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平成２５年度 第１回 鈴鹿市男女共同参画審議会会議録  

 

日    時：平成２５年７月２４日(水)１０時１５分～１２時  

 

場    所：鈴鹿市男女共同参画センター ジェフリーすずか 研修室１ 

 

出席委員：８人 

 

欠席委員：なし 

 

傍    聴：１人 

 

内    容：次のとおり  

 

 

○ 開会 

事務局： 

定刻になりましたので，ただ今から，平成２５年度第１回鈴鹿市男女共同参画審議会を

開催いたします。私は男女共同参画課，渥美でございます。よろしくお願いいたします。 

本日は，委員総数８人中，８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。なお，本日の傍

聴人は１人です。 

この会議は，鈴鹿市情報公開条例第３７条及び審議会等の会議の公開に関する指針に基

づき，公開となっております。会議資料及び議事内容につきましても，鈴鹿市のホームペ

ージにて公開いたしますのでご了承ください。本審議会は，本市の男女共同参画の推進に

関し，客観的な立場からご意見をいただくための も重要な組織です。皆さんからいただ

いたご意見は 大限尊重し，今後の施策に取り入れてまいりますのでよろしくお願いいた

します。 

 それでは，まず，市長からあいさつを申し上げます。 

 

末松市長： 

皆さま，おはようございます。市長の末松でございます。今年度，第１回審議会の開催

にあたり，ひと言，あいさつを申し上げます。 

皆さまにおかれましては、平素から本市の男女共同参画の推進に大変ご協力を賜り，心

より厚く御礼申し上げます。また，昨年，男女共同参画都市宣言制定の際には熱心にご議

論をいただき，大変素晴らしい男女共同参画都市宣言ができたと思っております。重ねて

感謝を申し上げます。 

さて，我が国では「男女共同参画社会基本法」が施行され１４年が経過しようとしてお

りますが，男女共同参画社会の実現は様々な分野においてまだ十分に進んでいない状況だ

と思っております。そのような中， 近，国では安倍総理が，「女性の活躍は成長戦略の中

核をなすものであり，女性の能力を十二分に開花させることが，閉塞感の漂う日本を再び

成長軌道に乗せる原動力である。」と述べられました。また，日本の経営者の集まりである
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経済同友会も，女性に，より重要な役割と責任を任せ，意思決定の場に参画させることで

企業の競争力を高めることが必要との宣言を行い，男女共同参画の重要性を改めて打ち出

しています。 

本市におきましても，平成１８年に「鈴鹿市男女共同参画推進条例」を制定し，平成２

２年には「鈴鹿市男女共同参画基本計画」を策定し，男女共同参画社会の実現に向けた施

策を積極的に推進しております。 

本日，事務局からも説明があると思いますが，本市の基本計画の重要成果指標としてい

る審議会等への女性委員登用率に関しては，本当におかげさまで，２４年度は３０パーセ

ントを達成することができました。今年度の１年で改選をした審議会では，３７パーセン

トに近い数字になったと聞いておりますし，本市では２０１４年度には４０パーセントに

しようという目標を持って頑張っておりますので，あと少しの所まで来ているかなと思っ

ております。 

行政一丸となって頑張っておりますけれども，社会全体でこの数字を上げていかなけれ

ばならないと思っておりますし，まだまだ農業の分野であったりとか自治会の分野であっ

たり，あるいは福祉というか医療系の分野というのはなかなか専門職が審議会等へ出てき

ていただくのが難しいという状況が本市であるのが現状でございます。少しずつ皆さま方

にご理解をいただいて，そういうところで是非とも女性の委員さんが出てきていただきま

すように働きかけを今年度もしっかりとさせていただきたいと思っております。 

市の 終方針決定機関である行政経営会議の方へは本年は４人の女性参事を主管課長と

して参加させております。市の施策に女性の声を反映していただくように今現在も頑張っ

ていただいておりますので，今後も引き続き推進をしていきたいと思います。「男女共同参

画都市宣言」を行った本市といたしましても，男女共同参画社会の実現に向けての取り組

みを積極的に推進して参りますので、今後とも，皆さまのご支援を賜りますことをお願い

申し上げます。 

 ところで，私ごとでございますけれども，大変恐縮でございますが，この５月，内閣府

の男女共同参画会議監視専門調査会委員に就任させていただきまして，国におけるこの審

議会のような位置づけの会議に現在参加させていただいております。今月もまた３１日の

日にあるのですが，そのような状況の中で，国の男女共同参画基本計画の実施状況の監視

や国連女子差別撤廃委員会からの指摘に対する国の対応の監視などを行っています。私も

国の男女共同参画の分野でしっかりと頑張らせていただき，併せて，その経験を本市での

男女共同参画行政，そして市政全般に十分に生かしてまいりたいと考えております。 

また，１０月くらいからこの監視専門調査委員の中で防災関係に関してのワーキンググ

ループをつくろうということで，そちらの委員にも就任しました。有識者の方ばかりで大

変勉強になる会議でございますし，できる限り本市の方も防災の審議会の委員は非常に女

性が少ないということでありますので，何とかそこの分野にも頑張ってやってまいりたい

なと思っております。どうぞ，皆さま方の応援をお願い申し上げたいと思います。 

 本日，新しく今年度委員をお願いさせていただきました方々も今日はお見えでございま

す。そういった中で，今後の２年という長い期間の任期になってまいりますけれども，ど

うぞ，本市での男女共同参画社会のより一層の推進に対しまして，新しくこの審議会，今

年度１回目でございますが，お願いを申し上げますとともに，この後の審議会が実り多き

ものになりますことをお願い申し上げまして，一言，冒頭のあいさつにかえさせていただ

きたいと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 
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事務局： 

 続きまして，市長から委嘱書を交付させていただきます。 

 

―委嘱書交付― 

 

事務局： 

 委員の任期は今年度より２年間となります。皆さまよろしくお願いいたします。ここで，

市長は，この後の公務のため退席させていただきます。 

 

―市長退出― 

 

事務局： 

 さて，議事の進行につきましては，第１回目の審議会であるため，会長が選出されるま

では，事務局で進めさせていただきます。では，事項書の３，今年度は３人の委員が交替

されましたので，各委員の皆さまの自己紹介をお願いします。また，事務局におきまして

も４月に人事異動がありましたので，自己紹介をさせていただきます。 

 

土川委員： 

土川禮子と申します。３回目ということでだいぶ長く関わらせてもらっています。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

坂倉委員： 

四日市に住んでおります坂倉と申します。 

 

濵野委員： 

濵野と申します。よろしくお願いいたします。 

 

東口： 

今年度初めてということでよろしくお願いいたします。東口と申します。 

 

佐脇委員： 

こちらで行われております女性のための法律相談を担当しておる弁護士の佐脇です。本

審議会は３回目になります。どうぞよろしくお願いします。 

 

大塚委員： 

本田技研の大塚と申します。よろしくお願い申し上げます。 

 

久畑委員： 

久畑でございます。鈴鹿商工会議所の監事をさせていただいておりまして，会社は鈴鹿

防災株式会社で，今，会長という職でございます。よろしくお願いいたします。 
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植村委員： 

植村昌美と申します。今回初めてということでよろしくお願いいたします。 

 

生活安全部長： 

この４月１日付けで生活安全部長を拝命しました西山と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

生活安全部次長： 

私もこの４月で生活安全部の方へ配属となりました次長の松下でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

男女共同参画課長： 

男女共同参画課長の矢田でございます。よろしくお願いいたします。 

 

渥美： 

この４月からこちら男女共同参画課にまいりました渥美といいます。皆さま，よろしく

お願いいたします。 

 

岸： 

同じく男女共同参画課の岸と申します。よろしくお願いいたします。 

 

田中： 

私もこの４月から男女共同参画課に配属になりました田中と申します。よろしくお願い

いたします。 

 

事務局： 

それでは，事項書４，男女共同参画審議会会長の選出をお願いしたいと思います。この

ことにつきましては，鈴鹿市男女共同参画審議会規則第３条第１項により，委員の互選に

より会長を選出することとなっています。いかがいたしましょうか。 

 

佐脇委員： 

事務局に一任したいと思いますが。 

 

事務局： 

ありがとうございます。事務局一任の声がございましたので，昨年度会長を務めていた

だいた土川委員に，お願いすることを提案いたします，異議ございませんでしょうか。 

 

各委員： 

異議なし。 

 

事務局： 

ありがとうございます。それでは，土川委員に鈴鹿市男女共同参画審議会の会長をお願
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いいたします。また，鈴鹿市男女共同参画審議会規則第４条第１項により，会長が議長を

務めていただくこととなっておりますので，ここからの議事進行を土川会長にお願いいた

します。よろしくお願いします。 

 

土川会長： 

それでは改めまして，会長を今皆さまからご推薦いただきました土川でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

この会議は皆さま立派な委員さんばっかりで，他にもこのような審議会は他市にも関わ

っておりますけど，少人数で中身のある会議をしておられるのがこの鈴鹿市の男女共同参

画審議会かなといつも思って参加させていただいております。回数もそんなに多くありま

せんけれども，ご参加いただきまして，自分のご意見をですね，こういうことを言ったら

どうなんだろうというふうに思われないで，この会は何でも言える，そして皆でその中か

ら一番いい形を決めて，そして鈴鹿市の男女共同参画が進んでいくように，私たちは陰か

らバックアップしながら市長にも提言していく。そういう形で進めておりましたと思いま

すので，これからもそのようにやらせていただけたらいいと思っておりますので，至りま

せんけれどもどうぞよろしくお願いいたします。 

それでは早速でございますけれども，私の方から進めてよろしいんですね。今回 初に

送っていただきましたペーパーがございましたかと思いますが，男女共同参画推進本部の

評価という内部評価の資料が来ているかと思うんですけれども，今日はそれを審議させて

いただくのが主な会議でございます。今までやっていただいている委員の皆さまは，こう

いうものを見ながら意見を言っていくというのには慣れていらっしゃると思いますけれど

も，初めての委員さんもいらっしゃいます。それから，おうちで読んでこられても，こう

いう場でもう一度読んでみると気付くところがあるかとも思いますので，初めから順番に

見ていきながら，ご意見をいただくという形でいきたいと思いますので，事務局の方から

初ご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

 

事務局： 

その前に，職務代理者を会長から指名していただきたいのですが。 

 

土川会長： 

では，私の隣に座っていただいている坂倉加代子委員さんを私の都合が悪い時の職務代

理者ということで，委員の皆さまいかがでございますか。 

 

各委員： 

異議なし。 

 

土川会長： 

そういうことでよろしくお願いいたします。 

 

事務局： 

それでは説明をさせていただきます。男女共同参画課長の矢田でございます。よろしく

お願いいたします。 
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 この会議は，今年度第１回目の審議会となります。昨年度と比べ，３人の委員の方が交代さ

れておりますので， 初に少し時間をいただきまして，男女共同参画推進条例や基本計画，こ

の審議会のことについて説明をさせていただきたいと思います。 

まず，鈴鹿市男女共同参画推進条例でございますが，皆さま，今日この資料はお持ちいただ

いてますでしょうか。お持ちでなければ事務局がお渡しします。これは，平成２２年度から２

６年度まで，鈴鹿市が男女共同参画を推進していく上での基本計画が書かれております。もう

少し詳しく申し上げますと，この基本計画は大まかな内容が書いてあるだけでございまして，

この下に実施計画というのを作らせていただいています。今の実施計画は，２４，２５，２６

の３年度についての実施計画です。これが今，動いております。 

では基本計画の冊子，２９ページをご覧ください。鈴鹿市男女共同参画推進条例でございま

す。この条例は平成１８年に施行されておりまして，第１条では，本市の男女共同参画の推進

に関しまして，基本方針を定めることによって，市民，事業者，市が協働して男女共同参画社

会を実現することが目的であると定められています。 

めくっていただいて３１ページでございますが，第６条第２項では，市はあらゆる施策を策

定及び実施するに当たり，男女共同参画の推進に配慮しなければならないとしておりまして，

男女共同参画の政策は総合行政，市全体でやっていく内容の行政であるということが位置づけ

られております。 

第８条では，基本計画の策定が定められております。それが今見ていただいているこの冊子

の計画でございます。 

第９条では，基本計画の中に定める事項といたしまして，（１）から（１０）まで，基本計画

にはこの内容を定めなさいということが第９条で決められております。 

第１２条でございます。年次報告。市長は毎年１回年次報告を作成し，それを公表するもの

とするというふうになっております。これら条例の規定を受け，鈴鹿市男女共同参画基本計画

が推進をされております。 

第１３条はこの審議会に関する規定でございます。事務の内容，組織，会議，任期などが定

められています。 

では， 初の方に戻っていただきまして，７ページをご覧ください。先程第９条で，１０の

項目について基本計画を定めなさいということがあったんですが，その１０項目をいろいろ組

み合わせまして５つの基本課題にまとめてあります。これが基本計画の大きな基本課題でござ

います。それとその基本課題を推進していく上での方法といいますか，計画の推進についての

具体的な内容が一番下にまとめられております。 

（１）から（５）までの基本課題につきましてはそれぞれ細かな施策が４つであったり２つ

であったりいたしますが，合計１６の施策がまとめられております。この冊子には載っていな

いのですが，この１６の施策の下にまたそれぞれの細かな取組が決められておりまして，その

取組は合計１２５あります。このような体系で男女共同参画を推進しております。 

それでは，ここからは，平成２４年度の鈴鹿市の男女共同参画基本計画進捗状況に対する市

の内部評価，鈴鹿市男女共同参画推進本部というのがあるわけですけれども，部長級職員で構

成する会議でございますが，市の男女共同参画の推進に関する政策についての検討・決定を担

当しておりますが，そちらの方でまとめました評価，これを説明させていただきます。 

この白表紙の冊子をご覧ください。男女共同参画推進本部評価と書いてございます。これに

ついて説明をさせていただきます。 

皆さまには，この内部評価に対しまして議論をいただきまして，外部評価，審議会からの評
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価をいただきまして，それを市長に報告していただきます。もちろん推進本部会議の方にもそ

れを報告いたしまして，その後の男女共同参画の政策に反映させていくと，そういうやり方に

なっております。 

それでは，中身の説明をさせていただきます。まず１ページから６ページまでの間に，基本

課題ごとの指標の値と説明，取組概要，評価，成果や課題がまとめてあります。 

先ず，１ページ，基本課題１の「政策・方針決定過程における男女間の格差の改善」につい

てでございます。指標は「審議会等への女性委員登用率」でございます。２４年度は登用率を

全体として３０パーセントの大台に乗せることができました。平成１９年度から足踏み状態だ

ったわけですけれども，２３年度，２４年度の２年間で大きく前進をいたしました。先程市長

も申し上げましたが，平成２４年度の１年間で委員の改選があった審議会等だけを見ますと３

６.７パーセントの高い数字になっております。 

基本課題１の取組概要といたしましては，審議会等への女性登用のための事前協議の徹底， 

市の管理職への女性の登用，女性参事の新たな主管課長への登用などでございます。女性参事

といいますのは，次長参事級といいまして部長より１つランクは落ちるのですが，いわゆる部

長級に近い役職でございます。 

評価といたしましては，事前協議制度は効果が高い手法と認められますので，今後も徹底し

て行うこととし，その中で，あて職の見直しや公募委員枠の拡大などを進めることも引き続き

必要であるというふうにいたしました。 

また，登用率アップを達成した所属につきましては，どういうふうに取り組めば女性の登用

率がアップしたかということのシステム作りといいますか，手法について聞き取りをいたしま

して，伸び悩んでいるところにもその手法を伝えて，取組をさらに進めていただく，そういう

ことが必要ではないかとまとめさせていただきました。 

事前協議制度というものがどういうものかと申し上げますと，審議会の委員を各担当課が決

定する際に，あらかじめ候補者の委員さんを出していただきまして，その女性の割合について，

４０パーセントとなりました，まだ３０パーセントですというようなことで，その理由を付し

て市長まで決裁を挙げます。４０パーセントを超えていればよいのですが，満たない場合はど

ういう理由で４０パーセントに達していないのか，もっと低い場合はどいう理由でやむを得な

いのかを担当課は書いてくるわけですけれども，それについて男女共同参画課でチェックをい

たしまして，やむを得ないという場合は特別に認める，ただし，次回からはさらに取組を進め

てくださいというような，そういうものを行っているのが事前協議でございます。 

事前協議は市長も目を通して確認いたしております。そして，事前協議が済んだあとで実際

に委嘱をするという決裁の段階でも，事前協議の協議書をその決裁に添付いたしまして，あら

かじめ事前協議は行っておりますということを確認しながら委員を正式に決めていただく。そ

れが事前協議制度でございます。 

次に３ページをご覧ください。基本課題２の「性別による固定的役割分担意識に基づく制度

及び慣行の改善及び男女共同参画の推進に関する啓発・広報やマスメディアとの連携」でござ

います。 

指標は「男女共同参画意識の普及度」でございます。メルモニなど市民へのアンケートなど

で「男性は仕事，女性は家庭という考え方に同感しますか，しませんか」という問いへの回答

で，同感しないという割合を指標にしています。２４年度は４７.６パーセントで前年度より１.

４ポイントの上昇となりましたが，目標である７５パーセントには遠く届いておりません。 

少し話がそれますが，基本課題２から５までの指標は，市民へのアンケート結果による数値



 

8 

としておりまして，この冊子の６２ページ，６３ページを見ていただけますでしょうか。設問

（３）（４）（５）（６）につきまして，これが基本課題の指標のアンケートの結果に対応してお

ります。 

平成２４年度につきましては，３つのイベントとメルモニを使いましてアンケートを行いま

した。男女共同参画課が行った出前講座，都市宣言を記念したイベント，男のセミナーという

のを行いましてその参加者に行ったアンケートとメルモニアンケート，この４つを根拠として

おります。標本数は５００人程度となっております。 

話を元に戻しまして，３ページをご覧いただきたいと思います。男性は仕事，女性は家庭と

いう考え方について同感しますか，しませんかという問いなんですけれども，平成２４年度，

国と県におきましても同じようなアンケートが行われております。どちらも低いという結果が

出ています。 

国におきましては，資料としては付けておりませんが，平成４年から２１年にかけて６回同

じ調査が行われており，徐々にそういう考え方が解消されていたのですけれど，また急に考え

方が逆戻りしてしまい１０年前の数値と同じようなレベルになってしまったということでござ

います。男性は仕事，女性は家庭という考え方に同感するという考え方は，女性よりも男性が

多く，意外と２０代の若年層がそういう考え方をもっているという結果が出ています。 

基本課題２に対する市の取組概要といたしましては，情報紙の発行，市民向け・市の職員向

け研修会や学習会の開催，情報提供の充実など啓発関係の取組が主なものとなっております。 

評価といたしましては，いろいろと取り組みを行っておりますが，５つの基本課題の中でも 

も目標値と実績値が乖離をしておりまして，基本課題２は，今後，特に力を入れて取り組む

必要があると考えております。取組を実施しております各所属と男女共同参画課との間でヒア

リングといいますか協議を行って，取組の強化，あらたな取組なども検討していかなければな

らないと考えております。 

次に４ページでございます。基本課題３の「教育や労働の場における男女共同参画の推進」

でございます。指標は「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」をあげて

おります。アンケートで把握しました数値は３５.２パーセントでございます。前年度の４０.

１パーセントから４.９ポイント下がってはいますが，２２年度以前と比べると高い数値となっ

ており，目標値の３５パーセントも何とかクリアをしております。 

取組概要は保育や幼稚園の行事に男女共同参画の絵本を取り入れたこと，幼稚園の遊び活動

や，小学校・中学校の道徳の時間の中で男女の人権意識を高めることに取り組んだこと，労働

組合への働きかけやポスター，チラシによる啓発活動を行ったことなどがあげられます。 

目標値は達成しており，また，教育や保育分野の取組は進んでいると思われますが，産業分

野の取組が少し弱く感じられるため，女性の労働条件の向上や労働環境の改善，女性の就労支

援などに積極的に取り組む必要があると考えております。 

続きまして５ページでございます。基本課題４の「職業生活における活動と家庭及び地域生

活における活動等の両立支援」でございます。指標は「男性の平均家事労働時間が１日平均３

０分以上である家庭の割合」でございます。３０分以上家事労働をする男性は，前年度の４２.

９パーセントから４０.３パーセントへと下降しております。平成１７年度から２３年度まで上

昇しておりましたのが，今回下降へと転じております。ただし，目標値はここも何とかクリア

をしております。 

取組概要といたしましては，延長保育，一時預かりなどの実施，乳児家庭全戸訪問事業を実

施したほか，地域で延べ１５０回の防災研修会を実施し，災害対応における女性の視点の重要
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性を啓発をいたしました。 

評価としては，目標はクリアをしており，各所属が取り組んできた効果が現れているのでは

ないかと思っております。今後も引き続き，ワークライフバランス実現のための取組を推進し

ていく必要があると考えております。 

次に６ページでございます。基本課題５「ＤＶ・セクハラ・児童虐待等人権侵害対策の推進

及び心と体の健康づくり支援」でございます。指標は，「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」です。相談機関を知っている割合は，前年度の７３.８パーセントから５

２.４パーセントへと下降いたしました。目標値の６０パーセントも切ってしまいました。昨年

はアンケート対象者に市の職員のアンケートも入れておりましたので，そのことで，認知度が

高かったものと思われますが，今回は市民に限ってのアンケートであったため，数値が下降し

たものと思われます。 

取組概要は，啓発の新しい手法として一人芝居を取り入れました。また，ＤＶと児童虐待は

密接に関係をすることから，担当課同士での情報交換と，事案が発生した場合における役割分

担などを確認し合いました。男女共同参画課で行っている女性相談事業も曜日を増やすなど充

実を図りました。 

評価，成果や課題では，ＤＶに関して，相談窓口のＰＲを引き続き積極的に行うこと，また，

相談を受けた場合はすみやかに対応することが必要であるため，関係部署の連携を強化するこ

とも重要といたしました。 

次に８ページでございます。「計画の推進」についてでございますが，これは基本計画を進め

る上で，こういうふうに取り組みましょうということが書かれております。実施状況を掲載さ

せていただきました。 

１１ページ以降につきましては，先程説明を申し上げました細かな取組ですね。全部で１２

５の取組に関して説明をしてございます。各担当課がそれぞれの取組内容について，平成２４

年度どのような事業を行ったか，その事業に対してどのような効果があったか評価をしたか，

それが１２５掲載をさせていただいております。 初の方につきましては，同じような表が４，

５ページ続きますが，これが審議会の女性の登用率でございます。各担当課とその課が担当し

ております審議会の名称，それから女性の委員数，割合，これが 初の方に書かれております。 

１６ページからは先程説明いたしました，実施計画の中の取組とその実績，評価，それがず

っと書かれております。 

５５ページをご覧ください。５５ページから５８ページまでにつきましては前年度の男女共

同参画審議会から受けた外部評価，こういうふうにしたらどうですかという評価をいただいて

おりますが，それに対して，市の方で改善を行ったもの，もしくは新たに取り組んだことを書

かせていただきました。おおむね審議会の方からいただいた外部評価に対して対応できている

というふうに考えています。 

続きまして，６２ページでございます。参考資料，これもですね，こういう資料を付けてい

ただければということで前回の審議会でご要望がございましたので，付けさせていただきまし

た。男女共同参画に関するアンケート，先程説明いたしましたが，３つのイベントとメルモニ

でアンケートをとって実施をいたしました。細かい分析はできないんですけれども，大まかな

イベントごとの年代が分かりますし，男性女性の割合も分かります。そのイベントで，アンケ

ートで回答していただいた内容が設問の３，４，５，６でそれぞれのイベントごとのアンケー

ト結果が分かるように書かせていただいております。 

６４ページでございます。参考資料の②でございますが，これも去年委員の方からご指摘を
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いただきました。鈴鹿市の中で経年で変化をみるのも大事ですけれどもよその市町と比べて，

県と比べてどういうふうな位置付けにいるのか，それをチェックしていくのも重要ではないで

すかというご指摘をいただきましたので，この結果を掲載させていただきました。 

実はこれは，県が国へ報告するために県が毎年調査をしている数値をそのまま掲載をさせて

いただいております。鈴鹿市が独自で調査をしたものではございません。したがいまして今県

は，平成２４年度末の数値を各市町に対して調査をしておる途中でございまして，その結果が

秋ぐらいに出ます。今あるのはちょっと古いんですけれども２４年の４月１日現在の状況とい

うところで見ていただければと思います。 

審議会の女性委員の登用率に関しましては，だいたい鈴鹿市はまん中より少し上ぐらいのと

ころに昨年はおりました。ただ，それから１年たって，かなりこちらも取組を進めております

ので，次回の結果ではもう少し上位に上がっていくのではないかなと期待をしております。 

後６６ページでございますが，参考資料の③でございます。これは，鈴鹿市の役職に就い

ている女性職員の状況でございます。上の表では残念ながら部長という肩書の職員はまだおり

ませんが，次長参事級については５人の女性の参事がおります。Мというのは男性で，Ｆは女

性でございます。課長級につきましては１６．４パーセント，課長補佐級については２９．８

パーセントというふうになっております。その下の表については，女性だけで何人かというこ

とを表させていただいております。補佐級の主幹６９名とありますが，主幹というのはほとん

どグループリーダーという肩書も併せ持っておる職員でございます。グループリーダーという

のは係長でございます。その横の小さな表でございますが，女性の管理職の登用率も少しずつ

ではございますがパーセンテージも上がってきております。鈴鹿市の職員の女性登用の状況は

ご覧のような感じでございます。 

以上で，男女共同参画推進本部の評価についての冊子の説明を，概要ということで終わらせ

ていただきます。 

 

土川会長： 

どうもありがとうございました。 

何回か委員をさせていただいております者から見ますと，大変分かりやすいまとめ方を

今回していただいているかなと，どういうところがどうなってという対比の仕方も，私ど

もからの提言で，もうちょっとこうしてもらうと男女共同参画ということに特化してまと

めていただいた方が意見が言いやすいのではないかという形でやってまいりましたのが，

少しずつ形で出てきていただいているかなと思いますので，事務局の方大変ご苦労さまで

ございました。 

それでですね，矢田課長らとちょっと話をしておりまして，なるべく気楽に初めての方

特に，こんなこと言うたら笑われへんやろかとか，何を言うたらええんやろとか，たぶん

こういう委員になると 初は誰でもそう思いますけれど，あんまり気にしないで好きなこ

とを聞いていただいたり，意見を自分はこう思うけどと言っていただいたらよろしいので， 

ちょっと横道にそれることがあってもよろしいから，今回３日間審議に時間取っていただ

いてますんですよね。それで今日は初めてですし，基本課題１を中心にお話しご意見，で，

こちらの方に具体的な内容が載っておりますね，１０ページから各それぞれの施策の実施

状況というのも載っておりますので，それの基本課題１のところも，もしあわせて何か参

考になるご意見がございましたら，これはどうですかというご質問も含めまして，１６ペ

ージの上のところまでという形で，どこからでもよろしいのでご意見いただきたいと思い
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ます。 

では，久畑委員どうぞ。 

 

久畑委員： 

１１ページのところの一番委員の総数が多い３８人という防災会議でございます。ＢＣ

Ｐ，ご存じと思いますが，その内容的なものが，非常に大企業を目標にした内容になって

おりまして，ほとんど言われないのですが，ほとんど９０パーセントが中小零細企業なん

ですね。そこと内容が全く合致できない場所がございます。この内容を今ざっと見させて

いただきますと，市の各課から出していただいているのは，この市内の状況を出していた

だいておりましたので，これはそういうことはなかろうと思うのですが，問題は国，県そ

こから出てくるような参考資料が，そのような大企業を目標にしたような資料，合致しな

い場合があるんですね。そういうようなことがないかどうか，それを会議が始まる前に気

を付けていきたいなと思っています。 

 

土川会長： 

他の委員さん，そのことについては何か感じられることはありましたでしょうかね。 

 

植村委員： 

先程のお話の中のＢＣＰという言葉が分からないので教えてください。 

 

久畑委員： 

これは水害等の自然災害，これに対応できるようにする行政と地域住民との取組のこと

です。それから，それにあわせて企業，例えば今大塚委員が東京で雷で足止めを食らった

と，これが地震というので新幹線が動かなくなったり，全く電力が来なくなった場合に，

そこで孤立された方の避難場所や食料や衣料などのいろいろな問題を地域地域で取り組み

なさいというのがＢＣＰです。 

 

植村委員： 

ありがとうございます。 

 

土川会長： 

これについて，事務局は特にどうでしょうか。 

 

事務局： 

資料にも鈴鹿市の防災会議というのがございまして，総勢３８人のいろいろな方が委員

になっていらっしゃるのですが，どうしても肩書をお持ちの方のあて職という形で入って

いただいている関係上，肩書をお持ちの方が男性の方ばかりですので，鈴鹿市の防災会議

がこのように集まりますと，ほぼ全員の３７人が男性で女性は１人だけということに今現

在はなっております。 

昨年はメンバーの改選の年ではありませんでしたので同じ人数で，昨年の審議会でもも

っと女性を入れなくてはいけないということでご指摘をいただいたのですが，たまたま昨

年２４年度は改選の年ではありませんでしたので同じ数字になっております。改選の年に
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は女性委員がもっと登用されるのではないかと思いますし，市長もですね，やはり東北の

震災がありまして，復興の段階でかなり女性の考え方も入れないとやっていけないという

ことがよく分かっておりますので，市長としても女性の委員はたくさん入れなければとい

う考えは持っておりますので，そのあたりは改善される予定でおります。 

 

生活安全部長： 

先程市長と，事前にこの会議の前に話をしておったのですけれども，防災会議のことも

話題に出まして，母数も多いということもあるんですけれども，こういうところが女性の

登用が低いと，それこそ全体を押し下げてしまうことにもなりますので，特にこれについ

ては次回の改選時には改善するようにということで，防災危機管理課というところなんで

すけれども，そちらの方に指示をしているとは先程言っておりました。 

 

土川会長： 

他のことでもどんなことでも，この基本課題１「政策・方針決定過程における男女間の

格差の改善」というところで何かご意見ございましたら。東口委員さん，初めてでござい

ますがいかがでしょうかね。 

 

東口委員： 

正直なところ，こんなにたくさん審議会等があるのかというのが 初の感想で，その中

でも先程おっしゃってましたように３８名の中で１人というのは率を下げているなという

感覚で，あて職がというようなことも聞いておりましたので，そこをどのように改善され

ていくのかなというのが私の中で，この表を見たときに感じたのですけれども。後は，本

当に素人で申し訳ないですが，昨年数字が入っていて今年はバー（未記入）になっている

のはどういうことなのかというのは疑問に思いました。 

 

事務局： 

今，休会中ということです。 

 

生活安全部長： 

１２ページなのですが，総合計画審議会というのが一番上にあります。これにつきまし

ては，総合計画というのは１０年間の計画期間をもって，その間３年間ずつに分けてロー

リングしながら見直しをしていくということで，そのタイミングの時にしか審議会は開か

れませんので，その都度委員を委嘱するという関係もございまして，２４年度については

バー（未記入）になっているということです。 

 

東口委員： 

ありがとうございます。 

 

土川会長： 

この審議会をつくるときに当たると，ここが何パーセントという数字が入ってくるとい

うことです。総合計画審議会は結構女性が何人か入ってみえましたね 
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生活安全部長： 

その時に私は企画課に在籍しておりました。先程のあて職というのが一つネックになっ

てございまして，あて職になるとどうしても男性の方が多いもので，例えば団体に対して，

できたら女性の方を出していただくようにお願いしたいというような頼み方をしたことは

あります。 

 

土川会長： 

審議会等への女性登用については，市長のところで必ず女性が入っているかどうか，入

れられないかどうかというチェックをですね，それぞれ改選の時期にかけて各課は出して

らっしゃいますので，それはすごく今回の登用率アップにつながっていると私は思います。

前から言ってましてもそこまでいってなかった部分が，一つ前へ進んだ，やはり女性市長

としてそれを頑張ろうというふうに市長自身も思ってらっしゃる姿勢が女性登用率アップ

につながっているかなというのは評価できるのではないかと思っております。他にいかが

でしょうか。どうですか大塚委員。 

 

大塚委員： 

２ページに，取組の成果が共有できるシステムをつくるとありますが，これは具体的に

どういうことをやるとか，やったとかあるのでしょうか。 

 

事務局： 

これは，内部評価を行う推進本部会議が先月行われまして，女性の登用率が高い審議会

がかなりあり，その部署にどういうふうに取り組んでこういう結果が出たか，それを分析

して，数字が上がってこないところにも反映をさせるべきという意見がありましたので，

資料にこのように記載しており，今はまだ実際にはやっておりません。 

 

大塚委員： 

揚げ足をとるようで申し訳ないのですけれども，それが取組の概要ではないのですか。

押し下げているパーセントの低いところに対して周知していくということも一つあると思

うし，例えば防災や農業など低いところの本質的な原因というか，そいうところがどうい

うふうに分析できるかというところ。たぶん会社でもそうですけれども，登用しましょう，

しましょうというと一定のところまでいくんですけれど，次にいくときに，やっぱりそれ

なりの専門性だとか，求められるものがあるという時に，母集団を育成するというところ

に早くもっていかないと，なかなか，先程あて職という話もありましたけれども，ただ登

用すればいいという話にはならない。これだけやってきてさらにまだ低いということは何

らかの理由があると思うので，皆さん理解をした中でも上がっていかないというところが，

たぶんもう個別にやっていかざるを得ないというのかな，一律に上げようといわれても上

がっていかない部分があるのではないですかね。 

 

土川会長： 

そのとおりだと思いますが，他の委員さん何かありますか。 

 

久畑委員： 
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今の大塚委員のご意見，非常に重要だと思います。どうしてもそういう傾向で，こうい

うことを行いました，行いましたという発表だけで終わらずに，絵にかいた餅を実際の餅

にしていただいて皆さんで食べましょうと，食べてくださいというふうにいかないと現実

になってこないと思います。それが実績だと思います。 

 

佐脇委員： 

１ページのところに，参考として大くくりにした比較ですか，前年度との比較は分かる

んですけれども，１１ページ以降のところでは，今回改選があったのか，なかったのかと

いう区別もないですし，努力していただいて取組の結果増えたところと，たまたま改選が

なかったので増えなかったとかですね，それから，努力したけれどもやっぱりダメでした

とか，そこがこれだけだとなかなか分かりづらいので，大塚委員が今言われた原因をもう

少し究明した方がいいのではないかというところに，なかなかこれだけの資料では分かり

づらいのですけれども。 

 

坂倉委員： 

そう思います。先程から振り返っておりましたら，私たち女性３人がもう３期目なんで

すが，第１期の時は鈴鹿市が１４市の中で 下位だったんですね。 

 

土川会長： 

そうですね。１８.何パーセントで 下位でした。新聞にも堂々と出た。 

 

坂倉委員： 

それで，部長さんなどが奮起されて，皆さんが努力されてここまで来たということは評

価したいと思いますけれども，これからはもう増やせ増やせでは増えないだろうと思いま

す。ですから先程から皆さんおっしゃっているように，なぜ増えないのか，女性が必要な

のか，そのためにはどうしたらいいかということをきちっと具体的に考えていかないと，

もう増えないのではないかなと思います。 

自治会がちょっとネックになってるというような話をこの前も言っておりましたが，じ

ゃあ自治会をどうするかということなんですよね。私たち四日市のＮＰＯはもう自治会に

入っていくことにしました。自治会長が変わらなければ増えないというのもあるんですよ

ね。それに一番大事な生活に近い自治会が変わるということが大事，そこへ女性が入ると

いうことが大事ですので，この前は，自治会と市の男女共同参画課と私達ＮＰＯが一緒に

なって，女性が自治会になぜ少ないのか，どうしたらいいのか，必要ではないのか，でき

ないのかというようなことをテーマにしてディスカッションをしました。そういうことを

具体的にしていかないと，というふうに思います。 

それから防災ですが，必要なことは言われるんですね，三重の方では。それに今度５月

に防災と男女共同参画という内閣府の指針が出ましたね。 

 

事務局： 

５月末ですね。 

 

坂倉委員： 
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行政からあれをテーマにして勉強していただくということ，それからどうするかという

ことを考えていただくのがとても大事かなと思います。 

 

土川会長： 

ありがとうございます。濵野委員いかがでございますかね。 

 

濵野委員： 

私は２期目になるのですけれども，坂倉委員がおっしゃったように，初めの頃に比べる

と数値は上がっているし，目標に向けての取り組みが進んでいるという思いであります。

ここまできて大きく変わらないというのも，グラフで見ても，平成１８年度からぐっと伸

びている，もしかしたら条例が施行された時の関係かなと思ったりもしているんですけれ

ども，強い取組の方針なり，それに伴う行動がなされていっているかなというふうには思

うんですけれども，これ以上進まない部分は個別の原因なりを見て，なお一層取り組んで

いけばいいのではないかなと思っております。 

それから，この頃よく新聞やニュースなんかで耳にするのですけれども，大企業とかそ

ういうことに関わるかもしれませんけれども，イオンが女性の管理職を５割にするという

ことがあったり，それから何かの調査で新聞にありましたけれども女性の管理職志向が高

まるというもの，こういう内容が目にとまるようになったのですけれども，全体として，

男女共同という取り組みもあるのだろうけれども，先程からお話されている部分がありま

すけれども，その中によく目にするのが，女性の視点であるとか，それから女性の高い能

力，でも一歩引いてしまうという文言が書かれておったことを記憶しているんですけれど，

そこらへん基本課題１というような部分にあるのかなと思っているんですけれど，そのと

ころでぜひ，先程からお話に出ておりますけれども，推進してもらってなお一層具体的な

取組に結び付けてアップしていっていただいたらというふうに感じられます。 

 

土川会長： 

ありがとうございます。本当に女性を登用していくというのは大変難しい面もあるんで

すけれども，市長は本当に頑張って各課から上がってきたものを見ながら，直接そこの部

長の所まで行って，こういう立場からでも選べないのというようなことを言っていらっし

ゃるようですけれども，先程大塚委員もおっしゃいましたけれども，指針でもないですけ

れども，こういう観点からはどうか，こういう観点からチェックされて登用できないのか

というようなものを共通で持っていて，それを見ながら増やしていける方法を，それぞれ

が共通認識しながらこの部分からは入れないのかなど，そのようなものもぼつぼつ作って

いかれたら，市長が言われる時も，こういう要綱というか指針があるんですよというので

言いやすくなるし，担当課もやりやすくなるかなと。 

私も先程佐脇委員がおっしゃいました，今度改選されるところと，今回改選したところ

と，来年以降改選ですよというような何か印がついていると，その次の改選の時にそうい

うものを見て，変えられるかどうかと。 

それから，いろいろな，防災でもそうですけれども，専門家の立場の方をだいたい何で

も審議会というのは入れようとされるんですね。でも防災なんかは逆に，それを受ける側

と言うとおかしいけれども，災害が起きた時に関わる側の，一般の女性や男性や子どもが

いるわけですよね。そういう人の意識を持っている人達も委員に入れて，一緒に考えると
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いうような，両方から委員を構成するというのは意外にされていない。専門知識がある人

だけが集まって，恩恵を受ける側の人のことはその時には忘れられていくという時がかな

りあるような気がしますので，恩恵を受けられる側の人で，意識の高い人も委員に入って

くるというようなことも，新しいやり方で考えていただけたら防災なんかはもっと女性が

入ってこれるかなと思いますけどね。 

 

久畑委員： 

ちょっとよろしいですか。自治会の話で，私が以前いた自治会から新しく変わった自治

会，それは新しくできた団地の中の自治会なんですけど，そこを眺めさせていただいてま

すと，今主体になっているのがだいたい小学校低学年の子供がいる方が多いんですね。３

０代の若い方々が生活しているところ。 初にいた自治会はそういう自治会だったんです。

それで２９年経つとですね，もうほとんど皆成長されて，今度は子供さんたちが別々の生

活にいかれるわけです。そうするとそこに残ったのが年寄りばかりの高齢化した住宅団地

なんですね。その違いというのをまざまざ見させてもらってたんですね。そこで初めてそ

ういうような防災をやろうと思うと，やはりそこに合ったような形のものを入れていかな

いと，はめていかないと，全く違うようなことをやっていてもだめなんですね。それで例

えば，これは市の方からいろいろな防災倉庫，四日市にもあろうかと思うのですが，はた

してあれがどれだけのものが何が入っているか，発電機とか消防ポンプとかエンジンもの

の物が入っているんですが，それのかけ方も分からない。全くですね，宝の持ち腐れにな

ってしまう。これが行政からおりた物が一応揃っているけど，無駄にしている。それだっ

たら非常食とか，期限が近付いてきたものを盆踊りの時とかに出すような取組を自治体で

やればいいかなという気もしますけど。やはりまた予算の時期だからこれでやってくださ

い，前のは適当に廃棄してくださいとか，そういうようなことが往往にしてございます。 

他の文化的なところになっても同じだと思います。鈴鹿地域は非常に農業が盛んな場所

でございまして，農業も全く同じような取組，今ＴＰＰ問題になっています，ああいう問

題になった時にですね，消費者の物は安いほどいいよと，おいしくて安いものが入ってき

たら皆それに乗りかえますね。そうすると今までの農業の施策政策というのが何だったん

だろうと，その中には，いわゆる農協さんもあれば全農さんもあれば，そういうところの

方たちが，そこの形の方たちも取り組んだやり方，何でもそれは反対ですよではなくて，

そういうようなことが全く見えてこないんですね。だから防災も全く同じだと思うんです

ね。 

 

土川会長： 

ありがとうございます。他にどうでしょうか，この女性登用とか基本課題１に関して。

これちょっと事務局の方にお伺いしたいのは，１ページの取組概要の一番下にですね，女

性を三重県体育指導委員協議会に２名，北勢体育指導委員連絡協議会に３名派遣したとい

うのがありますね。これは鈴鹿市さんにはそういう専門的なというか，女性の方がいらっ

しゃるのですか。 

 

事務局： 

そこまで詳しいところまでは事務局では分かりません。 
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土川会長： 

なかなか遠い所に派遣できる方がたくさんいらっしゃるというのはすごいなと思ったの

で。 

 

事務局： 

スポーツの世界のオリンピックを見ますと，女性の選手が男性よりも多くてメダルも女

性の方がたくさん獲得しているような状況ですが，意外とまだスポーツ界の上の組織の部

分では女性の役員がまだまだ少ないということで，そういう所に鈴鹿市の女性の方が行か

れているということで，これはスポーツ課だと思いますけれども，取組を行ったというこ

とで報告があったんですけれども，申し訳ありませんが，それ以上のことは分かりません

ので次回までに調べておきます。 

 

土川会長： 

これはすごいことだと思うんですよ。他の市もたくさんある中から２名とか３名が鈴鹿

市にいらっしゃるということなのかなと思いましたので。またそういうふうに全体的に他

にも発信できる女性をたくさん発掘しておいていただいたらいいなと思いましたので。 

あとよろしいでしょうかね，またありましたら戻ることもできますので，細かい施策に

ついての何かよろしいでしょうか。ありましたらまた今度読んできていただいて，なかな

か１回やらないと全部読んでくるというのが大変な場合もあると思いますので。では基本

課題２の方まで進めさせていただきますね。途中になるかも分かりませんが，これについ

て何かご意見がありましたら， 終は１２時で終わるという形で進めたいと思います。性

別による固定的役割分担意識に基づく制度及び慣行の改善及び男女共同参画の推進に関す

る啓発・広報やマスメディアとの連携という課題でございます。 

 

植村委員： 

これは基本課題２だけということではないんですけれども，基本課題の２から５に関し

ては，全て成果指標がアンケートの結果になってますよね。アンケートの結果を見せてい

ただいたら少しだけ分からないことがあったのでお願いします。メルモニの他に出前講座，

これは高齢者を対象とした出前講座，都市宣言，これは男女共同参画に関する都市宣言の

イベントに参加した方，あと男セミナーというのは，熟年男性を対象にしたイベントとい

うことみたいなのですけれども，非常に高齢の方に偏ってますよね。下の方の世代のとこ

ろを見てみますと，年齢ごとにパーセンテージが出ているのですけれども，６０代以上の

方が４５．８パーセント，半分ぐらいですよね。これをアンケート結果としてしまうと，

実際の鈴鹿市の人口構成からすると大きく外れてしまっているので，本当に施策の成果な

のか，世代によっての考え方の違いなのかということが明確には見えないのではないかな

と思いました。あと，男女共同参画に関するアンケートを取る時に，男女共同参画に関す

るイベントに参加している方のアンケートを取るというと，やはり一般の人よりは意識が

高いのではないかという気がするんですね。その取り方に関しても本当にこれどうなのか

なという素朴な疑問を感じたので，そのあたり皆さんにもご意見聞きたいなと思いました。 

 

土川会長： 

ありがとうございます。そういう問題はいつも出るんでね本当に。だから全体で本当に
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自然体でやってみるとどうかというのと比較するとよく分かると思うんですけれども，ど

うですか濵野委員。 

 

濵野委員： 

私は男女共同参画というこの取組，やはり３つ視点があると思うんですけれども，女性

の人権を守ること，それから女性の参画を進めること，それから意識改革をはかること。

この基本課題は５つとも，この３つの視点でなっているのかなと思います。それぞれが男

女共同参画を推進するということについては，この基本課題の部分が伸びたらいいという

だけではなくて，基本課題がお互いに補完し合うというか，全部こうなっていくのかなと

いうふうに思っているんです。そういうふうに見ていくと，先程の基本課題１の施策で，

とにかく審議会等への女性委員登用率を上げるということについて，そこでやはり参加し

た人がそのことをもとにして，どんどん発信元になっていくのかなと，そういうことにな

っていくことで，基本課題２の意識もまた変わっていくのかなと思います。 

先程のアンケートのことについて私も思うんですけれど，コミュニティとか仕事への参

加，それから社会的な決定権へのことについて，参加していくことでやはりそういう意識

も高まるのだと思うんですけれども，やはりそういうことを，今こんなんだよというのを

私たち市民にもっと具体的に，こういうふうに流れてますよというふうなことをもっとい

い方法でないものかなと思っているんです。先程のアンケートも非常に有効な手だと思う

んですけれども，やはり取り方については問題があるかと思うんですけれども，そこらへ

ん取組をそれから具体的にもう少しこう，今こんな状況に鈴鹿市なっているよというふう

なことを，勉強不足で分かりませんけれども，どういう形でもっと市民にアピールという

か，してもらっているのかなというか，そういうところがより一層求められるのかなとい

うふうに思っております。 

 

土川会長： 

ありがとうございます。久畑委員どうぞ。 

 

久畑委員： 

実は中学校・小学校におじさん先生ということで出向いて話をしたことがございます。

ですから今度はそれと逆におばさん先生というのが必要ではないかなという気がいたしま

す。それをやろうと思うと，やはり一線を退かれた方がそういう立場でいろんな話，女性

であれば料理の話だとか，掃除はこうやってするんだよとかいろんなやり方とかそういう

ものを，いわゆるしつけを子供たちに教え込んでいただくと，これが非常にこれから大事

ではないかというふうなことを感じますね。あわせてやっていったらいかがかなと思いま

す。 

 

土川会長： 

そのおじさん先生というのがあるのですか。そういう制度が鈴鹿市には。どういうこと

をやられているのですか。 

 

久畑委員： 

これは学校の校長先生といろいろ打ち合わせさせてもらって，何時何日，この時間に５
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人ぐらい行きますよと，それでエキスパートの方ばかりがそこへ出向いて行って，そして

そこで話をすると，うちの会社はこうだった，そういう仕事をこうやって作ってるんだよ

と，だから君たちも大きくなったら働かなくてはならない。そういう時はこうだよとかい

ろんなインターンシップの問題についてもこうだよとかいろんな話をしてあげる。その時

の子供は，校長先生から聞いてますと，真剣な顔をして体育館で聞いていると，やはり今

までなかった授業をされたということが刺激になったのではないか。 

 

土川会長： 

なるほど。どうですか他に。 

 

佐脇委員： 

先程のアンケートのことですけれど，今回アンケート結果をこういう形で参考資料で載

せていただいたのは恐らく初めてだろうと思います。今までは年代だとか，どういうアン

ケートの取り方かというのが，一行二行は書いていただいていたと思うのですけれども，

こういう結果はなかったと思います。ですから，今回はこれも資料として付けていただい

て，限界がある中でそれでもこういう結果が出たんだという見方ができますので，しょう

がないかなと，もっといいアンケートの取り方があれば市の方もぜひやりたいとお考えに

なっているでしょうけど，これしかなければこれで，こういう母数ですよということを見

ながら検討する必要はあると思うのですけれども。それと，今回初めてここまで知りまし

たので，高齢者の方が多いということと，それからいろんなイベントなどに参加してらっ

しゃる方が多いということが分かりましたので，相殺作用のようなことが働いているのか

なというふうに思いました。 

 

土川会長： 

そうですね。どうですかアンケートについては。 

 

坂倉委員： 

アンケートはですね，植村さんがおっしゃったようなことを私も思いました。それに佐

脇委員がおっしゃったけれども，やはり限界があるということも，どんなことをやっても

限界があるということも承知しておりますし，それにこの限界の一つですけれども，継続

性というのがあるんですよね。同じようなアンケートをしながらどう変わってきたか，こ

れがもう変化とは見えないと思うんです。でも，限界があるということで，これはこうい

うふうにしてこういう結果になったんだという読み方を私たちがしなければというふうに

思います。それでおもしろいのは，数字というのは本当に限界があって信頼できないのに，

同じような結果になるんですよね。動きが日本も県も例えば四日市も鈴鹿も案外同じよう

な，極端な差がそんなにないという，そのへんの数字の魔力みたいなものも私は感じてお

ります。 

それから，すごく言いにくいんですが，先程久畑委員のおっしゃった，おばさん先生お

じさん先生ってすごく大事だと思います。学校へ地域のおじさんやおばさんが入っていく

ということは，今の子供たちにとって，とっても大事だと思っています。それにまた高齢

者が入っていくということは，時間のとらえ方が違うゆっくりした高齢者が入っていくこ

とが子供たちにすごく大事だと思っていますが，おじさんとおばさんで役割を分けて入っ
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ていくと，かえって男女共同参画に反することがあるかなと思いましたので，そのことだ

けは，おばさんは掃除のこととかそれだけをするのではなくて，おばさんもこれから働く

というのが男女共同参画ですので，そのことでどう考えるか，どういうふうにやってきた

かという，おじさんもおばさんも同じように，役割を固定しなくて接してもらえば一番い

いかなと思います。 

 

土川会長： 

ありがとうございました。東口委員いかがですか。 

 

東口委員： 

皆さんの意見を聞いて，なるほどということがあったので，私は高齢者が多いのでこう

いう意識が低いのかなというふうに一瞬思ってたのですけれども，今の話，そうではなく

いろんな状況を踏まえてもこういう数字になってくるというアンケート結果の魔力という

か，そういうものを考えておりまして，年代別にできれば意識の普及をこれから見ていっ

て，この３０代４０代のところはすごく低いので，そこらへんももう少し母集団を増やし

ていって，どういうところで意識が低いのかを差で見ていけばいいのかなというのは，こ

のアンケートの数字を見ていて思ったのですけれど，世代の数字を見て。子供たちには子

供たちの意識がありますし，親を見ての意識だと思いますし，親の世代の意識が変われば

また子供も変わってくるのかなと，３０代４０代は仕事とかそういうので忙しくて，やは

りこのアンケートに対しても，いろんな行事に参加できない部分が多いと思うのですけれ

ども，そこをちょっと考えてみてはどうなのかなと思いました。 

 

土川会長： 

ありがとうございます。鈴鹿市さんは全体の市民アンケートというのは取ってみえたの

ですかね。 

 

事務局： 

鈴鹿市役所全体でですね，いろいろなテーマで行う市民アンケートというのは現在行っ

ておりません。ただ，男女共同参画に関しまして，実は， 初に見ていただきました，こ

の今動いている計画が２６年度で終了となります。ということは２７年度から新たな計画

を策定する必要がございます。そのために今年度予算を付けまして，男女共同参画課の予

算として，男女共同参画に関するアンケートを秋口，年が変わる前後ぐらいで実施しよう

と考えております。その中には今の，基本課題１から５の設問はもちろん盛り込んでやっ

ていきたいと，もちろん無作為抽出３,０００人ということで行いますので，男女別，年代

別もまんべんなくできるアンケートを行う予定ですので，偏ることなく結果は現れると思

います。 

 

土川会長： 

そういうのがぜひいると思うんですね。これはこれで今までよりは，一番 初はメルモ

ニというのしかなかったんですよ。メルモニって何というように皆が聞いているぐらいで。

これはごくこれに関心のある人しか，メールのモニターさんという限られた人の数値しか

載ってなくて，そういうもので何で評価するのというところから始まっていますので，い
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ろんな立場の人が今自分のところに関わってくるいろんな人からアンケートを取った結果

がこれですよというのは，これはこれで，関係する人としない人の差が少しあるんだなと

かいうのを見る資料としては参考になる部分はあると思います。でも，市民全体が男女共

同参画にどういうふうに関心を持っているかというのは，今のような市民に対する，基本

計画を変えていく段階とかでぜひ予算を付けて，あらゆる角度からアンケートを取ってい

ただくというのが，次の施策につながりますのでぜひやっていただきたいなと思います。  

大塚委員，今日基本課題２までで何かご意見ありますか。 

 

大塚委員： 

皆さんおっしゃるとおりです。 

 

事務局： 

アンケートのことでもう一つ。今，植村委員や坂倉委員がおっしゃったこと，同じよう

なことが推進本部会議でも話題に出まして，男女共同参画に興味のある人だけでは数値が

高くなるのかなという考え方と，やはり同じようなアンケートを継続して行うことによる

信頼性というのも大事だということで，極端に変えることなくこのアンケートはこういう

形で行っていきたいと，そしてそもそも，この基本計画の指標がこういうふうに思う方が

何パーセントというふうになっている以上は，これはアンケートでしか把握することがで

きませんので，アンケートという手法がやむを得ないのかなと考えて，このままやってい

きたいと思っています。 

 

土川会長： 

そうですね。本当そういうふうにして見ながら，年齢が違うとか，関わってきている人

とか，別の行動の人によってちょっとずつまだまだ差があるということから，そういう所

にもっと入り込まないといけないとか，いろいろ見えてきますので，これも今までなかっ

たいい資料だと思っております。大変私も生意気なことを言うようですけれども，まとめ

かたも本当に分かりやすくて，よくまとまって書いていただいておりますので，課題も見

つけやすくなってきておるかと思っておりますので，こういうふうにまとめられた事務局

の方も大変ご苦労だったかと思います。 

今日は基本課題２までということで事務局よろしいでしょうかね。 

 

事務局： 

はい。 

 

土川会長： 

ゆっくりと皆さんまた次も読んで来ていただきまして，次回にまたご意見をいただくと

いうことで，一応ここの部分につきましては終了させていただきますが，事務局の方へお

返ししてよろしいでしょうか。 

 

事務局： 

初の部分で説明不足だったかもわかりませんけれども，この内部評価に対しまして，

皆さま委員の方から評価をいただいて，それをこの内部評価と合わせて一冊の冊子として
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まとめます。 

今日いただいた意見は事務局の方で案としてまとめさせていただいて，それを皆さんに

ご提示いたします。こんなことは言っていない，もっとこのことは強く言うべきというよ

うな修正意見をいただいて， 終的にまとめたいと思います。 

 

土川会長： 

そういうことですね。今度，基本課題の３，４あたりを検討しまして， 後に全体的に

もう一度まとめて，どういうふうに市長さんに今回提言していくということをまとめると

いう，そういう形でよろしいですね。 

 

事務局： 

もう一点，先程，勉強不足で答えられない部分があったのですけれども，担当課の細か

い部分になりますと事務局でも分からない場合がありますので，そういう場合は事前に連

絡をいただければと思います。こういうことを調べておいてくださいとか，何かを配って

いるとか作ったという部分があれば，一体どんなものを作ったのか，配ったのかというこ

とで，一度資料として提出してください，ということを事前にご連絡いただければ，次回

の会議までにご用意いたしますので，そのあたりについてもよろしくお願いいたします。 

 

土川会長： 

では，どうぞ 後，事務局。 

 

事務局： 

会長をはじめ委員の皆さん，どうも長時間ありがとうございました。次回の開催日は，

８月２０日，火曜日，今度は午後１時３０分からとさせていただきます。また，先程，会

長からも指示がありました，本日の皆さまのご意見は後でまとめさせていただいて，次回

に提示させていただきますのでよろしくお願いいたします。これをもちまして，平成２５

年度第１回鈴鹿市男女共同参画審議会を終わらせていただきます。本日はお忙しいところ

ありがとうございました。 

 

土川会長： 

すみません，せっかく部長さんいらっしゃってますので，ごあいさつをお願いします。 

 

生活安全部長： 

皆さまには，これから後２回という，回数的には少ない回数の中でですね，この審議会

としての意見をまとめていただくということになります。書類にあたっては，事務局の方

へいろいろとご指示をいただければ，今，課長も言いましたけれども，各委員のご希望に

応えられるようなものを用意させていただいて，これから進めていきたいと考えておりま

すので，よろしくお願いいたします。本日は本当にどうもありがとうございました。 

 

土川会長： 

突然お願いしてごめんなさい。 
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生活安全部長： 

いえ，大丈夫です。 

 

事務局： 

ではこれで，終了します。 

 

一同： 

どうもありがとうございました。 


