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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 皆様こんにちは。本日は非常にお暑い中、またお忙しい中をご出

席いただきましてありがとうございます。それでは、ただいまか

ら、平成２６年度第２回久喜市男女共同参画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思います。宜

しくお願いします。 

榎本会長 皆様こんにちは。大変お暑いところをご参加いただきまして、誠

にありがとうございます。今日は８人参加ということですので、予

定どおり開会されるということでほっといたしたところでございま

す。男(ひと)と女(ひと)のつどいも、お天気が悪かったですが無事

に成功裏に終わりましたので、良かったなと思っております。前回

の審議会で私が強く感じたことは、今までは企業の方々へのアプ

ローチはなかなか難しい、というようなことを審議会等で話してい

たところなのですが、前回は皆様からむしろ事業者のほうが進んで

いて行政は少し遅れている、という発言がありまして、誠にそのと

おりだと感じました。この審議会は行政の施策に対して意見を話す

ところですけれども、どうぞそういう観点を持って、全体の流れに

沿って、その上もっともっと久喜が進歩的に共同参画を推進できる

ような形を私のほうが推進していく、というようなことで進めて行

きたいなと強く思ったところでございます。今日もどうぞ宜しくお

願いいたします。 

事務局 ありがとうございました。 

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２６年度実施計画調査（調査票） 

資料２ 男女共同参画に関する意識・実態調査結果 

資料３ 推進月間事業について 

 では、次に審議会開催にあたりまして、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、石田委員、

中村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、８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、名簿の順で渡辺委員

と新井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、着座にて議事の進行をしばらくの間務めさせていただ
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きます。どうぞ宜しくお願いいたします。 

 まず議題の（１）男女共同参画行動計画 平成２６年度実施計画

についてですけれども、先ほど打ち合わせをいたしまして、前回の

審議会で色々な質問が出ましたので、そのお答えを用意していただ

いております。先に（２）第１回審議会での質問に対する回答につ

いてご説明をお願いいたします。 

事務局 それでは、順序を入れ替えさせていただきまして、（２）から先

に説明させていただきます。 

◎事業番号１２１０４ ＨＩＶ／エイズ及び性感染症に対する啓

発・相談と妊婦ＨＩＶ抗体検査の実施 

質問：受診票の交付件数と受診件数がわかれば教えてください。 

回答：受診票の交付件数が１，０８７件、受診件数が１，０４３件

でした。受診率は９６％となります。 

◎事業番号１２１０８ 各種健康診査事業等の充実と受診促進 

質問：特定健康診査、健康診査の受診率について教えてください 

回答：特定健康診査は、対象者数が３２，３４０人、受信者数が 

１１，８８９人でした。受診率は３６．８％となります。健

康診査は、対象者数が１４，２１４人、受信者数が 

５，０２５人でした。受診率は３５．４％となります。 

◎事業番号３１１０４ 保護者に対する意識啓発の充実 

質問：個性・人を育てる礎は家庭だと思います。保護者会・懇談会

においてどのような方法の啓発がなされたのか教えてくださ

い。 

回答：保護者会・懇談会の開催が難しくなる中、平成２５年度から

新たに始まった保育士体験や個別面談、送迎時、運動会等の

行事の際に、保護者へ家庭における子育ての重要性や子ども

との関わり方についてその都度直接伝えた、とのことでし

た。 

◎事業番号４２２０６ 女性の起業支援の充実 

質問：「女性が起業できる環境づくりが図れた」とありますが、具

体的にどのようなことか教えてください。 

回答：商工会と連携し、女性を対象としたプチ起業セミナー「小さ

くはじめる私のしごと」を実施したことにより、起業を支援

する環境づくりが図れたと考えます、とのことでした。実施

日は平成２５年９月２６日（木）、久喜市商工会館におきま

して、参加者は２９名とのことでした。 

 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 皆様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（１）に戻ってご説明をお願いいたします。 

事務局 久喜市の男女共同参画推進のための取組は、『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２６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資料１とし

てご覧いただいています。 

○調査方法についての説明。 

資料１のほぼ中央から左側には基本計画の事業番号、事業名、事

業内容、所管課を掲載。これらの事業に対して、平成２６年度実施

する場合は実施年度Ｈ２６の欄に○を記入。その事業を今年度どう
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していくのかということについて、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。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１１１０５ 女性の悩み（カウンセリング）相談事業の

充実 

 人権推進課では今後の方向性を「拡大」としました。特設相談を

年１回から年２回に増やし、１１月中に２日間の日曜特設相談を実

施するためです。 

◎事業番号１２１０８ 各種健康診査事業等の充実と受診促進 

 国民健康保険課では今後の方向性を「拡大」としました。人間

ドック・脳ドック助成について、特別検査がある場合は、従来の２

万円から２万３千円を上限とした助成に拡大するというものです。 

 以上の２事業のほかは、１７事業が継続、見直し無しです。 

 基本目標Ⅱ 男女共同参画の意識づくり 

 ３５事業全てが継続、見直し無しです。 

 基本目標Ⅲ 男女平等を推進する教育・学習の環境づくり 

 １２事業全てが継続、見直し無しです。 

 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 

◎事業番号４１１０１ いきいき女性議会の開催 

 人権推進課では今後の方向性を「継続」としましたが、隔年開催

のため今年度は実施予定無しです。 

◎事業番号４１２０６ 働く女性のためのステップアップ支援 

 人事課では今後の方向性を「拡大」としました。女性リーダー養

成研修の実施を予定しています。 

 以上の２事業のほかは、４６事業が継続、見直し無しです。 

 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５２２０２ 生活支援サービスの充実 

 介護福祉課では今後の方向性を「継続」としていますが、施策の

体系として事業内容の見直しがありました。具体的には、事業番号

１２１０１ 介護予防事業の充実と事業内容を明確に分けた、とい

うものです。事業番号１２１０１の中に事業番号５２２０２の事業

内容が含まれている部分がありましたが、事業番号１２１０１につ

いては、「介護予防」という観点から、要介護状態になる前の支援

を重点的に実施します。事業番号５２２０２については、支援を受

けていらっしゃる方も含め、在宅の高齢者またはその家族に対して

複合的・総合的に支援していく、ということで結果を別々に報告で

きるようになりました。 

 以上の１事業のほかは、４２事業が継続、見直し無しです。 

 基本目標Ⅵ 性別による暴力のないまちづくり 

◎事業番号６１１０２及び６１３０１（再掲） 配偶者等に対する

暴力の根絶に向けた啓発活動の推進 

 人権推進課では今後の方向性を「拡大」としました。ＤＶに関す
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る相談窓口の案内を名刺サイズのカードにし、市内の公共施設、コ

ンビニエンスストア、主要商業施設などのトイレに設置することを

計画しています。 

◎事業番号６２１０１（事業番号１１１０５の再掲） 

 以上の３事業のほかは、１９事業が継続、見直し無しです。 

 今年度は新規事業として２事業の報告があります。１つ目の事業

は「久喜市職員を対象とした研修の実施」といたしまして、人権推

進課が所管課になります。事業内容はＤＶ被害者の相談・支援体制

の充実を図るため、窓口担当職員を対象にした研修を実施しようと

計画しています。ＤＶ相談件数は全国的に年々増加する中で、久喜

市におきましても同様に増加傾向にあります。このことから特に、

子育てや介護などの窓口を担当する職員を中心に、DV被害者支援の

ための研修を実施したいと考えています。 

 ２つ目の事業は「（仮称）子ども・子育て支援事業計画策定」と

いたしまして、所管課は子育て支援課です。事業内容は、子どもが

健やかに成長し、親が子育てに喜びを感じることができる社会、地

域づくりを目指し、さまざまな子育て支援を全庁的に取組み進める

ための計画を策定する、というものです。子ども・子育て支援法に

基づき、子どもの視点に立った、子どもが健やかに成長できる社会

の実現をめざし、子育てのための良質な環境を補償するため、久喜

市における取組みを策定しようとするものです。計画期間は来年度

から５年間とするため、今年度中の策定を目指すということでし

た。 

 新規事業は以上の２事業を加えまして、今年度の実施計画につき

ましては全庁で取組んでいくよう通知してまいりたいと思います。

また、年度終了後には所管課から実施報告をいただき、またご審議

いただければと思います。 

 資料１についての説明は以上です。 

榎本会長 ありがとうございました。 

ほとんどが継続で、拡大や新規は僅かでしたので、お話はよく分

かりましたけれど、わくわくしたものは感じられなかったという印

象がございます。皆様何かご質問はありますでしょうか。 

倉持委員 資料の中で事業内容や所管課の部分に網掛けしてある部分があり

ますが、これはどういう意味でしょうか。 

事務局 平成２４年度から「女(ひと)と男(ひと) ともに輝く共生プラ

ン」を基本に実施しておりますが、予算の配置、法律、組織の変更

等に伴う毎年度の見直しにより、当初の計画から変更があった部分

となります。 

榎本会長 女性の悩み相談の日曜日の実施回数を増やすということは、件数

がだんだん多くなっているということですか。 

事務局 予約される方、利用される方は増えています。理由は２つ考えら

れますが、１つは実際に相談される方が増えてきたためです。もう

１つは相談が１度では終わらず、継続的に何度も相談をされる方が

いらっしゃるということです。予約の状況は常にいっぱいで、予約

率は１００%を超えております。ただ、当日お見えにならなかった

方や、直前にキャンセルされる方もいらっしゃるので、実際は１０

０枠のうち８３枠をご利用いただきました。女性の悩み相談を拡大

していくにあたり、単に平日の開催日を増やすというよりは、お仕



5 

 

 

事をされている方を考え、日曜日の開催を少しずつ増やすこととし

ました。昨年度は１日、日曜日の開催を実施したところ、こちらも

予約がいっぱいとなりました。ですので、今年度日曜日の開催を１

日増やし、状況を把握していきたいと考えています。 

榎本会長 カウンセラーさんはいつも同じ方でしたか。 

事務局 はい。同じ方にお願いしております。 

倉持委員 新規事業「久喜市職員を対象とした研修の実施」について、窓口

担当職員を中心とした研修を人権推進課が担当されるということで

すが、私は一般的に久喜市の窓口の職員の方はとても親切で良くし

て下さる、という印象を持っています。人権推進課が担当する研修

としてはどういう内容を重点的に行うのでしょうか。テレビで報道

される程度しか分かりませんが、ＤＶやストーカーに関して情報の

漏洩があったり、行き届いていない自治体もあるようで、何とかし

てあげられなかったのかな、という思いがあり興味があります。 

事務局 倉持委員の仰るように、個人情報が漏れてしまったり、国からも

このことに対して配慮するような通知が出ていることは御存じかと

思います。まず、窓口にいらっしゃった方に最初に接する職員の資

質として、傾聴してお話を聞くことができる態勢が必要です。基本

的な部分ではありますが、市職員は入れ代り立ち代りお客様に向き

合うことになりますし、何年かごとに異動するということもござい

ます。ですので、定期的にこのような研修が必要ではないかと考え

ています。 

榎本会長 最初に接した方の対応で左右されますよね。 

他にはいかがでしょうか。 

稲葉委員 個別の項目ではないのですが、前回、前年度の推進状況について

◎、○、△で評価いたしまして、△がいくつかありました。例え

ば、事業番号４３２０２については、前年度の推進状況では目標達

成度が△で「市独自の講座開催や情報提供ができなかった。」とあ

りましたので、反省点が今年度の実施計画に反映されていなければ

いけないと思いますが、前年度と同じような事業内容が書いてあり

ます。これはこの実施計画に掲載されていないだけで、各課ごとに

細かいアクションプランを作っているのでしょうか。 

事務局 稲葉委員の仰るような的確な指摘をしながら調査をかけておりま

せんでした。前回△のついた部分についてどうか、という投げかけ

をしておりませんでしたので、各課の対応については調査をいたし

ませんでした。ですが、ご指摘いただいた点は非常に重要なことと

考えています。人権推進課においては、今年度の事業ということで

の見直しを行っておりますが、ここで報告できる段階まで達してお

りませんでした。各課においてもそのようなことがあるかと思いま

す。今後、計画を求める際には、前回評価が思わしくなかったこと

についてどうか、という投げかけをする必要があると考えました。

次回の評価の際の参考にさせていただくとともに、人権推進課にお

いてもこの△の部分について改めて見直していきたいと思います。 

榎本会長 なかなか数字で表すのは難しい項目ばかりで、私達が判断するの

に困難を覚えます。前回もお願いいたしましたが、人数で表すので

はなく、パーセントで表すと分かりやすい。その他にも、この表は

理解し辛いなと思いますが、何か工夫はできないでしょうか。 

稲葉委員 私は民間企業におりまして、年度の計画を立てるときには、もと
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もとはどういう風にしたいという大きな狙いがあって、そのために

具体的にどういうことをやるのかということを決めて、その結果と

して目標値を決めていました。昨年度の効果測定がありましたが、

効果測定の前に目標値がないと、我々もそれに対する評価が出来な

いし、全体的に各課の事業に対する効果を評価しにくいと思いま

す。全てを数値化することは難しいと思いますので、数値で表せな

いものがあっても良いと思いますが、やはり各課の目標は何なの

か、ということをここに表す必要があると思います。 

榎本会長 わかりにくいという発言があって、これでも改善してこういう形

になったという経緯はありますけれども、分かり辛いなと思いま

す。 

よろしいでしょうか。では、平成２６年度の計画はこれで宜しく

お願いいたします。 

それでは、議題（１）を終了いたしまして、議題（３）男女共同

参画に関する意識・実態調査結果についてご説明をお願いいたしま

す。 

事務局 久喜市では毎年１月頃に職員全員を対象とした「職員全体研修」

を実施しています。昨年度の全体研修では、研修科目の１つとして

「女性の人権」をテーマに３５分ほどの研修を実施し、その中で調

査への回答を求めました。研修の参加者は合計８４２人で、出席率

は９４．８％でした。また、アンケートの回収枚数は７４７枚で、

参加者の８８．７％から回答を得ました。 

榎本会長 ありがとうございました。にわかには分かりにくいですが、どう

いたしましょう。 

事務局 いったんここで休憩とし、その間資料をご覧いただき、表の見方

などの細かなご質問をお受けしたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

榎本会長 はい。宜しくお願いします。 

事務局 ではただいまから休憩とさせていただきます。 

 
≪休憩≫ 

榎本会長 それでは、審議に戻りたいと思います。 

問４の家計の管理というのは、お金を出す人のことですよね。共

同して分担ということは、お金を出し合った１つのお財布があると

いうことですね。 

稲葉委員 お金の使い道を相談しているということですね。 

春原委員 女性が５９．７％というのは大きいですよね。 

倉持委員 これは昔から日本の傾向で、働く人は夫が一人であっても、女性

が財布を握るという一般的なことです。 

稲葉委員 過去の流れを見てみないと、増えているのか減っているのかはわ

からないですよね。 

榎本会長 共働きの家庭ではこうですよ、ということですか。 

稲葉委員 女性の回答は共働きの傾向があるのではないですか。男性の回答

は、市の職員で共働きが多いとは限らないですから。 

倉持委員 配偶者の有無によっても違ってきますが、混じっているわけです

よね。 
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冨田委員 高額な商品の購入決定については、共同して分担の回答割合が高

いのは素晴らしいと思います。こちらの商売の上では、まずは奥様

に気に入ってもらえ、というのが営業で、奥様が決定権を持ってい

るのだということです。市の職員はご相談されていて夫婦仲が良い

んだなと感じます。私は女性の割合がもっと高いのかなと思ってい

ました。 

倉持委員 高額な商品といっても、家庭における家財ですとか、土地ですと

か、電化製品などは相談するのでしょうが、たとえ高額でも女性が

身につける物で欲しいものがあったら相談するかどうか、と思いま

した。 

榎本会長 家を買う場合は、はっきりしますね。 

倉持委員 そうですね。一番高額な商品になるのでしょうが、冨田委員が

仰ったように、女性が自分で決定する部分も多いのではないかと思

います。 

冨田委員 家でもやはり使いやすさや収納にしても、結局奥様の意見がかな

り反映されますよね。 

稲葉委員 問１０の育児休業について、男性が積極的に取るべきだという割

合が高いのですごいなと思いましたが、考えてみたら民間企業にお

ける実態としてはそこまではいかない。市役所であるから取りやす

いのかもしれない。 

倉持委員 取っている人はまだ少ないですから、意思はあっても取っていな

いというところが味噌だと思います。 

事務局 意思は高いのですが、男性は２名しか取っていません。 

大塚副会長 問１１「男女が共に、仕事と家庭の両立をしていくために、どの

ような条件が必要だと思いますか（３つまで○）」について、比較

的多い項目として、２番、３番、７番、１０番、女性にとっては９

番も多いですが、こういった結果を市長は御存じですか。 

事務局 市長までは報告を上げていないのですが、議会で育児休業につい

て一般質問があり、その回答は市長もご覧になっています。一般質

問の回答では、数値としてこの調査の結果をうたい込んでおり、実

態としては、意思はあっても取っていない、と回答しています。

色々な要因があるかと思いますが、収入の面であるとか、役割分担

として育児休業を取ることだけが男女共同参画ではなくて、家に

帰ったならば率先して子守をするということがあるのかなと思いま

す。もう少し突っ込んだ内容で調査をしないと細かい部分は分から

ないと思います。 

大塚副会長 このアンケートの結果で判明した傾向が市の人事制度とかに反映

されてくる可能性はあるのでしょうか。 

事務局 人事課でもこの結果は承知しています。 

榎本会長 本人が取る、取らないということと一緒に、取れる環境を整備す

ることも市の役割ですよね。そこが大事なところです。 

事務局 そうですね。取りやすい環境を整備することは市の課題です。 

榎本会長 ここで良いデータを上げれば、ぱっと久喜市がメジャーになって

ニュースになりますよ。 

大塚副会長 皆さんこぞって久喜で働きたい、ということになりますね。 

榎本会長 子育てをしにくい街だという話を聞いたこともありますので、や

はり本気で取組まないといけないことですよね。議員さんたちがこ
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のデータをよくご覧になって、質問項目に挙げられれば一番効率が

良いですよね。 

事務局 今回は６月の議会で育児休業の質問が出ました。 

冨田委員 それは女性の議員さんからですか。 

事務局 男性です。 

大塚副会長 職員さんが、これがあればやりやすいですよ、と仰っている訳だ

から、そうしてあげれば職員さんが皆やりやすくなる訳です。 

榎本会長 フレックスタイム制はあるのですか。 

事務局 ありません。 

榎本会長 企業などではどんどんフレックスをやっていますよ。やはり企業

に遅れをとったと私が最初に言ったのは、そこなのですけれども

ね。渡辺委員さんの会社では随分進んでやっておられるのですよ

ね。 

渡辺委員 そうですね。フレックスは私が入社したときからあったような気

がしますので、２０年以上前か、とにかく随分前からあります。 

稲葉委員 私の勤めたところでもずっと前からあります。 

渡辺委員 ただやはり、部署によります。工場の場合ですと、実際ラインで

物を作っているところは、どうしてもフレックスは出来ませんの

で、事務系の部署になるということで、配属する場所によって不公

平感はあるのが実態です。先ほどの育児休業についても、工場では

私が人事担当になってから３年半になるのですが、男性の取得者は

ゼロです。本社に行くと何人か取っているのですが、やはり収入の

問題が一番大きいのかなと思います。会社も休業中はお金をお支払

いする訳にはいかないので、そうするとその間どう生活するのか、

子どもが生まれた時は多分若い時ですから、貯蓄もそれほど無いと

いうような状況が想定されるので、そこの部分が一番大きいのかな

と思います。環境的には弊社の場合、全然問題ないと思っているの

ですが、実際のところで難しいのかなと感じています。 

事務局 収入の面が一番大きいところですよね。 

榎本会長 この前の審議会で質問に出ませんでしたか。育児休業を取ってい

る人は、給与は何分の一貰えるのかということで。 

事務局 基本は無給なのですが、共済組合の方から手当が出ます。 

稲葉委員 それは半分とか４分の３とか少ない額になるのですか。 

事務局 はい。少ない額になります。 

榎本会長 働いていないから少ないとか、無いのではなくて、権利として貰

えるようでないといけないと思います。 

冨田委員 給与を払う方としてはきついですよ。一人ひとり管理するのも大

変ですよね。 

倉持委員 手当のお金も必要ですし、長い目で見ないと。 

榎本会長 何かお感じになったことは他にございますか。 

稲葉委員 介護休業についてはいかがですか。 

榎本会長 介護休業を取る前に、介護のために辞めてしまう人が結構います

でしょう。 

冨田委員 おととしの７月でしたか。育児休業と介護休業の方で、時間短縮

が出来る制度が出来ましたが、実際取っている人っていないですよ

ね。４０代の人でもお母さんやお父さんを介護しないといけないと
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いう社員が多いので、こういう制度があると言っても、実際取れる

かといったら、取らない状況です。でも、企業側としてはこういう

制度がありますから使ってくださいと言わなければいけませんが、

男性の場合は収入の面もあるし、課長なり部長なりを目指したいと

いう意欲的な人にとっては、それを阻んでしまうかもしれない。女

性もそうかもしれないし、ネックになるものがどうしても出てくる

と思います。一生懸命定時から定時まで働かなくてはならないとい

う縛りが出てくる気がします。 

倉持委員 この調査結果の６ページにある「介護を主に男性、女性のどちら

が行っていますか」という質問で、主に男性と答えた方が１７人い

ます。７ページにある「どちらが担う方がよいと思いますか」とい

う質問では男性と答えた方は６名です。行っている人の方が多いの

ですが、それぞれの個人的な事情が考えられるような気がします。 

榎本会長 よろしいでしょうか。ありがとうございました。以上で、議題

（３）を終わらせていただき、議題（４）男女共同参画推進月間事

業報告の説明を宜しくお願いします。 

事務局 資料３に基づき、１日体験学習ツアー 施設見学会、第１１回男

(ひと)と女(ひと)のつどい、男女共同参画に関する情報提供、の実

施報告。 

榎本会長 ありがとうございました。何かご質問はございますか。よろしい

でしょうか。 

議題（５）その他については何かお伝えしたいことはございます

か。よろしいでしょうか。 

以上で議題（５）まで終了させていただきました。ご協力ありが

とうございました。 

事務局 お疲れ様でした。それでは、今後の審議会の日程等につきまして

ご案内申し上げます。 

また、本日第２回目の審議会におきまして、平成２６年度の計画

についてご審議いただきましたことから、これ以降はこの計画を元

に、各所管課において事業を推進することといたします。 

本日の会議をもちまして、平成２６年度に予定しておりました審

議会２回を終えることができました。ありがとうございました。ま

た、現委員の任期は平成２７年１月１６日までお務めいただくこと

となっております。今後、苦情等の申し立てや、急ぎご審議いただ

く案件が発生した場合は、その都度ご通知申し上げお集まりいただ

きたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、閉会にあたりまして大塚副会長にごあいさつをお願い

いたします。 

大塚副会長 皆様お疲れ様でした。今年度の市役所の色々な活動計画が出たと

いうことで、これを拝見しまして、正直に言いまして少し感じてい

るところは、何か手応えが無いなということです。なぜ手応えが無

いのかというと、稲葉委員さんからもお話が出ていましたが、数値

的なものがなかなか無いということです。私もずっと数字の有る世

界で社会人として過ごしてきておりますけれども、少なくともプラ

ンでは平成２９年度の目標数値が掲げられているのですが、２９年

度になって、やってみて初めて蓋を開けたらこうだった、みたいな

形にこのままではなってしまうのではないでしょうか。概ねロード

マップ的に何年度にはこうなるよ、こうするよ、という形の中で、
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最後の目標として平成２９年度にはこうなるよ、というものになっ

てくるのが一般的な数値管理だと思うのですが、民間と行政とは違

う部分が多々ありますけれど、やはり手応えを感じずらい部分があ

ると感じました。この点は来年度以降も考えていかなければいけな

いと感じています。それから、多くの事業がほとんど継続というこ

とで、項目が決まっているからしょうがないことですが、一般的に

現状維持は後退だという位の意識が民間にはあります。でも、これ

を見る限りは、本当にゆっくり進んでいけば良い、着実に進んでい

けば良いと言う市の姿勢がすごく出ているかなと思います。前回も

申し上げましたが、世の中はそんなもんじゃない、と私は感じてい

ますので、これだけの項目があれば、今年度はこれは重点的にやる

とか、メリハリをつけるということも考えても良いと今回は感じま

した。来年度以降の委員をされる方でご検討いただければ良いなと

いう希望を申し上げまして、閉会のあいさつとさせていただきま

す。 

事務局 それでは以上をもちまして平成２６年度第２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) 
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