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平成２６年度 第２回 鈴鹿市男女共同参画審議会会議録 

 

日    時：平成２６年８月２８日(木)１３時～１５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：７人（土川禮子・坂倉加代子・濵野勇夫・久畑久一郎・東口裕子・植村昌美・ 

柳田雅彦）欠席１名 

事 務 局：３人（生活安全部長・男女共同参画課（課長・渥美）） 

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。 

 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３ 

その他でお伺いいたしますのでよろしくお願いします。 

それでは，本日は市長からあいさつを申し上げます。 

  

市長： 

挨拶（平素のお礼） 

さて，我が国では「男女共同参画社会基本法」が施行され１５年が経過しようとしており

ます。男女共同参画社会の実現は，徐々に進んできていますがその進捗は緩やかであり，

必ずしも十分とはいえない状況にあります。 

 超少子高齢，人口減少社会の到来や昨今の経済情勢など，我が国を取り巻く環境が変化

する中で，経済・社会の活性化のためにも男女共同参画社会の形成を促進していかなけれ

ばなりません。 

そのような中，安倍内閣では女性の力は我が国最大の潜在力であるとして「女性の活躍」

を成長戦略の中核に位置付け，現在，昨年６月に閣議決定された「日本再興戦略」に，「企

業等における女性の登用を促進するための環境整備」などの施策を盛り込み，着実に実行

し，女性の活躍推進についてその決意を強く発信しております。 

本市におきましても，鈴鹿市男女共同参画基本計画に基づき，男女共同参画社会の実現
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に向けた施策を積極的に推進しております。 

本日は第２回目の審議会ですので，すでに，昨年度の事業実績等につきまして，御意見も

頂戴しておりますが，基本計画の重点基本課題の成果指標としている審議会等への女性委

員登用率や男女共同参画意識の普及度に関しては，着実に上昇しております。 

 今後も活力ある社会を維持するために，女性が意思決定の場に参画する仕組みを構築し

ていかなければなりません。今年度の施政方針の中で女性の社会活動への参画を地域社会

全体で進めるため，特に，企業や団体への啓発を行うほか，新たな男女共同参画基本計画

の策定に取り組むことを表明いたしました。 

 今後は，審議会委員の皆様とともに，新たな視点に立ち，本市の男女共同参画社会の実

現を加速させ，市政全般に十分に生かしていきたいと考えております。より一層の推進に

対しまして，皆さまのお力添えを賜りますようお願い申し上げ，簡単ではございますが私

の挨拶とさせていただきます。 

 

事務局： 

（市長退席） 

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。よろしくお願い

いたします。 

 

土川会長： 

 挨拶 

 それでは，前回に引き続き，進捗状況評価について審議をお願いします。前回は，内部評

価の資料，市民意識調査の速報版から委員の皆さんにご意見を出していただきました。 

その中で，課題として男女共同参画課に質問していたことについて，事務局より資料に沿

って説明をお願いします。 

 

事務局： 

 それでは，前回相談事業をしている中から見えてくる課題についてということでいただ

きましたので，平成２５年度の相談事業のまとめと，これまでに相談事業から企画された

事業についての一覧表をお配りしました。まず，昨年の状況について説明させていただき

ます。左上のほうに相談内容件数が主訴ごとにわけて２３年度，２４年度，２５年度この

３年度について件数が書いてあります。ここを見ていただいても年々電話相談の合計件数

は増加の傾向にあります。内容については様々ですが，主に夫婦関係についての相談が多

くなっています。２５年度では，離婚の相談のうち，ＤＶが１３件です。離婚につきまして

は，別居中の生活のための婚姻費用とか養育費請求に関する内容の相談があり，それを受

けて弁護士相談へつないでいくというケースもあります。全体的に見て女性の経済的自立

に関して悩んでいるケース，経済的に自立出来ていないので現状のまま我慢するか，それ

とも思い切って離婚するか，そういう所で悩んでみえる方が多くあるように見受けられま

す。 

夫婦子ども対人関係のトータルの数字を見ていただくと多くを占めておりますが，やはり

コミュニケーションの部分で問題になっている所が大きいと感じます。社会全体に，特に

若者のなかで，ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）の利用がかなり広まって

おり，なかなか面と向かってコミュニケーションをはかるというのが，どの世代について
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も取りづらくなってきているようで，その辺も課題になってきているかと考えられます。 

女性の生き方では，３０代４０代の方の電話が多くなっていますが，３０代で子育ての

手が離れ，４０代になって子どもが成人した後の普段の生活のことについてや，自分のこ

れからの生き方について不安になり電話をされるケースです。また熟年離婚など最近よく

聞かれますが，５０代６０代になって夫から離婚を求められて不安になるケースの電話も

入っています。 

それから，健康，心の不調という電話が２５年度は特に突出して多くなっていますが，こ

れはリピーターの件数が増えている所にあるのですが，このようなケースにつきましては，

相談員が気持ちに寄り添いながら話をゆっくり聴くことによって落ち着かれたり，専門的

なケアが必要と見受けられる場合には関係機関，健康づくり課や，保健所等へ繋ぐように

案内しております。 

また，今年度から電話相談員の体制が変わりましたので，相談員のスキルアップについ

ても十分考えていかなければなりませんし，相談事業から見えてくる今の社会的なニーズ

はどういったものかを捉えて，男女共同参画課で開催する事業や，担当課で行う施策に繋

げたり，男女共同参画課から提案していかなければならないと考えています。 

これまでに相談事業から展開した啓発事業ですが，一覧表を見ていただきますと，やは

り離婚とか法律に関する知識の講座が多くなっており，男女共同参画センターの相談を担

当していただいている弁護士さんに講師をお願いして開催しています。その他，自己尊重・

自己主張・自尊感情を高めるということで相談員のスーパーバイザーによる講座や，男女

共同参画センターの電話相談員の企画で『ココロのお手入れ講座』を３年連続で開催して

います。このような形で，相談事業の中から見えてきたニーズに対応するような啓発事業

を今後も取り入れながら行っていきたいと考えております。 

 

土川会長： 

 これに対してご質問とかございましたらお願いします。結構，心の健康の問題というの

が増えてきているのですね。 

 

事務局： 

 年代問わず増えてきています。そういった方は，男女共同参画センターだけでなく他の

機関にもかけてみえるので，連携をとりながら対応している状況です。 

 

土川会長： 

 それで改善してよかったというようなご意見もあるのですか。 

 

事務局： 

 病気を持っている方もみえますし，周りの状況の変化からくる不安でかけてみえる方も

います。やはり電話相談後，自分の考え方を見直すきっかけになって気持ちが楽になる，

そういった相談員の姿勢というか電話の受け方がかなり重要になってくると思います。 

 

土川会長： 

 それで相談員の研修をやっていくということですね。 
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 やはり相談員の対応次第ですね。特に心の病はちょっとした一言に敏感な時に電話をか

けてこられるわけですから。大事なお役目でありますので，相手の立場を十分考えながら

対応できるようになることは大切なことですので，よろしくお願いしたいと思います。 

委員の皆様方何かこれについていかがでしょうか。 

 

久畑委員： 

 今は我慢するということを知らないです。我慢させるまでの経過，例えば先般の高校野

球において，野球部員の普段の練習ですね，ものすごく苦しい練習をやっています。そう

いうところをもう少し皆さんに知っていただくこと，いい所だけ報道するのではなく，大

変な練習をしてきた結果というところも知らせていくべきだと思います。 

 

土川会長： 

 そこへくるまでの経過ですね。ありがとうございます。 

 

柳田委員： 

 電話相談の窓口は何というタイトルで受け付けているんですか。 

 

事務局： 

 「女性のための電話相談」です。 

 

柳田委員： 

 では，対象は女性なんですね。 

 

事務局： 

 はい，そうです。四日市市と三重県では男性の電話相談も行っています。 

 

土川会長： 

 先日，津市の審議会の進捗状況で，去年あたりから男性の相談を実施したら，数は少な

いけれども男性もかけてこられるようになったということと，男性だから男性相談員がい

いだろうと配置したところ，女性の立場は男性相談員ではわからないということで，男性

が女性相談員に聞かれることがあるようです。だから両方，女性も男性相談員に聞いてみ

ようという人も出てきたということを言っていましたから，やはり男女共同参画なので，

男性女性が意見を聞きやすい人に相談できる仕組みにしていくのがいいのではないかと話

していました。 

 

坂倉委員： 

 四日市市の現状はわかりませんが，一般的にいうと，シングルファザーが増えてきてシ

ングルファザーからの相談が多いというのはありますね。だから，子育てをどうする，家

事をどうするといった相談については女性相談員の方がいい場合もあります。また，女性

の貧困と言われていますが，最近では男性の貧困化も言われてきている。多様な相談に対

応することが大事かなと思います。相談する人は役所で相談して解決できるような問題で

ないということもわかっているから，聴いていただいてありがとうというのが必ずくるん
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ですよね。だから聴く側がこの中に潜んでいるものを感じ取らないとダメだと思うんです

よ。本当にさっきおっしゃったようにわがままな人もいます。でもわがままでない人もい

っぱいいます。そのわがままでない人がどんな事で苦しんでいるのか，どんな事で悩んで

いるのか。単に離婚が多いということですが，ＤＶで離婚したいというのもありますし，

お金を全然入れてくれなくてというのもあります。いろいろあるわけですよね。何十年と

苦労してきてもう辛抱出来ないというのもあったりします。離婚はしたいけれど，お金は

ないし，家はないし，仕事はない。そこに仕事さえあれば，子どもを預かってくれる所さえ

あれば…ということが見えてくるわけですよね。そこが大事かなと思います。それからも

う一つ，コニュニケーションというのは，こちらが分類されたのですよね？ 

 

事務局： 

 そうです。 

 

坂倉委員： 

 コニュニケーションというのは違和感があります。なぜコニュニケーションがうまくい

かないのかということはすごく大事なところで，例えば長時間労働で１１時，１２時しか

帰らなかったら，コニュケーションをとれと言っても無理ですよね。だからどういう所で

悩んでいるのか，一人ひとり違うでしょうけれど，そこまで見ないと問題解決にはならな

いし課題にはならない。社会的なニーズを捉え事業化する工夫をすると書いてありますが，

ここでは，今までの結果から見えるニーズについてはこういうのを感じます，というのを

言ってほしかったと思います。 

 

土川会長： 

 他の委員さんからも相談に関して一言どうぞ。 

 

植村委員： 

 今日の会議の最初に電話の件数は増えている，夫婦問題が多いとあったんですけれど，

数だけ見ると夫婦問題は１５％なのに，なぜこの内容からこういう風になったのかなとそ

こから疑問があります。それくらいです。 

 

久畑委員： 

 やはり優しさと，夫婦お互いの気遣い，これが一番大事だと思いますね。夫婦の間で，頭

にカチンとくることはありますが，その時は怒るだけでなくユーモアも大事だと思うので

す。そういうような心遣いが日本人は下手だなと感じます。 

 

土川会長： 

 何でもそうですが，その立場になってみないとわからないことがあります。悩んでいる

人というのは自分が本当に悩んだり困ったり苦しんだりして誰かに話した時に，その相手

がどう反応してくれたかで，ものすごく感じ方が違いますよね。また，話を聴くだけでい

いという相談の仕方もありますからね。相手の苦しみが何か，課題が…とさっきも言われ

ましたけれど，本当のところ中身は何なのか早く感じ取って対応してあげられるかどうか。

相談というのはちょっとしたことで相手に対していい方向にいく場合と，逆にますます悪
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くなる場合があるので，大事な仕事だと思いますので，今後の男女共同参画の重要な事業

の一つに入れてほしいと思います。 

 

濱野委員： 

 相談事業が増えているというのは，ある意味それだけ相談できる窓口や，また自分のこ

とを人に伝えるということが広がってきていいなと思っています。私は，人権擁護委員     

で２ヶ月に１回程度法務局で電話相談をしています。法務局で行っているのは子どもの人

権１１０番と女性相談と常設相談と３つありますが，相談者の多くの方は最後にありがと

うと言ってくれたり，少し気が楽になってきたと言ってくれますので，すごく私自身の励

みになるし，そこで元気になり，あるいは方向をちょっと自分なりに感じてもらえる，そ

んなことになるといいのかなと思っています。そういう意味で市民の方が相談窓口を知っ

ている，また自分を出して人と人とのつながりを求めていくという事業がすごく大事だと

思います。 

 

土川会長： 

 体験からの貴重なご意見で，本当にそのとおりだと思います。 

 

東口委員： 

 自分のことを考えるとなかなか相談の電話をするということは勇気もいることですし，

もう一方考えれば本当に困っているんだろう，というのが見えてくるので，皆さんおっし

ゃったようにいい方向に展開できるように相談員のスキルアップ，相談員の力が必要にな

る場合が多く，今後の事業展開でそういうものが生かせるようになっていくといいなと思

います。 

 

土川会長： 

 電話をかける勇気もね，自分のこんなことを聴いてもらえるのか，という不安な気持ち

から入ってくる人もあると思いますので，こうやって相談が増えてきているのは，相談体

制が整ってきているという一面もあるともいえますので，今後もよろしくお願いしたいと

思います。 

それでは，第２回目でございますが，前回の議事録をまとめていただいてありますので，

それも確認しながら進めたいと思います。この審議会のいい点は，人数が少ないので一人

当たりの発言回数が多いということ，活発にみなさんが意見を発言していただくと，機能

するいい審議会になります。男女共同参画の審議会であるという視点から，もう一度見て

いただいて，いろいろ発言いただきたいと思います。前回は， 

○街頭啓発について 

○どの施策にメリットがあるのか，男女共同参画としてこれは本当にメリットがある施 

策なのか。 

○今後，男女共同参画の推進をどういう風に取り組んでいるか，その状況や数値を公 

表する。 

○自治会や市民を巻き込んだ事業が出来ないか。 

○人権教育と男女共同参画とは，全く一緒のものではない 

などの意見もあったかと思います。見返していただき，有効に進めたいと思います。 
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久畑委員： 

 私どもは建設業の分野に入りますが，全国的な事を言いますと，女性の技術者，技能者

を５年間で２０万人，倍近くに育てていこうという計画がございます。そうなるとやはり

環境整備が必要になってまいります。これを各事業所がやらないといけないのだろうと思

いますが，日本の企業の中で数えますと，大手上場企業のやり方と９割を占める中小企業

が，どういう形でもっていくかということが一番必要になってくるかと思います。いろい

ろな形の電話相談だとか，それからあとは労務的な考え方，労務士の活躍や登用です。皆

さん関心を持つのは税金の関係ですね。労働の内容，時間帯，そういうようなことを，もう

少し皆さんに知っていただく必要性があるのではないかなと思います。やはり雇用問題が

だいぶ変わってきています。人材派遣会社などでは以前より雇用関係が全く違ってきてま

す。所得の関係，収入の関係も変わります。そういうことの一つが現在の離婚問題に対し

ても影響が出ているのではないでしょうか。所得倍増計画でバブルの時代，バブルがいい

とか悪いとかではなく，心のゆとりというかそういうものがあれば離婚だとかＤＶという

問題は出てこないと思います。所得だけではなくて，いかに文化的なゆとり，そういうも

のをこれからやっていく必要があるのではないかという気がします。 

 

土川会長： 

 そうですね。そういう社会的背景というのもとても大事ですよね。 

それでは，具体的に何を提言に入れていくかということですが，提言の視点がありました

ら参考になると思います。言葉の使い方や，こういう内容こそ提言の中に入れていく必要

があるのではないかという視点。それから，この事業は男女共同参画の推進としてはまだ

まだ改善する必要があるとか，そういう形からご意見をいただきたいと思います。細かい

施策の中身も見ていただいて，気がついたことを発言して下さい。 

 

植村委員： 

 前回の全市的にとったアンケートの資料で，３ページの意識調査の網掛けの部分です。 

男性３０歳代の所が黒とグレーが逆になっています。 

 

事務局 

 訂正いたします。 

 

植村委員： 

 また，これを見ていくと７０歳代以上の所では，「夫は外で働き，妻は家庭を守るべき」

について『そう思う』という人が一番多いのですが，それ以外の所はほとんど『そうは思わ

ない』というのが一番多くなっていますよね。ただ，そうではない世代がどこなのかを見

てみたら，女性の２０歳代と男性の４０歳代。ここって一番子育てが忙しかったり，仕事

をバリバリしなくてはいけなかったりする世代だと思うんです。そこの世代の所で『どち

らかといえばそう思う』が多いというのはどうなんだろう？と少し疑問に思いました。こ

の世代だけ教育とか意識が低いということは考えにくいので，おそらく忙しくて厳しい現

実の方に引っ張られて，こういう現実の中で仕方なく，そうでないとやってけないから，

夫は外妻は家庭ということを，どちらかといえばそう思うというのに傾いているのではな

いかなと思いました。 
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土川会長： 

 そうですね。そうやって細かく見ていきますと，この世代だけ世の中が特別こうだった

というより，今の意見のように仕事と子育ての両立とか，いろいろ一番大変な時期の渦中

の人かもしれませんね。アンケート報告書についてのご意見ですけれども，他の委員さん

はどうですか？ 

 

事務局： 

 この表を作成した時に事務局側でも思ったのですが，男性の４０歳から４９歳というの

は団塊ジュニアの世代になり，その親世代が７０歳から７９歳の所になると思います。そ

こで『どちらかというとそう思う』が増えている所が，団塊の世代の方というのはバリバ

リ男性は外で働いて，女性は専業主婦という家庭が多かったと思うんです。そこで育った

子どもが，そういう意識がどうあるのかなと思いました。女性の２０歳代については，バ

リバリ働いている４０歳代の女性を見ています。４０歳代の女性は女性女性と言われてき

た世代で，今少し疲れているような現状があるように見受けられます。そういう先輩女性

を見ていて，それなら家にいた方が楽かなという状況，実際若い子に話を聞いても専業主

婦になりたいという子が結構多いので，そんな風な状況もあるのかなと思いました。 

 

柳田委員： 

 今の話は，女性の４０歳から４９歳というのは，いわゆる大学卒の就職でいくと総合職

で社会的環境が女性が頑張りなさい，あるいはキャリアウーマンが大変もてはやされてい

た，そういう方々の世代ですね。 

 

事務局： 

 そうですね。健康であることを頼りに仕事をされている方がみえ，それを見て若い方が

どう思うのか。 

 

土川会長： 

 なるほど，そういうことが関係ありますね。 

 

柳田委員： 

 それぞれ人の感じ取り方というのは大切で，男女共同参画って特に女性の参画率を上げ

ていくというよりは，キャリアモデルみたいな，私もああなりたいというような成功例を

示してあげるということが大切だと思うんですよね。男女だけじゃなくて人の育成，企業

としましては人の育成がかかっていますから，それはやはり先輩とか上司の背中を見て，

自分もああゆう風になりたいと憧れる存在にならないと，逆にああなりたくないと反対側

の意識になってしまうといけない。 

 

土川会長： 

 女性の場合はロールモデルが少ないといわれますね。ずっと働き続けてきて幸せそうに

仕事もして，それなりの自分らしい人生を生きている人というのは，本当に少ないんです

ね。私などは恵まれていて途中で辞めてもまたずっと働き続けられたわけですけれども，
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アンケートの結果を見ると女性も私の年代だと，「どちらかといえばそう思う」という方が

多いんです。私たちの年代は，産休や育休はありませんでしたから結婚とか出産を機会に

辞めた人はたくさんいます。それなのに「そう思わない」と言ってるわけですからね。私も

働き続けたかったと思うよりも，仕方がないかな，日本はこんな社会なのかなというよう

な考え方，これでよかったのかなあと私たち世代は振返りの部分です。これからは４０歳

代より若い世代が減少していきます。労働力人口が減るから女性の人材を活用する必要が

あるということと，男女共同参画とは全くイコールではないと私は思います。専業主婦を

選ばれる場合もあるわけですし，単身で結婚しない生き方もあるし，離婚する方もあるわ

けです。そういう時にやはりまだ女性の方がいろいろ働き，生活していく上で不備なもの

がたくさん残っています。それがトータルで変わっていく社会構造にならない限り，なか

なか男女共同参画とは言えない。今，切り口が労働力人口から入って，そのための少子化

対策というような感じが強くなって，男女共同参画という言葉が少し霞んでいます。私た

ちがやり始めた頃はもう女性政策から男女共同参画でしたからね。原点が何かという辺り

を国も県も含めて取りあげていかないと，日本の社会構造はそんなに簡単に変わらない。

いつまでたってもこのアンケート結果につながっていきそうな気がします。また，鈴鹿市

長も頑張っていらっしゃいますので，このグラフがこういう風な形に変わっていくことを

するためにはどんな施策をしたらいいのかと，活かしていっていただけるといいのかなと

思います。他にどうでしょう。 

 

久畑委員： 

 現在，大学受験のために専門で教える予備校があります。ところが専門的な勉強しかし

ていない子たちが卒業して社会へ出てくると，全く役に立たないことがある。基本がわか

らないからです。だから新入社員に半年，一年かけて基本的なことから教えることになる。

そうしてようやく先輩たちとコミュニケーションがとれる社員に育ってくれるのが今の現

状なんですね。少子化問題もこれに絡んでくると思います。やりたい仕事がしたい，その

後，結婚し子育てをするけれども，そこのことは全く考えていなかったために理想と全く

違っていた。それで離婚になってしまうとか。そういう社会を作り上げてきたのではない

かという気がします。 

 

柳田委員： 

 行動的な問題が目に見えて変わっていくというのは，現実的にはすごく難しいことです

ね。ただ日本という国が，今の現状があるとしても，世代が変わると考え方も変わったり，

あるいは一言で多様化と言うとちょっと安直なんですが，いろいろな考え方をする人がい

るので，やはり今のスタンダードが必ずしも将来のスタンダードではないということです。

そういう意味からすると女性と一言で区別してはいけないと思っているのですが，子ども

を産んでもそのまま安心して働き続けられるだとか，離婚してもシングルマザーになって

も経済的な自立が出来るだとか，そういったことというのは社会制度含めて，いろいろ変

わっていかなければいけないということですね。すごく大きな話になりますが，私は北米

（カナダ）に勤務していた期間（７年間）が長く，男女共同参画というよりも共働きが当た

り前の社会の中にいました。社会の制度もそうなっていますし，あるいは女性男性も含め

て個人の意識ですね，自分のことは自分でする意識の中で，今の福祉の中で，それに社会

保障もついてきていて，社会，個人，それと企業という中でうまくそれが回っている。その
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仕組みが出来るまでには，相当の時間がかかったと思うのですが，今それがスタンダード

になっているんですね。従って，どこをスタンダードにするか，あるべき姿をセッティン

グする。時間はかかるかもしれませんが，それぞれの意識それぞれのしくみ，あるいは考

え方，それに近づいていくような施策，それぞれを見ていくというような。ただ一番個人

の意識の高さみたいなところですね。社会環境もそうですが，社会制度がバックアップし

たと思うんですけれども，自分のことは自分でするという意識に個人のレベルがなれるよ

う企業あるいは行政というところがバックアップしていく必要があると思います。 

 

柳田委員： 

 子どもを育てながら共働きをするというのが普通の社会なんですね。その中で離婚され

る方がいても社会制度だとか女性の社会進出の高さみたいなところで経済的に困窮すると

いう割合は，日本に比べてはるかに低いと思います。 

 

土川会長： 

 ある意味，安心して離婚をできるという感じですよね。 

 

柳田委員： 

 そうですね。ただし，例えば先ほど建設業の話が出ましたけれども，私どもの製造業で

も，二交代とか三交代とかいう働き方がありますが，カナダでは女性でも二交代，三交代

はちゃんとやります。その間子供の面倒を見ることができなければ，託児所や自分の父親，

母親に預けます。二交代，三交代の時間帯でも託児所に預けられます。従って経済的な負

担をしても，託児所に預ければ自分は男性と全く変わらなく働き，同じ給料が貰える。そ

んな社会制度になっていますから，今，個人の時給云々というと語弊がありますが，まだ

まだ日本は，自分のせい，行政のせい，国のせいといった意識が先に立ってしまうという

気がするので，お互いがお互いのやるべきことをきちんとできるようなそういう仕組みで

転がっていくと，時間もかかるかもしれませんが，文化スタンダードも変わっていくのだ

ろうなと思います。 

 

坂倉委員： 

 興味のあるお話を伺えました。ただ，提言をまとめるのにどのようにするかという議論

をする時に，もう少しこの資料に基づいて具体的に論じていかないとまとめられないし，

一般論でまとめても面白くないと思います。前回いろんな意見が出ていますので，評価す

るところはする。例えば学童保育を開設したとか実績がアップしたところがあります。そ

れから，都市宣言を知らないというのと役割分担意識について少し率が上がったというよ

うなところで，そのことをどのように周知させるかというのが議論されましたが，私はど

のように周知させるかということも大事ですけれど，何を周知するのかということだと思

います。何を周知させるかという時に，どういうメリットがあるのかというような周知の

させ方。例えば先日新聞に載っていましたけれど，育児休業を取るとお給料の６７％が貰

える，保険とか社会保障をその間免除される。当事者はそういうことを知らないですよ。

育休を取ったら，給料は減るがその間減っても年金の計算の時は多い給料で計算されると

か，そういうメリットがあるわけですね。だから，そういう具体的なメリットをＰＲする

周知の仕方，そういうことが大事で，皆さんの意見を繋いで一つ何か出来あがるという方
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法が楽しいです。 

それから，周知のやり方が広報だけではダメで，何かを一緒に市民とやっていく方法を

提言したいなと思いました。 

それから男女共同参画の推進を阻害しているものは何かということですね。いろんな問

題，今言った都市宣言を知らなかったとか，役割分担意識が上がった。そういうことを考

えた時に，その男女共同参画社会を作るのを阻害しているものは何かということを，こう

いうものか，ああいうものかと議論して提言の中に入れてもらったらどうかなと思いまし

た。それからやはり，新しい課題をどう入れていくかということも提言していきたい。そ

れをまとめてもらったものを今度私達も見せてもらうわけでしょう。そういう作業の中の

今日は１時間であるということを考えてしまいます。 

 

土川会長： 

 前回いい意見がたくさん出ていますね。再度いろんな意見を聞かせてもらうのも大事か

と思います。聞かせてもらったうえで，残りの時間で評価・提言の言葉を考えていく時に，

今までの意見の中で一番どれが大事なことか，どれを施策に結びつけてもらうと良いかと

いうような意見を出していただき，次に具体的にしていきたいと思います。 

 

土川会長： 

 皆さん今日はいろいろなご意見を聞けました。もうあとお二人，先ほども相談の内容で

ご意見を頂きましたが，遠慮せずに日頃のお仕事の絡みも含めてこの施策の中へこういう

形で，今のように繋げるところがないかなとかでも感想でも何でもよろしいのでおっしゃ

っていただけますか。 

 

濱野委員： 

 男女共同参画のそれぞれの事業とか成果ですが，特に資料９ページ，１０ページにある

ような女性の参画の割合が伸びてきています。ただこれが今後右肩上がりの状況を維持，

拡大していくにはどうしていけばいいのかと思っていました。関連して，男女共同参画都

市宣言については，ほとんどホームページで皆が目にするだけです。また，今日の資料に

ついては数値的なものもありますが，なかなかこれがアンケート調査の２ページにある①

番の意識のところで「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，「そう思わない」は伸びてきているというのもある程度予想されることで，それだけ

そういう考え方が浸透してきている。私，以前学校におりましたけれど，中学２年生の作

文の中に，人権教育ではなくて社会科の中でですね，自由だったか男女共同参画というこ

とで男性も女性もというふうな部分があったので，教育の場や様々な場でこういう意識が

培われているんだと思っています。何が言いたいかというと，このように伸びてきてい

る，いい方向であることをです。一番分かりやすいのは，この審議会の委員の女性の割合

ですね，これが明らかにはっきりと目標に向かって伸びてきている現実は，意思決定の場

においても女性の視点や女性の意見が入って，より男女の質の高いものが生まれてくるん

だよというそんなメッセージを送れないかということをすごく思います。他の事業も同じ

ですけど，そういうメッセージを送っていかないと，私達市民の一人ひとりに，周知され

ない。やはり具体的なそういう活動の中で培っていくことだろうと思います。市民の皆さ

んに，男女共同参画の条例に市民と事業者及び市がとありますが，その部分だと思いま
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す。メッセージを発信することや，加点などのメリットなど，目標値を伸ばしてくために

は，そういうところが必要かなと思っています。 

 

東口委員： 

 この事業実績に対して効果というものがいろいろあるのですが，確かにその実績が上が

って効果も出ているのですが，その内容がまだまだ市の内部止まりです。また，市の職員

に対する規約であったり，管理職の校長先生とか園長先生の教育，研修は実施されている

ことが記載されていますが，それをどのように現場に，あるいは市民全体におろしていく

というのはどんなものなのか。確かにこの中では参画が進んでいるし，周知もできている

し，研修もされていていいのですけれども，その次の段階はどうしていくのかなというの

を一つ考えていました。それと家庭にいる生活の中から申し上げたいんですが，長寿社会

や子育てというのが今私の生活のほとんどなんですけれども，その介護保険も来年度から

変わると言われておりまして，要支援１，要支援２までは市独自の政策になっていくとあ

りますと，例えば要支援２でディサービスに行っていますがこれからはどうなるんだろ

う。それが行けなくなった時に，お年寄りの方々や介護者はどうしていくのかなと。少し

男女共同参画から離れるのかもしれませんが，そこの問題をクリアしないと，高齢者を抱

えている私達の年代の者は，生活の時間がまた変わってくるわけなんですよね。そういう

部分は今後どのように取り入れていただけるのかなと思います。 

 あと，ハピールームについて，ここに事業実績１０２０人利用と書いてあるんですが，

これはまだ一箇所しかないので，１日に預かる人数も少人数で制限もあれば，定員を超え

た場合預けられない人もたくさんいると考えられます。このような施設を増やしていただ

く事業はまだないのでしょうか，このようなことを考えました。 

 

植村委員： 

 離婚の内容まではわからないんですが，先ほど意見もありましたが，単に広報するので

はなくて一緒にという所，私も本当にそう思っていたんですね。今，市で男女共同参画の

意識を高めようというと，どうしても有識者を呼んで講演会をすることが多いと思うんで

すが，それだとなかなか人が集まらなかったり，集まったとしても高齢の方だったり，い

つも同じメンバーだったりで限界を感じています。このやり方について，限られた予算で

もっと有意義なものと言ったら失礼ですが，新たな展開の啓発ということが出来ないのか

な，そういう事をこの場でも考えられたらいいかなと思いました。先ほどのキャリアのモ

デルを具体的にそういう有識者の人が上からしゃべるのではなく，私たちの中での具体的

なロールモデルといますか，身近な市民の方のそういう人を例えば発掘して市民と協働で

提案していくとか，何かそういう新しいやり方があったらいいなと思います。 

 

柳田委員： 

 具体的にというと大変難しいのですが，育児休業中の給料とか経済的な補助の仕組みの

所ですね，なかなか一般の方は情報としても知らない方もいるでしょうし，一方では，そ

れを上手に活用して，または活用した経験があって，今生き生きと暮らしている方や目標

を達成された方とか，そういう方のお話というのは生きた話で即効性もあるのではないか

なと思います。ＰＲの仕方は広報だけではダメだというのは，どういった所に意味がある

のかよくわからないですが，実効性のあるＰＲというのはどういうものか議論をしていた
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だくべきかなと思います。もう少し広く一般の方に周知できるような手段はないかなとい

うことです。 

 

土川会長： 

 基本課題Ⅰを振り返りますと，政策方針決定過程における男女差の格差の改善（重点）

と書いてあります。女性の参画拡大の中の防災会議が３８人の委員のうち女性委員は１名

となっています。避難してくる人は，男女同数，または女性の方が多い場合もあります。

学校の体育館など避難した場合の課題について，１日くらいの避難では問題ないのです

が，東日本大震災の経験者からも聞いてらっしゃると思うんですけれども，知らない人も

一緒に長期間生活する時にいろんな問題が出てきます。それを一人の女性では対応しきれ

ない，女性委員１名では防災に対する認識が高いとは言えないと思います。別に防災関連

のグループからでなくても，自治会や，沿岸部など危険な地域で生活してる人，ＰＴＡの

役員，子育て中の人，高齢者など，いろいろな立場の女性が委員になり，様々な意見が言

える会議がいいですね。防災会議は，改善の一つに入れてほしいと思います。 

 

久畑委員： 

避難場所に行った時に，その災害によってどれだけ長期間になるか，台風時のような短

期間の場合もあると思いますが，それによって施策が違います。世帯の家族状況が把握し

づらい，高齢者，子ども，赤ちゃんの人数が分からない。何人家族が自分の自治会にいる

のか分からない。そういうことを地域の役員は把握する必要がありますし，女性に必要な

物資の調達のため，女性の人数を把握する必要もあります。やはり女性が入っていただく

ことは非常に大事なことだと思います。 

 

土川会長： 

 先日，少子化対策で少子化担当の森大臣が出席し三重県と内閣府共催のセミナーシンポ

ジウムがありました。女性の社長さん達も来て，企業で頑張っているところの方がパネリ

ストに出ていました。企業の女性参画の拡大の点では，鈴鹿市はどのように企業に関わっ

てみえるのですか？ 

 

事務局： 

 鈴鹿市の特徴として製造業がやはり多いです。その中でどうしても女性の従業員比率が

低く，必然的に女性の管理職や指導的な立場の方も少ない，技術者の方も少ないというの

は課題と捉えています。現在，市内高等教育機関との学官連携が会を重ねており，鈴鹿高

専が鈴鹿市内にありますので，理系女子力を育てるということでいろいろな出前授業であ

ったり，中学生にむけての啓発だったり，体験講座などの予定を組んでいただいておりま

す。それに対して市側も連携を取っている状況にはあります。 

 

土川会長： 

 今後，男女共同参画を進めていく上で，企業の女性の登用率はどのような感じになるの

でしょうか。 

 

柳田委員： 
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 悩みがありまして，二交代，三交代でないにしても，やはり女性のキャリアモデルを作

って管理職，管理監督者の道を歩んでいる女性を育てたいんですね。それで，男女雇用機

会均等法の改正以来，改正時に男性と同じような条件で採用した女性達が，今チームリー

ダーや係長になれる世代になっているんですが，大変残念ながら，男女の比率でいくと圧

倒的に女性は低いんです。途中で結婚されたり，出産されたり，制約もあったりするんで

すが，そうすると本当にキャリアモデルだけでよかったのかなと。全く普通の男性と同じ

キャリアを描かせることが，もちろん中にはそういう人がいてもいいのですが，でも，そ

うじゃなくて，今育っていないということは阻害もあったということで，その阻害を解い

て違う道でも管理監督者，管理職になれるような道を探していこうというふうに考えてい

るところです。 

 

土川会長： 

 そうですね。企業はそれぞれ違いますし難しいですね。指導的な立場になれと言われて

なれるものでもないし，なっても続けられるかどうか分からないという不安もあり，どこ

でも大変だと思います。ここを先ほどの意見とリンクさせながら，そういう職場全体の意

識改革とか，いきなり女性の管理職登用をしなくても，男性も含めて男女共同参画という

問題について話し合う土壌づくりをしていくということ。その中から女性が管理職にもな

っていける，なった時にはやはり周りの男性の意識というのも結構ありますので，企業は

学校や行政の世界よりは厳しいと思うんですね。だからその中でも頑張ってなるという時

に，どれだけ男性がバックアップしてくれるのか，そういうことはあると思います。 

 

柳田委員： 

 企業の中の男性のバックアップもそうですし，家庭の中での男性のバックアップもそう

です。 

 

土川会長： 

 そうですよね。企業の中の男性のバックアップをきちんとしないと，女性登用を女性側

ばかりに言っても進まないという実態が企業にはあると思います。その辺を，人材育成の

中の施策ですけれども，企業の中での男女共同参画意識の改革をもう少しクローズアップ

していく時期に来ていると思います。 

 

久畑委員： 

 まだまだ半世紀だけですからね。国から文化が違うし。今後，経済的な面も変わってく

ると思います。 

 

土川会長： 

 時間がかかりますよね。 

 

柳田委員： 

 例えば安倍首相の話もそうですし，三重県というところ，鈴鹿市の男女共同参画を積極

的に取り組まれているところでこそ，やはりやるべきだと思うんです。 
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土川会長： 

 そうですよね。次に基本課題Ⅱはどうでしょうか。今までの皆さんの意見を踏まえて，

何か気づいた点がございましたら。 

 

坂倉委員： 

 課題を１ページから見ていくときちんと評価してありますね。これは事務局が書かれた

ものですが，それについての意見も言いやすいです。 

 

土川会長： 

 その方からでも意見が言いやすいかもわかりませんね。 

 

坂倉委員： 

 基本的にはこれは大きなことなので，まとめに関係ないのですが，男女共同参画社会を

つくるということは，男女が仕事も分け合う，家事も分け合うということです。だからあ

る意味働き方を変えるということなので，そんなに簡単にいくものではないです。それを

最初に思わないといけないなとまず思います。２ページの下に今後少子高齢化の進展に伴

い介護を含む家事分担が課題となってくる，とあります。家事労働をどう見るかというこ

とも新しい課題だなと思います。家事は無償ですからね。だからそのことで家事労働は無

償だから賃金も安くなっているということもあるし，介護施設の職員は女性で賃金が安い

というように悪循環になっていることもありますので，ここに家事労働が問題になってく

ると書かれていることはすごいと思いました。 

 

土川会長： 

 そうですね。家事労働，介護は，男性も家事をしないと回っていかない老々介護とか，老

老介護に至らなくても高齢者夫婦では，やはり分担，一緒にやってくれないと一人のパワ

ーだけでは回っていかないんです。また，介護施設の介護士さんたちの給料は低いですよ

ね。女性の働き手も多く，そういう問題も絡んできますよね。 

 

坂倉委員： 

 防災，被災地の現状を見ても，男性は土木関係の仕事があって日銭が入ってくるが，女

性は自分が稼ぎ主であるが仕事もなく，大人数の炊き出しをさせられるが炊き出しは無償

であり，収入が得られない…，いろんなことが家事の延長と考えられその労働が無償であ

る。 

 

土川会長： 

 大事な視点ですね。 

 

坂倉委員： 

 それをいかにシェアするか 

 

土川会長： 

 そうですね。 
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坂倉委員： 

 日本は国勢調査の項目では主婦ですが，カナダでは家事労働を何時間するかを国勢調査

の項目に書くようになっていて，それが労働として評価されるということを読んだことあ

ります。 

 

久畑委員： 

 そういう問題よくありましたね。まさにそのとおりなんです。 

 

坂倉委員： 

 本当に個人の考え方に問題もあるし，どうにもならないですよね。日本は，家事労働は

女性がするものと作られてきたわけですからね。 

 

土川会長： 

 日本の社会における男性が働きやすい環境作りの中に家事労働が入っていましたからね。

それを影で支えてきたのは内助の功とされた，女性の役目でした。だからそれを１年や２

年で全く変えてしまうというのは，働き方の裏表ですから難しいですね。ただ，だいぶ変

わってきていると思います。 

 

坂倉委員： 

 変わってきたと思う。日本古来のものでもないし。 

 

土川会長： 

 自宅でも，夫が趣味をしながらその合間に家事をする，そういう人が増えてくる。６０

歳以上の人が増えてくるわけですから。男女共同参画も難しいですよね，企業も大事だし，

家事労働という面からのアプローチもすごく大事だし。少し先を見越して，鈴鹿市の施策

の中には目だしをしていく必要があると思いますね。いい意見をいただいています。 

 

久畑委員： 

 介護の件に関して，年をとると体重も増え重くなりますね。一人では絶対介護できませ

ん。お風呂に入れるにしても，ホンダのアシモ君のようなロボットじゃないですが，力を

補助して軽減して軽く人を支えられるようなロボットを研究開発しております。あと１０

年すれば家庭まで普及してくると思います。 

 

土川委員： 

 ワークライフバランスとか，そういうことも書かれていますから，これを進めていくた

めにはとか，そういうところも具体的に出せるといいかなと思います。 

 

濱野委員： 

 男女共同参画の活動はやはり，人を大切にすることが根本的にあると思います。都市宣

言はもっといろんな場に示されなければいけないと思うし，基本課題の取組も含めて結び

つけていくと，もっと進む方向が見えてくると思っています。基本課題Ⅱの２ページです
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けれど，そういう点からいくと先ほどから言われてますように，市民の一人ひとりの問題

というか，自分の取組として向かっていく。男女共同参画意識の普及度のところで，大学

祭でのアンケート調査でですね，身近なところへ入って行ってそこで啓発やアンケートが

出来ると男女共同参画都市宣言も含めて，具体的に自分たちの生活活動に結びつけること

が出来ればいいかなと思います。市民の皆さんと一緒に出来る場を見出して，そこへ行く

といいのかなあと思います。 

 

土川会長： 

 ありがとうございます。毎回，市民が変わるというのは難しい，以前自治会長もしてみ

えた人権擁護の方もよく言ってみえましたが，やはり市民の意識は本当に難しいんですよ

ね。みんな違うから。それが一斉にパッと変わるようならどこもかも何でも進みますね。

都市宣言を事業で活かす必要があるのではないかなと思いますので考えて行きたいと思い

ます。 

 

植村委員： 

 男女共同参画を進めていく上で，意識がなかなか変わらないのは全くそのとおりです。

それを進めていくのに要因というのかな，意識の改革と具体的な支援，社会的な制度とか

そういうの要因で初めて進んでいくと思うんですね。やはりどうしても市としては，意識

改革ということで一生懸命いろんなことを実施してますが，なかなか市から具体的な施策

で応援することは難しく，どうしていいのかわかんないと思うんです。やはりもう少し具

体的な支援の方に，力の配分を入れても私はいいのかなと思います。例えば企業の時間短

縮とかフレックスタイムとか働きやすい制度を作る立場にある人たちに，例えば勉強会を

するとかアプローチをしていくとか，あと制度を優遇している企業を広報するとか，表彰

制度を作るとか，何かそちら側へのアプローチもあったらいいのかなと思います。 

 

土川会長： 

 そうですね。やっぱり意識を変えようと思うと具体的な施策があって，変わっていく中

で意識も変わる面もありますからね。男女共同参画は男女共同参画課だけではやりきれな

い事業であることはもうわかっている部分ですから，他の課と連携しながらやってほしい

です。市役所の中で連携会議みたいなものがあって，もう少し具体的な施策の提案がない

でしょうか，今年は推進委員さんの傍聴もないし，推進員会議というのは今どんな感じな

んですか。 

 

事務局： 

 毎年年度初めに，推進員が副主幹以上で選任されますが，毎年選任される職員も多く，

また新採は男女共同参画の研修も行います。男女共同参画研修は年度当初にありますが，

そこから自分たちの仕事が始まる中で，審議会にも参加するように案内をかけますが，強

制ではなく，なかなか参加がありません。 

 

土川会長： 

 今は推進員さんだけの会議はあるんですか？ 
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事務局： 

 研修とあと推進員通信を年に３回か４回発行して，それで情報提供しています。 

 

土川会長： 

 男女共同参画のことについては，部長会の方でも取り上げていただいているんですよね。  

 

西山部長： 

 通常私どもは行政経営会議というのがトップで，あと部長連絡会議があります。行政経

営会議と同列に男女共同参画推進本部会議をもっております。審議会の計画作成というの

は当然その中で議論していただくということで，特に男女共同参画の推進は市長の思いが

あり，政策決定の会議の場に参事級の女性，普通課長，参事，次長，部長なんですけども，

参事級の課長を参加させておりますので，市長の思いもあり，進んでいるのではないかと

思います。 

 

土川会長： 

 繋がった機能するものがありますので，それをよく活用していただいたら鈴鹿市の各課

各部連携も進みやすいかなと思いますので，その辺も，提言の中にきちっと入れていきた

いなと思いますね。他にどうでしょうか，今日いろいろ意見が出ましたことを整理してい

ただきまして，次につなげていただくという形で，貴重なご意見いただきまして委員の皆

様方のご協力で大変内容の濃い審議会にさせていただいたかと思います。委員の皆さんど

うもありがとうございました。 

これをもちまして第２回の審議のほう終了させていただいて，事務局の方にお返ししたい

と思います。よろしくお願いします。 

 

事務局： 

 それでは，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，ページ

番号よりお願いします。  

 次回の開催の９月３０日（火曜日）にて，外部評価（案）の内容につきまして 

ご検討いただきますよう，お願いいたします。 

 これをもちまして，平成２６年度第２回 鈴鹿市男女共同参画審議会を終了いたします。 

本日は大変お忙しいところ誠にありがとうございました。 

 


