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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 

 平成２８年度第１回久喜市男女共同参画審議会 

  １．開会 

事務局  皆様こんにちは。定刻になりましたので始めさせていただきます。 

本日は、ご多忙の中、久喜市男女共同参画審議会にご出席を賜りまし

て、誠にありがとうございます。 

ただいまから、平成２８年度第１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。 

申し遅れましたが、私は、本日の進行を務めさせていただきます、  

人権推進課長の渋谷でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日の進行につきましては、お手元に配布させていただいております 

次第に従いまして、進めさせていただきたいと存じます。 

 まず始めに、榎本会長様からごあいさつを頂戴したいと存じます。 

 よろしくお願いいたします。 

  ２．会長あいさつ 

榎本会長  皆様こんにちは。暑い日々が続くようになってまいりましたところへ、

今日は委員１０名の方が全員でお揃いいただきまして誠にありがとう 

ございます。私ども男女共同参画審議会においては、１人委員が代わり、

事務局の職員が課長さんを始めお代りになったということで、これから

ますます活性化して審議会が行われるように思う次第でございます。 

 今年の２月にWith Youさいたまで行われました、女性からの政策提言

講座の最終的な成果の発表会を見させていただきました。大塚さんが 

講評者としてお出になるとのことで、１人でも多くの応援団を増やして

いかなくてはという思いで参りました。もう一つ私の理由は、この講座

に出られた方の中で、男女共同参画の分野において一生懸命取り組んで

くださる方が生まれるのではないかと心ひそかに願って、出てまいりま

した。本当に皆様が立派な講習を受けられて成果を発表されて、大塚  

さんも十分に、その役目を果たされていたように思い、心強く思った  

次第にございます。 

 なかなか男女共同参画もなんだか穏やかにきていますと、モチベーシ

ョンが下がるという思いをすることはないでしょうか。自分で意識を 

高く保って、世の中のいろんな動きをキャッチしながら進めていきたい

と思っております。なので、皆様方のご協力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、審議会委員の変更について、ご報告させていただきます。 

渡辺浩崇委員におかれましては、株式会社資生堂内での人事異動が 

ございました関係で、後任の吉野淳委員にお引き受けいただくことと 

なり、すでに市長から委嘱をお願いしてございます。 

本日は、新しく吉野委員さんをお迎えしての始めての審議会ですので、

自己紹介を兼ねまして、各委員さんから一言ずつご挨拶をいただきたい

と思います。 

お手元の委員名簿の順にお願いしたいと思います。 

はじめに新井委員さんからお願いいたします。 
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  【各委員自己紹介】 

事務局  ありがとうございました。 

次に、事務局職員の紹介をさせていただきます。 

４月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渋谷

でございます。前任の木村同様よろしくお願い申し上げます。 

同じく４月の人事異動により移動してまいりました課長補佐兼男女 

共同参画係長の青木でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

男女共同参画係主事の荒木でございます。昨年度より引き続き、   

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  ３．議題 

事務局  それでは、議事に入ります前に、本日の配布資料の確認をさせていた

だきます。 

本日の次第の裏面に配布資料一覧表がございます。 

 

【配布資料・資料の修正点について説明】 

 ・次 第 

 ・久喜市男女共同参画審議会委員名簿 

資料１  平成２７年度推進状況調査 

資料２  推進状況調査集計表(課題ごと) 

資料３  推進状況調査集計表(基本目標ごと) 

資料４  全課共通取組事項の推進状況 

資料５  目標数値 

資料６  男女共同参画に関するアンケート調査（市内中学生） 

資料７  平28年4月1日現在の女性登用率 

資料８  男女共同参画推進月間事業 

別冊  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 

 

以上、１１点でございます。よろしいでしょうか。 

 

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項の規定によりまし

て、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名全ての委員さんが出席されて

おりますことをご報告させていただきます。 

また、本日の会議録の署名でございますが、名簿順で、大塚副会長と

倉持委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

次に会議の議長の関係でございますけれど、会議は会長が召集し、  

その議長となると規定がございます。従いまして、これからの会議に  

つきましては、榎本会長に議長になっていただいて議事を進行していた

きだく存じます。 

よろしくお願いいたします。 

榎本会長  それではしばらくの間、議題について進めさせていただきたく思いま

すので、皆様のご協力よろしくお願いいたします。 

  議題（１）平成２７年度実施計画の推進状況調査報告について  

榎本会長  それでは議題（１）平成２７年度実施計画の推進状況調査報告に入り

たいと思います。 
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ア）の平成２７年度推進状況についてですが、基本目標ごとに    

区切って審議を行いたいと思います。最初に基本目標Ⅰについて事務局

のご説明よろしく願います。 

事務局 【議題（１）ア）を、資料１、２、３により事務局説明】 

◆資料1の表の見方について 

・平成２７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。 

 Ｃ欄…男女共同参画の推進に効果があったか。 

 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」 

の３段階で評価する。どうしても判断できない場合は「－」を記入  

する。 

・「今後の対応策」の欄には、「男女共同参画への配慮」欄の回答欄 

に「△」がついた場合に対応策を記入する。 

・「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して捉え、目標の達成度を 

「◎・○・△」で自己評価し、その理由を記入。 

 

◆資料２は、調査結果を課題ごとにまとめて集計したもの。 

◆資料３は、調査結果を基本目標ごとに集計したもの。 

 

【資料１、２、３により、基本目標Ⅰについて説明。】 

◆基本目標Ⅰ「男女の人権を尊重したまちづくり」 

基本目標Ⅰでは、男女共同参画の問題を単に個人の問題にとどめる 

ことなく、人権尊重、基本的人権の確立につながる根本的な問題として

捉えていく視点が必要であるとして事業展開しています。 

基本目標Ⅰでは３つの課題について施策を推進しています。 

課題１「人権擁護の推進」 

課題２「生涯を通じた健康支援」 

課題３「生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利への配慮」 

 対象事業数は２４。内訳は◎１２、○９、△０、無３。 

榎本会長  ありがとうございました。 

 今の説明によると細かい説明はなかったので、送られてきた資料を 

基に皆様がお考えになったことを述べていただくことになると思い  

ます。基本目標Ⅰについて、皆様いかがでしょうか。 

稲葉委員 質問が２点あります。 

 １点目は事業番号12101『介護予防事業の充実』です。「はつらつ運動

教室」の実績が合計１，２２０回となっていますが、イメージがうまく

湧きません。１年間に１，２２０回やったということですか。どういう

運動をやるのか分からないのですけれど、個人的には、これだけできる

のかなと思います。教えていただきたいと思います。 

榎本会長  事務局お願いします。 

事務局 「はつらつ運動教室」の件数について持ち帰らせていただいて、次回

の審議会にて改めてご報告させていただきたいと思います。 

稲葉委員 たくさんの方が参加されているようですから、良い事業であると感じ
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ます。 

 それでは、次に、事業番号13101『妊娠・出産等にかかわる健康支援の

充実』で「妊産婦訪問指導」とありますが、保健センターの方がご自宅

を訪問して、いろいろお悩みなどを聞いてらっしゃるという事業ですか。 

事務局  おっしゃる通りです。保健師が直接自宅にお伺いして、お母様の   

お悩みをお伺いしたり、お子様の発育についての悩みを伺ったりする 

ことが主な内容になります。 

稲葉委員 この事業についてあまり認識がなかったもので、良い事業だなと思い

ました。 

事務局  特に未熟児のお子様がいらっしゃる場合、お母様の方も、おじい様や

おばあ様と同居されている方も少ないですので、相談先として保健師 

さんを頼りにされているようです。 

稲葉委員 ありがとうました。 

榎本会長  他にありますか。 

倉持委員  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』の実施が「無」になっております。先ほど会長さんが「世の中

の動きをつかんで新しい課題にも取り組んでいく」という話をおっしゃ

ってくださいました。ここで質問してよいか迷ったのですけれども、  

ひとつ聞かせていただきたく思います。 

久喜市だけではなく行政全般の、女性の健康に対する取組みは妊婦や

産婦に対しての取組みは非常に充実していると思います。ただ、まだ  

妊娠していない女性に関しては、あまり施策が行き渡っていないと感じ

ます。妊娠可能とされる年代は大体健康な人が多いこともありますし、

自然なことであると思うのですけれど。最近報道等で、不妊治療の問題

が取り上げられています。身体とお金に関する負担についての問題や、  

もうひとつ大きな問題として、不妊の原因が女性だけでなく男性にも 

あるという認識がまだ行き渡っていない部分があるというものです。 

久喜市の事業として、不妊治療に関するような取組み、啓発運動の  

ようなこと、先ほど申し上げましたように、女性の体に対しての負担  

ですとか、女性の不妊に対するプレッシャーですとか、そのようなもの

に対して何か取組みができないものかと考えたのですけれども、いかが

でしょうか。 

榎本会長  倉持委員の質問に対しまして、事務局は、久喜市ではどのような   

取組みが行われているか説明できますか。 

 例えば、県では不妊治療に関する助成について言っていますね。市町

村ではどうでしょうか。 

事務局  不妊治療の助成については、健康医療課などが直接の担当課になって

おります。 

倉持委員  医療の問題というよりも、男女共同参画の問題として人権推進課が 

取り扱う場合には対応が違うと思いますね。その辺はどのようになるの

でしょうか。 

榎本会長  女性の人権尊重の問題として捉えるということですね。皆様これに 

対していかがお考えですか。 

 この問題について、この場で討論するということは、行動計画を作っ

た時にはあまり無かったことでしょうか。 

倉持委員  はい。今まで論じられたことはないのですけれど、社会や医療の変化

に連れて、いろいろな問題が出てきたものと思います。 

榎本会長 昔は、不妊は全て女性のせいという認識がありました。最近になって、
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医療的に男性にも責任があることがきっちり分かってきております  

ので、このことは大事にしなければならないと私は思いました。 

若い世代のお父さん、吉田委員いかがですか。 

吉田委員  実は私にも、不妊治療を受けている女性の友達がおりまして、どちら

かというとメンタルの部分で苦労があったようです。非常に仲の良い 

メンバーで話すときは、このような悩みがある、病院通いをしていると

いう話をします。けれども、同じ世代で子どものいる私としては、その

方の前で子どもの話をすることをためらってしまったことがあります。

やはり、不妊に悩む夫婦だけではなく、子供を授かった家庭にも、この

ような現状があることについての認識を深める必要があると感じま  

した。実際にこのようなケースに接したことがありましたので、非常に

重要な視点であると思います。 

吉野委員  この問題について２つの側面があると思っております。 

医療の観点から申し上げますと、やはりお子さんができないのは女性

のせいだという概念は誤りで、男性も一緒になって医療を受診して不妊

の原因を探るという啓発がひとつ必要ではないかと思います。この問題

は男女同じ対等の問題という観点です。 

また、先ほど吉田委員さんがおっしゃったように、実は不妊で悩んで

いらっしゃる方の比率は非常に高いと思います。そういった方の人権、

心のプレッシャー、悩みに、周りが寄り添うことです。私も子どもが  

おりますけれども、何気ない時に「子どもはいいぞ」と発言するとか、

親御さんからしても「いつ子どもはできるのか」、「孫の顔が見たい」  

などの発言が、その夫婦にとっては実は非常にプレッシャーになる。  

そういった悩みがあるということを世の中に啓発していく。思わず先程

のような発言をしてしまうと、相手を傷つけてしまう可能性もあります。 

不妊という観点から、医療と人権啓発の２面で見られていってはどう

でしょうか。次年度、この項目については、そのような観点を持って  

取り組んでもらっていただければよいかと思います。 

倉持委員  取り上げていただいてありがとうございます。私は、この問題につい

て情報紙「そよかぜ」で取り上げていただいてはどうかと思います。  

市内に広く啓発できるのではないでしょうか。 

榎本会長  「そよかぜ」のみならず、広い範囲で啓発してほしいですね。 

事務局は、これまで市はどのような取組みをしてきたのかということ

と、これからの啓発についてどうしていけば良いのかということを調査

研究したものを、次回の審議会にて報告してください。 

事務局 分かりました。 

榎本会長  よろしくお願いいたします。良い発案が出たように思います。 

 私の方からは、事業番号11105『女性の悩み(カウンセリング)相談事業

の充実』についてです。予約は１００％を超えていますが、直前の取消

が多く、利用率は８５％とのことです。このことについて、もう少し  

詳しく教えていただけますか。 

事務局  直前の取消については、お電話で連絡をいただいております。その際

に、この女性の悩み(カウンセリング)相談は、来庁できない場合は   

お電話でも相談が可能であることをお伝えしているのですが、どうして

も都合がつかなくなってしまいキャンセルになってしまうことが１番 

多いです。あと、何日か前のキャンセルであれば、キャンセル待ちを  

している方に連絡を取って、「都合がよろしければ、この日程のご相談は

いかがですか」というご案内をさせていただいている状況でございます。 
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榎本会長  私は、悩みを持っている人たちが申し込んでみたものの、当日になっ

てみると足が一歩前に出ないということを想像しました。そのため、  

悩み相談にはこのような方法もあるなどと、別の方法もご案内されては

どうでしょうか。 

倉持委員  この「利用率」「予約率」というのは、あらかじめ設定した定員に対し

てということでよろしいのでしょうか。 

事務局  おっしゃる通りになります。女性の悩み(カウンセリング)相談は、  

年間の相談受付件数を１０４枠とあらかじめ設定しております。この 

１０４件に対して、予約件数が１１０件から予約率が１０６％、利用件

数が８８件から利用率が８５％という計算になります。 

榎本会長  この相談員さんは１人ということですか。 

事務局  はい。１人です。 

榎本会長  事業番号12102『生涯にわたる健康増進の推進(健康増進計画の推進)』

という項目で、「母子愛育会とともに赤ちゃん人形を活用した性教育に 

関する授業に協力した」とありますが、どの程度踏み込んで授業に協力

できたのか、ということを知りたいと思いました。 

 母子愛育会は、なかなか立派な歴史を持った福祉の団体ですが、一時

存続の危機がありましたね。そんなこともあって、大事な仕事を受け  

持って、この会も活性化してきたと思います。 

 事務局いかがでしょうか。 

事務局  次回の審議会で回答させていただきます。 

榎本会長  他にはいかがですか。 

吉田委員  素朴な疑問ですけれども、先程の事業番号11105『女性の悩み(カウン

セリング)相談事業の充実』について、この相談は事業の名称通り女性 

しか相談されていないと思うのですが、実際にはそのようなことでよろ

しいでしょうか。 

事務局  ご指摘の通り、女性の悩み(カウンセリング)相談では、対象を久喜市

内在住・在勤・在学の女性に限らせていただいております。人権推進課

では、これとは別に人権相談・女性相談として人権擁護委員の方を相談

員とした、別の取組みを行っております。こちらの相談では男性の方も

ご利用いただけます。 

榎本会長  吉田委員さんのおっしゃりたいのは、男性相談があっても良いのでは

ないかということですか。 

吉田委員  そうですね。家庭の形もいろいろあって、むしろ男性の方がこういう

ところに手を上げづらいというのがあるのかなという思いが、ちょっと

ありました。例えば、この事業名を逆に女性と書かなくても良いのでは

ないかと素朴に感じたところです。配偶者との関係の相談であれば特に

そうであると思います。２年前くらいに、男性側が我慢して事件に発展

したという記事を読みましたもので、そういったところも救える相談で

あると良いのではないかと思いました。 

倉持委員  それに関して、女(ひと)と男(ひと)いきいきネットワーク久喜では、

総会の時の記念イベントとして、県の出前講座を依頼して、ＤＶに   

関する講義を行いましたが、最近男性からのＤＶ相談が激増していると

のことです。ここでは女性の悩み相談となっていますけれど、男性から

のそういった相談を受付する場が他にあるということですよね。 

榎本会長  そうですね。相談をする人、受ける人というようなシステムもあるか

と思います。事務方としては前向きに考えていただくようにお願いして

よろしいでしょうか。 
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倉持委員  講義をした県の職員は、市の人権推進課に相談するようにおっしゃっ

ていました。市の方でもＤＶの支援について行っていることだと思うの

ですけれども。この資料ではよく分からなかったものですから。 

榎本会長  方向性はその通りだと思います。人権擁護委員は全般的に質問を受け

ることになっていますけれども、そういった相談を受けられるかどうか。

研究課題になりますね。 

坂庭委員  事業番号11103「生命を尊重する体験学習の推進」について、今随分  

命を軽く扱われている気がいたします。この事業を指導課さんが行った

とのことですが、「生命を尊重する教育の充実を図ることができた」と 

ありますが、具体的にどのような事業を行ったのか知りたいと思います。 

榎本会長  評価に◎がいっぱい付いていますね。事務局、分かる範囲で教えて  

ください。 

事務局  具体的な内容については、次回の審議会のときまでに、指導課に確認

させていただいてご報告したいと思います。 

稲葉委員  この事業に関して、具体的に何校で行ったかもお調べ願いたいと思い

ます。 

事務局  かしこまりました。 

榎本会長  授業で赤ちゃんと実際に接してみたのかもしれないですね。 

 それでは基本目標Ⅱに移ります。事務局ご説明お願いします。 

榎本会長  続けて基本目標Ⅱをお願いします。 

事務局 【資料１、２、３により、基本目標Ⅱについて説明。】 

◆基本目標Ⅱ「男女共同参画の意識づくり」 

基本目標Ⅱにおいては、無意識のうちに身についてしまった性別に 

よる役割分担意識に気づき、自分らしく生きていくための意識啓発を 

行うことを目標としています。 

基本目標Ⅱでは４つの課題について施策を推進しています。 

課題１ 男女共同参画を推進するための啓発活動の充実 

課題２ 男女共同参画に関する調査・研究の推進 

課題３ 男性、子供にとっての男女共同参画の推進 

課題４ 国際理解の推進と外国人に対する支援と情報提供 です 

 対象となる事業は４０。内訳は◎２２、○１１、△３、無４。 

榎本会長  ありがとうございます。 

それでは、基本目標Ⅱについてご意見・ご提案がありましたらお願い

します。 

石田委員  質問なんですけれど、事業番号21203『市民参加による男女共同参画啓

発資料の作成』、事業番号21104『情報紙そよかぜの発行による男女平等

や男女共同参画に関する情報の提供』についてです。両方とも情報紙 

「そよかぜ」についてですが、目標の評価が事業番号21203では○、事業

番号21104では◎になっておりますが、どういった基準でこのように  

なっているのかが１点です。 

 もう１点は事業番号23101『男性に対する啓発の推進』ですけれど、  

実施状況で「１日体験学習バスツアー」と「共生セミナー」を実施され

たということですけれども、この２点だけで目標の評価が◎になってい

るのはどういうことなのでしょうか。 

事務局  事業番号21104の目標の評価を◎から○に修正していただきたいと 

思います。平成２７年度では通常のそよかぜの発行に加えて、そよかぜ

の電子版を１回発行することができたのみに留まったためです。 

 続きまして、事業番号23101については、バスツアーにおいて男性の 
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参加者の割合が２０人中７人と良かったこと、共生セミナーで開催した 

講演会「男の通信簿」でも、男性に興味を持っていただくことができた

のではないかと判断して、評価を◎とさせていただきました。 

榎本会長  石田委員は、まだ不十分だという印象がありますか。 

石田委員  男女共同参画というのは、男性に対する啓発が非常に大切であると 

感じます。そのため、もっと幅広い範囲での活動が必要になると思い  

ます。この活動で十分だという評価はどうかと思いますね。 

榎本会長 男性が企画に参加しやすいという観点を取り入れてやったために主催

者側は喜んで評価が高くなったのかもしれませんね。成果はあがって 

いないことはないと判断されているかと思いますが、もう少し頑張って

もらいたいですね。 

事務局  現状で満足せず、さらに向上させていかなければならないことは十分

に承知しております。より啓発活動を行い、男性も参加しやすい企画を

計画し進めていきたいと思います。 

榎本会長  ことごとく男性の啓発というのは、ちょっとでも良かったら褒めて 

仕上げていってもらうという手法を、女性は皆思っています。少しずつ

でも努力していただければ繋がるかと思います。 

 他にはいかがでしょうか。 

吉野委員  戻ってしまうのですが、先程の石田委員さんのご質問の件です。私が

事務局に申し上げるのも憚られるかもしれませんが、事業番号21203 

『市民参加による男女共同参画啓発資料の作成』、事業番号21104『情報

紙そよかぜの発行による男女平等や男女共同参画に関する情報の提供』

についてですが、これは書き方、報告の仕方だと思うんです。 

事業番号21203では「ボランティアと協働で情報紙そよかぜを作ろう」

という目標の取組みだと思います。対して、事業番号21204は「情報紙  

そよかぜの発行による情報提供を積極的にやりましょう」という目標だ

と思います。ですので、事業番号21203では、例えば、編集員の募集を  

呼び掛けけれども、男性の方が多かった、女性の方が多かったなどの  

理由で、人数の比率が男女共同の編集になりえなかったのではないで 

しょうか。事業番号21203は人数の定量的な評価なのかなと思います。 

事業番号21204は、発行部数を多くした、発行回数を２回にしたなどの、

情報提供の量の部分の評価であると思います。 

これらの事業の書き方が同じ「情報紙そよかぜを発行した」という  

ものになっているから、同じものととらえられてしまうのではないでし

ょうか。 

榎本会長  事務局いかがですか。 

事務局  情報紙そよかぜの編集員の比率についてです。通常は５人で編集を 

行っているところ、募集が多かったため、平成２７年度は定員８名で  

編集を行いました。その内訳は女性６名、男性２名となっており、差が

出ていたように思います。 

 そよかぜの発行回数につきましては、資料の記載通り、これまで   

年１回の全戸配布のみでしたが、インターネット版を掲載することで、  

情報提供の機会を増やすことができたと判断しています。 

榎本会長  確かに頑張ってやったように思います。今、吉田委員さんにご指摘を

いただいて、事業番号21203は編集員の男女数の評価であると聞いて、 

その通りだと思いました。事務局にはこの辺りも頑張ってほしいですね。  

編集員は事務局の頑張りで増えるのでしょうか。 

事務局 編集員の方は、公募で募集を行います。昨年も今年も、広報くきや  
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市のホームページで編集員募集を周知しています。今年度の申込に関し

ましては、女性の編集員が多くなっています。 

榎本会長  この視点は大事ですので、ぜひともお願いします。 

事務局  分かりました。 

榎本会長  こういった啓発資料に効果があったかどうかは、なかなか測れない 

ものです。そのため、インターネット版を公開したことを評価したかっ

たのでしょう。 

 基本目標Ⅱで他にありますか。 

稲葉委員  事業番号24102『外国人へ情報提供の充実』について、ひとつ提言が  

あります。実施状況で「日本語教室を全９回開催した」とありますが、

日本語を覚えるためには全９回全て出席したとしても、日本語がそんな

に上達するとは思えません。 

菖蒲の国際協力事業として、アメリカのローズバーグ市と姉妹都市 

協定を結んだり、互いに親善訪問したりしていますけれども、私は鷲宮

国際交流協会というところに所属して日本語教室を開いております。 

「継続する」ことを目標として、火曜日の昼間と土曜日の夜の週２回  

やっております。会場は鷲宮東コミュニティセンターさくらで、１時間

半ほど行っています。特色は、まず「先生はボランティア」ということ

です。日本人ならば、われわれ一般の人でも日本語をお教えする力は  

ある訳ですから、ボランティアを募集すると非常に来てくださいます。

それから「教室は学校方式でなくマンツーマン」でやっております。  

生徒さんの実力に応じた指導が必要で、日本語をほとんど話せませんと

いう人もいれば、比較的高度な日本語を話すことができる人もいます。

今みたいに委託方式で継続して開催するとお金がかかることでしょう  

から、私が申し上げたことが参考になればと思います。 

久喜市には２，０００人強の外国人の方がいらっしゃって、本当に  

困っている人がいます。例えば、日本人と結婚した外国人の方が、まだ  

日本語がカタコトなのでお仕事に出られず、家の中に閉じこもってしま

って、全く日本語が上達しない。それから、車の免許証は持っているの

だけれども、標識が分からない。ぜひ、この辺りを呼び掛けや実施方法

を考えていただいて、本当に日本語が上達する方法を考えていただき 

たいと思います。 

それから、これはすぐに回答することが難しいと思うので調査いただ

きたいのですが、事業番号24102の事業内容で「外国人が快適な生活を 

送れるよう、保健行事日程表や生活ガイドブック…」と記載があります

が、このような資料の外国語での作成とか、東京はオリンピックの開催

で道路標識を変えているそうですけれども、外国人にも分かりやすい 

公共サインについてとかをチェックしてください。進んでいるのか進ん

でいないのか進行状況を確認して、ぜひ進めていただきたい。 

また、私の行っております日本語教室で、英語はもちろんですけれど、

中国語や韓国語の方も来ています。今の久喜市の外国人住民の実態は 

どうなのかということです。最近、日本語教室にはベトナムの方が非常

に多いですね。昔は中国の方が多かったですけれども。今久喜市には、

どこの地域に、どこの国の方がどのくらい住んでいらっしゃるかを  

お調べ願って、それからどのような施策を行っているか教えていただき

たいですね。 

事務局  分かりました。 

昨年自治振興課が行っていた日本語教室は、外国から直接久喜市に 
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転入して３年以内の外国人の方を対象としています。平成２７年度は 

対象者１５０人くらいに通知を送り、参加を呼びかけたところ、延べ  

８２人が参加されました。他国から直接久喜市にいらっしゃった方に、

まず簡単な日本語を学ぶ機会となってほしいという目的で開催しており

ます。 

 先程質問のありました、外国人の方がどのくらい住んでいらっしゃる

かについて、また公共サインや外国語資料の作成については、確認の上

ご報告させていただきたいと思います。 

稲葉委員  対象者１５０人ほどのうち、参加者は延べ８２人ということですから、

実際に受講された人数は８２人より少ないということですね。 

事務局  はい。永住者や特別永住者は通知の対象から除いているとお伺いして

います。 

榎本会長  よろしいでしょうか。 

 それでは基本目標Ⅱを終わり、基本目標Ⅲに移りたいと思います。 

事務局、ご説明をお願いします。 

事務局 【資料１、２、３により、基本目標Ⅲについて説明。】 

基本目標Ⅲ「男女平等を推進する教育・学習の環境づくり」 

基本目標Ⅲにおいては、男女共同参画社会実現のためには、男女平等

を基本にした教育の果たす役割は大きく、あらゆる分野で教育・学習の

機会を図ることが大切です。また、指導者に対する啓発や生涯学習の  

推進を図るための事業です。 

基本目標Ⅲでは２つの課題について施策を推進しています。 

課題１ 保育所・幼稚園・学校における男女平等教育の推進 

課題２ 生涯を通じたジェンダーの視点をもった平等教育の推進 

対象事業は２５。内訳は◎１７、○３、△０、無５。 

榎本会長  それでは、皆様のご質問を受けたいと思います。 

石田委員  １点よろしいですか。事業番号31104『保護者に対する意識啓発の実施』

についてです。人権推進課の事業で、「平和と人権のつどい」は、保育園、

幼稚園、小学校、中学校などの子どもたちが参加されていますね。   

子ども達の参加に伴って、保護者の参加も期待するということなのか、

実質的に「平和と人権」ということで、啓発的な意図があるのかどう  

なんでしょうかね。 

事務局  「平和と人権のつどい」の開催によって、子ども達や保護者の方達を

含め、多くの方が参加できます。 

石田委員  保護者の方に来ていただいて、そこで人権啓発の場を作るという主旨

ということですかね。 

事務局  保護者が子ども達と一緒に参加することで、ともに人権について学ぶ、

保護者から子ども達に人権について教えるようになれば、啓発効果が 

大きいものと思います。 

中村委員  同じく事業番号31104『保護者に対する意識啓発の実施』についてです。

指導課の事業で「『親になるための学習』や親を対象とした『親が親と  

して育ち、力をつけるための学習』の推進を図ることで、家族の絆の  

大切さ等についての啓発を行った」とありますが、評価が全部◎に   

なっています。私自身本当に、親子、家庭の絆の難しさを常日頃感じて

います。これらの学習で、具体的にどのようなことをして啓発をされた

のか知りたいと思います。 

榎本会長  私たちはもう親世代を抜けましたので、実感として、この報告が伝わ

ってこないですね。具体的にどういうことをやっているのか、という  
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ことを教えていただきたいということでよろしいですか。 

事務局  分かりました。次回までに指導課に確認させていただきます。 

榎本会長  他にもいかがでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

 それでは、基本目標Ⅳをお願いします。 

事務局 【資料１、２、３により、基本目標Ⅳについて説明。】 

◆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」 

基本目標Ⅳにおいては、平成２２年に久喜市民を対象に実施した市民

意識調査では性別による固定的な役割分担意識や、性別による不平等感

が残されていることが明らかになりました。また、さまざまな意思決定

過程において男女の参画に依然として偏りがみられます。今後は、男女

が互いに個人として尊重され、その能力を発揮できる機会が確保され、

家庭や地域、職場などのあらゆる分野に参画できる社会環境をつくる 

ことを目標しています。 

基本目標Ⅳでは４つの課題について施策を推進しています。 

課題１ 政策・方針決定の場における男女共同参画の推進 

課題２ 職場における男女共同参画の推進 

課題３ 地域・社会活動における男女共同参画の推進 

課題４ 家庭における男女共同参画の推進 

対象事業は６４。内訳は◎１７、○３５、△４、無８。 

榎本会長  基本目標Ⅳについて、皆様のご質問を受けたいと思います。 

 事業番号41102『女性からの政策提言講座』の説明ができますか 

事務局  はい。女性からの政策提言講座についてご説明させていただきます。

主催埼玉県、共催久喜市として、女性からの政策提言講座を開催させて

いただきました。テーマは「“何となく暮らしづらい”この思いをカタチ

にする講座」で、対象は久喜市民に限らず、広い範囲の女性を募集しま

した。この講座は、県や市町の審議会や議会等で、女性がより広く活躍

いただくことを目的に県が主体となって実施した事業です。この講座は、

まず平成２７年１１月８日、１４日、１２月５日に全３回の講義が行わ

れました。この講義の参加者１２名の方が、平成２８年２月６日に開催

された「With Youさいたまフェスティバル」中に政策提言発表会を行い

ました。当日は、久喜市で開催した「With Youさいたま体験学習バス  

ツアー」で発表会の見学を行いました。私も当日見学させていただいた

のですが、会場は最初から満員で、進行につれて立ち見が出るほどの  

大盛況であり、参加者だけでなく多くの人に影響を与える発表であった

ように思います。当日は審議会の大塚副会長にコメンテーターとして 

ご協力を頂きました。その度は誠にありがとうございました。また、  

政策提言講座の開催にあたりましては、「女(ひと)と男(ひと)いきいき 

ネットワーク久喜」を始めとした、市内の女性団体の皆様に周知をさせ

ていただきました。全３回の講義全てへのご参加は叶いませんでしたけ

れども、発表された方以外にも多くの方に講義を受講していただきま 

した。 

 政策提言講座では、このように市内在住の方に多く参加いただいた 

だけでなく、市外在住の方にも輪を広げて実施することができたため、

評価項目はＡＢＣ全て◎、目標の達成度も◎とさせていただきました。 

榎本会長  ありがとうございます。１２名の参加者は定員だったのですか。 

事務局  市の方で特に定員は設けておりませんでした。市や県から皆様にいろ

いろお声掛けさせていただいた結果、１２名の方にご参加いただき  
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ました。 

榎本会長  募集には苦労されたと思っておりました。 

事務局  そうですね。「何となく暮らしづらい」という身近な内容がテーマで 

したが、「政策提言」という講座名でハードルを高く感じられてしまった

のではないかと思います。また、全３回の講義や発表会でそれぞれ   

丸１日かかり、日程の都合を併せづらいこともあって、「興味はあるけど 

参加が難しい」ということもありました。 

大塚副会長  この「女性からの政策提言講座」に参加させていただいた者として、

With Youさいたまの発表会でも申し上げたのですが、県が主催するイベ

ントとして捉えてはいけないのではないでしょうか。折角このような 

機会があって集まった方々ですので、こういう方々を中心に本当の  

「街づくり」に活躍していただけるように、市の方でも連携をとって  

いただきたいという要望を申し上げたつもりです。その後、参加された

１２名の方々との連絡やフォロー体制はいかがなっていますか。 

事務局  参加された方の１人とは、今現在も連絡を取っております。その方は、

久喜市の事業である、女(ひと)と男(ひと)共生セミナーに強く関心を 

持っていただきまして、応募を検討しており、いろいろと相談を受けて

おります。 

 また、市からのアプローチは不十分であると感じておりますので、  

市の男女共同参画事業に取組む際につきましては、積極的に情報提供を 

させていただきます。大塚副会長のおっしゃられました、「政策提言  

講座」に参加しただけでは終わらないよう、力を入れていきたいと考え

ています。 

榎本会長  そこが最も大事ですよね。ぜひとも、この方たちが一発花火で終わら

ず、次につながるように導いて下さるのは人権推進課じゃないかと思っ

ております。そこを怠らないようよろしくお願いいたします。 

事務局  かしこまりました。 

榎本会長  参加された皆様は内容のハードルが高かったのでしょうか。 

事務局  講義は「身近な問題をどう政策提言につなげていくか」ということで、

「どういうところが問題なのか」「どうやって提言につなげていけば良い

のか」と、順を追って身近なところから分かりやすく説明されていた  

ように思います。拝聴していた私も興味を引くものでした。 

 講義内容に興味を持って、講義だけでも参加したいという声もありま

した。ただし、全３回の講義の参加であったり、With Youさいたまでの

発表会には、別の用があるので参加できなかったりと、最終的な発表会

への参加まで繋がりませんでした。 

榎本会長  発表会は上手でしたね。皆さん頑張っていらっしゃいました。ぜひ  

とも今後に繋がるようにご指導お願いします。 

 他にはいかがでしょうか。 

坂庭委員  よろしいですか。事業番号41101『いきいき女性議会の開催と情報発信』

とあるのですが、私も２回女性議員として参加させていただいており 

ます。最初の女性議員の人数は２８人くらいだったのですが、だんだん

と人が減って、平成２７年では１４人になっています。私が感じたのは、

質問する女性議員で、何人かの方が何回も参加していらっしゃる気が 

しました。今年もまた参加されていらっしゃるのだなと、名前もお顔も

見たことのある感じがしました。女性議会は、市長さんや教育長さんが

来て、とてもいい場所なのですけれども、そこに出て意見を述べて回答

を聴きたいというのは、ハードルが高いと思ってしまうのではないでし
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ょうか。女性議員さんは誰でも参加して、何でも質問して良いという  

ことを上手く情報提供していただければ、違う方も来るのではないかと 

思います。２回ほど参加してそのように感じました。女性議員の人数が

減っているのは、その辺りが原因なのではないでしょうか。 

榎本会長  倉持委員、同じ人と思ったことはありますか。 

倉持委員  私は違う人が参加しているのかという気がしていたのですけれども。 

中村委員  私も女性議員として参加したことがありますが、参加した人の写真が

広報紙に掲載されたのを見ますと、同じ人が参加していると思うことは

あります。団体の代表の方が、どなたも出る人がいないということで  

参加されているのではないでしょうか。坂庭委員さんは２回参加された

ということですが、毎回参加されている方もいらっしゃるのではと感じ

ています。 

榎本会長  新しい質問を思い付かれたから、２度目、３度目と参加されたの   

でしょうか。仕方なしに受けているのでしょうか。 

坂庭委員  そうですね。私の入っているところでも、何か「質問したい」という

思いを持っている人とか、なかなかいらっしゃらないですね。人前で  

自分の意見を言うことがイヤだという方が女性には多いです。男女平等

という意識を持って世の中進んでいますけれども、自分の意見を普通の 

場所で言えるような環境にならないと、議会というイメージだけで竦む

ところがあるように思います。 

 私が参加した時、１年目は聞きたいことがあって勇んで参加したので

すけれども、その次も参加するということになりますと、質問を見つけ

ること自体もなかなか大変だったということがありました。もっと  

「質問したい」と思っている方が参加できればと、すごく感じました。 

榎本会長  事務局はその辺りの配慮はいかがですか。 

事務局  平成２７年の女性議会の開催につきましては、広報紙やホームページ

で募集をかけさせていただいたのですが、公募で参加された方は１名 

のみとなっています。市の周知が不足していたことを感じます。団体  

推薦による参加者は９名でしたが、その内過去の女性議会に参加された

ことのある方は２名いらっしゃいました。また、過去の女性議会に   

ご参加いただいた東京理科大学にも推薦のお願いをさせていただいたの

ですけれども、大学の撤退の影響もありまして、参加が難しいという  

回答がありました。学校推薦は市内高校生のみとなりまして、各高校に

ご協力を依頼しご参加いただきました。当日のご欠席もありましたので、

最終的な女性議員の参加者は１４名となっております。過去開催した中

でも参加者数は少なくなっています。 

この反省を次回の開催に活かしまして、公募の強化を行いたいと思い

ます。過去の女性議会では、過去の女性議会の開催状況の開示も含めて、

市民の方により興味を持っていただけるよう進めていきたいと考えて 

おります。 

榎本会長  倉持委員は、女(ひと)と男(ひと)いきいきネットワーク久喜として、

主催の側ですか。 

倉持委員  いえ、共催の側です。毎回同じ方が出ているとは思っておらず、   

皆さん一生懸命質問していらっしゃると感心しながら聞いておりま  

した。質問後の再質問ができないのは申し訳ないと感じています。私は  

聞いていて、女性議員さんが今の答弁で満足されたのかと思います。  

答弁に対して疑問に思ったことを更に突っ込んで質問できれば、出た 

甲斐があったと、より感じることができると思いました。 
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榎本会長  ハードルが高いとおっしゃいましたけれども、本当にハードルが高か

ったです。私も倉持委員も、１回目の女性議会に出ましたが、すごく  

力が付きました。 

坂庭委員  何年前のお話ですか。 

倉持委員  合併前の久喜市で行われた、第１回です。 

榎本会長 その時は２人とも議長をやりました。あれで度胸がつきました。 

女性が力を付けるには良い事業ですので、ぜひこれからもお願いした

いと思います。 

倉持委員  団体の推薦となりますと、各団体からは出るべき人は出ているという

感じはあるのですけれどもね。 

榎本会長  私の団体では困らずに、別の方を１人ずつ推薦できております。 

大塚副会長  公募する際に「過去の女性議会では、このような質問が出ています」

ということを示してあげた方がいいのではないでしょうか。 

 やはり、議会なので専門的な内容を質問しなければならないのでは 

ないかと思い尻込みしてしまう方も多いのではないかと思いますね。 

合併前の旧久喜市の時には、女性議員の参加者は多かったのですけれ

ども、その内の３分の１くらいが、当時問題になっていた「駅前のビル

はどうするんだ」という同じ内容の質問をしていて、市長がいい加減  

同じ答弁でいやな顔をされているように見えたということがありまし

た。最近は内容が多彩になっていて、女性議員さんが、その時それぞれ

の身近なところで、生活環境を良くしてほしいという質問が出ていて、

良い傾向だと私は思っています。「身近な質問を市のトップに聞くことが

できるんだよ」ということをもっとアピールできれば、地元で暮らして、

いろいろな「不」を感じている女性はたくさんいらっしゃるはずです  

から、そういった方に響くように、女性議員募集の周知を工夫していた

だければなと思います。 

事務局  分かりました。女性議会は、子ども議会と１年置きに交互で開催して

おりますので、来年度の開催につきましては、本日いただいた意見を  

基に周知活動を進めていければと思います。 

吉田委員  この件について、もう少し聞きたいことがあります。本当に女性議会

は良い取組みだなと思うのですが、定員は何人なのですか。 

事務局  公募や推薦を併せて２５名です。 

吉田委員  ２５名ですか。あと１０名くらいは増やしたいというところはあるか

と思います。今までのお話を聞いていたら、議場で開催ということで、

参加すればすごく力が付きますが、一般の方が気軽に参加するには非常

にハードルが高いように感じました。議場という場所にこだわることも

ひとつですが、開催場所を変えるとか、市長と近い距離で話ができる  

ようにすれば良いのではと思います。例えば市長を囲みながら、ざっく

ばらんに語り合うという形のような、ハードルを下げられるような仕組

みがいいのではないでしょうか。議場で発言することは非常に格好良い

と思います。 

榎本会長  本当にそうですね。 

吉田委員  女性議会では託児も用意しているということですが、子どもを連れて

でも参加しやすい環境にして参加を増やせればいいですね。 

榎本会長 ご苦労様ですけれどもよろしくお願いいたします。 

他にはいかがですか。 

よろしいですか。それでは次の基本目標に移りたいと思います。基本

目標Ⅴの説明をよろしくお願いいたします。 
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事務局 【資料１、２、３により、基本目標Ⅴについて説明。】 

◆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」 

基本目標Ⅴは、少子高齢化、雇用形態の多様化、家庭や地域における

つながりの希薄化などの現状を踏まえ、子育て支援や、介護支援、   

ワークライフバランスの推進を支援することにより、互いに支えあい、

誰もが安心して暮らすことのできる地域づくりをめざした事業です。 

基本目標Ⅴでは２つの課題について施策を推進しています。 

課題１ 家庭生活とその他の社会生活活動の両立支援 

課題２ 男女が安心して暮らせる環境づくり 

対象事業は５７。内訳は◎２５、○２９、△０、無３。 

榎本会長  基本目標Ⅴについてご質問を受けたいと思います。 

 ここでは、事業番号51101「父親の子育て参加の促進」とありますが、

吉田委員、最近の父親の参加についてはいかがですか。 

吉田委員  私は「子育てネットワーク・久喜んこ」に参加しています。その中で

「くきパパ」という、まだ小さい取組みですが、２，３ヶ月に１回開催

し、６月にもあるのですけれども、参加者はそれなりに増えてきて   

います。そのようなイベントの開催を知れば来てくれる人は増えるので

はないかと思います。周知の方も頑張っていきたいです。 

榎本会長  最近のお父さんは、子育て参加について変わってきていますか。 

吉田委員  そうですね。できるだけ子どもの催しには参加するような傾向にある

のではないかと思います。 

榎本会長  いろいろなところで「子どもがいて、お父さんがいて、お母さんが  

いる」というように、家族が揃っていることは当たり前の風景のように

思います。多分ですけど、お父さんの方も子どもと一緒に参加されると

楽しいのではないですか。 

吉田委員  そうですね。 

榎本会長  私も自分の娘のところが本当に男女共同参画生活を送っているので、

これがベストだなと思いますね。私はスカイプで、その様子を見ており

ますけれど、素晴らしいですね。娘である妻も働き始めております。  

お父さんの方が協力しなければ、お母さんの仕事は苦労が重なるばかり

です。大事なことだと考えます。 

 少しでも多く、そのような家庭が増えることを願いたいところです。 

 新井委員いかがですか。 

新井委員  ここにきて、シングルマザーになり実家に戻って働かなければならず、

子どもの面倒は誰がみるのかとなった時に、私たちと同じくらいのお母

さんやおじいちゃん、おばあちゃんが運動会など行事に参加していたり、

学校帰りの送り迎えをしていたりするのを見ると、大変だなと思うこと

があります。私の子どもが小学校にあがる頃は、名簿を見ても保護者に  

お母さんの名前が入っていることは少なかったですね。しかし、ここに

きて、お母さんの名前が多いようです。私の子どもが通っている時、  

ＰＴＡの役員をやっていたのですが、「うちはシングルマザーなので役員

を受けられないです」と言ってくる人がいました。逆に「うちは父子  

家庭なので、仕事が忙しく一切そういうことは受けられない」という  

ことも聞きました。現状はどうなのでしょうね。 

 子育てを早くやれば、後が楽だと私たちは聞いたことがあるのです 

けれども、今はどうなのでしょうか。平等なのでしょうか。 

吉田委員  私の周りには、たまたまいないので分からないですね。どうなの   
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でしょうかね。 

新井委員  おじいちゃん、おばあちゃんも若く、お孫さんが実の子どもかと思う

くらいの年代の人も多いです。「あの人おばあちゃんだったのか」という

こともありました。 

榎本会長  私たち世代で、なお孫の世話をしなければならないという人もいます。

私の知り合いで、おばあさんですが、へとへとになっていますよ。病気

もしているのに、「孫のために私はやらなければならない」、「公的機関を

使っていても送り迎えはある」と大変そうです。 

新井委員  夕方は送迎に使ってしまうので、自分の時間はとれない。夜は外に  

出られないことがありますね。 

榎本会長  いろいろな事情がありますね。まだ、そのような疑問点がいっぱい  

ありますので、その辺りもリサーチできたら教えてください。 

 よろしいでしょうか。 

 では基本目標Ⅵをお願いします。 

事務局 【資料１、２、３により、基本目標Ⅵについて説明。】 

◆基本目標Ⅵ「性別による暴力のないまちづくり」 

基本目標Ⅵにおいては、ＤＶは犯罪ともなる重大な人権侵害である 

ことから、男女共同参画社会の実現に向け、その根絶に向けた取り組み

が必要です。配偶者間の暴力もデートＤＶも未然に防ぐための予防啓発

し対策を講じます。ＤＶは潜在化、長期化しやすいことから暴力の早期

発見に努め、警察や婦人相談所などの関係機関との連携をはかり、被害

者支援につとめるための事業を行っています。少子高齢化、雇用形態の

多様化、家庭や地域におけるつながりの希薄化などの現状を踏まえ、  

子育て支援や、介護支援、ワークライフバランスの推進を支援すること

により、互いに支えあい、誰もが安心して暮らすことのできる地域   

づくりをめざした事業です。 

基本目標Ⅵでは３つの課題について施策を推進しています。 

課題１ 性別による暴力の根絶に向けた啓発 

課題２ 被害者の相談体制と支援体制の充実 

課題３ 関係機関との連携協力 

対象事業は２６。内訳は◎１４、○１１、△０、無１。 

榎本会長  ありがとうございます。基本目標Ⅵについてご質問を受け付けます。 

中村委員  資料２の基本目標Ⅵの課題２「被害者の相談体制と支援体制の充実」

ということで、被害者に対して色々な事業があります。被害者でなく  

加害者についてです。自分で分かっていても加害者としての自分を  

変えることができない、そのような人に対しての相談体制や支援体制は

何かあるのかということをお尋ねします。 

事務局  この間のことですが、実際に同じような相談がございました。ＤＶを

受けている方が夫で、加害者は妻というケースです。夫の話によると、

妻からＤＶを受けているのですが、妻は「私はそのようなことをして  

いない」と言っており意見の食い違いがあるということでした。その後、

妻の方からもご連絡がありまして、「夫からそういうことを言われている

のだけれども、どうしたらよいでしょう。相談窓口はありますか。」と  

聞かれました。人権推進課で行っている女性の悩み相談をご案内しまし

たが、近い回の予約は一杯になっていました。急いで相談したいという

ことでしたので、別の相談をご案内しました。妻が相談できる場を設け

て、自分のやっていることはＤＶなのかどうか、相談を通じて考えて  

いただければと思います。 
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中村委員  自分が加害者であるということが分かっている人もいますが、自分が  

加害者であることが分かっていない人も多いと思うのですけれども、  

どちらにしても事件や事故は起こる訳ですよね。そういう方に啓蒙とか

啓発とかが必要だと思います。 

事務局  そうですね。被害者だけでなく、加害者も相談できるところは必要  

だと思います。ただ加害者で自分がＤＶを行っていると気づいていて、

自分でそのことを相談したいと思っている方だけとは限りません。 

中村委員  気づいていない方もいらっしゃいますよね。 

事務局  このことはＤＶの危害にあたるということを示したパンフレットが 

あれば、チェックリストのようなものを付けて配布すれば、ＤＶの防止

につながるのではないかと考えています。 

倉持委員  中村委員さんのおっしゃったことは、これから取り組むべき重要な 

ことだと思っております。私はこれまで、いろいろな関係で、いろいろ

な国への視察を行っております。オーストラリアでは、ＤＶ加害者の  

男性向けのホットラインがあるそうです。日本でも女性トイレに「悩み

があったらこちらに相談して下さい」という案内のカードが名刺サイズ

くらいで置いてありますが、外国では男性のトイレにもそういうものが

置くなどの活動をしているそうです。 

 先程もお話しましたように、女(ひと)と男(ひと)いきいきネット  

ワーク久喜総会後のＤＶについての講演会で聞きましたが、男性からの

ＤＶ申し立てが増えているとのことです。もっと詳しいお話までは、  

その時は伺えなかったのですけれども。統計的なものでいうと、女性が

被害者とは限らず、男性が被害者というケースも増えてきているという

ことですね。このことについても、相談を受ける側が心構え、または  

対策を取る必要のある時期になってきたのではないかと思います。 

榎本会長  そうですね。その視点をどう持つかということですね。 

倉持委員  海外で見たチェックシートでは、男性加害者の場合ですが、女性用に  

「あなたがパートナーから、このようなことをされていたらＤＶ」、男性

用に「あなたがパートナーに、このようなことをしていたらＤＶ」と  

いうものができています。このことが日本の現状に合うかどうかは別 

ですが。どんどん取り組んでいくべきことだと思います。 

榎本会長  そうですね。ぜひともその視点を加えてもらって下さい。事務局、  

そのような取組みが県などであったら教えてください。 

事務局  はい。これは埼玉県の取組みなのですが、With Youさいたまで「男性

のための電話相談」というものを毎月行っております。この相談の開催

については、県からも毎月周知するよう依頼が来ておりますので、その

度に子育て支援課や生活安全課など、他の課にも資料を配布するなど 

情報提供を行いまして、庁内の様々な課で「男性のための電話相談」の

案内ができるようにしています。 

榎本会長  分かりました。今後もよろしくお願いします。 

 他にはどうでしょうか。 

倉持委員  基本目標Ⅴに戻るのですけれどもよろしいですか。事業番号51115や 

事業番号52209などで障がい者について取り扱っていますが、そろそろ 

障がいを持つ女性の人権について、そろそろ取組みを考える時期に来て

いると思います。これらの事業の取組みを見ていると、福祉の関係です

よね。いろいろな意味で良く取り組まれていると思います。 

 一昨年２０１４年でしたか、日本も障害者権利条約に批准して、女性

差別撤廃委員会にいろいろ申し立てをしたり、ロビー活動をしたりする



18 

 

ような状況になっております。 

そういう中で、女性であるが故に、男性介護者にこういうことを   

されたとか、介護者を女性にしてほしいとか、家族といっても血縁の  

ない方に人権を損害されるようなことをされた、まあ性的なものがほと

んどですけれど、そういった声があがってきてくるようになったと思い

ます。福祉の対策とは別に、女性の人権の問題として、障がい者をみる。

男性の障がい者で女性の介護者に面倒を見てもらうことがイヤだという

ことはあまりありませんので、これは女性の問題なのかなと思います。

女性であることと、障がい者であることということで２重の差別、苦し

みを持っているということで、人権の面で女性障がい者を配慮する取組

みを進めていくべき時ではないかと私は思っております。やることが   

いっぱいで申し訳ないと思っています。 

榎本会長  私の感じている限りでは、社会福祉協議会もそういった視点を持って

おりますし、そのような事例がたくさんありますので、取り組んで   

いないとは言えないと思います。 

どのような取組みをしているかということを、障がい者福祉課と社会

福祉協議会に確認した内容を教えていただくことにしましょう。 

倉持委員  そうですね。ありがとうございます。 

榎本会長  障がいのある女性は性被害者になります。 

倉持委員  今年の２月に行われた、女性の差別撤廃委員会の審議にも、日本の  

障がい者の団体がジュネーブにまで行ってロビー活動しているそうです

ね。募る思いがあると思います。福祉政策以上の、人権政策としての  

ものを。 

榎本会長  今日はずいぶん時間がかかりましたが、委員の皆さんに随分意見を 

出していただきまして良かったです。事務局もすごくたくさん宿題が 

出たようですが、ぜひとも納得のいく答えをお待ちしておりますので 

よろしくお願いいたします。 

稲葉委員  全体のことで事務局にお願いしたいことがあります。 

ひとつは「実施内容なし」という項目がなぜあるのかということです。

実施計画は長期計画ですから「できなかった理由」、例えば実施する予定

はなかったとか、今年度はやるつもりだったけれどもキャパシティ  

オーバーで出来なかったとかですね。そして「実施する時期」、例えば  

来年度、再来年度はやるつもりだというように書いていただかないと 

今後はどうするつもりなのか分からないので、市の各セクションに書い

ていただくように求めていってください。 

 もう１点実施部門に求めていただきたい。実施状況の概要の中で、  

最近は「具体的な数値」、何回やったとか、何人参加したとか成果が分か

るようになってきていますが、まだまだないところがございますので、

報告があがった時に何回やったのかなど成果をご確認いただいて実施 

状況に入れていただくとよいと思います。 

これは次回以降出来るだけで構いませんので、やっていただけると 

良いと思います。 

事務局  かしこまりました。 

榎本会長  議題（１）アが以上で終わりました。 

それでは次の議題に移らせていただきます。続いて、（１）イ）全課  

共通取組事項の推進状況について、事務局説明をお願いします。 

事務局 【資料４により、全課共通取組事項の推進状況について説明。】 

女(ひと)と男(ひと)ともに輝く共生プランにおいて、すべての課が 
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取組むべき事柄に対して、まとめたものです。 

 

設問１「男女共同参画人材リストの活用状況について」 

・平成２７年度末の時点で、人材リスト登録者は、４３名。 

・各所属所での活用状況 

①「市の審議会等への女性委員登用促進のための資料として活用」 

…２課 

②「市主催の講演会、講座等の講師選定資料として活用」…０課 

③「その他団体・個人が、主催する講座等の講師依頼」と       

④「団体・個人への技術提供の依頼等」につきましては、人材リスト

登録者あてに７月以降に照会予定。 

 

設問２「課内部の職務分担について」 

女性職員の職域拡大及び職務分担の見直しは６８課すべてで実施され

ている。 

 

設問３「保育付き講座の開催について」 

託児を実施した課が９課、託児を実施しなかった課が１６課。 

 

設問４「男女共同参画の視点にたった行政施策の実施について」 

広報誌やチラシなどを作成する際には男女共同参画の視点を配慮して

作成しているかどうかについて、広報誌やチラシを作成した課は２９課

すべてが配慮をしている。 

 （石田委員退席） 

榎本会長 ありがとうございました。ただいまの説明に対してご質問よろしい 

でしょうか。 

 （発言なし） 

榎本会長 それでは次の議題（１）ウ）目標数値の達成状況ですね。 

事務局、説明をお願いします。 

事務局 【資料５により、目標数値の達成状況について説明。】 

男女共同参画行動計画における具体的な数値目標の達成状況につい

て。 

・基本目標Ⅳの自主防災組織の構成された団体の割合という指標項目と、

基本目標Ⅴの指標項目は目標を達成。 

榎本会長 ありがとうございました。ただいまの説明について、ご質問はありま

すか。 

 （意見なし） 

榎本会長  ご質問はよろしいでしょうか。それでは、議題（１）を終わります。 

議題（２）「男女共同参画に関するアンケート調査について」 

榎本会長 それでは、議題（２）について説明をお願いします。 

事務局 【議題（２）について、資料６により事務局説明】 

平成２８年２月から３月にかけて市内中学生を対象に、男女共同参画

に関するアンケート調査を実施した。 

・目的は（仮）久喜市男女共同参画行動計画（第２次）策定の基礎資料

とするため、また、久喜市男女共同参画行動計画における、基本目標

Ⅱ「男女共同参画の意識づくり」課題２「男女共同参画に関する調査・

研究の推進」に関する事業として実施。 

・調査対象は市内全中学校の第３学年の１クラス。回答は３４７人。  
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（内訳は女子１７６人、男子１６４人、性別未回答７人） 

・調査内容は「男女共同参画に関する言葉や取組の認知度」、「男女の  

地位に関する意識」「男女の役割、価値観に関する意識」「デートＤＶ

に関連した意識及び実態」について。 

 

集計結果について、グラフと表を使用して説明。 

榎本会長  ありがとうございました。この調査については始めて聞きましたけれ

ども、全国で行われているのですか。 

事務局  このアンケート調査は久喜市独自で行ったものです。久喜市の男女 

共同参画行動計画にも、事業番号22103『若年代の男女共同参画意識調査

の実施』に基づいて、平成２７年度に実施したものになります。 

榎本会長  今のご説明だけでは良く分かりませんでしたが、何か分かってきそう

な感じですね。ありがとうございます。 

事務局  今回の結果を改めて分析しまして、第２次行動計画の策定に役立てて

いきたいと考えています。 

榎本会長  ご感想はありますか。 

吉野委員  非常に興味深いデータがいくつかあると思います。第２次行動計画の

策定に役立てていただくために、掘り下げていただきたいのですけれど

も、少しだけ意見を言わせていただきます。 

 問３の１，２，３で「家庭の中」「学校の中」「地域の中」では中学校

の男女ともに、ほぼ「男女ともに平等である」と回答しています。問４

の３で「男は仕事、女は家庭という役割分担意識」については、同じ   

中学生の回答なのに男女で意識が違ってしまっている。家庭とかでは 

平等感があるのだけれども、マインドがそうセットされ始めていると 

いうことが言えます。それは何から来るかというと、例えば問３の６で  

「社会通念やしきたり」などが、そういった意識を植え付け始めている

のかもしれない。 

このように読み込んでいって分かった部分に、市としてアプローチ 

していくことが必要なのではないでしょうか。これはすごく興味深い 

データです。いろいろな発見の宝庫かと思いますので、ぜひ活かして  

いただきたく思います。 

事務局  分かりました。ありがとうございます。 

榎本会長  他にありますか。 

稲葉委員  はい。これは素晴らしいデータかと思います。大変かと思いますが、

これを中学生だけでなく、施策は小学生に対しても行っているので、  

小学生に対する意識調査とか、子どもといえども年齢が高くなってくる

と考え方もいろいろになってくるかと思うので、可能かどうか分かりま

せんが、高校生も対象にするなど、調査範囲を広げていけば、大人に  

なるにつれての意識の変化の過程も分かってくるのではないでしょう

か。 

せっかくいいデータですので、活用してほしいですね。 

事務局  分かりました。 

倉持委員  ひとつよろしいですか。問１の１で「あなたの性別は」という問いに

無回答が７人いるということが、どういうことなのだろうかと思い  

ながら見ていたのですけれども。 

例えば資料１の事業番号11104『人権・女性相談事業の充実』では、  

「相談件数６０件 うち女性４５件」のような書き方がされていて、  

男性の件数は引き算すればよいのかと思いました。今までの社会概念で
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したらそうですけれども、なかなか色々な方が性的マイノリティとして

人権が求められてきている時代です。このような視点を持って、この  

７人を見た方がいいのでしょうか。 

榎本会長  それともボンヤリとしていたのでしょうか。書き落としていたとか。 

事務局  データ集計に関しては、資料６の調査票を見ていただきますと、問１

の１は「①女性②男性」と選択いただく形式になっておりましたので、

記入がなかったものを無回答とさせていただきました。そのため、   

無回答にどのような意図があったかまでは読み取ることができません  

でした。 

倉持委員  自分の心と体の性別が違うということを意識して、あえて丸をつけな

かったのか、どうなのだろうと考えながら、つい見てしまいました。 

榎本会長  そういった目線で見るようになりましたね。 

稲葉委員  前回の審議会でも同じ話題が出ましたね。 

吉田委員  そうですね。ＬＧＢＴです。 

稲葉委員  このキーワードであるＬＧＢＴを広報する活動をぜひ進めていただけ

ればと思います。 

榎本会長  もう避けては通れない時代になってきましたね。 

吉田委員  子どもであっても、心と体のギャップに悩んでいる生徒さんはいる 

前提で調査は行ったほうがいいですね。 

倉持委員  そうですね。これからは特にそう思います。悩んでいる人の人権にも

しっかり配慮しないと。 

榎本会長  第２次行動計画にはそのことをしっかり盛り込んでいかないといけな

いですね。本当はこれまでも潜在的にあったとは思うのですが、声を  

あげられなかったのでしょうか。時代の変化ですね。 

 他にありますか。よろしいですか。 

 （意見なし） 

  議題（３）「行政委員会及び審議会等のおける女性の登用状況について」 

榎本会長 それでは、議題（３）について事務局より説明をお願いします。 

事務局 【議題（３）を、資料７により事務局説明】 

 平成２８年４月１日現在の行政委員会及び審議会等のおける女性委員

の登用状況について説明。 

・平成２８年４月１日時点の女性登用率は３２．１％。 

・女性委員の割合が３０％を超えている審議会等の達成率は、６９．６％。 

・女性委員ゼロは、４つの行政委員会と２つの附属機関。 

 （坂庭委員退席） 

榎本会長  ありがとうございました。何か質問はございますか。 

 （意見なし） 

榎本会長  人権推進課も一生懸命お取組みいただいて、なんとか登用率を上げよ

うとされていることは分かっておりますが、なお頑張っていただければ

と思います。 

 よろしいですか。 

  議題（４）「平成２８年度男女共同参画推進月間における事業計画について」 

榎本会長 それでは、議題（４）について事務局より説明をお願いします。 

事務局 【議題（４）を、資料８により事務局説明】 

平成２８年度男女共同参画推進月間における事業計画について説明。 

・平成２８年度１日体験学習ツアー開催について 

・第１３回度男（ひと）と女（ひと）のつどい開催について 

・広報紙やホームページでの情報周知について 
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榎本会長  ありがとうございます。ご質問はありますか。 

 （意見なし） 

榎本会長 よろしいでしょうか。 

 では以上を持ちまして、本日予定していた議題はすべて終わりました。

ご協力ありがとうございました。 

  ４．その他 

事務局  ありがとうございました。 

それでは、次第４「その他」でございます。委員のみなさまから何か

ご連絡等ありますでしょうか。 

 （意見なし） 

  ５.閉会 

事務局  次回の審議会の予定でございますが、７月５日（火）午後１時３０分

から、この階の奥にあります大会議室において開催したいと思います 

ので、よろしくお願いいたします。 

事務局からは以上でございます。 

それでは、閉会のごあいさつを大塚副会長よりお願いいたします。 

大塚副会長  皆さん大変長い時間お疲れ様でした。 

今回は皆さんから非常に活発なご意見をいただいて、この審議会が 

非常に活性化してきていると思います。今回事務局の皆さん、異動等が

あって大変だったかとは思いますが、今後できれば、もう少し質問に  

対してすぐ答えられるような対応を、今回のようなものであれば、人権

推進課では答えられない内容も多いかと思いますので、関連する課から

答えられる方にご出席いただくとか、そういったことも必要になるの 

ではないでしょうか。ぜひお願いしたいと思います。 

今日はもう第２次行動計画という声も聞こえてきまして、これからの

久喜の未来のために動き出さなければならない時期に来ております。 

ぜひ審議会も皆さん協力してやっていきたいと考えておりますので、 

今後ともどうぞよろしくお願いします。 

今日は皆さんお疲れさまでした。 

一同  お疲れさまでした。 

事務局  ありがとうございました。以上をもちまして、平成２８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。 

長時間にわたり、本日はありがとうございました。 

一同  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２８年６月２１日 
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