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開会
三浦会長

それでは定刻になりましたので、始めさせていただきます。本日はご多忙のと
ころ、お集まりいただきましてありがとうございます。ただいまから平成 28
年度第６回千代田区男女平等推進区民会議を開始いたします。まず、はじめに
本日欠席の委員を知らせいたします。櫻井委員、藤田委員、児谷委員、岡戸委
員、千野委員、五十嵐委員の６名よりご都合により欠席との連絡を頂戴してお
ります。原田委員は後ほど遅れてのご参加と伺っております。続きまして、本
日の流れですが、議事次第をご覧ください。昨年 12 月２日に第 5 回区民会議
後、区の方で庁内調整、議会への報告を経て、計画の素案に対し広く意見公募、
パブリックコメントを実施しています。それを受けて議題１として、
「第５次千
代田区男女平等推進行動計画の（素案）への意見募集」結果について、その状
況報告を事務局から頂戴いたします。続きまして議題２としまして、意見公募、
パブコメを受けて事務局で「計画案」を作成していただいておりますので、そ
の「計画案」についてご説明をお願致します。本日の会議は概ね１時間程度、
15 時 30 分くらいまでを予定しております。休憩時間は特にございませんので、
ご了承ください。また、本会議は公開で実施しておりますので、傍聴の方がい
らっしゃいますが、その点もご了承ください。本日もどうぞよろしくお願いい
たします。では、事務局の小阿瀬課長より配布資料の確認も含めましてご説明
よろしくお願いいたします。

小阿瀬課長 それでは、はじめに本日の配布資料の確認をさせていただきます。一番上に本
日の次第がございます。次に事前配布資料といたしまして、資料１「第５次千
代田区男女平等推進行動計画（素案）に対するご意見の概要と区の考え方につ
いての意見募集の結果について」というものがございます。続いて、資料２は
業者の方が到着次第お渡しということでございますので、しばらくお待ちいた
だければと思います。申し訳ございません。資料３につきましても、計画案の
概要版として鋭意作成をしているところでございますので、本日お渡しできま
すので、おまちをいただければと思います。不足等はございませんでしょうか。
それでは議題１に入ります前に、昨年 12 月２日第５回区民会議後から本日ま
での動きにつきまして、ご報告させていただきます。昨年 12 月６日、９日に
庁内の会議に修正した内容を素案としてかけさせていただきました。そこで了
承を得た後に年末になりますが、12 月の 22 日に区議会の常任委員会へのご報
告をさせていただいております。その報告の中で、素案の承認等をいただきま
して、その過程を経まして、本年１月 20 日（金）から２月３日（金）まで意
見公募、パブリックコメントを行わせていただいております。この状況は区の
ホームページや広報紙、公式 Facebook、twitter 等で周知し、区民会議の委員
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の皆さまや庁内職員等にも広く意見を募集いたしました。ご意見をいただいた
委員の皆さま、ありがとうございました。ご意見は大きく、５ついただいてい
るところでございます。また Facebook ではいいね！12 件いただいておりまし
て、twitter でもお気に入りということで１件いただいているという状況でござ
います。それではここからは資料１をご覧いただきながら、パブリックコメン
トの状況をご報告をさせていただければと思います。まず、区分、項目、意見
概要、区の考え方と書いてございます。大きく４人の方から、項目としては５
件いただいている状況でございまして、まず１件目につきましては、在住の方
から性的マイノリティのことについて意見がございました。意見の概要なんで
すけれども、
「千代田区でも LGBT の差別や偏見がなくなる取組み（条例等）
が必要だと思います。その為、区職員や教職員の研修は有意義なものと考えま
す。区在住者や在勤者へも理解がより一層深まることを願います。
」という意見
の概要でございました。これを受けまして、区の考え方としては、関係部署と
連携して男女平等推進行動計画の期間内に方針を定めて、取組みを構築してい
くところでございます。その他、区職員や区民等への普及啓発・理解促進にも
積極的に取り組んでまいりますという方向で考えさせていただいております。
２件目の意見でございますが、こちらは計画の１ページ目にジェンダーギャッ
プ指数というものを載せていたんですけども、こちら最新の 2016 年版を使っ
てはいかがでしょうかということでしたので、確かにその通りですので、最新
版の 111 位に修正させていただいております。３件目は在勤の方からいただい
ておりまして、大きな流れとしては、全体的に関わることと地域社会における
男女共同参画ということで、２つの方向でいただいております。１つ目の方向
といたしましては、計画の目的と位置づけという欄で、
「千代田区の地域特性」
について説明があるとよいと思いましたというものと、説明の中で「ちよだみ
らいプロジェクト」という上位の計画なんですが、区の中期計画であることの
補足説明があると良いと思いましたというようなことがございまして、これも
その通りでございますので、計画案の中に千代田区の地域特性とちよだみらい
プロジェクトの説明を追記させていただいております。その次に第４次計画か
らの主な変更点というところで、
「働いていない男女の社会参画を推進するため、
施策の方向に「子育て・介護をしている人や退職した人の社会参画の支援」を
追加します。
」とありますが、支援先を限定してしまっているんではないか。ち
ょっと違和感がありますというご意見をいただきました。表現が「子育て・介
護をしている人や退職した人の」となっているんですけれども、
「等」という言
葉を入れさせていただきまして、実際の体系の中とか説明には「子育て・介護
をしている人や退職した人等の社会参画の支援」という形で修正をさせていた
だく予定でございます。最後のご意見なんですけども、主に健康ということで
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喫煙とか、受動喫煙の防止などについての意見をいただいているところでござ
いまして、内容としては「目標１人権を尊重し、健康的な生活を支援する」と
いうところに関連して、禁煙と受動喫煙の危害防止施策は非常に重要だと思い
ますという考えの下、一つは男性はもちろん、女性の喫煙及び受動喫煙によっ
て、著しい健康被害が生じるので、女性を喫煙及び受動喫煙から守ることを強
調していただきたいですというご意見を１ついただきました。それと、
（イ）の
ところに具体的提案という形でいただいておりまして、一つは妊婦・産婦、ま
た若い女性や若い母親の喫煙率の実態把握とともに、ご本人や子ども・家族の
健康のために、零目標への対策が極めて重要ではないでしょうかということで
いただいております。そのなかでは、幼少期・思春期から喫煙と受動喫煙の危
害についての教育に加え、保育園・幼稚園や小中学校を含め、これら保護者へ
の禁煙促進の働きかけや啓発・講習等に焦点を絞ったプログラムが望まれます
ということでいただいております。その他、特定健診やがん検診等の場は 40
歳以上であったりで、より若い 20 歳前～30 歳代・未成年者への禁煙サポート
に重点を置いたやり方が求められているのではないでしょうかということでい
ただいております。大きな項目の２番のところで、飲食店も含め、公共性の高
い施設だけでなく、家庭やマイカーでも、受動喫煙の危害から妊産婦を含む女
性・子ども達を守ることを最優先に、条例制定・法制定、あるいは勧奨により、
全面禁煙ルールを確立して、広げて行くことが必要ですという事をいただきま
した。このほか、３つ目の中段の方に受動喫煙の危害リスクのある施設及び喫
煙所に、子ども・未成年者・妊産婦を同伴し立ち入らせてはならない旨の義務
づけをしてはどうでしょうかというご意見をいただいたところでございます。
その他、国の状況には注視してやっていってほしいとか、また、若い女性の痩
身傾向は不健康であることも周知し、減少させることは極めて重要ですので、
宜しくお願いしますというようなことをいただいておりまして、区の方向とい
たしましては、右の欄に書かせていただいておりますように、平成 29 年３月
に策定する「第二次健康千代田 21」
、こちらは保健所の方で策定準備中の計画
でございまして、こちらで主だったものを記載してございますので、この男女
平等推進行動計画には喫煙・受動喫煙が及ぼす影響について具体的な記載はし
ないんですが、健康千代田 21 と連携をとりながら、施策の方向である理解の
促進、男女の性や健康に関する理解促進の支援などを通して、喫煙・受動喫煙
が及ぼす影響について普及啓発に努めてまいるという方向で回答していきたい
なというところでございます。意見概要と区の考え方につきましてはこのよう
な方向で考えさせていただいております。説明は以上でございます。
三浦会長

ありがとうございました。では、このパブコメの区の考え方に関しましてご質
問・ご意見ございましたら、宜しくお願い致します。
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平野委員

今回パブリックコメントということでまとめられたものというのは、例えば意
見をお寄せいただいた方に直接返すという形なのか、あるいはホームページ上
でこれを掲載するという形なのかその辺の取り扱い方というのはどうなってい
ますか。

小阿瀬課長 直接お返しするというものではなくて、ホームページに掲載します。
事務局

ご意見いただいたものと区の考え方というのは、区のホームページで今後、公
表させていただく予定でおります。健康千代田 21 のパブリックコメントは本
計画よりも２週間先に進んでおりまして、区のホームページで検索していただ
きますと、健康千代田 21 での寄せられたご意見ですとか、区に対する考え方
もこれから紹介をする予定となっております。

三浦会長

まだ公開されてないんですか。

事務局

昨日、確認しましたら、まだ公開されていませんでした。

三浦会長

パブリックコメントの期間が短いようなんですが、４件しか集まっていないこ
とを考えますと、少し延ばされた方がいいのかなと思うんですけれども、そう
いうお考えはございますか。

小阿瀬課長 そうですね。短い中で、なかなか意見も少ない状況ですので期間についてもも
う少し長く。
河合部長

区のパブリックコメントは絶対 2 週間とはなってはいないんですけど、3 週間
ぐらいですかね。でも多いのは 2 週間、千代田区の基本計画みたいなとこまで
いくともう少し長くとっているかもしれないんですけれど。今年度、地域振興
部だけじゃなくて保健所でつくっている計画というのも大体 2 週間だったと思
います。もう少し長くなるともう少し意見をもらえたのかなというのは確かに
あるのかもしれないんですけれど。

三浦会長

あと、年間計画で大体いつ頃、この計画のパブリックコメントをする予定です
みたいなものはホームページでは示したりはしているんですか。

小阿瀬課長 事前には示していません。
三浦会長

ある程度年間計画は分かりますよね。それがもしあればもう少し事前に準備な
さる方が増えるのかなという気がします。

小阿瀬課長 ありがとうございます。今、会長に仰っていただいたように、やはり年間でこ
こら辺にパブリックコメントやるんだというような長期の情報も確かに必要だ
と思います。そこは我々が広報する有り方を考えていきたいと思います。貴重
なご意見ありがとうございます。
鈴木副会長 健康千代田 21 のほうは何件くらいパブリックコメントが。
小阿瀬課長 10 件程度と聞いてるんですけれど。
河合部長

10 件程度なので、まあ倍ぐらい。ただ 10 件来てるんですけど、ジャンル分け
すると煙草の意見が多いので、色んな意見があったというような感じになって
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いなかった気がします。
三浦会長

区分というのは、ご自身で選ばれるのですか。選択肢の中から利害関係者って
選ばれるんですか？

事務局

そうです。４つくらい選択肢があって、在住、在勤利害関係者という項目があ
りまして。

三浦会長

利害関係者は何をどういったことを想定する概念なんでしょうか。

事務局

その他という項目がないので、仕方なく在住在勤とまでならないと、計画の関
係者というところでこちらを選ばざるを得ない。

三浦会長

１の性的マイノリティのところの区の考え方が何か、もう少し前向きでもいい
のかなと思ったんですけれど。取り組んで参りますとは書いてありますが、今
回の区民会議の冒頭も区長が積極的に性的マイノリティに関して取り組みたい
とおっしゃっていて、私たちが作成した要望書の中にもかなり重点的に踏みこ
んでおりますので、それと比べると少し冷めたような印象を持ったんですけれ
ど。計画期間に方針を定めるのでは 5 年になりますから長い感じがしまして、
もう少し何か積極的な取組みをするのかなと思ったんですが、その辺りの理解
はどうでしょう。

小阿瀬課長 そうですね、数値目標を掲げてとか、そういうもう少し具体的な方向でという
こともやって参りますので。
三浦会長

計画期間が 5 年なので、なるべく早急にとかだと積極姿勢がみえるんですけれ
ども。この文章だとどのくらい積極的なのかなという印象を率直に持ちました。
実際はどうなんですか。

小阿瀬課長 実際はこの計画である程度どういう取組みが千代田区でふさわしいのかという
のを出していくというかですね、こういう取組みをしていくというのを決めて
いければいいかなと思っているところなんですけれど。様々な自治体のように
条例や要綱を作るようなことをやるのも一つの手でありますし、文京区のよう
に指針で区職員の対応を定めることも一つ、各自治体もいろいろやっている中
で、千代田区としてどういうことをやるのが一番いいのかというのを全庁的に
も検討しなければいけないところでもありますし、そこら辺のまだ具体的な答
えというのが区の方針として定まっていないところもあるので、まず、どうい
った問題点、区にとってどういったことを課題にして取組んでいくのかという
ところを出していくというのが一つ目のステップになると思っていまして、普
及・啓発は従来通りやっていくんですけれども、普及・啓発だけじゃなくてど
ういう取組みを更にそのご本人に対してもそうですし、我々周りの人間もそう
ですし、そこら辺をどういう取組みを構築していったらいいのかというのを検
討していかなければならないところで、そこを第 5 次ではやっていきたい。
三浦会長

普及・啓発は当然のことで、より当事者の方に具体的なメリットがあるような
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施策ですよね、きっかけのようなものなのか。
小阿瀬課長 そうですね、そういうものなのか、場所の提供とかですね。
三浦会長

成人式みたいなものなのか。いろんな取組みがあるんだろうと思います。千代
田区の特性は恐らく、在勤者、区民と相当外国人の方がいらして、LGBT に先
進的な取組みをしている企業も沢山千代田区内にあるというのが千代田区の特
色かなと思いますので、その辺り千代田区らしさが出ればいいなと思います。

小阿瀬課長 ありがとうございます。この区の考え方の記載の書きぶりについてももう少し
プラスに考えたいなと思います。ありがとうございます。
河合部長

５年間あるから最後 5 年目までにやろうっていうわけでないんですけれども、
課長が今いった通り、そういうことをやりながら庁内でも議論してまた意見聞
きながらということで、千代田区としてのものが決まればそれは 5 年待たない
でということは当然あるんですけれど、これだと確かに期間 5 年だからと捉え
てしまうという話になるとちょっと表現が。

三浦会長

「期間内に方針を定め」となると定めるまでにそんなにかかっちゃうのかなと
いう感じのニュアンスですけれども。スピード感が少し出るような。

小阿瀬課長 表現を工夫します。ありがとうございます。では、続きまして、パブリックコ
メントで意見をいただいて計画案にどう反映させたのかということをご説明さ
せていただければと思うんですが、まず、案の１ページを開いていただきます
と、2 番目ジェンダーギャップ指数のところの修正状況なんですが、こちら 2016
年 111 位ということで修正させていただいております。1 ページのちょうど中
段あたりに就労や教育、政治参加、保健等の分野における男女格差を指標化し
たジェンダーギャップ指数をみると平成 28 年には 144 カ国中 111 位という状
況です、というところに変更させていただいております。それと千代田区の地
域特性のところの修正状況なんですが、こちらは 3 ページをご覧いただければ
と思います。3 ページに新たにですね（４）といたしまして、
「男女平等、男女
協働参画に関わる千代田区の特性」というのを入れさせていただいております。
切り口としては人口と出生率、昼間夜間人口比率、女性の就業状況ということ
で載せさせていただきました。続いて、千代田みらいプロジェクトの書きぶり
なんですけれども、こちらは次の 4 ページになりまして、4 ページの上段から
1，2，3，4，5、6 行目に、6 行目の右側のほうに平成 26 年度に策定された区
の総合的かつ最上位の行政計画であるというみらいプロジェクトの説明を入れ
させていただいたところであります。それと、計画のこちらは直接パグリック
コメントというわけではないんですけれども、他の自治体の計画とか、その他
の計画とかで推進体制について図解で説明するページというのがありますので、
この男女平等推進行動計画の中でも、6 ページになりますが、新たに図解を入
れさせていただいてございます。
「計画の推進について」というところで、推進
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体制、まあＰＤＣＡという形で取り巻く区民とか団体さん、事業者さんと意見
連携という形で区民会議があって、意見提案をいただきながら進めていきます
というようなことを図で書かさせていただいております。それと、地域社会に
おける男女共同参画というところの子育て介護をしている人や退職した人の社
会参画の違和感についての修正状況についてなんですが、こちらは体系になり
まして、15 ページを開いていただきますと、体系図の方で 4 番目の目標の「地
域社会における男女協働参画を進める」の（２）のところに「子育て介護をし
ている人や退職した人等」の等という言葉を入れさせていただいております。
それと、最後の 21 ページをご覧いただければと思うんですが、最後の喫煙と
か受動喫煙とか禁煙の取組みの状況なんですが、計画案の 23 ページをご覧い
ただきますと、男女の性や健康に関する理解促進と支援ということで従来通り
の書き方になるんですけれども、こちらいただいたパブリックコメントの内容
に対する区の取組みについては保健所の方で、健康推進課と地域保健課の方で
策定途中であります、同じ 3 月策定予定の第二次健康千代田 21 のほうにそこ
ら辺の部分を書かさせていただいて推進をしていくということになっておりま
すので、実際には男女平等推進行動計画については素案の時と同様の書き方と
いうことでこれと連携して推進していくというような方向で考えてございます。
以上、簡単ではございますけど、計画案の反映状況をご報告させていただきま
ました。それと、前回の区民会議で、指標のことでかなりご意見いただきまし
てありがとうございました。それについて反映状況につきましてもご報告させ
ていただきたいんですけれど、区民会議のほうで主として性的マイノリティの
ところで、いろいろとご意見を伺ったところ、言葉の意味を知っている人の割
合が増えていることは非常に意味があるんじゃないかというご意見もいただい
ていまして、ここも意味を知っている人の割合というところで掲載を変えさせ
ていただいてございます。指標ですので 15 ページの体系のところに指標を載
せているんですけれども、15 ページ一番右側の性的マイノリティのところ、意
味を知っている人の割合ということで反映させていただいております。二つ目
のＤＶをされたたことのある人の割合ということで今、現状の書き方が半減と
いう書き方させていただいているんですけれども二転三転区の中でも、いろい
ろご意見があったところでございまして、区の方では当初、理想としてはゼロ
なので、ゼロにしましょうということで考えていて、区民会議ではですね、な
くしてしまうのはどうだろうかと、やはりその問題が奥に沈んでいってしまう
ことに懸念がありますよというご意見をいただいたんですけれども、その後や
はり区の内部会議の中では説明するには目標をゼロとかにしておかないと数字
で何パーセントとか出してしまうと、ちょっと説明もしにくいというお話もあ
りまして、やはりゼロかなというところだったんですけれども、最終的にはゼ

8

ロが理想なんですけれども、やっぱりゼロパーセントはあり得ないところだか
ら、半減という表現がいいのではないかというところで半減という表現にさせ
ていただいているところです。いろいろ意見があったところではあるんですけ
れども。ゼロが望ましいところなのですが、半減させるというようなところで
数値目標の方は落ち着いているところでございます。あと、区民会議の方から
高校生、大学生に向けたキャリア形成支援事業の実施ということで年 4 回、20
回というところを載せさせていただいております。その他、男性の育児休業、
育児短時間勤務奨励金の申請企業、新規申請企業数 5 社ということで、当初、
新規ということは載せてなかったんですけれども、こちらも区民会議の方で、
やはり新しく申請していただく企業が増えることが非常に意味があることじゃ
ないかというご意見をいただきましたので、新規申請企業ですね、入れさせて
いただいているところでございます。前回のいただいた反映状況ということで
説明させていただきました。以上でございます。
三浦会長

はい、ではご質問とかご意見ございますでしょうか。数値目標はまだやや気に
なるところがあるんですけれども、ＤＶのことも前回、ゼロはどうのとか、議
論があってそれが今回半減にということですが、それぞれの目標に関して大体
ふたつぐらい数値目標作るということです。両方とも、ＤＶも性的嫌がらせも
受けた人も減らそうということになっていて、半減かゼロかひとつ論点になる
んですが、いずれにしても減らそうというのが目標になっています。そうする
と具体的な施策として意識啓発的なところが多くなるような感じを受けました。
他方、実際被害者は確実に存在していますから、被害者の方をどう救済してい
ったり、回復に繋げていくかというところが少し薄まってしまっているような
気がするんですね。なので数値目標がふたつあるのであれば、ひとつは被害を
なくすという目標があり、片方では残念ながら被害にあってしまった人へ区と
してはどう支援していくことができるのか、というのがあればバランスが取れ
るのかなという印象を持ちました。なので、前回からずっと配偶者暴力相談支
援センターが千代田区にはないという指摘が出ているわけですけれど、その辺
りの支援の取組みの薄さが目標にも反映されてしまっている感じがします。是
非ともここは何か支援に関わるような数値目標をひとつ置くというふうにお考
えいただければ、区の積極的な姿勢もみえていいのかなというふうに思います。

小阿瀬課長 そうですね、ご指摘いただいたところ、確かに直接的な支援に繋がる部分が数
値目標として現れるのが方法としては非常にいいことなのかなと思っておりま
す。ただ、配偶者暴力相談支援センターの設置というところまでというのが区
の方針の中でまだ少し高い階層にあるということもあって、この男女計画で数
値目標を掲げて出して推進していくということ、達成状況として少し難しい部
分があるなと、区民の方にご説明していく中である程度成果が分かるような形
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でお示しできる部分と考えると、ここら辺の内容をお示しさせていただくのが
成果としては、はかり易いというところもご意見としてありましたので、確か
に性的嫌がらせ行為と書いてあるんですけれども、ここの部分をＤＶセンター
設置をするといった高らかなといったところもなくはないんでしょうけれども、
まだ、千代田区の状況としてはそこまで進み切れてない部分というものもあっ
て目標として書けるかというと非常に難しい部分もあります。
三浦会長

例えば相談件数を数値目標する。相談につながればしかるべき機関に繋がって
いったり出来ますから。相談件数であれば、見える指標ですし、最初の入り口
ということになりますから、バランスがいいように思います。それであれば掲
げることができるのではないですか。

小阿瀬課長 そうですね、何かをこれだけやったというような指標の出し方というのもあり
まして、それも検討はさせていただいているんですけれど、区民の方にその成
果を計る場合、区では何かをやってこれだけ効果がありましたという出し方を
している部分がありまして、確かにこれだけ、年間 5 件定めてやっていくとい
うような指標の出し方でも。
三浦会長

でもワーク・ライフ・バランスがそうなってますね。

小阿瀬課長 出しきれないところは、そうですね。
三浦会長

それは特に障壁にはならないのかなと思います。①と②に関してだけは確かに
アウトカムがはかられていますけれども、適宜入れるとかですよね。

小阿瀬課長 そうですね、相談を何件増やすといったことも指標として立てることは可能で
す。
原田委員

相談は年によってばらつきとかあるかもしれないですけれども、相談を受けた
件数のうちの解決したパーセントとかもありますし。何を持って解決かとは思
いますが。

小阿瀬課長 そうですね。結構、区民の方にお知らせするにはそこも結構難しい部分も確か
にあることはるんですけれども、ただ計れそうですね。
三浦会長

ミ

ュ

ウ

知られてないとそこに相談に行かないから、相談件数で計れば、ＭＩＷ（＝千
代田区男女共同参画センター）であったり相談の事業が広く知られていること
がわかるとは思うんですよね。

原田委員

他の配偶者暴力相談支援センターとかケアのところにちゃんとご紹介して繋げ
られたというその結果の数みたいなもので数値化していったほうが同じ半減よ
りは二種類あったほうがいいなと思いますけど。

小阿瀬課長 そうですね、今言われたのはつまり。
原田委員

相談を受けた人達の何パーセントをちゃんとした専門的なところにケアをお願
いできて、
解決とするか、
その 80％とか 100％を解決とかを目標とするという、
そういうパーセント。その相談の件数だと今月１件でした。３件でした。とば
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らつきがあるかなと思うんでるけれども、パーセントだと常に 100％目指すと
か 80％目指すとか、ずっと掲げられるのかなと思いますけど。病院とかそうい
う、提携しているとことが弱いと専門的なところに配慮がすぐ行かないわけで
すよ。専門的なセンターが千代田区にないということは、そういう提携が大事
ですよね。
小阿瀬課長 解決に導いた件数が何パーセントという感じですかね。そうですね、効果とし
て非常に大きいんでしょうけれども、いろんな相談がある中で、解決するかど
うかというのが、結構。
原田委員

難しいですね。

小阿瀬課長 どれを持って解決するかという、そこが非常に難しい部分ではあるかな。
三浦会長

相談事業の報告書とかみたりすると、相談員の方がどういうチェックシートで
チェックしているかというと、ＤＶなのか離婚なのかチェックして、これはど
こに繋いだらいいかとかなりちゃんとしたシートになっています。それを集計
するのを国の事業でやってますから、専門的なスキルのある相談員の方がいて、
千代田区でその体制が整えば、そういった指標をつけて統計を取る事もできな
いことではないというところですね。まだそこまでの支援体制、相談体制がな
ってないということなんでしょうか。

小阿瀬課長 相談自体はお受けして、各相談員さんが内容とかをメモ書きとかで残したりと
かしているんですけれど、解決なのか、橋渡ししてまだ相談が続いているかも
しれませんし、含めて、状況は確かにお調べすれば分かるには分かるんですけ
れど、指標としてひとつピックアップして入れるということで考えると効果が
本当に微量というか、パーセンテージの設定もあるかと思うんですけれど、ま
だちょっと難しいのかなというふうには思ってはいるところなんですけれど。
小瀬村委員 今更なんですけれど、元々の目標が根絶するということなので、今やってるの
はＤＶにあってしまった人を半減するっていうことは、あったということもい
っていない可能性がある中で、もしかしてこれが目標だとすると、
「えっ、相談
来ちゃったんだ」ということはないと思いますけど、そういう発想になってし
まうので、ここの取組みの中にやっぱり千代田区に住んでる、在勤の人達がＤ
Ｖをしない、ＤＶはいけないんだということの未然防止のところに力を入れて、
形骸化にならないように各企業で研修を実施する率を 100％にするとか、そい
うところをやっていかないと根本の根絶に結びつかないように思いました。一
方で、
「相談する機会は千代田区はこんなに沢山設けているんだよ、何かあった
らいつでも区民が来られるんだ」ということは同時に示しておくことが必要か
なと思いました。今更しょうがないんですけれども。
小阿瀬課長 ありがとうございます。そうですね、指標の方。
小瀬村委員 もともといい指標ですよね。この半分というのはちょっと中途半端な気もする
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し、でも今これだけあるからまずは半分にしようよっていうのはすごく分かる
んですど、目標としての立て方がなかなか微妙な感じがしました。
事業者

そうですね。議論のプロセスで相談件数を増やすというのは実は検討したんで
す。でも、増えるということが、事態が増えているというふうにも取れるわけ
で、割合ではないものなので、数字として増えるということが、半減します、
ゼロにしますといっていることと整合がとれないんじゃないかみたいな、そう
すると割合は取れないので、ちょっと載せにくいと、それで、前回アンケート
でＤＶをされたことのある人のうち相談に行ったことがある人という指標があ
ったので、今回評価のために同じようなアンケートを取ったんです。ただ、ア
ンケートの聞き方、いろんな暴力的な行為が並んでいて、
「よくされたことがあ
る」
、
「継続的にされたことがある」
、「一度されたことがある」
、
「されたことが
ない」の三択だったと思うんですけれども、その 10 個ぐらいの暴力行為の一
度もでも受けた事のある人が 1 個でもマルがついたら、あなたは相談をしたこ
とがありますか、と移行するんですね。ちょっと憚られるいい方ではあるんで
受けれども、結果的に相談した方の割合は非常に少なかったんです。やはり母
数を増やし過ぎてるんじゃないかなということと、あと、アンケートで把握す
るにはされたことがあるかどうかの判断というのは非常に難しい状況になって
いて、数字の出し方として非常に、難しい数字になっているなと。アンケート
をさせていただいてそういう形になってしまったこともあって、こういうアン
ケートの取り方自体を改められた方が何というか、相談した人が 6％ですとい
う数字が出てきてしまうこと自体が非常に危ういことなんじゃないですかとい
うようなお話をさせていただいたことがあって、今のところ割合も出しようが
ないということで、相談に関する数字が出ていないという経緯があったと思っ
ています。なので相談が増えることが事態も増えているのか、減る中で割合が
増えているのかというのが、数字だけぱっとみたとき誤解も含めてあり得るの
であれば、取り下げたほうがいいのかなという判断を事務局内では議論をした
経緯というのが過去にありました。

三浦会長

アンケートの取り方は少し工夫のしようはあるのかなと今伺って思いましたけ
ども、アンケートで見えてくる相談した人の割合の話しと、千代田区が実際に
受けている相談の件数はちょっと違いますから、分けて議論したほうがいいと
思います。今私が念頭に置いているのは、どちらかというと千代田区の相談件
数を少し上げるという方向です。数値目標に相談件数をあげると、それはすな
わちＤＶが増えているんではないかという話、こちらの減らすという目標と齟
齬があるんじゃないかということなんですが、ただ、正直 5 年で半減というこ
とはかなり高い目標であって、その間に被害にあっている方が増えないわけで
はないわけですから、区の施策の重点の置き方というか姿勢の問題でもあるん
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ですね。被害にあわれた方を支援していくんだとなると、最初の入り口は相談
に行く方がほとんどだと思いますから、そこを目標にしないのはどういうこと
なのかと逆になってしまわないかと。相談件数が増えたからといって、それは
ＤＶが増えたということなのか、むしろ相談する方が増えて解決に向かってい
るのか、その解釈は分からないと思うんです。分からないけれど、恐らく表に
出る事によっていい方向に行くわけですから、相談件数が増えたことイコール
――悪いことだと水面下に潜ってしまいますし、支援も届かなくなるので――、
むしろポジティブなものとして今の社会状況からすると考えるということでよ
ろしいのではないかと思います。
小阿瀬課長 相談をこれだけ増やすという目標を立ててというところもひとつなくはないん
ですけれども、なかなか相談が増えるということが果たして。
平野委員

私どものところでは性質は違いますが、労働相談という相談を受けている窓口
ですけれども、やっぱり相談件数っていうのを目標に定めるという発想はどう
してもないですね。ないに越したことはないということがあるので、できるだ
け予防するほうにも力を入れるという発想的なところは似ているところもある
かなと思いました。その中で、できるかできないかもさておきなんですけれど
も、相談みたいなところに絡めてもし、目標立てるということがあり得るとす
るならば、相談の窓口を増やすとか機会を増やすとか、それをこう何カ所にす
るみたいな発想のほうがまだ現実的なのかなという気がします。

小阿瀬課長 相談機会の増加とか。
小瀬村委員 相談件数もそうなんですけれども例えばＤＶだと本当に被害者の方がＤＶだと
気付いてないとこともありますし、例えば一回そういうことがあった時にどこ
に行ったらいいか分からないという状況だと相談が増えないので、例えば何か
そういうことを受けたことがありますかと聞くと同時に、そういった場合どこ
に相談に行ったらいいんだということを具体的に知っているかというのを聞い
て、何かあったら相談に行けるんだというみんなが思っているのが 100％にな
ったらいいというような数値ができませんでしょうか。
小阿瀬課長 そうですね、どれだけ安心して相談できますと、区民の方とか、ＭＩＷとか、
利用されている方、区民ですね。
小瀬村委員 あるいはそういうことがあった時、相談に行こうと思いますかとか。
三浦会長

相談窓口の存在を知っていますか。

小阿瀬課長 相談窓口を知っている人の割合というのを 5 年後に聞けばいいですね。ベース
が何パーセントにするのかというのがですね、どうしようかなと。一度アンケ
ートで聞いた上で、ひとつの土台を定めて、じゃあ 20％くらい増やすというの
を入れることはできるんですけれど、なかなか、そうですね。
鈴木副会長 計画案の 30 ページにデートＤＶの相談窓口の周知というのがあって、ＭＩＷ
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の相談窓口の周知があるので、ＭＩＷの相談室の現状の周知率みたいなものを
ベースにすることはできませんか。今の周知率はわかるんですが。
小阿瀬課長 ＭＩＷ自体は分かるんですけど。ＭＩＷの相談室とか、一度聞いてみないと、
数が果たしてこのパーセンテージでいいのかとか、どうしても根拠として、こ
れでいいのかという議論になったときにちょっと説明できないというところが
どうしてもありまして。現状だと数値目標のところ以外の施策の中で行ってい
くというような形になってしまうかなというようなところですけれども、目標
定めるとなるとひとつ前回やったことは明白に分かって、これをこれだけ上げ
るということを考えていけば可能なんですけれど、今、いろいろ三浦先生はじ
め、ご意見ですとかご提案いただいたんですけれども、ベースになる数をどう
しようかということもある中で、パーセンテージをここに定めましたというこ
とをなかなかいいにくい部分もありましてですね、ここの数値目標の中で入れ
るのは第 5 次の冒頭では難しいかなということがございましてですね、アンケ
ートか何かをやって状況が把握できれば、ある程度しっかりした数にはなるん
ですけれども、現状そこがわからないものですので。
三浦会長

この間いただいたアンケートがだいたい計画の前年度、５年に１回やる性質の
ものでしょうか。

小阿瀬課長 そうですね。
三浦会長

では次回は５年後、４年後にやるのですか。

小阿瀬課長 アンケート自体は４年後にまた行うような形になるんですけれど、ここで今お
っしゃったようなことを入れることが非常に難しいという回答にはなってしま
うんですけれども、ここの施策の目標以外のところで、何か書きぶりを加える
というようなことであれば、十分可能だと思います。
三浦会長

先ほど平野委員のおっしゃった相談員の体制を示す窓口の数とかベースになる
と思うので。

小阿瀬課長 今いただいたご意見を計画の施策の方向の中の書ける部分は書きたす部分、入
れられる部分はありますので、そこで可能な部分は入れさせていただくことも
可能ですので、今日いただいた意見をもとにそこら辺を修正できればと思いま
す。数値目標のところは大変申し訳ないのですけれども、今回このようなこと
で行かせていただければ、現状はありがたいなというところでございます。
三浦会長

アンケートに反映されるのは５年後で、それをベースにだと 10 年後になって
しまうので、もう少しスピード感があればいいなと思います。他に何か数値目
標に関してございますでしょうか。

小瀬村委員 すごく基本的なことですが、この数値目標はどのくらいの頻度でチェックをし
ていくものなのでしょうか。
小阿瀬課長 １年に１度、進捗状況調査というのを各部署で行いますので、基本は１年に１
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回なんですけれど。
小瀬村委員 例えば①の「男女の性別により不平等があると思う人の割合」を 15％にすると
いうことですが、たぶん実感値が全然違うと思うんですね。アンケートを取っ
て初めてわかるものかなと思いますので、もう少し具体的にどういったことを
推進して行っているのかということをチェックしていかないと支援が回らない
のではないかなと思います。
小阿瀬課長 これ単体では区の広報で行っている世論調査の方の数から出てきた部分であり
ますので、そこはなかなか５年に１回では測れないんですけれども。ただこれ
を推進して行くために、様々なことをこの事業の中でやっていますので、その
１年の状況というのを必ず１年に１回、区民会議の場で進捗状況報告というこ
とで特に力を入れた事業ですとか、こういうことを行いましたというのを１年
に１回ご報告させていただきながら、５年後にこの辺りの数値の上昇をめざす
ということになります。ただ数値目標の中でも、審議会等における女性委員の
割合とか、毎年、進捗が取れるものはご報告できるかと思いますので。ただ長
期的なものに関してはなかなか、少しテーマが大きい所に関してはそれぞれの
事業をやってみて５年後上昇をめざすというような流れでございます。
三浦会長

他にいかがでしょうか。

土堤内委員 さっきのパブリックコメントにもありました２番目のジェンダーギャップ指数
の話なんですが、日本は確かにジェンダーギャップの大きな国だという共通の
認識はあるとは思うんですが、これを改めて 144 カ国中 111 位ということを書
く必要があるのかなと思っています。それは世界経済フォーラムの算定の仕方
をみると要は１に近い程良いわけです。例えば健康面の所で男女の平均寿命と
いうのを取っているんですが、女性の方が長いから１以上なんですね。ギャッ
プが大きければ大きいほど順位が上がるようになっているんですよ。そしたら
男は早く死んだ方がその国のジェンダーギャップが小さくなるというような算
定になっているんです。
三浦会長

女性の方が長いので、男性が長生きする方がギャップは減る。

土堤内委員 要は分子に女性の寿命がきているから、その指数は１以上になっているんです。
それを全部足し算して平均値を出すから、要は平均点が上がるんです。１に近
づいて行くんです。そういうギャップは少ないほどいいわけですよね。だけど、
その辺がジェンダーギャップって変だなと思うところがどうもあって、実際に
ランキングをみても本当にこの国は日本よりもジェンダーギャップが小さいの
とかなり実感と違うところもあるし、だからといって日本のジェンダーギャッ
プが少ないというつもりはないんですけれども、もちろんジェンダーギャップ
が指数に示されている通り、政治面であったり経済活動の面で非常に大きなジ
ェンダーギャップがあるのは事実なんですけれども。だけど、今いった健康面
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だとか教育面だとか全部が混ざって、単純に平均点を出して、その中で 111 位
という数字を出すのは、マスコミもよくこの数字を使いたがるけど、数字が独
り歩きして実態を表していないのではないかという気がする。むしろどういう
問題があるのかともっと深く考えるべきであって、だからそういう意味では世
界経済フォーラムの指数ではジェンダーギャップが大きいですよということは
事実としてみなければいけないが、ではこの数字を出して考えることはどうな
のかなという疑問を正直持っています。
小阿瀬課長 ご意見ありがとうございます。確かにそういう部分もあるかと思います。ただ
これ自体が一般的にこの業界の人には使われているのかもしれないのですけれ
ども、区民の方がみた中では、これを知らない方も結構いらっしゃるというと
ころもあるかとは思っています。
土堤内委員 ただ用語集の中に出て来るんですよね。例えば、ＵＲＬを表示しておいて深く
知りたい人にはみれるようにしておくとか、そういうことが必要かなという気
がしました。
三浦会長

ジェンダーギャップ指数はかなり最近は使われるようになりましたけど、他の
も入れてますよねこちらに。健康と教育だと非常に差が少ないですが。

土堤内委員 非常にレーダーが日本はいびつな形になっていて、それを単純に平均してしま
うものだからかなり下がるんですね。その中身をみると平均寿命なんかは全体
をみると長いんですが、あくまでギャップでみていますので、そのギャップも
分母分子も今いったように要は男性は分母になって全ての指数が計算されてい
ますので、１以上になっているんです。そうすると単純計算すると上がってし
まうという変な減少が起こっている。
三浦会長

いずれにしても経済面が低いのは事実ですので。

土堤内委員 全体として遅れているというのは確かなので、ただその時に 144 カ国中 111 位
という数字を出すのは、実態とかい離があるかなと思います。
三浦会長

いや、実態だと思いますよ。健康と教育はほとんど差がなくて、経済と政治、
政治でいったらもっと低いですかね。

土堤内委員 それだったらその分野のことを書いてもいいし、やはりなんかあらゆる分野で
日本はそういう状態なんだと錯覚しないかなという気はしました。
小阿瀬課長 この間の事業でもこの現状を初めて知りましたという方も中にはいらっしゃる
ような、ごくごく一般的には意識としては初めてみたという人も多いのではな
いかなというところも区としては考えていまして。確かにここに載せるのでは
なく、後ろにということもなくはないのかもしれませんが、背景というところ
の一つの部分ではあるかなと思いまして、皆さまも全員が知っている部分では
なく、ここの部分をお伝えするというところも必要なのかなと考えておるとこ
ろでして、ここはパブリックコメントでもいただいている状況でございますの

16

で、もしよろしければこのままの状態で掲載させていただけたらと区としては
思います。ご意見いただきまして、ありがとうございます。
小瀬村委員 おっしゃる通りだと思います。政治のところだと低いので、こういう結果なん
ですが、私自身各国みている中で日本はこういう位置づけなんだということを
中身も分かった上で、みるということも必要だと思いますし、知らない人がジ
ェンダーギャップ指数ってなんだろうということで、そこをみに行って、こう
いうことでこの順位なんだということが分かるので、ここに入れておくのは違
和感ないかなと私は思います。
小阿瀬課長 ありがとうございます。
三浦会長

ありがとうございます。よろしいでしょうか。続きまして資料３の第５次千代
田区男女平等推進行動計画概要版（案）をご覧ください。こちらのご説明をお
願いします。

小阿瀬課長 資料３としてお手元に概要版の案をお渡しさせていただいております。こちら
の本計画に合わせて計画の骨格になる部分を概要版として最終的にはＡ２判の
大きな形の１枚になるんですけれども、こちらの内容で考えているところでご
ざいます。タイトルのある方が表紙というか鑑になるようなものになりまして、
こちらに概要版の表記と計画の簡単なご説明が書いてありまして、左側は織り
込む形で計画の位置づけですとか、基本理念と３つの基本的な考え方について、
それと千代田区の男女平等、男女共同参画に関する調査の結果について円グラ
フのような形で載せさせていただいています。開いてご覧いただくものが、２
枚目、３枚目の資料となっておりまして、施策の体系と体系図を具体的に書い
たものが次のＡ３横で書かせていただいているものになります。体系は本計画
の通り、計画の理念から３つの基本的な考え方、そして５つの目標、施策の方
向、あと数値目標という記載になっています。そして３枚目には行動計画の具
体的な体系をもう少し具体的に書いたものとなっておりまして、３つの基本的
な考え方と各目標ごとにそれぞれ現状、課題、施策の方向ということで書かさ
せていただいております。このようなものを本計画と合わせてＡ２判でつくる
予定となっておりますので、今回初めて委員の皆さまにもご覧いただいており
ますので、内容とかデザインとかもあるでしょうけれど、ご覧いただいてご意
見をいただいたりとか、今日ではなくても今週いっぱいくらいでしたら、この
表現をこうしたらよいとかご意見いろいろいただけるかと思いますので、その
ような形でご意見を賜れればと思っております。説明は以上でございます。
三浦会長

ありがとうございます。

土堤内委員 ここにいるマスコットはどうやって決まったのかなと思ったんです。
小阿瀬課長 みゅうじろうというのがございまして、ＭＩＷのパンフレット等にも記載させ
ていただいております。
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三浦会長

ハートンくんは初めてみました。

小阿瀬課長 そうですね、ハートンくんはあんまり登場してこないですけれども。
原田委員

どちらも男っぽい名前ですよね。

土堤内委員 ちょっと男っぽい名前だなと思ったんだけど、この間都知事の小池さんがメリ
ハリある予算ということでメリーちゃんとハリーくんとしていたのに、なんで
千代田区は男の子の名前が二つあるのかと思って不思議に思って。逆にＬＧＢ
Ｔか何かを意識したのかなと思ったんだけど。
小阿瀬課長 確かにそういう考え方も今、土堤内委員からおっしゃられて確かにと気付く部
分もあるんですけど、広くそうですね。
土堤内委員 ＭＩＷもシンボルとすれば、そこをセンシティブに考えた方がいいんじゃない
かと思います。
小阿瀬課長 もう少し意味があるんだよということですね。
三浦会長

リボンは女性に対する暴力反対のシンボルなんですけど、あまり男性がそうい
うことしないということで、どういう意味なのか聞かれたときに説明できると
良いと思うんですけど。

小阿瀬課長 今、土堤内委員からいただいた多様な人たち、多様な性ということが説明にな
るかなと思います。確かにこのキャラクターの経緯というのは調べないといけ
ないんですけれど。
事務局

みゅうじろうは今までもＭＩＷのイベントでも実際にタオルでマスコットをつ
くったりとか、ＭＩＷの窓口のところにも飾ってあったりとかというところで、
ＭＩＷ通信の中にも登場したりとかといことで、今までもずっと登場してるマ
スコットキャラクターで今後ＭＩＷも地域の男女共同参画センターとして周知
を進めていく中でこのみゅうじろうを活用していきましょうということで考え
ていますので、今回探していてハートンくんがでてきたので、登場してしまっ
たのですが、今のご指摘を踏まえると確かに両方とも、じろうとくんというこ
となのでみゅうじろうひとつだけで修正していけたらなと思っています。

小瀬村委員 中身はみゅうじろうしか載っていないんですよね。
小阿瀬課長 これまではみゅうじろうが登場としては多いので、今ご指摘いただきましたよ
うにみゅうじろうを前面に出して修正をしていきたいなと思います。
河合部長

中にハートンくんがいなくなってしまうからね。でもみゅうじろうでいいんじ
ゃないか。

小阿瀬課長 みゅうじろうだけで考えて行きたいと思います。
三浦会長

色使いやデザインはみやすくて素敵なので、いいと思いました。

鈴木副会長 このようになってくると数値目標はやはり目を引きますね。４番が 40 以上、
60 以上となっている。
小阿瀬課長 ありがとうございます。
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三浦会長

概要版はどういった形で配られるのですか。

小阿瀬課長 これは計画と合わせてということになるんですけれど。
三浦会長

区報に織り込むことはできないですか。

小阿瀬課長 区報に織り込むことはどうでしょう。概要版につきましては一応 1200 部印刷
をして、計画の本編とあわせて、お渡しはするんですけれども。
河合部長

この他にも色んな計画があるので、概要版よりももっと簡潔にしたものを区報
に入れることはできるんですけれど。

三浦会長

体系くらいは入れられますか。

河合部長

これに関しましては広報の紙面とか、他の計画がどうなっているかなどあわせ
て調整して、載せられれば、載せる方向でいきたいんですけれども、今日ここ
で大丈夫という話にはいかないんですけども、検討させていただければ。

三浦会長

これは地域の掲示板に貼ってもよさそうですけれどもね。

小阿瀬課長 そうですね、そこも検討させていただければと思います。ポスターとかとあわ
せるとね。
三浦会長

ポスターもあるんですか。

小阿瀬課長 ポスターはないんですけれども、他の国際平和・男女平等人権課の事業もあり
ますので。
事業者

全部開くと一応Ａ３を横につないだ大きさになりますので、今お手元にあるも
のの２倍の大きさになるので、開いたものをポスターとして使っていただくこ
とはできるのかなと思います。少し文字が多いんですけど、掲示してみていた
だくことはできるのかなと思っています。

三浦会長

どこにあるとみなさんがご覧になれるのか、せっかく作ったのだから周知しな
いと。

小阿瀬課長 そうですね。周知しないと。
河合部長

周知の仕方がどういう風なのがいいのか、広報紙も含めてできるのかどうか検
討させていただきたいと思います。せっかく外部も含めて５年間推進して行く
ということなので、それは庁内で検討できればと思います。それと先ほどの２
の配偶者・児童等への暴力や性的いやがらせ行為・性暴力を根絶するというと
ころで、指標として半減しか難しいよという話があって、先ほどコンサルタン
トさんの方からもいろいろ検討があったんだけれども、先ほど皆さんの方から
も支援の仕方はどうにかならないのということで、相談の割合とか何かという
ことで、これまでも検討はしてきたんですけれども、今一度できるかどうかは、
今日意見いただいたので流すということではなく、結果的にはこれしか指標が
取れないということはありますけれども、一度だけ打合せをして取れるかどう
か確認をしたいと思います。ただ、現状値がないということになってしまうと
ころもありますので、なかなか正直にいって私も難しいと思ってしまうので、
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こうなってしまうのかなと思うんですけど、今日意見もいただきましたので、
もう一度時間もないんですけれども、立てられるかどうかの検討だけはさせて
いただきます。すみませんが、そういう形で。結果見ても変わらなかったとい
うときはご了承ください。
三浦会長

でも、ご検討いただけるということですね。宜しくお願いします。他に何かご
ざいますか。では、最後の議題３その他ですが、事務局より説明をお願いしま
す。

小阿瀬課長 では、今後の流れをご説明いたします。本日いただきましたご意見を踏まえま
して、計画案の修正をさせていただいて庁内の最終確認をこれから行ってまい
りまして、その後、区議会の方に計画案を報告して計画の完成というような流
れになってまいります。実際には調整等も含めて３月の下旬の計画案の策定予
定ということでめざしてやっておりますので、宜しくお願いたします。それか
ら、男女平等推進区民会議についてですが、年度初めの第１回の会議にお話を
させていただいているんですが、この区民会議のほうが昨年度平成 27 年度に
施行されました女性活躍推進法に基づいて千代田区内における女性活躍に関す
る協議会というものに位置づけさせていただいておりまして、それも年１回会
議を開いて推進して行くということになっているんですけれども、３月の区民
会議で計画の報告という形で行わせていただくんですけど、その区民会議に合
わせてこの女性活躍推進協議会の方も行わせていただきたいなと思っておると
ころでございます。あわせて宜しくお願いたします。第７回の日程につきまし
ては、今後調整させていただくんですけど、現状で３月の 27 日、28 日、29 日
のうち、28 日あたりにできればと考えてございますので、よろしければ日程の
方をよろしくお願いします。
三浦会長

時間は何時ですか。

小阿瀬課長 時間は夜の６時半からとさせていただければと思っております。
三浦会長

次回は私は残念ながら在外で、日本にはおりませんので欠席となります。議長
は鈴木さん、宜しくお願いたします。

小阿瀬課長 宜しくお願いたします。方向については以上でございます。
三浦会長

ありがとうございました。では３月 28 日６時半から第７回区民会議を開催し
ます。以上で本日の議題をすべて終了となります。これをもちまして平成 28
年度第６回千代田区男女平等推進区民会議を閉会いたします。どうもありがと
うございました。
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