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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 みなさんこんにちは。定刻より若干早いですがみなさんお集まり

ということで、平成２６年度第１回男女共同参画審議会を始めさせ

ていただきます。委員の皆様には大変お忙しい中、また天候の悪い

中お集まりいただきましてありがとうございました。 

私はこの度の人事異動によりまして人権推進課長に着任いたしま

した木村と申します。よろしくお願いいたします。前任の加藤は監

査委員事務局長ということで異動になりました。どうぞ加藤に引き

続きよろしくお願いいたします。また、この度の審議会の開催にあ

たりましては度重なる日程の変更ということでみなさま方にはご迷

惑をおかけいたしました。ご協力いただきまことにありがとうござ

いました。 

それでは、ただいまから審議会を開催させていただきます。 

お手元の次第に基づき始めさせていただきますが、はじめに榎本会

長からご挨拶をいただきたいと存じます。よろしくお願いいたしま

す。 

榎本会長 みなさまこんにちは。天気が悪く体調が崩れそうなのをようやく

元気を出して、全員の方がお集まりいただきまして誠にありがとう

存じます。課長が話されたように、何度か都合が合わず、審議会が

成立しないということがありました。結果としてみなさまがこの日

に全員ご参加いただいて気持ちが盛り上がってきたのかと思いま

す。今日は１日よろしくお願いいたします。 

昨年みなさまにお目にかかって、ちょうど一年ぶりくらいだとい

うことでございます。なかなか顔合わせができない間に、みなさま

様々にご経験なされてご意見などもたくさんおありかと存じますの

で、ご意見をたくさん出していただけたらと存じます。 

いつも私の拙い体験を尐しだけお話させていただくことにしてお

りますが、私が代表を務めます総会が先日ありました折に、来賓控

室がありまして、その係を総務部さんにお願いしてありました。尐

人数で足りますので、男性一人、女性一人ということで係をお願い

いたしました。そうしましたら、たいへん母性的な女性が「いえい

え、私がいたしますから」と仰って、お茶を出す役を女性がやられ

ました。男性は来賓を控室までご案内する係ということになってし

まったのです。男性は「はい、わかりました。お茶をお出ししま

す」と仰るので抵抗がないのですね。でも女性の方が「いえいえ、

私がいたします」と仰いました。男性の意識が改革されたにも関わ

らず、女性の、何かしら「底にあるもの」を感じました。私は男女

共同参画審議会の委員もしておりますので、どうぞ、ぜひとも男女

でお茶をお願いしたいのです。とお話させていただきました。 

そんな体験から、私達の身近な生活の中にあります「底に持って

いる意識」はまだまだ変わっていないのだな。と思いました。そし

て、慣習ですね。私の中にも相当古いものがある訳なのですが、そ

れを変えられるチャンスがあるにも関わらず、地域にある慣習です
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から、秩序を破壊するといった恐れも感じたりするのですけれど

も、私どもは男女共同参画審議会の委員であるということからも、

率先して、いい方向に改革できるように努めたいなと思った次第で

ございます。 

今日は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。それでは続いて会議資料の確認をさせ

ていただきます。 

【資料１～７までの確認】 

 では、次に審議会開催にあたりまして、定足数のご報告をさせて

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、全員ご出席というこ

と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。ま

た、本日の会議の会議録の署名委員でございますが、名簿の順で春

原委員さん・富田委員さんとなっておりますので、よろしくお願い

いたします。 

春原委員 

冨田委員 

はい。 

事務局 次に、議長につきましては、榎本会長が召集し、議長となる規定

がございますので、これ以降の議事進行につきましては榎本会長に

お願いいたします。よろしくお願いいたします。 

榎本会長 はい。議長の役割をしばらくの間務めさせていただきます。よろ

しくお願いします。 

議題１ 平成２５年度実施計画の推進状況調査についてでござい

ます。ア）の平成２５年度の実施状況についてから説明をいただき

ますが、説明の仕方について事務局から提案がありますか。 

では、よろしくお願いいたします。 

事務局  はい。ではよろしくお願いいたします。 

 進め方についての提案ですが、基本目標がⅠからⅥまでございま

す。基本目標ごとに説明させていただき、それごとにご意見を伺え

ればと思いますが、いかがでしょうか。 

 (はい という声あり) 

榎本会長 では、そのように進めてください。 

事務局 資料１、２、３により説明。 

・資料１の表の見方について 

・平成２５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。 
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・「目標【施策の方向性】達成度」欄は【施策の方向性】として設

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２により基本目標Ⅰについて説明 

榎本会長 みなさんいかがでしたか。事前に送られた資料１は、みなさん読

んでこられたわけですね。 

事務局 資料２でご説明しましたが、資料１を元にご質問をいただければ

と思います。 

榎本会長 基本目標Ⅰ男女の人権が尊重されるまちづくりについて 

資料１は１ﾍﾟｰｼﾞ～５ﾍﾟｰｼﾞまでについてよろしくお願いします。 

中村委員どうぞ。 

中村委員 はい。事業番号１１１０２です。高齢者大学は６０歳からの生徒さ

んでよろしいでしょうか。その３年生ですと６０代前半かなと思い

ますが、この講演はどなたがなさったのでしょうか。 

事務局 異動しました前人権推進課長の加藤が担当いたしました。 

中村委員 そうですか。女性の人権について加藤課長がご講演なさったわけで

すね。ありがとうございました。 

榎本会長 高齢者大学は６０歳以前に入学できましたか。 

春原委員 市民大学が６０歳より前の方ですね。 

稲葉委員 市民大学は６０歳前にはいれるのですね。 

春原委員 はい。高齢者大学は入る方の年齢はまちまちですので、７０代の方

もいらっしゃいますね。 

中村委員 男性の課長さんが「女性の人権」というテーマでどんな風にお話に

なったのかなと思いまして興味がありました。それから生徒さん達

は、ひと昔前の、男女役割の強い縛りがあったりする慣習の中で生

活してこられた方たちでしょうから。どんな風かお話を伺いたいと

思いましたが機会があったら伺いたいと思いました。 

榎本会長 高齢者大学は、私が１年生を受け持っています。３年を人権推進課

が受け持っていますね。２年生もでしょうか。 

事務局 ２年生は担当しておりません。 

榎本会長 障がい者の人権についての講義もありますね。４年間の内に人権に

関わる講座を年に１回設けているのです。私は１年生を受け持って

いますので人権全般についてお話をしますが、いろいろな場面での

人権侵害をドラマ化したようなＤＶＤを見てもらって、グループ討

議をしていただきます。私の体験では、最近の高齢者大学の生徒さ

んは非常に人権意識が高いと感じています。 

中村委員 そうですか。では、３年生は１年生の時に榎本会長のお話をきいて

いらっしゃるのですね。 

榎本会長 そうですね。１年生は人権全般、２年生は障がい者の人権、３年生

は女性の人権の講座があります。高齢者大学の人権を捉えた講座は

ありがたいと思っています。 

中村委員 よくわかりました。ありがとうございます。 

榎本会長 他にはいかがですか。 

では、私からひとつよろしいでしょうか。３ページです。事業番号

１２１０４のＨＩＶ検査の受診票を交付し、受診を促したとありま

す。どの程度の方が受診したのかわかりますか。 

事務局 具体的な件数を把握していませんでした。担当課に問い合わせまし

て次回の審議会でご報告させていただきます。 
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榎本会長 教えていただける内容でしょうか。 

事務局 そのことについても確認し、支障のない範囲で状況を教えていただ

くよう考えております。 

榎本会長 パンフレットを配布しました。という報告に留まることが多いです

よね。どのくらいの効果があったか測りにくいものではあります

が、具体的な数字をあげていただくとその効果がやや推測でき、わ

かりやすいということがありますね。 

事務局 ありがとうございます。担当課に確認してご報告したいと思いま

す。 

榎本会長 同じかたちで、４ページの１２１０８ですが、これは受診者数のと

ころで、国保の受診者が11,889人、後期が5,025人とあります。こ

れは割合でいくとどうであるのかがわかるといいと思います。 

他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

では次のご説明をお願いします。基本目標Ⅱですね。 

事務局 【資料２により基本目標Ⅱについて説明】 

榎本会長 それでは基本目標Ⅱは資料１の６ページから１４ページまでです

が、ご覧になってご意見ご提案がありましたらお願いします。 

倉持委員 よろしいですか。 

榎本会長 倉持委員どうぞ。 

倉持委員 事業番号２１２０４、資料１の９ページ、情報紙そよかぜの発行に

ついてですが、以前は年に２回、合併してからは年１回なのです

が、私たちの団体の中でこのそよかぜが話題になりまして、期待し

ていたということがわかったわけでもあるのですが、偶然みんなが

同じことを考えていたのですが、今年度のそよかぜは編集方針が変

わったのでしょうか。男女共同参画に特化したような団体以外から

も同じ意見が出ました。この内容が啓発的な情報を期待していた。

でも今年度は、広報くきでも扱えるような実用お役立ち情報のよう

な編集になっていてもの足りなかったと。ここでお話すべきか迷い

ましたが、男女共同参画を推進する団体に関わっているものとして

は、年に１回の情報紙の編集についてはぜひ有効に紙面を使いたい

という気持ちもありまして。 

榎本会長 その情報紙を持ってこられますか。 

倉持委員 自分でも驚きました。会合が終わったあと、誰が言うともなく出て

きた話なのです。みなさんそれなりにいつもきちんと見ているのだ

なぁとわかってうれしかったのですが、ちょっといつもと違うよね

という話が出ました。あれだと広報くきの一部みたいで、啓発的と

いうよりはお役立ち情報が主で以前の「そよかぜ」とは違うよねと

いう意見が出ました。 

冨田委員 この情報紙を見ますと、編集委員を募集しますとありますから、作

る方は市民の方がメインになるのですよね。 

倉持委員 そうですね。でも市のほうから編集方針などのお話があると思うの

です。 

榎本会長 事務局からいかがですか。 

倉持委員 すみません、他で話す場所もないので。 

榎本会長 そんなことないですよ。いいと思います。 

春原委員 スタッフの方のお名前は以前の方と同じようですね。 
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倉持委員 編集方針があると思うのですが、啓発を図る情報紙ということです

から。 

事務局 今号については、編集委員の方と一年間を通じて編集内容を詰めま

した。子育て、介護に悩む方が多い。ひとりで悩まないで、どこか

に相談して欲しいという思いから、このようになりました。これま

での「そよかぜ」と異なるというご意見も今後の編集の中で反省・

改善につなげていきたいと思います。 

春原委員 年に１回の発行なのですね。 

倉持委員 そうなんです。ですから、１年かけてよく検討されて作っていると

思うのです。 

春原委員 けっこう読まれているみたいですよ。「そよかぜ」を知っています

かと聞いたらみなさん読んでいらっしゃいました。 

冨田委員 バックナンバーなどが読めるようになっていますか。今は市のホー

ムページなどで出てきますか。 

事務局 久喜市のホームページに第１号から掲載しております 

倉持委員 私もこの「そよかぜ」を市のホームページからダウンロードしてき

ました。 

冨田委員 そうですか。わかりました。 

榎本会長 そういうご意見があったということで、がんばっていいものを作っ

ていただけるといいですね。なんとなくわかりますね。子育てや介

護、どんなところに相談すればいいのか。わかりやすくお知らせし

ようとした。 

事務局 今回は、特に啓発から離れたという意識で作成しておりませんでし

た。編集委員さんの中では、子育てと介護について取り上げること

がずっと課題となっていました。これを取り上げるにあたり、みな

さんは子育てと介護のどういうことが知りたいのか、何をなやんで

いるのかということについて編集委員がアンケートをとったとこ

ろ、どうしたらいいのか、どこに相談したらいいのか知りたい。と

いう声が多く寄せられました。子育てと介護は、直面している誰か

だけのものではなく、社会全体で担うものという立場に立ち、お知

らせしたいという趣旨でこのような編集になりました。いただきま

したご意見は次号の編集に生かしてまいりたいと考えております。 

榎本会長 よろしくお願いいたします。中村委員どうぞ。 

中村委員 私は旧鷲宮地区で男女共生情報紙を１０年間、編集委員として作っ

てきたのですが、１０年も経つと私が編集委員をやっていることが

浸透してきまして、何月何日にこういう会があるので情報紙に掲示

してください、という要望が多くなるのです。その時に一年に一回

の機会をお知らせにしてしまうと自分たちが思っている男女共同参

画情報紙に書きたいことが書けなくなってしまうのです。はい と

お答えしたいのですが、編集会議にかけて、それは載せられない。

載せるのであればスペースをできるだけ小さくして載せた経験を思

い出しました。今号はやはりお知らせの部分が多いかなというのが

正直な感想を付け加えさせえいただきます。 

榎本会長 ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。 

はい、稲葉委員。 

稲葉委員 事業番号２４１０２、１４ページです。外国人への情報提供の充実

ということで、日本語教室を開きましたということなんですが、実

は私は鷲宮国際交流協会に所属しておりまして、日本語教室を開い
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ています。口コミでいらっしゃいましてせいぜい２～３名の参加者

です。先生は定年退職したボランティアの方に来ていただいていま

す。１時間半の日本語の勉強をしながら久喜市のことだとか、買い

物とか生活のことなど雑談をしながら溶け込むようにしてもらって

います。ぜひ市もボランティアを活用するとか費用のかからない方

法で、外国人の方の支援ができるのではないかと思います。久喜市

には2,000人以上の外国人の方がいて、日本語がよくわかる人もそ

うでない人もさまざまなレベルの方がいらっしゃると思います。私

たちは日本語がよくわからない、ほんとうに困っている方がたくさ

んいらっしゃるのでそういった方を対象にしています。日本語検定

何級ですという方は学校に通っていただけばいいというやり方で

す。自治振興課にご提案いただきたいと思います。 

事務局 自治振興課に提案したいと思います。 

榎本会長 ありがとうございます。 

では私からひとつ。事業番号２３２０２です。デートＤＶへの取組

みです。長年成人式でチラシを配布しているということですが、学

校を通じた中学校への啓発を行うということですが、どういった形

で行いますか。 

事務局 今のところ具体的な計画ではなく、素案の段階ですが、これまで実

施してきたのは保健室などにマンガを多くしたデートＤＶのパンフ

レットを掲示してもらうということを行いました。全員配布ではあ

りませんでしたが、目にしてもらえたのでなないかと思います。授

業に取り入れていただくことは難しいです。資料をお配りするより

はもう尐し踏み込んで実施できたらと思っています。 

榎本会長 新成人からいっぺんに中学生というのは。本当は高校生に向けて行

いたいけれども、高校は県の管轄だからということでしょうね。 

よろしいでしょうか。では基本目標Ⅱは終わらせていただきます。 

それでは基本目標Ⅲご説明をお願いします。 

事務局 【資料２により基本目標Ⅲについて説明】 

榎本会長 基本目標Ⅲ 男女平等教育を推進する教育・学習の環境づくりにつ

いていかがでしょうか。 

では、私からひとつ。事業番号３１１０１ １５ページです。呼名

の関係です。生活の中にさらに改善できる箇所があると考える。と

いうのは、どういうお考えでしょうか。式典では男性や女性を「さ

ん」と呼ぶけれども、家庭の中ではそうでないので、そのあたりに

もっとアプローチできるのではないかと仰っているのでしょうか。 

事務局 担当課に確認したところでは、式典においては完全実施できている

けれども、学校生活の中でさらに改善できる点があるのではないか

ということでうかがっています。 

榎本会長 学校生活においてということですね。 

先生方は徹底できているのでしょうかね。 

事務局 男女混合名簿の徹底や式典における配慮も徹底されているので、男

女共同参画の視点についての配慮は十分にされていると伺えます。 

榎本会長 学校生活においてはまだまだと感じたのでしょうね。式典では徹底

できているけれども。 

稲葉委員 こういった指導は小学校でも中学校でも行われているのでしょう

か。 

事務局 はい。小学校、中学校のほか幼稚園でも行われています。 
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榎本会長 はい冨田委員どうぞ。 

冨田委員 事業番号３１１０４、保護者に対する意識啓発の充実についてで

す。園だよりや保護者会・懇談会において「両親が協力して行うこ

と」の大切さを伝えることで、男女平等や男女共同参画についての

啓発を行った。とありますが、これはどのように行われたのでしょ

うか。先生がお話をなさるとか、先生がお考えを述べるとか、どん

な啓発が行われたのでしょうか。 

事務局 詳細について確認しておりませんでした。調査しまして次回の審議

会でご報告したいと思います。 

冨田委員 女性も社会に出て、子どもを保育園に預け働く。女性の社会進出が

進み、埼玉県でも女性の起業を推進する中で、結局どんな勉強をし

ても夫婦仲良くといわれます。その通りだと思います。人を雇用す

る側の問題としても、根本は家庭だなと思うことがあります。今、

本当に複雑な世の中です。おしゃべりをしないから胸の内がわから

ない。でも一日の大半は会社で過ごす。仕事のことで悩んでいるの

かと思い、よくよく聞いてみると家庭が根本で、問題は個にあると

いうことが非常に多いなと感じます。ちょうどここのところで、子

どもの頃の教育が非常に大事だと感じました。また、子どもの教育

よりも親の教育だと言われている部分もあります。こういったこと

から、たいへん気になりました。先輩の意見って大事だと思うので

す。私達の世代も先輩方から見れば、突拍子もないことをやってい

るかもしれない。これがどう啓発されているのか気になりました。 

榎本会長 では、事務局よろしくお願いします。 

私から事業番号３１２０２です。保育士や幼稚園教諭に対して、男

女平等教育等に関する意識調査を実施し、その実態を把握するとあ

ります。実施されたわけですね。ですが、調査結果を資料として公

表するまでには至らず来年度の課題とするとあります。これはなぜ

公表に至らなかったのでしょうか。 

事務局 調査の実施時期が１月でした。集計から公表までが年度内に終わら

なかったためです。 

榎本会長 これは大事な資料かも知れないですね。教える側の意識はたいへん

大事ですね。 

他にはいかがですか。石田委員どうぞ。 

石田委員 事業番号３２２０１です。１日体験学習ツアーですが、こういった

施設見学と男女共同参画への理解や意識啓発をどういった関係を持

たせて実施していますか。 

事務局 このツアーについては、埼玉県ゆかりの偉人をめぐるツアーになっ

ています。荻野吟子記念館を見学先のひとつにしています。日本の

女医第１号となるまでのご苦労、経緯を知り先駆者を見つめていた

だくことを一つのテーマとしました。この１日のバスツアーの車中

で男女共同参画に関するお話をさせてもいただきます。また、日頃

から男女共同参画に深い関心をお持ちの方以外の方、例えば歴史に

興味があるとかで参加した方にも啓発を図りたいという考えの下に

実施しています。男女共同参画というテーマを明確におきながら

も、それ以外の興味で参加していただく方にも啓発が図れることを

目的にしています。 

冨田委員 荻野吟子賞というのがありますね。埼玉レディース経営者クラブの

中で、荻野吟子賞をとられた方が２人ほどいらっしゃいます。女性
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が参画する経営に向かっては私自身も興味があります。女性の社会

進出や参画についてつながりがとてもあると思います。 

榎本会長 参加者が、男性９人、女性１８人ということをどう捉えますか。 

事務局 昨年度よりも男性参加者が増えています。男女共同参画に直接的に

興味のある方でないにしても、歴史などに興味がある方にご参加い

ただき啓発が図れたと思います。 

榎本会長 丁度女性の半数で悪くない数字かなと思いました。 

WithYouさいたまのイベントの日は大雪でしたね。 

倉持委員 市のバスツアーは中止になりました。WithYouさいたまのイベント

は行われました。尐々プログラムを組み替えましたが、３日間通し

て無事終了しまして、私も３日間まいりました。 

榎本会長 よろしいでしょうか。では次に移ります。 

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 

事務局 【資料２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。資料１では１９ページから２８ページま

でですね。はい、冨田委員。 

冨田委員 私はまさに自分が今やっていることなのですが、事業番号４２２０

６女性の起業支援の充実というところです。２３ページです。市と

しても情報収集のみで、市独自の開催が必要というところですが、

女性が起業したいという動きがでています。融資制度の周知に疑問

を感じます。本当にあるのでしょうか。女性が起業できる環境づく

りがどういう部分で図れたと言い切られているのか疑問です。私は

商工会にお願いして創業支援制度の創業助成金をお願いしているの

です。どこに相談していいのかわからないという部分が問題だと思

うのです。起業できる環境づくりが図れたのかききたいと思いま

す。 

事務局 持ち帰りまして、調査しました結果を次の審議会でご報告したいと

思います。 

冨田委員 よろしくお願いします。 

榎本会長 安倍首相はいろいろなことを打ち出してきますよね。それが県にき

て、市にくる時には、何かちょっとぼやける気がしますね。もっと

即効性をもって、女性が働くということは大事なことなので、もう

ちょっとパッと打つ手はないかなという気がします。国では、女性

が働かなければ成り立たない。尐子化の中で労働者は女性を用いな

ければならないと強く言っていますよね。それが地域にくると響い

てこない。だいたい働く場所がないし働きやすさの工夫がない。尐

子化を解消する手だてはいろいろやっておられるけれど、もっと即

効的に女性を活用できる工夫が必要ではないかなとこの頃つくづく

思いますね。働く場所ですよね。女性の就労の場ですよね。働き方

にしても、働きたいお母さんがいてもパートであってもフルタイム

で毎日はきついけれど、週に二日とか三日とか、ワーキングシェア

みたいなものがあまりないですよね。どうなんでしょう。 

冨田委員 企業独自で雇用の仕方を考えるしかないでしょうか。雇用形態も事

業によって変わってきますし、なかなか難しいところです。やっぱ

り今は扶養の範囲内で働きたい方が多く、でも実は主婦は時間を作

るのがとても上手で無駄な時間を作らない。子どもさんが学校に

行っている間とか、幼稚園の２時のお帰りまで集中してやるので

す。企業ごとの人員配置であったり任用の仕方にかかってくる。あ
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とは行政がどのような支援をしてくれるのかということになってく

る。埼玉ウーマノミクスと言っているわりには、もったいない。こ

れから私は主婦を雇用したいと考えていますが、その前に起業する

ことに時間がかかっている。かなりハードルも高い。会社を興すっ

て難しいことで、起業って何なの？と不安な方もいらっしゃると思

うのです。主婦は宝だと思います。細かいことに目配り気配りでき

て無駄な時間を使わず、家事もパパッと仕事もパパッと手際よくや

る。そういう能力をもっている方を見出したいと思っています。 

榎本会長 久喜市の特徴のひとつとして、専業主婦率が高いです。それは専業

主婦になりたいからなっている人ばかりではなくて、働く場とか働

き方がフィットするものがないのですよね。久喜市はそのあたり、

本気でやらないとね。 

冨田委員 報告の中に、農業というのが出てきました。２３ページですね。農

業者の半数は女性ですよね。旦那さんと奥さんとで農業をやってい

る。女性が５０％というのはすごいことだと思うのです。こういっ

た方たちも作るだけでなく、流通とか、プラスαできるのではない

かなと思います。基幹産業は農業だということもおっしゃってい

る。これから楽しみだと思います。食育ということも言われていま

す。久喜は恵まれたところにあるので、事業者として何か市のお手

伝いができないかなと思いますし、これからまだ発展性があると思

います。 

榎本会長 他にはいかがですか。 

ここで波に乗るときが来たのですからね。商工観光課とか農業振興

課はがんばりどきだと思うのですけれどね。 

管理職の女性登用で、人事課と障がい者福祉課とに女性課長が生ま

れたということですね。 

もっとがんばる女性が出ないといけないですね。 

事務局 係長試験がありますが、これを受ける女性が尐ない。まずはここの

段階で女性に受験を勧めるよう努めないといけないです。 

冨田委員 ネックは主になんですか。時間的なものですか。 

事務局 そうですね、女性が管理職になると残業した場合、子育ての分担の

問題やら、さまざま問題があり、今のままでいいとかマイナス思考

ということになる。 

榎本会長 そこが問題ですよね。採用する時は「私はステップアップしなくて

いいです」という方ばかりを採用するわけではないですよね。意欲

のある人を採用しているのに、その意欲が減退するのも問題じゃな

いでしょうか。 

中村委員 家事の負担ですよね。 

冨田委員 市役所の中でがんばる女性がいると、憧れだったり目標にしたいと

なるのではないでしょうか。私が前にいた銀行では、総合職のはし

りでしたので制服でなく私服になります。支店長代理です。３０年

前のはしりでした。ぜひそういう輝きを市役所の中にも。市民から

見ても「かっこいいな」と思う女性が市役所にいてくれると、活気

があっていいなと思うのですが。事務局にもがんばって欲しいです

ね。 

事務局 まずは係長試験が第一関門。多くの女性に受けて欲しいですね。 

このことと関係して、育児休業ですが、市ではアンケートをとった

のですが、男性も女性も子育ては共にやるものだと思っているので
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す。でもいざ現実に、どちらがとるかとなった時に男性は２名しか

とっていない。職員の意識の中にでは当然男女でやるものと思って

いるのです。何かしらの原因で、女性が取る。男性が取りにくいと

いう現状があるのかもしれません。この辺はもう尐し掘り下げて、

どうして取れないのか調査が必要と考えています。 

中村委員 本音の部分では、ものすごく経済的な部分か大きいと思います。女

性が育児休業をとる場合の収入、つまりお給料の補償についてはど

うなっていますか。ゼロになってしまうのですか。 

事務局 後ほど確認してご報告いたしますが、記憶している範囲ですと、共

済組合から手当てがでるようでございます。久喜市役所からは無給

ですが、共済組合からは本給の何割という額の手当てがでるかと思

います。 

中村委員 育児休業中の全期間ですか。 

事務局 １年か、１年半だったでしょうか。育児休業は３年間取れます。そ

の間、本給の何割かで手当てがもらえるのではなかったかと思いま

す。後ほど確認してご報告したいと思います。 

中村委員 経済的な部分でも、管理職の女性が目標になったりお手本になった

りすると考え方や周りのスタイルも絶対的に変わってくると思うの

です。オブラートに包まれる部分かと思いますが、お手本になると

思うのです。 

冨田委員 お休みをとるということではなく、例えば育児だけでなく介護につ

いても勤務時間を短縮する制度を利用する方はいらっしゃるので

しょうか。これから介護休業を利用することも増えてくるのではな

いかと思うので。 

榎本会長 公立保育所も０歳児を預かりますよね。 

事務局 ６ヶ月くらいからお預かりしています。私立保育所では一番低い月

齢で２ヶ月からお預かりするところがあります。 

榎本会長 尐しずつですが変わっていますね。例えば２ヶ月で保育をうけてく

れるような保育所への支援が尐なさすぎるのではないでしょうか。

そういうのも一つの原因ですよ。 

事務局 国の基準に則っていますから、市の上乗せ部分は無いのかなと思い

ます。 

榎本会長 保育所は待機児童なしと報告されていましたが、拡大されています

よね。 

倉持委員 病後児保育など広がったようですね。 

榎本会長 新しい保育所はできましたか。 

事務局 私立の鷲宮桜が丘保育園でしょうか。 

榎本会長 公立ではいかがですか。障がい児の保育所を改修したのでしょう

か。 

事務局 確認してまいります。 

榎本会長 では、時間をとってしまうので、次に進みたいと思います。 

 基本目標Ⅴですね 

事務局 【資料２により基本目標Ⅴについて説明】 

榎本会長 ありがとうございました。ご意見いかがでしょうか。 

ご意見がないようでしたら、よろしいでしょうか。 

事務局 では、さきほどの保育所の件についてご報告させていただいてもよ

ろしいでしょうか。 
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さくら保育園が改修ということでした。 

榎本会長 定員は増えましたか。 

事務局 定員は変わらないようです。６０名定員です。 

榎本会長 今も待機児童０でしょうか。 

事務局 はい。４月の段階では待機児童なしでした。昨年１０月は待機児童

ありと聞いています。 

榎本会長 ということは、保育所に預けられないから働けないという人はいな

いということでしょうか。 

事務局 そういうわけではないと考えています。保育所入所基準は、かなり

厳しいところがあります。パートタイムで短時間働きたいという方

より、フルタイムで働く方が「保育に欠ける」状態であるわけで、

フルタイムの方が優先されてしまいます。働きたい方すべてが十分

に保育所を利用できる状況ではないです。 

冨田委員 企業が保育設備を併設するところが尐しずつ出てきていますよね。 

逆に民間に任せる部分かもしれないですよね。保育設備のあるとこ

ろにお勤めに行けばいいという。 

榎本会長 どこでもいいから預かってほしいといえば入所できるのですよね。 

ありがとうございました。 

では次の基本目標Ⅵです。 

事務局 【資料２により基本目標Ⅵについて説明】 

榎本会長 ありがとうございます。基本目標Ⅵについてご意見を伺いたいと思

います。被害者等からの暴力の防止及び被害者支援対策連絡会議と

いうのが、以前に比べだいぶ充実した会議であるとうかがっていま

す。この委員には中村委員と石田委員が参加されていますか。 

事務局 外部機関としてご出席いただいているのは、幸手保健所、児童相談

所、久喜警察、幸手警察、医師会、人権相談所、民生児童委員でご

ざいます。 

榎本会長 よろしいでしょうか。 

基本目標ⅠからⅥまでご質問を受けてきたわけです。私がいつもで

きないなと思うのは、ひとつひとつについてお聞きすることはでき

るのですが、全体として昨年あるいはもっと前より良くなったのか

悪くなったのか把握できないのがちょっと苦しい感じがいたしまし

た。みなさんはどう思われましたか。全体的によくなったり向上し

たりしたのでしょうか。大塚委員は何かお感じですか。 

大塚副会長 非常にゆっくり進んでいる印象があります。比較の問題で、久喜市

の中では進んでいるのでしょうけれど、それを取り巻く社会はすご

いスピードで進んでいますので、遅く感じております。 

榎本会長 社会の進み具合はなかなか進んでいるけれども、地域においての実

際はまだまだかなあと感じます。新井委員、渡辺委員はどうです

か。 

渡辺委員 調査項目が多いので大変だなと思います。たしかに社会でというと

ころで見ますと、弊社ではすでに通常取組んでいるものばかりで、

ウーマノミクスということでも埼玉県からは登録させてくださいと

言われています。弊社は女性が多いので、女性の登用という点では

本人の意識によっても差が出たりします。その意識の差は学歴に関

係があるように感じます。本社では高学歴でバリバリ働く女性もい

ますが、こちらは工場で高卒の方が多く、そこまでの意識がない方

が多いのが実状です。家庭との役割分担がまだまだ女性に負荷がか
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かっています。管理職となるとそれなりに責任が出てきます。そう

なると今のカテゴリーからいくとなかなか難しいので、そうすると

やれるところを地道にコツコツやっていくことしかできないのか

な、という実感があります。 

榎本会長 新井委員はどうですか。 

新井委員 私も農業中心ですけれども、男性は、女性がどんどん出てくるよう

にと口では言いますが、いざとなるとそうではない。やはり古い考

えというか、どこかで抑えられたりして。男性中心の社会ですので

口を出すとでしゃばりとか、変わった人間に思われるとこがあり、

やっぱり古いのかなと思います。どうにか若い人の声を引っ張って

いける自分になりたいと思うのですが、ひとりでは難しいですね。

いざ行動に出すのは難しいことだなと思います。 

榎本会長 ありがとうございます。長くなりましたが議題１のアを終わりたい

と思います。 

次の議題、イの全課共通事項の推進状況について、事務局よりご説

明をお願いします。 

事務局 【資料４により事務局説明】 

・男女共同参画人材リストの活用状況報告 

・市役所内各課における役割分担についての調査結果 

 １課がゴミ出しや文書廃棄を女性が率先してやっていると回答 

・託児つき講座の開催状況についての調査結果 

・情報誌やチラシ作成の際の男女共同参画への配慮について 

榎本会長 ご意見がありましたらお願いします。よろしいでしょうか。 

次の、ウ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】 

榎本会長 ご意見ありますか。ないようですので次に移ってください。 

議題１が終わりましたので、議題２行政委員会及び審議会等におけ

る女性の登用状況について、資料６ですね、ご説明をお願いしま

す。 

事務局 【資料６により事務局説明】 

・平成２６年４月１日現在、女性登用率は33.0％ 

・久喜市におけるの目標値は40％で、未達成。 

・女性議員のいない審議会等は４ 

・女性議員の割合が30％に満たない審議会等は７、計画書作成済 

榎本会長 ご感想ですとか、ご意見がありましたらお願いします。 

よろしいでしょうか。 

理由を求めているので、状況がよくわかりますよね。しょうぶ会館

などは女性委員が増加して25％になったけれども30％は達成できな

かったということですよね。やはり団体推薦などがあると達成でき

ないのでしょうかね。よろしいでしょうか。 

では次、議題３ですね。平成２６年度男女共同参画推進月間所用計

画について お願いします。 

事務局 【資料７により説明】 

・１日体験学習ツアーについて 

・第11回男(ひと)と女（ひと）のつどいについて 

榎本会長 ご質問ありますか。 

ないようですね。以上で議事を終わりたいと思います。ご協力あり

がとうございました。 
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事務局 ありがとうございました。 
それでは、第２回目の審議会の日程についてご相談申し上げまし

て、大塚副会長に閉会のご挨拶をいただきたいと思います。 

次回の審議会の予定でございますが、 

7月14日（月）午後2時00分から開催させていただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

石田委員 私は所用で欠席させてください。 

冨田委員 私は大丈夫です。 

中村委員 教室がありまして。 

榎本会長 午後２時開始というのは、変えられますか。 

事務局 お集まりいただくのに都合がいい時間ではないかと考えたためで、

皆様のご都合に合わせて変更できます。 

中村委員 午前中だと都合がいいのですが。石田委員さんかいかがですか。 

石田委員 1日予定があり、午前もだめですので、みなさんにお願いします。 

榎本会長 尐し早めて１時３０分開始にしていただくことはできますか。 

 大丈夫です という声 

事務局 それでは、もう一度日程を調整してご連絡したいと思います。後日

郵送でお知らせいたします。 

 また、本日の審議会の会議録についてでございますが、まとまり

次第、各委員さんに郵送させていただきますので、ご確認ください

ますようお願いいたします。修正などがおわりましたら、署名委員

の春原委員、冨田委員に、事務局から改めて署名のお願いをさせて

いただきたいと存じます。 

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。 

 

大塚副会長 みなさんお疲れ様でした。先ほども申し上げましたが、男女共同参

画審議会に参加させていただいて数年経ちます。当時はなんて進ん

だ街なんだろうと思いました。世の中に先駆けているじゃないかと

誇りを感じたのですが、昨今の状況を考えると世の中の方が遥に先

に進んでしまっていると感じます。先ほど冨田委員からお話がでた

埼玉レディース経営者クラブの講演会に参加させていただきまし

た。世の中、もうそんなに先に行ってしまったのか。ということを

強く感じました。男女が子育てをしながら共に働いていかなければ

ならない社会になってくるわけで、働きやすい環境がなかったら人

が住めなくなる。特に女性はそういった傾向が強くなる。子育て中

の女性は東京にしか住めなくなるような可能性すらあるのではない

か。さきほどのお話の中で、この地域はポテンシャルが高くて発展

する可能性があると仰っていましたが、発展するか廃れるかの分岐

点にきているのではないか、そのくらいの危機感を持って、行政の

みなさんも委員のみなさんも今後の審議会に情報提供いただきたい

なと思います。行政のみなさんにおいては、民間とか他団体の動き

を取り入れていただきたい。先ほどの女性の起業支援の充実という

点において、「市独自の開催が必要」と書かれていましたが、他が

やっていることを取り入れてそちらを利用するとか協力するとか、

そのくらいのスピードでやっていかないと追いつかない。そのくら

いの危機感を持って、私も含めて今後取組んでいかないといけない

と申し上げまして閉会の挨拶とさせていただきます。 



14 
 

 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２６年７月１０日 

  

                  

 

 

 

 

(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。 

春原 冨江 

冨田 伯枝 


