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平成２８年度 第１回三郷市男女共同参画審議会 会議録 

開催日時 平成２８年８月２６日（金） １０：００～１２：００ 

開催場所 市役所６階 第３委員会室 

委員の出席状況 

大竹 美佐子 会 長  出席      松本 身江子 委 員  出席 

荒井 英理子 副会長  出席      谷口 清   委 員  出席 

山谷 佳史  委 員  出席      平田 由紀江 委 員  欠席 

芝井 忠夫  委 員  出席      平野 琴子  委 員  出席 

篠田 健一  委 員  欠席      小阪 秀和  委 員  出席 

事務局 渡辺企画総務部長 益子参事 篠田主幹 

益子参事 開会宣言 

１．開  会 

・大竹会長あいさつ 

おはようございます。本日はお集まり頂き、ありがとうございます。お盆休みが終

わったところですが、田舎の親戚のところへ行くと、日本中どこへ行っても子どもが

少なく高齢者が多いという話を聞きました。三郷市も、新しいマンションが建ち、新

しい住民が増えてはいますが、団地等では、高齢者が多いという話を聞きます。この

ような時こそ、男女共同参画の社会を実現していけるよう、皆様のご協力をよろしく

お願いいたします。 

・部長あいさつ 

おはようございます。本日はご多用の中ご出席いただき、誠にありがとうございま

す。近年、少子高齢化の進展、家族形態や雇用環境の多様化、地域のつながりの希薄

化に伴い新たな課題が生じるなど、男女共同参画を取り巻く状況は、極めて多岐にわ

たっております。このような状況を勘案するとともに、平成２３年度からの５年間の

成果を踏まえて、平成２８年３月に、平成２８年度からの５年間を計画期間とする「第

４次みさと男女共同参画プラン」を策定いたしました。昨年度の審議会におきまして

は、委員の皆様にご審議を重ねていただき、誠にありがとうございました。このプラ

ンに基づき、より一層の取り組みを推進して参りたいと考えているところでございま

す。今後とも、委員の皆様には、忌憚のないご意見を頂戴いたしますとともに、男女

共同参画社会の実現に向けてご尽力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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２．議  題 

（１）平成２７年度男女共同参画推進事業報告について 

（２）平成２８年度男女共同参画推進事業計画（案）について 

（３）その他 

３ 閉 会 

審議内容 

（１）平成２７年度男女共同参画推進事業報告について 

・事務局から平成２７年度男女共同参画推進事業について報告 

・質疑 

谷口委員 ５ページ【相談事業】の「２．女性相談ネットワーク会議」及び「３．東

南部地域ドメスティック・バイオレンス対策連絡協議会」について、開催

されなかったのはなぜでしょうか。 

また、「４．女性相談」については、それなりに機能していると思います。

一方、「５．男性のための電話相談」については、実績がなかったとのこと

ですが、どのように見ているのでしょうか。 

事務局 ２，３につきましては、各市町が持ち回りで幹事となり、毎年開催されて

いるものですが、平成２７年度につきましては、幹事市町から、「今年度は

行いませんので、来年度に延期させていただきます。」という連絡がござい

ました。このような事例があったから行う、なかったから行わない、とい

うものではなく、情報の共有化のため毎年定期的に行っていたものですが、

昨年度に関しましては、どちらも開催されなかったものです。 

谷口委員 幹事市町が持ち回りということは、今年度は幹事が移動するのでしょうか。 

事務局 昨年度は開催しておりませんので、昨年度の幹事市町が今年度も引き続き

幹事になります。 

事務局 ５についてですが、昨年度の審議会におきましても、委員の皆様から工夫

をするようにというご意見をいただいておりました。実績が上がらないの

は、相談したいと考える男性に情報が届いていない、また相談したいと思っ

ても電話をかけることを躊躇する、という２点があると思います。 

今後も続けていこうと考えていますが、そのためには、周知するための広

報の工夫等が必要だと考えています。 
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平野委員 ６ページ【相談事業】の「５．男性相談」や「６．ＤＶ被害者緊急支援」

について、三郷市では、平成２７年度はなかったとのことですが、他市は

どうなのでしょうか。 

事務局 県でＤＶ被害者支援担当者の研修会が年に数回行われますので、その際に

情報交換や共有を行っています。 

平野委員 他市で行っていて成功していることや工夫されていることを、こちらでも

見本にして取り入れていくと良いと思います。 

事務局 ご指摘のとおりです。 

男性からの相談につきましては、各市町とも、数は少ないですがないわけ

ではない、ただ、やはりなかなか対応がしきれない、というような話が出

ていました。三郷市でも、５のように、日にちを設定しての相談ではなく

日常的に相談があった場合につきましては、県で月１回行われている男性

相談をご案内することがあります。 

荒井副会長 市役所内の他の相談窓口に来たかたが、内容的に男性相談や女性相談に該

当するような場合は、こちらの窓口にご案内されることはあるのでしょう

か。 

事務局 あります。他の課で話を聞いていたところ、女性相談の方が適切だと思わ

れるような場合は、こちらへご案内し、女性相談の予約を入れていただく

こともあります。 

荒井副会長 そういう場合は継続して話を聞くことになるかと思いますが、やはり男性

からの相談は少ないのでしょうか。 

事務局 そうですね。女性のかたの場合は、カウンセラーの先生と継続してお話を

する中で、ご自分のお気持ちを固めていったり方向性を決められたりとい

うような相談が多いです。男性の場合は、ダイレクトに電話がかかってく

る場合もないことはないですが、年間１～２件程度です。 

大竹会長 男性相談は、平日・予約制で行っていたところを日曜日に行うなどの工夫

をされているところですが、まだ認知度が低いのかなと思います。今後も、

いろいろ工夫をしながら、継続して行っていくことが必要だと思います。 

谷口委員 援助要請行動については性差があり、男性については、なかなかそういう

習性を持っていないという前提はあるかと思います。 
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事務局 男性は、何か相談したいという思いを抱えていても、手法として、電話で

の相談という方法は選ばないのかもしれません。 

平野委員 メールであれば、名前を打ち明ける必要はなく、時間も関係なく相談でき

るので、事務局は大変になってしまうかもしれませんが、０件という状況

が続くのであれば、検討してみても良いのではないでしょうか。 

荒井副会長 女性相談に来る人の年代はどのあたりのかたが多いのでしょうか。比較的

高齢のかたが多いのであれば、メールという手法は難しいかもしれません。

電話をかけてくるということは、ある程度年齢の高いかたが多いのかな、

という感じがします。 

事務局 相談の記録は残っていますが、年齢の集計は取っていません。正確なとこ

ろは分かりませんが、印象としては、３０～５０歳代くらいのかたや高齢

のかたが多いように見受けられます。 

平野委員 ４ページ【促進事業】の「１２．中学生向け男女共同参画についての周知・

啓発」ですが、アンケートは学校・先生に対してのみで、生徒自身がどの

ように感じたか、という感想はもらっていないのでしょうか。実際にどう

思ったかというところを聞いてみたいですが。 

事務局 学校に対してのアンケートのみで、生徒自身の感想はもらっていません。

たしかに、中学生がどう感じたかというところはこちらにフィードバック

がない状態なので、やり方を検討してみたいと思います。 

大竹会長 学校には負担がかかると思いますが、何も言わずにただ配るだけではなく、

何か一言付け加えることで、単語だけでも子どもたちの記憶に残れば良い

のかなと思います。 

事務局 第４次プランの中でも、学校教育の現場での平等意識を上げていくことを

目標の１つとしています。目標の達成に向けて、数値を上げていく工夫が

必要だと考えています。 

小阪委員 ５ページ【相談事業】の「４．女性相談」ですが、平成２６年度と比較し

て、件数は増えているのでしょうか。増加傾向にあるのならば、相談日を

増やすことも必要かと思いますが。 

事務局 女性相談は、平成２７年度は８６件、平成２６年度は６２件、平成２５年

度は７８件でした。毎月第１・２・３水曜日に相談日を設定しているため、
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どうしても第３水曜日の後、日にちが開いてしまうので、相談日を増やす

ことについて検討が必要と考えています。 

谷口委員 女性相談を行うカウンセラーは、どのような資格をお持ちでしょうか。 

事務局 女性相談はＮＰＯ法人に委託しており、相談員の資格に関しましては、次

のように指定し、契約しています。 

①臨床心理士、②心理相談員、③産業カウンセラー、④学会及び各種団体

認定カウンセラー、⑤その他同等の専門教育かつ相談の実績を有する者 

※現在の相談員の持つ資格について確認したところ、産業カウンセラーの

資格を有しています。 

谷口委員 ずっと同じかたが相談員として来ているのでしょうか。 

事務局 そのとおりです。女性相談を行う業者で、市と契約することのできる登録

業者は、現在このＮＰＯ法人１社となっております。年度をまたいで相談

に来るかたにとって、相談員が変わってしまうのは、好ましくないと考え

ています。 

谷口委員 昨年「公認心理士法」が通りましたので、何年か先の話になるかと思いま

すが、いずれは「公認心理士」という資格が標準的なものになるかと思い

ます。現在は、民間資格ですので、非常にばらつきがあります。 

大竹会長 ３ページ【促進事業】の「９．市民向け啓発講座」ですが、参加されたの

はどのような市民団体でしょうか。 

事務局 広報に掲載し、一般のかたにもご案内はしておりましたが、あらかじめ、

シルバー元気塾のサポーターのかたに声をかけて参加していただきまし

た。そのため、参加者３５名のうち２／３程度は、シルバー元気塾サポー

ターのかたです。 

大竹会長 多くの団体に声をかけ、参加を募っても良いのではないかと思いました。 

事務局 ご指摘のとおりです。一般的に、集団においてはパワハラのようなことが

起こりがちだと思います。より多くの市民団体に声をかけて参加していた

だくのは良いと思います。 

平野委員 ３ページ【促進事業】の「７．週間の啓発」ですが、どのようなパネルを

展示しているのでしょうか。また、リーフレットはどのくらい受け取って

いただけているのでしょうか。 
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事務局 リーフレットに関しましては、数を数えてはおりませんが、あまり減って

いないような印象がありました。相談窓口の案内カードも置いていたので

すが、なかなか手に取っていただくところまではいかなかったようです。

パネルは７～８枚展示していましたが、こちらは、ご覧になっているかた

を見かけることがありました。パネルの内容につきましては、「男女共同参

画週間」の時には「職場における男女共同参画」をテーマとしたもの、「女

性に対する暴力をなくす運動週間」の時には「ＤＶ」関係のパネルを展示

しました。 

松本委員 パネルの内容は、毎年変えるのですか。 

事務局 「女性に対する暴力をなくす運動週間」につきましては毎年ＤＶ関係にな

りますが、「男女共同参画週間」につきましては変更しています。今年度も

すでに行ったところですが、今年度は「防災における男女共同参画」をテー

マとしたパネルを展示しました。 

松本委員 市内の各施設には、各種のリーフレット等がいろいろ置かれていて、その

中で手に取ってもらうのは難しいように感じます。啓発週間の時には、ト

ピック的に取り上げ、その置き方を変えるなど、手に取ってもらえるよう

な工夫をすると良いと思います。 

事務局 リーフレットはどうしても「作る」ことが成果と勘違いしやすいところで

す。手に取って、その人の中に何かを落とし込んだということがあって、

初めて成果と言えるのですが。どれだけ周知の機会にできるかということ

を工夫していきたいと思います。 

大竹会長 パネルの展示は啓発週間のみかと思いますが、リーフレットは１年中置い

ておける場所はあるのですか。 

事務局 人権・男女共同参画課カウンターのパンフットスタンドには、常に置いて

あります。ただ、窓口まで来ないと目に触れることがないので、周知の機

会は少ないと感じています。やはりより多くのかたの目に触れる啓発週間

の際に、手に取っていただけるような工夫が必要かと思います。 

大竹会長 啓発週間の間だけでも、市内の各施設すべてにリーフレットを置いてもら

うようにすると良いのではないでしょうか。 

事務局 検討いたします。 
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荒井副会長 リーフレットは、業者が印刷しているものですか。それとも、市が独自に

作成したものですか。業者に依頼しているものだと、費用がかかってくる

ので、印刷できる数も限られてくるかと思います。その場合、市内すべて

の施設に設置するのは難しいかもしれません。市が作成したものであれば、

数も多く作成できると思いますので、啓発週間中の限られた時間だけでも、

手渡し等できるとよいのではないでしょうか。 

事務局 ＤＶなどは、以前市で作成したリーフレットもありますが、カラーのリー

フレットは、県等から送付されてきたものになります。啓発週間の際に設

置するリーフレットは、もちろん市で作成したものもありますが、多くは

県等からのものです。 

荒井副会長 費用の面もあるかと思いますが、なるべく他のリーフレットに埋もれない

ようにしていただきたいと思います。 

平野委員 女性相談のカードサイズの案内を、女性用トイレに置いてありますが、こ

れはとても良いと思います。人権週間の時に、男性相談の案内カードを男

性用トイレに置いてみてはどうでしょうか。人目を気にせずに持っていけ

ると思います。 

事務局 検討いたします。 

平野委員 以前は、図書を購入し、情報コーナーに置いていたと思うのですが、現在

はどのように活用されているのでしょうか。 

事務局 現在も、４階の女性相談室に図書を配架し、情報コーナーという形にして

いるところですが、場所が事務室から離れており、なかなか来庁者をご案

内するという状況になっていません。そのため、相談がないときにはどう

ぞご利用ください、というアナウンスがしづらい状況です。ただ、様々な

パンフレットや図書を配架していますので、別の場所を考える等、活用法

を考えていかなくてはならないと思っています。 

平野委員 市役所の１階に本が置いてあり、証明書等発行の待ち時間に読めるように

なっていますが、例えばそこに入れてもらうことはできないのでしょうか。 

事務局 他市では、施設等に場所を設け、特に職員が配置されていないオープンな

スペースにテーブルといすを置いて、その場で本を読めるようにしている

例があります。場合によっては、本が無くなってしまうこともあり得ると
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は思いますが、やはり、自由に手に取ってもらうこと、パラパラと見て戻

すだけでも効果的ではないかと感じました。 

平野委員 本に触ってもらえるように、とりあえず、情報コーナーとは別に、本だけ

持っていく等の工夫をするのも良いと思います。 

事務局 皆様に見ていただけるような方向に持っていきたいと考えています。検討

させていただきます。 

大竹会長 他にご意見はありませんか。ないようでしたら、皆様の承認をいただきた

いと思います。議題（１）について承認いただけるかたは、挙手をお願い

いたします。 

委員 全員挙手。 

大竹会長 全員賛成で承認いただきました。ありがとうございました。 

審議内容 

（２）平成２８年度男女共同参画推進事業計画（案）について 

・事務局から平成２８年度男女共同参画推進事業計画（案）について説明 

・質疑 

山谷委員 ９ページ【促進事業】の「１３.中学生向け男女共同参画についての周知・

啓発」ですが、平成２９年度も継続して行うのであれば、中学１年生の４

月というのは何かとやることがたくさんありますので、時間をかけて子ど

も自身の感想・意見を把握し意識付けするためにも、６～７月頃に行って

もらう方が学校としてはありがたいです。 

また、市内の中学１年生全部というと負担感がかなりありますので、アン

ケートは学校を絞って行い、割合を出すようにすると良いと思います。ア

ンケートの内容にしても、簡単に回答できる○×式や１行程度の記入で済

むようにすれば、生徒にも学校にもそれほど負担なく実施できるのではな

いかと思います。 

事務局 ありがとうございます。時期は、特に４月でなければということはありま

せんので、なるべく学校の負担にならず、生徒の皆様の直接の反応がうか

がえるような時期に変更したいと思います。 

谷口委員 ６月の「男女共同参画週間」に合わせて行ってはどうでしょうか。 

事務局 ちょうど良い時期だと思います。ありがとうございます。 
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谷口委員 １１ページ【相談事業】の「５．男性のための電話相談」ですが、２～３

年くらい行っているのでしょうか。 

事務局 ４年程度、行っています。 

谷口委員 こういう機会があるということが大事で、相談がないのは必ずしも悪いこ

とではないと思います。相談がないからと言って、なくしてしまって良い

ということにはならないだろうと思います。ただ、人権週間に合わせて行

うとのことですが、期間を設けてその時に相談を受け付けます、と言って

もその時に問題が勃発するわけではないので、相談したいと思ったときに

日常的に継続して相談できるような工夫が必要ではないでしょうか。 

事務局 男性からの電話は、数は少ないですがあることはあります。通年、相談を

受け付けているという体制は土台としてありますが、この時期は、特に集

中して相談窓口を設けています、という認識を広めていければなお良いと

思いますので、今後、何らかの発信の仕方を工夫できるか、検討したいと

思います。 

荒井副会長 人権週間に「市民」というくくりで相談を受け付けていたものを、男性が

相談しやすいように、ということで特に「男性相談の日」としたように記

憶しているのですが。 

事務局 ご指摘のとおり、平成２６年度は「特別人権相談」として、男女関係なく

相談を受け付けますが、男性のかたも相談してください、という広報の仕

方をしました。それでも、相談の件数としては０件だったこともあり、今

回は「男性」としています。 

荒井副会長 女性相談にしても、水曜日以外でも相談があれば受け付けられるわけです

よね。 

事務局 そのとおりです。実際に、水曜日に予約で相談を受けてはいますが、それ

以外の日でもＤＶ等の緊急の相談や電話での相談など、職員が対応してい

ます。男性に対しても、そういった形でのアナウンスをしていくというこ

とが、今後の方向性としては必要なのかもしれません。 

谷口委員 男性からはどのような相談があると想定されているのでしょうか。 

事務局 県で、月１回男性の心理カウンセラーが受けている男性相談がありますが、

そちらをご案内したことがあります。その相談は、妻からのＤＶについて
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の相談でした。男性が女性のパートナーからうけているＤＶは、経済的・

精神的なＤＶが多いのではないかと予想しています。 

谷口委員 文化的に、なかなか男性が弱音を吐きにくいということがあると思います

が、相談したいと思ったときにすぐ相談できるよう、男性も相談してよい

ということを周知するだけでも違ってくると思います。 

事務局 「男性のための電話相談」と掲げることで、実際に電話しないまでも、市

で相談を受け付けているという認識が広まる効果があると思います。今後

も、工夫をしながら継続していきたいと思います。 

芝井委員 ９ページ【促進事業】の「９．市民向け啓発講座・イベント等」ですが、

町会・各種サークル等の団体向けの出前講座は考えていただけないでしょ

うか。 

事務局 人権の出前講座につきましては、年１回広報に掲載し、町会・自治会のハ

ンドブックにも掲載していますが、なかなか声がかからず、実績を上げら

れていない状況です。ぜひ、やらせていただければと思います。 

芝井委員 ぜひ、積極的にＰＲをしていただきたいと思います。 

事務局 そうですね。ＰＲが足りないというところです。 

谷口委員 ９ページ【促進事業】の「８．企業担当者向け啓発活動」ですが、取り組

みの内容はどのようなことを行っているのでしょうか。 

事務局 昨年度と同様、１０月に開催されます三郷市合同企業面接会における啓発

を考えています。ただ、資料を配付するだけでは、啓発としては弱いので、

どのような方法があるか、検討しているところです。 

谷口委員 男女共同参画とは、家庭も職場も両方で、ということになると思いますが、

働きやすい職場づくりということができないと、家庭へエネルギーが向け

られないという面があると思います。ワーク・ライフ・バランスを企業に

どう理解してもらうかということが重要になりますので、市として、積極

的に取り組んでいただければと思います。 

事務局 おっしゃるとおり、家庭と職場のどちらか一方が整えばよいという話では

ありません。企業に対しても、意識の変革をしてもらいたいということを

働きかけることが必要だと考えています。一昨年、市内の従業員１００人

以上の企業を訪問し、他の人権課題、例えば公正な採用についてや、同和



11 
 

問題に関する差別解消についての周知と併せて、男女共同参画という視点

から、ワーク・ライフ・バランスについての意識をという話をいたしまし

た。地道ではありますが、このような方法が効果的ではないかと思ってい

ます。今年も、このような方法でできればと考えています。 

小阪委員 リーフレットは、いつのものを配布しているのでしょうか。と言うのは、

第３次プランでは２７ページ、第４次プランでは４３ページの「仕事と家

庭の両立に必要な条件」についてのアンケート結果を見ると、「男女が共に

家事や育児を行うこと」や「女性が働くことに対して家族や周囲の理解と

協力があること」などの数値は、第４次プランの方が減少しています。こ

れは、共働きの家庭が増え、社会的にも認められてきたことによって数値

が下がってきているものだと思います。 

その一方で、「育児休業・介護休業制度を利用できる職場環境をつくること」

については、数値が高いままです。 

そこで、育児休業・介護休業制度に特化したリーフレットを作成したり、

企業訪問して話をしたりするのも良いと思います。それで数値が減少すれ

ば成果があったと言えるかと思いますので、新たにリーフレットを作成す

る時期がきたら、そこを踏まえて作成していただければと思います。数値

をそのまま載せても良いと思います。 

事務局 ありがとうございます。 

平野委員 以前は、男女共同参画に取り組んだ企業を表彰していたと思うのですが、

その例をリーフレットに載せたら、他の企業への良い見本となるのではな

いでしょうか。 

事務局 企業表彰につきましては、市では一昨年から行っておりませんが、県では、

働きやすい企業を金・銀・銅でランク付けしています。企業が申請し、達

成の度合いによって、認定されるようです。市内の企業でも何社か認定さ

れておりましたので、認定された企業をＰＲするのも方法の一つとして良

いかもしれません。 

平野委員 数値にしてもそうですが、そういう事例も具体性があって、目を引くかと

思います。最新のデータに更新することで毎年変わってきますし、リーフ

レットとしては良いかと思います。 
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松本委員 ９ページ【促進事業】の「１０．市職員向け研修会」ですが、対象や内容

はどのように選んでいるのでしょうか。せっかく行うのですから、いつも

同じ対象者ばかりではなく、いろいろなかたに受けていただきたいと思い

ます。 

事務局 第４次プランにおける「市職員の係長職中の女性の（登用）比率」の数値

目標達成のための事業の一つとなります。その目標を達成するためには、

職員の男女の割合がフィフティ・フィフティになり、その上で、女性の係

長職が増えていくことが望ましいと考えています。しかし、ちょうど係長

職試験を受けられる年齢に、結婚や出産を迎えて、試験を受けることを躊

躇してしまう状況もあるので、そのような状況を実際に経験してきた女性

の係長や管理職を講師とした研修をしたことがあります。対象は、人事課

と話し合い、昇任試験の対象者から選定します。 

松本委員 もう少し広げて、対象となる人たちを支えていく周りの人たちへの研修と

いうことも必要ではないでしょうか。 

事務局 職場と家庭とを自分の生活の中で考えたときに、責任ある立場となること

を躊躇する状況を何とかするためには、支えていく周りの理解が必要と

なってくるかと思いますので、その視点での研修も効果があるかと思いま

すし、考えていく必要があるかと思います。 

谷口委員 係長職に登用される時期というのは、男性も女性も子育てにエネルギーを

集中する時期であったり、結婚の時期であったり、重なることが多いと思

います。そのため、周囲の協力となったときに、どこまで個々の家庭状況

をオープンにするのか、できるのか、ということを含めての話になってく

るかと思います。個人情報保護の流れが強くなっている中で、どこまで話

題にできるかということが問題になります。現状では、干渉されたくない、

弱みを見せたくない、ということから、家庭状況を含めた情報共有はなか

なか難しいという雰囲気が出てきています。 

子育ての時期と将来のための仕事のポジショニングの時期とは重なります

ので、先ほどの企業担当者向け啓発でも、企業の人事担当には、そのあた

りも含めて配慮するということを、企業文化として根付かせていただくと

ありがたいと思います。 
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事務局 ありがとうございます。お話しのとおり、いろいろ関連があることなので、

この部分をやれば解決するというわけではないですね。国でも第４次計画

が策定されましたが、世界各国とのジェンダー・ギャップの比較では、数

値が急激に上がるということはないので、谷口委員のお話を聞きますと、

やはり文化的な影響もあるのかと思います。 

芝井委員 人事課長・総務部長として私が経験した中では、昇任試験を放棄する人が

多く、その理由について個々に面接を行ったことがあります。その際の聞

き取りでは、昇任しなくても給与は上がっていくのだから、役付きとなっ

た先輩職員の苦労を見ると、自分は役職はいらない、という話を多く聞き

ました。もちろん、意欲のあるかたはどんどん挑戦していきますが、ずっ

と昇任試験を受けなくても給与は上がる、そうかと言って、給与を据え置

くというわけにもいきませんので、そのあたりが難しいところだと思いま

す。やはり、意識高揚を図るということが重要だと思います。 

平野委員 女性の部長や課長・係長などが、下から見て、かっこいいなと思われれば、

憧れられて後を追ってくるでしょうが、本当に大変そうだなとか辛そうだ

なとか思われれば、後に続く人はいなくなってしまうと思います。余裕を

持って、堂々と働いている姿を見せれば、自分も昇格してああなりたいと

思うのではないでしょうか。 

事務局 ロールモデルと言いますか、平野委員のおっしゃるとおり、実際にライフ

ステージの中で経験を積んできている人を見て、若い職員に憧れを持って

もらうというのは必要なことだと思います。 

大竹会長 他にご意見はありませんか。ないようでしたら、皆さんの承認をいただき

たいと思います。議題（２）について承認いただけるかたは、挙手をお願

いいたします。 

委員 全員挙手。 

大竹会長 全員賛成で承認いただきました。次に、（３）その他ですが、事務局から何

かございますか。 

事務局 特にございません。 

大竹会長 では以上で本日の議題の審議はすべて終了いたしました。ご協力ありがと

うございました。 
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事務局 本日は、たいへん長時間にわたりまして多くのご意見をいただき、ありが

とうございました。第４次の計画がスタートしまして、５年後に向けて、

毎年の成果を積み上げていければと思います。引き続き、審議会でご意見

をいただきながら進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

審議会の閉会にあたりまして、荒井副会長よりご挨拶をお願いいたします。 

荒井副会長 これをもちまして、第１回三郷市男女共同参画審議会を終了いたします。

長時間、お疲れ様でした。ありがとうございました。 
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