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開　会

閉　会

市民生活部長 大川 裕之 、市民生活部次長 須田 芳次、

市民参加推進課長 柴山 伸之、

市民参加推進課男女共同参画・国際担当 主幹 植野 慶子、主査　田代 真之

(出席人数：５人)

☑　要点記録

□　録音テープ等を使用した要点記録

会　議　録

会議の名称 令和２年度第２回春日部市男女共同参画推進審議会

開 催 日 時 令和３年２月16日（火)
午前・午後　２ 時　００ 分

午前・午後　３ 時　２０ 分

開 催 場 所

委員氏名

(出席人数：９人)

金子 和夫、井ノ口 和子、森田 享二、天満屋敷 千幸、関根 豊、

宇井 つぎ子、藤枝 武、高橋 良成、渡邊 よしみ

指定管理者（㈱コンベンションリンケージ）

議長(会長等)氏名

春日部市役所　全員協議会室

金子 和夫

一部公開・非公開
の場合はその理由

□  要綱第３条第２号該当：

□  要綱第３条第１号該当：

説 明 者
そ の 他

(出席人数：２人)

エリアマネージャー 遠藤 健、所長 村松 一夫　

事 務 局

□  要綱第３条第３号該当：

□  要綱第３条第４号該当：

会議録署名の指定

会議録の作成方法

□　録音テープ等を使用した全文記録

出

席

者

１．次第
２．春日部市男女共同参画推進審議会委員名簿
３．令和２年度版 男女共同参画の推進に関する年次報告書
４．男女共同参画推進センター 事業進捗報告
５．令和３年度　男女共同参画推進センター学習提供事業計画（案）
６．男女共同参画情報誌「ハーモニー」
７．パンフレット「ひとりひとりが幸せな社会のために～令和2年版データ～」
８．第５次男女共同参画基本計画
９．第５次男女共同参画基本計画（説明資料）

配布資料

次第及び
公開･一部公開･
非公開の区分

　議事（1）令和２年度版「男女共同参画の推進に関する年次報告書」について
　議事（2）男女共同参画推進センターの事業について
　議事（3）その他

【公開・非公開の区分】すべて公開
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春日部市では、多くの審議会は市民参加推進条例に基づき公募委員を入れる

ことを原則にしています。しかし、審議会の設置にあたり法律等の上位法で

役職が決まっているものについては、それにより構成が決まってしまうので

議　事　の　経　過

私が以前、教育委員会に勤めていた時に色々な会議で、必ず「女性の構成比率

と思います。

委　員 P.43「女性の構成比率の目標値を30％以上にするよう努める」とあります。

２箇所です。

委　員 ありがとうございます。他の項目はＣの評価は目立たないですが、ここだけ

今年度やれなかった等のものが含まれてしまっています。また長いスパンの中

で、少し手法を変えたりしながら、何年後かには復活する可能性のものもある

具体的な内容について、お伺いしたいです。

事務局 報告書P.29の下から４つ目、中央公民館の項目と、P.31の一番上の商工振興

目に付いたので質問しました。

事務局 補足しますが、該当の評価Ｃの事業ですが、全くやっていないわけではなく、

課の項目が該当の部分で、詳細の内容が記載されています。評価Ｃは以上の

うに準備をしたいと思っています。

委　員 P.8グラフ「個別目標２」の「Ｃ:課題が多く事業の見直しが必要」の

き、実行できるのがあるべき姿だと思います。

事務局 公募委員の有無を別にした審議会における委員の男女比はデータを取ってお

りません。春日部市の抱える全ての審議会の中での委員の男女比のデータは

押さえております。今後はそういった視点を踏まえて統計を取っていけるよ

単に男女比を調整するだけでいいかと言えば、それは十分ではないという思

いがあります。人の意識というものはそう簡単に変わらないということを考

えれば、数をある程度近づけたりするのは一つのやり方だとは認識していま

す。しかし本来は、男性も女性も平等であるという観点から、考え、発言で

事務局

公募委員の募集ができない実情となっています。

議　長 公募委員を外した上での委員の男女比について、何か動きはありますか。

事務局 　《　事務局説明　》

議　長 ただ今事務局から説明のあった内容について、質問等はございますか。

議　長 公募委員を外した理由について伺えますか。

  《　男女共同参画推進審議会条例の規定により会長が議長に就任　》

議　長 では、次第３「議事」（１）

「令和２年度版 男女共同参画の推進に関する年次報告書について」

事務局より説明をお願いします。

事務局   《　欠席者報告・会議成立の報告・会議の公開　》

委　員 　《　承認　》

事務局   《　傍聴者報告：傍聴者なし　》

発　言　者 発言内容　・　決定事項

事務局 開会

会　長   《　あいさつ　》
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議　事　の　経　過

発　言　者 発言内容　・　決定事項

国の方でも、2020年度で女性比率30％と言いながらも達成できず、「20年代の

早いうちに」と達成期限の修正を図らなければいけないということが、昨日の

予算委員会の答弁でもありました。計画性を持ち、数値目標を立てて一つ一つ

具体的に進めていくことが大事だと思います。先ほども申したとおり、達成し

り方が異なる理由について、何か意図があるのであれば教えてほしい。例えば、

議　長 ただ今の説明について、何か質問等はございますか。

委　員 事業進捗報告のP.2～3、「女性相談」「男性相談」の部分ですが、相談内容の括

議題（２）「男女共同参画推進センターの事業について」

事務局より説明をお願いします。

事務局(指定管理) 　《　事務局（指定管理者）説明　》

ありましたら、事務局までお知らせください。

議　長 それでは、次に進めさせていただきます。

議　長 私は、ある程度細かく見ていくというのは良い事だと思います。これが、

来年度、再来年度に向けてどう変わっていくのかを見ていきたいと思います。

議　長 他に、皆様から特に意見等はありませんでしょうか。また何らかの異議や懸念が

※印で平成30年度の進捗状況を記載しています。年次報告書の説明でも触れた

とおり、今年度は審議会の男女比率の計算方法を変えていますので偏りが出た

部分がありますが、実質的には前年と大きな差はないのが実情となっています。

議　長 全体としてみると、評価は前年あるいは前々年度とあまり変わっていないよう

に思いますが、どうでしょうか。

事務局 全体としては大きな変化はありません。P.7をご覧いただくと、項目１の下に

たらそれでいいのか、という問題も忘れてはいけないと思いますが、まずは進

めていくというのは大事だと思います。

る女性委員の比率を高める取り組みをしているところです。

議　長

偏る審議会もありますが、全体で見るとやはり男性に偏っているのが春日部市

の実情であります。去年末時点で全体における女性委員の割合は26.2％ですの

で、女性に偏りがある審議会もある事実は認識していますが、まずは全体で見

です。女性委員が多いことが問題なのかということについては、本審議会は敢

えて男女50％ずつの比率を維持するようにしています。恐らく男女の対等な構

成比率としては、半々がベストということを前提として考えています。女性に

ますが、男性が少ない場合も問題にすべきではないでしょうか。

事務局 女性の方が多い審議会もあります。主にこども政策課やこども相談課の関係が

比較的多いと思います。例えばP.45の中段のいくつかは女性比率が非常に高い

直したところです。30％の目標は難しいと思いますが、企画を立てる方等が

その目標を意識していくことが大事なことなのだと思いました。

それともう一つ、男性が少ない審議会もあります。女性が少ないと問題になり

は何％です」という話があったことを思い出しました。なぜいちいち触れるの

かと思っていましたが、そういう小さい事が積み重ねられていくのかなと思い
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議　事　の　経　過

発　言　者 発言内容　・　決定事項

てください。また、相談件数は相談者数の３倍になっていますが、一人が３回以

上相談していると理解していいでしょうか。更にもう一点、相談内容の傾向から

見える問題があれば伺いたいです。相談内容の集計から、どういうことが問題か

ています。この相談件数には、女性問題が多い時代背景が如実に表れてると思い

ます。昨年と今年を比較すると100人ほど相談者が増えています。何か要因がある

のでしょうか。コロナも含めた相談内容によって増えているのか、分かれば教え

あることですので、近いうちに検討をお願いします。

委　員 私は人権擁護委員です。人権擁護委員にも、人権を中心に色々な相談を受け付け

事務局 相談統計の項目については、指定管理者と一緒に研究したいと思います。

議　長 この件については、変える方向で検討してほしいと思います。今まで時系列でデ

ータを取ってきた事情はありますが、どこかの時点で変わることはどの調査でも

も大事なことだと思います。開けて感染のリスクがあることは理解しますが、何

らかの形で家庭からちょっと外に出られる場所としての存在としても、とても大

事な場所だと思います。

思いますし、「男性は仕事をしている」という状況を無意識に考えての項目設定

だと感じます。無意識の中に「男性は」「女性は」という意識があるのだろうと、

このような違いから感じました。今後は統計を取る時の分類の仕方なども考えた

方が良いと思います。

またもう一点は、コロナ禍で家庭にいる時間がすごく長くなっている状況で、弱

い立場にある女性の居場所として、こういった施設が近所にあるというのはとて

を頭に付けるのは「女性はこれから仕事に就く」という意識があってのことだと

果だと思います。

委　員 経過については理解しました。そこに至る考えが、意識や現状認識とつながって

いると思います。例えば、女性には「嫁として」という悩みがあるが、男性には

された内容について、相談員が該当する項目に振り分けた結果になっています。

男性と比較して、女性相談から出たより多くの話題により項目が増えていった結

ないと無意識に考えるところ。また、女性に対しては「就職」というカテゴリー

が統計に表れてくれば良いと考えたりしながら、少しずつ統計の内容を変えてき

た結果が、今の形になっています。女性の相談者が多い実情から、女性の方が統

計も細分化されていく傾向があるとも思います。基本的に、一人の相談者が相談

け始めた時に、女性相談では「嫁・家との関係」は、その上の「家族との関係」

に含まれていたものだったと思います。ただその中でも、男女共同参画の問題と

して、相談者の意識が「嫁じゃなければいけないのではないか」といったところ

事務局 市の直営だった頃から、この形を使っていたので、こちらからも説明をさせてい

ただきます。恐らく、男性の相談と女性の相談を相対的に比較するために項目を

作っているわけではないので、全く同じにしていない状況です。当初、相談を受

は「仕事」とされていますが、何か意図があるのでしょうか。

事務局(指定管理) 特に意図はありません。この統計の形は指定管理委託を受ける前から使われてい

て、過去と比較ができるように継続してこの形を残しています。

女性相談の方は「嫁・家との関係」という枠があるが、男性側にはありません。

また、女性相談の方は「就職」というカテゴリーになっているところが、男性側
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議　事　の　経　過

発　言　者 発言内容　・　決定事項

で若年層の自殺増加が言われています。この原因は仕事の解雇・派遣切りである

が電話相談等で増加した傾向あるのではないかと思います。

議　長 エンパワメントセミナーについて質問をします。コロナ禍の問題の一つに、女性

えているかといえば、春日部市においては大きな増加はない状況です。どちらか

と言えば、マスコミを含め「これもＤＶに当たるのでは」といった、ＤＶに対す

る啓発がされ、ご自身の気づきの中から「相談をしてみよう」というアクション

ば、20件余が増えている実情があります。また、時期については、最初に緊急事

態宣言が出た5～7月辺りに増加傾向がありました。ただ、最近は少し落ち着いて

きて例年と変わらない件数に近づいてきています。しかし、ＤＶ避難の件数が増

いてです。マスコミ等で一番言われているのは、夫からの暴力が増加しているの

ではないかということも聞き及んでいます。因みに、夫の暴力に関する相談件数

ですが、今年度は84件ですが、昨年の１月までの件数は57件でした。単純に言え

いただける施設でありますから、そういう方が利用される年は件数が各段に増え

るという傾向もあります。

相談内容について、今年のコロナに関して何か傾向があったかというご質問につ

もいらっしゃるようです。今年度になって相当な頻度で「相談したい」と来られ

るので、相談枠が空いていればご希望どおりに受入れていることが、この100人増

の大きな要因の１つになっていることも実情であります。地域密着で気軽に来て

事務局 少し補足をさせていただきます。重ねてになりますが、相談者が100人くらい増加

している点については、実は特定の方で、結構重ねて相談に来られる方がいらっ

しゃいます。中には恐らく、ハーモニーでの相談が生活の楽しみになっている方

をつけた反映の仕方については勉強をする必要があると思います。相談者が特定

されない形で相談員からの聴き取りを行う等をし、何か提言をまとめられればと

思いますので、来年度については検討したいと思います。

最後の、相談内容の傾向を今後の施策検討に反映できるのではないかというご指

摘は、そのとおりだと思います。しかし、匿名での相談も可能であり、相談内容

を絶対に外に漏らさないという形で相談業務をしているので、その点と折り合い

な話をされます。１回の相談に対して、複数の内容がカウントされるので、相談

人数より内容件数が多くなっているということです。

に至らず同じ方が何度も相談するというケースも増えてきているので、のべ人数

としての数字が増えていると思います。

２点目のご質問、件数についてですが、一人の方が１時間の相談時間の中で色々

ます。私たちは相談員への電話の取次ぎだけをしていますが、電話の件数が増え

ているのは間違いないと思います。予め相談の予約を取るのではなく、今すぐ相

談したいという電話が増えていることは体感としてあります。また、すぐに解決

すが、以上の３つについてお答え願います。

事務局(指定管理) 相談者が100人増えていることについてご回答します。コロナ禍で家にいる時間が

長くなっている状況で、電話相談の件数が多くなっているというのはあると思い

が浮き彫りになっているのであれば、男女共同参画推進の啓発活動等に活かせる

のではないかと思います。

議　長 最後の質問についてはプライバシーの問題も関わってくるので難しいかと思いま
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議　事　の　経　過

発　言　者 発言内容　・　決定事項

議事の顛末・概要を記載し、その相違なきことを証するためここに署名する。

署名者の職・氏名 春日部市男女共同参画推進審議会会長　金子　和夫

事務局 閉会

令和３年３月４日

議　長 他にその他何かございませんでしょうか。

特に無いようでしたら、審議を終了させていただきます。そして議長の

職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。

議　長 それでは、ただ今説明のあった件について、何かご質問、ご意見等はございます

でしょうか。

・「春日部市男女共同参画基本計画の今後の予定について」

議題（３）「その他」について、事務局より何かありますでしょうか。

事務局 　《　事務局説明　》

をしてサポートしていきたいと思っています。

議　長 では他に皆様からご意見等がなければ、次に進みます。

エンパワメント」に記載のあるように、「生き方セミナー」や「マインドフルネ

ス」といったことを主眼に置きながら、来年度はやっていこうと考えています。

また、実際に就職に向けて踏み出そうという方については、ハローワークと連携

たとおり、就職に悩んだ女性の自殺者が増えている傾向がある中で、女性自身が

精神の安定を図っていくことが出来るようになる内容も講座で触れていきたいと

思っています。資料「令和３年度の学習提供事業計画(案)」の下の方の「女性の

援をしていただいているようです。ハーモニーでも従来、同じような就職支援セ

ミナーをやってきていましたが、国の支援が充実してきているので、来年度は少

し内容を変えてみたいと、指定管理者と話をしています。議長からもお話があっ

サポートステーションと連携を取って参加者募集のチラシを配架しているためだ

と思います。

事務局 女性向けの就職セミナーについては、コロナ禍において国でも独自に積極的な支

事務局(指定管理) このセミナーは、失業保険給付のための求職活動にカウントされるので、求職中

の方が多くを占めます。年齢は30～40歳代の方が多いです。ハローワークや若者

活かせると思います。こういった求職セミナーには、無職の方が来られるのか、

それとも有職の方が来られるのでしょうか。また、どういった年齢の方が多いの

でしょうか。

と指摘されています。職安行政との関係において、ハーモニーを窓口として利用

する方はどういう人なのかを教えていただければと思います。その分析が今後に


