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会議の名称 令和４年度第１回春日部市男女共同参画推進審議会

開 催 日 時 令和４年７月27日（水）
午前・午後　　２時００分
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(出席人数：６人)

市民生活部長　戸張 昌代

市民生活部次長　飯口 信彦

市民参加推進課長　森田 貴実香

市民参加推進課男女共同参画・国際担当主幹　丹下 鼓登
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市民参加推進課男女共同参画・国際担当主事　清水 恵美

次第及び公開・一部
公開・非公開の区分

１　開　会
２　委嘱状の交付
３　委員及び事務局紹介
４　あいさつ
５　議　事
　（１）令和３年度事業報告について
　（２）令和４年度事業計画について
　（３）第３次春日部市男女共同参画基本計画の策定について
　（４）その他
６　閉　会

一部公開・非公開
の場合はその理由

□  要綱第３条第１号該当：

□  要綱第３条第２号該当：

□  要綱第３条第３号該当：

□  要綱第３条第４号該当：



資料39ページからの「男女の参画による意思・方針の決定」で、各種審

議会の女性の構成比率が低い理由として、当て職や、ふさわしい職種の

中に女性がいないとあるが、女性委員の割合を高めていくためには、そ

こにもうワンアクションあっても良いのではないか。各審議会等の事務

局によって、働きかけの度合いが違うのではないかと思うが、統一感を

もって働きかける必要があるのではないか。

本課では、女性委員の比率向上のため、庁内の全課に対して女性委員比

《事務局説明》

ご質問、ご意見はあるか。

率向上のための働きかけをしているが各審議会の事情もあるため、この

委員

ような結果となっている。

女性委員の構成比が30％に満たない場合は理由書の提出をお願いしてい

事務局

【４　あいさつ】

【５　議　事】

（１）令和３年度事業報告について

  ①「令和４年度版　男女共同参画の推進に関する年次報告書」

事務局

議長

☑　要点記録

配 布 資 料

令和４年度第１回春日部市男女共同参画推進審議会  次第
令和４年度春日部市男女共同参画推進審議会委員名簿
資料１　令和４年度版 男女共同参画の推進に関する年次報告書
資料２　令和４年度春日部市男女共同参画推進センター要覧
資料３　年次継続監視評価表（令和３年度）
資料４　春日部市男女共同参画推進センター令和４年度事業計画
資料５　第３次春日部市男女共同参画基本計画の策定について

会議録の作成方法

□　録音テープ等を使用した全文記録

□　録音テープ等を使用した要点記録

【３　委員及び事務局紹介】

会議録署名の指定
春日部市男女共同参画推進審議会　会長　金子 和夫

発　言　者 発言内容　・　決定事項

事務局 【１　開　会】

(  １１ - ２  )

【２　委嘱状の交付】



③「年次継続監視評価表（令和３年度）」

事務局 《事務局及び指定管理者説明》

で、女性の出番を作るきっかけになるのではないか。Ｂ評価というのは

②「令和４年度男女共同参画推進センター要覧」

もったいない。

野とコラボするとか、女性が得意なこと、女性が関わりやすい分野に焦 

点を当てれば、女性の参画が進むと思う。

県の農林振興センターの方では３本柱の１つとして考えているようなの

ージがあるため、何かを学んで家族に伝えるという立場にないというよ

うな、根本的な考えが元々あるのではないか。

農業に関する場の中でも、食品加工など、女性が活躍しているような分

委員 資料27ページの一番下「さまざまな働き方の支援」の「農業に従事する

女性への支援」で、評価がＢになっており、課題欄に「積極的な女性の

参加が伸び悩んでいる。」とあるが、女性は農家では働き手というイメ

もらうことを本課より依頼しているが、依頼内容については、今後検討

していく。

出されている。いただいたご意見のように、必ず団体の長でなければで 

る。法定規則がありやむを得ない場合以外は、選出団体の見直しなど、

様々な方法を検討していただくなど、本課より個別に働きかけなどを徐

々に行っていければと思っている。

きないことではない。選出の際にはなるべく性別のバランスに考慮して

発　言　者 発言内容　・　決定事項

事務局 一律な決まりはなく、所管する課によって審議のために必要な団体が選

張っていると思うが、審議会によって取組に対する温度差があるように

女性比率が30％以上の審議会等が、全体の50％を超えたので全庁的に頑

推薦母体は何年かごとに見直しするのか。

思える。課題の欄には、地域の代表者を選出してもらうためとあるが、

必ず代表者でなければならないのか。代表者から幹部の方にお願いする

という形でも人数を増やしていくことはできるのではないか。目標であ

委員

議長

るのでさらに進めてほしい。

(  １１ - ３  )



昨年は菊池先生ご本人との接点ができたため、多く寄贈を受けた。例年

し判断している。

可能となるのではないか。

指定管理者 こどもの部屋の利用について、以前は多目的ホールや研修室で子ども連

るが、一時保育のあり方や部屋の利用方法及び利用状況について、もう

少し説明してほしい。

この部屋をより良く活用すれば、講座等に小さいこども同伴での参加が

委員 要覧25ページで、こどもの部屋が昨年度は利用が一件もなかったようだ

が相違ないか。

こどもの部屋の説明には、一時保育の場所で必ず大人が付くようにとあ 

ご指摘のとおり、秋に計画をした事業がコロナ感染拡大による行動制限

蔵書としてふさわしいものか、その都度判断している。 

委員

指定管理者

は利用者からの本の寄贈が多いが、受入れ可否については所管課に相談

場合によっては、男女共同参画推進センターとしてふさわしくない本が

寄贈されることがあるのではないか。

要覧30ページ「令和３年度主催事業実績」について、２月から３月に集

中して事業を実施しているが、コロナの影響で後ろ倒しになったのか。

指定管理者 寄贈本の選定について明確な基準はないが、センターの設立趣旨を鑑み、

委員 要覧28ページ「寄贈図書」について、菊池真理子さんの本が多く疑問だ

ったが、先ほどの説明で理解した。寄贈図書の受入れについて、基準は 

あるのか。

なり、特に昨年度については利用が全く無かった。 

今年の秋から、セミナーや講座に母親が参加しやすいよう保育を行う取

組をテストトライで始める予定である。

発　言　者 発言内容　・　決定事項

れの方が活動するときに、ご自身たちで保育をしたり、保育者を依頼し、

活動する形が多かったが、コロナ禍になってからそのような利用がなく

議長 ご質問、ご意見はあるか。

指定管理者

(  １１ - ４  )



要覧の項目記載は今後、揃うように修正する。

本社から人員の応援等もあり、運営費に含まれない部分があったことが

影響として大きいと考える。

は変わらないため増減はない。 

支出金額が多い人件費については昇給があり、特に初年度については、

委員

発　言　者 発言内容　・　決定事項

指定管理者

係で増減があったため、支出については基本的な管理費用は、館の規模

要覧の46、47ページで、項目が揃っていないが。

ているのか。

収入は指定管理料と、利用料金があり、利用料金についてはコロナの関

思うが、令和元年度のマイナスが、令和２年度はプラスに転じ、令和３

年度に再びマイナスになっている理由は。

議長 指定管理者の選定委員会について、委員は、市の職員だけか。それとも、

外部に依頼しているのか。

め購入していないが、ご指摘のとおり、ネットで閲覧できる環境がない

ため、今後検討していく。

指定管理については、個別の委員会で選定している。

ご意見のとおり、男女共同参画白書については、ネットで閲覧可能なた事務局

いか。 

指定管理者の選定委員会は、いくつくらい設けられているのか。また、

選定委員会は個別なのか。それとも複数の施設を一つの委員会で設定し

ライブラリーで、パソコン等で自由にネットに接続し閲覧できる環境が 

あるのか。

寄贈図書について、漫画であっても関係本を購入した方が良いのではな

議長 図書について、購入図書に白書等がない。 

今年の男女共同参画白書では、ニュース等で話題になったが、購入しな

いのはネットでも閲覧可能なためか。 

各年の収支の差は、人件費が一番大きな部分である。

指定管理者 のため、後ろ倒しになった。

年間最低11回、事業を実施する予定のため、２月、３月に実施した。

年次継続監視評価表の「収支」について、コロナ禍で安定していないと

(  １１ - ５  )



事務局 庁内の関係部署の管理職が構成委員となっている。

量を確保する。

図書の入替に関するルール作りを検討していく。

冊の空きはあると思われる。医療関係など情報が古いものは精査し、容 

指定管理者 《指定管理者説明》

④「春日部市男女共同参画推進センター令和４年度事業計画」

書架の容量は不明だが、現在の所蔵は3,700冊ほどであり、200冊から300

議長 他市の指定管理者選定委員会で、全員外部の者で選考している事例があ

ったため、伺った。

を利用して活動をしていく。

度以降に整備するよう検討していく。 

ぽぽらとの協働については、ハーモニー春日部の主催で、会場はぽぽら

（２）令和４年度事業計画について

一例として、セミナーということがまずきっかけとしてあるが、居場所

指定管理者 オンライン相談については、デジタル関係の設備が整っておらず、来年

作りや相談事業の出張相談など、いろいろなアイデアで今後運営化して

いきたいと考えている。

場でメンタル相談を実施しているが、メール、電話、オンライン、それ

ぞれに需要があるので、あっても良いのではないか。

ように駅に近い場所と協働で実施する成果など取組内容の詳細を伺いた

い。相談事業について、コロナ禍でズーム会議などが増えており、オン

ライン会議ツールを利用した相談があっても良いのではないか。私も職 

委員 資料４の３ページ「自主事業」で、正規の事業として「アウトリーチセ

ミナー」や「ぽぽらとの共同事業」と挙げていただいているが、「ハー

モニー春日部は知名度が低い」とアンケートでの意見があり、ぽぽらの

発　言　者 発言内容　・　決定事項

議長 ご質問、ご意見はあるか。

図書について、書架の容量はどのくらいか。

指定管理者

(  １１ - ６  )



木工工作や手芸など、手を動かすものも人気があった。

映画は、一般的なものを上映したため、それほどではなかった。

事務局

について伺いたい。

指定管理者 一番人気がコンサート。

のため、拡散方法やツイッター、ユーチューブに取組んでいく必要があ

ると思っている。

委員 ハーモニーフェスタについて、好評だったもの、集客できなかったもの

について考えはあるのか。

イスブックでも発信している。しかし、フォロワーが少ないという状況

指定管理者 広報について、これまで春日部市の広報紙に頼っていたが、ＨＰやフェ

委員 男女参画や若い年代をターゲットにした広報の在り方について、例えば

フェイスブックであるとか、手軽に情報を送ることができるような方法

発　言　者 発言内容　・　決定事項

(  １１ - ７  )

《事務局及び委託業者説明》

議長 ご質問、ご意見はあるか。

議長 （３）第３次春日部市男女共同参画基本計画の策定について

委託業者

⑤「第３次春日部市男女共同参画基本計画の策定について」

イッターで周知していく必要があると思われる。 

コロナの影響で開催方法の検討も必要だった。参加者数は少ないが、参

加者からは好評だったため周知方法について検討していきたい。

を図ることか伺いたい。

指定管理者 集客については、対象者を見ると、広報紙ではなくフェイスブックやツ

１組、出産編が募集５組参加２組で、参加者が少ないと思うが、毎年人

数が減っている事業という印象がある。 

参加者を増やす工夫は、先ほどおっしゃっていたツイッターなどで周知

基調講演は毎回関心を引いている。 

委員 子育て支援講座について、参加者数を見ると、家族編が募集５組に参加



今後の課題・方向性の意見は、「市民一人ひとりが家庭とか職場とか地

多様性の理解からそれが実際の具体的な行動に変わっていくというよう

ながっていくというのが必要だという貴重なご意見をいただき、計画策

とで、考えている。

また、その行動の変容が、地域の連携、さらに男女共同参画の推進につ

が高いので、男女共同参画基本計画の中に一括して進めていくというこ

な流れを作り出すのが大事」ということだった。 

ーク形式で意見交換をおこなった。参加者は計13名だった。 

市民ワークショップについては、今年４月30日の土曜日、午前10時から

11時半まで実施し、広報、ＨＰ、市のメール配信で参加者を募集した。 

テーマは「一人ひとりの豊かな人生について考えよう」で、グループワ

域の中でコミュニケーションを図り、新しい知識、価値観の共有を学び、

事務局

ような内容でこの枠組みが出てきたのか伺いたい。

た、春日部市女性活躍推進計画、春日部市ＤＶ防止計画について、どの

(  １１ - ８  )

議長 市民ワークショップについて、規模回数、年齢層、内容を伺いたい。ま

事務局 いずれの計画も努力義務となっているが、県の方の計画ではすべての市

町村が定めることとなっているので、実質的には定めなければならない

ものと認識している。３つの計画、それぞれ法律は別になるが、関連性

義務について、都道府県市町村でどうなっているのか、３つの計画の関

連性がどのように法律上規定されているのか伺いたい。

画の中に盛り込んでいきたいと考えている。

議長 これは法定計画でよろしいか。男女共同参画の計画との関係性又は策定

を、そのまま引き継いで第３次計画も記載する形である。 

目標３の（１）は法律に基づいているが、まだ具体的な骨子は国、県か

ら示されていないが、取組まなければならない事項なので、こちらを計

画もそうであったが、男女共同参画基本法に基づく計画であるのと同時

に、女性活躍推進計画に基づく計画であった。 

また、ＤＶ防止計画の法律に規定する基本計画の位置付けであったもの

発　言　者 発言内容　・　決定事項

定に今後反映していく。

事務局 春日部市女性活躍推進計画と春日部市ＤＶ防止計画について、第２次計



議長 条文上は書いていないのか。条文の中で一体的なものとして策定しなけ

参画のセクションで取組んでいる。個別に計画を策定するところもある

場合もあると思うので、今後検討していく。

で、ＤＶというのは私の理解だと家庭内の暴力というような認識だが、

と思うが、春日部市としては一体的に進めていきたいと考えている。

骨子案は基本目標で大きいことを言いながら、重点目標のところではだ

委員 骨子案の「男女共同参画社会を阻む暴力の根絶に向けた施策について」

事務局 それぞれの法律のできた時期が異なるので、すべてのところにそれが書

いてあるとは限らない。困難な問題にかかる女性への支援のための施策

の実施に関し、春日部市だけでなくほかの市町村も同じような男女共同

ればならないと書いてあるのか、上位計画になることが条文の中に書い

てあるのか、どちらなのか。

事務局 第２次計画では目標の下の施策に何々計画という位置付けがなされてい

た。もう少し内容を細かく見ていく中で、施策に当てはめた方が妥当な

ズで説明ができると良いというふうに考える。

委員 ハーモニーでしか相談できないことがあるということがもう少し強く、

副会長 基本目標は大事な目標だと思う。女性活躍推進計画と、ＤＶ防止計画の

位置づけと、それ以外の位置づけをきちんと整理し、明確にしていくこ

とが必要だと思う。目標を４点揃えたら、４点が今と同じようなフェー

委託業者 計画の体系については検討する。

ご意見を踏まえ目標のタイトルについては、検討する。

目標は良いと思うのだが、重点目標はＤＶ以外のことも含められるので

はないかと思う。

委託業者 記載していく内容は前回計画の内容を踏襲しており、重点目標（１）に

ついては配偶者からの防止や性暴力について記載する位置付けである。

委員

発　言　者 発言内容　・　決定事項

いぶ小さくＤＶのことだけに限ってしまっているような感じがするが、

いかがか。

(  １１ - ９  )



あって、都道府県の策定努力義務があって、市町村の努力義務があるの

この女性活躍推進法という中での計画についても100人を超える企業に策 

ていく。

議長 第３次の基本計画について疑問、質問、意見等あれば、事務局に出して

いただきたい。意見は、事務局でまとめて報告してほしい。

良いと思う。相談員の方がどんな感じの人なのかというのが、ある程度

わかれば行きやすいと思う。

事務局 もっと相談窓口としてのハーモニーをアピールするような工夫を今後し

ここなら来られるかなとか、市民から見ると分かれているというのがよ

くわかっていないので、その辺をお考えいただければと思う。 

駅の広告に「ハーモニー春日部で相談ができます」みたいなのがあると

皆さんがわかると良いと思う。市役所の相談室に行くには怖いけれど、

発　言　者 発言内容　・　決定事項

意見については、８月10日までに事務局にメールやファックスで回答を

お願いしたい。

事務局 【６　閉　会】

事務局 今後のスケジュールの説明  

議長 （４）その他

に浮いたものになってしまいそうな気がするので、そこをお願いしたい

と思う。

はどの程度認証されているのかどうか。それとの関係でこの女性活躍推

進法での計画が今どうなっているのかそのようなことを市の方で少し調

べておいていただきたいと思っている。そうでないとこの計画が全く宙

の法律に依っているのかどうなのか。また、その前に行われている、今

10年間また延長された次世代育成支援の計画が本当に100人を超える事業

主が全部策定義務を満たしているのか。そしてその中で春日部の場合に

だけれど、事業主については一定規模以上のところに法的義務が課せら

れている。事業主は法的義務があるらしいのだけれども、それと同じで

あるならば、そうした企業の策定義務はどうなっているのか。女性関係

定義務があるのか。全く同じ４層から成り立っていて、国の策定指針が

(  １１ - １０  )



　　　　　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

会議結果

《あいさつ》

　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。

発　言　者 発言内容　・　決定事項

８月10日をめどに委員からの追加の意見・質問を受け付ける。

副会長

　　　　　令和４年８月24日

(  １１ - １１  )


