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午後３時開会 

○人権・男女共同参画担当課長 皆様、こんにちは。定刻になりましたので、ただいまよ

り令和２年度第４回男女共同参画推進部会を開催いたします。 

 開会に先立ち、生活文化政策部長より御挨拶申し上げます。お願いいたします。 

○生活文化政策部長 皆様、こんにちは。生活文化政策部長の松本でございます。年が明

けまして、あっという間に２月になってしまいました。本年もどうぞよろしくお願いいた

します。また、本日は大変御多用の中、時間を割いていただきまして本当に重ねて御礼を

申し上げたいと思います。 

 本日の会議もオンラインでの開催となっておりますが、昨年の11月16日に男女共同参

画・多文化共生推進の審議会に現行プランの調整計画策定に向けた検討をお願いしたとこ

ろでございます。本日は、この間実施させていただいた「区内企業の男女共同参画に関す

る意識・実態調査」についての速報値の御報告、それから２点目として本プランの調整計

画における男女共同参画及び女性活躍推進の考え方と、これ自体が諮問になってもおかし

くないくらいの課題かもしれませんが、少し難しいテーマになりますが、皆様の御意見を

伺いたいと考えております。 

 それから、１点情報提供ですが、本日、区の令和３年度の予算案が公表されておりま

す。この間、一部御報告してきましたが、犯罪被害者等の支援について令和３年度に窓口

を区として設置していくということが予算の中に盛り込まれております。この点について

は改めて御報告したいと考えております。 

 本日も限られた時間にはなりますが、委員の皆様には忌憚のない御意見、御発言を頂戴

したいと考えております。どうぞよろしくお願いをいたします。 

○人権・男女共同参画担当課長 ありがとうございました。 

 次に、本日の部会について確認と御案内をいたします。 

 まず、会議開催に際して御了承いただくことが３つございます。この部会は、傍聴を認

め、公開であるということ。また、部会での議事については、議事録や当日の資料などを

区のホームページで公開いたします。そのために速記の業者が入っておりますし、録音も

いたします。 

 以上、３点よろしくお願いをいたします。 

 また、オンライン開催ですので、次の点についても御承知おきください。 

 発言のとき以外はミュートに設定していただくようお願いいたします。 
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 発言する際は、手をカメラから見えるように挙げていただき、部会長から指名があった

後に発言をしてください。 

 記録のために事務局でＺｏｏｍのレコーディングを行っております。御参加の皆様は、

録音、録画やスクリーンショットなどは御遠慮ください。 

 また、Ｚｏｏｍにはテキストチャットもありますが、記録には残りません。一時的に席

を外されるときなど、または事務的な御連絡のみに使ってください。 

 進行中トラブル等ございましたら、事務局まで電話またはメールでお願いいたします。 

 本部会は過半数の出席で成立いたします。本日は全委員９名中、現時点で７名の方が御

出席いただいておりますので、会議は成立しております。また、本日、傍聴の方が５名オ

ンラインで参加していらっしゃいます。 

 では次に、事前にお送りしたものも含めて資料の確認をさせていただきます。まずお手

元の次第。 

 次が資料１－１、「区内企業の男女共同参画に関する意識・実態調査」の集計結果（速

報値）についてです。 

 次は資料１－２、こちらは傍聴の方には後ほど画面で御覧いただくようになっておりま

す。「区内企業の男女共同参画に関する意識・実態調査」の集計結果表、冊子のものでご

ざいます。 

 次が資料１－３、「区内企業の男女共同参画に関する意識・実態調査」のクロス集計

案。 

 それから資料２、世田谷区における男女共同参画社会の実現に向けて「（仮称）世田谷

区第二次男女共同参画プラン調整計画」における考え方の整理でございます。 

 もし足りないようであれば、メールで送るように職員に指示いたしますので御連絡くだ

さい。また、そのほか委員の皆様には資料送付時に、ＤＶについてのリーフレット２つと

チラシ１つを送らせていただいておりますので御確認ください。こちらのリーフレット等

は、準備でき次第ホームページで公開をする予定でございます。 

 それでは次第に沿いまして、次第の２、議事に移ります。ここからは部会長、進行をお

願いいたします。 

○部会長 それでは、次第２の議事【報告事項】に移らせていただきます。 

 まず(1)「区内企業の男女共同参画に関する意識・実態調査」の集計結果(速報値)につ

いて事務局より御説明をお願いいたします。 
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○人権・男女共同参画担当課長 それでは（1）「区内企業の男女共同参画に関する意識・

実態調査」の集計結果（速報値）について説明をいたします。お手元の資料１を御覧くだ

さい。では、担当から御説明をいたします。お願いします。 

○事務局 それでは担当から、調査の集計結果（速報値）について御説明いたします。 

 まず資料１－１を御覧ください。集計結果（速報値）についてです。１の主旨、２の調

査概要、３の調査項目については、以前の部会で御説明したとおりでございます。 

 ４、回収結果からが今回新しい内容となります。発送数は2628件でした。これがデータ

ベースで抽出した数となります。 

 ただ、データベースが最新でも平成30年のものということで２年ほどのタイムラグがご

ざいましたので、返戻数(b)のとおり移転や廃業などで249件が戻ってきてしまいました。

そこで、調査の対象数としては、発送数から返戻数を除いた2379件としています。 

 有効回答数は(d)の385件でした。今回新たな取組としてウェブからも回答できるように

したところ、およそ３分の１がウェブ回答となっております。135件ありました。 

 回収率は、こちらの有効回答数と調査対象数から算出して16.2％でした。前回、平成27

年度の調査では23.9％でしたので、回収率が低くなっています。この要因としては、新型

コロナの影響で事業所が困難な状況にあることや、前回は電話で督促を行っていたのです

が、今回は郵便での督促に切り替えたことが考えられるかと思います。 

 ２ページの５、集計結果（速報値)ということで、資料１－２の御説明をします。資料

１－２をお手元に御用意ください。全ての設問について単純集計結果を掲載しておりま

す。今後、経年比較やクロス集計、内容の分析などを行ってまいります。本日は時間の都

合上、プランの数値目標や新規設問など一部のみピックアップして結果を御紹介します。 

 なお、未確定の情報につき、資料１－２のみ傍聴人にはお渡ししておりません。事務局

よりただいまから画面共有いたしますので、そちらを御覧ください。 

 ただいま、画面共有を行って、資料１－２を映しております。表紙をめくって１ページ

目をお開きください。こちらが事業所の概要についてです。 

 Ｆ１、業種を御覧ください。今回、回答が最も多かった業種は、右から４番目、医療、

福祉で98事業所、25.5％でした。なお、参考までに、この業種の表の右下に調査対象数

2379件の業種別の内訳を一部抜粋して掲載しております。 

 おめくりいただいて３ページを御覧ください。問２、女性管理職の＜登用状況＞です。

登用状況の一番左側の表が、役員から係長級までを含む管理職全体の人数と、そのうち女
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性の人数、割合です。ここから導き出される女性比率は23.3％でした。 

 こちらの＜登用状況＞の表の下に＜女性管理職を有する事業所比率＞を掲載しておりま

す。こちらでは、女性管理職が１人でもいる事業所は385事業所のうち249か所、率にして

64.7％でした。 

 この右に前回調査の結果を参考までに掲載しております。管理職全体における女性比

率、女性管理職を有する事業所の比率、いずれも前回を上回る結果となっております。 

 次のページ、問３、ポジティブ・アクションの認知度を御覧ください。プラン数値目標

４の指標にもなっております。今回の調査では、「内容を含めて良く知っている」が

10.6％、「内容をある程度知っている」が30.1％、合計で40.7％でした。数値目標での目

標値が80％、前回が45.3％でしたので、いずれも下回っております。 

 この要因としては、国の第５次男女共同参画基本計画でもそうなのですが、女性の能力

発揮の取組としては、ポジティブ・アクションという言葉よりも女性活躍推進という単語

のほうが目立つようになっており、露出が少なくなってきていることなどが考えられると

思っています。 

 昨年の区民意識・実態調査では、ＤＶ防止法の認知度のところでも御指摘をいただきま

したが、法律名や用語の認知度だけではなく、具体的な意識や取組を押さえていったほう

が実態を捉えやすいのではないかと考えております。 

 では、次のページへお進みください。ここでは問５、問６、問６－１が今回の新規の設

問となります。 

 問５、一般事業主行動計画の策定義務の認知度と問６、策定状況は御覧のとおりです。 

 次のページ、問６－１では、行動計画を策定済みの事業所に、その効果を尋ねました。

その中で右から２番目「特に目立った効果はなかった」と答えたのが66の策定済みの事業

所のうち22事業所、３分の１という結果になっております。逆に言えば、６割以上の事業

所は、何らかの効果があったと回答していることになります。 

 中でも左から２番目「女性従業員の労働意欲が向上した」とか、真ん中「組織が活性化

された」の回答が多くなっております。 

 それでは、少し飛びまして12ページまでお進みください。問12、働きながら育児を行う

労働者への両立支援制度についての質問です。前回の調査から選択肢を追加して、御覧の

10項目について実施状況を尋ねました。 

 左下の表、＜育児支援制度の整備数＞を御覧ください。こちらは「制度あり」と答えた
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項目を数え上げたもので、385事業所のうち「０項目」76、「３項目」69、「５項目以上」

75と、制度が全くないところと幾つもあるところに分かれていることがうかがえます。 

 その右側に（参考）として常用労働者数（従業員規模）別のクロスを一部抜粋して掲載

しております。傾向としては、常用労働者数が少ないところは制度も少ない、多いところ

ほど制度も多くなるという傾向があるようですが、10人以上の事業所では２割程度が「５

項目以上」と回答しておりますので、やはり左側の全体の表と同様に、ばらつきが見られ

る結果となっております。 

 続いて、23ページまでお進みください。問24、労働施策総合推進法改正の認知度です。

ハラスメント対策が強化された法改正の認知度を尋ねる質問です。調査直前の令和２年６

月１日施行ということもあってか、認知度は比較的高いと言えそうです。 

 続いて24ページ、付問25－１で、何らかのハラスメントがあると答えた事業所に、問題

となったハラスメントの種類を尋ねました。最も多かったのはパワハラ、次にセクハラで

した。セクハラを挙げた事業所の割合は、前回の調査よりも少なくなっております。 

 それでは26ページへお進みください。問28以降は全て新規の設問となります。 

 問28、条例の認知度は御覧のとおりでした。昨年度の区民意識・実態調査では「条例も

大まかな内容も知っている」が3.1％、「聞いたことがあるが、内容は知らない」が18.9％

でしたので、区民よりも、ここで回答を下さった事業所のほうがより認知度が高いという

結果になりました。 

 問29「パートナーシップ宣誓」の認知度は御覧のとおりの結果でした。こちらは区民意

識・実態調査と同様の傾向が見られます。 

 おめくりいただき問30で、＜職場における性的マイノリティへの配慮＞は、全体として

取組を実施していない事業所のほうが多いという結果でしたが、「実施している」と答え

た企業が比較的多かったものが⑦の「性別に応じた制服や服装規定などの廃止」及び⑩

「性的マイノリティの採用、評価に対する公正さの徹底」の２つという結果でした。 

 次のページ、問31は新型コロナ拡大防止のための取組を尋ねた質問でした。質問のつく

り方が難しく、分析もしづらいところですが、その上で推察できることを御説明します。 

 例えば左から４番目「在宅勤務の実施」は、感染拡大以前は7.5％のみ実施していたの

が、昨年４月から５月の緊急事態宣言中は42.1％が実施しておりました。 

 一方で「今後も継続またはこれから実施したいもの」は21.3％にとどまっています。単

純に、半分が在宅勤務をやめたと言えるわけではございませんが、在宅勤務をやってみた
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が、難しかったとお考えの事業所が一定数あることはうかがえるかと思います。 

 また、左から６番目「オンライン会議の実施」を御覧ください。感染拡大以前は

10.9％、緊急事態宣言中は36.1％が実施しており、継続または新規に実施したいという意

向が46.0％と、引き続き実施していきたい意向が強いことがうかがえます。 

 次の問32にお進みください。こちらでは新型コロナ対策の取組と働き方改革への影響を

尋ねました。左から２番目「これまでに働き方改革を進めており、特に大きな影響はなか

った」と答えたのが26.8％で最も多く、次いで「これまでも働き方改革を進めていたが、

さらに進めることにつながった」、「働き方改革を進めるきっかけになった」と続いてお

り、働き方改革の推進に一定の影響があったと言えそうです。 

 資料１－２の御説明は以上とさせていただきます。ここで御紹介した設問以外にも、単

純集計結果を御覧になっての御意見や御質問など、ありましたらお願いいたします。 

 続いて資料１－３を御覧ください。クロス集計の案です。こちらは表の左側から調査項

目、設問、経年／新規は、前回も調査した設問を「◎」で、選択肢などを一部変更したも

のを「（◎）」で、今年度追加したものを「新規」と表記しております。 

 回答パターンは御覧のとおりです。単純集計及びクロス集計は、「○」が前回の報告書

に載っている内容、「◆」が今回新たにクロスをかけようとしているものです。また、色

つきの行は新規の設問となります。 

 今回は、業種別と常用労働者数別が、区民意識・実態調査で言う性・年代別のような基

本的なクロスになると考えていて、その前提において事務局案を作成しております。 

 経年の設問についても、常用労働者数とのクロスを追加したものもございます。 

 こちらのクロス集計案について、この質問は、こういうクロスをかけてみるとよいので

はないかとか、御提案がございましたら、ぜひ頂戴いたしたく存じます。 

 それでは、資料１－１にお戻りください。６、クロス集計案は先ほど御説明したとおり

でございます。 

 ７、スケジュールについて、本日いただいた御意見を基にクロス集計や分析を行い、３

月下旬に調査報告書を発行する予定でございます。 

 長くなりましたが、御説明は以上となります。 

○部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、これから「区内企業の男女共同参画に関する意識・実態調査」の集計結果に

ついて、今御報告いただいたものについて御質問とか御意見を伺っていきたいと思いま
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す。特に事務局の御説明の中にもあったように、恐らく本日が―今後もちょっと大丈夫

だと思いますが、今の段階が、クロス集計をお願いするとすれば、頼めるかなり少ないチ

ャンスになります。このようなクロスを取ったらより分かるのではないかというような案

もありましたら、ぜひ皆様からいただきたいと思います。３月末の結果の発表ですので、

今やっておかないと恐らく難しいことになると思います。 

 そういうことも含めて、まず御質問が何かありましたらお願いいたします。御意見でも

結構です。 

 回収率がちょっと低くなっているということも最初に御説明がありましたように、それ

がどのように調査結果に影響しているかとかいうことも含めて、御質問、御意見ありまし

たらお願いいたします。 

 では、お願いします。 

○委員 ありがとうございます。すばらしい調査だなと思って、改めてコロナ禍で、すご

く大変な中、ありがとうございました。質問とかお願いが５つぐらいがあるのですが、ま

ず１つ目に質問で、これに回答されているのは社長さんですか、人事の方ですか。 

○部会長 今お答えいただいたほうがいいですか。 

○委員 ありがとうございます。では、まとめて全体的にお伝えしますね。 

○部会長 まず質問をいただいて。 

○委員 質問はそれだけで、残りの４つはお願いになるのですが、まず問25、ＳＯＧＩハ

ラが０％だというようなところの解釈ですが、もうここで、言わずもがなだとは思うので

すが、「０％だったの、よかった、よかった」というところではなくて、これはすごくゆ

ゆしき事態だと思っていて、やはりこの数年にわたり、これだけの企業様でＳＯＧＩハラ

がゼロなわけがないと言うと、ちょっと横暴ですが、ゼロなわけがないというときに、言

えない、もしくは見過ごされているというような状況があるということを非常に重く受け

止めるべきだと思っています。 

 ０％となると、よかったではないかと思われがちだと思いますので、一応ここの場では

あえて、言わずともとは思うのですが、ここの捉え方は非常に啓発などが必要であると思

いますというところをお伝えします。 

 ３つ目、問29は、同性パートナーシップの認知が、26％の人しか内容を含めて知らなか

ったということは、結構、想像していたより認知度が低かったのですが、区民の皆様にも

同じような調査をもし取られていたら、比較で教えていただければと思います。 
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 問30は非常に面白いなと思って、これだけでずっと議論していたいぐらいですが、まず

最初に、ＬＧＢＴ、ＳＯＧＩに関するいろいろな取組がまだまだ進んでいないというとこ

ろに対して、それが明確になったということはすばらしいことですし、だからこそ対策が

打てると思うので、この調査はすばらしいと思います。 

 12ページの問12のように、制度を何個整備しているかというパーセンテージがもし分か

るとしたら、ぜひ見せていただけたらと思います。何かいっぱいやっているところとゼロ

のところがあるというような印象もあるので、ぜひ教えていただければと思います。 

 最後に、ここだけ掛け算していただくことは難しいかと思いつつ、どのような企業規模

や業態のところがやっていたり、やっていなかったりするかをぜひ知りたいと思ってい

て、なかなか特に中小企業がどのように取り組んでいるのかという調査が少ないものです

から、どのような業態とか人数規模のところが何をやっているのかがもしもう少し詳しく

分かるようであれば、クロス集計をかけていただけるとうれしいと思います。 

 すみません、長くしゃべってしまいましたが、以上です。ありがとうございます。 

○部会長 どうもありがとうございました。 

 まず最初は、回答者について何かこちらから調査をするときに指示をしているのかどう

か、誰が回答しているかについて推測ができるかどうか、お願いいたします。 

○事務局 事務局より、最初にいただいた御質問にお答えします。質問用紙に御記入に当

たってのお願いとして、御回答は、人事労務管理担当責任者の方にお願いしますと断り書

きをしております。ですので、企業さんによっては社長さんが兼ねていらっしゃるところ

もあるでしょうし、大きなところだと人事担当の方が担当されていると思っています。こ

んな御説明でよろしいでしょうか。 

○委員 ありがとうございます。 

○部会長 そういう人事管理担当者というようなお答えがあったかと思います。事務局、

今のは大丈夫ですか。そういう指示をした上での調査と。 

 それでは、次へ行きます。２番目はたしか０％のところですか。 

○委員 はい、ＳＯＧＩハラ０％というところです。 

○部会長 これをどのように解釈すべきかですが、委員としては、これはやはり啓発して

いないからゼロ％ということで取るべきではないか、実際にないという意味ではないと思

っているということでいいですね。 

○委員 そうです。 
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○部会長 そこのところ、このままゼロだからＳＯＧＩハラはないのだと解釈してしまう

と大きな間違い、ほかのものは、セクハラとか何とかは認識しているからハラスメントと

いう問題が出てくるのであって、ＳＯＧＩハラについては十分な認識がないので、要する

に問題が十分分かっていないので、問題になったことがあるという認識すらないと取るべ

きではないかということですね。 

○委員 そのとおりです。 

○部会長 事務局も含めて、そこの解釈について提起がございました。皆様、賛成でよろ

しいですか。ちょっと事務局、そのことを今後考えながらなさってください。 

 すみません、３つ目は何だっけ。 

○委員 問29の同性パートナーの理解が、区民にも同じものを問われているとしたら、そ

この比較をぜひ教えてくださいというような、今でなくても大丈夫なのですが。 

○部会長 「同性パートナーシップ宣誓」の認知度が低いけれども、他自治体ですか。 

○委員 いや、世田谷区民の皆様への調査で同じ項目があったかなと思いまして。 

○事務局 事務局からお答えします。昨年度実施した区民意識・実態調査で同じ質問を区

民の皆様に行っておりました。こちらでの結果は、パートナーシップ宣誓について「内容

を知っている」が30.4％、「名前は聞いたことがあるが、内容は知らない」が32.6％、「知

らない」が35.7％という結果でございました。 

○委員 ありがとうございます。では、区民の皆さんよりちょっと低いというようなとこ

ろかと思っていて、やはり人事労務に携わる皆様がＬＧＢＴのことをより知っているべき

であるというような状況だと思うので、ここに対する啓発はさらに必要なのだなというこ

とが改めて分かりました。ありがとうございます。 

○部会長 その次が……。 

○委員 ４つ目、問30の制度の整備数を問12のように、何個あるところは何％かというも

のを出していただければうれしいですというお願いです。 

○部会長 事務局、いかがでしょうか、これは出ているわけではないのですね、まだやっ

ていない。 

○事務局 そうですね、これからクロス集計をかけていくことになりますので、御意見を

承りまして検討させていただきます。 

○部会長 幾つやっているかということですね。そしてクロスするとすると、やはり事業

所規模ですか。 
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○委員 それと、業態がもし分かればと。 

○部会長 業種とかもあったほうがいいですか。 

○委員 はい。 

○部会長 事業所の業種とか事業所規模とのクロスということと、幾つやっているかとい

うことをやると、少し見えるのではないかということですね。 

○委員 そのとおりです、ありがとうございます。 

○部会長 どういうところに啓発していけばよいかがより見えるようになるのではないか

という御意見で、そして……。 

○委員 以上です、ありがとうございました。 

○部会長 なかなか覚え切れないで、すみません。 

 あと、いかがでしょうか、御質問も含めて御意見でも結構です。ほかの方、ありました

らお願いします。 

 特にクロス集計、こういう問題については、こういうこととクロスをかけたらより分か

るのではないかというような問題はあると思いますので、皆さんが御関心あるような調査

項目に対して必要なクロスということの御意見をいただければと思います。 

 これは、クロスの依頼は最終的にいつまでに出さなければいけないのですか。３月末に

報告書になるというのですが、どこかに分析を頼んでいるのですよね。 

○事務局 御意見などありましたら後日でも結構ですが、２週間後までをめどにいただけ

れば大変ありがたく存じます。 

○部会長 この２週間でクロスの希望があれば出すと、それで調査会社のようなところに

依頼をかけて、クロスをしてもらうということになりますので、御希望がありましたらよ

ろしくお願いします。 

 今それも含めて何か御意見や御感想はございますでしょうか。 

○委員 お疲れさまでございます。クロス集計のところではなく全体の感想になってしま

いますが、よろしいでしょうか。まず１つ、３ページ目の女性管理職のスコアが上がって

いるという御報告がございましたが、これは後半のフリーアンサーとかを拝見すると、女

性のみんなが管理職を目指しているわけではないというようなことがあって、実際にそう

いうことは、本当に私も経験しているのですが、ありますので、この対象企業で勤められ

ている女性の意見とか意識がちょっと不明なまま、スコアが上がったということでは一概

に喜べないなという意見が１つです。 
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 ２つ目に、12ページの育児支援制度の整備数という、非常によい質問項目だなと思って

拝見していたのですが、ゼロというところが２割ぐらいございますね。先ほどの管理職に

ついては、やりたい、やりたくないとか、それぞれの女性に多様性があるほうがよいの

で、上がればよいということではありませんが、こういう制度、幾ら小さい企業で難しい

という御意見はあるかもしれないけれども、育児の支援制度を整備しておくかどうかは、

整備しておいたほうがよいという立場だと思うので、こういうところの低いところに向け

ての、その整備をしていくように促していくということには力を入れたほうがよいのでは

ないかと思いました。 

 ３点目は感想ですが、新型コロナの感染拡大で、よくないこと、今回、ホテル業者さん

とかの回答率が非常に低いので、お苦しかったのかなというところは本当に気の毒だなと

思って拝見しましたが、回答者の中で、働き方改革のきっかけになったということが結構

書かれているように読み取れますので、特に女性にとっては、自由度が上がったのかなと

いうようなポジティブな見方ができるのではないかと感じました。以上です。 

○部会長 どうもありがとうございました。女性管理職が増えている、登用している企業

が増えているということについてどう考えるかですね、単純に増えたとして見てよいかど

うかというポイントもある。 

 それから、働きながら育児や介護を行う従業員に対する両立支援が全くないというとこ

ろもある、それはやはり整備を進めるべきだという観点で、どう考えていったらよいか、

どういうところで整備されていないのか、整備を進めていただくとすれば、どうすればよ

いかという点について御指摘いただいたということと、最後は何だっけ、すみません、も

う１個ありましたね。 

○委員 コロナが働き方改革のきっかけになったのはよいことだったかなということで

す。 

○部会長 両方で四十何％ですね。これまでもうやっていたというところ以外に、やって

いたけれども、コロナで進んだというところと、コロナがきっかけになったところを２つ

合わせると、40％以上がそこにあったということは、それなりに積極的なこととして解釈

してよいのではないかという御意見でした。 

○委員 はい。 

○部会長 そういう解釈、皆様いかがでしょうか、それなりに出てきたということです

ね。コロナのことについては、女性の雇用にマイナスの影響があるということも、かなり
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言われておりますので、働き方改革に対するプラスの影響は、そういう意味ではちょっ

と、大変明るいニュースにはなると思います。実際のエッセンシャルワークに女性労働者

が多いので、結果的には女性の失業率がかなり上がっているということがあって、いろい

ろなところで女性の危機になっているという話も聞いておりますが、別な目で見ると、こ

ういう働き方改革にも結びついているということがこの調査で少し見えたとしてよろしい

でしょうか。そのような見え方ができたということです。 

 ありがとうございました。あと、ほかにあれば。はい、委員、お願いします。 

○委員 今と同じところで、女性の管理職の点ですが、４ページの付問２－１、女性管理

職が少ない、理由はなぜだと思いますかというところを見て、「将来管理職に就く可能性

のある女性はいるが、役職につくための在籍年数を満たしていないから」と「勤続年数が

短く、管理職になるまでに退職してしまうから」があって、これは要するに、両方併せて

見ると、どうしても、例えば子育てとか結婚とか、そのようなきっかけもかなりあるかと

思うのですが、働き続けられない女性がかなり多いのではないかと。これを合わせると

29％ぐらいになるので、やはりそういうところが改めて分かるかなとは思いますね。 

 あと、そもそも「女性従業員が少ない又はいないから」が21％もあって、いずれにして

も、女性が、採用も含めて雇用されていないということもあるかもしれないのですが、長

期的に働けない実態がまだあるのかなという、男性にはなかなかない問題で、やはり女性

特有の問題なのかなと思いました。今のところ、以上です。 

○部会長 どうもありがとうございました。ここのところ、確かに女性の勤続年数が短く

なってしまうことがかなり影響していることがよく見える回答になっています。 

 逆に言えば、なぜ短くならざるを得ないかを本当は考えてほしいわけですね。それは子

育てと両立できないとか、様々、転勤だとかいろいろなことがあって、引き続き働き続け

られないといった状況についての配慮が足らないのではないかというか、それをうまく乗

り越えられるような職場になっていないのではないかというような問いかけになってほし

いのですが、逆に女性が短いということを理由にしてしまうというところで、何かちょっ

と鬱になりますね。まだそうなのだね、その両立がなかなか難しいということを示してい

る結果かなとなっています。 

 これは少ない、あるいは役職の全くいないというところに聞いているので、全ての企業

でこうだということではなくて、少ないところに聞いているので、こういう結果になって

いるのかなということもあるかと思います。そうすると、ちょっと安心するかと。 
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 すみません、どうもありがとうございました。ほかに、今のことでも結構ですが、質

問、いかがでしょうか。お願いします。 

○委員 改めてこの回答をされたのは大変だっただろうなと、読ませていただいて、見て

いました。 

 質問なのですが、１ページの最初ですが、この業種別の回答率とか、調査対象数との関

係、卸売業、小売業が一番多くなっているのですが、回答率はすごく低いのかなと思うの

ですね。そして一番多いのが医療、福祉関係の回答率が25.5％となっているのは、この辺

は前回もこういう傾向があったのかとか、先ほどおっしゃったように、コロナの中でとて

も大変で答えられなかったというか、この辺、自由記述を見ても、医療関係、福祉、介護

関係の方、保育園の方の意見がたくさん載っていて、何か全体の業種の傾向がどうなのだ

ろうかということがちょっと疑問に思いました。 

○部会長 回答率が低いことが、こういう問題、やはり女性の登用とか、それから両立支

援とかに関心のあるところに回答が偏りがちで、そうではないところはそもそも回答を寄

せないという可能性もありまして、そういうことが比率として、業種の比率を少し変えて

しまうのですね。 

 今、医療とか福祉は女性の従業員が多くて、女性登用であるとか両立支援であるとかい

うことに基本的に関心を持っている、恐らくそれなりに意欲のある企業が回答しているだ

ろうと考えると、おっしゃるとおり、全体としてはどうなのだろうと。 

 その回答してくれた企業の中で女性登用が進んでいることは分かる、あるいは両立支援

が進んでいることは分かるけれども、全体としてはどうなのだろうというところに少し疑

問が出てくるという、それはどうしたらいいのですか、調査ということの持つ難しさ、つ

まり回答率が低くなってしまったときに、その全体の意味をどう見るかというところがあ

るかと思います。 

 確かにおっしゃるように医療、福祉は、全体の構成比に比べると、回答してきたところ

の中では、やや高くなっていると。 

 そういう意味では、極端に低いところはございますかね。事務局、いかがですか。業種

別の調査対象数の中と、その上位５項目と書いてありますが、そういうところから見たと

きに、世田谷区にある業種の数から見たときに、回答率が低そうなところは特にないです

か。私から聞いてしまって、事務局、お願いします。 

○事務局 今の業種対象数、業種別の回答率については、まだデータを集計しておりませ



14 

 

んので、これから分析を進めていこうかと考えております。 

○部会長 それもよいかもしれませんね、業種別回答率のようなこと、そうすると見え方

がはっきりしますね、分かりました、ありがとうございます。 

 そういう分析を行うことで、どういうところに偏りがあるかがより見えるようになると

思います。業種別回答率を出していただくと、最初にその配ったところの数と、それに対

する回答率を少し出したら見えるようになるかもしれません。ありがとうございました。 

 いかがでしょうか。お願いします。 

○委員 遅刻して参りまして、すみません。勤務先で今日、入学試験の監督をしていて、

それが終わってから来たもので、遅くなりましてすみませんでした。 

 その後、御説明の前半も聞けていないので、もしかしたらとんちんかんかもしれないで

すが、今クロス集計の候補をずっと全体を見ながら考えておりました。 

 まず先に、もう御説明があったかもしれないのですが、問３から問25まで幾つかピック

アップされている質問間のクロス集計をするのに、これらの質問を特に取り出したとい

う、そのときの方針というか目的はどういうことだったのか、もしまだ御説明がなけれ

ば、ちょっとそれをまずお伺いしたいのです。 

○部会長 まだないですね、資料１－３で問３から問25が質問間クロスになっている、な

ぜ問３、問４、問16、問17、問19、問20、問24、問25をクロスをかける候補として挙げた

のかという、その挙げ方の御説明、それがどうしてかですね。 

○委員 はい、まずはそれをお伺いしてから、ちょっと意見を言おうかなと。 

○部会長 方針があったら、お願いしますということで、事務局、どなたでしょう。 

○事務局 後ほど確認して御連絡さしあげます。 

○委員 ぱっと見た上での意見と要望だけ述べたいのですが、例えばこれを新規に集計す

ると、問25のハラスメント問題の有無と、問24のクロスを取ると書いてありますね。これ

は労働施策総合推進法改正の認知度が、ハラスメント問題が実際に起きているかどうかに

関連している可能性があるというようなことが、多分、仮説としてあるのですかね。 

 ちょっと何でこの関連を取るのか、何となく分かるものと分からないものがあるのです

が、ここから先は要望です。もし可能であれば質問間クロスをもう少し増やして、ほかの

統計とも比較できるような基本的なクロス集計をすると、いろいろ分かることがあるので

はないかと思います。 

 例えば問１が平均勤続年数で、問２が女性管理職比率で、従来の研究で、女性管理職の
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比率、平均勤続年数と、それから平均年収と、これらは相関していることが全ての調査で

明らかになっているので、先ほども問題になっていた管理職比率の問題ですが、平均勤続

年数が短いところでは女性管理職は少ないとかということが、まず事実と事実の関係とし

て明らかになるところが幾つかあると思いますので、例えば問１と問２ですね。 

 あと、これはどれを取ればよいか、例えば平均勤続年数の問１と、それから問９とか問

10、これは介護休暇とか育児休業とかの制度がどのぐらい充実しているかですね。育児休

業制度が充実していれば平均勤続年数は長くなるのではないかという相関が仮定されて、

そういう統計は既に取られていますし、世田谷区ではどうなのだろうと。 

 また、問題の発見にも役立つと思いますので、つまり勤続年数が短いところは、やはり

育児休業制度が駄目だとかいうことが分かることは非常に意義がありますので、例えば問

１と問９、問10とかと、何かもっと優先してクロス集計するとよいのではないかと思える

ところが、まだ精査できていなくて申し訳ないですが、ぱっと見た範囲でも幾つかありま

すので、ちょっと御検討いただければと思います。 

○部会長 どうもありがとうございました。２の属性ではなっている、問になっていると

ころの中で幾つか、例えば＜平均年齢＞や＜平均勤続年数＞とか、女性管理職の登用と

か、基本的なデータとしてクロスを全て使ってもよいのではないかというものが結構あり

ますね。 

○委員 そうですね。 

○部会長 Ｆ１などだけが全部かけてくるようになっていますが、この調査に関しては、

ほかのものも基本というような形で使ったほうがよいと。―電波状況があまりよくない

ですね。大丈夫でしょうか。音がちょっとしています。 

 その点が１つ御指摘があったことと、ほかの調査の中で関連がはっきりしているものが

幾つかあると。私も今見ただけではちょっと思い浮かばないのですが、そういうものがあ

ったら、その関連があるかどうかを、この調査項目でクロスしてみるということも非常に

重要かと思いますので、他の自治体の調査票とか、内閣府その他でやっている調査などで

関連性が分かっているようなものについて少しクロスを取るようにするということも１つ

の案だと思います。 

 加藤さん、どうもありがとうございました。今のようなまとめでいいですか、ちょっと

勝手にまとめてしまった。いいですか、すみません。 

 ほか、いかがでしょうか。だんだん時間がきつくなってきて、もう一つの話題に移らな
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ければいけないのですが、調査票のほうで、先ほどもお話がありましたように、事務局と

しては２週間後ぐらいまでのクロスの注文ですかを出すということですので、この調査、

内容的にはかなり様々、深掘りすると面白いものが出てくるような細かいことをたくさん

聞いている調査だと思いますので、それを生かすためにも、ここにクロスをかけたらよい

というような御提案をお願いしたいと思います。少しお時間をいただいて考えていただけ

ればと思いますが、今はいかがでしょうか、よろしいでしょうか。 

 それでは、一応この議題はこれで……。 

○事務局 部会長、すみません、事務局から、集約期限２週間と申し上げた件について１

点アナウンスさせていただいてもよろしいでしょうか。 

○部会長 どうぞ。 

○事務局 ありがとうございます。今、委託事業者と調整して、大変恐縮ですが２月10日

水曜日で一旦集約をしたいということで、皆様には改めてお願いをさせてください。 

 それから加藤先生からお話しいただいた他の調査での関連等々についても、こちらで委

託事業者とデータを集めてまいります。ありがとうございました。 

○部会長 どうもありがとうございました。ちょっと残念ですね、２週間ではなくて10日

までということでお願いしたいと。 

○事務局 はい、10日でお願いします。 

○部会長 申し訳ありませんが、ちょっと短くなってしまいましたが、よろしくお願いい

たします。 

 この点でほかに何かありますか。なければ、それでは大体時間ですので、次の議事に移

りたいと思います。 

 それでは議事の(2)「(仮称)世田谷区第二次男女共同参画プラン調整計画」における男

女共同参画社会及び女性活躍推進の考え方について御報告をお願いいたします。 

○事務局 資料２に基づいて御説明します。資料の送付が直前になり、大変失礼いたしま

した。 

 前回、11月16日、審議会から男女共同参画部会に入って、皆様にはこれまでの意見とか

外的要因をお示しした上で、様々に御意見をいただいたところでした。今、庁内では、そ

れと並行して、この３年間取り組んできた内容を改めて関係所管の実務担当者に集まって

いただいて、大体どこまで来ているか、今後どういうことが求められるかというような話

合いを１月に集中して１回目を終わらせたところでございます。 
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 前回、11月16日には部会の皆様から様々な御意見をいただきました。今回、このプラン

の改定を進めるに当たり、部会の皆様には、主にこの計画の基本目標や課題について御意

見をいただきたいというお話をしています。 

 そして、庁内では、課題や施策について中心に意見を出し合い、それらをお互いに交換

しながら調整計画をつくっていこうという方針であるということをお話ししたところでし

た。 

 11月、部会における論点で皆様にいただいた中で、「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」は、少し言葉が大きいのではないか、であった

り、そもそも男女共同参画について、男性が変わらなくてはならない、女性活躍という言

葉についてなど様々御意見をいただいたところでした。 

 庁内の実務担当者、係長級とも、この世田谷での男女共同参画を進めていくに当たっ

て、今一番大事なことは何かを話し合った上で、部会長にも御相談して、この資料２をま

とめたところです。 

 これから作業が本格化していく前に、世田谷区―国でも東京都でもなく、実際に区民

のすぐ一番近くにいる自治体として、この男女共同参画社会や男女共同参画をどう考える

べきかの整理に、今回お時間をいただいて、部会員の皆様から御意見をいただければと思

っております。 

 資料２の御説明に戻ります。主旨です。「第二次男女共同参画プラン」策定から約４年

が経過して、特にこのコロナ禍の影響等を踏まえ、区民の生活様式や仕事や生き方が想定

以上に変わってきております。 

 こうした状況を踏まえて「男女共同参画」推進にどう取り組むべきかを整理したいとい

うことが主旨でございます。 

 そして、現状での区の「男女共同参画社会」、そして「男女共同参画」の考え方をいま

一度記載しました。 

 まず、現行のプランにおいて「男女共同参画社会」の言葉の定義は、既に「男女だけで

はなく多様な性を含めたすべての人が尊重され、参画できる社会」を目指すとなっていま

す。そして現プランの基本理念は、「一人ひとりの人権が尊重され、自らの意思にもとづ

き、個性と能力を十分発揮できる、男女共同参画社会の実現」であるということ、これは

（女性の活躍だけでなくすべての人が尊重される社会を目指す）という意味を込めていま

す。 
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 一方で、この計画ができた１年後に、私どもは条例を制定して、改めて条例の前文に定

めております。男女、多様な性を超えたところまで述べようとしています。 

 そういったことを踏まえて、現在、世田谷区ではこのような視点で考え方を整理しなけ

ればいけないのではないかと思いまして、先日の部会長とのお話も基にまとめました。 

 (1)は、人々の意識が変化しているというところです。若い人と中高年の違いは大き

い。一方で男性は「よくわからない」と言っている方もいらっしゃる。そして、今回の世

田谷では、家族の在り方が多様化してきたというところも落としてはならないと思ってお

ります。 

 (2)社会への不安にどう対応していくか、も整理の視点としては大事であると考えてお

ります。この辺は後ほど部会長から補足していただければと思います。 

 (3)地域コミュニティとのつながりです。世田谷区では、もとよりこうした取組が非常

に盛んではあるのですが、「まちづくり」や「地域コミュニティの形成」と「男女共同参

画」がつながっていくこと、そしてそれが計画で見えることが大切ではないかと考えてお

ります。 

 (4)「男女共同参画センター“らぷらす”」についてでございます。推進体制の整備で、

らぷらすについては、役割をはっきりと書き込んでいるところです。 

 一方で、らぷらすという施設についての区民の認知度は、昨年の区民意識・実態調査に

おいても決して高くない、知っている、名前は知っているを合わせて20％に達しないとい

う現実があるのですが、それについては、書かせていただきました女性対象の支援やコミ

ュニティーづくりに主軸を置いて、「女性対象の」というところが今回、肝ですが、そう

いった事業展開をしてきたことが影響しているのではないかと事務局は考えています。こ

こについても少し御意見をいただけたらと思います。 

 そして、前回の部会で女性活躍推進という言葉の捉え方については、複数の委員から厳

しい御意見をいただいたわけですが、ここに関しては、例えば女性の町会長が増えていく

など地域での男女共同参画をもっと進めるという視点を持って取り組むことが大切なので

はないかと考えております。 

 これらを踏まえて、この計画において、どのように区民の方に伝えていくかを考えてい

るところですが、こちらの４行目から下、「男女だけでなく多様な性を含めたすべての人

が、その多様なあり方について」、事務局としては、この後を一番強調したいのですが、

「互いに理解し、認め合い、協力して、一人ひとりが自分らしく暮らせる地域社会を一緒
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につくっていくことを伝えることが大事ではないか。」と思っておりまして、その一手法

として、例えば計画名にサブタイトルをつけたり、基本目標の表現を変更したり、平仮名

での表現を併記したり、それからコラムのようなものを使うというような、いわゆる伝え

る、読みやすくするということも有効ではないかと考えております。 

 部会長に補足をお願いして、いま一度この足元の自治体、世田谷区における調整計画に

おける男女共同参画の考え方を整理するのに、皆様からの御発言をいただければと思って

いるところです。 

 事務局からの御説明は以上でございます。部会長、補足がありましたらお願いします。 

○部会長 私が補足すべきか、ちょっと分からないですが、この前お話ししたときに私か

ら申し上げたことは、今多くの人が男女を問わず、国籍問わず、性的指向を問わず、大変

不安というものに立ち向かってしまっている、孤独感と不安が大変強くなっている社会な

のだということを申し上げました。 

 その中で女性活躍ということをそのまま取って、もっと頑張れという形だけでのメッセ

ージでは恐らく伝わりにくいところがある。自分には関係ないとか、むしろ自分が取り残

されてしまっているような不安すら喚起する、そのように聞こえてしまうとすると、どう

したらよいかという、そこにポイントを当てたらどうかというようなお話をしました。 

 特に若い世代においては、活躍という言葉に対する違和感が大変強いですね。これ以上

何をせよと言うのかと。それは安倍政権が持っている基本的姿勢なので、まさにここに書

いた―前のほうに書いてあるのかな、女性活躍は、本来は職場において女性が活躍でき

る環境を整備する、むしろ職場とか社会の環境整備のはずの言葉が、まるで女性個人がも

っと頑張れと言われているように感じると、そのあたりが一番伝わりにくいところなので

はないかというようなことを申し上げました。 

 それは決して女性だけではなくて、男性たちも、女性がそれだけ頑張ると言ったら、男

はもっと頑張れと言われているように思うというようなところとか、逆に自分自身の力不

足を痛感させられてしまって、かえって悲しい思いをするとか、アメリカのラストベルト

における工場労働者のように、もう男の出番はないのかと思うような、そういう人も出て

くるかもしれない。 

 そのような、要するに活躍という言葉が意味している、公的領域における出世と言う

か、金持ちになるというニュアンスの男女共同参画ではなく、誰もが不安でなくいられ、

認め合って暮らしていけるという、相互に、連帯という言葉は難しいけれども、そういう
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ものが、恐らく世田谷が求めている多文化共生も、それから多様性ということで、性的指

向とか、ＳＯＧＩとか、そういう問題の多様とかにも対応した男女共同参画というか、そ

ういうものを求めているのだとすると、そここそが本当に、誰一人取り残さないとよく言

いますが、難しい、言葉で言うことは簡単なのだけれども、何を言ってもそう聞こえない

んだよね、何か言ってしまうと、ほかの人には別になってしまうということがあるのです

が、でも、世田谷の特徴はそこなのだということをもうちょっと強調してもよいのではな

いかということを申し上げたのですね。 

 そんな感じだったよね。そういうことだったと私は思っているのですが、うまく言えな

かったかもしれません。ちょっとそこを強調するような調整というのか、区民への伝え方

ということをしたらどうだろうというようなお話を少ししたのです。 

 もちろんそうである必要はないのであって、皆様がお考えになっている、こういう方向

で行くという事務局の御説明はこれでいいですか、もう御意見をいただいてしまって。 

○事務局 はい、大丈夫です。 

○部会長 私のちょっと言ってしまった、もしかしたら要らないことだったかもしれな

い、そういうことも含めての事務局のお考えに対して、全く自由なお立場から、現状分析

と、今必要な伝え方の特徴ですか、方向性ですか、そういうものについて御意見がある

方、ぜひお願いいたします。ここは事務局としては大変悩まれているということですの

で、今の現状に対して、いかがでしょうか、どなたからでも結構です。 

 もう印象論でいいですよ。私は若い人たちの不安を感じ取ったというお話をしているの

ですが、いや、違うという人もいらっしゃるかもしれないので、そういうものはあくまで

主観的というか、個人の意見もあると思いますので、いかがでしょうか。 

 お願いいたします。 

○委員 このプランの中で、例えば中高校生とか、もっと若い世代、まあ、子どもはちょ

っと男女の問題、どう取り上げたらよいか分からないですが、中高校生とかの意識とかい

うところのことも何か入るといいのかなと。 

 あとは、この意識の変化で「男女間というところでの男女共同参画には全く抵抗がない

のでは」とは、ちょっと私としては思えない、まだまだ全く同じというか、子育てにして

も、対等にというか、本当に一緒になってという形にはとてもなっていないと思えるので

すが、そういうところも含めて、もっと若い世代に向けての何かあれがあるといいかなと

思いました。 
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○部会長 どうもありがとうございました。世代間にかなり差があるのではないかと私も

申し上げたのですが、そういうことを含めて、若い世代に対するメッセージをうまく伝え

られるような方向になるとよい、それを、どういう意識を持っているかを含めての、まず

調査ですか。まず、意識調査も含めて、そういうものがあるのかどうか、また、その意識

調査に基づいた何か計画があるのかどうかが１つですね。 

 それからもう一つは、男女間でもかなり差があるという御指摘もあったかと思います。

それらのこと、たしか先ほど、意識が非常に変化しているということで、世代差とか、そ

のことに基づく変化に対応した伝え方が必要だという事務局の案の基本的考え方を伺いま

したが、そこについての御指摘だと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○委員 もう先ほどおっしゃっていただいたことはそのとおりと思うのですが、部会長

も、委員もですが、この意識の変化の、さっき、中高年が変われないのかというのは、ま

さに本当にこれはそうで、あと、この一部男性には、今でも性別役割分業があるのではな

いかとか、この辺は、もう本当に当然ありますよねということだと思うのです。 

 このセクシュアルマイノリティーの問題についても、中高年男性というか、高齢男性は

極端に理解が低いということがあったりして、その辺がどうしてもネックというか、私と

しては、語弊がありますが、そういう方がどんどん、まあ、いつかはいなくなるので、時

間を待てばよいのかなとも思いつつも、ただ、根強く、何か再生産されているそういう人

たちが、若い世代にも、やはり引き継がれている部分があったりもするんですよね。 

 だから、とはいえ、もちろん若い人の中ではどんどん変わってはいっているのですが、

何かその辺が、この中高年層の、特に男性、だけど、男性だけでもない、やはり女性もそ

れにかなり裏表だったりするので、その辺はどうすればいいのですかねということは本当

に常々思っています。 

 それは会社とか、私が所属している弁護士会とかもそうですが、そういう、権力と言う

とあれですが、そういうリーダー的な存在のところでは、いまだにやはり男の人のほうが

大多数なので、その辺の、そう考えると、先ほどの管理職とかリーダー層に女性がどんど

ん、もうポジティブ・アクションをどんどん積極的にして、そのように増えていかないと

ならないと。 

 テレビの討論会とか、そういう何かトップ層の座談会とかを見ても、ほとんど男だった

りすると、女はそういうことをやるものではないよねということが知らず知らずに植え付
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けられますし、やはりその辺が常々課題だなということは、私も悩ましいと思っているの

で、その辺をどうにか世田谷から頑張っていっていただきたいと思うのですが……。 

○部会長 男性、特に中高年男性があまり変化していないのではないかという前提の上

で、そこに向けたメッセージなり施策をどう考えるかが大事なのではないかという御指摘

でしょうかね。それは皆さんそうだと思いつつ悩みますね。 

 大体メッセージを発して、届くのかなとか、そもそも聞かないのかなとか思ったりもす

るのですが、市でも区でもどこでも同じですが、実は地域や自治体や国の方針を決めてい

るのはその人たちで、ため息をついていますが、コロナ禍、コロナになったということ

は、そういう人たちに何か訴えるチャンスではあるのでしょうか、どうでしょうか、そう

でもないですか。いかがですかね。 

 もしよろしければ、何か御意見はございますか。男性向けの施策が必要だということを

審議会その他でよく御指摘していましたよね。よければその辺でお考えがありましたらお

願いします。 

○委員 遅れまして、すみません。中高年と伺いましたが、私の感覚では、20代、30代で

も、その人たちのほうが「男は」という感覚、いわゆる前近代的な思考を持っている方を

お見受けすることが多々あります。結局、それがＤＶにつながったり、家庭生活が破綻し

たりということの原因になっているようにも感じています。 

 では、その下の世代はどうかというと、その下の世代も、私が関わっている子どもたち

ですが、やはり言動の中からそういうことが出てくることは多々あります。ですから、世

代間ということで、中高年ということではなくて、家族とか、仲間文化の中で受け継がれ

てきているのかなという感じがしないでもないのです。 

 それで、私が思うことは、伝えるというよりも、教育の部分で、つまり今はどこで、み

んなが対等で、一人一人自分の考えを持ち、話し、そして人とお互いに理解し合って、受

け入れ合って生きていくのだよということを伝えていくか。そうすると、その場面がなか

なかないように思っています。 

 私は人権擁護委員をしていますが、人権教育で小学校等に参ります。ですから、そうい

った部分で、教育と言うと大げさですが、やはり知らず知らずのうちに、とにかく教育と

いう部分で、小さい頃からの必要性を物すごく感じているのですね。 

 ですから、ただ単に伝えていくとか、そういうことではなくて、もっと様々な世代、

様々な立場の人たちにそれを、どういうのですか、啓発ですか、どういう形がよいのか分
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かりませんが、家庭が昔とは変わってきていますから、その中で伝えていくということは

とても無理なことはもう承知していますから、他の外国の欧米文化と比べると、日本はそ

ういう面の法教育であったり、人権教育であったり、そのあたりは大変薄いような気がし

ていますから、そこを何かきっかけづくりを、こういった審議会から投げかけてやってい

ただけるようになるとよいかなということは１つです。 

 もう一つは、男女共同参画という言葉について、言葉では分かっているというのか、だ

けど行動は違うという方がいっぱいいらっしゃるようなことだと思うのです。 

 例えば男女共同参画、つまり女性の活躍や女性が活躍していくためにということを目的

にした話合いをした後、帰り際、これは女性のほうですが、「これから帰って御飯の支度

をしなくては」と。さっき男女共同参画の話をしていたでしょう、それで帰る間際に「あ

っ、これから急いで帰って御飯の支度をしなくては」という話が出てくるわけですね。 

 だから、それを聞いて、えっ、では、私は違っていることを言っていたかしらと気がつ

く方もあったり、ちょっとおかしいのではないのと言ったり、そのようなことがあります。 

 ですから、とにかく、私は別にどちらが御飯の支度をしようが、どちらが働こうが、そ

れはどちらでもよいと思うのです。ただ、個人同士お互いに話し合って、それをお互いが

納得して、決めてやっていくことが大事であって、どこのうちもみんな男の人が育児を手

伝いということが、そういうほうに向かっていくということも、何か私にとっては不自然

な気がしているのです。その人、その人たちの生き方があるわけですから、それを互いに

認め合っていく、そのようになっていってほしいと私は思っているのです。 

 ですから、そういう意味で男女共同参画とか、男女共同参画センターという名称が、や

はりちょっとなじみにくいなということがありますし、もうそれは致し方ないことは分か

っていますので、それをどうこうと言うつもりはありませんが、そういうことで、これは

感想みたいなものです。 

○部会長 どうもありがとうございます。世代だけでなくて、やはり若い世代にも、かな

りＤＶとか、そういうことの中で、無意識に男らしさのようなものを持って、それにとら

われているような若い世代もいる、個人差もかなりあるということも伺いましたし、それ

から、男女共同参画ということの意識と、それから行動の違いというものは、皆それぞれ

かなり大きい、女性も男性も恐らくそうなのだと思います。簡単にまとめてはいけないの

ですが、そういった御趣旨の御発言をいただきましたが、今のお話も含めて、皆さん、い

かがでしょうか。 
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 確かに高齢男性は変わらないという御意見もございますが、若いほうも、それほど変わ

っているわけではない。いや、変わっている人もいることは、私は知っていますが、それ

はいるのですが、決してみんなが変わっているわけではない。 

 男性運動とか、メンズリブと言うのですか、そういうものはかなり弱まってしまったの

ですかね。いかがなのでしょうか、この前、何か新聞記事で社会学者が、多賀さんです

か、新聞に出ていて、一時高まったけれども、今は弱くなってしまったみたいな話を新聞

でしていましたので、男性の中の男女共同参画なり、要するに性別役割分業でない社会を

つくろう、その中に幸福を見つけていこうというか、自分の未来を見つけていこうという

人の動きが、かつてに比較すると、一時弱まっていると、多賀太さんという方、彼は男性

学の人ですが、おっしゃっていましたね。そうなのかなと思ったりもしています。 

 いかがですかね、それらを含めて、世田谷はこのような方向でこのプランを考えるべき

だという御意見が何かありましたらお願いいたします。 

 まだお話しになっていない方、ぜひお願いします、何か御意見ございますか。 

○委員 何かまだ自分の考えがまとまらないのですが、皆さんがおっしゃっているよう

に、確かに女性の問題、女性の生きづらさの問題は変化してきていないというよりは、む

しろ悪化してきているというか、がっかりな方向に行っているのかなとは思うのです。 

 では、それを男女共同参画センターがどのように関わっていったらよいのかということ

で、今回の資料を先ほど見たわけですが、これまで認知度が高くないということは、女性

対象の支援やコミュニティーづくりに主軸を置いてきたことが影響しているのかどうかは

分からない。そういうやり方が必要で、このまま継続していく必要があるのか、あるいは

男性を含めた事業展開という、まあ、男性の意識が変わらなければいけないというところ

で、そういう事業展開も必要なのかというところで、ちょっとどのようにやっていくこと

がよいのかが、私の中で今まとまらないのです。 

 ただ「一人ひとりが自分らしく暮らせる地域社会」とざっくりと考えたときに、今まで

必要だと言われていた女性問題のその視点が薄まっていってしまわないように事業展開を

していく必要があるのではないかということを、今思いながら、この資料を見ていて、何

か皆さんがおっしゃっていることは分かるし、事務局がおっしゃっていることも分かるの

だけれども、ちょっと間違えると、何か違う方向に行ってしまわないかなと、ちょっと危

惧を感じているというところです。 

 すみません、まとまっていないのですが、でも、少なくとも今まで女性センターと言わ
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れていたセンターが女性問題の解消のためにやってきたことが、まだ達成したわけではな

いというところの視点は、ぜひなくさないでいたいなと思っています。 

 すみません、まとまらないのですが。 

○部会長 どうもありがとうございました。 

 らぷらすの話にそれなりに特化しているのかな、その近所の関連で、女性を対象とした

施策を中心にやっていくことが、一方で、本当にそれだけでよいのかみたいな問いかけが

ありながら、では、そういう問いかけをすることで女性センターの存在、かつて女性セン

ターだったところの男女共同参画センターの活動の女性問題に対する意味は薄まらないか

という、その辺のバランスが大変難しいということですね。 

 これはそうなのですね、問題を解決するには、女性だけを対象にやっていたのではどう

にもならないのですよ。社会を変えていただきたいわけですから、本当に変えるのは男性

も含めたみんななのですね。そのためにセンターをつくっているのですが、そのためには

男性にも変わっていただきたいのですが、女性だけ勉強して、女性だけ頑張ろうと言った

って何も変わらないということはあるのですが、では、それを何かそういう別な形にやる

と、一体何のためのセンターなのというか、女性問題の視点が見えにくくなってしまう。

そこもまた大変心配なところで、何が問題であるかということですね。 

 例えばワーク・ライフ・バランスの実現ということで、女性問題は全て語れるのか。恐

らく違うでしょうね。女性に対する暴力とか、そういう問題ももう一つありますし、性の

自由とか、性的な自由という問題、セクシュアルマイノリティーの方たちと一緒に考えな

ければいけない、そういう側面、性と生殖におけるリプロダクティブ・ヘルス・ライツの

問題とか、そういう幾つか落とせないものがあって、では、そういうものを数え上げれ

ば、女性ということはもう言わなくてよいのかというところはちょっとあるのですね、ど

うなんですかね。 

 そういう基本的な問題を押さえるのか、それとも、他方、それが複合して女性に現れて

いるのだからという、その対象者別に何か訴えかけるものも要るのではないかというとこ

ろも確かにありますね。 

 その辺がなかなかいつも悩ましいところです。大きな方向、目指すところはいいです

ね、誰一人取り残さず、みんながそれぞれ自由に選択して生きられる社会をつくる、その

ためのプランなのだということは分かっているとして、取りあえずどういうところに焦点

を当ててやっていくことがよいのかというところですね。誤解などを防ぎながら、より浸
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透しやすい、より認識してもらいやすい、認知度が上がる、そういった訴えかけや働きか

けをするにはどうやったらできるのか―などと難しいことをいっぱい言ってしまったの

で、誰も言わないですか。 

 館長、お願いします。 

○男女共同参画センターらぷらす館長 御意見をいろいろありがとうございました。世田

谷区の条例は本当に先進的で、男女共同参画のことだけではなくて、多様な性というとこ

ろがすっかり入ったというところがあろうかと思います。 

 そこの、男女共同参画と多様な性というものをどのように統合していくかが大変難しい

ところだろうと思います。といいますのは、男女共同参画の推進でスタートしております

が、そこが、では日本の、あるいは世田谷で十分進んでいるか、問題が解決しているかと

いうと、そうではなくて、ＧＧＩを見ても、まださらに男性と女性の格差が広がっている

という状況の中で、部会長が冒頭でおっしゃったように、コロナで状況が大変になってい

る人たちがさらに増えていると。 

 これは東日本大震災と同じで、何か平時のときに格差があると、非常時にはそれがさら

に大きな格差になって出てきているということで、女性の困難がさらに広がってきている

なと思います。 

 ですから、ここは、格差を埋めるということは、これからもしっかりやっていかなくて

はいけない。しかし、では、男性と女性の二分法でよいかというと、そうではなくて、多

様な性が入っているわけですから、そこはこういう解釈ということで、これまで条例をつ

くるとき、あるいはプランをつくるときに、世田谷区の方たちと御相談してきたところで

すが、何らかの性であることが差別や優遇につながることへの異議申立て、ここを軸にし

ていくということで、女性であるということが差別、あるいは男性であることが優遇につ

ながることへの異議申立てというか、ここを平準化していきましょうという考え方と。 

 そして、それは男女だけではなくて、何らかの性であるということがという捉え方をす

れば、これまで、いわゆる、今ＳＯＧＩ、セクシュアルマイノリティーと言われている人

たち、そういう性であるということが差別につながる、あるいはそうでない人たち、シス

の人たちが優遇につながるということであってはいけないという読み方で整理してきたの

ではないかと思っています。 

 そして、この条例は多文化共生と２つ入っているわけですが、男女共同参画センター

は、その前のほう、男女共同参画社会の実現について男女共同参画センターが拠点施設に
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なるということで伺っております。 

 そして、男女共同参画センターは、例えば国籍が違ったり、肌の色が違ったり、あるい

は言語が違ったり、そういったところまで含めての拠点施設ではないということははっき

りしているのではないかと。 

 ですから、今回の審議会も２つに分けての議論になっている、部会２つの議論になって

いて、男女共同参画センターについては、何らかの性であることが差別や優遇につながる

こと、これを平準化していくというか、この差をなくしていくということ、それから、そ

の考え方としては誰をも取り残さないというところでやっていくということが、男女共同

参画センターの役割ではないかと理解しております。 

 聞いていただいて、ありがとうございました。 

○部会長 らぷらすの館長の男女共同参画ということについての、今の捉え方、どういう

方向でやっていくかの基本的な、世田谷区と話し合った上での方向を説明していただきま

した。 

 そういうことも含めて、いかがでしょうか。大きな方向について議論するということ

は、逆になかなか難しいのですね。すみません、どうも難しいですが、まあ、性別という

ところでいくと、生物学的な性別と、また自分自身のジェンダーアイデンティティーはか

なり差がありますので、そこの間を含めて、女性とか男性という言い方そのものを自分に

は当てはめたくないという人も、今、出てきているのですね。そういう人の問題も含めて

ということでよろしいのですか。らぷらすとしては男女共同参画を、そういう意味で使っ

ているのでしょうか。 

○男女共同参画センターらぷらす館長 はい。 

○部会長 そこは１つポイントになると思います。 

 あと、多文化共生との関連ももう一つのポイントかと思いますが、そこについてはいか

がでしょうか。 

 外国籍の方々の中で、女性問題は結構大きいのですね。その辺はもちろん御存じだと思

いますが、ＤＶとか、それから離婚とか、それらが全て、外国籍の方の場合、要するに自

分が日本にいられるかどうか、在留資格の問題と重なってくるので、問題が大変深刻にな

るのですね。 

 そして、多文化共生のほうでそういう問題を十分扱っていただけているのであれば、も

ちろん男女共同参画センターのほうは、それらのことは基本的には自分の問題ではないと
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いう形でしていただいても結構ですが、世田谷としては、どこかで扱っていただきたいで

す。私、ＮＰＯその他の御意見を聞いていますので、もうみんなそれをやっています。 

○男女共同参画センターらぷらす館長 はい。 

○部会長 離婚とかＤＶとかの被害者、男女問わず、そういう場合、在留資格が絡んでき

てしまって、要するに訴えられない、離婚してしまったら出なければならなくなる、日本

に滞在できなくなってしまう人も多いのです。 

 あともう一つ、外国籍の方で性転換された方がいるのですね。そういう性別が替わって

いるという方が、日本で、入管などで追い出されそうになっているのですね。 

 そういう意味では重なる問題は今後もどんどん出てくると思います。このあたりは、恐

らく、せっかく世田谷がこういう条例をつくったのであるから、本当に重なってくるとい

うことは、数としては少ないかもしれないけれども、実はもうみんながそういう多様性を

持っているという形で見ていくべき時期に入っているのではないかと。 

 社会が変化しているということは、そういうことなのではないかと思うのですね。性別

やセクシュアルオリエンテーションだけでなく、国籍だけでなく、まさにクラス、階級と

か、正規、非正規とか、そういうものを含めて全てがずれていく、だからこそ連帯が難し

いのですが、それにもかかわらず、みんなを取り残さないという方向でのプランの立て

方。言うのは簡単、やるのは難しいと。 

 あと、何かここを抜かしてはいけないというような視点はございますでしょうか。それ

だけでは駄目だよ、ここも要るんだよというようなことですね。障害のある、なしも確か

に大問題なんですね、男女と障害のある、なしという問題は物すごく絡んでいます。要す

るに性的な権利みたいな、セクシュアルライツと言うのかどうか分かりませんが、そうい

うものと障害の有無も物すごく大きな問題です。 

 だからこそ、そのプランにおいても、その精神が反映してほしいと思ってはいるのです

が、もちろんもともとの問題そのものも大切にしていくということですね。 

 すみません、インターセクショナリティーというのを言い過ぎたかもしれない。インタ

ーセクショナリティーとよく言うのですね、複数のクロスの問題というものが今たくさん

起きているんです。 

 よろしいですか。あまり御意見が出なくて申し訳なかったのですが、まだこの問題で御

発言がない方、どうですか、何かありますか。 

○委員 いや、もう話してよいのであれば幾らでも話したいことはあるのですが、すばら
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しい議論だなと思って勉強させていただいています。部会長がおっしゃっているインター

セクショナリティーの議題は本当に重要なので、取りこぼさないようにということは、も

うそのとおりだと思っています。 

 先ほど館長もおっしゃっていたように、平時ではなくて災害時にマイノリティーが困難

だということも見過ごしてはいけないですが、インターセクショナリティー性、複合的マ

イノリティー性の人たちに困難がより集中しているというところも見過ごしてはいけない

ということで、取りこぼさないようにしていかないといけないと思っております。そうい

うところが１つ目です。 

 ２つ目に、世田谷区の男女共同参画というものは日本を代表する、すばらしい先駆的な

ものであって、だからこそ、ここに何が書いてあるかは、日本のいろいろな条例に何が書

かれるかにすごく通じてくると思っています。そういった中に多様な性を入れていただい

ているから、こうやって今、日本がどんどん変わっていっているということに対して、本

当に感謝しています。これからもジェンダー並びにＳＯＧＩのことをきちっと議論してい

きたいと思っています。 

 そういった中で、細かいのですが、「年齢、性別、国籍、障害の有無等にかかわらず」

というその前文に、性的指向、性自認とかが入っていたほうがよかったなとかいうことを

少し反省しながら読んだりはしていたのですが、まだまだ改善ができるところはあると思

いつつ、やはり一緒に議論をしていくというところは重要だなと思っています。 

 ３つ目、これはあくまで私の不勉強というところではあるのですが、男女共同参画とい

う言葉が、日本の法律、条例では常に使われてきていて、いろいろな人たちの血と涙の中

で出てきた言葉で、本当にすごく時代を切り裂いた言葉だとは思いつつ、例えばＳＤＧｓ

とかだと今、ジェンダー平等という言葉が使われていたりして、男女というと、多様な性

が見えづらいというだけではなくて、女男ではないではないですか、男女であるというこ

とに、やはりそこに優劣性があるふうに見えたりして、ジェンダー平等という言葉はなぜ

使われていかないのかなというところは常に疑問に思っています。  

 ここが先駆的な世田谷だからこそ、どういった言葉で語っていくのかは、いつか議題に

上がってもいいのかしら、今なのかしら、どうなのかしらと思っていますというようなと

ころです。 

○部会長 『男女共同参画』という言葉には、わかりにくいとか、男女という性別二元論

を前提としていて多様性に対する配慮を欠いている等の批判があるのですが、この言葉は
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英語のGender Equalityの日本語訳として導入されているんですね。なので、ジェンダー

平等と言い換えることは全くもっともなご提案だと思います。これまではいろいろな事情

でジェンダー平等でなく、男女共同参画という言葉を使用してきたのですが、もうそろそ

ろジェンダー平等という日本語に代えてもよい時期ではないかとも思います。日本政府が

男女共同参画という言葉を使っているということで、ここでも男女共同参画となっている

ことは、よくわかるのですが。 

 あと、いかがでしょうか、このことで御意見をいただいていない方、もうよろしいです

か。いかがですか、一言だけ。 

○委員 いや、考えるべきポイントは皆さんのお話でほとんど全て出そろっているような

気がするので、これを延々今議論するのでなければ、もういいかなと思います。毎回毎回

ちょっとずつ行ったり来たりして議論していくことだとは思いますが……。 

○部会長 分かりました。 

 あと、また御意見、この件について、大丈夫ですか。 

 それでは、この件、一応これで議題としては終わらせていただきます。 

 それでは、どうもありがとうございました。ちょうど時間なので、次第３、その他に移

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。いかがでしょうか、何かございますか。 

 よろしければ、委員の皆様からないようでしたら、事務局からはいかがでしょうか。 

○事務局 冒頭、課長から啓発物を部会員の皆様にお送りしました旨説明しました。内容

物を確認させてください。 

 ＤＶの御相談先を書いた小さなカード、これは変更がありません。 

 もう一つ、日本語版の「これってＤＶ…？」というＡ４判の三つ折りが入っていたかと

思います。これまで使っていたものを、内容については若干見直し、判型を変えて、より

手に取っていただきやすい形に変えています。 

 あわせて、紫色のポスターが入っておりました。相談先がＱＲコードで載っており、ス

マートフォンで読んで、区のホームページが表示されるようにしてあります。保育園や、

子育て中の方が立ち寄りやすいところへの配布を準備中でございます。 

 また、デートＤＶについての漫画の小冊子が入っておりました。今年からは中学２年生

を中心に配布予定です。 

 「これってＤＶ…？」については４か国語で作成しました。今後、ホームページ等でも
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御覧いただけるようになっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 こちらからの御説明について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。今の配付物及びその説明について御質問等は

ございますか。よろしければ、このその他の議事を終了します。 

 それでは、議事は終わりましたので、この後の進行は事務局にお戻しいたします。よろ

しくお願いいたします。 

○人権・男女共同参画担当課長 皆さん、長時間にわたり御議論いただきありがとうござ

いました。 

 特に今回、２つ目の議題を出しましたのは、新しい調整計画を今後皆さんで検討してい

ただくに当たって、条例の冒頭にもあるように、個人を尊重して、多様性を認め合いなが

ら、自分らしく暮らせる地域社会をつくっていくということで、先ほど委員がおっしゃっ

ていた、社会を変えていく必要がある、地域を変えていく必要があるということもいただ

きましたが、この男女共同参画を推進していくために、世田谷区を、地域を変えていくと

いうか、ちょっとおこがましい言い方かもしれませんが、変わっていく必要があると思っ

ていて、それは地域のいろいろな方を巻き込んでどうやっていけるかが肝にもなっていく

かと思っております。 

 今回の議論が、部会長がおっしゃったように、今日だけではなくて、今後の検討の中で

も、皆様からこういった点にまた御意見をいただいていきたいと思っておりますので、引

き続きよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。 

 では、今日はいろいろ御意見もたくさんいただきましたが、もしまだ御意見、質問等が

ございましたらメールで、期限を２月10日にしますので、よろしくお願いいたします。 

 今年度の審議会ももちろんですが、部会は本日で終了となります。新型コロナの影響

で、リモートの開催ばかりで皆様となかなかお会いできないこともありました。今年度大

変ありがとうございました。 

 来年度は、５月にこの男女部会の第１回目を開催の予定でございます。また６月には審

議会の第１回目を開催の予定ですので、また日程が近づきましたら、皆様には御連絡しま

すので、よろしくお願いいたします。 

 では、本日は長時間にわたり、皆様ありがとうございました。 

○部会長 ありがとうございました。 

午後４時53分閉会 


