
主な意見（要旨） 件数 区民会議の考え方

Ⅰ　条例づくりに向けて

　「性役割分担意識に基づく社会慣行」「女
性差別意識」は、どうすればなくなったこと
になるのか。

1

　「男性は長」「女性は補助的な仕事」など
の性別役割分担意識は未だ存在しており、そ
の是正に社会全体で努めるべきものと考えて
います。

　審議会の委員を40%女性にするというのは
問題。審議会の役割を正しく果たせる人が男
女を問わず委員になるべきで女性なら誰でも
数合わせで入れるというのはどうか。

1

　ご指摘のとおり「男女を問わず委員になる
べき」で、「女性なら誰でも数合わせ」で委
員にすべきではないと考えています。数値目
標は方向性を明示することを目的としていま
す。

　長時間労働については、労働基準法がある
し、経済状況によるから、区の委員会がいえ
る問題ではない。

1

　次世代育成支援対策推進法に、国・地方公
共団体の責務として、次世代育成支援対策を
総合的かつ効果的に推進する旨の規定があり
ます。ご指摘の長時間労働につきましては、
男性の家事や育児などへの参画をはばんでい
る主要な原因であり、男女共同参画の視点か
らその是正を企業等に求めることは区の責務
であると考えます。

　高齢者、地域の国際化、相互理解と男女共
同参画の関係は。

1

　男女がともに個人として尊重され個性と能
力を十分に発揮できる男女共同参画社会は、
同様に年齢、国籍等による差別がなく、多様
性を認め合う社会であり、地域の国際化と密
接な関係があります。

　区、区民、事業者一体とは問題。憲法に保
障された思想信条の自由の侵害になるので
は。

1

　男女共同参画は憲法の理念を推し進めるも
のですので、条例は憲法や諸法令を踏まえて
制定すべきものと考えます。区民や事業者へ
の押し付けではなく、基本理念とそれぞれの
責務を明示し理解を求めた上で、自発的に推
進していただきたいと考えています。

　社会が子育てに大きく考えを変えないと少
子化に歯止めがかからないと思う。配偶者等
からの暴力が年々増加していることに驚いて
いる。みんなで住みよいまちづくりをと思
う。

1

　ご指摘のとおり、少子化への対応としても
男女共同参画の推進は大変重要です。男女が
ともに個人として尊重され個性と能力を充分
発揮できる男女共同参画社会の実現に努める
べきものと考えます。

男女共同参画に関する条例の基本的な考え方について
（中間のまとめ）に係る主な意見

（区民等から寄せられたご意見等に対して）
　意見募集期間：平成17年10月11日（火）～10月31日（月）
　意見提出者数　41名
　（内訳）
　　持参：1名、電子メール：5名、FAX：35名
　意見提出件数　54件 （類似の意見はまとめさせていただきました）
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主な意見（要旨） 件数 区民会議の考え方

Ⅱ　条例に盛り込むべき内容

前文

　「すべての区民の幸せ」とはどんなことか
不明。

1

　「社会制度や慣行は、未だ十分に改善され
ていない」などとの決めつけはやめるべき。
制度や慣行を法律で強制するのは問題では。

1

用語の定義

　男女が「均等」というが、男女より所得や
職業による格差のほうが大きい。

1

　男女が性別による差別的取扱いを受けない
こと、男女が個人として能力を発揮する機会
が確保されることが極めて重要なことと考え
ています。

　積極的格差是正措置として、能力適性を無
視して女性だからという理由で役に就けるの
は問題では。

1

　積極的格差是正措置は、男女が対等な立場
でともに参画しやすい環境を整備し、機会を
提供することと考えています。能力適性を無
視しての女性の登用を目指すものではありま
せん。

基本理念

　「個人の能力と個性が発揮できる機会が確
保されます」というが、確保されているか否
かの判断材料は。

1

　「基本理念」は、基本的な考え方や理想と
する状態等を抽象的に表しており、その具体
的な検証は大変困難ですが、男女共同参画に
関する「年次報告」作成時等において、可能
な限り情報を収集する中で、総合的に判定す
べきものと考えます。

　「多様な生き方を選択できる社会」は既に
実現しているのでは。

1

　国の各種報告書等にも掲げられています
が、多様な生き方を選択できる男女共同参画
社会の実現には、未だに乗り越えるべき課題
等が存在するものと考えます。

　「すべての区民が」「政策立案・決定に参
画できる」というが、参政権なのでは。区民
の定義に国籍条項をいれなければ国民主権の
侵害だ。政策の決定手続きの最後は予算化だ
が、区議会を無視することになるのでは。

1

　本条は、男女共同参画社会基本法第5条
（政策等の立案及び決定への共同参画）に準
ずるもので、区の審議会等への区民参画等を
想定しているものであり、法令等を踏まえた
ものです。

　すばらしい案だと思うが、基本理念の「す
べての区民が、相互の協力と社会の支援のも
とに、家庭生活における活動を行い、仕事そ
の他の社会活動とバランスのとれた生活を営
むことができます。」の意味は。

1

　家庭生活と仕事等の社会活動とのバランス
の取れた生活を営むことができることを謳っ
ております。これには男女の協力に加え、保
育所の整備等の子育て・介護等に関する公的
支援や、育児休業制度等の企業からの支援も
必要となるため、「相互の協力と社会の支援
のもと」としました。

　「あらゆる教育の場」というが、教育の場
は家庭から私塾、地域と様々ある。統制する
のは問題なのでは。

1

　基本理念は、基本的な考え方や理想とする
状態等を抽象的に表しています。家庭におけ
る教育や私塾等における教育については、そ
れぞれ「(7)区民の責務」、「(8)事業者の責
務」により、「男女共同参画の推進に努める
もの」とされており、統制には当たらないも
のと考えます。

　「前文」につきましては、男女共同参画社
会基本法や女子差別撤廃条約等の法令を踏ま
えた内容・表現とさせていただきたいと考え
ております。
　なお、より内容を明確化する方向で表現の
見直しを進めています。
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主な意見（要旨） 件数 区民会議の考え方

　男女共同参画が「地域における国際理解、
国際協力」のもとに行われるとはどういうこ
とか。

1

　本規定は、次の点を考慮したものです。
・男女共同参画社会基本法第7条（国際的協
調） の「男女共同参画社会の形成は、国際
的協調の下に行われなければならない」旨の
規定に基づいていること
・地域における国際化の推進と男女共同参画
の推進は、ともに「多様性を認め合う地域社
会づくり」を目指す点で密接な関係があるこ
と
・外国人も、ともに地域に生活するパート
ナーとして、相互理解、相互協力の下に男女
共同参画を推進すべきであること
　なお、わかりやすくするために、表現を改
めたいと考えております。

性別による権利侵害の禁止

　「あらゆる分野」での「性別による差別的
取扱い」とはどのような内容か。文化や伝統
を無視するのか。

1

　例えば、女性であることによって就職・賃
金・昇進に差があることなど、合理性がない
差別的取扱いを想定しています。なお、男女
共同参画は、日本文化一般を否定しているの
ではありません。固有の文化等は尊重した上
で、自分らしく生き、責任も分かち合い、と
もにあらゆる分野に参画することができ、個
性と能力を発揮する社会を実現するもので
す。

区・区民・事業者の責務

　区、区民、事業者に加え、「民間団体」と
「教育に携わる者等」についても明記すべ
き。

1
　「民間団体」「教育に携わる者」は「区」
「区民」「事業者」に包含されると考えてい
ます。

　「事業活動において男女共同参画を推進す
る」というが、事業の目的は男女共同参画の
実現ではない。

1

　男女共同参画社会の実現には、事業者の果
たす役割は重要であり、主体的に取り組んで
いただくため、事業者の責務や取組を規定い
たしました。なお、当規定は努力義務です
が、事業者の自発的なご理解・ご協力を期待
するものです。

　区民の責務では、町会を含む地域に踏み込
んで欲しい。例えば「地域社会においても、
男女共同参画を推進するものとする」という
区民の積極的責務を希望する。

1
　町会も「区民の責務」及び「事業者の責
務」に包含されているものと考えておりま
す。

基本的施策

　「性と生殖に関する健康と権利の尊重のた
めの支援」も加えるべき。先進国の中で唯
一、HIV／エイズが増大している日本の状況
を考えると、地域での情報や学習機会の提供
等の支援が必要なのでは。

1
　ご指摘の点は、国際的に提唱されているも
ので、その趣旨は「中間のまとめ」に含まれ
ていると考えております。

　「あらゆる分野の活動の意思決定」ならス
ペースゆうでやっていて、女性が大半を占め
ている編み物教室の意思決定も男女で偏らな
いようにすべき。あらゆる分野とは家庭、区
議会、警察、外国人施設、宗教教団まで全て
を含む。それらに対して決定を統制できない
のでは。

1

　決定を統制するのではなく、男女共同参画
社会基本法第5条（政策等の立案及び決定へ
の共同参画） にあるように、意思決定過程
への男女の参画に格差がないように必要な措
置を講ずるというものです。各種団体等にお
ける内部の意思決定過程については条例でし
ばることはできませんが、格差是正の考え方
は理解を求めていくべきと考えます。
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主な意見（要旨） 件数 区民会議の考え方

行動計画

　いつ、どのように、どのような計画を立
て、実行し、評価するのかといった具体案を
盛り込む必要があると思う。
　具体案は別途策定するのなら、具体的なス
ケジュールといった枠組み位は明示する必要
がある。

1
　計画の性格、期間、改定の時期等について
は、行動計画そのものの中で明らかにすべき
ものと考えます。

拠点施設

　「男女共同参画センター」が基本施設な
ら、それと関係ない団体の登録・使用は問題
では。写真や歌や、好き勝手に使っているが
今後どうするつもりなのか。

1

　センターの団体登録は要綱に基づきなされ
ているものと伺っています。今後、男女共同
参画センターはより一層充実されるものと期
待しております。

推進体制

　男女共同参画実現のために、推進、維持の
ための諸制度、機関を整備してほしい。

1

　男女共同参画を推進するため、区の内部組
織として推進体制を整備することとしていま
す。詳細は条例の委任を受けた施行規則等で
規定すべきと考えます。
　なお、わかりやすくするために、表現を改
めたいと考えております。

北区男女共同参画審議会

　「男女共同参画の推進に関する活動を行っ
ている団体の代表者」も加えてほしい。

1
　委員構成は、条例の委任を受けた施行規則
等で規定することを想定しています。ご指摘
の点はご意見として区へお伝えいたします。

　公募区民の有無、任期の有無を規定し、多
くの区民が関われるようにすべき。
　「男女共同参画推進のために活動をしてい
る市民団体（区民団体）への支援や協働」が
必要なのでは。

1

　委員の任期・委員構成等については条例及
び条例の委任を受けた施行規則で規定するこ
とを想定しています。
　協働の部分については、「２(6)区の責
務」に含まれていると考えます。

　「審議会」は、任期を限定し、重任も制限
すべきなのでは。

1

　ご指摘のとおり任期は条例で規定すべきと
考えます。また、できるだけ適任者が就任で
きるようにすべきであること、再任について
は適正に行われるべきであることと考えてお
ります。

苦情解決委員

　苦情の申し出を迅速に解決する際、3名で
は少ないと思う。５名位がよいのでは。

2
　苦情解決委員は、他の自治体の人数、処理
件数等を勘案して3名が適当と考えたもので
す。

　他の県で問題になった苦情処理委員会のよ
うなものは条例に入れないでほしい。

2

　「苦情解決委員」につきましては、区民の
基本的人権を擁護するために必要な制度と考
え、他の自治体の例も参考にして提案させて
いただきました。

　「苦情」に対して、委員に税金から給料が
支払うのは税金の無駄使いなのでは。

1

　区民の基本的人権等を擁護するために必要
な制度と考えています。なお、苦情等の申出
があったときに機能する制度を想定していま
すので、該当する申出がなければ予算は執行
しないこととなります。
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主な意見（要旨） 件数 区民会議の考え方

　苦情の件数、内容は、プライバシーに反し
ない限り情報公開を認めるよう規定すべきで
は。

1

　苦情解決に関わる情報公開につきまして
は、「北区情報公開条例」及び「北区個人情
報保護条例」の規定に基づき対応することと
なります。

　区から独立して職務を行う「第三者的な機
関」を設けている自治体がある一方、「中間
のまとめ」は単なる「苦情解決委員」と位置
づけている。区から完全に独立した「第三者
機関」としてほしい。

1

　次の点から、「第三者機関」ではなく「第
三者的な機関」とすべきと考えたものです。
①「第三者機関」とすることは地方自治法上
の制約があること
②性別による差別等に迅速・柔軟に対応でき
るようにするとともに、北区男女共同参画審
議会との関係と役割分担に配慮すること
③苦情解決委員は基本的に独任制とし、区長
に対して独立して意見等を表明できること

　苦情処理機関が自らの発意に基づいて調査
し、必要と考えれば、区長に対して是正の要
請・意見の表明ができる権限をもつことが必
要なのでは。

1
　「中間のまとめ」では、ご指摘の権能は北
区男女共同参画審議会が担うこととしてご提
案しております。

　委員構成が偏らないように。区民委員の枠
も作ってほしい。

1

　ご指摘のとおり、委員構成については、偏
りがないよう充分配慮されるべきものと考え
ます。委員の選任については行政の判断に委
ねることとなりますが、委員はその有する権
能を考慮すると弁護士等の有識者が妥当では
ないかと考えます。

　任期を限定し、重任も制限すべき。区民や
事業者に対して強制的な権限は一切持つべき
でない。

1

　苦情解決委員は男女共同参画に関し識見を
有する方を区長が委嘱することを想定してい
ます。区民及び事業者の皆さまに対しては、
苦情解決委員は相手方の任意の協力を得て苦
情の解決方法等を検討し区長に答申すること
になります。

その他

　大変すばらしい内容だと思う。男女共同参
画社会にすることは持続可能な社会のために
必要不可欠である。中間のまとめに沿った男
女共同参画条例を制定することを求める。

4
　男女共同参画条例を制定すべきものとして
区に答申する予定です。

１．条文はわかりやすい文章にすべき。法律
の条文だと一般の人は読む気持ちにならな
い。
２．考え方の宣言ではなく義務を明記しても
らいたい。

1

１．条例化の過程で、できる限り考慮するよ
う、区に申し伝えます。
２．「義務」だけではなく、「責任」も含め
た「責務」として規定しました。また、区に
対しては施策の策定・推進等を義務づける一
方、区民及び事業者の皆さまに対しては努力
義務とし、男女共同参画社会実現に協力して
いただきたいと考えています。
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　男女の特性を無視して、「性別にかかわり
なく」の文言が入ると、ジェンダーフリー
的、性差無視の施策が展開されるのでは。

2

　「中間のまとめ」において、「性別にかか
わりなく」「ジェンダーフリー」の表現は使
用しておりません。
　また、「ジェンダーフリー」という用語
は、人により意味や内容に違いがあることか
ら、国は基本法、基本計画等において使用し
ておらず、北区もアゼリアプラン等区の計画
で使用しておりません。このような点に配慮
して、「中間のまとめ」においても他の表現
により考え方をより明確化するように努めま
した。本答申においても引き続き配慮したい
と考えています。
　男女共同参画は性差を一切無視するもので
はありません。

　専業主婦を差別する条例は必要ないので
は。

6

　男女共同参画社会は、専業主婦であるか、
就業しているかで差別するものではなく、専
業主婦を否定するものではありません。男女
の人権の尊重をもとに、共同して参画する社
会をつくろうとするものです。

　男女共同参画社会基本法と北区が条例とし
て盛り込もうとしている内容の相違点は。
　区民への周知が難しい。条例違反をした人
への対応は。罰則がなければ効果は薄いので
は。

1

　男女共同参画社会基本法は、国としての基
本的考え方、国民、国及び地方公共団体の役
割等を包括的、一般的に規定しています。条
例においては、北区の特性を踏まえ、北区と
しての基本理念や、区民、区、事業者の責
務、推進体制、苦情対応等について個別具体
的に規定することを目指しています。
　条例の周知は、行政の努力で、ホームペー
ジやチラシ等により、きめ細かく周知が図ら
れるべきものと考えます。
　罰則については、男女共同参画は区民・事
業者への押し付けではなく、基本理念を示
し、責務を定めた上で、自発的にすすめてい
ただく性格のものであるため、設けないもの
としました。

　男女共同参画の法的な根拠は区で作らなく
ても法律がある。法的根拠はある。必要なこ
とは個別の政策で処理すればいいのでは。

2

　次の点から北区における条例制定は必要と
考えます。
①条例を制定することにより、区が区政の重
要な課題として男女共同参画社会の実現に取
り組むことを、明確に意思表示することがで
きます。
②条例を制定することにより、男女共同参画
施策を推進する上での法的な根拠ができ、施
策の継続性が保障され、総合的かつ計画的な
推進をより一層図ることができます。
③条例を制定することにより、区が実施する
さまざまな分野の施策に男女共同参画の視点
を取り入れるよう、働きかけを強化すること
ができます。
④条例を制定することにより、区、区民、事
業者が協力して取り組むべき課題やその責務
が明確化され、男女共同参画のより全区的な
推進を図ることができます。
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