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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２９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。 

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２９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、人権推進課長の保坂でございます。よろしくお願い申し上げま

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。 

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。 

榎本会長、よろしくお願いいたします。 

２.会長あいさつ 

榎本会長 皆さまこんにちは。 

暑い日になりましたが、それでも真夏の暑さにはなっておらず、

涼しい風を受けながら、健康を保ってきたところでございます。 

本日は、委員の方全員がお揃いいただきまして、誠にありがとう

ございます。 

第１回審議会ということで、事前に調査の結果を拝見したとこ

ろ、合計特殊出生率が１．１３％で全国や県の数値よりも低いとい

うことで、いったいこれはどういうところから来るのかと思いまし

 また、Ｍ字カーブについて、前回は子どもができたら仕事を辞め

て大きくなったら再び仕事をしようというのが一番高い数値だった

のですが、今回は、結婚や出産に関わらず仕事を続ける方がよいと

いう数字が一番になりました。本当に喜ばしいことだと思っている

のですが、私の周辺でこんなことがありました。私が女性の友人に

「娘も働くようになって夫婦共働きになっているのですよ。」と話

したところ、女性の友人が「娘さんが働かなければならないほどご

主人の収入が少ないのでしょうか。」と何の悪びれもなくおっしゃ

ったことで、まだそういう言葉が出てくるとは男女共同参画もまだ

まだだという感想を持ったところでございます。 

私どもは色々なデータや意見を承っているわけですが、身近なと

ころで感じ取っているということが大変大きいかと思います。男女

共同参画の意識啓発をしていくことが大変重要だと思っています。 

今日は第１回の審議会ということで、いよいよ始まるというとこ

ろでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 【職員紹介】 
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事務局 榎本会長、ありがとうございました。 

それでは、４月１日の人事異動により、総務部長が酒巻になりま

したので、酒巻部長からごあいさつを申し上げます。 

部長あいさつ 

続きまして、同じく４月の異動により、総務部副部長となりまし

た中村でございます。 

次に事務局職員を紹介いたします。 

人権推進課の主幹の小沢でございます。 

人権推進課の課長補佐兼男女共同参画係長の青木でございます。 

男女共同参画係主任の相澤でございます。 

そして、私、人権推進課長の保坂でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

また、第２次行動計画策定についてのコンサルタントとして参加

していただく、株式会社ワイズマンコンサルティングの吉元様でご

ざいます。 

吉元様には、今年度の審議会には、参加していただきますので、

よろしくお願いいたします。 

なお、誠に恐縮でございますが、酒巻部長と中村副部長につきま

しては、このあと所用がございますので、ここで退席させていただ

きます。 

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】 

・次 第 

資料１ 平成２８年度推進状況調査（事前配布） 

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 平成２９年４月１日現在の女性登用率 

資料７ 男女共同参画推進月間事業 

資料８ 第２次男女共同参画行動計画策定スケジュール（案） 

資料９ 久喜市の現状と課題 

資料１０久喜市男女共同参画行動計画(第２次)の策定にあたって 

 

以上、次第を含め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、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名の委員の方全員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。 

また、本日の会議録の署名でございますが、名簿順で、榎本会長

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
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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だければと思います。 

よろしくお願いいたします。 

榎本会長 それでは、議事を進めさせていただきたいと思いますので、皆様

のご協力よろしくお願いいたします。 

議題（１）平成２８年度実施計画の進捗状況調査報告について 

榎本会長 それでは次第に戻りまして、議題の（１）平成２８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。ア）の平成２８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について事務局より説明願います。 

事務局 【議題(１)ア)を資料１、２、３により事務局説明】 

◆資料１について 

・平成２８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。 

・「目標【施策の方向性】達成度」欄は、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。 

 

【基本目標Ⅰについて説明】 

◆基本目標Ⅰ『男女の人権が尊重されたまちづくり』 

基本目標Ⅰでは、３つの課題について施策を推進しており、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、人間尊重、

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。 

３つの課題のうち、２と３は保健センター事業が中心となっていま

す 

対象事業数は２４。評価の内訳は◎１０、○１２、△０、実施無

２。 

榎本会長 ありがとうございました。事前に送られてきた資料をお読みいた

だいておりますので、皆様の質問や感想をお願いいたします。 

貞方委員 事業番号１２１０８「各種健康診査事業等の充実と受診促進」の

ところで、受診者数が出ていますが、対象者数は何人いらっしゃる

のか。受診率はどのくらいですか。 

事務局 対象者を確認していなかったので、次回までに調べておきます 

榎本会長 特定健康診査の受診率を上げるために努力をしている項目となっ

ています。 
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倉持委員 受診率ですが、成果欄に３９．９％と記入されてあります。 

貞方委員 ありがとうございます。 

稲葉副会長 事業番号１１２０２「性に関する教育活動の推進」で、中央保健

でセンターでは施策をうっているのだが、人権推進課が何もしてい

ないのはどのような事情があったのですか。 

事務局 平成２８年度の計画の時に、人権推進課では実施をしないという

ことで提出させていただいています。理由は平成２７年度に中学生

を対象に実施したため、平成２８年度は実施しないということにな

ります。 

稲葉副会長 そのように書いていただけるとわかるのだが。中央保健センター

の方で、要請があれば必要に応じていうことだが、推進するのであ

れば、積極的に全校をやるように働きかけをしますよということか

と思うが、そのあたりはどうですか。 

事務局 毎年３校ずつは母子愛育会と赤ちゃん人形の体験事業、講演を行

っていることは聞いております。 

稲葉副会長 毎年３校は実施する計画ということですか。 

事務局 はい。 

新井委員 事業番号１１１０４「人権・女性相談事業の充実」について、相

談内容は人権推進課で共有しているのでしょうか。 

事務局 家事問題や金銭問題など、大枠では内容は分かっていますが、具

体的な内容までは、こちらでは把握しておりません。 

榎本会長 基本目標Ⅰは、よろしいでしょうか。次に進みたいと思います。

基本目標Ⅱについて、事務局ご説明お願いします。 

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では、４つの課題について施策を推進しており、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 

対象事業数は４０。評価の内訳は◎２２、○１０、△２、実施無

６。 

榎本会長 ありがとうございました。 

それでは、基本目標Ⅱについてご意見ご質問をお願いいたしま

す。 

早瀬委員 気づいたところを部分的になりますがお伝えします。事業番号２

４１０１「地域における国際交流の推進」について、個人的に興味

があり気を付けて見ているのですが、ホームステイの受入等をやっ

ているようですが、評価も○で見直しもないということだが、本当

に一部のわずかな人たちでやっている感じです。少子高齢化で人が

減って空き家も増えているので、人を増やさなければならない。ど

うしたら子どもが増えていくかというよりは、どんどん外国人を入

れることを考えた方がいいように思えます。もっと気軽に集まれ

て、英語ができなくても交流ができる企画をどんどんやったらどう

かなと思います。 

久喜市の現状と課題の最初に少子高齢化のことを書いてあります

し、前回の審議会の資料『市民意識調査報告書』の中にも今後国際

交流に参加したいという意見が４５．９％でトップになっていま

す。興味があるのに行くところがないと感じている方が多いのでは
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ないかと思いましたので、意見としてお話ししました。 

事務局 担当課に、このした事業を増やしていただけるように働きかけて

いきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

石田委員 事業番号２１１０１「男女共同参画推進月間事業の実施」の第１

３回 男(ひと)と女(ひと)のつどいについて、市民意識調査報告書

の２５ページでは８０％が知らないと回答しているのだが、どうい

う根拠で◎と評価したのでしょうか。 

事務局 男女共同参画の推進月間が６月にございますので、その中で、つ

どいや１日体験学習バスツアーを実施できたということで◎の評価

をさせていただきました。周知ではなく実施できたということでの

評価となっています。 

榎本会長 市民と行政との協働で実施しているという評価ができるかと思い

ます。倉持委員は実際、男(ひと)と女(ひと)のつどいに関わられて

いますが、いかがですか。 

倉持委員 何％の方が知らないと回答しているのでしょうか。 

石田委員 『市民意識調査報告書』の中で、男(ひと)と女(ひと)の共生セミ

ナー委託事業を知らないと掲載してあったので、もっと広報した方

がよいのではないかと思う。 

事務局 『市民意識調査報告書』の中の、男(ひと)と女(ひと)の共生セミ

ナー委託事業と資料の男(ひと)と女(ひと)のつどいは別事業になり

ます。 

男(ひと)と女(ひと)の共生セミナー委託事業は、市が団体の方に

委託して、男女共同参画に関わる講演会や映画会等を実施していた

だいております。毎年３団体募集をかけており、ワークショップや

講演会等を行っていただいております。 

倉持委員 そうした団体の長としては、むしろ知っている人の数が思ったよ

り多いと感じております。活動してみて知られていないことを実感

しながらやっている。少しずつでも知っている人が増えていけば、

それに越したことはないと思います。つどいのようなものを行った

り、各団体が色々な活動をしているが、アンケートで半数以上の人

が知っていると回答していただくには、まだまだ遠いと実感してい

ます。 

吉野委員 そうすると、市民意識調査報告書では、委託事業を知っているか

どうかを聞いているが、委託事業自体の認知度はどういった意味を

なすものなのか。 

事務局 久喜市でやっている事業の中で、このような事業をやっていると

いうことをどのくらいの人が知っているかということで、質問をさ

せていただいたものです。事業ではないが、情報紙「そよかぜ」も

久喜市の男女共同参画の情報紙を作成していますが知っていますか

というところで、言葉だけではなく事業も聞かせていただいている

ところです。 

吉野委員 一般の市民の方には、久喜市がこうした事業をやっていますが知

っていますかと聞くよりも、先程石田委員がおっしゃったように、

こうしたつどいやイベントをやっているのですが知っていますかと

いう方が、自分が参加することで意識が高まるとか行動が変わると

いうかたちになり、アンケートを受ける市民の気づきになる。失礼

な言い方だが、久喜市が事業をやっているかやっていないかは私の

生活にどう関わるのかと思ったときに、イベントや催しの方がより
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伝わると思います。 

倉持委員 委託事業に応募するのは団体ですので、団体に関わっていない人

にはあまり関心がないと思います。団体ですと、事業があるからお

金ももらえるし、それなりにアンテナを張るのですが、個人の方の

割合が低いのはそれなりに理由があるように思えます。ただ今のご

意見のように聞き方を変えれば別だと思いますが、こういう事業を

知っているかとなると、手を挙げるのは団体の方だけだと思いま

す。 

榎本会長 委託事業そのものについては、取り組んだ団体が非常に良い企画

を立てており、いつも感心しています。多くの参加者がいればもっ

と嬉しいことですが、なかなか参加者を増やすのは大変なことだと

思います。地道に市民サイドから企画を立てて、共同参画に寄与し

ているということの評価は高いものだなと思っております。 

男(ひと)と女(ひと)のつどいも、長年重ねっていってある程度の

成果を上げておられるという風に思っていますので、市が比較する

というよりも、市民の団体が一緒になってやるということは◎の評

価だなと私は思っています。 

石田委員 以前、何度か講演会は聞かせていただいたのだが、面白かったの

で、男性にも聞いてもらうとよいかと思う。どちらかというと男性

が少ない。 

榎本会長 チラシを配布し、広報紙に掲載し、思いつくことは熱心に最大限

やっておられると思いますが、選択する側も自分の興味深いところ

に行きますので、そこのところの数字の低さで、こういうことに興

味を持つという方が多くいてほしいという感じがいたします。 

倉持委員 事業番号２１１０４「情報紙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、ご質問させていただきます。「そよか

ぜ」は合併前、年に２回発行しておりましたけれど、新久喜市にな

ってからは年１回になりました。年１回ですと存在感が薄くなり、

何とかして年２回以上にしていただきたいというのが希望なのです

が、それに伴って聞いていただきたいことがあります。 

ネットワークを立ち上げた時のことを思い出しているのですが、

「そよかぜ」の編集員を経験された方が、任期が終わった後もこの

ような男女共同参画に関わりたいということでネットワークに加わ

ってくださった方が何人かいました。「そよかぜ」」に関わった方

が引き続きそうした活動に参加して下さったということはもう一つ

の成果だと評価しています。そういうこともありましたので、「そ

よかぜ」の発行が２回から１回になったのは予算の関係なのか、そ

れとも最近はボランティアに応募してくださる方が少なくなってき

たのかをお聞きしたいと思います。 

事務局 ボランティアの応募の関係ですが、平成２８年度につきまして

は、４名の方に参加していただいています。そのうち３名の方は、

前年度も編集員としてやっていただいておりまして、引き続きお願

いしたいということでこちらから声をかけさせていただきました。 

広報紙やホームページなどで募集をかけているのですが、編集員

をやっていただける方が少ないのが現状でございます。編集会議自

体が平日の昼間の時間帯なので、その時間が空いている人でないと

厳しいのではないかと思っています。 

予算的には１回分しか取っていませんが、その代わり平成２７年

度から電子版で「そよかぜ」を発行しております。 
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倉持委員 電子版は紙ベースと同じですか。 

事務局 内容が少し違います。電子版は、１年間分の事業報告を掲載して

います。 

平成２８年度の通常の「そよかぜ」につきましては、吉野委員に

ご協力をいただきまして、資生堂様を訪問し取材をさせていただき

ました。 

倉持委員 電子版にもボランティアが関わっているということですか。 

事務局 電子版には基本的には関わっていません。電子版は職員で作成し

ている状況でございます。 

榎本会長 最初の頃に比べると、影が薄いという感じが否めないように思え

ます。 

倉持委員 ボランティアが少ないことがひとつの原因であるとすれば、私た

ちも周りにやってみる若い人がいないかと声をかける必要があるか

と思いました。 

稲葉委員 事業番号２１１０１「男女共同参画推進月間事業の実施」につい

て、推進月間は毎年決めて実施しているのか、そして課題を絞り込

んで推進しているのでしょうか。 

事務局 毎年６月は男女共同参画の推進月間ということで進めさせていた

だいています。その中で、男(ひと)と女(ひと)のつどいと１日体験

学習バスツアーということで市民の方に募集をかけ、男女共同参画

を知るきっかけとなる勉強会のようなかたちで実施させていただい

ています。これは毎年実施しています。 

稲葉委員 １日体験バスツアーの関係ですが、応募者はどのように募ってい

るのですか。 

事務局 広報紙やホームページ、チラシなどを公共施設に配架などして募

集をかけている状況です。申し込みについては電話でもメールでも

はがきでもファックスでもお受けしています。 

稲葉副会長 事業番号２４１０２「外国人への情報提供の充実」についてで

す。この事業は市が業務委託をして、日本語教室を全９回のカリキ

ュラムで開催したとありますが、私は日本語教室を水曜日の午前中

と土曜日の夜の週２回実施しています。独自でやっているため、広

報の方法がなく口コミで４，５人の人数で実施しています。そし

て、先生はボランティアということです。今回申し上げたいのは、

生徒さんからは非常に感謝されていますが、継続してやらないと上

達しないと思っています。語学は１０回やってすぐに覚えられるよ

うになりますかということです。市が１年間委託するとお金がかか

ることでしょうから、私が提案したいのは、我々のようにボランテ

ィアを募集すれば集まりますので考えていただきたい。ここに書い

てある事業内容で、暮らしやすくしたいというのはいいことなので

すが、実施しているのは日本語教室の９回です。それ以外にパンフ

レットを準備しているのでしょうか。 

貞方委員 質問なのですが、国際社会に対する理解ということで、計画書に

事業番号２４１０１「地域における国際交流の推進」と事業番号２

４１０２「外国人への情報提供の充実」を入れた経緯を教えてくだ

さい。 

倉持委員 『久喜市男女共同参画行動計画(第１次)』の中の基本理念７に、

国際的な動向への考慮ということがあり、それに関連して国際交流

も取り上げられたのだろうと私は理解しております。 
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貞方委員 わかりました。 

榎本会長 何人も差別を受けてはならないという観点があるかと思います。 

倉持委員 事業番号２４１０２「外国人への情報提供の充実」の事業内容が

途切れているので、その部分を教えてください。 

事務局 切れている部分につきましては、日本語教室の充実等に努めるに

なります。 

榎本会長 基本目標Ⅱは、よろしいでしょうか。それでは、基本目標Ⅲに進

みます。事務局ご説明をお願いいたします。 

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では、２つの課題について施策を推進しており、男女

共同参画社会実現のためには、男女平等を基本とした教育の果たす

役割は大きく、あらゆる分野で教育・学習の機会を図り、男女平等

を推進するものです。 

また、指導者に対する男女平等意識の啓発や生涯学習の推進を図

るものです。 

対象事業数は２５。評価の内訳は◎１９、○２、△０、実施無

４。 

榎本会長 それでは、基本目標Ⅲについて、ご質問を受けたいと思います。 

石田委員 事業番号３１１０４「保護者会や公開授業における啓発の充実」

とは具体的にどのようなことをされたのでしょうか。 

倉持委員 １つ上の段に、男女平等や男女共同参画に関する啓発パンフレッ

トを配布するなど、保護者に対する意識啓発を行うというところか

ら考えて、これは啓発パンフレットに関わることではないかと私は

理解したのですが。 

石田委員 所管課が指導課となっているので、パンフレットでの啓発とは違

っていると思います。 

事務局 保護者に対する意識啓発の充実というところで、指導課で実施さ

れているのは講演会のことになります。公開授業は道徳などの授業

を公開しているということです。 

榎本会長 具体的に知りたいと思いますので、次回どのようなことをなさっ

たか教えていただくということでよろしいでしょうか。 

事務局 確認しておきます。 

貞方委員 事業番号３１１０１「人権尊重及び男女共同参画の視点にたった

男女平等教育の推進」について質問します。どのような科目で男女

共同参画について教えていらっしゃるのか知りたいと思いました。

すごく大事なところだと思っていますので、どういう教え方を学校

でしているのかと思います。 

榎本会長 これも次回までにお調べいただくということでよろしいでしょう

か。こういう風に書かれると内容が具体性を持って迫ってこない。

混合名簿ができてさえいれば◎というのはもうおかしくなってきま

した。 

基本目標Ⅲは、よろしいでしょうか。それでは、基本目標Ⅳにう

つりたいと思います。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では、４つの課題について施策を推進しており、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
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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

つくることを目標としています。 

対象事業数は６３。評価の内訳は◎１９、○３４、△３、実施無

７。 

榎本会長 それでは、基本目標Ⅳについて、ご質問を受けたいと思います。 

中村委員 事業番号４１１０４「女性委員ゼロ審議会等の解消」で、評価が

△で前年度より女性委員のいない審議会の数が増加してしまったと

いうことですが、どういう審議会で女性がゼロになったのか、教え

ていただきたいのでお願いいたします。 

事務局 資料６に審議会等の女性登用率一覧がございます。２ページ目の

１５番、久喜市福祉オンブズパーソンにつきましては、女性委員が

ひとりもいない審議会となっています。 

今ご説明させていただいているのが平成２８年度のもので、ご覧

いただいている資料６については、平成２９年４月１日付の任期の

ものです。４１１０４には平成２８年１０月１日現在で女性委員の

いない審議会等の数を記載しておりまして、こちらについては、久

喜市交通安全対策会議、久喜市福祉オンブズパーソン、久喜白岡休

日夜間急患診療所運営委員会の３つの審議会等において女性委員の

登用がゼロとなっています。久喜市交通安全対策会議と久喜白岡休

日夜間急患診療所運営委員会は現在未委嘱となっており、資料６に

は記載しておりません。 

中村委員 事業番号４１１０４「女性委員ゼロ審議会等の解消」の目標達成

度の欄に、女性委員のいない審議会等の数は２となっていますが、

どうなんでしょうか。 

事務局 こちらは平成２７年度なので、一昨年の女性委員のいない審議会

等の数が２なのですが、実施状況の概要欄につきましては、平成２

８年１０月１日は一昨年と比べると１増加したということになって

います。 

稲葉副会長 今後の対応策について、計画書を求め積極的に検討したというこ

とで、久喜市オンブズパーソンは平成２９年度ゼロなのだが、平成

２８年度はあったのですか。 

事務局 審議会としては久喜市オンブズパーソンは平成２８年度はありま

して、女性委員はゼロとなっています。 

稲葉副会長 どういう対策が出てきて、結果がまたゼロとなったのですか。 

事務局 委員総数が２名であって、男女１名ずつが望ましいところだと思

いますが、委員が特定の専門性で構成されるシステムとなってお

り、その分野に精通した女性が少ない状態となっています。専門性

のある方の中でもなるべく女性の適任者を選任するよう努めるとい

うことでご回答いただいています。 

稲葉副会長 現実として委員の数が２名しかおらず、専門性のある人が必要だ

ということで、極論を言えばずっとゼロかもしれない。そうする

と、目標そのものを変えて、もっと全体の率を上げるようにしない

と、いつも×になってしまうと思います。 

榎本会長 オンブズパーソンはどのような専門性が必要なのですか。 

事務局 健康福祉サービスの苦情に対して、公正中立な立場で対処すると

いうことで、健康福祉関係を専門とする大学教授の方や法律の専門

家の方が委嘱されていると聞いているため、そういった方で女性の

方がいらっしゃれば是非任用していただきたいと思っています。 
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榎本会長 市内の方でなければならないのですか。 

事務局 委員の方が市内か市外かまで確認をしておりません。申し訳ござ

いません。 

榎本会長 計画書にはどのように書かれているのでしょうか。 

事務局 定員数は現在２名ですが、３名以下で構成するという形になって

いるようで、残る定数１名については、女性の適任者を選任するよ

う努めるという計画書をいただいております。 

稲葉委員 全体的にみて女性の登用が少ないと感じます。 

榎本会長 もう少し工夫があってもいいかなという印象を持ちます。 

中村委員 記憶違いかもしれませんが、１３の久喜市農業振興協議会はゼロ

だった気がします。今回６人ということで、相当な働きかけがあっ

たのではないかと考えると、３５の久喜市いじめ問題対策連絡協議

会はもう少し女性が増えるような形になるとよい気がします。 

事務局 毎年４月１日と１０月１日現在で、女性の登用率について各課に

照会をかけています。女性の登用率の低い部署につきましては、団

体推薦では、なるべく女性を選出していただきたいとお願いをして

います。委員の構成の中で、あて職もあったりするので、男性がそ

の職についていると、女性の登用率が下がってしまうが、できるだ

け女性を出していただきたいというお願いは再三しています。所管

課につきましても、団体の方に働きかけをしているのですが、ご覧

のような状況になっています。今後も、もっと働きかけていきたい

と思っています。 

榎本会長 審議会の総意として、できるだけではなく、熱心に取り組んでい

かなくてはいけないと思います。 

稲葉委員 本審議会では女性が６割を占めていますので、このやり方を他の

部署にも浸透させていただいて、改善を図っていただきたいと思い

ます。 

貞方委員 事業番号４１１０２「政策参画講座の開催の情報提供」につい

て、政策参画講座というのがよくわからないので教えていただきた

いのと、斜線が引かれているのは講座が開催されなかったというこ

とでよろしいでしょうか。 

事務局 その通りです。平成２８年度は計画をしていないということで、

斜線を引いています。 

貞方委員 政策参画講座とはどのような講座なのでしょうか。 

事務局 県の講座で、平成２７年度に埼玉県との共催で、女性からの政策

提言講座を３回実施しました。その後、２月のWith you さいたま

で行われる報告会で発表をさせていただいたという経緯があり、政

策参画講座の開催として掲載している状況です。 

榎本会長 政策参画講座の情報提供がないというのはおかしくありません

か。計画のところで私たちが容認したところでしょうが、情報提供

はあればできると思います。情報提供は、なかったのでしょうか。 

事務局 平成２８年度は他の市町村でこうした県との共催でやっていると

ころはありましたので、そうしたチラシについての情報提供はして

おります。 

榎本会長 基本目標Ⅳは、いかがでしょうか。それでは、基本目標Ⅴに進み

ます。事務局、ご説明お願いします。 

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
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る環境づくり」 

基本目標Ⅴでは、２つの課題について施策を推進しており、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すものです。 

対象事業数は５７。評価の内訳は◎２６、○２９、△０、実施無

２。 

榎本会長 ありがとうございました。基本目標Ⅴについて、ご意見を承りた

いと思います。 

保育園のことですが、４月１日から新たな保育園がスタートした

と伺っておりますが、現在待機児童はゼロになっているのでしょう

か。 

事務局 平成２９年４月１日現在の待機児童数は４０人と聞いておりま

す。年齢でみますと、１歳児が２３人、２歳児が１５人、３歳児が

２名となっています。新しい施設も整備しているのですが、保育園

を希望する保護者の方が大変多く、整備しても申し込みが多い状況

になっていると伺っています。 

榎本会長 以前は待機児童ゼロの報告を伺っていたのですが、いっぱいのと

ころがいっぱいなのだけれども、空いているところがあって、相殺

すると待機児童ゼロと聞いたことがある。今はどこもかしこもいっ

ぱいであるとすると、保育園を増設するなりの対策が重要になりま

す。 

事務局 ０歳児から就学前まで上がるような保育施設もありますし、小規

模事業所といいまして、０～２歳を預かる事業所もありますので、

今後保育課の方でどのように進めていくのか考えていきます。 

稲葉副会長 平成２９年の計画はどのようになっているのか。 

事務局 現在協議しているということだけ聞いています。 

稲葉副会長 １歳から３歳児の全体数はどのくらいなのか。そして、４０人と

いうのは何％ですか。 

事務局 １歳児の定員が元々少なくなっております。保育園では５０人が

定員ですと言っていても、１歳児の定員が３人、２歳児が６人な

ど、保育士の数によって受け入れできる子どもの数が決まっている

ところがありますので、４、５歳と年齢が上がってくるにつれて、

就学前ですと保育士１人でも３０人みれますよというかたちで受け

入れができるのですが、１～３歳ですと、保育士の数がどうしても

足りないというところで、今回その年齢で待機児童が出やすくなり

ます。久喜市だけでなく、育休が取れる職場が多くなってきており

ますので、１歳で復帰するお母さまたちが多くなっているので、１

歳から預けましょうとすると１歳児がいっぱいになってしまい、昔

みたいに産前産後の６～８週しか取れないとなりますと０歳児のう

ちからお預けができるというときに、以前は０歳児が入るのが難し

かったのですが、今が逆に１歳児、２歳児、３年取れる事業者も多

くなっているため、どうしても０～３歳児のところに申し込みが集

中してきています。 

榎本会長 育児休暇を取っている男性は市の職員ではどのくらいですか。 

事務局 平成２８年度は１５％、２～３人は取得していると思われます。

１年取った職員もいますし、もっと短い期間で復帰した職員もいま
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す。男性が育児休業を取れる職場環境づくりを行っています。 

榎本会長 まだまだ特殊という感じがします。 

事務局 なかなか男性は取りづらいという雰囲気がありますので、なるべ

く取れるような雰囲気づくりをしている状況です。少しではありま

すが、取っている職員はいます。 

榎本会長 他にいかがでしょうか。 

次にうつりたいと思います。基本目標Ⅵ 性別による暴力のない

まちづくりについてご説明をお願いいたします。 

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では、３つの課題について施策を推進しており、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。そのために

は、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。 

さらに、関係機関との連携をはかり、ＤＶ被害者支援につとめる

ための事業を行います。 

 対象事業は２６。内訳は◎１３、○１１、△０、実施無２ 

榎本会長 基本目標Ⅵについて、ご意見を承りたいと思います。 

石田委員 ５６ページ、６３２０１の外国人向けのＤＶに関する情報の提供

とありますが、対象は、外国人と日本人で結婚している人なのか、

外国人同士で結婚している人なのか、お聞きしたい。 

事務局 どちらが外国人でも構わないと思います。 

石田委員 外国人向けというのは、何のために外国人向けのものを作られて

いるのですか。 

事務局 日本語だと読むことができない外国人向けに、外国語でできてい

るリーフレットを置いているということです。 

石田委員 外国人に対してもＤＶをなくすようにケアするということです

か。 

事務局 今、被害者でも加害者でも日本人だけではなく、外国人もいらっ

しゃいますので、市で作っているのではないが、国や県で作ったも

のを利用して使わせていただいているということです。 

稲葉副会長 ＤＶの被害届というか、保護を求めることは、過去５年間でいま

だに増加傾向にあるのか。 

事務局 細かくは出ないのだが減ってはいない状況です。 

榎本会長 ５５ページの６３１０２、実施状況の概要の中に、シートの活用

によりとありますが、これは何でしょうか。 

事務局 相談を受ける時に、何を聞いたらよいかという項目を書いたシー

トがございます。通常は家族構成や住所は書き漏れがないのです

が、色々と聞いているうちに病気を聞いてみたり、身内が近くにい

るかを聞いてみたり、色々な項目があり、それにのっとって聞き漏

れがないようにシートを活用しています。 

榎本会長 他にはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

議題（１）のアを終了させていただきます。長くなりましたので

休憩を取りたいと思います。 

（休憩） 

榎本会長 議題（１）のイでございます、全課共通取組事項の進捗状況につ

いてご説明をお願いいたします。 
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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】 

こちらは、女(ひと)と男(ひと)ともに輝く共生プランにおいて、

特定の課だけではなく、すべての課が取組むべき事項について、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」 

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」

した課は、企画政策課、建築審査課、下水道業務課の３課が活用し

ておりまして、３課とも女性委員の登用につながっております。 

②の市主催の講演会、講座等の講師選定資料として活用」した課

は０件。 

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月以降に照会を予定しております。 

前年度の状況で③の団体・個人が主催する講座等の講師依頼１件

となっておりますのは、老人ホームで編物等の講師依頼を受けたと

いうことでご活用されています。 

 

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の実施課は66課ござい

まして、すべての課において１００％の割合で実施しております。

⑥の来客時のお茶の用意などの接待は性別に関わりなく行っている

ところについては、消防防災課、公園緑地課、下水道施設課、福祉

課につきましては実際に実施していないということですので、４課

を除いております。また、⑧その他（職務・職場での性別による固

定的な役割分担の見直しについて実施していること）２課ですが、

館内設備の準備、片付け、清掃なども性別に関係なく行っている。

また、職場内の清掃は全職員で輪番制として取り組んでいるという

ことが書かれていましたので、それも付け加えてございます。 

い 

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６課、託児を実施しなかった課が１４課でご

ざいます。託児を実施しなかった理由については、託児を希望する

参加者がいなかった、また対象者が中高年以上で参加者が多いため

託児は必要がなかった等の理由が書かれております。 

 

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」 

広報誌やチラシを作成した課は４０課で、そのすべての課が配慮

をしているという回答でした。④の具体的にお書きくださいという

欄ですが、人物ではなく、ゆるキャラなどのイラストを使用した、

空手のイラストに男女両方のイラストを取り込んだ、男女共同参画

の視点から考える表現ガイドのチェックシートにより確認して行っ

たというものがございました。 

榎本会長 ありがとうございました。ただ今のご説明に対してご意見がござ

いましたらお願いいたします。 

吉野委員 ４ページの上のところですが、講演会や講座はなるべく多くの人

に来ていただくことが必要かと思います。託児を実施されなかった

課がいくつかありますが、子育て支援課が開催するものはお子様を

お持ちの方が対象になる講座などが多いかと思います。託児を希望
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する参加者がいないということが理由になっているのですが、託児

がありますよということで行きたい、行けると思う方がいると思い

ます。希望しないと行けない、受けてくれないとなると、そこで躊

躇されてしまう方もいるのかなと思います。すべて託児ありますよ

という方が、本来的には行きやすさや動機、安心材料につながるか

なと思いますので、希望しない限りやりませんよとなってしまう

と、門戸を閉ざしてしまう可能性があるのかなと感じました。 

事務局 子育て支援課で開催している講座については、保護者と一緒とい

うことで託児を実施していないということになっています。また、

託児を希望する参加者がいなかったこともあるのですが、基本的に

は講演会を実施する時には託児ありで明記はしています。ただ、希

望者がいなかったということです。 

吉野委員 結果として希望者がいなかったのでやらなかったと理解すればよ

いでしょうか。 

事務局 そういうことになります。 

榎本会長 ありがとうございます。託児を受託する団体は充足しているので

すか。 

事務局 託児については、保育課の協力を得て、公立の保育園の保育士に

依頼をしているところもあります。資格を持っている方にお願いし

ています。 

榎本会長 託児を希望する人がいた場合にはその方にお願いするということ

でしょうか。 

事務局 基本的には、託児はやりますということがほとんどです。 

榎本会長 吉野委員がおっしゃるように、当たり前のことになるとよいで

す。 

次の項目に進ませていただきます。ウの目標数値の達成状況につ

いてご説明をお願いいたします。 

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おける数値目標の達成状況について 

この表の中に、網掛けで標記しております国際交流協会への参加

者数という指標項目は、国際交流協会が市民活動として独立してお

り、市役所の事業から離れているため、除外いたしております。 

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２つともすでに目標を達成できてい

ますが、他はまだ未達成でございます。 

榎本会長 ありがとうございます。ご意見を承りたいと思います。 

中村委員 デートＤＶ防止チラシの発行回数の目標値が平成２９年度で年２

回以上となっています。１回は成人式の時にということでしたが、

もう１回はどのようなかたちでどんな風に発行していくのかをお尋

ねしたいと思います。 

事務局 デートＤＶの関係で、国が作ったパンフレットを県から送られて

きており、とてもよいチラシがあります。そうしたものを中学校な

どに配布できたらいいかなと考えています。県に確認したところ、

全部の市町村に必要な部数を渡すだけの印刷ができていないという

ことですので、可能であればデータをいただき、印刷して配布して

もよいのかなと考えています。 

中村委員 そうすると、成人式を迎える人よりももう少し下げてということ

でしょうか。 
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事務局 早い段階から知っていただいた方がよいのではないかと思ってい

ます。 

中村委員 ありがとうございます。 

石田委員 Ⅱの男女共同参画の意識づくりの中で、「男は仕事、女は家庭」

という考え方を見直す意識が、平成２８年は４２．３％のものを平

成２９年度は８０％ということで、倍近く高めることになっていま

す。 

事務局 この数値は昨年度の男女共同参画に関する市民意識調査の結果を

掲載させていただいています。実際に私どももこんなに低いのかと

驚いているところです。来年２９年の８０％はどうなのと心配され

るもはごもっともだと思っています。何か啓発を考えていかなけれ

ばならないと考えています。前回平成２２年の意識調査では２８％

でしたので、１４．３％は増えてはいるのですが、伸び率が思った

より少なかったと感じています。 

石田委員 県の方の平成２８年度の実績はいつ頃出るとおっしゃっていまし

たか。そう遅くはないのでしょうか。 

事務局 はい。 

榎本会長 よろしいでしょうか。 

次に進みたいと思います。 

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 

榎本会長 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お願い

いたします。 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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により説明】 

平成２９年４月１日現在の行政委員及び審議会等における女性の

登用率について説明。 

・地域会議につきましては、例年調査対象としておりましたが、

地域会議実施方針において、「久喜市審議会等の会議の公開に関す

る条例に規定する「審議会等」に当てはまらない」と明記されてい

ることから、今年度より調査対象外。 

・平成２９年４月１日現在の審議会等の女性登用率は３４．1％ 

・女性登用率３０％を超えている審議会等の達成率は７５．５％ 

・女性委員ゼロとなっているのは、３つの行政委員会と、１つの

附属機関。 

榎本会長 ありがとうございました。ご質問を承りたいと思います。 

稲葉副会長 女性登用は市条例で目標が決まっているのでしょうか。 

事務局 そうです。久喜市市民参加条例では、男女いずれの委員数も委員

総数の３０％以上とするとされています。 

稲葉副会長 我々が計画を作る時にもその目標値にしなければならないのでし

ょうか。 

事務局 市民参加条例では３０％としているのですが、女性登用の男女共

同参画行動計画における目標値は４０％です。 

稲葉副会長 そういうものは他にもあるのですか。そういうものがあれば、計

画を立てる時に、この目標値は必須ですというのは教えていただき

たい。 

事務局 わかりました。 

貞方委員 ５ページの久喜市老人ホーム入所検討委員会であて職とあります

が、これは何でしょうか。 
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事務局 具体的にどういう職の方を委員として任命しているかは調べてい

ないのですが、専門の職として決まった役職の方に対して任用して

いると思います。確認し、回答させていただきます。 

貞方委員 あて職はお役所用語なのでしょうか。初めて聞きました。 

事務局 例えば、市の中で、この委員には市の総務部長を任命する、この

会長には市長がなる、と決められているものについて、あて職と呼

んでいます。 

榎本会長 久喜市老人ホームは偕楽荘のことですか。 

事務局 偕楽荘も含まれるかと思いますが。 

榎本会長 入所の判定委員というのは各ホームであるのですか。 

事務局 それぞれの老人ホームの入所の際に、委員会が開かれているもの

です。 

榎本会長 お医者様などで構成されているのでしょうか。 

事務局 こちらのあて職とされている委員の方の役職はどのような専門の

方なのか把握していないところでございます。 

稲葉副会長 市営の老人ホームはないので、特養の審査ではないか。 

榎本会長 入所判定委員会はよく市役所の看板に出ているがそれですか。 

事務局 入所を希望される方が、老人ホームに入所されることがふさわし

いかどうか判定するものです。 

稲葉副会長 どこの老人ホームかということです。認可老人ホームであれば市

で判定するのではなく自由に入ればよいことだと思います。 

事務局 どこまでの老人ホームにこちらの判定委員会にかけるものかを確

認し、次回の審議会で報告させていただきます。 

稲葉副会長 久喜市いじめ問題対策連絡協議会の関係団体とはどういうもので

しょう。 

事務局 こちらの方も合わせて次回ご回答させていただきます。 

稲葉副会長 集会所の関係もお願いいたします。 

榎本会長 久喜市防災会議はいつのデータでしょうか。 

事務局 委員総数４５人、女性委員数６人、１３．３％というのは、４月

１日現在の数ということでいただいております。任期については、

平成２８年１０月１日から平成３０年９月３０日でございます。 

榎本会長 防災会議はこれを重く見て、女性が登用できるよう計らったので

す。 

事務局 女性委員は６名おり、比率は１３．３％です。 

榎本会長 比率が低いから出ているのですか。 

事務局 ３０％を満たしていないということで書いていただいています。 

榎本会長 次回までに老人ホームの件についてお調べいただき、ご報告をい

ただくということでよろしいでしょうか。 

稲葉副会長 併せて他の関係団体についても次回教えていただきたい。 

事務局 わかりました。 

榎本会長 それでは次にうつらせていただきたいと思います。 

議題（３）平成２９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 平成２９年度男女共同参画推進月間における事業計画についての

ご説明をお願いいたします。 

事務局 

 

 

 

【議題（３）平成２９年度男女共同参画推進月間における事業計

画について資料７により説明】 

・平成２９年度１日体験学習ツアー開催について 

・第１４回 男（ひと）と女（ひと）のつどい」の開催について 
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榎本会長 ありがとうございました。何かご質問はありますでしょうか。 

男（ひと）と女（ひと）のつどいの堤秀美さんについて、何かお

ねがいできますでしょうか。 

吉野委員 彼女自身は子育て中で、私の部下にあたります。こういうところ

で発表する機会がなかったのですが、いいきっかけかなと思い、是

非やってほしいという動機付けをして、本人もやりますと前向きに

言っています。皆様の前で話すことはほとんど経験がないのです

が、せっかくの機会ですので。 

倉持委員 行く予定ですので、是非よろしくお願いいたします。 

貞方委員 意見なのですが、去年私が１日体験学習ツアーに参加させていた

だきまして、もう少し男女共同参画についてお話があるのかと思っ

たら、割とさっぱりとしていたので、事務局は遠慮なさらず、帰り

のバスで資料を配るなどして、活動のＰＲをするなどした方がよい

のではないかと思います。 

榎本会長 啓発ビデオを流す時間はないですよね。 

事務局 準備をしていったのですが、最初の見学先でバスが故障してしま

って、急遽違うバスをチャーターしたことで、ＤＶＤが見れなくな

ってしまいました。今年はそういうことはないようにします。今年

もＤＶＤの準備はしています。 

榎本会長 よろしいでしょうか。 

次にうつりたいと思います。 

議題（４）第２次男女共同参画行動計画策定スケジュールについて 

榎本会長 第２次男女共同参画行動計画策定スケジュールについて、お願い

いたします。 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【議題（４）第２次男女共同参画行動計画策定スケジュール

（案）について、資料８により説明】 

・６月に平成２９年度実施計画の方向性の検討ということで担当各

課へ今年度の実施計画について照会。 

・７月に第２次行動計画における具体的な施策等を取りまとめると

ともに、計画骨子案の作成を行う予定。 

・第２回審議会については８月を予定。パブリックコメントの実施

に向け、計画内容及び数値目標等の審議。 

・第３回審議会については１２月を予定。パブリックコメントの結

果について報告、計画の内容と答申案について審議。 

・第４回審議会については翌年２月を予定。答申案の最終審議。 

倉持委員 ６月、７月については、誰が行うのですか。 

事務局 庁内の方に第２次の計画の照会を各課にかる予定でございます。 

倉持委員 以前は全面的に参加した記憶がございます。 

貞方委員 意見なのですが、自主的な審議については第２回と第３回の２回

しかないので、時間が足りないような気がします。もう少し、素案

ができた段階で、審議する回数を増やしていただいた方がよいので

はないでしょうか。 

稲葉副会長 コンサルの方にお入りいただきますので、具体的にご提案いただ

けると思います。 

倉持委員 同様の意見なのですが、審議会の中にプランについての部会を設

けまして、作成過程に参加させていただけると自由に意見も言える

のかなという感じがしたのですが、これを拝見しますと、あまりに

も形式的な気がします。多忙な人もいらっしゃいますので、審議会
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の部会という形式で、どうかと思いますがいかがでしょうか。 

石田委員 私は随分多いなと感じました。私は仕事をしていて他のこともあ

るので、こればかりに出るわけにはいかないで。 

稲葉副会長 倉持委員のおっしゃるように、部会というかたちで出れる方だけ

というようにするのはいかがでしょう。 

榎本会長 倉持委員のおっしゃっているのは、素案づくりから参加したいと

いうことでしょうか。 

倉持委員 貢献はできないにしても、その経過を知りたいという思いがあり

ます。 

稲葉副会長 こちらは市サイドで立てた計画ですが、コンサルの方、こういう

計画を作るうえでのプロセスがあると思います。いつまでに現状を

把握して、そのあと課題を整理して、それに対する目標をどうする

か、その辺はまだこれからでしょうか。 

コンサル 今回の会議にあたって、事務局と話をした中で、１１月にパブリ

ックコメントを実施することを考えると、このスケジュールがよい

のではないかという判断で今回提出させていただいています。おっ

しゃるように、審議会の回数が少ないという印象を受ける方もいら

っしゃると思いますし、一方でお仕事されている方もいらっしゃる

ので、決められた時間の中でやっていくのもひとつのやり方ですの

で、そのあたりの折り合いをどうつけるか。部会のお話も出ました

が、色々なやり方がありますので、審議会としてどうするかご検討

いただきたく思います。 

倉持委員 

 

 

 

流れが飲み込めなかったのですが、個人的には素案よりも骨子案

の検討に参加したいと思います。素案になりますと書き方など専門

的なことも多くなると思うのですが、今日これから市の現状と課題

がありますので、全部カバーできるとは時間の関係で思いませんの

で、どういう課題があるのか、市とコンサルの方で検討していただ

いて、その骨子案が７月ということですので、骨子案の段階で参加

できたらと思います。 

稲葉副会長 現状と課題の深堀をして久喜市の本当の課題を把握し、骨子案の

作成前に本当にやるべきことは何かを作成する過程から入るのか、

作ったものを第２回の審議会でもみましょうかということですね。 

石田委員 男女共同参画は実際には徐々に変わっていくものだと思うので、

ここで色々なことを議論したとして、そんなに大きな意味を持つの

かという気がしています。要するに計画がそんなに大事なものなの

かということなのですが、関心のある方は議論に加わる機会を作っ

てもらってよいのですが、そうではない人間にとっては議論ばかり

に参加することはしたくないという気持ちです。ある程度できたも

のについて意見を言うのはよいのですが、案をつくるところからは

するつもりはないので、委員の中にも温度差があるのではないかと

いう気がします。 

榎本会長 中村委員いかがですか。２通りの意見があるのですが、１つは計

画骨子をつくったり、素案をつくったりするところから関わりたい

というもの。もう１つは今まで通り示されたものを検討していくか

たちの２つだと思うのですけれども、よろしいですか。 

倉持委員 今まで通りとはどういうことですか。 

榎本会長 骨子を示していただいて、それに対して意見を述べるというかた

ちで進んできたと思います。第１次の時はそうだったかと思います
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が、第２次はそんなに大きく変わるものではなく、変わるとすれば

久喜市の現状を踏まえた上で変わるところであろうかと思います。 

中村委員 説明をいただきましてありがとうございます。現時点では正直分

からないという状態です。男女共同参画に関することでの問題点は

個人的にはすごくあるのですが、現段階では関わり方が分からない

というのが正直なところです。 

稲葉委員 私も中村委員と同様の意見なのですが、入ってきたばかりで内容

を完全に把握できていないと判断しています。これを見ても自分が

考えていたものとイメージが全然違いまして、広い範囲で取り上げ

ており、そういう関係で理解に苦しんでいる部分がありますので、

皆さんの意向に沿っていきたいと思っています。 

早瀬委員 私も何も分からないで来ているので、３回か４回で出来てしまう

のかと思いました。ある程度たたき台があって、みんなで意見を出

し合ってできていくのかと想像していました。意見としては石田委

員に近いですが、部会を開いてもっと細かくみんなで集まって勉強

しようというのも、見せてもらえば勉強になるし、色々なことが分

かるから面白そうですが、でも時間がとれるかなという感じです。

自分の立ち位置があやふやで分らなくて、今日は何か意見をしなき

ゃと思ってきたのですが、さっきので良かったのかさえ分かってい

ないです。 

新井委員 どちらかといえば、出来たものに対して意見をいう立場かと思い

ます。 

吉野委員 

 

 

倉持委員がおっしゃったように、どのタイミングで我々が知り得

るのかがポイントかと思っています。あくまでも審議会という場で

あれば、意見を言って必要であれば修正していただいたり、加えて

いただいたり、ということができるタイミングでなければならない

と思います。出来あがりましたのでご承認くださいというような場

であれば我々が関与する意味がなくなると思いますので、ゼロベー

スでつくるのに一緒にというところまでは難しいし現実的ではない

と思いますので、どれくらいの完成度かは別にして、我々が意見し

て、それが反映できるタイミングかが重要かと思います。 

榎本会長 皆様のご意見を承って、感じておりますのは、全体として多い意

見は案を示していただいて、それに対していい加減に意見を言うの

ではなく、我々委員の責任として、それをつぶさに自分の目で見

て、意見の反映をさせていくことが最も大事なことだと感じました

ので、そういう方向でいかがでしょうか。 

委員一同 異議なし。 

榎本会長 ありがとうございます。 

皆様からこういう熱心なご意見が出ていることを踏まえてお考え

いただければなおありがたく思います。 

議題（５）久喜市の現状と課題につて 

榎本会長 久喜市の現状と課題の説明をお願いいたします。 

コンサル 資料９、１０の説明をさせていただきます。 

先に資料１０をご覧ください。 

第２次計画の策定にあたって、２月の第３回審議会の内容と少し

重なってきますが、私から基本的な考え方の部分について、改めて

ご説明いたします。 

まず、１頁の「策定の趣旨」についてです。国では、男女共同参
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画社会の実現に向け、とありますが、男女共同参画社会とは、男女

共同参画社会基本法の第２条にこう定義さえています。「男女が、

社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分

野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政

治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、か

つ、共に責任を担うべき社会」男性も女性も、自分の意志で、仕

事、家庭、地域など、あらゆる分野で活躍できる社会と言えます。 

そうした社会を実現するために、国では、平成11年に男女共同参

画社会基本法を制定し、基本法に基づく男女共同参画基本計画や成

長戦略等を通じたポジティブ・アクション（積極的改善措置）を始

めとする様々な取組を進めてきました。 

しかし、３月の第４回審議会に提出された報告書からもわかるよ

うに、固定的な性別役割分担意識やDVなどの問題は依然として残っ

ています。また、新たにワークライフバランスに関する調査項目が

追加されていましたが、現状では男性は仕事、女性は家庭中心の割

合が高くなっていました。希望としては、ほぼ半数の方がバランス

を取りたいという状況で、健康・休養、趣味を優先したいという回

答も現状値よりも高まっており、それを実現していくための実効性

のある取組が求められています。 

そのため、現行の第１次計画が今年度までの計画となっており、

これまでの成果や課題を踏まえて、新しい計画を今年度策定してい

くことになります。 

今後は審議会の皆様と一緒に、様々な視点からたくさんのご意見

を出し合い、よりよい計画を作っていきたいと考えています。 

 

次に、２頁・３頁の「計画を策定し推進するための基本的な視

点」についてです。 

男女共同参画の更なる取組を総合的かつ継続的に進めるために、

次の７つの視点を定めています。（１）～（６）までは基本的には

第１次計画と同様の視点となっています。３頁の（７）は「女性活

躍推進に関する計画として位置づけた計画とすること」ということ

で、女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発

揮し、活躍できる環境を整備するという視点に基づき、計画を策定

します。 

 

次に、４頁「計画の位置づけ」についてです。 

（１）～（６）でお示ししているように、本計画は、各法律・条

令等に基づいた計画となっています。（３）以降は第１次計画策定

後に動きがあったものとなっており、先程お話しした女性活躍推進

のほかにも、長時間労働削減などの働き方改革、貧困家庭の問題や

男女共同参画の視点に立った防災施策など、見直しが必要となって

います。 

なお、計画の期間は、上位計画の「久喜市総合振興計画」の基本

計画（後期）の最終年度と合わせ、平成30年度から平成34年度まで

の５年間とします。 

ただし、社会情勢の変化等に対応するため、必要に応じて行動計

画の見直しを行うこととします。 

 

次に、５頁「計画の基本理念とめざす将来像」についてです。 
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まず、基本理念は、「久喜市男女共同参画を推進する条例」の第

３条に示された基本理念を踏まえたものとして、基本理念１～７ま

でを定めています。 

 

６頁の、めざす将来像は、こちらは条例の前文にうたわれている

ように、「将来にわたって豊かで活力あふれる久喜市」を築いてい

くため、男女が互いを認めあい、共にいきいきと個性と能力を発揮

し、自らの意思によりあらゆる分野に参画でき、共に責任を分かち

合う、男女共同参画社会の実現をめざすことから、「男女がともに

生きる共同参画社会の実現」としています。 

 

最後に７頁の「市、市民、事業者、教育における責務」について

です。 

条例に即した計画を策定し、本市の男女共同参画を総合的、継続

的に推進するためには、計画の基本理念のもと、市、市民、事業

者、教育に携わる者の責務をそれぞれ明確にすることが必要です、

としてそれぞれの責務を、第１次計画では定めています。この部分

は第２次計画でも引き続き、担っていく部分となっています。 

審議会委員の皆様は市民・事業者・教育に携わる者のいずれかに

該当するかと思います。いずれの責務においても、「基本理念」に

ついての理解、配慮という言葉があります。今後の審議会におい

て、計画が基本理念を踏まえた内容となっているかという視点か

ら、色々なご意見をいただきたく思います。 

 

資料９につきましては、前回の審議会資料のキーワードを抜き出

したものです。 

本市の現状と課題は、統計データや調査結果から見えてきたもの

で、それを受けての必要な取組です。 

特に調査結果からもワークライフバランスの部分がかなり大きな

課題になっていると感じているところです。そのために何をしてい

けばよいのか、具体的な施策を今後検討していく必要がありますの

で、まず、事務局の方で庁内の担当課を踏まえて骨子案を作成した

いと思っています。それに対してのご意見を第２回の審議会でいた

だき、案を固めていくことができればと考えています。 

説明を終わります。 

榎本会長 大変重要な説明にも関わらず、私たちは初見でしたので、これが

現状を踏まえたことであるかどうかすら、私には困難でした。です

から、これに対する意見を言えと言われても難しいと思います。 

そのため、今意見を言って終わりにするのではなく、先程の皆様

から熱意あるご意見を踏まえた上で、もう１度意見をいう機会を作

っていただくのはいかがでしょうか。 

議題につきましては、時間がかかりましたが以上でございます。 

ありがとうございました。 

４．その他 

事務局 榎本会長、議事の進行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などございませんか。 

 （意見なし） 

５．閉会 
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事務局 それでは、次回の審議会は８月に開催予定でございますので、早

い段階で委員の皆様方にご都合を伺い、日程が決まり次第、ご連絡

いたしますので、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、次第５ 閉会のご挨拶を稲葉副会長 お願いいたしま

す。 

稲葉副会長 皆様お疲れ様でした。第１回目ですが、本音で話ができる土壌が

できたのではないかと思います。事務局とコンサルには期待をして

います。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。 

なお、追加連絡ですが、資料９・１０または計画策定について、

自由に意見を記載して頂くペーパーを作成し、委員の皆様に送付さ

せて頂きます。期限を設けさせていただきますが、皆様のご意見を

頂戴出来ればと思います。よろしくお願いいたします。 

以上をもちまして、平成２９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。 

皆様、大変お疲れ様でした。 

 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２９年 ６月 １９日 
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                           倉持 睦子      
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