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会議録 

１ 名称 第９期第７回江東区男女共同参画審議会 

２ 日時 令和３年６月２８日（月）午前１０時００分～１１時２８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（オンライ

ン）、櫻木晃裕（学識経験者・オンライン）、下島真希、 

神保惠一、鈴木智美、関口朗太（オンライン）、田中英之、 

古谷英恵（学識経験者・オンライン）、松山亜紀（オンライ

ン）、宮地 明子、余語 恵利華、吉安 愼二 

［区側］ 

   総務部長 伊東直樹 

   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 早川文愛 

管理係長 小寺勇 

管理係員 富所弘美、久保勝広、丸山ひろみ 

５ 議題 １ 令和２年度進捗状況調査報告書について 

２ ＬＧＢＴ等電話相談及び男性ＤＶ電話相談について 

３ 令和３年度（第９期）審議会の運営について 

６ 議事要旨 別紙のとおり 

７ 資料 資料１－１ 「男女共同参画ＫＯＴＯプラン」（第６次行動計画） 

令和２年度進捗状況調査報告について 

資料１－２ 「男女共同参画ＫＯＴＯプラン」（第６次行動計画） 

令和２年度 進捗状況調査報告書 

資料１－３ 「男女共同参画ＫＯＴＯプラン」（第６次行動計画） 

令和２年度 進捗状況調査報告留意点 

資料２    ＬＧＢＴ等電話相談及び男性ＤＶ電話相談について 

資料３    令和３年度（第９期）審議会の運営について 



 -2-

参考１   第５回江東区男女共同参画審議会議事録 

参考２   第６回江東区男女共同参画審議会議事録 

参考３  「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） 

参考４  「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）概要版 

・江東区男女共同参画審議会 意見シート 

・席次表 

・公開講座チラシ 

※参考３及び参考４は、会議後回収 

 

 

８ 摘要 欠席  １名（藤森京子） 

傍聴者 ０名 

９ 次回日時 令和３年１０月２８日（施設見学） 

１０ 次回場所 見学施設 
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＜別紙議事要旨＞ 

１ 開会 

【所長】それでは、定刻になりましたので、第９期第７回の江東区男女共同参画審議会を開会い 

たします。本日は、お忙しい中御出席いただきまして、誠にありがとうございます。これ 

より着座にて失礼いたします。 

    本審議会の定足数は、８名でございます。本日は委員定数１５名のうち、出席委員は会 

   場が９名、オンラインに櫻木委員、古谷委員、関口委員、松山委員、金子委員の５名で、 

   合計１４名です。欠席は藤森委員１名ということになっております。よって本日の会議は、 

   定足数を満たしておりますことを御報告いたします。また、本日の傍聴希望の方はいらっ 

   しゃいません。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、議事作成の都合上、御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。また、発言の前にお名前をお願いいたします。 

    それでは、初めに、審議会委員の変更がございましたので、御紹介いたします。労働相 

談情報センター亀戸事務所長の御異動によりまして、奥山委員から宮地委員に変更となり 

ました。宮地委員に一言、自己紹介をお願いいたします。 

【委員】御紹介いただきました宮地と申します。人事異動によりまして、今年の４月１日に労働 

相談情報センター亀戸事務所に着任いたしました。以前は、労働行政分野にはあまりおら 

ず、直前には能力開発センタ－に２年間おりましたが、商工分野や、統計、農林水産など、 

東京都の産業労働局の中を転々とする期間が割と長い経歴です。男女共同参画に関しては、 

これを機会に、いろいろ勉強させていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願 

いいたします。 

【所長】宮地委員、ありがとうございました。続いて、本日の会議資料について確認させていた 

だきます。最初に、机上に配付させていただいたのが、会議次第、席次表、また、左上に 

参考と表示があります男女共同参画ＫＯＴＯプラン２０２１の概要版と、同じく本書にな 

ります。また、当男女共同参画審議会の意見シート、それから公開講座のチラシ１枚と 

なっております。また、皆さまに資料をお持ちいただきましたのが、資料１－１、資料 

１－２、資料１－３、資料２、資料３、参考１、参考２となります。参考の男女共同参画 

ＫＯＴＯプラン２０２１につきましては、会議後、事務局が保管いたしますので、会議後 

は机の上に置いたままお帰りください。また、資料が不足している方はいらっしゃいます 

か。それでは、開会に先立ち、総務部長より御挨拶をいたします。 
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【総務部長】おはようございます。総務部長の伊東でございます。この４月の人事異動で総務部 

長に着任いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、江上会長はじめ、第 

７回男女共同参画審議会に、お忙しい中、またコロナ禍の中、御出席いただきまして、誠 

にありがとうございます。昨年度策定いたしました第７次の男女共同参画行動計画を、机 

上に配付しておりますが、この計画に基づきまして、４月から第７次行動計画をスタート 

させていただいております。また、これに伴いまして、今年度から始める新規事業も、後 

ほど説明がありますが、準備を進めているところでございます。 

気になるのが、コロナでございます。コロナによりまして、我々の社会生活や経済活動 

がいろいろ制限を受けているところですが、現在、江東区でも、区内のスポーツセンター 

６か所及び１８０のクリニック等で個別接種、この２本立てで、ワクチン接種を進めてご 

ざいます。社会的免疫ができたあかつきには、また元の社会に戻れることを、私としても 

期待しているところでございますが、先行きは、分かりません。もしかしたら、このよう 

な状態での、ニューノーマルの生活になってしまうのかもしれませんが、そのような中に 

ありましても、男女共同参画社会の実現に向けまして、着実に計画を進めてまいりたいと 

思います。また、計画の進行にあたりましては、審議会等を通じまして、皆さま方からの 

御提言を受けまして、着実に推進を図っていきたいと考えているところでございますので、 

どうぞよろしくお願いいたします。 

    甚だ簡単でございますけれども、冒頭の挨拶とさせていただきます。本日は、どうぞ、 

   よろしくお願いいたします。 

【所長】ありがとうございました。では、次に、今年度、事務局に異動がありましたので、改め 

て、私ども事務局の出席者を御紹介いたします。私は、男女共同参画推進センタ－所長の 

川辺と申します。よろしくお願いいたします。次に、私の奥におりますのが、人権推進課 

長の壽賀でございます。 

【人権推進課長】壽賀でございます。よろしくお願いいたします。 

【所長】私の後ろにいますのが、この４月１日に着任いたしました、男女共同参画推進センター 

管理係長の小寺です。 

【管理係長】よろしくお願いします。 

【所長】そして同じく４月１日に着任異動になりました男女共同参画担当、こちらの審議会の担 

当の早川です。 

【男女共同参画担当】よろしくお願いいたします。 
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【所長】その他、本日、管理係職員とセンターの窓口、講座業務を委託している職員が何名か同 

席しております。 

次に、本日の予定になります。まず、議事１では、令和２年度の進捗状況調査報告につ 

いて、議事２では、７月より開始予定のＬＧＢＴ等電話相談及び男性ＤＶ相談等について、 

議事３では、令和３年度審議会の運営について、以上、議題は３点でございます。また、 

遅くなりましたが、昨年度の第５回と第６回の審議会議事録を作成いたしましたので、参 

考資料としております。本日の議事において、意見がなければ御承認ということで、議事 

録を確定させていただきます。 

    それでは、この後の議事進行は会長にお願いしたいと思います。江上会長、よろしく 

お願いいたします。 

 

２ 議題１ 令和２年度進捗状況調査報告について 

【会長】皆さま、おはようございます。御苦労さまです。コロナが収まっていくのかと思いまし 

たら、東京が不透明で、少し心配はありますけれども、本日は、よろしくお願いします。 

    早速議事に入りたいと思いますが、議事１、令和２年度進捗状況調査報告について、所 

長から御説明をお願いいたします。 

【所長】それでは、着座にて失礼いたします。はじめに、令和２年度の進捗状況報告についてで 

す。今年度より、新たな行動計画に基づき施策を展開することとなっておりますが、本日 

は、前計画であります第６次行動計画の令和２年度進捗状況の調査報告についての御説明 

となります。まず資料１－１は概要版で、資料１－２の調査報告書から主な取組を抜粋し 

たものでございます。これから資料１－２は報告書と読み替えさせていただきます。また、 

資料１－３は進捗状況の中で今後の予定が継続以外の理由についてその理由を記載した 

資料となります。 

    それでは、資料１－１を御覧ください。まず課題１、男女平等の意識づくりについてで 

す。課題１は、行動計画の重点課題の一つとしているものでございます。主な取組として、 

男女共同参画学習事業の推進を挙げております。令和２年度の実績でございますが、学習 

講座を２９講座企画いたしました。新型コロナウイルスの影響で定員をおおむね半数にし 

た影響もあり、前年と比べ受講者が１４１名減少しております。なお、資料１－２は課題 

の学習講座を含む全ての事業の一覧表ですので、後ほど御参照願います。 

    次に課題２、男女平等教育の推進についてです。主な取組といたしまして、男女混合名 
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   簿の拡充がございます。幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校の全校において男女混 

合名簿を現在使用しております。また、個性や性別役割を多様にとらえた図書・資料の提 

供としては、教育委員会により小・中学校、幼稚園において、関連図書や資料の配置と充 

実を図るよう、研修会等において指導や助言が行われ、図書館に関係資料が１４４タイト 

ル、３６８点購入されております。 

    次に課題３、生涯を通じた心とからだの健康支援についてですけれども、主な取組とし 

て、男女共同参画学習講座のうち、性の多様性について考える講座の開催を実施いたしま 

した。当センターでの講座の受講生が２７名で、学校における出前講座は合計１５５名の 

方が参加しております。令和元年度ではセンターの講座が１講座の開催で、出前講座は新 

型コロナウイルスの影響で中止となっております。 

    次に課題４、働く場における男女共同参画とワーク・ライフ・バランスの推進について 

   です。課題４は重点課題の１つとしているものでございます。主な取組として、こうとう 

若者・女性しごとセンターにおける就労支援実施がございます。しごとセンターで正社員、 

パート、アルバイト及び内職求人とのマッチングを実施し、５４２人の採用が決定してお 

ります。主な取組の２つ目は、ワーク・ライフ・バランスに関する情報提供啓発でござい 

ますが、これは当センターで実施する講座やセミナーのうち個人向けに働く人のメンタル 

ヘルス講座を実施し、５講座のうち残りの４講座は、令和元年度は新型コロナウイルスの 

影響で実施できませんでしたけれども、令和２年度は表記のような企業向けの講座を実施 

いたしました。 

  恐れ入りますが、２ページ目を御覧ください。次に課題５、仕事と育児・介護の両立支 

 援についてですけれども、主な取組は子育てひろば事業です。家庭で子育て中の保護者・ 

就学前児童を対象に、親子が一緒にのびのび過ごせる場を提供し、子育ての仲間づくりや 

情報交換を促進しており、児童館等で実施しております。利用延べ人数は、１６万８,６ 

４３人となっております。 

    次は課題６、地域における男女共同参画の推進についてです。主な取組はパルカレッジ 

を挙げております。職場や地域におけるリーダーシップを発揮していただく人材育成を事 

業の目的として全８回の開催を予定しておりましたが、令和２年度は新型コロナウイルス 

の影響により中止しております。 

    次に課題７、政策・方針決定過程における男女共同参画の推進についてです。課題７は 

重点課題の一つとしております。主な取組として、審議会等への女性の参画推進を挙げて 
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おり、令和２年度の参画率は２９.８％となっております。その内訳といたしましては、 

報告書の２９ページの後に資料編として、令和３年３月３１日現在の本区の審議会等への 

女性の参画状況を記載しております。審議会等は合計で５９ありまして、女性がいない審 

議会等の数が元年度は１でしたが、委員の交代等により３となっております。会議体に 

おきましては、女性委員のいない審議会等に対するゼロから１への働きかけの提言を今後 

も継続し、女性委員のいない会議体のゼロと全体の参画率の向上に努めてまいります。 

    次に課題８、ＤＶの防止と被害者の支援についてです。課題８は重点課題の一つとなっ 

ております。主な取組の１つ目は、区民に対する情報提供・啓発の推進を挙げております。 

広報紙である「パルカート」の中に、女性の悩みとＤＶ相談という見出しで事例紹介や 

ＤＶチェックリスト、ＤＶ相談の窓口などを掲載し、意識啓発を図っております。またデ 

ートＤＶ防止の出前講座の実施として中学校２校で行いまして、合計２４８名の方が参加 

されました。 

    ２つ目の主な取組は、相談窓口の充実です。女性のなやみとＤＶ相談は、電話相談が 

３,３１０件で、面接、出張面接、同行支援が６４８件となっております。相談窓口の周 

知としましては、毎月の区報の欄外に女性のなやみとＤＶホットラインの電話番号を掲載 

しており、ホームページにも掲載しているところでございます。 

    また、女性のための法律相談は、女性弁護士３名により各弁護士に毎月相談に応じてい 

ただいております。令和２年度の面接、相談件数は７９件でございます。 

    次に課題９、性暴力、セクシュアル・ハラスメントや虐待などの防止と被害者支援につ 

いてです。主な取組の１つ目は、性暴力被害者への相談窓口の開設です。性暴力被害者の 

方を対象に、精神科医によるカウンセリングを実施し、令和２年度は新型コロナウイルス 

の影響で４月、５月は中止いたしましたが、その後は再開し、１９件の相談がありました。 

主な取組の２つ目は、相談窓口を充実として、高齢者と障害者への虐待に関する相談窓 

口の充実を挙げております。令和２年度の実績は、それぞれ高齢者は４,７７６件で、障 

害者が２３４件でございました。 

最後に課題１０、推進体制の充実についてです。主な取組として区民との協働・交流の 

充実として、男女共同参画フォーラムについて掲載しております。こちらは年一回実施し 

ているもので、令和２年度は１０月２５日の日曜日に開催いたしましたが、こちらも新型 

コロナウイルスの影響で規模を縮小して開催し、６つの企画で延べ９８人の参加がござい 

ました。全体的に新型コロナウイルスの影響により実施できなかった事業や実績が前年度 



 -8-

より減少した項目が多くございました。 

    恐れ入りますが、ここで資料１－３を御覧ください。資料１－３は、進捗状況の中で今 

後の予定が継続以外の事業について、その理由を掲載した資料ですが、全部で１４項目ご 

ざいます。そのうち充実する事業は１０件で、子ども家庭支援センター増設による実施場 

所の増加等は５件あります。見直しの事業はございません。終了する事業は４件で、既存 

のほかの事業に統合する事業が２件、その他の２件は当センターで実施するパルカレッジ 

終了後のステップアップ事業で、近年の受講者希望の減少により終了するものです。 

    説明は以上ですけれども、本日欠席の委員から御質問がございますので、御報告いたし 

ます。まず資料１－１について、課題２の男女混合名簿の拡充ですけれども、「全て男女 

混合名簿にしようということは、長年取り組んできた目標を、遂に達成したということで 

しょうか。だとすると、これまでネックとなっていた中学校へはどのような働きかけをし 

たのか、ぜひ具体的に教えていただきたいです」という御質問です。御回答といたしまし 

て、全ての区立の学校現場で男女混合名簿が使用されたことは、一応の目標達成と考えま 

すが、さらなる男女平等等の教育の推進が必要であると考えております。教育委員会から 

は、これまでも校園長会において、男女混合名簿の使用をお願いしておりましたけれども、 

各種データのひもづけ等の課題があり、名簿の使用は進んでおりませんでした。課題解決 

の要因となるシステム変更に合わせて、男女混合名簿を使用することを、平成３０年度の 

校園長会で再度お願いし、令和元年度のシステム改修後、各学校が対応したとの回答をい 

ただいております。 

 次に、資料１－２の４ページになりますけれども、課題２、施策の３－４、男女平等の 

視点に立った教育相談の実施のうちスクールソーシャルワーカーの活用についてです。 

「派遣訪問回数が、２年度が１,０３６回と元年度の７６７回に比べて増加していますが、 

コロナ禍において、訪問することが難しかった時期もあるかと思います。リアル面談だけ 

でなく、オンラインによる面談なども行っていたのでしょうか」という御質問です。御回 

答としては、増加した理由として、まずコロナにより相談件数が増加しておりました。た 

だ、２年度から相談員を１名増員して４名から５名にしておりますので、その増加した件 

数に対応できたとのことです。またオンライン面談は２年度の途中から実施して、５２回 

行っております。 

次に、資料１－２の７ページの課題４の施策９や、１３ページの課題５、施策１１の４ 

の子育て関連の講座開催についてです。「コロナ禍で講座自体の開催が大変だったと思い 
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ます。中止せず実施していただき、参加者が前年度より増加している講座もあったという 

ことを知りました。感染対策を万全にしながら、今後も継続実施を期待いたします」とい 

う、こちらは御感想をいただいております。 

    次に、資料１－３の３ページを御覧ください。４段あるうち１番目と４番目のパルカレ 

ッジ・ステップアップ支援セミナーについてです。「独自の取組として長年注力していた 

ように感じていたので、終了するのは残念に感じます。受講者減少は昨年度のコロナ禍の 

影響も大きいと思います。オンラインセミナーに切り替える等、形式を変えての開催は検 

討されなかったのでしょうか」という御質問です。まず、受講生は年々減少していました 

ので、特にコロナとの直接関係はないと考えております。また、カレッジ終了に、男女共 

同参画フォーラムの実行委員に参加される方が多いこともあり、より実践的な活動の場へ 

の参加を支援するとともに、オンライン等の検討はしておりませんけれども、カレッジ事 

業を充実するため、ステップアップセミナーの経費を振り替える予算交渉を行いました。 

私からは以上でございます。 

【会長】ただいまの所長からの説明について、何か御質問、御意見はございますか。 

【委員】御報告いただいた様々な計画の中で、中学校に出張講座で実施している項目が幾つかあ 

りますが、この出張講座というのは、学校からの要請なのか、それとも区のほうで順番に 

回っていく講座でしょうか。また、全ての中学校に行き渡る講座なのでしょうか。 

【所長】センター所長です。学校への出前講座ですが、今、ＤＶの関係で３つの内容があります 

が、やり方としては、年度当初に学校長宛てと養護教員宛てに、出前講座の案内を送付し、 

希望する学校は申し込みをします。希望する学校が何校かあれば、それに対応しています 

が、予算枠は４校分です。昨年の場合は、６校の希望がありましたので、２枠増やしまし 

た。その分全体の講座から、２枠を削る対応をしました。全校から希望があると対応でき 

なくなりますので、その場合は、過去にやっていない学校を優先したり、お断りする場合 

もあります。対象は全校ですが、全校できるわけではない、ということになります。 

【委員】ありがとうございます。この講座は、中学校では、何かの授業の一環として受講させて 

いるのでしょうか。また、受講した生徒たちに、受講後のアンケートを取り、そのアンケ 

ートの結果を、区でデータ化して何かに役立てているのでしょうか。 

【所長】授業の一環として、授業のカリキュラムの中にはめていただいて、１時間半など時間を 

取っていただいております。アンケートは必ず取っており、学校から男女共同参画推進セ 

ンターに、フィードバックしていただいております。ただし、それを細かく分析をして、 
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データ化はしておらず、全体的に読ませていただいて、中学生の考えや感想を読み、それ 

を踏まえて、次の講座の参考にしております。 

【委員】ありがとうございます。特にこの課題３については、中学生の頃から、このような様々 

   な理解を深めていくことが、やはりこれからの社会に必要なので、彼らがきちんとした 

   知識を持って育ってくれることが必要なので、これからも、しっかり続けていただきたい 

と思います。ありがとうございました。 

【会長】ほかに、いかがでしょうか。 

【委員】資料１－２から２つほどお伺いしたいのですが、まず、１５ページの施策１４の１番、 

「まちづくりに男女共同参画の視点を活かすしくみづくり」の中の、「ユニバーサルデザ 

インまちづくりのワークショップの開催」の中で、令和２年度の進捗状況の文章に、「 

２０名が女性で、やさしいまちづくりを推進した」とありますが、男性が読んだら、ど 

のような気持ちになるのか、不思議な文章だと思いました。例えば、これはユニバーサル 

デザインまちづくりのワークショップですから、女性が多い状態でユニバーサルデザイン 

のまちづくりを推進した、などの表現はいかがでしょうか。２点目ですが、８ページ、 

「３ 男性に対する育児への参画促進」、その２つ目の枠の、「家庭教育講演会」ですが、 

私、幼稚園の会長をしておりまして、江東区区立幼稚園ＰＴＡ連合会についても、割と近 

くでいろいろ見ていたのですが、江東区区立幼稚園ＰＴＡ連合会主催の講演会ですが、 

我々取材する側、テーマを考える側からすれば、男性のことは、全く意識しておりません 

でした。参加する方も、区立幼稚園は女性が多くて、ほぼ、私の知っている限りは約９９. 

９％は女性です。ですから、この講座に関して、「男性に対する育児への参画促進」とい 

う枠に入っていることは、少し違和感があります。 

【所長】最初のユニバーサルデザインについてです。この回答は、基本的に所管課で書いて、こ 

ちらでもチェックをしますが、そこまで読めませんでした。そのような御意見もあるので、 

女性だけでなく、いろいろな方の視線が必要です、という形で所管課にフィードバックさ 

せていただきたいと思います。もう一点の家庭教育講演会ですが、おそらく、昔からこの 

枠に入っておりまして、所管課と確認して、新しい行動計画では、枠組が少しずつ変わっ 

てきますので、その辺も踏まえて検討させていただきたいと思います。 

【会長】ほかにございますか。 

 資料１－２の６ページで、「政策７ 女性の活躍推進」「子育てでキャリアを中断した女 

性の再就職支援」ですが、コロナ禍で特に、本日は情報相談センターの所長もいらっしゃ 
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いますが、特に女性労働者に対して、その中でも非正規型の労働者に対する影響が男性と 

比べて非常に大きいという分析結果も出ています。そのようなことについて、例えば、以 

前にあったと思うのですが、労働情報センターと江東区で共催のような形で、何かできな 

いのかと思うのですが。男女共同参画に向けて、労働関係の知識ですとか、非正規型、特 

に女性労働者は影響を受けておりますので、その辺を工夫して行うのはいかがでしょうか。 

以前、江東区との共催で情報センターにおいて講座を行い、講師で呼ばれることがあった 

のですが、最近はあまりないなと思っているのですが、いかがでしょうか。 

【委員】６月が男女雇用平等の推進月間と位置づけておりまして、先日、墨田区と共催で行った 

ところです。年度の計画を、どの時期に立てるかというのは、おそらくこれから来年度の 

計画をして、今年度促しつつというところかと思います。なぜ、今年が墨田区だったのか、 

来年度はどこになるのかについては、わかりません。所管区がありますので、セミナーの 

内訳としては男女平等と、労働者向け、もちろん非正規含めてです。他に事業者向け、働 

き方改革などそのようなものを、年に何本か開催しておりますので、来年度以降、検討す 

るに当たって、可能であれば、江東区も検討したいと思います。 

【会長】江東区も所管だと思いますので、お願いします。 

【委員】もちろんです。 

【会長】コロナで行いませんでしたが、区民まつりにも参加していただいおりますので、ぜひ、 

よろしくお願いしたいと思います。 

【委員】こちらこそよろしくお願いします。 

【会長】ほかには、ございますか。 

【委員】進捗状況と留意点など、主な取組で廃止、継続というのは、判断していらっしゃいます 

が、できればこの取組を開始する際に、継続か終了かのゴールのような判断基準を施策の 

開始時に設定しておくと、終了と継続の判断というのは容易になるかなと思います。それ 

ぞれの取組についてのゴールをあらかじめ設定しておいたほうが、その判断にもつながり 

ますし、より定量的にこの施策の効果を判断するのに使えるかと思いますので、可能であ 

れば、それぞれの施策に対してのゴール設定を、定量的にしていただけるとよいかなと思 

いました。 

【会長】所長はいかがですか。 

【所長】はっきりとこのようになったら終了、継続、というのは、見た目で分かる数量があると 

良いのですが、各事業で予算等がありますし、各所管のいろいろな状況がありますので、 
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その辺の来年度の予定というのは、所管の判断になってしまいます。御意見として、考え 

させていただきますけれども、少し難しいかなという点はございます。御意見ありがとう 

ございました。 

【会長】例えば、パルカレッジステップアップ支援セミナーは終了になっていますが、理由が受 

講者減によりとありますが、これは、コロナの影響もあると思いますので、その影響がな 

くなれば、もしかすると受講者も増えてくるかもしれません。支援は大事と思いますのに、 

残念な気がします。終了したら、もう二度と復活しないのでしょうか。 

【所長】ステップアップセミナーについては、昨年は、コロナでパルカレッジ自体がなかったの 

で、ステップアップ研修も行いませんでしたが、それまで徐々に減ってきていたというこ 

と、また、先ほど申し上げたように、より実践的なフォーラムの実行委員など即戦力とな 

っていただく方が多いので、パルカレッジの事業をさらに広めるために充実をさせたいと 

考えました。ただし、この御時世で、予算がつきません。そのため、予算課と検討しまし 

て、スクラップ・アンド・ビルドという形で、ステップアップ研修は徐々に受講率も減っ 

てきたので廃止して、その分の経費をパルカレッジの事業経費に振り替えました。需要が 

多くなってきて、またやりたい、ということであれば、当然、復活のことも考えなくては 

いけないと思います。その場合、予算等の問題もありますので、希望や需要が多ければ、 

復活という形で考えることはあると思います。 

【会長】ほかには、ございますか。 

【委員】ありがとうございます。資料１－２の９ページ「児童館行事への父親の参加促進」です 

が、令和２年度の進捗状況で、南砂児童館が開催した「りすさんひろば（土曜日）１８回、 

７４組、１８８人」は、突出して参加人数が多いと思うのですが、児童館が開館している 

のが平日だけなのでしょうか、土日も開館しているのでしょうか。土曜日と謳っていると 

いうことは、ほかの行事は平日開催なのかと思いました。父親が参加しやすいということ 

であれば、土曜や日曜の開催を主に謳ったほうが良いと思いました。その辺を教えてくだ 

さい。 

【所長】定かではないのですが、おそらく、児童館は平日で、土日は基本的には休みだと思いま 

す。土曜日に開催したというのは、平日に仕事の方を集めたくて、児童館で特別に開催し 

たのだと思います。毎回土日にしますと、シフトの問題などもありますので、難しいと思 

います。おそらく、この行事は、父親に多く参加してほしいから土曜日に行おう、という 

ことが考えられますので、御意見については所管課に伝えさせていただきたいと思います。 
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【委員】ありがとうございます。 

【会長】父親に参加してもらえたほうが良いですね。土日で開催することは、良い意見だと思い 

   ます。ほかには、いかがでしょうか。 

 

３ 議題２ ＬＧＢＴ等電話相談及び男性ＤＶ電話相談について 

【会長】続きまして、議事の２ ＬＧＢＴ等電話相談及び男性ＤＶ電話相談について、所長から 

御説明をお願いします。 

【所長】それでは、議事２について御説明いたします。資料２を御覧ください。 

    最初に、ＬＧＢＴ等電話相談についてです。１の開催趣旨は記載のとおり、日常生活に 

おいてＬＧＢＴ等当事者の方やその周囲の方が抱える悩みに対して、電話相談窓口を７月 

より開設するものでございます。２の相談日は、７月１５日より毎月第３木曜日の１７時 

から２０時です。３の対象は、江東区在住、在勤、在学の方で、本人だけでなく、家族や 

支援者などからの相談も受け付けます。４の相談方法は、電話相談が基本で、予約制では 

ありません。なお、必要に応じて面談も行います。５の相談員は、他の自治体で相談経験 

のある専門相談員となります。６の広報につきましては、６月２１日号の区報とホームペ 

ージに掲載し、庁舎や区関係施設に啓発用のカードを置き、江東区の公式ツイッターやフ 

ェイスブックでも配信いたします。７の相談例としては、生まれ持った性別に違和感があ 

る、周囲がＬＧＢＴ等に理解がない等々の表記のようなものを想定しております。 

    続きまして、裏面を御覧ください。次に、男性ＤＶ電話相談についてです。１の改正趣 

旨は、記載のとおり、現在の女性の相談窓口とは別に、男性もＤＶ相談をできるように、 

こちらも、７月から専門の相談窓口を開設いたします。２の相談日は、７月１日より毎月 

第１木曜日、１６時から２０時。３の対象は、江東区の在住、在勤、在学の男性です。４ 

の相談方法は、こちらも電話相談が基本で、予約制ではございません。こちらも必要に応 

じて面談を行います。５の相談員は、男性の専門相談員です。６の広報についてでは、Ｌ 

ＧＢＴ等の相談窓口と同様となっております。７の相談例としては、表記のものを想定し 

ております。 

    説明は以上ですが、議題２について、欠席した委員から御質問がありましたので、ご報 

報告いたします。「ＬＧＢＴ等及び男性ＤＶ電話相談事業の開設は大変重要な取組かと思 

います。それぞれ専門相談員が対応するとありますが、どのような専門家が対応するので 

しょうか。」という質問です。回答といたしましては、相談業務は事業を委託して行いま
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す。契約の仕様において、臨床心理士等の資格を有している者か、同等の能力を有してい 

る者としておりますが、資格を有している相談員の確保はなかなか難しく、他の自治体で 

同様の相談業務を経験した方が担当することとなります。 

【会長】今の所長の説明に関しまして、何か御質問や御意見ございますか。 

【委員】ＬＧＢＴ電話相談について質問です。これは、大変画期的な取組だと思いますが、ＬＧ 

ＢＴ等で悩むのは大人もですが、おそらく、思春期の子供たちも同様で、今、それで自殺 

が多いという話も話題になっているかと思います。この広報プランですと、ほとんど大人 

の目にしか触れないところだと思うのですが、学校など、子供たちがそのような相談窓口 

があることを知るような方法などは、プランにないのでしょうか。 

【所長】電話相談は、学生の方でも結構なのですが、確かにこの周知方法ですと、あまり学生の 

目に留まらない部分があると思います。しかし、学校との関係がありますので、男女共同 

参画推進センターとしても、まず、需要がどれぐらいあるかというのも手探りの状態です。 

各区の状況を調べましたけれども、取りあえず行ってみて、というところがあります。学 

校現場からすると、ＬＧＢＴ等を含めた生徒の悩みなどについては、相談体制ができてい 

るという回答はいただいておりますが、それでも、なかなか学校では相談しづらいという 

方もいらっしゃるかと思うので、今後の教育委員会との検討の課題とさせていただきたい 

と思います。 

【委員】分かりました。ありがとうございます。 

【会長】ほかに、いかがでしょうか。 

【委員】資料２の裏面の男性ＤＶ電話相談ですが、今の発言と同様に、いろいろ門戸を開けて画 

期的だとは思うのですが、新たに、男性の相談員を拡充していくというよりは、既存に女 

性の相談窓口があるのならば、あえて女性の既存の窓口を女性と限定しないで、男性や、 

今の思春期のお子さんにも門戸を開放するという形でも良かったのではないかと思いま 

す。男性を別につくってしまうと、予算もかかりますので、いかがでしょうか。 

【所長】こちらの男性ＤＶの相談については、当初、男性、女性関係なく、ということも検討い 

たしました。しかし、各区の状況を調べたときに、やはり男性のＤＶの相談件数が少ない 

ので、男女両方とも対応できる方を置くのも１案ですが、男性は男性、女性は女性の相談 

員という形になると、男性専門の方を置くと、費用対効果的には、置いたけれども件数が 

少ない、というようなこともあります。その方が、女性も対応するという案も検討いたし 

ましたが、件数がおそらく少ないだろうということと、現在の女性相談の相談員から、女 
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性の相談者は、相談場所に男性がいる、男性が関係しているというと、とても心理的負担 

が大きくなる人が多いということを聞きましたので、それらを総合的に考えて、女性と男 

性を別に分けて相談を始めるという結論に達しました。 

【委員】そこまで私自身も分かりませんでした。ありがとうございます。 

【会長】ほかに、いかがでしょうか。私も、男性は男性、ということにすこし違和感があり、本 

来、ＤＶ相談は男女問わない、どちらもあり得ると思います。ただし、男性の中には、Ｄ 

Ｖ相談に来てはいけない、という意識を持っている方もおりますので、逆差別のような感 

じですが、同じになるまでは、男性ＤＶ相談も仕方がないと思います。専門員も、先ほど 

の意見にありましたが、女性専門、女性だから男性の相談を受けられないというわけでも 

ないと思いますし、どちらでもでも良いという感じがしております。さらに、弁護士とし 

て、区の法律相談などいろいろな相談員をしておりますと、男性被害者のＤＶ相談が、何 

件もあります。簡単には離婚もできない、どうしたら良いかと相談を受けたときに、相談 

員は女性だから相談しにくいのではなくて、弁護士という法律的な専門家だという目で見 

ているので、守秘義務もあるので全部話してくれるのではないかと思います。男性が来た 

から、男性に相談したほうが良いのではないかと感じたことはないので、専門家ですので、 

どちらでも良いと思います。特に男性の場合、相談しにくいということがあると思います 

ので、それを相談しやすくするには、どうのようにしたら良いのか、その辺を考えるよう 

お願いいたします。当然のことですが、プライバシーの保護もとても大事だと思いますの 

で、付記して、プライバシーは守られているので安心して御相談ください、とすると良い 

と思います。 

【所長】オンライン相談は、現状の女性の悩み相談についてもですが、いろいろハードルがあり 

ますので、検討はしておりますけれども、まだ現実には至っておりません。この先、でき 

ることならば行いたいと考えています。回数については、他区の状況を踏まえて、今は、 

男性ＤＶ電話相談、ＬＧＢＴ等電話相談ともに、月１回ですが、相談が多くなれば充実さ 

せていくことも考えております。 

次に、男性相談員に違和感があるという話ですが、専門の相談員という形で、他の自治 

体でも相談実績のある方で、どちらでも良いという方もいらっしゃると思いますが、基本 

的には同性のほうが話しやすいのではないかというところで、男性ＤＶ相談は、男性の相 

談員を充てる形を考えております。 
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４ 議題３ 令和３年度（第９期）審議会の運営について 

【会長】次に、令和３年度審議会の運営について、所長から御説明をお願いします。 

【所長】それでは、議題の３を御説明いたします。 

    資料の３を御覧ください。今年度の審議会の予定になります。令和３年度第１回が、本 

日の審議会となります。第２回は、１０月２８日（木）に、施設見学を予定しております。 

新型コロナウイルスの影響により、中止も考えられますが、ワクチンの接種等により影響 

が緩和され、実施できることを前提に進めてまいりたいと思っております。施設見学の候 

補を防災関係で２つ紙面に挙げております。この２施設は、既に仮予約をしておりますの 

で、まず、どちらを第一希望にするかということを、本日選択していただきたいと思いま 

す。また、他の施設で御希望があれば、そちらを優先に調整をしていきますが、この御時 

世なので、見学自体ができないということもありますので、調整がつかない場合は、防災 

の２つの施設のうち、選択いただいた候補に決めていきたいと考えております。 

    第３回は、今年度の実施状況の報告、先ほどの相談窓口の実績や学習講座についての途 

中経過を御報告する予定です。また、ほかにも特別な案件がありましたら、第３回で追加 

していきたいと考えております。 

【会長】所長の説明について、何か御質問、御意見はございますか。 

【委員】子ども家庭支援センターが、令和４年度に住吉と亀戸に開設するということなので、も 

   し間に合えば、住吉や亀戸の建設現場などを見たいです。 

【所長】御意見をいただきましたので、調整はさせていただきたいと思いますが、建設中のため 

難しい部分はあるかと思います。 

【委員】可能性はありますか。 

【所長】所管課に確認し、できない場合は、先ほどの２つのうち、どちらかでお願いたしたいと 

思います。 

【会長】ほかに御意見はいかがでしょうか。 

【委員】施設見学と男女共同参画審議会の関係性を教えてください。 

【所長】ほかの審議会等で施設見学しているところは、珍しいのですが、男女共同参画審議会で 

は、いろいろ知見を広めてもらうという意味で、開催していると聞いております。例えば、 

防災ですと、今回の男女共同参画行動計画の策定の際も、行政の視点や、その他のいろい 

ろな視点を含めた防災もありましたので、そのようなお話が聞けるかどうかは分かりませ 

んが、一遍にいろいろなところは行けないので、１つ選んで、男女共同参画に関する知見 



 -17-

を広めていただければと思います。 

【委員】ありがとうございます。この防災関係の施設は、個人的に行けば良いと思うので、皆さ 

まが集まるのでしたら、施策の進捗状況の確認や、出てきた問題点の共有などを行ったほ 

うが、有意義だと思います。 

【所長】ありがとうございます。審議会で、計画の策定がない年は、年度当初の夏前ぐらいと、 

次に、冬に開催します。ほかの審議会では、今回のように、前年度の実績を報告してから、 

今年度の途中経過を報告するという形ですが、それは男女共同参画審議会では、１回目と 

３回目で行います。この審議会としては、その間に施設見学を入れて、先ほど申し上げた 

ように、男女共同の知見を広めるような活動をしているというところだと、思っておりま 

す。御意見をありがとうございました。 

【会長】長年会長をやっていると、様々な施設見学をしているのですが、なかなか１人では行け 

ない所へ行けるので、参考になります。審議会で行ったときは、施設側もかなり丁寧に質 

問の機会を設けてくださるので、男女共同参画の視点から、区の施設で充実しているか、 

きちんと行われているか、ということを確認し、意見を言う機会にもなるので、役に立っ 

ていると思います。新しい発見や、ふだんあまり行けないようなところも行けますので、 

ぜひ参加していただきたいと思います。 

【委員】施設見学ですが、私も今までに何か所か行きまして、テーマの設定ですが、防災は、行 

ってみて勉強になったということはあると思いますが、優先順位からいくと、今まで行っ 

た中では、小中一貫の学校や保育所の関係などのほうが、むしろ直接的なテーマかと思い 

ます。なぜ防災なのかというと、避難所での男女共同参画や、防災を考える上でという、 

少し間接的なテーマになってしまうのではないかと思います。したがって、優先順位を考 

えて、何年に一遍は防災も良いとは思うのですが、直接的なテーマからは、少し遠いので 

はないかというのが、私の意見です。 

【会長】コロナ禍もありまして、予約が取れるのかどうか、ということもあります。申し訳あり 

ませんが、最終的には、会長と区側で決めさせていただきたいと思います。 

【所長】子ども家庭支援センターの住吉を確認しまして、ほかにないようでしたら、子ども家庭 

支援センターが駄目な場合に、この防災のどちらがよろしいでしょうか。それを本日決 

めるようお願いします。 

【委員】そなエリアは１回行っています。 

【委員】私は２回行っています。 
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【委員】近くて、同じ江東区だから良いのですが、初めての方もいらっしゃいます。 

【委員】そなエリアは家族で行ったことがあるので、本所の防災館に行きたいです。住吉は、今 

工事中で、おそらく、亀戸の子ども家庭支援センターは、既存の建物を使って改装するよ 

うに聞いておりますので、工事中ということはないのではないかと思いますので、亀戸の 

子ども家庭支援センターを希望します。 

【会長】見学は、１か所ですか。以前は、午前と午後で見学したのですが、時間的な割り振りや 

希望もあると思います。いかがでしょうか。 

【委員】以前は、お昼ご飯を挟んで２か所行きました。 

【会長】以前は、１日コースで行いました。ですから、直接的な男女共同参画に関係するテーマ 

のところと、少し変わったところに行くなど、２か所ぐらい行きました。意見シートに、 

ほかの希望があれば、遠慮なく出してください。なるべく、皆さまの行きたいと施設に決 

定したいと思っております。決めるのは、いつ頃になりますか。 

【男女共同参画担当】仮予約を入れておりますので、施設の都合上、早めにキャンセルの連絡を 

   したいと思います。意見シートに、どちらか希望をご記入いただいて、それを集計させて 

   いただきたいと思います。 

【会長】意見シートはいつまでですか。 

【男女共同参画担当】７月９日です。 

【会長】審議会に対する意見もですが、施設見学会の希望についても、意見シートにご記入くだ 

   さい。 

【所長】準備がありますので、おそらく１か月ぐらいで決めなければと思います。 

【会長】この時期ですので、コロナの影響によっては、閉館や、施設側の事情もありますので、 

どこでもというわけにはいかないと思います。それを踏まえて、会長と区側で決めたいと 

思いますので、皆さまよろしくお願いいたします。 

    議題は終了しましたが、意見や感想など、何かございましたらどうぞ。 

【委員】４年度に住吉と亀戸に子ども家庭支援センターをつくるという話ですが、有明や豊洲な 

どもできていますが、人口何人当たりに１か所など、基準はありますか。 

【部長】子ども家庭支援センターは、特に設置基準はありません。２３区の中で設置している 

平均数は、１か所か２か所が多いのですが、江東区は、これで７か所目になり、特別に多 

いです。現在、児童相談所が法改正に伴いまして、中核市以上が希望すれば設置できると 

いうことになっており、東京都が児童相談所は行っておりますが、特別区では、江戸川区 
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と荒川区等が児童相談所を設置しております。児童相談所は、どちらかというと、強権的 

に保護者と子供を分けて家庭に介入していくというのが役割ですが、子ども家庭支援セン 

ターは、どちらかというと、虐待に至る前の未然防止の寄り添う施設という形になってお 

ります。現在は、東京都と基礎的自治体の中で役割分担をしているのですが、今後は法改 

正に伴いまして、基礎的自治体でもできるということになっておりますので、江東区も、 

今後そのような方向性で進めております。したがいまして、江東区は、虐待に至る前の段 

階での寄り添い、という事業に非常に力を入れているという形です。住吉の子ども家庭支 

援センターは、聞いているところでは、来年の３月中旬に竣工が予定されておりますので、 

おそらく、１０月は工事中で入れない可能性があります。ほかにも子ども家庭支援センタ 

ーはあります。有明には、昨年４月に新しく商業施設の中に子ども家庭支援センターをつ 

くりましたので、要望が強ければ、既存施設を見ていただいても良いと思います。 

【委員】ありがとうございます。 

【委員】この資料１－２は、今ある事業について進捗状況や今後の予定が書かれておりますが、

この枠以外の提案もできるのでしょうか。資料１－２、１２ページ「３子育て中のリフレ

ッシュ支援」のうち、「リフレッシュひととき保育」は、私もボランティアで関わってい 

ますが、希望人数に対して枠がとても少ないです。今後の予定に「充実」とあるのは、住

吉と亀戸が増えるために充実としていると思いますが、今の枠の中では、人数が限界なの 

で、保育園に行っていないお母さんの頼みの綱のようになっているので、何か別枠で欲し

いという気持ちがあります。意見として、よろしくお願いします。 

【所長】審議会として、男女共同に関係してここに出ている事業に対して御意見があれば、当然、 

所管課に伝えますし、御質問があれば、次回、所管課に確認して回答いたしますので、意 

見シートに書いてください。 

【会長】意見は、現状であるものだけではなくて、未来に向けて意見を言うことも、とても大事 

だと思いますので、良いと思います。 

【委員】資料１－１、１ページ「課題４ こうとう若者・女性しごとセンターにおける就労支援 

の実施」についての質問です。採用決定人数が書いてありますが、求人に対するマッチン 

グ率など、実際のニーズに対してどれぐらい応えられているかということは、採用人数そ 

のものよりも重要なのではないか思いました。また、若者・女性しごとセンターと書いて 

ありますが、この人数は女性のみについてでしょうか。 

【所長】こちらの事業は、経済課が行っております。これは採用決定人数ですので、若者と女性 
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を合わせた人数だと思います。求人に対する率については、資料がないので、次回、調べ 

て回答するということでよろしいでしょうか。 

【委員】よろしくお願いします。 

【会長】ほかにないようでしたら、事務局から御連絡があります。 

 

６ その他 

【所長】事務局から３点ご連絡です。 

１点目は、机上に意見シートをお配りしましたので、御質問や今回の施設見学で御希望 

があれば、書いてください。また、開催通知のメールにも、書式データを添付しておりま 

すので、御利用ください。審議会後にお気づきになられた点、会議中に発言できなかった 

点についても御記入いただき、７月９日金曜日までに御送付ください。 

    ２点目は、次回の審議会についてです。次回は、１０月２８日木曜日、施設見学を予定 

しております。詳細につきましては、先ほど御承認いただきましたように、事務局と会長 

で皆さまの御意見を集めて決めさせていただき、御連絡させていただきたいと思います。 

最後に、講座についてです。今年度も委員学習会を予定しております。本日は、９月 

２５日土曜日に開催予定の公開講座のチラシをお配りしております。また、１月にも学習 

会を予定しておりますので、ぜひ御参加願いたいと思います。開催の予定の２か月ほど前 

に、メールで改めて御案内をさせていただく予定でございます。事務局からは以上です。 

【会長】今の説明に関しまして、御質問、御意見はございますか。 

【委員】意見シートの扱いについてですが、昨年度、最終的に議事録の作り方について、事務局 

から、説明不足でおわびという形になりましたが、昨年の７月頃、私は意見シートに、議 

事録の作成方法について前年度から変更するならば、変更する理由をきちんと説明してく 

ださい、という意見を記入したにもかかわらず、うやむやになっていたということがあり 

ました。そのようなことは絶対にないようにしていただきたいです。また、以前は、皆さ 

まの意見シートを一覧表にまとめて報告があったと思いますが、昨年度はなかったと思い 

ます。意見シートの扱いについて、はっきりとしていただきたいです。 

【会長】事務局はかなり頻繁に変更があり、前任者からの引継ぎがあったのかは不明ですが、今 

の意見についてはいかがでしょうか。 

【所長】意見シートをまとめるという点については、事務局では気づいておりませんでした。調 

べまして、簡単な要約になると思いますが、必要があれば考えていきたいと思います。昨 
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年は、いろいろと不備な点がございましたことは、事務局としても大変申し訳なかったと 

思います。今後は、いただいた意見シートの御質問及び御意見については、次回に必ず発 

表させていただくというようなことを考えております。今年度も、よろしくお願いいたし 

ます。 

【会長】意見シートは、そのままコピーをつけていましたか、それとも、まとめていましたか。 

【委員】以前は、意見シートをまとめた一覧表が配られたことがあります。あまり意見が出てい 

ない場合には、必ずしも要らないと思いますが、昨年は、疑問点や運営方法についての 

意見を記入しましたが、私には、基準に従ってやっているという回答だけで済ませていた 

ために、益々軌道修正が利かなかったという経緯がありますので、意見シートの扱いは、 

きちんとしてほしいというのが結論です。 

【会長】確かに、議事録の在り方は大事だと思いますので、御意見があったということは、皆さ 

まの目に触れるような形でやることが大切なことではないかと思います。ほかに御意見は 

いかがでしょうか。 

では、次回の審議会ですが、１０月２８日木曜日、施設見学会の予定です。行く場所は、 

皆さまの意見シートをぜひ寄せていただき、それから、本日の意見を参考にして決めるこ 

とになると思います。皆さま、よろしくお願いいたします。 

 

６ 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。皆さま、本日は本当にありがとう 

ございました。お体に気をつけて、また次回、よろしくお願いいたします。 

 

以上 


