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平成２５年度 第３回 鈴鹿市男女共同参画審議会会議録 

 

日    時：平成２５年９月１０日(火)１３時３０分～１５時３０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：８人 

 

欠席委員：０人 

 

傍    聴：０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３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人中全員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，本日の傍聴はありません。 

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２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，審議会終了後に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よろしくお願いいたします。 

 

土川会長： 

 それでは皆さんこんにちは。暑い時期から３回目の審議会ということで，最終でまとめ

ていただく会議になろうかと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 早速になりますが，事務局で用意していただきました基本課題の評価ですね，これは，

事務局の方で読んでいただくんですか，それではよろしくお願いいたします。どうか皆さ

ん，自分でも見てこられたと思いますけれども，聞きながらもう一度，この辺はこういっ

たふうに言ったほうがいいんではないか，というところがございましたら後で聞かせてい

ただきます。よろしくお願いします。 

 

事務局： 

 皆様，こんにちは。本日もよろしくお願いいたします。ただ今，土川会長からご説明が

ありましたが，既に皆様には審議会評価案をお配りさせていただいております。これは，

前回の会議で皆様からいただいたご意見と，会議の後，植村委員からお届けいただいたご

意見をもとに作成しております。一度読み上げてみます。 

 

 男女共同参画審議会評価（案），１基本課題に対する評価，基本課題Ⅰ「政策・方針決定
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過程における男女間の格差の改善（重点）」 

審議会等委員への女性登用については，取組の成果が表れてきている。特に，平成２４

年度に改選があった審議会等で登用率が低下したものはなく，半数以上が上昇となってお

り評価できる。今後，改選が行われる登用率の低い審議会等においてはより一層の努力を

求める。 

 一方，これまでどおりの取組だけでは登用率を一律に引き上げることが困難になる時期

にきているとも考えられる。特に登用率の低い審議会等では女性委員を登用できない本質

的な原因を究明し，実効的な対策を取るなど，さらに踏み込んだ方策を講じていただきた

い。 

 

基本課題Ⅱ「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（重点）」 

成果指標である「男女共同参画意識の普及度」について，「男は仕事，女は家庭」という

考え方がいつまでも変わらない原因を究明し，取組に反映させるべきである。 

 

基本課題Ⅲ「教育や労働の場における男女共同参画の推進」 

企業に対する啓発活動が不十分である。ワークライフバランスの必要性を企業に周知し

たり，企業が男女共同参画に取り組みやすくなる施策を実施したりすべきである。 

一般に，ワークライフバランスの理解が深い企業は，従業員の労働意欲や作業効率が高

まる傾向がある。しかしながら，利潤追求を第一義的な目的とする企業にとって，依然と

して女性が働きやすい環境をつくることのマイナス面を重視しがちな企業が多いことも事

実である。国の法制度をもってしか解決，改善できないものあるが，鈴鹿市としてどのよ

うな取組ができるのかという観点をもっていただきたい。 

 

基本課題Ⅳ「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」 

育児休業制度，介護休業制度等の普及はワークライフバランスの観点から大変重要であ

る。そのためには鈴鹿市役所が率先して男性・女性ともに休みを取得しやすい環境づくり

に取り組み，風土の醸成をはかる必要がある。また，仕事と子育ての両立を図るために多

様な保育サービスを実施していることは評価できるが，今一度，需要を調査しそれに対し

て十分な取組が行われているか検証していただきたい。 

 

基本課題Ⅴ「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」 

ＤＶ，セクハラ，児童虐待等は，被害者に認知をしてもらい，相談を受け，関係機関と

連携して対策を取ること，さらに未然防止のための対策を講じることで完結すると考えら

れる。これらを一連の流れとして取り組んでいただきたい。 

 

「計画の推進」 

成果指標を見るためのメルモニアンケート，イベント等でのアンケート実施について，

年齢，性別等に偏りがないよう，また男女共同参画イベントのみならず，様々な機会をと

らえて行うとともに，男女共同参画が進まない実態等も調査するなどの工夫を求める。 
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２その他，１現男女共同参画基本計画の期間の延長について 

現男女共同参画基本計画を１年延長して平成２７年度終了とし，次期男女共同参画基本

計画は平成２８年度開始とすることを提言する。 

 

【理由】（１）鈴鹿市では第６次鈴鹿市総合計画は平成２８年度開始を予定していると考

えるが，次期男女共同参画の開始年度を上位計画である第６次鈴鹿市総合計画と整合させ

るべきである。これまでの男女共同参画プラン，男女共同参画計画においては，計画期間

が総合計画と整合性がとられていなかった。 

 

（２）現男女共同参画基本計画の重点基本課題とされている「審議会等への女性委員登

用率」と「男女共同参画意識の普及度」は，未だ目標値に届いていない。計画を延長し，

現計画の目標値に向かってできる限りの努力を続けるべきと考える。 

なお，計画期間の延長については，現基本計画の考え方の中に，社会情勢の変化や計画

の進捗状況等によっては見直しを行うことができることが定められており，問題はない。 

 

２次期男女共同参画基本計画の策定にあたって 

 社会経済情勢の変化に伴い，現男女共同参画基本計画に定める施策では解決できない課

題や計画策定当時は想定していなかった課題が現れてきている。例えば，貧困に直面する

男女への支援，女性による防災力・地域力の向上，女性の経済的能力発揮などである。今

後，鈴鹿市では次期男女共同参画基本計画策定に向け準備を始めることと思われるが，策

定の資料とする市民意識調査の段階から十分に検討・分析を行った上で，計画の策定を進

めるよう望むものである。このように案をまとめさせていただきました。 

     

それから，前回の会議の最後に，久畑委員から指示をいただきました件でございますが，

本市の農家における女性の関わり方についてでございます。５年に１度農林業センサスと

いう大きな統計調査が行われており，その鈴鹿市の結果でございますが，２０１０年現在

で，本市の販売農家の専業農家は６５５世帯。その内女子生産年齢人口がいる世帯は２５

２世帯でございました。約３８％です。ちなみに，生産年齢人口とは１５歳以上６５歳未

満の人のことをいいます。だから６６歳以上の方はこの中には入っていないということで

す。このような数字は調査の中で把握されておりますが，農業に携わる女性がどのような

考え方を持っているのかは市では把握していない状況です。会長，以上でございます。 

 

土川会長： 

 ありがとうございました。久畑委員さんからのご質問にも調べていただいた結果また何

かご意見ありましたら添えていただきたいと思います。それから植村委員さんからもいろ

いろご意見を頂戴した資料を配っていただいておりますけれども，それも取り入れて事務

局のほうでこういうふうに評価をしたということでございますが，ほかに何か追加するこ

ととか，ここはもう少しこういうふうに言ってもいいんではないかとか，ありましたらお

っしゃっていただきたいと思います。よろしかったですか，どんなことでも結構です。今

回はわりあいスムーズに審議が，１回２回と，去年は宣言文の検討もしたりしてましたの

で忙しかったんですが，今回３回ともこの評価でずっと時間をとっておりますので，わり

あい皆さん丁寧に見ていただいておりますし，鈴鹿市の各担当課の書き方も随分分かりや
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すく揃ってきておりますので，私たちも意見が言いやすかったということで，結構早くか

ら進んでいるんですけれども，その中で何か自分で言ったこと，他の委員さんが言った表

現などで小さなことでも結構ですので，それをまた各部の方へ伝えていただくことになる

と思いますので何でもおっしゃってください。 

 

久畑委員： 

 よろしいでしょうか。基本課題Ⅳの職業生活における活動と家庭及び地域生活における

活動等の両立支援というところでございますが，ここの例えば，イのところの介護という

のがございますが，鈴鹿市だけではないのですが全国的な傾向で介護施設がものすごく増

加しています。本当に介護が必要な高齢者が何人いるのかという，そういう調査がなされ

ているのかどうかを確認していただきたいんです。 

 

佐脇委員： 

 久畑委員は去年の評価の資料をご覧になっているのではないでしょうか。 

 

事務局： 

 今日お配りした資料の中で市長あての文書になっているものは，去年こういうかたちで

市長に報告しましたという参考のための資料です。説明不足ですみません。 

 

土川会長： 

 今はこちらの今年の評価案の方を検討しています。 

  

久畑委員： 

 こちらも共通しているところがありますね。基本課題のⅣで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，同じような関連性があるわけですが，育児休

業制度を実質企業側から捉えますと，今企業というのは必要とされてない方は採用されて

ないわけですね，だから，非常に一人ひとりが重要視された職場についていただいている

人が，育児休業を取ったとします。今法的に認められている育児休業を取られると，その

人に代わる人を採用しないといけない，そういうようなことを考えていかないといけない

わけです。そうすると，採用すると教育もしないといけないわけですね。そういう教育制

度というのは会社のですね，ものすごいリスクがあるわけです。だから簡単にここに書か

れておりますけど，非常に難しいところがあります。例えば，行政側，それから大企業さ

んですと，チラシ１枚で何百人という人が集まってくるんですが，零細企業では全く集ま

りにくいですね，採用しにくい。だからそういう面を考えていただかないと，簡単にこの

ワークライフバランスと書かれておりますけど，全くこのとおりになっていかない。だか

ら少し，しょっちゅう言っておるんですが，９割を超える零細企業，中小企業のことを考

えながら基本課題を考えていただいているのかどうか，そういう疑問が発生してまいりま

す。いくら労働基準法だということをおっしゃられても，最初は４８時間の労働時間でや

っていたんです，それから４６時間，４２時間，４０時間というようにだんだん落ちてき

たわけですね，そうということは非常に業務的にハードになってきている，言い替えれば。

だから一概に両立支援をしていくということにおいては，非常に難しいところが生じてく

るのではないかなという気がいたしますね。 
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土川会長： 

 ちょっとすみません，坂倉委員さんここでご意見をいただいてもよいですか。基本課題

とか中身の書き方がどうかと思いまして。ある程度この前の皆さんの意見からまとめられ

ていると思いますので。 

 

坂倉委員： 

 そうですね，まったくその通りだと思います。それがこの文章の中にどう活かされてい

るかということなんですね，その具体的なところは今まで論じてそれをまとめて作っても

らったので，必ずしもこれがいいとは限らないので。私，意見を聞きながら思っていたん

ですが，ここは男女共同参画社会をつくる，進める会議ですので，そのへんを今一度頭に

置いてもらって，大前提として話をしていただかなければならない。だから男女共同参画

ということは，ワークライフバランスをとることとイコールですので，そのへんは大前提

なんです。でもおっしゃることは本当によく分かって，四日市でも中零細企業がほとんど

ですからそのへんをどうするか「そんなものできるか」みたいな話が必ず返って参ります

ね，それは一概にすぐには変わりませんから，でも，変えるってことがここのスタンスで

すから。それで例えばですね，５行目ですね，今伺いながら思っていたんですが，今一度

需要と実態というのを入れてもらって，事態を調査し，それに対して十分な取組がと書い

てもらえばいいのかなと思いながらお聞きしていました。実態が分からないから言葉だけ

抽象的に書いても，全体的にうまく拡張的にまとめてもらっているんですが，具体性がな

いと思います。そして，この前のと比較してもらうと，前は面白いなと思いながら読んで

いたんですが，ここの委員が言った言葉が書かれているんですね，それをうまくもう一段

上で言葉でまとめてもらうと，こういうふうになるんですが，ある程度そういう今のよう

な実態がある，だからこうなんだという書き方をしていただかないと血が通わないかなと

思いました。 

 

土川会長： 

 そうですね，やはり全体の書き方のトーンも今おっしゃったように，そういう思いがね，

表現の中にちょっと出にくいですね。たとえば登用率でも３０何％に上がった，そういう

数字が入ってないですね，去年は入ってますけどね。ここで言った言葉がもう少し入ると，

あの自分が言った思いが。なかなか難しいと思うんですね，一つのことだけには特化して

はいけないと思うんでね，総括してこの項目，この課題こういうことが今後の鈴鹿市にと

って大事ですよと，私たちが言ったことで問題点と良かったことが入るようなまとめはい

ると思うんですけれども。例えばもう少しここに数字を入れて欲しいとかそういうことで

何か意見を，気が付かれた委員さんから一言ずつ言っていただきたいと思います。 

 

坂倉委員： 

 全体を順番にひとつひとつ言っていただいたらどうでしょうか。 

 

土川会長： 

 では久畑委員さんすみませんが，基本課題のⅠから順番にすすめさせていただきます。 
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坂倉委員： 

全体の感覚的にこれがいいのか悪いのか。 

 

土川会長： 

 それをまず聞いたほうがいいですね，今の言われたように思いが入っていないというと

ころが，今のご質問に出たように思いましたので。どうでしょうね，その点で表現の中に

もうちょっと全体的に，坂倉委員さんが去年の報告がおもしろいと思ったと言っていただ

いておるんですが・・ 

 

事務局： 

 よろしいでしょうか，今日お渡したのは，去年とおととしの分でございます。去年のは

既に皆さんにお配りしてあります。黄色い色のものをめくってもらって，４ページ５ペー

ジが去年の皆さんの審議会からの提言です。今日お配りしたのは，実際に市長にこういう

形で渡しますという見本で，そのもうひとつ前の年のを資料として，少しややこしいです

が。 

 

坂倉委員： 

 前の資料としては，これがどれだけ進捗しているかで見ないといけませんけど，あまり

書き方は参考にしなくてよいとは思います。 

 

土川会長： 

去年のは何を見てもらうために作ってくださったかと言うと，総括評価というのが入っ

てないんですよね，今日配っていただいた中には。去年はそこは審議しなかったんです。

それでもう事務局が書いてくださったんです。具体的なこれだけはこの表現でいいかと，

みんなが審議してきた内容が入っているかどうかを今日はチェックしていただきたいとい

うことなんですね。もうちょっとここのところを具体的にと言うのであれば，何行目のこ

のあたりにこういう内容を入れたら私たちが言ってきた話が入るんじゃないんですかとか，

そういう風に言っていただきたいんです。というのは今度市長にですね，日は決まってい

るそうですが，提言させていただく原案にも通じていく内容を書いていただいているよう

に思います。もうちょっとこんな内容を入れてほしいということをそれぞれの委員さんに

一言ずつ言っていただこうかと思います。植村委員さんが書いてもらった内容を参考にし

た案ということなんですが，この表現とか中身をご覧になって率直にご意見を言ってくだ

さい。 

 

植村委員： 

私はこういう所に来たのは今回初めてなので，とにかく見るもの聞くものみんな，ああ

こういうことなんだと勉強ばかりの会議だったんですけれども，２回話し合った結果なる

ほどこういう形になるんだなと，私はまだそれに対してここはこうだと言えるところまで

の段階ではありません。ごめんなさい。 

 

土川会長： 

ありがとうございます。大塚委員さんいかがでしょうかね。 
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大塚委員： 

提言をもう少し具体的にというか，施策になれるような方向性を示したほうがいいのか

なというのは思いました。全体的にやっぱりその，全部を網羅すると抽象的になっていく

ので，企業もあればいろいろな個人に対してもあると思うので，難しいのかもしれません

けども，一番は意識の問題をどう変えていくのかということだと思いますので，そういう

観点でもう少し，課題から施策への観点を入れたほうがいいのかなと思いました。 

 

土川会長： 

ありがとうございます。佐脇委員さんどうですか。 

 

佐脇委員： 

私も確かに今年の評価案はちょっと抽象的な感じがするんですけれど，だからといって

私たちが今までの２回の会議で何か具体的なことを言ったのかと考えても見つからないん

ですよね。具体的な意見を私たちが出さないからこのようになっている。 

 

土川会長： 

今回そんな感じでしたよね。もらった資料がしっかりしていたので，ここがこうとかい

う言い方をあまりしなかった気がしますね。濵野委員さんどうです。 

 

濵野委員： 

申し訳ないですが私は今日の検討資料を初めて読ませてもらっています。去年までこの

審議会に出させてもらった時には，取組が改善あるいは向上していく過程という部分があ

ったので比較的具体的なところが見えたし言えたしというところがあったんですけれども，

おっしゃられるように，文章はともかくとして，ここまで来ているのだけれども何故ここ

からもっと進まないのかという部分が，今までの２回の会議であまり具体的に自分も見え

てこない状況だったと思いますので，こういう書き方は，そのあたりを考えていただいて

もう少し具体的に，総括もそうですけれども特にそれぞれの基本課題のこの部分をどうい

うふうにすると次の計画案につながっていくんだということを見出して書いていかないと

いけないのかなと思います。 

 

土川会長： 

東口委員さんどうでしょうね。 

 

東口委員： 

資料をいただいて１回目読んだ時にはこういうふうにまとまってすばらしいなと思いま

したが，２回目読むと今言われたように，だからどうするのかなということと，本質的な

原因を究明し，究明しということになるとどういうふうに究明していくのかなと，市民ア

ンケートがすごく重要な位置づけになってくるのかなとか自分の中では考えていたのです

けれど。去年のも読ませていただくと，確かに防災会議は云々とか出ておりましたので，

そういうふうに書いたほうがいいのかなという気持ちもありました。あと，先ほど出てい

た職業生活のところの「需要を調査し」というので私も需要だけではいけないなという考
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え方を持っています。 

 

土川会長： 

皆さんのご意見を伺いまして，私たちの方にも問題があったのかもしれませんけれども，

私も最初読ましてもらった時に，訴える力が弱いというか，一番大事なのは何なのという

ところが見えないと感じました。もうちょっと具体的なイメージが，市長が見られた時に

あれば。市長自身も女性市長だからというので頑張っていただいているんですね。特に女

性登用なんかは，それぞれのところへ行かれて女性をもっと入れられる方法はないのかと

言っておられるんですね。そういうところが女性市長になられて素晴らしいところなんだ

と。審議会の女性委員登用率も改選のところは上がったというのは評価できるとかね。し

かし今後まだ改選がないところに女性委員がゼロのところがもしあるんなら，それがいく

つあって変えていくには相当の努力がいるというような，各担当のところへ徹底を図って

いただきたいというような，こういう思いですね。そういう言葉に書くとみんなが思って

いたことが表現の中に出てくるかなと思って家で見てたんです。今皆さんもそうおっしゃ

いますので，一緒に考えながらちょっとそのあたりを，基本課題Ⅰだったら私はそういう

ふうに書いてほしいかなと。女性委員登用率は３０何パーセントに上がったんですよね。 

 

事務局： 

全体としては３０パーセントを超えました。去年改選したところだけを見ると３６．何

パーセントです。 

 

土川会長： 

そういうふうに書かれたほうが張り合いがいいんじゃないかと思うんです。頑張ってい

ただいたというのが出るので。で，なおかつこれから改選するところにはまだまだ問題が

あるので，女性の人材育成とか登用のためのいろんな手立てを積極的に講じていく必要が

あるというふうなことを書かれるとイメージが出るかなと私は思ったんです。特に基本課

題Ⅰに対して。他に基本課題Ⅰの女性登用のことでご意見ございましたら。 

 

久畑委員： 

商工会議所で女性部会というのを設けておりまして，先日気仙沼の方へ災害の関係で行

っておりました。そうしましたら向こうの方は本当に涙を流して喜ばれました。それぐら

い女性の同性の方が何十人と来てくれたことが嬉しい。それと同じようなことが起こって

いると思うんですね。だからそういう面ならば女性が出る部分が必ずあるなという気がい

たします。やはり仕事だけのことではなくて，社会参画ということで考えていけば非常に

プラス面で大いにグループを作っていただいてボランティア的なお仕事をやっていただき

たいなということを感じたんですね。 

 

土川会長： 

ありがとうございます。他に基本課題Ⅰで何かありましたら。 

 

坂倉委員： 

先ほど会長がおっしゃったように具体的な数字を入れてみるというのとか，それから，
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職員の登用がここに入ってないんですね，だから職員の登用も。主管課に女性課長という

素晴らしい点もありますので，そのへんを具体的に入れてもらうというのと。それから一

番大事なのは「一方」の部分からなんですよね。これまでどおりの取組だけでは登用率を

一律に引き上げることが困難になる時期にきている，だから，ということが一番大事なの

で。でも２０２０３０というのが目標にあるという，それはまたあらゆる分野で２０２０

３０ですからね，そういう目標が今あるんだということもあと１行入れておかないと。 

 

土川会長： 

ちょうどオリンピックの年ですね。２０２０年には女性登用全て３０パーセントという

国の目標がありますからね，それに向けて頑張っていきたいというようなね。 

 

坂倉委員： 

とりあえず役所からというので，今審議会と職員と登用を頑張っているが，これをあら

ゆる分野でこういうことが言われているというのを書かないとだめかなと思います。 

 

土川会長： 

ありがとうございます。後でまたご意見があれば言っていただくことにして，基本課題

Ⅱの方に移りたいと思います。これはいかがでしょうか。 

 

久畑委員： 

マスメディア，広報ということが書かれております。実践というのを入れていただきた

いなと，いくら広報流しても関心のある人は見るかもしれませんが，まったく素通りする

人がほとんどではないかと思います。だからそれに対応した啓発運動をするんだったら，

実質的に町内でこういうことを気を付けてくださいとかですね，具体的にできる，あまり

漠然としたようではなくて，実質的な下へ降ろした文句で広報していただきたいと思いま

すね。例えばごみの選別ですか，あのような感じにしてもらえればよく分かると思います。 

 

土川会長： 

去年の鈴鹿市の広報には男女共同参画は載りましたか。 

 

事務局： 

男女共同参画都市宣言をした時は特集が載りました。宣言をしましたという内容も掲載

しました。 

 

土川会長： 

そういうのも入れたらどうなんでしょう。都市宣言をしましたというのも一種の啓発で

すよね。 

 

久畑委員： 

町内を回ってくる回覧の表紙，そういうようなところへ入れておけば。 

 

土川会長： 
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そういうことで市民への浸透に向けて一歩前進した，今後それを隅々まで普及していく

ような啓発，広報を心がけていただきたいと，我々が言うとしたらそのようになりますね。

そういうかたちで，ここの基本課題Ⅱだと性別とか固定的役割分担意識と言うことに対す

る調査結果から来ているんですよね，男は仕事，女は家庭というのが改善されていないと

いうのは。何かに基づいてこれが出てこないと，アンケート結果とか。 

 

久畑委員： 

こんなこと言うと怒られるかもしれませんが，これ決して間違っていないと思うんです

ね。女の人は家庭と書いてあります。家庭の仕事ほどどんなものかというのをやったら分

かるんですね。男の方が楽かもしれないですね。仕事しとる方が楽だと私ら冗談でよく言

うんですけどね，それぐらい仕事というのを軽くとらえたらいかんと思うんです。 

 

土川会長： 

いろいろご意見もあるようですので，何でもとりあえず言ってください。また事務局と

一緒に考えます。 

 

佐脇委員： 

基本課題Ⅱはなかなか具体的な話がなかったんで，「原因を究明し」とありますけど，原

因の究明なんて果たしてできるのかという気もしますし，これも難しい。都市宣言があっ

たということで，一つの啓発の実績は積んで，さらにまた新たな取り組みをというような

ところを入れてはどうかと。 

 

土川会長： 

市制７０周年の行事に合わせて都市宣言をしたということを入れて，それを契機に，成

果が出るように取り組んでいただきたいと我々は要望しているというのでよろしいですか

ね。このままより少し内容を増やして。 

 

大塚委員： 

確かに原因を究明というのが難しいですね。情報のソースが分からないんですよね。直

接的に質問してもイエスかノーなんで，意識の問題と，そういう社会における動向だとか

個人の価値観で答えると思うんですねアンケートって。そこを超えたところでこのような

議論とかしている。手段がなかなか提言できない。書いてあることはそうなんですね。原

因が分からないと意識がなぜ変わらないかが分かっていかないので。 

 

坂倉委員： 

男は仕事，女は家庭というのにあまりにもこだわると，別にいいじゃないかという意見

も個人的には出てきますよね。 

 

久畑委員： 

今の社会生活では逆の人もいるんですね。女性が稼ぎがいいから働きに行く，男性はパ

ート的な仕事なので家事を押し付けられてやっている。 
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土川会長： 

そういうことを言い出すと，男女共同参画審議会からの提言としてはちょっと難しくな

ってくるんですよ。気持ちは良く分かりますが。前向きに意識を改革したりするために何

をしたらいいかですね。 

 

坂倉委員： 

個人的には全然悪いことでなくて，自分の家庭はこれでいく，でいいんですけど。ただ，

男女共同参画社会というものの意味とか今社会で動いていることとか，そういうことの啓

発が必要ではないかなと思いますね。男は仕事，女は家庭というのが男女共同参画社会を

つくる上での諸悪の根源なんですけれども，それにいくんじゃなくて，今もう社会は動い

ている，それは何故なのかというようなところを見せていくというか。 

 

土川会長： 

この前はそういう意見も出ましたね。皆で話をしていたら，初めの頃私たちが委員にな

った時から見たら進んできている部分があるんですね。皆で話題を出し合っていたら，こ

ういう発想に変わってきている，進んできているということがあるんですね。そういうこ

とからすると，あまり男は仕事，女は家庭だけでここをまとめるのはちょっと古いような

感じがします。 

 

坂倉委員： 

男女共同参画社会が動いているということをどのように見せるか。例えば知事が３日く

らいですけど育児休暇を取った，鈴鹿でも何人かが育児休暇を取りましたということを見

せる。そういう広報をしていかないと，基本的に男は仕事，女は家庭をどうするかとして

もなかなか。 

 

大塚委員： 

もうこの聞き方を辞めた方がいいんじゃないですか。イエスかノーじゃ何にもならない。 

 

土川会長： 

原因究明というのは難しいですよね。家庭に入ったらまた別になるから。 

 

大塚委員： 

どうしてこういう聞き方なんですか。 

 

坂倉委員： 

国も県もこの聞き方なんですよね。 

 

大塚委員： 

それが古いんですね。１０年も同じ聞き方をしている。 

 

事務局： 

もうその一言では聞けない社会になってきているんですね。この計画を作った時はさっ
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きおっしゃっておられたように国も県も同じ聞き方をしていますし，鈴鹿市も同じように

しました。 

 

坂倉委員： 

それが継続性ということでしているんですけれどもちっとも変わらないんですよね。 

 

土川会長： 

一度逆転しそうになって，今はバックしているんですよね。それで変わらないという表

現になってきたんだと思います。今若い層ではこの質問に対して肯定的なところがあるの

で，そのへんのことだと思うので。でもこういう意識を変えていくために都市宣言をして

住民に普及をするための啓発活動をしたのは評価して，これをどうしていくかということ

を具体的に男女共同参画の鈴鹿市になるような啓発を進めていただきたいというようにま

とめたら何とかなるのではないですか。 

 

坂倉委員： 

宣言をしたのだからそれを市民のものにしていかないと。それをどのようにするか，あ

ああるべきと言っても仕方ないので見えるもので広報していくというのを提案します。 

 

土川会長： 

せっかく宣言をしたのだから活かしてくださいと。このままなら鈴鹿市でなくてもいい

んですよ。だから鈴鹿市らしいいいところもあり，それを活かしながらどう次につなげる

かということがそれぞれの課題の中に見えないともったいないと思います。一生懸命皆さ

んもやっておられるわけだし，私たちもそれに向けて提言してきているわけですからね。

結びついて次へつながらないともったいないと思います。 

 

生活安全部次長： 

原因究明のくだりですね，文言，この扱いはどのようにさせていただきましょうか。 

 

土川会長： 

全体的に今のように文章を修正したらどうです。 

 

事務局： 

男は仕事，女は家庭というのは個人的な役割分担意識の中の一つの部分ですよね。他に，

女の子は理科系の学校にはあまり行かず男の子ばかり行っているというのも固定的な意識

ですよね。 

 

土川会長： 

もう全部変えたらどうです。基本課題Ⅱは言葉一つ一つにこだわらないで。 

 

生活安全部次長： 

基本的に大きな題目というか目標があります。具体的にはこのようになっていると言い

ながら，結果としては男は仕事，女は家庭の考え方の意識の改善につなげたいというよう
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な書き方でよろしいわけですね。 

 

土川会長： 

それの方がいいと思います。 

 

事務局： 

去年この審議会で都市宣言についてしっかり議論していただいて，１２月議会で議決さ

れて，その後初めての審議会ですから，やっぱり都市宣言という言葉は入れさせていただ

きます。 

 

土川会長： 

入れないともったいないと思います。せっかくやりましたので。それをメインにしなが

らここはうまくまとめていただいたらいいかなと思います。今日は事務局にたたき台を出

していただいたということで，皆で好きなことを言わせていただいて申し訳ありませんが。 

 

久畑委員： 

ここにこだわるわけじゃないんですけどね，やはりネットというものがある。これから

どんどん進んでいくと男女の感覚の差がなくなってきます。そういう面でこういうような

文句は無くなっていくと思いますね。 

 

土川会長： 

では次にいきましょうか。基本課題Ⅲはどうですか。植村委員さんも東口委員さんも遠

慮せずに言ってくださいね。初めてだから言えることもありますので。 

 

東口委員： 

せっかくホンダの課長さんが来ていらっしゃるので，企業に対する啓発活動が重要にな

るとは私たちも思っているんですけれども，ホンダさんではいち早く女性のことには力を

入れていらっしゃると聞いているので，具体的にこういうことができているよというのが

あればお聞かせいただければありがたいなと思います。そうするとどういうふうに啓発し

ていったらいいのか，ホンダさんは大きいですが，大きい小さいではなくて女性が働ける

職場というのは男性も働きやすいんだろうなと私は常々思っていましたので，そういう努

力をされている過程みたいなのがあれば参考になるのかなと思っていました。 

 

久畑委員： 

ホンダさんへは私もちょくちょくお邪魔しますが，我々が行っていろんなホンダさんの

紹介をしていただく方はもう２０年ぐらいやっていらっしゃる方ですね。 

 

大塚委員： 

ホンダは事業所というか全社的に取り組むのが基本で，一番はやはりトップの思いがど

れぐらい強いかが大事で，製造業ってやはり男性中心の会社であることは間違いなくて，

今でも全社でも１割女性がいないぐらいで，工場でいうとまだ６パーセントぐらい。非常

に絶対数が少ないという事実があります。そうした中で，基本は労働力は男と女しかいな
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いので同じでないといけないという考え方がまずベースになって。まずは母集団を増やさ

ないといけないという単純なことから地道にやっていて，それは新卒の採用で，どちらか

というと女性を積極的に採用したいということを学校に対してアプローチをかけて，今３

割から４割ぐらいが女性で。昔は事務が中心，今は交替制もやってもらうし現場も入って

もらうということで。そうは言ってもまだ製造業に対して感覚的に女性は大変というイメ

ージがあるんですけれど，そういうのをどうやって払拭するかというのは，まず学校に行

って普及をするということと，学校のＯＢの女の子たちも会社見学会で一緒になって，学

生に女性でも普通にやれるよということを言いながら，まずは垣根をなくしてきたという

のがここ数年。もっと強力に多様性という考え方でやっていくと社長が発信したのが２０

０７年で，あとは育児休業とか短時間勤務とか法も整備されてきたのでそれに追従すると

いうことから。そうは言ってもまだ育児休業とか育児休暇は女性がほとんどというのが実

態ですね。 

 

土川会長： 

男性で育児休業を取った人はいないですか。 

 

大塚委員： 

何人かはいます。あとは，上司の意識を変えるという教育はしてきました。残念ながら

まだほとんど管理職も課長係長も男なので，女性の上司に仕えた経験のない人ばっかりな

ので，僕も含めて。そこが変わっていかないとここから先もっとブレイクスルーはない。

劇的に変わることはないと思うんですけれど，意識が変わっても実態が変わっていかない

と。全社的にはどんどん女性の管理職が増えてきているんですけれど，まだ工場は母集団

が若い世代がほとんどですので，これからかなという感じです。アンケートはとってない

ですけれど意識は大分，上司の意識も，あとは女性自身の意識が変わらないと，自分たち

が会社でどういうキャリアを考えていくか。昔は女性は家庭というか，大体結婚して辞め

るとかお子さんで辞めるとか，ほとんど勤続年数が１０年未満とか。今はそれが育児休業

とかいろいろ，２人３人お子さんがいても働けるという環境ができたから，そういう意味

では自分たちも意識を変えていかないといけない。両方からのアプローチが大事。 

 

久畑委員： 

ちょうど先週でした。高専のいわゆるフォーラムで四日市の富士電機さんを見学させて

もらって来たんですが，やはりそこでも大塚委員が言われたような傾向で，四日市には女

性の管理職の方がみえます。それとあとは，例えば意識改革というのが，あそこの工場の

内容ですけども，重い物は全部ロボットにさせていると，自動的に流れたり持たなくても

いい。だからコンベヤーのラインの中でも女性の方がかなり勤務されているんですね。だ

から工場の中でも男女差がなくなってきています。特に，これは面白いなと思ったのは，

そこが物流面で，富士物流という会社も見学させてもらって，そこの方がおっしゃってみ

えたのは，ああいう何十トンの大型のトレーラーの運転も女性ドライバーがされていると。

その女性ドライバーが言うのには，そんなに荷物を持って行って大丈夫かと聞くと，私た

ちが行くと男の人がいるから私達が降ろさなくても男の人が降ろしてくれると。だからそ

ういう面では非常に一つの和みというのが現場で生まれているのではないかと，そういう

感じを受けました。だから男女差というのが少なくなってきているのではないかというふ
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うに感じます。 

 

土川会長： 

企業も本当に管理職の女性登用に至るまでの段階での課題がまだまだあると，今言われ

たように実際の人数も少ないし，そういう採用をされていない企業が多いですからね。こ

れからの課題なので，もう少し女性が登用できるようなことを企業に言えるのかどうかは

ちょっと分かりませんが，企業に男女共同参画の意識で女性の登用に目を向けてもらえる

ような取り組みを鈴鹿市としても考えていただきたいというような意見を入れないといけ

ないかなと思います。私が今関わっています井村屋は，今年のキーワードの１つが女性な

んです。トップダウンです。もちろん役員会で決めてもらったんですけれども。全体の持

ち株会社のグループの中に今年は専務の女性がいます。その人は，今回会長になりました

前社長がそういうふうな意識で，管理職の中に女性を入れてくれているのは珍しいです。

二部ですが全国の上場している企業の中に，女性の管理職がそのように入っている会社は

あまりないんです。まだまだ少ない。私も社外監査役で初めての女性登用でもう６年経っ

てます。私は非常勤ですけれども女性の専務さんを応援しています。女性も勉強して，専

務になるということを受けて，やれるようにならないと，このぐらいでいいという考えの

女性が企業は特に多いです。そのあたりが今後の課題かと思います。大塚委員さんも言わ

れましたけれど，その中のいくつかのことが今後の課題かと思ってメモさせていただきま

した。ありがとうございます。男の人が女性管理職に仕えたことのない人が多いので，女

性が管理職になると大変なんです。ごめんなさいね，ありがとう，とばかり言いながら仕

事していらっしゃいます。こんなこと男の専務なんか言いませんよね。これはどこでもそ

うで，私が校長になった時も男の先生なら言わなくていい言葉を女性は言いながら管理職

をやってきてるんです。そういう意識でまだまだ課題がありますので漠然としていても大

きな課題として書いていただいてもいいのかと思います。「マイナス面を重視しがちな」と

いう表現はあまり好きではないので，マイナスという言葉はマイナスになりますから，こ

こは書き方を工夫した方がいいと思います。 

 

坂倉委員： 

人口減少社会になって，女性の活用というのが避けられないという方がいいのでは。大

きな会社はみんなダイバーシティ推進室というのを持っています。 

 

土川会長： 

その方がいいですね。日本の労働力人口からいくと，女性も当然大事な人材ですからね。 

 

坂倉委員： 

最後の３行の，これは佐脇委員がおっしゃったことだったと記憶していますけど，「国の

法制度をもってしか解決，改善できないものあるが，鈴鹿市としてどのような取組ができ

るのかという観点をもっていただきたい」というのはいると思いました。労働の問題はど

うしようもない部分もありますので。先ほど大塚委員が，課長級の研修をしているとおっ

しゃいました。鈴鹿市としてどういう取組みができるかと言うときに，全企業の課長級を

集めて勉強会ができないかなと，今話を聞いていて思いましたね。課長級が大事ですから

ね，市役所でもそうですし。 
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佐脇委員： 

そうは言ってもやはりトップが大事ですよね。 

 

坂倉委員： 

確かにトップが一番ですけどね。 

 

土川会長： 

課長級の方がそういう意識を持って女性を一緒に仲間に入れてくれないとね。トップは

なかなか変わりにくいけれど，変わったらやっぱりやりやすいですね。 

 

生活安全部次長： 

企業のそういう実態が客観的に分かるような資料があればよろしいですけれどね。現状

はこうだけど，このようにしていきたいと書けますからね。 

 

大塚委員： 

１つだけいいですか。このワークライフバランスと男女共同参画はどういう関連付けを

しているのかが分からない。分からないというか，さっき出たダイバーシティもそうなん

ですけども，仕事と生活のバランス・・。 

 

事務局： 

そうですね。仕事と生活，地域活動などもバランス良くということですね。 

 

大塚委員： 

個人に対してはそうなんですけれど，男女共同参画とはどう関連しているのか。 

 

事務局： 

結局バランス良くということは，仕事だけしている男性とか家のことばっかりしている

女性ということでなくて，バランス良く考えていくことによって・・。 

 

大塚委員： 

男女間のバランスですか。個人のではないのですか。 

 

生活安全部次長： 

それは男女という視点ではないということですね。個人ですから。 

 

大塚委員： 

仕事と家庭のバランスが全部一律に５０パーセント５０パーセントではないということ

が言いたいんですけれどね。個人の価値観でいろいろ違うんだなと思いつつ，どうやって

受け止めるのかなという。 

 

土川会長： 
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そういう意味で，５年ほど前に国がワークライフバランスだけ特化した時代があったん

ですよね。でもそれの取り違えもあるんですよね。今言われたみたいに両方ともが５０，

５０でいくのではないんでね。これをトップに出してくるのは難しい面もあるかなという

気もするけれど，出さないと言えない面もあるので，この項目ではこの言葉を生かしてい

きましょうかね。 

 

坂倉委員： 

「一般に，ワークライフバランスの理解が深い企業は・・」のところはいらないのでは

ないかと思います。 

 

土川会長： 

次の基本課題でもワークライフバランスが出てきますしね，ちょっとワークライフバラ

ンスの言葉が出過ぎるかなというのは私も気になっていました。必要だけども，これだけ

で男女共同参画をやっていくのかというふうにも見えますしね。 

 

久畑委員： 

非常に今日本人の感覚として，横文字を往々にして使いたがるんですね。これを日本語

で書いてもらったら我々にはもっと分かりやすい。英語は漠然として幅が広いですよね。 

 

土川会長： 

言いにくい言葉は横文字にする傾向がありますね。後半の文章の初めのところをもうち

ょっと変えましょうか。 

 

坂倉委員： 

一番難しいところですね。 

 

土川会長： 

では基本課題Ⅳですが，この初めのワークライフバランスの観点というのもなしにした

らどうでしょうか。育児や介護休業を取るというのは制度で，ワークライフバランスの観

点とはちょっと違いますよね。育児・介護休業制度などの普及のためにはまず鈴鹿市役所

が率先してというふうに入ってもいいかもしれないですね。また先ほど坂倉委員が言われ

た需要と実態とか。 

 

久畑委員： 

例えば鈴鹿市内にはケーブルテレビというのが普及してきていますのでね，そのような

育児休業制度を取っているご家庭の，こういうことでプラスになっているとかいろんな形

を放映していただく。また介護休業をされている家庭はこういうふうにしていますよとか，

そういうものを取材していただいて放映していただくのも１つ方策ではないかと思います。

大いにメディアを利用していただいて，こういうことをやっていくのが一番分かりやすい

方法ではないかと思います。鈴鹿は山から海までありますのでそれぞれ生活形式が違いま

すので。１つの例としては，１回だけ放映するんじゃなくてシリーズ的な形で，１回目に

山で働いている方，山の地域に住んでいる方にしたら，２回目は町の中で住んでみえる方
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について，それから後は例えば官公庁で働いてみえる先生方など，シリーズで続けて取材

していただいて，見ていくというのも１つの方策だろうと思います。 

 

土川会長： 

 前にいただきました評価の３２ページの子育て支援策の充実のところに割と保育の面で

効果的な，女性の社会進出に寄与したという評価がされています。こういうところをもう

ちょっと入れてまとめる方法もあるのかなと思いますけどね。子育てのいろんな支援を，

休日保育とか特定保育なんかも入れて，やってきてもらっているがさらにそれを進める方

向でとかいうように，具体的なものがいるのであれば子育て支援課の事業実績などを評価

して入れていく方法があると思います。そして，そういうことも進められているが，とい

うような格好で，実施していることは評価できるがと書くと，具体的にどういうことをし

ているかということが見えにくいので，そういうふうに入れてもらうのもいいかなと思う

んですけれども。 

 

久畑委員： 

 ここの中にもですね，公立保育所が２か所，私立保育園が８園と書いてありますけれど，

公立ももうちょっと同じぐらいの，同等の園で調査されたら良かったかなと思いますね。

例えば，私立の場合はやはり子どもも来てほしいという意識で競争心がありますので，そ

こが大分違うかなと思います。 

 

佐脇委員： 

 育児休暇の点で，鈴鹿市役所の実施例入れますか。あまりにも寂しいかなという実施例

の報告をこの間いただきました。ちょっと少なかったと思うんですが，今までの実績とし

てはまだまだだと言えます。 

 

土川会長： 

 それはそのとおりですね。 

 

久畑委員： 

 そうするともっと女性が社会に出て来られるかなと思いますね。 

 

土川会長： 

 男性の育休取得者をもっと増やしていけるような環境づくりをしていただきたいとか，

そういう言葉で。 

 

坂倉委員： 

 それは案に書いてありますよね。「鈴鹿市役所が率先して男性・女性ともに休みを取得し

やすい環境づくりに取り組み」というように。 

 

佐脇委員： 

 あまりにも今少ないので。 
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坂倉委員： 

 少ないから，という意味でですね。 

 

土川会長： 

 それを入れたらいいですね。 

 

坂倉委員： 

 ２つ目が保育サービスのことですね。前にどなたか，待機児童はいるんですかとかお聞

きになってませんでしたか。 

 

土川会長： 

 東口委員ですね。 

 

坂倉委員： 

 なかなか使うのは大変ですけれど。 

 

事務局： 

 待機児童は鈴鹿市はゼロと聞いています。今の親は保育園を選びますので，定員はオー

バーしていてもそこの園に行かせたいという親がいるようです。ある一定の保育園では定

員オーバーなんだけれど，あまり人気のない保育園だと定員割れしているというような状

況で，全体として待機児童はゼロになるそうです。 

 

坂倉委員： 

 ただ，待機児童とは何かということなんですけれど，子育て支援の場所に行ってお母さ

ん達に話を聞くと，働きたいけど働けないんです。働きたい，子どもを預けたいという人

はみな待機児童になると思うんですね。役所に申請した人がゼロなだけであって。それを

どう聞くかというのがすごく大事なことで，どこでどう聞くか，本当の意味の待機児童。 

 

東口委員： 

 仕事をしないと保育園の申し込みできないんですよね，でも子どもを預けないと仕事に

就けないんですよね。そこの問題が。 

 

坂倉委員： 

 それいつも押し問答ですよね，ここ何年か。 

 

土川会長： 

 どこもそれはありますね。 

 

坂倉委員： 

 今一度需要や実態を調査して，ということなら，本当のその待機児童の実態ですよね。

それをということを書いてもらえると，東口委員が言ってくださったことが生きる。 
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久畑委員： 

 これもある程度また，なんと言いますかね，学校で言えば授業料ですね。これをゼロに

してもらうとかね。いわゆる税金で補填するというような社会をつくると。 

 

坂倉委員： 

 保育料ですね。本当に保育料が高すぎる。 

 

久畑委員： 

 そうなんですよ。だから所得と相談しながら。 

 

土川会長： 

 働く時に，自分でみた方がお金がかからないという人もいますもんね。 

 

坂倉委員： 

 保育料が払えないんですよ。 

 

久畑委員： 

 問題点だろうと思います。 

 

坂倉委員： 

 だからそういう実態をどうつかむのか。 

 

土川会長： 

 この需要と実態を調査するというのを入れておいてもらった方がいいのではないでしょ

うか。 

 

坂倉委員： 

 具体的なものに触れながらですね。それからやっぱり，ここで介護と地域活動の問題を

入れないと。 

 

土川会長： 

 ここで入れないとね。去年は地域のことでは防災のことを書いていて，女性が地域の防

災を担うとは言っても働いている場合もあるしというようなことが入っておりますよね。

高齢者は比較的地域に残る率が高くなりますよね，今の社会は。そういう人が防災の時に

果たして活躍できるのか，そういう課題もありますので。 

 

久畑委員： 

 消防団に頼るわけです。そうすると消防団も人が少なくなってくる，それから高齢化が

進んでくる。そうなってくるともう消防団の活動ができなくなる実態が出てくるんですね。

救急活動があるでしょ，ものすごくハードな職場なんですよね。 

 

土川会長： 
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 介護休業なんていうのも，取っている率，それこそ市の職員は取っておられますか。 

 

事務局： 

 取らないとだめなんですけどね。 

 

坂倉委員： 

 それは最初に書いてあるからいいでしょうか。介護休業だけに特化していなくても，介

護についても触れていますので。 

 

土川会長： 

 それの実態も調べるということでね。これでいきましょうかね，そこちょっと工夫して。

去年は広報なんかで女性が地域を守る必要があるということを書かれたところがあったと

ころから，この内容が出た気がしたんですね。昼間は女性が地域を守らないといけないと

いうのは，そういうわけにいかないと，女性も働いているというような，委員さんの中か

らそういう指摘がありましたね。それで広報などにこういうことを書かないようにという

のが書かれておりますので。今回はそれはチェックしていないので，需要と調査ですね。 

 次にいきます。基本課題のⅤ，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。これはいかがでしょうか。 

 

佐脇委員： 

 ＤＶの加害者の側に対して手を差し伸べるというのもいるわけなんですよ。なくなる社

会にするにはどうするか，被害者の救済ももちろん大事なんですけど。 

 

久畑委員： 

 車の飲酒運転と一緒と思います。今飲酒運転したらものすごく厳しいですよね。やっぱ

り法律を先につくらないと，難しいと思います。 

 

佐脇委員： 

 相談窓口として，加害者が相談に来る窓口が本当は必要ですね。 

 

坂倉委員： 

 加害者に対するものは日本は弱いですよね。何もやってない。 

 

久畑委員： 

 相談窓口というのは気軽に相談できるような制度，それから，今は子どもを守るおうち

というのがありますね，いろいろな面で。もう一つは，例えば今，青い回転灯をつけて走

っている車がありますね。ああいう人たちにもっと権限を持たせて，法律的に，まあ市条

例でもいいだろうと思うんですよ。例えば加害者に対してある程度拘束できるようなね。

そういう市の条例をつくったらどうでしょうかね。それがあるだけで良くなっていくと思

うんですね。 

 

佐脇委員： 
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 ＮＰＯとか社会資源の活用で何とか成り立っているんです。 

 

久畑委員： 

 ＮＰＯさんは全然権限がないんですよ。だから見て見ぬふりをするんですね。それでは

良くなっていかない。 

 

土川会長： 

 去年のＤＶのところになかなかいい文章が書かれていて，後半はそのままいかせてもら

ってもいいんではないかと。前半は，回覧などで認知度が高まって，被害者が相談にのっ

てほしいと言うようになってきたというようなことで評価されていますが，その部分は別

にして，後半の，ＤＶの被害者になっていてもそのことに気付かない人もいることから，

併せてＤＶが犯罪になることもある重大な人権侵害であるということを周知する。これが

ないと，これはＤＶだとかセクハラだとか虐待につながっている行為なんだということに

気付かずに，学校の体罰と一緒で，殴ってもそれは指導だと思っていた先生もいるわけで

すね。それと一緒で，やっぱりそれは人権侵害なんだということをもっと発信する必要が

ある。そのことはまだまだ今年も課題でいいのではないかと思うんですけれど，佐脇委員

いかがでしょうかね。 

 

佐脇委員： 

 そうですね。 

 

土川会長： 

 同じ言葉が入っていても，何も全部解決しているわけではないので，引き続き入れてい

ただいてもいいかと，この表現は良い部分でないかなと思いますけれど。 

 

事務局： 

 去年はこれを入れていただいたことで，年度末に一人芝居で，電話がかかってきて話し

ているうちに，私の受けていたことは実はＤＶだったんだと気付くという，そういう啓発

もやりました。 

 

土川会長： 

 そういうこととうまく結びつけながら，引き続きこういうことに取り組んでいただきた

いということで書いていただいたらいかがでしょうか。案に書いてあるように「完結する」

ということはないと思いますので。人も変わるし時代も動いていきますので。 

 

坂倉委員： 

 それにまだ，連携だけではだめですもんね。 

 

土川会長： 

 そうです。だから去年の分にあるような表現を入れて変えてみてください。 

 

事務局： 
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 先ほどの加害者の立場，やってはいけないと思っていてもついやってしまうという，加

害者の人も悩んでいるというのをよく聞くんですけれど，そういう人達のケアというのは

どうなんでしょうか。 

 

坂倉委員： 

県の段階でもそれは難しいと言われました。 

 

大塚委員： 

 心と体の健康づくり支援って具体的に何かあるんでしょうか。ＤＶや虐待のところはい

ろいろお話がありましたけど。 

 

事務局： 

 前回までの会議で特に意見が出ませんでした。これは前回までに出た意見だけで書かせ

ていただいておりますので。 

 

土川会長： 

 いろいろ言っていただいていいと思います。そのために事務局がたたき台をつくってく

れましたので。 

 

久畑委員： 

 しつけとこれとまた反対の考え方が出てくると思うんですけどね。犬の調教師をしてい

る人と付き合いがあって聞くんですけれど，犬は絶対にたたかないといけないと言うんで

すね。人と一緒にしたら怒られますけど。私には中学生の女の子の孫が２人おりまして，

非常に関心がある項目だなと思っております。 

 

土川会長： 

 では子どもの話の時によろしくお願いします。 

 

坂倉委員： 

 せっかく心と体の健康づくりと言ってもらったので，こういうタイトルがあるのなら，

健康づくり課などでどういう問題があるかとか，そういうことを具体的に聞いてもらうと

一つ入れられるかなと思います。 

 

事務局： 

 内部評価の５０ページ以降の心と体の健康づくり支援のところを見ていただいて，この

部分が弱いんではないかと言っていただくとよいかと思います。 

 

土川会長： 

 相談は佐脇委員がやっておられるんですか。 

 

佐脇委員： 

 はい。今女性相談員の相談が非常に充実してきていますよね，回数とか件数とか。それ
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が非常に実績を上げていると書いてもいいのではと思います。女性相談員が電話相談と面

接相談をかなりの数を受けるようになったのは，そう古いことではなかったと思いますの

で。 

 

土川会長： 

 そうですね。そこを充実させるのも大事なことですね。女性相談は佐脇委員が一人でさ

れているんでしたか。 

 

佐脇委員： 

いいえ，私は法律相談だけです。そこに至らないけども相談員として，常駐ではないで

すね，曜日が決まってみえている方もいます。 

 

事務局： 

 火曜日，木曜日，金曜日に来ていただいて，電話相談なり面接相談をしてもらっていま

す。 

 

土川会長： 

 何件ぐらいあるかなどはよろしいんですか。 

 

坂倉委員： 

 中身ではなくて，佐脇委員がおっしゃっているのはその人たちの力量のことではないで

しょうか。 

 

土川会長： 

 それも大事ですね。 

 

佐脇委員： 

 かなり力量のある方も入っていらっしゃいますよね。 

 

事務局： 

 長く続けていただいている方とか。 

 

佐脇委員： 

 実績のある方も。以前に岡崎かどこかからの方が。 

 

事務局： 

 それはスーパーバイザーというかたちで月２回指導に来ていただいております。 

 

佐脇委員： 

 そういう相談員の教育と言いますか研修も必要ですね。 

 

坂倉委員： 
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子育て支援の人たちとか相談員とか，そういう人たちの研修というのはとても大事かと

思いますね。 

 

久畑委員： 

 今各学校に保健室があって，保健の先生がそこに勤めているわけですか。 

 

事務局： 

 そのような方もいらっしゃいます。 

 

土川会長： 

どういうふうに話を聞きながら他へ連携したり，そういう問題がここに具体的に書かれ

たら良い材料かもしれませんね。女性相談員さんの問題を取り上げて。 

 

事務局： 

 女性相談の関係は私ども男女共同参画課がやっています。 

 

土川会長： 

 ＤＶやらセクハラやらそういう研修もして，こういう問題になったらどこへ連携するか

とか，必要と思うんですよね。それが一番最初の窓口として大事なところだと思いますか

ら。そんなことを充実させていただきたいという声を入れていただいたらどうでしょう。 

 では，計画の推進というところへ移させていただきたいと思います。これは鈴鹿市全体

で調査されますよね。そういう調査などを通して，こういういろいろな課題をみながら実

態を踏まえて，鈴鹿市の男女共同参画を推進していただきたいというふうに，こっちから

の要望ですのでね。そんなかたちで，調査もあるということをここで一言入れられたらど

うでしょうか。 

 計画の推進のところで何かありますか。 

 

久畑委員： 

 事務局にお尋ねしますけど，この計画の推進の中で警察の取組など，そういうようなこ

とをされたことありますか。相談はされていますか，そういう専門部門へ。 

 

事務局： 

 虐待とかそういうかたちで持って行っているかどうかでしょうか。ＤＶとか虐待で一刻

を争う場合はすぐに警察に連絡するという態勢体勢が取れるようにはしています。 

 

土川会長： 

 その他のところの前にちょっと，この基本計画を総合計画との整合を図るために遅らせ

るという問題についての説明と，策定にあたってというのが入っておりますので，この内

容につきまして何かご意見ございましたら。 

だいたいこの前聞かせていただいて，皆さんもそれで了解いただいた内容でございます

が。細かい文言だったら，最後の，進めるよう望むものであるを進めることを望みますと

か。「ます」がだめなのならば，進めていただきたいとか。この辺は語尾を提言の内容とし
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てもう一度チェックをして，市長に提言したというかたちになるようにしていただきたい

と思います。 

 そういうことで，これをですね，今日は事務局にはお世話をかけて，たくさん意見を言

わせていただきましたけども，３回まではそれを審議する機会として与えていただいてお

りましたので。１９日が迫っておりますけども，一応今日の皆さんのご意見をもとに，修

正などをしていただきまして，私からの提案なんですけども，時間的なこともあって，皆

さんが意見を言いたいということであればファクスでも送ってもらってもよろしいですし，

私と職務代理者の坂倉委員とでそれを見せてもらって，よければそれで出させていただく。

前にもそんなかたちをとらせていただいたこともありました。時期が迫ってますし，だい

ぶ大幅に変えていただかなければいけないところもあって，大幅に変えたから一度見たい

というご意見もあろうかと思います。これだけ動きましたので，事務局は皆さんにも郵送

かファクスで送っていただくということは無理でしょうか。期限を切っていただいて，こ

の日までにご意見がなければなかったこととして取り上げますというかたちをとっていた

だけたらありがたいんですが，いかがでしょうか。 

 

事務局： 

 そうさせてもらいます。あとひとつ皆さんにお話ししたいのですが，実は去年もおとと

しも，数行ぐらいの全体の総括評価というのを一番初めに持ってきています。今回は総括

評価についてまだご審議いただいていないのですが，もし何かあれば入れさせていただき

ます。 

 

土川会長： 

 総括評価について今年はこういう内容を入れたらどうというのがありましたらちょっと

おっしゃってください。私はやっぱり都市宣言のことは入れていただいて，市民の男女共

同参画意識を高めるきっかけにしてほしいというような言葉はあってもいいかなと思いま

す。管理職の登用はもし入れるのであれば変わっていると思うし，審議会の女性登用率が

これだけ上がったという数字をここへも入れていただいていいかもしれません。かなり上

げていただいたような気がしますので。 

 

坂倉委員： 

 全体的には実態把握というのをもう少しきめ細かくということと，それから率先してや

はり市が変わる，学習するという，その辺のところを入れてほしいと思います。 

 

事務局： 

 世の中もですね，ずいぶん動きが早くなっているような気がしますしね。 

 

坂倉委員： 

 実態把握して課題を明確にということですね。 

 

事務局： 

 それはもう次の計画を作るときに注意してくださいというように。 
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坂倉委員： 

 総括としては入れていただきたいと思います。案です。 

 

土川会長： 

 私も賛成します。この前基本課題を見ていてそう思ったんですよね。基本課題そのもの

が少し古くなってきている。この前チェックしていて，今の世の中と合わないところが出

てきたんですよね。今まではこういうことでよかったんですけれども，それだけ男女共同

参画が動いてきているなという実感をした話の中で，見直しの時に基本課題も考えようと

いうことだったと思いますのでね。鈴鹿市の次の計画に期待したいわけですけど，それは

ここで書くのか来年書くのかは分かりませんけど。 

 他によろしいでしょうか。 

 

濵野委員： 

 総括評価にならないかも分かりませんが，前も少し触れましたが，男女共同参画がここ

まで進んでいるという実態と，進まないという実態を見るにつけて，市民の人に今の状況

のデータというか，そういうものをもっと伝えないといけないのかなというふうに思って

いるんです。ですからここにいろんなデータもあるんですけど，こういうものを何とか市

民の方に工夫して伝えることによって，今こういうふうに動いているんだ，自分はどうな

んだろうと省みることでやっぱり元気が出るというか，そういう歩みを届けられないかな

というか，それがもう一つあったら今後もっといけるかなというふうに思っています。こ

ういうデータを出せるのか出せないのかそのことは分かりませんが。これが一点と，意識

調査をこれからやっていただくんですけれど，確か基本課題Ⅳに男性の家事労働時間が１

日平均３０分以上である家庭の割合というのがあったんですが，どういう捉え方をしたの

か分かりませんが，私たちは男女共同参画を進めたい，そのためには例えば，男性の家庭

での役割というか協力というか，そこも大事な視点と思っているんだけど，あなたの家庭

での家事時間はどれくらいとか，やっぱり調査そのものに単なる何分ということだけでな

くて，意図を書いていく，そのことによってまた逆にうまくいかないというか，女性の方

にしろ男性の方にしろ，そういう逆に課題というかそういうことも出てくる，またそんな

ことも書いてもらえるような，アンケートというのを工夫してもらったらどうかと思うん

です。アンケートそのものがすごく大事な啓発活動になるかと思うんですけれども，また

今後計画等の準備で行う時に工夫してもらったらと思います。 

 

土川会長： 

 ありがとうございます。そういう生きたデータを有効に活用しながら発信するというこ

とですね。 

 事項書の１番の項目はこれでよろしいですかね。ちょっと時間が押しておりますが，そ

の他の項目は何かありますか。 

 

事務局： 

 今日は熱心にご審議いただいてありがとうございました。本日のご審議の結果をまたま

とめまして，皆さんに確認をしていただいて市長に提出していただくことになるんですけ

ども，市長の日程が９月１９日の木曜日，午後２時３０分から午後３時まで３０分間市長
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の時間が取れましたので，その時間で報告を皆さんからしていただきたいと思います。土

川会長はご出席をいただけるということでご返事を伺っております。他の委員の皆さまも

ですね，ぜひご出席をいただければと思います。場所は市役所本庁舎６階の市長室でござ

います。出席していただける方はこの週末くらいまでに事務局の方にご連絡をいただきた

いと思いますし，もう今日行けますという方は事務局の方にご連絡をいただきたいと思い

ます。それから，大変申し訳ありませんが，報告の当日は報酬が出ませんので，それだけ

ご容赦いただきたいと思います。 

 

久畑委員： 

 私行きます。 

 

事務局： 

 分かりました。 

市長に評価をご報告していただいた後は，事務局から市の男女共同参画推進本部会議へ

の説明を経て市役所の全部の所属に周知し，ご指摘いただいた項目について取組，検討を

依頼します。他には市議会議員の皆さんにも報告書を配布し，男女共同参画センターのホ

ームページにも掲載いたします。よろしくお願いいたします。 

 

土川会長： 

 ありがとうございました。充実した討議を今日はできたかなと，委員さんも全員出席し

ていただいておりますし，良いまとめの会議になったかと思います。事務局には大変いろ

んな宿題を出して申し訳ございませんでしたが，よろしくお願いして，これで第３回の審

議会を終了したいと思います。どうもありがとうございました。 


