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平成22年度 第3回 鈴鹿市男女共同参画審議会会議録  

                     

○ 日 時： 平成２２年８月３１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，坂倉委員，杉﨑委員，杉本委員，林委員 (5人) 

欠席委員：佐脇委員，大塚委員，永戸委員(3人) 

○ 傍 聴 者： 1人 

○ 議 題： 1 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 

        2 鈴鹿市男女共同参画実施計画（平成22年度～23年度）（案）について 

3 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3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，５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条第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。 

     では，議事進行につきましては，土川会長にお願いします。よろしくお願いしま

す。 

 

２ 会長あいさつ  

     皆さんおはようございます。猛暑が続き，うんざりしますが，そんな暑い中，出

席していただきましてありがとうございます。早速，今日の議題について審議した

いと思います。日程的にはハードですが，事務局さんが，来年度の実施計画の予算

の時期に間に合うように委員からの意見をいただきたいということですので，よろ

しくお願いします。それでは事項書に従いまして事務局より説明をお願いします。 

 

３ 議事 

事務局： 第１回，第 2 回と男女共同参画審議会から評価提言をいただきまして，意見を参

考にお手元に修正案をお配りしました。みなさんの意見を網羅したつもりですが，

まだ漏れているところがあるかもしれませんので，そのあたり，ご指摘いただきた

いと思います。 

     まず，総括評価，基本課題に対する評価を一度読ませていただきます。 

 

     ＊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（修正案） 

（朗読） 

 

土川会長： 前回からかなり審議会の考え方や表現の上で修正をしていただいて，わかりや

すくしていただいたと思います。更に修正した方がよいというご意見があればい
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ただきたいと思います。総括評価についてどうでしょうか。 

杉﨑委員： 表記ですが，３行目。各審議会において，ずっといって，生涯学習等の各施策

において。「おいて」が２度出てくるのが気になりましたので，２番目の「おいて」

は取ってもいいのではないかと思ったのですが。それから「取り入れたり」の取

るは採用の採ではないですか。 

坂倉委員： 役所はこの字ですね。 

土川会長： では，このままで。他に何かありますか。 

事務局：  視点を取り入れたり，対応したりしていくなどとしましたが，「対応するなど」 

     に変えてもいいですか。 

土川会長： 直すならその方がいいですね。 

      ここのところはこれでよろしいでしょうか。推進員の事も入れてありますし，

わかりやすくなって，よかったと思います。総合行政であるということや課との

関係もわかりやすいと思います。生涯学習という視点からも取り入れてあります

ので OKにします。 

それでは，２番目の基本課題に対する評価の(1)基本課題 1 政策・方針決定課

程への女性の参画の 3つの内容についてどうでしょうか。 

      充て職の一番最後のところ，「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」の「やめて」の表記が全て

充て職がいけないようにとれます。充て職が必要な場合もありますので，どうす

ればいいでしょうか。 

坂倉委員： 「やめて」をやめたらどうでしょうか。「充て職を改善していくこと」 

土川会長： 「充て職を改善していくこと」にする方がいいですね。いろいろな意味が入っ

てますから。 

事務局： 「条例や要綱を変えてでも」のところ，「要綱等を変えてでも」にした方がよいの

ではないでしょうか。条例には充て職のことは書いてないので。 

土川会長： 条例の中には，あまり充て職のことは，出てこないですね。 

坂倉委員： 30年も 40年も 50年も前に書かれた条例ですので，書いておいてもいいのでは。 

土川会長： 世の中，見直して，ぐっと変えていかないと中途半端な変え方では，間に合わ

ない社会になっている。思い切って条例も入れておいた方がよい。後はどうでし

ょうか。 

杉﨑委員： 3行目の本気で女性登用を考えるならばの言葉の使い方が気になります。 

坂倉委員： 話言葉ですね。役所言葉にすると何になりますかね。 

土川会長： 「女性を登用できる方法を真剣に考えてほしい」とか入れる方がよいですね。 

坂倉委員： 本気を変えるのですね。真剣とか真摯とか。真摯の方が役所的ですね。 

土川会長： 他に(1)についてどうでしょうか。 

      「いろいろな女性」の「いろいろ」が少し引っかかるのですが。もっと各方面

の女性が関われるようなとか。いろんな立場のとかそういう意味ですね。エリア

がいろいろという意味だと思います。 

坂倉委員： 「いろいろ」は，女性にかかるのではなく仕組みにかかると思っていました。 

土川会長： やはりいろいろな女性でしょうね。 
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林委員：  坂倉委員が言われるようにいろいろな仕組みを工夫していくことにかけるので

あれば，句読点を付ければいいし，幅広い立場の女性に出てほしいというのであ

れば，そういう言葉を前につければいい。「いろいろな」の位置を変えないといけ

ない。 

坂倉委員： 「女性が関われるような」をやめたらいい。上に書いてあるのだから，取った

方がすっきりします。 

土川会長： 取った方がいいですね。仕組みにかかるのなら。 

坂倉委員： 人材発掘や育成について考え，いろいろな仕組みを工夫していくこと。 

事務局：  取ってしまった方がいいですね。 

土川会長： それならわかりますね。 

事務局：  いろいろな仕組みってわかりますか。 

坂倉委員： 人材発掘や育成についての仕組みですね。それを多様に考えていくことだから

どのように人材を発掘していくか，育てていくかという仕組みを考える。具体的

には書けないですね。 

土川会長： 具体的にはどういうことを言うのですか。いろいろな仕組みを工夫していくと

いうことは。 

坂倉委員： 私の発想でいくなら，いろんな講座を受けた人たちを対象にして，集めて，役

所の各課からの情報を送る講座を作ったり。そうすると審議会に繋がりますね。

それ仕組みですよね。それを受けた人たちに更に自発的に勉強してもらって，

グループを作ったり，その人たちに会の司会を任せたり，その人たちを活用し

ていくような仕組みを考えていくということを想像しましたけどね。 

事務局：  大塚委員が土壌づくりという言葉を言われたので，言い換えて人材の発掘や育

成になりました。 

土川会長： せっかく登用したり育成しても人材が活用されないと女性の委員が増えません

ので，幅広く女性が関わっていけるような仕組みの表現でもいいかなと思います。

「人材発掘や育成が必要である」の次にそのための人材発掘や育成の方法につい

て考えとかいうふうにして，そこへ方法とか入れて，幅広い分野で女性が関われ

るような工夫をしていくこととかいうふうにした方がよいと思います。人材育成

や発掘が 2回出てきますね。 

坂倉委員： 長期的な視野でと書いてあるので人材の発掘と育成だと思います。そのための

仕組みの工夫だと思います。発掘と育成が大前提の項目ですね。そのための仕組

みの工夫だと思います。結果，人材ができたらそのリストを各課へ紹介するとい

うことも必要になってくる。それまでのことですね。発掘と育成がここでは目的

になっています。 

土川会長： 「そのために」とか入れると具体的に今何をしたらいいか繋がると思います。 

坂倉委員： そのための様々な仕組みを工夫していくことにするといいですね。 

土川会長： 次にいきます。（2）基本課題 2 制度や慣行の見直しと意識づくり・教育の充

実というところの 4つの項目がありますが，どうでしょうか。 

杉﨑委員： 一番おしまいの行から次のページに渡ってのところですが，「実施しており，こ

のことについては評価できる」それから後がちょっと私はわからない。「管理職研
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修や教職員研修についても実施すること。」そういうことは，行われていないとい

うことですか。 

坂倉委員： 行われていなかったんですよね。 

杉﨑委員： それならいいです。 

土川会長： この前意見が出たと思います。同じようにそれもいるということでね。 

坂倉委員： 推進員研修だけだったんです。各課から出ているのを読むと教育委員会のレベ

ルが弱かったので，だから教職員研修も必要となった。 

土川会長： やっぱり，必要ではないかということですね。 

     男女共同参画課が企画した中に教職員対象の男女共同参画の研修を入れてもいい

のではないですか。 

事務局： 学校現場には立ち入れないです。教育委員会からの発信でないと。 

土川会長： 教育委員会と共催して，講師はこちらから派遣する形で。 

事務局： 投げかけはできると思います。 

土川会長： こう書いておいておけば，やりやすくなりますね。 

推進員制度も活用してもらうよう書いてもらってありますし。（3）にいきまし

て，労働の場での男女共同参画については，いかがでしょうか。 

林委員：  意味がわからないのですが，入札時に企業に対して男女共同参画の啓発を行う

って書いてありますが，具体的にはどんなものか，頭に浮かばないのですが。 

     入札の時に男女共同参画の取り組みがしてある方が有利だということですか。 

土川会長： 施設の指定管理者などを決めるときに男女共同参画の取り組みをしているかと

かね。県では，１項目必ずあります。 

林委員：  それをこういう言葉にしてあるのは，わかりにくいかと思いましたので。 

事務局：  前にも言わさせていただきましたが、県は規模が大きいのでいいですが，鈴鹿

市の場合は零細企業の入札まで入ってきますので，入札時点で評価に入れるのは

難しい問題でありますから，そういう企業に対して男女共同参画の啓発をしてい

きますよという意味合いにさせていただいてあります。 

林委員：  その時にダメだといった時に実際に啓発というのは，こういうこともこれから

考えていってくださいよということを資料とか口で言うということですか。 

事務局：  そうですね。資料とかパンフレットで。 

土川会長： 企業への男女共同参画を広めていくひとつの場であるということであげてもら

いました。ここはこんな感じですよね。（4）にいきましょうか。仕事と家庭生活・

地域活動との両立支援。 

事務局：  今のところで基本課題 3 の最初のところで，企業の課題を企業の状況に変える

のが 1 点と。２点目２行目の男女共同参画に関する世界の状況というのは，世界

というのはだいぶ大きすぎます。表現を変えさせていただいてよろしいでしょう

か。 

土川会長： せめて我が国のとかぐらいがいいですかね。 

事務局：  現状ぐらいでどうですか。 

土川会長： 現状でいいんじゃないですか。 

坂倉委員： （4）の１行目の「地域づくりというものは」というのは私はいらないと思いま
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す。「男女共同参画の推進に結びつかない」これもちょっと具体的にわかりません

ので，消してたとえば「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，各分野と連携しながら取り組み，男女共同参画のまちづくりに

繋げていくこと。」 

土川会長： その方がいいですね。次に基本課題 5 の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ふたつの項目がありますが，いかがでしょうか。 

事務局：  １行目ですが，ＤＶ・児童虐待・セクハラとありますが，この順番を基本課題

に合わせまして，ＤＶ・セクハラ・児童虐待にさせていただきます。 

  １行目の言葉の順番を入れ替えましたが，その後ろに続く「に連携して」とい

う言葉は要らないと思います。ＤＶ・セクハラ・児童虐待に対応していくには庁

内の実務者レベルの。 

土川会長： そうですね。でも連携というのは，セクハラが児童虐待。ＤＶが児童虐待に関

わっていくという，そういう意味と思ったのですが。連携という言葉を使った背

景には。それぞれの会議は，市役所にはないのですか。福祉関係や学校関係に。

無いという感じになりますね。有りますよね。 

事務局：  事務局から発表させていただいたときは，市の職員だけの会議ではなく，要保

護・ＤＶに関係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，市教育研究

所，消防本部，福祉関係部署が参加して行う協議会で情報共有をとっていますと

いうことで，坂倉委員さんから庁内の実務者レベルの連絡会議が必要であるとい

うことでした。 

坂倉委員： 今，言われているような会議とは違う実務者の会議が必要だということなので，

それはそれでいると思いますが，実務者用の連携会議が一番いると思います。実

務者会議をして，そこでの問題をえらい方のみえる会議に持っていったらいいで

す。 

土川会長： 連携を入れておいた方がいいですよね。 

坂倉委員： しつこいですが，たとえばＤＶ・セクハラ・児童虐待の対応については，庁内

の実務者レベルの会議が必要である。そしてＤＶ・セクハラ・児童虐待に連携し

て対応するため，情報交換する会議が必要だという 2つになります。 

土川会長： まず，実務者レベルの会議が必要である。さらに３つが連携して対応していく

ために会議が必要であるということですね。これは，大事なところですので，言

葉が二回重なって出てきてもいいと思います。分けていただいて，実務者レベル

の会議が必要であるということをきちんと謳った方がいいですよね。 

林委員： 学校で虐待があった時にケース会議みたいなところによばれて行ったんですが，

児相もいたし，子ども達のかかわっている学校の先生も来ていたし，保育園の先

生も来ていたし，私は保護司をしていたので出たのですが，そういう会議が実務

者会議というのですか。 

坂倉委員： そうですね。それがあまりやっていないです。 

林委員： それをもっとした方がいいということですね。 

土川会長： 問題行動が起きてから集まるのではなくて，常時，定期的に実務者レベルの情報交

換会があまりやっていないんですよね。これはとても大事な部分で，きちんと入れて
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いただきたいと思います。後，シェルターのことも書いてありますし，課長さん整理

してください。また，こう直しましたと送っていただけますか。 

事務局：  各委員さんに確認させていただきまして，また各委員さんが思われるところが

あれば，事務局へ言っていただいて，また調整して折り返し。 

土川会長： そうですね。書類で。 

坂倉委員： もう字句の間違いぐらいで。 

土川会長： 内容は大丈夫なので。こう書きましたと送ってもらえば。 

林委員： 今，坂倉さんが言われたことでだいたいいいんじゃないですか。 

坂倉委員： 後はおまかせにしておかないと個人で言っていると。 

土川会長： それでは,よろしいでしょうか。どうもご協力いただきまして，いい内容にまとめて

いただきましたので，後，修正の方，よろしくお願いいたします。 

     では，休憩も無しなのですが，12 時までに終わりますので，本日は実施計画の 22 年

度から 23年度の案が出ておりますので，これにつきまして，ご説明いただきたいと思

います。時間がある限り，フリートークでいろいろご意見をいただいて，たとえば共

同参画の視点が抜けているのではないかとか，これでいいのかとか，厳しいご意見が

あってもよろしいので，言っていただいて，後，どうしますか。その後，もう一回こ

れについてやりますか。 

事務局：  担当課からほとんど取り組み内容が出ていることと，今現在，継続して行って

いる事業がほとんどです。基本計画の中で、新たな課題として出てきた部分につ

いては，こちらにあげてありますので，そのあたりをチェックしていただくのと，

この中で一番問題になるのは，実施計画の中で指標的なもの。今までですと各施

策ごとに各指標を作ってましたが，説明に入っていいですか。 

土川会長： どうぞ説明してください。 

事務局：  お配りしました平成 22年度から 23年度の実施計画（案）でございますが，お

配りしてから，2 ページ目の修正部分が一部ございましたのと，内容がこれだけ

だと何かわからないと言うので，資料をお配りさせていただいています。 

      基本計画の策定にあたってというので，まず 1 ページ目でございますが，これ

は 22年度に作りました男女共同参画基本計画 22年度～26年度を基に策定しまし

た。計画期間が 2 年間というのは，総合計画の行財政経営計画に合わせている関

係で 2年間です。今回が前期計画という形になります。後期としましては，24年

度から 26年度という形になります。 

      推進体制でございますが，各担当課が実施計画に基づきまして，各事業の報告

をいただきます。それが皆さんに提言いただいた進捗状況の結果になります。そ

ちらをまとめまして当課の方で年次報告書を作成し，ホームページなどで市民に

知らせることになっています。この推進体制の中で各担当課から事業報告を受け

て男女共同参画審議会及び男女共同参画推進本部で評価を受けまして，その内容

を改善しまして，また翌年に活かすという PDCAサイクルで回していくという推

進体制をとっています。基本計画の体制につきましては，ご覧のとおりでござい

ます。 

      次のページですが，2ページ目，別紙になりますが，当初お配りしました中で，
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基本計画における成果指標の中で，男女共同参画意識の普及度，当初 60％だった

のですが，70％の誤りでしたので訂正させていただきました。基本計画の一番大

きな基本課題の指標としまして，2 つ挙げてありますけれども，一番目が審議会

への女性委員の登用率。21年度の現状値 25.2％を 23年度 35％。2つ目の男女共

同参画意識の普及度 50.8％を 70％。これは基本計画の部分でありまして，今回関

係するのが，実施計画における成果指標で，新たに昨年度いろいろ意見をいただ

きまして，全く施策と指標が合っていない部分がありましたので，そのあたりを

見直させていただきました。 

      まず基本課題 1の指標としまして，昨年まで 5つの指標がありました。皆さん

にお配りしました進捗状況評価の中に詳しく載っていますが，その中には審議会

の女性委員の登用率，市役所における女性職員の管理職比率，PTA連合会の会長・

副会長への女性の登用率，男女共同参画市民企画支援事業の希望件数でしたが，

今回は基本課題 1 につきましては，女性人材リストへの登録者数を新たに設けま

した。実際，現状値は 0ですが，平成 12年頃からエンパワーゼミを開催しており

ます。その修了生を対象に女性人材リストの登録をしてもらっています。その方

が現在 27名いますので現状値が入っていませんが，その関係です。現在 27名み

えるということと 5月の広報で女性の人材リストの募集をしました。実際 6名程

応募がありますので 33名になりますので，23年度目標値 50人と設定させていた

だきました。 

      基本課題 2 ですが，こちらの指標としまして，いろいろと考えましたが，今ま

でですとこちらの指標が基本計画の成果指標にありますように男女共同参画の普

及度となっていましたが，それ以外にあったのは，ジェフリーセミナーの充足率

とか人権研修の参加者数とかありましたが，今回は意識が上がるということです

ので，ジェフリーすずかの利用者数を考えましたが，これもちょっとどうかなと

思いまして，男女共同参画センターのホームページがありますので，アクセス数

で設定させていただきました。21年度 6,000件とありますが，実際，男女共同参

画センターのホームページにアクセスしていただきますと下の方に小さい字でト

ータル数が出ていますが，それが今，今日現在で，34,489件です。このトータル

のカウントを入れだしたのが，平成 17年からですので，5年半経っているという

ことで，平均 6,270 件ですが，約 6,000 件で出させていただきました。目標値と

しまして来年度 23年度 7,000件という目標値を設定させていただきました。 

      基本課題 3 ですが，毎年取っていた数字ですが，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。これはずっとアンケート調査メルモニでも取って

おりましたし，男女共同参画センターの窓口や市の窓口でも取っています。その

数字が，21年度 32.7％ですので，少し上回るような数字として，目標値 23年度

35％を設定させていただきました。 

      基本課題 4 については，前回も同じ設問がありますが，男性の平均家事労働時

間，1日平均 30分以上である家庭の割合。21年度現状値 35.5％を 23年度目標値

40％を設定させていただきました。設問指標項目ですが，言い換えると家事・育

児等における男性の参画割合のような形にあたるかなと思っています。 
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      基本課題 5，一番最後ですが，ＤＶを受けたときに相談できる機関を知ってい

る人の割合。これ今までは無いですけれど，以前はＤＶを直接的に経験している

人の割合。人権に配慮するべきかと思いましたので，過去 2 年間メルモニアンケ

ートでも取っていませんでしたし，昨年実施しました市民意識調査でもそういう

設問は行われていません。その時ＤＶを受けた時，相談できる機関として，各セ

ンターとか警察署とかそういう設問にしました。その関係で今回は，現状値はあ

りませんが，目標値として 60％。半数以上の人が，そういう施設を知っていてほ

しいという希望も含めまして，60％という数字を設定しています。 

      前回の指標，全部で 16あったのを今回，基本計画と合わせまして 7つに減らし

ておりますけれど，それでは進捗状況の現状がわからないのではないかというこ

とがあるかもしれませんが，わかるものについては全部，参考資料として進捗状

況の評価の方に入れたいと思いますので。当然来年度も進捗状況評価はあります

が，この書き方についても，分かりやすいものに変えたいと思っています。 

      指標についてはその程度ですが，それ以降，基本課題 1の 3ページから最終ペ

ージまで，担当課からあがってきた実施計画に伴う取組内容。詳しくは本来です

と事業名という形で入れるのが本当かもしれませんが，そこまでいくとかなり詳

細なものになりますので，前回の基本計画に基づく実施計画の事業名そのままあ

げてきている課がほとんどです。新たな課については，担当課と協議しまして掲

載させていただいています。今回は事業内容，取組内容と指標についてのご意見

をいただければと思います。よろしくお願いします。 

      指標につきましても，参考資料といいましたけれど，アンケート以外で取れる

もの全て網羅して来年度から評価の中に盛り込みたいと思いますので。 

土川会長： 説明は以上で。ということで特に数値目標について，ご意見ありますでしょう

か。施策の方はもう 22 年度から始まってるわけですので，23 年度に対してもう

少しこういうふうに出来るのではないかというご意見があればいただくというこ

とになりますかね。 

事務局： この取組内容を見ていただいてということになります。 

土川会長： 大変各施策に対する内容も取組内容の中身も分かりやすく書いてありますので，

どういうことやっているかということがよく分かっていいですね。これ書くのも

のすごく，どこの市も難しいんですよね。訳がわからないようなところもありま

す。分かりやすく書いてあっていいかなと思いました。 

      それでは数値目標いかがでしょうね。まず，審議会等への女性委員登用率を 21

年度が 25.2とあまり上がっていない。それに対して 23年度には，35％を目指し

たいという気持ちでこの数値があります。この数値に対しては。 

事務局： 基本計画の指標の部分については，これは決まっていますので。 

土川会長： 決まっていますけどね。22年度が出てきたらどれくらいかということが見えて

くるわけですね。まだ来年度になるわけですね。 

事務局： はい来年度。 

土川会長： 頑張ってもらうしかないですね。これは。 

坂倉委員： 日本中 202030だから。 
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土川会長： 35に頑張って。 

坂倉委員： これは基本計画ですものね。 

土川会長： 書いてありますからね。もうすでにこの数値が。頑張ってもらうということで。

いろんな施策を考えてもらっているわけですけど。 

事務局： 基本計画最終年度 26年度は，これが 40。ちょっとそのあたりが不安ですが。 

土川会長： 人材育成をきちんとしてもらわないと。その気になったらやれるかもしれませ

んね。やったらすごいですよ。大事なことです。どういうふうに言ってもらった

らいいですか。人材リスト。普及度 70％というのは，これは書いてなかった？ 

事務局： これも基本計画のなかで 70で設定されています。 

土川会長： アンケートを取って調べてもらうわけですね。 

林委員： どれを指標にするか難しいですね。でも何か数字がないとだめですし。 

事務局： アンケートの場合，サンプルがないと，サンプルも前回も言われましたが，どの

年代層とかいろいろありますよね。ちょっとそのあたりももう少し詳しく。結構

この意識の普及度で男女共同参画課が企画する講演会とか研修会の後でアンケー

トを取りますが，そういう方は意識がありますので数字がいいんですけど。 

土川会長： 市民全体にアンケートを取るというのは大変なんですかね。日本女性会議の時，

津市は取ったように思うんですよ。ものすごく反対する人は，その他というとこ

ろにいっぱい意見を書いてありました。 

事務局： ちょうど 10年前。 

土川会長： それがすごいボリュームで。でもそういうのがいっぱい出てくるというのもま

た。男の方に多かったですね。当時は 10年前ですからね。なぜそんなことしなけ

ればいけないのかということでね。でもそういうのがないと，基本計画とか立て

ていくときに，どこに重点を置くかという市としての特色が分かりにくいので，

やってもらったんですけどね。1 回くらいはそういう講演会に来た人とか，メル

モニとかだけでなくて，何かのアンケートと一緒に市全部に回答が返ってくるか

来ないかは別にしましても有効数は取れると思うんですね。そういうのをやられ

るのも，これだけ頑張っていただいていますので，ちょっとやってみられても。

23 年，計画の真中で一遍やられるのもいいかも，あるいは 26 年までの次の計画

までに向けてやっていただくのもいいのかなと島村部長さんにお願いしときます。 

事務局：  余裕があれば毎年したいんですけど。 

土川会長： もう 1回したら，しばらくしなくてもいい。 

事務局：  ある程度 5年なり。 

土川会長： 必ず同じような質問でやってみると。 

事務局：  基本計画の見直しの時は必ずやりますけど。中間にやるかどうかなんですけど。 

土川会長： 見直しの時でもいいですねけどね。いらんこと言ってますが，どうぞなんなり

とおっしゃってください。委員のみなさん。 

杉本委員： 目標は数値でいいと思いますが，結局一番おもしろく思うのが，現実の中身

25.2％の中身の方が興味深く，25.2％の中の本当にどこまで変わったか。数値が

同じであっても中身が本当にぐるっと変わっているのは細かいところを見ないと

なかなか分からない。だから質の部分とか，ＤＶで言っていたように現場の部分
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の動きとか分かる指標でもあれば一番ベストなんですが。現実の本当の生の声っ

ていう部分が見えるような指標があれば。課内とかいろんな中でこんだけ変わっ

たよとか，数値で表しにくい部分がなかなかあるかわかりませんね。 

林委員：  私もこの数字すごく難しいと思うんですよね。これを目安にするしかないわけ

ですよね。これにしていくしかないのかな。他の審議会に入った時もそうだった

んですけど，教育とか啓発の分野って数字ですごく出にくいってことがあって，

私，環境の審議会に入った時は，生物指標とかまた違った数字の指標が，数字で

はない指標みたいなものがあるんですけど，そういうものが教育とか啓発の場所

にないかなと思っていろんな場所を探したけど，やっぱりなかなかないんです。

そうするとやっぱりこういう数字を頼っていくしかないのかなって思う。審議会

等の女性委員の登用率を見ても，うちでもそうですが，たまたま今年市民会議の

会長が女性だった。それは，たまたまであって役員推薦委員会で決めますが，女

性も登用してほしいという意見を出してくれる年もあるけど，たまたま女性にな

った。たまたまだったからパーセントが上がったりということもあるから，これ

が正確な数字なのかどうなのかってことは分からないけど，これをする以外には

今のところないのかな。この数字と現実との間のギャップを埋める方法を考えて

いかないといけない。 

土川会長： 難しいですよね。どの数字を選ぶかによってね。でも何かしないと。 

坂倉委員： 難しいですね。結局，実施計画における成果指標というのを問題にされている

んですけど。これはやっぱり，やってみえる人はこれでいくんだと原則決められ

たらいいというのが，私の意見です。だからこれはこれでいいというのが大前提

なんですが，たとえば 1と 2は，これはある程度数字が出ると思うんです。でも

3，4，5 をどのように計るのかって，会長さんもおっしゃっていましたが，いい

加減な計り方ならしないほうがいいのであって，これのもう少し具体的な，たと

えば 3 なら働きやすい環境であると感じている女性の割合。たとえば鈴鹿にある

何千人以上の企業に絞って，女性だけに聞いてみるとか，そういう具体的なもの

が無い限り，どうやって調べるのかというのがありますね。感じているというの

は中身が難しいので，もっと具体的なことで問うてみたほうがいいのではないか。

具体的に何を聞くか。どこに聞くか。というのをもう少し計画を立てないと，こ

の数字は上がってこないのではないかなと思います。それから 4 の，男性の平均

家事労働時間が１日平均 30分以上ある家庭の割合の 30分というのが，今平均が

30 分ぐらいというのでこの数字にしたのだと思いますが，なぜ 30 分なのか，鈴

鹿の場合は別にこういう時間を聞きますとか，何かそういう方がいいのかなと思

います。それからこの 3 つだけに関して調査対象を限って具体的に聞くというふ

うにしてもいいと思う。もう一般的なことを聞かないで。それなら簡単にとれる

かなと思います。しかも何千人以上の企業でもいい訳ですから。そういう具体性

がもう少し計画の目標ならいいなと思います。 

事務局：  今坂倉委員さんが言われたように 1，2 は実数が出ますが，3，4 はアンケート

しか出ないんですね。3 は特に女性にとって働きやすい環境であると感じるの感

じる。 
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坂倉委員： 感じるは抽象的ですよね。これを子育てということだけで取っていけば育休。 

事務局：  具体的なものでも出来るんですよ。他所の例をみると女性の就業率とかにして

いる所もあります。 

坂倉委員： 何が聞きたいかといえば，私は，環境であると感じているというのは，非常に

抽象的であるけれども聞きたいところなんです。だから何で感じているかを聞く

か。たとえば育児休業が取りやすかったとか。 

土川会長： あるいは，女性の管理職の登用とか。 

坂倉委員： ほんの 1つか 2つ，具体的に問うということで。感じているだけだとどう感じ

るか。 

事務局： 感じている女性の中にまた「どういうことで働きやすいですか。」とか。 

坂倉委員： この感じているの中身は，育休が取りやすいですかって書けるかどうかです。 

土川会長： 感じているというのは，こういうデータのところでは難しい表現ですね。本当

は数値目標で出す言葉ではないですね。言い方が悪いですが。 

杉本委員： 前回杉﨑委員が言われたが，家事の概念を具体的に出された方がいいですね。 

坂倉委員： たとえば子育てに限って聞いてもいい訳ですよね。 

土川会長： 全国平均の 30分って決していい数字ではないですよね。女性が 4時間くらいや

っているのに男性は 1日 30分というバランスは共同参画からいうと，改善されな

くてはいけないですね。こういうアンケートを取られたら，鈴鹿市も男性が家事

に参加するようなプログラムを作る必要があるとかの参考にされるのであれば，

これでいいと思います。 

事務局：  もう少し，違う見方をすると男性の 1 日の平均家事労働時間というふうにして

もいいですが，これですとかなり差があると思います。目標値が設定しにくい。 

坂倉委員： 不思議なことに奥さんが働いていても働いてなくても一緒なんですよね。たと

えば，働きやすい環境であると感じているのテーマとここと一緒にしてそれだけ

調査してもいいですよね。2つだけでも。 

土川会長： 関係ありますからね。 

坂倉委員： 子育てなら子育てだけで，何時間関わっているか。働いている人に聞けばいい。

今年は，これを重点的にやっていきますというのは大前提にいるんだなと思いま

す。これが知りたくてこの指標を定めて。 

土川会長： ワーク・ライフ・バランスとかいっていますので，そういう意味でもこの調査

は繋がっていきますものね。働いている女性と男性の仕事とのバランス。 

坂倉委員： 大々的な調査というのは難しいですので。 

土川会長： 2つでやられるのもいい。 

坂倉委員： 企業だけでいいですから。 

土川会長： 23年度まででいいですので，こういう調査をされて，そうすると働いている女

性が働きやすいと感じているという中で，男性がどれぐらい家事を応援している

かという相関も出せますね。 

坂倉委員： 指標はこれでいいですね。 

      この前，会長が商工会議所と連携してと言ってみえましたが，商工会議所に渡

して，法人会とか女性部会とか青年会議所の人に渡して，簡単な調査をしたらど
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うですか。 

杉本会長： 法人会の女性部会とか商工会議所の女性部会とかは，熱心に動いておられるか

ら，逆にそちらの方で調査してもらう。 

坂倉委員： この調査をした限りっていうことでいいですものね。 

土川会長： 何を対象に調査をしたということをあった方がいいです。 

坂倉委員： 毎回違うと比較できないです。 

土川会長： こういうご意見が出ていますので，検討してください。目標というのは，市が

行いますので，それに近づくためいろんな努力をしようということの目安の数値

だと思いますので 

坂倉委員： なぜ，目標値に達しなかったが課題になりますので。 

土川会長： 結構書いてある取組内容をきちっとおやりになれば，上がっていく数値がかな

りあるのではないかと思いますので，頑張っていただきたいと思います。1，2の

審議につきましては，終了させていただきます。 

      その他について事務局の方からお願いします。 

事務局： 前回も言いましたが，市長への提言書を持っていく日が 9月 8日と連絡させてい

ただきましたが，参加できる委員さんはどうでしょうか。時間は 16時です。 

土川会長： どうでしょう。せっかくですから。10分ぐらい前に来てもらったらいいですね。

いい機会ですから生の声を言っていただいたらいいと思いますので参加してくだ

さい。 

事務局： それでは，平成 22年度第 3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，大変お忙しいところありがとうございました。 

       


