
1 

 

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３０年度第２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、またお暑い中、第2回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30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。 

私は、本日の進行を務めさせていただきます、人権推進課長の田

中でございます。よろしくお願いいたします。 

始める前に委員の皆様にご報告がございます。これまで審議会委

員としてご尽力いただきました、吉野委員が人事異動に伴い6月30

日をもって審議会委員を辞任されました。後任には同じ資生堂久喜

工場から三好委員を選任いただきまして、先ほど委嘱式を行いまし

たのでご報告申し上げます。 

それでは、新しく男女共同参画審議会委員になられました三好委

員から一言ごあいさつをいただきたいと存じます。よろしくお願い

いたします。 

三好委員 改めまして資生堂の三好と申します。どうぞよろしくお願いいた

します。 

7月1日から吉野の後任として現在の職にあたり、本日このように

皆様とご一緒させていただくことになりました。 

弊社は、「ピープルファースト」という理念を掲げておりまして

「人」に焦点をあてて会社をもう一度見直しております。男性、女

性変わりなく私達自身が元気に働けることでお客様、社会と向き合

って、さらに良い成果を還元できるという考えで取り組んでおりま

す。 

資生堂全体では男女比率は男性のほうが多いですが、我々の職場

では全体の50％の方が女性でございます。私共の職場のメンバーに

3月に第1子が産まれた社員がおります。ロールモデルになりたいと

話しており、育児休業を取得し子育てと仕事の両立をしております

ので、私も少しでも手助けしたいと思いながら日頃の業務に務めて

おります。 

こうして皆様とご一緒させていただき、男女がより良い活動につ

ながるように尽力してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願

い申し上げます。 

事務局 ありがとうございました。続きまして、現在の出席委員について

ご報告いたします。 

本日は、10名中9名の委員に出席いただいております。過半数に

達しており、本審議会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、成立しておりますことをご報告いたします。 
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なお、倉持委員におかれましては、欠席のご連絡をいただいてお

ります。 

次に、皆様にご了承をいただきたいことがございます。 

まず、会議終了後に会議録を作成し、ホームページ等で公開する

ため、審議会の内容を録音させていただきますことをご了承くださ

い。 

次に、この会議は、久喜市審議会等の会議の公開に関する条例第

3条に基づき公開となりますことから、傍聴を希望される方がいら

っしゃった場合は、対応させていただきますので、ご了解をいただ

きたいと存じます 

続きまして、本日の配布資料の確認をさせていただきます。 

 

【配布資料】 

（１） 次第 

（２） 平成２９年度実施推進状況にかかる調査（報告）の正誤表 

（３） 第１回審議会における質問に関する回答 

（４）資料１ 

   平成３０年度実施計画調査（調査票）（事前送付） 

（５）資料２   

平成３０年度男女共同参画推進月間事業報告 

以上、次第を含め5点でございます。 

よろしいでしょうか。 

 

それでは、次第に従いまして、榎本会長からごあいさつをいただ

きたいと存じます。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 皆様こんにちは。本日は、午後からの開催ということで一番暑い

時間帯にお越しいただきました。本当に暑くて立っているのもおぼ

つかないような疲れを感じている毎日ですが、皆様におかれまして

は大丈夫でいらっしゃいますか。倉持委員が本日は欠席でございま

すが、皆様元気に参加されて嬉しく思います。 

また、本日は三好委員が新しく審議会委員に加わりました。資生

堂さんは男女共同参画においては先進的に取り組んでおられると認

識しております。前任の吉野委員の発言も大変注目しており、勉強

になりましたので、三好委員も会社での取り組みを余すことなく皆

様にお教えいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

昨今のニュース報道を見ておりますと、事実かどうかは分かりま

せんが、東京医科大学で受験の時に女性の点数を下げたという報道

がございました。ニュースでは、このことに多くの方が「おかし

い」とコメントしておりますが、以前であればどうだったでしょう

か。不正であり、正義に基づかないということを私達皆が認知する

ようになってきたのだなと思っております。 

本年度から第２次計画に基づいて、各課が計画をお示ししており

ますが、何と言いましても市民の認識の変化が徐々に良い方向に向

かって変化している、そういう辺りにも私達は目を配りながらこの

時に即した考え方、そして将来を見据えた考え方に着目しながら本

日の会議も行われれば良いと思っております。 

最後までどうぞよろしくお願いいたします。 
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事務局 ありがとうございました。それでは議題に移らさせていただきた

いと思います。 

なお、本日の会議録の署名につきましては、名簿順で榎本会長と

貞方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。 

議事の進行につきましては、久喜市男女共同参画を推進する条例

第21条の規定により、会長が議長となり、議事進行をお願いするこ

とになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、榎本会長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、議事を進めさせていただきたいと思い

ます。 

どうぞご協力よろしくお願いいたします。 

 ３．議題 

（１）平成２９年度実施計画の推進状況にかかる調査（報告）の正誤表について 

榎本会長 それでは次第に戻りまして、議題の（１）平成29年度実施計画の

推進状況にかかる調査（報告）の正誤表について、事務局より説明

をお願いします。 

事務局 改めまして、人権推進課の佐藤でございます。 

始めに、（１）平成29年度実施推進状況にかかる調査（報告）の

正誤表についてご説明させていただきます。 

前回の審議会において、報告いたしました平成29年度の進捗状況

の中で、4事業について所管課から訂正の依頼がございました。正

誤表をご覧ください。 

事業番号1310１事業名「妊娠・出産等にかかる健康支援の充実」

のところになります。 

母子健康手帳の交付を受けた家庭のうち、ママ・パパ教室に参加

した件数の訂正になります。 

中央保健センター122人から132人、 

菖蒲保健センター27人から37人、 

栗橋保健センター35人から44人、 

鷲宮保健センター82人から84人になります。 

また、妊産婦訪問指導も1,028件から1,066件に訂正となっていま

す。 

同じく中央保健センターの事業のところで、事業番号51105事業

名 「子育て相談事業」で、②乳幼児健康相談の件数が、延べ1,50

4件から延べ1,507件に訂正となっています。 

また、④幼児及び妊産婦を対象とした母子訪問指導事業ですが、

訪問件数が延べ2,373件から2,378件に訂正となっています。 

次に、子育て支援課の事業のところで、事業番号51203事業名 

「ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ運営事業」の活動件数が、平成30年3月末現

在で、集計し直した結果、3,238件から3,544件になったものでござ

います。 

最後に、中央図書館の事業になります。 

事業番号52105事業名「男女共同参画関連図書等の整備及び各種

情報の提供」のところで、人口一人当たりの蔵書数が3.11冊から3.

09冊に訂正になっております。 

正誤表の説明は以上になります。 

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、ご意見がありましたらお願いい
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たします。 

図書館の蔵書数は男女共同参画関連の成果ですか。 

事務局 これは男女共同参画関連の図書というわけではなく、総蔵書数で

す。 

稲葉（敏）副会長 4図書館の蔵書の総計が約45万冊ということですか。 

そうすると成果としてみると少し違うかなと思います。 

榎本会長 事業名としては関連図書を増やすことですね。図書館としてはこ

れに着目して関連図書を増やそうということですね。 

 

他にいかがですか。よろしいでしょうか。 

（２）第１回審議会における質問に関する回答について 

榎本会長 それでは、次の議題に移らせていただきます。 

議題の（２）第１回審議会における質問に関する回答について、

事務局より説明をお願いします。 

事務局 議題（２）第１回審議会における質問に関する回答について、順

次ご説明いたします。 

資料をご覧ください。平成29年度実施計画進捗状況調査の回答に

関する質問に対して、各課から回答していただいた内容になりま

す。 

 

◎事業番号12104 /中央保健センターの事業 

事業名【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  

「妊婦全員（949人）に妊婦健診助成券（HIV検査）を交付し

た。」とありますが、どれくらいの方がこの券を使って受診したの

か。 

回答  

ＨＩＶ検査の助成券交付数949人のうち、実際に受診した受診者

数は、928人です。その理由といたしましては、 

・受診者数の統計は取っているが、受診日を基準にしている。 

・助成券交付から、検査受診まで時間差があり、助成券交付を受

けた年度内に受診した方と年度をまたいで翌年度に受診をした

方がいるため。 

・助成券を交付したが、流産などのため検査受診の対象とならな

かった方が含まれているため。 

とのことです。 

 

◎事業番号24101   /自治振興課の事業 

事業名【地域における国際交流の推進】    

 質問  

久喜市の国際交流事業について、詳しく知りたい。ワンナイトス

テイではなく、短時間の受け入れなどについて検討してほしい。 

回答  

ワンナイトステイは県で実施している事業であり、市は、姉妹都

市のローズバーグ市との中学生親善交流として、中学生のホームス

テイの派遣及び受入れ事業を行っております。今後、更なる交流の

機会を広げていくために、短時間の受け入れについて、調査研究し
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ていきたいと思います。 

         

◎事業番号24102     /自治振興課の事業 

事業名【外国人への情報提供の充実】         

質問  

「外国人に対するガイドブックの作成について、2年前と比較し

て進んでいるのか回答してほしい。日本語教室の実施について、全

9回実施したといったやり方でいいかどうか。 

回答  

ガイドブックの作成については、現在、他自治体等で作成された

ものを参考に、内容を検討している状況です。今年度中に素案を作

成する予定でおります。 

日本語教室の実施については、平成29年度から初回に警察から交

通ルール等の説明を行ってもらい、 

また、学習者に合わせて初級と中級にレベル別に分けて実施する

など、カリキュラムの充実を図っております。 

また、平成30年度から実施回数を全12回実施に変更するととも

に、カリキュラムについても、生活に関することや仕事に関するこ

とに分け、内容の更なる充実を図ってまいります。 

 

◎事業番号31201  /指導課の事業 

事業名【教職員への男女平等教育に関する研修会等の開催】 

質問  

小中学校の児童生徒に対する男女共同参画の視点に立った教育や

取組をどのようにしているかについて、確認をしてほしい。 

回答  

学校教育は、未来を担う子どもが、男女共同参画を正しく理解

し、自然に実践できる大人に育っていくよう、長期的な視野に立っ

て、生涯を見通した総合的なキャリア教育を推進し、自立を促して

います。 

児童生徒を指導し、日々児童生徒と接する立場の教職員は、性別

にとらわれた言動をしたり、性別にかかわって差別的な取り扱いを

したりしないことはもちろんのこと、性別にかかわらず自らの個性

や能力を発揮できるよう、教職員自らが男女平等教育のねらいを踏

まえ、教育を推進していくことは、学校教育の重要な課題であると

認識しています。 

授業では、道徳の時間で「男女の敬愛」という内容項目で友情や

助け合いについて、「差別や偏見のない社会の実現」という内容項

目で誰に対しても公正・公平にすることについて、授業を通して考

えさせています。また、学級活動において、学校行事を通して学級

が一丸となり協力して取り組んでいます。 

さらに、技術科や家庭科の授業では男女一緒に学び、中学校の体

育では体力的に差が生じてはいるが、ダンス等一緒に活動していま

す。 

学校生活においても給食や清掃等、男女混合の班を母体として活

動しています。 

 

◎事業番号41103   /自治振興課の事業 
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事業名【女性登用率40％以上の達成】             

質問  

女性の区長が10人と少ない状況に対して、女性の登用率を増やす

取り組みについて聞きたい。 

回答  

区長の選任については、久喜市自治行政運営要綱によって、区域

内の住民のうちから、区域の実情に応じた方法で選出されるため、

選出方法については、各行政区の判断となっております。今後、機

会を捉えて女性区長の登用に向けた啓発をしてまいりたいと考えて

おります。 

 

◎事業番号24101、24102   /人権推進課の事業 

事業名【地域における国際交流の推進、外国人への情報提供の充

実】 

質問  

計画に「地域における国際交流の推進」、「外国人への情報提供

の充実」を入れた経緯を教えてほしい、とのご質問についてです。 

回答  

男女共同参画社会基本法の第2条には、「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、（略）共に責任を担うべき社会を形成

する」と定義されているため、男女だけでなく、外国人に対しても

社会の構成員として必要な情報提供等を行い、理解を深めることを

施策としたところです。 

     

以上が、議題（２）第１回審議会における質問に関する回答につ

いての説明になります。 

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、ご

意見があれば伺いしたいと思います。 

早瀬委員は何かございますか。 

早瀬委員 久喜市の国際交流について、私が質問させていただいた項目です

が、そういうことかと思いました。県の事業ということですね。 

榎本会長 外国から日本に移り住んでいる方には、情報提供を母国語でして

あげないと日本の生活に馴染まなくて、心の中で人権が侵害されて

いる感じに陥りやすい環境になると思っての早瀬委員の意見かと思

います。 

早瀬委員  前回はホームステイの件で質問させていただきました。もちろん

情報提供も大切です。災害時等は特にですね。 

榎本会長  よろしいでしょうか。 

丁寧に回答をまとめていただきありがとうございました。 

議題１、２を終了させていただきます。 

（３）平成３０年度実施計画（調査票）について 

榎本会長  次の議題（３）資料1 平成30年度実施計画（調査票）につい

て、これは事前に資料を送られてきて目を通しておりますのでご質

問もあるかと思います。基本目標ごとにご説明いただき、委員より

ご質問いただくということでよろしいですね。 

では、基本目標１から説明をお願いします。 

事務局 議題（３）平成30年度実施計画（調査票）について、ご説明させ
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ていただきます。 

 事前に送付させていただきました資料１をご覧ください。 

『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”』の期間が昨年度末で終了したことから、

平成30年度からは新たな『第2次久喜市男女共同参画行動計画』に

基づき、取り組んでまいります。 

平成30年度事業の実施計画につきましては、前計画の成果を踏ま

え、新たな行動計画に基づき、各所管課が男女共同参画推進のため

事業を計画して進めていくことになります。 

平成30年度の実施計画は、新たな行動計画に基づいた計画の初年

度にあたります。 

お手元の資料1は、関係課に照会し、関係課からの回答を取りま

とめた資料になります。 

まず、資料1の調査票の見方についてご説明いたします。 

資料1の左側4列は基本計画に掲載されている事業番号、事業名、

事業内容、所管課を記載しています。この事業に対して、平成30年

度に実施する場合は、実施年度H30の欄に○を記入します。 

次に、その事業について、年度末を達成期限とした【目標】【現

状】などを記入しています。目標値については、年度末を達成期限

とした目標設定が可能な事業についてのみ、担当課の判断で設定し

ております。 

次に、その事業を今年度どのような方向性で進めるのか、継続、

拡大、縮小、完了、廃止という方向性を記入しています。 

それでは、基本目標Ⅰから順にご説明いたします。 

基本目標Ⅰ「男女の人権を尊重したまちづくり」につきまして

は、1ページから3ページまで、19事業（担当課24課）が計画してい

ます。 

施策の柱1「人権擁護の推進」のところで、1ページです。 

事業番号11105「女性の悩み（カウンセリング）相談事業の充

実」では、利用率87％以上を目標にしています。その下すぐの 

事業番号11106「ＬＧＢＴを含む性の多様性を尊重した啓発活動

の実施」につきましては、第2次行動計画に新たに盛り込まれた事

業になります。目標は設けておりませんが、今後、情報提供や啓発

に努めてまいります。 

続きまして、施策の柱2「生涯を通じた健康支援」のところにな

ります。3ページをご覧ください。 

事業番号12108国民健康保険課が行う「各種健康診査事業等の充

実と受診促進」については、特定健康診査の受診率の法定報告目標

値が45％となっています。正式な受診率（法定報告）が確定するの

は毎年秋になるとのことですが、平成30年5月末現在の受診率は40.

1％です。 

 なお、男女共同参画行動計画の2022年度（平成34年度）の目標値

は、60％です。 

基本目標Ⅰについては、以上でございます。 

榎本会長 ありがとうございました。それでは、まず、基本目標Ⅰについて

ご質問、ご意見があれば伺いたいと思います。 

早瀬委員 前にもお伺いしたことがあるかもしれませんが、平成26年の久喜

市の自殺者数が33名とのことです。ここで受けている相談は特にＤ

Ｖ関係や女性に関する相談ですよね。 
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そうではなく、一般的な悩みを受ける相談窓口というのは設けて

いるのでしょうか。 

榎本会長 女性相談はこちらに記載されていますが、それ以外に様々な相談

に応じている機関はあるでしょうかとのご質問です。 

事務局 女性の悩み相談は、ＤＶ等の相談ですが、人権・女性相談も人権

推進課で行っており、総合的な困りごとについて受けています。 

また、心の悩み相談等、保健センターの事業などでいくつか窓口

がございます。 

榎本会長 市の広報に相談の日程のページがございますね。 

女性の悩み相談以外に、中村委員や石田委員がおられる人権相談

というのは、「困りごと相談」という言い方もありまして、様々な

悩み事を人権擁護委員に相談するものとなっています。 

福祉については、社会福祉協議会でも相談というのは大事にされ

ている気がします。 

稲葉（澄）委員 3ページの事業番号12108の健康診査の関係です。 

今、ちょうど特定健診の時期になっておりまして6月1日から12月

31日が時期です。昨年度を見ても受診率が結構低いですよね。健康

診断を受けるということは自分の健康管理上のバロメーターにもな

りますし、いろいろな面でメリットがあると思いますので、もう少

し力を入れて受診率を高めていただくような方法をとったらいかが

かと思います。 

榎本会長 同感です。なぜ、これが目標に達しないのかという気持ちです。 

医療機関でも、医者が「あなたはいつ特定健診を受けられます

か」と勧めてくれることもありますが、ホームドクターがいらっし

ゃらなければその網からも漏れてしまいます。 

前回もこのことが話題になったことがあります。ホームドクター

がいても、特定健診は無料なのでお得感もありますね。 

三好委員 事業番号11105の女性の悩み（カウンセリング）相談事業につい

てですが、パーセントの利用率ではなく件数で見ていくほうが良い

のではないかと思います。予約率が100％を超えているということ

はニーズがそれだけあるということです。 

何件対応出来ていて解決に向かっているかということを考えると

利用率より件数でとらえた方が良いのではないかと思います。 

事務局 様々な集計方法や分析があるかと思います。相談は新規の方と継

続の方がいらっしゃるので、そのあたりを踏まえ検討してまいりた

いと思います。 

稲葉（敏）副会長 今の目標値の件です。目標値というのは件数やパーセントなど

色々算出方法はあるかと思いますが、その設定が大事です。このよ

うな施策を行った時の成果は何かということを常に考えた目標値を

立てて、それを達成するために施策に取り組むということが各課に

浸透していけば良いと思います。 

榎本会長 これは目標値を設定する時に、話題になったことですね。申し込

みは100％以上ですが、なんらかの事情で当日欠席され、80数％の

値になっていることかと思います。これは、どのくらいの相談者が

いらっしゃるのかということが実感されない数字ですね。 

三好委員のおっしゃったよう統計的に分析出来れば、件数は何件

かという方が分かりやすいですね。 

石田委員 新規の方だけでなく継続の方がいらっしゃるということですが、
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延べ人数で出されれば良いと思います。たしかに人数の方が分かり

やすいと思います。 

事務局 1日に受けられる件数が決まっており、年間で受けられる件数も

決まっています。そのため、予約をしていただいて当日欠席された

方もいらっしゃいまして、この数値になっています。このような状

況から、出来るだけ当日キャンセルなどないように目標値を設定し

ています。 

榎本会長 行政は相談内容について報告を受けていますか。 

事務局 細かい内容は聞いていませんが、家族の問題、自分自身の問題な

どどのような分類の相談であったかという報告は受けています。 

早瀬委員 結局、相談をいくら受けても教育を受けて、考え方を変えていか

なければまた暴力をふるう人と一緒になってしまいます。ですから

教育が非常に大切です。以前にも審議会でお話をしましたが、ぜひ

付け加えておきたいと思います。 

助言を聞くだけでも十分効果はあるかと思いますが、考え方を変

えることが大切です。 

榎本会長 よろしいでしょうか。 

それでは基本目標Ⅰを終了いたしまして、次に進みます。 

基本目標Ⅱについてお願いいたします。 

事務局 次に基本目標Ⅱ男女共同参画の意識づくりについてご説明いたし

ます。 

4ページから7ページまで、22事業（担当課34課）が計画しており

ます。 

施策の柱1「男女共同参画を推進するための啓発活動の充実」の

ところになります。 

4ページ事業番号21103「情報紙や広報紙等による男女共同参画に

関する情報の提供」については、年1回情報紙の全戸配布をするほ

か、男女共同参画情報紙「そよかぜ」の電子版を市のHPに掲載する

ことで発行回数を2回以上とする予定です。事業番号21201について

も同様です。 

事業番号21107「男女共同参画関係図書等の整備及び各種情報の

提供」では、人口1人あたりの蔵書数3.1冊を目標としています。 

次に、施策の柱2「男女平等の推進」のところで、6ページ、事業

番号22104「教職員などへの男女共同参画に関する意識啓発の推

進」では、研修会や職員会議等での意識向上を図ることを目標とし

ています。公立幼稚園を対象としている事業になります。 

施策の柱3「国際理解の推進」の7ページ、事業番号23102「外国

人への情報提供の充実」についてですが、日本語教室の参加者を10

5人としています。（延べ人数） 

 基本目標Ⅱについては、以上でございます。 

榎本会長 基本目標Ⅱについてのご質問はありますでしょうか。 

貞方委員 4ページ事業番号21103、そよかぜの発行について目標が2回以上

とのことです。もし、2回以上発行するのでしたら全戸配布を1回で

はなく2回おこなっても良いと思うのですが、1回しか出来ない理由

があるのでしょうか。 

事務局 そよかぜの発行は市民の方から、編集委員を募集して会議を行っ

て進めていくため、現状では、年2回の発行は難しい状況です。そ

のため、全戸配布1回とインターネット版1回の計2回を目標として
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います。全戸配布では60,100部印刷するため、予算の関係でも難し

い状況です。 

榎本会長 今年度の編集委員の募集は締め切ったのですか。 

事務局 締め切りは過ぎているのですが、応募がなかったので声をかけて

再度募集をしていきたいと思います。 

榎本会長 昨年度の編集委員に男性がいらっしゃらなかったので1名でも加

わってほしいとの話もありましたね。 

昨年度のそよかぜの内容が大変素晴らしかったとの記憶がありま

す。 

貞方委員 配布するかは別として、年2回の発行は今のところ難しいという

ことですね。目標は2回ですので頑張っていただきたいです。予算

の都合で1回しか全戸配布出来ないのも分かりますが、来年は2回分

の予算をとっていただいても良いのではないかと思います。 

榎本会長 市民サイドで作る良い情報紙だと思いますので、編集委員が集ま

るよう頑張ってもらいたいです。 

他にはありますか。 

ミニ白書という言葉が出てきておりますが、私共は頂戴している

でしょうか。ホームページ等に掲載しているものですか。 

事務局 ミニ白書については作成を進めています。 

榎本会長 継続事業ですので、よろしくお願いします。 

稲葉（敏）副会長 目標値を書いていないところはこれから出てくるのでしょうか。 

事務局 担当課が達成可能と思われる目標値を挙げています。他の計画で

目標値が設定されているものは、本計画でも目標値を設定出来てい

るのですが、施策内容によって目標値を設定していないものもあり

ます。 

稲葉（敏）副会長 事業をやるけれど目標値がないということは何のために事業をや

るのかということになります。目標値の設定は一番最初にやるもの

です。ここの事業内容に書く言葉はどんな表現でも出来るわけで

す。第2次計画のスタートですから、各課で目標値を設定していた

だいて進めてもらいたいです。 

また、先ほども申し上げましたが目標値の設定のことです。例え

ば、事業番号21107図書館の事業ですが、人口一人当たりの蔵書数

を増やすということは男女共同参画関連の図書を増やさなくても他

の本を増やせば達成出来るわけです。ということは、例えば４館で

男女共同参画関連の図書が100冊あるとするならば、110冊にします

というのが適正な目標となるわけです。 

もう一つは７ページの事業番号23102です。外国人が快適な生活

を送れるような保健行事日程表とありますね。この言葉と目標値の

日本語教室は一致していませんよね。日本語教室を開くというのは

日本語を理解できる人を増やしましょうということで、それも一つ

の目的ですけれども、もっと様々なガイドをすると、例えば、市民

課の掲示を英語と韓国語と中国語にします、あるいはもっと10か国

語にします、そういうのが具体的な成果・目標ですので、常にその

ことを意識すればもっとスピード感をもって取り組めると思いま

す。 

三好委員 事業番号22104の目標値も意識向上を図るというのは、「ねら

い」であって意識向上がどう変化したのか測ったものが目標値にな

るのだと思います。アンケートを取った結果が何ポイントであった
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か等、定量に変換しないと意識向上という言葉では測られないと思

います。定性は定量に変えていくことと、活動の時は目標値を設定

することが大切だと思います。 

榎本会長 「見える化」ですね。今年は各担当課に、私たちにも分かるよう

な目標値を設定してもらいたいと思います。 

事務局 働きかけてまいりたいと思います。 

榎本会長 次に進みます。 

基本目標Ⅲあらゆる分野に男女が共同参画できる体制づくりに移

ります。 

事務局 次に基本目標Ⅲあらゆる分野に男女が共同参画できる体制づくり

についてご説明いたします。 

8ページから16ページまで、45事業（担当課67課）が行う事業計

画になります。 

9ページ、事業番号31202「女性職員の管理職への登用推進」につ

きましては、課長補佐級以上の管理職に占める女性の割合を20％以

上としています。 

この目標値は、平成28年に施行された「女性活躍推進法」に基づ

き、特定事業主行動計画の中で目標としている数値になります。 

第2次男女共同参画行動計画の策定時は、19.5％と目標を下回っ

ていましたが、平成30年4月現在は20％を越えています。しかし、

職員の退職等により毎年変動することから、引き続き取り組んでい

くとのことでございます。 

続きまして、 

事業番号31203「職員研修への参加推進」については、政策形成

能力向上研修への女性職員の参加割合30％以上を目標としていま

す。 

次に、施策の柱2「仕事と家庭の両立支援の推進」のところにな

ります。11ページ、事業番号32402「父親の子育て参加の促進」で

は、父親がイベントや行事、講座等に参加する参加率50％以上を目

標としています。12ページ、事業番号32501「保護者の行事等への

参加に対する配慮」では、参加率90％以上としています。 

また、同じ事業のうち、指導課では、公立小中学校34校におい

て、全て実施するとしています。 

事業番号32503「子育てを支援する交流の場の提供」のところ

で、こちらは公立幼稚園の交流の場への参加率を90％以上としたも

のになります。 

次に、13ページ、事業番号32504「多様な保育サービスの充実」

になります。ブックスタート事業の実施回数を中央図書館が12回、

菖蒲図書館が6回、栗橋図書館が12回、鷲宮図書館が12回を目標と

しています。 

次に、施策の柱3「地域・社会活動における男女共同参画の推

進」のところになります。14ページ、事業番号33102「市民活動の

推進」では、市民活動登録団体数を156団体としています。 

次に15ページ、事業番号33202「高齢者、障がい者等への相談支

援の充実」では、延べ相談件数の目標を20,000件としています。 

続きまして、16ページ、事業番号33303「自主防災組織の育成支

援」についてです。組織率の目標値ですが、これは、久喜市総合振

興計画で設定している目標値になります。平成30年度は74％という



12 

 

ことですが、平成30年3月末時点で達成しています。なお、総合振

興計画では、2022年度の目標値が80％となっています。 

基本目標Ⅲについては、以上でございます。 

榎本会長 ありがとうございました。基本目標Ⅲについてのご質問をお受け

いたします。 

早瀬委員 全体を通してですが、講座やイベントはもっと告知をした方が良

いと思います。Youtube等を見られる方も多くなっているので、そ

のような映像を利用してもいいと思います。 

市民課のモニターで映像が流れていますよね。以前は宣伝が多か

ったですが、今はクッキーダンス等も流しています。ずっと同じも

のを流すのではなく、例えばＤＶの啓発やイベント情報等、様々な

ものに利用すれば良いと思います。 

私は食育推進委員も務めておりまして、先月、歯の講演を行った

のですが、私自身気にしていたのに見落としてしまって行けなかっ

たんですよ。 

 意識しても忘れてしまうこともあるのでもっと告知をしてもらい

たいです。 

榎本会長 市の映像はスポンサーがあって映しているのですか。 

事務局 市民課前のモニターですか。 

早瀬委員 業者さんの映像も流していますね。 

事務局 今は、市のイベントもそちらのモニターで流させていただいてお

りまして「男と女のつどい」の案内も３週間ほど映像を流しまし

た。 

動画ではなく、また他のイベントや宣伝と随時切り替わって流す

ため、タイミングによってご覧いただけないこともあるかと思いま

す。 

早瀬委員 モニターがいろいろなところにあると良いですね。 

テレビ埼玉等も利用しても良いと思います。 

榎本会長 私たちが、何かのイベントに参加する時は、情報をいただいた

り、自分で情報を見たりする必要があります。 

早瀬委員がおっしゃったことはすごく大切で、多くの方の目に触

れる、自分の専門分野はすごく狭いですよね。その分野の情報は入

るけれども他分野についてはなかなか情報が入りにくい。公の場で

情報を得るしかないんですね。とても大切な視点のように思えまし

た。 

早瀬委員 チラシなども図書館などに置いてあって目を通すこともあるので

すが、チラシを重ねて置いているんですよね。見出しが見えないの

でもう少し工夫する必要があると思います。全部めくらないと分か

らない状況です。 

榎本会長 大切な情報はたくさんあるのだけれども、分からないというのが

90％以上です。 

このあたりを工夫してもらえると目から鱗の学習が出来ると思い

ます。そういった意味では市の努力が足りないように思います。 

稲葉（敏）副会長 今のお話を聞いてですが、この前開催された「男と女のつどい」

の講演会が非常に良かったじゃないですか。 

例えば、その映像を市民課のモニターで流すとか出来ないでしょ

うか。直接聞けなくても、市の様々な催しを映像で流すことによっ

て２倍、３倍の方が目にすることが出来ると思います。もちろんそ
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のまま流すことは出来ないと思いますが、一工夫出来るのではない

かと思いました。 

石田委員 映像で流すというのは面白いと思うのですが、どういう方法があ

りますかね。 

稲葉（敏）副会長 市民課のモニターだけではなくて、市のホームページの中にYout

ubuのコーナーを設けるなども出来るでしょうか。 

事務局 久喜市の公式動画チャンネルがございまして、昨年度も女性議会

の様子をYoutubeで流させていただきました。 

今おっしゃったような当日の映像を録画して市の動画チャンネル

で流すことは、シティプロモーション課と協議が必要でございます

が、可能性として考えられます。 

石田委員 そうであれば、考えてみても良いかもしれません。来た人だけで

なく、ご覧いただいて内容を理解出来るわけですからね。 

榎本会長 情報は日ごろから何気なく流れているのだけれども、確実に人間

の意識改革に結びついていると思うんですよね。 

貞方委員 9ページ、事業番号31202「女性職員の管理職登用の推進」のとこ

ろです。 

今年の4月1日現在の管理職に占める女性職員の割合が20.9％とあ

ります。ところが目標は20％以上となっていまして、もう目標に達

しているんですよね。いろいろと難しいことがあるのは分かるので

すが、少なくとも目標値ですから20.9％以上の数値にしないといけ

ないと思います。 

基本目標Ⅲを見ていると、他の項でも達成しているのに同じ目標

値を設定しているものがあります。 

やる気があるのであれば、1％でも2％でも上げていかないと目標

値にならないと私は思います。 

稲葉（澄）委員 私も同じように感じました。 

榎本会長 ここの基本目標Ⅲで行政における女性職員のところは、今後格段

に力を入れていくところなんですよね。 

行政における男女の働き方は進歩的でなければならないです。行

政の職員というのは注目されていて各地域の事業所に及ぼす影響と

いうのは非常に大きいと思います。 

ですから、久喜市としては真剣に取り組んでもらいたい項目で

す。今まで逃げていたのですから、この第2次計画で前面に出てき

たことからも、頑張ってもらう年度になると思います。 

事業番号32101にフレックスタイム制の導入とありますが、現

在、市では導入していないですよね。様々な事業所で導入されてい

ます。「こんな時間に何してるの？」と聞くと「これからなんです

よ。」と、10時頃でしたがそういう光景を見るようになりました。 

資生堂さんはフレックスタイムはどうですか。 

三好委員 導入しています。製造部門では、全員が揃わないと仕事が出来ま

せんので育児時間を取ってもらうよう案内しております。 

榎本会長 市の職員も働きやすい環境をつくらないと誰もステップアップし

ないし、働き続けようとしないと思います。それは社会にとってす

ごく損失です。男性も女性も同じように頑張って仕事が続けられる

環境を整備していくのは避けて通れないと思っています。どこの課

が所管でしょうか、本当に取り組まないといけないです。 

三好委員 私たちの事業所でも、女性の管理職の比率という点で悩みはあり
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ます。女性社員に聞いてみますと、フレックス制度、子育ての支援

制度についてこれまで勉強してこなかった、管理職になるつもりで

働いてこなかったので自信がない、などの声があります。そういっ

た不安と言いますか障害と言いますか、課題を解決していった結果

がパーセントに表れる主従関係になると思います。 

そのようなことから私としては、このパーセントに違和感を感じ

ております。課題の抽出が今年度終了します、課題の50％を来年度

終息させます、そして4年後にこの水準値とします、という方が因

果関係がしっかりします。 

目標が体制づくりということですので、体制や環境を整えてあげ

て、その結果、数値が上がってくるという方がしっくりきます。こ

の項目で目標値20％というのを見る、極論を言えば嫌がっている人

も全員管理職にします、となると全員が不幸せになってしまいま

す。 

私たちの悩みがそういうところもありますので意見させていただ

きました。 

稲葉（敏）副会長 市でも女性職員が「私は課長職は結構です。」という方が多いの

で、候補者に対し啓発をしていると聞いたことがあります。 

上司に言われたからではなくて、「よし、やろう」という気持ち

にさせることが大事です。 

榎本会長 今、おっしゃったように何年か前は、いくら勧めても女性はステ

ップアップしなかったんですよ。男性職員も、出世とは無関係でい

ろいろなことを両立して、充実した人生を送られれば良いという回

答だったんです。 

こういったことを否定はしませんが、世の中の動きはそうではな

く、男性も女性も働いて社会の一員にならないと世の中を担ってい

けない環境になっているので、それだけで良いのかなと、もどかし

く感じています。 

取り組みやすいステップの目標を決めて、まずは環境ですね。 

事務局 管理職の割合については、女性活躍推進法に基づいて定める特定

事業主行動計画で掲げる目標値となっており、そちらを本計画の目

標値としても定めています。 

今、お話のございました視点は大切なことですので、どのような

目標が設定できるかは担当課に伝えたいと思います。この目標値が

今年の4月1日現在では20.9％ということで超えてはおりますが、女

性職員の退職者の数により年度により上下することもあると聞いて

おります。 

稲葉（敏）副会長 目標値の設定は、法律や市の条例があっても、それが3，4年前に

設定したもので、現状クリアしているのであれば、さらに上の目標

を定めるべきです。法律で定めていても久喜市がさらに高い目標を

定めても良いと思います。 

また、一方で、とてもその目標値に久喜市が達しないということ

もあります。法律は一律ですけれども、全国の自治体がイコールと

いうことはありません。久喜市の実情にあった目標値を立ててそれ

に対して施策に取り組むというのが適切です。 

榎本会長 第2次計画の策定にあたり目標値を設定することがありました

が、時間がなくてしっかりと目標値に対する意見交換が出来なかっ

たように思えます。今、その問題が噴出してきているように思えま
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す。 

その他ありますか。 

石田委員 貞方委員のおっしゃたように事業番号31202と31203について、現

状値よりも低い目標値では維持活動になってしまうと思います。何

のための目標なのかなと。 

中村委員 国が定めている基準ですか。 

事務局 久喜市の現状に対する目標値を久喜市が設定しています。 

この第2次行動計画の策定時は女性管理職の割合は19.5％と目標

値をクリアしていなかったのですが、平成30年4月1日時点で見ると

目標値が上がっているということです。来年度は女性管理職の退職

により目標値は下がるだろうと聞いております。職員の人数構成に

よって若干変動してくるので、今年度は目標に達していたというこ

とです。 

稲葉（敏）副会長 管理職の退職予定者がいるので割合が下がるということですね。 

榎本会長 退職予定者より新しく管理者になる人が少ないということでしょ

うか。 

中村委員 新しく管理職になられる女性の方もいらっしゃるでしょうね。 

事務局 その点については、今後人事異動でどのようになるか分かりませ

ん。部署の数にもよると思います。 

榎本会長 「右肩上がりになるとは限りませんよ。」ということを人事課は

話しておられるということですね。 

稲葉（敏）副会長 定年退職されるとその役職は空くわけですよね。そこに必ずしも

女性職員が入るとは限らないということだと思いますが、例えば10

人お辞めになって、10人女性を補てんするのが無理で5人だとし

て、残りの5人が新しく女性管理職となるように人事は啓発して、

目標値を21％にすることも出来るわけです。 

榎本会長 職域も拡大しようということも書いてあるんですよね。女性だか

ら福祉課とか決まったわけではないですよね。びっくりするところ

で女性が能力を発揮していますよね。 

稲葉（澄）委員  4月1日を基準日にしているということは、もう任命を受けている

わけですよね。 

稲葉（敏）副会長  人事異動は年1回ですか。 

事務局 一律の人事異動は4月1日付けです。 

稲葉（敏）副会長 昇格も含めてですか。 

事務局 そうです。 

稲葉（敏）副会長 ということは、今年度は20.9％と変わらないということになりま

すね。そうするとやはりこの目標値はおかしいということになりま

すよね。 

稲葉（澄）委員 そうですね。 

榎本会長 甘んじてしまう数値ですね。せめて21％くらいにしないと。 

よろしいでしょうか。基本目標Ⅲを終了して、次に基本目標Ⅳに

移ります。 

事務局 最後になりますが、基本目標Ⅳ性別による暴力のないまちづくり

についてご説明いたします。 

「性別による暴力のないまちづくり」につきましては、16ページ

から18ページまで、13事業（担当課16課）が行う事業計画になりま

す。 

17ページの事業番号42101「女性相談事業の充実」の目標につい
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ては、基本目標Ⅰの事業番号11105の再掲になります。 

基本目標Ⅳにつきましては、目標値を設定した課はございません

でした。 

以上が基本目標Ⅳになります。 

今後、この実施計画につきましては、所管課・関係課はもとより

全庁の職員が男女共同参画の視点をもって業務に臨んでいただくよ

う通知をし、取り組みを進めていく予定でございます。 

平成30年度の実施計画については、以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

榎本会長 ありがとうございました。 

基本目標Ⅳについてご質問をお受けしたいと思います。 

稲葉（敏）副会長 18ページの事業番号42303「障がい者虐待の防止に向けた取組」

についてです。私は知的障がい者の施設に勤めているのですが、虐

待について国や県は非常に神経を尖らせて、職員に対する研修等を

行っているのですが、久喜市の場合、施設に対する指導会や職員に

対する研修会等は行っているのですか。 

事務局  所管課が障がい者福祉課になりますので、確認をさせていただき

ます。 

榎本会長  稲葉副会長は、障がい児者の施設に勤めておられるのですか。 

 障がい児者の団体が行う研修会等はたくさんあるのではないです

か。 

稲葉（敏）副会長  ありますね。職員として自主的に参加費を支払って受けたりして

います。施設内でも研修を行っています。 

榎本会長  自らの取り組みは高齢者施設も障がい児者の施設も高いように思

います。 

 今のご質問は、市で何か取り組んでいますか、ということです

ね。 

稲葉（敏）副会長  そうですね。 

事務局  確認をさせていただきたいと思います。 

榎本会長  よろしくお願いします。 

 全体を通してご質問はございますか。 

石田委員  セクハラについて問題となっています。基本目標ⅣでＤＶについ

て取り上げられておりますが、セクハラの問題について今後どのよ

うに取り組むかお考えがありますか。 

榎本会長  セクハラは今、クローズアップされていますしね。 

事務局  基本目標Ⅲ事業番号32102「女性が働きやすい就労環境の整備の

啓発」のところで職場のセクシュアル・ハラスメント防止の啓発に

取り組むことを明記しています。 

榎本会長  この書き方は、人権推進課と商工観光課が一緒に取り組むという

ことですか。それともそれぞれに取り組むということですか。 

事務局  それぞれ取り組むということです。 

榎本会長  資生堂さんではこのような取り組みはいかがですか。 

三好委員  啓発や教育を行っています。また仮にそういうことが起きた時、

指導を行うようにしています。 

稲葉（敏）副会長  人に知られないように電話相談することも出来ますか。 

三好委員  そのようなことも出来ます。工場の中で報告があがってくる場合

と、資生堂全体でホットラインがありまして直接相談することも可

能です。 
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榎本会長  私がボランティアを行っている高齢者施設では、高齢者に対する

暴力・虐待ではなくて、職員に対して利用者がセクハラ行為をする

という苦情が出てきています。このことについても真剣に取り組ま

なければなりません。高齢者、障がい者であるからといって我慢す

るしかないという考えでは問題の解決になりません。 

 どこかで大きく取り上げていただければと思う事項です。 

稲葉（敏）副会長  行政から施設に対して指導といいますか啓発することですね。 

榎本会長  高齢者団体も障がい者団体も組織はすごくしっかりしていて、研

修をしていこうということが謳われているような気がして、自らの

学習は素晴らしいなと思っています。 

 講習会・研修会を設定しても意識の高い施設は参加し、意識の低

い施設は参加しないという現状は無きにしもあらずです。 

 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

議題（４）平成３０年度男女共同参画推進月間事業報告について 

榎本会長 議題の（３）が終わりまして議題（４）に移ります。平成30年度

男女共同参画推進月間事業報告をお願いいたします。 

事務局 人権推進課の相澤です。 

議題（４）平成30年度久喜市男女共同参画推進月間事業報告につ

いてご説明いたします。お手元の資料２をご覧下さい。 

今年度の男女共同参画推進月間（6月）事業につきましては、第1

回審議会にて事業計画を報告させていただきました。その実施結果

について今回ご報告させていただきます。 

まず、2ページをご覧下さい。6月13日(水)に「男女共同参画1日

体験学習ツアー 施設見学会」を実施いたしました。当日は、市の

バスで栃木県小山市にあります「森永製菓株式会社小山工場」と、

茨城県五霞町にございます「株式会社染めQテクノロジィ」の2箇所

を見学しました。 

当日の行程について3ページに掲載しております。午前中は森永

製菓株式会社小山工場にて、キャラメルやチョコレートの製造工程

を見学し、安心・安全な食品を製造するための取組みについて学び

ました。午後は、株式会社染めQテクノロジィにて様々な塗装用品

を使用した染めＱ不思議ワールドという展示ブースの見学と実際の

染めQスプレーの塗装体験教室を通じ、ものづくりの技術を体感い

たしました。なお、株式会社染めQテクノロジィで働く社員の半数

が女性ということで、育児と仕事を両立し活躍されている女性社員

の方の顔写真と紹介文が社内に飾られておりました。 

バスでの移動の際でございますが、行きの車内では性的マイノリ

ティをテーマにしたミニ講座とＤＶＤの視聴を行いました。帰路で

は、市の事業等の案内として男と女のつどいの案内、男女共同参画

情報紙そよかぜの編集員の呼びかけ、第2次久喜市男女共同参画行

動計画概要版についての説明を行いました。 

今回は多くの方が初参加でございました。アンケート結果により

ますと、男女共同参画という言葉を知らないという方もいらっしゃ

いましたので、この学習会が男女共同参画について考えていただく

きっかけになったのではないかと考えております。 

次に5ページをご覧下さい。6月23日(土)に中央公民館全館を使用

して「第15回男(ひと)と女(ひと)のつどい」を女(ひと)と男(ひと)

いきいきネットワーク久喜との共催により開催いたしました。当日
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は午後からあいにくの雨模様でしたが、延べ477人の方にご参加い

ただきました。ご来場された方には、当日のプログラムとともに9

月8日（土）に開催されます「第30回久喜地区平和と人権のつど

い」の案内と第2次久喜市男女共同参画行動計画概要版を配布いた

しました。 

6ページ以降に当日の記録写真を掲載しています。6ページ、7ペ

ージには1階ステージでのネットワーク加入団体と久喜ハーモニー

ひびきによるステージ発表と、展示の様子を掲載しております。１

階では女と男いきいきネットワーク団体の紹介、市民応募作品とし

て久喜川柳会様の川柳の展示を行いました。1階大集会室前には、

市や県の相談事業の案内や男女共同参画に関するパンフレット等を

配架しました。 

8ページ中段には、2階の展示の様子が掲載されています。こちら

では「子ども広場」として、子どもが遊べるコーナーを設けまし

た。 

8ページ下の部分から9ページにかけては、3階の展示の様子が掲

載されております。3階では、ネットワーク加入団体の展示・ワー

クショップに加え、災害・防災コーナーでの展示を行いました。今

年度は「“わたし”の防災対策」をテーマに、WithYouさいたまの

パネルや久喜市のハザードマップの展示をはじめ、福島県や宮城県

東松島市の資料配布を行いました。 

10ページから11ページにかけては、4階の展示の様子が掲載され

ております。喫茶販売コーナーでは、あゆみの郷、幸手学園、けや

きの木、くりの木などの社会福祉施設やネットワーク加入団体によ

る販売等が行われました。 

12ページ、13ページには当日午後に開催されましたは記念講演の

様子を掲載しております。「主夫になってはじめてわかった主婦の

こと」という演題で、主夫芸人・家政アドバイザーの中村シュフさ

んにご講演頂きました。この講演会には86人の方にご参加いただき

ました。来場者アンケートでは「当たり前にやっている家事を理論

的に説明しくれたことは良かった」、「従来のシュフは女性の仕事

と決めつけていた人には反省の材料となる講演だった」などの感想

を頂いております。 

最後に、14ページをご覧下さい。男女共同参画に関する情報提供

として、「1日体験学習ツアー」や「男(ひと)と女(ひと)のつど

い」などの事業について、広報くきをはじめ、市ホームページや公

共施設へのチラシ配架、ツィッターなどのＳＮＳ、庁内広報モニタ

ーなどで周知を図りました。「男(ひと)と女(ひと)のつどい」につ

いては、さらに市内保育所、幼稚園、各小中学校、市民大学、高齢

者大学にもチラシを配架し周知を図りました。また、第１回審議会

でのご意見をふまえ、ＰＴＡの方にもチラシを配布させていただき

ました。 

資料2について報告は以上でございます。 

榎本会長 ありがとうございました。事業報告についてご質問、ご意見ござ

いましたらお願いいたします。 

早瀬委員 男と女のつどいに主人と朝、立ち寄らさせていただいたが、入り

口に着いた時に普段と何も変わらない様子でした。玄関のホワイト

ボードを確認しても、何も書いていなかったので日にちを間違えて

しまったと思いましたが、一応中に入ったら開催していたという状
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況でした。あれではあまりにも分からなさすぎるので何か工夫した

方が良いと思います。通行人も何かやっていると分かれば寄ってい

くと思います。意図して来ているのにおとなしすぎると思いまし

た。 

事務局 外の柱には大看板を設置しております。ただし来場される方向に

よっては気づかないということもあるかもしれません。また、おっ

しゃられたように受付が中央公民館に入った中でございますので、

看板に気づかなければ普段と変わらないと思ってしまうかもしれま

せん。 

早瀬委員 そうだったのですね。人の出入りもあまりなく静かだったので気

づきませんでした。 

榎本会長 当日は審議会委員の方にも何人かお会いしましたね。 

他にはいらっしゃいますか。よろしいでしょうか。 

議題（５）その他 

榎本会長 議題の（４）が終わりまして、議題（５）その他です。何かござ

いますか。 

事務局もよろしいですか。 

一同 特になし。 

榎本会長 それでは、これで議題をすべて終了させていただきます。ご協力

ありがとうございました。 

事務局 榎本会長、議事の進行ありがとうございました。 

委員の皆様から何かご連絡などございませんか。 

それでは、本日、審議していただきました平成３０年度の計画に

つきましては、各所管課において、この計画を基に進めてまいりま

す。 

平成30年度に開催する予定の審議会は本日が最後となります。 

今後、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。 

それでは次第４閉会のご挨拶を稲葉副会長お願いいたします。 

４．閉会 

稲葉（敏）副会長 皆様、大変お疲れさまでした。 

冒頭、榎本会長からお話しがありました東京医大の報道につい

て、今でもそんな偏見があるのかと私も驚きました。久喜市の中で

も様々なケースで男女の公平、社会への参画ということに対してま

だまだ偏見があると思います。行政としても地道にたくさんの施策

に取り組んでおりますが、目標達成に向け知恵を絞っていかなけれ

ばならないと思います。そのためにも本日の審議会では良い意見も

出ました。目標値の関係については関係課に働きかけていただきた

いと思います。 

次はもっと活発な審議をいただきたいと思います。 

榎本会長 次はお目にかかれないかもしれないですね。苦情等あればまた審

議会が開催されるかもしれませんが。 

中村委員 任期が切れますよね。 

事務局 来年1月16日までが、現在の委員さんの任期になります。 

稲葉（敏）副会長 では、審議会がなくてもご提言があれば人権推進課へお願いいた

します。 

本日はどうもありがとうございました。 
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事務局 以上をもちまして、平成30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。 

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３０年９月３日 

                         榎本 恭子      

 

                         貞方 登志夫     

 

(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。 


