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 第２回和光市男女共同参画推進審議会  議事録 

 

日時：平成 17 年 8 月 23 日（水） 

午前 10 時 00 分～正午 

場所：庁議室 

 

 

■出席者(9 名) 

 諸橋副会長、木戸委員、細尾委員、渡井委員、塚田委員、星野委員、阿南委員、根岸委員、芳川委員 

 

■欠席者(3 名) 

 望月会長、柴田委員、平賀委員 

 

 

開会 

 

 

事務局     あいさつ 

  今審議会の進行は、条例第 20 条、会長不在時には副会長が代理という規定に基づき、

諸橋副会長に会議の進行をお願いする。 

 

諸橋副会長   あいさつ、資料確認。 

        前回欠席されていた塚田委員にあいさつをお願いする。 

 

塚田委員    あいさつ 

 

1．和光市男女共同参画市民意識調査結果概要について 

 

―――― 資料 1、資料 2 説明 ―――― 

 

諸橋副会長   何か質問はあるか。ポイントは前と比較して変わってないかということと、男女差が

やはりある。それから子育て女性の人たちが多いことを反映して子育て施策への要望が

高い。あと高齢者問題についても高い。男性の育児休業に関する意識はなかなか男女と

もハードルが高い。これは働き盛りの人たちが多く住んでいるせいもあって、専業主婦

層が多いので男性たちもおいそれと簡単にとれないという事情ができていることもある

だろう。 

 

阿南委員    女性の30代で働いている方が前回の10年前よりも10％強増えているという結果が出

たということだが、何か要因はあるのか。 

 

細尾委員  感覚としてだが、10 年前以前の人たちの子育て観と今の人たちの子育て観が変化して

いる。施策として子育て支援、ファミリーサポートセンター等早く取り組んでいる。 

 

諸橋副会長  時代的な意識変化と施策の効果、両方であろうという解釈。ほかはどうか。前回の労

働力率はどこに出ていたのか。これは日本全体で見ても少し底上げされてきている。潜

在的な労働力率は、これは日本全体の比率からするとかなり高いか。 

 

細尾委員  この数字は本当なのか。むしろ高すぎるのではないか。働きたくないという若い女性

たちも多い。 

 



2  

諸橋副会長  就労への意欲がある人というのを出せばこういうことになるのだろう。 

 

細尾委員  女性の働き方、生き方として、経済的自立をした方がよいといところがあったが、実

際の希望は、パートが多かった。その辺はどうなのか。パートでは経済的自立はできな

いと思うが。 

 

諸橋副会長  問 20 で「夫婦とも経済的に自立した方がいい」ということにもかかわらず、例えば問

16 の辺りでは一時中断又はパートで再就職、8ページの問 17-2 でパートがいいと。 

 

細尾委員    経済的自立を、人間が自立するということをどのレベルで考えているのだろうか。そ

の辺の矛盾が不平・不満として出るのではないかと。何となく仕事したいみたいな感じ

の漠然としたものが、今の格差の、九十何パーセント等に出ている。 

 

諸橋副会長  イメージ的には経済的に自立したい、しかし実際やるとなるとパートという。現実と

理想のズレみたいなのがあるのだろう。他にはどうか。 

 

根岸委員  問 11-3 で、身近な人に相談しているのが断然多い。でも苦情処理の窓口が設定された

が、市役所の相談窓口、県や国の電話相談等 7.6％。やはり身近に感じないし、いろい

ろ問題の内容によるのだろうがちょっと残念。身近な人・友人で解決される問題とされ

ない問題があるはずなのでＰＲが必要ではないか。 

  問 23 で、「どれも知らない」が 22.0％。認知をかける手だてをいろいろしているだろ

うが、まだ行き渡っていないと感じた。 

 

諸橋副会長   問 23 の結果にもあるように、苦情処理の窓口、女性相談の認知率が低い。それがその

まま DV 関係で公的機関に相談していないところに関わる。やはり認知率の問題がまたこ

ういうところを利用していないということも関わってくる。 

  一方ではこういうものを公的に知られたくないというか、内輪で解決したい、恥だと

思っているという意識もあって、身近に相談するというのもある。 

  例えば大声で怒鳴られた程度のものを市役所の相談窓口に持ち込んでいいものなのか。

となると親戚や友人に言う程度になるかもしれない。それにしてもせっかくあるものが

まだ利用されてない、あるいは認知されてないということ。問 23 では 5人に 1 人がこれ

らの施策を知らない。基本法はそれこそ 5人に 1 人、条例は 1 割しか知らない。 

 

細尾委員    その前に『おるご～る』を読んでいるかどうかという質問があれば、あっても読んで

ない、この結果ということわかる。 

 

諸橋副会長  『おるご～る』がこの中に一緒に入っていて、4 人に 1 人が読んでいる計算になって

いる。だから『おるご～る』の認知率は意外と高い。個別の全戸建てに入れるようにな

っているので、多分題名ぐらいは知っているかと思う。 

 

根岸委員  公共施設に置いただけの、関心のある人は持っていってくださいという受け身の広報

全戸に配布するという積極的な広報活動の違いも出ている。 

 

諸橋副会長  こんなものをもっと有効に使えば、基本法や条例についてももう少し認知率が高まる

かもしれない。ほかはどうでしょう。 

 

阿南委員  私の知人の 50 代ぐらいの男性がアンケートを受け取り、答えていく中で、本当に目を

覆いたくなるくらい自分が恥ずかしいと言っていた。例えばゴミ出しをするという欄が

あって「自分はしてない」と思い、翌日からゴミ出しをするようになった。私たちがこ

うやって情報を知ることができるというのと同時に、アンケートをすることによって市

民の方の意識啓発にもなっていると、実感した。 
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  この結果を公開する場があると思うが、平等に触れる場ということでは広報になる。

例えば 2,000 人やって 818 票回答が戻ってきましたということとか、アンケートを取っ

てこういう結果が多かったですとか、そういう情報も流していけばまたいいと思う。 

 

諸橋副会長   結果を知らせるということの大事さもあるが、調査を受けた人の教育的効果も当然あ

る。4 割という回収率で、これは今までの郵送法や過去の和光市の調査とそんなに変わ

らない回収結果だが、望月会長から、この調査に関してフィードバック、あるいは調査

の仕方についてのご意見等をいただいている。事務局の方から説明をお願いしたい。 

 

事務局  今回出席できないので、こういう意見があったということを伝えてほしいということ

で、預かってきたものを報告する。 

  回収率が 40％ということで、ほかの自治体と比較しても割合高い方だが本来なら 90％

ぐらいの回答を得ながら、その中で実態を把握するということがいいのではないか。補

充策として、男女別・世代別でサロン的なものを開催するのはどうか。例えば和光市に

住んでいて男女共同参画に関することで問題があると思っているとか、どういう和光市

にしてほしいとか、本当に簡単な問題からちょっとずつ話し合いや意見をもらい、調査

で拾えなかった部分として実態として把握してはどうかという意見をもらっている。 

  またホームページ上による市民の声を募集ということで、これについては計画ができ

た段階でパブリックコメントを実施する。計画については意見をホームページ上または

広報、市の施設などでもらう予定ではあるが、それ以外にもホームページの中で市民、

広報ではちょっと時間的に難しいので、ホームページ上で募集してはどうか。この 2 点

について審議会としての意見をいただければということである。ホームページ上につい

ては、どれが正解とか不正解とかいう位置付けではなく、どういう意見なのかそれだけ

を拾う。 

 

諸橋副会長  ありがとうございました。ひとつのテーマということなので、例えば子育て支援策と

か女性の働き方とか、絞って述べるということだろう。それに対して意見をほしいとい

うことで、会長からの提案は、量的な調査もさることながら、質的な調査で補充しては

どうかという提案である。それに対して意見はあるか。 

 

阿南委員  サロンという言葉が出たが、「和光市男女共同参画ネットワーク」というのがあると聞

いたことがあるが、それは実際にあるのか。 

 

事務局  10 名以上で構成される現在 7 団体と、市民の方 7 名のネットワークをつなげている。

現在の活動の主な内容はフォーラムの企画や運営など、また何か市の事業であった場合

に協力いただく等の活動をしてもらっている。 

 

諸橋副会長  ネットワークではサロン的なというより、事業などの情報を伝えたり、お手伝いの人

たちを出してもらったりというネットワークだろう。でもせっかく集まっているそれら

の団体が、施策について話し合うというのは、意味はあると思う。 

  事務局側としてはこの調査に付随して、会長から提案いただいたサロン的なモニター

会議や、ホームページ上の意見募集などをやる余地はあるか。 

 

事務局  12 月までには計画をまとめる時間的制約がある中で、各世代を集めてということはで

きない可能性はある。先ほど阿南委員が言われたように、ネットワークの方々に協力し

てもらい、1～2 時間程度で、意見をいただくということは可能だと思われる。 

 

諸橋副会長  運営の方針としては先ほど出たパブリックコメントの方で吸収したい。時期的な問題

もあり、この調査結果と一緒に同時進行して進めて発表するとなると厳しい。 

 

渡井委員  いろいろな年齢層の方がネットワークのグループに入っているのであれば、私はそれ
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でいいかと思う。 

 

事務局  出席率としては女性に偏る部分はあるが、その中で知っている方、男性も呼んで意見

をもらうことはできると思う。 

 

諸橋副会長  ネットワークの代表者に、ネットワークから誰か出してもらえれば。ネットワークも

あるので、単にお助け的なものではなくて、こういう提案もしてもらえるような活用も

していけたらいい。 

 

2．和光市の男女共同参画関連データについて 

 

―――― 資料 3 説明 ―――― 

 

諸橋副会長  ありがとうございました。和光市の現状と過去からの推移、ジェンダー統計を出して

もらった。これに関して質問・意見等あるか。 

   

細尾委員  女性相談だが、新座の方は確か窓口が困りごと相談で開いていると思うが、これは女

性に関する権利の侵害だけの数字なのか。 

 

事務局  そうである。 

 

諸橋副会長  開催日の規準がそれぞれ違うので多い少ないの比較はできない。新座の場合だと毎日

やっているのと、プラザで月 1 回第 2 土曜日開催分が合わさった数字。認知率が低いの

と相談件数が低いということで和光市は利用されていないのではないかと意見があった

が、この数をどう見るか。周知が低いのか、それとも知っていて使わないのか。認知率

はもともと低かったが。先ほどのように、あまり全員に知られるとたてつく人も出てく

る。 

  心理カウンセラーだけである必要もないような気がするが、心理的な問題も多いだろ

う。仕事が見つからないなど、様々な悩み事があると思うので、広く対応できる人がい

いと思う。予約をして、一人何分ぐらい相談に乗っているのか。 

 

事務局  45 分で、一応原則としては 25 分。 

 

阿南委員  例えば私が当事者であるなら和光市に住んでいると逆に和光市の相談に行きにくいと

思う。例えば志木駅のほっとぷらざにあるので、ちょっと遠目に足を延ばして知らない

ところに行ってというのもできるものか。 

 

事務局  原則としては市民の方と市内在住の方ということではあるんですけれども、ただこう

いう女性相談に関しては、やはり自分が市内に住んでいて、その市に相談に来るという

ケースの方がなかなかないので、ほかの市からこちらに来たり、和光市の方がほかの市

に相談しているケースもかなりある。 

 

諸橋副会長  これはどこ在住かという統計とかは取っているのか。 

 

事務局  統計は取っていない。一応和光市の場合の女性相談は専門の心理カウンセラーの方た

ちである。先ほどの新座の方は市民の方がボランティア的なご相談を受ける仕組みだが、

うちは専門のカウンセラーなので、ほとんど市民の方が利用している。どうしても相談

をしにくいという方については、埼玉県の WithYou や、県でやっている電話相談を紹介

している。 

 

諸橋副会長  何が何でも自分のところの自治体で解決しようと思う人も少ないしできないだろう。
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こういうデリケートな問題はいろいろあるだろうから、やはり近隣のネットワーク、そ

れこそ自治体間のネットワークとか、県とか必要。よその自治体の人だからってむげに

断ったりできない。そういう縦割りでない優しさが大事。 

 

渡井委員  新座の場合は予約制ではなくて、ただ相談をしたいと思った人が直接この会場に行っ

ているのか。 

 

事務局  予約制ではない。 

 

渡井委員  件数が多いのは行きやすいからだろう。自分の都合で行けるし、どうも今日はちょっ

と沈んでるとか、何かのときには行けないとか。やっぱりその予約すること自体が結構

躊躇するという場合もある。 

 

諸橋副会長  オープンであることはいい手。予約してなおかつ予約のとき、予約した時間にまた行

くという人は、それこそかなり深刻なケースだろう。気楽に行けるのと、こと大変だか

らここまでしなければいけないということと、両面ある。 

 

細尾委員  人権擁護委員をやっていて、女性相談の方を担当しているが、1 日 7 件～9 件、10 件

ですね、9 時～4 時で。そこにかかってくるのは予約なしで、電話ですから匿名ですから、

それこそ愚痴みたいなことから深刻な問題まである。 

 

芳川委員  相談件数の多い方がいいといえるのか、逆ではないのか。むしろ問題のない市の方が

相談の件数が少ないということはないのか。 

ほかの市は貧乏で和光市が一番金持ちだというような説があり、みんなにぼられちゃ

うから合併はやめようという話だったと思う。機関を開設している側にしては、多くな

った方がうれしいだろうが、そうでなければ多いということがいいことではない。 

 

細尾委員  いい悪いの問題ではなくて、きちんとそういう問題を抱えている人たちが相談できる

のかどうかを問題にしている。 

 毎週火曜日のこれでことが足りているのかどうか、9 時～正午、ないしは 1 時～4 時ま

でで足りているのか、それは分からない。やっぱりいろいろな相談の中身がありますの

で、対応できる体制を整えておくということは大事だとは思う。それで当然、対応でき

る体制を作っておいて相談件数が少ないのに越したことはないが、いざというときのた

めに常に用意をしておくというところが大事。 

 

芳川委員  そう思いますね。何かあったら本当に愚痴だけでも。 

 

塚田委員  今のお話、こちらとこちらのお話ですが、確かに窓口を広げておくことはイコール件

数も増える。ただ行政としても、今和光の場合には心理カウンセラーを置いている。そ

うなってくると長時間にわたって開設するというのは、今度は費用の問題になる。新座

のように市民のボランティアなんかが詰めているということと、またわけが違ってくる

ので、そういう模範的なものを考えたときにどうなのかという問題も考える必要がある

のではないか。 

 

諸橋副会長  できる自治体とできない自治体と当然差も出てくるだろうから、そういうときにたら

い回しでない程度のうまいネットワークが必要。 

 

塚田委員  相談する人が、必ずしもカウンセラーに相談をしなくてもいいということもあるだろ

うから、その辺の折り合いをつけて、窓口を広げていくのかという考えをしなければい

けないのではないか。 

 



6  

諸橋副会長  一自治体で何もかも引き受けるということはないと思う。 

 女性相談の中身は、大まかでしょうけどどういう相談だったかという統計は取ってあ

る。それから今回の意識調査でも今悩んでいることなどを聞いてほしかった。 

 

細尾委員  調査結果で、友人や知人に相談する方が圧倒的に多い。相談窓口は本当に少しの数字

だが、実際にはあるにはある。それを隣近所、隣近所には相談しないが、知人や親しい

人に相談して解決ができるのかどうか。あるいはきちんと知識を持ったカウンセラーの

方に相談してもらう方が、よりその人の人生というか、生きる上においてよい結果があ

るだろう。その意味でその辺をどういうふうにすくっていけるのかとは思う。 

 

諸橋副会長  保育園の入園状況では、待機児童数の桁が変わったみたいだが、そこら辺の問題はあ

るか。 

 

事務局  和光市の子育て支援は充実はしてきている。また調べて報告する。 

 

諸橋副会長  市議会の委員は女性が 4 割いるが、まだ女性がゼロの委員会が 3 つほどある。それか

ら逆に女性に大きく偏っている委員会が 2 つぐらいある。そこら辺のジェンダーバラン

スが取れてないものがありますが。ここら辺としては積極的な是正策を取れるものなの

か。 

 

事務局  例えば 7 番の融資審査会は、銀行の関係者の方、審議会の性格によってどうしてもば

らつきが出てしまう。 

 

諸橋副会長  男性しかいない世界というのも実際にありますのでどうにもならないこともあるかと

思う。 

 

細尾委員  以前に青少年の委員会などに参加したことがあるが、委員会を開く日時の設定が、男

性が出られない時間帯が多い。子どものことには男性も入ってきて一緒に考えた方が解

決がつく問題もあると思うが、そこの時間帯には男性は参加できない設定になっている。

今後どういうふうになっていくのか。 

 

諸橋副会長  会の時間帯の問題で男性が参加できない。そういう意味では女性が出るようになると

いうこと。委員会の開催時刻・日程は平日夜とか土日とか、不可能ではないと思う。 

 それから和光市の職員の女性がこういう実態だということだが、組織的には比較的上

がってきている。これは総数が上がっているので、必ずしも管理職の数ではない。 

 

事務局  公共の機関であるので、当然男女の差が出るような人事制度はないが、管理職が女性

である場合にサポーターをつけるところもあるという話も聞いている。ある程度女性が

安心して働け、育てるような方法も考えていかないと、ただ制度だけでは平等な状態だ

から率先して活発に管理職に手を挙げるというのはなかなか難しい。ただ今は自分で手

を挙げたいと思っても、もしやる気があるなら、ある程度管理職になれる道はある。 

 

諸橋副会長  安心して子育てしながら働き続けたり、あるいは昇進して能力を発揮する状況でない

中で、女性の管理職にはサポーターをつけるというのはいいこと。 

 

3．平成 15 年度男女共同参画わこうプランに基づく施策事業推進状況について 

 

―――― 資料 4 説明 ―――― 

 

諸橋副会長  何か押さえておくポイントはあるか、ここが 2003 年度の重点施策で力を入れたとか、

こういう成果があったとか。 
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事務局  その辺がこの形では説明できないところである。ちょうど 16 年度の施策評価はどのよ

うに実施しているか後で説明するが、まだ具体的な内容は把握しきれない。 

 

諸橋副会長  まず問題は事業数で、全部でいくつあるのか。 

 

事務局  全部で 492 ですね。 

 

諸橋副会長  500 近い事業があるが、これは男女平等に関係するのかとか、あるいはもうワンラン

ク進んでいいのではないかとか、ということがあれば言っていただければ。 

 

根岸委員  16 ページ（4）の「生命を育む環境をたいせつに」この中に入るかわからないが、新

設で「アスベスト調査相談窓口」をぜひ。「誰もがくらしやすい『バリアフリーとジェン

ダーフリー』のまちづくり」に入るのか。学校などもまだアスベストが使われている建

物があるのではないかと思っているが。 

 

諸橋副会長  ダイオキシンが②に入っているから、ここになるだろう。 

 

事務局  アスベストの関係ですけれども、公共施設については至急全部調査を行い、危険度の

高いものから対策を取っていく。問題は、市民向けの対応として庁内に関係機関の連絡

調整会議を作り、その中で対策を検討している。 

 

諸橋副会長  調整会議もあるとのこと。ほかはどうか。 

 

細尾委員  3 ページの③、これは以前の資料にも同じものが出ているが、これだけ見るとむしろ

女性中心で女性にしっかり家事をしなさいという感じを受ける。中身をもう少し知りた

い。 

 

諸橋副会長  この男女共同参画推進の「地域における男女平等教育の充実」の事業になる。 

 

細尾委員  これは毎年どの公民館でやっている。 

 

諸橋副会長  女性学級、女性セミナー、婦人学級。一方では 4 ページに男性を対象とした育児・家

事・介護等に関する講座と書いてある。男性か女性かどっちかになる。 

 

細尾委員  この辺の生活改善とか婦人学級とかというのは、専業主婦向けの、昔からある活動。

その辺が男女共同参画というふうに意識の変換をした内容になっているのかどうかとい

うのが知りたい。 

 

諸橋副会長  具体的な中身は。一例でもいいですから。 

 

事務局  生活改善クラブというのは、農家の奥さん方は結構経済的にもなかなか自立しないと

いうことで、自主的な団体を作った。いろいろなところを視察したり見学したりしなが

ら、女性としての意識を高めるというような活動を行っている。視点的には男女共同参

画としての必要性はある程度効果はあるのではないか。 

 

諸橋副会長  婦人学級に関してはどうか。 

 

事務局  後ほど調べて報告する。 

 

諸橋副会長  あと子育て学講座とか家庭教育学級とかＰＴＡとの連携あたりも、ジェンダーが偏り
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がちな印象があるので、男性を引き込んだりするような工夫がなされているかどうか。

これはもう少し細かい進ちょく状況が分かればいいと思う。例えば全部のデータを出す

わけにはいかないだろうが、こういうタイトルの講座でこういう講師で男性の参加者が

これぐらいでというふうなところ。最終的には年次報告書の形で出るのか。 

 

事務局  16 年度は違った形で出す予定。 

 

諸橋副会長  施策の評価調査がありますのでまた報告してもらうことにする。 

 

4．平成 16 年度男女共同参画わこうプラン施策評価調査について 

 

事務局          ―――― 資料 5 説明 ――――  

 

諸橋副会長  2004 年度、昨年度分のわこうプランに関しては、全セクション 24 課に対して、全部

で 500 近い事業について、こういう中身でした、何月何日にこういう講座があって参加

者が何名でした。あるいはこういう相談でこういう中身でしたとかそういうような内容

を年次報告書にまとめるということ。 

 

事務局  こちらの調査を実施しまとめていく。 

 

諸橋副会長  条例上の、年次報告などをさせないといけないというのもこれに位置づくのか。 

 

事務局  年次報告条例に基づいているので、今年度の現状報告については検討していかなけれ

ばならない。なるべくこういう形でまとめたような形になる。 

 

諸橋副会長  平成 15 年度に関してはもう資料 4 ぐらいのレベルということだが、どうだろうか。資

料 4 と資料 5 に関して意見等あるか。資料 4 に関して、今年度は昨年度分の資料 5 の調

査票に基づく調査をかける。 

 

事務局  平成 16 年度のプランに基づく推進状況についてまとめ方や方向性についてご意見い

ただきたい。 

 

諸橋副会長  この施策評価調査は 24 部署・約 500 近い事業がある。毎年この調査をすると、なおか

つこれを全部、こんなベタな印刷はしないと思うが、取りまとめて報告書にするとなる

と、それぞれの手間と予算がばかにはならない。ただ、やっぱりやらなければというの

が条例であるのでやるべきだが、このとりまとめの仕方についての方向性を少し考えて

いただきたい。 

 

星野委員  まず質問だが、市民の意識調査と、この 16 年度の施策評価調査が同じ内容であると理

解していいのか。 

 

事務局  市民の意識調査の内容については平成 16 年度を想定している。 

 

星野委員  両方の資料が対象年度を 16 年度として想定しているとなると、取り組めたというよう

な自己評価にしてしまうと取り組んだということが目標になってしまう。400 以上の項

目の中で自己評価で 4番を選択した人はいたのか。 

 

事務局  現在実施中だが、今現在で 4 番に○をつけているものもかなり多い。これまでは継続

と書いていたものが具体的に書いていかなければならないので、その辺はやってないと

ころとやっているところがかなり明らかになっている。あと、男女共同参画の視点とし

て、この 5 年間でどこまでの施策を重点的にやっていくかということは事務局としても
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個々単位にわたっていくものだと明らかになったという点で、もう少し絞り込む必要性

が出てきた。 

 

星野委員  この市民意識調査について聞いたのは、例えば先ほど少し議論になっている問 23 で、

男女共同参画推進に対する取り組みで知っているという話がある。和光市女性相談に関

しては 7％の方しか知らない。本来は目標を立てるときには、取り組んでいきたいでは

なく、取り組んで 7％の認知率を 20％までにしたいという目標にしないと、きっとわか

らない。取り組んだで終わってしまう。ですから、膨大な数をこれからやっていくと思

うが、まず視点としては 4 番に○がついた施策、それからあとこの市民の意識と大きく

乖離（かいり）している評価をしているものは、自己評価の方はよくできていますとな

っているが、市民の認知率や意識が非常に低いものをちゃんと分析した方がいい。 

 

諸橋副会長  それは名案である。特に重点的に分析するときには、それこそ数値目標で出ますので、

市民の認知率や利用率、参加比率等を指標に、これだけ増えているとか増えなかったと

かいう感じに評価してもらうのがいいのではないかということ。数字にならないものも

あるかもしれないが、取りまとめのひとつとしては具体的でいいのではないか。 

 他に取りまとめに関しての具体的な方針、提案はあるか。 

 

阿南委員  DV について、埼玉県では、今度は加害者向けの男性相談を担うという話があると聞い

たが、関心がある方も多いのではないか。 

  また、男性の料理教室、育児に関する講座等にはどれくらい男性の方が実際に出てい

るのかについて特に知りたいので、12 年度からの実績を教えてほしい。 

  

諸橋副会長  16 年度の調査票は 1番が男女別にちゃんとデータを把握した、それから立案・実施の

際に女性・男性双方の意見を聞いたり双方が参加した、女性・男性の参加率が取れるよ

うな、なかなかいい調査票である。 

  15 年度以前にさかのぼって何かわかるものがあれば事例でもいいので、出してもらう。

こういうデータがなければこういう実績でしたというデータが欲しい。 

 

事務局  できる範囲で用意する。 

 

諸橋副会長  16 年度の調査をしている中で大変かもしれないが。この調査票に関しては、これはも

う決定事項で変更はできないが、こういう見方とかこういう活用法はないかという、そ

ういう意見や、取りまとめに関して何かあるか。 

 

塚田委員  古いデータを出してくれないかという話だが、これからこういうやり方でやっていき

ましょうという考え方で会議が進んでいく方がいいのではないか。もう過ぎてしまった

ことを掘り返してまたデータ化するというのは大変な作業なので、これに基づいて今み

たいな意見をもとに、新しくデータを出してもらう方向でいいのではないか。 

 

諸橋副会長  わかるものは少し前にさかのぼってみたいという意見も出たので、無理のない範囲で

事例的に出してもらうことにする。もちろんのこと、ちゃんと話をしてここをどうする

かという検討が重要である。 

 

阿南委員  前回、数値目標をという話があり、この 1 か月考えてみた。どこを目標にするかにつ

いて、きちんと定めた上で調べることや収集する情報が出てくるものではないか。 

 アンケートで男女共同参画で進めてほしいことについて、子育て支援の充実と、働き

やすい職場があがっていた。例えば和光市としての取り組みとしてどう盛り上げていく

か。ひとつテーマを掲げるとやりやすいと思う。 

 

諸橋副会長  １つは数値目標を立てることが大事だということ、もう１つはテーマ主義でまとめる
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という提案であった。基礎データはここに出ているので、それがどのようにテーマで入

れるのもひとつの方法である。 

 

5．男女共同参画を推進するための課題について 

 

事務局          ―――― 資料 6 説明 ―――― 

 

諸橋副会長  右側が条例に掲げられている 6 つの基本理念になる。これは行動計画にお墨付きを与

えるために考え出した 6 つの理念である。当然左側の行動計画、主要目標と内容が一致

するが、中でも男女平等教育というのは全部にかかる。これは点線と実線と濃度が違う

ということではなく、男女平等教育は全部にかかるという意味。それ以外はこういう行

動計画を射程に入れて基本理念の中にも含まれる、あるいは基本理念はこういう行動計

画とつながると概念化してほしい。条例の基本理念がベースにあって、それに基づいて

行動計画や目標が掲げられているということ。 

 

6．その他 

 

諸橋副会長  それではその他の議題について、資料 7 が当分こういうキャッチボールで進んでいく

という資料になる。 

 

事務局          ―――― 資料 7 説明 ―――― 

 

諸橋副会長  この流れに関しまして何か質問等あるか。矢印が審議会側の流れ、点線が市からの流

れというところになる。 

  実は会長から、今日は本当はちょっとフリートークみたいなことをしてもらいたいと

提案があった。どういう和光市にしたいかということで聞いてきたが時間がないのでま

たの機会にする。それから先ほどモニタリングサロンという話があったが、その場でど

んな和光市にしたいか、計画の体系案・アンケート調査の結果等について意見をもらえ

ればと思う。8 月 9月の間にできるか検討してほしい。 

 

木戸委員  サロンで意見をもらうという計画はネットワークに直接連絡するのか。また、つごろ

実施するのか。 

 

事務局  これから事務局の方で検討するので、いつ実施するというのはまだわからない。実施

するのであれば再来月ぐらいに 1～2 時間程度になると思う。今日はたくさん意見をもら

ったが、課題等についてさらに意見があれば、事前にもらえればまとめて、次回皆さん

に報告する。 

 

諸橋副会長  9/2 までに前回の議事録の確認、また、今日の資料については遠慮なく事務局に意見

を伝えてほしい。11 月以降のスケジュールは 9/30 に決める。もしくはそれまでに事務

局の方で個別に調整してほしい。 

では今日はお集まりいただきありがとうございました。第 2 回の会議はこれで閉会と

する。 

 

 

閉会 


