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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、ご多忙のなか、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４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。 

本日の進行につきまして、次第に従い進めてまいります。始め

に、榎本会長よりごあいさつを頂戴したいと存じます。 

榎本会長 皆さま、おはようございます。本日は、全員出席ということで、

ありがとうございます。お寒い中、全員揃うということは皆さまが

健康に気を付けられておられるということかと思います。 

今日は、前回のパブリック・コメントのご説明をいただくという

ことと、全体のご説明をいただくということが議題でございます。

その後、答申がありまして、記念写真という次第になっております

ので、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、今日の資料の確認を致します。 

 

・次第 

・資料１ 第２次久喜市男女共同参画行動計画（案） 

・資料２ 答申（案） 

 

審議会の開催にあたりまして、会長からもお話しがありましたよ

うに、本日は１０名全員出席ですので、会議は成立致します。ま

た、本日の会議録の署名ですが、吉野委員と石田委員にお願いした

いと思います。よろしくお願いします。 

 

それでは、会議進行は榎本会長にお願いしたいと思います。よろ

しくお願い致します。 

榎本会長 それでは、議事を進めさせていただきます。 

議題である第２次久喜市男女共同参画行動計画（案）について、

事務局からご説明お願い致します。 

 議題 第２次久喜市男女共同参画行動計画（案）について 

事務局 議題１、第２次久喜市男女共同参画行動計画の策定について事務

局から説明いたします。 

１月１５日に開催されました第３回男女共同参画審議会におきま

して、パブリック・コメントの実施結果を踏まえ、市の考え方と計

画案への反映についてご説明をさせていただきました。また、併せ

て答申案の内容についてご審議をいただきました。 

委員の皆さまにお配りさせていただきました資料１につきまして

は、前回ご審議いただき、パブリック・コメントの意見を計画案に

反映したものとなっております。改めて、ご確認いただきたいと存

じます。３８ページをお開きください。 
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人権擁護の推進施策において文章の上から３行目に「ＬＧＢＴを

含む性の多様性が尊重され、誰もが差別を受けることなく平等に暮

らせることの重要さ」を明記しました。また、具体的な取り組みと

して、ＬＧＢＴを含む性の多様性を尊重した啓発活動の実施につい

て明記いたしました。パブリック・コメントの前に、各委員の皆さ

まにお配りさせていたいただいた計画案からの変更箇所はこちらの

部分のみとなっております。 

次に、本日の答申にあたり、資料２として答申（案）を配布させ

ていただきました。こちらにつきましては、前回お配りしたものと

変更箇所はございませんが、改めて配布させていただきました。 

以上、本日答申書を提出いただくにあたり、最終答申案及び計画

案について委員の皆さまにご確認、ご了解をいただきたいと思いま

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。ご確認いただけたと思いますが、これ

でよろしいでしょうか。 

全委員 了承。 

榎本会長 それでは、この計画案は賛成ということになります。ありがとう

ございます。また、答申（案）につきましても、これでよろしいで

しょうか。 

全委員 了承。 

榎本会長 ありがとうございました。これで答申をさせていただくことに致

します。今日の議題は以上でございますので、答申に移りたいと思

います。ご協力ありがとうございました。 

事務局 ありがとうございます。このあとの答申ですが、１０時３０分ま

でしばらく休憩していただき、答申に移りたいと思います。 

稲葉副会長 それでは、その間皆さまから一言ずついただきたいと思います。 

新井委員 この機会を与えてくださったことを嬉しく感じ、また責任のある

ことだと感じました、皆さん、いろいろなご意見があると思います

が、聞いて初めて知るということがほとんどでしたので、これを機

会に視野を広げられたらと思います。 

石田委員 今朝、テレビを見ていましたら、女性同士で結婚されている方で

子どもをつくりたいという方がいて、そういう場合、子どもをつく

るということは産婦人科の間ではまだ認められていませんが、今後

どうなっていくだろうと感じたところです。 

そういうことからも、この計画策定に参加させていただいて考え

方の視野が広がると思いました。 

稲葉委員 皆さん、いろいろな意見をお持ちなので参考にさせていただくこ

とがたくさんありました。いままで企業で働いてきた中ではこのよ

うなことに関心がなく過ごしてきたような感じがしていますが、こ

れを機会にもっと勉強をしなくてはと自分に言い聞かせることがあ

りました。 

倉持委員 いろいろなご意見をお聞きしたことがとても勉強になりました。

これからも考えることがたくさんあると思いますが、勉強させてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

貞方委員 この審議会に参加させていただいて、久喜市が多岐に渡って男女

共同参画社会の実現に向けて努力されていることに驚いています。

市の広報も一生懸命読んでいるつもりでしたが、審議会に参加し

て、これだけのことをやっているということについて市の職員の皆
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さんの努力は大変なものだと思います。 

しかしながら、アンケート調査の結果をみても男女共同参画社会

をつくっていかないといけないということが市民になかなか浸透し

ていないことが少し残念です。これは、市だけの責任ではなく、国

や県も関係していますが、いずれにしても素晴らしい計画ができた

わけですから、職員のみなさんは大変だと思いますが、計画の実施

状況をチェックしていただきながら、少しでも成果を上げていただ

きたいと思います。 

中村委員 今日は、行動計画（案）というものがテーブルに置いてありまし

て、見ていたらＰ２３に「（５）女性が職業をもつこと」と書いて

あるところがありました。 

その中で、「子どもができたら仕事をやめ、大きくなったら再び

仕事をもつ方がよい」という女性の働き方が、平成２２年（2010）

の調査では49.6％で一番多かったのですが、今は16.5％減少して、

出産を機に仕事をやめるのではなくて、仕事を継続するという考え

の方が増えています。８年間でこのように考えが変わってきている

ということで、やはり行政や社会の動き方も変わってこなければい

けないし、私自身のライフワークとしても女性の生き方や働き方を

もっと考えていきたいと思っているところです。 

早瀬委員 １年間どうもありがとうございました。とても勉強させていただ

きました。こういったものを時間をかけてひとつずつ積み上げてで

きているということが身を持って分かりました。現状は皆さんに必

死でついていっているという感じでしたが、役員の皆さんも大変だ

ということを改めて思いました。今後も勉強していけたらと思いま

す。 

吉野委員 このような機会に参加させていただきましてありがとうございま

した。いろいろなご意見や価値観に触れることができ、非常に学び

が多かった場だったと思っています。この行動計画が策定できたこ

とはひとつの達成感があります。 

この行動計画はＰ９にあるように５か年にわたりベースになると

思いますが、５年で世の中はものすごいスピードで変わっていくと

思います。例えば、意識の啓発などは地道にやり続けなくてはいけ

ない部分と思いますし、内容によっては振り返りをして、場合によ

っては変えていくということが大事だと思います。５年後にこんな

時代だったのかということもおそらくあると思います。 

これを進めていただく市の方々にはぜひとも振り返りと修正を今

風にアレンジしながらよりよい活動に繋げていただければと思いま

す。 

また、ここでのつながりを通じて、資生堂としていくつか市の活

動に参加させていただきました。社員はこれだけ大勢の前でプレゼ

ンをするのは初めてでしたが、なんとかやり遂げることができまし

た。 

また、イクボスですが、市の幹部の方々から弊社本社の人事部に

イクメン・イクボスに関する講演のお話をいただいて、昨年、講演

させていただきました。ご協力できたか分かりませんが、機会を与

えていただきました。これからもできるかぎり企業市民として協力

していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

稲葉副会長 皆さま、１年間ありがとうございました。この審議会で３期目な
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のですが、計画に携わったのは初めてです。私の娘たちは働き続け

る考えでいるようで、娘の夫たちは家事等を手伝っているようで

す。今の若い方々は男女共同参画について意識を持ち、実際に行動

しているのではないかと思いますが、現状では社会全体としてまだ

まだ理解が必要だと思います。それでも、どんどん変わっていくと

思います。私どもはこの審議会で勉強をいたしましたし、影響力も

ありますので、様々な場でこのようなことを話していきたいと思い

ます。この審議会は、他の審議会に比べ盛んに意見が出るようでご

ざいます。事務局の方は大変だと思いますが、計画の実現に向けて

また来年度からぜひ、頑張っていただければと思います。よろしく

お願いします。 

 答申 

事務局  大変お待たせいたしました。 

 ただいまから、答申書の提出をお願いいたします。答申書は、審

議会を代表いたしまして、榎本会長から田中市長へ提出していただ

きたいと思います。 

 恐れ入りますが、会長と市長はご起立をお願いいたします。 

榎本会長  答申をつくるための会議を合計６回開きまして、その中で感じま

したことを述べさせていただいた上で答申をお渡ししたいと思いま

す。よろしくお願致します。 

 将来像を「男女がいきいきと活躍できる社会の実現」といたしま

して、みなさまから各回たくさんの貴重なご意見を頂戴しまして、

活発な会合だったと思います。そして、アンケート調査におきまし

て、女性の労働のＭ字カーブというものがありまして、久喜市もご

多分に漏れずＭ字カーブを描いた働き方をしておりますけれども、

その数字がずいぶんと上がりました。結婚をして、出産、育児とい

うことがありましても、働き続けたいという意見が大変多くなって

いるという変化を感じました。このことに関しては加速をしていた

だく必要があると感じながら会議を重ねてまいりました。幸いに、

久喜市は子育てしやすい市として上位ですので、さらにがんばって

いただけたらと思います。 

そして、もう一つの特徴が、行政の取組みが強化されました。行

政が率先して女性の活躍を推進しなければならないということを第

１次計画においても話したけれど、取組みが緩やかでした。女性活

躍通推進法の後押しもありますけれども、そのことが功を奏しまし

て行政における女性職員の職域拡大と管理職への登用・推進という

ことが入りましたことが本当にありがたいことと思います。おそら

く、女性職がそのような形で変化していきますと、市のいろいろな

事業所、団体に波及していくと思われますので、このことは大事な

ことであったと思います。 

最後にパブリック・コメントで意見を頂戴しまして、ＬＧＢＴと

いって性の多様性の問題でございますが、この会議でも十分に協議

をしていたわけですが、そのことが文言に表れていませんでした。

そのことを指摘された市民のご意見がございました。早速、それを

反映したものでございます。 

わたくしとしては、この３つのことを強く感じた計画案になって

おります。市長におかれましては、男女共同参画社会が実現できま

すようにお働きいただければありがたく存じます。それでは、答申

をさせていただきます。 
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榎本会長 （答申読み上げ、田中市長に提出） 

事務局 ただいま、榎本会長から答申書が市長に手渡されたわけでござい

ますが、その写しにつきましては、みなさまにお配りいたします。 

それでは、改めまして、田中市長からごあいさつをお願い致しま

す。 

５ 市長あいさつ 

田中市長 みなさん、こんにちは。市長の田中暄二でございます。ただい

ま、榎本会長より第２次久喜市男女共同参画行動計画（案）に対す

る答申をいただきました。平成２９年１月の委嘱から約１年間に渡

りまして、ご協力いたたき、本当にありがとうございました。諮問

から答申まで、６回の審議会において、活発な意見をいただいたと

伺っております。お礼と感謝を申し上げます。 

 

今後はただいまの答申をもとに、第２次久喜市男女共同参画行動

計画に定めた各種施策の推進に全庁あげて取り組み、本市が目指す

男女共同参画社会の実現に努力してまいりますので、引き続きお力

添えをお願い申し上げます。 

現在２月の定例議会が開催中でございます。本来ですとまだです

が、４年に１回の市長選挙、市議会議員選挙があることから２０日

間ほど早く開始をし終了する予定でございます。いろいろなご意見

を議員も市民を代表して述べていただいておりますが、少子高齢

化・人口減少という中で我が国の人口が１億人を初めて突破したの

が昭和４０年です。当時の６０歳以上の高齢化率は６.８％でし

た。現在、４７都道府県の中で人口が増えている県は埼玉県を含む

わずか６県です。また、ＧＤＰが伸びているのは埼玉県を含むわず

か１０県です。 

しかし、嘆いてばかりもいられないので、しっかり取組んでいき

たいと思います。人口が減少して１億人を切ってしまうのは、３５

年後の2053年頃と言われています。そのときの高齢化率は４０％に

近くなると言われています。人口が１億人に変わりはなくても、昭

和４０年は６８０万人の高齢者だったものが４千万人近くなるとい

うことです。男女共同参画は当たり前で、これをいかにクリアして

いくかということになると思います。力のある女性が社会の中で活

躍できるような体制を整えるのは国の責任、地方自治体の責任であ

ると思っています。 

また、高齢者の方々も、働く意欲のある人には60歳でも70歳でも

社会が受け入れる、そんな体制を整えていくことが大切だと思いま

す。将来の子どもたちが日本に生まれてよかったと誇りを持てるよ

うになっていかなければならないと思います。 

長い期間ご審議をいただきました、そして素晴らしい答申書をい

ただきましたことに心から御礼申し上げます。大変ありがとうござ

いました。 

事務局 ありがとうございました。 

それでは、市長と審議会委員の皆さま集合写真を撮影したいと存

じます。申し訳ございませんが、皆さま、ご移動をお願いいたしま

す。 

（移動して写真撮影） 

ありがとうございました。 
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それでは、ご着席ください。今回撮影した写真につきましては市

のホームページへの掲載を予定しておりますので、ご了承ください

ますようお願いいたします。 

市長につきましては、この後、公務がございますのでここで退席

をさせていただきます。 

 その他 

事務局  それでは、議事を再開いたします、 

 榎本会長、引き続き議事進行をお願いいたします。 

榎本会長  それでは、次に次第６その他でございます。 

 委員の皆さまから何かありますか。 

全委員  特になし。 

事務局 事務局から３点ほどお話させていただきます。１点目ですが、前

回の審議会におきまして、用語解説の資料を配付させていただきま

した。この資料については持ち帰っていただき、内容を確認してい

ただいてご意見等がございましたら、事務局までご連絡くださいと

いうことをお話させていただいたところ、委員の方からご意見を頂

戴しました。内容は、用語説明の中で何点か文言の修正のご指摘

と、また、用語の追加をしていただきたいというご意見もございま

して、「ウーマノミクス」と「メンター制度」については新たに追

加することにし、まとめているところでございます。資料がまとま

りましたら、委員のみなさまに改めて送付致します。 

２点目ですが、本日答申しました第２次久喜市男女共同参画行動

計画（案）については、この後、製本及び概要版の作成をいたしま

して、４月頃に委員のみなさまにお届けしたいと思っています。 

３点目ですが、次回の審議会の予定ですが、５月下旬～６月上旬

に開催を予定していますが、日程調整については、委員のみなさま

にメールや電話でご連絡致します。 

 閉会 

榎本会長  本日の議題はすべ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。それでは、閉

会のごあいさつを稲葉副会長様、お願いいたします。 

稲葉副会長 この１年間どうもありがとうございました。答申をさせていただ

きましたので、平成３１年度からは実現に向けて取組んでいきま

す。あと１年間ございますが、この１年間でだいぶ知識も増えたと

思いますので、ぜひ、委員のみなさま、提案等ありましたら、よろ

しくお願いします。 

事務局 以上をもちまして、平成２９年度第４回久喜市男女共同参画審議

会を終了いたします。お疲れ様でした。 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。(注) 

  平成３０年４月１７日 

                        吉野  淳      

 

                        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。 


