
様式第2号(第5条関係) 

 

審 議 会 等 会 議 録 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

   委嘱式 

加藤人権推進課長が委員名を呼称後、市長から１人ずつ委嘱書を手

渡す。 

 委員の自己紹介と事務局職員の紹介 

事務局 第１回久喜市男女共同参画審議会 

配布資料の確認 

それでは、ただ今から、第１回久喜市男女共同参画審議会を始

めたいと存じます。 

久喜市男女共同参画を推進する条例第２１条第２項の規定によ

り、審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことがで

きない旨の規定がございます。 

 本日は、１０名中、８名の委員さんに出席いただいておりますの

で、本会議が成立していることを、ご報告させていただきます。 

 それでは、さっそく会議に入らせていただきたいと思います。 

本日は、初めての会議でございますので、事前に、皆様に４点ほ

ど、ご了承いただきたいことがございますので、ご案内いたしま

す。 

まず、１点目でございます。本市では、審議会等の会議の公開に

関する条例に基づきまして、会議は公開することを原則としており

ますので、本審議会の会議も公開としたいと存じます。 

次に２点目でございますが、会議開催については事前公表を行う

ことが規定をされております。それを受けまして、市では市の掲示

板や市のホームページ上に会議開催につきまして掲載をしておりま

す。本日のこの審議会開催につきましても、事前に公表しておりま

す。３点目でございますが、会議の傍聴を希望される方がこの会場

にお見えになることもございます。傍聴席を後ろの方に用意させて

いただきます。 

 後に４点目ですが、会議の記録のため、会議内容の録音と、写

真撮影をさせていただきます。 

以上４点について皆様のご了解をお願いいたします。 

それでは会議開催にあたりまして、田中市長より、ごあいさつ

を申し上げます。 

田中市長 皆様、こんにちは。本日、平成２５年度の第１回審議会開催のご

案内を申し上げましたところ、大変お忙しい中、ご出席いただきま

して誠にありがとうございます。ただいま私から審議会委員として

委嘱をさせていただきました。どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

さて、久喜市は、平成２２年３月２３日に合併いたしまして３年

が経過いたしまして、今年４年目を迎えました。その間、男女共同

参画の推進につきましては、大きな事業としてはほぼ順調に遂行で

きたものと思っております。男女共同参画事業につきましては平成

２２年９月に久喜市男女共同参画を推進する条例を施行いたしまし
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た。その後、男女共同参画審議会委員の皆様のお力添えをいただき

まして、平成２４年３月には『久喜市男女共同参画行動計画第１次

であります 女(ひと)と男(ひと)ともに輝く共生プラン』を策定した

ところです。 

このような中、市では、平成２５年度からの１０年間における市

政運営の指針となる計画でございます、「久喜市総合振興計画」を

策定いたしました。４月からこの計画に基づく市政運営がスタート

いたしております。振興計画の中には、男女共同参画社会の実現に

向けた施策も盛り込まれておりまして、引き続き、あらゆる分野

で、男女とも個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の推進を

図ってまいりたいと考えておりますのでどうぞよろしくお願い申し

上げます。 

現状の久喜市についてご報告申し上げますと、建設中でございま

した本多静六博士の記念館についてでございますが４月２１日上田

埼玉県知事をお招きして菖蒲総合支所５階に開館いたしました。 

ご存知かと思いますが、埼玉県が生んだ５大偉人の一人でござい

まして、久喜市菖蒲町のご出身でございます。没後６０年という節

目の年にあたることからも記念館をオープンいたしました。日本の

公園の父と呼ばれている方でございまして日比谷公園、明治神宮、

大宮公園、野田の清水公園など、北は北海道、南は九州まで、全国

で１００とも３００とも言われる公園の設計、管理を行った方でご

ざいます。青森県の野辺地町というたいへん雪の多いところがござ

います。これ以上は列車が進めないというところで、午後雪が降り

翌朝見に行くと列車が雪に埋もれてわからないというほど雪深いと

ころでございます。そこの駅の前に本多博士が明治時代に、「防雪

林 雪を防ぐ林」を造ったわけでございまして、現在も有効に防雪

林が機能しています。そんな業績をもつ本多静六博士を、上田県知

事が敬愛しておられ、県内小学校高学年向けに博士の副読本が作ら

れ、子どもたちが勉強しています。また、この記念館のオープンに

あたり、市内２３小学校の５年生対象に副読本をつくり、勉強して

いただいております。機会がございましたら、記念館をご覧いただ

ければと思っております。 

このことから野辺地町とは合併前の菖蒲町が交流していまして、

野辺地の子ども達が久喜にきたり、市内の子ども達がおじゃました

りという事業を進めてきました。野辺地町からは合併しても都市協

定を結んでいただきたいとお話がありまして、旧栗橋、鷲宮のみな

さまにも周知してからという気持ちもあり、今年の８月には、私が

野辺地町に出向き、都市協定を行いさらに交流を深めていくことに

しております。ご報告をさせていただきました。 

本日は、10人の委員の皆様に審議会委員としてお願いをしたとこ

ろでございます。当然のことながら男女共同参画社会の実現は、行

政だけでできるものではなく、市民や事業者の皆様との協働によ

り、成し得るものと考えておりますのでよろしくお願い申し上げま

して、ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

事務局 ありがとうございました。 

続きまして、次第３の会長、副会長の選出に入らせていただき

ます。 

審議会には、男女共同参画を推進する条例第２０条第５項の規
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定により、会長並びに副会長1人を置くことになっております。本

日は、第１回目の会議でございますので、議長となります会長が選

出されておりません。 

従いまして、会長が決まるまでの間、田中市長に、仮議長に就

いていただき、会議を進めていただきたいと存じます。 

田中市長、よろしくお願いします。 

仮議長（市長） それでは、会長、副会長が選出されるまでの間、暫時、私の方で

議長を務めさせていただきます。 

皆様のご協力をお願いいたします。この男女共同参画審議会に

は、ただいま事務局から説明がありましたとおり、会長及び副会

長をそれぞれ１人置くことになっております。その選出につきま

しては、委員の互選によってこれを定めることになっておりま

す。まず、会長につきまして、皆さんいかがでしょうか、ご意見

をお伺いいたします。 

倉持委員さん。 

倉持委員 長い間、この審議会の委員を務めさせていただいておりまして、そ

の間、榎本恭子さんが会長を務めてくださいまして、おかげで審議

会の成果も上がったと思われ、名会長さんと思っております。でき

ましたら榎本恭子さんに続けてやっていただきたいと、個人的には

思うのですが。よろしくお願いします。 

仮議長（市長） ただいま倉持委員さんから、会長には榎本委員さんが適当とのご発

言がございました。いかがでしょうか。 

 （異議なしの声） 

仮議長（市長） 異議なしというお声がございました。 

改めてお伺いいたします。会長には榎本恭子さんでよろしいでしょ

うか。 

 （異議なしの声） 

仮議長（市長） それでは、全員のみなさまのご了解を頂戴いたしました。会長には

榎本恭子さんと決定させていただきました。次に副会長選出でござ

います。如何いたしましょうか。 

榎本委員さんどうぞ。 

榎本委員 私が会長職に就きますにあたりまして、これまで大塚委員さんに副

会長としてご協力賜っているところでございましたので、私として

は大塚委員が副会長にご就任いただきますとたいへんありがたいこ

とだと思っております。 

仮議長（市長） ただいま、榎本会長さんから、副会長には大塚委員さんが適当との

ご発言がございました。改めておはかりいたします。副会長には大

塚委員さん、よろしいでしょうか。 

 （異議なしの声） 

仮議長（市長） 大塚委員さんよろしいでしょうか。 

大塚委員 はい。 

仮議長（市長） ご本人にも了解をいただきましたので、副会長には大塚治委員さん

と決定させていただきます。おかげさまで会長、副会長が選出され

ました。これをもちまして議長の任を解かせていただきます。ご協

力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。会長・副会長が決まりましたので、会

長・副会長におかれましては、前の席お移りいただきたいと思いま
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す。 

それでは、ここで榎本会長と大塚副会長から一言ずつ就任のご挨

拶をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

榎本会長 榎本恭子でございます。皆様からご推薦いただきまして、就任する

ことになりました。よろしくお願いいたします。これで結構緊張し

ておりまして、はたしてやっていけるのかなぁという気持ちでいっ

ぱいですが、長くこれに携わったということで、ということかと存

じますのでがんばってみたいと思います。男女共同参画についてで

ございますが、よく巷では、男性が「僕はゴミ出ししてます」「ご

飯を食べた後のお皿を台所に運びます」とおっしゃいます。またあ

るいは、オムツを替えますし、お風呂にも入れます。ということを

おっしゃって、もはや共同参画は達成されたというようなことを匂

わせておっしゃることをよく耳にしますが、もはやそんなﾚﾍﾞﾙでは

ないということを委員の皆様はおわかりかと存じます。条例ができ

まして以来のプランでございますが、そんなﾚﾍﾞﾙではなく、もっと

高次元でいろいろなことを考えていただいているわけですが、しか

し、現実と理想のギャップはたいへん高いかなぁということも認識

しているところでございます。そして、私や中村委員は人権擁護委

員を務めているわけですが、県の県連の調査によりますと、人権擁

護委員の女性の割合は、久喜市が県内でトップでございます。そう

いういうことを考えますと、やはり、政策方針決定にある方、任命

権者であられる市長さんの見識の高さであると思うわけでございま

す。こういう点からも、いろいろなところで、共同参画、男女がと

もに輝くということが大事であると言われると思います。そういう

ことに向かって私どもは行政と一体になってよい意見を積み上げて

いきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

事務局 ありがとうございました。それでは続きまして大塚副会長さん、よ

ろしくお願いいたします。 

大塚副会長 はい。こんにちは。午前中、会社で研修を受けておりまして、「サ

ザエさん」の磯野波平さんが５４歳だということを聞いてショック

を受けまして、私もあと１年で波平さんのようなしっかりした大人

にならないといけないなと焦りを感じてこの場におります。微力で

はございますが、引き続き榎本会長をお助けしまして、有意義な審

議会になるよう努力して参りますのでよろしくお願いいたします。

事務局 ありがとうございました。市長につきましては、この後、公務がご

ざいますので、ここで退席させていただきます。 

それでは、これより、審議会の進行につきまして、会長に議長を

お願いいたします。榎本会長さん、よろしくお願いいたします。 

榎本会長 それでは着座で進行を努めさせていただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

事前の説明が事務局からありますか。 

事務局 事務局からは、３点ほどご案内とご検討いただきたいことがござ

います。 

１点目は会議録の作成と会議録署名について 

２点目は久喜市男女共同参画を推進する条例について 

３点目は部会の設置について でございます。 

まず、１点目の、会議録の作成と会議録署名についてご説明いた

します。 
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審議会等の会議につきましては、審議会の会議の公開に関する条

例の規定により、会議録を作成しなければならないとなっておりま

す。久喜市における審議会等の会議の公開にかかる基本的な考え方

としまして、会議録は全文記録方式、もしくは、できる限り全文記

録に近いかたちで作成することを原則としております。 

会議録の作成においては、要点方式での作成もございますが、事

務局案といたしましては、市の基本的な考え方にあわせ全文記録方

式またはそれに近いかたちでの会議録作成を提案したいと思いま

す。先ほどお願いいたしましたとおり、会議内容を録音いたしまし

て、それをもとに発言者の氏名を含めて会議録を作成いたします。

また、作成いたします会議録の確認と署名でございますが、会議

録ができ次第、委員の皆様あてに送付をさせていただきまして、ご

確認をしていただく予定でおります。 

確認後、会議録への署名につきましては、本日の 

資料１の五十音順となっております名簿順に各２名ずつお願いを

したいと思います。 

本日は第１回目の審議会ですのでご意見をいただければと思いま

す。 

榎本会長 ありがとうございました。１つは議事録についてでございます。方

法としては全文を記録する、あるいはそれに近いかたちで記録した

ものを提示する方法と、要約という２つの方法があるという説明で

すが、人権推進課としては、全文あるいはそれに近いかたちでやっ

ていきたいというお話でした。それでよろしいでしょうか。 

 （異議なしの声） 

榎本会長 １つはそれで決定しました。もう一つは議事録署名人をこの名簿の

順に２人ずつあてていきたいということでした。それでよろしいで

しょうか。 

 （異議なしの声） 

榎本会長 欠席をした方はそれを外していくということでしょうか。そういた

しますと、今日は新井委員と石田委員が欠席ですので、稲葉委員

と、榎本ということになります。よろしくお願いいたします。 

事務局 ２点目と３点目をあわせてご説明いたします。 

久喜市男女共同参画を推進する条例についてご説明いたします。

緑色の冊子の１０２ページをご覧ください。久喜市では、この条例

に基づき、男女共同参画の推進に努めております。ご一読いただき

ますようご案内いたします。ここでは、特に条例第１８条から２２

条についてご説明いたします。１０６ページをご覧ください。条例

第１８条には審議会の設置について、第１９条は審議会の所掌事

項、第２０条には審議会委員の組織等についての条文がございま

す。男女共同参画審議会はこのことに基づくものでございます。第

２１条は会議についての規定がございまして、第２項には審議会の

会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができないとされて

おります。会議冒頭でご説明いたしましたが、本日は８名の委員に

出席いただいておりますので、定足数に達しまして開催の運びとな

りました。 

つづいて条例第２２条（部会）についてご検討いただきたいと思

います。 

条例の第１６条の第１項及び第２項におきまして、市の行動計画
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の実施又は男女共同参画を推進することに影響を及ぼすと認められ

る施策に関し、市民又は事業者から苦情の申し出を受けた場合にお

いて、必要があると認める時は、審議会に意見を聴くことができる

となっています。 

そうした場合、審議会では、条例第２２条により、部会を置いて

調査ができることになっています。 

部会は、部会員で組織し、部会員が委員を兼ね、さらに部会の組

織は、会長が審議会に諮って定めると規定されています。 

したがいまして、審議会におきまして、苦情処理についての調

査のための審査を、全委員をもって行うか、またはこの規定により

部会を設置し、調査を行うか、決定をいただきたいと思います。ま

た、部会を設置する場合には、部会員の人数、部会員の選出、部会

長、部会長代理を決めていただくことになります。 

参考までに申しますと、これまでの審議会におきましては、部会

を設置しないで審議会の委員さん全員で調査に当たっていただくと

いうような方向で決定されてまいりました。 

また、合併以前および、条例を施行してから本日まで、市の男女

共同参画の推進に関する苦情等についての申し出はございませんで

した。 

榎本会長 ありがとうございました。苦情を処理するところをどこにするかと

いうお話でございますが、前審議会では、全員がその委員になって

審議するかたちをとったということでございました。だたし、まだ

一度もそのようなことはなかったということでした。いかがいたし

ましょうか。前審議会同様でよろしいでしょうか。 

 （異議なしの声） 

榎本会長 ありがとうございました。そのようにしたいと思います。 

事務局 それでは、今回は部会を設置せず、苦情があった場合は全員で審議

にあたるということとさせていただきます。 

榎本会長 それでは議題（１）に入ります。平成２４年度実施計画の推進状況

報告についてです。まずアの平成２４年度推進状況について事務局

の説明をお願いします。 

事務局 資料２、３、６により説明。 

・資料２の表の見方について 

・平成２４年度に計画した事業、実施内容を記載。 

・担当課が直接入力して回答。 

・「男女共同参画への配慮」欄は、 

Ａ欄…企画･実施にあたり男女それぞれの意見を聞いたか。 

 Ｂ欄…男女が利用・参加しやすいように配慮したか。 

    (例：開催時間帯を配慮した、託児等を行った など) 

 Ｃ欄…男女共同参画の推進に効果があったか。 

    （例：性別による役割分担意識の解消につながったなど）

について各所管課が自己評価を行い、「◎…十分できた・○…

できた・△…どちらかというとできなかった」３段階での評

価。どうしても判断できない場合は「―」を記入。 

また、「今後の対応策」の欄には Ａ、Ｂ、Ｃの回答欄に

「△」が付いた場合はその対応策を記入。 

・「目標【施策の方向性】達成度」欄は【施策の方向性】として設
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定されている事柄を事業の目標と捉え目標達成度を「◎・○・

△」で自己評価し、その理由を記入。 

資料３により基本目標Ⅰについて説明 

榎本会長 ご意見を承る前に、みなさんどうでしたか。基本目標Ⅰについて 

稲葉委員 質問です。実施なしという回答があります。これは計画がなかった

のか、実施しなかったのか どちらですか。 

事務局 計画したが実施しなかったという意味になります。 

冨田委員 事業番号１１１０４人権・女性相談事業の充実です。実施状況の概

要欄に相談件数６４件のうち（５４件）とあるのは、女性が相談に

きた件数ですか女性相談事業の件数ですか。 

事務局 女性が相談にきた件数です。 

倉持委員 事業番号１１１０２高齢者大学３年生対象に出前講座を開催したと

ありますが、評価は「○」です。つどい事業のように不特定多数の

方を対象にしている場合、前年より人数が減ったとかという理由で

評価が下がることもあるかと思います。この場合は特定の方を対象

に人権推進課が講義するわけですから成果が大きいと思われます。

「◎」でないのが気になりました。 

事務局 実はこの講演会は人権推進課で講師を努めました。完全な講演会と

いうより、工夫すべき点があったという意味で「○」としました。

春原委員 倉持委員と同じ意見です。高齢者大学３年生に所属しておりまして

この講義をききました。非常によくわかりました。それまでは男女

共同参画といわれていても、こんなこと当たり前と感じていたの

で、この講座をきいて、まだまだ考えるところがあると感じました

ので評価が低いのではないかと思いました。終わってから受講生同

士でいろいろな意見を交わしました。大きな成果があったと思いま

す。 

倉持委員 はっきりした結果があるのに「◎」でないのは問題があると感じま

した。 

稲葉委員 全体についてですが、市役所のレビュー書を見たのは初めてです

が、達成基準がないと、謙遜して評価が低くなったりします。講義

後アンケートをとるなどすれば客観的な評価につながります。すべ

て主観的に書いているという感じがします。細かい数字を根拠に、

客観的に捉える努力していただきたい。実施する側はたいへん厳し

いです。でもそれを追及しないと。民間ではそのように実施してい

ます。 

 目標値の設定の仕方ですが、チラシの発行件数を年１回から年２

回にしますというのは成果ではない。やることを増やしただけ。難

しいけれども成果とは何かを追及しないといけない。 

榎本会長 倉持委員はこの事業は「◎」ではないかということですね。 

倉持委員 この事業は「◎」でなくてはいけない。意欲を持って聞く方に講義

をして「◎」が取れないのはどうしてだろうと思ったわけです。 

榎本会長 他にいかがですか。冨田委員。 

冨田委員 １１２０２と１１２０３について、誰を対象にしていたのか、小中

学生なのかどうかよくわからない。実施なしというのは寂しいと思

いました。１３１０１で妊娠届出者に母子手帳を交付した件数が１

０８１人。果たしてこれが減少傾向にあるのか、増えているのかが
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気になります。地区毎の参加者がありますが、父親の同伴が増えて

いて時代も意識も変わったのかなと思いました。 

榎本会長 事務局何かありますか。 

事務局 先ほどの１３１０１の昨年の交付件数については１０９９件でした

ので、昨年と比べて減っています。事業番号１１２０２については

事業対象が明確でないというご指摘でした。保健センターの回答を

そのまま掲載しておりまして、「協力した」ということで、具体的

な事業実施ではないため、実施なしと回答したように思います。事

務局としては「実施あり」でも良かったかと思います。 

榎本会長 １１１０４の人権相談の菖蒲地区の総数が３件。間違いではないで

すね。増やす努力が必要ですね。 

事務局 菖蒲地区の人権相談数は少ない傾向にあります。人権相談を実施し

ているという啓発を十分にしていきたいと思います。 

榎本会長 他にありませんか。 

基本目標Ⅱに移らせていただきます。事務局から説明をお願いしま

す。 

事務局 資料３により基本目標Ⅱについて説明 

榎本会長 ありがとうございました。何かございますでしょうか。 

倉持委員 ２１２０７ふれあいセンター久喜の利用状況に関しての評価につい

てです。ふれあいセンターはもともと旧久喜地区に設置されていた

ものですが、合併以前に同様の施設が旧３町にもあり、それが合

併・統合されたものなのでしょうか。 

事務局 女性団体に対して特に支援する施設は、合併前の旧３町に無かった

と思います。 

倉持委員 同様の施設はなかったということでしたら、久喜地区以外に広報し

ているのでしょうか。遠いと気軽に利用できないということもあり

ますが。 

榎本会長 女性のための活動支援室がふれあいセンターにありますよ という

広報をしていますか ということですね。 

事務局 所管課である社会福祉課と協議します。より多くの女性団体が利用

できるのであれば、周知すべきだと考えます。調整の結果を審議会

でご報告します 

榎本会長 栗橋地区の春原委員は、女性活動支援室があるということをご存知

でしたか。 

春原委員 高齢者大学に参加していますし民生委員をしておりますので、いろ

いろと知る機会があるのです。栗橋地区の方はこのことをご存知な

のかな と疑問に思っています。公民館の運営委員をしていまし

て、午前中その会議がありました。中央公民館に行くと本当にいろ

いろな事業があり、みなさん知っているのかしらと思うのです。そ

れをお話したところ、中央公民館は遠いし駐車場が少ないしという

意見もあり、私の中に留めています。どんどん情報が広まっていけ

ば活性化するのではないかと考えています。 

榎本会長 合併して４年目ですから、広がりを見せればいいですね。 
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春原委員 いろいろ参加している人はアンテナを張っていて情報も多いでしょ

うけれど、そうでない方はどうなのかなと、疑問に感じています。

榎本会長 久喜地区の私は、栗橋地区の施設についてやはりよくは知らないで

すからね。これからの課題でしょうかね。 

２１１１０ひとり親家庭に対する各種制度の情報提供と利用促進に

ついてです。相談窓口にパンフレットをおくとかホームページ・広

報で周知しているということですが、困っている人たちが制度を知

らないということがありますね。これ以外に周知した方がいいなと

思います。同様に２１１０５のﾃﾞｰﾄＤＶに関するチラシの配布です

が、高校生や大学生の啓発はどのようにしているのかと思ったので

すが、それは後からでてくるようでしたが、やはりもう少し高校生

や大学生に啓発が必要だろうなと思ったところでした。 

稲葉委員 課題４の国際社会に対する理解についてです。私は鷲宮の国際交流

協会に所属していて日本語教室を週２回担当しています。広報で募

集したボランティアの方と生徒さんとで１時間半話して、お茶をし

て。ということをやっています。菖蒲地区ではローズバーグの話を

聞いています。久喜は解散したと聞いています。栗橋もありますよ

ね。 

春原委員 はい。栗橋地区にも日本語教室があります。火と土の週二回の開催

です。大勢参加していると聞きました。 

稲葉委員 そうですよね。将来一緒に活動できるかどうかわかりませんが、非

常に喜ばれていてやりがいがあります。 

英語講座というのがあり、これはＴＯＥＩＣが何点とかではなく、

先生と話しながら、各国のことを知ったりすることも立派な交流だ

と思います。パーティなどにも参加すると交流になります。去年は

パーティに副議長さんが来てくださいましたし、総会などにも来て

くださいました。 

榎本会長 よろしいでしょうか。それでは基本目標Ⅲに移ります。 

事務局 資料３により基本目標Ⅲについて説明 

榎本会長 ご意見を承りたいと思います。冨田委員お願いします。 

冨田委員 自分の子ども、長男が小学生の頃から、男女混合名簿になって、今

もそうであると思います。これは小中学校だけでしょうか。公立高

校ではどうでしょうか。義務教育ではない高校でも「さん」づけと

か平等とかしていますか。男女ともに「さん」づけというのに私は

少し違和感があって、社会人なってからであればいいのですが、小

中学校からというのは親としてちょっと違和感がありました。今私

の子どもは私立の学校なので、男子と女子との名簿がわかれていま

す。何か統一感がないという気がします。これはずっと続いていく

のでしょうか。 近は草食系男子などという言葉もありますが、男

女平等であっても「男らしさ」「女らしさ」は必要なのかなと思う

のです。 

倉持委員 混合名簿と「さん」づけは別の話でしょうかね 

稲葉委員 混合名簿と「さん」は別のお話ですね。 

榎本会長 男性も女性も「さん」で呼ぶことについてですよね。 

冨田委員 名簿も混合ですし、男子にも「くん」でなく「さん」という呼び方

が始まった。 
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倉持委員 久喜市立高校がないので、それに対する報告はないわけですよね。

埼玉県の行動計画でも混合名簿を謳おうという動きはずいぶん前か

らあったのですが、どうしてもそこまで至らない。その点、久喜市

は先進的で成果をあげていると評価できます。ただいろいろなご意

見があることは存じています。いつも男の子が先、女の子は男の子

の後というのが定着してしまうのが、その後の人生に影響するので

はないかという考え方から混合名簿が始まったと思うのです。まだ

県全体で定着しているとはいえない中で久喜市は定着している。現

状維持であたりまえになってきているから３１１０２の評価は

「○」になっているのかなと思ったのです。埼玉県の審議会委員を

務めたこともありそのことについて身をもって詳しく考えたところ

でもありました。 

冨田委員 これからは女性が活躍するというけれども、社長、経営者となると

男性が多く、まだまだ男性優位の社会であると感じます。女性経営

者が増えているとはいえ、女性は感性で仕事をするとか言われまし

て、男性優位の社会の中で私自身気持ちがくじけることがありま

す。 

榎本会長 まだまだ男性優位の社会ですよね、実際は。 

冨田委員 そうですね。後々のために小中学校がこのような取組をしていくと

社会は変わっていくかもしれないですね。 

稲葉委員 日経新聞に載っていましたが、世界の一流企業の女性経営者でも障

害を感じている時代なのだそうで。それは男性の価値観でずっと作

られてきた社会だから、男性とすぐ比較されてしまうとか、進んで

いるようであっても障害はあるし、いろいろなことに対する参画率

も低いわけですね。ですから私は、子どもの頃から「さん」づけも

いいだろうし、混合名簿もいいだろうし。これがどのくらい進んで

いるのかわかりませんけど、例えば朝礼はどうなっているのかと

か、運動会はどうかとか、話をききながら思ったところです。その

新聞によりますと、アメリカの軍隊には女性がたくさん入っている

のですが、一番の聖域は潜水艦だそうですね。今は潜水艦にも更衣

室だとかジェンダーの配慮がきちんと進んでいる。小さい頃から取

組むということには賛成ですね。 

冨田委員 ありがとうございました 

榎本会長 渡辺委員、何かありませんか。 

渡辺委員 施策はある程度の仮説のもとに行っていますから、正解はまだ無い

と思います。ある程度のスパンで評価をしていく。例えば「さん」

づけの話であれば、対象が高校生ぐらいからがいい とか長く見て

より良くしていけばいいのかなと思うのです。今は小中学生を対象

とした仮説に基づいていると思うので、２～３年ではなく、子ども

達が成人してからでしょうか、長い目で記録を残して次の世代につ

なぐ感覚も必要かなと感じました。 

榎本会長 基本目標Ⅳについて説明をお願いします。 

事務局 資料３により基本目標Ⅳについて説明 

榎本会長 ありがとうございました。質問がございますでしょうか。 

倉持委員 細かいことですが、４４２０１父子手帳の件です。実施状況の概要

をみると、「初妊婦には母子手帳と併せて父子手帳も交付した」と

ありまして、その理由の欄に、「初めて父親になる方へ」とありま
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すね。初妊婦の夫が、始めて父親になるというわけではないですよ

ね。表現の問題かもしれませんが、社会情勢の変化によりだんだん

いろいろな家族が増えてくると思うのです。 

榎本会長 実際のところどういう方に差し上げているのでしょうか。 

事務局 明確に確認しておりませんが、ライフスタイルや家族形態が多様化

している訳ですから、担当課に情報提供しまして、こういった視点

について見直しをしていただいた上で、配布について検討するよう

情報提供したいと思います。 

倉持委員 敢えていいますと、予算的な問題があるかと思いますが、いらない

と言われない限り、毎回差し上げたら良いのではないでしょうか。

時代によって内容も変わってくるんじゃないかと思いますので。一

回もらったらそれきりではなく。母子手帳は子ども毎にあるので、

父子手帳も子ども毎にあっていいのではないかと思いました。予算

的な事情で初妊婦の夫にだけあげているのか。お父さんにしても

初の子の記録も次の子の記録も持つ方がむしろ自然かと思うので

す。父子手帳の主な目的は記録ではないとは思うのですけれども。

事務局 父子手帳に関しては、お知らせ的な内容が中心であるのか、子ども

の成長を記録できるものなのか、もし後者であるなら子ども毎に発

行する方が良いと。こういったご意見があったということを担当課

に伝えたいと思います。 

倉持委員 どちらかというとお知らせ的なのかもしれませんが、記録もできる

わけですから。 

榎本会長 旧委員は父子手帳をいただいたのですよね。 

倉持委員 あくまで情報重視で、母子手帳のような記録をするものではないの

ですが、男性への情報も時代とともに変わりますから、子ども毎に

あげてもいいと思うのです。 

春原委員 ４４１０３です。家族で参加できる行事や講座などの開催 という

ところです。ママ・パパ教室のうち一回は両親学級 と書いてあり

ます。ひとり親家庭などはどうするのでしょうか。所管課は中央保

健センターとなっていますので、この事業は中央保健センターで開

催されているのでしょうか。 

事務局 ひとり親でも参加できると思います。中央保健センターが所管と

なっていますが、各保健センターでも実施していると思います。 

榎本会長 他にいかがでしょうか。中村委員。 

中村委員 ４３４０１地域リーダーへの女性の参加促進についてです。さいた

ま女性アドバイザーは推薦候補者が選定できなかったとあり、評価

が△です。具体的になぜ選定できなかったのでしょうか。緑の多い

この辺で△の評価。このまま終わらせてしまうのは非常にさみしい

です。ぜひ農業振興課さんには啓発していただいて向上していった

らいいなと思いました。 

事務局 このことについては特に農業分野での女性リーダーを増やそうとい

う取り組みですが、なかなか推薦できない状況にあるということか

と思います。 

中村委員 力を入れて欲しい事業だと思います。 

事務局 女性アドバイザーが推薦できる状況であれば、ますます女性の活躍

が広がると思います。それに応じて意欲を引き出し良くなると思い

ます。担当課に伝えたいと思います。 
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榎本会長 はい。稲葉委員お願いします。 

稲葉委員 ４３３０３自主防災組織の育成支援です。私は久喜市久本寺に住ん

でいます。久本寺という行政区には文化村という分科会みたいな組

織があり、農村部のなかに密集した住宅ができました。密集してい

ますから火災の心配があり役所にいきました。行政区単位なので、

文化村だけでやっても認めないといわれました。この地区は家が点

在していますから、昔から自主防火組織は作らないということらし

いです。住宅密集地は組織をつくるけれど、そうでない地域は作ら

ない。市は条例に従って対応することも理解しているが、柔軟な対

応もお願いしたいです。 

榎本会長 冨田委員。 

冨田委員 行政から企業にアプローチして欲しいと思いました。さきほどの件

ですが、中村委員と同じで、なぜこれが農業振興課なのかなと思っ

たのです。実は農業は半分が女性従事者。奥さんとご主人がやって

いるという３０代の農業家さんも市内にたくさんいらっしゃいま

す。農業の活性、まちの活性のためにコツコツやっている人がたく

さんいる。そういう方３０、４０代の奥さんがいっぱいいます。そ

ういう情報を市役所が把握して欲しいと思いました。それ以外に

も、４３２０２とか企業でも努力しなければならないものがあるん

ですね。育児休暇だけでなく、介護に関しても時間を短縮して、従

業員が帰りたいというならばそれを認めなければならないし、企業

自身が努力しなければならないこともある。やはり行政と企業との

アプローチだったりタイアップだったり、そういうことが必要にな

るんじゃないかなという気がしました。 

榎本会長 企業の分野、農業の分野、防災の分野の女性の参画も大変大事なこ

とであろうと思いますので引き続き取り組んでいただければと思い

ます。 

よろしいでしょうか。では次に移ります。基本目標Ⅴのご説明をお

願いいたします。 

事務局  基本目標Ⅴについて説明 

榎本会長 ありがとうございました。ご質問をお受けいたします。 

中村委員 初めての参加でまとが少しずれているかもしれないのですが、あら

ゆる世代の男女が安心していきいきと生活できる環境づくりの事業

の中に、婚活といわれる、結婚していない男女が増えてきている、

これからさらに増えるだろうという中で婚活ができるような事業を

取り入れる予定があるのかお尋ねしたいのですがどうでしょう。直

接関係はないかとも思うのですが。 

事務局 婚活事業に行政が積極的に関わって取り組んでいる自治体もあると

は聞いています。社会福祉協議会等で行っていると聞いたこともあ

ります。久喜市では商工関係で実施していると聞いたことがありま

す。久喜市においては行政が主体となって男女の出会いの場をつく

るために事業化しているという例は今のところ無いようでございま

す。これは極めて個人的なことでもありますのでどこまで行政が関

わるべきかということも考え方がさまざまでございます。久喜市に

おいては男女が出会うための活動の場を設けることはしていないよ

うでございます。行政が婚活事業をやるということについてはご意

見として承りたいと思いますが、どの課が担当となるかについても

ここで判断しかねますが、ご意見があったことについては報告した
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いと思います。 

中村委員 確認ですが、社会福祉協議会、商工会、それ以外にどのようなとこ

ろで関わりがあるのでしょうか。 

事務局 商工業団体での後継者対策として自主的に事業化しているようでご

ざいます。 

中村委員 旧鷲宮地区でも婚活があり、カップルが成立したということを聞い

たことがあるのですけれども。 

事務局 社会福祉協議会は、行政よりは、民間に近い立場での事業ができま

す。行政は原資が税金であるのに対し、社会福祉協議会は原資が会

員の会費ですから理事会などで会員の理解が得られれば事業ができ

る。婚活の場を設けることが社会福祉につながるという考えであれ

ば事業化しているのだろうと思います。 

榎本会長 大塚委員はそこのあたり事情を知っておられますか。 

大塚副会長 いいえ。詳しくは知りませんが、今お話のあった旧鷲宮の商工会の

青年部が中心になって町婚という形で、町全体が合コンの会場とい

うことでやってカップルが生まれているときいたことがあります。

中村委員 やはり希望としては、今後社会問題になってくると思います。税金

を使う事業であると思いますが、行政で婚活のサポートができる事

業を少しずつ立ち上げていってほしいなと思います。 

事務局 審議会委員からそういったご意見がでましたということをご報告し

たいと思います。 

榎本会長 ありがとうございます。稲葉委員。 

稲葉委員 

 

少子化問題と絡むかもしれないですが、女性が会社を辞めて、再就

職しようとしても保育所の問題があると。久喜においてはいかがで

すか。なかなか入れないとか。 

事務局 保育所入所を望む全ての人が利用できる状況にはないようです。一

人目の子どもが生まれて保育所に入れたが二人目が生まれるにあた

り、育休に入ると保育所を出されてしまう。二人目を出産して、ま

た仕事に戻りたくても年度の途中から、前の保育所に子ども二人と

も入れるとは限らない。 

稲葉委員 それはこの計画にあるのですか。 

榎本会長  ５１２０２の保育サービスの充実ですね。 

稲葉委員 これは国全体の問題ですけれども、横浜市が民間の活用をしていま

すね。久喜市も民間活用とか、またそこに女性経営者が現れると

か、そうなるとさらに良いと思います。横浜市の事例を研究してい

ただけたらよろしいかと思います。久喜市は人口減少ですよね。 

榎本会長 待機児童はどうなっていますか。すみれ保育園が改築しています

ね。すこし進んだのかなと思いますが。 

事務局 久喜市全体として待機児童を見る場合、空きがある保育所もあれ

ば、待機児童がいる保育所もある。人気がある保育所を希望して順

番を待っているが別の保育所に空きがあれば待機児童と考えないと

いうことがあります。実際には地域的な問題もあるわけですから、

待機している方もいらっしゃいます。 

稲葉委員 それは仕組みに問題があるわけです。その仕組みを変えなければな

らない。矛盾が生じているから何らかの策をとらなければいけな

い。 
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事務局 改修、改築を進めて、受け入れ体制の充実に努めておりますが目覚

しい改善につながりにくい状況であります。 

稲葉委員 民間活用などでうまくいっている自治体もあるわけですから、積極

的にやっていただきたいと思います。 

榎本会長 人気のある保育所は待機児童がたくさんいるわけですね。定員に満

たない保育所もあるわけですよね。そいうことを差し引くと待機児

童はゼロですよ。という状況になるわけですが、実態にはそぐわな

い状況であるといえますね。保育所は私立でも市立でも同じように

保育課を通じて入所するのですよね。保育所自体が独自に受け入れ

ているわけではないらしいですね。 

稲葉委員 あっちが空いていますよ。というと遠いからいけないということに

なるわけですね。 

榎本会長 全てのことを行政ができるわけではないので民間活用をすることも

大事ですね。 

榎本会長 赤ちゃんの駅についてはどうですか 

事務局 これはもともと県の補助を受けた事業です。行政、民間をとわず施

設の中に、授乳やおむつ替えができるスペースなど、子育て支援の

ための一角を提供していただき、備品としての補助を県が行い、後

はそれぞれの施設に管理運営を任せるというものです。具体的な利

用状況を把握できていませんが、各施設が維持管理に努めていると

伺っています。 

榎本会長 ふれあいセンターにはありますか。どんなところにありますか。 

冨田委員 ステッカーが貼られていますね。 

事務局 例えば久喜総合文化会館もあります。ステッカーが貼ってあり、各

施設ごとに設備や備品は異なりますが、衝立やイス、ベビーベッド

などがあります。 

冨田委員 民間事業所というのは、何か市役所に民間が届けたのですか。 

事務局 ご協力いただけるところが手をあげてくださったようです。例えば

スーパーマーケットとか。 

冨田委員 すでに赤ちゃんのオムツ交換台を設置していることだと思うのです

がね。 

稲葉委員 これは県から市に支援があるのですか 

事務局 これは備品についての補助があったものです。３年ほど前だったで

しょうか、県から継続して備品を提供するというのではなく、設置

するときにだけ補助を受けた事業です。 

榎本会長 企業に保育所をつくることについては、市内にいくつかできました

か 

冨田委員 ヤクルトさんは活発ですね。完全に託児所が設置されていて若いマ

マ達がヤクルトの販売に出ています。 

稲葉委員 それは小さい営業所単位で保育所があるのですか 

冨田委員  隣接して託児施設があるようです。ヤクルトさんすごくやってい

るようですね。私も事業を行っていますがうちの場合はやはり託児

より婚活ですね。若い独身の社員がたくさんいます。 

榎本会長 土屋小児病院の中には保育施設がされていましたね。活用されてい

るのでしょうか。あそこは男女共同参画が進んでいる事業所という

ことで荻野吟子賞を受賞されていますね。 
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行政は民間のこういったデータを把握していますか。 

事務局 企業内保育所については、保育課が所管です。照会して次回の審議

会でご報告させていただきます。 

榎本会長 春原委員お願いします。 

春原委員 ５２２０１の子どもレディース１１０番の家についてです。よく個

人のお宅の門に表示してあるのを見かけます。 近民生委員の活動

で地域をあちこち歩くようになりましてからたくさん貼ってあるこ

とに気づきました。でもこんなところにあるのかなと疑問に思った

ところもありました。校長先生とお話できる会議があり質問してみ

たのですね、そうしたら学校の管轄ではないと言われました。学校

ではどのような方が子どもレディース１１０番の家をやっているの

かわからないと言われて、えっ？とびっくりしたのが、つい 近の

ことなのです。この資料によると、委嘱と書いてありますのでこの

ことについて質問させていただきます。 

事務局 子どもと書いてありますので、子どもの登下校の危険に備えるとい

う趣旨の制度ですが、また同時に女性に対しても同様に対応しよう

という制度です。 

春原委員 どのような方が委嘱を受けているのでしょうか。 

事務局 通学路に沿った家庭にお願いしているものです。学校はまったく

知らないということではなく、おそらく制度の開始時には学校も、

保護者や通学路にある商店さんに依頼するなどして始まったものと

理解しています。 

春原委員 では、私たちが、子どもレディース１１０番の家に申し込んだら

すぐ委嘱されるのでしょうか。 

事務局 おそらくそうであると思います。ただ、随時受け付けているの

か、募集期間を決めているのかは把握していません。もう少し詳し

く調べてご報告します。 

春原委員 民生委員の立場としても疑問に思いましたので、よろしくお願い

します。 

事務局 児童生徒だけではなく、一般女性も対象としていることから、生

活安全課が中心となっていますが、学校が全く関わっていないとい

うことはありません。 

春原委員 学校との関わりというよりは、どのような方に委嘱しているのかと

いうことについて疑問に思いましたのでよろしくお願い致します 

稲葉委員 今の質問についてですが。 

榎本会長 はい、稲葉委員どうぞ 

稲葉委員 校長先生は、どういった方に委嘱しているかご存知ないというこ

とでしたが、どこに子どもレディース１１０番の家があるのかもわ

かっていないということでしょうか。 

稲葉委員 それは市のPRがないと、学校も指導できないのではないでしょう

か。 

榎本会長 設置当初はわかっていたのでしょうけれどね。 

春原委員 そうですね。 

榎本会長 ありがとうございます。次に移りたいと思います。 
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事務局 基本目標Ⅵについて事務局説明 

榎本会長 ありがとうございました。基本目標Ⅵについての質問やご意見を

承りたいと思います。 

中村委員お願いします。 

中村委員 ６３３０３事業主に対してDVに関する情報を提供するとともに、

被害者への配慮について理解・支援を求めるという事業で評価が

「△」ですね、担当課は人権推進課ということですが、これについ

て説明をお願いします。 

事務局 人権推進課では企業等への働きかけとして、「事業者セミナー」

を開催しておりますが、今回のセミナーの内容はDVをテーマにしま

せんでした。企業等への働きかけとして、HPを利用しての情報提供

や資料の配布という方法に過ぎないということから、事業自体の評

価については「△」といたしました。今後のセミナーの開催につい

てDVについて、計画的に運営していきたいと考えています。 

榎本会長 事業者セミナーは何回実施していますか。 

事務局 年１回です。 

榎本会長 そうすると、テーマを絞るときにこちらをやれば、こちらはなしと

いうことになってしまいますね。 はい、中村委員。 

中村委員 事業の中でセミナーを開催するだけがよいのではなく、よくトイ

レにDVや相談窓口の案内を設置したりしていますね。講演内容が

違っても、こういうものを皆さんにお渡しするだけでも、「△」で

はなくなるのではないでしょうか。人権推進課が△でないように進

めていけたらいいなと思います。 

事務局 ごもっともでございます。男女共同参画の中心的な役割を担うの

は人権推進課でございますので、人権推進課に「△」があったので

は、庁内全体の意識の低下、他の課への説得力も失います。肝に銘

じて取り組みたいと思います。 

榎本会長 事業所としては、先ほどのチラシやカードをもらっているか認識

されておられますか。渡辺委員はいかがですか。 

渡辺委員 ないですね。 

冨田委員 私はセミナーのご案内はいただきました。管理者には聞いてほし

いテーマだったのですが、就業時間中で調整がつきませんでした。

就業時間が終わるころとか、夜とかの開催でしたら参加できたかも

しれないのですが。 

榎本会長 はい、中村委員。 

中村委員 これはDV相談ナビというチラシなのですが、鷲宮総合支所のお手

洗いに設置されていました。いろいろな案内やお知らせに同封する

こともできますよね。ちょっとした工夫をされるといいのではない

かと思います。 

榎本会長 渡辺委員どうぞ。 

渡辺委員 先ほど企業側からは、知りませんとお答えしましたが、基本的に

情報を集める場合は、厚生労働省のホームページを参考にしていま

す。DVというよりは「ハラスメント」として対応しています。社内

ではDVという言葉よりもハラスメント、例えば、パワーハラスメン

ト、セクシュアルハラスメント、モラルハラスメントなどというと

ころでの研修を全社的に年1回行って、事業所に還元していくよう

にしています。国をうまく使うとかという工夫も必要かなと思いま

16 
 



す。たまに県のホームページを見たりしますが、申し訳ないです

が、市のホームページはあまり見ません。 

事務局 市のホームページからリンクを張るように考えています。 

DVにつきましては、直訳すれば家庭の中の暴力。言い換えれば親

密な者同士の暴力ということになります。事業所に勤める方に対し

ての男女間のDVというよりは事業主の方にはDVについて理解してい

ただいて、従業員の家庭においてDVが発生しないようにしましょう

というような啓発として考えていますので、今後そうした啓発活動

を推進していきたいと考えています。 

榎本会長 春原委員どうぞ 

春原委員 人権女性相談というチラシが広報の中に入ってきました。何年か

前までは無かったのですが、ずいぶん変わってきたなと感じます。

人権女性相談や、女性の悩み相談がどういうもので、どこまで聞い

てくださるのかわからないところがあります。といいますのは、私

が相談を受けまして、そのことは私自身が受けられるものではな

かったものですから、この人権女性相談を利用した方がいいのでは

ないかと思い、提案させていただいたのです。そうしたら、それは

もう相談したとおっしゃいまして、したけれども全然だめだったよ

うなことをおしゃっていました。どのような内容の相談を受けてく

れるのか、DVだけなのか、チラシの裏側に細かく書いていただけた

らいいなと思います。 

榎本会長 女性相談についてご説明お願いいたします。 

事務局 人権女性相談と女性の悩み相談についてですが、人権・女性相談に

ついては人権擁護委員さんに受けいただいていまして、女性の悩み

相談については臨床心理士の資格をもった女性カウンセラーが相談

をお受けします。もう少しわかりやすくするために女性の悩み相談

についてはカウンセリングという表現を加えています。どちらかと

いうと女性の悩み相談はカウンセリング的な意味合いを強くしてお

りますので「女性の悩み（カウンセリング）相談」という表現にし

ています。それに対して人権女性相談は、生活全般、すべてについ

てご相談いただけますが、解決に向けてどうしたらよいのかという

ことについて一緒に考える機会としています。広報は限られた誌面

ですのでカウンセリングという表現で意味合いを分けています。実

際お申し込みのお電話をいただきます際には、どちらの相談がいい

のでしょうかというご質問をいただきます。その方によって状況が

違いますから、お話を伺いながら、２つの相談の特徴をご案内し、

ご予約を受けています。 

春原委員 電話ではそのように応対いただいているのですね。女性の悩みと

いっても様々ですよね。各地区の相談では、顔見知りの方が相談員

になっていることが多いので、相談しづらいというお話がありまし

た。チラシには他の地区での相談もあるからとお話したら、それが

いいかなと、その方はお電話したらしいのです。そうしましたら電

話がぐるぐる回されるような状態でどこにいっていいのかわからな

かったと。私自身その悩みについて聞けなかったのですが、そう

だったのかなと思いこの機会に聞いてみました。でもわかりまし

た。相談は人権推進課にお電話すればいいのですね。 

事務局 そのことについては人権推進課にお電話いただきたいと思います。

榎本会長 予約をするのですよね。 
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春原委員 なんだかそれがうまくいかなかったみたいです。 

事務局 全く面識のない相談員がいいということであれば、そのように相談

が受けられますので人権推進課にお問い合わせいただきたいと思い

ます。 

春原委員 わかりました。 

榎本会長 人権擁護委員の人権相談は法務局でも実施しています。そちらへの

案内も全部人権推進課で案内していただいていますので、自分の

ニーズに合ったところにお出でになればいいかと思いますね。 

春原委員 そうですよね。はい。 

倉持委員 その点についてやはり地域だと顔見知りがいるかもしれない、とい

う心配をする方のために、県の機関で「WithYouさいたま」でも相

談を受けてくれます。電話での相談もできますし、そういったこと

も含めて人権推進課で案内していただければいいですね。 

榎本会長 そうですね、私も人権擁護委員として相談を受けている中で、With

Youさいたまをお勧めすることもありますね。 

幅広く相談窓口があった方がよろしいですものね。 

稲葉委員どうぞ 

稲葉委員 事業番号６３３０２です。民生委員児童委員とか、実情に比べて足

りないようですね。 

事務局 民生児童委員については、確保したい目標人数に達していないよう

です。これは民生児童委員推薦委員会の推薦を経て選ばれるわけで

すが、どなたを推薦するかということは地元の区長さんを通じて推

薦しています。これはボランティアですので、簡単に言えば、なり

手がいない、なかなか見つからないというのが現状のようです。 

稲葉委員 行政区に何名というのは決まっているのですか。 

事務局 目標としている人数はあります。 

稲葉委員 法で決まっているのではないのですね。 

事務局 基準はあります。すべての地域で不足している状態ではないようで

す。 

春原委員 何世帯に対し何人という基準があるようですね。 

稲葉委員 不足していると聞いた事がありましたので。 

榎本会長 よろしいでしょうか。ずいぶん時間をかけて議題１について検討し

ていただきました。 

ありがとうございました。２つめの議題に入らせていただきます。

全課共通取り組み事項の推進状況についてのご説明をお願いしま

す。 

事務局 資料４により事務局説明。 

榎本会長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。ウに入ります。目

標数値の達成状況について、ご説明をお願いします。 

事務局 資料５により事務局説明 

男女共同参画行動計画第１次 女(ひと)と男(ひと)ともに輝く共生

プランにおいて、実効性を高めるため目標数値を設定しており、こ

れに対する現時点での数値を報告 

国際交流協会は民間団体として平成２３年度末に市の事業から独立

しているため、「国際交流協会が行う交流事業への参加者数」につ
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いては回答を得られなかった。 

「－」で標記した事業は平成２４年度における実施がなかったも

の。 

榎本会長 ご質問ございませんか。よろしいでしょうか。ありがとうございま

す。 

ようやく議題１が終わりまして、次に（２）行政委員会及び審議会

における女性の登用状況について、ご説明をお願いいたします。 

事務局 資料７により事務局説明。 

久喜市が掲げている女性登用率４０％以上という目標に対する平成

２５年４月１日現在での現状値について説明。審議会等の委員の女

性の割合が３０％に満たない場合は計画書の提出を求めた。 

榎本会長 質問ご意見はございませんでしょうか。 

女性がいない審議会等もあるようでしたね。その理由も書いてある

ようですが。 

これは人権推進課において、女性がいない審議会等を少なくするよ

う働きかけていただいているのでしょうか。 

事務局 はい。 

榎本会長 選挙管理委員会はどうですか？ やはりゼロですか。どうしてで

しょうね。 

やはりそのあたりの意識を高めていただくようにお願いします。よ

ろしいでしょうか、次に移りたいと思います。 

平成２５年度男女共同参画推進月間における事業計画について事務

局のご説明をお願いいたします。 

事務局 配布資料により事務局説明。 

久喜市男女共同参画を推進する条例により、毎年６月を男女共同参

画推進月間としたことから、「一日体験学習ツアー」と「男と女の

つどい」を計画。 

榎本会長 何かご意見ご質問はありますか。無いようでしたら、打ち切りま

す。 

これで本日の議題は終了いたしましたか。大変長時間に渡ってしま

いましたけれども、皆様本当に活発なご意見やご質問を頂戴しまし

たので、良い時間となることができました。本当にありがとうござ

いました。これにて議長の責を下ろさせていただきます。 

事務局 ありがとうございました。それでは第２回目の審議会についてご相

談申し上げまして、その後大塚副会長にご挨拶をいただきたいと存

じます。 

次回の審議会の予定でございますが、６月１８日の火曜日の午前１

０時と考えておりますがいかがでしょうか。会場は公文書館の２階

の会議室３でございます。 

 （承認の声あり） 

事務局 よろしければ別途ご通知をさしあげます。第２回目の審議会では平

成２５年度の男女共同参画行動計画の事業計画案についてご審議い

ただきたいと思います。また本日ご欠席の委員さんにはこちらから

ご連絡させていただきます。先日資料をお送りする際に、口座振込

みについてのお知らせを同封させていただいた委員さんで本日お持

ちいただいた方につきましてはこの後事務局でお預かりいたしま

す。事務局からは以上でございます。 

それでは、閉会のご挨拶を大塚副会長お願いいたします。 
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大塚副会長 はい。みなさん大変活発なご審議、お疲れさまでした。どうもあり

がとうございました。 近、私が心に響いた言葉に、「人は自分の

信じたい情報しか信じない」という言葉がありました。自分自身へ

の反省を込めまして、はじめに自分の中の結論ありきという状況の

中であたかも表面上の議論をしているようなことってたくさんある

んじゃないかなと感じまして。私自身、そのようなことが多いな

と、自分自身のこととして反省しました。ともすれば「男女」とい

うテーマに関しましても、そういったことが多いのではないかと感

じております。久喜の審議会におきましては、そういったこと無

く、心を開いて柔軟に受け入れていけるような、活発な審議会に

なっていけばいいなというふうに感じております。今後ともどうぞ

よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。 

各委員 ありがとうございました。お疲れ様でした。 

事務局 ありがとうございました。それでは以上を持ちまして平成２５年度

第１回久喜市男女共同参画審議会を終了させていただきます。 

ありがとうございました。 

 会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。(注) 

 平成２５年６月１４日 

 

                          榎本 恭子    
 

 

                          稲葉 敏夫     
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