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第６期第１回北区男女共同参画審議会 会議録 

日  時：平成２９年２月２４日（金）午後６時３０分～午後７時５０分 

場  所：北とぴあ 男女共同参画センター多目的室ＡＢ 

１ 開   会 

（１）委嘱状交付 

  （２）正副会長の選任 

  （３）自己紹介 

２ 議   題 

  （１）「北区男女共同参画センター」名称変更について 

  （２）今後のスケジュール 

  （３）その他 

３ 閉   会 

出 席 者  植木委員   奥津委員   平野委員   浅賀委員 

       栗橋委員   斎藤委員   丸山委員   眞庭委員 

       小澤委員   熊澤委員   元井委員   池田委員 

       花見委員   後藤委員   中澤委員   栗原委員 

       田名邉男女いきいき推進課長 

欠 席 者  山田委員   道本委員   関委員    田草川委員 
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審議 

○田名邉課長 

  第６期第１回男女共同参画審議会を開会させていただきます。 

  本審議会は条例施行規則第５条第５項によりまして、審議会を公開とするというこ

ととなってございますが、ただし審議会の決定によりまして、一部非公開の取り扱い

をすることができますので、後ほど会長選任後に改めて確認をさせていただきたいと

思います。 

  続きまして、正副会長の選任についてお諮りを申し上げたいと存じます。会長につ

きましては、条例施行規則第４条第４項に基づきまして、委員の互選により選出する

こととなってございます。もしご意見がございましたら、お伺いしたいと存じますが、

いかがでございますでしょうか。もしご意見がないようでしたら、事務局のほうから

ご提案をさせていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○田名邉課長 

それでは、事務局といたしましては、この男女共同参画審議会の第２期の平成２０

年から第５期の昨年平成２８年まで８年間にわたりまして、審議会委員をお務めいた

だいている奥津眞里委員に会長職をお願いしたいと存じますが、いかがでございます

でしょうか。 

（異議なし） 

○田名邉課長 

よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

それでは、皆様のご賛同をいただきましたので、本審議会の会長につきましては、

奥津委員にお願いすることとさせていただきたいと思います。 

それでは、奥津委員、どうぞ会長席のほうにお願いをいたします。 

  それでは、ここで会長にご挨拶をお願いしたいと存じます。また、副会長でござい

ますが、条例施行規則第４条第６項の規定に基づきまして、会長から副会長の指名も

していただくということになってございますので、副会長の指名もあわせてお願いし

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

○奥津会長 

ただいま皆様のご推挙いただきまして会長になりました、奥津でございます。 

８年間、１番長いということで恐らく事務局のほうからご提案いただいたというこ

となのだと思いますが、前から長く務められていました白井先生という弁護士さんが、

大変熱心に審議を真剣にひっぱっていらっしゃいました。また皆様のお力をいただき

ながら、進めてまいりたいと思います。 
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今期も大変有力な多くの先生方に参加していただいているということでございます

ので、この審議会もできるだけ皆様のお知恵を拝借して、そしてご協力をいただいて、

建設的な方向で議論を進めていくということでやってまいりたいと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

座らせていただきます。 

  ただいま、副会長は会長の指名というご説明がございましたので、恐縮でございま

すけれど、指名をさせていただきます。いろいろたくさんの先生いらっしゃいますけ

れども、東京家政大学の短期大学部の准教授で、男女共同参画について幅広い識見を

お持ちでいらっしゃいます平野委員が適任ではないかと思われますので、ぜひ平野先

生にお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

（異議なし） 

○奥津会長 

  では、お願いします。 

○田名邉課長  

  ありがとうございます。それでは、平野委員に副会長ということで決定させていた

だきたいと存じますので、平野委員におかれましては、お席のほうにお移りをいただ

きまして、副会長就任につきましてご挨拶をいただきたいと存じますので、よろしく

お願いいたします。 

○平野副会長 

  ただいま、会長のほうから副会長にということでご指名いただきました、東京家政

大学の平野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

  本審議会は、今回第６期ということですけれども、私、今回から参加させていただ

くということになっておりますので、こちら北区のほうでどういった形で男女共同参

画が行われているのかということを勉強させていただきながら、私も微力ながらお役

に立ちたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○田名邉課長 

  ありがとうございました。これより、進行につきましては奥津会長にお願いしたい

と存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○奥津会長 

  では、議題に入りますが、その前にこの審議会の運営について、幾つか確認をさせ

ていただきます。まず先ほど説明がございましたが、本審議会の公開についてご確認

させてください。 

冒頭に申し上げましたとおり、条例施行規則第５条第５項により、審議会は公開と

すると定められております。ただ、その審議会の決定によりまして、一部非公開とす
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ることもできます。しかし、本日のこの審議会はこのまま公開とさせていただいては

いかがと思いますが、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

（異議なし） 

○奥津会長 

  それでは、これから第６期の審議会が実質的に始まりますが、２年間皆様お付き合

いをしてまいりますので、是非ここでお一人当たり２、３分程度、自己紹介をしてい

ただければと存じます。名簿の順ということでよろしゅうございましょうか。 

○植木委員 

  最初に名前が載っております、弁護士の植木智恵子です。先ほどは、座って黙って

おりまして大変失礼いたしました。 

何しろこういう場は初めてですので、皆様のご指導をいただいて、だんだん慣れて

いきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○奥津会長 

先ほどもちょっとご紹介させていただきましたが、もともとは私は、この職の前は

政府関係の労働と職業に関する研究所の研究員でございました。さらにその前は、実

は労働行政におりまして、例の男女共同参画のそのさらに前の均等法の一番初めがで

きたときなどにも、直接いろいろなことにかかわっておりました。その後、ある種の

目覚めで、キャリアチェンジでございます。研究のほうに来て、さまざまな女性の再

就職などの研究もさせていただき、そういうご縁で、今ここに来ております。 

８年間、随分勉強させていただきましたけれども、まだまだわからないこともたく

さんございますので、是非皆様にまた少し鍛えていただきたいと思っております。よ

ろしくお願いいたします。 

○平野副会長 

  東京家政大学の平野と申します。 

  私、こちらで短期大学部の保育科といったところに所属をしているのですけれども、

私の専門領域は家族問題で、特に育児期の家庭における親子関係ですとか、夫婦関係

といったことを特に専門にしております。大学では、特に保育士、幼稚園教諭になっ

ていく学生たちに、そういった家族問題、あるいは、現在、特に育児中のお母さんた

ち、お父さんも、もちろんそうですが、それが非常に育児不安ですとか、育児ストレ

スですとか、そういった問題を抱えているということで、家庭支援というのが非常に

重要な役割になっていると思います。そういった育児期の家庭に対する家庭支援のこ

とを、学生たちに教えながら研究をしていたり、あるいは、女性のキャリアですとか、
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キャリアデザインといったことも専門にしておりまして、特に女性は結婚ですとか、

出産ですとか、そういったことがすごく大きなきっかけになって、キャリアチェンジ

を求められている、あるいは、もう一つ別の視点から見ますと、特に私が対象として

おります学生たち、保育士ですとか幼稚園教諭という仕事。それ以外にも、特に女性

の割合が多い仕事に対する評価が非常に低いといったところも、私だけではなく我々、

本学のほかの教員たちと、どう立場を上げていくかといったことを主に専門にしてお

るところでございます。そういったことをやっているということで、どうぞよろしく

お願いいたします。 

○池田委員 

  それでは改めましてこんばんは。私、区議会の企画総務委員会の委員長を務めてお

ります池田博一でございます。よろしくお願いいたします。 

  おいおい、皆さんの意見をよく熟読、考え、そして何かの機会にそれをまとめてい

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○花見委員 

  改めましてこんばんは。今期、文教子ども委員長を務めさせていただいております

花見と申します。 

  私は、高２と中２の息子と娘がいるんですけれど、アゼリアプランを拝見させてい

ただいても、本当にどこの家庭でも起こり得ることが、目標として掲げておるかと思

います。そういった意味も含めて、いろいろな近隣の方、もしくは区民の方から相談

等々受けますので、しっかりこのような場でご意見を伺いながら、また区の課題解決

につなげていければと思っております。 

よろしくお願いいたします。 

○浅賀委員 

  浅賀則男です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  私、田端地区の民生委員のほうの会長をやっております。そのようなわけで、こち

らのほうに今度は参加することになりました。 

地元では消防団の団長をやっております。最近、火災が多いので結構忙しい思いを

しております。 

以上です。よろしくお願いします。 

○栗橋委員 

  栗橋でございます。 

１７４町会自治会連合会を、今、責任を持って推薦された次第でございます。町会

関係というのは、高齢者がほとんどなんですよ。ですから、これってどうなのかなと

思うんですけれど。高齢者の皆さん、あうんの呼吸で、仲よく男女一緒に作業してい

るし、きょうは若い人の問題もいろいろとあると思いますけれども、それを聞きなが

ら、参考にしたいと思います。 



 6

  また、学校の評議員もやっております。その辺にも参考になると思いますので、ひ

とつよろしくお願いします。 

○斎藤委員 

  斎藤幸子と申します。 

  王子法人会女性の会の会長をしていまして、こちらのほうに参加させていただきま

した。女性の会も、とても元気にいろいろな活躍はしていますが、こちらのほうは、

いろいろ皆さんのご意見を聞いて、大変勉強させていただきました。ありがとうござ

います。 

これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

○丸山委員 

  こんばんは。丸山妙子と申します。 

  北区立幼稚園PTA連合会の会長をしております。こちらには、今回から参加させて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

  幼稚園のPTA連合会会長をやっているということで、一番下の子が幼稚園生で、も

うすぐ卒園です。上に少し年が離れた、大学生と高校生の女の子と男の子がいます。

幼稚園のPTA連合会のほうがとても今忙しいので、仕事はしているのですが、今この

１年間はお休み中で、幼稚園のほうに専念しております。 

  仕事は、細々とカウンセラーをやっておりますので、ここで得た知識とかいろいろ

なものは、きっと仕事に生かせるのかなと思いながら、きょうやってまいりました。 

  ２年間よろしくお願いいたします。 

○眞庭委員 

  こんばんは。私は、北区男女共同参画推進ネットワークの代表をしております、眞

庭成子と申します。よろしくお願いいたします。 

  私どもは、設立してから２２年になる団体でございます。ずっとここのセンターと

ともに、動いているような団体でございますが、やはり、北区の男女共同参画推進に

協力しましょうということで、同じような名前になってしまったのですが、団体で個

人会員が９８、団体会員が３０という比較的大きな団体でございます。年に１回大き

な祭りをしたり、そのようなことをしながら各事業を膨らませていって、行政と一緒

にできたらなとは思っておるのですが、なかなか難しいところもございますけれども、

細々と頑張っているところでございます。 

  よろしくお願いいたします。 

○小澤委員 

  公募委員の小澤浩子と申します。赤羽に在住しています。 

  北区が平成４年に開講しました、「北区女性大学」という講座を修了した有志のメ

ンバーで立ち上げた会に所属しています。つい先週の土曜日も、当センターのパート

ナーシップ事業に、「女性が輝く時代に向けて」というテーマで、寸劇で参加させて
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いただきました。女性も男性も輝く北区であってほしいなと願っています。 

浅賀委員も消防団員ということですが、私も赤羽消防団に所属しております。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

○熊澤委員 

  私は、熊澤でございます。 

歳がわかるのですけれども、昭和女子大学の名誉教授でございます。その後東京成

徳大学の子ども学部で特任教授を３年いたしまして、今は看護系の大学院で幾つか。

今度、成田にできる国際医療福祉医療大学の大学院で教えております。 

  子どものことをずっとやってきましたけれども、私は、放送大学の食育で講義して

おりました。食育をやったり、子どものことをやったりと、博士も二つあるものです

から、いろいろな分野を担当しております。 

私もまだ今は、学会の理事など。それから厚生労働省の子育て支援のテキス 

トなども作っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○元井委員 

  公募委員の元井昌枝でございます。今、東十条のほうに住んでおります。結婚して

北区に入りまして、４０年がたってしまいました。子育て、保育園から区立小学校、

区立中学と子どもが大変お世話になって、もう家を出ておりますけれども。 

  私もそういうことで仕事をしておりまして、３年ほど前に国家公務員を定年退職し、

今セカンドライフで少しゆるい仕事をしております。はたと気がついたときに、４０

年もいるのに北区のことを何も知らないと。何かここで、まだまだ余生があるので、

一住民の立場から少し何かご協力できることがないかなということで、公募をさせて

いただきました。 

  いろいろと皆さんのご意見等を聞きながら、勉強しながらやっていきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○後藤委員 

  後藤でございます。労働相談情報センター池袋事務所からまいりました。 

なぜ池袋かと言いますと、労働相談情報センターは都内に６カ所ございます。それ

ぞれ、管轄を定めているのですが、北区ほか５区の管轄をしておりますのが池袋にな

ります。きょうはご縁で呼んでいただきました。 

労働相談情報センターの業務を簡単に申し上げますと、大きく３つあるということ

で、１つは労働相談ということで、企業と労働者の方のトラブルの解決のお手伝いを

するという仕事でございます。２つめが、労働セミナーということで、いろいろと労

働法がどんどん変わっていきますので、そういったものを普及・啓発しようというこ

とで、セミナーを年に何回かやっております。３つめは、この言葉が非常に流行って

いますが、働き方改革ということで、いろいろな新聞に出ておりますけども、働き方

改革を進めていくための、いろいろなお手伝いをしていく。その業務をやっていくこ

とでございます。 
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また勉強させていただきながらやりたいと思いますので、是非よろしくお願いいた

します。 

○中澤委員 

  区の総務部長でございます、中澤でございます。どうぞよろしくお願いします。 

  総務部は、人権一般の意識啓発、それから職員の意識啓発、区役所の中の男女共同

参画の一端も担うという役割も果たしておりまして、そういう意味で、こちらのほう

の審議会に加えさせていただいているというところかなと思っております。 

  どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○栗原委員 

  子ども未来部長をしております栗原敏明と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

  子ども未来部、ここの男女共同参画センター所管でございます。それから、保育園、

児童館、私立幼稚園に対する支援などを担っております。子育て施策全般を担ってい

るということでございます。昨今では、子どもの貧困対策も検討しております。それ

から待機児童の対策、児童相談所の移管ということもありまして、児童虐待部門も担

ってございます。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

○奥津会長 

それでは、全皆様の紹介をいただきました。欠席の先生もいらっしゃいますけれど

も、これはまた別の機会にということで。皆さん魅力的な、大変立派なプロフィール

をお持ちでいらっしゃいます。どうぞそれぞれの専門家としてのご見識を十分に発揮

されて、この審議会でご高見をご披露いただきたいと存じます。 

  では、議題に入らせていただきます。始めに議題１ということで、北区男女共同参 

画センターの名称変更があったということでございますので、これについて事務局か 

ら説明をお願いいたします。 

○田名邉課長 

  「北区男女共同参画センター」名称変更について説明 

○奥津会長

  ありがとうございました。男女共同参画センターという、もともとのこういう名称

であったものを、時代の流れもあります、より積極的にこの目的を達成しようという

ことでございましょう。区の全般的な行政の円滑な推進ということも踏まえて、名称

の変更ということで公募をしたり、選定委員会をつくったり、いろいろな手続を踏ん

で、区のほうの、議会にも承認を得て名称が変更になりましたというご説明があり、

さらに、名称だけではなく、事業のほうも、今、二つございましたけれども、取り組

みがなされているということでございました。
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  何かこれらについて、ご質問ございますか。どうぞ、熊澤先生。

○熊澤委員

  今、課長さんの説明で、センターの名称を「スペースゆう」に変更するとありまし

たが、対外的な表現として「男女共同参画」というサブタイトルをつけないとわから

ないと思います。

○田名邉課長

  最終的には、例えば、北区の場合ですと、この北とぴあという建物がございまして、

これは北区民にとっては、多くの方が知っていらっしゃる、知っていただいている建

物だと思います。例えば、何か文化複合施設とかというような肩書もなく、北とぴあ

といえば大抵の北区民の方は、王子駅の近くにある、行政機関とかホールが入ってい

る建物なんだなというような、それぐらい認知度が上がって、「スペースゆう」だけ

でわかっていただくというのが、最終的な目標ではあるんですけれども、ただ、そう

は言っても、まだ認知度が低い部分もありますので、当面は、「スペースゆう」で、

例えば北区ニュースの記事の中では、括弧書きで男女共同参画活動拠点施設ですとか、

例えば、エレベーターホールの表示のところでは、括弧書きでそういったサブタイト

ルをつけまして、施設内容が分かるように、その辺はきちんと対応していくというこ

とでございます。

○奥津会長

  サブタイトルをつけるとご説明がありましたし、今もそのようなご回答でしたので、

きちんと対応していくということだと思います。

  ほかにございますか。

  はい。どうぞ、小澤先生。

○小澤委員

  小澤です。「スペースゆう」という名称になりましたけれども、当センターの登録

団体の方とか、あるいは、ここを頻繁に使っている方にとっては、もうすっかり「ス

ペースゆう」という名称が定着しておりまして、「スペースゆう」という名称が残っ

てよかったなというのが一番の感想です。全く違う「ゆーとぴあ」ですとか、今まで

と違う名称にならず、「スペースゆう」という名称であることは評価できます。

  また、今、熊澤委員がおっしゃったように、対外的にも、対内的にも男女共同参画

活動拠点施設であるということがわかるような表記を、北とぴあと同じぐらいの知名

度になるまでは、ぜひ括弧書きで続けていただきたいと思います。

  そして、とにかくこのセンターの認知度が２０．４％しかなくて、本当に認知度が

低いということ。それから、応募をされた方の数が１８人というのは、やはり、余り

関心が持たれていない施設なのかなという思いを持っています。いただいた資料の中

にも、再三、施設の内容が理解できるように工夫を施すとか、あるいは、より一層Ｐ

Ｒに努めるということが書いてありますけれども、今後、この北区の男女共同参画を
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さらに進めていく施設として、「スペースゆう」の名前が区民の皆さんにしっかりと

浸透して、ますます、この「スペースゆう」が活発に利用されることを願っています。

  以上です。

○奥津会長

  ほかにございますか。名称の変更だけではなく、それこそ、それを定着させるため

の事業のお話もございましたが、そのほか何かあれば。

○栗橋委員

  問題は中身だよね。

○奥津会長

  中身だと。本当にいろんな事業に参加していただくと、また知名度も上がるという

ことだと思います。

  よろしければ、議題１、このあたりでよろしいですか。

（異議なし）

○奥津会長

  それでは、まだ議題２がございますので、議題２のほうに移りたいと思います。

  審議会の今後のスケジュールでございます。これについて説明をいただきたいと思

います。

○田名邉課長

  今後のスケジュールについて説明

○奥津会長

  ありがとうございました。条例による行動計画、アゼリアプランというのが、ござ

いまして、本審議会は、今期は、まずはこれをよく読みこなして、そして、前年度の

計画を立てただけでなくて、本当にきちんと行っているかどうか、あるいは、それ以

上にできているかといったような評価を皆さんにしていただくというのが、一番近々

のお仕事になることになろうかと思います。そのために、この概要版と、本体ですか、

これをよく比べながら読んできてくださいということでございます。

  そして、意識調査というのも、これは毎年ではないんですね。これも大変大事な年

にちょうど、皆様、委員をしていただくということでございます。しかも、最後、３

０年度までの任期ではありますが、３１年度でこの計画が終わるので、このあたりま

での評価がどうかということが、かなりその後に効いてくるということになろうかと

思いますので、そんなことを念頭に置いて、ぜひ、これからご議論いただきたいと思

います。
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つきましては、今の課長の説明について、何かご意見、あるいはご質問ございまし

ょうか。はい。熊澤先生、どうぞ。

○熊澤委員

  評価、アセスメントはわかります。その結果の解釈こそが大切ですので、そこまで

進んでいただきたいと思いますね。

○奥津会長

  審議会で評価した後のその後の動きを少しご説明いただけますか。区がそれを受け

取って、また精査されていくのですか。そのあたりご説明いただけますか。

○田名邉課長

  実際には、各所管課で、事業単位で評価していただいたものを、事務局のほうでも、

いろいろ検討させていただいて、事業、それから施策、取り組み、それから最終的な

目標のところまで、一応、案をつくらせていただいて、審議会にお示しをいたします。

そこで、進捗評価が芳しくないものについては、例えば、次の年度の重点項目に加え

たりですとか、最終的には「第５次アゼリアプラン」の５年間で十分できなかったこ

とを次の計画の項目に加えることもございます。また、時代状況の変化により、近々

の課題となるものが、また新しく生じた場合は、次の計画に反映するようにするとい

った現段階の評価が、次の計画にも反映されるというようなことになってございます。

○奥津会長

  よろしいですか。

  ほかにございますか。どんなことでも、今、お伺いしておかないといけないことは

ございますか。

○熊澤委員

  今の会長さんの説明でわかりましたけども、評価したままではなくて、それを次の

ステップにするということでございますね。

○田名邉課長

  例えば事業ごとに、本当に簡単に言ってしまうと、参加者人数が余りにも少なかっ

た。それで、例えば評価がＢだったとか、Ｃだったとかというような状況であれば、

当然、次のときには、そういう評価にならないように、参加人数をふやすべく、例え

ば広報に力を入れてですとか、そういったところは必ず、私たちがやっている事業で

あれば当然、課内でわかることですし、ほかの課でやっているものであれば、そうい

ったご意見で、そういう低い評価になっているので、こういう点は改善してほしいと

いうようなところは、私たちと各所管課のヒアリングの中で、そういうところは申し

上げて、改善をしていただくようにお願いするというところでございます。
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○熊澤委員

  評価の結果がこのように出ますが、見た人がそれなりに解釈をしてくださいという

のでは、少し消極的だと感じますので、この調査を次のステップに生かしていく必要

があると思います。

○田名邉課長

  当然、例えば事業を担当する所管課の人たちが、主観的に人数が少なかった上に、

これはよくやったというふうに、そういった評価の報告が来れば、それはそのまま、

こちらとして採用するわけではなくて、必ず男女いきいき推進課の担当者と、その所

管課でヒアリングを、どの課に対してもヒアリングを行いますので、これはちょっと

違うんじゃないのというようなところは、必ずこちらのほうから意見は申し上げて、

そこでお互い合意をした上で評価を作成いたします。それをもとに審議会のほうにお

出しをしますので、場合によっては審議会のほうで、やっぱりそれはおかしいんじゃ

ないのということも、当然出ることもございます。ですので、必ずしも所管課のほう

で独善的にというか、そういった偏りのある評価のままというわけではないというふ

うに思っております。

○奥津会長

  とにかく審議会で皆様にこういう評価になったということの説明があり、皆様から

それに対してコメントをいただき、それをフィードバックして、また所管課にも返さ

れるという中で、２９年度は、中間の見直しというのもありますから、極めて問題が

大きいとか、いかにこの計画が、こういうふうに問題が現に生まれてきているという

ことがあれば、この場で議論をして、次の計画に反映していくということでよろしい

んですね。要するに、いかに皆様のお仕事が貴重で大変かということだと思いますが、

よろしくお願いします。

  ほかにございますか。手続など、きょう、初回でございますが、ちょっと、いろん

な手続とか、そういうものがあれば伺っておければと思いますが。

  よろしゅうございますか。

（なし）

○奥津会長

  それでは、次回の予定などもあろうかと思いますので、最後、何かご説明があれば、

事務局からお願いします。次回までは間があきますよね。８月下旬ですか。

○田名邉課長

  スケジュールにお示ししているとおり、大体８月下旬ぐらいかなということでスケ

ジュール感を持っているんですけれども、実際は、４月以降に、まずは正副会長から

ご予定を確認させていただいて、スケジュールをなるべく早目に固めまして、一度、

正式な通知をお出しする前に、暫定通知という形で、日程の確保をお願いしますとい
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うことを早目に、お出しをいたしたいと思います。各方に日程を確保していただいた

上で、例えば１カ月前とか、もうちょっと近くなりましたら、正式なご通知というこ

とで、その辺は皆さんになるべくスケジュールを確保していただけるような、そうい

った工夫をしてまいりたいと思います。

○奥津会長

  では、本日の議題は、一応、一通り全部終わりました。ご発言ございますか、どう

ぞ。

○熊澤委員

  課長さん、ちょっと質問なんですけれども、教育委員会の管轄になったということ

を伺ったんですけれども、それはいつからですか。

○栗原部長

  管轄になったといいますか、私ども、子ども未来部、こちらが教育委員会事務局に

入ったということで、２８年度当初から入りました。教育と子育て部門の連携をさら

にとる必要があるだろうという趣旨から、組織を変えて、子ども未来部が教育委員会

事務局の傘下に入ったということで、もうすぐ１年たつというところでございます。

○栗原部長

  教育委員会事務局は、教育振興部と、それから子ども未来部、２部制ということで

ありまして、主に教育振興部のほうが小学校、中学校の学校教育という趣旨になって

おります。

○熊澤委員

  少しそこがわからなかったものですから。

  はい。わかりました。

○奥津会長

  本日、特にほかになければ、これで一応、終了させていただきたいと思います。

  よろしければ、これをもちまして、北区男女共同参画審議会、第１回の会合を閉会

させていただきます。

  では、本日は、どうも皆様、ご協力ありがとうございました。


