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169
①セクシュアル・ハラスメント
等防止に関する意識啓発

・市内在住者・在勤者を対象に「働く人の支援講座（基礎から
学ぶ労務実務ステップアップコース）」を開催し、テーマの１
つとして扱い、周知・啓発を図った。
　テーマ：「ハラスメント対策のポイント」
　　　　　　（全1回）
　受講者数：34名
　アンケート結果：
　　　①96.9%が満足と回答
　　　②96.9%が生活の中で役立つと回答
・市のホームページ上に妊娠・出産等を理由とする不利益取扱
い禁止についての情報発信を行い、事業者に向けて周知啓発を
図った。

年1回、34名の参加の事業の実施では、普及の点で不十分では
ないでしょうか。複数の事業所にアウトリーチ（出前）の講座
を行う等、さらに積極的な取組の検討が必要ではないかと思う
がいかがでしょうか。

同講座の実施に当たり、市民に向けては市報や公共施設へのチ
ラシの配架により、勤労者に向けては商工会議所会報誌や勤労
者福祉サービスセンター会報誌、経済局関連企業へのメールマ
ガジンなどの方法により広く周知を図りましたが、34名の参加
となりました。本年度も労働に関する法律や時事的内容につい
て、正しい認識と理解を啓発する講座を実施する予定ですの
で、広報方法等について検討してまいりたいと考えておりま
す。
事業所へのアウトリーチについて、当課ではすでに「安心して
働くために知っておきたいこと」をテーマに出前講座を実施し
ております。当該講座の存在が多くの事業所に認知されるよ
う、効果的な周知を検討してまいりたいと考えております。

鈴木委員
この講座は昨年度は民間事業者に委託していたと思うが、参加
者が３４名であることに対し、今後、どのように参加者を増や
していこうと考えているかについて伺いたい。

労働政策課

中山委員

②の「日常の執務を通じた指導等や各所属における研修等」に
ついて、従来の対価型セクハラおよび環境型セクハラにおいて
は、地位の上下、職制を背景とする面があり、このため管理職
を対象とした研修を実施することは非常に大事であると思う
が、昨今のセクハラの状況を考えた場合、一般職員についても
同様に貴課が主催する全庁的研修が必要ではないかと考える。
今後の対応について伺いたい。

鈴木委員

③について、ハラスメントが発生した時の相談から解決までの
フロー等があるのかを確認したい。また、「人事担当課長が問
題の内容又は状況から判断して、必要と認めるときは、ハラス
メント苦情処理委員会にその処理を依頼し」とあるが、人事担
当課長が一人で判断するのか。案件を全て委員会に上げた方が
よいのではないか。「任命権者から独立した中立的機関として
人事委員会においても」とあるが、人事委員会は本当に中立的
な立場として機能するのかについて伺いたい。ハラスメント苦
情処理委員会と人事委員会にどういった違いがあるかについて
も伺いたい。
また、市長はハラスメント防止宣言を行っているか。行ってい
ない場合、いつまでに宣言する予定なのかについて伺いたい。

取組みが本当にハラスメント防止に寄与したかどうか、職員を
対象に自身の受けた（あるいは見聞きした）ハラスメントの有
無やその内容を調査するような効果測定はしますか。

お尋ねの効果測定についてですが、現時点では実施は予定して
おりません。

鈴木委員
効果測定の有無だけでなく、今後どのように取り組んでいくの
かについて伺いたい。

「人事の手引き」を読んだ職員は、例えばサインをするなど、
読んだかどうかの確認はされているのでしょうか。

「人事の手引き」は業務用パソコンのデータベースに保管し、
職員がいつでも確認できる環境を確保しており、読んだかどう
かの確認までは行っておりません。

鈴木委員
現時点で読んだかどうかの確認を行っていないとのことである
が、職員がどこまで読んだかを確認するための今後の取組みに
ついて伺いたい。

171 ③学校現場等における防止体制
各学校を訪問し、教職員倫理確立委員会、セクシュアル・ハラ
スメント防止委員会の実施を確認した（年平均3回）。

この項目は、教職員から児童・生徒に対するハラスメント・性
犯罪も対象になっていますか。
仮に対象あるならば、2017年の数件の不祥事（小学校教諭に
よる児童盗撮事案、抱きつき事案等）を踏まえ、取組内容や今
後の取組に見直しや反映されている点はありますか。

教職員からの児童・生徒に対するハラスメントについては対象
となっています。性犯罪については対象外であり、教職員の非
違行為（教職員事故）として取扱います。
2017年に発生した左記の事案については、教職員の非違行為
（教職員事故）として対応しました。

田代会長

「教職員からの児童・生徒に対するハラスメントについては対
象となっています。」とあり、犯罪についての対応は記載され
ているが、（犯罪ではない）ハラスメントへの対応をどうして
いるかを伺いたい。

教職員人事課

①「要綱」を見直されたとありますが、特にセクシュアル・ハ
ラスメントについての記述は、具体的にどのような見直しがさ
れたのか教えて下さい（「さいたま市例規集」にはこの要綱は
未搭載のようです）。記された「取組状況」から推測します
と、セクシュアル・ハラスメントが他の事項と並列されてしま
い、結果として訴求力が弱まった可能性が危惧されます。

② 課長級以上を対象としたセミナーを開催されたとあります
が、それ以外の職員に対しては、「人事の手引き」配付以上の
研修などは実施されないのでしょうか。

③ 市役所内には、独立してセクシュアル・ハラスメントの相
談を受け付ける委員会の類は当然のこと設置されているという
理解でよろしいでしょうか。

①「要綱」の見直しにつきましては、セクシュアル・ハラスメ
ントを含むあらゆるハラスメントを防止するとの考えから改正
を行ったものです。セクシュアル・ハラスメントの記述につい
ては、基本的には従前の「要綱」の記述を反映しており、更に
ハラスメントの防止を強化するため、「所属長の責務」に苦情
相談窓口への報告等により問題解決を図る旨を追加したり、ハ
ラスメントを相談したことにより不利益な取扱いを受けないよ
うにする旨を新たに規定するなどの改正を行っております。

②管理職以外の職員につきましては、所属長による日常の執務
を通じた指導等や各所属における研修等により、ハラスメント
に対する理解を深め、防止に向けて取り組んでいるものと考え
ております。

③セクシャル・ハラスメントに関する苦情及び相談に対応する
ため、人事担当課内に苦情相談窓口を設置しており、人事担当
課長が問題の内容又は状況から判断して、必要と認めるとき
は、ハラスメント苦情処理委員会にその処理を依頼することと
しております。
　なお、任命権者から独立した中立的機関として人事委員会に
おいても、セクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談を受
け付けております。

170 ②市役所における防止体制 人事課

平成29年度版「人事の手引」にセクシュアル・ハラスメントの
防止に関するマニュアルや「セクシュアル・ハラスメントの正
しい理解のために」を掲載した。
セクシュアル・ハラスメントを含むあらゆるハラスメントを防
止するため、「さいたま市職員のセクシュアル・ハラスメント
の防止に関する要綱」を見直し、平成29年12月1日付けで新た
に「さいたま市職員のハラスメントの防止等に関する要綱」を
制定し全庁に周知した。
平成30年1月30日に課長級以上の職員を対象として「ハラスメ
ント防止セミナー」を実施した。

1



　【資料１－２】外部評価に係るヒアリング事項一覧

事業
番号

ヒアリング対象事業名 平成29年度の取組状況 委員からの質問事項 所管課回答 質問者 ヒアリング事項 課所名

飯島委員

取組内容に「③学校人権教育研修会を39回開催した。」とある
が、学校人権教育研修会に男女共同参画に関わる内容としてど
のようなものを実施しているのか。女性への暴力も含め、どの
ように捉え、どのように研修しているのかを具体的に訊きた
い。

田代会長

女性の人権については、「人権教育及び人権啓発推進　さいた
ま市基本計画」に規定されており、これに基づく取組みもある
かと思うので、併せて伺いたい。
また、学校教育におけるセクシャル・マイノリティに対する取
組みについても伺いたい。

性別にとらわれることのない看護教育が実践できた。

取組状況に「性別にとらわれることのない看護教育が実施でき
た」とありますが、「性別にとらわれることのない看護教育」
とは何を示すのか、具体的に教えてください。内容によって
は、反対に性別による格差等を意識した看護教育が必要な事柄
があるのではないかと思いますが、この点については何か考え
や実績はありますか。

　本学院において実施している「性別にとらわれることのない
看護教育」についてですが、具体的には、人間の健康を性と生
殖の側面から考える「母性看護学」や、実際の患者の方と触れ
合う実習、特に出産時における実習についても、各病院の協力
を得ながら、性別を問わず行っております。
　また、課外授業などにおいても、男女混合のグループを基本
とし、それぞれの立場で意見交換を行っております。
　なお医療の現場においては、看護師は患者の方の性別を問わ
ず処置等を行っているため、性別による格差等を意識した看護
教育は、現在のところ行っておりません。

飯島委員

性別を考慮した教育に関して、今回の外部評価の対象である
「女性に対するあらゆる暴力の根絶」でいえば、例えば、学生
の交際におけるデートDV、教職員／学生間のセクシュアル・
ハラスメント、就職後の患者からのセクシュアル・ハラスメン
ト等の課題が挙げられるかと思う。また、女性中心の看護師の
職に男性が増えてきていることにかかわる現状・課題を、学生
が男女共同参画の視点から考えることも大切かと思う。これら
の事柄について、学生や教職員に対する教育・研修・意識醸成
の機会等はないのか。もし、ないのであれば、プランの趣旨か
らすると重要だと考えるが、いかがか。

高等看護学院

176
③若年層における未然防止啓発
の推進

①これまでのデートＤＶパンフレットの内容の見直しを図った
最新版を作成し、市立中・高等学校の2年生を対象に配布し
た。
②市立中・高等学校教職員を対象にした、デートＤＶ研修会を
実施した。市立高校全4校から各2名ずつと、希望のあった市立
中学校2校2名の出席があった。

「中学校希望者の参加が少ない」とありますが、これは「中学
校では参加希望者が少ない」という意味に理解してよろしいで
しょうか。その場合、（市長部局から相当程度独立した）行政
委員会たる教育委員会の事務局として、状況改善のため今後ど
のような独自性ある工夫・働きかけを行うのか具体的に教えて
下さい。また、「デートＤＶ」のパンフレットが中学の（３年
生ではなく）２年生に配付される理由、さらには中学校段階で
の「デートＤＶ」の可能性とその防止のための啓発事業の必要
性についてのご認識も併せてお知らせ下さい。

　希望する中学校教職員の「デートＤＶ防止研修会」への参加
は、平成26年度から各学校の実情に応じ参加していただいてい
ますが、参加希望者は少ない状況です。
　本年は人権教育主任研修会で、デートＤＶ予防の重要性を説
明し、「デートＤＶ防止研修会」への参加を再度呼びかけてま
いります。「デートＤＶ」のパンフレットを中学２年生に配布
している理由につきましては、中学1年の保健体育の授業で、
「心身の機能の発達と心の健康」について学び、男女の心と身
体の違い等を正しく理解すること、お互いの価値観や考え方の
違いを実感することにより、お互いに認め合えるようにするこ
とを学びます。
　さらに、平成２７年１月の「若年層における交際相手からの
暴力（デートＤＶ）に関する意識実態調査報告書」の中の
「３．デートＤＶ防止教育の必要性（２）早い時期からの防止
教育が必要」との課題提起されているところです。このため、
防止教育の観点から中学２年生の夏休み前が効果的と考え、
「デートＤＶ」防止のパンフレットの作成・配布を行い、早期
のデートＤＶ防止の啓発活動を行っているものです。

中山委員

『中学1年の保健体育の授業で、…男女の心と身体の違い等を
正しく理解すること、お互いの価値観や考え方の違いを実感す
ることにより、お互いに認め合えるようにすることを学びま
す。』とあるが、女子と男子には性別による「心、価値観や考
え方の違い」があるという認識の根拠、もしくはその背景を伺
いたい。

人権教育推進室

179 ③多様な被害者への配慮

①外国人のための生活相談
外国人市民の日常生活における問題解決を支援するため、日本
語による簡易生活相談及び多言語生活相談を実施した。

②外国人のための情報提供
外国人市民の日常生活の利便性を高めるため、外国人市民のた
めに、生活ガイドブック・ガイドマップを配布した。

「①外国人のための生活相談」の取組状況について、DVや夫
婦間のトラブル等に関する相談件数はどのくらいあるか教えて
ください（相談全体の件数もわかれば教えてください）。

相談内容については基本的に「医療・福祉・年金」、「住居」
といったジャンルで集計しているためさらに詳細な内容につい
ては把握しておりません。相談全体の件数については平成２９
年度実績で３９件です。

飯島委員

「相談内容についてはジャンル別に集計しているため、さらに
詳細な内容については把握していない。」とのことであるが、
事業が計画に掲載されている以上、DVや夫婦間のトラブル等
ジャンル別に把握するべきではないかと考えるが、その点につ
いて伺いたい。

観光国際課

175

　「女性」に関わる人権課題については、例えば中学校では
「固定的な性別役割分担意識にとらわれない生き方について考
えるとともに、社会にある性による差別に気付き、男女平等を
実現しようとする積極的な態度を身に付ける」ことを目標とし
ています。
　具体的には、女性の人権に関する正しい知識を身に付けるた
め、社会科を中心として日本国憲法第14条・24条のなどの学
習を行い、女性の人権保障について理解させています。また、
「男女共同参画社会」の実現に向けて努力する態度を養うた
め、教科書等で「男女雇用機会均等法」や「男女共同参画社会
基本法」を扱い、その内容と意義について正しく理解させてい
ます。
　さらに、昨年度末に完成した「第３版人権教育指導プラン＜
教師用＞」では、人権課題「女性」として各教科等で指導可能
な内容を掲載しております。
　今年度の人権教育主任会等で同プランを使っての指導方法の
研修を行う予定です。

「人権教育の推進」の取組状況および今後の取組について、男
女共同参画に関する取組を具体的に教えてください。

①59の全ての地区公民館で人権講座を実施、市立小・中学校か
ら人権標語90,774点、作文66,254点の応募、人権作文集 ・人
権教育ニュース等の啓発資料を発行し、計画どおりに配布し
た。
②平成29年度は人権啓発資料「ひまわり」に代わり、第３版
「人権教育指導プラン」を作成し、完成させた。平成30年度の
５4月末までに配布する。
③学校人権教育研修会を39回開催した。

人権教育推進室

②学校等における人権教育の推
進
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