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平成22年度 第１回 鈴鹿市男女共同参画審議会会議録  

                     

○ 日 時：平成２２年７月３０日(金) １５時００分～１７時０８分  

○ 場 所：鈴鹿市男女共同参画センター ジェフリーすずかホール 

○ 出席委員：土川委員，佐脇委員，坂倉委員，杉﨑委員，大塚委員，永戸委員(6人) 

 欠席委員：林委員，杉本委員 (2人) 

○ 傍 聴 者：2人 

○ 議 題：1 平成21年度男女共同参画プラン-改定版-進捗状況評価について 

       2 その他  

 

１ 開会宣言 

事務局： 定刻になりましたので，ただ今から平成21年度第1回鈴鹿市男女共同参画審議会を

開催させていただきます。 

     本日，委員総数８人中，６人の出席をいただいており，鈴鹿市男女共同参画審議

会規則第４条２項により，本審議会は成立していることを報告いたします。 

     なお，本会議は「審議会等の設置及び見直しに関する要綱」に基づき，公開とし

ます。また，会議資料についても「鈴鹿市情報公開条例」及び「鈴鹿市情報公開施

行規則」に基づき公開とします。 

開会にあたり，事務局を代表しまして 生活安全部長からごあいさつ申し上げま

す。 

 

２  部長あいさつ （島村生活安全部長） 

22年度当初ということで一言ごあいさつ申し上げます。日ごろは，鈴鹿市の男女

共同参画に推進の御協力をいただいていることに心からお礼申し上げます。 

昨年審議いただいた「鈴鹿市男女共同参画基本計画」でございますが，今週始め

の第 2 回鈴鹿市男女共同参画推進本部において承認を得ました。これを受けまして

今日，正・副議長に報告するとともに 9 月の全員協議会で報告することになりまし

た。それと前後しまして，男女共同参画に基づく実施計画を現在作成しており，以

前と同じ様にＰＤＣA サイクルに基づきまして，本審議会で御議論いただいて，そ

れを新しい施策に反映させていきたいと考えています。 

政権が代わりまして，菅内閣で内閣府の男女共同参画特命大臣に玄葉さんが就任

されましたが，就任の言葉の中に，「現在の我が国経済社会の閉塞感を打破するカギ

を握るのは女性であり，女性の活躍をしっかり後押しするとともに，あらゆる政策

に男女共同参画の視点を入れるようにする。」と言っています。 

このようなことから私共も今まで以上に男女共同参画の推進にまい進していきた

いと考えておりますので，審議会の皆さんの御支援をお願いしまして冒頭のあいさ

つとさせてもらいます。 

 

３ 事務局員の紹介 
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     議事に入ります前に，生活安全部次長が 4 月の異動で交替しましたので，ここで

ごあいさつ申し上げます。 

 

＊寺田次長あいさつ 

 

４ 会長あいさつ 

 22年度第 1回の審議会を開催するにあたり，本年度も会長を務めさせていただくの

でよろしくお願いしたい。昨年度は進捗状況評価だけでなく基本計画も審議していた

だき，今着実に実施計画等も進めていただいている。委員の皆さんも活発な意見をい

ただいているが，さらに鈴鹿市の男女共同参画の推進に役立ちたいと思っているので

引き続きよろしくお願いしたい。 

    今日は，事務局の方から５つの基本課題すべてに対して進めてほしいという依頼が

ありましたが，どこまでいくか分からないが，まず始めに私共が出した平成 20年度実

施施策に対する男女共同参画審議会評価・提言に対する取組状況について市からの説

明をいただき，そのあと 5 つの基本課題について一つずつ意見をいただく形で進めた

いと思いますので，ご協力をお願いしたいと思います。事務局から説明をお願いしま

す。 

 

５ 議事（事項書１） 

事務局： 

・この鈴鹿市男女共同参画プラン（改定版）進捗状況の評価は，同プランの計画の推進

の中に位置付けられており，毎年，鈴鹿市男女共同参画推進本部と市長の諮問機関であ

る「鈴鹿市男女共同参画審議会」の評価を受けることになっています。この評価を受け

た後，報告書を作成し，市民に年次報告として公表することになっています。 

・先日，男女共同参画推進本部会議において，平成 21年度の進捗状況について，内部評

価を受けました。 

・本会議では，平成 20年度男女共同参画審議会の指摘事項としての総括評価及び基本課

題に関する評価の取組状況及び鈴鹿市男女共同参画プラン（改定版）及びプランの実施

計画に掲げられている事業の平成 21年度の進捗状況の各課報告に基づき，15の施策の

方向ごとに評価をいただきたいと思います。 

・昨年度は，推進本部評価（案）と各施策の実施状況を２冊に分け，表示させていただ

いたが，今年度は従来の様式に戻させてもらいました。 

・それでは，配布しました男女共同参画推進本部評価の説明については，特に言及すべ

き点，他の所属に共通する部分について，簡単に説明します。 

・始めにお断りですが，21 年度は鈴鹿市男女共同参画審議会からの提言が 1 月になり，

対応する期間が短かったため，20 年度までの審議会評価の対応から審議会評価の取組

状況に変更させてもらっています。 

・お配りしました男女共同参画推進本部評価の 1ページから 6ページにおいて，取組状

況の表現方法が統一されていません。一部，取組状況で「○○○していきます」という

表現を「○○○しています」という表現にすべて訂正して公表させていただきます。 
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・まず １ページの総括評価の審議会評価「平成２０年度の鈴鹿市男女共同参画プラン

（改定版）の実施計画に基づいて，男女共同参画課を始め各部局において努力はされて

いるが，まだまだ総合行政としての課題は多い。特に，重点課題である審議会等におけ

る女性委員の割合が伸びないことから，今後更に登用の向上に努めるべきである。また，

市民意識調査においても男女共同参画の意識が上がっていないという結果が出ており，

広報・啓発等の事業の促進に努められたい。」への取組状況については，当推進本部や職

員男女共同参画推進員を活用し，市のすべての施策が男女共同参画の視点で進められる

よう総合的かつ効果的に推進している。重点課題である審議会等の女性委員の登用につ

いては，引き続き各部局に積極的に働き掛けを行う。また，男女共同参画の意識を向上

させるために，パンフレット等を作成し，啓発活動を継続するとしました。 

・次に 基本課題に対する評価，基本課題１ 政策・方針決定過程への女性の参画 

   の 審議会評価１「審議会等の女性員登用率が前年度に比べ 0.1％しか上昇せず，目標値

に届いていない。審議会の設置に関する要綱で選任基準を見直すなど，より積極的な取

組みをお願いしたい。」に対する取組み状況は，「審議会等の設置及び見直しに関する要

綱」の選任基準の見直しや審議会所管課に対して，更に理解と協力を求めていく。 また，

鈴鹿市女性人材リストを再整備し，審議会等の委員への登用に活用していくとしました。 

・次に ２ページ 基本課題２ 制度や慣行の見直しと意識づくり・教育の充実 の審議

会評価２ 「今年度実施した市民意識調査で，「男は仕事，女は家庭」という性別に基づ

いた考え方に賛成する人が多く，依然として固定的性別役割分担意識が根強く残ってい

る。このため，男女共同参画の理解度を高めるための教育や啓発に取り組まれたい。」に

対する取組み状況は，分かりやすい啓発教材を作成し，地域や学校等で男女共同参画の

教育や啓発活動に取り組む。また，男女共同参画センターのホームページの更なる充実

を図るとしました。 

・次に ３ページ 基本課題３ 労働の場での男女共同参画 の審議会評価１「女性が結

婚，出産，子育て，介護を機に離職しないよう，市役所や企業等に「ワーク・ライフ・

バランス」を推進するよう啓発に努めていただきたい。」に対する取組状況は，市役所で

は，各休暇制度が男女共に取得しやすい職場となるよう環境整備を進めたり，制度の活

用を促したりしている。また，企業に対しては，毎年，企業訪問を行い，ワーク・ライ

フ・バランスに関するリーフレットの配布や制度に取り組むよう依頼しているとしまし

た。 

・次に ４ページ 基本課題４ 仕事と家庭生活・地域活動との両立支援 の審議会評価

２ 「男性も家事ができる環境にするためには，長時間労働を改善することや固定的性

別役割分担意識を変えることが望まれる。」に対する取組状況は，市が開催した男性の料

理講座にも関心が高く，今後も引き続き開催し，固定的性別役割分担意識を変える機会

とする。また，広報紙や講演会等で意識を変える啓発に取り組んでいるとしました。  

・次に ５ページ 基本課題５ 社会問題化する人権侵害への対応と心と体の健康づくり

支援 の審議会評価１ 「ＤＶ改正法に基づき，ＤＶの担当課だけでなく関連する部局

が連携し，引き続き相談や自立支援ができる体制を整えられたい。」に対する取組状況

は，ＤＶ対策協議会の代表者会議や実務者会議，個別ケース会議を開催。関連部局と連

携しながらＤＶの早期発見・早期対応に努めている。また，生活支援課，住宅課と連携
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を取り，ＤＶ被害者の自立に向けて支援を行っているとしました。  

以上が，男女共同参画審議会指摘事項に対する取組状況です。 

土川会長： どうもありがとうございました。これにつきましては我々の提言を受けて，市

がこういうふうに取り組んでいるという報告でよろしいでしょうか。この後の進捗状況

にこの取組み状況が 21 年度にも関係してくるので，今までの取組がうまく入っている

かということも含めて，21 年度の進捗状況・基本課題１について推進本部評価の説明

をお願いします。 

事務局： ここからは基本課題につながる各施策の方向について鈴鹿市男女共同参画推進本部

の評価について説明させていただき，一つひとつ意見をいただきたいと思います。 

   8 ページ基本課題１の施策の方向（１）市政への女性の参画拡充については，審議会

等の委員の内女性の占める割合が，昨年に比べて 0.1％微増の 25.2%となっており，平

成 19年度から登用率がほとんど横ばい状態で，伸びていない。推進本部の評価として，

女性の登用率を上げるために，公募委員の積極的な導入を進める。充て職についても各

種団体に女性を選出してもらうよう依頼する。また，委員の選任時に活用できる女性人

材リストを充実させていくといたしました。 

土川会長： 施策の実施状況について説明ありますか。全部読むとかなり時間もかかります

ので，何か主だったものはありますか。 

事務局： 主なものとしまして 9ページの施策の方向「市政への女性の参画拡充」で，人事課

の事業として「職員への周知」があります。女性の参画を拡充するために「審議会等

の設置及び見直しに関する要綱」に基づき，人事課と男女共同参画課がタイアップし

て女性委員の登用を進めています。職員への周知が一番大事と考えていますが，まだ

まだ職員全員に男女共同参画の意識が整っていないということもあります。２月初旬

にも女性委員登用に向け周知を行い，要綱の趣旨を説明しています。職員への周知の

効果としては，女性委員登用の必要性の認識が高まってきている状況です。人事課と

しては，今後引き続き制度を周知し，事前協議を徹底していくとしています。 

    事前協議については，平成１９年４月から「審議会等の設置及び見直しに関する要

綱」を改正し，審議会委員等の改選に当たっては必ず人事課との協議を義務付け，ま

たその際に，女性委員の比率が 30％に満たない場合については，男女共同参画課との

事前協議を義務付けています。さらに，審議会等を設置している所属については，次

回の委員改選時期の計画及び今後の登用方針，30％が達成できない場合は，その理由

を記載した「審議会等への女性委員登用推進計画書」の提出を求めています。しかし，

実態を申し上げますと，この事前協議書が改選後の回議される場合が多くあり，事前

協議の徹底と職員に更に意識をもっていただくために，私共の課からの働き掛けが必

要だと思っています。 

土川会長： 女性登用の問題は毎回，審議会から挙げさせてもらっているが，急には数値が

上がらない。今回から男女共同参画推進においてどのような効果があったかという項

目を入れており，それぞれの課がこのようにしたとか書いてあり，それだけでも男女

共同参画が進んでいると私は見させていただいた。継続してこれはよくなったからや

めるというのではなく，どんどんやっていくことが大事だなというふうに感じた。結

構，進んでいるところもあり，人権政策課や市政情報課、建築指導課などは女性登用
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率が 40％を超えており，これは私たちが一生懸命言ってきたことが，市の側が取り入

れてくれた一つの証拠かなと思います。委員の皆さんも感じたことがあれば言ってい

ただきたい。 

杉﨑委員： 16ページの健康づくり課の審議会で女性登用率０％のところ，文化財関係で女

性の登用が進まないところはどう切り込んでいかれるのか、そのあたりどうですか。 

事務局： 女性委員の登用率がまだ０という委員会が５つほどございます。内訳を申し上げ

ますとまず監査委員があります。監査委員は議会選出などの制限もあり仕方ない部分

もありますが，先程言われた健康づくり課が所管する審議会で「応急診療所運営委員

会」｢応急診療所事故対策委員会｣の二つは，こちらはすべて男性の先生方のみで女性

の先生は一人も入っていない。これについては，担当課長とも話したことがあります

が，こちらからお願いしにくい部分もあるため，切り崩していくのは難しいように思

えます。他にも，産業政策課の「ものづくり研究開発事業審査委員会」文化課の「金

生水沼沢植物群落保護増殖事業推進委員会」も専門の先生方が多く女性を登用してい

くには時間がかかりそうです。これら女性の委員が０という委員会は，今後の一番の

課題になると思っています。 

杉﨑委員： 男性の充て職については，こちらから攻めようがないような気がするが。 

事務局： 充て職であっても，団体の役職である会長などを取れば少しは登用率も上がるの

ではないかと思います。例えば商工会議所の場合は会頭，専務理事という肩書の依頼

になりますが，商工会議所代表にしてもらえば，女性部会もありますのでその中から

選出してもらうことも可能です。 

事務局： 実は今年多文化共生指針というものを策定する予定ですが，その委員さんの中で，

今の商工会議所さんにもお願いし，女性部会から選出してもらうようにしています。

今までの個人から団体から代表を出していただく，またその中で女性を出してもらう

ように切り替えていくということが大事かなと思っております。 

    なるべく委員の改選に当たっては，各担当部局から相談を受けたり，こちらからそ

ういう部署に積極的に出向いたりしていくような対応をとっていきたい。まだまだ課

題は山積しているように思います。 

大塚委員： 企業も同じでなかなか女性の登用率が上がらない。さっきも言われた土壌とい

うかベースが絶対的に数が少ないということは，いろいろなセクションであると思い

ます。いかに活躍の場を提供するのに，意志を入れてやっていかないと目標の数字だ

けでは届かない。まず，土壌，環境をつくることが，特に企業はそういう点が大事か 

な。そういう母集団をたくさん積極的に作っていかないと登用にはなかなかつながら

ない気がします。 

土川会長： これから先いろんな場面で女性がいるという土壌づくりからしていかないと，

登用しようと思ってもいないという現実がありますので，これからにつながる土壌づ

くりをどうするかという視点は是非考えていだきたい。０です，資格者がいませんで

はいけなくて，何年後には出てくるように，今はこうやっていますというのがいるよ

うに思います。 

永戸委員： 20年度から 21年度にかけては 0.1％しか登用率が上がってないという現実は，

評価として何もしてないというレベルだと思います。会長さんが言われたように何年
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後か先でいいのかな。先程，事務局が言われた 30％に満たない場合は事前協議を行う

と言われたが，改選前の２月に本来すべきところが，形骸的に４月になっているとい

うことは，まず事前にやっていかないと，いかんと思うんです。各委員会・審議会ご

とにほんとうに満たないところはどういう手を打っていくのかという計画案を持った

進め方をしないといけないと思います。 

    充て職の問題についても，充て職になっているがゆえに登用率が上がらないのであ

れば，充て職にする必要がないように思います。事務局からこういう形で充て職でな

い形に変えるよといってしまえばいいんではないか。登用率が実際悪いのですから。

充て職の場合，商工会議所で女性部があるのであれば，始めから女性部にお願いしま

すと言えばいいと思います。以前ＰＴＡをやっていたときに，警察からＰＴＡに審査

委員を依頼されたときに，必ず女性を出してくださいと言ってきました。そう言われ

ると必然的に女性が行く訳です。だからそういう形で男女共同参画推進のためにお願

いしますと思いっきり出していけばいいと思います。 

既存のもので過去から変りがないのであれば，思いっきり変えていく案を出さない

と変わっていかないという気がします。１年１年大きな変化をするように，思い切っ

て改革や提案をしていかないと変わらない。来年また 25.3%となったら，何をしてい

るのという話になってします。今からでも遅くないので，可能な部分をそういったと

ころを抜本的に変えて登用を図っていただきたい。 

佐脇委員： ここにはなかなか登用できないと理由を書いてもらっていますが，先程の説明

ですと，それでもなお個別に働き掛けをしていただいている様子をお聞きしました。

しかし，どこまで踏み込んだ実績だとか今後どのようにしていくかということを，も

っと書いていただくと私たちにもっとせまってくるのではないか。ここを見るとこう

いう理由でできなかったということぐらいで，後は可能な限り取り組むだけで，具体

的には書かれていません。 

    充て職の問題については，充て職を止めるとどうなるかというと，公募・自薦の人

を選んでいくしかないが，何かいい方法がありますか。先程の女性部会とか，女性を

登用できるような形で充て職をもっていくのはいい方法だと思います。後は，女性の

自薦による公募ですかね。 

土川会長： さっき部長さんが言われたように推薦母体から出し方ですよね。例えば健康づ 

くりのお医者さんでも，全部会長さんとなると日本は男性です。役職を持ってなくて

も会員で鈴鹿市の医師会に入っている女性の医師を今年は出してくださいと，薬剤師

さんにしても女性の薬剤師さんがいる訳ですから，そういうお願いを市がしているか

いないかそういう問題があると思います。そういうことをすれば，市の方からそうい

うお願いがきているから女性を選んでくれといわれると，出てきた女性の方も委員の

なりやすいんです。そう言われないと会長や副会長がいるのに，なぜ私が委員に出て

いかなければならないのかといことになり，日本の社会システムではそういうことを

越えて出ると何をいわれるか分かりません。依頼する側が，こういうふうに女性の会

員でお願いしますと，しっかりと要綱に書いておけば女性が出てきやすくなると思い

ます。そのあたりを工夫して，是非，登用率０をなくしていく努力も必要です。応急

診療所も利用する側もある訳ですから，公募でもできるはずです。本気で女性登用を



 

7 
 

考えるならば女性を入れられると私は思います。登用率０のところと人事課，男女共

同参画課が話し合っていただき，0.1％しか上がらないのはおかしいので，30%をなる

べく早く達成してほしいと思います。 

坂倉委員： 今回，各課の実施状況だけはしっかりと見てきました。各課から出してきても

らったものはしっかり分析すべきだと思いました。感じたことは，改選のときは女性

を選ぼうとする姿勢が見えて，これは評価したいと思います。でもまだ，0%や 2%，

7%もあるという実態をみました。その中で，これはもうやむを得ないんだという職員

の声がありますが，やむを得ないのをどうするかということを考えてほしい訳です。

もう一つこれはすごい問題だと思いますが，10ページの監査事務局，ここの改選のと

きは，男女に関わらず，人格が高潔で云々と書いてあります。その識見を有するもの

のうちから選任する，男女に関わらず，今後も同様にしていくと書いてあります。こ

れは 30%に上げようとする決め事が分かっていない書き方だと思います。こういうの

をやむを得ないという消極的なのと，うちは男女に関わらず識見がある人を選ぶとい

う傲慢さをすごく感じました。0%でやむを得ないというところもありますが，さっき

会長も言いましたが，都市計画という非常に難しいところが 30%を超えている。分析

していくとそういう事実もある訳です。そういうのを見ると決してやむを得ないので

はないよということが言えるのでないかと思います。また，まったく間違った回答を

しているところがあり，事業の報告している部署がみられました。こういうのは返し

て書き直してもらうようにすべきです。今，何を問われていて何を書くのかという意

識が非常に薄く感じました。この 30%という目標を持って取り組んでいるという，こ

ういう決め事と意味をもっと職員にも知らせる，それから選出母体にも知らせるとい

う努力が必要だと思いました。 

    充て職の問題も具体的にいろいろな方法がありますが，条例や要綱を変えることに

踏み込むことが重要だと感じました。 

土川会長： 登用のところ以外にどうでしょうか。企業においてはそういう土壌を広げてい

かなければならないという意見をいただいていますが，管理職への登用で市役所は大

分頑張っていただいき，課長級を増やして，市役所からそういう見本を示していた 

だきたいという要望に応えていただいていると思います。では，基本課題２へいかせ

てもらってよろしいか。 

永戸委員： 現状でも大変なのは分かるんですが，会長さんも私ぐらいになると何でも言え

てとおっしゃいますが，これから登用するのは是非若い人を入れてもらうよう意識を

変えていく必要があろうかと思います。そうすれば随分と変わってくるのではないか，

若い元気のある女性を登用していかないとだめかなという気がします。 

土川会長： いろいろ工夫をしていただいて，いろんな女性が関われるような仕組みを研究

していただくということにしたいと思います。続いて基本課題２の方へ。 

事務局： 36ページ 基本課題２の施策の方向（１）制度や慣行の見直しの指標は男女共同

参画意識の普及度で，「男は仕事，女は家庭」という考え方について，同感しない，又

はどちらかいうと同感しないと答えた人の割合（言い換えると，この考え方に賛成の

人）であるが，男女共同参画意識の普及度は 50.8%で，前年より 1.2％マイナスとなり，

固定的役割分担に否定的な人が多くなっています。性別でみると，男性は役割分担に
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肯定的な人が半数以上を占め，女性は反対に否定的な人が半数以上を占める結果とな

っています。この傾向は，昨年 6月に実施した市民意識調査の 50.0％と同じ状況を示

しています。 

   推進本部の評価として，市民の男女共同参画意識はあまり普及せず，どちらかといえ

ば性別による固定的役割分担意識が上昇する傾向がある。このことから，今後も男女

共同参画の理念について継続して啓発や広報に努めていくといたしました。 

土川会長： 施策の実施状況について特に何かありますか。 

事務局： 当課，男女共同参画の視点から啓発進めている事業で「ジェフリー男性セミナー

今から始める男性のための料理講座」を募集したところ，定員 12人の 6回講座に１５

０人近くの応募があり大盛況となりました。料理講座を通じて，男性の意識は除々に

上がってきてはいるものの，今後は料理講座だけでなく，出前講座を通じて意識の啓

発を行っていきたいと思います。 

土川会長： メルモニアンケートの男女共同参画意識の普及度で，年齢別に出すことができ

ますか。 

事務局： 年齢別に出せます。 

土川会長： なぜかと言いますと，去年，新聞記事で今の 20代の男女は意識が逆行している，

女は家庭で男は仕事の方がいいというようなことが掲載されておりました。こういう

就職難の時代だし，働きながら子育てするのはなかなか大変で，玉の輿に乗りたい女

性が増えているというようなことも書かれていました。鈴鹿市はこういう状況ではな

いのでいいんですが，年齢的にはどうかと思いまして。確か，50 歳代か 60 歳代では

仕事と両方がいいと答えていたんです。年齢によって世の中も厳しさの受け止め方が

ちょっと変わってきている，男女共同参画が逆にその分遅れてきているのではないか

と思いました。 

事務局： 意識の普及度はメルモニアンケートを指標にしていますが，標本数が少ないとい

う指摘を推進本部会議で昨年も受けたため，今年度はメルモニアンケートだけでなく 

窓口などで一般アンケートを実施標本数を増やしました。しかし，普及度は，50.8%

と昨年を少し下回ってしまいました。先程も言われましたが，若い女性人たちの意識

はといと働かずに結婚すればよいという感覚があり，そういうところから男女共同参

画に対しても閉塞感が出てきているように思います。なお，昨年実施しました市民意

識調査結果で 20 歳代の女性の意識は「そう思わない」「どちらかといえばそう思わな

い」を足しますと，70%を超えており，鈴鹿の 20代の女性は意識が高いといえます。 

土川会長： ここからは自由に御発言ください。 

永戸委員： 今の話で，鈴鹿の女性は意識が高いといわれるが，結局は景気が悪いというこ

とは，男性も退職や派遣という部分も増える訳ですよね。そうすると基本的には女性

もしっかり働いておかないと，嫁いでから生活苦に陥るということはあるわけで。そ

ういう教育というものが若い世代に浸透しているのか気になるところです。安易に昔

の慣習の中で，女性は結婚して楽をすればいいと，変化についていけなくてそういう

発想が出ているとするならば，そのあたりの教育をしていかないとだめかなという気

がします。 

坂倉委員： 男性の料理教室が好評で，更にこういうものを進めていきたいということでし
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たが，集まるから続ける，それが主になってしまうと，ここの仕事はどうなっていく

のかちょっと思います。男性の料理教室は各公民館でもあるでしょうし，公民館で実

施してそことここが連携して，男女共同参画の視点をいれていくという。生涯学習課

がどれだけ男女共同参画の視点を持つかというところが大事なのですが，四日市市も

この頃，料理教室ばかりをやっているんです。ここで難しいことをやっていても人は

来ませんから。それは落とし穴に陥ると思いますので，その辺は考えながらやってい

ただけたらと思います。 

また，審議会がこういう状態だとか，意識がこんな状況という調査した結果を課題

にして，それをテーマにして話し合うとか学習会をしていかないと，いつまでも抽象

的なことを言っていても仕方ないのかな。鈴鹿の実態を話し合う学習会をしていくこ

とが意識の変化につながっていくと思いました。 

やはりポイントは生涯学習課と男女共同参画課がどうつながるかということにあり

ます。 

職員研修についてですが，市職員の新採研修や男女共同参画推進員研修もしてもら

っており評価できますが，管理職研修というのが見当たらないので是非行ってほしい。

推進員の活用も管理職次第なんです。どう機能するかは管理職とその上の人の問題だ

と思いますのでその辺は考えていただきたい。 

教育研究所のところを見ましたら，教師の男女共同参画に関することが何も挙がっ

てないんです。46 ﾍﾟｰｼﾞの実績で「もめごとへの対応とその解決方法を実施した」と

書いてありますが，他にいろいろ何かしているのかもしれませんが，何を書いている

のかよく分かりません。どの相手にどのようにしたかが書いてないといけないなと思

いました。 

土川会長： 人権についてはよく書きますが，男女共同参画に対しては書きませんね。もっ 

と男女共同参画の視点からやってほしいんですが。人権をすればそれで済んでいると

ころがあり，教育全般にそういうところが強いかもしれません。学校側はやっていま

すというけれども，女の先生が多いというだけでやっていますという場合があります

ので。 

坂倉委員： 個々にはやってみえるのかも分かりませんが，研究所としてここに出すものが

ないというのはどうかと思います。 

杉﨑委員： 「男は仕事で女は家庭」で，その家事の捉え方が？だから料理教室云々と非常

に短絡的に結び付けていく，そのあたりがどうか。家事というものはもっと広く考え

なければあかんのじゃないか。家事は家のことでしょ，男は家事を 30分しかしてない

というのがありましたが，これなんかは今の若い者はそんなんですか。男は 30分しか

家の事をしていないんですか。 

土川会長： これは平均ですので。今の若い子はもう少ししていると思いますけど。 

杉﨑委員： 家事というのは料理だけとは違うと思うんです。家事は家の中の事でしょ。掃

除にしても，ほうきをもってするのが掃除じゃなくて，草取りも掃除で大事なこと。

そのあたり今はしないんですかね。実質はもっとやっているように思うんです，男な

りに。 

土川会長： 50歳代で管理職になられたり，企業で働いていたりするとなかなか家事までや
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っている時間はないと思いますよ。 

杉﨑委員： その家事の捉まえ方なんです。 

土川会長： 家の事をしない人は庭の草取りなんかしません。大塚委員さんは家のことは結

構されますか。家事をやっている時間はありますか。 

大塚委員： 帰ったらやりますよ。 

杉﨑委員： 土・日というと 10時間ぐらい家事をやっていました。 

永戸委員： 今はもう妻と二人きりですから，休みの時は皿を洗ったりします。大分，家事

は増えてきたかな。 

土川会長： 草取りを家事として入れているかどうかなんです，家の仕事として。男性の家

事労働もまだ増えたくらいです。以前は 25分もなかったと思います。 

杉﨑委員： 土・日は家のことをせざるを得ないんです。 

土川会長： だからここの委員さんなんです。 

事務局： 草取りが家事に入っているかどうか難しいところですね。 

杉﨑委員：私は捉え方の違いのような気がします。 

事務局： 家事というと，どうしてもやらなくてはいけない義務的な部分で，女性がやって

きた炊事，洗濯，掃除やアイロンがけそういうものを捉えているような気がします。 

土川会長： 40ページで男女共同参画情報紙「今・ima」が作成できなかったとありますが，何

故できなかったんですか。 

事務局： 情報紙「今・ima」は，年２回発行予定で進めてきましたが，昨年は，新基本計画を

策定する年にあたり，その基本計画のダイジェスト版として発行予定でしたが，年度内の

策定が遅れたために作成できませんでした。 

事務局： 「今・ima」は，基本的に行政が発行するのではなくて，ジェフリーすずかを使って 

活動する団体の方に作っていただくことが前提となっています。しかし，今まで事務局が

お手伝いをしてきた経緯があり，その団体の方々が負んぶに抱っこ状態になっているよう

に思います。ですから指示をさせていただいて，情報紙作成の実態をきちんと認識する意

味でも，発行できないということも，これも一つの皆さんにアピールする方法と違います

かということを課長に伝えました。その結果として発行できなかったととらえています。 

事務局： この情報紙につきましては，各市とも同じような取組みを行っており，大半がボラン

ティア中心で，行政が協力する方法をとっています。情報紙は全戸配布というところもあ

りますが，多くは回覧や各窓口配布に留まっているのが現状です。発行部数が少ないため

最近はあまり効果がでないということで，伊勢市は情報紙の発行を廃止しています。 

事務局： 行政からの発信はいろいろな形で発信しているんです。ボランティアの方がこういう

ところを拠点に，自分たちで発信していくというのが「今・ima」の基本的な考え方です。 

   ボランティアの方には働き掛けはさせていただくが，こちらの方が何か作るというのは問

題があると思います。 

土川会長： ホームページを充実させる方向で頑張ると書かれていますので，若い世代にはホー

ムページの情報発信のほうがいいのかなと思います。内容はどれくらいで更新しているん

ですか。 

事務局： 情報がある都度，随時に更新しています。 

土川会長： どれくらいのアクセスがありますか。 

事務局： 直ぐには分かりませんが，ホームページ下にアクセスカウンターがありますので確認
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は可能です。大体，年６~７千件ぐらいだと思います。 

土川会長： ホームページを活用して双方向に提供できるようになるといいですね。後いかがで

しょうか。 

永戸委員： 四日市市の情報紙はどうなんですか。 

坂倉委員： 絶えず簡単な情報を出していると思います。行政主導で担当者が言いたいことを書

いています。 

事務局： 四日市市は，「はもりあ通信」として毎月 1回発行しています。 

坂倉委員： 今もう市民が作っているのはないんじゃないかと思います。中身がいろいろ問題が

あったりして，お金をかける割には弱いところがあるんです。市民と一緒に作るのもいい

方法かもしれませんが。 

土川会長： なかなか難しいところがありますからね。 

坂倉委員： 四日市市広報は全戸配布ですから，その広報に時々特集を組んでということはやっ

ています。 

事務局： 広報紙が一番効果的だと思います。やはり市民の３０％以上が読んでいますから。当

課もこの 7月 5日号で，女性消防士と男性保育士をリードに 6ページの男女共同参画特集

を組みましたが、結構反響はありました。細かい情報紙を発行するのも一つの方法ですが，

年数回，男女共同参画に関する特集を組んで啓発していくほうが意識は上がっていくと思

います。男女共同参画をテーマにしたものはいくつもありますから。 

坂倉委員： やはり具体的なテーマでやっていかないとダメですね。大きなことを大上段に構え

てやってもね。男女共同参画は字もカクカクしていますから。 

土川会長： それが結構抵抗あるんです。人権というとみんな見ます。津市なんかは人権シリー

ズで 4分の 1ページぐらい載っています。 

事務局： 人権シリーズは鈴鹿もありますし，どこの市でも掲載していると思います。 

坂倉委員： それは四日市市もあります。 

土川会長： 人権シリーズはどこもありますが，でも男女共同参画のシリーズはないでしょ。 

事務局： 各市の広報紙で見たことがありません。 

土川会長： 男女共同参画のシリーズの方が本当は，自分の行動に見える形の行動につながって

いくんですよ。そういうのを 1 年ぐらいシリーズでやってもらうと，先程の家事は庭の掃

除や草取りもはいるのかというテーマでどうですか。 

事務局： 広報は月２回発行していますが，今月の特集は何と年度初めに決められていると思い

ます。鈴鹿の広報紙は充実していまして、その中でページが取れるかどうか。会議終了ま

でに７月５日号の広報紙を配布させてもらいます。 

土川会長： 続いて，基本課題３へいきましょうか。 

事務局： ４９ページ、基本課題３ 労働の場での男女共同参画、施策の方向（１）女性の就労

環境の改善と就労支援では，女性にとって働きやすい環境であると感じている人の割合で

すが、全体で女性にとって働きやすい環境にある，又はどちらかといえば働きやすい環境

にあると答えた人は，昨年の 28.1%から 32.7%と増え，目標値の 30%を超えました。逆に

女性にとって働きにくい環境にある，どちらかといえば働きにくい環境にあると感じてい

る人は昨年の 65.1%から 63.5%と減少しており、少しではありますが，労働環境が改善さ

れていることがうかがえます。 

    推進本部評価として，女性にとって働きやすい環境にあると感じている人は増加傾向に
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ありますが，まだまだ働きにくいと感じている人が６割以上いることから，市内企業や市

民向けにワーク・ライフ・バランスに重要性について啓発を積極的に行っていく必要があ

るとしました。 

    同じく５４ページ、施策の方向（２）農林水産業・商工自営業に対する女性の労働条件

の向上がありますが，ここの指標自体がそぐわないと以前から指摘されていることと，実

績も目標値に対して年々落ちてきていることも推進本部で指摘がありました。 

    ここの指標としましては，55ページの実施状況の中で農林水産課の家族経営協定があり、

家族経営協定に申し込んだ世帯数を指標にしたいと考えています。この家族経営協定は何

かといいますと，農業経営について経営の方針や家族一人一人の役割，就業条件，環境な

どについて取り決めるもので，具体的には農家の世帯で役割、労働時間・休日，労働報酬，

収益の配分について決めた契約のようなものです。この家族経営協定を農林水産課の方で

も推奨してはいますが，市内ではまだ 10世帯となっています。 

永戸委員： この就労支援の部分はなかなか難しいというのはあるかもしれませんが，企業への

啓発は地道に何かやっていかなければならないと思っています。ここに表彰制度がありま

すが、いろいろな意味で行政から企業への発信・啓発はできないですかね。他市では，ア

ンケート調査を取るなどいろいろ活動しているようですが。 

事務局： 企業アンケートは，昨年，産業政策課の方でも実施したということも聞いています。 

その結果も吸収して，当課の参考にしたいと思っています。昨年は、県の制度である｢男女

が生き生きと働いている企業｣に応募し，表彰を受けることができました。今年も１社既に

応募をしてもらっており，今後も企業表彰に応募してもらうよう企業に働きかけていきた

いと思います。 

土川会長： この入札参加申請は他の市との連携がいるんですか。男女共同参画の取り組みが単

独でできないというふうに書かれていますが。 

事務局： 入札参加は，工事の規模の大小によって市内企業や市外企業，大手企業といろいろ別

れており，その中で鈴鹿市内となると小さい工事になりますが，そこだけ締め付けるとい

うのは難しい面があります。もう一つ、いろいろと制度を替えてきてはいますが，入札条

件に社会貢献やＩＳＯというのがあって、そういう活動に取り組んでいるとかがあります。

業者はポイントを上げたいための部分もあり，これはいろいろやっても効果としては出に

くいところもあると思います。私共も防災安全を所管しておりまして，きちんと災害協力

協定を結んでいるかということを評価の中に入れたんです。ある会社がそういうことをや

りだすと他も同じように入れてくるんですね。方法としてはあると思いますが，工夫が要

りますし，今どんなやり方がいいのか見えないところがあります。 

土川会長： 県の入札では，男女共同参画の視点について必ず言ってもらうという一項がありま

して，そこに出してくる企業は男女共同参画に対して勉強してくるんです。もう少し進ん

だところは女性の管理職を一人付けて来ます。そういうことが男女共同参画を審査基準に

入れるということは，会社にとっていい方法だなと思いました。 

事務局： 県の場合は、規模が大きくてそれができますし，多分一般競争入札だと思いますが、

そこそこの会社で入札ができます。しかし，市が行う場合は，本当に零細の会社が入って

きますので少し違うように思います。 

坂倉委員： どこかの市で条例の中に入れているところもありましたね。入札のときに。また，

男女共同参画条例の中にも入っていたように思います。 
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事務局： かなり大きい市ではなかったですか。 

坂倉委員： そんなに大きい市ではなかったと思います。 

     （横浜市ではなかったですか という声あり） 

事務局： 一度，契約調達課にはこういう情報を入れながら，もう少し検討できないか話し合っ

ていきます。 

坂倉委員： そういう条件にするのではなく，その時に企業とのかかわりで啓発できないか考え

てほしい。 

事務局： 一般競争入札は，そういう質問とかがありませんので，実施するとなるともう少し大

きい企業になると思います。 

土川会長： 指定管理者を決めたりするのならいいんでしょうけど。そういう時に入れてもらっ

てはどうですか。指定管理者を決めるときに面接しますが，そのときにいくつか聞いてみ

るのもいいですね。そういう視点をもっているかどうかを。 

    それでは，基本課題４へいきましょうか。 

事務局： 基本課題４で特徴のある施策としまして，70ページ施策の方向（３）男女共同参画の

地域づくりでは，地域活動に参加したことがある人の割合ですが，過去 3年以内に地域活 

動に参加したことがあると回答した人の割合で，今回も 60.9%と昨年の 65.4%を下回り，

平成 19年度の 72.3%をピークに 2年続けて減少し，最低となっています。 

    この傾向は，昨年 6 月に実施しました市民意識調査で，地域における社会活動を行って

いるかという質問に対して，特にないと回答した人の割合ですが，前回調査の平成 16年の

41.4%から 59.3%と参加率は低下しており，同じような傾向がうかがえます。 

    推進本部評価は，自治会，社会教育関係団体などに対して，自治会活動等に参加しやす

い支援や働き掛けを行うとともに，今後も地域活動への男女共同参画を促すための研修会

や出前講座を開催し，啓発に努めていくとしました。 

    今回も前年に続いて数値が下がった訳ですが，昨年は不況ということが原因と考えてい

ましたが，まだ更に％が下がってきた原因についてはいくつかあろうと思いますが，

分析していませんので分かりません。 

土川会長： 説明のなかったところも含めまして，ご意見ございましたらどうぞ。 

永戸委員： このグラフの傾向は顕著に景気が悪化してきたことと相関関係があるんでしょ

うか。 

事務局： 見方ですが，これまで着実に伸びてきていたが，リーマンショックを受けて雇用

環境にも影響し，時間やお金も含めて余裕がないとみるのが自然かなと思います。そ

れ以外に考えられることは見当たらないです。 

土川会長： 育児休業や介護休暇が一部改正されましたので，事務局に言いまして参考資料

を配布してありますので，参考にしてください。 

    市の方で男性が育児休業を取った方はみえますか。 

事務局： 市ではまだ１人もいません。隣の亀山市で今年，職員が取得した記事が新聞に大

きく載りまして、先を越された形になりました。休暇を取得した配偶者は鈴鹿市の職

員ということです。 

事務局： 取得した職員は企画部門の職員で、ちゃんと代替要員を確保した上で取得したよ

うです。どういう状況で休めるかということですが，今，育児休暇を取りますと正規
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の職員は配置せずに臨時職員で対応することになっています。それで企画は仕事が回

らないということで，増員までして休みを取っているというのは計画的なような気が

します。 

杉﨑委員： この 70ページの地域活動に参加したことの割合を見ていると，私の狭い地域の

状況を見ていても同じような傾向が出ています。最近は，自治会活動なんかに参加し

ないんです，だんだんと参加者が減ってきています。私，自治会長を 7 年しています

が，同じような活動を毎年していても，だんだん減ってきているような気がします。 

   また，老人会に入ってボランティアとして草刈りを行いますが，こちらも減る傾向に

あります。高齢で動けないということありますが，公のことに動くことはどうもとい

う人もあるようです。これは私の歪んだ目の映りかもしれませんが。他にも退職教員

の会もしていますが，どんなによい企画をしてもだんだん参加しなくなってきていま

す。７００何人の組織ですが，１００人を目標にやってきているが参加者が減ってい

ます。よいことをやっているんですが参加者が減る傾向を，このグラフを見て同じよ

うなことを感じました。 

土川会長： 私も老人クラブの会長をしており，地域のためにボランティア活動を行ってい

ます。なかなか難しい問題があるかもしれませんね。 

事務局： 男女共同参画とは少し違うんですが，この地域づくりの視点からも，まず地域で

のつながり，人と人のつながりを重んじる活動を現在，地域課を中心に取り組んでい

まして，地域づくり協議会の立ち上げをお手伝いさせていただいています。こういう

活動を通じて地域のつながりが強くないと，災害とかいざという時に困ることになり

ます。やはり自分たちの町は自分たちで守るということを広げていかないといけない

と思います。そのためには，こういう地域活動に参加した人の割合を増やしていかな

ければならないと思っています。 

杉﨑委員： 参加してもらうためには，魚を寄せるように撒き餌が必要なんですが，あまり

効果がないんです。 

坂倉委員： 特にここは子育て支援や高齢者支援，まちづくりは結びついていかないと将来

不安ですよね。ここで出てきた具体的な課題はどんなものがあるのか，子育て支援を

やってきて子育て支援課がどんな課題をもっているのか，ここでは困っていることを

出しながらまちづくりとつなげていかないとダメだと思います。 

事務局： これは特徴的なことですが，ホンダさんＯＢの方々が各地域においてたくさん活

動をしていただいており，ありがたいことだと思っています。 

杉﨑委員： 自治会にもホンダＯＢの人がいて，組長をやってもらった時は本当に助かりま

した。２年で組長が変わると途端にそれで切れてしまうというのも，私のやり方がま

ずかったのかもしれません。 

事務局： ホンダのＯＢの方は，きちんと仕切ってやっていただいていると思います。 

土川会長： 企業の中で人材育成なんかを行っているんですか。 

大塚委員： 元気な方が多いので，時間を持て余しているのではないですか。 

土川会長： 企業の中で学ばれた何かノウハウがあるんでしょうね。 

大塚委員： 多分，仕事の回し方がそういうものですから。組織とかグループとか集団活動

や訓練で身に付いたものを地域で実践しているんだと思います。 
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土川会長： 今，坂倉委員さんも言われましたが，地域づくりというものは子育てや介護、

防災も含めて，何か連携しながらやっていかなければ共同参画につながりませんね。 

   地域づくりのための連携の会議というものが，市にはありますか。 

事務局： 「みんなで考えるまちづくり条例を考える会」というのがあり，１年半余りにわ

たり，各団体の代表者や公募の市民の方、市の職員 34名で構成し，今年の 3月に市長

に提言書を提出いたしました。現在，地域課においてまちづくり条例を作りつつあり

ます。これは理念的なものであって，具体的なところまではいっていません。基本条

例ができましたら，今度は各地域のためにもっと具体的なところに入っていくのかな

と思っております。 

土川会長： それでは、基本課題５へ移りたいと思います。 

事務局： 80ページ、基本課題５ 社会問題化する人権侵害への対応と心と体の健康づくり

支援の施策の方向（１）ＤＶ，セクハラ，児童虐待当人権侵害対策の推進は，ＤＶを 

 

直接的，間接的に経験している人の割合ですが，昨年から設問としては不適切なため

調査項目に入れていません。この指標については，新基本計画の実施計画の中で，Ｄ

Ｖ，セクハラ等の相談件数などに見直したいと考えています。 

    昨年実施しました市民意識調査では，ＤＶ等を受けたことがあるかという設問では

なく，女性の人権の一つとして，ＤＶやセクハラ，ストーカー行為の認知度，行為を

受けたとき相談できる機関の認知度，女性に対する暴力をなくすために必要なことを

聴いています。 

    推進本部評価として，ＤＶ・児童虐待に関する研修会やリーフレットを使った啓発

を行う。この問題は，ＤＶの担当課だけでなく関連する部署の役割分担や，効果的な

施策の検討を全庁的な取り組みとして続けていく必要があるとしました。 

    参考にＤＶの相談状況ですが，ＤＶの相談は当課のほかに子ども家庭支援室でも受

けています。子ども家庭支援室は虐待を含む児童相談はかなりの件数がありますが，

婦人相談の件数としまして 21年度，これは夫のＤＶだけですが 39件の相談がありま

した。また，男女共同参画センターの方で受けたＤＶ相談の件数は 25件となっていま

す。ここでは直接ＤＶの対応はできませんが，難しい案件の場合は関連する機関へ連

絡を取ったり，子ども家庭支援室と連携して対応に当たったりしているのが現状です。 

    今後は，当課だけでなく，関係する部署すべて情報を共有しようということで，関

係課を回って連絡を密にするという意思確認をしてまいりました。どの部署において

も状況が分かるような対応が取れる体制を考えていきたいと思います。 

土川会長： 虐待事件があった時などの連携に男女共同参画課は入っているんですか。 

事務局： 事件が起こったら開くのではなしに，鈴鹿市要保護児童・ＤＶ対策地域協議会と

いうのがあり，その中に当課の近藤副参事がメンバーとして参加しています。この協

議会は年２回の開催となっています。 

坂倉委員： 実務者レベルの会議ですか。ここには副参事ということですが。 

事務局： この協議会は市職員だけで会議ではなくて，要保護・ＤＶに関係のある機関とし

て鈴鹿市医師会，津地方法務局人権擁護課，鈴鹿警察署生活安全課，県北勢児童相談

所，県福祉事務所，県女性相談所，市の教育研究所，消防本部，福祉関係部署が参加
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して行う協議会となっており，関係者同士で情報の共有を図っています。 

坂倉委員： とにかく庁内の実務レベルの連絡会議が必要だと，四日市市のベテランの相談

員が言っていました。医師会などが入る別の会議もあっても構いませんが。庁内の福

祉や学校関係の情報を交換する連絡会議はあったほうがいいように思います。 

事務局： 学校関係にしても何か閉鎖的で情報が・・・なかなか難しいんです。個人情報の

問題もありますので。 

土川会長： いろいろな相談にも当たって見えると思いますが，こういう問題は。 

佐脇委員：児童虐待としての相談は来ませんが、ＤＶはありますね。 

事務局： 実際ＤＶ被害者も，どこへ相談したらよいのか分からない人もみえると思います。 

佐脇委員： 個人情報の関係でどこまでやったらよいのかが。去年は北勢地区にシェルター

を作るとかありましたけど。 

事務局： 四日市市には民間のシェルターがあるというふうに聞いています。 

事務局： シェルターも近いところにあったらいいというものではなくて，被害者が逃げて

いけるように遠いところにあるほうがよい場合もあるようです。こういう施設が必要

だというのは分かりますが，北勢地区にあればよいのか，そういうことは子ども家庭

支援室と相談しながら検討しなければならないと考えています。 

坂倉委員： 四日市市にはシェルターはないと思います。昔のように母子寮に預かってもら

うのはあるかも分かりませんが。いつでも行けるような民間の施設はないんです。遠

いところへ行くのもいいですが，県の支援センターへ送るまでにその人が泊まるとこ

ろということで，一時，北勢には一つあったほうがいいのかなと思います。 

佐脇委員： 県に送った後は県が対応しますしね。 

事務局： 市営住宅も直ぐに入れるようなところは鈴鹿にはないみたいで，住宅課と連携し

ているようですが，浴槽がないので入れないとかそういう状況があるみたいです。 

坂倉委員： 住宅の場合はシェルターでなくて，自立するときに優先的に一時お貸しするも

のじゃないですか。 

事務局： 泊まるところがない場合，鈴鹿では住宅施設が空いていればと聞いています。 

坂倉委員： まあいろんな方法がありますよね。 

土川会長： それも去年の提言を受けて５ページに挙げてもらってありますから，是非具体

的に進めてもらいたいです。子ども家庭支援室と連携を取りながらと書いてあります

ので，四日市市とも連携しながら県に要望していただきたいと思います。県にやって

もらうのですか。 

坂倉委員： 県が全部するのではなくて，初動的なことをやり，そこへ民間がかかわるよう

な方法で。 

土川会長： このようなことで少し急ぎましたけど，基本課題５までやらせていただきまし

た。また次回，今日話し合ったことを挙げていただいて，もう少し詰めることがあっ

たら詰めさせていただく形でよろしいでしょうか。それでは事項書１を終わらせてい

だきます。次に事項書２のその他について事務局からお願いします。委員の皆さん，

ご協力いただきありがとうございました。 

事務局： 事項書２のその他でございますが，２点連絡と確認をしたいと思います。昨年，

皆さんに審議いただいた鈴鹿市男女共同参画基本計画を推進本部会議にかけさせてい
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ただきました。一部，内容的に整合性が取れないとの指摘があり，基本計画の 22ペー

ジ，施策４防災，環境分野等における男女共同参画の促進の単位施策１に消防団が入

っていましたが，この消防団と担当課の消防総務課を削除させてもらいました。 

    また，別紙でお配りしている「鈴鹿市男女共同参画審議会会議運営に関する確認事

項」で議事録は無記名の議事録（発言要旨）を作成するとありますが，最近は無記名

でなく実名で報告する審議会が増えてまいりました。こちらの審議会についてはあま

り個人情報に関することも出てきませんことから，実名で議事録に掲載させてもらっ

てもよいかどうか，お諮りしたいと思います。 

永戸委員： これはそうすべきだと思います。責任を持って発言させてもらっているので。 

事務局： 公表する前には各委員さんに確認していただきますし，発言要旨をまとめて概要

として公開させてもらいます。 

土川会長： 皆さんよければどうですか。事務局で仕切ってもらっていますので。 

事務局： 議事録には名前を公開するということでよろしいでしょうか。 

    （委員，はいの声あり） 

    続きまして，次回（第２回）審議会の日程ですが，この忙しい中申し訳ございませ

んが，8月 17日（火）の午前 10時からとさせていただきました。また，第３回審議

会は改めて皆さんの都合を確認の上，連絡させてもらいます。何故，続けて審議会を

開催するかといいますと，昨年の審議会答申が遅れて，取り組む時間がなかったこと

もあり，９月の推進本部会議にも報告したいということが理由でございます。 

事務局： 実は推進本部会議の中で，答申が遅いとＰＤＣＡサイクルに基づく検証ができな

いのではないかという指摘がありまして，少し急がせていただくことになりました。 

事務局： 最後に，男女共同参画みえネット夏の学習会のチラシを置かせてもらいました。 

永戸委員： 県のフレンテに登録しているみえネットで学習会を企画しました。今日も話が

ありました審議会委員 30％にということで，市民活動団体のほうからも後押しをしな

がら研修もしながらどんどん参画しようという試みです。是非，いろんな方に参加い

ただきたいと思います。 

事務局： これをもちまして平成 22年度第 1回鈴鹿市男女共同参画審議会を終了させていた

だきます。本日はお忙しい中ご出席いただきありがとうございました。 


