
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

　久喜市男女共同参画審議会委嘱式

　・市長から委嘱書を交付

　・委員の自己紹介と事務局職員の紹介

　第1回久喜市男女共同参画審議会

　　１．開会

事務局 　続きまして、第 1回久喜市男女共同参画審議会に入らせていただ

きます。まず、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。配布資料の 1枚目が

こちらの次第になります。２枚目が久喜市男女共同参画審議会委員

の名簿です。続けて、資料１が平成２６年度推進状況調査になりま

す。資料２が課題ごとの推進状況調査の集計表、資料３が基本目標

ごとの推進状況調査の集計表になります。資料４は全課共通取組事

項の推進状況になります。次に資料５、目標数値でございます。資

料６は平成２７年４月１日現在の女性登用率になります。資料７は

男女共同参画推進月間事業になります。最後に、別冊の冊子として

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でございます。以上１０点でございますが、不

足はありませんでしょうか。

事務局 　ありがとうございます。本日は初めての会議でございます。皆様

に４点ほどご了承いただきたいことがございますので、ご案内いた

します。

　まず、１点目でございます。本市では審議会等の会議の公開に関

する条例に基づきまして、会議は公開することを原則としておりま

す。そのため、本審議会の会議も公開したいと存じます。次に２点

目でございますが、会議開催については事前に公表を行うことが規

定されております。それを受けまして、市では市の掲示板やホーム

ページ上に会議開催についての掲載をしております。本日の、この

会議開催につきましても事前に公表しております。３点目でござい

ますが、会議の傍聴を希望される方が、この会場にお見えになるこ

ともございます。傍聴席を後ろのほうに用意させていただきます。

最後に４点目でございます。会議の記録のため、会議内容の録音と

写真撮影をさせていただきますのでご了承いただきますようお願い

いたします。以上４点について、ご了承くださいますようよろしく

お願い申し上げます。

　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

れば開催することができません。本日は１０名中９名の委員さんに

ご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。

　　２．市長あいさつ

事務局 　それでは、会議開催にあたりまして、田中市長よりごあいさつを

申し上げます。よろしくお願い申し上げます。

市長 　皆さん、こんにちは。本日、平成２７年度の第１回久喜市男女共
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同参画審議会開催のご案内を申し上げましたところ、大変お忙しい

中、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。ただいま審

議会委員として委嘱をさせていただきました。どうぞよろしくお願

い申し上げます。

　さて、私は合併後の久喜市長として、昨年２期目の就任にあたり

まして「久喜№１宣言」をお約束させて頂きました。そのひとつに

「住みやすいまち№１の実現」を掲げております。少子高齢化が進

む時代にあって、いつまでも安心して暮らせるまち、次世代を担う

子どもたちが健やかに成長できる、魅力的なまちづくりを目指して

様々な施策に取組んでいるところでございます。

　こうした取組みに加え、久喜市が真に魅力的なまちであるために

は、男女共同参画のさらなる推進が必要であると考えています。あ

らゆる世代の誰もが健康で安心して暮らすことができ、男性も女性

も、その個性と能力を発揮できるまち、あらゆる男女にとって、や

さしいまちでなければなりません。引き続き、あらゆる分野で、男

女共同参画の推進を図ってまいります。しかしながら、男女共同参

画社会の実現は、行政だけで達成できるものではありません。市民

や事業者の皆様との協働により成し得るものと考えておりますので

男女共同参画社会実現のため、お力添えを賜りますようよろしくお

願い申し上げます。

　１点だけ久喜市のＰＲをさせて頂きます。合併して６年目を迎え

るわけでございますが、従来よりの検討事項でございました、久喜

市マラソン大会を今年度実施したいと考えております。現在埼玉県

は４０市２２町１村の合計６３市町村で構成されております。調査

をしたところ、県内で何らかの形でマラソン大会を実施している自

治体はすでに４０を超えているとのことでございます。ご存知の通

り、市内には市民ランナーとして有名な川内優輝選手がいらっしゃ

います。「川内優輝選手がいるのになぜ久喜市にはマラソン大会が

ないのか」という、お叱りに近いお話を受けるようになってまいり

ました。川内優輝選手を応援するという意味も込めまして、明年、

平成２８年３月の第１日曜日または第２日曜日に大会を実施したい

と考えております。なぜ日程が３月の始めであるかと申しますと、

マラソン大会は通常冬場に行われるものでございますが、周辺の蓮

田、白岡、幸手、加須、古河等はすでに実施しております。日程を

重ねてしまうわけにはまいりませんので、後発である久喜市がスケ

ジュールの空いている時期を探しますと、日程は３月上旬になりま

す。これまで埼玉県ではフルマラソンの許可を得たことはございま

せんでしたが、横浜国際女子マラソンの後継として、今年の１１月

１５日よりさいたま市でフルマラソンの大会開催が決定したそうで

ございます。そのようなことから、久喜市としては、ハーフマラソ

ンの開催を考えております。他の自治体と同様に、今回開催するマ

ラソン大会は、競技としてのマラソン大会という意味だけでなく、

シティプロモーションとしてのマラソン大会を考えています。つま

り、何らかの形で参加者に久喜市を売り込んで、交流人口や定住人

口の増加につなげていきたいと思っております。例えば「おやこマ

ラソン」とか、あるいは、鷲宮地域のアニメを活かした「仮装マラ

ソン」など、参加者だけでなく見ている方も楽しめるようなマラソ

ン大会を目指していければと思います。その実現には、行政あるい

は関係機関のスタッフだけでは足りそうもございません。いろいろ
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と調査を行っておりますが、おおむね当日は 1000 人ほどのボラン

ティアが必要になると想定されます。具体的な計画が決定いたしま

したら、広報等でご案内いたしますので、ご協力をいただければと

思います。もちろん選手としてハーフマラソンで走っていただいて

もかまいませんので、よろしくお願いいたします。

　それでは、本日の審議会を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。

　　３．会長・副会長の選出

事務局 　それでは、次第３の会長、副会長の選出に入らせていただきます

審議会には「男女共同参画を推進する条例」第２０条第５項の規定

によりまして、会長並びに副会長１人を置くことになっております

本日は第１回目の会議でございまして、議長となります会長が選出

されておりません。従いまして、会長が決まるまでの間、田中市長

に仮議長についていただき、会議を進めていきたいと存じます。田

中市長よろしくお願いいたします。

仮議長

（市長）

　それでは、会長、副会長が決まりますまでの間、私が議長を勤め

させていただきます。よろしくお願いいたします。

　ただいま事務局から説明がありましたとおり、この男女共同参画

審議会には、会長及び副会長をそれぞれ１人置くことになっており

ます。その選出につきましては、委員の互選によってこれを定める

ことになっています。それではお伺いいたします。会長については

いかに取り計らったらよろしいでしょうか。

　推薦あるいは立候補をお願いします。

倉持委員 　新しく委員になられた方は何かご希望があれば伺いたく思います

が、いかがでしょうか。新しい方法とかフレッシュな感覚で何かあ

りましたらお願いします。

仮議長

（市長）

　選出方法ですから、新しいものというのは難しいかとは思います

ご意見としてこのようなことになりましたが、皆様いかがでしょう

か。選出方法などでご提案がありますか。

（提案なし）

仮議長

（市長）

　それでは、選出方法については意見がないということで、委員の

選出についてご意見はありますか。

稲葉委員 　はい。委員の選出に関する提案です。勝手に申し訳ないのですが

大変経験の豊富な大塚さんがよろしいかと存じます。昨年度までの

審議会も副会長をやっていただきまして、大変意見等をいただいた

ものですから、個人的な意見でありますけれども、ご推薦申し上げ

たく思います。

仮議長

（市長）

　ただいま稲葉さんから大塚さんが適当であるというご発言が出さ

れました。ほかにご意見のある方はいらっしゃいますか。

倉持委員 　はい。推薦ということであれば、私も個人的な意見ですが、今ま

でずっと会長を務めていらっしゃって、委員のどなたの意見も吸い

上げてくださり、非常に信頼のできる方ですので、榎本恭子さんを

推薦します。

仮議長

（市長）

　ただいま倉持委員さんから榎本委員さんが会長に適当であるとい

うご発言が出されました。会長候補としてお２人の名前が出たとこ

ろでございます。ほかにご意見のある方はいらっしゃいますか。

大塚委員 　はい。会長の推薦に私の名前を出していただいて大変光栄です。

やはりこれまでの経験の中で、榎本委員さんの審議会に対する見識
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の深さは会長に最適なのではないかと思います。私は榎本委員さん

を会長に推薦します。

仮議長

（市長）

 ただいま大塚委員さんから榎本委員さんが会長に適当であるという

ご発言が出されました。会長候補としてお２人の名前が出たところ

でございます。ほかにご意見のある方はいらっしゃいますか。

（意見なし）

仮議長

（市長）

　意見が無いようでございます。推薦された大塚委員さんご自身が

榎本委員さんが会長に適当であるとされておりますので、会長は榎

本恭子さんでよろしいでしょうか。

（一同拍手）

榎本委員 　私がかねがね思っておりますのは、私ももう大分長くなってまい

りまして、エネルギーが枯渇しているのを感じております。本当な

らば、若い方がやっていただければというのが望みでございます。

仮議長

（市長）

　委員の皆様からご賛同いただいたということでございます。会長

には榎本恭子さんとさせていただきます。どうぞよろしくお願いい

たします。

　それでは副会長の選出でございます。それではご発言よろしくお

願いいたします。

倉持委員 　発言させていただきます。去年まで大塚さんと榎本さんと非常に

うまくバランスが取れていたように思います。大塚さんのご見識の

深さをつねづね尊敬いたしておりまして、また副会長として会長と

ともに私たちを引っ張っていただければと思います。

仮議長

（市長）

　ただいま倉持委員さんから大塚委員さんが副会長に適当であると

の意見がございました。ほかに意見はございますか。

（意見なし）

仮議長

（市長）

　ほかの意見は無いようですので、副会長には大塚委員さんでよろ

しいでしょうか。

（一同拍手）

仮議長

（市長）

　ありがとうございます。一同異議なしとのことで、会長には榎本

委員さん、副会長には大塚委員さんと決定させていただきます。よ

ろしくお願いいたします。

　では、お陰をもちまして、無事、会長と副会長を選任することが

できました。これを持ちまして、仮議長の任を解かせていただきま

す。ありがとうございました。

　　４．会長・副会長あいさつ

事務局 　ありがとうございました。それでは、選任されました榎本会長さ

まと大塚副会長さまから、一言ずつご挨拶をいただきたければと思

います。榎本会長、どうぞよろしくお願い申し上げます。

榎本会長 　皆様からご推薦をいただきました、榎本恭子でございます。昨年

までもずうっと感じていたのですが、大塚副会長さんには審議会中

に支えていただきまして、おかげで何とか審議会を進めてこられた

ように感じます。けれども、こうしてご推薦をいただいきましたか

らには、力不足かと思いますが皆様からのご協力を頂戴し、精一杯

努めてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

事務局 ありがとうございました。続きまして、大塚副会長、どうぞよろし

くお願い申し上げます。

大塚副会長 　前期に引き続きまして皆様から副会長にご推薦いただきました。
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榎本会長をお助けしながら、多くのことを榎本会長から学び、２年

間の任を務めさせていただきたいと思っております。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。市長と総務部長につきましては、この

後公務がございますので、ここで退席させていただきます。

市長 　どうぞよろしくお願いいたします。

事務局 　それでは議題に入らせていただく前に、会長副会長には前の席へ

お移りいただきます。お席を整えます間、暫時休憩とさせていただ

きます。

　　５．議題

事務局 　それでは再開させていただきます。これより、審議会の進行につ

きまして、会長に議長をお願いいたします。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、議題について進めさせていただきたく思

います。円滑に議事が進行しますよう、皆様方の格段のご協力よろ

しくお願いいたします。

　まず、1回目の会議でございますので、議題に入る前に、会議録

の作成や審議会の運営などについて、事務局から説明をお願いいた

します。

事務局 　事務局からは、３点ほどご案内とご検討いただきたいことがござ

います。１点目は会議録の作成と会議録の署名についてでございま

す。２点目は久喜市男女共同参画を推進する条例についてでござい

ます。３点目は部会の設置についてでございます。

　まず、１点目の会議録の作成と会議録の署名についてご説明させ

ていたします。審議会等の会議においては、審議会の会議の公開に

関する条令の規定により、会議録を作成しなければならないとなっ

ております。久喜市における審議会等の会議の公開にかかる基本的

な考え方といたしましては、会議録は全文記録方式または、できる

限り全文記録に近いかたちで作成することを原則としております。

会議録の作成におきましては、要点方式での作成もございますが、

事務局といたしましては、市の基本的な考え方にあわせまして、全

文記録方式またはそれに近いかたちでの会議録作成を提案したく思

います。先ほどお願いいたしましたとおり、会議内容を録音いたし

まして、それをもとに発言者の氏名を含めて会議録を作成いたしま

す。また、作成いたします会議録の確認と署名でございますが、会

議録ができ次第、委員の皆様あてに送付をさせて頂きまして、ご確

認をしていただく予定でございます。確認後、会議録への署名は、

５０音順となっております委員名簿順に各２名ずつお願いしたいと

思っております。説明は以上でございます。

榎本会長 　ありがとうございました。内容は２つございました。

　会議録を作成して公表することになっているのですが、発言した

全文をそのまま載せる方式と、要約して載せる方式の２つがありま

す。事務局では、これまで通り全文方式でやっていきたいとのこと

です。このことについて何か質問はございますか。

倉持委員 　すみません。言葉が整わないことが多いものですから、できる限

り全文形式に近い形ということで、発言の趣旨を変えない形で文言

を整えさせていただけるようにお願いします。

榎本会長 　そうですね。事務局はご了解いただけますでしょうか。
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事務局 　はい。

榎本会長 　それでは全文記録方式に決定したいと思います。

　それから、会議録の署名についてです。事務局から５０音順の名

簿順という提案をいただきましたが、これについてなにかご意見は

ございますか。

（意見なし）

榎本会長 　議事録は会長も署名するのですか。

事務局 　毎回会長の署名をいただくことはありません。５０音の名簿順に

すべての委員の方々から２人ずつ署名をお願いします。この方式で

は、今回は新井委員と石田委員から署名をいただき、会長の署名は

いただきません。

榎本会長 　分かりました。それでは意見も無いようですので、署名の方式は

そのようにいたします。続けて事務局の説明をお願いいたします。

事務局 　かしこまりました。２点目の久喜市男女共同参画を推進する条例

についてご説明いたします。緑色の冊子の１０２ページをご覧くだ

さい。久喜市ではこの条例に基づきまして、男女共同参画の推進に

努めております。後ほどご一読いただければと思います。ここでは

特に男女共同参画審議会に関連する項目第１１条から第２２条につ

いてご説明いたします。１０６ページをご覧いただければと思いま

す。条例第１８条には審議会の設置について、第１９条は審議会の

所掌事項について、第２０条には審議会委員の組織等についての条

文がございます。男女共同参画審議会はこれらに基づいて設置運営

されております。第２１条は会議についての規定がございまして、

第２項には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

ができないと定められております。会議冒頭でご説明いたしました

が、本日は９名の委員に出席いただいてございますので、定足数に

達しておりますので開催の運びとなりました。条例第１８条から２

１条までの男女共同参画審議会に関連した条文については以上でご

ざいます。

榎本会長 　ただいまのご説明に何かご質問やご意見ありましたらお願いいた

します。

（意見なし）

榎本会長 　意見が無いようですので、続きをお願いいたします。

事務局 　続きまして、３点目ですけれども、部会の設置でございます。１

０５ページから１０６ページをご覧いただければと思います。条例

第１６条第１項と第２項におきまして、市長は行動計画の実施又は

男女共同参画を推進することに影響を及ぼすと認められる施策に関

し、市民又は事業者から苦情の申出を受けた場合は、適切な措置を

講ずるよう努めることとなっております。さらに必要があれば、市

長は審議会に対して意見を聞くことができるものとなっています。

１０７ページの条例第２２条をご覧ください。もし苦情などがあり

まして、このことについて市長が審議会等に意見を求めた場合、審

議会では条例第２２条により部会をおいて調査できることになって

ございます。部会は部会員で組織し、部会員が委員を兼ね、さらに

部会の組織は会長が審議会に諮って定めると規定されています。部

会の設置は「置くことができる」という規定ですので、部会を置か

ないことも可能でございます。したがいまして、苦情処理について

の調査のための審査を、部会を設置して行うか、または部会を設置
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しないで全ての審議会委員をもって行うかということについてご検

討いただければと思います。部会を設置する場合には、部会員の人

数、部会員の選出、部会長および部会長代理を決めていただくこと

になります。参考に申し上げますと、これまでの審議会におきまし

ては、部会を設置しないで審議会の委員全員で調査に当たるという

決定がなされておりました。説明は以上になります。

榎本会長 　ありがとうございます。市長が審議会への意見を求めたとき、部

会が調査するということでございます。部会員を選出して行うのか

それとも設置せずに委員全員で行うのか、ということであったかと

思いますが、何かご意見ございますでしょうか。

（意見なし）

榎本会長 　これまでは、部会を設置せず、委員全員で対応することになって

いたとのことですが、新しい審議会でもそのようでよろしいでしょ

うか。

（賛同の声）

榎本会長 　それではそのようにしたいと思います。審議会前に確認しておく

べき事柄は以上となりますが、事務局もよろしいでしょうか。

事務局 はい。

　　議題（１）平成２６年度実施計画の推進状況調査報告について　

榎本会長 　議題（１）平成２６年度実施計画の進捗状況調査報告について、

事務局より報告をよろしくお願いいたします。

事務局 　それでは説明させていただきます。

稲葉委員 　すいません。提案をよろしいですか。議題（１）ア）イ）ウ）の

説明の順番ですが、議題（１）ア）は一番詳細な内容になっており

議題（１）イ）、議題（１）ウ）と、より全体の目標に近い内容に

なっています。皆さんがよろしければ、全体に近い議題（１）ウ）

から説明を開始していただいた方が分かりやすいと思います。

榎本会長 　今のご意見いかがですか。

倉持委員 　以前から審議会の委員をしている私たちはその方法がよろしいか

もしれません。しかし、今回は新しい審議会での第１回目でござい

ます。新しく委員になられた方たちは、順々に説明していただいた

方が分かりやすいのではないでしょうか。

吉田委員 　私は、先ほど稲葉委員がおっしゃった通り、導入を全体の目標か

らとした方が、話を進めていく上でもスムーズに入っていくことが

できると思います。

榎本会長 　このような意見が出ましたが、事務局いかがですか。

事務局 　次第の順番を入れ替えて、議題（１）のウ）から進めることは可

能です。そのように進めてよろしいでしょうか。

榎本会長 　事務局はそのように発言していますが、皆さんよろしいですか。

（賛同の声）

事務局 　それでは、議題（１）のウ）から説明を始めます。

事務局 【議題（１）ウ）を、資料５により事務局説明】

・数値目標の達成状況について項目ごとに説明。すでにいくつかの

　目標については平成２９年度までの目標を達成している。

榎本会長 　これについて、何かご意見はございますか。

稲葉委員 　市民の意識調査の実施については今後どう予定していますか。

事務局 　こちらは、次の男女共同参画行動計画を策定する際の基礎資料と

して、平成２８年度または平成２９年度に調査を実施する予定でご
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ざいます。

榎本会長 　他に意見は無いようですので、次に進みます。

事務局 【議題（１）イ）を、資料４により事務局説明】

榎本会長 　それでは、ご質問等はありますでしょうか。

稲葉委員 　平成２９年度の全体目標に対して、市は男女共同参画を推進でき

ているという判断でよろしいですか。

事務局 　まだ達成できていないものがありますが、進展していると考えて

おります。

榎本会長 　男女共同参画人材リストの活用は３件でした。この３件を効果が

あったとみるのかどうか。これにより、審議会に登用されたのです

から効果はあったのでしょうね。

事務局 　人材リストの登録者にはたいへんご協力をいただいております。

人材リストのレイアウトを修正するなど、より活用しやすくなる変

更を検討しています。

榎本会長 　設問４の情報誌やチラシについて、担当課以外の第３者が確認し

ていますか。

事務局 　各課は市のポータルサイトから、男女共同参画に配慮した表現ガ

イドを参照して印刷物を作成しています。また、他課より人権推進

課に、意見を求められることも多いです。

榎本会長 　続けて、託児についてです。「託児の希望があればしますよ」と

いう案内をするのでしょうか。

事務局 　託児を実施しなかった１５件には、託児の実施を案内したけれど

も、応募がなかったため実施しなかったものが９件含まれておりま

す。

榎本会長 　対象者を中高年以上の高齢者としている場合は、託児はないので

すか。

事務局 　はい。中高年以上の高齢者としている場合は、開催案内などの中

に託児ありの表記はしていないというものになります。

吉田委員 　託児についてなのですが、託児があってほしいとの声がよせられ

たことはありましたか。

事務局 　持ち帰りまして、調査しました結果を次回の審議会でご報告した

いと思います。

吉田委員 　分かりました。この審議会は託児の対象になるのでしょうか。

倉持委員 　吉田委員のお話に加えまして発言します。先ほど、対象者が高齢

者の場合は託児ありとしていないとありましたが、近頃は生活様式

も変わり、高齢者が孫の面倒を見ている場合もあるのではないで

しょうか。

榎本会長 　新井委員さんは託児に関してどのように思いますか。

新井委員 　自分は今託児を必要とする立場ではなかったのですが、貴重な意

見だと思います。

榎本会長 　ありとあらゆる場合を考えると、講演会や講座には、託児の準備

を整えていくのが望ましいということですね。

新井委員 　そうですね。

榎本会長 　それでは、ほかに質問も無いようですので、次に移ります。

　議題（１）ア）について説明をお願いします。

事務局 【議題（１）ア）を、資料１、２、３により事務局説明】

・資料1の表の見方について
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・平成２６年度に計画した事業、実施内容を記載。

・担当課が直接入力して回答。

・「男女共同参画への配慮」欄は、

　Ａ欄…企画・実施にあたり男女それぞれの意見を聞いたか。

　Ｂ欄…男女が利用・参加しやすいように配慮したか。

　Ｃ欄…男女共同参画の推進に効果があったか。

　について各所管課が自己評価を行い、「◎…十分できた・

○…できた・△…どちらかというとできなかった」の３

段階で評価する。どうしても判断できない場合は「－」を

記入する。

・「今後の対応策」の欄には、「男女共同参画への配慮」欄の

　回答欄に「△」がついた場合に対応策を記入する。

・「目標【施策の方向性】達成度」欄は、【施策の方向性】と

　して設定されている事柄を事業の目標として捉え、目標の

　達成度を「◎・○・△」で自己評価し、その理由を記入。

【資料１、２、３により、基本目標Ⅰについて説明。】

榎本会長 　基本目標Ⅰ「男女の人権が尊重されるまちづくり」について、皆

さんご意見やご質問をよろしくお願いいたします。

（発言なし）

榎本会長 　事業番号１１１０５「女性の悩み（カウンセリング）相談事業の

充実」についてですが、１１月には日曜日に相談を行ったのですね

その実績と効果をどのように見ていますか。

事務局 　１１月の日曜相談を、前年度の４枠から８枠に拡大して開催しま

した。その８枠の予約はいっぱいになりましたが、全体の利用率は

下がってしまいました。その理由は直前キャンセルや無断欠席が多

いためですが、相談に来ること自体が勇気の要ることですから、こ

この数字を上げていくのは難しいかと思っています。

榎本会長 　日曜日だから来やすかったという意見はありましたか。

事務局 　利用された方から「日曜日だから行きやすかった」とのような意

見はありませんでした。「予約があいているのであれば、できる限

り早く相談したい」との希望が多くございました。今後も日曜日の

開催を継続していきたいと考えております。

倉持委員 　日曜日は配偶者が家にいる日ですよね。利用者は相談に行きやす

いのでしょうか。

事務局 　平成２４年度に、中央保健センターに３歳児検診と１歳６ヶ月検

診にいらっしゃった方を対象に、女性相談の日曜開催についてアン

ケートを行いました。結果として、「行きやすい」、「行きにく

い」の割合は半々でした。

榎本会長 　ありがとうございました。どちらかというとウイークデーが利用

しやすいのでしょうか。他に意見はございますか。

稲葉委員 　はい。１点目は事業内容の効果についてです。事業の達成度につ

いて、事務の実施部署の主観的な文章だけでなく、目標値とそれに

対する結果の数値を表示してはいかがでしょうか。２点目として、

実施状況の結果について、推進部門である人権推進課から、事業の

改善について各実施部署にどの程度指摘等を行っているのでしょう

か。

事務局 　１点目についてですが、できるだけ数値をもって回答するようお
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願いしています。２点目について回答します。審議会でいただいた

ご意見を、事業の所管課にお伝えし、次年度の事業計画策定に反映

するよう指摘を行っております。

稲葉委員 　人権推進課は「推進部門」ですよね。他課に意見を言ったりして

推進することをしているのですか。

事務局 すべての計画ではありませんが、計画策定などの段階において人

権推進課が意見を出したりすることはあります。

榎本会長 事業番号１２１０１「生涯を通じた健康支援」について、「共同

参画への配慮」の評価はＡ、Ｂ、Ｃともに○となっていますが、

「目標の達成度」の評価は◎になっています。この判定については

いかがですか。

事務局 　各項目の評価については事業の所管課の自己評価ですので正確な

意図までは不明な部分があります。この事業に関しましては、高齢

者の方々に男性女性に関わり無く、幅広く利用されている事業であ

ります。事業内容もあって、所管課の行っている「共同参画への配

慮」以上に「目標達成」の効果が出ているものと考えられます。

吉田委員 　事業番号１１１０１「人権意識の高揚」についてです。先ほど、

前回の市民の意識調査は平成２２年度にあり、次回の調査は平成２

９年度と伺いました。その間の期間の進捗状況の評価についてどう

のようにお考えですか。また、市内４地区で人権のつどいが開催さ

れているとのことで、人権に関心の高い方に対しては、推進を図る

のによいイベントであると思います。しかし、人権に関心の薄い方

は、このような場になかなか訪れません。そこで、市内で行う他の

イベント、例えば家族で参加するようなイベントにブースを設ける

などしていますか。また今後そのような予定はありますか。

事務局 　現時点では、ブースとしての参加を予定しておりません。人権の

つどいは、地域の保育園・幼稚園のお子様から、地域の活動団体や

高齢者の方といったように、さまざまな方の参加でつくりあげる事

業です。そのため、人権に対する関心が薄い方でも、気軽にお越し

いただいて、人権についてふれる催しになっていると考えます。

榎本会長 　そのような意味で大変効果があると考えますよね。他にいかがで

すか。

榎本会長 　続けて基本目標Ⅱをお願いします。

事務局 【資料１、２、３により、基本目標Ⅱについて説明。】

榎本会長 　それでは、基本目標Ⅱについてご説明いただきましたが、ご意

見・ご提案がありましたらお願いします。

石田委員 　事業番号２１２０２「男女共同参画推進月間事業における共催事

業の実施」につきまして、「第１１回男（ひと）と女（ひと）のつ

どい」が開催されたとあります。この催しの参加者は圧倒的に女性

が多く、男性の参加者が少ないと思います。男性の参加者の増加の

ためになにか考えられているのでしょうか。

事務局 　昨年度は、男性が主催している、俳句の団体にご応募いただきま

した。このように少しずつ男性の参加者を増やしていければと考え

ています。

榎本会長 　ここはちょっと何か工夫をしていただいて、男性が参加しやすい

企画などを考えていただきたいと思います。人権のつどいはいろい

ろな方が参加できるような配慮を持って企画されていますよね。男

（ひと）と女（ひと）のつどいは、もう少しそこを前面に出しても
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いいのかなと思います。

事務局 　今後の事業に活かしていきたいと思います。

榎本会長 　他にはいかがでしょうか。

　事業番号２１２０８「セミナー・講演会等委託事業」の中で、な

の花会が実施した「男女共同参画社会の形成と女性活躍推進」とい

う講演会は、男性の参加者が多かったですね。何か推進されたので

しょうか。

事務局 　こちらの事業は、女性問題学習グループなの花会さんに委託を行

い、なの花会が企画運営したものになります。この講演会では、鹿

嶋敬先生という著名な講師をお招きいただきました。そのため、各

方面でご存知の方に幅広くご参加いただいたのではないかと思いま

す。

榎本会長 　よろしいでしょうか。

　それでは基本目標Ⅱを終わり、基本目標Ⅲのご説明をお願いしま

す。

事務局 【資料１、２、３により、基本目標Ⅲについて説明。】

榎本会長 　基本目標Ⅲについて、ご意見・ご提案がありましたらお願いいた

します。

　結果に◎が多いですね。教育分野では男女共同参画が十分に推進

されているように感じます。呼名が変わったので良い流れになった

のでしょうか。

事務局 　所管課にお話を伺いましたところ、男女混合名簿も定着し、当た

り前になっているようです。

榎本会長 　事業番号３２２０３「男女共同参画を身近に学べる機会の提供」

について、中央公民館で実施された「人権講座」に参加者が１０１

人いたとあります。多くの方が参加されたように思いますが、評価

は◎ではなく○であることを不思議に感じます。控えめに評価され

ているのかもしれません。

　他に意見はございますか。

倉持委員 　はい。戻るようで申し訳ないのですが、基本目標Ⅱの、同じく教

育分野に関わる部分としまして、事業番号２３２０１「青少年の性

と人権尊重に関する意識調査の実施」や事業番号２３２０２「デー

トＤＶ防止に向けた啓発活動の推進」が「実施無」になっています

若者の人権やジェンダー意識に関する推進は今後も継続していくべ

きと思います。「実施無」になっている理由はあるのでしょうか。

事務局 　事業番号２３２０１の意識調査に関しては、以前教育部門の担当

と打ち合わせたところ、「青少年」と「思春期」のとらえ方はかな

り幅広いため、調査対象や調査内容を明確にする必要があり、なか

なか進んでおりません。今後がんばって事業を展開していきたいと

考えております。続けて、事業番号２３２０２につきましては、毎

年成人式において、デートＤＶのチラシを配布しています。平成２

６年度も計画していたのですが、運営の体制が変わり、連絡の行き

違いが有ったため配布することができませんでした。平成２７年度

はチラシを配布できるよう準備を進めております。

稲葉委員 　事業番号２３２０１や事業番号２３２０２と同様に、他の「実施

無」となっている事業についても、様々な理由があるのではないで

しょうか。「実施無」である理由を確認できるようにして頂きたく

思います。
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事務局 　次年度の推進状況調査から、事業が「実施無」である場合、その

理由を記載するよう変更させていただきます。

倉持委員 　先ほど事務局に説明いただいたように、事業が「実施無」である

理由が記載されていれば、分かりやすくなりますね。

榎本会長 　他に質問はよろしいでしょうか。

　それでは、基本目標Ⅳについて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。】

榎本会長 　基本目標Ⅳについて、ご質問・ご提案を承りたく思います。

稲葉委員 　事業番号４１１０３「女性登用率４０％以上の達成」について、

女性登用率の推移について確認することはできますか。

事務局 　資料６の５ページをご覧ください。審議会等の女性登用率の推移

のグラフがございます。女性登用率は、平成２２年度より同じよう

な数値で推移しています。

稲葉委員 　審議会の数はいくつですか。

事務局 　資料６の１ページをご覧ください。行政委員会、法令必置の附属

機関、法律条例設置の附属機関、規則要綱等により設置するもの、

これらを合計して５３でございます。

稲葉委員 　ありがとうございました。過去からそれほど増えていないという

ことで取り組みもされているか思いますが、現状についていかがお

考えですか。

事務局 　審議会等によっては、特定の役職の者に対して委員への登用が指

定されていることがあります。その場合、対象となる役職に女性が

いないと、女性登用率が低くなってしまいます。資料６の６、７

ページに、審議会等の女性登用率が３０パーセントに満たなかった

理由と改善に向けての方策が記載されています。

榎本会長 　女性が登用されていない、または男性のいない審議会等もあるの

でしょうか。

事務局 　資料６の２ページから５ページまでをご覧ください。女性委員数

が０人である審議会等は５つございました。

稲葉委員 　女性登用率が低い理由と方策が示されていますが、それは活かさ

れているのか、それとも同じ状況なのか、どうでしょうか。

事務局 　同じ状況が続いている審議会は少なくありません。

稲葉委員 　現状を改善するためには、強い手段をとるべきかもしれません。

女性登用率が低い状況で推移している審議会等については、目標達

成のために対象から外すことや、目標を達成するよう強く働きかけ

ることが必要かと思います。そうでないと状況は同じですよね。

事務局 　すべての分野のあらゆる意思決定過程において女性の参画を伸ば

すことを目標としています。

稲葉委員 　そうですよね。それがすべてです。困難でもやっていただかなけ

ればならないですよね。

事務局 　女性登用率が低い審議会等に対して、その要因について、その都

度検討してもらい改善していくよう、今後も働きかけを続けていき

たいと思います。

倉持委員 　これまでのお話で思ったことですが、このような事業は、成果の

追求とは馴染まないものもあるのではないでしょうか。対象から削

除したら数字としては上がるかもしれませんが、男女共同参画への

取り組み姿勢とは違ってくるかもしれません。事務局のお話にもあ

りましたように、現状について理解した上で、みんなに協力しても
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らい、成果はなかなか上がらないと認識した上で、少しずつ改善に

取り組んでいただきたいと思います。

稲葉委員 　徐々に少しずつですね。

榎本会長 　久喜市防災会議も委員があて職になっていて、女性登用率が低い

状況が続いておりました。しかし、県の指導が入り新しく有識者の

項目を加えたところ、女性委員が３人選任されたということがあり

ました。方法さえあれば変わることは可能ですので、工夫を期待し

たいですね。審議会に女性がいないと男女共同参画の配慮が足りな

いと思われてしまいますよね。

　他に意見はございますか。

　私からもう１つ、１７ページの施策の方向性②「行政における女

性職員の職域拡大と管理職への登用」は、これまでの審議会でも課

題になってきましたが、あまり進歩していない現状が報告されたよ

うに思います。行政の女性登用は、安倍総理も強固に取り組んでい

る事柄です。本格的に取り組む姿勢をみたいですね。大塚副会長、

意見はございますか。

大塚副会長 　管理職になりたがらない女性のお話を伺うのですが、言葉は良く

ありませんが、どこかで強引にでもかたちをつくらなけらばならな

い、かたちをつくってから魂が入ってくることも往々にしてあると

思うのです。前回も申し上げましたが、世の中はこんな遅々とした

流れではなくなってきています。毎年この時期に同じような報告を

きくと思っていました。どうすればいいかという知恵は浮かばない

のですが、女性職員の職域拡大を推進する制度や方策をとってほし

いですね。

榎本会長 　渡辺委員ご意見はございますか。

渡辺委員 　弊社では複数の雇用形態があります。学歴で分けるというわけで

なく、統計的に、結果的にそうなってしまうのですが、本社等では

大学を卒業してキャリアを積んでいく女性が多く、今私のいる工場

では高校を卒業してからすぐ働いている女性は管理職になることを

嫌がる傾向にあります。弊社は育児、介護の面で進んでいるのでは

と自負しているのですが、それでもやはり、軸足を家庭に、家庭を

第一に、というところがあります。工場だけについて言えば、今の

３０代４０代の女性に言ってもなかなか響かないため、入社のとき

からの関わり方を見直さなけらばならないと思っています。

榎本会長 　それは入社のときですか、採用後ですか。

渡辺委員 　入社のときもそうですし、入社後もそうなのかなと考えています。

榎本会長 　時代の要請でもありますね。男性も女性も同じように働いていこ

う。男性も家事や育児の分野に参入していこうというのが主流です

よね。平成２６年度は男性の昇任試験受験者も減りましたね。

倉持委員 　昨日のテレビのニュースで見ましたが、午後４時４５分以降の会

議をなくすとか、大臣とか副大臣が見回って監視するという話でし

た。それを見ながら、これで仕事が終わるのかしらと思いました。

さっき強引にでもというお話もありましたが、国がそういう取り組

みをしているのも示唆的だと思います。

事務局 　厚労省の取り組みでしょうか。まずは厚労省が見本を示さないと

他の省庁はやらないということかと。

榎本会長 　私たちの夫は時代の死ぬほど働くという時代、今は４０時間で家

に帰るという時代に、ようやくなってまいりました。男女が労働市
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場に出て行くのは大事なことだと思います。お手本を示す意味でも

ぜひとも行政職員はがんばって下さい。

事務局 　女性職員のキャリアについて、補足説明させていただきます。事

業番号４１２０３「職員研修の充実」に関して、女性職員を対象と

したキャリアアップ研修を、人事課が平成２６年度に初めて実施し

ました。人事課の取りまとめた回答によると、受講者２９人のうち

２６人がアンケートで「キャリアに対する考え方が変化した」と回

答しており、効果はあったものと考えられます。

渡辺委員 　すばらしい結果です。弊社でも店頭の販売員から管理職になられ

た方が講師となり同様の研修を行ったところ、アンケート結果は

「考え方が変化しなかった」の割合が多く逆の結果になりました。

家庭第一でキャリアに対する意識が薄い。会社側の関わり方が大事

なのかなと思いました。そういった意味では、近い将来、久喜市の

女性管理職が増えることに期待できますね。

事務局 　女性職員に対して、管理職への動機付けとして人事課が始めて取

り組んだ事業です。

倉持委員 　女性職員だけでなく、男性職員の意識や働き方を変化させること

も必要ではないでしょうか。「考え方が変化した」と回答した女性

職員が多いことは、女性の進出について理解のあるパートナーが多

いという印象を受けました。

事務局 　市の職員は男性も女性も男女平等に関する意識は高いものとなっ

ています。

倉持委員 　女性管理職の問題は男性の問題でもあるのですよね。

稲葉委員 　久喜市職員の男女比率はどのようになっていますか。

事務局 　平成２７年４月１日現在の数値ですが、全職員９２３人中、男性

職員は５９１人で６４％、女性職員は３３２人で３６％となってい

ます。

坂庭委員 　議題の途中申し訳ございません。これから所用がありまして、退

席させて頂きたく思います。

榎本会長 　分かりました。本日はお疲れ様でした。

（坂庭委員退席）

吉田委員 　私も妻も仕事をしております。お互い早く帰宅できるよう日々努

めておりますが、どうしても男性の方に仕事の比重がかかっていま

す。逆に言うと男性職員の育児休暇の取得率が高まってくると風土

が変わると思います。久喜市の男性職員はどんどん育児休暇を取得

しているという話が広まれば、周りも良い方向に行くのではと思い

ます。私の職場もフレックスタイムや時間休の制度もありますが、

そういった取得もしっかりみていく方がいいのかなと思いました。

久喜市においても、男性職員が育児休暇や育児のための短時間の休

暇をより取得できるようになれば、より女性職員の働きやすい環境

が作られていくのではないでしょうか。

稲葉委員 　フレックスタイムはだいぶ浸透していますが、男性の育児休業は

本人の意識の問題もあり、取得率は進まないですよね。この前テレ

ビでみたのですが、ある企業では、育児を理由とした離職率が高

かったそうです。状況を改善するため、まず男性管理職を中心に、

育児休業の取得を推進しました。その会社は、今離職率が低くなり

安定しているそうです。この話のように、男性から積極的に育児休

業を取得していく意識させることで効果があったという事例をテレ
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ビで見ました。私も取れれば取りたかったです。

榎本会長 　職員の意識を変革すること、環境を整備することのどちらも重要

です。市が率先して推進してほしいですね。

　他に意見はございますか。

　それでは、次に進めさせていただきます。基本目標Ⅴについて説

明をお願いします。

事務局 【資料１、２、３により、基本目標Ⅴについて説明。】

榎本会長 　基本目標Ⅴについてご質問をお受けいたします。

倉持委員 　このごろ災害が多くて、防災に関する関心が強くなりまして、特

に３．１１以降防災と女性との関わりについて言われているので、

防災についての出前講座をお願いしたら「男女共同参画の学習会で

話すようなことは･･･」と言われたのですが、久喜市の防災対策につ

いてお話を伺うことができました。例えば、避難所開設当初から男

女別更衣室や、男女別トイレ、授乳室の設置に努めるとか、防災に

女性の視点が必要ということでした。久喜市防災会議に女性委員が

増えたことなど、久喜市において防災と女性についての取組みが前

進していることを、もっと書いてもらっても良かったと思います。

榎本会長 　私も事情を知って久喜市防災会議委員として務めております。分

厚い久喜市地域防災計画を何日もかかって必死で読みました。これ

に対して、私は９つの意見を出しました。委員の中で一番多かった

と思います。出した意見に対してはこれでいいか、こうしたいとい

うような対応もしてくれました。意見はほとんど採用されましたし

ことばや表現を私たちに馴染んだ言い方に直してくれました。この

久喜市男女共同参画審議会での経験が役立ったものと思います。

とても意義のあることでした。

　他によろしいですか。

　それでは、基本目標Ⅵについて説明をお願いします。

事務局 【資料１、２、３により、基本目標Ⅵについて説明。】

榎本会長 　基本目標Ⅵについてご質問を伺います。

榎本会長 　石田委員はＤＶ関連でしょうか、いじめでしょうか、委員をお務

めいただいているそうですね。

石田委員 　そうですね。児童虐待などの問題にあたっております。

榎本会長 　ご質問はよろしいでしょうか。それでは、議題（１）について検

討を終わります。

　　議題（２）「行政委員会及び審議会等のおける女性の登用状況について」

榎本会長 それでは、議題（２）について事務局より説明をお願いします。

事務局 【議題（２）を、資料６により事務局説明】

・平成２７年４月１日時点の女性登用率は３２．９％。

・女性委員の割合が３０％を超えている、審議会等は、

全体の６７．９％。

榎本会長 　ありがとうございました。ご質問ありますでしょうか。

　平成２９年度までに女性登用率４０％を達成することは難しいで

しょうが、がんばっていただきたいと思います。

　　議題（３）「平成２７年度男女共同参画推進月間における事業計画について」

榎本会長 それでは、議題（３）「平成２７年度男女共同参画推進月間にお

ける事業計画」について事務局より説明をお願いします。

事務局 【議題（３）を、資料７により事務局説明】

・平成２７年度一日体験学習ツアーについて
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・第１２回度男（ひと）と女（ひと）のつどいについて

榎本会長 　１日体験学習ツアーなどを呼びかける時に参加者の男女比が同じ

くらいになるように配慮するのは難しいと思いましたね。何か工夫

はあるのでしょうか。男性の多い団体に呼びかけるとか、特定の団

体に呼びかけたりとかはしていないのですよね。

事務局 　広報やホームページでのお呼びかけだけです。平成２６年度は外

郭放水路の見学を行いました。３０人定員に７７人応募がありまし

たが、やはり女性の参加者が多かったです。ご夫婦での参加以外で

は女性の参加が多いです。

稲葉委員 　男性の目にも留まる様に、より周知を図っていくべきかと思いま

す。市民大学で行った施設見学でも、男女ともに興味を示している

方が多数いらっしゃいました。

榎本会長 　委員の方も都合がつきましたら、ご参加されるのもよろしいので

はないでしょうか。

　全体を通して、ご質問はございますか。

　よろしいでしょうか。

　では以上を持ちまして、本日予定していた議題はすべて終了いた

しました。ご協力ありがとうございました。

　　６．その他

事務局 　ありがとうございました。それでは次第６その他でございます。

委員の皆さまから何かご連絡などございますか。

倉持委員 　市の書類封筒は何年か前から一回り小さくなって資料が入りにく

くなりました。企業さんからご支援をいただいてお名前を入れたり

しながら、もうちょっと大きい封筒を作っていただきたいです。　

事務局 　現在のサイズは、書類封筒を書簡用の封筒に再利用できるように

したためだそうです。

倉持委員 　書類封筒のまま再利用できるように、大きくしてもらえるといい

のですけれど。

　　７.閉会

事務局 　では、第２回の審議会についてご相談申し上げまして、大塚副会

長に閉会の挨拶をいただきたく思います。

　次回の審議会の予定でございますが、７月３日金曜日、午後２時

から、この部屋の隣の第４会議室にて開催したいと存じます。皆様

よろしいでしょうか。

稲葉委員 　次回の議題は、平成２７年度の実施計画ですか。

事務局 　はい。

稲葉委員 　平成２６年度の結果を基に、ＰＤＣＡをまわして、できなかった

ところの対策を考えていただいて、平成２７年度の事業計画を作成

するよう各課にお願いしたいです。

事務局 　かしこまりました。それでは、閉会の挨拶を大塚副会長お願いい

たします。

大塚副会長 　皆様長時間にわたる審議お疲れ様でした。今回の資料等を拝見し

まして、資料が以前より分かりやすく作成されているなど、事務局

の成熟を感じます。その一方で、成果について、ある意味では成熟

というのかもしれませんけれども、あるところで止まってしまって

いる印象を受けるものもありました。世の中はすごいスピードで進

んでおりまして、私も最近「男女」という表現にも違和感を感じる

ほど、世の中が変わってきていると思います。役所においては、市
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民、市内の事業所の範となるような行動をとっていただきたいと思

います。市がそうすることによって、こうしてほしいと思っていて

も声に出せない人たちが声を出せるようになるきっかけになってい

くと思います。それができるのが役所なのではないかなと感じてい

ます。引き続き関係部署に働きかけていただきまして、時には強引

にでもやっていただくことが必要なのではないかと感じております

また、これから新体制での審議会がスタートします。これから２年

間がんばっていきたいと思いますので、皆様よろしくお願いいたし

ます。

事務局 　以上をもちまして平成２７年度第１回久喜市男女共同参画審議会

を終了させていただきます。長時間にわたり、本日はありがとうご

ざいました。

一同 　ありがとうございました。

　会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。(注)

　　　平成 ２７年６月１６日

　　　　　　　　　　　　　　　　　新井　優子　

石田　晴久　

(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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