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はじめに 
 
 この提言は、北区男女共同参画審議会が、平成 20 年 10 月、北区長から、平成 15 年

6 月に策定された男女共同参画社会をめざす行動計画「第 3 次アゼリアプラン」の改定

について諮問を受け、北区男女共同参画条例の基本理念に基づき、約 6 か月という限ら

れた時間の中で議論し、男女共同参画行動計画「第 4 次アゼリアプラン」に盛り込むた

めの、具体的で現実的、かつ身近に実現可能な内容を示したものです。 
 「第 3 次アゼリアプラン」策定後も、社会や環境は急激に変化し、特にＩＴ化の発展

は新たな人権侵害やストレスを、また急激な経済不況は雇用の不安定化をもたらし、個

人の生活に大きな影響を与えています。少子高齢化の進展、社会経済情勢の急激な変化

に対応するためには、男女共同参画社会の実現が極めて重要です。男女共同参画に関わ

る動きとして、国は、平成 17 年 12 月、男女共同参画基本計画（第 2 次）の策定、平

成 19 年 7 月には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の改正を

行ないました。北区では、平成 18 年 6 月に「北区男女共同参画条例」を制定し、同条

例に基づき、平成 18 年 10 月に「北区男女共同参画審議会」を設置、また平成 19 年 1
月には「北区男女共同参画苦情解決委員会」を設置するなど制度整備や関連する政策の

推進を進めました。女性に対する法は整備されましたが、女性の参画は効果を上げてい

ません。その原因のひとつとして、固定的な役割分担意識が現在でも根強く残っている

ためと考えられます。 
 身近で固定的意識に起因するものに、ドメスティック・バイオレンス（DV）やセク

シュアル・ハラスメントがあり、日本では、従来、夫や恋人などの親しい男性が女性に

振るう暴力は、痴話喧嘩の問題であって特別取り上げる必要はないと考えられていまし

た。DV は男女間の支配及び差別に繋がる重大な問題です。このような固定的意識が社

会に残っている限り、子どもも夫婦間の問題を暴力で解決することに違和感を抱かなく

なるなど、ＤＶを根絶することはできません。このため、幼児期から各生涯のステージ

において男女平等の意識や仕組みを、社会全体の中でしっかりと根付かせていかなけれ

ばなりません。 
 また、すべての人は、自立し自分らしく生きていく権利を有しています。経済的基盤

となる働く権利が、性別や家庭生活によって阻まれることなく保障されることが必要で

す。男女がともにあらゆる場面で個性と能力を発揮し、安心して子どもを産み育て、地

域活動にも参加するなど充実した生活が送れるよう、新しい価値観に基づいた環境整備

を行なっていくことが重要です。 
多様な主体との連携・協力の下、身近な地域に根ざした新たな視点や柔軟な発想をも

ち、一人ひとりの実践的な活動が人々の意識や行動を変えていくばかりでなく、地域社

会の課題を解決することに繋がっていくのです。 
 そこで、この提言は、男女が、固定的役割分担意識にとらわれることなく役割と責任

を分担し、一人ひとりが尊重され、多様性が活かされた健全な地域社会を目指している

ことを具体的に示しています。この提言の趣旨を十分踏まえて、男女共同参画社会を目

指す行動計画を速やかに策定されるよう希望するとともに、策定後はあらゆる面で、関

係機関との連携を取りつつ計画的な進展を図るよう切望いたします。 
 
   2009 年 4 月 
                     北区男女共同参画審議会 
                      会 長  白 井 典 子 
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第１章 提言にあたっての基本的考え方 

 

１ なぜ、今地域社会で男女共同参画推進が必要なのか 

 

第 3 次アゼリアプランの策定（平成 15 年 6 月）以降、社会状況は急激に変

化し続けている。ＩＴ化の進展は、対人コミュニケーションの変化をもたら

し、新たな人権侵害やストレスが生じている。また、少子高齢化の進展に伴

い、将来の労働力不足が懸念される一方で、経済情勢の変動による雇用の不

安定化は、個人の生活に大きな影響を与えている。地域に目を向けると、   

生活の個人化が進むなど、様々な要因により個人と地域の繋がりが希薄にな

り、地域コミュニティが弱体化しつつある。 

このような状況の中で、私たちは新たな暴力の広がりを防ぎ、人々の心と

体の健康を守るためにはどうしたら良いかを考えていかなければならない。

また、仕事と生活のあり方を見直し、家庭と地域を大切にすることにより、

心の豊かさを得ること、人と人をつなぎ、多様な能力や考え方を生かしなが

ら、地域の課題解決を図ることなどを進めていく必要がある。 

「男女共同参画」は、様々な課題の解決の扉を開く大切な鍵であり、弱者

にしわ寄せがいきがちな社会にあって、ますます重要となる視点である。 

  

男女共同参画に関わる国の動きを見ると、男女共同参画基本計画（第 2 次） 

の策定（平成 17 年 12 月）のほか、配偶者からの暴力防止法の改正（平成 19
年 7 月）、ワークライフバランス憲章の策定（平成 19 年 12 月）などがあった。

北区においては、北区男女共同参画条例を平成 18 年 6 月に制定し、条例に基

づき、男女共同参画審議会の設置（平成 18 年 10 月）、苦情解決委員会の設置

（平成 19 年 1 月）などの制度整備、関連する施策の推進が進められてきた。 

こうした法制度の整備、施策の進展もあり、女性の権利や活躍の場は拡大

してきたが、未だその参画は不充分であり、固定的な役割分担意識は、依然

として、身近なところから社会の様々な場面にまで残っている。 

一方で、自己決定、社会に対する責任を果たすことが男女ともに求められ 

る時代を迎えている。 

 

私たちは、男女が、固定的観念にとらわれることなく役割と責任を分担し、

一人ひとりが大切にされ、多様性が活かされる社会を目指している。そのた

めには、常に男女共同参画の視点から、様々な主体が連携・協働し、様々な

分野に参画することを進める必要があると考える。そうした連携・協働を通

じ、意識啓発から地域における実践的活動に踏み出し、課題解決を通じて地

域を活性化していくように取り組んでいくことを求めるものである。 



 2

２ 提言の構成 

 

この提言は、北区男女共同参画条例の基本理念に基づき、北区男女共同参 

画行動計画「第 4 次アゼリアプラン」に盛り込むべき内容を示すものである。 

提言では、どのような地域社会の実現を目指して男女共同参画を進めてい

くのか、という視点に立ち、３つの目標を設定した。 

 

  （１）人権を尊重し健康な生活を実現する地域社会 

  （２）仕事と家庭･地域生活を両立できる地域社会 

  （３）男女があらゆる分野で学び参画する地域社会 

 

この３つの目標についてそれぞれ課題をあげて分析し、それを解決に導く

ための具体的提案を行った。また、これらの目標を実現するためには、計画

の推進体制が重要と考え、そのしくみを確立し、機能させるための具体的提

案を行った。 



提言の構成

1
人権を尊重し健康な生活を
実現する地域社会

1 あらゆる暴力・暴言の根絶

2 生涯を通じた心と身体の健康支援

2
仕事と家庭・地域生活を両
立できる地域社会

1 仕事と家庭生活の両立

2
子育てや介護を安心して行なうための
環境整備

3 働く場における男女共同参画の推進

3
男女があらゆる分野で学び
参画する地域社会

1
あらゆる学びの場を通じた男女共同参
画意識の形成

3 日常生活における男女共同参画の推進

1 区の推進体制の充実

2 区民、関係機関等との連携

3

目　　標 課　　題

計画を推進するためのしくみ

男女共同参画条例の基本理念（第３条）

2
政策･方針決定過程への男女共同参画
の推進

すべての区民の人権の尊重（第１項）

互いの性の理解と健康を営む権利の保障
（第６項）

国際理解の下での男女共同参画の推進
（第７項）

※（　）の項番号は北区男女共同参画条例第３条の項番号を指す

家庭生活と社会的活動の均衡と調和
（第５項）

多様な生き方を選択できる社会づくり
（第２項）

あらゆる教育の場における男女共同参画
の推進（第４項）

あらゆる分野における政策･方針の立案・
決定への参画（第３項）
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第２章 
目標１ 人権を尊重し健康な生活を実現する地域社会 
 
考え方 

男女共同参画社会を実現する上での基本的理念は人権の尊重です。しかし、未だ性別を

理由とする差別的扱いや、※ドメスティック・バイオレンス、※セクシュアル・ハラスメ

ント、※ストーカー行為などの暴力・暴言等があります。また、マスメディアにおける性

別による固定的役割分担意識に基づき描かれる男女像や、女性の性的側面のみを強調した

内容や表現などが存在します。   
これらはいずれも重大な人権侵害であり、深刻な社会問題となっています。 
暴力は個人としての尊厳を傷つけるだけでなく、その個人にととまらず、周囲の者に及

ぶ場合があり、特に同居する子どもへの影響は深刻です。子どもが直接暴力を受けていな

い場合でも、両親間での暴力を目撃することにより、精神的に重大な影響を与えています。 
さらに暴力を背景とする犯罪の発生など、地域にも影響を及ぼし、地域社会の安全安心

を阻害するものです。 
暴力の対象の多くは女性や高齢者・子ども等のいわゆる社会的弱者といわれる人々です

が、その背景には、性別による固定的な役割分担に基づく男性優位の社会構造の中で、経

済格差や女性に対する人権軽視の意識が根深く存在する現状があります。また、様々なス

トレスによる不安感や不満の鬱積など、心の健康が損なわれることが暴力の誘引となる場

合もあります。 
男女がともに個性と人格を尊重しあい、差別のない社会をつくるには、固定的な役割分

担意識を解消していくほか、暴力は犯罪であり重大な人権侵害であるという意識を高める

とともに、暴力の根絶に向けて区民と各関係機関が連携し、被害者の支援に取組んでいく

ことが重要です。 
また、生涯にわたり心と体の健康を保つことは、より良い家族関係、人間関係を築いて

いく上で重要なことです。そのためには、特に女性の妊娠出産期における健康支援や、思

春期や高齢期など生涯を通して、男女がお互いに自分や相手の身体の機能や特徴の理解を

深め思いやりを持つことが必要です。また、一人ひとりが主体的に健康を管理し、健康づ

くりに取組めるような環境整備を行なっていくことが求められます。 
 
※ドメスティック・バイオレンス 

ここでは、夫から妻、恋人関係など親密なパートナーから受ける暴力という意味で使用します。 
暴力は、身体に対する暴力だけでなく、心身に有害な影響を及ぼす言動も含まれます。「首を絞め

る」、「物を投げつける」などの身体的暴力、「人格を否定するような暴言をはく」、「無視する」な

どの精神的暴力、「生活費を渡さない」などの経済的暴力、「性的行為を強要する」、「避妊に協力

しない」などの性的暴力などがあります。 
「DV」と略されることが多く、広義には、家庭内、家族間で起こる暴力をいい、高齢者や子ども

などに家庭内でふるわれる暴力を含めて使用される場合もあります。 
 ※セクシュアル・ハラスメント 

相手を不快にさせる性的言動のことで、女性が被害者に限定されることはなく、男性も被害者に

なりえます。発言も含め、体を触る、しつこく性的関係を強要する行為などのほか、性的経験や

異性関係のうわさを流すなどの行為が該当します。 
※ストーカー行為 

同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行なうことを「ストーカー行為」と「ストーカー

規制法」では規定しています。「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感

情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又は家

族に対して行なう、「待ち伏せ」、「交際の要求」、「無言電話」、「乱暴な言動」等の行為を指し規制
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しています。 
 
 

課題１ あらゆる暴力・暴言の根絶  
（1）現状と課題 

配偶者や恋人など親しい関係にある者からの暴力（ドメスティック・バイオレンス、以

下「DV」という）、ストーカー行為、セクシュアル・ハラスメントなど主に女性が被害者

となる暴力・暴言は、決して許されるものでなく、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害

ですが、暴力・暴言が人権侵害だと認識していない人々が、男性にも女性にもまだ多数存

在します。特に DV は、親密な間柄において、家庭という人目に触れにくい場所で起こる

ことから、被害者の救済を困難にしてきました。 
国では、平成 13 年 4 月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（以

下「配偶者暴力防止法」という。）を制定し、その後２度にわたる法改正を行ないました。 
東京都では、平成 18 年 3 月に「東京都配偶者暴力対策基本計画」を策定、区において

も「配偶者からの暴力防止連絡協議会」を設置し、各関係機関と連携し、暴力の未然防止

と被害者支援に取組んでいます。法制度が整い、DV に対する社会的な関心と理解が少し

ずつ高まってきたこともあり、被害者等からの相談件数は年々増加する傾向にあります。 
東京都が調査した区市町村における相談件数は、平成 15 年度が 11,164 件、平成 19 年

度は 16,061 件で約 1.4 倍に増加しています。また、東京都配偶者暴力相談センターで受け

た平成 19 年度の相談件数の 8,606 件のうち、被害者本人からの相談は、7,108 件で、内訳

は、女性 7,085 件（99.7％）、男性 23 件（0.3％）となっています。 
北区における DV 等暴力を理由とする相談件数（新規）は、平成 18 年度は 48 件、平成

19 年度は 53 件となっています。また、ほとんどが被害者本人からの相談であり、年代別

では 30 歳代が約 4 割で最も多く、次いで 40 歳代、20 歳代となっています。 
自分が被害者であると気づかないまま暴力を受け続ける人、「被害者が悪い」とする周囲

の認識不足、加害者への恐怖心や経済的な不安などから支援が受けられない人など、被害

者が潜在化しているケースも多くあると思われます。 
また、DV のある家庭では、同居する子どもにも直接被害が及ぶケースのほか、心理的

外傷を与えるなど、児童虐待が複合的に発生している可能性があります。 
高齢者虐待では、介護者の介護に対する不安や疲労、ストレスなどの蓄積から虐待に至

るケースのほか、長年の家族関係に起因するケースなど、様々な要因が考えられます。 
一方で、加害者への対策については国や東京都においても未だ有効な対策が打ち出され

ているとは言いがたく、今後の課題として考えていかなければなりません。 
暴力をなくし、暴力防止への理解を広く区民に促すためには、関係者だけでなく、多く

の区民に向け、様々な機会を捉えて幅広い普及活動を行なう必要があります。 
また、警察や医療機関、民間団体との連携を強化しながら、被害者の早期発見から自立

まで、切れ目のない総合的な支援を図っていくことが重要です。 
テレビ、インターネットなど様々な情報メディアから流される暴力表現や、女性や子ど

もの性を商品化するような表現は、人権を侵害するとともに、誤ったイメージを社会に広

める可能性があります。人権の尊重と男女共同参画の視点から、こうした表現を改めてい

くために、情報の受け手が、※メディアリテラシーを高め、正しい判断と意思表示をする

ことが必要です。また、個人情報の流出は人権侵害に結びつく場合もあることから、情報

の扱いには十分留意することが求められます。 
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※メディア・リテラシー 
新聞・雑誌・テレビなどのマスメディア、インターネットなどの情報メディアから発信される情

報の信頼性や偏りを判断・評価し、正しく活用する能力のことをいいます。メディアからの情報

を無批判に、ただ受動的に受け止めるのではなく、情報を積極的に解釈したり、批判する力を育

て、メディアとの緊張感を持って、メディアそのものを変えていくことが必要です。 
 

（2）主な取り組み   
①DV の防止と被害者の支援 
●DV についての意識啓発 

暴力をなくし、暴力防止への理解を広く区民に促すためには、関係者だけでなく、多

くの区民に向け、様々な機会を捉えて幅広い普及活動を行なう必要がある。 
【具体的提案】  

▼配偶者暴力に関する講座、セミナーなどの実施 
▼暴力防止に係わるパンフレットや PR カードの内容を充実し、様々な機会を活用し

て配布する 
▼*1 デート DV などについて高校・大学などへの啓発や資料送付等の情報提供を行う 
▼男女共同参画センターの出前講座を活用した啓発活動の実施 

 
●関係機関との連携による被害者支援 

医療機関や、子どもとの関わりをもつ保育園、幼稚園、地域を見守る民生委員などが

配偶者暴力などに関する知識を広め、身近な地域での相談や通報など早期発見の体制を

構築していく。 
【具体的提案】 

▼関係機関で構成する「配偶者暴力防止連絡協議会」の充実 
▼早期発見のための医療機関、民生委員、保育園、保健所等との連携強化 
▼民間*2 シェルター等を活用した一時保護機能の拡充 
▼外国籍の配偶者に対応するための*3NPO などとの連携 
▼区、関係機関職員向けの被害者対応マニュアルの作成 

 
●相談体制の充実と連携 

被害を潜在化させないよう、相談を適切な支援に結び付けるために、相談体制の充実

と連携を図る。 
【具体的提案】 

▼相談体制の充実と男性のための相談窓口の設置 
▼東京都、NPO などと連携しての加害者対策の研究 
▼配偶者暴力防止支援センターの設置検討 

 
●自立支援のための体制整備 

就労や住宅の確保、子どもの教育等、関係機関が連携し、被害者が生活を再建し自立

できるまで総合的に支援していく。 
【具体的提案】 

▼同行支援、メンタルケアなど、生活確保のための支援を行う体制の構築 
▼ハローワークと連携した自立に繋げるための就労支援 
▼精神的な自立を図る自助グループの育成支援や活動場所の提供 

 
 ※本文中の*1 から*12 の用語については、19 ページに用語解説があります。  
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②児童虐待、高齢者虐待の防止 
  家庭内で起こる暴力のため身近な地域での見守りが必要であり、関係機関が連携して

支援を行なっていく。 
【具体的提案】 

▼プライバシーに配慮しながら、地域見守りネットワーク体制の連携を強化していく 
▼地域を見守る民生委員、子どもと接している保育士などに対する、早期発見のため

の啓発や研修 
▼育児・介護を一人で抱え込まないための相談事業の一層の充実 
▼障害者施設、介護施設職員に対する啓発 

 
③セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントの防止 
【具体的提案】 

▼セクハラ・*4 パワハラが人権侵害であることを、広く区民へ周知徹底する 
▼パンフレットなどを活用し、企業・学校などにセクハラ・パワハラを防止する責務

があることの理解を進める 
▼適切な相談窓口への案内と周知を行う 

 
④メディアによる人権侵害の防止 
【具体的提案】 

▼マスメディアにおける暴力的・差別的表現を読み取る力を、具体的な事例を載せた

教材を作成し、講座などにより養う 
▼インターネットの掲示板など匿名メディアの特性、偏った情報の弊害など、人権と

リテラシーを組み合わせた啓発 
 
 
課題 2 生涯を通じた心と体の健康支援  
（1）現状と課題 

思春期や高齢期など生涯を通し、男女がお互いに自分や相手の身体の機能や特徴の理解

を深め思いやりを持ち、健康に生涯を過ごしていくことは、男女共同参画を進める上で、

とても重要なことです。 
特に女性は、人生の各段階において男性とは異なる健康上の問題に直面することが多く、

妊娠や出産期は、女性の健康にとって大きな節目であり、安心して子どもを産むことが出

来ることが大切です。しかし少子化の影響による産科医の減少などで、出産施設を備えた

病院が身近にないといった、医療の地域的な偏在化などが進んでおり、※周産期医療体制

の充実整備が切実に求められています。 
 生涯を通じて心も体も健康に過ごすためには、普段からの健康増進、病気の予防と早期

発見が大切であり、行政は健康診断などを充実させるほか、区民が主体的に健康づくりに

取組める環境整備を進める必要があります。 
 また、近年はストレスなどによる心の健康が問題となっていることから、世代に応じた

メンタルヘルス対策にも取組む必要があります。 
 

※周産期医療 
   周産期とは、妊娠 22 週から生後満 7 日未満までの期間をいいます。この期間、合併症妊娠や分

娩時の新生児仮死など母体、胎児等の生命に関わる事態が発生することがあります。周産期を含

めた前後の期間における突発的な緊急事態に備えて産科・小児科双方からの一貫した総合的な体

制が必要であることから、特に「周産期医療」と表現しています。 
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 （2）主な取り組み 
①妊娠・出産期の支援 

  妊娠・出産期を安心して過ごすことができるよう支援を行なう。 
【具体的提案】 

▼妊産婦検診内容の一層の充実  
 ▼出産前後の保健医療に関する情報の提供と、適切な助言を行う体制づくり 
 ▼父親となる男性向けの講座や冊子などによる啓発 

▼周産期医療の充実について、国・東京都へ要望していく 
 
②健康づくりの増進と支援 

生涯にわたって安心して健康な生活が送ることができるよう、男女がお互いの健康へ

配慮し、主体的に健康づくりに取組めるよう支援を行なう。 
【具体的提案】 

▼健康診断をより受けやすくする取り組みと、受診を促進するための啓発 
▼健康体操など、健康増進のための取り組みの積極的な PR 
▼スポーツ施設を活用した健康づくりの推進 
▼*5HIV など性感染症についての正しい情報の提供と知識の普及 
▼女性特有の病気への対応などについて、講座などを活用した健康支援  

  ▼*6 性差医療など、新しい取り組みについての情報提供 
▼身近な相談体制の充実など、メンタルヘルスへの取り組み 
▼育児・介護に携わる人の健康支援 
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第３章 
目標２ 仕事と家庭・地域生活を両立できる地域社会 
 
考え方  
 社会情勢の変化に伴い、人々のライフスタイルや価値観も多様化しています。また、少

子高齢化の進展、雇用環境の変化など社会環境や地域の状況は大きく変化し、男女の働き

方や暮らし方の見直しが必要となってきました。 
最近では、男女共に仕事優先になりがちな生活から、自分自身や家族との時間を大切に

しつつ仕事との両立を図る、ワークライフバランスの重要性が強く意識されています。し

かしながら、経済が低迷し、雇用情勢が急速に悪化する中で、雇用不安に直面する労働者

が生じる一方、労働者の一部に長時間労働がしわ寄せされるなど、家族と過ごす時間や地

域社会との関わりなど生活時間を確保する困難さが依然として見受けられます。さらに家

事や育児、介護等の多くを女性が担っており、このことが女性の就労の継続や再就労を困

難にしているなどの現状があります。また、最近では、父子家庭や、ひとりで老親の介護

をせざるおえない人達も増加しており、男女ともに問題が深刻さを増していく可能性があ

ります。 
そこで、男女が共に個性と能力を発揮し、豊かな暮らしやすい生活を送り、また企業が

多様な人材を活かし活力ある社会を築くために、ワークライフバランスを社会的に広めて

いくことが必要です。さらに、このことを単に仕事と育児の両立支援策としてのみ捉える

のでなく、全ての男女にとっての問題であることを認識することがとても重要です。 
その上で、個人のライフステージやニーズに応じて働き方を選択し、仕事と家庭生活を

バランスよく両立させることができるような、環境整備を進めていかなければなりません。  
 
 
課題１ 仕事と家庭生活の両立  
（1）現状と課題 

国は、平成 19 年 12 月に「仕事と生活の調和（ワークライフバランス）憲章」及び施策

の方針を定めた「仕事と生活の調和のための行動指針」を策定しました。その背景として、

働き方の二極化、共働き世帯の増加と固定的な役割分担意識、仕事と子育てや介護等の両

立が困難な状況など、様々な課題が存在しています。 
区の男女共同参画に関する※意識意向調査（平成 20 年 6 月実施）結果では、仕事と私

生活の両立については、「バランスよく両立」が約半数をしめ、複数の活動をバランスよく

行ないたいとする人の割合が最も高くなっており、内閣府の調査でも同様の結果が出てい

ます。しかし同じく内閣府の調査によると、特に男性では仕事優先の生活となっている人

の割合が半数を超えているのが実態です。 
働く人とその家族が、家事、育児、介護等との両立を図り、自ら望むワークライフバラ

ンスを可能にするためには、女性の職場への参画だけでなく、男女共同参画の視点からも

働き方の見直しを進める必要があります。企業にとっても 優秀な人材の確保、労働者の

定着、企業のイメージアップや社会的評価の向上など、多様なメリットが考えられます。   
企業が厳しい競争を勝ち抜くため効率性と生産性の向上を追及する中で、雇用環境は景

気後退の影響も受け、非常に厳しい状況にさらされています。 
こうした時代にこそ、企業経営者も働く者も、それぞれのライフスタイルを見つめ直し、

男女がお互いに協力し合い分担することで、仕事・家庭生活・地域生活を調和させた豊か

な暮らしを実現することが求められています。 
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※区民意識意向調査 

無記名アンケートにより、区民の意識や行政ニーズを統計的に捉え、区政運営のための資料とする

調査。北区では、男女共同参画に関する区民意識意向調査を、平成 2 年に「婦人問題に関する意識

及び実態調査」として実施しました。それ以降は、平成 20 年 6 月に区民・企業経営者・町会自治

会長等・区立中学生を対象に「男女共同参画に関する意識・意向調査」を実施。調査は、意識意向

の変化など、推移を把握するために定期的に行う必要があります。 
 
（2）主な取り組み 

①ワークライフバランスを推進するための企業への働きかけと支援 
 【具体的提案】 
・区が働きかけて企業が推進すること 

▼*7 ワークシェアリング、短時間勤務、*8 テレワークなど多様な働き方、雇用管理上

の柔軟な工夫などを推進する 
  ▼ワークライフバランスを実現している例など、従業員による情報発信ができる機会

を提供する 
  ▼経営者のリーダーシップによる職場の雰囲気づくり 
  ▼労働時間ではなく生産性を重視した評価など、特に男性の働き方のモデルを変えて

いく 
・区が推進すること 
  ▼身近でわかりやすいキーワードを使ったポスター等による啓発（食卓を囲む家族な

ど） 
▼ワークライフバランスを推進している企業を情報誌などを活用して紹介する（生活

の充実感、能力の活用、定着率の向上など） 
▼ワークライフバランスを推進している企業の顕彰、区の制度優遇など、企業への 

*9 インセンティブの導入 
  ▼地域活動の情報を企業や労働組合に提供しボランティア参加など地域貢献を求める 

▼子育て世代を支援する法制度などの整備を国へ要望していく 
②多様な働き手による多様な働き方の推進 

  ▼子育てから再就職へのスムーズな移行への支援 
  ▼高齢期から働くことに対する支援 
  ▼女性、高齢者など多様な労働力を生かす企業の情報収集と提供 
  ▼地域の企業との協働による、女性の学習機会の提供 

③いつでもどこでも情報を得られる環境づくり 
  ▼商店街、保育園など、区民が日常必ず接する場所への情報コーナーの設置 

▼行政による子育て・介護サービスの情報を企業を通して働く者に提供する  
▼子育て・介護サービス、制度について情報誌やパンフレット、インターネットを活

用した情報提供 
▼年金、保険、税制など生活に関する法律知識などを「社会人手帳（仮称）」などの形

式で普及啓発する 
  ▼家族従業者など、それぞれの就業形態に合わせたケース別の子育て・介護サービス

の情報提供 
 
 
課題２ 子育てや介護を安心して行なうための環境整備  
（1）現状と課題 

少子高齢化の進展や地域との関わりの希薄化が進む中、仕事と家庭生活を両立するため
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には、子育てや介護を地域社会全体の問題として捉える必要があります。区民が不安や孤

立感を抱えずに、いつでも安心して子育てや介護を行なえる環境を整えることが重要です。 
企業においては、育児介護休業を取りやすくするための取り組み、行政サービスの情報

提供など、多様な働き方の選択を可能にするとともに、「仕事も家庭も大切にする」という

意識を醸成していくことが求められています。 
平成 20 年（2008 年）「内閣府・男女共同参画白書」によると 30～40 歳代前半の男性労

働者の約 2 割が平均週 60 時間以上働いており、子育て世代の男性は、家事や育児に参加

したくてもできない、という実態があります。しかし、従来女性が中心的役割を担ってき

た子育てや介護などに、男性が積極的に参加することは、女性の負担を軽減するだけでな

く、女性の就労を可能にするなど、男女が共に自立することにも繋がっていきます。区の

男女共同参画に関する意識意向調査（平成 20 年 6 月実施）結果では、男性も育児休業を

取得したほうがよいと約 7 割の方が回答しています。 
 また、北区は 65 歳以上の高齢者が総人口に占める割合が、約 24％（平成 21 年 1 月 1
日現在）と、23 区の中でも高齢化が進んでおり、介護の需要も伸びていくことが予測され

ます。 
介護の分野では、介護保険制度が施行されて以来、様々な介護サービスが導入されてき

ましたが、家庭での介護は依然として女性が担っていることが少なくありません。 
区の男女共同参画に関する意識意向調査結果では、介護している（いた）のは「息子の

配偶者」が約 2 割で最も多く、次いで｢その他の親族｣「妻」が続いています。さらに介護

が必要になった場合、どのように介護してもらいたいかについては、「施設で介護を受けた

い」が 48.8％、次いで「在宅で介護を受けたい」が 42.8％となっています。性別・年齢別

でみると、男性 20～40 歳代は「施設」、50～70 歳代以上では「在宅」と回答した人が半

数をしめました。一方、女性は年齢に関係なく「施設」が半数を上回りました。 
引き続き施設整備を進めるとともに、様々なニーズに応えていくためには、団塊の世代

や高齢者の参加、地域の企業の協力を得て、地域でサポートする仕組みをつくっていくこ

とが必要です。 
また、行政は家族介護の実態や施設介護サービスについて、きめ細かい情報提供を行い、

区民や企業の理解を広げていかなければなりません。 
 
（2）主な取り組み 
【具体的提案】 

▼年金、保険、税制など生活に関する法律知識などを「社会人手帳（仮称）」などの形式

で普及啓発する 再掲 
▼多様な保育サービスの充実 
▼商店街、保育園など、区民が日常接する場所への情報コーナーの設置 再掲 
▼行政による子育て・介護サービスの情報を企業を通して働く者に提供する 再掲 
▼家族従業者など、それぞれの就業形態に合わせたケース別の子育て・介護サービスの

情報提供 再掲 
▼子育て・介護サービス、制度について情報誌やパンフレット、インターネットを活用

した情報提供  
▼男性の子育て参加を進めるための講座や、グループづくりなどの仕組みづくり 
▼地域で介護をサポートする仕組みづくり、グループなどへの支援 
▼資格取得、就労情報の提供など、介護から職場復帰のための支援 
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課題３ 働く場における男女共同参画の推進  
（1）現状と課題 

働くことは生活における経済的基盤の確保だけでなく、男女がともにその能力や個性を

生かし、充実感ややりがいを感じながら、社会の発展に寄与していくという重要な意味を

持っています。 
少子高齢化の進展に伴い、労働力人口の減少が見込まれるなかでは、働く場での男女の

共同参画を推進しつつ、人々が能力を十分に発揮できることがさらに重要さを増していき

ます。企業にとっては人材の確保や顧客ニーズを捉えた事業展開といった面で、女性の積

極的な登用は企業経営の課題となっていくことが予想され、働く人々にとっては、働く意

欲と能力を維持・向上させていくことが強く求められるようになることが予想されます。

そのため、男女がライフステージの各段階に応じた働きやすい環境が社会に整備されるこ

とが重要になっています。 
これまで、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法の改正など、男女が平等に働くため

の法制度などの整備は進められてきましたが、未だ女性の約 7 割が結婚や出産を機に退職

しているという実態から、職場における男女の均等な機会と待遇の確保をさらに進めるこ

とが必要です。 
また、女性が出産・育児等で一度仕事を離れた後、再度就労する際には、雇用条件が非

常に厳しくなるなどの状況があり、継続就労や再就職、起業など多様な働き方を可能にす

るための支援が求められています。継続就労は女性の※キャリアアップを可能とし、それ

は働く場における参画を進めることにも繋がっていきます。 
区の男女共同参画に関する意識意向調査（平成 20 年 6 月実施）結果では、再就職を希

望する場合どのような支援が必要か調査したところ、「保育所等の施設を整備する」に次い

で、約 6 割の方が「同一企業に採用されること」と回答しています。 
区内には中小企業が多く、育児・介護休業の取得などが大企業に比べて困難な場合もあ

るため、経営者や労働者に対しての意識づくりや、理解を広めていくことが重要です。ま

た、家族従業者の場合は、働き分に対してそれに見合う対価がきちんと支払われないこと

や、社会保障制度の面で知識が十分でないため不利益を被ってしまうことが多くなってい

ます。 
女性の企業経営者は、経営に積極的かつ重要な役割を担う一方、仕事と家事など生活時

間との区分けが難しく、負担が大きくなる場合もあります。しかし女性の起業者が増える

ことで、女性の感覚を生かした経営、サービスが広まり、女性の社会参画を促進する効果

があり、一層の推進が求められます。 
  
 ※キャリアアップ 
   経験の蓄積・資格の取得などにより、職務に対する知識や能力を高め、企業内でより重要な役割

を担うことをいいます。 
 
（2）主な取り組み 
【具体的提案】 

▼女性が働くことに関する情報提供や研修・講座など啓発事業の実施 
▼年金、保険、税制など生活に関する法律知識などを「社会人手帳（仮称）」などの形式

で普及啓発する 再掲 
▼就労継続のための情報提供や研修を行なっている企業への支援 
▼ハローワークや地域の企業と連携した資格取得研修や講座の実施 
▼再就職のための身近な相談・カウンセリング窓口の設置 
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▼起業を支援するためのセミナーや融資あっせんなどの実施 
▼国、東京都など関係機関と連携した行政サービスの情報提供 
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第４章 

目標３ 男女があらゆる分野で学び参画する地域社会 
 

考え方 
男女共同参画社会を目指した法律の制定や制度上の男女平等は進められてきましたが、

職場や学校、家庭、地域のさまざまな場面で男女差別や「男は仕事、女は家庭」という言

葉に象徴されるような固定的な性別役割分担意識、「男は男らしく、女は女らしく」といっ

た考え方が未だに存在しています。 

このことは、男女が対等な立場で自らの意思によって社会のあらゆる分野に参画する機

会を制限し、自分らしい生き方を制約する要因となっています。社会制度や慣行を見直し、

あらゆる分野において、さらに区民一人ひとりが男女平等の意識を形成していくことが重

要です。とりわけ、政策・方針決定過程への女性の参画は、社会のシステムを変えていく

ものであり、男女共同参画社会を実現する上で必要不可欠です。 

さらに、女性の参画を推進するだけでなく、男女がともに、子育ての喜びや介護・地域

活動を通して、社会の一員として生きがいやバランスのとれた自分らしい生き方を選択で

きることが必要です。そのためには、区民一人ひとりが、男女共同参画が身近な場面での

問題であることを認識し、それぞれが主体的に取り組むことが大切です。 

その上で、地域の様々な団体とのネットワークづくりなどの環境整備に取組んでいくこ

とが求められています。 

 

 

課題 1 あらゆる学びの場を通じた男女共同参画意識の形成  

（1）現状と課題 

昭和 60 年（1985 年）に男女雇用機会均等法が成立して 20 年以上が経過し、人々の男

女共同参画意識は着実に変化し、向上してきました。平成 18 年（2007 年）の男女雇用機

会均等法改正では、性別による差別禁止の範囲を拡大し、女性に対する差別だけでなく、

男性に対する差別禁止も明文化されました。 

しかし、区の男女共同参画に関する意識意向調査（平成 20 年 6 月実施）の結果では、「男

は仕事、女は家庭という考え方」について、「そう思う」という回答が全体の 38.4％を占

め、70 歳以上の男性では実に 48.5％の人が「そう思う」と回答しています。北区では、平

成 18 年 6 月に「北区男女共同参画条例」を制定し、男女共同参画意識の形成に努めてい

ますが、さらなる意識啓発の取り組みが必要です。  

 男女共同参画意識の形成には、学校教育の果たす役割が大きく、教職員の人権研修など

で男女共同参画が取り上げられていますが、さらに一歩踏み込んだ研修の実施が望まれま

す。また、児童・生徒への男女平等意識は浸透してきていますが、性的被害やセクシュア

ル・ハラスメントにあった場合の相談、メンタルケアへの対応なども求められます。一方

で学校教育の現場には、様々な方面からの期待が大きく、教職員の負担の増加も懸念され

ます。 

また、男女共同参画意識を広めるためには学校教育だけでなく、家庭や生涯学習の場な

ど、様々な場面で啓発を行っていく必要もあります。 

区の男女共同参画に関する意識意向調査結果では、男女共同参画センターについて「施

設があることを知らない」という回答が８割近くを占めました。広く区民に意識啓発を進

めていくために、従来型の講座・講演からさらに区民に身近に感じられる活動に取り組む

必要があります。 
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また、生涯学習や青少年活動など様々な区の活動を通して意識啓発を図っていかなけれ

ばなりません。 

  

（2）主な取り組み 

①保育園、幼稚園、学校等での男女共同参画意識の形成 

  学校における教育活動全般を通して、男女共同参画意識を育むことが必要であり、特

にその学習活動を行なう教職員の意識啓発を推進する。また、保育園、幼稚園など子ど

もの育ちの場における、成長に合わせた意識形成を図る。 

【具体的提案】 

▼男女共同参画を研修の中に位置づけ、教職員研修を充実させる（デート DV やセクシ

ュアル・ハラスメントなど） 

▼人権教育などの分野で、外部の人材を活用した教職員をサポートするしくみの検討 

▼男女共同参画センターの出前講座の活用 

▼PTA と協働による意識啓発の実施（父親グループの学校教育への参加など） 

▼児童・生徒に対する固定的な性別役割分担にとらわれない*10 キャリア教育の実施 

▼児童・生徒に対する長期的な意識啓発（混合名簿や男女共同参画の視点に立った教材

の活用など） 

▼*11 ソーシャルワーカーの配置など、相談体制の充実 

 

②家庭での男女共同参画意識の形成 

【具体的提案】 

▼家庭教育（子どもに向き合い、心を育む大切さなど）の推進 

▼男女共同参画センターにおける啓発事業の推進（男性向け講座や親子・家族で参加で

きる講座の充実） 

▼情報誌やパンフレットを活用した、幅広い区民への男女共同参画に関する情報提供 

▼マスメディアにおける暴力的・差別的表現を読み取る力を、具体的な事例を載せた教 
材を作成し、講座などにより養う 

▼図書館と連携した企画・情報提供の充実 

▼男女共同参画条例の周知 

 

③地域での男女共同参画意識の形成 

【具体的提案】 

▼町会自治会・青少年地区委員会など地域団体と協働しての意識啓発の実施（男女共同

参画センターの出前講座を活用するなど） 

▼情報誌やパンフレットを活用した、幅広い区民への男女共同参画に関する情報提供 

再掲 

▼男女共同参画条例の周知 再掲 

 

 

課題 2 政策・方針決定過程への男女共同参画の推進  
（1）現状と課題 

 男女共同参画社会の実現には、男女が共に能力を十分発揮できる環境を整え、男女とも

に政策・方針決定過程に参画することが重要です。しかし現状では、男性に比べ女性の参

画はいまだに少なく、平成 20 年（2008 年）「内閣府・男女共同参画白書」によると、国会

議員に占める女性の割合は、平成 20 年 4 月現在、衆議院で 9.4％（45 名）、参議院で 18.2％
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（44 名）です。国の審議会などにおける女性委員の割合は、平成 19 年 9 月 30 日現在、

32.3％です。地方議会における女性議員の割合は、特別区議会で最も高く、24.7％となっ

ています。 

北区の審議会などにおける女性委員の割合は、平成 20 年 4 月 1 日現在、26.9％で、ア

ゼリアプランでの平成 21 年度までの 40％の目標値達成に向けさらに推進していく必要が

あります。 

区の男女共同参画に関する意識意向調査（平成 20 年 6 月実施）結果では、女性の町会

自治会長の割合は約 1 割弱であり、区の女性管理職の割合も、平成 18 年 4 月 1 日現在、

11.1％と非常に低い状況にあります。 

このように政策・方針決定過程が一方の性に偏っていることは、多様な意見が反映され

にくいだけでなく、女性の能力を伸ばす機会が相対的に少なくなるという意味でも、望ま

しくありません。性別や年齢にとらわれず、実際に活動の中心となる人々がバランス良く

政策・方針決定過程の場に参画できるような仕組みづくりを促進する必要があります。 

 

（2）主な取り組み 

【具体的提案】 

▼審議会委員等における女性委員の積極的登用の促進  

▼区管理職について、女性管理職の*12 メンター制度導入を検討するなど選考の受験促進 

▼町会自治会長、PTA 会長など地域団体の長への女性の参画の促進 

▼計画策定においては、女性の視点を取り入れる工夫を行う 

 

  

課題 3 日常生活における男女共同参画の推進  
（1）現状と課題 

 男女共同参画推進のためには、日常生活において、仕事や家庭の責任を男女で分担し、

協力し合って、生活の充実度を増していくことが大切です。そのためには、身近な生活場

面での行動を、男女共同参画という視点から検証することが必要です。 

区の事業においては、男女の参加状況などデータを収集・蓄積し、意識や実態の把握に

努めるとともに、事業の効果的な展開につなげていくほか、それらを区民に「見える」形

にする取り組みが求められます。 

また、多くの人が男女共同参画推進に向けた、具体的な一歩を踏み出せるようなきっか

けづくりが必要です。きっかけは身近なところにあります。 

例えば、団塊世代の男性向けに行う事業では、男性の生活自立につながるような取り組

みを、ボランティアや NPO、地域の企業などの協力を得て行うことで、個人が地域へつな

がっていく可能性も広がります。また、男女共同参画の意義や多様性を導く、より発展的

な取り組みを行い、区民の相互理解を進めることが必要です。 

北区では、様々な団体による地域活動が幅広く行なわれていますが、分野別の活動や担

い手が固定化している傾向にあります。今後は分野を超えた団体間の連携・協働が求めら

れます。家族・地域の関係が希薄になりつつある今、様々な団体がそれぞれの活動の特色

を生かしつつ、多様な人と関わることで、社会的ネットワークを広げていくことが望まれ

ます。区はこうした取組みが円滑に進むような環境を整備する役割を担っています。人々

の日常を男女共同参画をキーワードにつなげていくことで、男女共同参画推進の新しいス

テージを開いていく必要があります。 
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（2）主な取り組み 

【具体的提案】 

▼男女共同参画の進捗度を計るデータの収集・蓄積と公開 

▼男女共同参画の「気づき」のヒントとなる情報を広報紙などを活用して提供する 

▼男性の生活自立を進める講座などの実施 

▼男性の参加が少ない分野での参加を進める取り組み 

▼男女共同参画に関わる団体、グループ活動への支援や相互交流の促進 

▼年齢・国籍・働き方の異なる多様な区民の相互理解の促進 
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第５章 計画を推進するためのしくみ 
 

考え方 
男女共同参画は、区のあらゆる分野にまたがる課題であり、施策を実効性のあるものに

していくためには、施策を推進する総合的な体制を整備し、強化していかなければなりま

せん。また、区の各部署が、男女共同参画の視点からそれぞれの施策を見直していくこと

が必要です。 

職員は自らの感覚を研ぎ澄ますとともに、家庭と仕事の両立など率先して行なうなど、

その成果を区内に普及していく、トップランナーとしての役割を意識する必要があります。 

従来からの意識啓発、意識形成だけにとどまらず、地域の課題解決を図っていくために

は、計画・実施・評価・改善の各段階で広く区民の意見を取入れながら進めていくことが

重要です。さらに区と区民、企業、関係機関など様々な団体が、男女共同参画の課題に主

体的に、また相互に連携・協働を強めながら取組んでいかなければなりません。 

 

 

課題 1 区の推進体制の充実  
（1）現状と課題 

男女共同参画社会を目指す行動計画「北区アゼリアプラン」に基づき、区は様々な制度

を整備し、施策を展開してきました。平成 18 年 6 月には北区男女共同参画条例を制定し、

これに基づき、学識経験者や区民等で構成する男女共同参画審議会、苦情解決委員会を設

置しました。また、庁内の推進機関として、北区長を長とする男女共同参画推進本部及び

関係課長による幹事会を設置しています。 

これらの制度を活用して、区の各部署が男女共同参画の視点を持ちながら事業を行い、

区全体の取り組みとして、男女共同参画を推進していく必要があります。 

アゼリアプランの事業実績報告を見ると、進んでいる分野もある一方、進捗が滞ってい

る分野もあります。それぞれの課題を解決し、アゼリアプランの掲げる施策を実現してい

くためには、制度をより有効に機能させるほか、それを実施する職員一人ひとりの意識改

革が必要です。男性の育児休業取得など、区が率先して男女共同参画に取組むことは、区

民や企業に向けたモデル的な役割を果たすことになります。 

また、アゼリアプランの進捗状況を管理し、各事業の推進を図るとともに、プランの改

定に反映していくためには、評価・見直しを行うシステムの構築が必要です。 

条例に定める拠点施設である男女共同参画センターは、男女共同参画意識の形成に向け

て、より多くの区民に活用されるよう努めるとともに、地域の課題解決に取り組む拠点と

して、さらに機能を強化していかなければなりません。 

 

（2）主な取り組み 

①職員の意識啓発 

【具体的提案】 

▼職員の男女共同参画に関する意識調査の実施 

▼講座・講演など研修の実施や、職員向けパンフレットなどの作成 

▼男女共同参画を推進するために必要な統計のデータベース化と公開 
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②アゼリアプランの進捗管理 

【具体的提案】 

▼アゼリアプランの主要項目における目標値の設定 

▼アゼリアプランの進捗に関する評価基準の策定と、男女共同参画審議会による外部評

価の導入 

▼定期的な男女共同参画に関する区民意識意向調査の実施 

 

③拠点施設の機能強化 

【具体的提案】 

 ▼幅広い区民の参加を可能とする講座などの企画運営 

▼男女共同参画センターの情報発信機能の強化 

▼男女共同参画センター事業によるニーズの発見 

▼男女共同参画センターの利用促進と相談業務の充実 

 

課題 2 区民、関係機関等との連携  
（1）現状と課題 

 男女共同参画は様々な分野にまたがる課題であり、行政のみで推進することは困難です。

地域課題の解決に当たっては、区民、企業や関係機関など多様な主体との連携、協働が 

不可欠です。 

区は、平成 20 年 10 月には配偶者への暴力防止連絡協議会を設置するなど、関係機関の

連携体制を整えたほか、男女共同参画センターでは、区民団体、区民によるスタッフとの

協働による事業の展開を進めています。 

しかし関係機関などとの連携は、情報交換にとどまっている場合も多く、区民との協働

についても、成果をあげるのはこれからです。 

男女共同参画センターは、区民や地域団体、企業、NPO など様々な人々が出会う場でも

あります。区はそれらを結びつけ、交流を図ることなどにより、事業の効果をより高める

よう努めるとともに、行政では気づかない視点、見過ごしているニーズを拾い上げ、奥行

きのある施策を展開していかなければなりません。 

 

（2）主な取り組み 

【具体的提案】 

▼関係機関と連携しての DV 対策、ＤＶ被害者の自立支援  

 ▼男女共同参画センター事業での区民、地域団体、商店街、NＰＯなどとの協働推進 

 ▼男女共同参画に関する情報発信等についての、協力店舗の確保 

▼企業への情報提供、意見交換や協働事業の実施 

 ▼東京都・他区のセンターと、地域の枠を越えた事業の実施 

▼大学等教育研究機関と協力しての、調査研究事業などの実施 

▼国・東京都への要望（ＤＶ対策、育児・介護休業制度の推進等） 
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用 語 解 説 
 

頁 用 語 解  説 
 
６ 

 
*1 デートＤＶ 

恋人同士など、結婚していない男女間での体、言葉、態度による

暴力のこと。 
親密な相手を思い通りに動かすために身体的暴力、言葉による心

理的感情的暴力、性的暴力、経済的暴力など複合的に使われるあ

らゆる種類の暴力をいう。 
 
６ 

 
*2 シェルター 

ＤＶなどの暴力から逃れて、緊急一時的避難する場所のこと。 
公的には婦人保護施設などがあるが、不足していることや柔軟な

対応の必要性から民間やボランティアで運営されているところ

もある。 
 
６ 

 
*3ＮＰＯ 

nonprofit organization（民間非営利団体）の略で、特定非営利

活動促進法に基づいて設立された特定非営利活動法人等、行政・

企業とは別に社会的活動をする非営利の民間組織。 
福祉、まちづくり、男女共同参画、環境など様々な分野で活動し

ている。 
 
７ 

 
*4 パワー・ハラスメント 

会社などで、権力や地位を利用した嫌がらせで、性別にかかわら

ず起こるものである。 
しかし、男女間でのパワーハラスメントの中には性的な嫌がらせ

も多く存在し、かつては、男性優位の多くの職場では、男性上司

から女性への交際の強要や性的な接触がしばしば起こり、女性が

訴えても周囲からは女性が悪いとみられる風潮があった。このた

め女性が退職に追い込まれることも多く、セクシュアル・ハラス

メントとして問題となった。 
 
８ 

 
*5ＨＩＶ 

 

HIV は、ヒト免疫不全ウィルスのこと。エイズはこのウィルスに

感染して起こる病気で、感染すると身体を病気から守る免疫系が

破壊されて、身体の抵抗力が低下し、様々な感染症や悪性腫瘍に

かかってしまう。 
不正確な知識や思い込みによる危機意識の結果、感染症患者に対

する偏見や差別意識が生まれ、患者や家族等に対する様々な人権

侵害が生じている。 
 
８ 

 
*6 性差医療 

1980 年代以降、米国において様々な疾患の原因、治療法が男女

で異なることが分かってきたことから、始められた医療。 
性差の例として、狭心症は、男性は心臓表面の太い血管の流れが

悪くなることによるものが多いが、女性は心筋の微小な血管の流

れが悪くなることによるものが多いことなどがある。 
 
10 

 
*7 ワークシェアリング 

従業員一人当たりの労働時間を減らし、その分で他の従業員の雇

用を維持したり、雇用を増やしたりする試み。 
長引く不況で失業率が上昇した 1970 年代のヨーロッパで生まれ

た手法。2009 年 1 月には、日本経済団体連合会と連合の労使双

方が導入について議論した。 
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10 
 

 
*8 テレワーク 

情報通信を活用した遠隔型の就労形態。時間や場所に制約されな

い働き方で、育児期等にある男女が仕事と家庭の両立を図りなが

ら働く形としても注目されている。 
 
10 

 
*9 インセンティブ 

特定の行動を促す動機づけ。誘因のこと。ここでは、企業が積極

的にワークライフバランスに取組むための動機づけを意味する。

 
14 

 
*10 キャリア教育 

児童・生徒一人ひとりが将来、社会人・職業人として自立してい

くために必要な意欲・態度や能力を身につけるとともに、自分の

将来を主体的に設計できる力を育てる教育。 

 
14 

 
*11 ソーシャルワーカー 
  

社会福祉学などの知識や技術を基盤として、社会福祉とその関連

する領域（教育、医療、保健等）の相談、助言、指導、連絡及び

調整その他の援助を行なう専門職。日本では、国家資格として認

知されている。 
スクールカウンセラーはいじめや不登校等の問題に対し、主に心

理支援を行なうが、家庭や学校、地域の連携・調整を図りながら

問題解決にあたるスクールソーシャルワーカーの配置が一部自

治体で行なわれている。 
 
15 

 
*12 メンター制度 

メンターは良き助言者、指導者のこと。知識や経験、成功体験を

持つ先輩や上司を指導者として、指示や命令によらず、相談や助

言を通じて受け手の自発的・自立的な成長を促す制度。 
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新たなアゼリアプランの策定へ向けて 

 

提言に示した具体的提案は、いずれも男女共同参画を進めるに当たって重要な

ものであるが、その中でも、特にこれまでになかった新しい視点から、また現代

的な課題に対応するものとして提案し、区に創意工夫を持って取り組むことを求

めるものを、各分野ごとに改めて掲げたい。 

 

目標１ 人権を尊重し健康な生活を実現する地域社会 

 【相談】 

  課題１ あらゆる暴力・暴言の根絶 

   ▼相談体制の充実と男性のための相談窓口の設置 

  課題２ 生涯を通じた心と体の支援 

   ▼身近な相談体制の充実などメンタルヘルスへの取り組み 

 

目標２ 仕事と家庭・地域生活を両立できる地域社会 

 【情報提供と支援】 

  課題１ 仕事と家庭生活の両立 

   ▼年金、保険、税制など生活に関する法律知識などを「社会人手帳（仮 

称）」などの形式で普及啓発する 

  課題２ 子育てや介護を安心して行うための環境整備 

   ▼資格取得、就労情報の提供など介護から職場復帰のための支援 

    

目標３ 男女があらゆる分野で学び参画する社会 

 【啓発と統計】 

  課題１ あらゆる学びの場を通じた男女共同参画意識の形成 

   ▼マスメディアにおける暴力的・差別的表現を読み取る力を、具体的な事 

例を載せた教材を作成し、講座などにより養う 

  課題３ 日常生活における男女共同参画の推進 

   ▼男女共同参画の進捗度を計るデータの収集・蓄積と公開 

 

計画を推進するためのしくみ 

 【評価と連携】 

  課題１ 区の推進体制の充実 

   ▼アゼリアプランの主要項目における目標値の設定 

  課題２ 区民、関係機関等との連携 

   ▼男女共同参画に関する情報発信等についての、協力店舗の確保 
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男女共同参画審議会答申までの審議経過 
 
 
回数 開 催 月 日 検 討 内 容  

 
 
 

１ 

平成 20 年 
10 月 24 日(金)

・委嘱状交付、会長・副会長互選 
・区長より諮問 
・改定方針について 
・改定計画の構成について 
・今後の審議の進め方について 
・年間スケジュールについて 
 

 
 
 
審議会 

 
２ 

平成 20 年 
11 月 14 日(金)

・改定の基本的考え方について 
・改定計画の構成について 
・専門部会の設置について 
 

 
審議会 

 
３ 

平成 20 年 
12 月 2 日(火) 
 

目標 1 人権を尊重し健康な生活を実現する地域社会 
・あらゆる暴力暴言の根絶について 

 
専門部会 

 
４ 
 
 

平成 20 年 
12 月 3 日(水) 

目標 3 男女があらゆる分野で学び参画する地域社会 
・あらゆる学びの場を通じた男女共同参画意識の形成 

について 

 
専門部会 

 
５ 
 
 

平成 20 年 
12 月 5 日(金) 

目標 2 仕事と家庭・地域生活を両立できる地域社会 
・仕事と家庭生活の両立について 
・働く場における男女共同参画の推進について 

 
専門部会 

 
６ 
 

平成 20 年 
12 月 25 日(木)

目標 1 人権を尊重し健康な生活を実現する地域社会 
・生涯を通じた心と体の健康支援について 

 
専門部会 

 
７ 
 

平成 21 年 
1 月 6 日(火) 

目標 3 男女があらゆる分野で学び参画する地域社会 
・政策・方針決定過程への男女共同参画の推進について

・日常生活における男女共同参画の推進 
 

 
専門部会 

 
８ 
 

平成 21 年 
1 月 9 日(金) 

目標 2 仕事と家庭・地域生活を両立できる地域社会 
・子育てや介護を安心して行なうための環境整備につい

 て 
 

 
専門部会 

 
９ 
 

平成 21 年 
1 月 22 日(木) 

目標 1 人権を尊重した健康な生活を送れる地域社会 
・目標 1 についてのまとめ 

 
専門部会 

 
10 

 

平成 21 年 
2 月 3 日(火) 

目標 2 仕事と家庭・地域生活を両立できる地域社会 
・目標 2 についてのまとめ 

 
専門部会 
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11 
 

平成 21 年 
2 月 4 日(水) 

目標 3 男女があらゆる分野で学び参画する地域社会 
・ 目標 3 についてのまとめ 
 

専門部会 

 
12 

 

平成 21 年 
2 月 18 日(水) 

・目標 1～目標 3 及び「計画を推進するためのしくみ」

の項目調整 
リーダー

会議 

 
13 

 

平成 21 年 
2 月 25 日(水) 

・提言案の検討  
審議会 

 
14 

 

平成 21 年 
3 月 19 日(金) 

・提言案の調整 リーダー

会議 

 
15 

 

平成 21 年 
3 月 25 日(水) 

・提言案の最終確認  
審議会 

 
16 

 

平成 21 年 
4 月 21 日(火) 

・区長に答申  

 



氏 名 役 職 等

　しらい　　のりこ

　白井　典子※ 　弁護士

　みやき　　みちこ

　宮城　道子※ 　十文字学園女子大学人間生活学部教授

　おくつ　　まり

　奥津　眞里※   (独)労働政策研究・研修機構統括研究員

　やまだ　　まさひろ

　山田　昌弘 　中央大学文学部教授

　かんべ　　みち

　神戸　ミチ 　王子法人会女性部会

　すぎやま　あきこ　　

　杉山　亜紀子 　区立幼稚園ＰＴＡ連合会

　すずき　　かんし

　鈴木　貫之 　町会自治会連合会

　てるい　　ふみお

　照井　史生 　人権擁護委員

　とべ　　いくお

　戸邉　征男 　民生委員・児童委員協議会

　まにわ　　しげこ

　眞庭　成子 　男女共同参画推進ネットワーク

　やまぐち　のりこ

　山口　紀子 　新生活運動推進協議会

　あつみ　　かおる

　厚美　薫 　区内在住者

　いけだ　　りゅうへい

　池田　竜平 　区内在勤者

　ほそかわ　みさこ

　細川　美佐子 　区内在住者

　こいけ　　たくみ

　小池　たくみ 　企画総務委員会委員長

　うの　　ひとし

　宇野　等 　健康福祉委員会委員長

　はせがわ　　たつじ

　長谷川　辰次 　東京都労働相談情報センター池袋事務所長

　たにがわ　　かつき

　谷川　勝基 　北区総務部長

　うちだ　　たかし

　内田　隆 　北区教育委員会事務局次長

　よりた　みのる

　依田　実 　北区子ども家庭部長

※＝各専門部会リーダー
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第２期北区男女共同参画審議会委員名簿

関 係 行 政 機 関
／ 区 職 員

公 募 委 員

区 議 会 議 員

区 内 関 係 団 体

学 識 経 験 者

副 会 長

会 長
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東京都北区男女共同参画条例 

目 次 

 前文 

 第一章 総則（第一条～第八条） 

 第二章 基本的施策等（第九条～第十二条） 

 第三章 男女共同参画審議会（第十三条） 

 第四章 苦情への対応（第十四条・第十五条） 

 第五章 雑則（第十六条） 

 付則 

 

日本国憲法は個人の尊重と法の下の平等をうたい、また、国際連合を中心とした国際社会

は、女性に対するあらゆる分野における差別を撤廃することに積極的に取り組んできた。さ

らに、配偶者への暴力をはじめ、暴力は個人の尊厳と人権を踏みにじるものであり、暴力を

生み出す社会の問題としてとらえ、暴力の根絶への取組が始まっている。すべての人が共に

それぞれの個性と人格を尊重しあい、差別のない社会をつくること、これは我が国及び国際

社会の悲願である。我が国はそれを二十一世紀の最重要課題と位置付け、男女共同参画社会

基本法を制定した。 

しかし、これは国と国際社会の取組みだけでは実現できない。地域社会において、男女が

共同して社会に参画し、生活の中の身近な取組みを積み上げていくことにより、等しくそれ

ぞれの個性と人格が尊重される社会が実現される。 

北区では、これまで男女共同参画社会の実現のための取組みを進めてきたが、いまだ、解

決すべき様々な課題がある。 

男女共同参画を推進することにより、すべての個人が等しく尊重される、豊かで暮らしや

すい地域社会を実現することを目指して、ここに、この条例を制定する。 

 

   第一章 総則 

（目的） 

第一条 この条例は、男女共同参画社会の実現に関し基本理念を定め、区、区民及び事業者

の責務を明らかにし、男女共同参画社会の実現に関する施策（以下「男女共同参画施策」

という。）を総合的かつ計画的に推進することにより、男女が互いにその人権を尊重しつつ

責任を分かち合い、その個性と能力を十分に発揮することができる地域社会を実現するこ

とを目的とする。 

（用語の定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

一 男女共同参画社会 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって、家庭、

地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野（以下「あらゆる分野」という。）に参画

すること（以下「男女共同参画」という。）の機会が確保され、もつて男女が均等に政治
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的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき

社会をいう。 

二 積極的格差是正措置 あらゆる分野における男女間の参画に関する格差を是正するた

め、必要な範囲内において男女のいずれか一方に対して機会を積極的に提供することを

いう。 

三 区民 区内に居住し、又は区内に在勤し、若しくは在学する個人をいう。 

四 事業者 営利又は非営利にかかわらず、区内で事業活動を行う個人及び法人その他の

団体をいう。 

五 セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により、相手に不快感若しくは不利益を与

え、又は相手の生活環境を害することをいう。 

（基本理念） 

第三条 男女共同参画社会を実現するため、次に掲げる事項を基本理念として定める。 

一 すべての区民はその人権が尊重され、直接であるか間接であるかを問わず、性別によ

る差別を受けず、個性と能力を発揮できる機会が確保されること。 

二 性別による固定的な役割分担意識に基づく社会の制度及び慣行が改善され、すべての

区民が多様な生き方を選択できる社会づくりが推進されること。 

三 すべての区民が社会の対等な構成員として、あらゆる分野における政策及び方針の立

案及び決定に共に参画できる機会が確保されること。 

四 学校教育をはじめとするあらゆる教育の場において、男女共同参画の視点を踏まえた

教育が推進されること。 

五 すべての区民が相互の協力及び社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活と仕

事その他の社会活動との均衡と調和のとれた生活を営むことができること。 

六 すべての区民が互いの性を理解し、互いにその意思を尊重し、共に健康な生活を営む

権利が保障されること。 

七 男女共同参画の推進は、地域における国際化の進展に配慮し、国際理解の下に行われ

ること。 

（性別による権利侵害の禁止） 

第四条 何人も、あらゆる分野において、直接であるか間接であるかを問わず、性別による

差別的取扱いを行つてはならない。 

２ 何人も、あらゆる分野において、セクシュアル・ハラスメント及び配偶者への暴力その

他の男女間における身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為（以下「暴力的行為」と

いう。）を行つてはならない。 

（あらゆる情報の公表への配慮） 

第五条 何人も、あらゆる情報の公表に当たっては、性別に起因する人権侵害を助長するこ

とのないよう、かつ、セクシュアル・ハラスメント及び暴力的行為を誘発することのない

よう配慮するものとする。 

（区の責務） 

第六条 区は、基本理念に基づき、男女共同参画の推進に関する施策（積極的格差是正措置
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を含む。以下「関連施策」という。）を策定し、総合的かつ計画的に推進するものとする。 

２ 区は、関連施策を実施するために、必要な体制の整備及び財政上の措置を講ずるものと

する。 

３ 区は、関連施策の実施にあたり、区民、事業者並びに国及び都その他の地方公共団体と

積極的に連携及び協力するものとする。 

（区民の責務） 

第七条 区民は、基本理念に基づき、男女共同参画に関する理解を深め、あらゆる分野の活

動において男女共同参画の推進に取り組むよう努めるものとする。 

２ 区民は、区及び事業者との連携を図り、男女共同参画を推進するよう努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第八条 事業者は、基本理念に基づき、事業活動において男女共同参画を推進し、男女が育

児、介護その他の家庭生活と仕事その他の社会活動との均衡と調和のとれた生活を営むこ

とができるよう努めるものとする。 

２ 事業者は、区及び区民との連携を図り、男女共同参画を推進するよう努めるものとする。 

   第二章 基本的施策等 

（基本的施策） 

第九条 区は、男女共同参画を推進するため、次の各号に掲げる施策を行うものとする。 

一 すべての区民が性別による差別を受けることなく、個性と能力を発揮することが尊重

される社会の実現を目的とした、区民及び事業者への啓発、調査研究、広報活動、情報

提供及び情報収集に関する施策 

二 セクシュアル・ハラスメント及び配偶者等への暴力の防止並びに被害者の保護及び支

援に関する施策 

三 あらゆる分野の活動の意思決定過程への参画に関する格差が男女間に生ずることのな

いよう必要な措置を講ずるための施策 

四 学校教育をはじめとするあらゆる教育の場において、男女共同参画の視点を踏まえた

学習機会の提供、啓発、研修その他男女共同参画の推進に資する教育のために必要な施

策 

五 すべての区民が共に育児、介護その他の家庭生活と仕事その他の社会活動との均衡と

調和のとれた生活を営むことを支援する施策 

六 すべての区民が互いの性と人権を尊重し、共に健康な生活を営むことを支援する施策 

七 前各号に掲げるもののほか、第三条に規定する基本理念を実現するために必要な施策 

（行動計画） 

第十条 区長は、男女共同参画施策の総合的かつ計画的な推進を図るための行動計画（以下

「行動計画」という。）を策定するものとする。 

２ 区長は、行動計画を策定するに当たつては、あらかじめ第十三条に規定する東京都北区

男女共同参画審議会に諮問するとともに、区民及び事業者の意見を反映できるよう適切な

措置を講ずるものとする。 

３ 区長は、行動計画を策定したときは、これを広く区民に公表するものとする。 
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４ 前二項の規定は、行動計画の変更について準用する。 

（年次報告） 

第十一条 区長は、毎年度、行動計画に基づく施策の実施状況を明らかにする報告書を作成

し、公表するものとする。 

（拠点施設） 

第十二条 区長は、第九条に掲げる基本的施策を推進するための拠点施設を設置し、区民及

び事業者による男女共同参画に関する活動への支援、相談、情報提供、情報収集その他

男女共同参画施策の推進に関する事業を実施するものとする。 

   第三章 男女共同参画審議会 

（設置） 

第十三条 男女共同参画の推進を図るため、区長の附属機関として、東京都北区男女共同参

画審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

２ 審議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

 一 区長の諮問に応じて、第十条第二項及び第四項の規定により行動計画の策定及び変更

について調査審議し、答申すること。 

 二 行動計画の推進及び進捗状況その他男女共同参画推進に関する事項について調査研究

を行い、区長に意見を述べること。 

 三 第十五条第四項により、同条に規定する東京都北区男女共同参画苦情解決委員会から

意見を求められたときに、意見を表明すること。 

 四 その他男女共同参画推進に関し区長が必要と認めること。 

３ 審議会の委員は、二十人以内とし、男女共同参画の推進に理解と識見を有するもののう

ちから区長が委嘱又は任命する。 

４ 審議会の委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

５ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、東京都北区規

則（以下「規則」という。）で定める。 

    第四章 苦情への対応 

（苦情の申出と処理） 

第十四条 区民及び事業者は、区長に対し次の各号に掲げる事項に関し苦情の申出をするこ

とができる。 

 一 区が実施する男女共同参画施策及び男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる

施策に関する事項 

 二 前号に規定するもの以外の性別による差別等男女共同参画の推進を阻害すると認めら

れる事項 

２ 区長は、前項に規定する苦情の申出（以下「苦情の申出」という。）に対し、男女共同参

画に資するように適切に対応し、処理するものとする。 

３ 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については苦情の申出をすることが

できない。 
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 一 裁判所において係争中の事項又は判決等のあった事項 

 二 法令の規定により、不服申立てを行っている事項又は不服申立てに対する裁決若しく

は決定のあった事項 

 三 区議会で審議中又は審議が終了した事項 

 四 前項の規定による苦情の申出に対し行われた処理に関する事項 

（男女共同参画苦情解決委員会の設置） 

第十五条 区長は、苦情の申出を適切かつ迅速に処理するため、区長の附属機関として、東

京都北区男女共同参画苦情解決委員会（以下「苦情解決委員会」という。）を設置する。 

２ 区長は、苦情の申出がなされたときは、速やかに苦情解決委員会に諮問しなければなら

ない。 

３ 苦情解決委員会は、区長から苦情の申出について諮問があった場合は、苦情の申出に係

る必要な調査を行い、必要な措置について区長に答申するものとする。 

４ 苦情解決委員会は、区長から苦情の申出について諮問があった場合において、必要と認

めるときは審議会に意見を求めることができる。 

５ 苦情解決委員会の委員は、三人以内とし、男女共同参画の推進に深い理解と識見を有す

る者のうちから、区長が委嘱する。 

６ 苦情解決委員会の委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

７ 前各項に定めるもののほか、苦情解決委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則

で定める。 

    第五章 雑則 

 （委任） 

第十六条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成十八年七月一日から施行する。ただし、第十条第二項（審議会に係る

部分に限る。）、第三章（第十三条第二項第三号の規定は除く。）及び付則第三項（苦情

解決委員会に係る部分を除く。）の規定は、平成十八年十月一日から、第十三条第二項第

三号、第四章及び付則第三項（苦情解決委員会に係る部分に限る。）の規定は、平成十九

年一月一日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に策定されている東京都北区アゼリアプランは、第十条第一項

の規定により策定された行動計画とみなす。 

 （東京都北区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 
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