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平成22年度 第2回 鈴鹿市男女共同参画審議会会議録  

                     

○ 日 時： 平成２２年８月１７日(火) １０時００分～１１時４０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，杉本委員，永戸委員，林委員 (7人) 

欠席委員： 大塚委員 (1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22年度第2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，7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。 

今回は，前回に引き続き，平成 21年度鈴鹿市男女共同参画プラン(改定版)進捗状

況評価についてご審議をいただきたいと思います。ここからの議事進行につきまし

ては，土川会長にお願いします。 

 

２ 会長あいさつ  

     皆さんおはようございます。審議会の開催が詰まっていますが，第 1 回に引き続

き審議をお願いします。前回欠席された杉本・林委員さんが今回出席されてみえま

すので，進捗状況について気付かれたことがあればご発言ください。まず，杉本委

員さんどうでしょうか。 

 

３ 議事（事項書１） 

杉本委員： 見せていただいて前回の事項書にもあるように，結構，男女共同参画課のほう

も努力されているようです。本来なら各課の意識が上がって変わっていってもらう

のが一番よいのですが，課によってかなり温度差があるように感じました。 

また，登用率が変わらない課もありますが，これはどうするのかというと，トッ

プダウン的にやれば簡単に済むことでしょうが，下から上げていくという意思で動

いていますので，中々進展が難しいのかなと思いました。今のまま続けられるのか，

無理やりにでもやってしまうのか，どちらかを選択せざるを得ないのかなという感

じを受けました。しかし，徐々に変わっているのでそのままでもよいかなとも思い

ますし，形骸化したところは無視しても仕方がない，でもよく見てみると女性が入
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らないとうまくいかないような審議会だと思います。やはりトップダウンで圧力を

加えることも止むを得ないし，意識を転換する方策を考えなければいけないと思い

ました。それでも意識は徐々に変わってきていますが，ほとんどが女性の地位のア

ップという感覚なんです。逆に女性の環境整備みたいなものですから。 

最近，雑誌を見ていてワーク・ライフ・バランスですか，そのワーク・ライフ・

シナジーに変えろという話がありまして。バランスというと何かを犠牲にするとい

う感覚ですが，どちらもシナジー効果があって，育児などを行っているとそれが職

場でも活かせるというシナジー効果があるような。そのためには，男性の職場の環

境などを変えなければならないのかなと感じました。男性の職場の環境を変えるほ

うにも少しは目を向けたほうがよいという感じを受けました。 

また，新聞に男性のお小遣いを上げようではないかという記事が載っていたまし

たが，それもおもしろいなと思いました。 

土川会長： ありがとうございます。貴重な意見をいただきましたので，また考えていきた

いと思います。次に林委員さん，お願いします。 

林 委員： 市民会議に携わっていますと，いろんな審議会から委員を出してくださいとい

う依頼がありますが，課によっては女性の登用率を上げるために女性を出してくだ

さいという指定もありますが，取りあえず会長さんにお願いしますという課もあり，

そこの差が大きいように思います。登用率を考えている課の担当者は女性の人が多

いようです。 

     前回休ませてもらったのは，義母急に亡くなったからですが，その義母もいろん

な働き方をしていて，考えさせられることがあったんです。ワーク・ライフ・バラ

ンスというと今働いている状況をいいますが，人生におけるワーク・ライフ・バラ

ンス，この時期には，介護が必要だったり，この時期には教育のことが必要だった

り，長い意味での働き方を考えなければということを夫とも話しました。 

夫も積水ハウスの営業マンでものすごい働き方をしていましたが，娘の夫も同じ

会社で営業をしており，孫を見ていて，30分でいいから早く帰ってこい，子どもの

笑顔を見ろと，ここから学ぶものはすごく大きいということを聞いて，自分の子ど

もは面倒見なかったのに孫を見ると，ワンクッションおいて見て，長い人生の中で

何か価値を見出すことを考える機会があるといろいろな物の見方も変わっていくの

かなと思いました。 

     今，就職がなかなかできなくて，就職活動をしている女の子の中に取りあえず結

婚しちゃおうかというのがあって，男女共同参画の基本というのはいろんな意味で

男性も女性も自立していかなければいけないのかなと感じました。 

土川会長： 今の二人のご意見に対して感想とか意見がございますか。第 1 回の議事録がい

っていると思いますので，確認していただいて，提言の内容にうまく入っているか

というチェックもお願いしたいと思います。今回から，各委員の名前を入れて議事

録を作成するということになりましたので，前回の内容等で自分の発言内容と違う

ということがありましたら，言っていただいたほうがよいかと思います。要約して

いただいている部分もありますので，事務局へ連絡していただければと思います。 

永戸委員： とてもよいコメントをいただいたと思います。杉本委員が言われたワーク・ラ



 

3 
 

イフ・シナジーという相乗効果という部分が非常によい視点だと思うし，あと人生

の過程の中での必要な時期でのワーク・ライフ・バランスの考え方が，企業を含め

家庭内も含め，いろんな形で制度的に出来上がってくればよいのかなという気がし

ました。 

今，一律に何でもかんでもワーク・ライフ・バランスという形ですから，ちょっ

と無理があるように思います。こういった思考がいろんな形ではめ込んでいけるな

らば，いいのかなという感じがしました。 

佐脇委員： 林委員が言われた中で，若い子の中になかなか自分で自立して人生を作ってい

くという意識が希薄になっていて，結婚すれば何とかなるというそういう感覚の人

がいるということですが，前回もそのような意識が非常に低下している部分がある

ということがどこかにあったと思います。今，その話を聞かせていただいて，実感

するところですので，そういうところをもう少し入れていただければようのかなと

感じました。 

土川会長： 今の意見を聞いてどうでしょうか。坂倉委員さん。 

坂倉委員： 審議会のところで各課に温度差があるというふうに，お二人とも指摘されてい

ましたので，各課によって違うということをどこかに入れた方がよいと思います。 

土川会長： 毎回，出ますが，関心を持ってくれる課と後回しにしている課の温度差があり

ますので，書いてもらうということで，提言を読みながら入れていきたいと思いま

す。佐脇委員も言われた若い世代からの自立ということもとても大切な部分だと思

いますので，そういうことが入っているかもチェックできると思います。 

杉﨑委員： 林さんや永戸さんが言われた言葉を座標軸に書いてみました。現在から未来へ

動いていく様子を立体的に見てみると，今の状態で決めつけてしまうのではなしに，

ずっと流れていく，やはり変わっていかなければならないのかなということを永戸

さんの話とかみ合わせてみると，みんなが歳を取っていく，子どもは子どもで育っ

ていく中で，今の狭い中で判断しているだけではいけないような気がするというふ

うに受け止めさせていただきました。 

私は 20世紀の中で凝り固まってしまっていますので，なかなか入れませんが，こ

ういう場に出させてもらい勉強させてもらい有難いと思っています。 

土川会長： 先日も教え子の同窓会があって出かけたんですが，その年代の男性というのは

定年後何をしていいのか分からないというので，少しはごはんを作らなければいけ

ないのよと言うと，そんなこと僕はできませんよ，そんな怖いことを言わないでく

ださいというので，男女共同参画って知っているかを聞くとあの怖いことですかと

言うんです。これからこういう人たちがどんどん増えてくる訳です。同窓会に来て

いる世代は意外とだめなんです。 

地域の中での男女共同参画はここで話しているイメージとは程遠いんです。ここ

で話しているほうがまだレベルが上です。そういう人たちはそういう世界があるん

ですが，その人たちがいかに何も分からない世代と地域の中でどうやってうまく入

り込んで，温度差があるところを埋めていくかという住民の役割もあるかと思いま

す。行政もそういう共同参画を考えていかなければならないし，長い人生のスパン

の中でのワーク・ライフ・バランスにつながるのではないか思います。聞いている
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とあまりにもひどいので，うちの夫なんかは優等生だと思いまして，何でも一所懸

命やってくれています。もう 80歳近いですが，帰って来てからは自分でしなければ

あかんと思ってやってくれています。余談にありましたが，今日は評価の案があり

ますので，これを取りあえず事務局のほうで説明をしてもらいますので，これでい

いのか，足す部分があるのか，言ったことが入っているか，をみんなで考えて最終

まとめにつなげていくようにしたいと思います。それでは案を事務局のほうで読ん

でいただけますか。 

事務局： では前回皆さんからいただいた意見を事務局でまとめさせてもらいました。平成

21年度実施施策に対する男女共同参画審議会評価・提言（案）の総括評価としまし

て，  

「審議会等における女性の登用率については，毎年審議会の改選で変動はあると思

うが，昨年に比べて 0.1％の微増の 25.2％とほとんど横ばい状態にある。まだまだ

充て職の関係もあって男性のみの審議会等もあることから，こうした審議会等の実

態を把握しながら，少しでも登用率がアップするよう更に改善に努めること。 

また，男女共同参画意識の醸成がなかなか進まず，性別による固定的性別役割分担

意識が徐々に上がる傾向にあることから，家庭，地域への男性の参画を重視した意

識啓発を中心とする事業や取組みを積極的に推進されたい。」としました。 

続いて，基本課題１ 

○女性登用率が 40％を超えている審議会もある。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。しかし，まだ 0%や 2%，7%という審議会もあ

る。本気で女性登用を考えるならば女性を入れられるはずである。今後どのように

改善するのか計画を作るとともに，充て職が原因で改善できないのであれば，条例

や要綱を変えてでも充て職をやめて改善していくこと。 

○報告書を読むと，やむを得ないという消極的な姿勢の所属や，男女に関わらず識  

見がある人を選ぶという傲慢な姿勢の所属がある。女性登用率 30%という目標の意

味を職員は認識するとともに，選出母体にも知らせること。また，報告書には，ど

こまで踏み込んだ実績なのか，今後どのように取組んでいくかということを，もっ

と具体的に書くこと。 

○長期的な視野で，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も必要

である。土壌づくりについて考え，いろいろな女性が関われるような仕組みを工夫

していくこと。 

  続いて，基本課題２ 

○男性の料理教室のように，男性の参加者を増やす取組みはよいが，単なる料理講

座ではなく，男女共同参画の視点を入れていくこと。また，公民館で行われている

男性の料理教室についても，男女共同参画課と生涯学習課が連携して，男女共同参

画の視点を入れていくこと。 

○市職員の新採研修や男女共同参画推進員研修を実施しており，このことについて

は評価できるが，管理職研修についても実施すること。推進員制度が機能するかど

うかは，管理職次第である。 

○若い世代にはホームページによる情報発信が有効である。男女共同参画センター
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のホームページを更に充実させること。 

   続いて，基本課題３ 

○企業に対する啓発等は難しい部分があるが，情報発信を行うなど，企業への啓発

を地道にやっていくこと。 

○入札時に，企業に対して男女共同参画の啓発を行うこと。また，市施設の指定管

理者を決めるにあたっては，男女共同参画の視点からも評価すること。 

続いて，基本課題４ 

○地域づくりというものは，各分野と連携しながらやっていかなければ男女共同参

画の推進に結びつかない。子育て，介護，防災等の現場において実際に起きている

問題を課題として取り組み，そしてまちづくりとつなげていくこと。 

続いて，基本課題５ 

○ＤＶ等に連携して対応していくには，庁内の実務者レベルの連絡会議が必要であ

る。庁内の福祉関係部署や学校関係部署が情報を交換する連絡会議の設置について

検討すること。 

○北勢地域にシェルターを設置するよう子ども家庭支援室や四日市市と連携しなが

ら県に要望すること。としました。 

土川会長： それでは総括評価から意見をいただきたいと思います。表現とか内容についてど

うでしょうか。 

杉﨑委員： 総括の下から２行目の「家庭，地域への男性の参画を重視した意識啓発」が分

かりにくい。男性の参画を重視した意識啓発はどのように解釈するのか。男性が余

り参加していないんですか。 

事務局： 前回も地域への参加率が年々下がってきているといデータがあったと思いますが，

そのあたりから地域への男性の参画の必要性があることから入れました。 

杉﨑委員： 地域はむしろ男性のほうがいいという思いがあるので。こういうふうに書かれ

ると私は，違和感を感じてしまう。家庭だけにしても，家事のとらえ方が間違って

いると思う。家事とは家の仕事ですから。私は料理，洗濯だけが家事ではないと思

っているので。 

土川会長： 男性とか女性とか言わずに男女共同参画といったほうがいいかもしれませんね。 

    場面によっては女性が参画しているところもありますが，まったく女性が関わって

いないところもありますので，もし強調するのであればもう少し表現を変えてはど

うか。地域活動での女性の役員を増やすとかにしてはどうですか。 

杉﨑委員： 私は限定しているところが気になる。 

事務局： 表現を変えるとすれば「男性の参画」を「男女共同参画」とすればどうですか。 

土川会長： 女性の登用との関係がありますから。 

坂倉委員： ただ男女共同参画という全体を見たときに，問題なのは男は仕事，女は家庭と

いうアンバランスをいっているので，こういう書き方はしますよね。男性のこれか

らは全体的に見た場合，自治会だけみるとあれですが，全体的にみた場合，男性の

家庭参加，女性の仕事への参加，地域社会への参加というそういうバランスを取る

ということが，男女共同参画社会をつくるということなので，私はあまり問題では

ないように思いますが，ここでこういう書き方をするかどうかというのは，提案な
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んですが，総括評価はできれば最後して，全体をみた上で杉本さんと林さんの意見

も入れて，ここでは総括でどういうふうに，基本課題の具体的な書き方ではなく，

どのようなことをここで述べるかは考え直したほうがよいと思います。ここで書き

方をいうよりも，提案です。 

土川会長： 一つひとつの細かい書き方ではなくて，こういう内容を入れるとかいうことか

らまず。例えば数値目標的なことはその後にいくかもしれませんが，登用率でも少

しでもアップするような表現でいいのかどうか。市長に提言するのに，少しでも登

用率がアップというのは，私たちとしては現在 25.2だけれども少なくても 30にな

るように努力してほしいとか，あるいは登用率 0 のところをどうしたら改善できる

のかの検討を男女共同参画課と一緒に取り組んでほしいとか，何か具体的なイメー

ジが見えるような表現がほしいと思います。 

基本課題の 1 から５を含んで総括評価は入っていかなければならないので，もう

一度見直していただいて，このような内容を入れてはどうかを言ってもらって，事

務局のほうで文章をまとめてもらってはどうですか。そういうことで全体的に内容

も工夫していくということで，杉﨑委員どうでしょうか。 

杉﨑委員： はい。 

永戸委員： 基本課題１の２つ目で，識見がある人を選ぶという傲慢な姿勢の所属あるとい

う表現がちっと違和感があります。識見がある人を選ぶという部分は本来，いいと

思いますが，次の傲慢なという表現が，かなりポジティブであるため，反対意見も

出てきますので表現は変えたほうがよいと思いました。 

土川会長： ちょっと傲慢という言葉が耳に残りますね。 

坂倉委員： 私の意見だったと思いますが，傲慢という言葉を使いましたか。もし使ってい

たらすみません。ほかにも男女に関わらず識見がある人を選ぶというのは，開き直

りです。その意識はやはりおかしいと思いますし，私のところは男女に関わりなく

ちゃんとした人を選んでいるから，女がいなくても仕方がないというところにつな

がっていきますから。 

永戸委員： 基本課題２の１つ目，最後のほうに生涯学習課と連携してとあるので，料理教

室という言葉がここで特化されているようなので，生涯学習全般について，そうい

う部分が意識された中で，料理教室においてもという形にしたほうがよいと思いま

す。ここでは料理教室だけを言っているイメージがあります。 

土川会長： 料理教室をしたら男女共同参画という錯覚が結構あるんです。料理教室は人気

メニューなので，それをやっていると男性の意識改革をしていると思われがちです

が，それは一つであってという意味合いのことが前回もありましたね。生涯学習の

中身をもう少し，男女共同参画の視点で連携してやってもらえるとよいという話は

あったと思います。 

永戸委員： それともう一つ，基本課題２の２つ目のところで，職員の新採職員研修やとい

う部分があり，これは本当にいいことですが，杉崎さんも当初から言われていたよ

うに教職員の研修も課題としてここに入れてもいいような気がしました。子どもた

ちを育てていってもらうという意味合いにおいては，教職員の研修みたいなものも

同時に，教育の観点からも入れていただくと非常に厚みが増してくるのではないか



 

7 
 

という気がしました。 

土川会長： 永戸さんのように具体的なことを言っていただくと総括評価のイメージも出て

きますので，どこからでもよろしいですから，ここをこういうふうにとか言っても

らいましょうか。どこからでもよいということですが，基本課題２の推進員の方を

活用していくということを言いたいと思いますが，これはとても大事なことで鈴鹿

市さんが立ち上げているよい制度です。そこのところの書き方をもう少し具体的に。

推進員制度が機能するかは管理職次第であるというよりは，ちょっと何かどうした

らいいか，どういうふうに活用したらよいのかというふうに書いた方が、私たちが

提言する訳ですから。こういう方をこういうふうに活用してほしいという書き方の

ほうがよいのかな，このあたり少し考えていただきたいと思います。それと書き方

のスタイルはどうなんでしょう。「～をすること」とするのか，「～をしていただき

たい」とするのか，「～してほしい」とかありますが。 

事務局： 今までは「～されたい」という要望的な書き方をしてきましたが，県の審議会な

どの評価を見させてもらうと，「～すること」というふうにまとめられていましたの

で，今回の評価・提言はこちらに合わさせてもらいました。 

土川会長： 総括評価のところにそういう表現をしておけば，「～すること」でもいいんです

ね。 

林 委員： 基本課題２のところで，企業や教育の部分の啓発だけでなく，一般の人たちに

も啓発は必要だと思うんです。一般の女性の人の中にも男女共同参画の視点がない

人もいる訳ですから，そのあたりの啓発もここに入れてほしいと思いました。 

土川会長： 総括については，みんなどういう内容で校正しようかいうことは，後で議論し

たいと思いますが。 

坂倉委員： あまりちらばっていくと分かりにくくなりますから，今，基本課題２の２つの

ところで何人かの意見が出たと思いますが，最初の部分では，料理教室が今行われ

ているという実態についての意見です。だからこうあるべきということではなくて，

今，男性の料理教室が行われているが，単に料理教室ではなしに男女共同参画の視

点を入れていくこと。そして，またがおかしいので同時に公民館で行われている料

理教室についても生涯学習課と連携して男女共同参画の視点を入れていくこと。そ

れはそれで置いておかなければいけない。もう一つ公民館全体で何をするのかとい

うのを別に入れないとぼやけてきます。これは実態に即した意見ですから，実態に

即した意見にしておかないとだめかなと思います。これは料理教室に対して言って

いることだということです。 

それから生涯学習課の仕事としては，林さんの言われたことを入れていかなけれ

ばならないし，それから人生におけるワーク・ライフ・バランスも課題にしていく

ということを入れていけばよいのであって，もう一つ生涯学習課の重要性というも

のを入れてもいいかなと思いました。 

また，この推進員制度が機能するかどうかは管理職次第であるとありますが，こ

れはここへ入れるのでおかしいのであって，もう一つ管理職研修を実施することで

終わっておいて，それから推進員制度の活用について，もっとなぜ，推進員制度を

何のためにつくってなぜ必要なのか，各課につくったということはその連携をいか
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にうまくして，男女共同参画づくりの機運を高めていくということを入れればいい

のかなと思います。推進員制度の仕事をこれも一緒にすると返ってややこしくなる

と思います。それがここの基本課題とか，そういうところで書いてあることと，総

括評価の違いになっていくのではないかと思いました。 

土川会長： 違う内容を同じところに入れていかない，入れていくとしても先程の１のとこ

ろのように，またではなしに同時にとか替えて，その続きに書くのではなくてその

下へ，行を替えて同時に民間で行っているというにしたほうがよいですね。もしそ

こに入れるとしても，もう１項目，生涯学習の重要性みたいなもの，男女共同参画

の視点の内容の取り組みというか，そういうものを充実させていくこととか短くて

いいですけど，実際この前話が出て具体的なことで，今まで女性登用しか挙がって

なかったんですが，別の視点から共同参画を入れていくことを今年は大事にしよう

ということが一番最初に出ていましたので，そういう形で生涯学習課との連携をも

う１項目入れていただくと，人生のワーク・ライフ・バランスの意味合いも入って

きます。料理教室以外の内容も取り上げますから，そことの連携があるというのは

いいんじゃないですか。 

坂倉委員： そうか総括評価の中に，それを全体的に入れるかですね。全体的に教育の必要

性が感じられるというふうに全体的に入れる，すべての面で要りますから。 

土川会長： 一番最初の総括評価の中に入れておくのもいいですね。具体的なことは課題に

入れる，そういう意味で課題に対してご意見があればいただいておくと，そこから

総括評価の内容も見やすくなるかと思います。 

総括評価というのは，鈴鹿市として今年度はどういうことがどうだったのか，ど

ういう面でどうしなければいけないということで，以下のように課題別に提言した

いというふうに総括評価は書くべきだと思います。全体のことを見とおしたことを

書いて，もう少し表現や文章の書き方の，鈴鹿市の男女共同参画の現状について審

議会では，こういうふうに評価しましたということも入れながら，書くべきではな

いかと思います。もう少し重みを入れていただいたほうがいいのかなと思います。

中身についてはどうでしょうか。 

佐脇委員： 基本課題１の３つ目のところで，土壌づくりと書いてありますが、これでは具

体的に分かりにくいので，前の議事録を見ても何の話しだったのか出てこないので，

一つ、二つ何かを入れるとよく分かるのかなと思いますけど。土壌づくりだと何を

したらいいのでしょうか。 

坂倉委員： これは人材養成のことだったと思います，審議会に登用できる女性の，しかし

これはちょっと抽象的過ぎると感じました。 

土川会長： 具体的な内容の基本課題ですから，もう少し分かりやすく書いてもらったほう

がよいかもわかりませんね。 

佐脇委員： 細かなところで基本課題５の一つ目，ＤＶ等に連携して等でまとめてあります

が，ＤＶ等とするよりはＤＶと児童虐待とセクハラというふうに並べておいてもら

った方が分かりやすいと思いました。 

土川会長： 言うほうは簡単ですが，まとめる方は大変だと思います。折角ですので少しで

もいい形にして市長に伝えたいと思います。あつかましく直していますが，事務局
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の方は気を悪くしないで，それも私たちの役目だと思っておりますので。 

坂倉委員： 去年のことは忘れましたが，今年は書き方が具体的でいいなと思いました。 

土川会長： 昨年はパワーポイントを使って，結構時間が掛かけ，その都度チェックをしま

したから。 

坂倉委員： やはり鈴鹿の評価ですから，鈴鹿の実態に即して書かないと，今回はそのあた

りをよくまとめていただいたように思います。 

土川会長： 細かいところを更に見ていただいて，総括評価をグレードアップしていきたい

と思います。 

杉﨑委員： 基本課題３が分からないんです。企業等の啓発は難しい部分があるが，情報発

信を行うなど地道にやっていくということが。 

土川会長： 企業に対しては，行政からの取り組みというのはどこでもこんな感じのように

思います。他にも表彰制度とかを入れてみえますので。 

杉﨑委員： 情報発信しかないんですか。ここのなど。 

土川会長： なかなか難しいところもあるようです。 

杉本委員： 現実は多分，企業の環境が急激に変わりつつあるので，男女共同参画は逆に先

進するのではないかと思います。そうしないと会社が成り立っていかない状況に追

い込まれていますから，逆に男女共同参画を進めないと企業として生き残れない，

リーマンショックから急激にそういう状況になってきています。大企業だけでなく

小さな企業でもそうしないと難しいのではないか，意識転換をしていかないと難し

いのかなと最近感じました。啓発を進めることについてはよく分かりませんが。 

永戸委員： こういう時期が逆にチャンスなんです。 

土川会長： 行政ができることといえばこういうことで，企業に対しては労働局や県と連携

しながらということになるんでしょうね。こちらからこうしてくださいとはなかな

かいかないでしょう。表彰制度については、今年書かなくてもいいんですか。 

事務局： 県のほうに企業表彰制度がありますので，そちらのほうを優先しています。産業

政策課と連携して市内企業を推薦する形を取らさせてもらっています。 

土川会長： 県の表彰制度の推薦などを通して企業への啓発を地道にやっていくこととか，具

体的にまとめたほうがいいです。 

事務局： 12ページのところにまとめたものがあります。 

杉本委員： 大手の企業がかたまっていますので，産学で何か一つのイベントを行うとか，

お互い同じ土壌で考えるのもどうですか。 

永戸委員： 杉﨑委員の言われた分からないという意図なんですが，表現自体が分からない

のか・・・・ 

杉﨑委員： いや中身が分からない。表現も含めて情報発信だけでよいのかということです。 

永戸委員： この意見は私が言っていると思うんですが，極端に言いますと環境の問題とか

いうのは国や行政が積極的に企業に対して，ある意味ここまでしてくださいという

ようなかなり強い意志が入ります。そういった部分まで本来いってもいいと思うん

ですが，現状として鈴鹿の実情を見てみると，なかなか企業まで入ることに対して

躊躇している部分もありますから。あえてこの項目は入れていかないとということ

で入れているのであって，表現とかもっと積極的に何かポジティブにやる表現はあ
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ってもよいかなという気はしています。 

私の企業も DV とか積極的に取り組んでいますし，研修も年２回行っています。

大企業はかなりそういうことはやっていると思います。もっと極端なことを言えば，

各企業に何年後には託児所が備わっているとか, 企業の実情はリーマンショックの

影響で厳しくなっていますから余計に，逆行していますが。 

以前，ダイバーシティの研修に行ったときに，IBMや東レさんなど大きな企業は

男女共同参画の対応の視点を入れていかないと企業は成り立たないよという発想が

あり，それをしないと生き残れないという考え方です。そういったところまでいっ

ているかというと，全部がそこまでいっていないので。今がチャンスで発信だけは

しっかりやっていかないと，いけないという意味合いです。コストとかいろいろ難

しい問題はあると思いますが。余裕のある会社と切羽詰まった会社の対応の違いは

あるかもしれません。 

事務局： 市としてどれくらいの関わりができるかということだと思いますが、言われるよ

うに企業への入り込みは弱いと思います。 

坂倉委員： ホンダさんにはダイバーシティ推進室はあるんですか。今日はお見えになりま

せんが。トヨタも日産もありますので，ホンダさんもあってもいいように思います。 

土川会長： 基本課題３については，商工会議所との連携をしながらというようなことも出

ていましたので，具体的なイメージを入れて，産学と連携を取りながら情報発信を

通して啓発を地道にやっていくとか，何か加えられたらどうですか。商工会議所へ

も働き掛けるという話もあったと思いますが，そのへん行けるのか行けないのかは

部長さんの立場もありますので。 

事務局： 本来これは商工会議所が主体的に動くべきだと思っていますが，鈴鹿の商工会議

所はそのような体制にはなっていません。こういう意見をいただいていますので，

連携を取りませんかというアプローチは継続的にやっていく必要はあると思います。  

この商工会議所の感覚が，自分たちは企業を守ろう，その中で考えようという体制

があって，それをどういうふうに改善していこうという視点が今は見えないところ

があります。それは男女共同参画にしてもそうですし，産学協定にしても商工会議

所と連携してということ挙げたことがありますが，これは各企業でうちは関係ない

というニュアンスが強いとこなんです。ところが，豊田とか豊橋とかは商工会議所

がかなり積極的に企業に向けてやってくれています。商工会議所へも啓発し，そこ

から発信してもらうようなことも必要だと思っています。 

土川会長： 何か具体的に替えていくための窓口を入れておいてもいいのではないですか。 

坂倉委員： 商工会議所の前にここは，市の産業政策課との連携を書いておけば，そこが課

題を持つわけですから。 

土川会長： 窓口である市の産業政策課が，これを読んでそういうところと連携していく，

すべてここがやるわけではなくて，市役所の各部署がこれを読んで参考にしてもら

うためですから。 

坂倉委員： 結局は全体が総合行政であるということをここで言うとすれば，産業政策課と

課題を共有して情報発信を行うという形にしていく方がいいのかなと思います。 

土川会長： これはどういう観点で課題に対して書いているのかということとの関係もあり
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ますし，その関係する課題が関わってくる部署に対して言っている部分もあります。

それは全部関係あるわけですから，総括評価の中に総合行政として関係部署で取り

組みをお願いしたいというように入れればいいわけですね。 

商工会議所にしてもそれを書いておかないと，そこが自分のところかどうか思わ

ないと気がありますから。きちんと書いておかないと男女共同参画課が行くのかと

思われる場合がありますので。 

坂倉委員： どういう課題があって何をするのかということなんです。だから監督署とも職

安とも連携しなければいけないし，ということもあるので， 

土川会長： 総合行政ということを総括のどこかに入れておく必要がありますね。 

坂倉委員： そのことが一番大事だと思います。 

土川会長： それぞれに関係があるので，そういう意味でこの後はとらえてほしいというこ

とをきちんと言っておかないと。市長はそのあたりは分かって見えると思いますが。 

事務局： 商工会議所の中にも青年部というのがあり，ここはかなりタイムリーな課題につ

いて勉強しようという意欲がありますから，そういうところとうまく連携してやれ

れば企業に入っていくことができるか分かりません。 

坂倉委員： まあ，課全体が変わらないと変わらないですが。 

土川会長： 本当にこういうところにみんなが配置換えで来てもらうといいですね。 

坂倉委員： それが一番いいんですけど。 

土川会長： そうすれば物の見方がかなり変わると思います。１年づつ替えることができる

といいですが。そういうことで総括評価を検討してみてください。 

杉本委員： 基本課題１の一番初め，女性の登用率が 40％を超える審議会がありますが，40％

になってどんないい変化や相乗効果があったとか，環境が変わったというようなこ

とはあったんですか。こう変わったから選びましょうというふうに，褒める部分の

言葉が使えるのであれば。 

事務局： 40％を超えている審議会の内容や効果等についてのデータは取っていませんので，

分析まで至っていません。中には 50％の人権の審議会は設立当初から男女比を考え

ていたと聞いていますが。 

杉本委員： 姿勢がみえているのでいいのですが。 

坂倉委員： そういう分析が必要ということをここに挙げなければなりませんね。 

土川会長： 推進委員の方の傍聴者数は延べ人数にするとたくさんいると思うんです。そう

いうのも一つの実績というか，いいこととして挙げて前向きに取り組まないとダメ

でね。欠点ばかり言うのは嫌いです，いいことを見てもらうことによってやる気は

でると思います。 

以前にも同じように総合計画に生かしてもらったことがありました。最後のほう

に暗いことばかりが書かれてあり，こんな鈴鹿市をつくるのですかと言ったことが

あります。もっと夢のある言葉でこんなことを入れませんかと言ったら早速入れて

くださいましたから。その一言が新聞記事の見出しになっていました。やはり夢の

ある言葉がないと共同参画も落ち込んではいきますが，伸びていきません。 

こんなに推進員さんが傍聴に来られるなんてことは，他の市でもそんなにありま

せん。いつも市民の中山さんも傍聴していただいていますし。そこにちゃんと来て



 

12 
 

いただいて勉強してくださる人があるというこの委員会はすばらしいと思います。 

本当に有難いと思っていますので，総括評価に入れてもらってはどうですか。去年，

市長にはたくさん来てくださっているということを申し上げましたが，今年はきち

んと数字で挙げることができますから。そういうことを入れていただくと希望がみ

えますよね。 

     市の男女共同参画の推進状況については，毎年少しずつ進展しているように思わ

れる，審議会の登用率についてはまだまだこんな状況である。毎年，審議会の改選

で変動があると思うはここへは入れなくてよいと思います。きちっと 0.1 の微増と

いう状況であると，女性登用についてはまだまだ課題があると，充て職の関係もあ

ってと書くのではなくて，そういう表現ではなくて，女性を登用しやすいような体

制づくりというか，人材育成やら選び方の見直しとかをしながら，まず０のところ

をなくしていく努力が必要であるというように具体的に書いていただくほうがいい

かなと思います。 

坂倉委員： さっきの分析をするということ入れていただいて，それでいいと思います。 

土川委員： 一方，男性の料理教室などいろいろ工夫をしているけれども，トータル的に地

域や家庭への男性の参画という面では問題があるとか，何か大きくそれぞれの課題

の中から言葉を選ばれたほうがいいのとちがいますか。あと DV とかセクハラ，虐

待など，人権の関係，そういうことも含めて男女共同参画の推進は総合行政である

ので，各課と連携しながら，もっと具体的な施策の中に少しでも反映できるように

取り組んでいただきたいという表現でも入れていただけたらと思います。 

    先程も土壌づくりということが出ていましたが，何かありますか。それとさっき誰

かが言われましたが，傲慢な姿勢のところの書き方ですが，傲慢な姿勢の所属があ

るはなくして，登用率 30％という目標の意味を各課の職員がしっかりと認識すると

ともにとか，何かそういうふうに。 

坂倉委員： これは林さんや杉本さんが言った，各課の考え方に温度差があるという言葉に

してもらったらいいと思います。これではちょっと具体的すぎるので。 

土川委員：土壌づくりはどうしますか。 

坂倉委員： 長期的な視野で人材養成をするということと，地域にいる人材の発掘にも努め

るぐらいにしてどうですか。人材はいるんです，発掘と養成は必要です。 

     総括評価のところで審議会のことは先程言われたとりでいいですが，次の男女共

同参画意識のところで，性別による固定的役割分担意識が上がっているんですよね。

そのことはちゃんと受け止めなければいけないと思います。それを家庭，地域への

男性の参画につなげていかないで，これを謙虚に受け止めて，もう一度男女共同参

画社会は何なのか，なぜ男女共同参画社会が必要なのかという原点に立ち返って，

鈴鹿全体でいろいろな課題を共有しながら，総合行政を進めていく必要があるとい

うところでまとめていただいたらどうでしょうか。鈴鹿の場合は，男は仕事，女は

家庭という考え方が悪くなっていますから。これは事実として受け止める必要はあ

ると思います。 

林 委員：これって年齢層ってありますか。 

事務局： サンプリングしたものがありますから，年代別に分かると思います。 
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土川会長： 杉崎委員も言われた，家庭・地域への男性参画・・・という部分は抜いておい

てもいいですね。 

坂倉委員： それを抜いて総合行政に持っていったほうがいいですね。事実を謙虚に受け止

めて。 

土川会長： そういう実態があるということで。総合行政として各課で進めてほしいという

ことで締めくくられたらどうですか。直ぐに文章になるのと違いますか。ほかにど

うですか。林さんが言われた人生のワーク・ライフ・バランスというのもいい言葉

だと思います。生涯学習課との連携も具体例に入れて，総括評価の最後に入れても

いいですね。基本課題の中に 1項目起こしたほうがいいですか。 

     先程，坂倉委員さんが言われた基本課題２の最初の下の部分に，そういうふうに

入れるのもいいかもしれませんね。上は男性料理教室のことを書いておいて，生涯

学習のところはもっと幅広く書いてもらうほうがいいですね。杉本委員さんどうで

すか、その土壌づくりということについて。 

杉本委員： 料理教室のほかにあるかどうか分かりませんが，育児教室とかはありますか。 

事務局： 公民館で乳幼児学級というものがあります。 

土川会長： それはまた担当課が違いますので。 

杉本委員： 現場でももう仕事するなという状況が多いじゃないですか。仕事は早く終わって

残業はするなと言われていますが，12時や１時までやっていることが効率的かいう

と 12時までやっても 6時に帰ってもあまり変わらない，単に習慣でいないと悪いよ

うなそんな会社内の環境を変えないと，昔の慣習だけでやろうとすると企業はつぶ

れてしまうと思うんです。男性として職場環境を変えないと，今までの意識をころ

っと変えないといけない気がします。自分の時間の使い方というのを，男性自身が

考えないと。 

     土川会長も言われた団塊の世代の人もまだ 20何年ありますので，その人たちの意

識をどうやって変えてやるのかすごく大事な気がします。これからはそんな意識を

かえる施策も必要なのかなと感じました。 

佐脇委員： 企業の実態で，長時間労働とか育休の取り方とか，それが鈴鹿でどういう実態

なのかがまったく分からない。基本課題３のところに情報発信のことぐらいしか書

けなくて，本当は実態がどうだからもっと啓発なり情報発信をして，改めさせると

いところが必要だと思います。そこがあまり把握できないので。実際どうなんでし

ょう，長時間労働というのは減っていますか。 

杉本委員： 減っていると思いますよ。仕事自体も減っていますから。 

土川会長： 小さいところはなかなか育休は取れないでしょうね。育休を取ると言うと何か

言われるところが多くて，でも休暇を取ると補助がでたり最近はだいぶ変わってき

ました。こんな時代ですから，従業員一人休まれて替わりを入れるのであれば，始

めから男性を採用しておくとか，若い女性は採用しないという，今言われたように，

生き残る企業の難しい面とのバランスがあり，分かっていても取れないということ

もありますね。 

杉本委員： 現実はすごく厳しい，そんな余裕ないよということで，そのへんなんか行政で

フォローしてやらないと多分無理だと思います。 
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土川会長： 大きな企業ですと家でパソコンを使って情報を交換して仕事ができるんですが，

小さい企業は無理だと思います。 

杉本委員： でも本当はそれをやらないと生き残れない。12時間労働していただいたのを 8

時間にしてもらい，12時間の能力をつくってもらう人材を育成すれば，会社とすれ

ばメリットがあるわけですから，絶対いいんです。 

土川会長： ワークシュアリングをすればいいんです。午前中しか来れない人，午後しか来

れない人をうまく組んだら，その人たちの労働力も有効活用できて，わずかでもお

金がもらえる訳ですから。ということをもっと活用しなければいけないんですが，

しているところは少ないようです。小さいところでもうまくやっているところもあ

るんです。保育所なんですが，保育士さんは女性の職場ですから，辞めてしまわれ

るより育休後に 2 時間，3 時間とか何曜日とか組んだら子どもの中に入れます。社

会保険労務士さんも関わって上手にそういうことができます。 

佐脇委員： 毎年，この企業に対する情報発信とか啓発というのは，本当に手を届かせるべ

きところに届かないという，まどろっこしい感じを受けます。 

事務局： 私の娘も某ハウスメーカーで設計をやっていますが，周りは若い独身の者ばかり

です。自分たちが仕事していて夜中も平気なんです，もちろん残業など付けてない

ですし，休みの日でも出てきているんです。何か仕事中毒みたいなところがありま

す。そのあたり個々の人間のそういう対応の仕方を変えるには，企業として経営側

が言うのがいいのか，別のところで教育するのがいいのかよく分からない。周りが

みんなそうだから見えてこないんです。何か、社会の構造的な病のような気がしま

す。 

林 委員： うちの娘も同じようなところで働いていて，労働監督基準署から注意があって

も，その時は，２・３日はしないんです。だけどまた，2時・3時に平気で帰ってき

て，その間も２級建築士の試験を受けなければならないので，ふらふらなんです。

それを見たときに，この子の人生はどうなっているんだろうと思って，喧嘩もしま

した。自分が気づくということをしてこないとだめですし，娘だけでなくて他のパ

ソコン関係に就職した男の子たちは，派遣のようにいろいろな所へ行かされて，今

の若い人たちの働かされ方というのは，本当に人権を無視しているのかなと思って

腹立たしく思います。リーマンショックがあって仕事の量が減ってきていますから，

少しづつは良くなってきていると期待はしているんです。 

以前，ファミリーサポートセンターで子どもを預かる仕事をしていたときに，若

いお母さんたちが本当に酷い働かされ方をしていて，明日急に仕事に出てほしいと

言われ，だめだったら明日からパート来なくていいと外国の人たちに言っているの

です。そんなことも含めて考えていかなければいけないと思いました。 

     また，若い人が就職で困っていますよね，何回も試験を受けて。試験を落とされ

るときに，自分を否定されると自分がなくなってしまうのではないかとノイローゼ

になっている子どもたちを見たりとか，その時に娘に，あなたたちのときは就職試

験それなりにあってよかったねと言うと，何言ってんの，試験が二次・三次までい

っても女性は最後のところで落とされます。それだったら最初から女性はダメだと

言えばいいのに，絶対それは言わないんです。 
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私はのんきな親だったから何にも知らなかったんですが，そういうのはその人た

ちの人格を痛め付けてひどいことをしているということを自覚すべきなんです。人

を人として扱って，人として働いてもらってみたいなとこが出てこないとだめかな

と思いました。 

永戸委員： そういう意味で佐脇さんが言われたことは，最初に出た産業政策課と商工会議

所の連携言われましけど，連携という一文を入れることでなおかつ実態の分析なん

かもしていきながら，鈴鹿の企業はどういうところが弱くて，産業実績がどうで，

いろんなことをとらえていくような行動を起こすべきです。行政が一番入っていか

なければならないところかなという気がします。 

杉本委員： 企業はメリットがないとやりませんから。けれども，現実はそうすることによ

って実際はメリットがあるんですけどね。楽天さんの社員で，片方の部署はみんな

６時に帰るが，片方の部署は仕事大好き人間で 12時ごろまでやっている，しかし仕

事の能力的なことは変わっていない。私たちの会社でも 3人でしていたことを 2人

にやらすと，本当はしんどいんです。2 人にやらした場合でも同じようにやってい

るんです。変わらないです。忙しいから 3人を 4人に増やしても，また忙しくなる。

人間って結構，変化に対応できるようになるから，逆にその 6 時に返される部署と

12時まで働く部署と比べると，片方の部署は 1年後には子どもがたくさん生まれた

ということもあり，世の中どっちがいいのか分かりませんが。 

永戸委員： 企業はいろんなことをやって生産性を上げなければなりませんので，そのため

に人が減ってもそれだけの能力を維持できる工夫をする訳です。いらない仕事だっ

てやっている訳です，これを無くしたってまったく問題ないということが一杯あり

ます。 

    そういうところは無くしていってもらって帰っていくみたいなことを是非ともしな

ければならないと思います。 

杉本委員： 経営者に，ある程度頭の変換をしてもらうようなことができればいいのですが。 

坂倉委員： 労働問題が男女共同参画社会をつくるのにネックなんです。先程部長さんがお

っしゃったように構造的な病ですから，思い切り変えないと。ただここでは企業に

対して何を発信するのかというのが構造的だから難しいんです。ここでできること

をやっていく，そういう機運をこちらから作っていく，例えば鈴鹿の市役所が育児

休業を男の人にいっぱい取らせて，これだけ取りましたということを発信していく

とか，そういうことでしかないと思います。何を企業に対して訴えていくのかです

が。 

土川会長： こんな実態ですよ，男女共同参画の状況はこうですとか，こんな資料がありま

すから勉強してくださいとか，から入るしかないのかなと思います。 

坂倉委員： 世界的にこういう状況ですから，男女共同参画を進めていきますという情報提

供しかないんじゃないですか。 

土川会長： ジェンダー指数が何位とか，そういった情報を伝えていくことも大切かと思い

ます。上手に連携を取って少しずつ，ここにも書いてありますが，地道にこことし

てはやらないとできませんね。 

坂倉委員： 結局は，産業部が課題をつかまないといけないと思います。働く人の問題を。
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ですから，そこと一緒になって男女共同参画の視点でということになりますね。 

土川会長： その後どうでしょう。土壌づくりは具体的に考えていただいて。それでは事務

局のほうで今回の意見をまとめていただきたいと思います。 

     次のその他は，事務局さんにお任せします。委員の皆さま方ありがとうございま

した。 

 

４ （事項書２） その他 

事務局： ご審議ありがとうございました。第３回審議会の日程について，各委員さんの予

定を調整させてもらいましたところ，8 月 31 日（火）10 時から，今日と同じホー

ルで開催させていただきます。 

また，今回いただきました意見を基に市長に提言書を提出いたしますが，その答

申日を 9月 8日(水) 16時からとさせていただきます。こちらへ同席したいという委

員さんがありましたら，次回審議会で連絡いただければと思います。 

 

５ 閉会宣言 

事務局： それでは，平成 22年度第 2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，大変忙しい中ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。 


