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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 

令和２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、おはようございます。 

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。 

ただ今から、令和２年度第１回久喜市男女共同参画審議会を開会

いたします。 

本日の進行を務めさせていただきます、人権推進課長の小沢でご

ざいます。よろしくお願い申し上げます。 

開会に先立ちまして、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、６名の委員の方に出席いただいております。過

半数の委員の出席がございますので、条例第２１条２項の規定によ

り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。 

 続きまして、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。 

また、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。 

また、本日の会議録の作成につきましては、本市の基本的な考え

方に合わせて全文記録とさせていただき、署名印は名簿順で友田委

員、奈良委員にお願いをしたいと存じます。よろしいでしょうか。 

 

それでは、はじめに審議会会長の榎本会長からごあいさつをいた

だきたいと存じます。 

よろしくお願いいたします。 

２．会長あいさつ 

榎本会長 皆さん、おはようございます。 

お元気にご出席をいただきましてありがとうございます。 

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、埼玉県も緊急事態宣言が

発令され、私達が一番困ったのは公共施設が使えないということで

した。こういった状態が何ヵ月も続きますと何となく体調が悪いよ

うな気がしますが、たまに会合がありますと元気良く参加しており

ます。 

皆様もご覧になっているかもしれませんが、「エール」というテ

レビドラマがあります。時代背景もありますが、劇中のセリフに

「女、子どもはしょうがない、任せられない」という言葉が嫌に耳



2 

 

につくということがありました。そういう言葉が今の時代に発せら

れることはほとんど無くなっておりますので、お若い皆様には耳に

覚えがないかもしれませんが、私が育った頃はそういう風に言われ

て育ちましたので、何か自分の力を発揮しては良からぬことになる

のかもしれない、と少々の不安感を持ちながら今日に至るところで

す。 

今年の３月に発行されました男女共同参画情報誌「そよかぜ」を

ネットで改めて見て、最新号は実によく出来ていると思いました。

この号では、育児休業を取られた男性や、女性区長を取り上げてい

ます。男性の育児休業の取得率は、事務局から頂いたデータを見ま

しても素晴らしい数字を示しております。正確な数字につきまして

は後程資料のご説明があると思います。過去の調査では０％であっ

たのが、人権推進課の働きかけの効果や時代背景の影響もあると思

います。 

最近は区長さんに女性がいないですね、という話をしておりまし

たら、私がどこかでお会いした事のあるご婦人が２名区長をやって

らっしゃったりして、「女、子どもは」という時代を超えて素晴ら

しいデータを示すような久喜市になっていることを嬉しく思いま

す。 

今日は、事前送付された資料を皆様が家でご覧になり、感じたこ

とや考えたことを既に事務局に提出されています。審議会で検討さ

れる意見がこれからの共同参画を進めていくうえで大きな後押しと

なることを願っていますので、皆様から貴重なご意見を賜りますよ

うよろしくお願いします。 

事務局 ありがとうございました。 

続きまして、事務局の職員をご紹介します。 

人権推進課課長補佐兼男女共同参画係長の佐藤でございます。 

同じく、主任の吉岡でございます。 

同じく、課長の小沢でございます。 

 

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】 

次 第 

資料１ 令和元年度実施推進状況および男女共同参画への配慮に

関する調査 

資料２  令和元年度実施推進状況調査集計表 

資料３ 基本目標別推進状況調査集計表 

資料４ 全課共通取組の推進状況 

資料５ 令和元年度目標数値 

資料６ 審議会等の女性登用率一覧（令和２年４月１日現在） 

資料７ 令和２年度 久喜市男女共同参画推進月間事業について 

配布資料 令和元年度実施推進状況にかかる調査（訂正） 

追加資料 令和元年度実施推進状況に関する質問・意見等 

以上の資料となりますが、よろしいでしょうか。 

 

それでは議題に移らせていただきたいと思います。 

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。 
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それでは、榎本会長、よろしくお願いいたします。 

 ３．議題 

榎本会長 それでは進行役を務めさせていただきたいと思います。ご協力の

ほどよろしくお願いいたします。ご発言の際はマイクをご利用くだ

さい。 

始めに事務局から議事進行の説明があります。 

ご説明お願いします。 

議題（１）令和元年度実施推進状況および男女共同参画への配慮に関する調査 

事務局 改めまして、人権推進課の佐藤でございます。 

はじめに、本日の進行について補足説明させていただきます。 

例年５月末に開催していた審議会が開催できませんでしたので、

資料を郵送にてお送りし、ご意見等を事前にお寄せいただいており

ます。私からは、資料１の実施推進状況および男女共同参画への

配慮に関する調査を基に、資料２から５について順次ご説明させて

いただきます。 

資料１から３につきましては関連がございますので、基本目標ご

とに区切って説明させていただき、委員の皆様から事前にいただい

ておりますご意見や質問につきましても、基本目標ごとに説明を加

えながら進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

始めに、資料１についてご説明させていただきます。 

「第２次久喜市男女共同参画行動計画」に掲載している事業内容

について、令和元年度所管課が立てた実施計画を基に、翌年度「実

施状況および男女共同参画への配慮に関する調査」を実施し、まと

めたものが資料１になります。 

この資料１の結果を施策の柱ごとにまとめたものが、資料２令

和元年度実施推進状況調査集計表になります。 

さらに大きく基本目標ごとに集計したものが資料３基本目標別

推進状況調査集計表になります。 

資料１につきましては、委員の皆様に配布後に訂正がございま

したので、本日の配布資料令和元年度実施推進状況にかかる調査

（訂正）を配布しております。 

併せてご覧いただきながら進めてまいりたいと思いますので、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。 

それでは議題（１）ア、令和元年度実施推進状況について事務局

から説明をお願いします。 

事務局 【議案（１）ア】を資料１、２、３により説明】  

◆資料１  

・令和元年度に計画した事業、実施内容を掲載。  

・担当課が直接入力して回答。  

・「男女共同参画へ配慮」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・・・性別による固定的役割分担意識の解消など男女共同参画

意識の啓発に繋がったか。  

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
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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。 

◆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るまちづくり』 

基本目標Ⅰでは、「人権擁護の推進」、「生涯を通じた健康支

援」、「生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利への配慮」の３

つの施策を柱に、展開しています。 

基本目標Ⅰの３つの施策の柱のうち、２と３については、主に健

康・子ども未来部が中心となって行う事業になります。 

対象事業２４のうち、評価の内訳は◎１１、○１３、△０。 

 

次に、委員の皆様から事前にいただいたご意見等についてご説明

いたします。 

 

 追加資料 令和元年度実施推進状況報告に関する質問・意見等 

 

 

◎事業番号11102／人権推進課の事業 

事業名【人権意識の高揚】 

質問 

人権週間（12/4～12/10）に人権標語、北朝鮮人権侵害啓発週間

（12/10～12/16）に写真展との報告だが、平成30年度では、北朝鮮

人権侵害啓発週間（12/10～16）は明記されていない。何か意図が

あるのか。 

回答 

北朝鮮人権侵害啓発週間と人権週間が近いことから、毎年拉致被

害者写真展を実施していますが、平成30年度の推進状況では報告し

ていませんでした。特別な意図はございませんので、今年度から報

告させていただいております。 

 

◎事業番号11106／人権推進課の事業 

 事業名【LGBTを含む性の多様性を尊重した啓発活動の実施】 

質問 

久喜小学校での授業に当事者と職員が参加したとあるが、児童の

反応はどうだったか。 

回答 

私も当日参加させていただきましたが、子ども達からは、「普通

に接することも大事で、同じ気持ちで話ができたらいいな」という

感想が聞かれました。LGBTの当事者は遠い存在ではなく、身近にい

ることがわかったようです。当事者の方はトランスジェンダーの方

で、日々の困りごととして、「男女別のトイレは使いにくい、入り

にくい」という話に子ども達は驚いた様子でした。学校は、当事者

の方と触れ合うことを通して、LGBTについて知れたことは大きな成

果があったと考えているようで、今年度も特別授業の実施を検討し

ているとのことです。 
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◎事業番号13102／中央保健センターの事業 

事業名【母性保護に関する情報の提供】 

質問 

Ａが空欄である。また、父子健康手帳の事を知らない人が多いは 

ずなので、もっとＰＲして子育ては男女でするものと全世代の人に

意識付けしてほしい。また、アンケート等で父（男性）の意見が聞

けたらよいのでは。 

回答 

Ａ欄については、記載漏れがあり、評価は「〇」とのことでし 

た。父子手帳は第1子に限らず、お子さんが生まれたら母子手帳と 

同じように配布しています。子育ては女性だけの役割ではないこと 

を全ての年代の方に意識していただくことは大切だと考えておりま 

すが、保健センターでできる子育て支援、啓発については限りがご 

ざいます。保健センターでは、母子保健の視点で妊産婦向けにマ 

マ・パパ教室を開催し、父の役割や子育てを含めた生活について考 

えていただけるよう講座を行っています。 

ママ・パパ教室の参加者アンケートでは、「夫として協力できる

ことがわかった」などの声がありました。 

今後も、講座の開催や、母子健康手帳交付に併せて父子健康手帳

を交付し、男女共同の育児について啓発を行っていきたいとのこと

でした。 

  

◎事業番号13103／人権推進課の事業 

事業名【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】 

質問 

リプロダクティブ・ヘルスライツに関する正しい理解とは、どの

ようなものか。 

回答 

リプロダクティブ・ヘルスライツとは、性と生殖に関する健康と

権利のことで、はっきりとは分けられていませんが、保健医療だけ

でなく、男女平等、人口問題、生命倫理など広い範囲を含みます。

いつ子どもを産むか、産まないか選ぶ自由、安全で満足の性生活や

安全な妊娠・出産、子どもが健康に生まれ育つ権利などを含む生涯

における女性のこころとからだの健康を保障する考え方が、女性の

人権の重要な概念のひとつとして提唱されています。ホームページ

に掲載し、情報提供をしています。 

  

◎事業番号11105／人権推進課の事業 

事業名【女性の悩み（カウンセリング）相談事業の充実】 

質問 

テレワークによる家庭生活や勤務状況の変化から、ＤＶの増加・

ZoomでのWeb会議などでのパワハラ・学校や家庭のIT環境の差によ

る学習の格差なども含めた取り組みも考慮に入れる時期に来ている



6 

 

のでは。 

回答 

今回の新型コロナ感染症の感染拡大防止措置により、政府から外

出自粛要請がございました。この外出自粛要請を受け、市でも時差

出勤や在宅勤務、分散勤務を実施し対応しました。まだ、本格導入

には至っていませんが、引き続き調査研究していくとのことです。 

また、今後は庁舎内のＩＴ環境についても、整備が進められると思

いますので、その際にはオンライン相談等にも対応してまいりたい

と考えております。 

 

基本目標Ⅰの説明は以上です。 

榎本会長 基本目標Ⅰについて質問、意見はございますか。 

菱沼委員 ＬＧＢＴに関することなんですが、「にじいろひろば」に一度参

加したことがありまして、当事者やお母様のお話を伺った時に、

「こんなに悩んでいるんだな」と新たな気づきがありました。ま

た、「今日、ここに来るのも悩んでいた」との話があったので、当

事者の方が気軽に好きなタイミングで相談できる場所があるといい

なと思い、そういう場所があるのかどうかお聞きしたいです。もし

無ければ、是非作っていだだきたいと思いました。 

事務局 ＬＧＢＴにつきましては、市でも職員研修を行いまして、市職員

の意識の啓発等や、正しい理解を根付かせるようなことをやってお

ります。また、今年の４月には職員向け対応マニュアルを作成し、

全職員に配布したところです。 

当事者の声があるとのことで、ご要望があれば人権推進課が相談

窓口となりますので、気軽に相談できるような体制を取っていきた

いとと思います。 

榎本会長 悩んでいる人にとって気軽にというわけにはいかないかもしれま

せんが、相談できるところがあればありがたいと思います。 

人権擁護委員はＬＧＢＴについて学習しているのでしょうか。 

事務局 平成３１年１月に人権擁護委員の研修会があり、ＬＧＢＴについ

て私が講師を務めさせていただきました。 

「人権相談・女性相談」事業に当事者の方が相談にいらっしゃっ

た場合、委員さんが事前に知識を持っていただけると、当事者の方

が相談がしやすくなると思っています。 

榎本委員 基本目標Ⅰについて他にございますか。 

奈良委員 11104の人権・女性相談事業の充実について。相談の内容の分類

は。こういった相談が多いとか、傾向はありますか。 

事務局 家庭の中の夫婦間や自身の悩み、子育てなどそういった相談が多

いです。相談の中には、背景としてＤＶが存在する場合もありま

す。 

榎本委員 他はよろしいでしょうか。 

それでは基本目標Ⅰは終了させていただき、基本目標Ⅱに進めさ

せていただきます。事務局お願いします。 

事務局 【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、「男女共同参画を推進するための啓発活動の充

実」、「男女平等教育の推進」、「国際理解の推進」の３つの施策

について取り組みを行っています。 
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仕事や家庭、育児など、今まで以上に広い分野で、男性と女性が

協力し合うことができるよう、男女共同参画の意識づくりや男女平

等を基本にした教育を積極的に推進していきます。 

対象事業３３のうち、評価の内訳は◎２８、○５、△０。 

基本目標Ⅱについて、委員の皆様から事前にいただいたご意見等

について、ご説明いたします。 

 

  

追加資料 令和元年度実施推進状況報告に関する質問・意見等 

 

 

◎事業番号21106／人権推進課の事業 

事業名【男女共同参画ミニ白書の作成】 

質問 

作成された男女共同参画ミニ白書の配布状況について知りたい。

回答 

ミニ白書については、全職員が閲覧できるよう庁内掲示板で周知

した他、ホームページにも掲載しました。今後は一日体験学習ツア

ーやミニ講座などで配布し、男女共同参画の視点から久喜市の現状

について、情報提供していきたいと思います。 

 

◎事業番号23102／市民生活課の事業 

事業名【外国人への情報提供の充実】 

質問 

久喜市の場合、外国人と言っても在日が大部分だと聞いている。

緊急事態中、運動公園で今までとは違う若い外国人をよく見かけた

が、彼らに正しい情報が伝わっているのか心配になった。 

◎事業番号42301／人権推進課・市民課（総合窓口）の事業 

事業名【外国人向けのＤＶに関する情報の提供】 

質問 

国県からのはあるらしいが、久喜市からの刊行物は、多言語で出

されているのか。これらは、スマホで自由にみられるのか。 

私の近所には外国人の方が意外と多くいるが、ゴミの分別が正し

くなくて困っている。恐らく、分別方法が複雑でわからないのだと

思う。外国人にとって、日本のルールはかなり細かくて厳しいもの

だと思うので。 

これらのリーフレットは、市役所だけでなく各地区の支所や、外

国人の方たちがよく行く所に届けてあげたい。また、簡単にスマホ

で見られると良いと思う。 

 

回答 

後者の質問は、取組み№42301、外国人向けのDVに関する情報の

提供の項目へのご質問でしたが、23102の【外国人への情報提供の

充実】の取組みに近い内容でしたのでこちらの項目に振り替えてお

答えさせていただきます。 

市民課では、転入の際にごみ出しのルールが記載されたパンフレ

ットや外国人総合相談センター埼玉のチラシを配布し周知を図って

います。ごみ出しのパンフレットは英語版の他にスペイン語、ポル
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トガル語、中国語の4か国語があり、市のホームページにもPDF版を

掲載し、スマホからでも見られるようになっています（印刷物を委

員に提示）。 

 

◎事業番号21103／人権推進課の事業 

事業名【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】 

意見 

「そよかぜ」に関して、発行回数よりも、内容が充実してきてい

る上に、電子版も発行できた事は大変評価できる 

 

◎事業番号22101／保育課・学務課・指導課の事業 

事業名【人権尊重及び男女共同参画の視点に立った男女平等教育

の推進】 

意見 

男女混合名簿の使用拡大、前向きな取り組みで大いに評価した

い。 

 

◎事業番号22101～22104／学務課等の事業 

（全体的な意見） 

 意見 

 教育現場での男女共同参画意識を啓発することについて、幼児か

ら保護者、職員に対して啓発して効果を保てている事は、大変大切

な事として評価できる。 

 

基本目標Ⅱの説明は以上です。 

榎本会長 ありがとうございます。 

ミニ白書は私たちの手元にありますか。 

事務局 開催通知の中に入れたつもりでしたが、漏れておりましたので、

後程用意してお渡ししたいと思います。 

倉持委員 ミニ白書について一言。私はホームページから印刷して持参した

ので手元にあります。とてもよく出来ていると思うのですが、文字

が小さく、薄いと思います。色覚異常がある方等を配慮したユニバ

ーサルデザインという概念もありますので、色の使い方などご配慮

いただければと思います。 

事務局 元々、A3サイズでの出力を想定してレイアウトを組んでおります

ので、A4サイズで出力されますと文字が小さくて見づらいかもしれ

ません。皆様にはA3サイズをお配りさせていただきます。 

榎本会長 色々な方を想定して作られるということが必要な時代になって参

りましたね。 

私はそよかぜについてはよく出来ていたな、久しぶりに素晴らし

いなと思いました。記者さんのメンバーも良かったと思いますし、

ご指導される手法も向上されたのでしょうか。 

事務局 そよかぜの編集員さんは昨年度は５名で、過去に経験のある４名

が継続されたほか、広報を見て応募していただいた男性も加わって

おります。その男性は他市の広報作成に携わったことがあり、紙面

の言葉遣いや細かな部分をご指導いただきました。他の編集員さん
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方も刺激を受けたようで、活発な議論が交わされました。また、合

併から１０年の記念号にしたいとのことで、熱心に作成していただ

きました。 

これまで２色刷りだったのですが、広報くきと併せて製本印刷す

ることになり、カラー印刷になったことで、色使いや色の意図な

ど、これまで論点にならなかった部分も議論されました。 

榎本会長 やりがいがありましたね。 

 

（ミニ白書が各委員に配布される） 

 

改めてミニ白書を手にして思うことがありましたらご説明をお願

いします。初めての発行ですよね。 

倉持委員 A3版を見て、この大きさなら読めると思いました。でも、やはり

一部の文字が薄いと感じます。 

榎本会長 こういうデータは大切だと思います。 

事務局 数値が多いので見づらい箇所はあるかと思います。フォントや文

字の色を変えるなど、今後は工夫をさせていただきます。 

榎本会長 基本目標Ⅱを終えてよろしいでしょうか。 

それでは次の基本目標Ⅲに移りたいと思います。事務局よりご説

明をお願いします。 

事務局 【基本目標Ⅲについて説明】 

◆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』 

基本目標Ⅲでは、「政策・方針決定の場における男女共同参画の

推進」、「仕事と家庭の両立支援の推進」、「地域・社会活動にお

ける男女共同参画の推進」の３つの施策について取り組みを行って

います。 

男女共同参画社会の実現のため、女性の活躍を推進し、働き方の

見直しや環境整備など仕事と家庭の両立を推進していきます。 

対象事業６８のうち、評価の内訳は◎２７、○３９、△１、実施

無１。 

基本目標Ⅲについて、委員の皆様から事前にいただいたご意見等

について、ご説明いたします。 

 

追加資料令和元年度実施推進状況報告に関する質問・意見等 

 

 

◎事業番号31103／人権推進課の事業 

事業名【女性登用の推進】 

質問 

久喜市いじめ問題対策連絡協議会の委員10名中、女性1名という

現状はいかがなものか。関係団体に強く働きかける必要があり、団

体推薦にも問題があるのでは。 

回答 

久喜市いじめ問題対策連絡協議会の委員の構成につきましては、

組織に関する条例の規定により、久喜市校長会や中央児童相談所、

さいたま地方法務局久喜支局、久喜警察署、幸手警察署、久喜市Ｐ

ＴＡ連合会などの代表者となっております。 

指導課に確認したところ、各会や関係機関から推薦される委員が
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男性が多いとのこと、今後は代表者を女性にしていただくよう働き

かけていくとのことでした。 

  

◎事業番号31105／人権推進課の事業 

 事業名【男女共同参画人材リストの活用】 

質問 

人材リストそのものの充実を計ってほしい。人材リストの活用や

あり方の見直しについては、どのような方針で進めるのか。 

回答 

人材リストは、講演会の講師やワークショップの指導者、有資格

者など市民の皆さまが必要な人材の情報を活用できるよう、また審

議会等への女性委員の登用促進を図る資料として整備しています。 

市民に対して人材リストの周知が不十分なことや新規で登録して

いただける方の発掘が難しい状況であり、他市町村の状況や運用に

ついて確認したところ、リストのみで活用していなかったり、講師

の情報を一般公開していない自治体が多かったです。 

今後も他自治体の情報を収集し、久喜市のリストの在り方を検討

したいと考えております。なお、庁内掲示板で人材リストの周知を

したところ、審議会等の改選の際に活用したいとの問い合わせがあ

りましたので、更に周知を図っていきたいと考えております。 

  

◎事業番号31201／人事課の事業 

 事業名【女性職員の職域拡大及び職務分担の見直し】 

質問 

女性職員の職域拡大はこれまでどの程度の取り組みがあったの

か。 

回答 

これまで女性職員の配置が少なかった建設・水道部門等への職員

配置を行うなど、性別にとらわれない人事異動を実施しました。ま

た、新任課長級研修等において女性職員の職務分担の見直しを依頼

しているほか、昇任試験を受ける世代の女性職員への声がけを各所

属長へ依頼する等、女性職員の職務経験の拡充に向けて取り組んで

います。 

市職員の男性保育士は３人、土木や建築の技術職員のうち、女性

職員は５人となっており、男女問わず職域の拡大が徐々に進んでお

ります。 

  

◎事業番号31202／人事課の事業 

 事業名【女性職員の管理職への登用推進】 

質問 

今後の目標率は更にアップさせるのか。人材の確保や可能性を伺

いたい。全職員の男女の割合。正規職員と臨時職員を分けてわかり

やすく男女の中途退職者の割合は。 
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回答 

女性職員の管理職の目標率については、平成31年4月1日現在20％

の目標に対し20.1％と目標を達成していることから、R7.4.1に25％

とする見直しを行いました。また、昇任試験の受験勧奨等を行い、

引き続き女性職員の管理職への登用について促進していきます。 

全職員の男女の割合は、令和2年4月1日現在、正規職員（再任

用・任期付職員を除く）は905人中362人で40.0％、会計年度任用職

員は776人中549人で70.7％、臨時的任用職員は8人中6人で75.0％と

なっています。 

令和元年度に自己都合退職した職員は、男性が547人中5人で0.

9％、女性が358人中7人で2.0％でした。自己都合退職者の中には

「勧奨」といって、定年前に退職を希望される方も含んでいます。 

 

◎事業番号32301／子ども未来課等の事業 

 事業名【家族で参加できる行事や講座等の開催】 

質問 

しょうぶ会館の「実施状況の概要」も知りたい。 

回答 

しょうぶ会館では、１７事業のほとんどが親子や家族で参加でき

る事業としています。昆虫観察会やもちつき大会、凧作り・凧あげ

教室、じゃがいも収穫など、親子や家族で楽しんでいただけるよう

な事業を通年で開催しております。また、令和2年2月1日（土）に

「親子でファイティング」と題して親子ラグビーを実施し、11人の

参加がありました。 

 

◎事業番号33302／消防防災課の事業 

 事業名【女性の視点を取り入れた防災訓練の実施】 

質問 

昨年の水害の際、避難所での女性への配慮はどのように行われて

いたのか。 

回答 

昨年度の台風１９号で開設しました避難所は、緊急避難のためで

あり、長期避難生活を想定した避難所の開設はしておりませんでし

た。 

実際に避難所として運営する際には、性別による役割分担意識の

改善や、授乳室や女性のみのエリアの設置等、男女共同参画の視点

が重要でありますので、災害発生時には、女性にとって安心できる

避難所の体制がとれるように努めてまいります。 

 

◎事業番号32503／子ども未来課・学務課の事業 

 事業名【子育てを支援する交流の場の提供】 

質問 

交流の場（広場を除く１６施設）のおおまかな利用人数が知りた

い。乳幼児と保護者が安心して、楽しみに来られるきれいで衛生的

な施設を作ってあげたい。 
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回答 

公設及び民設の子育て支援センター１６箇所の令和元年度の延べ

利用者数は83,345人でした。子育て支援センターの設置基準は「中

学校区に１箇所」となっており、現在、市内中学校が１１校あり基

準を満たしているため、新たな子育て支援センターを設置する予定

はないとのことです。 

 

◎事業番号32504／保育課等の事業 

 事業名【多様な子育て支援サービスの充実】 

要望 

もっと回数を増やして欲しい。もっと多くの人に聞いてもらえる

ように、ボランティア団体の協力を得るとか、施設への出張お話会

など工夫していただきたい。 

回答 

目標及び成果の回数（合計４２回）は、定例の事業として４か月

児健康診断時に実施する読み聞かせの回数になります。その他に、

赤ちゃん向け、幼児向けに実施している読み聞かせ（おはなし会）

を４館合計で年間２２２回実施しています。 

また、この他に館内で行う読み聞かせの他に、子育て支援センタ

ー、幼稚園、保育園、コミュニティセンター等の施設でも出張とい

う形で実施しており、実施に当たり全てボランティア団体の協力を

得て実施しています。 

 

◎事業番号31202～31204／人事課・人権推進課の事業 

（全体的な意見） 

 意見 

様々な対策によって意識改革が計られ、目標を上回っているの

は、大きな成果があったと思われる。今後も女性職員の能力が発揮

されるよう期待している。 

 

◎事業番号33302／消防防災課の事業 

 事業名【女性の視点を取り入れた防災訓練の実施】 

質問 

地震や風水害に加えてコロナが災害に加わると今までの災害対策

が変わってくる。やはり、この場合でも女性の人権が守られるよう

な対策が必要だと思う。 

 

基本目標Ⅲの説明は以上です。 

榎本会長 ありがとうございました。 

基本目標Ⅲについてはご質問がたくさん寄せらせております。 

回答が満足のいくものだったかどうかを含めて、さらにご意見や

ご質問を承りたいと思います。 

菱沼委員 取組み№32504の親子のふれあいや赤ちゃんと絵本（ブックスタ

ート事業）についてご質問をさせていただきました。菖蒲地区の開

催回数は少ないなと痛感しておりましたが、久喜市全体ではこんな
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にやっていたんだなと驚いております。 

他市町村の話ですが、息子家族が住んでいる他市の子育て支援セ

ンターに孫が通っており、私も出向いたことがあります。そのセン

ターには職員が５名おり、職員総出で親子のサポートをしてくれて

いるなという印象を受けました。靴を脱ぐところから手伝ってくれ

たり一緒に手を洗ってくれたり、気配りしてくれている様子が伺わ

れ、職員さんがただ事務室で待機しているだけではなく、親子を支

援してくれている実感が湧きます。また、毎日、お話をする時間や

体操をする時間があるようです。「やるからおいで」という上から

目線ではなく、「来てくれたからいつも通りやるよ」というスタン

スです。 

私が住んでいる地区では、お話や体操は毎日やっていないようで

す。開催回数や職員の姿勢などは、他市町村に比べて久喜市は研究

の余地があるのではないでしょうか。 

事務局 子育て中の親子に職員が目を配り、温かく見守るということは大

切だと考えております。私も保育課にいたときに児童館に出向いて

一緒に事業をしたことがありますが、今のお話を伺って、職員の目

線は大事なんだろうなと改めて感じました。 

関係する児童館や子育て支援センターにつきましては、「事業を

やるからおいで」ではなくて「いつ来ても楽しいところだよ」とい

う運営をしていけるように働きかけをしたいと思います。 

事務局 確かに市というのは、「事業をやるから皆さん来てください」と

いうのは往々にしてあります。来てくださるから併せて何かをする

というのは、なかなか出来ていないと私も痛感しております。来て

いる子供達が「こういうことが出来た。次に行ったら何が出来るん

だろう」、そんなふうに思えるような運営が出来れば事業をやらな

くても子供達がたくさん来て、色んなことを学んで帰ってくれると

感じております。 

今日いただいたご意見を関係各課に提供し、事業に生かしていき

たいと思います。 

榎本会長 ありがとうございました。 

いじめ問題対策連絡協議会の件で女性１名の理由について。依頼

先の団体から挙がってくる方は校長先生などが多いのですか。 

事務局 団体は、校長会、児童相談所、久喜警察署、幸手警察署、そうい

ったところから委員を推薦していただいております。 

榎本会長 この協議会に関わらず、男性と女性の割合が極端に差があるとこ

ろは理由を挙げていただいて、今後はバランスが取れるように働き

かけていきますという答えは書いてあるのですが、そういったとこ

ろに任せてもいつまで経っても数字は変わらないという気がするの

ですが、学校にいらっしゃった堀井委員は何かお考えはあります

か。 

堀井委員 校長会の出席者については、女性校長もおりますし、特に小学校

長は女性校長も多いので、その中から選んでいただけるように指導

課に話をすれば選んでくれると思いますが、幸手警察とか久喜警察

は大体いつも課長が出てくると思うので、向こうの諸団体が選んで

くるとなるとなかなか難しい面もあるのではないかと思います。 

私の知っている範囲では、校長会は改善できるのではないでしょ

うか。 
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榎本会長 これは、気合を入れて改善するという心持ちが必要なのかと。こ

ういう理由だから出せないんですよ、というのでは進展が無いので

はないでしょうか。色んな組織で、男女のバランスを取ろうとする

意識をもうちょっとアップしなければ、いつまで経っても同じ事だ

と思います。 

もう一つ、人材リストです。人材リストそのものがやや有効性が

低くなっている感じがしまして、もし私たちが人材リストを活用し

て、「このテーマに合う講師を選びたい」と考えた時、この人材リ

ストでは無理ですよね。もっと幅を広げた、久喜市民というよりも

実効性のあるリストアップが出来ないものかと思っています。 

続いて、私は31201について「女性職員の職域拡大はどの程度取

り組みがあったのか」という質問を出しました。それだけじゃな

く、行政職員が男性も女性も能力を発揮できるように、ことに女性

に対して配慮のある職員が増えてくれることが大切だと思います。

私が冒頭で言いました「女、子ども」みたいな風潮があると残念だ

と思います。 

私は、人権推進課が管理センターで催された男女共同参画講座

（事業者セミナー）に参加することができました。川越市の女性

が、親の代からやっている印刷業を継いだとのことで、従来である

と「女性だからこういうことに苦労しました、発揮しました」とい

うお話かと予想していたら、そうではなかった。自分の持っている

能力、環境、そういったものをいかに発揮するかということに焦点

を絞っていて、本当に心地良く話を聞くことができました。古来、

女性が能力を発揮するのは難しい環境でしたが、男とか女とか分け

るのではなくて、そこを取り払っていこう、ということを学習する

のは有意義なことだと思いました。いい講座でした。 

榎本会長 他に何かご質問、ご意見ありますか。 

友田さんはいかがですか。 

友田委員 基本目標Ⅲについては特になかったのですが、基本目標Ⅰに遡っ

てもいいですか。うちの次女が中学生なのですが、学校でLGBTの授

業をやったらしいです。家に帰ってきて家族にパンフレットを見せ

てくれました。長女は高校生で、「うちの高校では女子はスラック

スも選べるんだよ」という話を次女にしていました。次女が制服の

話を学校の生徒会にしたところ、中学校でも女子用のスラックスを

作ろう、という話が出ているようです。学校側からではなく、生徒

たちから話が挙がったのがすごいなと思いました。管轄は教育委員

会かもしれませんが、こういう制服の話は市にも来ているんでしょ

うか。 

堀井委員 既に久喜市内の中学校では、女子もスカートかスラックスかを選

べるようになっていると聞きました。詳細は把握していないのです

が。 

友田委員 そうですか。認識不足だったのかもしれません。しかし、次女の

制服を作るために地元の洋服屋に行った時は、流れ作業で体操着や

制服を採寸され、店側から女子用スラックスの話は一言も挙がりま

せんでした。 

堀井委員 久喜市が女子用スラックスを選べるようになったのはいつからで

すか。つい最近ですか。 

事務局 H30年頃から議会でLGBTに関する質問が色々出ていて、制服が選
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べるように校長会を通して周知していると答弁しています。学校で

は制服を選べるという認識になっているはずですが、地域に十分に

浸透せずに「女子はスカートで」という認識が残っているかもしれ

ません。スラックスを希望したとしても、言いづらい、買いづらい

ということがあるのかもしれません。 

事務局 制服を選べるという話は出ておりますので、学校の中だけの話な

のか、お店に行っても「制服はこれだけ種類ありますけど、どうし

ましょうか」という案内がされるのか、詳しい情報は調べてお知ら

せしたいと思います。 

友田委員  これから広がっていくのでしょうか。末端まで下りてくればいい

ですね。 

堀井委員  うちの娘は、中学生の頃は学校の制服しかスカートを持っていま

せんでした。家ではズボンを履いていました。学校でも、女子用ス

ラックスがあれば有り難かったなと思います。 

榎本会長 基本目標Ⅲは終わりにしてよろしいでしょうか。 

続いて、基本目標Ⅳをお願いします。 

事務局 【基本目標Ⅳについて説明】 

◆基本目標Ⅳ『性別による暴力のないまちづくり 』 

ＤＶは、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であることから、

ＤＶの防止および被害者支援に向けた施策に取り組むとともに、被

害者の子どもの安全確保も含めた施策を推進していきます。 

対象事業１６のうち、評価の内訳は◎７、○９、△０。 

基本目標Ⅳに関する質問はございませんでした。 

基本目標Ⅳの説明は以上でございます。 

榎本会長 基本目標Ⅳについてご質問・ご意見がございましたらよろしくお

願いします。 

榎本会長 特にございませんか。よろしいでしょうか。 

事務局 全体的な感想としてご意見を頂戴しています。 

「前年度の推進状況等についての行動計画に基づく調査とは言

え、久喜市のより良い方向を考えるためのものと思います。緊急事

態宣言は解除されましたが、これからの社会は今後ともわからない

部分が多いこの新型コロナウイルスと付き合っていかなければなら

ないと言われて居ます。ポストコロナの社会においては、人間関係

や防災の取り組みなどの変化を踏まえた取り組みが必要になってく

ると思います」とのご意見をいただきました。 

倉持委員 書いたのは私ですが、これを書いた頃は、ポストコロナはどうな

るんだろうということが取り沙汰されていましたが、その後はウィ

ズコロナになってしまいました。いつ終わるのか、終わらないのか

わからない世の中になってしまい、コロナと付き合っていくという

ことで、言葉を訂正しなければならないと思いました。 

堀井委員 コロナウイルスの感染拡大ということで、周りの状況としてはマ

イナスに感じる物が非常に多かったと思います。在宅勤務やテレワ

ーク、それから子供たちも在宅で学習するということが多かったと

思います。それを上手くプラスするということが男女共同参画では

出来るのではないかと思います。例えば、在宅勤務であれば、夫も

妻も自宅で勤務しているわけですから、お互いの仕事の内容や家庭

での子育てや家事をよく見て理解することができます。子供たちも

３月からずっと自宅にいたので、学習面や子育ても、夫婦が見るこ
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とができるので、そこで男女がどういう風に意識が変わってきたの

か、取り組んできたのかなと。市役所にもテレワークをしている方

もいるでしょうし、市民にもたくさんいらっしゃると思うので、何

かいい面を、理解が深まった例をどこかの課から発信できるといい

と思います。 

榎本会長 コロナ禍で夫の暴力が増えたということはマスコミでもよく取り

上げられています。マイナスの要因、あるいは今、堀井委員がおっ

しゃったようなプラスの要因をひっくるめた形で考えなければいけ

ないと思います。 

倉持委員がおっしゃったように、何ヵ月か経つと自分の考えも変

わってきますね。受け入れて、さらに自分はどうしていくのかとい

う前向きな考えが浮かび上がってくるような感じになって参りまし

た。 

今、堀井委員がおっしゃったこと、よろしくお願いします。 

榎本会長 次に、（１）イの全課共通取組事項の推進状況についてご説明を

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】 

こちらは、『第２次男女共同参画行動計画』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項目をまとめた資料になり

ます。 

 

設問１は、男女共同参画人材リストの活用状況について 

久喜市では、男女共同参画社会づくりの一環として、久喜市の審

議会等への女性登用を推進する目的で「男女共同参画人材リスト」

を作成しています。審議会委員への女性登用促進のほか、各種講座

の講師選定に活用しております。 

令和元年度末時点の人材リスト登録者は、３３名です。 

各課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、都市整備課の２課、２件。 

② 「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１０月以降に照会する予定です。 

 人材リストにつきましては、審議会等への女性登用の促進と女性

活躍の視点から各種講座等の講師選定に利用していただくため整備

しておりますが、周知方法や登録者の確保が課題となっておりま

す。人材リストの運用や利用促進に向けて検討してまいりたいと考

えております。 

 

 設問２は、課内部の職務分担に関する各課の取り組み状況になり

ます。 

取り組み№31201「女性職員の職域拡大及び職務分担の見直し」

については、５６課すべてにおいて、性別に関わりなく職務分担が

されているとの回答でございました。 

今後も引き続き、性別に関わりなく職務を遂行するような働きか

けを行ってまいります。 
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 設問３は、取組み№32501「保護者の行事等への参加に対する配

慮」に関する各課の取組みについて調査したものになります。就学

前の子どもをもつ保護者が、安心して気軽に各種講座や催し物に参

加できるよう、託児を実施したかについて、各課が回答したもので

ございます。 

託児を実施した課は、人権推進課、市民生活課、中央保健センタ

ー、子ども未来課、生涯学習課の５課、また託児を実施しなかった

課は６課でございました。こちらは託児付きの講座等を企画したも

のの、結果的に実施にいたらなかった課でございます。 

託児を実施しなかった課は、環境課、久喜ブランド推進課、社会

福祉課、高齢者福祉課、中央保健センター、子ども未来課、学務

課、文化財保護課の8課で、主な理由といたしましては、幼児と保

護者が一緒の講座なので託児の必要がない、参加対象者を中高年以

上としているなどとなっております。 

 

設問４は、取組み№33102「各種事業・会合等への参加しやすい

開催日時等の配慮」といたしまして、各種事業・会合等を開催した

のは21課、子育て中の保護者や男性も参加しやすい開催日時等に配

慮したのは21課でございました。 

 

資料4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。ご質問はございますか。 

よろしいでしょうか。 

次に、（１）ウの目標数値の達成でございます。 

事務局 【資料５により、令和元年度目標数値について説明】 

基本目標Ⅲの指標項目の中で「市の男性職員の育児休業取得率」

が大幅に伸びております。年度内にお子さんが生まれた男性職員が

育児休業を取得した割合は増えておりますが、取得した日数につい

ては課題があるところでございます。 

平成３０年度の男性育児参加休業取得率は、３１．３％でした

が、人事課の目標は７５％です。今回、令和元年度４月１日時点の

取得率は４３．８％と向上しております。平均取得日数は２１日で

あり、人によって取得日数は短かったり長かったりの差があり、課

題となっております。 

資料５につきましては、以上でございます。よろしくお願いい

たします。 

榎本会長 目標数値についてのご説明でしたが、私が冒頭でお伝えしたかっ

た男性職員の育児休業取得率は４３．８％でしたね。これは素晴ら

しい数字ですが、分母は何人でしょうか。妻が妊娠した夫の人数が

分母でしょうか。 

事務局 年度内にご家族が増えた男性職員が分母で、その中で育児休業を

取得された男性職員が４３．８％になります。 

榎本会長 １００人いらっしゃったら、約４４人が取得されたということで

すか。すごい数字ですよね。随分働きかけをされたのでしょうか。 

事務局 皆さん取得されるように、職場や職員の意識に変わってきている

と思います。職場に迷惑をかけたらどうしようとか、そういう気持

ちがあるとなかなか休みづらい所があります。取得できる日数は最

大で約１年程度ですが、平均取得日数は２１日ということで、短い
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方は５日とか６日で、長い方は３ヵ月や２ヵ月という方もおりま

す。 

榎本会長 こういう数字が出てくると、取らないと恥ずかしいという雰囲気

はありますか。 

事務局 なかなか難しいところです。タイミングもありますし、出産直後

に異動して１年目の職場だと、仕事の流れがわからないのでいつ取

っていいかわからないとか、気を使いながら仕事を覚えなければな

らないという気持ちもあると思います。 

榎本会長 恐らく上司の方は、取りなさいと指導されているのではないかと

思います。 

事務局 所属長としても男性職員に育児休業を取るように勧めています。

休みを取る職員もいれば、なかなか取りづらいという職員いるの

で、この数字となっています。実際、うちの課の男性職員も取れる

はずなのですが、なかなか取得に至っていません。家庭の事情もあ

ると思います。妻が大丈夫だよと言う家庭もあれば、夫も休んで一

緒に育児をしたいということで取得する職員もいます。妻が出勤し

て夫が育児するという家庭もあると思います。それぞれの家庭の状

況もあると思いますけど、仕事にかまけて取らないというのも困る

ので、我々上司としては取得するように勧めています。職場には他

の職員もいるので、取得する時は皆で協力して業務を進めていく、

また復帰したら頑張ってもらう、という形で体制を整えられますの

で、うちも極力取ってもらうように勧めています。 

倉持委員 例えば、事実婚など結婚の形態に関係なく取得できるのでしょう

か。 

事務局 次回の審議会で回答させていただきます。 

倉持委員 例え市の職員であってもこれからは色々なケースが出てくると思

いますし、それを排除するような市では困ると思います。お願いし

ます。 

榎本会長 （１）ウは以上でよろしいでしょうか。 

次に、（２）行政委員会及び審議会等における女性の登用状況に

ついてご説明をお願いします。 

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 

事務局 【資料６により、行政委員会及び審議会等における女性の登用状況

について説明】 

改めまして、人権推進課男女共同参画係の吉岡と申します。 

こちらは、令和2年４月１日現在の行政委員及び審議会等におけ

る女性の登用率をとりまとめたものになります。簡単に各ページの

内容についてご説明申し上げます。 

１ページ目は、一番上の表が「市議会における女性議員の比

率」、２番目の表が「審議会等における女性委員の登用率」、３番

目の表が「女性登用率が３０％を超えている審議会の比率」を表し

ています。 

１ページ下段から３ページまでは、個々の「行政委員会」、「法

令必置の附属機関」、「法律又は条例により設置されている附属機

関」それぞれの女性登用率を掲載しています。４ページには、平成

２３年４月１日から令和２年４月１日までの女性委員の登用率の推

移が記載されております。５ページには、女性登用率３０％未満の

審議会について、女性登用が困難な理由と、目的達成に向けた具体
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的方策についてまとめてございます。 

それでは、１ページ目をご覧ください。 

第2次久喜市男女共同参画行動計画では、「女性登用の推進（P.5

4 取組み番号３1103）」に取組んでおり、数値目標として「女性登

用率４０％以上の達成」がございます。１ページ目上から２つめの

表の右下にありますとおり、 令和２年４月１日現在の審議会等の

女性登用率は３６．４％でございました。これは、前回調査である

令和元年１０月１日現在の女性登用率３６．８％と比べて０．４％

の減少となり、目標値である４０％に達しませんでした。 

また、「女性登用の推進」では、「女性委員ゼロの審議会等の解

消」を目指しております。女性委員ゼロとなっているのは、３つの

行政委員会と、１つの附属機関です。内訳は、行政委員会では「久

喜市選挙管理委員会、久喜市監査委員、久喜市農業委員会」の３

つ、附属機関では「久喜市福祉オンブズパーソン」になります。 

久喜市福祉オンブズパーソンについて申し上げますと、久喜市総

合福祉条例において、「健康及び福祉に関し高い識見を有する者の

うちから、市長が委嘱する。」とされております。現在では、健

康・福祉関係を専門とする大学の元教授と弁護士の方に委嘱してお

ります。なお、委員任期は令和元年１１月１日から令和４年１０月

３１日までとなってございます。 

つぎに、久喜市市民参加条例（第７条第１項第２号）では、

「男女の構成比率について、男女いずれの委員数も委員総数の３

０％以上とする」としています。１ページの中段の表にあるよう

に、女性登用率３０％を超えている審議会等の達成率は７８．６％

になります。これは、前回調査である令和元年１０月１日現在の達

成率８２．１％と比べて３．５％減少しています。 

 続いて、取組み目標「女性の登用推進に関する要綱の遵守」につ

きましては、審議会等の委員を選任する際、女性委員の割合が委員

総数の３０％に満たない場合は、女性委員登用に関する計画書の提

出を求めています。なお、この計画書につきましては、該当する全

ての審議会等から提出済みです。 

 審議会等への女性委員の登用率につきましては、平成２３年の第

１次計画策定時と比較して上昇しておりますが、目標には達してい

ません。今後も、全庁的に女性委員の登用に取り組んでいく必要が

あることから、各所属長あてに、任期が満了する審議会等の委員選

任の際には、積極的に女性の登用に努めていただくよう通知したと

ころでございます。また、先日、職員掲示板を活用して「久喜市男

女共同参画人材リスト」の活用を促したところ、複数の課から、人

材リスト登録者に連絡を取りたい、などの問い合わせがありまし

た。今後も、女性委員の登用に積極的に取り組んでいきたいと考え

ております。 

資料６についての事務局からの説明は以上です。 

榎本会長 ありがとうございました。 

ご質問、ご意見承りたいと思います。 

奈良委員 事前に質問を出しました。去年も話をしたような記憶があります

が、選挙管理委員会の女性が０人というのは、何か働きかけはでき

ないのでしょうか。 

事務局 選挙管理委員会の事務局に確認しました。まず、条例で委員数は

４人と定まっております。選任の方法は、久喜市議会議員が、選挙
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権を有する識見のある市民の方を候補者に選び、選挙により委員を

決定しています。 

選挙によって決定しているため、事務局側から女性を積極的に登

用するように働きかけることができない、との回答でした。 

奈良委員 よくわかりませんでした。例えば、農業委員会も女性が著しく少

ないですが、委員になるためには土地を持っている必要があるとか

要件があったと思います。選挙管理委員会にそういった特別な要件

が無ければ、男性だけという状態がずっと続いておりますので、今

の時代、考えてもいいんじゃないかなと思います。委員さんはどう

いった方がなってらっしゃるのでしょうか。 

榎本会長 市議会議員が選挙で投票して決定されているということですね。 

事務局  主体が市議会議員で、市民が候補者となり選挙によって決定して

いるということです。他の審議会ですと、市からお声がけして女性

を積極的に登用するということが可能ですが、選挙管理委員会の場

合は少し事情が異なるので、事務局から積極的にお声がけすること

や、議員に働きかけるのは難しいという回答でした。 

 他の行政委員会も含めて女性が少ない傾向がありますので、何か

改善を図りたいと考えております。 

倉持委員 選挙というと、クォーター制のように女性の割合を一定数確保す

る制度が頭に浮かびます。こういった制度を適用することはできな

いのでしょうか。何かそういう形で決めないと、いつまで経っても

こういう状態が続くのではないでしょうか。 

事務局 どうやったら女性登用率が向上できるのか、関係課に確認したい

と思います。 

榎本会長 議員定数は、地方自治法で定めているのでしょうか。 

事務局 詳しいことは確認させていただきますが、私の認識では、久喜市

合併当時、地域的なバランスを考慮して、各地区の議員さんが「こ

の人は選挙管理委員にどうか」というような話を持ってくると思い

ます。その時に定数を超えてしまうと、選ぶ時に困ってしまうとい

うことがあったのだと思います。 

合併前は菖蒲町役場の選挙管理委員会にいたことがありますが、

選挙で委員を決めたことは無いです。欠員が出たときに補充員さん

がいますが、任期満了の際は改選があるので、その際は町議会議員

に相談しました。継続できるなら継続してもらってはどうかと話し

ますし、辞めたいという場合は町議会議員さんに次の候補者を探し

ていただき、お声がけしていました。小さい町ですから、４名の枠

に５名、６名という人は挙がってきませんので、選挙は行いません

でした。 

倉持委員 地域のバランスよりも、男女のバランスですよね。議員さんであ

れば、そういった認識もお持ちのはずだと思います。 

事務局 旧菖蒲町の時は地域のバランスもありましたが、倉持委員のおっ

しゃる通り、男女のバランスも当然必要だと思います。我々の働き

かけとしましては、どういった選任方法であっても、男女のバラン

スを考えてお願いをする、というのが我々のスタンスです。 

どういう選び方をするにしても説明はしていただいて、バランス

を考えてくださいと。委員会の方も男女のバランス、登用率を聞か

れるのは当然わかっていると思いますので、どうしてもそれは変え

られないわけではないと思います。あて職で男性で、というわけで
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はありませんので。 

榎本会長 随分前にこういう会議で、選挙管理委員に女性がいないのは、選

挙の時に遅くまで立ち会っているのに女性はふさわしくないから、

という答えがありましたが、それもおかしいですよね。 

誰が見てもこの４という定数に女性０人という数字は不思議だと

思います。 

これは久喜市だけの問題でなく、どこでも疑問に思う数字ですの

で、よく調べて、こういうところは改善できるのでないか、という

部分を教えていただきたいと思います。 

例えば、定数２名のところは難しいかもしれませんが、これだっ

て男性１名、女性１名でも一向に構わないわけですし。久喜市福祉

オンブズパーソンは元教授と弁護士の男性２名ということですが、

女性の弁護士さんもいるわけです。 

人権推進課は一生懸命女性登用を伝えてらっしゃると思います

が、受け手はしっかりと受け止めていないように思えてなりませ

ん。よろしくお願いします。 

榎本会長  他にいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 次に、（３）令和２年度男女共同参画月間における事業計画につ

いてご説明お願いします。 

議題（３）令和２年度男女共同参画推進月間における事業計画について 

事務局 【資料７により、令和２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】 

久喜市男女共同参画を推進する条例（第１１条）により、久喜

市では６月を男女共同参画推進月間と定めており、男女共同参画

に関する事業を重点的に実施しています。しかしながら、令和２

年度につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点

から事業の延期又は中止といたしました。 

 まず、①の「１日体験学習ツアー施設見学会」ですが、新型コロ

ナウイルス感染症拡大の影響により、見学先の受け入れが出来ない

ことから６月の実施を断念し、延期としました。新たな日程としま

しては、現在、令和２年秋頃の実施を検討しております。今後は、

新型コロナウイルス感染症の拡大状況や、国の緊急事態宣言、訪問

先の受け入れ状況を鑑みて、参加者や職員の感染予防対策を徹底し

た上での実施を検討してまいりたいと考えております。 

 訪問先の施設としましては、男女共同参画の観点から、近代日本

における最初の女性医師である「荻野吟子」の記念館など検討して

おります。なお、実施する場合は、広報くき及び市ホームページ、

各種公共施設へのポスター等で事業を周知する予定でございます。 

続きまして、②の「男（ひと）と女（ひと）のつどい」につい

てでございます。令和２年４月１６日、つどいの共催団体である

「女と男いきいきネットワーク久喜」の会長、副会長と開催可否

について協議の結果、中止といたしました。つどいは屋内でのス

テージ発表や展示発表など、多くの出演者、来場者が見込まれる

ことから３密を避けるのは難しく、また、２ヵ月程度の準備期間

を要することから、改めて開催日時を設定することは難しいとの

判断にいたりました。 

なお、補足でございますが、男と女のつどいで展示を予定して
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いた男女共同参画パネル「考えよう！わたしたちの働き方・暮ら

し方」につきましては、６月から７月にかけて本庁舎及び各総合

支所１階ロビーにて順次展示を実施しております。本日、久喜市

役所１階ロビーでも展示しておりますので、審議会委員の皆様に

おかれましても、お帰りの際に是非、三密を避けてご覧いただけ

ればと思います。 

資料７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。 

コロナの影響で中止になったり延期になったりしておりますが、

いい計画を立てておられるだけに残念な気がしますけれど、よい機

会なので、委員の皆様もご参加ができればいいですね。 

ご質問はございますか。 

よろしいでしょうか。 

それでは、準備をしていただいた（１）、（２）、（３）は終わ

りになりますが、改めてここは質問をしておきたいというようなこ

とがありましたら承りたいと思います。 

よろしいでしょうか。 

事務局 先ほど、友田委員から制服のご質問をいただきましたが、確認し

ましたところ、令和元年度の久喜市内中学校入学説明会の際に、制

服を選択できる旨を新入生の保護者に伝えているとのことでござい

ました。実際に、女子生徒がズボンを購入されたケースも確認でき

ています。 

久喜東中では制服がセーラー服なのですが、それに合わせたズボ

ンを作成された、という話もありましたので、ご報告させていただ

きます。 

友田委員 ありがとうございます。 

令和元年度の新入生から説明されたということですね。在校生に

は説明されているのでしょうか。 

事務局 現状確認できているのが、新入生の説明会の際に選択できる旨を

説明した、ということなので、在校生には多分説明されてないのか

なと思いますが、担当課には話をさせていただきます。当然、新入

生は制服を選べるけども、在校生は選択できないという話ではない

と思いますので。 

友田委員 わかりました。在校生から制服選択の提案が挙がっているという

ことは、在校生には声掛けされていないのではないかと思います。

よろしくお願いします。 

榎本会長 事務局もよろしいでしょうか。 

以上で、私の議長の役は降ろさせていただきます。 

ご協力いただきましてありがとうございました。 

議題（４）その他 

事務局 榎本会長ありがとうございました。 

それでは次第（４）のその他でございます。 

委員の皆様からご質問・ご連絡等ございましたらこちらでお願い

したいと思いますが、いかがでしょうか。 

特に無いようであれば、次回、第２回の審議会について日程を調

整させていただきたいと思います。 

例年、８月に開催しておりますが、今年度は開催や準備期間が遅

れておりますので、次回は９月中・下旬あたりの開催を目途に考え
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ているのですが、皆様のご都合を今日お伺いさせていただければ調

整させていただきたいと思います。 

 

（委員の日程を確認） 

 

それでは、候補日としては２５日午後もしくは２９日午前で、本

日ご欠席の委員にも確認したうえで決定したいと思います。予定が

決まりましたら改めて通知させていただきます。 

 

なお、次回審議予定の令和２年度実施計画調査の資料につきまし

ては、取りまとめ後、次回開催通知と併せて後日送付させていただ

きます。昨年度の選択式から記述式に変えた都合で各課の文言が整

っていないため、今それを整理しているところでございます。 

 

事務局の方からは以上となります。 

最後に閉会のごあいさつをお願いしたいと思います。名簿順で、

倉持委員にごあいさつをお願いしたいと思います。 

倉持委員 本日は最後まで慎重にご審議ありがとうございました。 

また、人権推進課の皆さんにとてもよく対応していただいて色々

なことがわかりました。これからの私達の審議会の方向性も一緒に

また協力しながらやっていくということで、とてもよかったと思い

ます。 

これから家にお帰りになっても、コロナの脅威は去っておりませ

んので、お身体には気を付けてください。 

ご苦労様でした。 

ありがとうございました。 

事務局 ありがとうございます。 

それでは、以上を持ちまして令和２年度第１回久喜市男女共同参

画審議会を終了とさせていただきます。 

今、お話のありました通り、まだコロナの脅威は去っておりませ

んので、皆さん、重々ご自愛いただきましてお過ごしいただければ

と思います。皆様、本日はお疲れさまでした。 

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) 

    令和 ２年 ８月 ７日 

                          友田 さと美     

 

                          奈良 清美      

 

(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。 


