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男女共同参画
わこうプラン推進委員だより わこうプラン推進委員

山口 あき総務人権課 庶務・人権担当 ☎424-9094
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『男女共同参画苦情等処理窓口をご利用ください!』
「市の男女共同参画推進施策や男女共同参画の推進に影響を及ぼす施策への苦情」
や「セクハラや男女共同参画を阻害する人権侵害の相談」をお受けします。

総務人権課 ☎424-9094

　今年度の男女共同参画わこうプラン推進
委員になりました、子育て中のアラフォーマ
マです。
　平成11年に制定された男女共同参画社会基
本法によれば、男女共同参画社会とは「男女が、
社会の対等な構成員として、自らの意志によっ
て社会のあらゆる分野における活動に参画す
る機会が確保され、もって男女が均等に政治
的、経済的、社会的、及び文化的利益を享受す
ることができ、かつ共に責任を担うべき社会」
だそうです。これを読んだ時、私はなるほど、と
思いつつも、それって自分の身の回りのことに
置き換えるとどんな環境なの? と実感できず
にいました。そこで、この推進委員になること
で、より具体的な男女共同参画社会の姿を想
像できるのではないかと考えたのです。その
委員任命後のある日、こんな事がありました。
　0歳の子どもを連れてスーパーのレジを
待っていた時です。わが子が泣き出してしま

い、どうしようかと焦っていると前に並んで
いた若い男性が「お先にどうぞ」と譲ってくれ
ました。そして、前に居た初老の男性が「うち
の孫も良く泣いたよ」と話しかけてくれ、レジ
の女性が「うちの子は夜泣きが酷くてね」と笑
いかけてくれました。レジが済んで買ったも
のを袋に詰めていると、いつの間にか子ども
が泣き止んでいます。子どもの見つめる先に、
変顔であやしてくれている男性が!
　スーパーからの帰り道、私の心は安心感に
満ちていました。子育てに専念している私に
とって、スーパーも立派な「社会」です。小さ
な子を抱えていても気にせず「社会」に出て
きていいんだよ、と温かく迎え入れてもらえ
たことで、「こんな風に迎え入れてもらえるな
ら、もっと色んな場所に出かけたい」と思えま
した。そして、この「安心感」こそが男女共同参
画社会で全ての人が得られるものの基本な
のではないか、と思ったのです。

　8月18日から9月2日まで、インドネシアの首都ジャカルタではアジアチャン
ピオンを決める熱い戦いが繰り広げられました。和光市からは、和光市出身で
筑波大学所属の梶原悠未選手（自転車）、和光市在住で自衛隊体育学校所属の
江原騎士選手（競泳）、清水綾乃選手（射撃）、松本崇志選手（射撃）、岩元勝平選手
（近代五種）、飛鳥交通所属の小西ゆかり選手（射撃）の6名が出場。うち、梶原選
手が金メダルと銅メダルを、江原選手が金メダルと銀メダルを、松本選手が銅
メダルを獲得するという素晴らしい活躍でした。
　一昔前はアジア大会というと日本人選手は勝って当たり前、という雰囲気が
ありました。しかし、昨今はオリンピックの多くの競技でアジア各国の選手が決
勝に残り、優勝を争うシーンも少なくありません。そんなハイレベルのアジア
大会に出場し、トップクラスの活躍をする、というのは並大抵のことではなく、
十分に凄いことだと思います。
　さて、今回のアジア競技大会は日本人選手にとっては特別な大会です。2020
年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、選手たちにとってはアジアの
ライバルたちとの腕試しであり、真夏のスポーツイベントの雰囲気を知るため
の最高の予行演習でもあります。今回出場された6名は全員が次の2020を目指
す選手。そして、この6人を含む地元選手全員が上位
を、いや、優勝を目指すことでしょう。
　おひざ元としては、まずは2020に向け大会を盛り
上げること、そして、なによりも大会本番では和光市
ゆかりの選手の活躍を市民の皆さまと楽しみながら
応援できればと思います。

第18回 アジア競技大会
クローズアップ 和光

No.13松本市長が見た!

梶原選手の市長表敬訪問の様子

人事行政の運営等の状況を公表します 平成29年度の職員数、給与等の状況
問   職員課 

人事担当 
☎424-9098

平成29年度における職員数、給与等の状況についてお知らせします。より
詳しい内容や過去の情報は、市ホームページで公表していますのでぜひご
覧ください。
また、総務省で示した様式を用いることで他団体との比較が容易にできる
「給与・定員管理等について」も併せて公表しています。

❶ 職員の任免及び職員数に関する状況

　市では、一般職員においては毎年民間給与を反映した

人事院の勧告に準拠し、埼玉県や他の団体の状況を考慮

した給与制度の見直しを行い、給与の適正化に努めていま

す。平成29年度の給与改定では給料を平均0.20%引き上

げ、勤勉手当の支給月数を0.1月分増加しました。

（3） 職員の退職の状況 ※再任用職員は除く （単位：人）
計

定年退職 2

勧奨退職 1

普通退職 5

任期満了 1

その他 0

計 9

（2） 職員採用試験実施に伴う新規採用の状況 （単位：人）
一般事務 保健師 土木・建築 計

男 9 0 2 11

女 5 2 1 8

計 14 2 3 19

（1）職員数の推移（各年4月1日現在）  （単位：人）

平成28年 平成29年 平成30年

男 231（8） 233（7） 234（11）

女 179（2） 183（0） 185（1）

計 410（10） 416（7） 419（12）

※（　）内は再任用短時間勤務職員を外書きしたものです。

（4）職員期末勤勉手当の状況
平成29年度支給割合 平成30年度支給割合

区分 期末手当 勤勉手当 国の制度との比較 区分 期末手当 勤勉手当 国の制度との比較
6月期 1.225月 0.85月

同

6月期 1.225月 0.90月

同
12月期 1.375月 0.95月 12月期 1.375月 0.90月

計 2.60月 1.80月 計 2.60月 1.80月
職務上の段階、職務の級等
による加算措置あり

職務上の段階、職務の級等
による加算措置あり

（5）特別職の報酬等の状況

区分
平成29年4月1日現在 平成30年4月1日現在

給料月額等
（千円）

期末手当（月） 給料月額等
（千円）

期末手当（月）
6月期 12月期 計 6月期 12月期 計

給
料

市長 827
1.85 2.00 3.85

847
2.075 2.225 4.30副市長 715 725

教育長 683 693

報
酬

議長 417
1.40 1.60 3.00

427
1.55 1.75 3.30副議長 372 382

議員 347 357
※給料　�上記額より市長は20%減額（平成25年6月1日〜平成29年5月25日まで）�

上記額より副市長は10%減額（平成28年4月1日〜平成29年9月30日まで）�
上記額より教育長は10%減額（平成28年10月1日〜平成29年9月30日まで）

（2）職員給与費の状況（平成30年度一般会計当初予算）  （単位：千円）

職員数
（A）

給与費 一人
当たりの
給与費
（B/A）

（参考）
前年度の
一人当たり
の給与費

給料 職員手当 計（B）

394人
（12人）

1,449,435
（27,672）

1,084,159
（10,916）

2,533,594
（38,588）

6,431
（3,216）

6,408
（2,459）

※�「職員手当」には、期末勤勉手当を含み、退職手当は含みません。
※（　）内は、再任用短時間勤務職員を外書きしたものです。

❷ 職員の給与の状況
（1）人件費の状況（平成29年度普通会計決算）
住民基本台帳人口
（平成30年1月1日）

歳出額（千円）
（A）

人件費（千円）
（B）

人件費率
（B／A）

（参考）
前年度の人件費率

81,724人 25,961,537千円 3,756,259千円 14.5% 14.2%
※「人件費」には、特別職に支給される給与、報酬などが含まれます。

（3）職員の平均給料月額及び平均年齢の状況
和光市 埼玉県 国

平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢
平成30年度 310,630円 40.4歳 － － － －

平成29年度 310,264円 40.8歳 326,400円 42.9歳 330,531円 43.6歳
※各年4月1日現在の給与実態調査に基づく人数です。※労務職員は平成24年度から該当者なし

広報   2018年10月号 5● 問合せに電話番号の記載がない場合は、和光市役所 ☎464-1111（代表）までお問い合わせください。


