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平成２５年度 第２回 鈴鹿市男女共同参画審議会会議録 

 

日    時：平成２５年８月２０日(火)１３時３０分～１５時１０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：７人 

 

欠席委員：１人 

 

傍    聴：３人 

 

内    容：次のとおり  

 

 

事務局： 

定刻になりましたので，ただ今から，平成２５年度第２回 鈴鹿市 男女共同参画審議会

を開催いたします。本日は委員総数８人中１人欠席で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，本日の傍聴は３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，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。なお，第１回 鈴鹿市 男女共同参画審議会議事録の修正がございま

したら，事項書２その他でお伺いいたしますのでよろしくお願いいたします。 

それでは，議事進行につきまして土川会長にお願いしたいと思いますのでよろしくお願

いいたします。 

 

土川会長： 

 お暑い中今日は鈴鹿市の男女共同参画審議会ご参加ありがとうございます。今日は第２

回目ということで，まずこの前の続きの基本課題の３，４あたりを中心に，課題がありま

したら，この部分はいいけど，もう少しこういうことを来年度に向けてはやってほしいと

思う意見を出していただきます。それをもとに事務局が整理をして，第３回に私たちが見

せていただいて，最終的にこういう形にしようというのをまとめていけるかなと思います。

会議が３回ということでございますので，効率的に効果的に今日の会議を進めたいと思い

ます。どなたの委員さんからでも結構でございますので，新しい委員さんもいらっしゃい

ますので事務局にも聞いていただいて，その後は私たちで委員でこうしようということを

話し合うと。審議会というのは本来そういう形で私たち同士で市に対してもうちょっとこ

ういうふうにしたらいいですねということを言うんで，１つずつ事務局に答えをいただく

という場ではないと思いますのでね。ご質問ありましたらしていただいて，後は私たちで

検討するという形を大事にしたいと思いますので，ご協力よろしくお願いいたします。 

 ではどうぞ早速でございますので，どなたからでもおっしゃってください。 
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久畑委員： 

 よろしいでしょうか。前回の資料の中で，審議会等委員の女性登用数というのがござい

ます。私はこんなにたくさんあるのかと思って範囲の広さにびっくりした次第なのですが，

例えばテーマというのがですね，この中でどういうものをやっていこうかというような形

でテーマを決めていただくと，絞っていただくと我々もそれに対応できるような質問がで

きるのですが，それはどうなのでしょうか。ちょっと教えていただければありがたいなと

思っているのですが。例えば，最初私が防災関係でしたので防災危機管理課のところのお

話や質問をさせていただいたのですが，その他の総務課の部署とか市政情報課の部署とか

いろいろな各課の部署があろうかと思います。そうしますと例えば，話の内容があっち飛

んだりこっち飛んだりしなくても比較的絞った話ができるのではないかなという気がいた

します。このような質問なのですが。 

 

事務局： 

 今回配らせていただいた資料の中で，審議会等委員への女性登用数という一覧表があり

ます。これにつきましてはですね，個々の審議会について議論をしていただくという意味

ではなくて，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というところの

成果指標としまして，それぞれの担当課が所管しております，いわゆる審議会等の，女性

の委員の登用率を上げていきましょうという指標がございます。それぞれ各課が全部で５

０幾つあるのですけれども，それぞれが担当している審議会の委員で女性の数を増やして

いこうという努力をしておりまして，それの昨年度の結果を一覧表にまとめたものでござ

います。これは今久畑委員がおっしゃられたように一つ一つ詰めていくというよりは，一

つ一つは担当課が努力をしていただくということでございます。ちょうど前回の会議でで

すね，去年１年間で努力の結果上昇したものが一覧で分かるような表をくださいという要

望がございましたので作らせていただきました。薄い灰色になっている網かけの部分が，

去年改選もしくは新規立ち上げがありまして，委員の構成が変わったところでございます。

ちょうど真ん中ぐらいにですね，斜め右向きの矢印があるのですけれども，これを見てい

ただくと全て上昇もしくは現状維持ということで下がったところは一つもございませんで

した。そういう結果が去年出ております。ただですね，下から５つか６つ目の教育委員会

事務局ということで，教育委員会，結核対策委員会，中学校ランチサービス事業推進委員

会の３つのってくるんですけれども，２つ矢印が上向いているのに，その列の１番右です

が，去年４５％で今年は４１．７％に下がっているのはなぜですかと疑問に思われると思

うのですが，１つの会が休会をしたということと，もう１つ子育て支援課の方に移りまし

た就学指導委員会，これが女性の登用率７０．８パーセントなのですけれども，所管が教

育委員会から子育て支援課のほうに変わりましたのでちょっと下がっているような状況に

なっております。個々で言いますと，去年改選をされた審議会については，現状維持もし

くは女性が増えていたという結果が出ております。その資料を作成しまして皆さんにお送

りをしたということでございます。 

 

土川会長： 

 そうですね，一つ一つの審議会の中身というよりは，それぞれの審議会各部に必要で持

っていて，そこにどれぐらい女性を登用してくれるかということで，全体的に鈴鹿市の登
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用率アップのために，今までもこの審議会から提言してかなり頑張ってもらってきたと思

っておりますので，引き続きこれからもみんな上を向くような形で女性の登用に目を向け

てもらいたいというような形を，ここで特にこの委員会にはもっと女性が入っていいので

はないかとか，そういう形でどうでしょうかね。他の委員さん，例えば防災会議なんかも

っと女性が入ってもいいのではないかと思いますけれども，２．６パーセントって低いよ

うな感じがするんですがね。 

 

佐脇委員： 

 改選したところはほぼ上昇ですので，今年度改選期を迎えるかどうかよく分かりません

けれども，改選期が前年度になかったところは，今年度以降頑張っていただくと。全体と

してそういうことが言えると思います。 

 

土川会長： 

 改選にあたった年に，増やしてもらう努力をしてもらうように市長も実際に言ってもら

っているようですので，改選の年に頑張ってもらう，こういうことを提言の中に盛り込ん

でさらに女性登用率を４０パーセントに近づけていくという鈴鹿市の目標に近づけていく

ということで，ここは最終的なまとめでまた議論したいと思います。 

 基本課題の３は，教育や労働の場における男女共同参画の推進ということになっており

まして，個々の施策に関しては２５ページからですね，いろいろございますので，そうい

うのも見ていただきまして，これはどういうことなのかとか，もう少し細かいことではな

いけれどこの部分はどうだろうかとか，そういうことを含めまして基本課題の３，４でど

こからでも結構でございますので，濵野委員どうですか，教育とかのところで。 

 

濵野委員： 

 基本課題の３の指標の，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のグ

ラフの取組なり中身についてなんですけれども，こういった意識調査というかアンケート

というものは，することそのものが啓発なり推進につながる取り組みだと思ってます。い

ろんな形で前の１回目に話があったように，いろんなところでこういった取り組みを継続

してやってもらえたらなと思うんですけれども。一つは，女性にとって働きやすい環境，

数値の動きは全体として右に上がってきているということは，それでいいんですけれども，

このアンケートの形式がメルモニのアンケートということなんですけれど，やっぱり女性

にとって働きやすい環境であるというふうに感じている市民の方が，このグラフにもう一

つ働きやすいと感じているのはどういうところなのかということを，メルモニアンケート

では難しいかも分かりませんけれども，やっぱり一人ひとりの能力とか，そういう取組に

ついて評価してくれるかだとか，そういう文言だとか形で，何というか，働きやすい環境

であるという人の実態とともに，どういったところでそういうふうに感じているのかとい

うことを同時に書いてもらうような調査がほしいかなと思うんです。と申しますのは，現

在，女性にとって働きやすい環境であると思うかどうかの設問に対しとあるのですけれど

も，これについて，文言がこういうふうな形であるということは，こちらでその取組の概

要にあるような内容を想定してどういうふうに考えているかなというふうにされたと思う

のですけれども，やっぱり実際に，アンケートですから一部の人になるか分かりませんけ

れども，実際にその人たちが働きやすいと感じているのはどういう環境なのかということ
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を，気持ちを出してもらえるような形をちょっと入れてもらうと，今後の取組なり，ある

いは働きやすい環境づくりのために労働の場への働きかけが必要であると書いてございま

すけれども，そういったことにつながるのではないかなというふうに思いました。 

 

土川会長： 

ありがとうございました。坂倉委員どうですかね。 

 

坂倉委員： 

 ちょっと後にしてください。混乱してるんです。教育や労働の場における男女共同参画

の推進という一つのくくりがどうかなと今思って読んでますので，ちょっと後にしてくだ

さい。すみません。 

 

土川会長： 

 東口委員いかがでしょうかね。働いてこられました女性として。 

 

東口委員： 

 世の中というのは確かに私が働き始めたころから考えると，自分としては働きやすい職

場になったなと，自分の職場に関しては思います。例えば育児休業制度や介護休暇とかい

ろいろ取れる制度が２０年３０年前に比べたらずいぶん普及がしてきていると思います。

ただ，それは絵に描いた餅にしてはいけないなという形で，職場でもそういうようなお話，

あるいはそういう勉強をしてきたわけなんですけれども，今この中で私が思っていたのは

子育て支援の部分なんですが，ハピールームとかサポートセンターでしたっけ，ございま

したよね。ハピールームは白子クリニックさんにあるということもつい最近というかこの

１年くらいの間に分かったことなんですけれども，今現在市では，１か所しかないんです

よね。これを今後増やしていっていただけるのかなという部分，あとテレビなんかでよく

出てる待機児童の問題，それはどのような状況になっているのか，ちょっと調べてみよう

にも調べきれなかったものですから，そのようなことがちょっと自分の中では，今子育て

をしている世代がいざ働きに出ようと思っても，なかなか子供の部分で，面接に行っても

何歳ですか，何歳と何歳です，じゃあちょっと無理じゃないですか，という状況に出くわ

すことが多いということも聞いておりますので，そこをちょっと自分の中で勉強していき

たいなと思って今日は皆さんの意見を聞きたいと思っております。お願いいたします。 

 

土川会長： 

 ありがとうございます。植村委員どうでしょうね。 

 

植村委員： 

 先程濵野委員がおっしゃっていた働きやすい環境ということなんですけども，これ具体

的にはどういうことなのかというのが，案外分かりにくいですよね。また，人によっても

たぶん違うと思うんです。私が働きやすい環境ってどういう環境なのかなと考えていたと

きに，最初に浮かんだのは，例えば育児休暇とか時間短縮勤務とか，最近は以前に比べる

といろんな環境が整いつつありますけれども，それが環境が整っているけれども実際にと

りやすいのかとか，男性も女性も育児休暇って一応決められていますけども本当に取れて
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いるのか，取得率ですか，そういうのが働きやすいということなのかとちらっと思いまし

た。そういう数値的なもので示してもらった方がより分かりやすいのかなと感じました。 

 例えばなんですけれども，鈴鹿市役所では育児休暇をどれくらいの人が取っているのか

なとか，そういうこともちょっと知りたいなと思いました。というのはやっぱり，取りま

しょう取りましょうと言ってもなかなか企業なんかでは取れない理由があるわけで，そこ

を取ってもらうためには，やっぱり市役所とか大きな会社とかそういうところが率先して

取っていって，それが当たり前なんですよということが世の中に浸透しないとなかなか難

しいと思うんですね。ですから市役所なんかでも積極的に育児休暇を取っている，そして

そのことを市民に向けてアピールするということが必要なんじゃないかなと思います。具

体的に鈴鹿市の場合どんなものかとか分かりますか。 

 

事務局： 

 はい。育児休暇の取得人数や割合でよろしいですね。過去５年くらいの情報が今手元に

あるんですけれども，女性につきましてはですね，だいたい２０人前後で平成２０年度か

ら２４年度まで育児休暇を取得しております。だいたいこれは１００パーセントというこ

とです。男性につきましては，２２年度に１人，２４年度に２人とっておりますので，こ

れはパーセンテージでいくとかなり低い，１０パーセントを切るような感じになっており

ます。 

 

植村委員： 

 ありがとうございます。こういう何か数字みたいなのを指標にしたり目標にしたりする

方がより明確というか，分かりやすいかなという気持ちがちょっとしました。 

それから先程ハピールームとか，ここに書いてある延長保育とか休日保育とか特定保育

とか，それぞれ実施している園の数が書いてあるんですけれども，これは以前に比べて増

えているのかどうかということと，例えば休日保育は鈴鹿市内で私立の保育園が３つで実

施とありますよね。これで本当に利用しやすいのかなというのが一つと，あと周知，私は

子供がもう大きくなってしまっていることもあるんですけれども，ハピールームについて

は知ってましたけども，休日保育とか特定保育というのはどういうことか分からないんで

すけども，こういう保育があるということも知りませんでした。本当に増えているのか，

周知されているのか，利用しやすいサービスになっているのかというところはちょっと知

りたいなと思いました。 

 

土川会長： 

 ありがとうございます。関係することもあるかも分かりませんので他の委員さんからも

基本課題３と４で，３と４は結構関連してますので，３だけとか４だけというよりこの２

つの同じような，今度計画を立てるときはこの辺の整理がいるかなという，よく似た内容

が両方にまたがってますので，どうぞ他の委員さん坂倉委員もういいですか。 

 

坂倉委員： 

 今会長がおっしゃったように，３だけでは語れないですよね。私は４がベースになって

３を語っていただければと思うんですね。そうしないとここに書いてもらってあるいろん

な評価とかなかなか結び付かないんですよ。それで私今何を言おうか迷ってたんですが，
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例えば子育て支援にしても，保育園を増やすとか預かり方を多様にするということだけで

は解決できない問題がありますよね。女性の働き方の問題もありますし，企業との関わり

もあって非常に大きな問題なので，とりあえず市が，何ができるかということを考えなが

ら企業と地域と結びつけながら，大きなところのこちらの目標みたいな目安みたいなもの

がないと非常に個々に言っていてもこの部分は難しいなというふうに思いました。 

 それから，新しい課題として女性が働いていないことによる貧困という問題が出ていて，

それが１行もないというのは私はちょっとさみしいなと思いました。女性の貧困，働いて

ないから年金も少ないというのもありますし，それから働いていても非正規という女性が

多いから年金が少ない貧困というのもありますし，今クローズアップされている女性の貧

困についてどのように取り組んでいくかというようなことを，考えも伺いたいなと思いま

した。 

 

土川会長： 

 ありがとうございます。佐脇委員どうでしょうね。この２つのところでどんなことでも。 

 

佐脇委員： 

 非常に難しくてですね，先程の基本課題３のところで，働きやすいと感じているよりも

働きにくいと感じているのが，後ろの参考資料で５０パーセントを超えるようなんですね。

ところがその，なぜそういうふうに感じているのかという理由がやっぱりもう一つ，いろ

んな施策だとか課題の方に書いていただいてるんですけれど，よく分からないと。やっぱ

りそれは坂倉委員が言われたように，非常に多様化してるっていうところもあるのかもし

れないですね。いろんな施策が広く行われるようになってもニーズに合わない部分もある

のかもしれないですし，なかなか浸透していかない部分もあるのでしょうけれども。やっ

ぱり私は働きやすいというふうに感じるよりも働きにくいと感じてらっしゃる人がこれだ

けいるということが驚きで，それが何故かなというところが読ませていただいても分から

なかったですけれども。 

 

土川会長： 

 どうですか久畑委員。 

 

久畑委員： 

 実は私，就職した頃は，昭和の時代ですけれども，いわゆる初任給が１万２千から４千

だったんですね。それで所得倍増計画に基づいて，それが今現在１２万ぐらいが初任給じ

ゃないですか，１２万ないし１４万ぐらいが。それも大学卒業生の初任給ですね。となる

と，もうそこで１０倍増えているわけですね。それだけ価値観というか，物の価値観が下

がっているということです，逆にね。例えば私の友人が今フィリピンの方に行っています。

あそこはもう５万円あったら十分生活できるし，贅沢できるというんですね。そうすると

日本で年金もらって，その半分送ってもらったら向こうで生活できる。そのような貨幣価

値の違いが出てきます。だけど今企業はだんだんと日本から海外へ行ってますね。そうな

ると，企業はどうなるかというと，やはりいわゆる家庭を守らないといけないから，奥さ

んにはそうやってしてお給料に対応できるようなものをお渡しして，それから本人は現地

で給与を渡すということになってきますね。二重払いになってきますね。中小企業で向こ
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うへ行って向こうでやるんだというのだったら別なのですが，そういうような状態が今出

てる中で，ただアベノミクスでやろうやろうとしているようなことをやってもですね，こ

れはまた同じようなバブルの状態がまた繰り返しになるのではないかなと，そうすると労

働力というものがやはり不足します。少子化になってきてますから。それだけ機械化でき

るかといったらまず無理ですね。よっぽど上場会社で自動車づくりしている，ロボット使

っている，そういうところは別ですけれども，普通の中小企業，零細企業ではロボット導

入するわけにまいりません。そういうふうな形でですね，ありまして。 

 それからここに市役所の方もおみえになるわけですけれども，市役所の方は生産性を考

えなくてもいいんです。市民それからそこの方の生活，環境，それが向上するようにすれ

ばいいんです。別に利益を生むことをしなくてもいいんですね。そんなことを言うと怒ら

れますけれど。今後は利益を生んでもらわないといけないと思います，官公庁も。という

のは，大学もそうなんですが，今まで国公立大学と言ってましたけど，機構なんですね，

国立学校機構，大学機構になっている。そうすると民間と一緒で，今のところはまだ補助

がおりているんですけど，将来は自分たちで大学を盛り上げていかないといけない。鈴鹿

市役所はお金もうけして自分たちの給料はその中から払っていくと，いうような形になっ

てくるんですね，極端なことを言いますと。だから，いわゆる資本主義国家，日本は資本

主義国家ですから，やはりそれを守るのはその企業，団体のトップがどのようにしたら利

益を生んでいくかと，維持していけるかということを最終的に考えないといけないんです

ね。だから家庭と一緒です。お父さんの給料だけでやっていけなかったらお母さんもパー

トに出て行って稼いで来ないといけない。それが今パートとかいろんなものの始まりの原

点だったと思うんですね。お父さんの給料で十分やっていければお母さんは子育てと家庭

の掃除，掃除というと差別だと怒られますから，家の仕事をすれば済んでいたんです。昔

はそれでよかったんですね。そうすると子供のしつけから何から，みなおじいちゃんおば

あちゃんもいてやってくれてる。だから２世帯，これを２世帯というとおじいちゃんおば

あちゃんと離れて生活しているものですから，子供にとってはですね，一緒に同居してい

たら子供は気付くんですね。あれ，うちのお父さんお母さんはおじいちゃんおばあちゃん

としゃべる時に，話し言葉が違うなということに子供は気付くんです。それがしつけなん

ですよね。そういうことが今なされてないから，余計にそういう文化がだめになってきて

いると思うんですね。そういうような経済的なものがかなり影響されていると思います。

これで回答になったかどうか分かりませんが。 

 

土川会長： 

 ありがとうございます。女性が働くということは必ずしも経済的に，男性が結婚してい

て経済力があって女性はうちにいるという，そういうことだけではなくてですね，女性も

人間としての能力を社会の中で活かして仕事をする，そういう女性がいるのが普通の社会

というふうに変わってきていますのでね，その価値観を男女共同参画に向けて，悪いんで

すけど委員会で勉強していただいた方が，もっと立派なご意見にそれがつながると，大事

なことなんですけれども，女性がうちにいたらそういう問題が解決するというのとはちょ

っと違うんですね。それをこの基本課題の３とか４あたりでですね，どういうふうにそれ

とうまく関わらせていくかというのを，これからの日本社会の課題として，今私たちは検

討していこうとしておりますのでね。働いていても子供も皆が幸せに生きる日本ですね。

どうするかというのを鈴鹿のプランの中でも考えていこうと，そういうことで私もちょっ
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と濵野委員もおっしゃいましたけども，以前から鈴鹿市のグラフがいつもメルモニなんで

すね。これはもう本当にごく一部の方のご意見だと思いますので，これをトップのグラフ

にのせてしまわれると，それがすごい大勢の人の意見のように見えてしまいますのでね，

それで本当はこの中身はどういうことなんだろうというご質問がありますし，事務局はこ

の前もそういう話でアンケートをまたいずれ次の基本計画に向けて市民に向けてアンケー

トをとると言ってみえますのですね，やっぱりいっぺんきちんとしたそういう形の調査を

していただいて，そしてこういうところに国はこうだとか，県はこうだけど鈴鹿市はこう

だと，同じような内容でアンケートをとっていただいてですね，メルモニだけではちょっ

と逆に心配だなと，ここにのせること自体が。それを検討していきたいなと前から言って

おりますよね，今までの委員の方は。佐脇委員や濵野委員，それから坂倉委員は，私たち

は特にメルモニには抵抗がある部分，でも今のところはそういうデータしかないのでね，

こういうのがあるというのを一つ窓口にしながら，いろんなことを考えてもらっているか

なと思います。それでやっぱり私たちの責任でもあるのですけれども，この共同参画実現

のための計画の基本課題の３と４は次の改訂では考えないとくくり方が問題かなと，実際

やってみるとですね，難しいですね。教育と労働の場とがひとくくりになっているという

のも，職業生活，家庭生活，地域生活，生活としてはそういう場面があるのだけれど，労

働と教育というところがちょっと難しいのかなと思います。もちろん広く言えば教育も関

係してくるんですけど，これは次の基本計画を作っていくときに，一度見直しをしていく

視点ではあるかというふうに思います。 

それで，もう一つ私が思いますのは，いろんな施策にですね，それぞれの課が，教育委

員会でありますとか，いろんなところ産業政策課とか，出していらっしゃいますけれども，

その施策がですね，テーマとあんまり合ってないんですね。仮に教育や労働の場でもよろ

しいんですけれど，それとやっている施策が合わない。それよりさっき植村委員さんが言

われましたけれども，子育てのそういう問題と絡んだような施策が出てこないですよね。

ここに逆に言うとテーマも，それぞれのところでやっていただく施策とどう整合させてい

くかというあたりの，男女共同参画課のイニシアティブという問題がいるんではないかな

というふうにも思いますので，とにかく，やっているものの中から似たようなものをここ

へあげてくるだけでは，もうちょっと今の時代合わなくなってきているという，私これ見

てまして，ここどうやって意見を言っていったらいいのか，この前から悩んでいたんです

よ。だから，中の施策とちょっと合いにくいんですよね。道徳とか何とかいっぱい書いて

あるんだけれども，男女共同参画の今言われたような子供を育てていくこととの関連から

いったら，もうちょっと違う施策が入ってきてもいいのかなと思ったりしますね。私もそ

のように感じたんですけれど，どうぞ第２ラウンド次の方どうぞ。 

 

坂倉委員： 

 本当にそのとおりで，どんな課題があって何をしようとしているのかということが明確

でないということが一つ言えると思います。それから調査は，困っていることがどんなこ

とかというのを調査するのが調査だと私はいつも思っているんです。だから困っているこ

とが見えてくる調査ではないということ。それからさっきのあの，男と女のあれですけれ

ども，個人的にはうちはこれでいくというのは十分それでいいと思うんです。僕はこれだ

というのは。ただもう社会は男女共同参画社会をつくる方向に向かっているということは，

好むと好まざるにかかわらず納得しなければしょうがないなと思います。それでもってど
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うしていくかということだと思うんですね。個人的には全然否定してませんから。この前

もちょっと言ったので，あっ引っかかってるなとさっきのご発言で思ったんですけれど。

個人的には全然思ってませんので，私も古いところありますし。 

 

土川会長： 

 ありがとうございます。本当にそうですね。個人のうちのなかの価値観とか難しいもの

です。どうぞご意見おっしゃってください。 

 

久畑委員： 

 非常にですねこれは多様なことで難しいところもあるんですが，ある航空会社ではパー

トさんを正社員にしあげたというニュースが出てました。これになりますと，結局どうい

うことかと言いますとやはり定着率，そこの企業の定着率が良くなってくるんですね。や

はり責任問題が生じてきます。そういうことが発端で，ああいうような部署はやはり責任

感のある勉強された人がいてもらわないと困るという，そういうところに気付いたんだと

思いますので，そういうふうになったと思います。だから今，パートさん非常にたくさん

使われておりますが，実は私，ベルシティさんにちょこちょこ行くんですね，そうすると

レジの女性の方が，もう２０年以上たっているのにまだ勤めてみえるなと。非常に定着率

がいいんですね。そこの労働力と言いますか，労働条件，どういうふうになっているんだ

ろうという調査の必要性が出てきたのかなというふうに思いますね。それと，コンビニ等

で，例えばさんちゃん企業でやってる方の企業さん。うちらもだいたいそれに近い方なん

ですが，そうなると病気一つすらできない。そういう重要性があるんですね。継続するた

めには維持するためにはですね。逆にそこの人は気が張ってますから病気しないんです。

それが一つの取り柄なのかなというふうにも思っているんですけれどね。そういうような

形で企業というのは人をたくさん使えばそれだけ経費がかさんでくるわけです。それに収

益が伴わないと，その会社は倒産します。そういう難しいところがあるんです。今後はそ

ういうふうに資本主義社会の中ではそういうものが発生してくるのかもという気がいたし

ますね。それで例えば，私の友人の子供さんが１０歳で，いわゆるレースをアメリカでや

っているんですね。オートバイに乗って。そうしますとね，そこのアメリカのやり方とい

うのが，完全に，日本では学校へ行きなさいというけど，あそこはそういうような授業と

いうか，教えるのは家族またはそこに滞在しているところの部署の人が教えてくれればそ

れでいいという形になってくるんですね。そういうことで，確かに英会話の能力，これは

ものすごくついてくるわけですけれども，そういう一長一短のやり方があろうかと思いま

すが，やはりその部署部署でいい方法をとっていかなければいかないかなと。それからや

はり，その子供さんが日本へ戻ってから，レーサーとしてその部署で必要性がある人間に

育っているということですね。だから，学校教育でもそうだと思いますけれど，どこかで

その子供をその人を待ち受けるような部署があれば，またそのような子供に成長していた

だいたらいいのではないかと感じておりますね。ざっくばらんな話をさせてもらいました

けれど，そういうことが大事ではないかなと思いますね。 

 

土川会長： 

 ありがとうございます。本当に働き方が多様になっておりましてね，この間の日曜日の

ＮＨＫのナビゲーションでも，新富裕層という番組，私おもしろそうだったんで全部見て
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しまったんですけれどね，今の若い３０から４０くらいの人は日本を脱出して海外で所得

を何億と儲けるんですよね，株の投資をしながらね。日本だと税金がいっぱいかかるんだ

けれども，３分の１以下とかいうすごい低い税率でね，そういう生活を，それがいいのか

悪いのかは別にして，そういう若者が出てきている。一方，今おっしゃったようにパート

やいろんなことで重労働はしているけれど収入がない人とかね。そこに女性がどう関わっ

ていくのかとかですね，そういう問題がこれからのやっぱり日本社会の大きな課題の中に

入ってくると思いますので，鈴鹿市の中にもそういうグローバルな視点で，ものごとを，

共同参画をみるというのはとても大事なことだと私も思っておりますので，そういういろ

んな社会の動きを私たちも敏感に感じながら，どういうふうに共同参画を根付かせる，本

当に今言われたように，否応なくこの社会に入っておりますからね，いい形でこれを定着

させていくためには何をしたらいいか，小さな委員会ですけれども，力を合わせる必要が

あるかなと思います。 

 植村委員どうですか。新しい委員さんとして。 

 

植村委員： 

 ちょっと話を戻して申し訳ないんですけれども，先程会長がおっしゃっていた，基本課

題と施策が少し噛み合っていないのではないかということに関連して，私もそんなことを

感じました。もっと言うと，課題と取り組んだ取組概要とそれの成果指標であるアンケー

ト，この３つがバラバラでというか，関連性が少し見えにくくて，この課題に対してこの

施策でこのアンケートというつながりがちょっと分かりにくいなと思いました。先程，３

と４のくくりを考えた方がいいのではないかとおっしゃってみえたのですけども，もしも

そういうことまで考えてもいいというのであれば，成果指標に対してももうちょっと考え

ていただけたら，もうちょっとより結果が明確に出るのではないかなと思いました。 

 

土川会長： 

 ありがとうございます。濵野委員どうぞ。 

 

濵野委員： 

 今現在５つの課題に対してこういうグラフでですね，一番分かりやすいので言っている

のですが，ぐーっといろんな点で伸びてきて，いわゆる男女共同参画の趣旨なり取組なり，

これが市民の方あるいはいろんな事業所，企業等へ進捗しているというふうには思うんで

すけれど，これがもう一つ今後伸びるには，こういった調査なり取組のことが市民の方一

人ひとりの方にどのように届いているのかなというふうに思うんです。その届き方がやっ

ぱり，先程植村委員が言われましたけれど，自分自身に人なら人に具体的にというような

ことを言われましたけれど，そういった具体的にですね，今話に出ているように，鈴鹿市

のこういった取組が今こういうふうになって，今現実こうなんだよというふうな部分の返

しですね，それがもう少しできたらいい，もうちょっと今後，一次計画が２６年度までで

すか，５年計画が。基本課題の５になるんですけど，例えば，ＤＶ被害を受けたときに相

談できる機関を知っている人の割合，これについて調査，もちろんオーケーなんですけれ

ど，実際に一人ひとりの人は知っていてもなかなか行けないわというか，そういう思いの

人やらいるわけで，気楽と言うとちょっと語弊がありますけれど，行ったらいいんだよと

いうふうな，そういうところだよ，で，こういうふうな今現在はこんな状態だよというこ



 

11 

とが，アンケートの方含めて市民の人に届いていく，そういうふうなことで安心感，ある

いはこういった形でいけるんだというふうな現実的な自分の問題として返ってくるような，

そういう啓発，この取組を返す部分をもうちょっとこう具体的にできたらいいかなと思う

んです。極端な話，いいか悪いか別ですけれど，このＤＶ被害を受けた人の割合とですね，

例えば知っている人についてもですね，例えば市役所に人権政策課とか，そういった相談

窓口ってあるかと思うんですけれども，相談に来ている人の割合がですね，具体的に出せ

るか出せないか別にして，ぐっと増えているということは，具体的に自分の課題をこうい

った形で解決していくようになっているし，実際そのように市民の人こうなってるんだよ

ということの受け止め方ができたら，もっともっとこうなれるのかなというふうに思いま

す。ですからこの取組を，あるいは結果をですね，どこまでどのような形でですね市民の

方に返していけるかなというふうなことを，もうちょっといい形でいけないかなというふ

うに思っております。 

 

土川会長： 

 ありがとうございます。もう大変いいご意見でそのとおりだと思いますが，東口委員ど

うぞ何でも結構でございますので，基本課題３，４両方含めて，もっと全体的でも結構で

すので。 

 

東口委員： 

 皆さんの意見を聞いていると，だんだんちょっとこうまとまらなくなってきているんで

すけれども，課題とは別になるんですけれど，先日私このアンケートに直面いたしまして，

非常に書くのに困りました。働きやすいと感じているかどうなのか，どこに書こうかなと

いうのが一つ，もう一つは，男性が１日に行っている家事や育児の時間，平均でどれくら

いですか，うちはどうなのかなというので，その時の感覚で皆さん書いてらっしゃるんだ

と思うんですけれども，これがひとり歩きしていくというのが本当に怖い話ではあるなと

いう部分もありまして，先程，前回もありましたように，アンケートの継続性も問題では

あるんだけど，先程言われておりましたように，今後はそこの部分をもう一つ答えやすい

ような書き方というか，コメントってなかなか書きづらいんですけれど，中には書いてい

ただける方もいらっしゃると思いますので，例えば先程の，働きにくいと感じる理由はど

んなことがあるのかとか，マイナス部分は書きやすいのかなとも思いますので，そういう

ような方法も考えて，以前からメルモニアンケートがどうのというのがこの審議会での課

題にもなっていたようですので，今度はちょっと進めていただきたいなというか，進めて

いかなければいけないのかなというのは非常に感じております。 

働きやすい環境というのが，私には働きやすいけれども，皆がそうではないんですよね。

先程おっしゃったように，全員が正規職員になるというのはすごくうわっと思うんですけ

れど，中にはそれを望まない方もやっぱりいらっしゃると思うので，それぞれの事情に合

ったそれぞれの働き方が選べるような社会になっていただきたいなという気持ちがありま

す。例えば世代によっても考え方は違うでしょうし，十分働ける年代の部分，あるいは子

育てに力を入れながら働きたい部分，それぞれあるので，そこの部分に目を向けたらどん

な政策になるのかなという感じはしておりますが，ちょっとまとまりませんがすみません。 

 

土川会長： 
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 ありがとうございます。佐脇委員さんどうですかね，いろんな立場からも何でも。 

 

佐脇委員： 

 いろんな意見が出て大変まとめにくいんですけれど，一つは先程，企業と言うのはやっ

ぱり利潤を追求するので，そこにまかせていては女性が働きやすい環境というのはなかな

かつくりにくいという問題が出ていたと思うんですけれど，そこの答え一つは国の法制度

の問題で，例えば働き方はいろいろあるのでということで，パートを選択されたり派遣を

選択されたりする方も，特に女性の場合多いわけですけれど，その場合にもやっぱり低賃

金だとか社会保障が保障されていないとか，そういった問題がやっぱり法制度の問題とし

てきちんと国で解決していくべきことだと思うんですね。それを別にして，じゃあ鈴鹿市

の施策としてはどういったことが必要かという，そういった面での働きにくいと感じてい

る人の働きにくい原因が，今言ったような法制度の部分以外のところでどこにあるのかが，

できれば次回には何らかの形で明らかにしていただくと，施策として何をやっていくべき

かというところに結びつきやすいかなというふうに感じました。 

 

土川会長： 

 ありがとうございます。 

 

久畑委員： 

 会社，企業においてもですね，女性が立ち上げた企業と言うのがございますね。そうす

るとそこに男性がいると男性が逆に働きにくくなるのかどうかということですけれど，そ

れは全くなってないんですね。働きやすい。だから普通皆さん方が勤めに行った経験では，

上場会社さんへ行ってみえる方もおみえになると思いますが，大概は男性がトップにいる

わけです。そしていわゆる男性が立ち上げた形の職場になっているんですね。だから女性

が立ち上げた企業の職場，そこはどうなっているんだろうなということを一つ研究する必

要性があるんだろうと思います。 

 それから，例えば私が電車乗っていてもそうですし，それからショッピングセンター行

ってもそうですけど，今のジュニアの方のですね，男性はさほどそんなセクシーな恰好し

てないんですけど，我々から見た感じですね，女性はものすごくセクシーな恰好してるん

ですね。あの人海水浴場から帰ってきたのではないかというような格好で歩いているんで

すね，平気で。そうするとその子供たちの親はどうなっているのかなというふうについ考

えてしまうんです。そこから原点始めていかなければ，いろんなその犯罪，そんなものが

ですね，無くならないんではないかというふうな感じがします。それは，私はまだ生まれ

てませんけど昭和１９年は女性はモンペ姿で労働しなさいという形を言われた，あれにセ

クシーな感じ全く起こらないと思うんですね。だからある程度のやり方，服装においても

ですね，それが影響してくるんではないかなと。やはりこの地球上には男と女２人しか，

２種類しかいないわけですから，そういうような感じしますね。だからそういう面をある

程度教育面で，または家庭のしつけ面でやったらどうかなという気がいたしますね。だか

ら原点，何でも原点に戻れというようなことわざがございますけど，やっぱりそこへ戻っ

て考えていかなければいけない，新しい日本いろんなやり方が生まれてきますけど，それ

の時にはいい面と悪い面，それを見つけてですね，今はマスコミのニュースにしても，何

かしたら加害者のことばっかり書いて被害者の意見，またその反対の場合もありますが，
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やはり例えば争い事が起こった時は，必ずＡ，Ｂが両者がいるわけですから，だから両者

の意見もやっぱりやっていかないといけない。いい面とか，そういうことが出てきます。

難しいか分かりませんけれど。 

 

土川会長： 

 いえいえ世の中いろいろありますんで，どうですか坂倉委員。 

 

坂倉委員： 

 余計に何を今議論しているのか分からなくなってきましたが，一つ大学の教授が，アメ

リカの大学の教授が言った言葉だけ思い出しました。今のセクシーのことで，女性が裸で

走っていてもレイプするのは男が悪い。裸で例えばどれだけ挑発しててもレイプするのは

男性が悪い。裸の女性を責めるということではないという話を聞きまして，今その言葉を

思い出しました。 

 

土川会長： 

 世の中には今いろんなものがありますけれども，そういう社会の中でもこの男女共同参

画という社会のね，まだまだ問題点がいっぱいありますのでね。そういう時代に生きる若

者の良さもあるかもしれませんし，そういうふうにグローバルにいろんなことをやっぱり，

これはあかん，これもあかんという前に，そういうことがいっぱいあるけれども，それは

それでどういう面がいいんだろうとかね，そこから新しい社会というのはできてくるよう

な気がするんで，昔育ちでございますけれどね，それはいろんないい面悪い面は，いい面

は必ずつなげないといけませんけれども，ちょっとここの話題の中では，出していただく

のは大変結構でございますが，ちょっとどうもっていくかというのは難しいところがあり

ますのでお許しくださいね。 

 それで，だいぶ時間も，まだまだあるんですけれども，ちょっとこのへんで，どういう

ふうにしていったらいいのかという，この基本課題３，４あたりをですね，この次いろい

ろもうちょっと市民に届くような形でアンケートも調査もしていって，そして取り組んだ

結果こういう良さが出てきているとか，こういう問題点がまだあるとか，市民に返せるよ

うなやり方も考える必要があるんではないかというようなご意見もいただいておりますし，

私もですね，これができたことが一つ鈴鹿市さんの場合は基本課題を減らしたんですね。

一緒になっている部分が実際に政策に関わってくると，問題が起きてきているんだなと，

数を減らしたらいいものではなくて，やっぱりそれぞれの違いがあったんだなということ

で，そのへんの検討がちょっと我々前の委員も甘い面が，実際施策で出てくるとですね，

このくくり方では整理できないものとか，それともう一つ，男女共同参画そのものがかな

りやはり進んできていると，今まで鈴鹿市役所の他の部署が，これは男女共同参画の施策

だと思ってやってらしたことだけでは，ちょっともう間に合わない，ちょっと遅れている

というふうにもとれる内容が結構この中にはあるかなというふうに思うんですね。それで

それぞれのところにもってまた返していただきましてですね，次はどういうふうなことが

入ってくると，この教育や労働の場における男女共同参画とか，それからその次のところ

の内容と合う施策が出てくるのかというあたりですね，これとちょっと検討していく必要

があるかなと思います。 

 そのへんについてはまた次回，事務局の方からもご意見いただきたいと思うんですけれ
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ども，私もちょっと読んでいた時に，今までやったらこれでよかったんだろうけどなと思

うんですけれど，全体的にちょっと古いかなと，この３，４は内容が。古いというか，こ

こへ書くのには，少しさっき言われた育児休暇のこととかもですねあまり入ってきていな

いし，そういうパートやら正規の働き方と男女共同参画とかそういう問題もあまり入って

きていないですね。農業のところ３０ページなんか見ましても，農業委員会だよりの中に

女性農業者の活動報告が載っていたとかですね，こういう程度のところで今までは良かっ

たんですね。でも今日の委員の皆さんのお話を聞いていると，やっぱりそれだけではちょ

っと足りない，この課題と合わないと。全体的にそういう感じかなと私は見せていただい

たんですが。今回どうでしょうね先程坂倉委員なんかもそのあたりで。 

 

坂倉委員： 

 この全体の柱を変えるということはすごい難しいことです。だから基本的にはこれでい

くならいくでやり方を変えるということだと思うんですね。さっきから言っているように，

やっぱり実態を知る調査というものが非常にあいまいであるということがネックになって

いるなと思いますし。そこから具体的な課題を，鈴鹿の課題を見出して何をするか考える

という，そういう図式を考え直していくことと，それとこれからは何でもかんでもやって

いきます当り障らずやっていきますというようなことじゃなくて，重点を決めて，この２

年間はこれでいきますというようなことで，例えば調査もしますとか，そういう重点を決

めるというのかポイントを決めるというのか，そういうやり方をしていくということで，

これはこれで置いておいてもいいかなと思うんですね。これを変えると大変ですもんね。 

 

土川会長： 

 とにかく基本課題ですからね，だからその基本課題の中身に合うような施策をもうちょ

っと皆で研究して，こういうことをやってもらう必要があるんじゃないかと，先程の植村

委員もいろいろ言われたようなことを，子育て支援なら子育て支援をやっているところに

とか，あるいはそういう人事の担当のところに鈴鹿市の育児休暇の取り方とかですね，そ

れをさらにもっと男性がとれるようにするためには，どんなことを施策的に入れていこう

としているのかとかですね，そういうことも具体的に入ってくると見えやすくなってくる

んじゃないかと。一般的な企業で働いている女性が育児休暇をどれくらい取っているんだ

ろうとか，それでとりやすいのかとりにくいのか，そういうこともいっぺん企業のその中

小大等ありますから，とりやすいところはどういうところで，とりにくいところはどうい

うところとか，そこに女性管理職のいるところといないところの違いとかですね，そうい

うようなことがここには，それに合わせて教育の中での男女共同参画のあり方も変わって

くるし，それからまた労働する人達の子育て支援のやり方にもつながっていくという，そ

んなのがいりますね。 

 

坂倉委員： 

 一つの課題でこの１とか３とか４とか５を結びつけながら全体を考えていくというよう

な，もうそういう時代に入ってきているんではないかなと思いますね。何年もやらせても

らっていると，もう毎年同じようなことが出てきて，多少は変化はあるんです。あっ，や

ってくれているなというのは具体的にありますけども，そんなことではもうあかんのでは

ないかなと思いますね。 



 

15 

 

土川会長： 

 それでいいことなんですよ。課題がそれだけ動いてきているわけですからね。今の事務

局の方でまた新しい視点を入れ込んでいただいて，施策に今度，女性登用にはかなりアプ

ローチしていただきましたから，施策面でまたプッシュしていただいてやっていただくと

ですね，動きが見えてくるかなと思いますね。そんなことで事務局どうでしょうか，今ま

での皆さんの話で，部長も次長もどうぞ一言ずつ，で課長が最後に。課長が言ってしまう

と，部長次長が言いにくいですもんね。 

 

事務局（生活安全部長）： 

 市の組織内に限ってですね言わせていただきますと，人事課の方が特定事業主行動計画

というのを立てております。この中で今男性の育児休暇の推進とかですね，女性の，当然

女性の場合は比較的取っていただけるんですけれど，男性がなかなか取りにくいような状

況がありまして，その原因というか，そのもとにありますのが，その組織の事業というか

施策に取り組むいろんな要素があると思うんですね，例えばＡ課には男性が何人いて女性

が何人いると，その中で１人長期の休暇を取ると組織として回っていかないというような

ところがございまして。これはその人事は定員を極力減らしていく方向で今いっておりま

す。これは民間委託も含めて職員の数を減らしていくというのが，遠い目標になりますの

で，そのギャップというか反面なところがあるわけですよね。人は減らしていかないとい

けない，ただ組織としては休みやすい環境をつくっていく必要がある。そういうところの

問題も抱えておりまして，やっぱり今言われますように，一方的な見方というよりは多面

的な見方をしていかないと，このいろんな男女共同参画の根本的なところも変えにくいと

ころがありますので，まだそういうところで意識の強い，市役所の中でもそういうところ

がありますので，企業さんにとってみるともっと進めにくいところもあるのかなと思いま

す。そういうところで見本となると言い方おかしいですけども，市役所がそういうような

先頭に立ってですね，見本になるようなやり方をしていかないと，なかなか変わりにくい

ところがあるのかなという，そういう実感は持っております。 

 

土川会長： 

 ありがとうございます。どうぞ次長お願いします。 

 

事務局（生活安全部次長）： 

 基本課題の中身につきましては，次回の基本計画をつくる時の課題という形で考えさせ

ていただきたいと思っております。その時にはですね，今いただいたご意見を十分踏まえ

てですね，また再度作り直したいというふうに思っておりますし，現状の基本課題の具体

的な施策との整合ですけども，これは事務局の整理の仕方という部分，若干あると思いま

すので，そこらへんをもう少し丁寧にですね，基本課題と施策の整合をとれるような整理

の仕方をさせていただきたいと思いますし，併せて担当各課にですね，この基本課題に応

じたような施策をですね，どんどんやっていただくようにこれから依頼をかけていきたい

と思っております。それと実態調査は確かに重要でございますので，その具体的なやり方

なんですけれども，前回もお話しさせていただきましたけども，新しい基本計画を作るに

あたってですね，今年度は市民に対するアンケートを考えておりますので，そのアンケー
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トの中にですね，そういう実態の分かるような内容の項目もですね，合わせて設問として

入れられたらというふうには思っております。 

 

土川会長： 

 ありがとうございます。そしたら課長，先にその他をちょっとやって，それで最後に話

していただいて，どうですか，ここでやっぱり話しておかれますか。 

 

事務局（男女共同参画課長）： 

 今のテーマで話させてもらいます。いろいろなご意見いただきましてどうもありがとう

ございました。まず，アンケートの件ですけども，今次長が申しましたように，今年度ち

ょっと大きなアンケートを行いますので，それでかなり細かな分析のできることが可能か

と思います。ただ，今年行いますアンケートも予算的には３千人の市民の方に無作為で抽

出して送るというやり方をとるんですけれども，私どもとしても毎年こういうのをやれれ

ばもう言うことないんですけれども，実際数１０万円の予算がかかってしまいます。私ど

も限られた予算の中で仕事を行っている中で，数１０万円というのはかなり大きなウェイ

トを占めますので，やりたくてもやれないという，そういう気持ちを事務局も当然持って

おります。それで，メルモニをはじめ，前回の，いろんなイベントなんかでもアンケート

を取れるのではないですかということで，しかも男女共同参画に興味のある方ばかりのイ

ベントでなく，それ以外のイベントでもどうですかという貴重な意見をいただきました。

それでですね，もちろんアンケートはいろんなイベントでやっていくんですけども，早速，

私たちと同じ部になるんですけれど，人権政策課が行うイベントで，話を担当の課長に持

って行きまして，じゃあやりましょうと，人権といわれるんですけれども，男女共同参画

の啓発も合わせてというようなことで話をしておりまして，そういう方向で進めておりま

す。できる限り幅広い方からのアンケートをやっていろいろ分析をできるようにしたいと

思います。あともう一つ，アンケートの項目もですね，いろいろ聞きたいのはやまやまで

すけれど，やっぱりイベントが終わった後の皆さん忙しい時間の中で，１０分２０分かか

るようなアンケートをお出しすると，もう一言も書かずに帰られる方が多いんですね。そ

うするとやっぱり簡単な短い１分２分で答えられるようなアンケート，それしかできない

という，これもジレンマがございます。もちろんそれも解決しなければならないんですけ

ども，そのへんにも気を付けながらアンケートをしていきたいと思います。 

 それと，続きまして基本計画そのものですけども，平成２２年度から２６年度の基本計

画ということで確定をしておりまして，実施計画，前半２年後半３年ということで動いて

おりますので，施策とか取組，１２０幾つあるんですけども，それを簡単に途中で変更す

るというのもいかがなものかと思います。それから前回，成果指標につきましても，すご

く満足のいくような聞き方ではないけれども，同じやり方を続けていくことで，というご

意見もいただきまして，それも確かなことだなというふうに考えておりますので，やはり

今のやり方でやっていくしかないのかなと思ってます。もちろん次回の次の基本計画を作

る時には，もう抜本的な見直し，今日ご意見をいただいてますので，そういう形で考えて

いくのは当然かと思っております。 

 あとですね，３点目ですが，個々の事業について，いろいろご意見をいただきました。

この，みなさんにご議論をいただいている評価でございますが，これは市に対しての評価

でございますので，今回うちがまとめたこの評価に対して，こうしなさいああしなさいと
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いう強い立場で言っていただくべきものですので，例えば子育てハピールーム，子育てセ

ンター，それから待機児童の件について，一体現状市民は満足しているのか，それをきち

っと調べたうえで，もし満足していないという結果が出たら早急に対策を取りなさいとか，

取るべきであるというような，そういう言い方の報告書，提言書をまとめていただいて結

構でございます。例えば鈴鹿市職員一つとってみてもですね，率先して休みを取れる仕組

みづくりはできているけども，結果的には男性職員が取れていない。つまりそれは雰囲気

として取りにくい雰囲気がまだあるのではないかと，そういう雰囲気を市役所の中で醸成

しなさい。そのことが大企業さんにも伝わっていくのではないかと，そういうような提言

ですね，そういう言い方でまとめていただければ，また私どもの方で来年事業に向かって

それを大いに反映をいたしまして，対策を打っていくと。そういうふうに考えております

ので，強く厳しく言っていただいて結構ですし，もちろんそれがこちらの対策にもつなが

りますので，そのあたりよろしくお願いしたいと思います。 

 

土川会長： 

ありがとうございます。いろいろ皆さんのご意見をそれぞれの施策の中でこういうふう

にちょっと変えたらどうかというような意見も，あるいは出してもらったら次につなげる

ように努力するという事務局からのお話でございましたので，今日もいろいろ言わせてい

ただきましたが，この次の時にはそれはどうするんですか。それまでにもしもうちょっと

全体に何かあったら紙に書いて送るんでしょうか。 

 

事務局 

 はい，今ですね，皆さんからいろいろなご意見をいただきました。それはこういうふう

に行政の方で考えてもらったらどうでしょうかという程度のそういう優しい言い方だった

と思うんですが，それをですね，こういう要望が，皆さんからの評価をいただいたという

ことで，その評価が，これも１２５の取組のどれにあたるか，ちょっと調べるの大変です

けども，ちょっともう時代と合わなくなっているというところもあるんですけども，この

項目に該当するからというあたりで，この件に関連しますがと，こういうことを取り組ん

でいただきたいというような，そういう形でまとめられるかなと感じております。 

 もちろん，今回会議が終了した後でですね，皆さんの方からまたファックスなりメール

でご意見をいただければ，それも盛り込んで次回，評価案としてまとめることは可能だと

思います。ぜひいろいろ他にもご意見をいただきたいと思います。 

 

土川会長： 

 ありがとうございます。大変意欲的なご発言をいただきましたので，申し訳ございませ

んが，とりあえず今日の皆の意向をくんだ形のところで出していただいて，それでそれを

見ながらもうちょっとこれを入れてほしいということがあったら，それを言って次の会議

に出していただく。さらにその会議の中でも修正を加えて提言書を作る，そういう形でよ

ろしいでしょうか。 

 

事務局： 

 ３回の会議しか予定しておりませんので，それでお願いしたいと思います。 
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土川会長： 

 ではそういうことで委員の皆さん方，次回までにペーパーくださるようですので，もし

足りない部分はそれに足して返すと，そして３回目に検討して作ってしまって終わるとい

う形でいきたいと思いますので，評価に関しましてはこれでよろしいでしょうか，本日の

討議ですね。では事項書１番目につきましてはただ今をもちまして一応今回分は終了とさ

せていただきます。 

 ２番目にその他というのがございますので，このその他の方にはですね，今日資料で色

刷りの，男女共同参画基本計画とそれから総合計画との整合性みたいな表が入っているか

と思いますんですけれど，これを見せていただきますとですね，２６年に終わって２７年

が空くんですけれども，総合計画が２８年から始まりますので，そうしますとですね，だ

いたいどこでも総合計画と男女共同参画とかの基本計画との整合性というのは行政待って

おりますので，この１年ここで回転してしまいましても，また，その前の男女共同参画プ

ランのように２次回転のような形になったり，２回目ですからね，することもありますの

で，この際ですね，ちょっと事務局にも申し上げたんですけれども，２７年までこのプラ

ンで，今回の基本計画で，まだまだ今のように問題点もありますので，そういうことをき

ちんと施策の整理をしながらやっていくと。そしてそれをやっていきながら。総合計画と

並行して２６年度ぐらいから検討始めていくんですかね，その時に２７年までこの計画を

頭の中で施策の面で具体的な内容を検討しながら，実際には総合計画と合わせて新しいプ

ランにつなげていくという形にしていったらどうかと，これは審議会の方から事務局にそ

ういうふうにお願いする形になるかと思いますので，ちょっと事務局には申し上げてはお

いたんですけれど，委員の皆さま方どうでしょうかねそのあたり。そしたらどうだろうか

というふうには，２７年までこの計画でいくと，その間に検討をして２８年から新しい総

合計画と並行して新しいプランに移っていくと，検討はだからもうちょっと早くなるんじ

ゃないかと思うんですけれど。佐脇委員さんどうですかね 

 

佐脇委員： 

 これがずれてしまったのはどういう事情なんでしたっけ。総合計画とプランの始まりの

時期。 

 

土川会長： 

 これプラン初めから１８年から２７年までなんですね。 

 

事務局： 

 会長からご意見をいただきまして調べてみたんですけども，一番最初にまだ条例が作ら

れるだいぶ以前，平成９年ぐらいにですね，男女共同参画プランという，大きな方向性を

示したようなプランができまして，それがずっと動いておりました。そのプランは平成１

８年までの予定だったんですけども，平成１７年に男女共同参画プランの改訂版というふ

うに改訂をいたしまして，ちょっと中身が変わって動き出しました。動き出しまして直後

ですね，１年半後ですか，１年ちょっと後に，こちらの方で男女共同参画推進条例という

のができまして，条例との整合性をとるためにもう少しまた若干，男女共同参画プラン改

訂版の一部改訂が行われております。その改訂版につきましてはそれぞれ実際の実施計画

がぶら下がって動いているんですけれども，それが２１年度に終わりまして，２１年度に
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今回と同じように市民アンケートをとりまして，条例でもこういう基本計画を作りなさい

ということがきちっと謳われておりましたので，それに則って，今現行の男女共同参画基

本計画というのが動き始めました。それの終了が２６年度になっております。 

 私も調べてみたんですけども，総合計画とぴったりなっていないというのはちょっと分

からなかったんですけども，結果的にはこういうふうに総合計画とちぐはぐな動きをしな

がら男女共同参画基本プランなり計画が動いてきたという実態がございます。今回平成２

８年度から第６次の総合計画が始まるんですけども，その総合計画の策定はたぶん２６年

度の半ばぐらいから始まると思いますので，ちょうど我々の市民アンケートの結果も出ま

してですね，それの整理もついて，ちょうどその頃に総合計画も始まる感じでありますの

で，１年ずらすことによって大変こっちが困るということもございませんし，可能ではあ

るなというふうには考えております。 

 

土川会長： 

 というようなことで，実際には２６年から検討を始めて，スタートが総合計画に合わせ

て２８年になるということでいくわけですね。この計画が１年延びるということですね。

やっぱりこの頃どこでもそうですけど，総合計画ができるとその整合性を言われますので，

また改訂しなければならないことになると１年でまた部分改訂なんか入ってくるよりは，

この基本計画を少し修正しながら２７年までやって，２６年から新しい計画をしていくわ

けですからね，スタートだけ２８年ということでどうでしょうかね。 

 

坂倉委員： 

 逆に伺いますけど，総合計画の中に男女共同参画の視点はきちっと入っているんですか。 

 

事務局： 

 入っております。現在いくつか単位施策というのがあるんですけれど，その中の１つに

男女共同参画の視点は入っております。 

 

坂倉委員： 

 男女共同参画の言葉は。 

 

事務局： 

 入っております。１つの単位施策として入っております。 

 

坂倉委員： 

 なかなか入っているとこ少ないので。 

 

土川会長： 

 私ね，総合計画の中へ，男女共同参画審議会会長というポストで委員に入れてもらって

ます。この前途中で改訂したんですよね。それでかなり意見を言わせていただきました。

言わせていただいたところが最後の修正のところに出てきていましたので，そういう審議

会の会長を入れてくれているというだけでもあまりないんですよね，そういう形で総合計

画の委員に。だから，全体の様子も分かりますし，そこでもう一度こういうこともそちら
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の方では考えられないかとか，よそ者ですので偉そうなことを言っておりますけれども。

だから結構やっていただいておりますね。その割にスペースとしてはそう多くないんです。

でも男女共同参画ちゃんと２項目ぐらい入ってます。 

 

坂倉委員： 

 それなら，２７年度まで延ばしてもというのはありますけど。男女共同参画基本計画と

いうのは独自のものとして積極的に取り組んでいくべきではないかなというのは，私基本

的にはあったんです。 

 

久畑委員： 

 今この委員さんのですね，女性が５人，男性が２人なんですね。だから，これもやはり

同じような比率にしていただけないかなというふうに感じております。それとあと，私１

つお聞きしたいのは，次回までで結構なんですが，農業に携わっている方，別に農業と他

の仕事も入っていても結構なんですが，農業に携わっている方の比率と，できたら人数が

分かれば，人数までは分かりませんけど，比率を教えていただければと。というのは，鈴

鹿市非常に農業が盛んな地域なんですね。それでその農業に携わっている方の女性はどう

いう考え方を持っているのかということを１つ聞きたいなと思ってるんですね。やはり，

企業に勤めているサラリーマンの主婦の方のいろんなそういう意見はだいたいもう分かる

んですが，農業で働いてみえる方のおうちにみえる主婦の方，その方の，兼業でもかまい

ませんが，どういうような意見をもってみえるのかなということもちょっと知りたいなと

思うんです。私単独の話では，非常に遅れているんではないかなと，この施策に対応して

ですね。そういう気がするもんですから，ちょっと教えてください。 

 

事務局： 

 農業に従事する女性の人数，比率，ちょっとここでは分からないんですけども，この評

価書の３０ページにありますが，家族経営協定というのがあるわけですけども，どうして

も日本の農家の方というのは家族で農業をされているという形態が多ございました。家族

という形態で行われているということは，役割分担が曖昧であって，かつ農業という職業

の部分と，それから家庭生活という部分とのそういう区別も曖昧だったと思うんですね。

そのあたりを農業を１つの企業，経営として取り組んでいこうということで，県がこうい

うふうな協定を結んでですね，それに取り組んでいただける家族の方が鈴鹿で１４組取り

組まれている，そういう結果は出ております。 

 

久畑委員： 

 なぜこういう意見を出させていただいたかというのは，１次産業から６次産業という，

ご存じでしょう，いわゆるコラボを踏まえて自分ところで作ったものを，いわゆる商売と

して商品としてやっていこうという，こういう産業も出てまいります。ですからそういう

ことをその中でこういう分野におかれても，そういうことも考えていただきたいなという

ことなんですが。以上ですが。 

 

土川会長： 

 ありがとうございます。去年まではね，前回までは女性の農業委員の方がこの委員会の
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委員をしていただいておりまして，直接ここの委員会でもご意見をいただく機会もありま

す。それと，鈴鹿市の中では女性だけで農業やっている若い女性だけで，今おっしゃった

ようなグループを立ち上げましてね，これからの新しい農業のやり方，そういうシステム

で花を作ったりいろいろしているグループもありましてね，生産額もどんどん上がってい

るという，そういう女性達もこないだたまたま出会う機会がありましたしね。そんなのを

ね，また声で拾ってあげていかれると，農業がこれからの産業の中心にね，やっぱり鈴鹿

市なっていく。若者の新しい農業というのが，男女共同参画の中の女性だけとか男性だけ

じゃなくて一緒にそういうことができるといいなと思いますので，そういうご提案，ぜひ

事務局もまた声を拾っておいてください。 

 商工会議所の中には，農業の関係の人は入ってないんですか。 

 

久畑委員： 

 これはですね，産業，工業，サービス業ですね。農業と水産業は入っておりません。だ

からそれを担うために，産学官交流会の中で林業さん，漁業組合さん，それから農協さん，

この３組合を会員さんにまとめて，そして大学とコラボレーションさせてます。例えば，

お耳に入っているか分かりませんが，国際大学さんが取り組んでるセイロン瓜，分かりや

すく言うとですね，ヘビ瓜というのが良く皆さん分かっていただいていると思います。こ

れを育てて，これを農協さんが育てて，それから各学校，小学校中学校は子供に見せるた

めに植物の育成をさせよということで，そういうことで取り組んでいると思いますね。そ

れからあと，そのものを使って企業では，いわゆるお菓子屋さんとか，それから味噌屋さ

ん，そういう中にセイロン瓜を取り込んで，そして商品化しようということで今取り組ん

でおります。それが今度６次産業に匹敵してくるかなという気がいたします。 

 

土川会長： 

 ありがとうございます。他にこの機会に何かよろしいですか委員の皆さん。では一応本

日の事項２つ終了したということで，委員の皆さま方会議ご協力ありがとうございました。

事務局にお返しいたします。 

 

事務局： 

 皆さんありがとうございました。最初に申し上げました，お送りさせていただいており

ます第１回の議事録について，坂倉委員の方から事前にもう訂正の方いただいておるんで

すけれども，他皆さま方でございましたら事務局対応させていただきますので，ありまし

たらお知らせください。 

ないようですので，今回第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。

次回の開催は９月の１０日火曜日１時半からとなりまして，場所は第１回の方で行いまし

た研修室になりますのでよろしくお願いいたします。それでは本日皆さんお忙しいところ

ありがとうございました。 

 


