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会議録 

１ 名称 第９期第５回江東区男女共同参画審議会 

２ 日時 令和３年１月２５日（月） 午前１０時～１１時３０分 

３ 開催場所 江東区男女共同参画推進センター３階 第１・２研修室 

４ 出席者 ［第９期審議会委員］ 

江上千惠子（学識経験者）、長田智之、金子寿子、櫻

木晃裕（学識経験者・オンライン）、下島真希、鈴木

智美、関口朗太（オンライン）、田中英之（オンライ

ン）、藤森京子、古谷英恵（学識経験者・オンライン）、

松山亜紀（オンライン）、余語恵利華 

［区側］ 

   男女共同参画推進センター所長 川辺 雅嗣 

人権推進課長 壽賀 奈緒美 

男女共同参画担当係長 赤澤 めぐみ 

管理係長 鈴木 友美 

管理係員 鵜川 幸代、久保 勝広、丸山ひろみ 

計画策定業務委託事業者 ２名（オンライン） 

センターの窓口、講座業務委託事業者 ３名 

５ 議題 １ . パブリックコメントの実施結果について  

２. 「男女共同参画 KOTO プラン 2021」（案）及び審議会

委員からの素案に関するご意見について 

３. 答申案について 

６ 議事要旨 別紙のとおり 

７ 資料 １．「男女共同参画KOTOプラン2021（第７次江東区男女共同

参画行動計画）（素案）」に関するパブリックコメント

の実施結果について 

２．「男女共同参画KOTOプラン2021（第７次江東区男女共同

参画行動計画）」（案） 

３．第７次男女共同参画行動計画 審議会の意見一覧（案） 
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４．審議会委員からの素案に関するご意見と区の考え方 

５．第７次江東区男女共同参画行動計画巻末資料編 用語解

説（案） 

６．「第７次江東区男女共同参画行動計画」に関する答申（案） 

参考７．第４回江東区男女共同参画審議会議事録 

・江東区男女共同参画審議会 意見シート 

・各種チラシ 

・席次表 

（会議後回収） 

・参考１ 江東区長期計画（概要版） 

・参考１－２ 江東区長期計画施策１２（Ｐ７８‐７９） 

・参考２ 男女共同参画KOTOプラン 

・参考３ 男女共同参画KOTOプラン（概要版） 

・参考４ 江東区男女共同参画に関する意識実態調査報告書 

・参考５ 江東区男女共同参画に関する意識実態調査報告書

（概要版） 

・参考６ 性的マイノリティ当事者等に対する意識実態調査

報告書 

８ 摘要 欠席 ３名 

（奥山浩希、神保恵一、吉安慎二） 

傍聴者２名 

９ 次回日時 令和３年２月１５日 

１０ 次回場所 江東区文化センター６階 第１・２会議室 

 

【別紙議事要旨】 

１ . 開会  

所長：皆さんおはようございます。それでは定刻となりましたので、

第９期第５回江東区男女共同参画審議会を開会いたします。本日

はお忙しい中、ご出席いただきまして、誠にありがとうございま

す。これ以降は、着座にて説明させていただきます。本審議会の
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定足数は、８名でございます。委員定数１５名のうち、本日の出

席委員は会場出席者が８名、オンライン出席者は櫻木委員、古谷

委員、関口委員、田中委員、松山委員の５名で合計で１３名とな

る予定です。欠席は、神保委員、奥山委員の２名でございます。

よって、本日の会議は定足数を満たしておりますことをご報告い

たします。また、オンラインでは事務局として委託事業者２名が

参加しておりますので、よろしくお願いいたします。さらに本日

の傍聴希望の方は２名の予定です。既に傍聴者の方にはお席につ

いていただいていますのでご報告いたします。また傍聴されてい

る方に申し上げます。傍聴席上にある資料は会議中の閲覧用にな

りますので、お帰りの際は資料は机の上に置いたままお帰り下さ

い。なお、本日は記録のため、録音をさせていただいております。

恐れ入りますが、議事録作成の都合上、ご発言の際はマイクをお

使いくださいますよう、よろしくお願いいたします。  

それでは、議事に入る前に、本日の会議資料について確認させ

ていただきます。まず会議次第、次に資料１パブリックコメント

の実施結果について、資料２第７次男女共同参画行動計画〔案〕、

資料３第７次男女共同参画行動計画 審議会の意見一覧（案）、資

料４審議会委員からの素案に関するご意見と区の考え方、資料５

第７次江東区男女共同参画行動計画巻末資料編 用語解説（案）、

資料６「第７次江東区男女共同参画行動計画」に関する答申（案）、  

参考７第４回江東区男女共同参画審議会議事録、さらに審議会意

見シートと各種チラシがございます。資料とは別に、席次表、以

上でございます。他に今年度を通してご参照いただく、参考１～

６になります。こちらの参考１～６につきましては、会議後事務

局が保管しておりますので、会議後は机に置いたままでお帰りく

ださい。資料が不足している方は、いらっしゃいますでしょうか？  

それではまず最初に前回の会議の概要について改めてご説明い

たします。  

前回はまず、「第７次行動計画の基本理念について」ご説明いた
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しました。内容といたしましては、第３回で検討いただいたご意

見を参考に、修正した基本理念の案をご紹介し、計画全体に通じ

る「性的マイノリティの方」に関する記述と「コロナを契機とし

て、大規模災害の発生や感染症の流行などの非常時への対応」に

関する記述を追加したことをご説明いたしました。  

次に、「第７次行動計画の素案について」ご説明いたしました。 

さらに、会長から審議会としての独自の意見、特に強調したい

ことを計画の中に表示する「審議会からの意見」について補足し

ていただきました。  

審議の中で多くのご意見をいただきましたので、いただいたご

意見を反映した計画の案につきましては、本日の議題として後ほ

どご説明いたします。  

次に、「パブリックコメントの実施について」ご説明いたしまし

た。パブリックコメントからも多くのご意見をいただきましたの

で、審議会委員の方からのご意見と併せまして、計画案を作成い

たしました。こちらにつきましても、実施結果について本日の議

題としておりますので、後ほどご説明いたします。  

最後に、前回の審議会後にいただいた、ご意見シートについて

です。計画についてのご意見は後ほどまとめて区の対応と共に、

ご紹介いたしますので、ここではそれ以外のご意見をご紹介いた

します。  

まず、議事録の表現について、「「思う」と「思います」など異

なる表現の箇所があるので、統一しては」とのご意見がありまし

たので、議事録作成の考え方をご説明いたします。本審議会の議

事録は、逐語録ではなく意訳で記録している箇所があるため各委

員にご確認いただいております。ご発言内容に基づき記録を作成

しているため、一律の修正ではなくご指摘箇所を確認後修正して

おります。  

同じく議事録について、発言中の委員の個人名についてですが、

発言通りに記録しておりますが、訂正希望がありました場合には
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別の表記にしておりますので、お申し出いただければと思います。 

次に、ＷＥＢ会議の進行について、「進行中にチャットを入れた

が、確認されなかった」とのご意見がありました。事務局の不慣

れと機器の不調によりチャットの内容確認が会議後となり、大変

申し訳ありませんでした。今日の会議では、パソコンの台数を１

台増やし、事務局ですぐに対応できるように準備しておりますの

で、よろしくお願いいたします。  

なお、チャットでいただいたご意見をご紹介しますと「女性の

自尊感情の低さは、親、親戚、初等教育における「ゴーレム効果」

が原因というのが、学術上の公的認識です。反対概念が、「ピグマ

リオン効果」です。」という内容と「家庭、学校現場、仕事現場、

全てに対する権力側の意識、行動変容が必要です。」という内容で

した。また、チャットとは、「パソコン等で、リアルタイムに複数

の人が文字を入力して、会話を交わすこと」でございます。  

私からは以上でございます。貴重なご意見、ご要望ありがとう

ございました。事務局よりお礼申し上げます。また、委員の皆様

の、今後の議論の参考にしていただければと思います。  

次に本日の予定ですけれども、議事１では、パブリックコメン

トの実施結果について、議事２では「男女共同参画ＫＯＴＯプラ

ン２０２１」（案）及び審議会委員からの素案に関するご意見につ

いて、議事３では、答申案について、以上、議事は３点でござい

ます。それではこの後の議事進行については会長の方にお願いし

たいと思いますので、江上会長、よろしくお願いいたします。  

   

２ . パブリックコメントの実施結果について  

会長： 皆さんおはようございます。コロナで大変な中、ご苦労様

でございます。それでは早速議事に入ります。それでは議事１の

パブリックコメントの実施結果について所長から説明をお願いし

ます。 

所長：それでは、資料１をご覧ください。 
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 パブリックコメントの実施期間につきましては、昨年の令和２年

１２月１日火曜日から１２月２２日火曜日の期間までで行いまし

た。２の周知方法は、区報の１２月１日号にパブリックコメント

の特集号を組み、概要を掲載し、詳細な内容はホームページを案

内しております。また、区のホームページに計画素案の全文を掲

載し、区役所２階の「こうとう情報ステーション」、人権推進課、

当推進センター２階の情報資料室で、プリントした冊子を閲覧可

能にしました。 

３のご意見の提出方法は、区報特集号掲載のはがき等による郵送、

ＦＡＸ、窓口への持参、区ホームページからのメールでの提出に

なります。４のご意見を提出いただいた人数は全体３４人で、年

代別の内訳は、表のとおりで、３０代の方が一番多く２６．５％

でした。 

 裏面をご覧ください。５のご意見の種類別件数は、計画の目標別

の件数集計になりますが、一人の方のご意見に複数の目標に関連

するご意見がありましたので、合計の件数は４０件で目標Ⅰが１

５件と一番多く、全体の３７．５％となっております。６のご意

見と区の考え方につきましては、Ａ３横の別紙にまとめておりま

す。 

この中で、目標Ⅰの「男女平等と多様性」につきましては、１

５件のご意見があり、ＬＧＢＴ等に関するご意見が７件、ジェン

ダー平等や性に関する教育、いじめの防止など学校教育等に関す

るご意見は５件ありました。意見番号５に基づき、女性の心身の

変化が男女の身体的性差のみならず、社会的要因にも起因する場

合も考えられますので、答申案より身体的観点に関する記述を削

除しております。 

 ３ページをお開きください。意見番号１５につきましては、前回

の審議会の委員の方からもありました、「性的マイノリティ」を

特別視した施策のタイトルについてのご意見ですが、ご意見を参

考に「性の在り方」を意味する「セクシュアリティ」を使用し、
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「性的マイノリティの方」を含めた、全ての方に関連する「性の

在り方」についての理解促進を図る表題に変更しております。 

  目標Ⅱの「ワーク・ライフ・バランス」につきましては、１１

件のご意見があり、子育て関連のご意見が７件あります。その中

で、男性の育休取得を含む育休に関連するご意見が４件ありまし

た。 

目標Ⅲの「様々な分野における推進」につきましては、２件の

ご意見がありました。５ページをお開き下さい。目標Ⅲの意見番

号１につきましては、ご意見を参考に、施策１３の説明文を誤解

を与えないような表現に変更しております。目標Ⅳの「人権の尊

重と暴力の根絶」につきましては、５件のご意見があり、ＤＶを

中心に暴力に関する啓発や相談窓口の周知等、取り組みの強化を

希望するご意見でございます。 

目標Ⅴの「行動計画の推進」につきましては、１件のご意見が

ございます。計画全体に関するご意見は３件ございます。７ペー

ジをお開き下さい。計画全体に関するご意見の意見番号３のうち、

「施策の「取り組み内容」が新規で実施するものか分からない」

とのご意見を参考に、今回の計画から新たに取り入れた事業につ

きましては、「新規」の表示を加えております。最後にその他に

分類しました、本計画と関連性が希薄なご意見が３件あります。 

私からは以上になります。 

会長：ただ今の所長からの説明についてご質問、ご意見等ございま

すでしょうか。オンライン参加の方も遠慮なくおっしゃってくだ

さい。  

 委員：今回回答数全体で３４人ということですけれど、大体こうい

ったパブリックコメントはどれくらいの件数、平均的に来るもの

なのでしょうか。今回の人数については多いのか、少ないのか、

どういう認識なのでしょうか。  

 所長：パブリックコメントの件数自体が、男女共同参画に関しては

やはり周知がなかなか進んでいないということもあって、他の件
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に比べると少ないということがあります。前回は、５６件ほどあ

りました。特に今年は特集号を福祉の計画と一緒に掲載しました

ので、福祉の方が生活に直結するものなので、そこに引っ張られ

たのもあり、前回よりも少なくなったと考えます。基本的に他の

計画ですと１００件以上というのもありますので、件数としては

少ないのかなと感じております。  

 委員：ありがとうございました。  

 会長：件数は少なめですが、結構重要な意見があったという気が私

はしておりますが、いかがでしょうか。オンライン参加の方も何

かありますでしょうか。なければ、次に行きたいと思います。  

 

３ . 「男女共同参画ＫＯＴＯプラン２０２１」（案）及び審議会委員

からの素案に関するご意見について  

４ . 答申案について  

会長：続きまして議事の２「男女共同参画ＫＯＴＯプラン２０２１」

（案）及び審議会委員からの素案に関するご意見について、及び

答申案について、議題の２と３ですね、一括で議題とさせていた

だきたいと思います。これにつきまして所長から説明をお願いし

ます。  

所長：それでは、議事の２と３を一括でご説明いたします。ちょっ

と長くなります。まず、審議会委員からのご意見についてご説明

いたします。こちらをご説明した後に、先ほどのパブリックコメ

ントと併せて、いただいたご意見を参考に、修正した計画案につ

いてご説明いたします。  

早速ですが、資料４をご覧ください。  

  Ｎｏ．１は、「基本理念」について、体言止めでなく、用言止め

にしたほうが良いとのことで、ご意見を参考に、基本理念は用言

止めにしました。  

   Ｎｏ．２は、施策４のタイトルの「性的マイノリティ」につい

て、「多様性を認め合う」と言いながら、ＬＧＢＴＱを特殊扱いす
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るのは、枠外に除外しているように感じるとのご意見がありまし

たので、「性の在り方」を意味する「セクシュアリティ」を使用し、

「性的マイノリティの方」を含めた、全ての人に関連する「性の

在り方」についての理解促進を図る表現に変更しました。  

 Ｎｏ．３は、性的マイノリティの問題について、こども達の他、

教師や保護者に対する働きかけが重要とのご意見ですが、教育の

現場では、広くＬＧＢＴ等の問題を含めた男女平等や男女共同参

画の教育や研修を実施しているとことですので、教師や保護者に

対する働きかけにつきましては、施策２や３に含まれ、施策４で

はＬＧＢＴ等を含むセクシュアリティに特化した施策を載せてお

ります。  

   Ｎｏ．４と５は、インセンティブを与えるような施策について

のご意見ですが、インセンティブの付加につきましては、貴重な

ご提案として各所管に伝え、実施については今後の課題とさせて

いただきます。  

   Ｎｏ．６と２ページ目のＮｏ．７は、ワーク・ライフ・バラン

スについてですが、まず課題４が家庭や個人に、課題５が企業に

対する働きかけであることをタイトルに表現して、企業における

ワーク・ライフ・バランスの重要性を施策１２に具体的に表示し

ました。  

  また、「取り組み内容」に経営者を含む企業へ働きかける事業を追

加し、「審議会の意見」としても「働く場でのワーク・ライフ・バ

ランスの推進」を加えております。  

   Ｎｏ．８と９は、「女性の活躍推進」として、企業の中で働き続

ける視点が必要であるとのご意見から、施策１１を「女性の活躍

推進」から、より具体的に「継続的な就業」と変更いたしました。  

   Ｎｏ．１０と１１は、「女性の社会進出」や「女性管理職」につ

いてです。ご意見を所管課に伝えるとともに、今後もワーク・ラ

イフ・バランスの意識向上に取り組んでまいります。３ページを

ご覧ください。  
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   Ｎｏ．１２は、「審議会等の参画率」について、女性に限らない

表現をとのことですが、まずは男女の参画率の差を縮めることを

目標としてまいります。  

   Ｎｏ．１３は、「審議会等の男女構成比」について、特に行政委

員会に女性が必要とのご意見につきましては、「審議会の意見」に

反映させ、行政委員会にも、女性委員が多くなるよう継続的に働

きかけてまいります。  

   Ｎｏ．１４は、それぞれの審議会や管理職の女性比率について、

具体的な目標値を設定しては、とのご意見ですが、管理職の女性

比率につきましては、所管課が令和７年度を目途に２５％以上と

する個別の計画を策定する予定でございます。また、個々の審議

会等は、各所管が管理・運営していますので、それぞれに目標値

を具体的に設定することは難しいと考えますが、引き続き女性の

参画率を高めるよう働きかけてまいります。  

   Ｎｏ．１５は、ＤＶ相談窓口の予約状況や、キャパシティの情

報提供についてですが、ＤＶ相談は区以外の機関との連携や緊急

の対応を求められるケースが多い等で、情報提供は難しいと考え

ます。  

   Ｎｏ．１６は、「マタハラ」が、すること自体の問題に加え、仕

事のしわ寄せの問題を含めた提案が必要とのご意見ですが、「職場

におけるハラスメント」については、前回の計画から引き続き「審

議会の意見」として出していきたいと考えております。４ページ

をお開きください。  

Ｎｏ．１７は、区役所内で、管理職等の昇進試験を受ける女性

職員が増える、積極的な取り組みについてのご意見ですが、所管

課へご提案を伝えてまいります。  

   Ｎｏ．１８は、女性管理職比率が低迷している原因の調査につ

いてのご意見ですが、所管課では意識調査のアンケートを行い、

その結果に基づいて研修などの対策を実施しております。  

Ｎｏ．１９は、「女性の管理職の割合」の目標値についてのご意
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見ですが、国の第５次男女共同参画基本計画では、「指導的地位に

占める女性の割合が２０２０年代の可能な限り早期に、３０％程

度となるよう目指して取り組みを進める」としておりますので、

これらを踏まえ、目標値を３０％に変更しております。  

   Ｎｏ．２０は、「性的マイノリティ」の表現についてのご意見で

すが、表現については、世界的にも定まったものがない状況です

が、本計画では、ＬＧＢＴ以外のセクシュアリティを「等」で表

現し、「性的マイノリティ」を「ＬＧＢＴ等」と表現することとい

たしました。  

   Ｎｏ．２１は、少子化に対する他の部署や機関との情報共有に

ついてのご意見ですが、本計画は全庁的に取り組む計画でありま

すので、今後も少子化について他の部署や機関との情報共有に努

めてまいります。それでは、次に計画案についてご説明いたしま

すので、資料２をご覧ください。  

先ほどご説明しました審議会やパブリックコメントのご意見や

各所管からの意見を参考に計画案を作成しましたので、計画の素

案からの変更点につきましてご説明いたします。また、何点か数

値等に誤りがあり、訂正しておりますので、冒頭にてお詫びいた

します。誠に申し訳ありません。  

会長：所長、櫻木先生からチャットが入っているので、よろしいで

しょうか。櫻木先生、何かありますか。  

副会長（チャット）：Ｎｏ．１４について、２５％という数字の２５

はどこから出たのか教えてください。  

所長：所管課の説明では、５年計画ですので、いわゆる３０年まで

には３０％ですので、５年で５％ということです。状況を見てで

すけれども、まず２５％、次に３０％、それ以上にしていきたい

というような回答をいただいています。  

所長：では、表紙の次の「目次」をご覧ください。下から７行目の

課題４を「ワーク・ライフ・バランスの推進」から「家庭や個人

に向けた支援」に変更しております。こちらにつきましては、後
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ほど、「６ 計画の体系」においてご説明いたします。  

続きまして、５ページをお開き下さい。四角の枠内の「計画の

基本理念」の「社会の実現」を「社会を目指す」に変更しており

ます。これは、「国連サミットの理念（持続可能な開発目標）など

は、責任を持つ視点から、体言止めではなく用言止めが一般的に

使われている」とのご意見を参考に変更いたしました。基本理念

に続く文章の６行目の終わり「区民が共有できるものとして実現

していく」を「区民が共有し、実現を目指していく」と文言整理

を行っております。  

その下８行目の「性的少数者（性的マイノリティ）」を「ＬＧＢ

Ｔ等」に変更しております。これは、下段の角丸四角枠に「多様

な性自認及び性的指向の人々の表現について」を追加しています

ように、「マイノリティ（少数者）」という表現が、差別的と捉え

る考えがあり、その他の表現も統一されていないことから、今ま

で「性的少数者（性的マイノリティ）」と表現していたものを、多

様性をより明確にすることも含めて、「ＬＧＢＴ等」に変更するも

のであります。  

７ページをお開き下さい。最下段の「区の管理職における女性

の割合」の目標値を「２０％」から「３０％」に変更しておりま

す。これは、国の第５次計画（第５次男女共同参画基本計画）に

盛り込まれた「指導的地位に占める女性の割合が、２０２０年代

の可能な限り早期に３０％程度となるよう目指して取組を進め

る」ことなどを参考に変更しております。恐れ入りますが、一つ

上の段の「男女共同参画推進センターの認知度」の現状値は、素

案の３０．７％は誤りで、正しい２７．７％に修正しております。  

８ページをお開き下さい。一番左の「基本的理念」につきまし

ては、先ほどご説明しましたとおり、「社会の実現」を「社会を目

指す」に変更しております。８ページの右の【課題】欄の課題４

を「ワーク・ライフ・バランスの推進」から「家庭や個人に向け

た支援」に変更しております。これは、ご意見を参考に目標Ⅱの
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課題を「家庭や個人」と「企業」に対するものとに分けている趣

旨を明確にするためです。  

 ９ページの【施策】欄の施策４を「性的マイノリティについて

の理解の促進」から「セクシュアリティについての理解の促進」

に変更しております。これは、ご意見を参考に「性の在り方」を

意味する「セクシュアリティ」を使用することで、「性的マイノリ

ティの方」を含めた、全ての人に関連する「性の在り方」につい

ての理解促進を図る施策にするものであります。  

   次に、施策１１を、ご意見を参考に「女性の活躍推進」から「継

続的な就業の促進」へ、施策１２を「企業に対する働きかけ」か

ら「企業におけるワーク・ライフ・バランスの推進」に変更し、

施策の内容をより具体的に表現しております。さらに、一番下に、

「取り組み内容」の事業について、「第７次計画から新たに追加し

た事業は、新規と表示」することを記載しております。  

１６ページをお開き下さい。「③ 女性活躍推進に対する取り組

み」の３行目、「学童クラブ」の「学童」を「江東きっず」に修正

しております。現在「学童クラブ」は、「江東きっずクラブ」とし

て活動していることによるものです。  

恐れ入りますが、少し飛んで、２３ページをお開きください。

説明文の４行目「２０歳代前半から」は「後半から」の誤りです

ので、修正しております。  

２５ページをお開きください。目標Ⅰの説明文４行目の「教育

の充実を図ってまいりました。」を「教育の充実を図るとともに、」

と文言整理しております。また、下から４行目の文中の「性的マ

イノリティ」は「ＬＧＢＴ等」に変更しております。  

２８ページをお開きください。目標Ⅰの成果指標の３番目「乳

がん検診の受診率」ですが、一番右の「現状値」ですが、２７．

８％は誤りで、正しい２６．７％に修正しております。  

３１ページをお開きください。《現状と課題》の４行目、調査の

名称を「区民調査」に変更しております。これは、令和元年度に



―１４― 

実施した２つの意識実態調査については、すでに２５ページにお

いて調査名を定義していることによるものです。  

３６ページをお開きください。施策２の「取り組み内容」１の

《主な事業》にありました「男女共同参画に関する出前講座」は、

現在学校を中心に実施しておりますので、削除しております。ま

た、「取り組み内容」２の《主な事業》「家庭教育相談事業」は、

事業名が「ワンストップ型教育相談窓口」に名称変更しておりま

す。  

３８ページをお開きください。《現状と課題》の１行目の「性的

マイノリティ」を「セクシュアリティ」に変更しております。こ

れは、先ほどの「計画の体系」でもありましたように、ご意見を

参考に「性的マイノリティ」を特別視するのではなく、すべての

人に関連する「性の在り方」についての理解を促進する内容とす

るためであります。また、このページ４、６、１０、１２行目の

「性的マイノリティ」は、「ＬＧＢＴ等」に変更しております。次

に、８行目の調査名称は、先程と同様に、２５ページにおいて、

調査名を定義しておりますので、「性的マイノリティ調査」に変更

しております。１４行目の４つ目の中点の文章は、いただいたご

意見から、心身の変化については、「男女の身体的性差」にのみ起

因するとは限らないので、冒頭の「生物学的」から「違いがあり、

特に、」までと、３行目の「こうした男女の身体的性差に応じて、」

の部分を削除しております。  

３９ページをご覧ください。上の図表３－７の米印の注釈に、

２つの回答項目の合計として、２つの括弧書きで表記していまし

たが、正しくは１つの項目の回答者の合計ですので、誤っている

項目を削除しております。  

４０ページをお開きください。施策４の表題と説明文３行目の

「性的マイノリティ」は、「セクシュアリティ」に変更しておりま

すが、これは、先ほどご説明したように、全ての人の「性の在り

方」についての理解促進を図るものであります。「取り組み内容」
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１の説明文の１行目、「学習機会を通じ、」の後に「セクシュアリ

ティについての」を追加しております。また、「取り組み内容」の

《主な事業》の２番目と３番目の事業は、新規事業となりますの

で、（新規）を追加しております。なお、このページの「性的少数

者（性的マイノリティ））についても、「ＬＧＢＴ等」に変更して

おります。  

４１ページをご覧ください。「取り組み内容」２の《主な事業》

３つ目「ゆりかご面接」、１つ飛んで、「新生児（産婦）訪問指導」、

「乳幼児健診」その下の各種の学級や相談は、新規事業となりま

すので、新規の表示を追加しております。  

４２ページをお開きください。課題４を「ワーク・ライフ・バ

ランスの推進」から「家庭や個人に向けた支援」に変更しており

ます。これは、目標Ⅱの課題を「家庭や個人」と「企業」に対す

るものに分けておりますので、課題の内容を明確にするための変

更となります。  

４６ページをお開きください。施策７の「取り組み内容」１の

説明文と《主な事業》の「セミナー」を「講演会」に変更してお

ります。また、施策８の「取り組み内容」１の《主な事業》３つ

目「学童クラブ」は、「江東きっずクラブ」に名称変更しておりま

す。  

４７ページをご覧ください。「取り組み内容」４の説明文の１行  

目「こども家庭支援センター」の「こども」の「こ」を漢字の「子」

に修正しております。  

少し飛んで、５２ページをお開きください。「取り組み内容」２

の表題のうち「職場の事例の紹介」を「職場の事例紹介」と文言

の整理を行っております。  

５３ページをご覧ください。 施策１１は、「女性の活躍推進」

から「継続的な就業の促進」に変更しております。これは、施策

の内容をより具体的に表現したもので、説明文の１行目の「女性

の活躍を推進するため、」の後に「継続的な就労を支援し、」を追
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加し、２行目の「個人にニーズに応じた」の「個人に」を削除し

ております。また、「取り組み内容」に３の取り組みとして新たに

「３ キャリア形成の支援」を追加しております。  

５４ページをお開き下さい。施策１２は、「企業に対する働きか

け」を「企業におけるワーク・ライフ・バランスの推進」に変更

し、施策内容を明確にするとともに、企業におけるワーク・ライ

フ・バランスの重要性を強調しております。また、「取り組み内容」

に２の取り組みとして、「２ 新たな働き方や価値観についての理

解の促進」を追加し、企業に働きかける事業を２事業追加してお

ります。さらに、「働く場でのワーク・ライフ・バランス推進」に

ついて、「事業所とともに検討し、取り組みを積極的に支援して行

くことを期待する」という審議会のご意見を追加しております。  

  ５７ページをお開き下さい。施策１３の説明文２行目、「特に、

女性の意識や」の箇所について、「特に」を「また」に変更し、「女

性」を削除して、「また、意識や」に変更しております。これは、

本計画においては、性別や年代にかかわらず、多様な人が参画す

る地域づくりを目指していますが、ご意見を参考に、この主旨に

沿った、誤解を与えないような表現にしたものであります。  

５８ページをお開き下さい。施策１４の「取り組み内容」１の

《主な事業》３番目「男女共同参画学習事業」は、「まちづくり」

の視点からの新たな学習事業で、「新規」の表示を追加しておりま

す。  

６１ページをお開き下さい。６１ページの下段に「男女双方の

視点を取り入れた区政運営」として、「女性の公募人数枠の拡充や、

女性の参画が少ない行政委員会等での積極的な登用について、審

議会等を所管する部署に対し、改選時期をとらえて働きかけるこ

とを期待する」という審議会のご意見を追加しております。  

６６ページをお開きください。施策１７の「取り組み内容」２

の《主な事業》の４番目に「ＬＧＢＴ等相談事業の検討」を新規

事業として追加しております。  
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７１ページをお開き下さい。７１ページの下段に「ハラスメン

ト防止と対策の徹底」として、区には、区民が悩みを抱えた際に

対応する支援策を講じること、区内事業所に対するハラスメント

防止に向けた啓発などの取り組みを充実することを希望し、モデ

ル事業所として庁内のハラスメント防止対策を強化し、働きやす

い環境づくりを目指して欲しいという審議会のご意見を追加して

おります。  

７２ページをお開き下さい。施策２２の「取り組み内容」４の

《主な事業》３番目「地域自立支援協議会」に新規の表示を追加

し、４番目の「長寿サポートセンター地域連携会議」を「長寿サ

ポートセンター等関係機関との連携」に変更し、新規の表示を追

加しております。  

７４ページをお開き下さい。下段の評価指標、「男女共同参画推

進センターの認知度」の現状値は、先ほど訂正いたしましたよう

に、正しい２７．７％に修正しております。  

７６ページをお開き下さい。７６ページの下段に「女性管理職

比率の向上」として「区には、実態把握にもとづき、上司からの

働きかけの工夫、家庭との両立支援策などにより、女性をはじめ

誰もがチャンスをつかみとることのできる環境づくりを期待しま

す」という「審議会の意見」を追加しております。なお、ご提案

を参考に、前回の案から、４行目の「苦労」を「難しさ」に修正

しております。  

７９ページをお開き下さい。７９ページ以降には、各施策の「取

り組み内容」ごとの《主な事業》を一覧表にしております。また、

「審議会の意見」を、資料３にまとめております。さらに、資料

編として計画に加える「用語解説」を資料５として添付しており

ますのでご参照ください。  

それでは、次に、資料６の答申案をご覧ください。今ご説明い

たしました計画案は資料６の答申案を鑑として、区長へ答申する

ものとなります。答申案の５行目をご覧ください。「提言として別
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添のとおり答申します」とあります。この別添が計画案となりま

す。計画案全体が答申となりますが、特に審議会から提言として

位置付けられるのは、ご検討いただきました「基本理念」と「計

画全体に係る考え方」、「５つの目標にあります１０の課題」が該

当すると考えております。さらに、「特に取り組むべき事項」とし

ての提言を「審議会の意見」として別枠に設けさせていただいて

おります。私からは以上となります。  

会長：ありがとうございます。皆さんのご意見・ご質問をお伺いし

たいのですが、櫻木先生からチャットが入っていますので、先生

のほうからお願いします。  

副会長：書いたとおりなのですが、３０％という数字自体がどこか

ら出てきたのか、長いこと国とか自治体がずっと施策でやってい

る間にこの理論的根拠がわからなくなって、それに近い数字とか

でいいと思ってしまっているのではないかと思います。その２

５％という数字が現実的なのか、３０％が非現実的なのかという

話ではなくて、やはりもう少し規範性のある数字を出していかな

いとおかしいでしょう、ということで、コメントを書かせていた

だきました。どこかのところで３０％という数字が最低の数字だ

ということを入れないと、なぜ３０％なのかというのがどこにも

ないので、わからなくなっていると思うんですけれども。日本国

の政府はそれに基づいてやっていますから。そこのところをはっ

きりしていただいて表記が必要だと思います。  

会長：あともう１点、用語の問題ですよね。こちらについてどうで

しょうか。  

副会長：２０１７年の段階ではＬＧＢＴ等という言い方が一般的で

それで問題なかったのですが、２０１９年～２０２０年にかけて

はもう既にＬＧＢＴＱという用語自体が一般的になったので、Ｌ

ＧＢＴＱ等としていかないと、規範性のある提言ができなくなり

ますので。調査するときはＬＧＢＴＱ等で構わないのですが、公

式的な文章を書くときはもう既にＬＧＢＴＱが通常の行政施策で
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も一般的になりつつありますし、例えば新書本などの本でもそう

いう表記になっていますので、それに行政が遅れるのは少し恥ず

かしいので、書かせていただきました。  

会長：皆さんのご意見はいかがでしょうか。  

委員：施策４の性的マイノリティをセクシュアリティについて、と

いう風に文言を変えていただいたことについて、ありがたいなと

思っています。差別を感じないで全ての人が当事者となる語句が

望ましいと感じています。  

そこで気になったのが、資料３の男女共同参画事業の男女共同

参画審議会の意見というところなんですけれども、６１ページの

タイトルが「男女双方の視点を取り入れた区政運営を！」という

ところが気になったんですけれども、区政運営が求めるゴール、

理想というのは、男と女の両方の視点というよりは、今まで男性

中心で作っていたものにいろんな多角的な意見を取り入れようと

いうことだと思うので、その第一歩として女性の参画を推進して

いこうというスモールステップだと理解しています。ただここで

「男女双方」としてしまうのは、計画の体系でせっかく敷いた多

様性とかセクシュアリティとか根底に流れるものがまた男女とい

うところに戻ってしまうのかなと思いました。だからタイトルは

「多様な視点」にした方が最終的な目的が見えるのでいいのでは

と思います。下の本文に関しては、２か所変更したらどうかと思

ったのが、下から４行目の「～決定過程において男女が対等に参

画できるよう」というところを、「セクシュアリティに関わらず」

とか「誰もが」という文言にしたらと思いました。  

あと下から３行目の「女性の参画が少ない行政委員会等～」と

いうところを「性別に偏りがある行政委員会等」にしたらどうで

しょうか。あと裏面の５４ページの「はたらく場でのワーク・ラ

イフ・バランス推進を！」というところも冒頭で「男女が～」と

なっているのを「各自が～」とかにした方がよりよいのかなと思

いました。以上です。  
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会長：いかがでしょうか。オンライン参加の方はいかがでしょうか。  

副会長：多くの意見等反映していただきまして答申案を作成いただ

きましたこと感謝申し上げます。１点質問があります。資料３の

表面の７６ページに記載されている審議会の意見一覧の３番目に

ついて。「女性管理職比率の向上を！」というところの本文の上か

ら２行目後半、「この背景には女性自身の意識や自己評価の低さ、

子育てや介護など家庭生活と仕事との両立の難しさ～」という文

章の前半の部分で、「低さ」という言葉なんですけれども、女性自

身の意識の低さと自己評価の低さの両方に係る言葉なのか、それ

とも、自己評価の低さのみに係る言葉なのか、という点をお伺い

できればと思います。よろしくお願いいたします。  

会長：所長の方からお願いします。  

所長：まず副会長からのご質問については、自己評価の低さという

風に係ってくると理解しています。  

副会長：そうしますと、女性自身の意識の何が原因なのかちょっと

わからない表現になってくるかと思うんですけれども、その点は

どうお考えでしょうか。  

所長：いわゆる管理職試験を受けるのも女性の意識という形で、い

ろんなことが考えられるかと。適当な言葉がなかったので、女性

自身の意識の問題もあるかな、という感じで書かせていただきま

した。  

副会長：今のご発言をまとめますと、おそらく女性自身の意識の問

題等になるのかと思うんですが、その内容自体が私自身違和感を

感じるところでございます。と申しますのも、前回櫻木先生のチ

ャットにもありました、本会議の審議会の冒頭にもご紹介ござい

ましたけれども、女性自身の意識の問題で管理職への挑戦をして

いないですとか、自己評価が低いゆえに管理職に挑戦していない

というのは、女性自身がもともと持っているという問題ではなく

て、その成長過程などにおいて、何かネガティブな反応が社会か

らあったがゆえにそういった意識を持ってしまった、それから自
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己評価が低くなってしまった、というのが問題だと思います。   

前回の私の発言というのは、そういった問題を女性自身の問題

だと片付けてしまうのではなくて、何か社会全体として解決して

いく手段が必要ではないのかという趣旨で自己評価の低さなどが

あるから管理職に挑戦できなくなるのだということを発言いたし

ました。ですのでそういった問題意識を持って、問題がどこにあ

るのかというところを共有していただいた上で、表現方法を修正

していただければと考えております。私からは以上です。  

会長：女性管理職を増やしてくださいと区長に言いますと女性自身

が求めていないから仕方がないね、みたいなことをだいぶ前私も

言われたことがありましてね。女性の意識が低いという表現、そ

の場合これをどういう風に変えたらいいんだろうと。会長として

も表現に抵抗はありますね。あと、先ほどの櫻木先生が書いてい

たカンター理論なども用語解説の中にきちんと入れるとか。この

女性管理職の比率も３０％目標というので、３０という数字が出

てきてましたよね。３０％という数字を達成すればいいのではな

いんだと、３０はぎりぎり最低限であって、それ以上をというの

を、この点の整理を入れたらどうかと思います。あと櫻木先生が

おっしゃるＬＧＢＴＱの用語の点について、私はＬＧＢＴＱの労

働関係でＬＧＢＴＱを使って出版物を書いてますけど、厚生労働

省なんかはＬＧＢＴでとどめている。いろんな意見があるので今

回区の方ではどうしましょうかね。いろんな表現の仕方があるの

でね、一応皆さんのご意見を伺いたいと思います。すみません櫻

木先生、私ばかり話してしまいました。どうぞ。  

副会長：既に江上先生に言っていただいた通りです。但しＬＧＢＴ

Ｑという言い方を私も使うんですが、もう既にＬＧＢＴＱ＋もし

くはαというのが今使われているので。つまりＬＧＢＴＱすらも

う既に足らない。一般的に、学術の世界だけでなくて通常の新書

版とかの普通に出版されている本でそこまでになっているので。

この計画は今の段階ではなくて２年後とか３年後とかの江東区で
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も活きてくる計画なので。そういうところが一番危惧していると

ころなんですね。以上です。  

会長：皆さんご意見、質問いかがでしょうか。櫻木先生、何度もす

みません。副会長のコメントに対する意見を書いてらっしゃった

ということで、もしよろしければ先に先生の方から言っていただ

けるとありがたいのですが、よろしくお願いいたします。  

副会長：最終的に女性が発信する意識はそれはそれで、その人の言

った事実ではありますが、真実はそうではないので。そのような

目に見えない構造的な要因にメスを入れて、何が女性の意識を否

定してしまっているのか、これを探っていかないと、共同参画と

かダイバーシティとか人権の問題は考えられません。ほとんどの

場合、人間は勝手に意識を決めるのではなくて、決めさせられる

わけなので。男性が勝手に立候補するのも、そういうことをする

ことをこどものときから教育されているからであって、男性がリ

ーダーシップがあるなど私は微塵も思っていませんので。それと

全く同じ話だと思います。男性がまとめ役に向いているわけでも

ないし、女性が家事が得意なわけでもないので。  

ということをやはり審議会ではきちんと明らかにしていかない

と、江東区はこういうこともわかってるんだという江東区の規範

性の問題なので、そういう江東区に我々が住んでいるんだという

誇りのところと非常にリンクする話なんですよね。ですから残念

な区に住んでいるというのではなく、素晴らしい区に住んでいる

認識を持っていただける地域づくりに関わる、我々自身の問題だ

と思ったりしています。  

会長：皆様いかがでしょう。  

委員：私は目標２のワーク・ライフ・バランスのところを工夫して

いただいて、分けていただいて表現を区別していただいたところ

を良かったと思います。ありがとうございます。  

ただ課題４の家庭や個人に向けた支援という言葉が妙に引っか

かってしまって。ワードはいいんです。ただこれだと家庭が優先
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されるようなイメージになってしまって、例えば独身の方も多い

ですし、それも家庭といえば家庭なんですけど、やはり人権の元

は個人だと思います。一番最初の案を決める時にも、個人、一人

の人としての人権を大切にしようみたいな議論がたくさんあった

ような気がしたので、例えばここを「個人や家庭に向けた支援」

と順番を変えるだけでもイメージが違うのかなと。江東区として

は家庭も大事なんだけどそれよりも個人のダイバーシティのこと

も含めて人として個人が生きやすいように支援していきますよと

いう風になるのかなと考えます。以上です。  

会長：今のはご意見ですが、質問でもご意見でも他にありますでし

ょうか。リモート参加の方々、いかがですか。特にありませんで

しょうかね。  

委員：細かいところを質問させてください。２８ページの乳がん検

診の受診率、訂正が入りましたけれども、これは江東区で発行し

ているクーポンでの受診率であって、そこに社保ですかね、会社

とかそのほかで普段から通っている婦人科で検査できるんだった

らそっちを優先にしてくださいというようなご案内もあるので、

これは全体の数値ではないと思うんですけれども、一応それの確

認をしたいです。  

  あともう一つ、新規でやっているという記述は大変ありがたい

のですが、これって前からやっているんじゃないかなというのが

ちょこちょこありまして。例えば４１ページの保健相談所の事業

ゆりかご面接について、たぶん２０１５年くらいから始まってい

ると思うんですが、特に部署が変わっている感じもないのですが、

例えばこれが新規となった場合どういう理由なのか知りたいです。 

会長：所長いかがでしょうか。  

所長：まず乳がん検診については、保健所で取り上げているものな

ので、各種統計を含んでいるものです。全てではないと思います。

新規のものについては前回の計画に載っていないものについて、

新規と記載しています。昨年度とかではなく、前回の計画と比較
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し新しく始めたものについて記載しています。  

委員：わかりました。ありがとうございます。あと櫻木先生の お

っしゃった３０％という数字の根拠があるからということなんで

すが、その点私も不勉強だったので、用語解説に３０％はどうい

う意味がある数値なのかっていうのを入れていただきたいと思い

ました。以上です。  

会長：ありがとうございます。今日はこれでもう決めてしまうので

ね、他に何かご意見ございますでしょうか。  

委員：幼稚園や小学校で文書を出すときは「こども」の表記はひら

がなでしてくださいとよく言われるんです。前回素案が出された

ときにも訂正してあったのですが、このグラフに関しては例えば

３５ページの２つめのグラフでこどもの「こ」が漢字になってい

まして、私が知らないだけかもしれませんが、漢字で表すのとひ

らがなで表す場合で分けているなら、教えてください。もしくは

統一するのであれば統一したほうがいいかなと思いました。以上

です。  

会長：これは所長の方はいかがでしょうか。  

所長：基本的に「こども」の「こ」はひらがななんですけれども、

ちょっとここはそうなってなくて、調査の場合に漢字表記を使っ

ている場合は、調査の項目と合わせた方がいいと思いますので、

こちらについては確認します。子ども家庭支援センターは施設名

称通りに修正しましたが、基本的にこどもの「こ」はひらがなで

表記するのが江東区の今のスタンダードです。  

委員：ありがとうございます。  

会長：他の事業でね、漢字の「子」が入っていると勝手に直せない

のもあるかもしれませんので、その辺チェックをしてください。

他にありますでしょうか。せっかくですからリモート参加の関口

さん、松山さん、田中さん何かございますでしょうか。  

委員：いろいろなご意見の反映をしていただいてありがとうござい

ます。私からは２点あります。  
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以前私も指摘させていただいた、施策で課題４と５のところで、

個人に関することと職場に関することを分けたほうがいいんじゃ

ないかということで分けていただいた。その結果ですね、５３ペ

ージで施策１１ということで、ここのあたり再構成していただい

て、「継続的な就業の促進」ということになったかと思うんですけ

れども、ちょっと一つだけ。継続的な就業となったときに、もと

もとの子育てでキャリアを中断した女性の再就職支援が入ってい

るのはわかるんですけれども、継続的ということでいうと、「働く

場における」なので、その本人というよりも企業に対する働きか

けみたいなのもあるのかなと思っているのですが、今新しく入っ

ているのがキャリア形成に関する支援では、個人に対する働きか

けのみなのかなと思います。この継続して働けるという施策に対

して何か経済課との連携とかは必要ないんでしょうかね。区の中

の事業のバランスとかはわかっていなくて申し上げていますが、

ちょっとそこが気になりました。  

あと５４ページで、これも私が申し上げたことかなと思うんで

すけれども、企業におけるワーク・ライフ・バランスの推進とい

うことで、先ほど委員のどなたかからもご指摘があった、この男

女共同参画審議会の意見というところ、「男女が」というのでいき

なりはじまるのが気になります。施策の下にも性別に関わりなく

というような形で書いてあったりするので、私も「すべての人が」

という表現の方がいいのかなと思いました。  

あと今さら何かを入れてくださいというのではないですが、目

標５で男女共同参画推進センターの認知度を上げるというところ

について、目標が２倍以上となっていますが、あまり施策とかが

ドラスティックに変わっているようにも思わないので達成できる

かが素朴に疑問に思いました。コメントです。よろしくお願いい

たします。  

会長：今のところで所長何かございますかね。  

所長：まず経済課との協働なんですけれども、経済課も事業を考え
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ているんですけれども、５３ページのキャリア形成の支援という

形では事業がないので、経済課としては当然考えてはいるんです

けれども挙げられる事業がないので、今回は入れておりません。

ただこの計画を作ったあとにこれにもとづいて各施策を各所管で

考えていかないといけないので、経済課としてもこれを踏まえて

考えてもらうように働きかけていきたいなと思っております。  

会長：櫻木先生の方から何かありますでしょうか。  

副会長：特にはないんですけれども、「子供」という漢字をなんで使

わなくなったのかということを考えれば、もう本来は使わない方

がいいと思います。そこの社会的な背景が本当はわかっている方

がいいですね。あとは行政で古い調査では「子供」と漢字で使っ

てしまっているので、本来は江東区は「こども」のひらがな表記

で統一するところをこうこうこういう理由で古い表記になってい

るという風に先に書いておけば問題ありません。指摘されたあと

にわかっていますけど、というのだと後だしじゃんけんになり恥

ずかしいので。先にわかっているけど、国の古い調査などでは漢

字表記になっているので、と先に書いておいたほうがいいと思い

ます。  

会長：かなり古くから女子供っていう古い差別的な使われ方があっ

たので、ひらがなにした方がいいよ、ということだと思うんです

けどね。なぜひらがなにしたのか、背景があるということをわか

っておいた方がいいですね。  

副会長：それと、いくつかの団体は、こどもを供えるという表記で

はダメだと問題視しているので、人権団体などから糾弾されるよ

うな表記はあまり使わないほうがいいですね。  

会長：その辺も用語解説とかで入れられればいいのかなと思います。

他に何かございますか。また、最後に何かありましたら言ってい

ただければと思います。次に行きたいと思います。それでは本日

の議題は一応終了なのですが、その他について所長から何かござ

いますか。  
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所長：それでは今いただいた意見については、反対意見もなく基本

的には反映できるかなと思いますので、極力それに沿った形で反

映していきたいと思います。ただ次回答申になりますので、修正

は事務局と会長に一任していただきたいということでお願いした

いと思います。それから本日の意見シートは１月２９日（金）ま

でに、何か気づいたことがございましたらご送付願います。  

次に、次回の日時について、次回は２月１５日１０時３０分よ

り、江東区文化センター６階の会場です。開始時間、会場等今ま

でと異なりますのでご注意ください。区長への答申になりますの

で傍聴の受付もございません。ただコロナの状況なので、現時点

では皆さんに集まっていただいて区長に答申をする予定ですけれ

ども、状況によっては会長単独で区長に答申いただくという可能

性もありますのでそこについては流動的になる可能性があります

ことご留意ください。事務局からは以上です。  

会長：２月１５日ですがリモート参加はあるのでしょうか。  

所長：会場の状況によるのと、リモート会議機器を全庁で使いまわ

していますので、その時は他の色々な会議があり借りられなかっ

たことから、リモート参加の方はご参加できないという形になり

ます。会場に来ていただく形のみとなりますので、よろしくお願

いいたします。  

会長：次はリモートはなしで、来られる方は来て答申だけで終わり

という形ですね。いつもだと最後に次に向けての感想ですとか意

見とか一言ずつやっていたのですが、コロナの関係であまり長々

とは難しいかもしれませんね。リモートはないということですの

で、柔軟に対応したいと思います。まだ時間がありますので、何

かご意見とか聞きたいこととかありましたらどうぞご自由に言っ

ていただきたいと思いますが、何かございますでしょうか。  

委員：男性の育児休暇取得が進まないが、以前新聞記事で、千葉市

では育児休暇を取る理由ではなく、取らない理由を聞いて推進を

図ったら、取得率がすごく向上したという記事を見たので、参考



―２８― 

にしてはどうかと思いました。意見です。  

会長：江東区の職員でも育休を取られる男性職員の割合はそんなに

増えてはいないだろうと思うんですけれども、現状はどうでしょ

うか。  

所長：女性は１００％、男性は５～１０％で低いです。なかなかと

る方は少ない。ただ若い男性で少しずつ取得する人が増えてきて

いるとは聞いています。  

委員：ライフ・ワークバランスでいうと、最近は企業でも男性に育

児休暇取得を進めていて、実際に育児休暇を取る男性社員も増え

ています。ただ、私が以前勤めていた会社のことですが、男性社

員は確かに育児休暇をとるのですが、いざ休みをとっても家で何

をしたらいいかわからないという方がいると聞きました。家にい

て、何もしないでかえって邪魔になる、そのうえ食事も作らない

といけないし、ということでかえって奥さんの負担になってしま

う、ということです。だから、育児休暇の制度ができて、休暇を

取ります、という男性に対してもっと、そこで何をすればよいの

かをきちんと意識していってほしいと思います。男性も育児に参

加するということをしっかり理解してから取得しなければ意味が

ないので、そういうことを促進するためのセミナーや、実際に育

児休暇を取った人の具体的な例を紹介するような記事とか、奥さ

んの「こんなことをしてもらいたい」というような意見とかを知

ってもらう機会があるとよいのかな、と思います。  

会長：セミナーでやるとか、良いかもしれないですね。男性の料理

教室は、すごい人気と聞いています。そういうこともいいかもし

れないですよね。他には何かございますか。  

委員：先ほど櫻木先生がおっしゃった３０％の目標値の理由を書い

た方がいいんじゃないのかというのにすごく賛成なんですけど、

書くとしたらどのように書くのかなというのがちょっと疑問に思

っています。  

所長：３０％については、国の方で３０％とうたっていますので、
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まず目標としては、当然そこで十分というわけではないのですが、

とりあえず国と動きを合わせた形で３０％にするというような記

載を考えています。  

会長：用語解説とかに入れるとか、いかがでしょうかね。  

委員：３０％が国の資料に書いてあるからということなのですが、

そもそも国の資料が３０％をなんでそれにしたのか、３０％いる

ことによって意見がちゃんと吸い上げられる、とかたぶんそうい

うことじゃないかなと推測したのですが、２０ではなく３０必要

だという根拠が必要かと思います。  

  あと育休のことで言うと、女性側にも夫が育休中だったらちゃ

んと分担するという意識も確かに両方必要で、そうでないと本当

に育休取って外に行っちゃう人が出てしまうと感じます。  

会長：副会長からチャットが入りましたので、お願いします。  

副会長：ご意見ありがとうございます。おっしゃる通りだなと思っ

ております。一番気になっておりましたのは最初のところですね。

その国が３０％と言っているから、それに基づいてやるのだとい

う点が気になります。行政側としては理解できるんですけれども、

櫻木先生が繰り返しおっしゃっておりましたが、なぜそうなのか、

理論的なバックグラウンドをきちんと抑えずして国が言っている

から３０％にしてしまうということ自体が、本当に江東区が理解

しているのか、というところが伝わらないのではないかと思いま

す。櫻木先生が最初におっしゃっていましたけれども、やはりき

ちんと江東区はわかっているんだと、いろいろな背景をわかった

上でそういった態度を取っているんだということを示すことによ

って、区民が区に誇りを持てるというところにもつながってくる。

きちんとわかっていると示すことは必要ですので、国が３０％だ

から自分たちも、というところを変えていただければなと思って

います。  

会長：櫻木委員からも意見が入りました。どうぞ櫻木委員お願いし

ます。  
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副会長：本来は５０％、３０％は最低限のレベル。それを切るとダ

メな国だし、ダメなところだという話なので。３０％で満足とい

う話でもないでしょうし。政治家とか意思決定する側が不勉強な

ので、そういう国に生きていること自体が恥ずかしい。でもそこ

は国を形成する自治体であるとか住民一人ひとりの意識の問題な

ので。５０％：５０％が本来なら普通です。そのために努力する

のが当たり前で、努力してみんなでやっていく、というのが当た

りまえなので。自治体として個人の自主努力で頑張れというのは

よくないという風に考えております。  

会長：関口さんから何かご意見ありましたでしょうか。  

委員：提言のところで、女性の意識の低さがひっかかったんですけ

ど、これはどなたかがおっしゃってくださったので、その通りだ

と思います。あれが現実だと思うんですけど、それが前提のよう

に書かれるとちょっと引っかかると思いました。書くとなると難

しいですが。それを受けて実態を調査してみたいな文言があった

気がするのですが、そこに任せちゃえばいいのかなという気がし

ました。  

会長：会長でも考えてみますので。他に何かご意見ありますか。  

委員：今のところ私も気になっていたんですけど、現在は特になぜ

というところの実態の調査をしたわけではないんですね。  

所長：なぜかいう調査はしていないと思います。当然どうして管理

職試験を受けないのかということについては、アンケートはとっ

ています。所管課で対象の方にアンケートを取って、こういう傾

向なのでこういう研修をして、受験を促すというところが所管で

やっていることです。所管の個別計画との整合性もあるので、現

段階では３０％がギリギリで厳しい状況と話を聞いています。こ

こはなぜというところも踏まえて簡単に書いておきたいと思いま

す。そのほかについては皆様のご意見を反映して、答申の前にお

送りしようと考えております。  

会長：特に調査結果があるということではなさそうです。  
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委員：私が言いたかったこととしては、もし何か実態調査をしてい

て、そこから事実として言えることがあれば数値を加え、あるい

は実態がわからなければそこを深堀するところからやります、と

いう風に書けばいいのでは、という意見でした。  

副会長：その点なのですが、おそらく区の職員さん全体にそのアン

ケートをしてもなかなか出てこない部分だと思うので、両副会長

が申し上げたのは、一般的な社会調査、社会学の知見に基づいた

発言だったということです。そこの部分を深堀するような形で書

くのは難しいので、そうではなくて、例えば女性自身の意識の問

題だとか自己評価の低さの背景にあるものを理解した上で、です

とか個人のニーズに寄り添うような形で、というような表記で、

女性自身が問題なのではない、社会的な要因があるということま

ではわかっているので、それに基づいて何かアプローチをする、

という姿勢をみせる文章にすべきだと思っております。  

会長：櫻木委員どうですか。  

副会長：既に行政の方はご存じだと思いますが、男女共同参画に関

わる白書では、このような調査は実際はあるがそういう背景分析

をやっていない。表面的には、受ける気がない、受けていないと

いうことはわかっているけれども、それがなぜなのかは誰も調査

していません。社会学のこれまでの知見にもとづく仮説であって、

どの仮説を取るかの話になっています。だけど多くの場合、本人

の意識を規定する社会的構造に問題があるということを否定する

根拠が全くないので、そういうことで、社会構造、家庭の問題、

親御さんの問題、育ってきた背景、学校教育に起因すると考える

のが合理性が高いと我々研究者は考えています。社会学的な検証

方法はないと思います。  

会長：私も今の櫻木先生の考えに賛成で、社会構造とか慣習だとか

で形成されている、という難しい問題だと思います。非常に大事

な事だと思います。他にご意見ございますか。所長の方から何か

ありますか。  
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所長：社会構造などが原因になっているということ、いただいたご

意見を元に反映したいと思います。  

会長：審議会の意見なので、自由に書けるところだと思います。他

にご意見はいかがでしょうか。  

委員：特に追加コメントは、今日はございません。  

会長：ありがとうございます。他に皆さん、何かありますでしょう

か。また何かありましたら、２９日までにお送りいただければと

思います。最終的には事務局と会長でまとめさせていただきたい

と思いますので、その点よろしくお願いいたします。  

 

５ . 閉会  

会長：  それでは本日の審議会はこれにて閉会いたします。次は２月

１５日の予定です。本日はどうもありがとうございました。  

 

以上 


