
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 

事務局 それでは、ただいまから、平成２５年度 第２回男女共同参画審

議会を開催させていただきます。それでは、お手元の次第に基づき

まして進めさせていただきます。 

まず、はじめに榎本会長からご挨拶を頂戴したいと存じます。 

榎本会長 皆様おはようございます。今日はたいへん暑くなりましたけれど

もお元気でお過ごしでしょうか。冨田委員は欠席ですが、石田委

員、新井委員がご参加くださいましたので全員の皆様とお顔合わせ

ができました。皆様宜しくお願いいたします。 

私、先日電車に乗るために久喜の駅に参りましたら、視覚障がい

をお持ちの女性の方と、ガイドヘルパーさんのお二人と出会いまし

た。その方たちは川口の方で行われる「朗読劇」に行くのだという

ことで、ガイドヘルパーさんが付き添って行かれました。私は池袋

へ出かけるところでしたので、途中までですけれどもたいへん楽し

くお話させていただきながら、たいへん充実した時間でした。今思

いますと、その視覚障がい者の女性の方は、たいへん自立した行動

で、言語で、実に自分というものをお持ちの方でして、そういう方

とお話するということは実に気持ちが晴れることですし、ガイドヘ

ルパーさんも、その方がおられるからお出かけができるということ

もありますけれども、ご一緒できるということが自分の人生にとっ

て彩を添えているのだということをお話されていました。そういう

方との語らいというものが、自分自身を元気付けるものだなとつく

づく思ったわけです。障がいのある方もない方もそして男性も女性

も多くの皆様も、自分自身がいきいきと生きることが、周りの方も

元気付けているんだなと感じました。些細な体験かもしれません

が、お話させていただきました。皆様と一緒に元気よく進めて参り

たいと思います。今日は宜しくお願いいたします。 

事務局 ありがとうございました。 

本日は、前回ご都合により欠席されました新井優子委員と石田晴

久委員にもご出席いただいておりますので、一言ずつご挨拶をいた

だきたいと存じます。 

それでは、新井委員よりお願いいたします。 
新井委員 改めまして、皆様こんにちは。私は旧菖蒲町の新井と申します。

私はただいまＪＡ南彩管内の７支部の女性部の部長を務めておりま

す。今年で３年目になりますが、できたばかりの女性部ですので他

のいろいろなところの活動を参考にしながら、さぐりさぐりの段階

です。今年から３ヵ年計画で、福祉や介護の分野で何かできないか

と考えておりまして見学に行ったりしています。こちらの審議会で

勉強させていただいて、持ち帰って皆様のためにお役に立てばいい

かなと思っております。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

事務局 では続いて石田委員宜しくお願いいたします。 

石田委員 石田です。宜しくお願いします。人権擁護委員の仕事を担当し、
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市内で弁護士の仕事をしております。前回欠席させていただきまし

て、なかなか出席できない状況ではありますが、微力ながら協力さ

せていただきたいと思います。宜しくお願いします。 

 ありがとうございました。 

それでは、本日の配布資料の確認をお願いいたします。 

会議次第 

 資料１ 平成２５年度実施計画調査（調査票） 

資料２ 第１回審議会での質問に対する各課回答についての 

参考資料 

 資料３ 推進月間事業についての資料 

資料４ ①２０１３久喜市いきいき女性議会概要 

     ②久喜市女(ひと)と男(ひと)の共生セミナー委託事業 

募集要領        

③男女共同参画週間に関する資料 

④第１０回 男(ひと)と女（ひと）のつどいのチラシ 

では、次に審議会開催に当たりまして、定足数の関係でご報告を

させていただきます。定足数は、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とあります。本日は、冨田委員か

ら欠席の連絡をいただいております。出席委員につきましては、９

名でございますので、定足数に達しておりますことをご報告させて

いただきます。 

本日の会議の会議録の署名でございますが、名簿の順で大塚委員

と倉持委員となっておりますので、宜しくお願いいたします。 

次に、議長の関係につきましては、会長が招集し、その議長とな

ると規定がございます。したがいましてこれ以降の会議の進行につ

きましては榎本会長にお願いしたいと存じます。 

榎本会長、宜しくお願いいたします。

榎本会長 それでは着座で失礼いたします。議題の部分を受け持たせていた

だきます。男女共同参画行動計画平成２５年度の実施計画について

でございます。前回は平成２４年度に実施したものについて検討し

て、今回は２５年度を検討するということになっておりました。そ

れまではもっと遅れて両方を審議していたのでしたか。それを平成

２４年度が終わる頃に実施状況を報告してもらって検討する。２５

年度になって実施計画について検討するという、改善されたかたち

になったのでしたね。そういう訳でございますので議題（１）につ

いて事務局のご説明を頂戴いたします。進め方としては基本目標順

にやっていただいて、Ⅰの説明が終わったらみなさまからご意見を

いただくというように進めたいと思います。 

事務局 議題（１）男女共同参画行動計画 平成２５年度事業実施計画に

ついて説明。 

久喜市の男女共同参画推進のための取り組みは、『久喜市男女共

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”』を基本計画として、各所管課が男女共同参画推進のための

毎年度の事業計画を立てることになっております。平成２５年度の

実施計画について各所管課に照会し、回答を得た調査票を、ご覧い

ただいています。 

調査方法についての説明。 

事業番号、事業名、事業内容、所管課を掲載しています。この事
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業に対して、平成２５年度実施する場合は実施年度Ｈ２５の欄に○

を記入。 

その事業を今年度どうしていくのかということを、継続、拡大、

縮小、完了、廃止という方向性を記入。 

拡大、縮小または廃止と答えた事業についてはその内容や理由を

記入。 

事業内容の見直しの有無について記入し、事業内容の見直し

「有」とした場合は、その見直し内容を反映させた事業名や事業内

容を記入。この場合、見直しする点だけを記入するのではなく、平

成２５年度計画に掲載する全文を記入すること。 

実施年度の欄には、実施年度を変更する場合のみ予定の実施年度

を記入。 

所管課の欄には、事業を実施する所管課が変わる場合のみ記入。

 

基本目標ごとに説明。 

基本目標Ⅰ 男女の人権が尊重されるまちづくり  

◎事業番号１１１０１人権意識の高揚 

今後の方向性を「拡大」としており、その理由としては、久喜地

区の人権のつどいをこれまで久喜総合文化会館の小ホールで実施し

ていましたが、大ホールで開催し規模を拡大するためです。 

◎事業番号１１１０４人権・女性相談事業の充実 

 事業内容の変更がありました。変更点は、本庁が実施する人権・

女性相談の相談時間の変更です。 

◎事業番号１１１０５女性の悩み（カウンセリング）相談事業の充

実 

事業内容の変更がありました。変更点は１１月に開催している特

設相談を、平日開催としてきたところを、日曜日に開催するもので

す。 

◎事業番号１３１０３リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する

啓発活動の推進 

今後の方向性を「拡大」としており、６月２９日(土曜日)に中央

公民館で開催予定の第１０回男(ひと)と女（ひと）のつどいの記念

講演のテーマとして生涯にわたる健康について大きくとりあげるこ

とから拡大とするものです。 

以上の４事業の他は、１５事業が、継続、見直し無しです。 

榎本会長 ありがとうございました。Ⅰについてさらに説明を求めたいと

か、ご質問があったらお願いいたします。 

石田委員 事業番号１１１０１について、久喜地区人権のつどいの会場の関

係ですが、これは要するに昨年の参加者の人数が多いので、小ホー

ルでは入りきらないから変えるということなのでしょうか。 

事務局 久喜地区ではこれまで小ホールを会場としていましたが、３００

人の定員です。出し物によってはお客様が入りきれないため立って

見ている方、外にいらっしゃる方もいました。そういったことをな

くし、全員が入れるように大ホールに会場を変更しましょうと、実

行委員さんの方から提案があり、平成２５年度は大ホールに決定し

たわけです。ニーズに合わせた会場変更ということです。 

榎本会長 大変ですね。会場が大きくなると。さらにＰＲをしないと。 

事務局 今度は１２００人定員の会場になります。今度は会場のわりにお
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客様が少ないということにならないように、みなさまにも是非ＰＲ

をお願いいたします。 

榎本会長 見通しはいかがですか。 

事務局 実行委員となっている各団体の皆様に、組織に帰って参加してい

ただけるように呼びかけてくださいとお願いしています。さらにこ

の日には久喜市の他のイベントの開催をしないようにお願いしてご

ざいます。 

榎本会長 実行委員の皆様が元の団体に出て下さいというのは、今までどお

りですよね。さらに拡大されないと。 

事務局 実は、今まではどうせ入れないから行きませんよ、ということが

多かったのだそうです。ですから今回は、入れないことは絶対あり

ませんからと呼びかけております。おっしゃるとおり、それ以外に

もＰＲして、参加していただけるように考えております。 

榎本会長 県のネットワーク事業と共催するのはこれですよね。 

 そうです。もともとは国なのですけれども、国から県にきて、県

から市町村に委託される委託事業でございます。 

中村委員 日程は決定していますか。 

事務局 ９月１４日（土曜日）の午前中です。 

榎本会長 審議会の委員の皆様は母体となっている団体に戻って呼びかけて

いただき、ぜひともホールが満杯になりますようにお呼びかけいた

だきたいと思います。宜しくお願いいたします。他にいかがでしょ

うか。 

稲葉委員 事業番号１１１０４について、時間変更されたのですが、相談員

の方は各支所にいらっしゃるのですか。別々の方ですか。 

事務局 相談員は人権擁護委員です。支所というより久喜市として人権擁

護委員相談所を設置しまして、相談を受けていただいています。各

支所ごとに管轄といいますか、基本的には地区毎に活動していただ

いています。 

稲葉委員 各地区で別々の方がいらっしゃるのですね。各地区で開催の曜日

や時間が違っていますが、市民の方は統一された方がいいのか、ば

らばらがいいのか、その辺については何かありますか。 

事務局 時間と曜日については、合併以前からのやり方を踏襲しておりま

す。統一されていないので、かえっていいのかなと考えておりま

す。市民の方ならどちらの会場でも受けられます。 

今回変更したのは久喜地区の時間だけで、１３時１５分からに変

更し、従来は１３時からだったのを１５分ずらしました。実は会場

が１３時にならないと借りられないので、１３時からの相談とする

と相談者の方には会場準備の間、待っていただかなければいけない

のです。ですから、 初の１５分は準備をして、相談者が来ればす

ぐに相談できるように改善をいたしました。 

稲葉委員 はい、わかりました。ありがとうございました。 

榎本会長 石田委員は人権擁護相談所長でいらっしゃいまして、ここのとこ

ろ相談の件数が多いですよね。 

石田委員 そうですね。相談の時間や曜日が違っているので、逆に久喜地区

の人が久喜に来るというわけではなく、菖蒲地区や栗橋地区の人が

くることもあり、またその逆もあるので、そういう意味では相談で

きる機会が多くなると思います。 
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榎本会長 合併効果がこういうところにあるなと思いますね。 

事務局 久喜地区の相談員が他の地区に行って相談を受けることも開始し

ています。 

榎本会長 次にあります、女性の悩み（カウンセリング）相談を日曜日に開

設されるというのもよかったなと思います。これは要望があったの

ですか。 

事務局 要望ということではありません。現在は毎月第１･第３金曜日の

実施となっておりますが、これはアンケートを実施して金曜日に設

定しているわけですが、合併前からの方法を踏襲しています。合併

をしましたので従来のままでいいのかということで、再度アンケー

トを実施しているところです。そのひとつの取組として、日曜日に

開催したらどの程度の利用があるだろうか、お仕事をされている方

がどのくらい利用するのかということで、日曜日に開催することと

しました。 

榎本会長 これは１１月だけですね。試行的ということですね。 

事務局 そうです。試行的に実施します。アンケートの結果などとも併せ

て、見直しのための検討材料としていきたいと考えています。 

榎本会長 他にはいかがでしょうか。事業番号１３１０３のリプロダクティ

ブ・ヘルス/ライツの関係ですが、男(ひと)と女(ひと)のつどいで

演題を設けて先生をお招きしているということで拡大ですね。こう

いう類は初めてでしょうか。 

事務局 男女共同参画の講演会としてリプロや健康をテーマにするのは初

めてではないかと思います。 

榎本会長 男(ひと)と女(ひと)のつどいは久喜市と、倉持委員が代表をして

いる「女(ひと)と男(ひと)いきいきネットワーク久喜」が共催され

るということですので、これも委員の皆様にはふるってご参加いた

だければと思います。では、次に行きましょう。よろしいでしょう

か。 

事務局 基本目標Ⅱ 男女共同参画の意識づくり 

◎事業番号２１１０３男女平等意識や男女共同参画意識を育む講座

等の開催 

今後の方向性を「拡大」としており、その理由としては、地区に

ある集会所などの集会における講座の開催を今年度実施して、これ

まで対象としていた範囲を広げるということから拡大としました。

◎事業番号２３２０２デートＤＶ防止に向けた啓発活動の推進 

 今後の方向性を「拡大」としており、その理由としては、これま

で実施していなかったが、市内の高校や大学を訪問し、デートＤＶ

ポスターなどの掲示や案内の設置を依頼することから、拡大としま

した。 

 以上の２事業の他は、３３事業が、継続、見直し無しです。 

榎本会長 ありがとうございました。基本目標Ⅱについてのさらなる質問、

ご意見等賜りたいと思います。 

倉持委員 事業番号２１１０３について、今までの講座の他に地区での集会

でも講座も開催するということですが、地区での集会というのは具

体的にどのような集会で講座を行うのでしょうか。また、集会での

講座を、地区が市に依頼して行うのか、または市が地区に依頼して

行うのか、質問させていただきます。 

事務局 今はっきりと予定が立っているものは、野久喜集会所での学習会
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で、学習会の担当課である生涯学習課と情報交換をする中で、講座

が開催できるのではないかという話が持ち上がりました。 

倉持委員 いいことですね。 

榎本会長 拡大するということで、もっと他の集会所で開催するといいです

ね。 

事務局 高齢者大学でも講座を開催しております。 

倉持委員 何か地域で集会があるときに市にご相談して、そういう講座もお

願いできるということですか。 

事務局 これまでも出前講座という形でもお受けしておりましたが、こち

らから働きかける形でお願いするようなことも進めております。 

倉持委員 全体的なことなのですが、いただいた資料を拝見している中で、

それほど市の事業に詳しくないものですから、新規事業をどのよう

に見分けるのかと思いながら拝見していました。今伺いしました

ら、事業番号２３２０２が今まで実施していなかったことをするの

で拡大ということで、今後の方向性の欄に書いてありますが、資料

を拝見しただけでは今まで実施していなかったどうか、新しい事業

なのか判断できません。それほど重要なことではないかもしれませ

んが、審議会の委員として、新しい事業を今年度から実施するもの

なのか、継続しているのか、ご説明を聞けばわかるのですが、資料

の中でもわかるような形にしていただければと思ったのですが。 

榎本会長 一目でこれは新しい取組ですよ、というのがわかるように工夫を

して欲しいということでしょうか。 

倉持委員 新しい事業を行うということがわかればとてもうれしいです。 

事務局 新規事業として１つございまして、資料は先に進みますが、実際

には全く新しい事業が起こるということではなくて、従来人権推進

課と子育て支援課で取組んでいた事業番号４４１０２ですが、新し

く生涯学習課が取組むということで新規事業として表記してござい

ます。 

倉持委員 そうですね。わかりました。 

事務局 見づらくて、はっきりとした新規事業というよりは、今まで実施

しているものに新たに加わるという形ですので、倉持委員のおっ

しゃるとおり新しい事業として出てきたときの明確さについて、今

後心がけたいと思います。 

榎本会長 倉持委員は、事業を継続してやっている中で、新しい取組が入っ

たということもわかるようにして欲しいということですよね。他に

ありますか。 

石田委員 事業番号２１１０３について、これは今までも高齢者大学、市民

大学で講座を開催してきたということのようなのですが、それぞれ

各学年のどこか１コマだけなのか、どういう内容の講座なのか教え

ていただければと思います。 

事務局 高齢者大学につきましては、人権推進課長が依頼を受けて１コマ

の講座を開催しました。内容としては、女性の人権についてお話し

しました。 

石田委員 講演みたいな形ですか。ビデオを使うとかそういうものではない

のですね。 

事務局 そのとおりです。レジュメを配って、それに基づいて説明をする

というような形です。 
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榎本会長 例えば、高齢者大学の１年生の人権に関する講座は私が受け持っ

ています。他の学年についても講座があるのですが、ここに現れて

くるのは市が依頼されたものだけですよね。 

事務局 市民大学の１年生を対象に、先ほど石田委員がおっしゃられたよ

うに、ビデオを用いたりして授業の１コマという形で講座を予定し

ております。 

石田委員 事業番号４４１０２で新規というものがありましたよね。生涯学

習課で新規にやるというものですが、具体的にどんなことを企画す

るのでしょうか。 

事務局 基本目標Ⅳのところになりますので、その際に併せて説明させて

いただきます。 

榎本会長 他にはいかがでしょうか。 

春原委員 事業番号２１１０７について、私は栗橋地域に住んでおりまし

て、中央公民館にも出向いておりますので、情報紙そよかぜのこと

はよく知っているのですが、栗橋地域の何人かにこの情報紙そよか

ぜを知っているのかと聞いたのですが、あまり知られていないよう

です。ですから、どこでどのように発行しているのか、質問させて

いただきます。 

事務局 情報紙そよかぜは年に１回の発行で、毎年３月１５日の広報くき

お知らせ版と一緒に全戸配布をさせていただいております。 

春原委員 年に１回ですね。 

事務局 はい。年に１回ですので、見落としてしまうと、また次の年まで

ないということになりますので、お目に触れる機会がないというこ

とも心得て今後の編集作業に当たりたいと思います。 

榎本会長 旧久喜市は長年ですから、割合とわかっているのですが、新しく

合併されたところは、今回が３号目ですから、次第にわかってくる

と思います。いい取組みをしているといつも思います。 

春原委員 そうしましたら、宣伝という意味もありますので、もう少し年１

回の発行を変えるという検討はいかかでしょうか。 

事務局 予算の問題もあり、年１回の発行の予算で今は運営しております

が、他の方法でも発行出来るかどうか模索しております。例えば、

電子媒体で配信することも他の市では実施しておりますので、そう

いうことも可能であると思います。編集委員の方にはボランティア

でお願いしておりますので、今のペースですと年に１回ということ

で運営しておりますが、そういったご意見があったということを伝

えさせていただいて、活発な活動になるように心がけたいと思いま

す。 

榎本会長 編集委員の募集は困難ですか。 

事務局 昨日の６月１７日に締め切りまして、応募の方が４名いらっしゃ

います。 

榎本会長 よろしいでしょうか。では、次に基本目標Ⅲに移りたいと思いま

す。 

事務局 基本目標Ⅲ 男女平等を推進する教育・学習の環境づくり 

◎事業番号３２１０１男女共同参画の視点にたった講座の開催 

 先ほどの事業の内容と同じでございますが、今後の方向性を「拡

大」としておりまして、その理由として、地区の集会所や集会行事

での講座を開催するということで、野久喜集会所での講座を予定し

ております。 
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 以上の１事業の他は、１１事業が継続、見直し無しです。 

榎本会長 基本目標Ⅲについてのご意見がありましたらお願いいたします。

よろしいでしょうか。では、次に移ります。基本目標Ⅳのご説明お

願いいたします。 

事務局 基本目標Ⅳ あらゆる分野に男女が共同参画できる体制づくり 

◎事業番号４１１０１いきいき女性議会の開催 

 今後の方向性を「拡大」としておりまして、その理由として、女

性議会を、インターネットを通じて動画配信をするというもので

す。そのため、事業名についてはいきいき女性議会の開催と情報発

信に変更いたしました。事業内容についても議会の様子や質問答弁

内容の公開を、これまでは広報くきを中心に行ってきましたが、一

部インターネットを通じて情報発信をするというものに変更いたし

ました。 

◎事業番号４４１０２社会的性別（ジェンダー）の視点にたった各

種情報や学習機会の提供 

 先ほど石田委員からご質問をいただいた部分についてお答えいた

します。これまでは、人権推進課と子育て支援課の２課が所管課と

なっておりましたが、生涯学習課が新規事業として加わっておりま

す。３課で事業を行うこととなりました。生涯学習課においては市

内の幼稚園や小中学校のＰＴＡを通じた学習機会を提供していくと

いうものでして、これまで子育て支援課が主に幼稚園を除く未就学

児を対象に家庭教育学級という形で実施してきた他に学習機会を提

供するということです。いわば３課で対象を分けた形で拡大してい

くというような考え方でもありますが、ここは生涯学習課が新しく

加わるということで新規と掲載させていただきました。 

以上の２事業の他は、４６事業が継続、見直し無しです。 

榎本会長 基本目標Ⅳにつきまして、ご意見ございましたら宜しくお願いし

ます。 

中村委員 事業番号４２２０７について、前回の審議会において女性で農業

をしている方が本当に夫婦２人で農業に従事しているにもかかわら

ず、なかなか女性への啓発が進んでいないということでお話があり

ました。これは継続ということで、もう少し女性への啓発が出来な

いかと思うのですが、いかがでしょうか。 

事務局 資料が前後いたしますが、資料２にさいたま農村女性アドバイ

ザーに関する資料がございます。県ではさいたま農村女性アドバイ

ザーなどの女性のリーダーになられる方を育てようという取組みを

様々におこなっておりまして、こういった事業と連動して市も女性

農業者さんの育成というところに力を注いでいるところではありま

す。後ほどまた説明させていただきますが、アドバイザーの選定と

なると、すべての用件に合致する方がなかなかいらっしゃらないと

いう問題がありまして、具体的にアドバイザーの選定に結びつかな

いとの回答が担当課からありました。ですが、そうは申しますが継

続的に努力をいたしまして、そういった方の中から女性のリーダー

になってくださる方を育てていく取組みを進めて行きたいと担当課

は申しておりました。 

榎本会長 テレビで福島やあちらの復興の地域を見ていますと、実際に作物

を作っている人たちの起業というのがすごくクローズアップされて

いますよね。昔に比べて今は元気なのだなという風に思いますし、
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私たちも食べている側としても、そういう人たちがいきいきと働く

ということを希望しておりますので、これは新井委員のおっしゃる

とおりだったと思います。そして、他のデータで、農業委員の女性

の割合ですが、今期は女性１名だと思うのです。やはりそのあたり

も女性のリーダーの少なさというものを痛感いたしますし、リー

ダーだからそういう委員になるというのではなく、用件を満たす人

はどんどん委員になるようにしていただいて、そこから自分の人生

がスタートするというようなことがいいのかなと思うのです。やは

り、女性の農業委員が１名というのはいかがなものかと思っており

ます。よろしいでしょうか。では、次に移りまして、基本目標Ⅴの

ご説明お願いいたします。 

事務局 基本目標Ⅴ 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 

◎事業番号５１１１０子ども医療費支給事業 

 今後の方向性を「拡大」としておりまして、その理由として、子

育て家庭の経済的負担を軽減し、子育て支援のより一層の充実を図

るとしております。事業の見直し内容としては、平成２５年４月１

日から制度が拡大されまして、平成２５年４月１日診療分から子ど

も医療費の通院における支給対象年齢を、これまで小学校卒業まで

としていたところから、中学校卒業までに拡大したというものでご

ざいます。 

◎事業番号５２２０２生活支援サービスの充実 

 事業内容の見直しがありました。見直しをした点は、偕楽荘

ショートステイ事業についての部分でございます。偕楽荘は指定管

理者制度を導入しており、ショートステイ事業そのものについて

は、指定管理者が運営できる部分となります。そのため、市の直接

的な取組みではないということから、ショートステイの充実という

表現を削除したというものです。 

◎事業番号５２２０５身体障がい者デイサービス事業の充実 

 事業名の見直しがありました。法律改正によるもので、平成２５

年４月１日から障害者自立支援法が、障害者総合支援法となったこ

とを受けまして、事業名を新しい法に合わせた名称に整備したとい

うものです。 

◎事業番号５２２０９地域活動支援センター事業 

 事業内容の見直しがありました。事業番号５２２０５と同様に、

障害者自立支援法が、障害者総合支援法となったことを受けまし

て、修正したものです。 

以上の４事業の他は、４０事業が継続、見直し無しです。 

榎本会長 基本目標Ⅴについてご意見等ございましたらお願いします。 

春原委員 事業番号５２２０２について、地域支援事業の充実を図るとなっ

ていますが、この充実という言葉は具体的にどのような形なので

しょうか。 

事務局 久喜市では、障がい者や要介護状態の方へのサービスを徹底して

おりますが、指定管理者制度を導入することで今までは市が主体で

やってきたものを、広く民間の力を活用した形で偕楽荘の運営につ

いても充実させていくということを主眼としております。 

春原委員 実は、ショートステイについてですが、何日か前に申込めばわり

と入れるらしいのですが、急に入りたい場合はなかなかすぐには入
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れないという状況がありましたので、このあたりが充実したかなと

思い質問させていただきました。 

事務局 これは指定管理者制度ということで、市が運営をするのではな

く、指定管理者の指定を受けた民間事業者が偕楽荘を運営すること

になりました。その中で、市としてのショートステイではなくなり

ますが、具体的な内容まではわかりませんが、民間活用ということ

で市が行うより充実したショートステイとなると思います。 

榎本会長 市としては民活を進めておられるのですが、そこに事業主体が

移ってしまうと、こういうところには出てこないということになり

ますよね。そうすると私どもとしては市の全体像を掴めないという

弊害もありますよね。どうしたものかなと思います。 

石田委員 偕楽荘の指定管理者制度は何年か前からやっていますよね。それ

で、ショートステイについては内容・サービスをもっと充実させる

という趣旨ですか。 

事務局 はい。 

榎本会長 私がそれに関連して思うのですが、事業番号５１２０２につい

て、多様な保育サービスの充実とありますが、保育所は市が運営し

ているものもあれば、私立もありますよね。幼稚園もそうです。例

えば、なにか事業を展開して欲しいというようなときに、公立には

呼びかけるけれども、私立には呼びかけているのかいつも気がかり

でいます。例えて言いますと、このごろ発達障害のお子さんが非常

に増えていると皆さんご存知だと思います。小中学校には研修を受

けた者を配置するなどの支援があると思うのですが、小学校に入る

前には保育園や幼稚園では特別の手当てをしているのか、というこ

とも気がかりなところです。公立であれば研修を受けさせたり、研

修を受けた者を配置したりするなどの支援をすると思うのですが、

私立の場合は放ってあるのか、それとも手当てをしているのかとい

うことが気になります。 

事務局 少なくとも保育園では、公立の場合は自ら自治体が経営している

わけですから、事業として実施します。私立の場合は補助金という

形で補助して実施していただくということで、保育を受ける子ども

にとっては同じようなサービスを受ける対象となっております。や

はり制度としては用意してあるものの、指導する保育士の人材確保

の点から、思うように拡大していかないという事実もございます。

榎本会長 大事なところなので、宜しくお願いいたします。それでは、次に

基本目標Ⅵに参ります。 

事務局 基本目標Ⅵ 性別による暴力のないまちづくり 

◎事業番号６１１０１人権意識の高揚 

 基本目標Ⅰで説明した事業番号１１１０１の再掲でございます。

◎事業番号６１３０２デートＤＶ防止に向けた啓発活動の推進 

 基本目標Ⅱで説明した事業番号２３２０２の再掲でございます。

◎事業番号６２１０１女性相談事業の充実 

 内容の見直しがあり、基本目標Ⅰでご説明したとおり人権・女性

相談の本庁での開始時間が１３時から１３時１５分からとなったこ

と、そして女性の悩み（カウンセリング）相談の特設相談を日曜日

に開催するという２点が見直し点でございます。 

 以上の３事業の他は、１９事業が継続、見直し無しです。 

榎本会長 ありがとうございました。ご質問ありますでしょうか。 
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渡辺委員 全体を通して今後の方向性を「拡大」としているもののほとんど

は人権推進課が所管課で、他の課が所管されるものでは「継続」今

のままでいいと判断をされているのですが、実際に他の課に聞き込

みをされたところで、積極的にやってこうという課と、どちらかと

いうと受け対応で継続していく課があると思いますが、後者の場合

は新たな働きかけが必要かなと思いますが、どのような感触があり

ましたか。 

事務局 各課を回っていますと、男女共同参画ということについての理解

ですとか考え方は様々で、担当により重きを置くところが違い、今

自分が担当している業務とは関連が薄いのではないかと考えている

と感じる部分はありました。ただ、男女共同参画という視点は共通

して根底に持っているものではあるということも確認でき、お互い

の意思疎通は出来たように思っておりますので、そのような溝や違

いがあった部分はこうして各課を回る中で少しずつ解消させていた

だいているかなと思います。実際には今自分が担当している業務の

中で、具体的にどのように男女共同参画に関わればいいのかという

ことについての考え方が十分に浸透していないと感じる部分もあり

ました。こちらの計画にある内容については出来ていますという回

答をいただいても、それはそれまでとして、もっと広い範囲で結び

ついているのかなという疑問もありました。こうした投げかけとい

うことは庁内で必要なことであり、むしろ当たり前であるような計

画ではありますが、それを再認識していくことの重要性を感じまし

た。 

榎本会長 私たち審議会委員はそういうことに着目して、人権推進課以外の

課への意見を出しておけば、事務局が担当課に行かれるときに、審

議会委員からこういう指摘がありましたと伝えていただければ強い

影響力があるかと思うので、この点も踏まえてご意見をいただくこ

とも大事かなと思います。 

中村委員 繰り返しになりますが、前回の審議会でつくづく思ったことなの

で、農業振興課には食ということにつながっているという部分で、

女性が元気に表に出てこられるような取組みを推進するように伝え

ていただければと思います。 

事務局 かしこまりました。農業振興課に伝えたいと思います。 

榎本会長 新井委員はいかがですか。 

新井委員 私は女性部の代表をやっておりますけれども、やはり男社会とい

うことが目立ちますので、一生懸命に言っても人数が集まらないと

声が伝わらないのだなという気がします。女の人が声を出すと、そ

んな細かいことは、といわれることがありますが、そういう積み重

ねが一番大きいのかなと思います。小さい社会からでも大きくなっ

ていくと思います。 

榎本会長 細かいことといわれますが、細かいことというのは事例に基づい

ているから具体性をもっていて大事なのですよね。概念で語られる

よりも具体性をもって語ったほうがずっとわかりやすいですよね。

がんばってください。それでは議題（１）を終わらせていただきま

す。次に、議題（２）に移ります。第１回審議会での質問に対する

各課回答について事務局のご説明お願いします。 

事務局 前回の審議会において、ご意見、ご質問をいただいておりまし

た。ご意見につきましては、男女共同参画審議会中の各委員からの

11 

 



ご意見ということで担当課に伝えてございます。ここでは、ご質問

をいただいた事柄について、ご報告させていただきます。 

◎事業番号２１２０７活動団体への活動拠点の提供 

質問：ふれあいセンターの女性団体活動支援事業室の利用について

は、久喜地区以外の団体も利用しているのでしょうか。ま

た、その利用については周知しているのでしょうか。 

回答：現在、女性団体活動支援事業室を利用している団体は久喜地

区の団体だけでございます。また、ふれあいセンター側から

女性団体活動支援事業室の利用拡大についての周知は、現在

のところ特に行っていません。 

◎事業番号４４１０３家族で参加できる行事や講座等の開催 

質問：ママ・パパ教室で一回は両親が参加するという予定をしてい

るということでしたが、一人親家庭についての配慮はどのよ

うにしているのでしょうか。 

回答：ママ・パパ教室ということで、一回は両親の参加を呼びかけ

はするものの、教室の内容としては父親の参加がなければで

きないという内容にはなっておりませんので、全く支障がな

いように配慮して運営しております。実際にお仕事の都合で

一人親家庭に限らずママだけの参加ということもだいぶござ

います。そういった場合も特に支障がないような運営を行っ

ております。 

◎事業番号４３４０１地域の住民組織リーダーへの女性の参画促進

質問：農業分野においての女性アドバイザーの推薦候補についてで

すが、さいたま農村女性アドバイザーの推薦候補者が選定で

きなかったという結果から、その理由についてはどういった

ことでしょうか。 

回答：資料２にあるとおり、いくつか認定要件がございまして、こ

の認定要件すべてに合う方を見つけることが出来なかったと

いうことでございます。しかし、久喜市内での女性の農業分

野でのご活躍は実際にありますので、その中から登用に向け

て心がけていきます。 

◎事業番号５１２０２多様な保育サービスの充実 

質問：現在の久喜市の待機児童はどのくらいでしょうか、また、現

在の市内の企業内保育所の設置状況はどのようでしょうか。

回答：埼玉県から照会があった平成２５年４月１日現在での久喜市

の保育所入所待機児童調査での回答においては、待機児童は

０名でございます。市内の企業内保育所でございますが、市

が連携を取って把握しておりますのは認可保育施設という形

での連携になります。企業内保育所として市が連携を取って

いる事業所は済生会栗橋病院と久喜総合病院の２箇所でござ

います。 

◎事業番号５１１１３赤ちゃんの駅整備事業 

質問：現在久喜市内で赤ちゃんの駅はどういったところにあるので

しょうか。 

回答：資料２にご用意いたしました。こちらは埼玉県のホームペー

ジからダウンロードしたものでございまして、市内に９２箇

所ございます。 

◎事業番号５２２０１防災・防犯に配慮したまちづくりの推進 

質問：子どもレディース１１０番の家について、委嘱者の資格要件
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などはありますか。また、一部の学校で設置についてあまり

よくわかっていないところがあるようなので、学校との連携

や情報提供はどのようになっていますか。 

回答：子どもレディース１１０番の家につきましては、久喜市子ど

もレディース１１０番の家要綱に基づきまして、区長及び学

校長の推薦により市長が委嘱を行っております。また、任期

については２年でございます。学校には教育委員会の指導課

を通じて、子どもレディース相談員名簿というものを提出し

ております。これはご本人様からの同意を得られた場合のみ

各学校に提出しております。また、十分に周知がされていな

いというご意見をいただきましたので、これを参考に今後の

事業に努めてまいります。 

 前回の審議会でのご質問に対する回答は以上でございます。 

榎本会長 ありがとうございました。ご質問ありますでしょうか。赤ちゃん

の駅の内容にも目を向けないといけないと思います。単にオムツが

替えられます、授乳できます、その他のことができます、というだ

けではなく、本当に安心してお父さんもお母さんもそこで充実でき

たり、オムツをかえられたりするようないい環境が整えられている

かどうかにも、この次には目を向けなければいけないなと思いまし

た。他にはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。では次の議題

に入ります。議題（３）推進月間事業について事務局お願いいたし

ます。 

事務局 資料３に基づき、１日体験学習ツアーの実施報告。 

中村委員 集合写真を拝見して、男性の参加者が多いなという感想を持ちま

した。 

事務局 参加者のおよそ３３％の方は男性でした。 

榎本会長 荻野吟子記念館は妻沼の聖天様の近くですよね。よろしいでしょ

うか。ありがとうございました。それでは議題（４）その他の説明

をお願いします。 

事務局 資料４に基づき、２０１３久喜市いきいき女性議会、久喜市女

(ひと)と男(ひと)の共生セミナー、男女共同参画週間について説

明。 

榎本会長 ありがとうございました。何かご質問ありますか。 

大塚副会長 いきいき女性議会についてですが、何回か前に傍聴したときに、

同じテーマで何人も重複している場面がありました。事前説明会で

調整するとは書かれていますが、なるべく多くのいろいろな女性の

意見がでるようにして欲しいです。議会を開くことを目的とせず

に、実際に市内の在住・在勤・在学の女性にとって本当に実りのあ

る議会となるように、しっかりと調整をしていただくよう希望しま

す。 

事務局 事前説明会を開催いたしまして、質問していただくテーマについ

て重ならないようにお願いしていきたいと思います。 

榎本会長 他にはないでしょうか。よろしいでしょうか。以上で議題の４つ

を終えることが出来ました。皆様のご協力ありがとうございまし

た。これで議長の席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、事務局から次の審議会の予

定についてご案内いたします。本日第２回目の審議会におきまし

て、平成２５年度の計画につきましてご審議をいただきましたこと
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から、これ以降はこの計画を基に各所管課において事業を推進する

こととなります。従いまして、次回の審議会は平成２５年度の進捗

状況についてご審議をいただくことといたしまして、来年度の５月

ごろに審議会を開催したいと考えております。その間に男女共同参

画の施策に関する苦情等の申し出や、急ぎご審議いただく案件が発

生した場合は、その都度通知を差し上げたいと考えておりますの

で、宜しくお願いいたします。それでは、閉会に当たりまして、大

塚副会長からご挨拶をお願いいたします。 

大塚副会長 皆様活発な審議お疲れ様でした。 近心に残った言葉で、もう絶

対に自分は戦場に行かないような年代の人が外交上は戦争を始めた

り、自分たちがもう絶対返せないであろう年代の人たちがたくさん

借金をしたりしている、という話を聞いて、ああなるほどと感じま

した。男女という問題は、外交とか財政と同じように大きな問題で

すが、絶対に心の痛みを感じることがないような人たちが男女共同

参画社会の実現を阻害しているのではないかなと感じました。そう

いうことで、このまちに関しては心の痛みに目を向けていけるよう

なまちが実現していくように、皆様と一緒にがんばっていかなけれ

ばいけないなと思いました。これから特別なことがない限り、顔を

合わせるのは１年ぐらい先になると思いますけれども、どうかこの

まちのために一緒にがんばっていきたいとおもいますので、どうぞ

宜しくお願いいたします。どうもお疲れ様でした。 

事務局 ありがとうございました。それでは以上をもちまして、平成２５

年度第２回久喜市男女共同参画審議会を終わらせていただきます。

 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８月９日 

大塚 治

倉持 睦子 

(注) 特に署名等を要しない審議会等については、事務局名を記入する。 
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