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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 

平成３０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。 

ただいまから、平成３０年度第１回久喜市男女共同参画審議会を

始めさせていただきます。 

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くことがで

きない旨の規定がございます。 

本日は、１０名の委員の方全員に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。 

また、本日の会議録の署名でございますが、名簿順で、稲葉澄子

委員と稲葉敏夫副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。 

続きまして、会議の公開と会議録の作成につきまして、皆様にご

了解いただく事項がございます。まず、会議の公開ですが、久喜市

では審議会等の会議は原則公開とし、会議の傍聴を認めておりま

す。本会議を傍聴される方がおりますので、ご了承願います。 

また、この会議の内容については、事務局におきまして会議録と

してまとめる関係上録音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。 

会議に先立ちまして、榎本会長よりご挨拶を頂戴したく存じま

す。榎本会長、よろしくお願いいたします。 

２.会長あいさつ 

榎本会長 皆様、おはようございます。 

今日も大変暑い日となっておりますけれども、暑くなったり寒か

ったりでご体調を崩されている方もいらっしゃるかと思いました

ら、全員参加でございまして、誠にありがとうございます。 

事務方のみなさまも昨年プランを一緒に検討してまいりましたお

二方が異動になられまして、新しい方をお迎えしております。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

世の中はいつも騒がしいことが起きておりますけれども、日大の

アメフトの暴力事件、人権を侵害するような事件でありましたし、

財務省の事務次官の方のセクハラの発言、女性たちはみんな怒って

おりますし、その中でも男性の方の意識の違いというのが浮き彫り

になったようなこともありました。 

そしてアメリカのハリウッドではプロデューサーの方のセクハラ

に対して、女優の方がそれを告白なさいました。 

私たち女性はそれを言葉にして発言していくのが非常に憚られる

という心境を持っていまして、私もよ、私もよ、という声が高まっ

ている、何か世の中が良いように動いていることを感じます。 
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日本では働き方改革について、皆様が一所懸命考えているところ

でありまして、その反映としてプランの中にも行政が真剣に取り組

んでいくことが盛り込まれておりますし、どうも私たちはそういう

時代の流れに身を置いているようでございます。 

このようなことを考えて、また今日もご検討をいただきますよう

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。 

次に事務局職員を紹介させていただきます。 

人権推進課主幹の小沢でございます。 

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。 

男女共同参画係主任の相澤でございます。 

そして私、人権推進課長の田中でございます。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

それでは議事に入ります前に、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の一覧がございます。 

【配布資料】 

次第 

資料１ 平成２９年度実施推進状況および男女共同参画調 

（事前配布） 

資料２ 推進状況調査集計表 

資料３ 推進状況調査集計表（基本目標ごと） 

資料４ 全課共通取組の推進状況 

資料５ 数値目標 

資料６ 平成３０年４月１日現在の女性登用率 

資料７ 男女共同参画推進月間事業 

以上、次第を含めまして８点でございます。よろしいでしょう

か。 

次に会議の議長の関係でございますけれども、会議は会長が招集

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、榎本会長様に議長になっていただきまして議

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。 

３.議題 

榎本会長 それでは議事の進行役務めてまいりたいと思います。議題の１、

平成２９年度実施計画の推進状況報告について、事務局のご説明を

お願いいたします。 

議題（１）平成２９年度実施計画の進捗状況調査報告について 

事務局 【議案（１）ア】を資料１、２、３により事務局説明】 

◆資料1について 

・平成２９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・参画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
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合は「－」を記入する。 

・「目標【施策の方向性】達成度」欄は、目標の達成度を「◎、

○、△」で自己評価し、その理由を記入。 

 

◆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『男女の人権を尊重したまちづくり』 

 基本目標Ⅰでは、３つの課題につて推進しており、男女同参画の

問題を単に個人の問題にとどめることなく、人権尊重、基本的人権

の確立につながる根本的な問題として捉えていく視点が必要である

として事業展開しています。 

 ３つの課題のうち、２、３は健康増進部が中心となって行う事業

になります。 

 対象事業は２４。評価の内訳は◎１３、○１０、実施無１。 

榎本会長 基本目標１についての説明がございました。皆様事前にお読みに

なっていただいておりますので、ご意見をお願いいたします。 

石田委員 11101の事業ですけれども、男女共同参画への配慮というところ

で、評価が◎になっていますが、男女それぞれにとって利用・参画

しやすいように配慮したというところと、性別による固定的な役割

分担意識の解消など男女共同参画意識の啓発に繫がったというの

は、どういったところを評価してなったのでしょうか。 

人権のつどいに関しての評価のところですが、基本的にはこの活

動を行ったのでABCを◎にしたということなのか、特に何か工夫を

された点があるので◎にしたということでしょうか。 

事務局 事業に関しては、参加者も多く来ていただき、良い事業展開がで

きたということで◎にさせていただきました。 

榎本会長 一昨年同様十分な効果があったと人権推進課は思ったということ

ですよね。特に２９年度のつどいで工夫された点はあったのでしょ

うか。 

事務局 お子さん連れでも講演等に参加しやすいように、託児を行うなど

聞きに来やすいように工夫しています。 

稲葉（敏）副会長 ６ページの13103、リプロッダクティブ・ヘルツ/ライツ、県から

の資料がないということですが、一旦実施項目に挙げて何もできな

かったということですが、平成３０年度はぜひ資料を集めて実施し

ていただきたい。リプロッダクティブ・ヘルツ/ライツというのは

要するにみんな健康で子どもを産めるようにしましょう、というこ

とでしょうけれども、子供をどんどん増やしていきたいわけですか

ら、平成３０年度は実施していただきたい。 

基本目標２の22101から22106の実施できなかったことについて

は、翌年度はきちんと資料などを揃えて準備していただいて進める

ようにしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

倉持委員 12104の事業について、949人の妊婦全体にHIV検査の助成券を交

付したとありますが、どれくらいの方がこの券を使って受診したの

か、教えていただきたいと思います。 

事務局 受診率までは聞いておりませんでしたので、次回の審議会で回答

いたします。 
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榎本会長 次回よろしくお願いします。 

6ページの13101事業について、不妊に関する経済的支援を行うと

あります。これの結果を教えていただきたい。また、パパママ教室

を開催していますが、健康手帳を配布した方が949人おられる中

で、もう少し多くの方が参加した方がいいのではと感じますが、達

成度は◎になっております。その辺りのことを伺いたいと思いま

す。 

事務局 不妊に対する経済的支援ですが、県の不妊治療費助成事業と久喜

市の不妊治療助成事業がございます。不妊治療を受けた方で所得要

件や年齢要件などを満たす方に対して、治療内容により1回の治療

費につき15万または7万5千円を上限として助成しております。これ

が県の助成事業になります。 

久喜市の助成事業は、県の助成金を支給決定された方に対して、

県の助成金を差し引いた治療費用の一部を助成しております。年度

当たり10万円、通算5年度までが上限になっております。 

母子手帳を交付した949人に対し、パパママ教室への参加者数が

少ないのではとのことでございますが、経産婦もいることから二人

目、三人目の方はすでに参加しているということで、このような結

果になっていると推測されます。 

榎本会長 よろしいでしょうか。基本目標１の質問を打ち切りたいと思いま

す。次にお願いいたします。 

事務局 【資料１、２、３により、基本目標Ⅱについて説明】 

◆基本目標Ⅱ『男女共同参画の意識づくり』 

 基本目標Ⅱでは、４つの課題について施策を推進しており、無意

識のうちに身についてしまった性別による役割分担意識に気づき、

自分らしく生きていくための意識啓発を行うことを目標としていま

す。 

 対象事業は４０。評価の内訳は◎２１、○１２、実施無７。 

榎本会長 基本目標２についてご質問をお受けしたいと思います。 

稲葉（敏）副会長 ７ページの21102ですが、日曜日の日に6月と11月にそれぞれ一日

ずつ、女性の悩み相談を開催されていますが、どれくらいの方が訪

れているのか、評価は◎になっていますが、内容はどうだったので

しょうか。 

事務局 6月と11月の実施については、午前午後と2コマずつ、4コマすべ

て相談者の予約が入っている状況でございます。 

榎本会長 予約が入った方はおいでになっていますか。 

事務局 相談に見えております。 

貞方委員 9ページ、21104の達成度の理由の中で、男性の編集委員がいなか

ったため男女の意見が聞けなかった、とありますがやはりこういう

そよかぜの取材を受けることでも男性自身が男女共同参画につい

て、より理解が深まると思いますので、今年度は遠慮しないで男性

にもっと働きかけてください。これは要望、意見でございます。 

榎本会長  ありがとうございます。私もそよかぜについてですが、この号は

素晴らしかったように思いました。電話して「今回のそよかぜは良

かったよ」と言いたいと思いながら言えませんでしたが、良かった

ですよ。 

倉持委員 毎号いいですよね。とても。 

榎本会長 来年度は委員も男性を増やして頂ければ、なお良くなるかと思い
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 ます。 

石田委員 21101の男女共同参画推進月間事業の実施ですけど、毎年ではな

いですが、男と女のつどいで講演会を聞きに行っていますが、去年

も感じましたが、講演会に出られている方が女性と男性の高齢者が

多いですよね、男性の若い人はほとんどあまりいらっしゃらない。

できれば男性ももうちょっと多くて、なおかつもう少し若い人たち

が参加してくれるといいなと思いますが、そういう工夫はあまりさ

れていないという気がします。 

今回開催のチラシを見たら中村シュフさんという方の講演で、こ

うゆうお話なんかはできれば若い男性の方が聞いた方がいいのでは

ないかと思いますが、そういう人に参加してもらえるような何か工

夫があったらいいのではないでしょうか。 

事務局 今年は本当に若い男性にぜひ聞いてもらいたい講演になっている

と思いますので、周知の方法も工夫してぜひ参加していただけるよ

うにしたいと思います。 

榎本会長 全戸配布でしたか、このチラシは。 

事務局 こちらのチラシにつきまして、全戸配布はしていませんけれど

も、各公共施設と幼稚園、保育園、その他こども園も含めまして、

100以上の施設団体に配布させていただきました。また、ネットワ

ークの理事さんを通じて団体の会員さんの方にもお配りしていただ

いているところでございます。広報の6月1日号にも「男と女のつど

い」の特集記事を掲載いたしますので、よろしくお願いいたしま

す。 

中村委員 学校のPTAに連絡がいくと「男と女のつどい」の講演が「主夫に

なってはじめてわかった主婦のこと」なので、身近なお父さん、身

近な家庭がテーマなのでPTAに配布してはいかがでしょうか。 

事務局 学校にもポスターを配布していますが、おそらくPTAまでは周知

していただけないと思いますので、もう一度その辺も教育委員会に

お願いしたいと思います。 

吉野委員 同じく「男と女のつどいですけれども、例年の参加者は何人です

か。昨年度５０４名ということですけれども。 

事務局 平成２９年度が５０４名で、２８年度については例年梅雨の時期

に開催されていることもありまして、正式な人数につきましては、

今手元にないのですが、５０４名よりかは下回って４百数十名と記

憶しております。例年４００名、多い時には５００名という形でご

来場いただいている状況です。上昇傾向にあるかというと、平均し

て４００から５００名あたりを推移しております。 

吉野委員 記念講演も工夫されているようなので、先ほども議論になった配

布、周知の仕方を工夫されればいいかと思います。 

榎本会長 昔よりも少し右方上がりに増えている感じがしています。 

今年はちょっと見ただけでシュフの話は参加者が多そうな感じが

しますね。 

事務局 ちなみに、こちらは中村シュフ様でございまして、主夫のシュフ

で実際２児のパパということで、そのことについて講演頂けると伺

っております。一瞬「シェフ」というふうに見えてしまいますが、

「シュフ」という方です。 

アンケートや来場者の方からも毎年男性の参加者が少ないという

ご意見をいただいているので、今年は男性の方、若い方に特に来て



6 

 

いただけるようにしたい。この方、他の自治体でも男女共同参画の

セミナー等で講演されていると伺っております。肩書としてはシュ

フアドバイザーという方なので、講演についてもそういった楽しい

お話が期待できるということで、今回講演の講師にご依頼させてい

ただいたところでございます。 

榎本会長 これを見て数字があがるかもしれないですね。 

これは男女の参加者の数値は出ているのですか。 

事務局 申し訳ございません。平成２９年度の男性、女性の割合は、アン

ケート用紙等でいただいた人数になります。男性、女性、未記入と

いう項目でアンケートを取っていますので、参加者の人数は把握し

ていますけれど、来場者５０４名のうち男性女性の内訳は把握して

はいないところでございます。 

榎本会長 視覚的には男性も増えていますよ。 

23202です、18ページ。デートＤＶへの啓発。デートＤＶに対し

ては、一所懸命やってくだっていますが、高校へのアプローチとい

うのはできないですか。高校生あたりから意識がお付き合いに発展

しますよね。その辺りはどうでしょうか。 

事務局 人権推進課では高校との接点を持つことが無いものですから、今

年担当と話をしていたのは、中学3年生の受験が終わって卒業する

までの間に、何か一つそういう啓発ができればいいなあと話したと

ころです。具体的に今年度どういうふうにやるかといったことまで

はまだ至っていませんが、高校よりは公立の中学校の3年生を対象

にした方が同じ市の施設なので啓発がしやすいのではないかと考え

ています 

早瀬委員 19ページの24101の国際交流についてです。Ａの企画実施にあた

り男女それぞれの意見を聞いたというところが空欄になっています

が、どうしてやらないのかという疑問とＢ、Ｃがなぜ◎でなくて、

○なのかなと思いました。実は私、ローズバークに一回入れてもら

ったのですが、いろいろ条件があってワンナイトステイすらでき

ず、仕方がないので辞めて宮代町の国際交流協会に入れてもらいま

した。ここはもうちょっといろいろやってくれたらいいと思ってい

まして、この辺の話が聞けると嬉しいです。 

事務局 この事業に関しましては、自治振興課の所管になります。この評

価も担当課から回答いただいたものを載せていますので、Ａ欄が空

欄というのは、「男女共同参画への配慮」というところで、Ａの項

目が「男女それぞれ意見を聞いた」ということなので、聞いていな

いから評価をしていないということだと思われます。 

この事業は、何か受け入れに関して自治振興課の方で受け入れと

受け入れる形がうまくいっていないのかもしれないですけれど、そ

の辺は自治振興課にお聞きしたいと思います。 

早瀬委員 条件が整わなくてワンナイトステイまでやらせてもらえませんで

した。要は一般の人がちょっと興味を持った時に入り込める状況で

はなかった。一方で宮代町は、お茶会やったりお花教室やったり絵

画でも行ってすぐ興味あったらお手伝いできることがいっぱいあり

ます。ですから、宮代町に入れてもらいましたが、もう少し一般の

方で興味がある人が集まれるようにしないと、外国人をどんどん入

れていかないと人は減ってしまいます。それはまずいと思うので国

際交流をどんどんやるべきと思います。 
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稲葉（敏）副会長 私もここの項目について、実はテレビで見たのですが、ワンナイ

トステイは１泊ですから受け入れ先も大変ですが、今、自治体全国

の潮流はワンナイトステイではなくて、１時間か２時間受け入れて

やっています。餅つきをやって一緒にお餅を食べていただき、その

時にいろんなお話をして情報提供をする。そうするともっと受け入

れやすい家庭があって１００や２００とか出てくればいいと思いま

して。 

ぜひ、私の方の意見として自治振興課にご提案をお願いします。 

それと24102の事業概要に外国人に対して、いろいろなガイドブ

ックを作りますと書いてありますけれど、ここの実施状況が何も書

いていませんが、具体的に進んでいるでしょうか。そういう配慮者

が増えていると思うのですが、外国語は幅広いですよね。英語圏が

一番多いでしょうが、次に中国人、最近は韓国人などたくさんの方

がいらっしゃるかと思いますが、この辺はどうでしょうか。 

いろいろなガイドブックですとか、いわゆる我々一般市民に広報

してくださるものを、どれだけ外国語で反映していますか、という

ことです。お分かりにならないでしょうから、ご確認いただいて次

回にどういうガイドブックは英語を入れましたとか、中国語を入れ

ましたとか、それは経年で2年前なら2年前と比べて進んでいるかご

確認いただいて、次回にご回答いただきたいと思います。 

それからもう一点、今度は日本語教室のことです。毎年申し上げ

ていますが、私も鷲宮の国際交流協会に2年いまして、忙しくてや

めたのですが、日本語教室も担当しましたが、全9回やっても日本

語教室でしゃべれるようになりません。我々がもし9回通って英語

がしゃべれるようになるかと言ったらならない、目標達成度に「日

常生活で必要な情報提供が図られた」と書いてありますけれども、

外国人の方も日本語を覚えたいとのご要望はありますが、それより

もどちらかというと市では暮らし支援相談やそういう教室を作って

継続的にやる、よく運転する人で道路標識がわからないから教えて

ほしいとか、スーパーはどこにあるのか、といった市民の暮らしで

困っている方がたくさんいらっしゃる。そういう支援の方が口コミ

で、久喜市って住みやすいらしいよ、というふうになると思います

ので、ここも日本語教室を年９回やりました、といったやり方でい

いのかどうか、自治振興課に確認していただき、次回にお聞きした

いと思います。よろしくお願いしたします。 

稲葉（澄）委員 ８ページの21103の一番下の関係ですが、３月に行われた事業セ

ミナーに参加してみたのですが、参加者の男性から、女性に支持さ

れる上司が具体的に配慮をしている内容について、全然聞けません

でした。講演は別ですが、せっかく来ていただいたので、もうちょ

っと内容を理解していただいて、そういう発言をしていただければ

いいなと思いましたが、なんか全然意味がなかったという感じがし

ましたので参考まで。 

榎本会長 どこですか。 

稲葉（澄）委員 ８ページです、事業者セミナーです。多分事業主またはそれに近

い方が出席していたと思うのですが、その人たちからの発言とし

て、どういうことに力を入れているか、具体的に心掛けているとか

そういうお話が全然なかったです。認識が甘いかなという感じがし

ました。支持される上司になろうとしている姿が全然言葉の中で見

えませんでした。ちょっとがっかりしました。 
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倉持委員 私自身もこの演題を見て参加した感想では、ちょっと思っていた

のとは全然違った。けれども事業セミナーなので商工業者の方にと

っては有効だったのかどうか、それは私には一概には言えないとこ

ろがあります。ただ個人的には期待外れです。 

榎本会長 合点だった、という感じではなかったような気はします。 

倉持委員 事業者セミナーっていう枠ですからね、また違う。 

榎本会長 これはアンケートやなんかで評価はどうでしたか。 

事務局 委員の方からご意見出たとおりですけれども、講座の名称がまず

「女性に支持される上司・同僚とは」ということで、実際どういう

人間性が必要なのかとか、どういう対応がということを期待されて

講演にいらっしゃったかと思いますけれども、実際講師の先生から

の話ではそういったことはあまり出なかったというところでは、正

直事務局としてもそういうふうには感じたところであります。アン

ケートからもやはりもう少し具体的なところをこういうテーマであ

ればもう少しお伺いしたかったということでアンケートはいただい

ておりますので、事業者の方も同じような意見をいただいたところ

でございます。 

榎本会長 蓋を開けてみないとわからないこともあって、主催する側の悩み

ですね。よろしいでしょうか。 

それでは基本目標Ⅱの質問を終わらせていただいて、Ⅲに移りま

す。説明をお願いいたします。 

事務局 【資料１、２、３により、基本目標Ⅲについて説明】 

◆基本目標Ⅲ『男女平等を推進する教育・学習の環境づくり』 

 基本目標Ⅲでは、２つの課題について施策を推進しており、男女

共同参画社会実現のためには、男女平等を基本とした教育の果たす

役割は大きく、あらゆる分野で教育・学習の機会を図り、男女平等

を推進するものです。 

また、指導者に対する男女平等意識の啓発や生涯学習の推進を図

るものです。 

 対象事業は２５。評価の内訳は◎１５、○６、実施無４。 

貞方委員 22ページ、31201の「教職員に対する啓発」というところで、中

学校とか小学校の児童に対する男女共同参画についての教育や取り

組みというのは、行われたのでしょうか。 

榎本会長 職員への研修は図られたことはわかりましたけど、教員たちが子

どもたちにその辺の指導をしているのでしょうかというご質問で

す。 

事務局 具体的に児童生徒へどういった啓発をしているかについては、学

校の授業内容とも関連してきますし、そこまでは踏み込んで聞いて

おりませんので、次回ご回答させていただきたいと思います。 

榎本会長 教える側にその意識がしっかりとなければ、発言とか教育の内容

に反映されないということに着目した項目ですね。 

貞方委員 市の行政組織と教育委員会あるいは、教育現場は違うでしょうか

ら言いにくいことがある、学校の指導内容について行政組織とか人

権推進課が口を出せないということがあるような気がするのです

が、その辺はどうなのでしょう。 

というのは、一番大事なことだと思います。やはり子供のうちか

らこういう意識を持つことが、それこそ必要だと私は思います。そ

の壁を乗り越えてやっていただけないのかということです。 
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榎本会長 非常に◎が多いので、熱心に取り組んでおられるという印象を持

ちますけれども、昔のプランはここをすごく大事にして教える側の

男女平等意識を啓発しないといけないというので、非常に重くこの

項目は感じ取っていたのですが、まず全部の子どもたちに「さん」

づけで呼ぶとか男女別の呼名ではなくて、それを一緒にするとか

ね、そういう取り組みを始めてもう随分数年も経っている、という

のでこのことは定着化しているという感じがしますが、実際にその

先生方がどのような感覚で生徒を導いているかというところまで

は、ここではわからないですね。そこをリサーチしてください、と

いうことでした。いかがでしょうか。では、Ⅲの質問を終了させて

いただきまして、基本目標Ⅳに移りたいと思います。ご説明お願い

いたします。 

事務局 【資料１、２、３により、基本目標Ⅳについて説明】 

◆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」 

基本目標Ⅳでは、４つの課題について施策を推進しており、男女

が互いに個人として尊重され、その能力を発揮できる機会が確保さ

れ、家庭や地域、職場などのあらゆる分野に参画できる社会環境を

つくることを目標としています。 

対象事業は６４。評価の内訳は◎１９、○３６、△２、実施無７。 

貞方委員 25ページの41103の関連ですけれども、女性登用率40%以上の達成

のところで、行政区長について広報紙に掲載されているのを見ます

と、久喜市の行政区が全部で２６０のうち女性が１０名くらいとい

うことでほとんど男性です。それは違うのかなと思います。 

毎年２月から３月くらいに行政区長を選ぶと思うのですが、その

前に行政区住民が、行政区長の女性比率を増やす必要があることを

知った上で選考したほうが、住民の男女共同参画についての意識が

向上すると思います。私の区では世帯数４７くらいで、総会には、

いつも女性が１０人くらいは出席しています。毎年、区長選考前

に、広報紙やそよかぜあるいは区長への通達で行政区長の女性比率

を高める必要があることを知らせることで少しずつ女性区長が増え

ると思います。 

区長の人選に市行政が口を出すのは難しいのでしょうけれど、議

員の候補者数をできる限り均等にするよう政党に求める「候補者男

女均等法」が成立する時代です。 

榎本会長 

 

女性の区長さんは今１０人、少ないですね。このことに対する市

の取り組みについて聞きたい。それから早瀬委員も女性の区長さん

がもっといてもいいというご意見でしょうか。 

早瀬委員 会議のたびに女性の方が泣きそうになりながら一生懸命意見を言

っている状況です。トップが女性になるように、ぜひお達しを出し

てほしいと思います。 

貞方委員 私も男女共同参画に参加するまでは、男性がなって当然という気

持ちでいました。区長選考時期前に女性区長の比率を高める必要が

あることをＰＲしても、すぐには女性区長は増えないと思います

が、毎回やることによって、女性の区長が増えてくるのではないか

と思います。 

榎本会長 皆さんがうなずいておられますので、この辺りのことを男女共同

参画審議会委員は、強くおかしいと思っていますということをお伝

えいただければと思います。 

事務局 所管課の方には働きかけをしていきたいと思います。 
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榎本会長 私たちだけでなく、皆さんも思っていますよね、それこそ具合が

悪くなるくらい女性が発言するときには、言いにくい環境が作られ

ている。 

早瀬委員 威圧的というか、身体症状、健康状態を害するまでになったらパ

ワハラですよね。普段はいい人ですけど。 

榎本会長 意識改革ですよね、そこのところをよろしくお願いいたします。

他にはいかがでしょうか。私としては女性の登用率が非常に気にか

かるところですが、微増しているということですね。今後どのよう

な手法を使えば伸びていくのか、もしお考えがあれば伺いたいと思

います。 

事務局 今日の議題の（２）のところでも女性の登用状況について、平成

３０年４月１日現在の登用率をご説明させていただきますが、目標

に達していない審議会の多くがその条例や法令等で、委員さんが例

えば、団体の代表者というような形で定められている、そこの団体

の代表者に女性が少ないところは、必然的に男性の方が多くなって

しまうという問題が生じているところです。審議会の女性の登用率

については、特に公募で募集する際に働きかけることや、学識経験

者等による推薦の場合、特に団体として代表という枠がない場合、

例えば、団体から１名推薦するような場合には、女性の方を出して

いただく、ということで各審議会を持っている所管課には働きかけ

ています。先般５月２２日にも各所属長あてに通知を出しまして、

女性の登用ができるところについては、全力で働きかけをしていた

だきたいところです。 

中村委員 行政ではそのように女性の登用率を上げる努力をしていただいて

いることを感じています。今の区長さんのお話しですね、区長さん

の選出方法について前に何かで伺ったことがあるのですが、その区

を任されている区長さんには２０年、それ以上している方が結構い

らっしゃるということを聞いたことがあって、そうすると行政より

も私たちが普段暮らしている身近な生活の場で女性がもう少し努力

しないといけない、男性の方も日常生活の中で意識改革をしていく

必要がありそうだなと思っているところです。 

身近な生活はそちらを変えないと変わってこないと思うので、最

初にすぐに区長に言わなくてもそういう話の中に女性が入ってき

て、少しずつ訓練したり、そういうことも必要ではないかと思いま

す。 

早瀬委員 具体的な方法がわからないですよね。言っていることはわかりま

すけれど、どうすればいいのかというとわからない、で終わってし

まう。 

榎本会長 国や市町村選挙でも女性の候補者をたくさん出す、みたいな法律

が成立しましたが、そういうものが起爆剤になって及んでくる可能

性、いい影響を及ぼすような感じがします。どうぞよろしくお願い

いたします。他にはいかがでしょうか。 

それでは、基本目標Ⅳについての質問を打ち切りまして、基本目標

Ⅴに移りたいと思います。ご説明をお願いいたします。 

事務局 【資料１、２、３により、基本目標Ⅴについて説明】 

◆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」 

基本目標Ⅴでは、２つの課題について施策を推進しており、少子

高齢化、雇用形態の多様化、家庭や地域におけるつながりの希薄化
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などの現状を踏まえ、子育て支援や、介護支援、ワークライフバラ

ンスの推進を支援することにより、互いに支えあい、誰もが安心し

て暮らすことのできる地域づくりをめざすものです。 

対象事業は５７。評価の内訳は◎２４、○３１、△１、実施無

１。 

榎本会長 基本目標Ⅴについてのご質問をお受けしたいと思います。 

貞方委員 ４４ページ、5111保育付き講座の開催のところで、目標があるの

に対し、何も評価がないのですが。 

事務局 各課で行っている事業になりますので、資料の４の各課共通取組

推進状況というところで託児施設の事業について説明いたします。 

稲葉（敏）副会長 多いのか少ないのかわからないですけれども、まあ良いことです

ね。 

51202、46ページです。公立幼稚園で預かり保育を実施したとい

うことですが、公立幼稚園は今、市内に何箇所ありますか？ 

事務局 中央幼稚園と栗橋幼稚園の２箇所です。 

稲葉（敏）副会長 ２箇所でやっていらっしゃる、要は預かり保育で毎日やってらっ

しゃるのですか。 

事務局 希望があれば、毎日預かっています。 

稲葉（敏）副会長 ありがとうございます。これもいいことですね。 

榎本会長 先ほどの貞方さんのご質問のところですが、保育付きを原則とす

るというお答えがございました。原則とするというので◎じゃない

ということは、保育付きじゃないものもある、あるいは保育付きが

必要でないというのもある、ということですか。 

事務局 託児ありと案内はしても希望がなかった、というところと、児童

センターなどは親子で一緒に参加する事業なので、託児はもともと

設定していません、というところがございました。 また、対象者

が託児を必要としない高齢者や、体操教室といった事業で託児の設

定がないという回答をいただいた課もございます。 

早瀬委員 １点だけいいですか？介護関係の相談があるのですけれども、自

分の身内ではなくて、近所の高齢者で若干認知症が入ってゴミの分

別ができなかったり、ゴミ当番も結局今のところ私が全部フォロー

してやっているのですけれども、そういうことを相談する窓口がも

しあったら教えてほしいのですけれども、これは男女とは関係ない

ですか？ 

皆さん身内で介護が必要になった時の相談窓口はありますが、私

の場合は近隣です。周りが全部お年寄りで多分これから増えてくる

だろうと思うので、今少ないから私がやればいいんだけれども、こ

れから先どうしたらいいのだろうと思って。もしそういった相談窓

口があったら教えてほしい。 

事務局 一つの例ではございますが、市内５箇所に地域包括支援センター

というのがございます。 

高齢者のそういう介護が必要だったり、生活で困りごとがあれば

相談できる窓口となってございます。介護でヘルパーさんをお付け

したらゴミの分別とかお部屋のお掃除なんかもできますよ、という

ご提案ができたり、場合によっては久喜宮代衛生組合の方でそうい

った単身高齢の方とか体が不自由な世帯の方につきましては、集積

所まで行かず、ご自宅の門の前であるとかご自宅の玄関の先に置い

ていただければ、そこまで取りにいくというサービスもございます
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のでご利用いただければと思っております。 

榎本会長 よろしいでしょうか。それでは基本目標Ⅴは終わりにさせていた

だいて、Ⅵのご説明をお願いいたします。 

事務局 【資料１、２、３により、基本目標Ⅵについて説明。】 

◆基本目標Ⅵ「性別による暴力のないまちづくり」 

基本目標Ⅵでは、３つの課題について施策を推進しており、ＤＶ

は犯罪をともなう重大な人権侵害であることから、男女共同参画社

会の実現に向け、その根絶に向けた取り組みが必要です。そのため

には、配偶者間の暴力もデートＤＶも未然に防ぐための予防啓発し

対策を講じる必要があります。 

さらに、関係機関との連携を図り、ＤＶ被害者支援につとめるた

めの事業を行います。 

 対象事業は２６。内訳は◎１５、○１０、実施無１ 

榎本会長 ありがとうございました。 

それでは質問をお受けしたいと思います。 

石田委員 61301に配偶者等に対する暴力の根絶に向けた啓発活動の推進と

いうところですが、具体的にはどういう啓発活動をやってきたので

しょうか。ＤＶをしないようにというのはＤＶがあります、という

啓発なのか。 

事務局 こちらは相談を受けます、ということです。自分がどういう状況

に置かれているか分からない方もいて、相談機関があります、とい

うことの周知を図っているものでございます。 

石田委員 ＤＶがあった場合は、このようにした方がいいですよ、という相

談ですね、だからＤＶをしている人に対して、それをやめさせるよ

うな啓発的なことは入ってないですね。 

稲葉（敏）副会長 57ページ62101。ＤＶの配偶者等からの暴力防止及び被害者支援

対策連絡会議は、警察の方とかいろんな方が一堂に会する、それは

具体的に今ある案件で被害の方々をどうして差し上げようか、とい

う具体的なことを検討している会議ですか。 

事務局 具体的な相談事例ではなく、そういう方を支援するための体制づ

くりについて、関係各課と連携を図る会議になっております。同じ

市役所の中で、例えば市民課が制限をかけていて税の方で情報が漏

れてしまったといったことがないように、連携を図るための会議に

なります。また県内のDV相談の件数や動向に関する情報交換など行

っております。 

榎本会長 個別事例ですか。 

事務局 個別事例ではないです。 

稲葉（敏）副会長 具体的な事例、住民票を開示しないとか引っ越すならその辺のご

案内を差し上げるとか、個別に必要に応じて警察に相談したり、被

害に遭われた方が行政や警察に相談してうまく機能しているのか、

救われたのか、それともずっと逃げていて解決できないのか、その

辺の実情はどうなのでしょうか。 

事務局 実際にどこの段階で問題が解決したかを測るのは非常に難しいと

は思います。被害にあわれている方で、例えば、市でできる支援と

しては「住民基本台帳事務における支援措置申出書」というものが

ございまして、主に市民課に申し出ていただくものですけれども、

住民票の閲覧制限や交付を抑止することで、まず人権推進課でその

方から状況等お聞きし、その申し出が適切かどうかお伺いして、必



13 

 

要であれば加害者に住民票等が交付されないよう支援申出を提出し

ていただき、市民課で受付をする形で対応しています。 

倉持委員 今の意見を伺って少し安心しましたけれど、久喜市の場合ではな

かったですけれども、被害者が自分の住所を市の方に言わないで欲

しいというのがうまく庁内で連絡が取れていないで、それが漏れて

しまって被害を受けるというようなことが時々報じられたような気

がしますので、久喜市の場合はきちんと対応しているとうことで、

先ほどから62103、58ページの事業を見るにつけ、これに対する対

策については安心しましたが、実際はどうでしょうか。 

事務局 そうですね、先ほどの住民基本台帳の申出を出した方に、もちろ

ん住民基本台帳を扱う課は市民課だけではなくて庁内に様々な課が

ございますので、そちらについての支援を求めるか求めないかを相

談者の方にお聞きして、そういった課にも情報提供をしてもらいた

いということであれば、情報管理の申出書、これは久喜市が独自で

やっているものでございますが、その申出書に基づきまして、住民

基本台帳を扱う課に住民票の閲覧制限が出ている方の情報管理につ

いて、適正な事務処理を行っていただくよう情報提供させていただ

いております。 

榎本会長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

それでは議題の（１）ア）を終わらせていただきます。 

次に議題（１）のイ）に移ります。全課共通取組事項の推進状況

について、よろしくお願いいたします。 

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、女(ひと)と男(ひと)ともに輝く共生プランにおいて、

特定の課だけではなく、すべての課が取組むべき事項について、ま

とめたものです。 

 

設問１「男女共同参画人材リスト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、環境課、建築審査課の２課でした。 

「②の市主催の講演会、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、７月以降に照会を予定しております。 

登録していただいている方につきましては、毎年快く更新をお

引き受けいただき、ご尽力いただいておりますが、リストの活用

が少ない状況です。登録者の方々がより一層活躍できるような施

策や工夫がさらに必要であると考えております。 

 

設問２「課内部の職務分担について」 

女性職員の職域拡大及び職務分担の見直しの実施課は66課ござい

まして、すべての課において性別に関わりなく職務を遂行するため

の働きかけを行っております。 

 

設問３「保育付き講座の開催について」 

託児を実施した課は人権推進課、子育て支援課、児童センター、

中央保健センター、生涯学習課、中央図書館の６課、また託児を実

施しなかった課が１１課でございますが、託児付きの講座等を企画
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したものの、結果的に実施に至らなかった課でございます。 

 

設問４「男女共同参画の視点にたった行政施策の実施について」 

広報誌やチラシを作成した課は４４課で、そのすべての課が配慮

をしているという回答でした。 

榎本会長 資料4につきましてのご説明でしたが、質問ありますでしょう

か。 

吉野委員 設問の1番についてですが、昨年の状況も見ますと、なかなか活

用が進んでいないのが実情かと思います。先ほどのコメントに活用

できる施策を要検討とおっしゃっていましたが、なぜ活用が進まな

いというふうに分析というかお感じになってらっしゃいますか。例

えば、35名の方が登録されていて快く更新もいただいているという

ことですけれども、せっかく登録されているのであればどこかで活

躍いただければと思います。例えば、募集の段階でこういったとこ

ろでご活躍いただきたい、講師役でしたり技術を持ってらっしゃる

方だったりということを②以降で望まれているのであれば、募集の

段階でご活躍いただける場ですなど、登録される時に案内して活用

される側もそこを見て判断できるとか、思考が巡るとか工夫をされ

た方がいいと思います。もしかしたらニーズはあるのに情報が少な

いだけになかなか手が伸びない、指名が出来ない、ということにな

っているとしたら眠ってしまってもったいないと思いますので、そ

の辺の掘り起こしを、ニーズとシーズのマッチングをされてはいか

がかなと思います。 

榎本会長 ありがとうございました。次に進みたいと思います。ウ）の目標

数値の達成状況について、お願いいたします。 

事務局 【資料５により、目標数値の達成状況について説明】 

男女共同参画行動計画おける数値目標の達成状況について 

網掛けで標記しております国際交流協会への参加者数という指標

項目は、調査から除外しています。これはすでに、国際交流協会が

市民活動として独立しており、市が行う事業から離れているため、

除外しております。 

基本目標Ⅳの指標項目、「市の審議会等における女性委員の登用

率」につきましては、徐々に増えておりますが、目標値の４０％以

上に達成できていない状況です。詳細につきましては、資料の６の

中でご説明いたします。 

「自主防災組織の構成された団体の割合」につきましては、平成

２９年度目標値を達成できております。基本目標Ⅴの指標項目は、

２つともに目標を達成できている状況でございます。 

榎本会長 ありがとうございました。ご意見、ご質問ありましたらお願いい

たします。 

とてもいい結果が出ているかなと思いますけれども、先ほど話題

になりました、デートＤＶのチラシの配布回数は平成30年度は2回

になりそうですね。 

では、次に移りたいと思います。議題の（２）ですね、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

いたします。 

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 

榎本会長 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

明お願いいたします。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

いて説明させて頂きます。 

【資料６ 平成３０年４月１日現在の女性登用率について説明】 

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

てございます。 

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おります。４ページ目には、

平成２３年４月１日から平成３０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。 

久喜市男女共同参画行動計画（第１次）、現在は第２次ですが、

女性登用率４０％以上を目標としております。１ページ目上から２

つめの表の右下にありますとおり、 平成３０年４月１日現在の審

議会等の女性登用率は３４．９％でございました。これは、前回調

査である平成２９年１０月１日現在の女性登用率３５．９％と比べ

て１．０％の減少となり、目標値である４０％に達しませんでし

た。 

つぎに、３番目の表です。久喜市市民参加条例では、「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３０％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、前回調査である平成２９年１０月１日現在の達成率８１．

０％と比べて２．４％減少しています。 

つぎに、事業目標「女性委員ゼロ審議会等の解消」についてで

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」でございました。 

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の方と弁護士の方に委嘱し

ております。なお、委員任期は平成２８年１０月１日から平成３１

年１０月３１日までとなってございます。 

続いて、事業目標「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次計画策定時より少しずつ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、平成３０年５月２２日付けで各所属長あてに、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
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努めていただくよう通知をしたところでございます。 

 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。ご質問を承りたいと思います。 

よろしいでしょうか。それでは 

貞方委員  なかなか審議会の女性委員登用率の推移が数パーセントしか上が

っていない原因の一つとして、これは自分の感覚ですが、委員総数

の多い審議会で女性の委員数が少ないということが影響しているよ

うに思えます。 

 委員総数が多い審議会については特に、女性の委員数を増やして

いく努力をしていかないと、なかなか女性登用率は上昇していかな

いと思います。 

榎本会長 委員総数が多いほうが女性委員を登用しやすいように感じます

が、そうではないようですね。 

女性委員の登用率が３０％であれば良いということでもありませ

んね。それぞれの審議会で努力していただき女性委員を増やしてい

ただきたいと思います。 

それでは、次に移らせていただきます。 

議題（３）平成３０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 平成３０年度男女共同参画推進月間における事業計画についての

ご説明をお願いいたします。 

事務局 

 

 

 

【議題（３）の平成３０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。今年度も「１日体験学習ツア

ー 施設見学会」及び、「男(ひと)と女(ひと)のつどい」を実施し

ます。（久喜市男女共同参画行動計画における「男女共同参画推進

月間事業の実施（P.37 事業番号21101）」）  

まず、資料7の１ページをご覧下さい。「１日体験学習ツアー 

施設見学会」では、６月１３日（水曜日）に、栃木県小山市にあり

ます「森永製菓株式会社小山工場」と、茨城県五霞町にあります

「株式会社染めＱテクノロジィ」を訪問します。 

森永製菓株式会社は、チョコレートやビスケット、キャンディー

などを製造している会社であり、小山工場では、キャラメルやチョ

コボールなどの製造工程を見学する予定でおります。 

午後の見学先である株式会社染めＱテクノロジィは、ホームセン

ターなどで見かける塗料を中心とした製品を開発している会社でご

ざいます。こちらでは、実際の商品を使用して塗装された展示品が

並ぶ「染めＱワールド」の見学と製品を使用しての体験教室等を行

う予定でおります。 

この施設見学会について、広報くき５月１日号及び市ホームペー

ジ、各種公共施設へのポスター等で事業を周知いたしましたところ

定員３０名のところ、ちょうど１００名の方の応募をいただきまし

た。なお、参加者は昨日５月２８日に抽選により決定したところで

ございます。 

続きまして、２ページをご覧ください。 

今年度で第１５回となりました「男（ひと）と女（ひと）のつど

い」を、６月２３日（土曜日）午前１０時より久喜市中央公民館に

て開催します。当事業は、男女共同参画を推進する団体である「女
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(ひと)と男(ひと)いきいきネットワーク久喜」との共催により実施

するものでございます。 

内容としては、女（ひと）と男（ひと）いきいきネットワーク久

喜加入団体等によるステージ発表やワークショップ、活動紹介、作

品展示、喫茶・販売コーナーなどを行う予定です。 

また、午後１時３０分からの記念講演では、主夫芸人・家政アド

バイザーとして活躍されている中村シュフさんを講師にお招きし、

「主夫になってはじめてわかった主婦のこと」を演題に講演をいた

だきます。なお、中村シュフさんは、埼玉県出身で新座市、鴻巣

市、宮代町などでも男女共同参画セミナーの講師をされたことがあ

ると伺っております。 

審議会委員の皆様におかれましても、当日ご都合がつきましたら

ぜひ足をお運び頂けたらと思います。 

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。何かご質問はありますでしょうか。 

早瀬委員 森永製菓は、人気もあり楽しそうで良い機会だと思うのですが、

キャラメルやチョコレートの砂糖自体が体に悪いではないですか。

健康で豊かな生活を送ると書いてあるのですが、砂糖の中毒性はコ

カインよりも強いですし、本当に体に悪いです。「砂糖の甘くない

話」というドキュメンタリーの映画がありまして、それを見ると本

当に良く分かるのですが、砂糖は悪いと言った科学者は砂糖を使用

した企業に買収されている経緯があるなど、どうなのかなと素朴な

疑問もございました。 

でも、このツアーは楽しそうで良いのかなという気もします。 

中村委員 平日ですので、参加者は大人の方ですね。 

榎本会長 男女共同参画について学ぶ、ということですのでこの見学地の２

社から男女共同参画に関する取り組みを聞くのですか。 

事務局 森永製菓も染めＱテクノロジィも女性の社員の方はいらっしゃい

ますが、それぞれの会社の男女共同参画の取り組みを伺うというこ

とではなくて、体験学習ツアーで学んでいただいたことを社会や地

域の場で知識を活用していただくことを目的としております。 

また、「男女共同参画」という言葉自体に認知度があまり高くな

いという市民意識調査の結果もありまして、まずはきっかけとして

このツアーに参加していただきたいと思います。バス車内でも、男

女共同参画についてご説明をいたしますし，ＤＶＤ等もご覧いただ

きながら、少しでも、男女共同参画に興味をもっていただくという

ことで目的地を選定しております。 

倉持委員 計画の事業番号21108に男女共同参画ワンポイント講座の実施と

いうものがあり、これが今お話しありましたものだと思います 

事務局 毎年、男女共同参画に関する題材を一つ取り上げております。昨

年度で申し上げますと、第2次男女共同参画行動計画にも掲載しま

したＬＧＢＴに関するＤＶＤについてご覧いただきました。 

今年度につきましては、これまでこの体験学習ツアーに参加され

てこなかった方を中心にご参加いただくこととなりましたので、引

き続きＬＧＢＴを題材にしたいと思います。 

榎本会長 大勢、応募者の方がいるのでバスを２台にしても良いかもしれな

いですね。 

事務局 受け入れの調整と同行する職員の数もございますので難しいとこ
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ろですが、今回このように多くの方にご参加いただきましたので、

考えていく必要はあると思っております。 

貞方委員 前にもお話ししたことがあるのですが、私も何年か前にこの体験

学習ツアーに参加させていただいて、男女共同参画ということを意

識したわけです。その時は帰りのバス車内で１０分～１５分程度、

担当の方がお話しされましたが、帰りは疲れていることもあるの

で、遠慮なさらず朝から時間を取っていただいて良いと思います。 

また、テーマについては、今回はＬＧＢＴということですが、ぜ

ひ男女共同参画とは何かという基本的なことについて取り上げてい

ただきたいと思います。職員の方が思っている以上に、男女共同参

画に関する理解は浸透していないのではないかと思います。 

男女共同参画という言葉がわからないという方が半数以上いると

いう結果がありますので、基本的なことを啓発していく必要がある

と思います。 

榎本会長 私も貞方委員と同様に思います。見学先は楽しいものですので、

遠慮せずに前面に男女共同参画を打ち出していただきたいと思いま

す。 

事務局 昨年度、第２次男女共同参画行動計画の概要版も策定いたしまし

たので、この１日体験学習ツアーを含め、各事業で参加者の方に配

布する予定でございます。 

榎本会長 よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

以上で議題を終了となります。ご協力いただきまして、誠にあり

がとうございました。 

議長の席を降ろさせていただきます。 

４．その他 

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、次第４ その他 でございます。 

委員のみなさまから何かご連絡などございませんか。 

委員一同 意見なし 

事務局 それでは、事務局より１点ご連絡申し上げます。 

次回の審議会の日程について皆様の日程をお伺いしたいと思いま

す。８月中で１０日間候補日を挙げさせていただきました。その中

で、委員の皆様のご都合のつく日で決めたいと思います。 

 

（候補日ごとに各委員の都合の悪い日に挙手をしていただく。） 

 

それでは、最も多くの方が参加可能な８月３日（金）午後に第２

回審議会を開催させていただきます。場所は、本日と同じく第５・

６会議室です。 

後日。改めて開催通知を差し上げます。よろしくお願いいたしま

す。 

５．閉会 

事務局 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（敏）副会長 皆様お疲れ様でした。本日は、平成２９年度が第１次計画の最後

の年ということで推進状況のご報告をいただきました。 

資料５でご説明いただきましたとおり、達成できた目標値は残念

ながら１項目で、それ以外は未達成ということでした。目標値が高
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いとも言えるかもしれませんが、成果を出すということは非常に難

しいものでございます。 

第２次計画は、この審議会委員の皆様の意見を反映したものとな

ってございますので、ぜひ目標値を達成するように行政にアドバイ

スや意見を出していただきたいと思います。 

平成２９年度は、初めて審議会に参加される方もいらっしゃって

なかなか分かりにくいところもあったと思いますが、１年間ご経験

いただいたので、平成３０年度はたくさんご意見をいただいてさら

に活発な審議会にしていけたらと思います。 

また、事務局にお願いでございますが、各課からの取り組みにつ

いて集計だけでなく、内容が分からない取り組みや、より具体的な

報告が必要なものは積極的に各課にお聞きしていただきたいと思い

ます。 

そうすればこの審議会で質問のあったことにご回答いただけるこ

とが多いのではないかと思います。 

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。 

以上をもちまして、平成３０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。 

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３０年７月２３日 

 

                         稲 葉 澄 子 

 

                         稲 葉 敏 夫 

 

(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。 


