
意見（要旨） 件数 区の考え方（案）

全般的事項（前文・目的を含む） ５３件

　条例制定を進めてもらいたい。賛成。 35

　人として性差に関係なく権利は平等にある
ことは、周知されていると思うが、まだ女性
の立場は弱く、法律というバックアップが必
要である。多くの人に、当たり前のことだ
が、まだその効力が出来ていない社会整備を
するために条例が必要ということで受け入れ
られると思う。

1

　活字にしなくとも理解できると思うが、ト
ラブル時、条例によって冷静さを取り戻せ
る。若い人たちが住みよい社会だと実感でき
る北区になることを願う。

1

　間違った先入観や何らかの誤解があるケー
スも多いと思われるので、条例により問題解
決への取り組みを行ってほしい。

1

　男女が一緒になって、人間として認め合
い、思いやることが基本。まだまだ身近な地
域や職場が遅れている。そのためにも条例の
制定を実現してほしい。

1

　互いの特性と能力を生かし、伝統的な役割
分担を尊重し、女性の支援体制を整備するこ
とを踏まえ、条例を策定をお願いしたい。

1

　男女共同参画社会実現のための啓蒙や推進
を積極的に実践していかなければならない。
個人が尊重され、平和で自由を享受できる北
区をつくるため、条例は必須と思います。

1

　男女共同参画に対する意識は多少前進して
いるが、性別役割分担、企業内における格
差、DV等まだ意識改革がなされていない部
分がある。条例制定により前進していってほ
しい。

1

　幼い頃からの意識の確立が大切なので、学
校教育の場では勿論のこと、公立・私立を問
わず、保育園や幼稚園においても、男女共同
参画の視点を重視した指導ができるよう期待
する。

1

（仮称）北区男女共同参画条例骨子（案）に関するパブリックコメント実施結果

（仮称）北区男女共同参画条例骨子（案）に対する意見と区の考え方は以下のとおりです。

　従来の男女平等・女性の地位向上をより発展させ
た男女共同参画社会の実現に向け、条例の制定を進
めます。

　意見募集期間：平成18年3月10日（金）～3月30日（木）
　意見提出者数　67名
　（内訳）
　　持参：29名、電子メール：7名、FAX：31名
　意  見  総  数　 90件 （類似の意見はまとめさせていただきました）
　周  知  方  法　北区ニュース（３月１０日号）、ホームページ、男女共同参画推進課
　　　　　　　　男女共同参画センター、区政資料室、地域振興室、区立図書館　３７箇所



意見（要旨） 件数 区の考え方（案）

　堅苦しい文章では理解しづらい人々も多い
ので、もっと平易な条文にしてもらいたい。

1

　基本的な考え方は賛同するが、どのように
行うか想像がつかない。文章が固い。子育て
や出産、DV等考えると条例は必要と思う
が、もっと具体的な条例だとよい。

2

　今、現代そんなに差別があるのか。なぜ条
例まで作らないといけないのか。平和な国で
必要なのか疑問。

1

　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。

　日本の伝統文化を大切にしてほしい。家庭
を大切にする男女が尊重し合い、補うことは
性差別とは思わない。条例制定に区民がどの
くらい関心があるのか区は把握しているの
か。PR活動をしたのか。

1

　ジェンダーフリーという「性差をなくす」
という危険な思想に基づいているのではない
か。このジェンダーフリー思想があるので、
日本古来の伝統文化を破壊し、男女の差別を
なくすという名目で、ひな祭りや端午の節句
を否定するようなことが起こっている。国会
の場でもこのことが取り上げられ見直しを余
儀なくされているので、こういった経緯を
しっかりとらえた上で、良識的な判断をして
ほしい。

1

　男女は差別でなく区分であるとの認識を具
体化し、互いの特性と能力を生かして支援体
制の充実を図ることが、少子化問題にも起因
していく。家庭は社会の基本であり、核であ
る。男女らしさを一方的に否定することなく
男女の特性を認め合う社会こそが法案の進む
べき道ではないでしょか。

1

　審議会や委員会の委員も女性が少なく、政
策決定の場にもっと女性が登用されるべきだ
と思います。

2

　北区アゼリアプランにおいて、区の委員会・審議
会等に女性の参画率４０％を目標として掲げていま
すが、条例の制定によりさらなる推進を図るべきと
考えます。

　個性と能力を発揮するところで、女性には
女性の役割が男性には男性の役割があると思
う。

1
　男女が個性と能力を発揮するためには、男女共同
参画の視点を取り入れていくことが必要であると考
えます。

　平成17年12月に国が策定した男女共同参画基本
計画（第2次）において、「ジェンダーフリーとい
う用語を使用して、性差を否定したり、男らしさ、
女らしさや男女の区別をなくして人間の中性化を目
指すこと、また、家族やひな祭り等の伝統文化を否
定することは、国民が求める男女共同参画社会とは
異なる」としています。併せて、「社会的性別
（ジェンダー）が性差別、性別による固定的役割分
担、偏見等につながっている場合があるため、これ
らが社会的に作られたものであるということを意識
していこうとするものであり、社会制度や慣行を見
直す際には、それが男女共同参画社会の実現を阻害
するものなのかどうかをよく判断した上で、行う必
要がある」としています。
　区もこれを踏まえ、条例の制定を目指しておりま
す。今後とも、男女共同参画に関する広報・啓発活
動を積極的に行っていきます。

　条文化に際し、できる限り分かりやすい表現に努
めます。ただし、法的に正確な表現をするために、
一般的ではない表現となる場合があります。なお、
本条例では基本的・根幹的事項を規定し、具体的な
施策については、条例に基づき策定する行動計画等
で明示することになります。



意見（要旨） 件数 区の考え方（案）

用語の定義 ４件

　「男女共同参画」は「女性の社会参加を進
める」という意味なのでは。

1

　男女共同参画とは、従来の「女性の社会参加の促
進」、「男女平等・女性の地位向上」等をより発展
させ、男女が、社会の対等な構成員として、自らの
意思によって社会のあらゆる分野における活動に参
画する機会が確保され、男女が均等に政治的、経済
的、社会的及び文化的利益を享受することができ、
共に責任を担うことと考えます。

　用語の定義について、その内容が明らかに
されていない。

1
　用語の定義については、北区アゼリアプラン推進
区民会議から提出された「答申」を尊重します。

　なるべく外国語は日本語で記述してほし
い。

2
　極力、日本語に置き換えられるものは日本語で対
応いたします。

基本理念 ９件

　「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
教育が推進されます」について、抽象的で分
からない。学校教育において何でも男女を一
緒にするのは疑問だ。

1

　区立小学校の運動会で徒競走が男女一緒
だったり、騎馬戦が一緒というのはおかし
い。また、男女同室着替えや同室での宿泊な
ど非常識だ。

4

　「すべての区民が互いの性を理解し･･･」
について、どのように性を理解していくのか
読み取れない。

1
　すべての区民が、互いに相手を思いやり、一人ひ
とりを大切にする中で「互いの性を理解し、互いの
意思を尊重」していくことと考えます。

　考え方に賛成。ただし、「地域における国
際化の進展に配慮し、国際理解のもとに行わ
れます」の意味が分からない。

2

本規定は、次の点を考慮したものです。
①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
②地域における国際化の進展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
③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

　前文に「暴力根絶」が入っているが、基本
理念ではどこに含まれるのか。

1
　「すべての区民は、その人権が尊重され性別によ
る差別を受けません」に包含されると考えます。

　男女共同参画とは、男女が、社会の対等な構成員
として、自らの意思によって社会のあらゆる分野に
おける活動に参画する機会が確保され、男女が均等
に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受す
ることができ、共に責任を担うことと考えます。こ
の視点を踏まえた教育があらゆる教育の場において
推進される必要があると考え、基本理念に掲げまし
た。
　平成17年12月に国が策定した男女共同参画基本
計画（第2次）において、「児童生徒の発達段階を
踏まえない行き過ぎた性教育、男女同室着替え、男
女同室宿泊、男女混合騎馬戦等の事例は極めて非常
識」であり、「男女共同参画の趣旨から導き出され
るものではない」としています。



意見（要旨） 件数 区の考え方（案）

性別による権利侵害の禁止 ３件

　暴力は、犯罪として扱ってほしいので規定
は必要だと思うが、それ以外の内容は不要で
ある。

2
　男女共同参画社会の実現に向けて、本条例の制定
が必要であると考えます。

　読む側によっては、男の子女の子という言
葉さえ使うのは、何でも差別として極端にと
らえる人もいるので、誤解をまねくような書
き方、どちらでもとれる書き方は問題だ。

1
　条文化に際し、できる限り分かりやすい表現に努
めます。

あらゆる情報の公表への配慮 １件

　「配慮しなければなりません」と口調が急
に変わっている。「配慮が必要です」などは
どうか。

1
　条文化に際し、できる限り分かりやすい表現に努
めます。

区の責務 １件

　区民や事業者、他の地方自治体との連携も
強化してほしい。

1
　連携の強化については、区の責務として区に義務
づける旨を規定いたします。

基本的施策 １件

　この条例骨子（案）の理念に賛成。特に基
本的施策の実現を希望している。

1
　基本的施策の具体化については、本条例に基づき
策定する行動計画の中で明らかにすることになりま
す。

行動計画 １件

　区民への啓発週間を設けるなどきめ細かく
具体的なものにしていただきたい。

1
　条例に基づく行動計画策定の際に検討したいと考
えます。

拠点施設 １件

　この条例骨子（案）の理念に賛成。特に拠
点施設の実現を希望しています。

1
　男女共同参画の実現に向け、条例に拠点施設を規
定したいと考えます。

推進体制 １件

　男女平等担当課については、行政内部の横
断的調整可能なセクションに位置づけるこ
と。また、体制を強化すること。

1
　ご指摘のような推進体制の構築を考えておりま
す。

北区男女共同参画審議会 ５件

　設置に賛成する。 2

　審議会の設置に賛成するが、メンバーの年
齢制限が必要と思う。若い世代を育てるため
にも、年齢が上すぎては現実とのギャップが
できてしまう。次世代を育てるつもりなら
ば、年齢の若返りが必要だと思う。

1

　審議会設置に伴う問題が多いと聞いている
ので、全国を調査してもらいたい。

1

　委員の人選は偏った考えではなく、広い視
野に立った方々を任命してもらいたい。

1

　審議会委員は、男女共同参画の推進に関し理解と
識見を有する方を、なるべく偏りがないよう幅広く
選任するように努めます。また、北区男女共同参画
審議会の詳細については、他の自治体の例等も参考
にしたいと考えます。
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苦情解決機関 ８件

　苦情解決機関の設置に賛成する。 3

　委員が、議員のような選挙で選ばれないこ
とに危惧を感じる。選任にたいして公平な判
断が出来るか問題である。結果の平等ですす
めてゆくことにあらたな差別を生む可能性が
あるのでは。

1

　条例が積極的に改善・具現化するために
は、苦情処理体制の運営が重要である。先行
自治体の問題を北区の体制に是正、条文化す
ることで積極的改善方向につながると思う。

1

　人選は、安心しかつ信頼を持って苦情や問
題点を言えるように、慎重な取り組みを要望
する。

1

　苦情解決機関設置に伴う問題が多いと聞い
ているので、全国を調査してもらいたい。

1

　苦情への対応については、政治的な圧力の
影響を受けないような第三者機関の設置を望
む。

1

　第三者機関としての設置は、地方自治法上の制約
や男女共同参画審議会との役割分担などから困難で
あると判断しています。公平公正な機関の設置に努
めたいと考えます。

その他 ２件

　我が家では日頃男女共同参画を実行してい
る。

2
　男女共同参画社会の実現に向けて、施策の充実に
努めたいと考えます。

　委員の選任については、その有する公平性・専門
性等を十分考慮し、偏りが生じないよう、慎重に対
応したいと考えます。

　苦情解決機関については、他の自治体の例等を十
分参考にしたいと考えます。


