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開会
鈴木副会長 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７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、初めに本
日欠席の委員をお知らせいたします。本日は会長の三浦先生、櫻井委員、岡戸
委員、藤田委員の４名よりご都合により欠席との連絡を頂戴しております。本
日は会長の三浦先生に代わりまして、副会長の鈴木の方で司会進行をさせてい
ただきます。よろしくお願いします。続きまして本日の流れですけれども、次
第をご覧ください。先月２月 14 日第６回区民会議の後、第５次計画の最終案
を区の方で庁内調整、議会への報告をいただいているそうです。その辺の経過
を区事務局からご報告いただきます。その報告を受けて皆様からご感想・ご意
見をいただき、その後、今年度第１回目の千代田区女性活躍推進協議会へと移
行いたします。本日は概ね 18 時 30 分から１時間半程度を予定しています。休
憩時間は特にとらない予定です。また、本会議は公開で実施いたしますので、
傍聴の方がいらっしゃるかもしれませんのでご了解ください。それでは本日も
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、配布資料の確
認も含めて、第７回区民会議議題１からご説明をお願いします。
小阿瀬課長 それでは、本日の配布資料の確認をさせていただきます。まず、第７回区民会
議と第１回女性活躍推進協議会の資料を併せて確認させていただきます。一番
上に本日の次第でございます。次に完成いたしました「第５次男女平等推進行
動計画」でございます。現在本物は印刷しておりますので、本日お手元にお配
りさせていただいたものは、中身は完成版と同じものでございますが、こちら
で印刷したものでございます。ご了承ください。次に、先ほど議長の鈴木先生
からお話がありましたが、本日の第７回男女平等推進区民会議の終了後に、平
成 28 年度第１回女性活躍推進協議会を開催させていただきます。その次第が
１枚ございまして、区民会議の次第をおめくりいただきますと女性活躍推進協
議会の次第を付けさせていただいております。続きまして、資料１といたしま
して東京都労働相談情報センター様からの資料が１枚。その次が資料２として
「千代田区職員女性活躍推進の取組み」を紹介する資料がまとめて４種類、女
性活躍カレッジ、アサーティブコミュニケーション、特別区の女性の活躍に関
する課長・係長の活躍紹介集などでございます。パンフレットを付けさせてい
ただいてございます。資料の確認は以上でございます。不足はございませんで
しょうか。もし不足等ございましたら事務局へお声かけください。よろしいで
しょうか。それでは第７回男女平等推進区民会議の議題１に入らせていただき
ます。前回２月 14 日の第６回区民会議では、パブリックコメントのご紹介と
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それに対する区の対応をご紹介させていただき、計画の最終案を区民会議の委
員の皆様に見ていただいたところでございます。その中で委員の皆様からご意
見を頂戴しておりまして、１つは配偶者暴力等についてのＭＩＷの相談体制に
ついて、被害者支援の充実や暴力未然防止への取組み強化といったご意見等、
もう少し相談事業をＰＲした方が良いのではないかなどのご意見をいただいて
おります。そちらを受けまして、計画の方に反映させていただいた部分がござ
います。計画の 29 ページをお開きいただき、一番下の段になりますが２‐①
‐７の広報活動の充実といたしまして１つ表を追加させていただいております。
それと３ページになりますが、こちらは庁内の最終の首脳会議でございますが、
こちらで指摘を受けた部分でございまして、当初、千代田区と特別区全体を比
較した記述になっていましたが、グラフは千代田区と中央区、港区を比較した
グラフとなっていたのですが、文章と合わせて千代田区と特別区東京 23 区全
体のものを比較するグラフに変えさせていただいております。それ以外は大き
な変更はございません。その後、議会の方へ報告をさせていただいております。
こちらは３月９日になりますが、平成 29 年第１回定例会常任委員会にてパブ
リックコメントの結果と区の対応、また区民会議の皆様からのご意見いただい
たものをご紹介させていただき、計画の最終案ということでお示しをさせてい
ただきました。区議会の方もご報告させていただいた後、無事にご了解いただ
けまして、現在の計画ということに至ってございます。これまで昨年５月 26
日になりますが、第１回区民会議にはじまり、毎回、皆様に色々なご意見をい
ただきながら、10 月末には区民会議として第５次計画に向けた提言をまとめて
いただいております。その後、年明けには計画の素案に対する意見公募・パブ
リックコメントなどを行って、３月９日の議会を経て、この計画ができあがっ
たというところでございます。委員の皆様には本当にご協力を賜りまして、皆
様のお力をお借りして、この計画が完成に至ったということでございます。本
当にありがとうございました。私からの報告は以上でございます。
鈴木副会長 ありがとうございました。それでは、皆様今の報告を受けて、何かご質問です
とか、今年度最後ですのでご感想でも結構かと思いますが、ご意見出していた
だければと思いますが、いかがでしょうか。
小阿瀬課長 ちょっと申し忘れてしまったのですが、第５次計画の方が４月１日にホームペ
ージの方に掲載を予定しておりまして、広報千代田４月 20 日号ではＭＩＷの
紹介と第５次計画を紹介させていただけるということになっています。以上で
ございます。
鈴木副会長 29 ページに関しては少し積極的な対応をということですね。
小阿瀬課長 三浦会長はじめ、小瀬村委員、原田委員からもご意見いただいた相談の機能を
充実したり、積極的にＰＲしたらどうかというご意見をいただきまして、追加
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させていただいたというところでございます。
原田委員

ありがとうございます。みんなに周知が広まるといいなと思います。この行動
計画の概要版については、４つ折りのような形でご用意するというような説明
が前回あったと思うんですけれど、結局そちらをどういう感じに配布だったり
広報等に折り込みにするのか、まだ決まっていなかったと思うんですけれども、
決まりましたでしょうか。

小阿瀬課長 今、おっしゃっていただいた通り、４つ折りのタイプで用意させていただく予
定でございます。
原田委員

これが４月 20 日号の広報に入るということですか。

小阿瀬課長 概要版の方は今作成中ではありますけども、広報紙には載らないです。概要版
の方は別に今お作りしている途中でございまして、また出来ましたら委員の皆
様にお渡しできればと思います。
原田委員

それを各課、区民館とかそういうところに置かれるという感じですか。

小阿瀬課長 はい、そうですね。
河合部長

ちょっと残念なんですが、４月 20 日号に載るんですけど紙面の都合がありま
して、あまり大きく載らないようになっている感じです。すみません。

小阿瀬課長 結構いろいろな計画がこの時期に集中していることもありまして。
原田委員

私の所属するちよだ女性団体等連絡会の皆さんに報告した時に是非そういうの
はたくさんほしいよねみたいな感じになったんですけど、ほしいときは区に言
えばある程度もらえる感じですか。

小阿瀬課長 そうですね。お配りさせていただきます。
鈴木副会長 概要版の方はイラストが検討の対象になったから、みゅうじろうだけになった
んですね。２種類のイラストが元々入っていたんですよね。それがみゅうじろ
うだけになったんですね。
小阿瀬課長 はい、みゅうじろうで統一させていただいております。
原田委員

すっきりしたのではないかと思います。

鈴木副会長 こちらは実際にできあがったら、配布されるということでいろいろな場所に置
かれると思います。
小阿瀬課長 はい、そうでございます。
河合部長

これはＭＩＷにも置くということで。

小阿瀬課長 はい、ＭＩＷにも置かせていただきます。
河合部長

先ほど、原田委員がまとめて少しいただきたいという話で、お配りいただける
のなら担当の方に言っていただければ。

原田委員

はい、ありがとうございます。

鈴木副会長 皆さん、他にいかがでしょうか。
河合部長

前回も一応言ったんですけど、５年間の計画ということですけど、着手できる
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ものは５年間というのではなくて、少しでも早く取り組めるものは取り組んで
いくという姿勢で行きたいと思います。また皆さんに計画についてご意見いた
だく機会もあろうかと思いますので、よろしくお願いします。
鈴木副会長 ありがとうございます。そうですよね、５年間でこれを全部やるということで
はなくということですね。ずっと５月から続けてまいりまして、形になりまし
たので、これをぜひ活用していただければと思います。お願いいたします。そ
れでは、よろしいようでしたら、議題１を終わりまして議題２へと進みたいと
思います。
小阿瀬課長 それでは、議題２ということで私の方から今後の区民会議の予定などについて
ご案内をさせていただければと思います。委員の皆様の任期は、２年というこ
とで 29 年度も１年間続きますのでよろしくお願いいたします。ご多忙の中、
またご協力を賜るような形になるんですが、平成 28 年度は計画策定というこ
とで、今日を入れて７回の区民会議を開催させていただいたんですが、来年度
は６月をはじめに、秋、年明けくらいの計３回程度を予定してございます。主
に今年が現行の第４次計画の最終年ということでもありますので、その進捗状
況の総括報告とか、今日この後行わせていただく女性活躍推進協議会をまた来
年度も１回程度実施する方向で考えさせていただきたいなという風に思ってご
ざいますので、引き続きご多忙の中ではあるんですが、よろしくお願いしたい
と思います。報告は以上でございます。
鈴木副会長 ありがとうございました。では、次回が６月上旬ということで、まだ日程の方
が決まっておりませんが、またご案内があるかと思いますのでよろしくお願い
いたします。以上でよろしければ、第７回の区民会議の終了ということになり
ますが、よろしいでしょうか。では、次の会議に移りたいと思います。これを
もちまして平成 28 年度第７回千代田区男女平等推進区民会議を終了いたしま
す。ありがとうございました。
事務局

皆様ありがとうございました。この第５次計画策定してきたんですけれども、
区からの委託業務ということで、これまで１年間お世話になりました株式会社
創建さんですが、この会議をもちまして最後ということで、１年間に渡り創建
さん、区にご協力いただきまして、本当にありがとうございました。専門的な
力をお借りしながら、計画を完成させることができたんですけれども、最後と
いうことで創建さんから、簡単にご挨拶をお願いできればと思います。

事業者

本日、氏原が欠席となってしまいましたが、１年間氏原とともに男女平等推進
行動計画の策定に関わらせていただき、十分にお役に立てない部分もあったか
と思いますが、１年間本当にありがとうございました。

事務局

ありがとうございました。創建さんはこれにて終了、ご退席ということで、ま
た外からいろいろと計画を見守っていただければと思いますので、本当にどう
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もありがとうございました。
閉会
以上
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