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第４回北区男女共同参画審議会議事録 
 

日  時：平成２１年３月２５日（水）午後６時３０分～ 
場  所：北とぴあ ９０１会議室 
 
１ 開   会 
 
２ 審   議 
  「第４次アゼリアプラン」のための提言（案）についての最終確認 
 
３ 報   告 
  平成２１年度アゼリアプラン事業案について 
 
３ 閉   会 
 
 
 
出 席 者  白井会長  宮城副会長  奥津委員  戸邉委員  鈴木委員 

神戸委員  杉山委員   照井委員  眞庭委員  厚美委員 
池田委員  細川委員   宇野委員  小池委員  内田委員 
依田委員 

欠 席 者  山田委員  山口委員  長谷川委員  谷川委員 
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審議  
○白井会長 
議事の１、提言案についての最終確認について、審議に入りたい。 
前回の審議会では、各分野別のまとめの意見交換を行なった。その後、事務局が各
委員からの意見を踏まえ、修正したものを提言案として作成し、３月１３日のリーダ
ー会議で再調整を行い、本日の資料としてまとめさせていただいた。本日は最終確認
として進めていきたい。 
では最終案について何かご意見等があれば挙手ねがいたい。 
 

○細川委員  
  私は福祉事務所や女性センターという現場にいたので、暴力・暴言という言葉がひ
っかかる。では何を暴力というのかというと、普通私たちは、身体的な暴力、性的暴
力、経済的暴力、社会的暴力、心理的暴力の五つのカテゴリーに分ける。 
身体的暴力とは殴るとか蹴る、性的は性を強要するや避妊に協力しないとかいうこ
とだ。経済的暴力は生活費を渡さない、お金の使い方を細かくチェックする、カード
しか渡さない、現金を渡さないとか、夫がギャンブルでお金を使ってしまって生活費
に困窮するとか、だれのおかげで食べられているんだなどもある。社会的暴力は親・
兄弟、友人とのつき合いを制限する、外出を制限する、手紙やメールをチェックする、
無断で開封するなどがある。心理的暴力は、普通は言葉の暴力で、ばか、あほ、死ね、
無能、人間のくずなどといって人格をおとしめるようなののしりなどが入る。 
 これらが複合的に起きてくるのがＤＶだ。この暴力・暴言という表記になると、暴力
とはあくまでも身体的な暴力、暴言は言葉というこの二つを暴力という誤解を招かな
いかと危惧したので、その点、ご審議いただきたい。 
 
○白井会長 
暴力というと、通常見受ける手を上げたりとか、物を投げたりとか、そういうこと
だけと思うが、法が改正され、精神的なものなど色々加わった。それで、暴言という
のをつけ加えた方がより理解されるのではないかということでつけ加えたが、今の意
見についてはいかがか。暴力のひとつに、暴言があるので暴言ということを入れなく
ても暴力だけで十分ではないかということだ。 
 

○細川委員 
ただ、こういう文章の中に、「さまざま」とか、そういう言葉を使うのが適切かど
うかわからないが、「さまざま」や「あらゆる暴力」などのほうがいいのではないか
と思ったものだから。 
 

○厚美委員 
ＤＶ被害者の支援などの勉強会でも出ているが、やはり暴力は殴ったり蹴ったりな
ど、こういう暴力は見えやすいし、相手もけがをしたりということで、ＤＶというと
一般的には身体的なものと理解されている。心理的暴力は、かなりいろいろな意味で
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人格にダメージを与えているものだが、心理的暴力が非常に多かった被害者の方々の
話を聞くと、やはり見えない暴力は理解されにくいということだ。 
だから、できるだけＤＶの説明のときに、暴力とはどういうものか説明は必要かと
思う。次に、この中の説明で、家族内で起こる暴力と一番最初に書かれてしまうと、
本来の意味が伝わらない。ＤＶとわざわざ言葉を使ったのは、いわゆる随分昔にあっ
た家庭内暴力と言われた暴力と区別をするためだ。和訳するとドメスティック・バイ
オレンスは家庭内暴力だが、そういう言葉を使わずにドメスティック・バイオレンス
という片仮名書きにしたといういきさつもあるわけで、これは区民の皆さんに理解し
ていただかなければならない提言なので伝わるような表現が必要ではないかと思う。 
 

○白井会長 
  男性は、暴力は絶対振るっていないなら、絶対離婚の理由とか損になるものがない
と思っているので、暴言がすごい。だから、暴言も暴力の中に含まれることを自覚し
てもらうために出した。 
暴力についてどのような説明がよいか、またその暴言というのをどうするか、入れ
るか・入れないか。 
 

○厚美委員 
  入れた方がいいと思う。 
 

○白井会長 
  身体的なものなど５つのことか。 
 

○厚美委員 
  内閣府の調査がつい最近まとまり、新聞にも出ていたが、かなり理解されていない
という結果がある。ＤＶの被害者でも５３％の方が相談していないということだ。 
  相談した人の中に、相談支援センター、シェルター、弁護士などに相談しているの
が１％しかいないということで、暴力もわかってもらえていないし、相談にもつなが
れていないという意味では、まだ解決すべき状況がある。そういう現実があるという
ことを知ってもらうこと、さらにそういうことをなくす取り組みをしていかなければ
ばらないことを理解してもらうためにも、必要なことはきっちり書いておくべきだと
思う。 
 
○白井会長 
  この暴力の根絶、ＤＶの根絶ということもこの提言の重要な部分を占めているので、
その辺はいかがか。 
 

○小池委員 
  やはりドメスティック・バイオレンスとはどういうものかという定義をきちっと書
いた方がいいと思うし、読む人にとっても親切だと思う。 
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深くドメスティック・バイオレンスやセクシャル・ハラスメントというのは、どう
いうものかということについて、なかなか理解していない人に対して理解を求めると
きには、暴力あるいは暴言という一つの現象の中で、それを通して、それがセクシャ
ル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスなんですよというような理解をい
ただくための表現として使うということであれば、非常にわかりやすいと思う。 
それで、提言というのは、区民の皆さんにも理解してもらい、地域の中でそういう
ことがないように広めてもらう、具体的なアクションをしてもらうようなわかりやす
い提言にしようと暗黙のうちの了解事項になっていると理解できるのではないかと思
う。ですから前回、この暴言がつけ加えられたと記憶しているので、やはり暴力・暴
言ということの方がむしろ論議経過やあるいは一つの皆さんに対しての理解を進める
ためのインパクトとして、そういうものの契機になるので、できれば、このようなま
とめ方がよりいいのではないかと思う。 
 

○白井会長 
  では、暴力とは、性的、身体的、経済的、さらに心理的な暴力も含めた総称である
ということを入れる。また暴力・暴言では、注意を喚起するために両方入れるという
ことではいかがか。その２点について、ご意見をお聞きしたい。 
 
○池田委員 
  暴力・暴言等という形でのほうが、普通の人が読んですっきり入るような言葉だと
思う。暴力と一言で言われるよりは、暴言等も入っていた方が大変わかりやすい。 
 

○眞庭委員 
私もそのように思う。等というのが入ると、非常にいろいろ含まれていて、やはり
文章のところにこのようにあらわしておいた方が一般的にわかりやすい。ここで審議
している人たちはよくわかっていても、一般的になかなかわからない部分があるので、
やはりここへ表示した方がいいと思う。 
 

○白井会長 
では「暴力・暴言等」を入れ、ドメスティック・バイオレンスのところに暴力につ
いて、その５つを総称して暴力というということを入れるということでよろしいか。 
 

（異議なし） 
 

○厚美委員 
  ＤＶの説明で、「一番最初にＤＶと略されることが多く」の次に、「広義には」で
は、誤解されてしまうと思うので、これは後ろにしてほしい。 
「夫から妻、恋人関係、親密なパートナー等から受ける暴力」を先にそれを書いて、
広義にはからを後ろにつければいいかと思う。 
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○宮城副会長  
本文で使われているドメスティック・バイオレンスの方の説明を先にして、さらに
もっと幅が広いという説明にしてほしいということか。 
その場合、その５つの暴力の説明は、最初のＤＶの説明の後ろにつけた方がよいか。 
 

○厚美委員 
はい。 
 

○細川委員 
  ＤＶとセクハラの説明は下にあるが、ストーカー行為の説明がない。法律を見ると、
ストーカーは普通つきまといと思ってしまうが、法律でかなり細かくいろいろ書かれ
ておりストーカーの説明も入れておいた方がいいと思う。 
  その後の「マスメディアにおける」というのは、違った角度になるので、そこを一
たん切るか、「または」としないと、文章の脈絡が飛んでしまうと思うがいかがか。 
 
○宮城副会長 
  「また」と並列の方がよいかと思う。文章も長いので、差別的取り扱い、暴力・暴
言、マスメディアの表現と大きく三つあり、最初の二つまでの差別的扱いや暴力・暴
言で１回切って、「また」ということでよろしいか。 
 

○白井会長 
  「暴力・暴言があります」で、ここで一応句読点を打って、「また」としてよろし
いか。 
 

（異議なし） 
 

○白井会長 
  ほかに何かあるか。 
 

○依田委員 
  「暴力の対象の多くは」というフレーズのところで、「それらが生み出される背景
として、性別による固定的な役割」とずっと続いているが、「それらが生み出される
背景の一つ」としないと、性別による役割分担がイコールその背景になってしまうと
とられるかと思う。「それらが生み出される背景の一つとして、性別による固定的な
役割分担に基づく」とする。 
 
○白井会長 
  いろいろな原因があるが、その中の一つということで。今の意見については、いか
がか。 
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○厚美委員 
  「暴力の対象の多くは女性や高齢者・子どもなどのいわゆる弱者と言われる人々で
すが」として、「それらが生み出される」という部分を削り、すらっと「背景には性
別による固定的な役割分担に基づく・・」というようにしたらいかがか。 
 

○白井会長 
背景の一つとして、人格的なものなどいろいろな原因があるが、性別による固定的
な役割分担もその一つとしたいということだが。 
 
○厚美委員 
性別、固定的な役割分担だけが原因ではないが、弱い立場の人の方に向かうのは、
人格的などいろいろあるが、その一つにはこの性的役割分担、従来の固定的な観念が
大きく影響しているということだ。 
 

○白井会長 
  その辺はいかがか。 
  
○細川委員 
  暴力の対象の多くは、いわゆる社会的強者から社会的な弱者というのが普通暴力だ
と思うので、ここの表記はこれでいいのではないかと思う。 
 
○白井会長 
  「それらが生み出された」をそのままにしてということか。 
後は「背景の一つとして」を入れるか。そうすると、「それらが生み出される背景
として」か「背景には」だが、「として」がいいかと思う。 
「今、暴力の対象の多くは女性や高齢者・子どもなどのいわゆる弱者ですが」とい
くのか、今のように続けていった方がよい場合、「存在する現状があります」という
ところまでいくということだ。 
 

○厚美委員 
「弱者です」で切ってしまい、「この弱者が生み出される背景には」というふうに
してはいかがか。「いわゆる、弱者と言われる人々です」として１回切ってしまう。 
 
○宮城副会長 
  果たして、役割分担意識だけが原因ではないということを修正したいということな
ら、「その背景には」にして、重要な要因ではあるわけで、ここでは一番注目したい。
ただ、それ以外を無視しているわけではないということでは、「その背景には」がよ
いと思う。言葉はできるだけ短い方がすっと受けとめてもらえるかと思う。 
高齢者・子ども等をあえて挙げたのは、その前のところがやはり性別の暴力のこと
だけに目がいってしまっているかと。後では出てきているので、一応並べておこうと
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いう修正のつもりだったが、その点は並べることでよろしいか。弱者として並べるこ
と。 
 
○厚美委員 
そうなると書いてはいないが、障害者も同じだと思う。 

 
○宮城副会長 
ただ、それが障害者ははっきりとは提案には出てきていない。 

 
○厚美委員 
だから、少し気になった。 
 

○宮城副会長 
男女共同参画なので、特に障害というのを入れるかどうか。 

 
○厚美委員 
女性で障害を持っているということになると、二重に困難があり、そのようなこと
はあまり語られていない。ケアやサポートも十分ではなくて、やはり当事者が緊急な
発言ではあるがまだまだ弱い部分でもあるかと思う。 
  
○宮城副会長 
  その部分は確かに今回触れられていないので、提案のところでも新たな取り組みの
中にも出てこないので、やはりそこまで読み込めるのは、「等」のところで読み込ん
でもらうことで、弱者をこの三者に限定するわけではないが、社会的弱者という言葉
を入れた方がよいのではないかと思うがいかがか。社会的という言葉。弱者でよろし
いか。 
 

○細川委員 
  子ども等の社会的弱者というふうにしたらいかがか。 
 

○宮城副会長 
  そこら辺いかがか。そうすると障害などの場合も問題としては取り上げることはい
かがか。 
 

○細川委員 
  外国人の問題も入ると思う。 
 

○白井会長 
  では、「子ども等の社会的弱者です」で切るかどうか。 
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○宮城副会長 
  文章は短い方がいいので、切ったほうがよいと思う。 
 
○白井会長 
  では、「社会的弱者です」で切って、「背景には」にさせていただきたい。「一
つ」を入れないがよろしいか。 

 

○岡田課長 
  多分トーンは弱まっていると思うのでよいと思う。 
 

○白井会長 
  ほかにはあるか。 
 

○厚美委員  
  「社会的弱者です」というと本当に断定的、そこで、もうそれだけという感じを受
けてしまう。「であり」の方がやわらかいかと思う。この文章でいいのではないかと
思う。 
 
○細川委員  
  ここからの考え方でいくと、弱者であるだけではないということだ。 
 
○白井会長 
  続けた方が印象としてはやわらかい。弱者ということについてと、読みやすくとい
うことであれば。 
 

○厚美委員  
  次の段落のところで、「男女がともに個性と人格を尊重しあいながら」の次のとこ
ろで、「暴力が犯罪であり重大な人権侵害である」というこういう表現が幾つか出て
きているが、この言い方だとやはりスローガンのような感じになってしまって何だか
わからない。一般の人は暴力が犯罪であり、重大な人権侵害ですと言われてもビンと
来ないし、実感がないと思うので、そういう部分については、例えば、「暴力によっ
て相手を意のままにしようとすることは対等な人間関係ではなく人権侵害であり、そ
れが重大な犯罪にもつながっていくことを理解する」というような感じにした方が伝
わりやすいかと思う。 
○白井会長 
  暴力はまじることによって人格を否定ではないが、人格を喪失させるような状態に
し精神的に落ち込ませる。暴力自体も犯罪で、それを用いることによって、相手を非
人間的な扱いをし、それが人権侵害なんだということだけれども、言い方がこれでは
すっと入ってこないということだと思うがその点についてはいかがか。 
暴力自体は犯罪だけれど、その暴力を用いて、さらに人間性を否定する、支配する
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ことは、さらに人権侵害なんだということですね。 
 

○厚美委員 
暴力は人権侵害なんですよと言われてもぴんと来ない人が多いと思う。何が・どう
いうところがというと、結局それはやはり相手の意思とか、感情とかをすべて無視し
て、自分の意のままにさせるということであって、それは対等な人間関係でも何でも
ないということだ。だから、というふうに言わないと、やはりわかりにくいのかなと
思う。 
 
○白井会長 
  それについては、異議のある方もいるかと思うが、暴力自体は人権侵害であり、さ
らに暴力を用いることによって、さらに人権侵害をおかしているというところに気づ
いてもらいたいということだ。 
  だから、暴力を振るえば、暴力だけでなく、さらに精神的な面も侵害していると、
二重に侵害しているということを言いたいのだ。 
  その辺は、そのように変えさせていただきたい。今のように訂正されたものが手元
に行くかと思うのが、言葉としてすっと入ってくるか、こないかの問題だと思う。 
  「男女がともに個性と人格を尊重し合い」に続く２行目の「暴力が犯罪であり、重
大な人権侵害であるという意識を高めるとともに」という、ここのところを先ほど厚
美委員がおっしゃったような言葉で訂正させていただいてよろしいか。 
  暴力を用いることによって、さらにその人の人格を損傷するような、人格を損傷と
いうのはおかしいが、人格を否定するようなとか、従属的支配下に置くようなとか、
支配下に置くようなとか。 
 
○厚美委員 
  対人関係を、差別するものだと思う。 
 
○白井会長 
  だから差別をしてしまうということだ。 
 
○奥津委員 
  恐らくこれをいろいろな懇談等で説明をするときにはそこまできちっとお話をする
ことになるかと思うが、ただ、やはりそれは暴力は犯罪であり人権侵害であるという
ことを限定していることにもなるので、ここはすっといった方がこの書き物としては
よろしいのではないか。ただ、これを使って、いろいろなことを行なっていくときは、
そこまで言わないとその中に入らないということだと思う。結論としては、書き物と
しては、広くここにあるような、「が」はやはり言葉だと「暴力は」というようにし
てはいかがかと思う。 
 
○白井会長 
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  先ほどの、暴力自体は犯罪でそれを振るうことは相手に対して人権侵害ですよとい
うことも一つあって、さらにというのが一つ精神的な面を抑圧してとか、そういうこ
とだと思うがいかがか。この辺は、皆さん方の意見を聞きたい。 
  今まで家庭内における暴力というのは、痴話げんかといって、通常は犬も食わない
からというような感じで、だれも注意しなかったわけで、どんな骨が折れようと、極
端な例とすれば、それでも何も言わなかった。だから、当たり前のことのように思っ
ていたけども、実際は日本の場合でも命の危険性が及ぶような状態とか、あるいは治
療を要する状態とか、そこまではいかないにしても、常時暴力を振るわれていると何
も言えなくなってきて、その人の息ではないが、いろいろなことをうかがって行動し
たり、物を言ったりするようになる、自分の人間性を全部否定してしまうような状態
になる。この場合は、文章としてそのままで今言ったような、二重な被害、人権侵害
ということまで言った方がいいのではということだ。 
 

○細川委員  
私もここは犯罪であり、重大な人権侵害というこのままの文章の方が文章的には少
しわかりづらいかもしれないが、すごくメッセージ性があると思う。だから、これは、
これでよろしいのではないかと思う。 
 
○白井会長 
暴力自体は犯罪であり人権侵害、振るうこと事態は人権侵害ですよと、人的な面を
とらえてだ。 
 

○細川委員 
そこはやはりわかってもらわないと困るわけだが。 

 

○岡田課長 
提言はやはり審議会の考え方を示すものではないかと私は理解している。 
この中に、すべての区民の方にやはりすべて理解していただくというのを盛り込ん
でいくというのは、難しい部分があると思う。 
我々がこれを受けて計画をつくって施策を展開していく中で、そういった啓発事業
の中で、今、いろいろお話しいただいたことを我々が説明していくのだと思う。 
ですから、この中では、一つ一つを細かく説明するというのは、むしろ非常に読み
づらくなっていくのかと少し感じている。 
 

○白井会長 
そうすると、暴力は犯罪であって、それを振るうこと自体は重大な人権侵害ですよ
と、まずそこから認識していただかないと、多少暴力振るっても許されるというよう
に考える方もいらっしゃるので、第１段階では、暴力自身を振るうことは犯罪だと。
このように理解されるということで、さらに、それから深くいくことは、改めてまた
説明を加えていくということにしていただき、この提言としては、ここまではこのよ
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うな状態でよろしいか。 
 

 
（異議なし） 

 

○白井会長 
ではもとに戻り「暴力が」は、「暴力は」に直して、「犯罪であり、重大な人権侵
害である」ということにする。そういう意識を高めていことがまず必要なので、この
ままでいきたいと思う。次に何かあるか。 
 

○内田委員 
今、審議会としての考えということだが、現行のアゼリアプラン行動計画と今回を
比べて、大きな違いが地域社会という言葉が入っていたかと思う。 
一番、１ページのなぜというところで、地域の課題として取り上げられているのが、
コミュニティーの弱体化となっているが、今回この地域社会を入れた意味というのを
やはり、一番最初のこの第１章の考え方の中にもあるが、多分実現する社会だったの
だと思う。一般論みたいなんだが、それをわざわざ地域社会というふうに地域に落と
しているその意味合いみたいなものをどこかで１行工夫して入れた方が話の筋として
は通るのかという印象を持った。 
○白井会長 
地域社会において男女共同参画の推進がなぜ必要なのか。今のご意見についていか
がか。 
 

○厚美委員 
私の感覚だと、やはり男女共同参画センターや男女共同参画推進課などが、今まで
どれだけ地域の課題を拾ってきていたかということの反省が一つあるのかと思う。 
審議会の中でも、委員自身でも地域の課題をどれぐらいとらえていて、その課題解
決のために何ができたかというような反省点とか、そういうことがあるのではないか
というのが一つと、やはりこれから審議会にしても、センターにしても地域の課題解
決に取り組んでいくような、そういう姿勢で臨んでいかないといけない。男女共同参
画とは何なのかわからないとか、センターはあるけれど行ったことがありませんとか、
そういうような感じになってしまうのかと思う。 
私個人の思いとしては、やはり北区にあるいろいろな課題を今回の審議会の中でで
きるだけ拾って、施策に盛っていけるような提言としたいし、そういう方向が私自身
も地域の中に住んでいる１人なので、見出せたらいいと思った。そういうことの一つ
の考え方というか、考え方の流れというのがあったのではと理解している。 
○小池委員 
そういうことではなく、この目標１、目標２、目標３の考え方のところに、最後の
締めとして、例えば、これは一番最後のところで「一人ひとりが・・・環境整備を行
っていくことが求められています」で締めくくっているが、その後に、「以上を踏ま
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えて」という、言葉は悪いですけど、以上を踏まえてということで、目標のそこのと
ころの「人権を尊重し・・・地域社会をめざします」という一文を入れるという手法
というのは、非常に安直なことなのでしょうか。 
  それから、もう一つ加えて言えば、提言に当たっての基本的な考え方のところに、
なぜ必要なのかということで、特に１ページの下のところに、「啓発活動から地域に
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られているものである」ということを受けてやっていると思って
いるので、私とすれば、考え方の結びのところで、目標１だったら目標１のものを、
またさらに、そういう地域社会をめざましますというように締めくくると、また雰囲
気が違ってくるのかというふうに考えたのでご提言申し上げたい。 
 

○白井会長 
いかがか。 

 

○奥津委員 
この第１章のこの１の文章、結構地域社会を意識して書かれているので、むしろ表
題の１、なぜ今、男女共同参画の推進が必要なのかの方を書いて、文章を余り触らず
にこの表題を、例えば、「今なぜ地域社会で男女共同参画推進に取り組むことが重要
なのか」とか、何かそういう言葉を、アピールポイントをここでセールスするポイン
トを１に書くというような整理の方が読みやすくて、なおかつよろしいのではないか
と思う。 
 

○白井会長 
  第１章で、「なぜ今男女共同参画推進が必要なのか」というところ、そこに「地域
社会で今なぜ男女共同」というようにしたらどうでしょうかという意見がでたがいか
がか。なぜが先で、次に地域社会での方がいいと思う。 
  地域といったら抽象的ではなくて、北区が北区の状況を具体的にとらえて実現しや
すいようなということで地域というのを少し入れて、北区独特の実情に合ったような
共同参画を進めていきますというような意味も込めてということなんですが、その１
に、今のように、地域社会でなぜ今というのはいかがか。 
 

○池田委員 
  それでいいと思う。 
○白井会長 
  いいですか。ではそのようにしてよろしいか。 
 
○宮城副会長 
  今のように、タイトルのところになぜ地域社会というのを入れるのは、私も賛成だ
が、今ご指摘を受けて、細かなところ、幾つか地域を気にしたことが各部会に入って
いるが、全体のトーンとしては、やはり逆に審議の過程で当たり前だと思っていたの
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で抜けてしまったというように、私も言われてみて特に思った。 
  文章を個別に変えるというだけではなくて、まさに今ここで確認し合うことが大事
かと思うので、第３分科会でのことを少しお知らせしておきたいと思うが、第３分科
会が柱の一つとして、身近な日常生活の中でということをあえて入れたのは、まさに
そこなんですね。 
一般的に男女共同参画が大事だよというと、何かとっても遠い理念のような話がす
る。だけど、そうではなくて、自分たちの毎日の生活や身近なところに男女共同参画
の視点を持ち込むことによって、小さなことでも直せることがたくさんある、その積
み重ねが男女共同参画、大変大きな理念と両方見ていかなくてはいけないということ
を第３分野は議論が出て、あえて柱を一つ日常生活にした。 
それをぜひ、そういう意味で第３分野は地域社会を基にしたところが、そこに反映
していたということを、少し改めて報告させていただき、審議会の皆さんが全体で認
識していただけるとうれしい。 
 

○白井会長 
  今まで地域社会ということがあまり議題にならなかったように思うが、その点、今
のような説明でよろしいか。 
 

（異議なし） 
○白井会長 
  ほかに何かありますか。 
  この提言に対する最終確認ということで、特に問題があればご意見いただきたい。 
 

○宮城副会長 
  もう一つ追加させていただきたいことがあり、実は余り盛り込めなかったという反
省をしている点がある。第３分科会の審議の中で、外国人の問題を余りこの中で大き
く取り上げられなかったことで、北区の現状の中では外国籍の方の割合はそれなりに
あって、その抱える課題というのは意外と見えてきていない。しかも、特に女性の場
合、問題が見えにくくなっているというのは、予想としてはあるが、今回は短期間の
審議の中で、事実把握等も余り十分にできなかったので、課題として盛り込めてなく
て、１６ページの最後のところに、主な取り組みの具体的な提案「年齢・国籍・働き
方の異なる多様な区民の相互理解の促進」というこの一つしか実は入れられていない。 
 そういう意味で、今ここでこれを直せという意味ではなくて、ここのところが実は少
し残念だったと思っているということもあわせて皆さんにお伝えしておきたいと思う。 
  もし、具体的な課題等が明確になってきたときは、ぜひこれを生かしていただけれ
ばと思う。 
○白井会長 
  審議は１０月から３月、正味６カ月だ。やはり３次から４次とその間にいろいろな
法律もでき、北区では条例ができたこともあり、それに沿ってきちっとやっていきた
いと思うが、時間がないので、落ちている部分があるかもしれない。もしそれに気づ
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いたときには言っていただき、最終確認をしていきたいと思う。貴重な時間を割いて、
ここまで来ましたので。 
  もしお気づきの点があったら、審議会が終わるまでにお話ししていただければよろ
しいかと思う。 

（はい） 
  この提言案について、表題も「北区男女共同参画行動計画 第４アゼリアプランの
ための提言」ということでまとめ、４月２１日に、区長への答申とさせていただくが
よろしいか。先ほどの話題は直すところは直していただきそれを答申とさせていただ
きたいがよろしいか。 
 

（異議なし） 
  それでは、次の報告に入らせていただきたい。 
  事務局から報告をお願いしたい。 
 

○岡田課長 
  今会長からもございましたが、この会の終わりまでに、この場でもし何かご意見あ
りましたらお伺いしたい。 
答申書については、前回と同じスタイルで表紙をつけ、でき上がり次第委員の皆様
にはお送りさせていただきたい。 
答申は４月２１日、副会長に同席いただき行う。 
今回は６カ月間という非常に短い期間で、審議はまだまだ足りないといったご意見
もあるかと思うが、事務局としては、皆さん大変お忙しい中を貴重な時間を割いてい
ただき、熱心なご審議をいただいたと思っている。 
事務局として正直、かなり不慣れな手順で、進行が余りうまくいかない部分もあっ
たが、ここまでまとまったのも、会長、副会長、また部会リーダーを初め委員の皆様
のおかげと深く感謝申し上げたい。 
（新規拡充の主な事業の説明） 
次に次回第５回審議会だが、これは来年度８月が定例となっているので、８月の開
催を予定している。この後、提言を受け、５月、６月、７月この３カ月をかけ各所管
課とのヒアリングあるいは調査等を行い、その中で、第４次アゼリアプランの中間の
まとめといった形で策定をしていきたいと考えている。 
細かい日程については、後日、調整し連絡させていただきたい。 

 
○白井会長 
今の説明について、何か質問等はありますか。 

 
○宮城副会長 
事務局へのお願いだが、答申の後に各部署のヒアリングをする場合、実際区民と接
している方たちのところから問題がいろいろ見えてくると思う。そのとき、障害者の
問題や外国籍の方の問題が実はあまり大きな取り組みとしては挙げられていないが、
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現場で多分ご苦労されている方もそれが男女共同参画につながると意識されていない
可能性があると思う。その辺をぜひヒアリングのときに男女共同参画の視点から見直
せば、これはまさにこの答申のここに結びつくというところを、ぜひ課題発見的に見
つけていただき、審議会にその実情をご報告していただけるとありがたいと思う。ぜ
ひよろしくお願いしたい。 
 
○岡田課長 
私どもも所管課とのヒアリングが非常に重要だと思っている。実際私どもからなか
なか現場は見えないので、そうした中で課題が出てくると思うし、今回の提言に沿っ
て計画を策定していくが、この中に含まれていない部分でも我々が必要と感じた部分
については、また審議会にお示しするなりして、計画に盛り込んでいきたいと考えて
いる。 
 

○白井会長 
  ではよろしくお願いしたい。ほかに、あるか。 
先ほどのこの提言について、何か、もしお気づきの点があれば、それについてもお
話しいただきたい。これを最終としてよろしいか。 
 
○依田委員 
  １５ページの、中ほどのアンダーラインを引かれた部分で、各町会等の役員さんが
女性が少ないという話があったが、それで、「方針決定過程で一方の性に偏っている
ことは多様な意見を反映できないだけでなく」という、ここも少し非常に断定的にな
っている。現実にはなかなかやはり難しい部分もあるとは思うが、これだと、もう要
するに偏っているのでできないという表現になってしまうのかと。例えば、「反映で
きないおそれがあり」、「あります」とか、「また女性の能力は」とか、あるいは
「反映できないおそれがあるばかりでなく」というような表現にしていただきたいと
考えているが、いかがか。 
○白井会長 
  では、それについてはいかがか。 
   
○奥津委員 
  理屈はまさにそのとおりのことで、偏っているからすべて絶対だめということはな
いので、「おそれがある」とか、あるいは「反映されにくい」とか、何かそういうも
う少し実際に理屈どおりの言葉で表現されるのはよろしいかと思う。 
 

○白井会長 
  では、それは後ほど先生の方から。 
 

○奥津委員 
はい。 
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○白井会長 
では、今言われたように、断定的ではなく、「おそれがあり」か、あるいは「反映
されにくい」とか、ある程度含みのある言葉でお願いしたい。 
少しでも希望を持たせたような表現にするということよろしくお願いしたい。 
ほかにはどうでしょうか。 

 

○厚美委員 
最後の５章に当たる男女共同参画センター、区の推進体制ということだが、男女共
同参画センターは課題のところに、「さらに機能を強化していかなければなりませ
ん」というような書き方がされているが、やはり意識啓発型から課題解決型に課もセ
ンターも含めて変わっていくというようなことをしていただきたいと思っているので、
「地域の課題解決へも関与する専管機関として」というように書き込んでいただけれ
ばと思う。 
 
○宮城副会長 
機能強化の中身をもう少し、課題解決も含めて書いてもらう。 

 
○厚美委員 
意識啓発だけでなく、やはりいろいろな課題を拾っていくと、それを解決するため
に各センターもいろいろな事業の中で動いていくということが大事だと思うし、北区
の中でも人材もいるかと思う。そういう方々を巻き込んで広めていくということが、
これからの各センターの役割かと思うし、ほかのセクションとの連携ということもぜ
ひお願いをしたいことだ。一緒に事業をやれないか、具体的に始めることがあれば、
そういうことをぜひ取り組んでいただきたいと思う。 
○白井会長 
それは答申をした後のフォローということになるか。今は、それを実際にこれを実
践していただくということになると思う。 
単に機能を強化していくことより具体的にということで、この辺を課題を解決する
方向にというようなことでよろしいか。 
 

○岡田課長 
今、お話しいただいた考え方の部分の中盤から下、意識形成から地域課題の解決を
図っていくといったところを、この現状と課題のセンターの機能の中に盛り込むべき
というようなところだと思うので、その辺は事務局で考えさせていただきたい。 
 
○宮城副会長 
機能強化の内容を具体的な例として挙げるということか。 

 
○岡田課長 
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  工夫させていただきたいと思う。 
 

○白井会長 
  では、そこはよろしくお願いしたい。 
  ほかにはありますか。 
 
○岡田課長 
説明の中でも触れさせていただいたが、１８ページの具体的な提案で、商店街との
連携のところで、ここで店舗認定制度という表現を使っているが、実は産業部門とも
その後少し話をした。現在、産業振興の方でもいろいろなネットワークを持っており、
そうした商連の女性部だとか、そういったところとの連携をしていくというのは可能
ではないかと思う。 
ただ、この認定制度のような形ではっきり出すのは、少し急過ぎるかというところ
があって、もう少し表現を広くとりたいと思っている。今具体的には考えていないが、
ここをもう少し余裕を持たした表現にさせていただけないかと思う。 
 

○白井会長 
  そうすると、皆さんの手元に届くときは、そこもきちっと言葉を入れていただくと
いうことか。 
 

○岡田課長 
  そうです。 
 

○宮城副会長 
  これをなくしてしまうという意味ではないですね。 
○岡田課長 
 いや、なくさないです。 
○宮城副会長 
  店舗認定という言葉もなくさない。 
 
○岡田課長 
  イメージとしても、制度というのがいかがなものかと思う。お話しいただいた中で
もそこまで固めていなかったかというような印象を持った。 
 

○宮城副会長 
  新規事業の紹介をいただいたところで、健康づくり推進店事業というのがあるが、
これはどんなようなことをやっているのか。関係があるので。 
 

○岡田課長 
  保健所で実施している事業で、保健所の栄養士が健康づくり推進員というのをまず
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認定をし、その中で、保健所の栄養士が代表的メニューの栄養分析をして、栄養成分
を表示したりとか、そういったことを行なっている。 
 
○宮城副会長 
  基本的に飲食店か。 
 
○岡田課長 
  はい。 
 
○宮城副会長 
  制度まで言わなくても、せっかく店舗まで協力の何ていうのか、手を伸ばす、アク
セスするという表現は残しておいていただきたい気がする。 
 

○岡田課長 
  協力店とかそういった感じでよろしいか。 
 

○白井会長 
  少しトーンダウンするような感じがする。この前だと、同じ認定店の協力を認定す
るというような意味だった。協力してくださるお店を認定していこうかというような。
ではそれはお任せすることでよろしいか。 
 
○宮城副会長 
  あまりイメージがない部分なので、事務局としては、店舗認定制度という言葉を出
してしまうのが、少し心配ということか。 
○小池委員 
  例えば、子どもが帰校時に、こども１１０番というのがあるが。 
 
○白井会長 
  飛び込めるタイプですね。 
 
○小池委員 
  この前の議論は、そのようなイメージだったのではないかと思う。とにかく男女共
同参画の関係の人は商店街に入って、その中で「こんな話ですがどこに相談すればい
いの」、「それではここへ行ってください」というような感じの店舗の協力のあり方
みたいな話があり、それをもう少し非常に制度化して認定にしてしまったような感じ
だ。だから、もう少し膨らませてもいいし、もう少しふわっとした感じでもいいと思
う。 
 

○宮城副会長 
  第２分野で、情報コーナーをつくるという話があり、そちらとも組み合わせられる
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というような議論もあったと思う。店舗認定制度という言葉までつくると、何か事業
を動かさなければいけないという心配だと思うが、私はぜひ個人のお店にも協力のア
クセスをするというところだけを落とさないでいただきたいと思う。 
 

○白井会長 
  認定というのは、多分協力してくださるお店であることを外からでもわかるような
状態ということを言われたのではないかと思う。だから、キャッチフレーズのような、
何かパッとわかるようにしたらいかがか。 
 
○宮城副会長 
それこそスペースゆうの事業案内だって、そこの店舗だったら必ずありますよとか、
そういうことも含まれるのではないかと思うし、そこのお店の方が実際にスペースゆ
うがどんなことをやっているかということの研修を受けていただければ説明もしてい
ただけるかもしれない。 
具体的にどうするかは、まだまだこれからの検討だと思うが。 

 

○宇野委員 
協力店づくりという考えだと思う。 

 

○戸邉委員 
先ほどの表現での「こども１１０番」の場合は、委嘱制度で、事前に候補を挙げて、
お願いできるか確認し、できれば委嘱状を渡すという一応委嘱の制度だ。だから認定
ではなくて、委嘱先というか、お願いするというようなニュアンスの言葉にすればよ
いと思う。 
 

○白井会長 
要するに、男女共同参画というのを自覚して、意識を高めていただいて、なるべく
ならその地域で男女がともに働いたりとか、いろいろことができるような状態に高め
ていくその協力を地元の商店街の方にもお願いしましょうということで話が出たのか
と思う。 
 

○岡田課長 
これを一度つくらせていただき、皆様にメールか何かで事前にお送りさせていただ
いて、了承を得るというようにさせていただきたいと思う。 
 

○白井会長 
 新規拡充事業案一覧も含めてほかにはよろしいか。 
なければ終わらせていただきたいと思う。短期間にこのような答申書をこの４月２
１日に区長に答申できる状態になったことは、本当に皆様方のお力があってのことで、
本当に感謝申し上げたい。本当にどうもありがとうございました。 
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  ではこれをもちまして、第４回の北区男女共同参画審議会を終了いたしたい。長時
間にわたりありがとうございました。 
   


