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第５回和光市男女共同参画推進審議会議事録 

 

日時：平成 17 年 11 月 29 日（火） 

午後 1時～午後 3時 

場所：市役所議会棟全員協議室 

 

出席者 

諸橋委員、細尾委員、小林委員、渡井委員、木戸委員、木下委員、芳川委員、根岸委員 

 

欠席者 

柴田委員、塚田委員、星野委員、阿南委員 

 

 

 

開会 

 

事務局    あいさつ 

３号委員として新たに株式会社レインボーモータースクールの木下氏に委嘱。 

 

《木下委員に委嘱》 

 

木下委員   あいさつ 

 

《会長が所用の為遅れるとの連絡があったことから、副会長が進行を進める》 

 

細尾副会長  意見シートを傍聴者に配布してもよいかどうか皆さんにお尋ねしたい。このシート

には意見を書いた委員の名前が掲載されている。 

 

芳川委員   単なる出された意見に過ぎないことを確実に理解してもらえれば配布して構わな

い。 

 

小林委員   同じである。 

 

細尾副会長  他に意見がなければ、当事者が良いということなので、配布していただいてよろし 

いかと思う。では、この意見シートの内容について、意見を出していただいた方々 

に説明してもらった方がいいか。 

 

根岸委員   これからの審議でこの意見も出てくるので、そこで取り上げた方が理解しやすいの

ではないか。 

 

細尾副会長  それでは他に意見がないようなので、ここで個別に意見シートについて発表しない

ということにする。「その他参考」というプリントが配られていると思う。傍聴者

からここに書いてあるような質問があった。この取り扱いに関連して、事務局から

スケジュールなどを先に教えてもらいたい。 

 



 - 2 -

事務局     ――資料 1について説明―― 

 

細尾副会長  パブリックコメントは、1 月 5 日が最終日で、その後にそれを含めてこの審議会で

審議をする。先程の傍聴者からの意見は、パブリックコメントと同様に扱うのか、

今日これを一緒に審議するかについてはどうか。 

 

事務局    この傍聴者の方からの意見は、審議会の中で同じような意見があるなら、皆様の意 

見に含め、反映できるものについては素案に反映していきたいと考えている。 

 

小林委員   前回、クォータ制のことが出たが、この意見はそれに関連している。 

 

細尾副会長  たぶん女性の管理職がほとんどいないというのは、男女共同参画協議会会議では何 

       度も課題として取り上げられていた。 

 

芳川委員   委員の中に管理職が少ないという意味なのか、それとも市役所全体の中で少ないと 

いう意味なのか、よく分からないのだが。 

 

細尾副会長  市の職員というふうに解釈している。 

 

芳川委員   これは「はい、それでは明日から 5人増やします」というわけにはいかない。結局、 

そういう意識は持つ必要はあるので「それを出していきます」となるしかないと思 

       う。 

 

細尾副会長  木戸委員はどうか。 

 

木戸委員   意見シートにも同様のことが載っているし、審議の中でも今後出てくると思う。 

 

細尾副会長  意見を総合すると、この意見はパブリックコメントとしてではなく、今日一緒に審 

議するということでいいか。 

 

――了承―― 

 

細尾副会長  本日は傍聴者からのこの意見も含めて、意見シートと共に審議していただきたいと

思う。あと、芳川委員からの資料があるが。 

 

事務局    前回の会議でのリプロダクティブ・ヘルス／ライツの件で、辞書にこのような表現

があるということで参考にいただいたため配布させていただいた。 

 

細尾副会長  ここには、本当に「抑制」と書いてある。 

 

小林委員   望まない妊娠とか出産をしない権利を持つという意味。本当に人口を抑制するため

にこういう考えがあるということではなく、そうした意思を尊重することで、結局

は人口抑制に繋がるであろうということだと思う。このように書いてあるものがあ

ると、私も認識を新たにした。 
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細尾副会長  字面だけの直訳で、「抑制につながるという考え方」と書いてある。ただ、和光市

のプランには、リプロダクティブ・ヘルス/ライツの正しい解釈の仕方が載ってい

るので併せて見ていただき、理解を深めてほしい。 

 

《委員了解》 

 

◇議 題 

1.体系案について 

 

細尾副会長  先程事務局から説明があったように、新しく「男女の人権・・・」と入っているが、

それは庁内連絡会議で出た意見なのか。 

 

事務局    事務局で調整した結果、今回は男女共同参画推進条例の基本理念に基づいて「男女

の・・・」とした。 

 

渡井委員   前回の基本目標と、今回の新体系で違うのは、2 番の「男女が共にいきいきと暮ら

せる環境をつくる」で、仕事と家庭の両立支援が 3番の「地域における男女共同参

画の推進」になっている。 

 

細尾副会長  和光市男女共同参画推進条例を作った時も、「男女の」と入れるかどうか意見が分

かれたことを記憶している。 

 

渡井委員   資料 2、p.5 の「男女平等教育の推進」の関連データについて、男女混合名簿の使

用状況が「小学校 8 校、中学校 2校」と書いてあるが、前にいただいた資料と異な

っている。 

 

事務局    混合名簿については、調査時点の日付が違うので前回お渡しした資料と内容が変わ

っている。 

 

《会長が出席したため、進行が副会長から会長へ移る》 

 

諸橋会長   ①「男女の人権を尊重するための意識啓発と情報提供」について意見はあるか。 

 

渡井委員   p.10 の主な取り組みの下の部分に「（仮）子ども総合施設の設置」とあるがこれは

どういうものか。 

 

事務局    幼稚園と保育所が一緒の施設の中にある複合的な施設のことである。現在、国の施

策としてモデル施設を造っている。その結果に基づいて市でもそのような施設を造

りたいという計画である。 

 

諸橋会長   幼保一元化である。これはいつ頃の完成なのか。 

 

事務局    まだ用地が確保されていないので、モデルの状況を見て、国の施策が明らかになっ

てから用地を求めていきたい。 
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諸橋会長   今出たのは「子育てにおける男女共同参画の推進」で、「地域における子育ての支

援の促進」だが、他にはどうか。最初の『男女の人権を尊重する意識の浸透』の「男

女の人権を尊重するための意識啓発と情報提供」では、小林委員からも意見が出て

いる。改めて付け加えることはあるか。このことに関連して、様々なところで活躍

している男性・女性の紹介や文章があるが。 

 

小林委員   これはここに付け加えるという意味ではなく、具体的なやり方なのでもう既に入っ

ていると思う。 

 

諸橋会長   1--②の「生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利の尊重の理念普及」につい

てはどうか。広報の活用と啓発資料の発行、性感染症予防等に関する講座で、もう

少し取り組みはないか。また、データはこんなところでいいか。 

 

細尾副会長  以前の資料では、リプロダクティブ・ヘルスとライツが分かれていた。今回は、ま

とめている。 

 

事務局    前回お渡しした資料で施策のキーワードの部分で、リプロダクティブ・ライツとヘ

ルスに分けたが、こちらで検討した結果、リプロダクティブ・ヘルス/ライツとい

う理念自体は 1つだということで、その理念の普及とそれに基づく健康支援として

分けた。 

 

細尾副会長  そうなると妊娠・出産に関する健康支援はここに含まれてしまう。「生涯にわたる

性と生殖に関する健康と権利の尊重の理念普及」ということで、理念普及と具体的

な支援と分けている。 

 

諸橋会長   意識に関するものは 1 番。1 つにした方がいいのではという意見はあるか。表にし

た時に 2-（3）にあった方がいいような気もする。理念普及だからといって、全部

を意識ものに持っていくこともないので、「生涯にわたる性と生殖に関する健康と

権利の尊重の理念普及」を 2-（3）-①に持ってきて、「妊娠・出産に関する健康支

援」「高齢期における健康支援」をずらしてもいいのではないか。 

 

根岸委員   権利の尊重と理念ですから、人間、男女の人権尊重のそれはそれとして。あと、後

半のほうは行動そのものになる。こちらは支援するので、全く違うと思う。私はこ

れを活かして②はそのままで。大切なことだと思うし、基本的な信念だと思う。 

 

諸橋会長   リプロについては「生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利の尊重の理念普及」

として裏面にも書いてある。メディアリテラシーに関してはどうか。講座の開催と

民間刊行物等への周知徹底、それから市の刊行物で指導する。あとは、各小・中・

高との連携もあると面白いと思う。例えば講師を派遣する、先生方に研修をする等。 

 

根岸委員   家庭と学校と職場と地域、押し付けではない教育の推進は当然だが、それを支援す

る立場や指導する立場については一言もない。相対するものだと思うので、これを

進めるにあたって、そういう立場の人自身がしっかりと理念を持っていないと、指

導はできないと思う。 
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諸橋会長   それは p.6 の「学習機会の提供とか推進」の教える側の研修だと思う。家庭教育学

級も「保護者の男女平等意識を高めるための講座等を開催します」と書いてあるの

で、そこでできる。「家庭教育を担う保護者を対象とした講座等による情報及び学

習機会の提供」で、学校教育は教員向けの講習がほしいと思うが、どこかにあるか。 

 

小林委員   p.6 になる。 

 

諸橋会長   「指導者の意識向上を図ります」となっている。主な取り組みとしては、「日常の

指導における男女平等の視点に基づいた教育の推進」で、日常の指導。家庭教育は

家庭教育を担う保護者、学校教育は日常の指導をする先生になる。特に職場と地域

では、管理職や地域リーダーは、おおむね男性がついていることが多いので、そう

いう人たちを対象に一度男女平等研修があってもいいんじゃないでしょうか。 

 

小林委員   p.2、「生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利の尊重の理念普及」があり、その

主な取り組みに「性感染症予防に関する講座等の開催」と書いてある。これともう

1 つ、p.14 の主な取り組みに、HIV の予防や性感染症が重複して書いてあるが、2

番目は「意識」と理解すると、こちらに書いてあるものはいらないと思う。異質な

感じがする。 

 

諸橋会長   p.2 は、比較的施策という感じで、これが対応になる。性感染症等の対応というよ

りは、予防思想を啓発していくということだと思う。 

 

細尾副会長  理念ならリプロダクティブ・ヘルス/ライツという意識の普及の関連ではないが、

そのための具体的な内容の方がここはすっきりする。 

 

諸橋会長   p.2 は具体的。講座は性感染症の予防ではない。もう少し広めに、左側の施策の内

容と重なるが、「生涯にわたる性と生殖に関する権利を尊重する講座等も開催」の

ように、広い意味の方がいいと思う。 

 

細尾副会長  産む性を持っている女性の健康や生き方の問題で、そのような理念の普及になる。 

 

諸橋会長   p.2 の性感染症予防の部分はもっと広い理念的なことを啓発するような方向に変え

てもらう。ここは意識ものだけでもたくさんやることがある。メディアリデラシー

は小・中・高の連携を書きたい。次は「性別による固定的役割分担意識の解消」に

ついて、これも意識ものになる。p.4 に具体的に書いてありますが、（1）は人権尊

重意識で、こちらは役割意識の解消ということでだが棲み分けが難しい。 

 

小林委員   もう少し目標値を上げたい。 

 

渡井委員   子どもの目標値は 70％である。育てていくということで、子どもの割合が高くなっ

ていると思う。 

 

諸橋会長   子どもが 7 割で大人が 6 割というのは示しがつかない。「技術の取得」は、いきな

りスキルの話になっている。むしろ基本目標 2 の「働く場における男女平等の推進」

でもいいのではないか。意識啓発ではないと思う。それで、「男性向けの日常生活
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技術・育児・介護講座の開催」に加えて女性向けの起業や ICT の技術といったもの

はあるのか。 

 

細尾委員   意識づくりを普及したいのなら、女性の働く権利の普及を入れていただきたい。 

働く場における男女共同参画の推進、仕事と家庭の両立支援やワークシェアの考え 

方等。 

 

諸橋会長   p.4、固定的役割分担の解消の部分を「刊行の普及啓発、学習機会の充実、そして

女性の働く権利に関する意識づくり」とした方がいいかもしれない。 

 

渡井委員   「男女の自立を支える技術の取得」は、違う所にあったほうがいいと思う。 

 

諸橋会長   ここに女性の働く権利の意識啓発や浸透を持ってきたほうがいいと思う。それから、

「あらゆる世代の正規雇用でない人たちのための労働関係法令学習の機会」という

意見があるが、これは男性も含まれるのか。 

 

細尾委員   もちろん。 

 

諸橋会長   (2）に関して他はどうか。両親学級・育児学級がどうしてここにあるのか。 

 

根岸委員   これは「女性」と入れたほうがいいのか疑問に思ったので質問した。意識調査の p.13、

50 歳代の人が就職・企業、講座等で女性の就労支援を 53％も要望している。30 歳

代でも 50％と非常に多く、それを踏まえると、女性と指定しないで、「講座等によ

る能力開発の支援」にすると、こういう支援をしてほしいということが活かされる

と思う。 

 

諸橋会長   今言われたのは「講座等による職業能力開発の支援」ではなく、p.4 の技術の取得

になる。「男女の自立を支える技術の取得」、これをここに移動して、「男性向けの

日常生活技術・育児・介護講座の開催」は男性が自立するために必要で、女性が自

立するには女性が起業したり再就職したりするということで、両方セットにすると

いいと思う。p.4、両親学級・育児学級の開催が唐突にあるが、これは何か。 

 

細尾副会長  この内容はリプロそのものだが、何でここにあるのか。 

 

事務局    両親学級とか育児学級で、カップルで来たり、お父さんが参加するということ。 

諸橋会長   日常生活や育児・介護に必要な基礎的な技術を両親学級や育児学級で行う。 

技術だったら後ろに持っていってもいいと思うし、もし意識啓発ということだった

ら、ここに残してもらっていいと思う。 

 

細尾副会長  これはリプロの所に入るもの。それを尊重するという意識の普及なので、女性だけ

にその普及はあるべきでなく、男性もそれを知るからこそ尊重できる。リプロとい

うのは女性向けだけではない。 

 

渡井委員   リプロというのは、そういう所で勉強できればいいのではないかということ。保健

センターにその教室の中身に組み込んでいただくように要望してはどうか。 
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細尾副会長  固定的役割分担の意識解消は、生むことは女にしかできない。これは育てるという

意味なのか。 

 

諸橋会長   男は仕事、女は家庭という役割分担意識に関して、両親学級・育児学級で啓発して

いこうという話。 

 

細尾副会長  ああ、なるほど。 

 

渡井委員   だから男性も育児に関われるように勉強しましょうということ。 

 

諸橋会長   だから、育児・介護だけではなく、家事も入れないと少しおかしい。性役割意識の

解消のための両親教室・育児教室ということ。意味が分かればいいが、そこの施策

と施策の内容に合わせてほしい。女性が働く権利の浸透と、非正規雇用の人たちに

対する法令学習の機会、相談窓口、それから性役割意識の解消のための両親学級・

育児学級の活用、特に男性向けの意識啓発。技術の取得に関しては後ろのほうに持

っていく。ここは性別役割分担の意識の啓発ものだけにしたいと思う。 

 p.5 の男女平等意識はどうか。1-（3）-①、②、③は先程見たように、指導者教

習の時にやってもらうということは付け加えることにする。これも地域振興課を通

じて、地元の事業所の管理職クラスに対する研修に力を入れてもらうのもいいかも

しれない。他自治体では、地元の事業所の偉い人を集めて、年 1回くらい懇談会を

やっているところもある。下は、地域リーダーに対する研修。PTA はどこ入るのか。

学校と PTA の連携があってもいいかもしれない。 

 

細尾副会長  PTA がない学校もある。 

 

諸橋会長   男女平等教育はこれでいいか。家庭教育、学校教育、職場教育、地域と 4ケースは

揃っている。ちなみに関連データで、和光市の男女混合名簿の使用状況は、全何校

中何校なのかが分からない。 

 

事務局    小学校は全 8校、中学校は 3校である。 

 

諸橋会長   基本目標 1 の（4）はどうか。「あらゆる暴力の根絶」として、「DV・セクハラ防止

対策」「DV・セクハラ被害者への支援」、「相談体制の充実と関係機関の連携」とな

っている。 

 

細尾副会長  防止プログラムには、女性側のエンパワーメントという視点がないと思う。 

 

諸橋会長   アサーション等があるといい。 

 

細尾副会長  護身法の知識は身につけるべきだと思う。 

 

諸橋会長   それは必要だと思う。女性の被害者への支援なので、相談の周知と充実ではなく、

アサーショントレーニングや具体的なスキル、自分がのびのびするためのスキルづ

くり等が女性相談の周知の充実の次にもう 1アイテムあるといいと思う。 

 DV・セクハラの防止対策はいいか。被害者支援は今やっている相談、それからア
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サーション、他の暴力ものはどうか。 

 

渡井委員   この部分に、加害者の対策が被害者への支援に加えてある。加害者の暴力克服プロ

グラムの検討が新規として出ているが、これだけでは弱いのではないか。 

 

細尾副会長  加害者自身が加害者だと思ってないので、加害者への取り組みは難しい。 

 

諸橋会長   誰でも加害者になりうるということ。 

 

細尾委員   アサーションだから「加害者にも被害者にもならないための」というところから始

めてはどうか。 

 

諸橋会長   他はどうか。「相談体制の充実と関係機関の連携」がある。「女性相談担当者会議」

が新規事業としてあがっている。今、女性相談は何割の認知率か。 

 

事務局    はっきりとした数字はない。DV 被害者がどこに相談するのかという設問でも意識調

査ではあまりあがっていない。 

 

諸橋会長   基本目標の 2 に移ると、（1）は「子育てにおける男女共同参画の推進」。役割分担

意識の解消の部分では、全て意識づくりで進んでいるので、ここでは具体的に、夫

婦で子育てをしている割合を 3 割となっているが控えめ過ぎないか。本当に達成で

きそうな数値を掲げるか、高く理念的な目標を掲げるかによって変わるが、少し理

想を高くしてもいいような気がする。 

 

細尾副会長  全体的に目標値が低い。 

 

諸橋会長   それを目指すということが大切。 

 

小林委員   これらの目標はいつまでに達成するべきものとして設定しているのか。 

 

事務局    当初は平成 18～22 年度までの 5 年間で考えていたが、次期計画は改めて全部見直

すので 2 年程度かかる。意識調査を実施する時期が 21 年になるか、22 年になるか

今のところわからない。目標値はあくまでも 22 年を目標に実施するが、21 年の調

査での結果と比較する可能性があるので目標年次は入れていない。 

 

諸橋会長   2010 年ということは、まだだいぶ先なので本当はもっと高くしてもいいかもしれな

い。 

 

細尾副会長  1 年かと思っていた。 

 

小林委員   男女の地位が平等になっていると回答した人が 15.5％というのは悲しい。 

 

細尾副会長  しかもこれは目標が 30％。本当にそう思っているのか。必死になってやらないと、

という気分が出ないのではないか、皆さんも、職員も。 
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諸橋会長   p.2は30％でもいい。それからp.4ページの女性相談を知っている人も6割くらい、

夫婦で子育てをしているというのも半分ぐらいでもいいのではないか。それから支

援センター等の相談体制、相談窓口の充実と連携、子ども虐待を防ぐための保育士

等への男女平等研修の実施、地域における子育て支援として子育てグループへの支

援、ファミリーサポートセンターの充実、子ども総合施設、ふれあい体験等の他に

何かあるか。 

 

渡井委員   p.10、施策の内容で、上から 3 番目の「児童・生徒の放課後の健全育成に努め、加

えて指導者の資質向上に努めます」について、和光市次世代育成計画の中でも重点

課題として、中高生の居場所づくりがあがっているがそれを言っているのか。 

 

事務局    次世代育成支援行動計画はできたばかりですので、それに基づいて実施していく。 

 

諸橋会長   「働く場における男女共同参画の推進」についてはどうか。和光市の場合は M字型

だが、潜在的な労働率を足すと、男性とほとんど変わらないくらい働ける人々がい

る。男性の自立のための技術取得はぜひこちらに移動し、女性の起業・再就職への

支援の仕方は、ここに持って来るといいのではないか。「雇用機会の平等と公平な

待遇の実現」と、育休法の周知・取得の促進、女性の起業・再就職への支援、それ

から男性の自立のためのスキルアップ、管理的立場への女性の参画促進ということ。

それから、ワークシェアの啓発もほしい。それは施策を新たに起こすか、施策の主

な取り組みに書いてもらう。性別役割分担を流動化し、男性も働いて女性も働いて、

それから男性もワークライフバランスをとって女性もワークライフバランスをと

ってとなると、ワークシェアの意識づくり大事だと思う。「雇用機会の平等と公平

な待遇の実現」あたりに入れる等。多くは事業所向けなのか。 

 

事務局    そうである。 

 

諸橋会長   意識作りはもうすでにあるとなるとワークシェアがここに入るのはおかしいかも

しれない。p.4 の性別役割分担意識の方がいいと思う。男女自立の技術習得はこっ

ちになって、先程入れたのは女性の働く権利の浸透、非正規雇用の問題。 

 

細尾副会長  非正規雇用の問題はここでいいのではないか。 

 

 

諸橋会長   むしろこっちのほうがいいと。 

 

細尾副会長  雇用機会の平等と対応になるので。 

 

諸橋会長    なるほど。では、非正規雇用の問題、労働権と地位の確保を p.12 に持って来て、

女性の働く権利の浸透、ワークシェアに関する考え方の男女への浸透等の意識づく

りは p.4 ページに持って来る。それから両親学級・育児教室を使ってパパ・ママた

ちの性別役割分担の解消が入る。あとは労働関係で何かあるか。 

 

根岸委員   雇用関係の話に関連して、日経新聞を見ると、女性の積極的登用に取り組んでいる

企業を奨励するとともに支援するというのがある。大阪府で「男女いきいき元気宣
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言」という事業者登録制度を支援している。行政が登録事業者に対してセミナーを

開き、専門家による女性活用アドバイスを盛り込んだニュースレター等を配布して

いる。これを機会に女性の積極的な活用策、ポジティブアクションに取り組む企業

の比率が昨年の 33.7％から今年度は 41.1％に増えたとなっている。それが大阪労

働局の調査で載っていた。一方的に支援とか促進等の表現があるが、役所も企業と

連携を図り、女性の登用や働きやすい職場作り、環境作りをともにやっていくとい

うことをどこかに入れてほしい。 

 

細尾副会長  埼玉県の労働局がやっている。 

 

根岸委員   和光市では県の指導を受けて何か具体的にやっているのか。 

 

事務局    和光市としてはやっていない。 

 

諸橋会長   所管が違って学校教育と労働は市が介入できない部分もあるが、それなりの代表事

業所があるのでともに働きやすい職場を作っていくという理念はあってもいいと

思う。 

 

根岸委員   環境作りを行政が市民と一体になって進めていかないと、いくらこちらで叫んでも

なかなか戻ってこないというのが現実で空しさを感じる。では、どういうことがで

きるかというと、そういうことを考えて審議していく、何かに盛り込んでいくこと

もぜひやってほしいという気持ちがある。 

 

諸橋会長   入れるとすれば p.12 になると思う。一番下が「管理的立場への女性の参画と促進」

ということで、地域振興課を通じて地元企業等に市が働きかけていくものだと思う

し、女性もともに働きやすい職場を作っていくものを、一番上の「雇用機会の平等

と公平な待遇の実現」に入れてもらうのはどうか。 

 

根岸委員   雇用の問題なので、資料 1 に入れていただければいいと思う。 

 

諸橋会長   あとはどうか。「男性が育休を取ることに理解を示す人の割合」では、男性 44％、

女性 60％を 50％、65％ぐらいにもっていきたいということだが、もっと高くても

いい。男女一緒でいいのではないか。「理解を示す」ぐらいだったらいくらでもで

きるわけで、7～8 割にしたっていい。2の（3）はどうか。「生涯を通じた健康支援」

ということで、先程出たリプロを含めて、意識啓発ではなく、今度は具体的な施策

になる。 

 

細尾副会長  心と体の健康とリプロは分かれていると思う。主な取り組みにリプロ問題が入って

いたりして混ざっているのはいいのか。先程は理念の普及のみにする、となったの

でここにもう少しリプロ関連の予防のための取り組みが入っていいと思う。 

 

諸橋会長   そうするとアサーションの浸透はどこに入るのか。 

  

細尾副会長  暴力の部分になる。既存のものをそのまま入れているので、新しい視点がない。こ

こにはリプロ相談とかはない。女性相談と一緒にしているが、リプロはリプロで相
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談があってもいいと思う。 

 

根岸委員   積極的に相談をしていこうという人はどれくらいいるのか。 

 

細尾副会長  ないために不自由している人たちがいる。 

 

諸橋会長   具体的にリプロの相談とは、どのようなものか。 

 

細尾副会長  リプロ相談というと、生む・生まないことに関する問題や思春期の問題。例えば妊

娠してしまったとき、どこに相談したらいいか。親にも言えない、どこにも言えな

いというケースが増えている。あるいは働く女性の中でもいろいろその立場であり

ますよね。生む・生まないに関する相談窓口、あるいは健康問題、性ホルモンのア

ンバランスに関する健康相談もない。 

 

諸橋会長   学習・研修の充実、性感染症対応、思春期向けの相談体制等ばらけている。 

 

細尾副会長  これを 1 つにして、リプロとした方がいいのではないかと思う。体の生理機能は、

その時には特別のことになるので、普通の体、あるいは心がバランスを崩すのとは

違う問題がある。だから心と体の健康、リプロに関わる健康を分けてほしい。理念

の普及を役所で早くやってもらいたい。 

 

諸橋会長   これに関して何か意見はあるか。 

 

根岸委員   専門的な知識がないと難しい。 

 

小林委員   括り出すことは出せるが、実際にどうしていくかとなると、本当に専門的な知識を

持った医師が必要になる。うちの施設の産婦人科でリプロ関係の医師がいるので、

活用してもらえればできると思う。うちの施設は和光市にあるので協力できる。 

 

細尾副会長  新しいことをやるのに、既存のものを持ってきてもなかなか難しいと思う。 

 

小林委員   ただ、保健センターの協力は必要。それと既存の体制を拡大することも大事なこと。 

 

諸橋会長   細尾委員と小林委員の案を検討し、心と体の健康というと今までの既存の発想にな

るので、和光市らしさということで多少条例の中にも入っていることから、違う括

りで、違う視点で施策を立てられると面白いと思う。 

       「政策・方針決定の場への男女共同参画」についてはどうか。地域を担っていく推

進体制、政策・方針決定に関して意見をもらっている。まずは役所からやってもら

いたい等。 

 

細尾副会長  さんざんやってきて見えてきたが、条例以外のことでもいいということであえて書

いた。 

 

諸橋会長   審議会等における女性委員の割合が、2010 年に 45％という目標になっている。そ

れから女性のみの審議会をなくす、男性の比率の低い審議会等のバランスをとって
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いくことも大切だと思う。あと、「共同参画に関する人材育成」について他にない

か。職員や管理職の比率を上げるというのを p.14 に入れたらどうか。あと、現在

の和光市職員の女性管理職等のデータがほしい。 

 

細尾副会長  再雇用制度を利用している男女比もほしい。 

 

事務局    今まで管理職は男性が多い。今年は全員男性が利用している。再雇用制度を作って

も希望する人が、例えば女性が希望しない、たまたま自分に合った職種じゃないと

希望しない場合がある。 

 

細尾副会長  今はその制度はなくなっているのか。 

 

事務局    再雇用制度はあるが、今年は 4 人おり、全員男性である。また、再雇用制度を申請

した女性の管理職がいなかった。 

 

芳川委員   再雇用制度というのは定年になってからということか。 

 

事務局    そういうことである。再雇用する職種を挙げ、申請によって審査を行うので、職種

によっては申請しない人もいる。 

 

諸橋会長   いずれにしても、和光市庁内の男女平等の推進を図るということで、女性の職員や

管理職の女性の比率アップを、ぜひ入れていただきたいと思う。 

他にはどうか、この政策・方針決定はもっと大切なことはないか。審議会と男女共

同参画に関する人材育成と職員だけではなく。例えばもともと和光市は女性の議員

が多いが、女性が政治に関心を持つようなもの等。 

 

渡井委員   女性は政治のことになると引いてしまう。 

 

諸橋会長   そういう意味では、女性議員を作る、あるいは育てるような、女性が地域政治にも

っと関心を持つことができる地域リーダーづくり。それからもう 1つ、町内会やマ

ンションの自治会でも、町内会長や自治会の会長を育てていくことがあってもいい

と思う。それから地域の事業所にももっと管理職を増やしていくような働きかけを

していく。この 3つだけでは寂しいので、そのようなことを加えていただければと

思う。3 の（2）「地域における男女共同参画の推進」では、地域活動等の男女共同

参画促進、自治会長ということも出ているが、コミュニティ活動、市民活動、NPO、

安全な地域、それから専門分野への女性の参画。専門分野は、例えばここでは「理

化学研究所はじめとして」ということなので地域に入っている。 

        3 の（3）『国際社会「平等・開発・平和」への貢献』では、内容量としては多く

ない。渡井委員から「地域における男女共同参画の推進」の部分で高齢者について

の意見をもらっているが、これは「地域における男女共同参画の推進」に入れても

いいかもしれない。子どもだけではなく、高齢者の問題もぜひ入れてもらいたい。 

       国際社会に関しても渡井委員から意見をもらい、関連団体に所属しなくても市民が

交流できる場があればいいということだが、市民による国際交流の推進等加えても

らうこともできるかもしれない。 

「開発」については説明が必要かもしれない。国連の用語で「平等・開発・平和」
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があるが、「開発」は通常、貧困の克服ということになる。 

 

細尾副会長  保育園での待機児童は、どうなっているのか。まだゼロにはなっていないと思うが、

この中では触れられていない。確か、就業意識が高い世代は 30 歳代で、ちょうど

子育て中の人たち。そのあたりの施策はどのように考えているのか。 

 

事務局    p.10 に「子育て支援サービスの充実」として「多様な保育ニーズへの対応」があり、

その中に含まれる。 

 

細尾副会長  加えておかないと、これは今のものになる。「多様」ですから、待機児童をなくす

こととは違う。 

 

諸橋会長   p.10 の「多様な保育ニーズへの対応」に、待機児童をなくすということを入れても

らいたい。推進体制はどうか。推進体制についての意見が複数あった。 

 

根岸委員   p.20、施策として「地域における国際交流」があり、主な取り組みの「小・中学校

における国際交流の推進」で、和光市には国際高校があるので連携を取りながら地

域に活かしてほしいと思う。 

 

諸橋会長   それでは、推進体制に関してはどうか。『おるごーる』、ネットワーク、庁内連絡会

議の充実、職員研修、ジェンダー統計、それから評価。これはもう何度も出ていて

いるが拠点はなくていいのか。それから、政策課そのもののテコ入れはどうなのか。

これ以上人が増えるとは思わないが、むしろ縮小していくということはないか。 

 

細尾副会長  人が変わると、引継ぎが大変である。 

 

諸橋会長   そのセクションがどれほど力を持っているか、名前がどうなっているかで意気込み

がわかる。縮小しないようにしてほしい。そういう意味では庁内連絡会もあるので

大丈夫だと思うが、その親元となるセクションにしっかりと足元を固めておいても

らいたい。庁内推進システムについてはだいたいこんなところでいいか。 

 

渡井委員   その庁内連絡会議も含まれるが、平成 16 年度の男女共同参画わこうプランの施策

評価調査で、施策評価で 4のみの一覧表があったが、生涯学習課のものは全部同じ

言葉で書いてあった。「生涯学習の推進は、生涯学習だけで担うことでないことは、

平成 14 年に作成された和光市生涯学習振興計画に明記されているとおりです。和

光市の各担当課で該当業務を推進してほしい」と。生涯学習は男女共同参画そのも

ので行っていくものだが、こういう言葉で書かれてしまうと、庁内連絡会議がある

にも関わらず横の連携が上手く行っていない。そういうことから、横の連携や、も

う少し積極的なものを期待したい。 

諸橋会長   庁内連絡会議は、どれくらいの頻度なのか。 

 

事務局    年 3 回である。 

 

諸橋会長   ここには会議の充実と書いてあるが、ネットワークや、連絡を密に、どこのセクシ

ョンにも男女共同参画の視点を持ってもらうということに尽きると思う。会議を持
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たなくても、各セクションがそういう視点を持って動いてくれればいい。庁内にお

ける浸透が必要。特に条例があるので、日本国憲法が国民を縛るものじゃなくて、

政治家と公務員を縛ることと同じで条例も市が男女平等施策にしなさいという号

令。指導しなくてはいけない。そういう意味では、職員全員が条例を知っておいて

もらわないといけないと思う。自分たちがどういう施策をしなくてはいけないのか

考える上で、強化策が必要だろう。 

 

芳川委員   その強化策については、立派な目標があるがどっちをどう入れ替えてもあまり変わ

らないような目標。だから何にも言わなかったが、目標をただ単に掲げるだけでは

なく、成果報告の義務を 5年間背負わせることが必要ではないか。 

 

諸橋会長   それは条例の中のことに対してではなく、5 年おきとか毎年やる必要があるので、

毎回版で押したような作文では困る。面倒くさい書類書きが来たと思われるのでは

なく、自分の部署でどう男女平等に貢献できるかということを常に考えてもらいた

いと思う。 

 

細尾副会長  「指標」の主な取り組みについて、既存が多すぎないか。条例ができたので、もう

少し実行していく空気がないといけないのではないか。 

 

諸橋会長   これは前のデータをもとに、今度向こうに持っていくという目安なので、どうして

も既存のものになるということだと思う。それから指標は指標でこれを考える時に

1 つのベンチマークというくらいのことなので、これが全てではなく、1 つの目安

になる。これが 8割になったらよしとするではなく、市としての目安ということで

選んだのではないか。川崎市のジェンダーシートと同じように、何か 1つ象徴的に

持ってきたということ。 

p.22 はこんなところでいいか。条例の庁内への浸透をどこかに入れ、各庁内のセク

ションが言われなくても自分のところで男女平等の視点で施策を作る、考える、そ

ういう雰囲気作り、視点をぜひ入れていただきたいと思う。それから先程言った活

動の場に関しては一番下に書いてある。 

細尾副会長  ちょっとだけいいか。もう終わったような感じなので、後の方がいいか。 

 

諸橋会長   いえ、シェアした方がいい。 

 

細尾副会長  総合福祉会館に行った時に、男女共同参画のコーナーがあったが、本が置いてある

だけで、係の人が何のためにそのコーナーがあるのか全く理解していなかった。本

の前に男女共同参画と書いた看板だけあった。「これは何か」と聞いたら、「置いて

あるだけでそのうちなくなる」と言われた。少し話したが、全く受け入れ態勢がな

かったので、ここに拠点の充実と書いてあっても、拠点とする場の人たちにその意

識がないというのでは、どのようにして進めて行くのかと気になる。 

 

事務局    様々な条例が今年の 4月 1 日からできて、全職員に実際に浸透してないのが実情だ

と思うので、今後はそのようなことがないようにできる限り講習や研修を行い、男

女共同参画を理解してもらえるようにやっていく必要があると思う。男女共同参画

は知っていると思うが、「本が置いてあるだけ」という表現をしたというのは残念

だと思う。 
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細尾副会長  あの施設は委託だが、そのあたりは大丈夫なのか。 

 

事務局    どの方が言ったのか分からないが、庁内でも政策課でも、男女共同参画への意識の

浸透を進めていく必要があるので、検討させてもらいたい。せっかく場所を提供し

てもらっても、何のための場所の提供で、それが拠点になるのか、ならないのか分

からないので市の男女共同参画の本を置いている。他の施設についても、そういう

形でやっていかなければいけないと思う。 

 

諸橋会長   指導をよろしくお願いしたい。時間をオーバーして申し訳ないが、とりあえず一通

り意見をもらい、あと意見シートもあるので、事務局で整理してもらった上でパブ

リックコメントにかけるが、まだ不安の残る部分もあるので、気づいたことがあれ

ばぜひ事務局に意見をいただければと思う。次回は 1 月下旬ということだが、日程

は決まっていたか。 

 

事務局    まだ決まっていない。 

 

諸橋会長   皆さんの都合はどうか。第 6回は 1月下旬だが、その時にはパブリックコメントの

結果が報告され、それに基づいて審議をすることになる。 

 

――日程調整―― 

 

それでは 1月 31 日の午前中ということでいいか。 

 

各委員    ――了承―― 

 

諸橋会長   それでは次回は 1 月 31 日の火曜日、10 時からということにする。では、これで第

5 回の和光市男女共同参画審議会を終わりたい。ご協力ありがとうございました。 

◇閉 会 


