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平成２６年度 第１回 鈴鹿市男女共同参画審議会会議録  

 

日    時：平成２６年７月２２日(火)１０時～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（土川禮子・坂倉加代子・佐脇敦子・濵野勇夫・久畑久一郎・東口裕子・ 

植村昌美・柳田雅彦）欠席なし 

事 務 局：５人（生活安全部長・生活安全部次長・男女共同参画課（課長・渥美・岸・田中）） 

傍    聴：１人 

 

内  容：次のとおり 

 

【 開 会 】 

事務局： 

ただ今から，平成２６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。 

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。 

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最も重要な組織です。皆さんからいただいたご

意見は最大限尊重し，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，部長からご挨拶を申し上げます。 

 

生活安全部長： 

挨拶（平素のお礼） 

昨年９月に審議会からの評価提言を受け，審議会等委員への女性の登用など全庁的に男

女共同参画に向けた取組みを進めています。今年度につきましては，３回程度の審議会開

催を予定しており，平成２５年度の男女共同参画実施計画の進捗状況について審議をいた

だくこととなります。委員の皆様には，男女共同参画の推進にあたり，様々な角度から検

証等，ご意見をいただくことをお願い申し上げます。 

 また本日につきましては，進捗状況についての評価と合わせまして本年２月に行いまし

た市民意識調査の報告もさせていただきますのでよろしくご審議いただきますようお願い

申し上げます。 

 

委員紹介，事務局挨拶 

 

事務局： 

 お手元の事項書にもありますとおり，平成２５年度鈴鹿市男女共同参画実施計画の進捗
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状況の評価，また平成２５年度鈴鹿市男女共同参画に関する市民意識調査の速報の報告を

させていただき皆さんのご審議をお願いしたいと思います。 

 ここからの議事進行につきましては，昨年度に引き続き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： 

 男女共同参画推進本部の方の評価につきまして，事務局の方からまずご説明をいただき

たいと思います。それから市民意識調査結果の速報もいただいておりますので，この説明

もいただきながら課題をそれぞれ検討していきたいと思っております。まず事務局よりご

説明よろしくお願いいたします。 

 

事務局： 

 それでは議題に入らせていただきます。内部評価の資料に沿って平成２５年度取組状況

と推進本部の内部評価についてご説明させていただきます。 

 まず資料の１ページをめくっていただきますと，基本課題のⅠ「政策・方針決定過程に

おける男女間の格差の改善」という項目でございます。 

 基本計画の成果指標の目標値は４０％となっております。平成２５年度中の取組みとし

て平成２６年４月１日現在の各審議会の登用状況を調査したものです。平成２６年４月１

日現在，審議会の総数は５４です。９ページから各委員会について委員総数，女性委員数，

女性比率が載っておりますのと，審議会等委員への女性登用数として付属資料③６２ペー

ジに各部局別に集計し昨年度の登用率と比較したものを載せております。 

 結果の方ですが，平成２６年４月１日現在，委員総数７０２名中女性委員が２２９名，

昨年度と比べて２．６ポイント高くなって３２．６％となっております。目標値４０％に

はまだまだ遠い状況ですけれども，取組内容としましては，事前協議の実施が徹底されて

きており，各課において審議会等への女性委員の登用という意識づけが，かなり高まって

きていると思われます。 

それから，昨年度審議会からご指摘いただいた事項ですが，女性の人材リスト登録以外

に，それぞれの審議会の女性委員の方の名簿も作成して各課より問い合わせがあった場合

には，その名簿を提供させていただき参考にしていただくことに取組みました。２５年度

中に新設または，改選があった審議会が４１ございますが，その内３８の委員会で現状維

持または女性委員の増がありまして，この４１の審議会に限っては，登用率は４１．５パ

ーセントになっております。 

 それから，今年度４月１日付の人事異動に伴い，市の職員の管理職における女性職員の

割合は１４．８パーセント，昨年度より０．２ポイント上昇しております。特に今年初め

て，部長級の職員に女性１名が登用されております。それから小・中学校長につきまして

は，２６年度は，女性が１名で８名となっております。 

 評価としましては，各課が委員の選出にあたっては，選出母体である団体等へ積極的に

女性委員の登用を働きかけるとともに，またその選出母体の方でも人材育成等に取り組ん

でいただいておりますが，今後さらに一層そういう取組みが必要であると感じております。 

また，男性だけでなく，女性の意識も変わらないことが問題であることから，双方の意識

改革と人材育成の取組みが必要であると考えます。それから地域活動，特に自治会活動や

防災活動の分野で，なかなか女性の参画が見えてこないということで，今後も男女ともに
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参画しやすい環境整備が必要であるといったところを課題としております。 

 

続きまして基本課題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」というところです。

基本計画の成果指標の目標値は７５％となっております。 

これはメルモニや男女共同参画課が主催する事業，同じ部内の人権政策課が開催する事

業等でアンケート調査を行ったものを取りまとめたものです。アンケートの集計の結果に

ついては，巻末の付属資料①で載せております。こちらの方は，男女共同参画の推進とい

う部分で，一番わかりやすい基本的と思われる設問で「夫は外で働き，妻は家庭を守るべ

きである」という考え方についてどう思いますか？ということですが，今年の結果としま

しては，「同感しない」「どちらかといえば同感しない」という方のほうが１２ポイント昨

年より高くなっております。 

取組み内容としましては，子育て世代の男性に向けて，２５年度は講演会，パネルディス

カッションを行いました。それから，担当各課におきましても，さまざまな研修や啓発を

行っております。 

成果としましては，意識の普及度というのが１３．２ポイント増加となっておりますけ

れども，その中でも特に大学祭等でアンケートを行った結果等では，男性の意識というの

は結構高くなっているような感じがしました。 

それから，少子高齢化の進展に伴い介護を含んだ家事分担が課題となってきますので，

今後も様々な場所で学習機会を提供し，年齢，性別を問わず広く市民に効果的な啓発を進

めていく必要があると感じました。のちほど，市民意識調査を行った結果の方も説明させ

ていただきますけれども，この結果を見ても分かるようにまだまだ目標値との解離が大き

く，基本的な部分について，もっともっと取組みを充実させていかなければならないとい

ったところが課題となっていると思われます。 

 

続きまして，基本課題のⅢでございます。「教育や労働の場における男女共同参画の推進」

ということで，目標値は３５％となっており，こちらの結果は昨年度の３５．２％より今

年度２７．９％と下がってしまう結果となりました。取組概要としましては，乳幼児期か

らの男女共同参画意識の啓発ということで，幼児保育とか人権保育の中で研修会を開催し

ております。それから女性の起業支援ということで，こちらの男女共同参画課の事業の中

でスキルアップの講座や実践編のイベントを開催しました。 

あと，継続的に行っておりますのが農水産業に関わる女性グループの支援ということで，

そのグループが作った農産物を活用した商品の販売や体験教室を実施しました。 

評価としましては，子どもの発達段階に応じて意識の育成を図る必要があるということ，

それからキャリア教育への取組みが必要であるということ，就労の場における男女共同参

画の意識啓発や制度の周知がまだまだということで，啓発活動を充実させることがあげら

れております。 

 

続きまして基本課題のⅣです。「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」ということで，目標値は４０％となっております。今年度の数値は３６．

３％とこちらの方も昨年度より４ポイント下がる結果となりました。今回，設問の仕方に

ご意見をいただいている部分があり，家庭における男性が１日に行っている家事や育児の
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時間という質問なのですが，男性がいない家庭もあるということで今後設問の仕方につい

て検討が必要かなと思われる部分があります。 

取組概要としましては，放課後児童クラブが未設置であった合川地区に，新しく放課後

児童クラブが設置されました。教育相談体制として臨床心理士と教育相談員を配置したと

いうこと，それから年度途中に組織の改編があり相談事業の充実が図られております。 

各自治会とか地域においては，防災研修会が実施されており，災害対応における女性の

視点の重要性を啓発したという報告がなされております。 

評価としましては，今後も男女がともに家庭責任を担えるよう環境整備に取組む必要が

あるというところ，それから企業においての意識啓発がまだまだ不十分であるということ

ですのでワーク・ライフ・バランス等について企業の方に働きかけをしなければならない

というところ，それから男女ともに取得できる育児休業制度，それから介護休暇制度の普

及を推進していく必要があることがあげられております。 

 

続きまして，基本課題のⅤで「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」ということで目標値は６０％となっております。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ということで，今年度は目標値の６０％に達

しております。こちらの方については，とりあえず相談できる窓口を知っているという方

の割合はこのとおり十分周知はされてきているのですが，そこから先の詳しい部分は，ま

だまだ周知ができていないようなところが感じられます。 

取組概要としましては，「女性に対する暴力をなくす運動期間」に街頭啓発とパネル展示

等を行いました。あと市内の大学の学祭に出向いて，デートＤＶについての出前講座を学

官連携で行いました。小学校の保健の授業等に産婦人科医等からの授業等を行っていただ

きました。 

評価としましては，今後も女性のための相談体制を充実させること，関係部署との適切

な連携を図っていくこと，それから相談員のスキルアップを実施していくことがあげられ

ております。 

 

続きまして，計画の推進というところですけれども，こちらの方には５項目あげてあり

ます。ほとんどは男女共同参画課に係る内容でございます。 

１の「実施計画と評価」につきましては，今回お願いしております審議会等の開催につい

て書かせていただいてあります。 

それから２の「男女共同参画施策に関する苦情及び相談への対応」という部分では，今年

相談事業の体制を少し変更しました。２５年度の実績につきましては，相談件数が合計で

４７８件となっており，前年より３．７％のアップとなっております。 

３の「男女共同参画の推進に資するための調査及び研究」という部分では，２５年度は学

官連携で市内の高等教育機関の大学祭等でパネル展示や啓発イベントを行うとともに，ア

ンケート調査等も実施したということと，２６年２月には次期計画策定に向けての市民意

識調査を行っております。 

４の「市民や企業，市民団体との連携」でございますが，こちらの方は新たに登録団体の

中で自主企画事業というものを企画，実施していただきました。 

それから５の「男女共同参画センターの有効活用」という部分では，平成２２年度から市

民活動センターの機能の一部をこちらに置くということで，印刷機等の機器を配置して多
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くの方に活用していただいております。 

評価と課題につきましては，市民意識調査を行いましたけれども，その結果を前回の調

査，国の方の現状とも照らし合わせ，次期計画に向けての資料とすることが求められてい

ます。それから市民との協働による活動をさらに進めるために，センターの機能を高めて

いくことが課題となっております。 

８ページ以降は，各課から出されました実施状況の報告がまとめてあります。 

 

後半の４９ページでございますけれども，昨年審議会から評価・提言をいただきました

ことに対しての市の取組状況という部分でございます。 

その中でも特に審議会等の委員の中で，防災関係それから産業のものづくり関係の方で

女性委員の登用率が低いということでご指摘をいただいておりましたけれども，こちらに

つきましては，今回の報告の中には反映できなかったのですが，今年度に入り７月に改選

があり，どちらも女性登用を積極的に進めていただきました。防災におきましてはこれま

で３８人中１名の女性委員で２．６％だったのが，委員総数４０名のうち１０人の女性委

員を入れていただきまして２５％に上がっております。それから国民保護協議会も防災が

持っている委員会ですけれども，こちらの方も前年８．８％だったのが女性委員を積極的

に登用していただき３３．３％に上がっております。 

あと，ものづくりの方につきましてもこれまで女性委員が０だったのですが，今年度の

改選で２名の女性を入れていただきましたので，０％から２８．６％に上がっております

ので来年度の評価の中には数字的にあがってくことと思います。 

あと監査委員につきましては，議会の同意を得て選任するということで，なかなか女性

委員の登用は難しいと報告をいただいておりましたが，今年度は少し枠の中で女性を登用

していただけるような話も聞いております。 

計画の推進につきましては，今動いている基本計画というのが２６年度までの計画であ

ったのですが，昨年提言いただきましたように一年間の延長を行うことに決めました。２

７年度までの計画としまして，次期の計画を２８年度本庁の次期総合計画に合わせた形と

するように予定しております。２５年度末にアンケート調査を実施しましたけれども，こ

のアンケート結果を踏まえて次期の計画に取組んでいくこととして，主に防災とか企業へ

の啓発の方にも重点を置いた計画を作っていきたいと考えております。 

最後に，付属資料としまして，アンケートの結果と県内の状況，審議会の女性登用数の一

覧表，市の職員の役職状況等が載せてございます。 

推進本部内部評価としましては，以上でございます。 

 

土川会長： 

ありがとうございました。引き続きまして，その後の市民意識調査の速報結果について

説明をいただきたいと思います。 

 

事務局： 

 はい。それでは２５年度に行いました「男女共同参画に関するアンケート調査報告書（速

報版）」について説明させていただきます。 

 実施期間が,平成２６年２月１２日から２月２８日まで，対象は市内に居住する満２０歳

以上の男女３０００人，男女比は，ほぼ半々であったと思われます。住民基本台帳から無
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作為抽出し郵送による配付及び回収を行っております。回収率は３８．８％，前回は平成

２１年に行っておりますけれども，その時より回収率は若干下がっております。回答者の

性別ですけれども男性が４１．２％，女性が５５．８％で女性の方が若干多く回答してい

ただいております。回答者の年齢につきましては，現役世代２０から５０歳代までの方が

概ね半分，性別に分けてみると男性の２０から４０代がちょっと少ないような感じです。 

男女平等意識についてという部分ですけれども，こちらの方は先ほどの内部評価の中に

も単年度評価が出ておりますが，こちらの方の結果としましては「そう思わない」「どちら

かといえばそう思わない」と答えた人が５６．９％，平成２１年度前回の調査結果は５０％

ということでしたので，全体では６．９ポイント増加しております。とりわけ，男性が前回

４７．４％で今回５５．５％でしたので，男性の方が８．２ポイント上がっております。男

性の方の意識改革が大きく現れてきているように見受けられます。その後に性別・年代別

の集計表が出ておりますけれども，２０から２９歳の女性でどちらかといえば「夫は外で

働き，妻は家庭を守るべきである」と思うというのが割と比率が高かったので，ちょっと

ここが気になるところでした。これについては，原因等今後分析していきたいと思います。

それから男性の２０代，３０代につきましては，男女平等教育が始まってからの世代であ

ると思われますので，「そう思わない」という世代の方が割と高くなっているように見受け

られます。 

 続きまして，家庭生活について，②「男性が家事・育児に関わる時間」という設問につい

てですけれども，こちらの方は「３０分以上」と答えた方が全体の３４．６％，これについ

て「全く足りない」「少し足りない」と答えた方が５９．２％となっております。時間の考

え方は，各家庭において違うと思うのですが，男性の家事・育児への参加がまだまだ足り

ないと感じている人が多いのかな，というふうに見受けられました。ただ，こちらの方も

設問のあり方にご意見を頂戴しており，男性がいない家庭等もあるので，例えば女性の家

事労働時間を問うてみてはどうかというご意見もいただいております。 

 続きまして，③の介護についてですけれども，実際に介護している人はどうかというと

ころでは，女性の方が男性の２倍以上になっております。ただ，介護する人についてどう

思うかというところでは，「男性・女性どちらでもよい」という回答が圧倒的に多く，意識

的には男性も女性も介護をするべきだと思ってみえるけれども，実際には家庭の状況で，

男性よりも女性が多く介護にあたっているというところが見えてきます。 

 次の④女性の職業への関わり方について，ということですけれども，これについては「結

婚や子どもの有無にかかわらず，職業を持ち続ける」というところが，前回の調査よりも

全体では１４．５ポイント増加しております。中でも，男性の方がそういう意識について

の変革のポイントが大きいようで，「一時的にやめるが，再び仕事を持つ」という部分でも

意識が大変動いているように思います。こちらの方は，県の調査で三重県の傾向としまし

ては，一旦中断型というのが多いというように聞いておりますけれども，今後女性の働き

方という部分でどんどん変わってくるのかなと思います。 

 ⑤女性によって働きやすい環境であると思うかという部分ですが，こちらについては，

「働きにくい」「どちらかといえば働きにくい」と答えた方が半数以上，５４．５％となっ

ております。男女とも半数以上の方が，「女性にとって働きにくい職場環境」であるという

ふうに感じているという結果なのですが，これは主に，ここ数年景気が悪かったことや，

２０代の就職難等が影響しているのかなと感じます。 

 ⑥の「女性が出産，子育て，介護などの理由で仕事を辞めずに働き続けるためには，どの
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ようなことが必要だと思うか」ということですが，これについては「育児休業・介護休業制

度を利用しやすい環境づくり」というのが断トツで多くなっております。制度等ができて

いても，それを活用するにはまだまだ至っていないという現状が見えてきております。 

 ⑦の「どんな社会活動を行っているか」という部分では，「特に活動していない」という

回答が男女共に多かったのですが，下の「社会活動へ参加していない理由」と合わせまし

て，回答していただいた年代が２０代から５０代の働いている世代が半数くらいを占めて

いるというところから，仕事が忙しいという理由で活動していないという部分が多いよう

に見受けられます。 

 ⑧ＤＶの相談窓口については，内部評価の単年度評価と同じように「知っている」とい

う方がほとんどになっております。後の３つ⑨，⑩，⑪の設問については，男女共同参画セ

ンターについてということで，厳しい結果が出ているのですけれども，「センターは知って

いるけれども，ホームページを見たことはほとんどない」，「男女共同参画都市宣言を行っ

ていることもほとんど知らない」という結果になり，我々の周知不足と言いますか，啓発

の部分でまだまだ足りない部分があるのかな，と反省材料となっております。以上でござ

います。 

 

土川会長： 

 どうもありがとうございました。 

今回最初に日程表を送っていただいていると思いますが，８月２８日と９月３０日の２

回しかないわけです。しかも３０日の最後の日には，次に向けてこの結果を，市長さんに

どこを今後さらに重点を置いて頑張っていただきたいかという提言書を作る時間が入って

いると思いますので，実質には今日とこの次で主な問題点をみんなで集中してまとめてい

きたいと思っております。そのあたりを委員のみなさんもどうぞご理解いただきまして，

どういうふうに進めていくとよろしいでしょうか。 

 トータルどこでもいいというやり方もあると思いますし，基本課題のここからここまで

という進め方もあると思いますし，とにかく気がついたところから言っていただくという

スタイルとどちらを取りましょうか。みなさんのご意見を，１つずついきますか。 

 佐脇先生どうでしょうか。 

 

佐脇委員： 

 一番気付いたところからの方が，活発に意見が出てくるかなという気がしますが。 

 

土川会長： 

 では，それぞれ見ていただきました時に関心の持つところはみなさん違うと思いますの

で，気が付かれたことを今日は言っていただくというふうにいきたいと思います。 

 

久畑委員： 

 参加させていただいて，丸一年経ったわけでございますが，ベルシティ等で実際男性女

性に質問して答えを聞いたのですが，全く分かってないですね。こういう制度があるかど

うかということも知らない。というのは，ＤＶという言葉は知っているのですが，どうい

うことがそれに値するのかとか，そういうことが分からない。それからこれがいろんな事

件に発展しているような事柄がございます。それでマスコミの方が盛んに報道しますが，
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この間も若い子が監禁され，ようやく救助されたというニュースが出ていましたが，これ

すらどういう事があってこのようなことが起こるのか，ということを若い子は知らない。

今の生活のままでいいのではないかという認識しか持っていないのです。非常に誤解を招

くかもわかりませんが，世間の考え方や認識と，このメンバーで今日会議をしている内容

がものすごくかけ離れているというのがあります。だから，いかにこれを市民レベルに下

ろしていくかということが非常に大事なことだろうと思うのです。そこの認識の差があっ

て，こちらが確認するのが引け目を感じるような感じですね。法律的なことが分からない，

というような若い子達はそう思っているようです。 

 それから，我々と同じ位の年代に聞いてみるとその人達もそんなものがあったの，とい

う程度しか分かっていない。だから，もっと分かりやすい方法，何がそうだろうというこ

とが一番要るだろうということを感じ取りました。 

 

土川会長： 

 はい，ありがとうございます。どちらかと言うと，今まで日本社会の中では，男性が有利

に生きてこられましたから，それが普通という認識の方がまだまだ多くて，ここに書いて

あるような社会に変わってきているという事に対する，お一人お一人の意識がまだまだ低

いというところへ，どう切り込むかというように伺わせていただきました。それは事務局

もアンケート結果を見てこれから男性にもう少し，どのように男女共同参画がいかに大事

なことかということをよく分かるようにするかということも言ってらっしゃいましたので，

大事な視点だと思います。 

  

東口委員： 

 今の意見について，本当に隔たりはあるのかな，というのは感じておりますけれども，

この評価自体を読ませていただいた時に，着実に進んできているなということが実感され

ました。これがさらに進むには，今の取組みをこのまま続けていくだけでいいのか，もっ

と画期的な何かがあるのかなと。それが何なのかちょっと分かりませんが，何か導いてい

けるものがあれば話し合いの中で進めていければいいなと思ってまいりました。特別にこ

こが，という部分では，また考えさせていただきます。 

 

植村委員： 

 今，久畑さんがおっしゃっていただいた「意識がかけ離れている」という事に関連して，

先ほどの速報版のアンケートで，「男女共同参画都市宣言を行ったことを知っている」とい

うのが，１０％前後でしたよね。このアンケートの中で，このことに私は一番衝撃を受け

たのですけれども，やっぱり私達や市の職員のみなさんは一生懸命いろいろなことを考え

たり，行ったりしていると思うのですけれども，実際はこういうことなんだっていうこと

ですよね。どうやってその一般市民の人達の意識を高めてもらうかとか，とりあえずこの

都市宣言を行ったことを認知してもらうか。これでは，せっかくしてもほとんど９割の人

は知らないっていうことですから，これからはまずこれを認知してもらうように何か具体

的な方法を考えたいなと思いました。 

 

濱野委員： 

 はい，私も先ほどからの意見にも関係するようなところがあるのですが，今回特に，こ
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の基本課題ⅠとⅡについていろいろな思いを持ちました。Ⅰについてですが，審議会の女

性委員登用率，この部分だけではなくて，後ろにあるように，三重県内の他市との状況そ

れから先ほど初めに説明がありましたように，ゼロであったところ，あるいは少ないとこ

ろも改善して実際はもしかしたら４０％いく，あるいは超えるというふうになってきてい

るのかなと思いつつ，去年と今年というだけではなくて何年かの推移と，それから三重県

下の状況を見ていくと非常に鈴鹿市の取組みがしっかりとやられていると思います。ここ

ってやはり女性が参画するという日本の基本的な指標とおっしゃられましたけど，目で見

て分かるあるいは，数値として参画状況を示すことができる部分で非常に大事な部分だな

というふうに思っております。伸びてきているということもあると思うのですけれど，正

直もうちょっと，市民の皆さんにこういった状況が広がっていかない，伝わっていかない

っていう状況があるということが，ほんとに大きな課題と思うのです。昨年も申し上げま

したが，こういう取組みの進捗や今の状況を，その結果を伝えることがもう少し何とかな

らないかなと思っています。特にこの審議会とか，協議会等の女性の登用率が上がってき

ているという，鈴鹿市の取組みが伸びているということを伝える，知らせる。数字で何パ

ーセントっていうのを上げるのがどうかと思うし，そこら辺の取組みと，特に向上してい

るという部分を何とかこう，さっきの男女共同参画ということについてもうちょっと自分

の生活と結びつけて考えていくような，そういう伝え方というのになっていかないものか

なというふうに思っています。いずれにしても，ぐっといい方向で進んでいることを，何

とか伝えたいというか，啓発するというか，そういうことを考えたいなと思いました。 

 

土川会長： 

 ありがとうございます。やはりいろんな市民への伝え方で，取組み状況や推進結果が伸

びているということを感じてもらえるような広報の仕方というか，そういうことも大事な

のではないかというふうに私も聞かせていただきました。 

 

佐脇委員： 

 それはなるほど，その通りだと思いました。 

今回，市民の無作為抽出でのアンケートをここ何年ぶりかに出していただいたというこ

とで，細かい突合せなどということはまだ全然分からないですけれども，以前にいろいろ

なアンケートの結果というのが，ある程度意識の高い方が対象になっているのではないか

ということを問題にしたことがあったのですけれど，今回は無作為抽出なのでそうではな

い。ただ回収率がそう高くないので，関心のある方が回答されたかなという点はまだ残っ

ていると思うのですが，見てみると今までのアンケート結果とそうかけ離れた結果ではな

いように思うので，今まで審議してきたことが的はずれではないんだなという感情を持ち

ました。 

 それから先ほど問題にされていた男女共同参画センターのホームページを見たことがあ

る人が非常に少ないとか，都市宣言についても知らないというのが大変残念なのですが，

その前のページで男女共同参画センターを知っているかというところだと，女性は非常に

高い確率でご存知ですし，男性も３０ちょっとはご存知なのでもう一歩かなと。もう一歩

何か，ここを知っていただいているわけですから，もう一歩関心を持っていろいろなとこ

ろへ入りこんでいただける方を，どうやったら惹きつけられるかなというところが課題だ

と思います。どうやったらいいかという，いいアイデアもわかないですけれど。 
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久畑委員： 

 こういうのは，マスメディアを通じてやる方法とかいうのがあると思うのですが，伝え

る方法ですね。例えば，法人会という組織に入っていますが，その法人会では税を知る週

間ということで，ベルシティとかハンターで特別な日を決め，法人会がお手伝いしながら

税務署の職員とティッシュペーパーを配布するという啓発をやっています。そういうよう

な啓蒙の方法，例えば，鈴鹿市の男女共同参画審議会で日にちを決めてもらえれば，そう

いうところへ出向いてですね，のぼり旗を立ててこれをやればある程度知っていただける

のではないかと。そういうような勇気を出さないことには，何度書類でやっても伝わって

いかないと思います。 

 

土川会長： 

 もう一歩どうしていくかという問題をもっと皆で話し合ったらいいと思います。 

 

坂倉委員： 

 とはいえですね，東口さん，濱野さん，佐脇先生さんもおっしゃったように着実に進ん

でいるなということを，今年特に実感しました。知らせるとかそういうことはやはり時間

がかかるし，知らせるために何をするかということに力点を置く必要はないのではないで

しょうか。推進するために何をするのかということが重要だなということを思いましたし，

それから広報としては，私は市民を巻き込む，市民と協働で何かをしていくということし

かないのではないかなと思いました。知らせることはもう行政だけではできないですよ。

だから，どれだけ一緒にやっていくかということではないかなというふうに思います。そ

れから，もっとこうインパクトの強いことをやっていく，重点的なことをやっていく方法

ですね。何をどのようにやるかということだなということを思います。 

それと，私が今回評価したいのは，まだまだ男女共同参画というと啓発とか講演会とか

何でも講演すればいい，チラシを配ればいいということになっているのですが，本当に大

事なのは条件整備で，それを行政も企業も市民も一緒になってどういうことをするかとい

うことが一番の大事なことだと思います。その条件整備ということでは，今回は部長級に

女性職員が登用されましたし，それから相談体制を充実するために相談員や臨床心理士を

配置した，これすごいことだと思います。そういうことはちゃんと評価していきたい。そ

れから，公民館でも放課後何かをするとか，放課後学童保育所ですよね。それも増やすと

か，そういう条件整備を役所がどれだけしていくかということのほうが重要で，それが今

年は具体的なものが出てきているということに対し，私は過大な評価をしたいと思います。 

 

 それともう一つ，これは質問ですが，６ページの計画の推進のところで苦情及び相談へ

の対応というのがあるのですが，私はいつも言ってるのですけれど，苦情とか相談の中に

いっぱい課題があるんです。だからそれをどう分析していらっしゃるかということを聞き

たいなと思います。どんな苦情があって，どんな相談があって，それに対してそれをどう

分析して何を課題と考えているか，その点をしっかりと聞きたいなと思います。 

 

土川会長： 

 次回ぐらいまでに，もう少し細かく相談内容を，それに対してどのように対処していく
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か，その上でなおかつ何が問題として今あるかというあたりがみえるような資料を申し訳

ありませんけれども，用意していただけますか。 

 

男女共同参画課長： 

 はい。分かりました。 

 

柳田委員： 

 大変一般的な言い方になってしまうのですが，鈴鹿市もそうですし，日本社会全体が男

女共同参画を推進しているということですけれど，ある意味，男女が共同して参画をして

いないという問題意識があるので，共同して参画をしていくということを進めているんだ

というふうに思っています。従って，最終的なゴールは，男女が共同して参画するんだと

いう性差の問題を前面に出さなくても，社会全体が普通に男女という違いを乗り越えて人

の能力だとか，個性だとか，当たり前のように生活をする社会を築いていくということが

ゴールだというふうに思うのです。一方でそれを阻害していることがたくさんあるのだろ

うなと。それは，これまで男性目線で作って失敗してしまったという様々なことがあると

思いますが，女性の立場に立って阻害しているものは何かというような問題の分析みたい

なことをやり，それを行政が解決すること，個人レベルで意識を解決すること，あるいは

企業がやらなければいけないこと，様々な切り口というのが出てくるんじゃないかなと思

います。そういった例えばアンケートの結果を見ますと，意識としては従来に比べてどん

どん向上してきている，いわゆる男女共同参画という言葉を掲げなくても自然に男女共同

で生活をするんだ，参画をするんだという社会に近づきつつあるという過程だということ

ですけれども，その中で，今やっぱり阻害をしているものは何かという，そういった試験

的にして，それをどこが対応するのかという中で分析をしていくと，もう少し効果的な対

策というか秘策が打ってでてくるんじゃないかなという気がしていまして，そんなことで

少し私も勉強させていただく時間ができたと思います。 

 

土川会長： 

 どうもありがとうございます。 

坂倉委員さんも他の委員さんもおっしゃいましたけど，私も一番最初からこの委員会に

関わらせていただいていますが，随分ですね，具体的に男女共同参画の何が課題なのか，

柳田委員もおっしゃいましたけれども，何が阻害しているのかというあたりにかなり近づ

く形に社会全体の意識も変わってきているし，この結果がそれにみえてるというふうに私

も思います。まず行政が一番頑張っていることの一つは，今まではこういう窓口の課があ

りますと，そこで全部やっているという感じなんですね。男女共同参画に関わる内容とい

うのは，もっと行政全体に横断的にやらないと進まない，そういう行政なんです。それが

鈴鹿市さんの場合は，いろいろなところと連携しながらそれぞれの部署で何が課題かとい

うあたりが見えてくるようになってきているかなとこの結果をみて私は思うようになりま

した。女性登用にいたしましても，ここでいくら言っていても，それぞれのところでどう

いう女性をその委員に選ぶかということになりますと，なかなか権限がここにばかりはあ

りませんので，そういう視点でそれぞれみていただくようになり，今その中に女性市長さ

んということも影響が結構あったかなと私は思います。それぞれのところへ自分で出かけ

ていかれて，「あなたのところ女性がいないではないの」とか，「女性の委員をいろいろな
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視点から考えなさい」とか，そういうやっぱりアプローチというのも大きな成果に繋がっ

ている面はあるかなというふうにも思いますので，それぞれの，その時々に，この男女共

同参画課を中心に職員の皆さんが今までよりも何かを変えていこうという方向に向かって

いること，これはすごくいいことではないかなと思います。そういう中で，やっぱり見え

てきたことがさっきから言っているように，市民とか，ほんとに関わっている人以外のと

ころで一所懸命生活している人達に，男女共同参画やっぱり大事なんだよというのをどう

やって何をしたら分かっていくようになるのかっていうあたりがひょっとするとこれから

難しいかもしれないけれども，もうそこへ来ているのかなという。そうすると企業が何を

するかとか，個人が何をするかとか，行政は何をするかっていうことに繋がっていくので

はないかというふうに皆さんのご意見を聞きながら，整理をさせていただきましたので，

それを今日の柱にしながら何を変えていったらいいのかっていうあたりで話を進めていき

ましょう。もう少しこういうあたりが変わっていくといいんじゃないかって，さっきもジ

ェフリーへもう一歩っていうところがほしいというお話もありましたし，放課後児童の関

係で公民館も素晴らしいことをやっているというのも，それをどうやって広げていったら

いいのかとかいう視点も話せると思います。企業なら企業として，こういうことをもう少

し頑張ろうと思うとか，そんなことを提言していくと，市民の中に入りこむのかなと思い

ますので，市民の代表の植村さんもいらっしゃいますし，様々さ活動をしていらっしゃる

なかで，どういうことを取り上げていったらもっと進むのかなっていう視点もあると思い

ますし，ちょっとお考えになってご意見をいただきたいと思います。 

 

久畑委員： 

 私，商工会議所の方でいろいろとお手伝いさせていただいているのですが，その中に商

業部会，建設部会，自動車部会，環境，いろんな部会があるのですね。そういうところから

いきますと，やはりどうしても商業部会の中でも，例えば商社のような感じでお仕事をし

ている会社さんですといわゆる男女どちらでも構わないのですが，やはりこの中央道路沿

いにあります店舗には男性よりも女性の方が圧倒的に多いというかたちがあります。だか

らそういうような・・・に乗じたような全部その比率だけでとっていくとですね，捉え方が

非常に難しいところがありますね。だから隣に柳田委員さんもみえますが，その工場の中

でも，その部門によって，また作っているものにおいて男性女性の比率がその表のような

形になっていかないと思います。そういうところを考えていかなければいけないのではな

いかと。決して能力があればいいというだけのものとは違いますので。 

 

植村委員： 

 エコロジーというのでエコをどうやって進めていくかという時に，ただ自然のためにと

か地球のためにといってもなかなか進んでいかないのですが，それを地球のためにいいこ

とをすると自分もちょっと得をするとか，何かそういうことがないと人ってなかなか動か

ないなというのを感じたんですね。 

この男女共同参画に関しても，頭では分かっていてもなかなか具体的に進まないという

のは，進めるとやっぱり得だねっていうか，いいねっていうものがないと。やっぱりただ

知識とか，頭の中で考えたことだけで進めましょうと言ってもなかなか難しいと思うんで

すね。例えば企業に対して，その参画意識を強め，向上してもらいたいというのならば，そ

ういうことをすると，その企業にとっても得というかメリットがあるというような施策を
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例えば市がするとか，そういうことも考えてもいいのかなと今思いました。 

 

久畑委員： 

 よろしいでしょうか。環境問題ですと，制度的にインターナショナルの関係でＩＳＯの

１４０００があります。実はこれは１回取ればいいのではなくて，いわゆるサーベイラン

スしながらだんだんと深めていく，そういう制度になっています。ところが皆さん最初は

ものすごく熱心に取るのですが，だんだん下火になってしまいそのうち何を言っているん

だろうというような感じになってしまっています。我々は経営事項審査というのを受ける

のですが，ＩＳＯ１４０００を取ると５点加点していただけます。経営審査の中で評点が

あり，１０００点とか１５００点とか，後は７０点，６０点，経営が悪いとだんだん数字が

下がっていくんです。ＩＳＯ９０００というのは，製造業の環境問題で，それから普通の

建築業とかですと１４０００，両方持っているのが言うことないのですが，そのような審

査があるわけです。今おっしゃられるような評価というのは経営審査を受けているものだ

けが評価してもらえるのであって，環境問題を取り上げてＩＳＯを持っている企業が例え

ば行政の方で優先的に採用してもらうとか，そういうことが今のところ全くないんですね。

だから，ＩＳＯを１回やると何十万とかかってきますので，もうそれを辞めている企業も

あるんです。せっかく取られている企業が，取っていても何にもならないじゃないかとい

うことが発端です。それで県の方もＩＳＯ国際基準をやらなくても，ミームスといって規

模を小さくしているんですね。こんなのもってのほかだと思うのですが。しないよりはや

った方がいいという，そんな了見だと思うのですが。やるんだったら環境問題完全にやっ

てきなさいと。そこから色んな問題が皆発展しているんです。家庭においても，節水だと

かいろいろなことがあるんですね，電力需要の多いところで。だから，例えば日差しが暑

いという時にグリーンカーテンをしたり，朝顔を植えたり，影になるようなものをやって

いる。これも一つの環境問題に取り組んでいるんですね。そういうことで非常にやり方っ

ていうのがいろいろあると思うんですけど，屋上緑化とか，そのようなものが出てこよう

かと思いますね。 

 

土川会長： 

 ありがとうございました。 

様々な部署がこういうことをやったというような，第２施策についても具体的に書かれ

た部分もありますので，そういうのもご覧になりながら，このあたりはよかったんじゃな

いかとか，ここをもう少しこういうふうにしたらいいのではないかとか，この資料を生か

しながらご審議ございましたらお願いしたいと思います。 

 

坂倉委員： 

私は１５ページとか１６ページで書いてある，地域課の内容がすごく印象に残りました。

今，超少子高齢化，人口減少社会にこれからどう対処していくかという大きなことを考え

た時に，一番大事なのがこの頃社会学者達がいっている公民館レベルというか小学校単位

のまちづくりだと考えています。まちの中には工場もあるし，住民もいるし，学校もある

っていうことなんですけれども，これからは支えあうまちづくりが大事なんだよっていう

ところから入っていく必要がすごくあると思いますね。そういう意味でこの地域課は，「自

治会連合会のあり方について」というところで，今実際には自治会がまちづくりを引っ張
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っていますから，それでいいのかということもありますし，それからそこに女性の自治会

長というものをということできちんと投げかけていますよね。こういうことが大事だなと

いうふうに思います。それから１６ページでは，女性の役員の配置をお願いしているし，

講演会におけるパネラーは男女同数にしていますとか，細かいところ，具体的な活動がこ

れから男女共同参画社会というものに繋がってくのではないかなと思います。だから地域

課と生涯学習課と男女共同参画課が組んで何かをやっていけば伝えられるし，深まってい

くのではないかと感じました。 

 

土川会長： 

 そうですね。そういうふうに実際に市民に関わっているところが，何か事業をやる時に，

男女共同参画に繋がっていくようなことをやってもらうと分かりやすいというか，身近に

感じてもらえますね。男女共同参画課主催となると，ちょっと特別なレベルの高い人達が

集まってきて何かをやるのかなと思いますからね。そこを後援ぐらいのところに男女共同

参画課をおいて，こっちを向けながらやっていただく，私もそれに賛成ですね。 

 

坂倉委員： 

 自治会が変われば。  

 

土川会長： 

 自治会は本当に難しいですよね。いろんな方が入ってらっしゃるから。だけどまちづく

りというのはいい方法ですね。まちづくりには女性の意見ももちろん要りますしね。年齢

差もいろいろあっていいわけですしね。 

 

坂倉委員： 

 私達，自治会に，女性がなぜ少ないのか，女性には出来ないのか，女性の自治会長を増や

すにはどうしたらいいのかという調査をしたんです。そしたら，ほんとにいろいろな意見

がありました。女は出来ないというのもありましたし，自治会は世帯単位の加入で世帯主

が出てくることになっているから男が多いんだとか。氏子とか土木関係があるから男しか

出来ないということもありました。女の人はなかなか段取り力もあって何でもできる，実

際やっているのは女性だから女性でも大丈夫ですとか…，様々な意見が出てきたんです。

その調査の結果をまとめて，今自治会に配っているのです。行政だけではそういう作業が

できないのでＮＰＯと一緒になって調査しました。私達ＮＰＯが自治会へ行って小さな単

位での話し合いをするということをしております。そういうふうにして崩していかないと，

というようなことを思いますね。単にこうしましょう，ああしましょうというそれこそ，

文章だけでは当然学べませんし，掛け声だけでは変わっていかない。 

 

久畑委員： 

 自治会の団体ですと自主的なものがあるのですが，女性の場合は嫁いで来たので深く分

からない点があるんですね。男性の場合はそこで育ってやがて青年団やいろいろな自治会

の活動までやりだす，そうするとその生い立ちが分かるんです。祭をやるのには何をした

らいいかとか。私のいるところは，昔からそこで育ってる人のまちと，よそから集まって

きた人達が作ったまちとあります。そこここによってやり方が全く変わってきますし，そ
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れは今まで通りのやり方でお世話になれればいいと思います。どうしてもお父さんでない

といけないとか，お母さんちょっと行ってよということでお母さんに任せるという，そう

いうような集会に出てもらえれば，よく分かっていただけるのではないかなと思います。 

 

佐脇委員： 

 植村委員さんが言われた，「進めると得をする」って何か活かせないかなと思ったことな

んですね。安部内閣の女性を登用すると補助金を出すとか，あそこに繋げると全くいけな

いので，そうではなくて，得というのは実際楽しいことなんだとか。頭で考えてこういう

点でいいんだというのは理解しにくいし，何かこう男女共同参画を進めていけば楽しんだ，

良いんだとわかるようなものがないかなと。先ほど植村委員の意見からいただいたことな

んですけど。 

 

土川会長： 

本当にそのあたりがそうですね。楽しいこともいっぱいやっていただいているように思

うのですが何か難しく思われるというか，いつも来られる方は同じ。だからその人達の意

識は高くなってはいくんでしょうけど，ここでは反対の方に，一度覗いて行こうかと来て

もらえるような何かがあるといいだろうと思います。来ない方は，自分には関係ない，ま

ずそういうことを頑張っている人達に任せといたらいいわ，みたいな感じがあって，そん

なのには行かないという。そこら辺は，ずっと昔からのネックです。 

私は，始めの頃一緒に頑張っていた女性の方に，「もういつまで経ってもちっとも変わら

ないから，こんなことやってられない」と言われて，そのあたりをどうしたらやっぱりや

っていてよかったねっていうように繋がるのかなって思います。何かそのへんを男性の方

にぜひ本気で関わってもらいたいなと思う部分が実はあるんですが，柳田委員さんいかが

でございましょうか。やっぱり男性はちょっと引いてしまうのでしょうか。女性が強くな

りたいからやっているみたいなね。女性が集まる場がほしいからやっているみたいなとこ

ろが無きにしも非ずなんです。皆が皆そうでないと思いますけどね。応援団もたくさんい

らっしゃいますけど。 

 

柳田委員： 

 私の会社のことを言わせていただくと，男女共同参画というところからほど遠い会社で

お恥ずかしいぐらいの状況です。とは言っても，いろいろやろうとしていてですね，もち

ろん男の視点で作り上げた仕組みなのですけれど，女性もやっぱり会社に入ってくる時に

は，夢を持って入ってくると思うんです。ところが，現実を見ると例えば，女性の意見を聞

いたとき，あんな大変な管理職になりたくないとおっしゃいます。それは，残業が多い，出

張が多い，転勤がある，海外にも行かないといけないということがあるからです。でも，全

ての組織をその観点で点検をすると，男性がやっていても残業はそこそこ，出張もさほど

ない，海外駐在しなくても平気，転勤もないっていう部署も探せばあるのです。そうする

と，女性がそれを嫌って管理職になりたくないというふうに言ってるのであれば，そこだ

ったら女性の方に活躍していただけるでしょう，というような動きを今しようとしていま

すが，それはどうなんでしょう。今会長さんがおっしゃっていただいた男性にも参画をし

てほしいっていうのが，ほとんど今，人数比率としては私ども男性が主体の会社ではある

んですけど，そんな分析をしてですね，そうすると女性がそれが嫌だから管理職になりた
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くないというのならそうじゃない環境もありますよという，そういう視点が大事なのかな

ということを思うんですけどね。 

 

土川会長： 

 そうですね，まだ全部が全部，女性が男性と同じように男性の働き方に合わせて管理職

にならなきゃいけないということになると限られてきますから，今おっしゃいましたよう

に女性も管理職登用の一つのステップがあってこういうやり方で管理職になっていく部分

がありますよという，それは企業にとっては女性のために大事な視点だと思います。私が

今関わっている企業などは，あるところまでは女性課長とか部長もおりますけれども，や

っぱり役員のクラスになりますと限定されてくるんですね。その人も本当に男性並みに全

部同じように全国転勤して，今本部のグループの専務にいますけれど，そういう方は言っ

てみれば特殊な方なんですね，それに合わせろというのは家族がいたり，子育てがあった

り，なかなかそう甘いものじゃない。でも，この人の能力を会社に活かしたいということ

になれば，今おっしゃたような男性がそういうふうに女性を育ててくださり，女性の場を

考えてくださり，今後の男女共同参画へのとても大事なステップだと私は思います。ぜひ

本田さんの方でそういうモデルが出来れば，また他の会社にも影響が出てくるんじゃない

かと思います。私も自分のいるところでは結構女性登用のために言っておりまして，今年

の目標の一つは女性登用なんですね。最初の株主総会でも，女性登用をきちっと社長は説

明の中に文字を入れてやってくださったんですけれども，そういうふうに，それぞれの企

業には特色がありますから，そこで出来る方法でやっていただくということが，いいご意

見だと私は思って聞かせていただきました。 

 他にどうでしょう。今日は１１時３０分頃までフリーでご意見いただいて次にまたそれ

をどこに絞っていくかを事務局さんの方に整理していただきたいと思います。 

 

東口委員： 

 先ほどの本田さんの取組みは，これからやっていこうという女性への応援には非常にな

ると思います。ただ全員がやっていこうという女性ばかりではないので，そこのところは

きちんと人事の上とか，いろいろなところで見ていただかないとこの方が潰れていくこと

がありますので。 

 

柳田委員： 

 男性が最終的に全ての人が管理職になるかといえばそうではありません。人はやはり個

性だとか，価値観だとか，あるいは持っている能力だとか，いろいろな差がありますので，

そこは男女という差ではなくてやはり個人の差ということで違いということになります。

お互いにみていただきたい。 

 

東口委員： 

 管理職という部分では，誰でも出来る，私でも出来るんだよというのを見せたいという

気持ちでいろいろなことに挑戦はしてきましたが，今考えますと，時期的な問題というの

が非常に関わっていました。やはり子育て世代の頃は，自分の中ではそういうところから

排除されていたというか，私の場合は全国転勤があるものでそれは避けたいとか，そうい

う気持ちがやはり働くわけですよね。管理職に立ったのはいろんなものが条件的に整備さ
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れた時点で，やはりそのようなことが受けられる時期がきたのだろうと思います。 

 管理職もパートさんでも，職場にいる間はやはり男女共同参画の意識は皆さん持ってい

らっしゃると思います。自分で一所懸命仕事をする。男女差がない仕事はしていると思う

のですが，一歩家庭に入るとまだまだ私の周りでは，女性の方も確かに悪いんですけれど

も，「男性は外で働き妻は…」の意見の人がまだまだ多いです。うちの家族関係の中でも，

それではいけないと思っていても，やはりそれで成り立っていくとなかなか余分なことは

いえないところもあって，子育てにしても，家事にしても，なかなか分担を３０分，１時間

という数字感覚にはないですけれども難しいなっていうのが私の中にはあります。それを

どうやって皆がレベルアップしていくかっていうのは，本当に答えが出ませんが，先ほど

言われたような公民館活動では，私も昨年から地域の方にいろいろ勉強させていただいて

いますけれども，熱心な女性の方がたくさんいらっしゃいます。防災訓練でも皆で参加し

てホースを持って練習をしたり，そういうところを男女共同参画というか同じようにやっ

ているのですから，同じレベルで見ることができる社会っていうのはまだまだではありま

すが，一歩ずつ進んではいるなとは考えています。やはり，先ほどもおっしゃったように

地域から進めていくのがいいのかなと。企業の中では，会社にいる間は大体進んできてい

るんだろうと思うんですけど，一歩家庭に入ると難しいので，地域の中でお隣の家庭，お

隣の家庭が変わっていけば少しずつ変わってくのかなという甘い期待を思っています。 

 

久畑委員： 

 やはり核家族化はものすごく進んでいます。鈴鹿市というのは，わりと地区，地区に農

業の盛んなまちだったんですね。そこへ工業の本田さん，旭化成さんが来て，工業的なと

ころが出てきたのですが，そうすると農業をやっていて私どもの祖父の時代は家族が皆田

植えや稲刈りを手伝ったというような暮らしをしていました。 

ところが今度は自分の娘や孫なんかを考えてみると，女性でも就職したら田んぼ一反分

ぐらいは稼いでくるんですね。そしたら田んぼ一反お米を作るよりも働きに行った方がい

いんじゃないかということで農業をせずに働きに行く。そういうことでだんだんと核家族

化してですね，今農家が一番困ってるのはそれなんですね。だから今度はその農業を１次

産業と，それから後は販売，これを６次産業というんですが，そういうようなものに切り

替えていかなければいけない。作った人が今度は直接販売もしなければいけない。そうい

うような形でもっていかなければいけないという時代に入ってきてるんですね。だからそ

こで非常に難しいところがあると思います。核家族になってしまうと，おじいさん，おば

あさん，お父さん，お母さんの世代の生活を知らない。若い世代の子どもと親の生活にな

ってしまいます。非常に難しいところがそこなんですが，学校教育がそういった部分をど

うするかということが決まっていないから，ゆとり教育みたいなものを作った。こんなこ

とでは遊ばすだけのことで，遊ぶっていうことは自分の好きなことを勝手気ままにやるこ

とですよね。そういうような形の環境に変わったっていうことがやはり学校教育から問題

点が出てるのではないかなという気がします。 

 

土川会長： 

 ありがとうございます。他にいかがでございますか。 

私も見せていただきまして，私達が去年提言した中で活かされているなと思ったのは２４

ページの人権教育のところです。今までは男女共同参画と人権とは，全く一緒ではないに
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もかかわらず，どうしても人権教育をやっていたら男女共同参画をやっていたという評価

でここへあがってきていたんです。それに対して皆の意見の中で，人権教育イコール男女

共同参画ではなくて，それを基盤にしながら男女共同参画を学校教育でもやってほしいと

いう意見を提言したと思いますが，そういうことが２４ページのところで人権教育の中の

男女共同参画にどんな効果があったかという中に改めて鈴鹿市の男女共同参画の実現にむ

けた施策を確認できたとか，こういう指導ができたっていうふうに評価した書き方をされ

ておりますので，やはりこれは言ってよかったひとつだと思うんですね。今回この中には

改善されている部分がたくさん出てきているように，先ほど坂倉委員さんも言われました。

皆さんもお気づきのところがあるかと思いますので，そういうことをもう一度またこうい

う点はよくなっているけれど，まだここに問題があるなというのを，今日ご意見いただい

た分以外にも出してきていただきまして，次の機会に最終的にこういうことが次の課題だ

ねということに整理が出来るようにさせていただきたいなというふうに思いますが，いか

がでございますか。委員の皆さん。 

では，そのように頷いていただいておりますので今日細かいところの発言で言い残した

ということ，あるいは，こういうふうにちょっと今日の意見から広めたいというあたりを

整理してきていただきまして，弟２回目の審議会に繋ぎたいというふうに思います。 

以上で，私ども委員の方のいろいろな本日の意見交換を終了にさせていただき，事務局

さんの方にお返ししたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

事務局： 

 委員の皆さん，スムーズなご審議ありがとうございました。 

会長からもお伝えいただいたとおり，先ほどの相談に関する事項についての取りまとめ

と，今日いただいている意見の集約をさせていただきます。また２回目，それぞれの単位

施策を確認いただきまして，こういうところがよかったとか，こことここがもうちょっと

駄目だという意見についてまた頂戴したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

次回の開催日は８月２８日（木）１３時～とさせていただきますので，皆さんよろしくお

願いします。 

これをもちまして，第１回審議会を終わらせていただきます。 


