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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 

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。 

ただいまから、平成２９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。 

申し遅れましたが、私は、本日の進行を務めさせていただきま

す、人権推進課長の保坂でございます。 

よろしくお願い申し上げます。 

本日の進行につきましては、お手元に配布させていただいており

ます次第に従いまして、進めさせていただきたいと存じます。 

始めに、榎本会長様からごあいさつを頂戴したいと存じます。 

榎本会長、よろしくお願いいたします。 

榎本会長 皆さまおはようございます。午前中の会議になりましたが、皆さ

ま全員お揃いということで、本当にありがとうございます。昨日

は、花咲徳栄が優勝ということで、私も一日空けており、骨子案に

本気で取り組もうと思っていましたが、気が気でなく、テレビを見

ながら骨子案を見ることになってしまいました。県民として、加須

市も近いので、嬉しく勇気づけられたことであったと思います。 

昨日一日かけて骨子案を見るということで、皆さまも気合いが入

っておられたのではないかと思いますが、過去のことを思い出す

と、第１次の時は合併をした時でしたので、条例に基づいて、新し

い市がどのような共同参画を進めていくかということが中心的な話

題であったかと思いますが、今や社会の動きに私どもも対応してお

りまして、女性の働き方、女性だけではなく男女の働き方が中心的

な考えというように変化をもたらしてきているなと思います。 

もちろん、女性の人権、男女の人権、多様性の時代に入っている

ということも、これを通してひしひしと感じています。 

本日は皆さまが持ち寄られたご意見を反映しながら、立派な第２

次の計画ができますよう、ご協力をお願いいたします。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。 

本日は、１０名全ての委員さまが出席されておりますことをご報

告させていただきます。 

また、条例の２１条に、これからの会議の進行につきましては、

榎本会長にお願いするということになっておりますので、この後の

進行は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。 

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。 

議題（１）第１回審議会における質問についての報告 

榎本会長 それでは、次第に戻りまして、議題（１）第１回審議会における
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質問についての報告をお願いいたします。 

事務局 前回の審議会で、いただいたご質問について、順次回答させてい

ただきます。 

まず、始めに、平成２８年度実施計画進捗状況調査から、ご説明

させていただきます。 

 

事業№31101【人権尊重及び男女共同参画の視点にたった男女平

等教育の推進】について、指導課に質問がありました。 

「人権尊重及び男女共同参画の視点にたった男女平等教育の推

進」とあるが、男女共同参画について、どのような科目で、どうい

う教え方を学校でしているのか教えてくださいという質問に対し

て、指導課では、男女平等教育の推進として、道徳としては友情や

助け合い等の内容、学活では、協力等の内容で授業を行っていま

す。また、技術科および家庭科の授業では男女一緒に学んでいま

す。中学校の体育の授業においては、原則は男女一緒に行い、掃除

や給食なども一緒に行っているとのことです。学校によっては、男

女別でサッカーの授業の実施しているところもあるそうです。 

 

事業№31104【保護者や公開授業における啓発の充実】につい

て、質問がありました。 

「保護者や公開授業における啓発の充実」というところで、具体

的な内容について教えてくださいということでした。 

指導課では、保護者に対する意識改革として、授業参画、懇談会

はすべて学校で行っているということです。保護者会については、

学級経営方針を伝える中で、思いやり・協力・助け合い等の内容に

ついて話しをしているそうです。また、道徳では、思いやりや友

情、助け合いの授業、学活では、協力することの大切さについて授

業を公開し、保護者に観ていただいたり、時には、参加していただ

いたりしているとのことです。例えば、参加の内容は、保護者が手

紙を書いて子どもに渡し、親子に発表してもらうなどしているそう

です。ただし、男女平等に特化した授業ではないので、その他の観

点からの公開授業もしているということで、感謝や生命尊重等のテ

ーマで授業を行っているということでした。 

 

続きまして、女性の登用状況の項目について、ご質問いただきま

した内容についてご説明させていただきます。 

 

【老人ホーム入所検討委員会】について、老人ホームとは、何を

指すのかということについて、老人ホームとは、養護老人ホームの

偕楽荘になります。 

こちらは、生活保護を受給していたり、経済的な理由を持つ人が

入所対象となります。また、ＤＶ等で市外に入所させる場合も、こ

の入所判定委員会にかけています。 

 

続いて、女性登用が困難な理由について、「関係団体から選任さ

れる」とされているものについて、「関係団体」とはどのようなも

のをさしていますかという質問について、審議会における関係団体

一覧というＡ４横の資料をお渡ししていますが、該当する審議会で

すが、久喜市防災会議、久喜市国民保護協議会、久喜市いじめ問題
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対策連絡協議会、久喜市野久喜集会所運営委員会について掲載させ

ていただいております。 

各審議会等とも委員の構成については、条例または法律に基づい

ています。 

防災会議、久喜市国民保護協議会について、補足で、指定公共機

関、指定地方公共機関の職員から選任するという文言があり、これ

は、電気、ガス、輸送、通信、医療など災害時に対処する機関を指

しています。 

全体を通して、各機関の長や代表者とされているものが多いこと

から、意思決定権者に女性が少ないということで女性登用率が目標

値に達していない状況です。 

 

市の審議会等における女性登用率について、市民参加条例で「男

女いずれの委員数も委員総数の30パーセント以上とする。」と規定

されていますが、他にも条例で目標値を設定している項目はありま

すかという質問がございました。 

こちらにつきましては、第１次計画では条例等で設定しているも

のはございませんが、総合振興計画や個別計画において目標値を設

定している項目がございますので、目標値の設定の際には各計画と

整合性をとる必要があると考えています。 

 

前回の審議会でのご質問に対する回答は、以上でございます。 

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

たします。 

よろしいでしょうか。 

それでは、次の議題に移らせていただきます。 

続いて、議題の（２）平成２９年度実施計画について事務局より

説明願います。 

議題（２）男女共同参画行動計画 平成２９年度事業の実施計画について 

事務局 議題（２）男女共同参画行動計画 平成２９年度事業の実施計画

について、ご説明させていただきます。 

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毎

年度事業計画を立てることになっております。 

 

平成２９年度の実施計画については、関係課に照会し、その後、

関係課から回答をいただき作成した調査票が、事前に送付させてい

ただきました資料1となります。 

 

この資料1でございますが、事業内容の見直しや事業の拡大など

があった部分を、網掛けをしてございます。 

このあと第2次行動計画の策定もございますので、変更等があり

ました事業について、基本目標ごとにご説明させていただき、ご審

議いただきたいと思います。 

 

それでは、基本目標Ⅰからご説明いたします。 
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基本目標Ⅰ 男女の人権を尊重したまちづくり です。 

 

２ページをご覧ください。 

事業番号12102生涯にわたる健康づくりの推進 でございますが 

平成２９年４月に平成29年度～平成34年度までの「第２次久喜市

健康増進・食育推進計画の推進」が策定されたことで、事業名の推

進計画名が変更となったものです。 

 

続きまして、3ページをご覧下さい。 

事業番号12108各種健康診査事業等の充実と受診促進 でございま

すが、 

受診率の目標を昨年度より10％アップの60％としています。 

 

次のページ（4ページ）をご覧ください。 

事業番号13101妊娠・出産等にかかわる健康支援の充実 でござい

ますが、平成２９年４月に、市内の各保健センターに「子育て世代

包括支援センター」が開設されたことにより、事業内容が拡大され

たものでございます。 

この「子育て世代包括支援センター」が設置されたことで、妊娠

期から子育てにわたるまで切れ目のない相談支援をしていくもので

す。 

相談には資格を持った保健師や助産師が対応し、必要に応じて関

係機関と連携を図りながら支援をしていきます。 

 

例えば、妊娠中の過ごし方は？体調管理はどうしたらいいの？赤

ちゃんのお世話の仕方がわからない。予防接種のことを知りたい。

相談する人がいない。イライラする。などの相談に対応して支援し

ていきます。 

 

基本目標Ⅰにつきましては、１ページから４ページまで、19事業

が計画されております。 

 

基本目標Ⅰについては以上でございます。 

榎本会長 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。 

４ページの妊娠出産等に関わる健康支援の充実について、見直し

内容に不妊に関する経済的支援とありますが、どの程度の経済的支

援を考えているのでしょうか。 

事務局 数値については確認してご報告いたします。 

榎本会長 基本目標Ⅱの説明をお願いします。 

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。 

 

７ﾍﾟｰｼﾞをご覧ください。 

事業番号22101男女共同参画に関する市民意識調査等の実施から

事業番号22106につきましては、平成28年度に男女共同参画に関す

る市民意識調査を実施いたしましたので、今年度は実施なしといた

しました。 
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基本目標Ⅲ以降につきましても、今年度は実施なしのため、実施

年度の欄は、横線で表示してございます。 

 

続きまして、８ページをご覧ください。 

事業番号23102 父親の子育て参加の促進事業、保育課になりま

す。父親の参加率を前年より10％アップの60％以上を目標としてい

ます。 

 

続きまして、次ページの事業番号24102外国人への情報提供の充

実事業につきまして、日本語教室参加者数の目標を15人アップの10

5人としています。 

 

基本目標Ⅱにつきましては、4ページから9ページまで、28事業が

計画されております。 

 

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。 

稲葉副会長 調査は前年度に行うため29年度は行わないのは結構ですが、３年

に一度とか、効果測定などはないのか。 

事務局 行動計画を策定する前年度に実施することを考えているので、今

回も平成29年度までの計画で、平成28年に市民意識調査を実施して

います。ただ、講座や事業、交流会の際は、参加者に対しての調査

は引き続き個別に実施します。 

榎本会長 他にありませんか。 

それでは、基本目標Ⅲの説明をお願いします。 

事務局 次に基本目標Ⅲ 男女平等を推進する教育・学習の環境づくり 

についてご説明いたします。 

 

資料12ページをご覧ください。 

事業番号32202父親の子育て参加促進事業の保育課になります。

先ほどの事業番号23102と同様に目標を10％アップの60％以上とし

ています。 

 

基本目標Ⅲにつきましては、10ページから12ページまで、11事業

が計画されております。 

 

基本目標Ⅲについては以上でございます。 

榎本会長 ご質問ありますでしょうか。 

よろしいですか。 

それでは、次の基本目標Ⅳについての説明をお願いします。 

事務局 次に基本目標Ⅳ（4）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。 

１4ページをご覧ください。 

事業番号41206働く女性のためのステップアップ支援、所管課が

人事課になります。 

人事課では、平成２９年度から女性職員のキャリア意識の啓発や

女性職員の活躍推進に向けた体制整備の一つとして、「久喜市女性
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職員メンター（先輩職員）制度」を実施することから、事業の拡大

となります。 

このメンター制度とは、豊富な知識と職業経験を有した先輩職員

（メンターと言う）が後輩職員（メンティと言う）の仕事や私生活

の相談に応じ、助言しサポートをします。 

 

メンター制度とは、豊富な知識と職業経験を有した先輩職員（メ

ンター）が、後輩職員（メンティ）に対して相談に応じ、助言を行

う制度です。 

相談内容は、ワークライフバランス(仕事と家庭の両立)、仕事で

は業務、人間関係、キャリア形成、私生活では、家庭、子育て、介

護などになります。後輩職員を公募し、相談したい分野や先輩職員

の職位を確認、先輩職員を決定し、マッチングを行います。 

相談は月1回で、1回あたり1時間程度、勤務時間外で行い期間は

年度内となります。 

 

続きまして、17ページをご覧ください。 

事業番号43102市民活動の推進につきまして、市民活動登録団体

数の目標を26アップの156団体としています。 

 

基本目標Ⅳにつきましては、13ページから20ページまで、46事業

が計画されております。 

 

基本目標Ⅳについては以上でございます。 

榎本会長 基本目標Ⅳについてご質問はありますでしょうか。 

中村委員 13ページ41104について、前回の会議で皆様から質問や意見が出

た部分なので、引き続き見直すという方向で、女性の委員が増える

ようなことを続けていただきたく思います。よろしくお願いいたし

ます。 

事務局 かしこまりました。 

石田委員 14ページ41206について、具体的にどのような相談があったのか

は把握されていないのでしょうか。 

事務局 相談があったというよりも、相談したい人を募集して、３名応募

があったということになります。これから相談する人と受ける人で

それぞれ研修を行ってから相談になるため、まだそこまでは聞いて

おりません。 

榎本会長 メンターも女性であるということですね。 

事務局 はい。 

倉持委員 メンターの応募なのですか。 

事務局 募集しているのは相談するメンティです。 

榎本会長 メンターはどなたがなるのか。 

事務局 メンターは課長補佐級以上の方です。 

稲葉副会長 市から任命された人でしょうか 

事務局 マッチングをして、その人にあった人が相談員になるような形に

なっています。 

相談したい方を公募して、その方の要望によって相談したい分野

や、どの職員に相談したいかを要望確認をして、相談員の決定をし

ています。メンターとメンティーの組み合わせを行い、研修をし、
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相談を月に１回１時間程度、相談内容は記録を残す形になっていま

すが、守秘ということになっています。 

稲葉副会長 女性だから相談しやすいということと、職制も離れた人だから相

談しやすいということですね。 

事務局 自分が主任や係長級で子育てをやっている部長や副部長がいれ

ば、聞いてみたり、介護と仕事を両立している上司がいれば、どの

ようにしていけばよいのか相談できるのではないか。この相談をし

なければならないということはないので、仕事と家庭や、人間関係

や家庭の子育てや介護についても相談できる形になっています。 

榎本会長 共同参画の意識が高い人が求められますね。 

稲葉委員 14ページ41205ですが、昇進試験の実施とあるが、今までは昇進

試験の導入をされていなかったのでしょうか。 

事務局 毎年実施していますが、第１次計画を作った時には、規定されて

いなかったため計画の中に上がってきている。第１次計画を作った

後にはきちんとした規則を定めており、第２次計画では削除しま

す。 

榎本会長 他にありますでしょうか。 

それでは次にうつります。 

基本目標Ⅴについてお願いします。 

事務局 続きまして基本目標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 についてご説明いたします。 

 

21ページと23ページになります。 

事業番号51102および51201保護者の参加しやすい開催日時等の配

慮、所管課が学務課および指導課になります。 

始めに学務課でございますが、目標を10％アップの90％以上とし

ています。 

次に指導課でございますが、初めて目標を設定し３４校としてい

ます。 

久喜市内の小中学校数は、全部で３４校ございますが、市内全校

におきまして、引き続き土曜授業を開催し、保護者が参加しやすい

配慮を行います。 

 

続きまして、23ページの事業番号51202多様な保育サービスの充

実、所管課が学務課になります。 

中央幼稚園では、今まで２回目のアンケートの質問内容が、預か

り保育や給食などに関する事で、園で実施していない事業の質問項

目のため、同じ回答となっていました。 

このようなことからアンケートの実施を年２回から年１回に集約

して10月頃実施します。 

 

続きまして、26ページをご欄ください。 

事業番号52203高齢者の総合相談窓口、事業番号52212の相談件数

の目標を5,000件増の25,000件としています。 

 

基本目標Ⅴにつきましては、20ページから28ページまで、43事業

が計画されております。 
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基本目標Ⅴについては以上です。 

 

貞方委員 23ページの51202について、市内にある保育園全体に対してこう

した働きかけをするという理解でよろしいでしょうか。 

事務局 申し訳ありません。学務課になりますので、公立の幼稚園のみと

なり、久喜地区の中央幼稚園と栗橋地区の栗橋幼稚園のみとなりま

す。 

貞方委員 保育課ではいかがですか。 

事務局 保育課は市内の公立保育園のみです。 

貞方委員 公立ではないところについては、そういう指導はできにくいので

すか。 

事務局 それぞれの園の特性や特徴がございますので、園の方にお任せし

ております。基本的には休日保育を実施している園もございます。 

榎本会長 他にいかがでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

それでは次にうつってください。 

事務局 最後となりますが、基本目標Ⅵ、性別による暴力のないまちづく

り についてご説明いたします。 

 

基本目標Ⅵにつきましては、28ページから32ページまで、変更等

はありませんでした。 

基本目標Ⅵにつきましては、22事業が計画されており、今年度

は、基本目標Ⅰ～Ⅴの合計169事業が計画されております。 

 

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、取組を進めていく予定でございます。 

平成２９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Ⅵについてご質問はありますでしょうか。 

あるいは全体についてご質問がございましたらお願いいたしま

す。 

よろしいでしょうか。 

以上で議題の（２）を終わらせていただきます。 

議題（３）平成２９年度男女共同参画推進月間事業報告について

事務局より説明願います。 

議題（３）平成２９年度男女共同参画推進月間事業報告について 

事務局 「議題（３）平成２９年度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事業につきましては、第1回審議

会にて事業計画を報告いたしました。その実施結果についてご報告

させていただきます。 

 

まず、２ページをご覧下さい。6月7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、市バ

スでさいたま市にあります「造幣さいたま博物館」と、「ＪＲ東日
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本大宮総合車両センター」の2箇所を見学しました。今回は、30人

の定員に対し45人の方からご応募をいただき、くじにより抽選を行

いました。 

当日の行程、記録写真を3ページと4ページに掲載しました。午前

中は造幣さいたま博物館を訪問し、貨幣や勲章などの製造過程の見

学を通じて、社会生活に欠かすことの出来ない「お金」についての

知識を深めました。次に、午後に訪問したＪＲ東日本大宮総合車両

センターでは、鉄道車両の修繕や資料館の見学を通じ、家庭のライ

フスタイルを支える「交通」について知識を深めました。 

また、バスでの移動時間を利用して、車内で男女共同参画啓発ビ

デオ上映、ＬＧＢＴに関する内容、を行いました。 

 

次に５ページをご覧下さい。6月24日(土)に中央公民館全館を使

用して「第14回男と女のつどい」を女と男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。梅雨の時期の開催のため、例

年、天候がすぐれないことが多かったのですが、本年度は天候に恵

まれ、延べ504人の方にご来場いただきました。 

 

７ページ以降に当日の記録写真を掲載しています。７ページ、８

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。 

 

９ページには、2階の展示の様子が掲載されています。「子ども

広場」として、子どもが遊べるコーナーと、保護者に向けての情報

提供コーナーを設けました。このコーナーでは、市からの子育て情

報の発信に加え、市や県の相談事業の案内やＤＶ相談の案内、埼玉

県のＤＶ被害母子支援プログラム「びーらぶ」の紹介などを行いま

した。 

 

９ページ下の部分から１０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。「災害と男女共同参画」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、避難者支援事業「さいがいつながりカフェ」にご協力いただ

いて、資料配布や展示・映像上映を行いました。 

 

１１ページから１２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。４階ではネットワーク団体の展示に加え、市民応

募作品として久喜川柳会の川柳や写真の展示を行いました。また、

喫茶販売コーナーでは、あゆみの郷、幸手学園、けやきの木などの

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。 

１３ページ、１４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。「企業における女性の活躍について

～わが社の取組と今後～」という演題で、株式会社資生堂久喜工場

の堤秀美(つつみひでみ)さんにご講演頂きました。この講演会には

９１人の方が参加されました。当日のアンケートからは来場者アン

ケートでは「先進的な企業の取組に驚いた」「資生堂ショックが女
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性活躍を目指した結果であることが良く理解できた」などの感想を

頂きました。 

 

最後に、お戻り頂いて６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

ページやチラシ、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。 

 

資料２についての説明は以上でございます。 

榎本会長 参加された方、印象などお話しいただければと思います。 

吉野委員 今回貴重な機会をいただきましてありがとうございました。 

堤本人も100人規模の方々の前で話すことは初めてかと思いまし

て、緊張するかと思いきや、本人も準備をしたかと思いますが、当

日私も驚くくらい堂々と講演していました。 

その後も、こういう機会を通じて、本人のモチベーションが一段

上がったかなと思います。本当に良い機会をいただいたと思いま

す。 

先程のアンケートもそういった私どもの資生堂ショック、世間様

では衝撃的な言葉に聞こえたかもしれませんが、取組を、こういう

意図があったということをご理解いただけたというアンケートをお

聞きして、こういう機会を通じてお話しできたのは良かったかなと

思います。ありがとうございました。 

榎本会長 時宜を得た良い講演をされていました。主催者側である倉持委員

いかがですか。 

倉持委員 とても内容が充実して非常に勉強になったのですが、内容が多す

ぎて一般の人にはもう少しわかりやすいというか、身近な問題とし

ての、働く女性の生の声もお聞きしたかったです。でもとても良い

お話でした。今後色々な機会で、私たちも参加させていただく側に

しましても、パワーポイントを使って、きちんとしたかたちのプレ

ゼンテーションが増えるのではないかということを予感させるよう

なものでした。聴く側の私たちも、もう少しステップアップしてい

かなくてはならないではないかと思います。 

榎本会長 先へ進んだかたちで皆様にお示しできることはすごく良いことだ

なと思います。 

私も更生保護女性会久喜部会というので、ビデオを上映してグル

ープで感想を話し合っていただくことをしているのですが、今年の

テーマは性同一性障害。バスの中でも研修されて、そのテーマに違

和感を持たれるかと思っていると、身近にそういう人がいたという

関係を次々と話されて、更生保護女性会は犯罪予防のための活動を

している団体ですけれども、もっと幅広く皆様がよりよい社会の在

り方を考えているのだなと発見できて、いつになく良いワークショ

ップができたなと満足しています。 

この女と男のセミナーが共同参画を推進していく上での方向性が

今年は本当に感じられた催しだったと思います。504人が多いと思

うのか少ないと思うのかわかりませんが、もう少し参加された方が

よいかなと思いましたし、立派な事業をされているなということを

感じました。 
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早瀬委員 私は忙しくてどちらも参加できなかったのですが、集客の方法で

FacebookやLINEなど色々やっていらっしゃいますが、これにYouTub

eとかもっとムービーを使った方が見ている人にわかりやすいの

で、もっと参加を得られるのではないか。ポータルサイトもたくさ

んありますので使ってもよいのではないかと思います。 

貞方委員 私も初めて参加させていただきました。講演会を中心に僅かな滞

在時間でしたが、内容的には素晴らしいと思いました。ですが、参

加されている一般の方の大半が女性で、中高齢の方が多かったの

で、やはりこういう問題についてですが、特に堤さんの話なんかは

これから働こう、あるいは現に働いている若い女性、あるいはもし

かしたら男性で働いている人に聞いてもらった方がもっと良いので

はないかと思いました。もちろん広報等努力された結果でそういう

方が来なかったのはやむをえないとは思いますが、集め方でもう一

工夫、例えばそんなことできるかどうかわかりませんが、高校や市

内の短大などにこういうことがありますよということを知らせてい

ただけるのであれば、私が言っているような層の参加が増えたので

はないかという気がいたしました。 

石田委員 今お話がありましたが、本当に聞いてほしい人がどのくらいいた

かは疑問を感じました。やって終わりにするのではなくて、機会が

あれば活字にして市民に内容がわかるようにできれば良いと思う。 

榎本会長 石田委員は人権相談でご参加されましたか。 

石田委員 資生堂の方の話は参考になりました。人権相談所では、毎年１２

月に情報紙「人権くき」を出しています。人権座談会で、プラチナ

企業として認定されている、済生会、土屋小児病院、栗橋地区の老

人保健施設の方と話をしました。考えていることは、資生堂さんと

同じで働いている人をいかに辞めさせないで仕事をさせていくかと

いう観点でやっているので、そういう企業が増えていくと良いで

す。内容は地味ですが、これからどんどんやっていかなければ、男

女共同参画の自主的な推進にならないのではないかと思う。 

榎本会長 人権擁護委員会では毎年８月に座談会をやったものをまとめて、

１２月１日付で全戸配布しています。今年は石田先生がおっしゃっ

たように、共同参画、女性の問題を取り上げてますので、是非とも

ご覧いただきたく思います。 

よろしいでしょうか。 

それでは、３つの議題を終わらせていただき、４番の議題は本日

の主要な議案となっています。 

議題（４）第２次久喜市男女共同参画行動計画 骨子案について

事務局より説明願います。 

事務局 議題（４）第２次男女共同参画行動計画骨子案について、ご説明

させて頂きます。 

始めに、第２次男女共同参画行動計画骨子案の説明をする前に、

今後のスケジュールについて簡単にご説明させていただきます。 

主なスケジュールといたしまして、１１月にパブリックコメント

を実施し、第３回審議会を当初は１２月としておりましたが、年明

け１月、早い時期に開催し、翌２月に第４回審議会で答申という形

で進めていく予定でございます。 

パブリックコメントの実施時期でございますが、久喜市市民参加

条例により、「市民の意見又は提案を施策の決定に反映させること
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ができる適切な時期に実施しなければならない」と、されていま

す。このようなことから、２月の答申に間に合わせるには、遅くて

も１２月上旬にはパブリックコメントを終了しておく必要がござい

ますので、１１月８日（水）～１２月７日（金）前後で実施したい

と考えております。 

なお、本日の審議会が、パブリックコメント前の最後の審議会と

なります。 

委員の皆様方には、文言の修正以外で、本日審議していただく事

項がございますので、限られた時間の中で、ご審議いただくように

なりますので、よろしくお願いいたします。 

 

それでは、お手元の資料3をご覧ください。 

まず始めに、第１章 計画の策定にあたって について、ご説明

させていただきます。 

主な変更点といたしまして、第１次計画の第１章および第２章に

あります「計画の位置付け」と「計画期間」を第１章にうたってお

ります。 

また、第１次計画の「計画策定の背景」にありました、世界や

国、県等の動きの表につきましては、埼玉県や他の自治体等の計画

と同様に、世界、国、県、久喜市の動きが一覧で分かるような年表

にし、資料の方に入れる方向で考えております。 

 

続きまして６ページをご覧ください。 

6ページの（4）「久喜市の取組」につきましては、第１次の策定

までしか記載がされておりませんが、第２次計画策定までの記述が

入ります。 

続きまして８ページをご覧ください。 

８ページ（7）では、新たに位置付けする女性活躍推進法が記載

してございます。 

 

第１章については、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。 

質問をお受けしたいと思います。 

７ページ（３）市民や事業者等の意見や要望を反映するとありま

す。ここの説明が、久喜市男女共同参画条例に即した行動計画を策

定するため、市、市民、事業者、教育に携わる者の責務をそれぞれ

明確にしますと書いてありましたが、表題とこの内容がどうも一致

しない気がいたします。 

事務局 表題というのは、基本的視点というところですか。それとも

（３）の用語を反映すると、ここの明確にしますという文章が合わ

ないということでしょうか。 

榎本会長 そう感じました。責務を明確にすることが意見や要望を反映する

ことになるのかと、ちょっと行き詰まりました。 

他にありますでしょうか。 

それでは次に進めてください。 

事務局 続きまして、第2章 久喜市の現状 について ご説明させてい

ただきます。 
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第１次の計画の際は、合併直後と言う事で久喜市としての現状が

捉えることができませんでしたが、第２次につきましては、市民意

識調査および国勢調査等の結果をもとに、少子高齢化が進んでい

る・労働力率は前回よりも底上げとなっていることが分かる久喜市

の現状について記載しています。 

 

第２章については、以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

 

榎本会長 第２章についてご意見ありますでしょうか。 

よろしいですか。 

次に進んでください。 

事務局 第３章 計画の基本的な考え方についてご説明させて頂きます。

ここでは、前半と後半部分に分けて説明させて頂き、それぞれご審

議を頂きたいと思います。なお、時間の都合もございますので、項

目ごとに概要のみご説明申し上げます。 

まず、２１ページをご覧ください。１めざす将来像についてで

す。 

第１次計画のめざす将来像は、合併後策定される計画であったこ

とから、旧１市３町の計画方針を元に検討し、目指す方向性が同様

であったことから、旧久喜市のめざす将来像を引き続き継承してお

ります。 

将来像については、見直しによりただちに変わるというものでは

なく、第２次計画においてもめざすところは同じであると考えてお

ります。そのようなことから、現計画を継承し、「男女がともに生

きる共同参画社会の実現」をめざす将来像の案としております。 

続きまして、２２ページをご覧ください。２ 基本理念について

です。 

基本理念は、条例に即した計画とするため、久喜市男女共同参画

を推進する条例第３条で謳われている基本理念を踏襲することが相

応しいと考え、次の７つの基本理念を案といたします。 

基本理念１ 男女の人権の尊重 

基本理念２ 男女の主体的な活動選択及び参画できる環境の確保 

基本理念３ 男女の政策方針決定過程への共同参画機会の確保 

基本理念４ 家族を構成する男女の、家庭及びその他の社会生活

活動への対等な参画促進 

基本理念５ 性別による暴力の根絶 

基本理念６ 男女の性と生殖に関する健康と権利に対する配慮 

基本理念７ 国際的な動向への考慮 

 

続きまして、２３ページをご覧ください。３ 基本目標について

です。 

基本目標は、計画における施策体系の柱となるものでございま

す。 

第１次計画の基本目標は、 

Ⅰ男女の人権を尊重したまちづくり 

Ⅱ男女共同参画の意識づくり 

Ⅲ男女平等を推進する教育・学習の環境づくり 

Ⅳあらゆる分野に男女が共同参画できる体制づくり 



14 

 

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 

Ⅵ性別による暴力のないまちづくり 

の６つとしておりますが、第２次計画ではこのうち、「男女平等

を推進する教育・学習づくり」と「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」について削除し、４つの基本目

標を案としております。 

「男女平等を推進する教育・学習」につきましては、それ自体は

あくまで男女共同参画の意識啓発につなげるための手段であり、目

標とされるものではないということから削除を考えております。そ

のようなことから、次頁の施策体系でもお示しいたしますが、基本

目標Ⅱ男女共同の意識づくりにぶらさがる施策の柱として、男女平

等教育の推進という項目で掲げております。 

また、「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」につきましては、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」に取組内容を統合したことから削除をし

ております。本計画が女性活躍推進法に基づく計画として位置づけ

るものとすることから、子育てや介護、仕事と家庭の両立支援な

ど、女性活躍の推進に係る取組内容について集約することで、位置

付けが明確にされると考えております。 

 

以上、めざす将来像、基本理念、基本目標についてご説明させて

頂きました。この３項目の案について、計画を推進する内容となっ

ているか等の観点からご審議頂きます様お願いいたします。 

榎本会長 ありがとうございました。 

第３章についてご説明いただきました。 

ご意見を賜りたいと思います。 

貞方委員 ２１ページ２行目に、将来にわたって豊かで活力あふれる久喜市

を築いていくためとありますが、なぜ共同参画社会が久喜市を豊か

にするのかというところが、私は足りないのではないかと思いま

す。こういう審議会に参加されていれば当然だと思うのですが、あ

まりそのことをご存じない方は、何で男女共同参画にしないと豊か

にならないのと思う人は少ないと思います。スウェーデンなど、女

性が活躍している国では国民所得も高いし、社会福祉も充実してい

ます。おそらく、男性だけで政治あるいは経済をやっていると、な

かなかやはりこれからは豊かにならないのではないかという気がし

ます。女性の人権尊重は当然のことですが、それ以外に、社会にと

っても男性にとってもこういうメリット、こういうことがあるか

ら、社会としてやらなければならないことなんだということをもっ

と強調しないと、ああ、そうですか、ということで終わってしまう

気がいたしました。 

稲葉副会長 もっともな意見です。もう少し丁寧に、いきなり飛んで男女共同

参画を推進すれば、市が豊かになるというのは、急なので、色々あ

るけれども、もう少し丁寧な説明にして、市民の皆様に向けて説明

した方がよいですね。 

貞方委員 男女共同参画をなぜ推進しなければならないのかということは、

やはりわかりやすく説明したいと私は思います。 

榎本会長 私は第１次計画の時にも意見を出したのですが、男女がともに生
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きる共同参画社会の実現、ともに生きる、だけれども、豊かに生き

るためなんだということで、豊かに生きるにしたいというのが、採

用されなかった経緯がありますけれども、また再び私はこれを入れ

たいなと感じています。将来像のこの文言は、皆様が十分に検討し

て、ぱっと出るものですので、ともに生きるだけでは、ちょっと満

足しません。これは豊かな時代を作るものとして生きなければなら

ないということを入れたいと考えています。 

石田委員 ともに生きると豊かにいきるのはどう違うのですか。 

榎本会長 貞方委員がおっしゃったようなことなのですが、共同参画社会の

実現は、私たちが豊かに生きられるもとになる考えですよというこ

とを私は言いたいです。 

石田委員 経済的に豊かとか、精神的に豊かとか、具体的に言うとどういう

ことなのでしょうか。 

稲葉副会長 代弁するわけではないのですが、豊かというのは抽象的なので、

経済面だとか健康面だとか、精神的にとか、そういうことを包含し

た言葉だと認識しています。 

石田委員 言葉はわかるのだけど、どういうものかわかりにくかったです。 

倉持委員 現在のプランを作るときに、タイトルをみんなで考えた時のこと

を思い出したのですが、色々意見があって、当時ともに生きるとい

うのは皆様とてもこだわって、私としては男女共同参画社会の共同

がともにというのにつながるものですから、ともと共同の共が重複

してしまう様な違和感を覚えました。私もともに生きる共同参画社

会にもう１つ加えた方がよいのではないかと思ったものですから、

豊かにというのは人によってイメージが違うというのが逆に言えば

良いことだと思います。一人ひとりの生活態度や望むものは違うの

で、豊かにというイメージも違って、お金のことを考えて、男女共

同参画社会の方が経済的にも発展している国が多いのだからそうだ

と思う人もいるでしょうし、心が豊かにという意味でも、限定しな

い、はっきりしないのがよいところではないかと思います。 

榎本会長 ともに、共に、というのはその通りかもしれません。 

中村委員 例えば、将来にわたって豊かにの前に、心豊かに活力あふれる久

喜市となると限定されてしまうので、豊かさというのは経済的な部

分、精神的な部分、健康の部分など、色々なものがあるんだよとい

うことで、心を入れない方がよいのでしょうか。 

早瀬委員 心豊かに生きている人は、自動的に経済的にも豊かになるし、健

康にもなるから、心豊かにがベースではないかと思います。 

稲葉副会長 色々なご意見を参考にしていただき、もう一度揉んでいただきた

いですね。これは将来ビジョンなので、一番大切なので、市民がな

るほど、男女がともに生きる共同参画社会の実現とはこういうこと

かと納得できるような、難しいテーマですがお考えいただきたい。 

新井委員 漠然としていて、言葉は皆捉え方が違うので、文字にすると難し

いです。 

早瀬委員 私のイメージは、ともにというと、一緒に存在している、ただ物

理的に存在するというイメージなので、原始時代もそうだったよね

というそんな感じがします。 

稲葉委員 難しいところで、共同そのものがともに生きるという意味ですの

で、ともに生きるという表現は読んでいて他にも出てきた気がしま

す。 
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吉野委員 このプランのタイトルをどうご検討されたのか伺いたいと思って

おりまして、心豊かにだったり、豊かにだったり、ともに生きる、

それは物理的に存在しているだけじゃないという意味合いを考える

と、生きるということ自体が生命を維持しているだけで生きている

というふうにも捉えられるとすると、輝くというのはどういうとこ

ろからキーワードとして出したのでしょうか。豊かにということや

輝くということが、非常に良い響きなので、生きるということより

も、輝きながら生きる、豊かに生きるという形容詞があった方が、

単に生きるではないので、生き生き感、きらきら感が充実していく

人生に捉えられるとすると、この文言は平たいと思います。 

榎本会長 輝くを使ったときに、総合振興計画で輝くを使っておられて、記

憶違いかもしれないが、この輝くに私は魅かれた記憶があります。

意見はこのくらいにしておいて、それを反映した将来像を考えてい

ただくということにとどめたいと思います。 

他にも、基本目標が６つから４つになっていることが、大切なこ

とだと思います。４つには絞られたけれども、今までの目標も包括

されているということで、私はすっきりした感じがしましたが、皆

様いかがでしょうか。 

一同 同意 

榎本会長 ご説明いただいた理由も理解できました。女性活躍推進法が大き

くここに取り上げられているということもあります。 

よろしいでしょうか。 

それでは次に進んでください。 

事務局 続きまして、２４ページ・２５ページをご覧ください。施策の体

系案でございます。 

第１次計画では、１ページで基本目標と施策の柱のみを示した表

でございますが、第２次計画では見開き２ページとし、施策の方向

まで示すことで、各取組につながる体系をより分かりやすくするこ

とを考えております。 

１点修正がございます。基本目標Ⅱについて施策の柱２，３が分

断されておりますので、線でつないでいただくようお願いいたしま

す。 

施策体系の作成にあたり、今年度７月に第１次計画に基づき実施

されている各取組について、今後の方向性等の調査を各課に対し行

っております。この調査の結果を踏まえたうえで、施策の柱、施策

の方向性を見直し、整理・集約しております。 

施策の柱について主な変更点を申し上げますと、基本目標Ⅱ男女

共同参画に関する調査・研究の推進は、後ほど説明する第５章「計

画の推進体制」に盛り込んでおります。基本目標の項目で述べたと

おり、基本目標Ⅱ施策２に「男女平等教育の推進」を新規で設定し

ております。基本目標Ⅲ施策２に「仕事と家庭の両立（ワーク・ラ

イフ・バランス）の推進」を新規で設定しております。これは、女

性の活躍を推進するために、ワークライフバランスの推進が前提で

あると考え施策の柱としているものです。 

 

続きまして、２６ページをご覧ください。５ 重点施策について

です。 

配布しました骨子案では調整中としておりますが、市民意識調査
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や第１次計画の進捗状況をふまえ、第２次計画においても重点的に

取り組むべき施策を設定することを考えております。 

 

前の２４、２５ページの施策体系にお戻りください。事務局案と

して４つの重点施策を提案いたします。 

基本目標Ⅰ施策の柱１人権擁護の推進 

基本目標Ⅱ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 

基本目標Ⅲ施策の柱２仕事と家庭の両立（ワークライフバラン

ス）の推進 

基本目標Ⅳ施策の柱２被害者の相談体制と支援体制の充実 

以上でございます。 

 

それぞれの設定理由について申し上げます。 

 

Ⅰ「人権擁護の推進」についてです。昨年度実施した市民意識調

査において、「今後、男女が社会のあらゆる分野でさらに平等にな

る為に、最も重要だと思うことは何か」との設問に対し、「男女が

互いを尊重しあい、協力しあう、人権の尊重された環境づくりを行

う」ということが最も重要視されておりました。また、お互いを尊

重し良好な関係を構築していくことが、基本目標Ⅳ性別による暴力

のないまちづくりにもつながるとことから、人権尊重についての啓

発や教育、相談支援体制を充実する必要があります。 

 

続きまして、Ⅱ「男女共同参画を推進するための啓発活動の充

実」についてです。女性の社会進出が進む一方で、固定的性別役割

分担意識が根強く残っております。市民意識調査においても、男女

の地位について「学校教育の場では平等である」との回答が最も多

かったものの、その他の項目についてはすべて「男性が優遇されて

いる」との回答でありました。また、「男女共同参画社会」という

言葉についての認知度についても、第１次計画策定時の調査からあ

まり上昇が見られておりません。 

このことから家庭や職場、地域など様々な場面において、男女平

等意識の浸透を図るため、引き続き、あらゆる機会を活用した啓発

活動や情報提供を展開する必要があります。 

 

続きまして、Ⅲ「仕事と家庭の両立（ワークライフバランス）の

推進」についてです。 

第１次計画において、平成２９年度を除く５ヵ年分の施策ごとの

目標達成度をみると、「職場における男女共同参画の推進」を「十

分にできた・十分な成果をあげた」とする割合が、各年度とも１

０％前後と最も低い結果でありました。また、市民意識調査におい

ても、男性では仕事優先、女性では家庭生活を優先している割合が

多く、男女がともに自らの希望するバランスで、その能力を十分に

発揮することができる環境をつくる必要があります。 

 

続きまして、Ⅳ「被害者の相談体制と支援体制の充実」について

です。 

ＤＶは、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり、その予防
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と被害者支援のための取組を推進し、暴力の根絶を図ることは、男

女共同参画を推進していく上での重要な課題となります。 

市民意識調査において、市民の２割弱が何かしらのＤＶ被害経験

があるとの結果が出ております。 

また、本市で実施しております女性の悩み相談について、相談内

容を分類別にみたとき、相談の背景としてドメスティックバイオレ

ンスの割合が毎年最も多くなっております。このようなことから早

期に対応・解決することができるよう、相談体制及び支援体制を充

実する必要があります。 

 

以上、４つの重点施策を案といたします。 

 

続きまして、６ 目標数値についてです。 

こちらにつきましては、資料４ 目標数値案をご覧ください。左

側が第１次計画の目標数値、右側が第２次計画の数値目標の案でご

ざいます。左側現行計画で、色づけされている項目は第２次計画で

削除を考えている項目、右側第２次計画案で色づけされた項目は、

新規に数値目標の設定を考えている項目です。 

 

第２次計画の目標数値設定の考え方としては、４つの重点施策に

ぶら下がる取組で、数値目標として設定可能な項目であること、ま

た、埼玉県男女共同参画基本計画の内容をふまえた計画とすること

から、県で設定している数値目標を参考にしています。 

第１次計画の達成率は、参考にしている、達成・未達成での判断

はしていません。 

例えば、学校教育の場で、男女の地位は平等であるは６３．１％

であり目標値の１００％には届いていないが、家庭生活の中・職場

の中で男女平等と感じる人の割合はそれぞれ４０．７％、２４．

０％とより低いことから、高いものを限りなく高めるより全体の底

上げが必要であると考えています。 

また、自主防災組織の構成された団体の割合について、男女共同

参画の視点に立った防災対策の推進については、県計画でも施策の

柱になっており、地域への久喜市でも引き続き推進していくべき項

目であると考えております。県においても、自主防災組織の組織率

は推進指標に掲げられています。 

目標値について、久喜市総合振興計画後期基本計画等との整合性

をとることとしています。 

 

以上のことから、第２次計画では１４項目について目標数値案と

いたしました。 

 

以上、施策体系、重点施策、目標数値についてご説明をさせてい

ただきました。この３項目の案について、施策体系の結びつきにつ

いて整合性が取れているか、重点施策や目標数値の設定が適性かど

うかについてご審議頂きます様お願いいたします。 

榎本会長 ありがとうございました。 

体系についていかがでしょうか。 

石田委員 施策体系の中で重点項目を設けているのは、非常に良いことで、

達成度がはっきりします。 
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稲葉副会長 基本目標４に２つの項目があります。前にも申し上げましたが、

例えば、デートＤＶ防止チラシの発行回数は大きな目標ではないと

考えます。チラシの発行は一番細かな施策になります。この基本目

標と目標値はしっかり考えて、大きな目標でこれを達成するための

ことを決めないといけない気がします。この辺をもう一度審議しな

ければいけないのではないのでしょうか。 

また、目標値について、以前、県の方が説明してくれましたが、

第１次計画では国や県、市の目標値が同じだったが、市の特徴に応

じて、目標値を変えてよいと言っていただいたと思います。例え

ば、保健センターにおける健康づくり教室への年間参加が前回と同

じ１０，２００人。前回も達成できなかったのに、いきなりできる

のでしょうか。今から難しいのではないかというのではなくて、

６，５００人、７，０００人という考え方をしないと、何のための

目標値かわからないので、この辺を検討しなければならないと思い

ます。 

榎本会長 ５年先の話なので難しいですが、例えば、１０，２００人という

のは、どのような数字になるのでしょうか。 

稲葉副会長 付け加えて、１０，２００人が過去５年間でなかなか達成できな

かったが、それに対する各所課の具体的な施策が本当に１０，２０

０人にするための施策が打たれていない気がします。不可能にも関

わらず、施策評価は毎年継続となっています。 

事務局 目標値は総合振興計画に３４年度の数値があるので、そこと合わ

せた数値になっています。見直しがあれば総合振興計画と合わせて

見直しができるのですが、男女だけ異なる数値を出すと整合性が取

れなくなるので、基本的には総合振興計画等に載っている数値で３

４年度の目標値としています。 

稲葉副会長 そうすると、具体的施策で覚悟をして頑張らなければならない。 

事務局 基本的には総合振興計画に載っているものですが、載っていない

数値もあるので、確認しておきます。 

稲葉副会長 重点施策について、掲げるのは結構ですが、重点施策として位置

付けたものについては、他の施策に比べて、重点ですから、重点的

にこのようなことをやりますというものを反映しないといけないと

思います。そうしないと、絵に描いた餅になりますので、重点施策

について特別に力を入れるのだと、実施するものを増やすだとか、

予算を増やすだとか、色々と考えていかなければならないと思いま

す。 

榎本会長 重点施策とするのであれば、それが実効性のあるものにしてほし

いと思います。 

中村委員 デートＤＶ防止チラシの発行回数について、ただこれだけみる

と、チラシを発行することがＤＶの防止になるんだと考えられがち

ですけれど、私自身は非常にＤＶという社会問題を考えた時に、デ

ートＤＶ防止チラシを発行するというよりも、ＤＶのない社会をつ

くるために、子どもたちに早い段階でＤＶはいけないんだという教

育の観点からチラシを発行するということですので、かっこ書きで

も結構なので、防止チラシの発行回数にとどめないで、教育であっ

たり、ＤＶのない社会をつくるために、このチラシを早い段階で子

どもたちに、教育の現場でこういうものに触れたいということがわ

かるようにしてほしいと思っています。 
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早瀬委員 デートＤＶのチラシの発行回数を増やしても、デートＤＶはほと

んどなくならないのではないかと思いました。チラシの内容自体も

私はちょっとわからないし、もちろんやらないよりやった方がよい

と思いますが、もっと根源的なところで取り組まないと、男の子が

女の子に暴力をふるいたくなる時は、孤独に対する恐怖だったり、

親に対する承認欲求だったり、悲しみからの苛立ちだったりするの

で、むしろ親や教師に対応力をつけさせるような教育、女の子が男

の子の暴力を誘発している場合もあるので、これも教育が必要だな

と思います。 

もう１点、配偶者間やデートＤＶ、外国人のＤＶについて、数字

は上がっているかもしれませんが、現在のリアルな状況を、私たち

が情報共有していないのに、リーフレットや相談を受ける時の質問

項目の話をするのは、ちょっと違うのではないかと感じました。 

榎本会長 人権推進課の取組を期待したいと思います。 

よろしいでしょうか。 

施策の展開に進んでください。 

事務局 第４章施策の展開についてご説明させて頂きます。 

ここでは、各施策の柱に沿った施策の方向性について、具体的な

取組案として２９ページから６４ページに掲載しております。 

 

第１次計画では、事業数が１８０項目と細分化されすぎているこ

とからも、計画書として非常に見づらいとの意見を頂いておりまし

た。また、再掲項目が多く評価がしにくいことや、内容が重複する

ような取組がございました。 

このようなことから、第２次計画では具体的取組を１８０項目か

ら９９項目に整理・集約いたしました。 

考え方といたしましては、再掲項目については、施策の方向性に

一番相応しい項目のみとする、意識調査など、毎年実施するもので

はない項目については、具体的取組から削除する、具体的な事業

名、日時や期間などについて記載している項目については、計画途

中で廃止や見直しが考えられることから記載しない方向でおりま

す。 

このことから、事業名、事業内容としていた名称を取組名、取組

内容と変更することを案としております。 

 

以上のことから、項目数といたしましては半分近くになっており

ますが、事業自体について廃止したものではありません。なお、第

１次計画において一度も実施されていない取組、既に事業が存在し

ていないものについては削除しております。 

 

推進状況の評価については、事業を実施したか、実施していない

かという視点で評価するのではなく、今後は、取組内容に対しどの

ような事業を実施したか、どの程度達成できた事業だったかを評価

していただくようになります。 

 

なお、ひとつひとつの取組名や取組内容については、まだ見直し

段階であることから項目の増減や文言の修正が生じる可能性がござ

います。今後各課に対し、各取組内容の確認・校正を依頼する予定

でございます。 
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以上施策の展開についてご説明させて頂きました。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Ⅰについてのご意見を承りたいと思います。 

続いて、基本目標２についてのご意見を承りたいと思います。 

貞方委員 ３６ページと３７ページについて、意識調査の結果を見ますと、

男女共同参画という言葉について、平成２８年と平成２２年に実施

していますが、知らないと答えた人が平成２２年では４４．４％、

平成２８年では４４．０％と変わっていない。今まで一生懸命やら

れてきたことは何なのだろうかと感じます。 

上の方に具体的取組がありまして、前回の取組とどう違うか詳し

くわからないのですが、今までのやり方と変えていかないと啓発活

動にはならないのではないかという気がします。 

ですから、当然限られた予算や人員の中で、やることも限られる

と思いますので、それこそ絞り込んで効果のあるやり方、すごく難

しいですけれども、例えば、広報についてもどういう内容で、どう

いう方法で配っていくのか詰めていかなければ、今までと同じ結果

になってしまいます。例えば、市の広報紙について、特に若い人に

も読んでもらわなければならないため、例えばイラストなど、そう

いう方向で変えていかないと、文章を並べてもおそらく読まないと

私は思います。 

榎本会長 共同参画という言葉の認知度が高まらないと同時に若い世代の方

がその言葉を知らないという数値が高くなっているのが、非常に不

思議な数字に思えており、むしろもう身近なものとなって、そうい

う言葉でなくても、意識はあるよということに思いたいなと思って

みたりもしますが、この数字はいつも残念なことだと思います。 

取組に変化をもたらして、効果的なものにしてほしいというご意

見はその通りだと思いますので、よろしくお願いいたします。 

次は、基本目標３についてのご意見を承りたいと思います。 

早瀬委員 ４９ページ、32205の女性の起業支援について、講座案内や情報

提供はとても大切だと思いますが、弁護士相談や税理士相談、経営

指導なども受けられるようにしないと、本当の意味での支援になら

ないのではないかと思います。私も起業しているのですが、経営指

導や弁護士相談をするために、実は虎ノ門まで行っています。人権

推進課か商工観光課になるかと思いましたが、やっていないような

感じで、大宮商工会議所はやっているのですが、申し込みが大変

で、１度に１件以上相談してはいけなくて、それを見張っている人

もいます。 

それ以外に、空き家もたくさんあるので、総合オフィスやワーキ

ングスペースを提供してくれるとすごくありがたいです。起業した

人は３年でほとんどいなくなるので、継続していくための支援もや

っていただけると、これはどこの市でも言われていることです。 

各項目の名称や文言、言い回しについて、テレワークという言葉

が使われていて、私だけかもしれませんが、あまり馴染みがなく、

何のことかわからなかったのが正直なところです。 

また、基本目標３でワークライフバランスという言葉が出てきて

いて、個人的にはよいが、ホリエモンが書いた本でワークライフバ

ランスを批判していて、その本が爆発的に売れているので、もしか
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したら２年後、３年後にいまだにワークライフバランスと言ってい

るのかと言われてしまうかもという気持ちがあります。 

いたるところで、啓発という言葉が使われているが、今食育委員

もやっていて、そちらでは啓発という言葉はＮＧで、ちょっとどう

いう理由かまでは聞けなかったのですが、啓発という言葉は極力使

わないようにしていこうという流れになっています。 

倉持委員 啓蒙は使わないようになっています。啓蒙は差別用語みたいにな

っているので、代わりに啓発という言葉を使うような傾向になって

いると思います。 

榎本会長 それに代わる言葉は何でしょうか。 

早瀬委員 食育では、実行という言葉を使っています。 

事務局 細かい文言については見直すことがあるかと思います。啓発とい

う言葉は私たちも当たり前のように使っておりますので、実行とい

う表現の意図は確認させていただきたいと思います。安易に啓発と

いう言葉を多用してしまう感覚が出てきたりすることがあるかと思

います。そうした面については、ご指摘をいただくことで確認がで

きましたので、改めて精査させていただきたいと思います。 

榎本会長 テレワークの説明をお願いします。 

倉持委員 ネットや新しい技術が浸透してきた時に、わざわざオフィスまで

行かなくても、自宅で働くということで、テレワークという言葉が

もてはやされましたが、いつの間にかあまり聞かなくなった気がす

る。 

事務局 県からのパンフレットなどは、テレワークという言葉が使われて

おります。 

倉持委員 意味としてはどういう意味なのでしょうか。 

事務局 倉持委員のおっしゃったことと同様の意味です。 

中村委員 在宅勤務ではいけないのでしょうか。 

早瀬委員 ネットを使って在宅で仕事をすることをテレワークというのです

よね。 

稲葉副会長 電話での仕事と思う方もいるのではないでしょうか。 

榎本会長 ５０ページ、５１ページについて、３の取組が１つ、４の取組が

４つあるのですが、１つにできないのかと思いました。 

家庭における男女共同参画を推進する啓発、男性の家事、育児、

介護への参加支援、これは１つのものではないかという感じがしま

した。ご検討ください。 

中村委員 少し前は、介護は女性の仕事というところから、発展して男性の

参加促進になっていますので、男性が介護をすることが社会の中で

浸透してきていますという部分では、考えてよいかと思います。 

男女共同参画の観点からすると、女性からすると当たり前でしょ

と思いますが、男性の意識の中では、介護は女性の仕事だった、女

性でもそう思っている方が多いです。 

倉持委員 男性の介護離職にも関係してきます。 

榎本会長 介護離職はどこかで取り上げたいでね。 

４４ページについて、施策方向に、行政における女性職員の食育

拡大と管理職への登用促進がようやく入ったなという感慨を持ちま

す。前回も非常に強く主張しましたが、行政側の取組がいまいちで

した。女性活躍推進法のおかげといいますか、これをちゃんと柱立

てしてくれていることは、大変評価したいと思っています。行政が
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率先していただかないとならないと思っていましたので、やや満足

をした次第であります。 

貞方委員 ４４ページについて、条例で１つの審議会等の女性委員の比率は

４０％以上とありますので、条例で決められているわけですから、

もっと事務局が審議会に対して、開催の時期にタイミングよく、こ

ういう条例があるんですよと、難しい問題はありますが、比率を３

０％以上、４０％以上にするようにしてくださいと、条例に基づい

て、勧告していかないと、相変わらず、こういう事情でこれしかい

ませんということが続くと思います。条例に基づいて正しく運用す

るということを各審議会にタイミングよく働きかけるべきだと思い

ます。 

榎本会長 同じところで、行政の女性職員の項目で、ポジティブアクション

の推進ということが文言で入らなかったのかなと思いました。 

４７ページの記述について、非常に良いなと思いますが、次のペ

ージの具体的な取組になりますと、迫力がないなという印象を持ち

ましたがいかがでしょうか。記述が取組に反映されていない気がし

ます。中小企業や小さな事業所が多いところなので、難しいと思い

ますが、資生堂さんは取り組みやすい、その時を迎えている感じが

します。 

吉野委員 法整備が進み、従うのは当然ですが、より良くするためにという

のは各企業でもそうでしょうし、弊社でも独自に試行錯誤をしてい

ます。弊社が先進的かどうかは別として、そうした情報をいかに、

中小企業様も含めて、色々な情報を提供することで、じゃあうちで

はこれをまずやってみようか、というヒントがあると、それぞれの

会社で取組が広まっていくのかなと思います。 

榎本会長 やはり情報提供でしょうか。 

倉持委員 ４８ページの女性の母性健康管理対策について、現在は女性すな

わちそのうち子どもを産む存在という時代ではなく、労働環境の厳

しさからもひとりで自分の生活を支えている女性も多いですし、

色々な意味でそういうことも、日本ではずっと女性が子どもを産む

ような状態になると、非常に今まで支援が手厚かったと思います。

ただ、子どもを産まない女性についてはあまり対策がなかったとい

うことで、例えば近年、４０歳を過ぎたら、女性の卵子が老化して

子どもを産めなくなるなんて、そういうのを今まで知らなかった、

もっと早く教えてくれればよかったのにと嘆く女性をテレビで見

て、医療機関にもかからないで済むような、働き盛りの女性に対す

る健康管理というのも、もっと考えていくべきではないかと思いま

した。 

それこそ、生涯を通じた健康ですので、女性の母性保護だけでは

なく、女性そのものとしてもっと保護されるべきではないかと思っ

たので、母性保護は非常に重要なことですが、それだけでいいのか

という感じがしました。 

榎本会長 女性が働きやすい就労環境と書いて、セクシュアルハラスメント

と健康管理、これだけという感じが非常にします。そういうことで

はなく、本当に働きやすい環境を作る方策をいまややらなければな

らない時代に来ているのにと思います。 

貞方委員 ５３ページについて、保護者の保育ニーズにあった多様な保育サ

ービスの充実を図るとありますが、具体的に説明していただきた
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い。先程お話ししましたが、市内の保育園がどの程度土日も開園し

ているかわかりませんが、働いている女性の大半が流通業やサービ

ス業で、土日の休みが少ないのではないかと思います。もちろん実

態調査は必要だと思いますので、そうした調査を踏まえて、しかも

土日も開園となると、保育士の労働状況も難しくなると思います

が、やはり土日も必要に応じて子どもを預かる体制に持っていくよ

う、実態調査をして進めることが必要だと思います。 

榎本会長 数値目標に、保育所等の待機児童数を０にしようというのが入っ

ています。これが入っていますが、保育所の充実を図ろうというの

は、この取組名には発見できませんでした。 

貞方委員 私立の保育園はおそらく認可をされていますよね。認可の条件の

中に、土日も開園をすることと入れるなどしないと、実態調査の上

ですが、無理はできないと思いますが、そう思います。 

榎本会長 公立だけではなく、私立も含めて保育所が増えるということは、

女性が働く時代になっている時に、一番ネックになると思います。

そのことは入れられないものですか。 

事務局 ３年前に子ども・子育て支援新制度ができ、土曜日は通常通り開

園しなさいということで、私立の保育園に対して指導して、今は土

曜日も平日と同じように開園しています。 

日曜日については、把握している限り、公立１園と私立１園のみ

となっています。保育士の勤務割や人数調整など、公立も私立も日

曜日の開園はかなりの負担になっているようです。 

貞方委員 気持ちとしては日曜日も何とかという気がします。 

事務局 サービス業も増えていますので、公立の日曜日の保育も利用者が

増えています。ただそれを他の私立の園に強制することは難しいか

と思います。 

榎本会長 意識調査でも、女性も男性も働いていくことが望ましいという数

値がどんどん上がってきているので、環境さえ整えば働きますよと

いう数字だと思います。 

そこで保育所が足りなかったり、また、サービス業が多い中で、

土日が空いていることや、保育所の数が増えることは必然的な感じ

がします。 

事務局 待機児童が４０人ということで、保育所整備もしていますが、そ

れ以上に入所希望の方が増えている、働きたい女性が増えていると

いうのがこの数字に出ているかと思います。 

榎本会長 すごい勢いでニーズが増えていますね。 

稲葉副会長 私も障がい者の施設にいますが、とにかく人材不足です。色々な

働き方を工夫しなければと思います。そういうところでも人材確保

ができない。例えば、今までパートさんは２時間なんて短い時間は

だめですよと言っていましたが、２時間でもいいですよと、管理の

負担はかかるかもしれませんが、そういう努力をしつつあるので、

そういうことも啓発していただき、人材を確保するための工夫もで

きたらよいのではないかと思います。 

基本目標４に進みたいと思います。 

早瀬委員 ６２ページ、42102の健康相談事業についてですが、相談窓口の

開設はとても良いと思いますが、どの程度解決に結びついているの

かが疑問だなと思いました。７ページの（２）に課題の解決に向け

た施策内容とするとあるので、そこが気になりました。 
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暴力を受ける人は、だいたい自己肯定感の低さが原因であること

が多いので、１回や２回傾聴しても現実はあまり変わらない。かと

いって数字で評価するために、面談回数が多い方が良いかという

と、これもまた少し違うので、とても難しいと思いますが、少し気

になりました。 

以前も聞いたかもしれませんが、シェルターはあるのでしょう

か。 

榎本会長 民間にあったのがなくなりました。 

早瀬委員 基本目標４とは関係ありませんが、個人的な意見ですが、前回男

は外、女は中という考え方は良くないという話があって、もしも男

が外、女が中はだめだという考えが１００％になった時に、世の中

ははたして本当に平和なのかと思いました。母親と一緒にいたくて

熱を出す子どもはたくさんいるので、一概には言い切れないのでは

ないかという思いがあります。外か内かと話ではなく、本質的には

男も女も人として臨機応変に対応していく力をつけていくことの方

が必要ではないかと、個人的な意見です。 

榎本会長 固定的に男は外で女は内ですよということだけではなく、それが

良いという人もいるので、固定的にその考え方を中心に物事を考え

てはいけませんよということかと思います。 

相談に関しては、数字で出すのは難しいですか。 

事務局 相談によってどのくらい解決したかということを数値で出すのは

難しいと思います。実際、相談してきている方は、女性の悩み相談

で申し上げますと、約８割が継続して相談に来られているという状

況ですので、その中でどのように解決に向かっているのか、どの段

階で解決したかということは難しいと思います。 

早瀬委員 カウンセラーが依存させていることもあるので、難しいですね。 

事務局 どのように課題の解決に結びつく取組になっているかという判

断、県の方でも、相談の事業の数をどうするか、設置するという数

で目標とすることが多いです。実際にはどの程度解決したというこ

とが確かに大事なことだと思いますが、そういったものについて、

数値化するのはなかなか難しいのかなと思います。 

石田委員 こうすればこうなるという名案がないのだと思います。非常に対

応が難しいと思います。 

榎本会長 先程、法律相談も受けるのにハードルが高いとおっしゃいまし

た。 

早瀬委員 大宮商工会議所はそうです。ＦＡＸを送って色々なことをして、

それから担当が決まって、その人と一緒に面談してと色々ありま

す。 

榎本会長 市でも法律相談がありますが、待機者もいるらしいので、そのあ

たりも改善できるとよい。 

早瀬委員 大宮の法律相談に関しては、大変だから誰も利用していない、あ

なたぐらいですよと言われました。 

榎本会長 ６０ページの若年者への予防啓発について、デートＤＶの目標に

ついてご意見がありましたが、若年者に対する予防啓発の推進は、

デートＤＶだけではなく、性犯罪がすごく多く、その被害者も相談

に行くということが難しい人たちがおり、こうした人たちにも窓口

が開けられるようなことができないかと思っています。 

学校でも不審者が出ていますという通知が来るらしいので、少な



26 

 

くないと感じています。そういうものの相談も考えに入れてはどう

かと思いました。 

稲葉副会長 全体の取組について、各課に、基本目標には目標値がありました

が、数字でなくてよいのですが、このことに対する効果は何なのだ

ということを常に念頭に入れた対策を取っていただきたいです。 

報告書にも、講演会をしました、去年は１００人でしたが今年は

１２０人も来てくれましただとか、アンケートを取ったら受講者の

満足度は良かったなど、そういった効果を踏まえた対策をここに全

部というのは大変だと思いますが、働きかけを各課にしていただけ

ればと思います。 

吉野委員 目標値について色々とご意見が出ています。私自身は２４ページ

と２５ページの一覧は非常にわかりやすく、柱から方向までまとま

っているかと思います。 

基本目標はどんな姿を目指しているのか、何をもって柱が実現で

きるのか、それぞれの具体的な施策の方向を図ろうか。そのレベル

感。実現できたかできなかったか結びつくような項目立てにするた

めに、もう１度見直していただきたいと思います。 

事務局 最後に、第5章 計画の推進体制 について ご説明させていた

だきます。 

第１次では、第２章の中で計画の推進をうたっておりましたが、

第２次では、施策の展開の後に、計画の推進や進行管理について載

せてあります。 

 

第5章については、以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

倉持委員 用語解説についてですが、どのように載せるのかということも、

全体の理解を深める意味で大切だと思います。２４、２５ページに

ついても個人的に直してほしいところがあります。計画の中の１つ

ですので、尊重しなくてはなりませんが、例えば、男女平等教育

は、ジェンダー平等教育が一般的でメインになってきております。

また、性別による暴力については、ジェンダーによる暴力という言

葉が世界では使われています。このようなところを直せれば良いの

かなとも思いますが、全体の流れからするとどうなのかなと思うこ

ともあります。 

このような数か年に１度改訂するプランでは、社会情勢の変化に

よって用語の意味や使い方も微妙に変わってきますので、先進的な

言葉も必要かと思いますし、一方あまりにも先進的では拒絶反応も

あるのかなとも思います。男女共同参画という言葉も、日本語にし

たとき分かりやすく表現した言葉だと思いますが、時々ズレが生じ

たりするものもあります。 

榎本会長 用語解説は、第１次計画ではまとめてではなく随時盛り込まれて

いますね。 

倉持委員 個人的には用語解説はまとめてある方が見やすい気がします。 

情報提供ということからも用語解説というものは大切だと思いま

す。 

榎本会長 ありがとうございます。 

それでは、次第４ その他 でございます。 

事務局 事務局よりご連絡いたします。 
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今回がパブリックコメント前の最後の審議会となります。ご意見

頂きました内容をもとに新たに修正案を作成し、送付させて頂きま 

すので、大変お忙しいところ恐縮ですがご意見等頂ければ幸いで

す。 

また、送付する資料につきまして、今後データでの送付をご希望

の方がいらっしゃいましたら事務局までご連絡ください。 

次回の審議会は８月に開催予定でございますので、早い段階で委

員の皆様方にご都合を伺い、日程が決まり次第、ご連絡いたします

ので、よろしくお願いいたします。 

なお、本日の会議録の署名でございますが、名簿順で、貞方委員

と中村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。 

事務局からは以上でございます。 

 

榎本会長 本日の議題は全て終了いたしましたので、議長の任を解かせてい

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。 

委員のみなさまから何かご連絡などございませんか。 

それでは、次第５ 閉会のご挨拶を稲葉副会長 お願いいたしま

す。 

稲葉副会長 皆さま、大変お疲れさまでした。今回は５か年計画という大変重

要な案件でございましたので、皆さま事前にご研究頂きまして、非

常に活発で良いご意見をたくさん頂けたのではないかと思います。 

事務局から説明がありましたが、１月の第３回審議会前に修正案

を頂けるとのことですので、さらにご研究頂きまして、電話でも市

役所に直接お越し頂いても構いませんので、積極的に意見を反映し

ていければと思います。どうぞよろしくおねがいいたします。 

本日はありがとうございました。 

事務局 それでは、次回の審議会の予定でございますが、事務局案として

は、パブリックコメント終了後の年明け１月の早い時期に開催をし

たいと考えております。 

後日、委員の皆様方にご都合を伺い、日程が決まり次第、ご連絡

いたしますので、よろしくお願いいたします。 

事務局からは以上でございます。 

ありがとうございました。 

以上をもちまして、平成２９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２９年１０月４日 

                         貞方  登志夫       

 

                         中村  喜美子       

 

(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。 


