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午後７時13分開会 

○人権・男女共同参画担当課長 それでは引き続き、令和２年度第３回男女共同参画推進

部会を開催いたします。 

 本日は、全委員９名中、おひとりがオンラインで出席の予定なんですが、まだお見えに

なっておりませんが、過半数いらっしゃっておりますので、成立しております。また、傍

聴の方も引き続き２名でございます。 

 では、資料の確認をさせてください。まず、次第です。次に、資料１－１、「（仮称）世

田谷区第二次男女共同参画プラン調整計画」策定の検討の進め方。次が、資料１－２、

「（仮称）世田谷区第二次男女共同参画プラン調整計画」における各基本目標の検討課題

抽出（現時点）。続きまして、資料１－３、「世田谷区第二次男女共同参画プラン取組み状

況報告書」に対する審議会からの意見。そして、資料１－４、第１回世田谷区第二次男女

共同参画・多文化共生推進審議会におけるプラン調整計画策定に関する委員意見。次が、

資料１－５、「（仮称）世田谷区第二次男女共同参画プラン調整計画」策定にあたっての外

的要因。資料１－６、男女共同参画に関する国・都などの動き。そして、資料１－７、世

田谷区の男女共同参画に関する現状（統計資料）です。最後、資料２「（仮称）世田谷区

第二次男女共同参画プラン調整計画」策定にかかる進め方について。以上です。もし足り

なければお知らせください。 

 では、ここから次第２の議事に移りますので、部会長、進行をお願いいたします。 

○部会長 それでは皆さん、お疲れかとは思いますが、引き続き御協力のほどよろしくお

願いしたいと思います。 

 それでは、次第に従いまして、議事に入らせていただきます。 

 議事(1)協議事項でございます。「（仮称）世田谷区第二次男女共同参画プラン調整計

画」策定にあたっての検討課題についてということでございますが、まず事務局より御説

明のほどお願いいたします。 

○人権・男女共同参画担当課長 では、「（仮称）世田谷区第二次男女共同参画プラン調整

計画」策定にあたっての検討課題について御説明をします。資料１を御覧ください。詳細

については、担当職員から御説明させていただきます。 

○事務局 協議事項は、資料１－１から資料１－７までを使いまして、御説明をさせてい

ただきます。 

 まず、資料１－１を御覧ください。１枚目がＡ４縦型のもの、その次のページにＡ３横
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を折り畳んだものが入っています。広げていただきますと、現行プランの体系図でござい

ます。左側のプラン基本理念・視点、基本目標がⅠからⅣまで、各基本目標にそれぞれ課

題が３つずつ設定されていて、全部で12の課題がございます。その課題に取り組むべく施

策が、課題ごとに３つから６つ設定がされており、さらにその下に、庁内各課が取り組む

事業が記載されている。これが現行の第二次プランの体系図でございます。 

 １枚目にお戻りいただきまして、審議会の男女共同参画部会の皆様には、基本目標のレ

ベル、それから12個設定されている課題のレベル、この部分について主に検討をお願いで

きればと思っております。調整計画ということですので、基本理念については基本的に現

行プランを継承するものと考えております。なので、視点についてもこのまま継続で見て

いくものではないかと思っています。その下の基本目標、課題については、この後申し述

べます様々な社会の変化に伴って変更していく必要がある部分について、特に男女部会の

皆様には御意見等をいただきたいと思っています。 

 逆に課題に向けて実施する施策レベル、そして事業レベルについては、これまでもプラ

ンの取組状況の報告を庁内各所管課とつくってきまして、彼らのほうで進行を見るととも

に、今後どうするべきということをある程度持っている、それを課題等に即して、これは

このまま続けていくのか、やめるのか、新たに付け加える必要があるのかというのは、ひ

とまず庁内各課が検討するというふうに考えております。そして、その２つの要素、男女

共同参画推進部会で主に検討いただく部分と、御意見も参考にしながら庁内で検討を進め

る部分については、議論が進んでいく中で、逐次、状況を共有しまして相互に反映をさせ

てまいりたいと考えております。 

 続きまして、資料１－２を御覧ください。基本目標ごとに設定されている全部で12の課

題について、様々な社会の状況等を踏まえて、少なくとも現時点で、ここは必ず検討すべ

きであろうというものを、まだ草案ではございますが、まとめたものでございます。基本

目標ごとに２つ、まず今事務局として抽出をしたところです。あわせまして、この計画を

実行していくための推進体制についても、これまでの状況を踏まえて検討していかなけれ

ばいけない部分があり、事務局の考えをまとめたものでございます。 

 下に書いてございますが、基本目標それぞれのキーワードには、何を出典として事務局

がこれを抽出したかということが書かれております。本日はこの部分について、委員の方

から様々御意見をいただきたいのですが、資料１－３から１－７までというのが、このペ

ーパーをまとめるにあたりまして、これまでの議論等や社会の状況をまとめたものですの
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で、先にそちらを御説明させてください。 

 まず、資料１－３、「（仮称）世田谷区第二次男女共同参画取組み状況報告書」に対する

審議会の意見でございます。第二次プランにつきましては、審議会の皆様に、これまで３

回にわたり、それぞれの年度の取組み状況報告書の案をお示しいたしまして、御意見をい

ただきました。３か年、３回、部会の皆様から意見をいただいています。それぞれの年ご

とに報告書にも男女部会からの意見を書き込みましたが、今回、それを基本目標、そして

課題の順番に並べ直してございます。３年かけて部会の皆様がくださった意見がひとまず

ここにまとめられています。課題は12あるのですが、必ずしも３年間で全部について御意

見をいただいたわけではありません。 

 例えば基本目標Ⅰについては、課題２、女性の活躍推進と政策・方針決定過程への女性

の参画推進について御意見をいただいております。３か年、３回ともここについては意見

をいただいています。同様に基本目標Ⅱ、Ⅲ、Ⅳについても、３年間で既にいただいた御

意見がまとめられています。３ページの５推進体制についても、らぷらすの機能の強化、

区職員の男女共同参画推進、４ページに参りまして、推進体制の整備・強化、それぞれ既

に御意見をいただいているものがまずここにまとめられています。 

 続きまして、資料１－４を御覧ください。今年度の第１回審議会は、６月２日に書面開

催いたしました。委員の皆様からいただいた意見が、資料１－４にまとめられておりま

す。御意見、質問でいただいたものは、その時点での事務局としての回答をつけまして、

第１回の審議会の議事録の代わりとして、皆様には１度お送りしています。 

 資料１－４には、６月２日に書面にて報告したときの資料がつけてあります。 

 続きまして、資料１－５を御覧ください。１－５が具体を述べていて、１－６、そして

１－７というのは、いわば参考資料的な位置づけでございます。順に御説明をしてまいり

ます。 

 資料１－５では、調整計画策定にあたっての外的要因というタイトルをつけました。策

定方針のところでも述べましたが、国や都が今どう動いているか、社会情勢の変化、それ

から区の統計データ的なもの、あと区の施策として既にはっきりとあるもの。それから、

５のところでは、昨年度実施いたしました意識・実態調査の結果、そういったものを踏ま

えるべきということが、タイトル出ししてあるとお考えください。内容が多少なりとも書

かれているのは、５の意識・実態調査の報告書の中から、重要だというところを抜粋して

います。 
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 裏面の(2)は、今月、区内企業の男女共同参画に関する意識・実態調査を行っておりま

すので、調査結果がまとまり次第、計画に反映させるべき点を検討する予定を立てており

ます。 

 資料１－６は、外的要因の１つ目に掲げました男女共同参画に関する国や都の動きでご

ざいます。まず、国際的な動きについては、資料１－６にありますとおり、ＳＤＧｓ等々

がございます。 

 続きまして、２の国の動きのところで、第５次男女共同参画基本計画の策定に向けた動

きがございます。７月に素案が決定されまして、パブリックコメント等を国が実施してい

たところなんですが、11月11日に政府の会議で答申が出されたところでございます。１－

６の資料については計画素案の段階のものがまとめられておりますけれども、今後、今会

場に御来場の皆様にお配りした答申の内容を反映させてつくっていく必要があると考えて

おります。 

 資料１－６の２ページ目に、第４次と第５次の計画の比較等が載せてありますが、ここ

が答申で少しずつ変わっていきますので、これもしっかりと押さえて取り組んでいくべき

だと思っております。 

 資料にはございませんが、東京都も世田谷区と同じタイミングで５年物の女性活躍推進

計画、それから配偶者暴力防止計画を改定いたします。計画期間は区と同一でございます

が、都の動きは少し遅くて、来年の３月に諮問、オリンピックが終わった後ぐらいに素案

というふうに進む予定だと、東京都の担当者からは情報をいただいております。 

 資料１－６の３ページ目には、近年の法律等の改正の内容、それから方針で追加で掲げ

ました性犯罪・性暴力対策の強化の方針等についても押さえていく必要があるということ

で、こちらに情報を出しております。 

 東京都の動きは４ページ目に、計画の策定について簡単に頭出しがしてあるとともに、

人権の尊重の理念を目指す条例が既に施行され、計画が策定されたことも書かせていただ

いております。 

 最後に、資料１－７でございます。こちらは世田谷区の男女共同参画に関する現状を、

既にある区の統計等からまとめたものでございます。人口の変化、少子・高齢化を示す指

標として使えるであろう数字、女性と労働等について、既存のデータを統計書等からまと

めています。 

 １枚おめくりいただきますと、目次の９配偶者等からの暴力についても、これまでの取
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組み状況報告書等も踏まえながらまとめたものがついてございまして、今後部会で検討し

ていただくにあたっては、こういったものも見ながら御議論、御発言をいただくものだと

想定をしております。 

 長くなりましたが、協議事項として、策定にあたって今ここまで抽出しました検討課

題、それらのバックデータや今後踏まえなければいけないと思っているものを御報告いた

した。本日はキックオフでございますので、部会の皆様にはまずは見ていただいて、御意

見を伺えればと思っております。 

 事務局からの御報告は以上でございます。 

○部会長 どうもありがとうございました。「（仮称）世田谷区第二次男女共同参画プラン

調整計画」にあたっての検討課題についてということで、事務局から御説明をいただきま

した。皆様のほうで何か御意見、御質問はございますでしょうか。ありましたら、お願い

いたします。 

 まず、何を課題にするかということにつきまして、認識は大丈夫でしょうか。１－１

で、主に基本目標レベル、課題レベルというところで意見をいただきたいという事務局か

らの御説明がありました。 

 その後、どこにポイントを置いて議論するかということで、事務局の持っていらっしゃ

る課題ということを基本的に示していただきました。資料１－２、基本目標ⅠからⅣ、ま

た推進体制に関連しまして、こういうところにポイントを置いて検討したいというような

御説明をいただきました。 

○人権・男女共同参画担当課長 その資料１－２も、事務局として、これまでのいろんな

結果とか御意見から、ここまでを抽出してまとめましたというところなので、全然案の段

階ではまだございません。 

○委員 最初に確認させていただきたいのは、基本目標と課題を検討するということなん

ですが、どういう範囲でかということで、つまり基本目標が今４つになっていますけれど

も、これを３つにしたり５つにしたりという可能性も含めての検討ということになります

でしょうか。そういう大きな見直しから、我々の検討課題になるということでよろしいで

しょうか。 

○部会長 目標そのものの数、あるいは増やす、その他いかがでしょうか。 

○人権・男女共同参画担当課長 基本目標について言えば、今ここにある目標を増やす、

減らすということはないだろうと考えております。中の文言だとかは、もしかしたら若干
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今の情勢の中で変わってくるところがあるのかもしれないなとは思っております。課題の

ところにつきましては、こんなことが今課題ではないかとか、そのところはもしかしたら

増えるのか、もしくはこの課題の１から12の中で文言を増やすことで含めていけるのかな

と、そのあたりを思っております。 

○委員 ちょっと聞き取りにくいところもあったので反復させていただきますけれども、

基本目標４つというのは大きくは変えないと。課題については入れ替えたり増やしたりと

いうこともあり得るということですね。 

○部会長 そのような理解でよろしいですか。 

○人権・男女共同参画担当課長 はい。 

○委員 分かりました。そういう方向性であるということを了解した上で、また考えてみ

ます。 

○部会長 今のことでも、ほかのことでも結構です。御質問などございますでしょうか。 

○委員 ちょっと細かいところに入っていいでしょうか。資料１－２の基本目標Ⅱワー

ク・ライフ・バランスの着実な推進ということで、男性の視点からの男女共同参画推進施

策の強化とありますが、女性の社会進出とか女性の活躍推進には、やはり男性が変わらな

いとうまくいかない男性中心の社会の変化というのが必要だと思うんですが、この男性の

視点からのという、ここを具体的に御説明いただければと思います。 

○人権・男女共同参画担当課長 まさにおっしゃっていただいたとおりで、これまで女性

の視点というのは強くあったと思うんですけれども、男性の視点を変える必要もあるので

はないかと、そんなところの視点というのを少し変えてみることも必要なのではないかと

いうのでこの書き方なんですが、分かりにくければ少し書き方を変える必要はあるのかな

と思いました。 

○委員 まだテーマだけで、具体的にどういう取組をするかというのは、まだ固まってい

ないということでしょうか。もし具体的なものがあれば御説明いただきたいんですが。 

○人権・男女共同参画担当課長 実は具体的なことはまさにこれからですし、施策の中で

入れていくのかなと思いますけれども、男性に向けてもっと発信とかをしていく必要があ

るのではないかなと思って、課題として入れました。 

○委員 そうですね。女性だけが頑張っても、女性活躍とかが実効性がないと思うんです

ね。やはり男性が変わって、男性中心社会が変わらないと難しいと思いますので、その

辺、考えていただくといいかなと思いました。 
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○委員 基本目標Ⅳ、すべての人が尊厳をもって生きることができる社会の構築、これを

そのまま読んでしまうと、中身の説明であったこちらの体系図の中で言っていることと、

ちょっと私は読んで、本当にこれと結びつくのかなというのがありまして、Ａ３の体系図

のほうは、性差に応じたこころと体とか、生活の環境とか、仕事の関係とか、そういうも

のが入っているんですけれども、ここでいう、すべての人が尊厳をもって生きることがで

きるというのは、最低限の生活ができると。これは御老人も含めてだと思うんですね。で

すから、ちょっと言っていることと、基本目標と中身に差があるのかなという違和感があ

りまして、どういうふうに直したらいいのか分からないんですけれども、直していいのか

そこも分からないんですけれども、ちょっとそういう感想を持ちました。 

○部会長 確認しますが、今の現行の体系図の基本目標の課題10、11、12が入っていて、

この課題と現行の基本目標との間の関係の中に、例えば老人というのが入っていない、ひ

とり親家庭は入って……。 

○委員 いや、そういうわけじゃなくて。 

○部会長 そこではない。むしろここですか。 

○委員 すべての人が尊厳をもって生きることができる社会の構築という言葉をそのまま

理解してしまうと、老人とか全部入ってくるんですよ。ただ、ここではそういうことも問

題にしないわけですよね。 

○部会長 今もしていないし、これから、特に性的マイノリティの話の部分に絡んで、特

にそこをちょっと増やしてこうという感じの御意見ですよね。こちらのほうは。これから

課題のところ、そこにももちろん書いていない。そこの間に差違がある、そういうことで

すね。 

○委員 この目標と中身の差違がある。 

○部会長 そういうことですね。そこをどうしましょう。 

○人権・男女共同参画担当課長 サイズ感ですか、もしかして。 

○委員 そうです。 

○人権・男女共同参画担当課長 よく理解しました。もしかしたら、この基本目標がより

分かりやすい、どこに焦点を当てている課題にあてての目標かというのを、もうちょっと

分かりやすくしないと、あまりにも広がってしまうということなのかなと思いましたの

で、まさにここは、そういう意味では、いい御意見がいただければと。 

○委員 これが独り歩きしちゃうとまずいなと思っています。 
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○部会長 基本目標と書いてある文について、もう少し課題に対応した的確な……。 

○委員 そういう表題にしたほうがいいのかなと思っただけです。 

○部会長 ありがとうございます。そこの間にずれがあるのではないかと。 

○委員 まず、今お話を伺っていてそのとおりだと思って、最初から思ったんですけれど

も、基本目標のⅣというのは、取りようによってはものすごく大きいことで、この計画全

体のさらにその背景、土台にあるようなことを想像させるんですけれども、実際の課題は

もっと具体的で、男女という切り口だけではちょっとこぼれ落ちがちになるようなものを

拾っていこうというものが課題に入っていますので、今の御意見と同じだと思うんですけ

れども、基本目標Ⅳの文言を、ここまで大風呂敷ではない、もうちょっと実情に見合った

ものに、もう少し具体性のある方向に変えるのがいいかなと思いました。 

 最初に質問しようと思っていたことはそれとは別のことなんですが、これはなかなか難

しいことなんですけれども、先ほども多分会場からどなたかがおっしゃっていたかと思う

んですけれども、やはり男性にも我が事としてこのプランを意識、体系を意識していただ

かないといけないということがあって、男女共同参画で、もちろん現実に性差別があるの

で女性を中心に働きかけ、女性の状況を改善していくというのをやらなければならない一

方、やはり行政のやり方、進め方、プレゼンテーションの仕方を考えると、男性にも我が

事として、どうせ女のことでしょうというのではなくて関わってもらわなきゃいけないわ

けですよね。そうすると、私の感じでは、基本目標Ⅰに女性活躍推進というのが来るの

は、いきなり男性を遠ざける感じがします。さらに、基本目標Ⅰの１は、女性活躍推進の

もちろん土台ですけれども、固定的な性別役割分担意識の解消ということで、これは施策

のほうを見ても、男女共同参画、男女平等ということで、男性も変わってねという話にな

っているので、これが女性活躍推進の中に入っちゃっているというのはちょっと座りも悪

いし、もったいない感じがするんですね。ここを何とかしたいなという感じで、例えば性

別役割分担意識の解消というのは独立させて一番最初に掲げるとか、それからワーク・ラ

イフ・バランスのほうに入れて、基本目標ⅡとⅠを入れ替えるとか、今こうすべきだとい

う案はぱっとは出ないんですけれども、そういう工夫の余地があるかなと思いました。 

○部会長 このあたりは検討の課題かもしれませんが、国の推進する女性活躍ということ

の関連で恐らくここに入っているということもあるかと思いますので、なかなか頭の痛い

ところではないかと。まさにその男性たちにも理解していただく、あるいは固定的性別役

割分担意識の解消というのは、女性活躍というふうに言われてやることかしらという、そ
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このところもありますので、検討課題ではありますね。そうだとは思いますが、いかがで

しょう。 

 なかなかこの男女共同参画領域というのは言葉の使い方が難しくて、下手をすると意味

が変にずれていってしまうということもあります。男性の視点というものをなぜ入れねば

ならないかというところで、大分分かってきたような、男性たちにも十分理解できる、な

いしは自分自身にも利益があると、こちらの方向がいいと思えるような、そういうものと

して男女共同参画というのをぜひ訴えていきたい。特にワーク・ライフ・バランスに関連

してというような意味でお書きになっていらっしゃるということも見えてきました。 

 ほかにございますでしょうか。これは結構主要議題だそうでございますので、時間が取

れますので、いかがでしょうか。どなたでも結構です。 

 今日は最初ということで、例えば国の課題とか、それから東京都の方向とかについての

御質問でも結構です。国では基本的な考え方というのを出しているということでございま

して、そこから言うと、日本社会というのは、本当に世界の中で男女共同参画に関わる

様々な指標で非常に遅れをとっている。1960年ぐらいは、ヨーロッパと日本はほとんど同

じだったんですよね。60年の間にこれだけの差がついたと。どうぞ。 

○委員 今のお話はもっともなんですが、さっき追加で配られた国の説明のところで、ジ

ェンダーギャップですが、進捗が遅れている要因というところで、有権者は半数以上が女

性なのにというのも驚いたんですけれども、例えば政治分野で、議員活動と家庭生活との

両立が困難というのがあるんですが、本来、だから女性、家庭生活と議員活動の両立とい

うのは男性についてはテーマになりにくいんですよね。だから、本当は男性のテーマでも

あるべきなわけですよね。だから、女性が家庭生活を担っているという、そこをちゃんと

分担、男性にちゃんと分担させるというのが必要だと思うんですけれども、そのような視

点で、固定的な性別役割分担意識の解消というのも分かりやすく掲げられるといいなと思

うんですが、この固定的な性別役割分担意識というのがお題目みたいになっていて、ちょ

っと分かりにくい。難しいところですけれども、でもやはりここがすごく重要なところな

ので、改めて重要性を示すというのは必要だと思いました。その方向で考えていただける

のは大事かなと思います。 

 ちょっと余談かもしれないんですけれども、世田谷区の議員というのは女性の割合とい

うのはどれぐらいなんですか。 

○人権・男女共同参画担当課長 30％ぐらいではないかと。 
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○委員 まあまあなんですね。やはり指導者層とか、議員とか、企業でもそうですけれど

も、やっぱり女性のリーダーの育成が、育成というか数が増えるような形を早く日本も、

先ほどヨーロッパはどんどん上がっているのにというお話がありましたけれども、その辺

を日本も具体的に早くやってほしいなという危機感をすごく持っています。何か感想みた

いな話ですみません。 

○部会長 政治分野に関連してみたいなことは、どうなんでしょう。今みたいなことは最

初の基本目標Ⅰに入るのかな。女性リーダー育成とか、どうなんですかね。なかなか行

政、政治、やりにくいというのは私も知っているんですが。ですけれども、ジェンダーギ

ャップからすると、一番問題な数字というのは議員とか国会議員数とか、そういうところ

で日本社会は非常に低いんですね。ジェンダーギャップ指数がアラブ首長国連邦より低い

というのはちょっと幾ら何でもという感じがします。いつか小池都知事が都知事になる

前、イスラムよりひどいという言い方をしてすごく批判されたことも。イスラムをそんな

に低いと言っていいのかという感じで批判されたことがあったんですが、やはりそれがま

さに数値で出ているという状況でございます。その最大のものが政治であるということは

確かですね。それと、あと管理職に占める女性割合も低いんですね。 

 また、今一番大きいのは、非正規労働者に女性が多くなっていて、そのことがコロナ禍

で本当に女性に対して、例えば若い女性の自殺者が急に増えていると、去年以降、1.7倍

ぐらいになっている。男性よりも急激に増えているといったことや、失業者が増大してい

る。そういった雇用における弱い立場というのが、結局コロナ禍であぶり出されたという

状況になっていることなどもあって、エリート層の女性たちを増大させるということ以上

に、基本的なところ、普通の女性たちの普通の暮らしがちゃんと守られていないというあ

たりをどうやって計画の中で実現しているかということが大事だと思うんですが、意外と

難しいですね。どういうふうに支援するかというのは、自治体には労働政策そのものの法

律を決めるあれがないですよね。これは国の施策……。どうぞ。 

○委員 私もワーク・ライフ・バランスという言葉についてすごく長い時間考えてきてい

るんですけれども、この言葉が出てきたのは大分前なんですけれども、女性たちを果たし

て幸せにしたのだろうかということを私はすごく思うんですね。今、部会長のお話にもあ

ったようにも、非正規雇用の労働力としても頑張れ、育児も頑張れみたいな、そしてワー

ク・ライフ・バランスがなぜ女性だけに当てはめられている言葉なのかということを、委

員がおっしゃったように、非常に疑問に思っていて、これは男性にとってもあってしかる
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べきだし、１－３の資料に、不平等の解消ということで、ワーク・ライフ・バランスの着

実な推進と書いてあるのは分かるんですが、全体の体系図から見ると、やっぱり国から下

りてきたワーク・ライフ・バランスを普及啓発していくと書いてあるので、それは一体ど

ういうことを普及していくのかみたいな疑問がやっぱり生まれてくる。何かある形を当て

はめていくというよりは、それぞれ個によって、私は家庭、私は仕事とか、そういうウエ

ートは自由に選べるということが平等に、不平等を解消していくということなので、この

意味合いが誤解のないようにしたいなと思いました。 

 また、この１－３の資料の一番最後の課題にありますように、仕事と家庭生活を共に優

先している人の割合の数字は伸びていないというのがずっと気になっているんですけれど

も、伸びたほうがいいのかという疑問なんですね。これは、それぞれの意見があるという

ふうに見ていかないと、両方頑張るというふうには、両方頑張らなきゃいけなくて苦しい

という女性たちが今たくさん、育児も仕事も頑張りたいけれども、両方中途半端になって

いるということが女性を苦しくさせているという現状もしっかり押さえておきたいと思い

ます。 

○部会長 私的意見を言ってはいけないんですが、先日学生さんたちの御意見で、卒論を

書いている人が同じようなことを言っていまして、共働きで、そして仕事も家庭もという

のが理想像になることによって、そんなの簡単にできると言われているような気がして、

そうすると仕事だけの人も、専業主婦の人も、どちらもあなたは頑張っていないと言われ

るような気がして、実際に両立している人はひーひー言っていて、楽どころじゃない、死

にかけていると。誰一人幸せにしていないというふうに学部生が言っていました。 

 私たちは頑張っていろいろと言っているんですけれども、それらのことが施策にうまく

反映されない。短時間労働でもしっかり経済の保障、経済的なものが保障されるとか、働

き方を自由に選びながら、それぞれがライフスタイルを自由に生きられるならいいけれど

も、そうじゃなくて、とても条件の悪いところに短時間だと押し込められるという状況の

中で、一体これが本当に、こういう言葉が何を効果として生んでしまうかということを考

えさせられた学生の意見でした。誰も幸せにしない女性活躍はと言っていました。みんな

を不幸にしている女性活躍と言われてしまって、私も学生さんたちに対してどうしたらい

いか。そういうふうに言われると、ロジカルに正しいなと思いながら聞いていたんですけ

れども、すみません、学生さんの意見に対する単なる感想で、納得してしまったと。 

 いろいろあるかと思いますが、でも国がそういう方針でやっていって、その方向でのい
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ろいろな法律もできておりますので、したがって、私たちもいろんなことをその法律の中

でやるべきことはやっていかなければならないんですね。でも、それを少しでも、それが

みんなを不幸にしていると言われないように、幸福に少しでも結びつくような形で、実際

の施策に結びつけていくためにはどうしたらいいかと考えないといけないということだと

思います。 

 とてもこの領域は難しいんですね。本当にバランスというのが、何か１つ言うと、様々

な副次効果が出てきてしまうことがあるんですが、あとはどうでしょうか。ワーク・ライ

フ・バランス、あるいは暴力とか、いろいろポイントを挙げてこの辺の課題を書いていた

だいておりますが、暴力に関連してとかは問題ないですか。ほかに御意見ございますか。

いかがでしょうか、時間もまだ余裕があるようでございます。 

○委員 数字があったような気がするんですけれども、ちょっと見当たらないんですが、

日本全体でも言えると思うんですが、単身者が増えていますよね。単身の女性、男性もだ

と思いますが、経済力とか仕事の面からすると、やはり単身者の女性はかなり厳しい部分

もあって、先ほどもお話ししていたように、コロナ禍で失業者が増えているとかがあると

思うんですが、単身者の女性に関しての何か施策とかは、今この計画の体系のところには

あまりないかなと思ったりもするんですが、その辺はどのようにお考えでしょうか。 

○部会長 いかがでしょうか。シングル女性に対する、非正規シングルみたいな対象者の

絞り込みをやっている自治体もあるようですけれども、それにかかわらず、シングル全体

ですね。高齢女性シングルもありますが、いかがでしょうか。 

○人権・男女共同参画担当課長 これまでの単身というと、ひとり親家庭という形ではや

ってきているんですが、今おっしゃっているような単身者という形での具体的な支援策と

いうのは、見えた形ではないと思っています。 

○委員 孤独死とかもかなり、老人になると孤独死とかもすごく問題が増えていると思う

んですけれども、そこまでにならないうちの、50代とか、60代、40代とかの単身者の施策

というのは何かあるのかなと。ひとり親はもちろん支援の対象だと思うんですけれども、

単身の方は多分孤立をしてしまうことも多いと思うんですね。だから、社会全体で今後問

題になるのかなと思うんですけれども、今はまだ見えない部分も多いと思うんですが、そ

の辺を何か具体的に考えたほうがいいかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○男女共同参画センターらぷらす館長 今回の計画で、１つすっぽり抜けちゃったという

か、貧困という問題が出てこないんですね。そこがどこかで出てくれば、今の若い女性の



13 

 

貧困ですとか、そういうことが出てくるのかなと思っています。やはりコロナがこうなっ

て、さらに厳しい状況の人がさらに厳しくなっているときに、計画を少し手直しをするの

であれば、その辺も目出ししたほうがいいのかなと私は思いました。 

○部会長 １つは貧困に関連してあると思いますが、もう一つ、貧困だけに還元できない

シングルの問題、例えば孤独死とかの不安とか、そういうことも含めての問題は、いかが

でしょう。 

○男女共同参画センターらぷらす館長 その場合、内閣府とかが困難な状況にある女性と

か、若い女性とか、シングルとかいう言い方をしていますので、「困難な状況にある」と

いうことでくくってもいいのかと思っております。 

○部会長 いかがでしょうか、それについて。 

○委員 基本目標Ⅲの女性に対する暴力の根絶のところなんですが、課題が７、８、９と

３本あるんですが、基本計画に基づいていたからこうなのかもしれないんですが、性暴

力、性犯罪が、ここに１本柱が立っても今の状況だといいのかなと。何かすごく埋もれて

いる感じがするんですね。なので、この課題の中に１つ、それが入ってもいいような、今

の社会状況とか国の取組とかを考えてもいいような気がしました。 

○部会長 ありがとうございました。セクハラの話でかなりいろんな事件、新聞などにも

出ていますが、今は企業内におけるセクハラについては一応労働法の中で使用者責任とい

うのがあるということですが、それを超えたところのセクハラというのが大問題だという

か、今日はフリーランスの話でしたか。フリーランスの人たちに対する、要するに雇用す

る側からのセクハラ、今みたいに雇用が減ってくると、雇用がほしくて、依頼してほしく

て、それでセクハラというか性暴力に近いようなものがどんどん出てくるとか、あと最近

は学生にもちゃんと指導したんですが、就職試験のときに、まだ雇用に入っていない段階

でセクハラのようなものを受けてしまうということもあって、要するに全体、雇用関係に

ないところでもすごく性暴力というのが雇用に関連して起きているということもあります

ので、何かそういうことを含めて防止できるような施策が要るんでしょうね。要ると思い

ますが、世田谷でできるかはちょっと分からないですけれども。 

○人権・男女共同参画担当課長 ちょっと別のお話にはなるんですけれども、今これとは

別に、犯罪被害者支援を検討しています。来年度以降、そういった専門の窓口体制をつく

っていきたいという検討をしているんですが、この間検討していく中で、犯罪被害者支援

の窓口を持っているところの多くは、性暴力の被害の方からの相談が多いという実態が見
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えてきています。今ちょっとお話しいただいたように、こちらの検討の中でも性犯罪に遭

われた方への支援というのは、いわゆる同じ犯罪被害者ではありますけれども、そこはし

っかり別立てで考えていく必要があるよねというふうになっていて、今後議論は深めてま

いりますけれども、ここと話は重なっていくところも、支援というところではあるのかな

と思って御報告いたしました。 

○部会長 女性に対する暴力の根絶というところで、性暴力関連でもう少し書いてもいい

と。 

○男女共同参画センターらぷらす館長 今回の計画をつくるときに、ここのところはかな

り議論になったところです。つまり課題のところで、７が配偶者、ＤＶの問題で、８はＤ

Ｖ以外の暴力というくくり方をしたらどうかという意見も出ました。でも、結果こういう

ふうに落ち着いたんですけれども、ＤＶと、ＤＶ以外の暴力というふうにすると今の問題

は整理がつくのではないかと思いました。 

○部会長 そういう整理の仕方もあるかもしれませんね。ＤＶに限定してしまうと、どう

してもカップルで暮らしている方、カップルの関係にある方たちを中心にしますが、それ

以外の性暴力というのはかなりあるわけで、そこのところを十分配慮があるかどうか。無

意識にカップルで暮らしているという家族の在り方を前提とした計画になっていないかと

いうことも、少しそういう目で見てもいいかもしれませんね。 

 今やっぱり３割以上の方がシングルで暮らされている社会ですので、一番多い家族形態

にそのうちなると思いますので、そういう社会の中で男女共同参画を考えるとしても、カ

ップルというのを前提にした様々な施策でいいのかどうかということを考えていく必要が

あるかと思いますね。いかがですか。 

○委員 今、暴力に関連することが議論の対象になっていたかと思うんですけれども、

私、実は全く同じような作業を川崎市のほうでも今ちょうどやっている最中なんですが、

そちらの体系案と見比べながら考えたこともありまして、今の暴力の問題に関しては、例

えば川崎市では、いわゆるＪＫビジネスだとか、リベンジポルノだとか、あと、これは性

暴力、ＤＶからは外れるんですけれども、例えばいわゆる夜の町みたいなのに勤めている

若い女性、あるいは風俗産業でセックスワーカーとかそれに近い形で働いている人たちが

一番コロナのあおりをくって、失業して、非常に危険な状態になっているとかということ

を何とか対応していけないかという、これは地域の状況もあって、川崎市というのは御存

じのようにそういう問題が非常に大きくありますので議題に上ってきているんですけれど
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も、そのままというわけではもちろんありません。ですけれども、女性に対するあらゆる

暴力の根絶という意味合いだと思いますので、ＤＶとか殴る蹴るとか以外の、もちろん性

暴力も、セクシャルハラスメントもそうなんですが、間接的な暴力の形態、ＪＫビジネス

みたいなものが、たとえ実際には何にも、いわゆる狭い意味の暴力にたとえならないとし

ても、若い女性たちに非常に人生上の困難というのを後々残してしまうような、あるいは

意に沿わないＡＶへの出演をしてしまうとか、そういうことも場合によって施策の中で含

めるような形で、基本目標と、それから課題の部分を整理する必要があるかなと思いまし

た。それは今のお話に接続してのことです。 

 もう一つあるんですか、続けて言っていいでしょうか。 

○部会長 はい、どうぞ。 

○委員 もう一つ、先ほどから基本目標Ⅳのところをずっと考えていたんですけれども、

これもあくまで参考までに申し上げますと、川崎市では、やっぱり課題にあたるところが

11個あるんですが、その中の１つが、男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難に

対する支援というふうになっていまして、この文言はまだ検討中なんですけれども、それ

に対応する施策の中には、先ほど話題にも出ました高齢者とか障害者とかも項目として入

るんですね。こういう形にすると入れられる高齢者、障害者、外国人、それから若者の中

で特に困難にある人とかというのが入ってきます。それから、性的マイノリティも入って

います。それから、そうすると性差に応じたこころと体の健康支援というのが浮くんです

が、これは実は、生涯を通じた健康支援という別の枠で、世田谷区のだと課題レベルで別

の枠になっていて、それは基本目標Ⅳに入れてもいいかなと思うんですけれども、今のよ

うな、もうちょっと高齢者、障害者、外国人みたいなものを含めるような形で課題も整理

してもいいかなということを思ったりしました。 

○部会長 どうもありがとうございました。幾つか御示唆いただきました。基本目標Ⅳの

ところでちょっと変えることができるのではないかということと、Ⅲに関する若い女性た

ちの問題も含めての今後の検討、性暴力、あらゆる性暴力を根絶するという視点での検討

ができるのではないかという御意見でした。 

 今のことに関連しても結構ですし、ほかのことでも結構です。お気づきになったことが

ありましたら、お願いいたします。 

 大体時間なんですけれども、どうしてもという方がいらしたら幾らでも結構です。今日

は１回目なので割とざっくりと、何が課題で、どんなことを検討していくかということを
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御理解いただけるとよろしいかと思うんですが、別になければ先に進めさせていただきま

す。どうもありがとうございました。 

 それでは、次の議事に移ります。事務局より、報告事項「（仮称）世田谷区第二次男女

共同参画プラン調整計画」策定にかかる進め方について、御報告をお願いいたします。 

○人権・男女共同参画担当課長 では、資料２を御覧ください。先ほど審議会のほうでも

全体の審議会としての進め方を御説明いたしましたが、ここでは部会を中心にしまして、

今後の進め方についての御説明を申し上げます。 

○事務局 資料２、１ページ目は、先ほど審議会で見ていただいたものと同じ内容になっ

ておりますが、部会のほうに色がついています。開催回数等は先ほどと同じですので、そ

れぞれの部会で何をお願いするかを中心に、現時点での事務局の想定を報告いたします。 

 次の男女共同参画推進部会は、来年１月下旬以降の開催を予定しております。ここで、

まず真っ先にお願いしますのは、７月から８月に調査票の御議論をいただきました区内企

業調査の調査結果の速報がまとまっているはずですので、まずこれをお示しして御意見を

いただくことを考えています。同時に、この後、庁内でも検討を開始いたしますので、課

題の整理ができたところで、庁舎内では今こんなふうに考えていますということを報告さ

せていただきたいと思っています。この後、11月下旬から12月にかけて、体制を固めて、

年明けから作業を進める予定になっています。 

 今年度はそこまでと思っておりまして、令和３年度の５月ですが、ここまでの段階で庁

内ではある程度の議論が進むものと思っております。現状の課題を振り返って、どこをや

るというのをある程度目星をつけた状態で４月末を迎えたいと思っています。できた作業

の状況を踏まえまして、５月頃に審議会に先立ち部会を開催させていただきまして、調整

計画の素案のたたき台を、庁内での議論を踏まえまして、５月の段階でお示しさせていた

だきたいと思っています。男女部会での議論の状況を６月に審議会で報告した後、今度は

その議論と庁内での作業をまとめまして、７月には、９月に区民に問う予定の素案をそこ

でお示ししたいと思っております。あわせまして、例年ならば皆様に８月の下旬にお諮り

しておりますその年度ごとの現プランの取組み状況の報告を、少し早いんですが、皆様に

お示しし、４年目を迎えたプランとしてはこういうところを頑張らなければというような

御意見をいただいて、それを今度の新しいプランにも反映させられるようにしきたいと思

っております。 

 ここまでの議論をまとめて、区として決定した計画の素案が９月に公表になって、パブ
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リックコメントが始まるのは先ほどお話ししたとおりです。そのパブリックコメントは、

区では３週間程度を予定しているのですが、区民の方からどのような意見が寄せられたか

を10月の部会で御報告させていただきたいと思います。10月の段階ではパブリックコメン

トの状況と、間に合えば、11月には答申を審議会としていただきますので、答申の案まで

いければと思っているところですが、これは作業が間に合わなければ、場合によってはメ

ールを活用するとか、そうしたこともあり得るかもしれません。11月には区長に向けて答

申を出します。皆様とともに進める作業はここまででございます。 

 10月は状況までの御報告となりますので、区民からの意見に区がどのように考えている

か、それがどこまで計画素案に反映できたかというのをまとめて、その結果、今回の調整

計画はこういうふうに案を固めたいと考えておりますというものを、令和４年の１月下旬

から２月に４回目の推進部会で御報告し、御意見をいただく予定でございます。 

 最後に、２月の報告後、若干の調整ができるかどうかですけれども、その内容で、３月

に、結果、調整プランはこのように決定したいと思っておりますというのを審議会に御報

告という形で考えています。３月末に区として調整計画を策定いたします。 

 庁内のほうですが、今ある基本目標ごとに関係課に入っていただいて、作業部会をこの

後開始したいと思っております。並行して、そういった作業について適宜区議会にも御報

告しながら進めていく予定でございます。現時点でのプランの策定に係る進め方、特に部

会にフューチャーした部分の事務局からの御説明は以上でございます。 

○部会長 どうもありがとうございました。今の御説明に対して御質問等ございますでし

ょうか。 

○事務局 すみません。資料２に裏面がありました。裏面をご覧ください。 

 今、部会や審議会におけるやり取りの状況は報告しましたが、このプランをつくるにあ

たって、区民や関係する団体等との意見交換というのも非常に重要であると考えておりま

す。先ほど計画素案のところで、パブリックコメントに合わせてのシンポジウムは現時点

では考えておらず、よりきめ細かい意見交換をしたいと思っていますと報告いたしまし

た。現時点で、ここまでは意見交換をしたいというところが、資料２の２ページ目にまと

めてございます。 

 まず、来年の２月には、らぷらすにおいて登録団体との連絡会を御予定いただいていま

すので、らぷらすとの意見交換については、推進体制にも反映させていきたい。年度替わ

りまして、４月からは、らぷらすのあり方に関する検討会も持たせていただいて、そうい
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ったものも反映していくとともに、計画素案策定までの間に、らぷらすに委託で実施して

いただいています居場所事業を利用される方などとの意見交換も実施できればと思ってお

ります。具体的には、性的マイノリティの方の居場所事業を運営していただいていますの

で、こういったところを使って、性的マイノリティ当事者、支援者等の意見交換ができた

らと思っております。居場所事業はほかにもありますので、そういったものを御相談しな

がら進めたいと思っております。 

 また、らぷらすで、つい先週土曜日に地域懇談会ということで、男女センターをより活

用いただきたいという地域の団体の方等々に初めて御意見を伺ったところです。次の開催

は６月に予定しておりますので、そういった中で、その会では、らぷらすのみならず区の

男女共同参画に対する意見等も出てくることを想定し、調整計画に反映させねばというよ

うなものがあればやっていきたいというふうに思っています。 

 今予定ができているものはここまでなんですが、いわゆる区内事業者、企業の方々であ

ったり、若者世代であったりの意見交換というのは、やはり計画素案の策定までの間に何

らかの実施ができないかを今後調整していきたいと考えております。 

 事務局からの御説明は以上でございます。 

○部会長 どうもありがとうございました。今の補足説明も含めまして、御意見、御質問

等がありましたら、お願いいたします。 

 よろしいですか。いつ頃までに、全体の例えば基本目標、課題に関して、ここをもっと

膨らませろとか、ここにこういうのを入れたらどうかみたいなものを言わなきゃいけない

のかという、アバウトなことは分かりますか。１月じゃ間に合わないとか。まだ間に合

う。やっぱり５月ぐらいには、もうそういうのが全部出ていなければいけないわけです

ね。１月までですかね。 

○人権・男女共同参画担当課長 年度内ぐらいにはまとまっていないと次に進めないのか

なと考えております。 

○部会長 皆さんそれを頭に置いて、うちへいってよく考えてみようと思われる方は、ぜ

ひ年度内ぐらいに御意見を言って、１月にあるわけですね。ありますが、メールなどで言

ってもいいわけですね。事務局にメールその他で、御意見、ここはこうしたらいいんじゃ

ないかとか、ここにはこういうことを付け加えたらいいんじゃないかみたいなことを、特

に大きな枠組に関連することは年度内というイメージでよいということですね。 

○人権・男女共同参画担当課長 １月には部会がございますけれども、そこでも意見をい
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ただきながら、メールとかでもやり取りをさせていただきながら、年度内には課題までま

とめていかないと、こちらとしても次の素案のたたき台が固められないかなと思っており

ます。 

○部会長 ということは、やっぱり時間が過ぎてしまうと元に戻ってというのはなかなか

難しいので、今のようなアバウトな予定というのを前提にしてお考えいただけると、この

プラン調整計画に反映させやすいのではないかと思います。 

 ほかに何か御質問ありますか。よろしければ、２の議事を終わりにしたいと思います。 

 次に、次第３に移ります。本日の内容に関して、あるいはその他のことでも結構です

が、御意見がありましたらお願いいたします。情報提供でも結構です。どなたかありまし

たらお願いいたします。特にございませんか。 

○事務局 事務局から、資料の訂正を１点お伝えいたします。議題(1)で使いました資料

１－７の２ページ目に誤植がありました。図表１－１、人口構成のところの資料が「住民

基本台帳（平成２年１月１日）」となっておりますが、「（令和２年１月１日）」の間違いで

す。大変失礼いたしました。そちらだけ訂正をお願いいたします。 

○部会長 ほかはございますか。なければ、時間も迫ってまいりましたので、この後の進

行は事務局にお戻ししたいと思います。 

○人権・男女共同参画担当課長 皆様、部会のほうでも大変たくさんの御意見をありがと

うございました。私たちもどのように進めていけばいいのかと、中でも相当議論をしなが

ら、今日いろんな資料を皆様にお示ししてお諮りをいたしました。 

 皆様から、このほかにも御意見、御質問が追加でございましたらメールなど、直接でも

構いませんので、ぜひいただければと思います。 

 次回は１月下旬が第４回となりますが、日程が具体的に決まりましたら、なるべく早く

皆さんには御連絡をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 本日は大変長時間になりましたが、誠にありがとうございました。 

午後８時24分閉会 


