
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

　第2回久喜市男女共同参画審議会

　　１．開会

事務局 　皆さま、改めましてこんにちは。本日は大変お忙しい中、またお

足元のお悪い中をご出席いただきましてありがとうございます。吉

田委員さんから、１０分程度遅れるとの報告がございました。時間

は少し早いのですけれども、皆さんお揃いですので、ただ今から平

成２７年度第２回久喜市男女共同参画審議会を始めさせていただき

たいと思います。それでは、お手元の資料に基づいて始めさせてい

ただきます。

　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

榎本会長よろしくお願いいたします。

　２．あいさつ

榎本会長 　皆さま、こんにちは。雨のところご参加頂きまして誠にありがと

うございます。ついこの間５月に第１回の審議会がございまして、

昨年度に行われたことについて、皆さまからたくさんの意見を頂戴

したところですけれど、十分整えてくださいましたので、今日は本

年度の事業計画について審議をするという運びになっております。

どうぞよろしくお願いいたします。

　先週の土曜日、男(ひと)と女(ひと)のつどいに、私も所属団体が

ありますので参加させて頂きました。あまりいいお天気ではなかっ

たでしょうか。商工会のプレミアム付き商品券の発売と重なって、

そちらは大変混乱されたようですけれど。今年はつどいに、まあま

あ人がおられたような気がして、ホッといたしました。倉持さんの

団体が共催ということで、よかったなぁと思っております。私の所

属しております団体がビデオを見て、討論するということを企てて

おりまして、そのビデオが、子どものいじめについてでした。そし

て、本当に深刻なものだということを見ました。私ども参加者は皆

高齢の人々で、男性１人に、女性は２０人位でしょうかね。子ども

のいじめはさることながら、私たちのいじめられ体験を次々と語る

グループになりました。私もそのような体験があるものですから、

本当に他人事ではありません。結構高齢者も人生体験をしているだ

けに相手を傷つけまいとして、はっきりとした抗議が言えないとい

う中で、非常に我慢をしている状態であると、複数の方が話をされ

ました。私も改めて問題意識を持ったところでございます。やっぱ

りすべての人が人権を尊重されて心地よく生活する社会を作ってい

くということが課題であると思った次第でございます。

　今日はどうぞよろしくお願いします。

事務局 　ありがとうございました。それでは、ここで前回都合により委嘱

式に欠席されました中村委員さんがみえておりますので、自己紹介

をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

中村委員 　前回は欠席いたしまして失礼いたしました。人権擁護委員をして

おります、中村喜美子と申します。今後２年間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。
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　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したいと思

います。始めに次第でございます。

（吉田委員到着）

事務局 　次に資料１としまして、平成２７年度実施計画調査票です。次に

資料２といたしまして、平成２７年度久喜市男女共同参画推進月間

事業報告です。後、久喜市男女共同参画行動計画の冊子になります。

大丈夫でしょうか。

　それでは次に審議会開催にあたりまして、定足数の関係でご報告

をさせて頂きます。定足数は久喜市男女共同参画を推進する条例第

２１条第２項の規定により、審議会の会議は委員定数の過半数がな

ければ開くことができないとあります。本日は１０名の委員全員に

ご出席いただいておりますので、定足数に達しております。

　また、本日の会議録の署名でございますが、名簿の順で、稲葉委

員と榎本会長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 　それではしばらくの間、議題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）男女共同参画行動計画 平成２７年度実施計画について

榎本会長 　まずひとつ目ですけれども、男女共同参画行動計画 平成２７年度

実施計画について事務局の説明をよろしくお願いします。

事務局 　議題（１）平成２７年度実施計画について説明。

　久喜市の男女共同参画推進のための取り組みは、『久喜市男女共

同参画行動計画（第１次）女(ひと)と男(ひと)ともに輝く共生プラ

ン』を基本計画として、各所管課が男女共同参画推進のための毎年

度の事業計画を立てることになっております。平成２７年度の実施

計画について各所管課に照会し、回答を得た調査票を資料１として

ご覧いただいています。

○今回から記載を試みた項目について

　今年度はじめての取組みとして、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、担当課の判断で目標値を設定するこ

ととしました。資料１の真ん中の列に「目標値Ｈ２７」という項目

を作成し、【目標】【現状】【方法】を記入します。

　

○調査方法について

　資料１の左側４列は基本計画として掲載されている事業番号、事

業名、事業内容、所管課を掲載しています。

　平成２７年度に実施する場合は「実施年度Ｈ２７」欄に○を記入

します。その事業について、年度末を達成期限とした目標設定が可

能場合のみ、「目標値Ｈ２７」欄に【目標】【現状】【方法】など

を記入します。「今後の方向性」欄には、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

向性を記入します。拡大、縮小または廃止と答えた事業については
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その内容や理由を記入します。「内容の見直し」欄には、事業内容

の見直しの有無について記入します。「内容の見直し」を有とした

場合は、その見直し内容を反映させた「事業名」や「事業内容」を

記入します。「事業年度」欄には、実施年度を変更する場合のみ予

定の実施年度を記入します。「所管課」欄には、事業を実施する所

管課が変わる場合のみ記入します。

○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

◎事業番号１１１０４

　「人権・女性相談事業の充実」

　　・事業内容変更。鷲宮会場での開催時間を変更。

◎事業番号１１１０５

　「女性の悩み(カウンセリング)相談事業の充実」

　　・事業内容変更。日曜特設相談を６月と１１月にそれぞれ１回

　　　ずつ開催する。

　　・Ｈ２７目標設定として、直前のキャンセルを減らすことで

　　　利用率を２％上げる。

◎事業番号１１２０２、１１２０３、１３１０３

　・今年度は実施予定なし。

　・青少年へのアンケート調査を行うため。

◎事業番号１２１０８

　「各種健康診査事業等の充実と受診促進」

　　・Ｈ２７目標設定として、特定健診の受診率５０％。

　基本目標Ⅰについては以上です。よろしくお願いします。

榎本会長 ありがとうございました。ご質問をお受けしたいと思いますけれ

ども、よろしくお願いいたします。

石田委員 　事業番号１１１０５「女性の悩み(カウンセリング)相談事業の充

実」ですけれど、相談とカウンセリングというのはどのような関係

になっているのでしょうか。

事務局 　女性の悩み相談がカウンセリングと書いてありますのは、女性の

悩み相談ということで基本的にどういった相談でなければならない

という括りはしておりませんが、相談員が女性の臨床心理士でござ

いまして、どちらかというと傾聴やカウンセリングに主体を置いた

相談を中心に考えております。一方で人権擁護委員さんに人権・女

性相談をお願いしております。こちらについても相談内容を限った

ものではございませんが、どちらかというと、カウンセリング、そ

の方の心のケアのようなものに重点を置く場合には、女性の悩み相

談をご紹介するようにしております。両方の相談を説明させていた

だいて、ご本人の考えに添ったご相談を選択いただくようにしてお

ります。

石田委員 　あと１点いいですか。女性の悩み相談に直前の解約が多いという

ことでしたよね。どうして直前の解約が多いか原因は調べましたか。

事務局 　特に調べてはいないのですが、お話を伺う中では、お子さんがい

らっしゃる方が多いので、お子さんの体調がよくないとかの理由が

あります。担当として考えておりますのは、相談にお出かけになる

ということ自体が、ちょっとハードルが高いのかなと思います。直
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前のキャンセルを無理に止めるということでなく、お忘れになって

いらっしゃる方がいた場合にはご案内の連絡をするなど、できるだ

けうっかりのキャンセルをゆるやかに無くしていきたいと考えてい

ます。

榎本会長 　よろしいですか。予約の確認の電話をするということは、たくさ

んの配慮が必要だと思います。お気をつけください。例えば妻の相

談のとき、夫が出たらどうするかなど想定しながらお願いします。

事務局 　かしこまりました。受付の際にそういった事も確認しまして、直

前のご案内が必要であるかを確認しながらお伺いしていきたいと思

います。

榎本会長 　よろしくお願いいたします。他にはございますか。

稲葉委員 　２つあります。

　１つ目は事業番号１１１０５「女性の悩み(カウンセリング)相談

事業の充実」なんですが、日曜の特設相談を６月と１１月に行うこ

とは、現状を見据えて良い方向に変えて頂くことで、大変よろしい

のではないでしょうか。

　２つ目は事業番号１１２０２「性に関する教育活動の推進」に関

してなんですが、人権推進課が今年度施策を行わない理由は、青少

年に対するアンケート調査を実施するためということで、１つの対

策を打つわけです。このアンケート調査を実施すると、情報提供が

できなくなるくらい、人権推進課に対して負荷が大きいことなのか

どうかですね。いいことなら２つやっても良いと思うのですけれど

も。昨年度の報告では、この事業について実施状況が何も書いてお

らず、何もやっていなかったので、いいことであると考えていらっ

しゃるならば２年間やらないということではなくて、おやりになっ

てはいかがかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。今年度

やらない理由は何でしょうか。

事務局 　はっきりと目標を決めて取り組むべきであると、前回の審議会の

中でもご指摘頂きました。できるものであればやりたいと思い、こ

れまで実施対象にしてきたのですが、実はなかなかできずにおりま

して、結果的に年度末の報告では「実施無し」と報告してきたこと

を反省いたしました。今年度は、しっかりやっていこうという項目

を絞った上で、可能であればこちらの項目にも取り組もうという考

えを書いたものでございます。ですので、これまでの「やろうと

思って、できなかった」という所を少し見直しまして、今回は重点

を他に置いて、可能であれば実施するという気持ちはありますが、

当初の計画からは一旦外したものになります。

稲葉委員 　分かりました。そうすると、ここに昨年度と同じ事業内容が書い

てありますね。これが無しということなので、教育活動の推進のた

めには、今年はアンケートを実施しますということを事業内容に記

入された方がよろしいのではないでしょうか。

事務局 　ありがとうございます。説明が漏れてしまって申し訳ありません。

次の基本目標Ⅱのところで、アンケートについて説明させていただ

ければと思います。

榎本会長 　同じく事業番号１１２０２について、保健センターで配布するも

のと人権推進課で配布するものは、同じパンフレットだったので

しょうか。

事務局 　パンフレットは同じではなく、別々のものになります。
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榎本会長 　他にございますか。

　よろしいでしょうか。それでは基本目標Ⅱに移りたいと思います。

ご説明お願いします。

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

◎事業番号２１１０２

　「男女共同参画週間などにおける啓発活動の推進」

　　・事業内容変更。現在「仕事と家庭を考える月間」は行われて

　　　いないため、文言整理を行った。

◎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」

　　・Ｈ２７目標設定として、男女共同参画情報紙そよかぜの電子

　　　版を、市のＨＰに掲載し、発行回数を２回以上とする。

　　・事業番号２１１０７、２１２０３、２１２０４についても

　　　同様。

◎事業番号２２１０４、２２１０５、２２１０６

　　・今年度は実施予定なし。

　　・代わりに事業番号２２１０２、２２１０３の調査を行う。

◎事業番号２２１０２

　「青少年の性と人権尊重に関する意識調査の実施」

　事業番号２２１０３

　「若年代の男女共同参画意識調査の実施」

　　・今年度は青少年、若い世代への調査を実施する。

◎事業番号２３１０２

　「父親の子育て参加の促進」

　　・Ｈ２７目標設定として、参加率５０％以上。

◎事業番号２４１０２

　「外国人への情報提供の充実」

　　・Ｈ２７目標設定として、日本語教室の参加者数８０人。

　基本目標Ⅱについては以上です。お願いします。

榎本会長 　基本目標Ⅱについてご質問ありましたらよろしくお願いします。

倉持委員 　事業番号２４１０２「外国人への情報提供の充実」で、参加者数

の目標が８０人とありますけれども、全体の対象者はどれくらいい

るのでしょうか。外国の方と交流したり、いろいろな事業をするに

ついて、なかなか情報を頂けないのが１つの悩みです。どれくらい、

どういう方がいらっしゃるのかを一般市民では分からないですから。

全体でどれくらい対象者がいる上で、目標の参加者数が８０人なの

でしょうか。

事務局 　申し訳ございませんでした。詳しくお調べしておりませんでした

ので、また調査をいたしまして報告させていただきたいと思います。

申し訳ありません。

稲葉委員 　事業番号２１１０９「男女共同参画ミニ白書の作成」について、

「事業の方向性」が『継続』となっておりますけれども、昨年度は

ミニ白書が未完成だから公開できていないという意味でしたが、今

年度は作成して公開するということですか。

事務局 　今年度はそうしたいと考えています。

稲葉委員 　頑張って下さい。
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吉田委員 　事業番号事業番号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、情報紙そよかぜですけれども、

ホームページとかで周知を図っていくということでしたが、例えば

フェイスブックやツイッターでの発信というのはされているので

しょうか。

事務局 　情報紙そよかぜについて、現在も電子データとしての公開は行っ

ています。今回、電子版のそよかぜの公開するにあたって、電子

データの掲載をより広く多くの人に知らせるため、登録されている

人への市の情報メールや、フェイスブックやツイッターでの掲載情

報の発信を行っていければと考えております。

吉田委員 　回覧板などには入っているのでしょうか。

事務局 　年に１回全戸配布しております。

吉田委員 　１回だけですか。

事務局 　そうですね。

榎本会長 　それでもアクセス方法が分からないです。配布をされれば分かる

んですけれど。どこをクリックすればよいのか。

事務局 　１つの方法としては、メールやツイッター、フェイスブックの文

面の最後に、情報紙を掲載しているホームページのアドレス、ＵＲ

Ｌが記載されています。そこをクリックしていただければ、直接情

報紙を確認することができます。

榎本会長 　それの広報はどうなっているのですか。

事務局 　できればトップページに載せたいのですが、ホームページを運営

する上で決まりごとがありまして、なかなかできません。シティプ

ロモーション課が担当ですので、調整して、なるべく皆さんに見て

いただきやすいようにしたいと思います。

　人権推進課のページまでたどり着くのが大変ですよね。本当は

トップページの画面に出ていればいいのですけれどもね。

吉田委員 　それでは、ホームページの新着情報欄に載せることができるので

しょうか。

事務局 　新着情報欄は、久喜市のトップページ、市政情報のページ、人権

推進課のページなど、それぞれのページごとにあります。、新着情

報欄に掲載する方法はページによって異なり、シティプロモーショ

ン課が担当のため調整が必要な場合と、人権推進課の更新のみで掲

載できる場合があります。人権推進課のページや市政情報のページ

などで、積極的に新着情報を反映していきたいと思います。

吉田委員 　分かりました。

倉持委員 　この件についてもう１つ。電子版についてなのですけれども、例

えば広報くきについて、この前見たのだけれどももう一度見直そう

として、広報紙を捜すよりもパソコンで見たほうが早いと思って見

たのですが、時間差があるようです。広報紙が配布された段階で

ホームページにも掲載されていますか。

事務局 　広報紙の配布と、ホームページへの掲載とはいくらか時間差はあ

ります。

倉持委員 　私の感覚では、結構時間間隔があるように思います。それは見方

が悪いのかは分かりませんけれども。そよかぜについても、今度電

子版を作成されるのであるならば、紙版との時間差がないようにお

願いしたいと思います。

事務局 　以前は一括してシティプロモーション課がホームページの更新を
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していたのですけれど、各課ごとに課のホームページを更新できる

ようになりました。若干スピードが速くなって、自分たちの課で載

せたいと思ったときには、自分たちで更新できるようになっていま

す。電子版についても早めに掲載させていただきたいと思います。

倉持委員 　そんな風に早く対応していただけると、使い勝手もよくなると思

います。調べようと思った時、まだ出ていないと、ちょっと戸惑う

ものでありますから、よろしくお願いいたします。

榎本会長 　あと１つなんですが、事業番号２２１０２、２２１０３で行う若

年層向けのアンケート調査について具体的にもう少し教えてくださ

い。

事務局 　まだ計画の段階です。今年度いきいき女性議会がございますので、

高校の先生方との連携を取る機会があります。その中で少し情報を

いただきながらと考えております。これまでですと、対象が小学校

や中学校というところで、青少年という範囲がどこまでなのかとい

う問題は定義が様々にあるものですから難しいのですが、高校生、

高校の先生方との情報交換がありますので、そういったところから

少しヒントをいただければと思います。まだ計画段階でおります。

榎本会長 　そうですよね。何歳から何歳まで、中学生にも及ぶのかとかあり

ますよね。

事務局 　定義が様々あるということが、調べながら思ったものですので、

人権推進課としては、どの年齢層を中心に調査すべきか検討中です。

榎本会長 　ご苦労もあるかと思いますけれど、これはできたら大変意義のあ

ることだと思いますよね。

　では、次に移ってよろしいでしょうか。基本目標Ⅲの説明をよろ

しくお願いいたします。

事務局 ○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

◎事業番号３１２０２

　「男女平等についての意識調査の実施」

　　・学務課において「今後の方向性」は『拡大』。意識調査を

　　　実施する。

◎事業番号３２１０２

　「青少向け啓発冊子等の発行」

　　・今年度は実施予定なし。

基本目標Ⅲについては以上です。

榎本会長 　基本目標Ⅲについてご意見ございますでしょうか。

　よろしいでしょうか。では次に移ります。

事務局 ○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

◎事業番号４１１０２

　「政策参画講座の開催の情報提供」

　　・「今後の方向性」は『拡大』。

　　・埼玉県との共催事業として「女性のための政策提言講座」を

　　　久喜市中央公民館で開催予定。

◎事業番号４１１０７

　「男女共同参画人材リストの活用」

　　・Ｈ２７目標設定として、登録者の３人増。
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◎事業番号４１２０２

　「女性職員の管理職への登用推進」

　　・平成３２年４月１日までの目標設定として、管理職における

　　　女性職員の割合２０％以上。（平成２７年３月策定の久喜市

　　　職員子育て応援プランより。）

◎事業番号４１２０３

　「職員研修の充実」

　　・Ｈ２７目標設定として、政策形成能力向上研修への女性職員

　　　の参加割合３０％以上。

◎事業番号４３１０２

　「市民活動の推進」

　　・Ｈ２７目標設定として、市民活動登録団体数３団体増。

◎事業番号４３１０７

　「高齢者の地域活動への参画支援」

　　・Ｈ２７目標設定として、彩愛クラブの会員数３１人増。

◎事業番号４３３０３

　「自主防災組織の育成支援」

　　・Ｈ２７目標設定として、自主防災組織率６９％。

基本目標Ⅳについては以上です。

榎本会長 　ご意見承りたいと思います。

倉持委員 　ちょっと伺いたいのですけれども、事業番号４１１０２「 政策参

画講座の開催の情報提供 」の事業内容として、情報提供を行うと書

いてありますけれども、広報活動とは異なりまして情報提供となる

と、提供先はどこになるのでしょうか。

事務局 　事業内容としましては、「情報提供を行う」とあったのですが、

情報提供のみならず「埼玉県と共催で、実際に久喜市を会場にして

講座を開こう」として、今回は「事業の方向性」が『拡大』となっ

ています。

　情報の公開先なのですが、今回は県との共催ということですので

県民だよりなどを利用して、広く県下にお知らせしていきたいと

思っております。

榎本会長 　県が久喜市と共催するわけですね。　

事務局 　そうです。

榎本会長 　そうすると会場も久喜市になるわけですね。結構なことですね。

倉持委員 　大きな事業ですよね。

事務局 　そうですね。以前の審議会でも委員さんからご指摘いただいてい

たかと思いますが、なかなか予算が取れないのであれば、県の事業

とか国の事業を利用してとアドバイスを頂いておりました。

榎本会長 　この事業も歓迎ですけれども、この下にあります、事業番号４１

２０２「女性職員の管理職への登用推進」で、人事課は昨年度も大

変頑張って頂いて、女性の管理職を多くするためのセミナーを開催

して頂いて、意識が変わったという結果が多かったという報告を頂

いております。この勢いで、人事課にはどんどん頑張っていただい

て、低下しないようお願いしたいと思います。

　他にいかがでしょうか。

坂庭委員 　事業番号４３１０２「市民活動の推進」なんですけれども、市民

活動の団体が１０７ありますが、どういう活動をしているかが
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ちょっと良く分からないです。団体があって、市民が１つのものを

求めて行動するわけですよね。例えばの事例でいいのですけれども。

事務局 　ＮＰＯとして登録されている団体に限らず、各種ボランティアな

どの団体も対象になっていると伺っております。ですので、本当に

広範囲に、サークルのような活動から広く含めた形で、市民団体と

捉えていると伺っております。

坂庭委員 　それは団体みんなが登録をする訳ですね。１つの市民団体として

登録されているわけですから。

事務局 　はい、登録して頂いていることになります。

石田委員 　事業番号４４２０１「父親の子育て参加の促進」ですけれど、平

成２７年度目標が参加率５０％となっていますが、何を基準とした

参加率ということなんですか。

事務局 　保育課によると、今年度から改めて集計し直すとの事ですので、

はっきりとしたことは確認しておりません。催し等のお呼びかけを

した時に「お父さんにも参加して頂きたい」とも呼びかけし、参加

頂ける方が５０％を目標としていると伺っています。

石田委員 　呼びかけした人の５０％に参加してもらいたいという意味で、子

育てしている父親の５０％ではないと。

稲葉委員 　表現が違うんですね。

榎本会長 　よろしいでしょうか。それでは次に移ってください。

事務局 ○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

◎事業番号５１１１２

　「図書館自主事業（ブックスタート事業）」

　　・Ｈ２７目標設定として、前年と同じ実施回数を維持。

◎事業番号５１１１５

　「入浴介護サービスの充実」

　　・Ｈ２７目標設定として、実利用人数１０人。（第４期久喜市

　　　障がい福祉計画より）　　　

◎事業番号５１１１８

　「子ども子育て支援事業計画策定」

　　・「今後の方向性」は『完了』。

　　・平成２６年度に計画策定が完了しているため。

◎事業番号５２１０７

　「自然及び生活環境に配慮したまちづくりの推進」

　　・下水道施設課のＨ２７目標設定として、整備率０．５％増。

◎事業番号５２２０１

　「防犯・防災に配慮したまちづくりの推進」

　　・生活安全課のＨ２７目標設定として、こどもレディース

　　　１１０番の家の委嘱者数の現状維持。

◎事業番号５２２０３

　「高齢者の総合相談窓口の充実」

　　・Ｈ２７目標設定として、のべ相談件数２万件。

◎事業番号５２２０６

　「手話通訳派遣事業の充実」

　　・Ｈ２７目標設定として、年間派遣人数４４０人。

◎事業番号５２２０７
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　「障がい者就労支援事業の充実」

　　・「今後の方向性」は『拡大』。

　　・精神障がい、発達障がいの方の就労支援を行う就労支援セン

　　　ター サテライトを設置するため。

◎事業番号５２２１０

　「移動支援事業の充実」

　　・Ｈ２７目標設定として、見込み量７８人。（ 第４期久喜市

　　　障がい福祉計画より ）現状のまま事業を継続する。

◎事業番号５２２１２

　「高齢者福祉、介護保険制度の充実と相談体制の整備」

　　・Ｈ２７目標設定として、 延べ相談件数を２万件。

基本目標Ⅴについては以上です。

榎本会長 　ありがとうございました。基本目標Ⅴについてご意見ございます

か。

倉持委員 　質問というより意見になります。事業番号５２２０７「障がい者

就労支援事業の充実」について、２０１４年１月に『障害者の権利

に関する条約』を批准して、その後女性と障がいについて、いろい

ろなことを検証する機会を、県からも提供されたと思います。それ

に合わせてかなと思ったのですが、非常に意義のある事業だと思い

ます。この事業は啓和会に委託して、就労支援センターサテライト

を設置するとの事です。私が女性と障がいについて意識しているこ

とで、女性であるということと、障がいを持っているということに

より、２重の差別を受ける可能性があります。『障害者の権利に関

する条約』は女性に限ったものではありませんですけれど、特に女

性に対しての視点、ジェンダーの視点を持った形で事業を行ってい

ただきたいというのが私の希望です。委託事業で行うことでもあり

ますので、ジェンダーの視点を持った形で事業を行うことについて、

障がい者福祉課の方に話をしていただきたいと思います。よろしく

お願いしたいと思います。

榎本会長 　啓和会の施設長の池並先生は、この視点を大変持っておられる方

ですので、ご説明されればすぐ分かって頂けるような気がします。

倉持委員 　安心しました。それをお聞きして、とてもうれしいと思います。

事務局 　では、担当課である障がい者福祉課にもお伝えしたいと思います。

榎本会長 　そうですよね。どんな所にも、その視点のある人が事業を行なっ

ていかないとおかしなことになりがちですよね。

　他にはございますか。

　よろしいでしょうか。では次に移ります。

○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

◎事業番号６２１０１

　「女性相談事業の充実」

　　・事業番号１１１０４と１１１０５の再掲。

　　・事業内容変更。鷲宮会場での人権・女性相談の開催時間の

　　　変更、及び女性の悩み（カウンセリング）相談の日曜開催を

　　　６月１１月に１回ずつ開催。

○全体について

　全体としては、のべ１７８事業、実施する担当課はのべ２２６課

となります。
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榎本会長 　それでは、最後の基本目標Ⅵについて、ご意見ございますか。あ

るいは全体についてご意見ございますか。

吉田委員 　遡ってしまうのですけれども、事業番号４２２０２「再就職支援

講座の開催及び情報の提供」と、４３２０２「働く女性及び再就職

希望者への支援事業」についてです。どちらも女性の再就職とかに

関わる内容で、平成２６年度の事業評価ではどちらも「△」が付い

ていたのですが、平成２７年度でも「継続」になっています。何か

見直しや拡大、強化とかを考えているのでしょうか。もしあれば、

その内容をお聞かせ頂きたく思います。

事務局 　まず、人権推進課単独での事業というよりは、商工観光課ですと

か労働分野と協力しあうことが必要であると思います。昨年度も

様々な予定は考えてみたのですが、なかなかうまくマッチングでき

なかったところがありますので、今年度も商工観光課と協力しなが

ら進めていければと考えています。

榎本会長 　他にいかがですか。

渡辺委員 　最近弊社の中で、人権に関する新しいキーワードとして「ＬＧＢ

Ｔ」が出てきて、少しずつ着手しております。全体の７．６％くら

いがＬＧＢＴと言われています。久喜市の人口は１５万人くらいな

ので、その７．６％となると、１万人強の方が性的マイノリティと

いうことになります。今は男性、女性という括りになっていますけ

ど、ＬＧＢＴの定義では見た目ではなく、心が男か女で尊重しなさ

いということになっています。今後、男性、女性という定義の中に

ＬＧＢＴの考え方を盛り込んだ活動をしていけばいいのではないか

と感じ発言させて頂きました。

榎本会長 　そうですね。現行ではそれらしい取組みがありませんよね。

渡辺委員 　やはり制度というものは、周りの意識が付いていかないと制度を

変えられません。研修で学んだことですが、例えば、男性の体をし

ているが心は女性である場合、「私は女性トイレに行きたい」と本

人が言っても、周りの女性達は理解できないので女性トイレに行く

のは難しいことになります。そうすると、心は女性なのに、男性ト

イレには行かなければいけないということで、嫌な気持ちになりま

す。そのような相談を受けたらどうするのかというと、やはり周り

の意識を変えていく啓発活動が必要です。実施計画で言うと、基本

目標Ⅰの課題１の辺りに当てはまるでしょうか。人権という大きな

括りの中で、少しずつ啓発活動を行って頂ければと思います。

倉持委員 　男(ひと)と女(ひと)のつどいも久喜市と共催させて頂いている、女
(ひと)と男(ひと)いきいきネットワーク久喜総会において、ＬＧＢＴ

をテーマとして、当事者をお呼びして講演会を開催しました。ネッ

トワークですので、いろいろな団体がございます。女性問題に関心

のある団体だけではなく、いろいろな方が参加しているものですか

ら、もしかしたら、内容に拒否反応が出るのかなと心配しましたが、

全然そのようなことはなく、皆さんそのまま非常に素直に受けとめ

てくださいました。特に異論が出ることもありませんでした。やっ

てよかったと思っております。これからもいろんなことに恐れずに

機会を捉えて取り組んでいきます。今は当事者がカミングアウトと

いうのでしょうか、自分から発信する機会が多くなりましたので、

機会を得るのはそんなに難しいことではないと思います。

　あと、ずいぶん前になりますが、久喜市情報公開・個人情報保護

11



運営審議会で個人情報取扱事務届書について報告を受けたものを検

討したことがあります。そこで気がついたことがあり、市の担当者

に伺ったのですが、以前よりも市の書類において性別をチェックす

る部分が大分少なくなったということでした。性別欄ではどういう

人が「男」でどういう人が「女」なのか基準を伺うと、あくまでも

自己申告ということでした。それは当然ですよね。窓口や書類でも

以前より「男・女」を聞かれることが少なくなったような気がして

いましたのでお聞きしたのですが、「意識して性別欄のチェックを

少なくしている。あえて性別を聞くときはあくまでも自己申告で記

入して貰っている」とのことでした。

稲葉委員 　今、渡辺委員から非常に良いご意見がありました。こちらの計画

しているものが難しいのであれば、やはり人権推進課が意識して、

いろんな所に、いろいろな施策で発信してほしいですね。市として

真剣に関心を持って取り組んでいきますということを、一遍にバー

ンとはいきませんから、少しずつ、徐々に浸透させていってくださ

い。市民には、日々の生活で問題に気づかない方もたくさんいらっ

しゃるかと思うので、問題・対策をちょっと意識させるよう、人権

推進課で推進していただければよろしいのではないかと思います。

事務局 　人権推進課の方で、様々な人権ということで、同和問題から女性、

子どもの人権まで、人権問題として広く啓発しております。ＬＧＢ

Ｔも、その中のひとつの人権として広く啓発していきたいと思いま

す。

榎本会長 　このプランを作るときも、そのようなご意見は多分倉持委員から

出てきていて、全く配慮しないで作られているというものではない

のですが、プラン中の文言にはっきり含まれている訳ではないと思

います。「あらゆる人々」の中に含まれるのでしょうか。稲葉委員

のおっしゃってくださったように、審議会でこういったテーマが出

たということは、大変貴重なことでありますので、十分に配慮して

施策を進めて頂ければありがたいなと思います。

坂庭委員 　すみません。個人的な意見になりますがよろしいですか。私は人

権というよりは、その人を尊重することが一番大事なんじゃないか

と思うんですね。全体を読んだり見たりしていますと、やはり弱い

立場と強い立場があって、全体で弱い立場は女性と高齢者と子ども

かなという印象を受けるんですね。それをどういう風にしたら、弱

い立場の人たちが同じ立場になるように持っていけるかということ

が大事であると思うんですよ。だけども、うまく目標設定するとか

そういうものではなくて、私としては、もっと根本的な、人を輝か

せるような方向性を見つけてほしいなという気がしました。

榎本会長 　そうですね。私も市によって考え方が違うなということを、ここ

のところ体験しました。私は視覚障がい者に情報をお届けするグ

ループを持っていまして、基本的な姿勢は、市民も視覚障がい者も

対等な市民として私達は情報をお届けしなければなりません。例え

ば広報紙ですが、すべてのページを読み上げまして、皆さんに１日

付で配布するのであれば、視覚障がい者の方にも１日付で配布でき

るように作っている訳ですね。そうしましたら、隣町のボランティ

ア団体からお電話がありまして、お話を聞きましたら、広報紙のこ

れは読めないと勝手に削除をして、好きに読み上げているそうです。

視覚障がい者にこれは必要ないだろうという、一般人の考えで削除
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をして読んでいます。また、皆さんと同じように１日付、１５日付

に視覚障がい者の方に配布するという考えは、そういう団体ですか

ら元々ないんですね。そうすると、ボランティア団体のためのボラ

ンティア活動という風にも思えますね。他市のボランティア団体が

久喜市の考えるレベルまで行くには、相当な努力と時間数が必要だ

なと思うのですけれども。全体としてそういう編集をしながら、み

んなが向上していかないといけないなということをすごく思いまし

た。ですから、私の団体としては一生懸命やっているし、「いつで

も聞いて下さい。何でもお教えします。」というようなことを言っ

てくれているんですけれど、なかなか難しいようです。そういう事

例をちょっと挙げさせていただきました。

　よろしいでしょうか。議題（１）を終わらせていただきます。

３ 議題（２）男女共同参画推進月間事業報告

榎本会長 　次、議題（２）男女共同参画推進月間事業報告について、ご説明

をお願いします。

事務局 議題（２）男女共同参画推進月間事業報告について説明。

　資料２に基づき、１日体験学習ツアー 施設見学会、第１２回男

(ひと)と女(ひと)のつどい、男女共同参画に関する情報提供につい

て実施報告する。

○１日体験学習ツアー 施設見学会 

　開催日時　平成２７年６月９日(火)

　見学先　　埼玉県防災学習センター(鴻巣市)

            グリコピア・イースト(北本市)

　参加者数　２０名

○ 第１２回男(ひと)と女(ひと)のつどい

　開催日時　平成２７年６月２７日(土)

　参加者数　４１８人

　共催　　　女(ひと)と男(ひと)いきいきネットワーク久喜

　記念公演　人形劇団久喜どんぐり

○男女共同参画に関する情報提供

　「１日体験学習ツアー 施設見学会 」や「第１２回男(ひと)と女

(ひと)のつどい」など男女共同参画に関する情報を、広報くき、市

ホームページ、ツィッター、フェイスブック、市政・イベント情報

メール、庁内広報モニターなどの媒体を活用して周知した。

　資料２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。何かご意見でもご感想でもありました

らお願いいたします。

　男(ひと)と女(ひと)のつどいは男女別の参加者数の統計は取って

いるのですか。

事務局 　男女別の統計は取れませんでした。申し訳ありません。

榎本会長 　先ほどの意見があったので、男女別の参加人数が気になりますね。

　倉持委員どうですか。つどいの印象としては。

倉持委員 　そうですね。お天気の割には思ったよりも参加者が多かったです。

準備の段階から雨が降りまして、２日続けて降っていましたもので
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すから参加団体の方にもいろいろな意味で負担をおかけしたと思い

ます。市の方が共催事業ということもありますけれど、全面的に協

力していただきまして、本当に助かりました。

榎本会長 　私が冒頭で言いましたように、私の参加団体にとってすごく意義

が深かった気がして満足しているんです。ヒョンなきっかけから、

そういうような話になりました。

倉持委員 　あと、個人的な感想で申し訳ないのですけれど、一日体験学習ツ

アーで、鴻巣市にある埼玉県防災学習センターに行きました。個人

的には前にも行ったことのある施設であったものですから、他の施

設の方がよかったなとも思っていたんです。けれども、体験コー

ナーで風とか煙とか地震とかを実際に体験してみまして、最初に体

験したときはもっと大変でとても怖い思いをしましたが、今回２回

目になりますと、こんなに簡単だったっけというような印象を持ち

ました。繰り返す、一度体験するというのは、非常に大きな意味が

あるものだなと改めて思いました。ゆえに、繰り返しを恐れず、有

意義なことは続けて頂ければと思いました。

榎本会長 　防災訓練ですね。

稲葉委員 　私も１回行ったことがあります。

倉持委員 　もう１度いらしたら少し感覚が変わると思います。

榎本会長 　では、次の議題（３）その他に入るのですけれども、その前に、

新井委員ご感想などいかがですか。

新井委員 　皆さんのお話を聞けて大変良かったです。１つお伺いしたいので

すが、１日体験学習ツアーの見学先はどうやって決めるのですか。

事務局 　ご参加いただいた皆さまからご意見を伺ったり、アンケートをと

らせて頂いておりますので「こんな場所がいい」「こんな場所があ

るよ」という意見を参考にさせていただいております。事務局とし

ては、男女共同参画というテーマに関する場所に加えて、男女共同

参画によらず興味を持って参加していただける場所の２箇所を、

テーマを考えながら組み合わせて計画しています。今回で言います

と、女性が地域防災に積極的に加わろうことをテーマとして埼玉県

防災学習センターを選びました。他に、皆さんに身近に親しんで頂

いているお菓子の工場としてお話の話題になるといいのかなという

ことで、グリコピア・イーストを選びました。

榎本会長 　行きたいですよね。

新井委員 　個人的に行ったことがあるのですけれど、皆さん１日体験学習ツ

アーに参加されているのですか。

事務局 　審議会の皆さまはお仕事もされているところで、お忙しくてい

らっしゃいます。また平日開催でありますので、なかなか難しいで

す。

榎本会長 　ありがとうございます。中村委員はいかがですか。

中村委員 　男(ひと)と女(ひと)のつどいについて、お天気の話ですけれど、

金曜日はすごい雨で、私はいろいろ出かけていましたが、すごかっ

たですね。前日はそのような中で準備と、当日は地域振興券の販売

が重なったりして、大変な日程であったと思っています。お疲れ様

でした。当日は公演会があって参加者１２１人とありますが、演題

は何だったのでしょうか。

事務局 　当日は記念公演を開催しまして、人形劇久喜どんぐりに上演が行

われました。
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中村委員 　そうですか。

事務局 　資料２の１０ページに記録写真がございます。小さいお子様を始

めとして幅広い年代の方にお集まりいただきました。会場もかなり

の満席で、壁ぎわの席も埋まるくらいの盛況になりました。

中村委員 　会場は中央公民館なんですね。

事務局 　はい。

中村委員 　今回はお話のほうの講演ではなかったのですね。分かりました。

ぜひまた今度は参加させて頂きたいと思います。

榎本会長 　当日は人権相談もやっていたんですよ。

中村委員 　そうでしたか。毎年つどいのときには、人権相談も行われている

のですか。

榎本会長 　そうです。毎年やっていますよ。

中村委員 　そうなんですね。

榎本会長 　他にはいかがですか。よろしいでしょうか。

３ 議題（３）その他

榎本会長 　では、議題（３）その他で、用意されたことについて報告をお願

いいたします。

事務局 　事務局からご報告がございます。

　前回の審議会でご質問がありました件でございます。久喜市とし

ましては、講座を開催する際には託児・保育を付けることが原則と

なっています。予算の関係や対象者の判断から講座を開催するにあ

たって保育や託児を行わなかったことに対して、市民から実施して

欲しかったという要望があったかどうかというご質問が前回の審議

会でございました。講座を実施した課に確認をいたしましたところ

結論としては、どの課においてもそういった要望はなかったと回答

を得ました。

　ですが、久喜市といたしましては、男女共同参画行動計画におい

て、市で開催する講座は託児・保育付を原則としています。人権推

進課では引き続きそういった理解を求めるよう働きかけていきたい

と考えています。報告は以上になります。

榎本会長 　手話通訳は、対象者がおられても、おられなくても実施されてい

らっしゃいますよね。理想的には託児がそのような形で設けられる

ようですと、安心して子育て世帯が参加できるということでしょう

かね。なかなか大変なことであると思いますけれども。

事務局 　引き続き働きかけていきたいと思います。

倉持委員 　ひと言付け加えさせていただきますと、今回の男(ひと)と女(ひ

と)のつどいの記念公演の時には、手話通訳さんを付けたのですけれ

ど、劇団員の方から、騒ぐ子どもがいても小さい子に見てもらいた

いから託児は必要ありませんと申し入れがありましたので、託児に

ついての呼びかけは行っておりません。

榎本会長 　よろしいでしょうか。議題については以上を持ちまして終了とさ

せていただきます。ご協力ありがとうございました。

４閉会

事務局 　ありがとうございました。ご苦労様でございました。本日審議頂

きました平成２７年度の計画につきましては、これ以降は各所管課

においてこの計画を元に進めて参りたいと思います。また、本日の

審議会をもちまして、平成２７年度の審議会は終了をいたしました。

今後は、苦情等の申し立てや、急ぎ審議していただく男女共同参画
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の事例が発生した場合等において招集することがあろうかと思いま

す。その時はよろしくお願いいたします。

　それでは、閉会にあたりまして、最後に大塚副会長様から閉会の

ごあいさつをいただければと思います。よろしくお願いいたします。

大塚副会長 　皆さまお疲れ様でした。新年度の事業計画が今回出たわけでござ

いますが、資料を拝見しまして事務局の方で毎回工夫をしてくだ

さって、皆さんからの要望が資料に反映されるような形でどんどん

どんどん良くなっていると感じます。事務局の皆さん、大変ご苦労

様です。さらにどんどん要求すればやってくれるのではないか、私

達ももっともっと事務局に要求しなければならないな、今まで要求

が足りなかったかなという風に思っている次第です。

　今日、渡辺委員さんと稲葉委員さんの方からＬＧＢＴという言葉

が出ました。おそらく議事録にもこの言葉が出ると思います。この

審議会において、大変大きな意義があったかなという風に思います。

前回も私は「男女」という言葉に違和感を感じていると申し上げま

したが、まさに世の中もそのような時代に入ってきていると思いま

す。すべての方が、その方の個性を極めて自然な形で、窮屈でなく

発揮できるような環境を用意できない企業は投資に値しないと、グ

ローバル企業においてはそのような形で投資家からそっぽを向かれ

るという時代にすでになってきております。それは地方自治体にお

きましても、同じような形で同じ様になってくるのではないかと思

います。今回、この審議会でＬＧＢＴが語られたことと、その記録

は、非常に意義があったんじゃないかなと思います。それを第１歩

として、より良い方向に皆さんで進めていければと思っております

ので、今後ともよろしくお願いいたします。本日はどうもお疲れ様

でした。

一同 　お疲れ様でした。

事務局 　ありがとうございました。以上をもちまして平成２７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。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２７年７月２５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   稲葉 敏夫 　

 榎本 恭子 　

(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。
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