがとうございました。

藤井会長 よろしいでしょうか。

ほかに質問等ございませんか。

指定管理者になられたグループの想いが，本当に詰まった新しいリーフレットだ

なぁと思いました。利用者がどんどん増えていくことを期待して聞いていたところ

でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

では次の議題に移ります。

（１）平成２１年度男女共同参画推進施策について審議を始めます。

事務局から資料の説明をお願いいたします。

事務局 はい。それでは，資料の５ページから７ページまでの，平成２１年度の男女共同

（長内課長） 参画に関する施策の概要について，順次説明させていただきます。

１番２番３番は，条例を根拠として設置，あるいは実施している事業でございま

す。

１番目の男女共同参画審議会は当会議ですけれども，平成１７年１０月から設置

しておりまして，今年度も皆様方には，男女共同参画に関する施策について，いろ

いろとご意見をいただきたいと考えております。

， ，２番目の苦情処理制度の状況につきましては 先程報告をいたしましたけれども

今後も，広報誌やマイセルフ等，さらにはパンフレット等を作成いたしまして，制

度の周知・啓発等，ＰＲに努め，またそれぞれの方々からの申し出に対しまして，

お話を十分に聞いて，対応して参りたいと考えております。

次に３番目の施策の推進状況調査についてですが，平成２０年３月に策定した，

第２次男女共同参画基本計画「はこだて輝きプラン」での，各目標に対応する具体

的な取組につきまして，庁内各部局が行っている施策の推進状況を調査して，また

それぞれの数値目標や，指標項目として掲げた項目の状況について，調査をして，

１０月頃までに取りまとめて報告したいと考えております。

次に意識啓発の事業として４番から８番まで行うことにしております。

まず，４番目の小中学生への啓発誌の発行ですが，小学生については３年生を対

象に，中学生については，思春期を迎え，環境の変わる１年生を対象に，それぞれ

１月か２月に学校に配布をいたしまして，道徳や特別活動で教材の一つとしてご利

用いただいております。学校においては，男女の地位の平等観が５０％を超えてお

りまして，家庭や職場などの他の分野に比べて平等感が高いという結果がでており

ますけれども，引き続き啓発活動を行っていきたいと考えております。

次に５番目の男女共同参画パネル展ですが，平成１９年度から「男女共同参画週

間」に合わせて，市民への啓発を行っております。今年は，６月２２日（月）から

２６日（金）までの日程で，市役所１階市民ホールでパネル展を行いますが，例年

「函館市男女共同参画推進条例」や「はこだて輝きプランの概要」等の展示を行っ

ております。今回は１０月１７日に開催する「男女共同参画フォーラム」のＰＲも

行いたいと考えております。

次に６番目は，男女共同参画フォーラムですが，昨年はノンフィクション作家の

沖藤典子さんを講師にお迎えいたしまして 「男と女 子育てと介護から始まるい，
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」 。 。い関係 と題して講演をいただきました ２８５名の方に参加いただいております

今年は，落語家の「笑福亭 松枝」さんを講師にお迎えしております。落語家で

すから，手振りや身振りを交えて，楽しい講演になるのではないかと考えておりま

す。

これまでは，男性の参加者が少ない状況ですので，今年は，少しでも多くの男性

の方や，また若い方にも参加していただけるように，各方面へのＰＲ等に努めたい

と考えております。

， ，なお 今後市内で活動されている２６の構成団体による実行委員会におきまして

運営をお願いすることになっております。

次の，７番目の情報誌「マイセルフ」につきましては，平成１９年度までは，一

般公募の編集スタッフの方々にお願いして年１回発行しておりましたが，平成２０

年度からは春と秋の年２回，私どもの男女共同参画課が編集を行い，女性センター

の講座の案内や，男女共同参画への意識を高めるための情報の提供など行っており

ます。今年度も２回の発行を予定しており，各市内の支所や社会教育施設，大学関

係などに配布しておりますが，その他にもスーパーの魚長さんや，市民生協にも配

布する予定でございます。

次に８番目のメールマガジン「Ｈａｋｏｄａｔｅ☆かがやきネット」は，昨年の

１０月から毎月１回，月末に，インターネットでのメール配信を行っております。

これまでに７回配信しておりまして，内容は，女性センターでの各講座の案内や，

男女共同参画社会の実現を目指しているイベント等に関するものなど，あまり長く

ならない程度にまとめまして，啓発等を行っております。まだ利用者は少ない状況

ですので，今後様々な情報を提供することで，利用者を増やしていきたいと考えて

おります。

次に９番目の男女共同参画国内研修ですけれども，毎年８月の下旬に，国立女性

教育会館で実施される研修会に３名の方を派遣しております。昨年は，急遽お一人

が出席できなくなりましたけれども，男性２人の方が参加いたしました。今年度も

「市政はこだて」で参加者の募集を行いたいと思っております。

また，研修の報告として「女性大会」での報告会や，研修報告書を作成いたしま

して，市のホームページにも掲載するなどの報告の場を設けているところでござい

ます。

次に女性団体等に関する調査ですけれども，昨年の調査団体は５３団体でござい

ましたけれども，今年もそれぞれの団体の活動状況について，確認を行いたいと考

えております。この調査は，市役所の庁内での各種審議会等での，女性委員が参加

するための資料にもなっております。

次に女性団体への運営費の補助ですけれども，男女共同参画を推進するうえで，

重要な活動を行っているということで，助成を行っております。

１番目の女性会議につきましては，９団体，約２５００人が登録をしておりま,
して，地域での事業に積極的に参加を行っているほか，市の審議会等に多くの女性

委員を送り出しております。女性の社会参画拡大に中核的な役割を果たしておりま

して，今後も研修や交流活動等を通じて，組織の充実と拡大に努めていただきたい

と考えておりますので，今後も支援を行って参りたいと考えております。

次に女性シェルターの運営に対する補助ですが，年々増える傾向にありますＤＶ

被害者の相談対応や緊急的な一時保護，そして被害者自身の生活の自立や，子ども

たちへの支援など，きめ細やかな支援活動を行っております，シェルター活動に対
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して，運営費の一部を補助しております。

ＤＶ防止に向けた取り組みは様々な形で行われておりますが，被害に遭われた方

を実際にサポートし，その人権を守る女性シェルターの活動が，今後も安定的に行

われるよう支援をしていきたいと考えております。

次に，ＤＶ被害者支援事業補助金ですが，ＤＶ被害者の一時保護件数が，年間大

体５０件程度ある中で，シェルターを出た後の被害者が，自立に向けた生活を送る

ための，支援施設であります住宅，ステップハウスといいますけれども，その運営

や，被害者が社会復帰するための，就業に対する心構えや，面接研修，パソコンの

技術習得を行うための，就業支援講座の開催に対しまして，今年度から新たに運営

費の一部補助を行いたいと考えております。

次に１２番の，配偶者等からの暴力対策関係ということで４点ございます。

（１）のＤＶ被害者の保護および支援については，当課では先程ご報告したとお

り，被害者からの相談を受けまして，一時保護施設の紹介や各関係団体と連携を図

り支援を行っておりますが，関係機関においても相談窓口の充実をはじめとする様

々な対策が講じられております。

また，ＤＶ防止に関する啓発活動としては，女性センターにおいてＤＶ防止のた

めの講座を実施しておりますほか （２）の配偶者からの暴力対策関係の啓発事業，

， ， 「 」 ，にありますように １１月には 国の 女性に対する暴力をなくす運動 期間中に

「 」 。市役所の１階市民ホールで 女性に対する暴力防止パネル展 の開催をいたします

また，ＤＶ相談に関する窓口や連絡先を記載しました，携帯用のカードを毎年作

成しておりますが，今日お配りをいたしました水色の小さいカードになります。今

年度は，携帯電話で読み取ることができます，ＱＲコードを新たに入れまして，市

内の各所にお配りをしております。また，リーフレットも作成しております。今年

， 。は デートＤＶについてのリーフレットを今後改めて作成したいと考えております

そのほか（３）函館市女性に対する暴力対策関係機関会議を年１回，関係する団

体が集まりまして情報交換の場として，開催しております。また，必要に応じまし

て，専門部会を開催して個々のケースについても，対応して参りたいと思います。

また，相談窓口を充実するために，人材育成事業といたしまして （４）ＤＶ被，

害者サポーター養成講座をＮＰＯ法人のウィメンズネット函館さんに事業を委託し

てお願いしております。

毎回受講後には，新たにサポーターとして登録されておりまして，相談活動の支

援につながっているものと考えております。

次の函館市女性センターの管理・運営につきましては，先程，報告の中で説明し

たとおりでございます。

以上，今年度の施策の概要について説明をいたしました。

藤井会長 ありがとうございました。

今年度の施策について，１３点にわたって説明がございました。

まず，ご質問がある方いらっしゃいますでしょうか。

それでは，ご意見をいただきたいと思います。

青山委員，お願いいたします。

青山委員 ５ページの４番の，小中学生を対象とした男女共同参画誌の発行についてなんで
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すけれども，これで見ますと，小学生中学生が対象ですから，高校生は男女共同参

画より成人の方に入るのかなという区分が感じられるんですけれども，今例えば問

題になっているのがデートＤＶとか，高校生が，女学生が被害を受けるケースがす

ごく多いんですけれども，案外高校生というのは，中学からあがって，高校生・大

学生・大人になっていくんですけれども，中間が一番そういう面では隙間みたいな

感じがするんですけれども，それに対する啓発というのがすごく大事なのではない

かな，という感じがいたします。

あとそれと，７ページの１２の２のですね，デートＤＶ防止啓発リーフレットの

作成というのもありますけれども，１つの参考例なんですけれども，例えば，振り

込め詐欺あたりは，よくテレビ等で俳優さんを使って，寸劇みたいなことをしてい

ますけれども，例えば男の子と女の子で具体的な被害の例をですね，ビデオなどに

寸劇みたいなものをまとめて，周知というかお知らせするという方法も，わりと効

果的なのではないかというような感じがいたします。

藤井会長 ただいまのご意見，事務局お願いいたします。

， ， ，事務局 いまの高校生に対しましては 先程お話しましたように どういった形になるか

（長内課長） 今いろいろなところを参考にしているんですけれども，デートＤＶのパンフレット

を作成して，同じように高校生にもＰＲをしていきたいと考えております。

それから，先程寸劇等というお話がありましたが，ＤＶに関してのビデオを１回

見させていただきましたが，そういうものも実際にありますので，もし必要な方が

あれば，そういったビデオをお貸しして，お見せして，どういった内容のものかと

ＰＲしていけるのかなというふうに考えております。

藤井会長 よろしいでしょうか。

小学生・中学生に，この啓発誌は少しずつ広がってきたのですけれども，今後，

高校生向けにこのようなリーフレットを配布されるという計画はいかがでしょう

か。

事務局 まだ，今のところは考えておりません。

（長内課長）

藤井会長 デートＤＶということが後をたたないということが出されている現状にありまし

て，青山委員が高校生に対して，というのが大事なことではないかということであ

りますので，今後施策の中でご検討をということで，よろしいでしょうか。

青山委員 なぜ高校生が大事かというと，今後大人になっていく上で，主婦や大学生とか上

の方が被害に遭うとなると，高校生はその一歩手前の予備軍というと言葉は悪いで

すが，早くにそういった方々に対して意識を持っていただく，また，具体的な被害

の実例を見て関心を持っていただくというのがより一層良いことと思いますので，

是非よろしくお願いいたします。

藤井会長 古川委員にお尋ねしたいのですが，取り扱っていらっしゃるケース，なかなか公

表できない部分もあるかとは思いますが，今までデートＤＶとして取り扱った中で

一番若い年齢は，何歳くらいからありましたか。
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古川委員 私たちが関わったのは，やはり高校生ですね。中学生のＤＶとしての相談はあり

ませんでした。

今おっしゃったＤＶの啓発活動はとても大事だと思います。被害をうけるという

話をされましたが，結局ＤＶをなくすということは，基本的にＤＶの被害者も加害

者もなくすというこで，女の子が被害者にならないで，男の子が加害者にならない

でという教育が，小学生・中学生・高校生にしていく上で，根絶させるためには一

番大切なことだと思います。

ですから，単に被害者を減らすだけではなく，加害者にならないことを学ぶとい

うことはとても大事なことだと思うんです。それとデートＤＶについても，私も高

校で何度かお話させていただいたり，この間は大学でパワーポイントを使って十代

の子ども達向けといいますか，デートＤＶの中で例えば，最近はデートＤＶのなか

で女の子が強い場合もあって，単に女の子が被害者ではなく，先程おっしゃった寸

劇ではないですが，ワークショップのようなものをやったり，子ども達にもいろい

ろやってもらったりというのもあります。そういう中に男の子の携帯電話を女の子

が見て，他の女の子のメールが入ってるのが許せないと言って，全部メールを消し

てしまったりする場面があり，男の子だけが加害者ではないという場面もでてきて

おりまして，本当にお互いが相手を尊重して話をしていくことの大切さを子ども達

にわかっていってもらえたらなと思います。

この様な話をしていると，男の子がＤＶを無くさなきゃならないと，男の子達が

結構話をするようになるので，とても大事なことだと思います。全国的にもそうい

った話が出てきているので，函館市でも男女共同参画課が中心となって，ぜひとも

デートＤＶの問題に取り組んでいただきたいと思っています。

藤井会長 よろしいでしょうか。

今後の施策の中で検討ということで，お願いいたします。

須田部長 高校生に対する情報の提供も含めて，対応をやっていきたいと思いますし，それ

からある意味で，高校を中途退学されて，高校生ですと学校等の関係のなかで接見

も比較的しやすいですが，ただ社会に馴染めない方については，教育委員会でもこ

れから考えていかなければならないと思っていたのですが，いわゆる青少年の居場

所づくりも含めて，もうひとつは中途退学者，居場所が特定しない，学校にもいな

い，あるいは仕事もしていない，そういった人達にはなかなか接触が難しいですけ

ども，例えば青年センターあたりに協力をしながら，そういった方々にもある程度

情報が行きわたる，逆に言うとそういった体制ともうまく連動しながら，ぜひ進め

ていきたいと思います。

なかなか大変な部分もありますけれども，いずれにしても当課が中心となってい

ろいろはたらきかけもしながらやっていきたいと思いますので，今後も皆さんの意

見をふまえながら対応していきたいと思っております。

藤井会長 はい，よろしくお願いします。他にご意見ございませんでしょうか。

藤野委員お願いいたします。

藤野委員 あの，前に神戸と京都の高校で教員をやっておりました藤野と申します。
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今，高校生とおっしゃっていましたが，高校生より，大人の社会の方がもっとひ

どいのではないかと感じます。

資料の５ページの２番の苦情処理の文章の中で，私も大人の世界からストーカー

と訴えられましたが，こういった苦情というのは，今の高校生の方が非常にしっか

りしているのではないかと思います。同時に大人の方にもこういった面を教育する

べきなのではないかと思います。

廣瀬副会長 少しよろしいでしょうか。今は，高校生や大学生に対して，デートＤＶ等の啓発

活動が足りないという話をしていました。

藤野委員 かえって今の中学生・高校生の考え方はしっかりしていると思います。

大人への教育が必要ではないかと思います。

廣瀬副会長 小学生や中学生，また，大人へも，啓発活動はある程度できていますので，その

中間の高校生や大学生への啓発をもっと積極的にしていこうという話です。よろし

いでしょうか。

藤野委員 大人への教育も必要だと思います。きれいごとばかりではないと思います。

藤井会長 高校生に対する教育も必要であり，大人に対しても先程長内課長からありました

ように苦情処理制度を，男女問わず受け付ける制度の充実が大事だということでよ

ろしいでしょうか。

藤野議員 大人に関しても，高校生と同じようにものを考えている人もいるということを言

いたかったのです。

藤井会長 ほかにご意見ございませんでしょうか。

廣瀬副会長 せっかくですから，お話をさせていただきますが，私は小学校から，幼稚園も含

めてになりますが，高校，大学とずっと関わってきましたが，最近の高校や大学，

特に高校生についてはかなり問題があると思います。それから，今お話があったと

おり，高校に通ってるうちは教育の手が入るのでまだよいのですが，退学になった

人達にどこからも手がのびてきていないという現状で，野放しになっており，働こ

うと思っても働ける場所がないという現実ですから，この年齢層に対する関わり方

を大事にしていかなければならないと思います。以上です

藤井会長 よろしいでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

他の方，施策に対するご意見がございましたらお願いいたします。

よろしいでしょうか。それでは，次に議題２のその他のところについて，事務局

からお願いいたします。

事務局 それでは，その他といたしまして，今日お配りしております「ＤＶ被害者生活支

（長内課長） 援特別給付金給付事業」についてご説明いたします。
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定額給付金の給付につきましては，皆様既にご存じの通り，既に始まっておりま

して，４月１３日から１０月１３日までの期間，申請の受付を行って，既に支給も

行われておりますけれども，ＤＶの被害から逃れるために，住民票を元の住所に残

したまま避難していることで，定額給付金や子育て応援特別手当を，受け取ること

ができない方に対しまして，相当額を給付することで，被害者の生活支援を行うた

めに，私どもの男女共同参画課が窓口となりまして，５月１日から１１月２日まで

の期間，受付を行っております。

受付の対象者は，２月１日時点でＤＶ被害の実態があって，公的機関などに面接

相談を行っている方で，それぞれの機関からの証明が必要となります。

また，２月１日以前から現在も，市内に居住している方を対象としております。

「市政はこだて」や，函館市のホームページで広報しまして，また，チラシ等も関

係機関に配布して，ＰＲを行っています。本人からの申し出がありましたら，受付

を行うという形をとっています。これまでに１３件の問い合わせがございまして，

そのうち５件，子どもさんを合わせますと１５人が該当することになりましたので

手続きを行っております。あくまでも，こちら側から呼びかけるという形だけです

ので，今後また６月の「市政はこだて」にも，このような制度があることを再度掲

載しまして，ＤＶ被害者に呼びかけていきたいと考えております。

以上が，定額給付金等に関する，ＤＶ被害者への生活支援についてのご報告でし

た。以上です。

藤井会長 相談窓口の携帯カードについてはよろしいですか。

事務局 先ほどお話の途中で申し上げましたけれども，前回と少し変わったところが，Ｑ

， 。（長内課長） Ｒコードというものをつけまして 市内の各所にはお配りをしたところであります

藤井会長 ありがとうございました。

， ， 。議題はここで終了でございますが 次回の開催予定など わかりますでしょうか

事務局 次回の開催でございますけれども，まだ日程は決まっておりませんけれども，秋

（長内課長） の開催をと考えております。

藤井会長 私たちの任期についてはどうなっておりますか。

事務局 任期ですけれども，今年の９月いっぱいで２年の任期が終了することになってお

（長内会長） ります。各関係機関から推薦をいただいております委員の皆様方には，また時期が

近づきましたら，改めて推薦のお願いをしたいと思っております。

また公募の委員につきましては，前と同じように「市政はこだて」に募集案内を

いたしますので，その時はまた，よろしくお願いしたいと思っております。

以上でございます。

藤野委員 今回の会議は，このままの話で，報告だけで終わるのですか。苦情についてや，

裏があるということも聞く必要があると思います。

私は実際の体験からお話をしてますので，そういったことも聞く必要があるので

はないでしょうか。



- 13 -

廣瀬副会長 男女共同参画に関することであればお聞きしますが，個人的なお話であればこの

場ではふさわしくないですね。

藤井会長 よろしいでしょうか。

苦情処理制度というものもありますし，先程長内課長から男女問わずいつでも受

け付けるという説明がございました。

藤野委員 私が言いたかったのは，報告だけでなく，もう少し意見を聴く場を設けてもよい

のではないかということなのです。

藤井会長 弁護士に相談するですとか，それぞれの流れがあるということについては，最初

に長内課長からご説明がありました。苦情処理を受け付けた段階で，然るべきとこ

ろを紹介する制度を整えているというお話がありました。苦情処理の実例を紹介し

たときに，このような対応をしているということを，長内課長から説明がございま

した。

藤野委員 では，こういった相談はどこですればよいのですか。

， ，藤井会長 ここはそういった相談をする場ではなく その施策等についての審議会ですので

苦情処理については，もう一度長内課長からご説明をいただきたいと思います。苦

情処理の実施と対応について，お願いします。

事務局 苦情処理につきましては，私どもの課だけではなく，他の部署でもいろいろな苦

（長内課長） 情についての受付や相談は行っておりますし，それは男性だけですとか，女性だけ

というような限定はしておりません。

また，問い合わせを受けた場合でも，部署によっては，どうしても答えられない

というものもあると思います。そういった場合は各関係機関，例えば人権擁護委員

に相談をするですとか，法的な問題がある場合には法テラスを紹介するなど，内容

によって，お話を十分に聞いた上で対応しております。

廣瀬副会長 私自身も苦情処理委員ですが，私たちが関わる苦情処理は，男女共同参画に関す

る苦情処理です。ですから，男女共同参画に関していないことですと，私たちは手

の出しようもなく，話の聞きようも無いということなのです。

そういったことをご理解いただけたらと思います。

藤野委員 わかりました。

前回の議事録に書いてあります通り，私は身に覚えのないことを女性から訴えら

れ，ひどい目に遭わされました。そういったこともあるということもわかってくだ

さい。

藤井会長 よろしいでしょうか。

今日の議題は終えましたので，委員の皆さまから他になにかございませんでしょ

うか。
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事務局から，いかがでしょうか。

事務局 特にございません。

（長内課長）

藤井会長 それでは，長時間にわたりましての審議，ありがとうございました。

平成２１年度の具体的な施策が充実し，しっかり成功されますことを心からお祈

りいたしまして，本日の審議会を終えたいと思います。どうぞよろしくお願い致し

ます。

ご協力ありがとうございました。

司 会 それでは以上をもちまして，平成２１年度第１回男女共同参画審議会を終了いた

します。皆様お忙しいところ，本当にありがとうございました。おつかれさまでし

た。

閉会（１９：１５）


