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平成２６年度 第３回 鈴鹿市男女共同参画審議会会議録 

 

日    時：平成２６年９月３０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 研修室１ 

出席委員：７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） 

事 務 局：３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）） 

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

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，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，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。 

  

会長： 

本日の会議で審議の最終となりますが，事項書１の平成２５年度鈴鹿市男女共同参画実

施計画の進捗状況評価について，今までの意見の他に何かございませんか。 

なければ，事項書２にうつります。 

前２回の会議で皆さんから多くの意見を出していただきました。それに基づいて外部評

価の案を事務局よりまとめていただきました。内容について，事務局から説明をお願いし

ます。 

 

事務局： 

 それでは，外部評価（案）について読み上げます。 

【総括評価について】 

超少子高齢，人口減少社会など社会情勢が変化する中，国は女性の活躍推進について，そ

の決意を強く発信している。末松市長就任以降，市役所内における審議会等の女性登用に

ついては，全庁的な取組みが徹底され，着実な進展がみられることや，各施策を実施する

にあたり，具体的な条件整備がなされていることは，評価できる。今後は，地域社会での男

女共同参画をさらに推進するため，鈴鹿市男女共同参画基本計画に定めた目標達成や，推
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進する取組の結果などの『見える化』を行い，鈴鹿市の現状を広く周知し，市役所が男女共

同参画推進のモデル事業所となるべく，職員が男女共同参画に関する認識を深め，男女共

同参画の視点から施策を推進し，市民や企業（事業所）が自らの生活や，働き方と結びつけ

て考えていく方向に繋げてほしい。 

【基本課題Ⅰ（政策方針決定過程における男女間の格差改善）】 

鈴鹿市の審議会等への女性の委員登用率や，職員の女性管理職登用率については年々上昇

しており，各施策の成果がみられる。しかし，ひとりの委員の兼任や，防災や地域活動の分

野での女性参画が進まないなど，改善すべきところがある。女性の参画が阻害されている

ものは何かを分析し，女性が参画しやすい環境整備や，人材発掘，育成に取り組んでいた

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）】 

男女共同参画の意識啓発等については，広報誌，ホームページ等様々な媒体で情報発信を

行っているが，その意義や必要性が十分に伝わっておらず，男女共同参画意識が浸透した

とはまだまだ言えない状況にある。今後は，街頭啓発や，男女共同参画推進事業を市民と

協働して実施するなど，身近に考えられる機会をつくることが必要である。 

また，有識者による講演会等も実施されているが，その参加が以後の日常の実践につなが

るよう，さらには，幅広く関心を持ってもらうために，身近なロールモデルから学び，男女

共同参画について考える事業展開が必要である。 

【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）】 

個人の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現には，働く場としての企業の

理解や取組の促進は欠かせない。そこで，企業や，働く個人が男女共同参画に関する取組

を推進した場合，何かメリットが与えられるような制度の構築について，鈴鹿市も取り組

んでいただきたい。 

一方，建設業界においては，女性技術者，技能者の倍増計画による活躍の場を促進してい

る。市も企業に対し，あらゆる現場等におけるハード，ソフト両面の整備をすすめ，女性が

働きやすい環境を促進していただきたい。 

教育の場においては，研修や，教材の使用等工夫されて取り組まれている。今後は，家庭生

活において活かされるよう工夫していただきたい。 

【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）】 

男女が共に安心して働き続けるために，また，出産，育児等で離職した女性が再就労する

ために，病児保育機関などの保育サービスの充実が促進できるよう国県へ要望するととも

に，サービスや支援制度の情報が必要とする人にわかりやすいように情報提供していただ

きたい。育児休業などの社会制度について，パンフレットなどによる一方的な情報発信だ

けでは制度の活用には繋がらない。取得者の経験談や，制度取得した場合の具体的なイメ

ージを PRし，制度取得への不安を除くことも必要である。 

【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）】 

女性のための相談から見えてくる様々な悩みを的確に捉え，軽減，解消，未然防止，また

は，次のステップへつながる施策について，関係機関と協議，検討する必要がある。単に相

談を受けるだけでなく，背景にあるニーズを検証していただきたい。 

【計画の推進】 

平成２５年度に実施した男女共同参画意識調査の結果を分析し，特に男女共同参画センタ
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ーや男女共同参画都市宣言の低い認知度について，結果を真摯に受け止めていただき，男

女共同参画に関心のない世代へのアプローチの方法や，今後の施策を考えていただきたい。 

 以上です，ご審議よろしくお願いします。 

 

土川会長： 

 事務局より外部評価（案）についてこのような表現で提案いただきました。市長に私達

の思いが伝わるようにしたいと思いますので，まず総括評価の方から意見を出していただ

きたいと思います。 

 

佐脇委員： 

評価が長いので，何回か読まないとなかなか頭に入ってきません。  

 

土川会長： 

 そうですね。ひとつの文章がどこからどこまで繋がっているのかと見ていました。その

他，内容についてこのように変えた方が良いなど，気づいたことをおっしゃってください。 

 

植村委員： 

内容を確認してすごくいい文章を書かれていると思います。特にいいなと思ったのが，

「見える化を行い」と「市役所が男女共同参画推進のモデル事業所となるべく」です。ぜひ

このまま活かしてもらいたいと思います。 

 

土川会長： 

「見える化」と「モデル事業」ですね。 

 

植村委員： 

分かりやすいと思いました。 

 

土川会長： 

鈴鹿市らしさという意味でも，その部分を活かしていくと良いというご意見です。 

 

植村委員： 

 それで，「見える化」や「モデル事業となるべく」を，さらに一歩進めたらどうかなと思

いました。内部評価の基本課題Ⅳの今後の課題として，男女ともに取得できるよう育児休

業制度，介護休業制度の普及を推進していく必要があると書いてありますが，確かにこれ

が実現すると，男女共同参画社会はより一層進むと思います。難しいかもしれませんが，

もしこの数値の見える化，そのモデル事業所になるというのであれば，鈴鹿市が独自の介

護休暇とか育児休暇の取得率などの目標を設定し，それを市民に公表したり，その結果を

随時発表したりしていくと，関心が低い人でも市が推進していることがよく分かります。

また，都市宣言の認知度も低かったのですが，それと絡めて実施したら，もっと鈴鹿市が

頑張っていることが市民にアピールできるのではないかなと思いました。 

 

土川会長： 
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そういうふうに具体的にイメージされるように，最近はどこでも「見える化」や「モデル

事業」に取り組んでいて他でも通用するわけですからね。鈴鹿市のできることの中からそ

れに繋がるものをうまく掲げていけるかもわかりませんね。 

 

濱野委員： 

 『見える化』ですが二重カッコにしてありますが，こういう言葉はあるのでしょうか。あ

てはめるための「なになに化」というふうな造語なのかと１点思ったことと，「見える化」

に関連して，例えば市が推進して見えた形だと審議会委員の女性比率達成が他市に比べて

進んでいることや，市の管理職の登用率もここのところ躍進してきているなと思います。

やはり男女共同参画を発信するのは市であり，行政がどんどん引っ張っていき，そのこと

が我々市民や企業に広がっていくのだとすごく思いますので，うまく表現されていると思

います。 

次の１点は，市役所がモデル事業所や職員だとかは本当にそのとおりなんですが，ただ

ここを市役所がとか職員がというふうな表現にすると少し違和感を感じます。市役所の部

分は鈴鹿市ですね，私達であろうし，市であると思います。ですから，市役所というところ

をもう少し大きなくくりで市や市民であり，行政であり，それから企業という全体的な形

で進めていくんだという中身なので，少し自分では引っかかりを感じました。 

 

土川会長： 

 「見える化」というのは，鈴鹿市では全体的に各部署が共通認識をしている一つの言葉

として使っていますか。 

            

事務局： 

 内閣府が企業での女性の登用や進出について「見える化」と発信しています。その関係

で使っています。 

 

柳田委員： 

 民間の企業は普通に使っていると思います。 

 

土川会長： 

 そうですね。だから市役所だけが使っているというより，今具体的に何か見せることを

「見える化」というふうな言い方で企業でも使っている。男女共同参画だけじゃないです

よね。 

 

柳田委員： 

ゴールに向かった達成状況を定点，定量，定性的に「見える化」をして，うまくいけると

もっとやろうというモチベーションが上がりますし，うまくいかなければどうやって挽回

しようかという考えがありますし，そういったところで使っています。 

 

土川会長： 

 市役所とか職員だけが総括評価の中で表現されているのが，市民とか，そういうところ

に繋がった部分がいるのではないかという意見ですね，他にもどうぞ。 
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柳田委員： 

 さきほどの市役所とか職員というのは，全く同感です。ここまでの文章で市全体のハイ

レベルな結構マクロ的な話をしている一方で，いきなり事業所という市役所の組織の中だ

けの話になってしまっているので，やはり男女共同参画は鈴鹿市全体の取組みだと思いま

すので，そういう表現にしていただいた方が分かりやすいのではと思います。 

 

坂倉委員： 

 私は逆なんですね。総括評価で全体的にまとまっていると思います。ここで何を言おう

としているかというと，「そういう，かくかくしかじかの見える化，そしてその周知」とい

うことと，それからまずもって市役所が，職員がモデルになるんだということの強調だと

思うんですね。だからそれは今一番必要なことではないかと思います。 

 

柳田委員： 

 どこに視点をおくかということだと思うんですが，まずもって市が手本を率先してする

ということについては，私市民の立場としてはちょっと厳しいかもしれませんが当たり前

というか。 

 

土川会長： 

 総括評価というところへはね， 

 

柳田委員： 

 もっと志高くやっていただくとかね。 

 

土川会長： 

 まず市役所が変わらないといけないというのは，この会議の中で前からずっと言われて

いるんです。 

 

坂倉委員： 

 少しも変わらないから，介護休暇とか育児休暇の取得率も全然上がってない。だからま

ず見本をみせるということで，あえて自分達に見せるというので私は評価します。全体的

にどうなっても構いませんが。 

それから，これでひとつ足りないとすれば，やはり新しい課題があるのではないかとい

うことだけ加えてほしいと思いました。貧困の問題とか。総括ですから，貧困などの新し

い課題の発掘に努められたい，努めてほしい，ということがあればこの文章は十分だと思

いました。 

 

久畑委員： 

 総括評価の文章はこれでいいのですが，ただこれを一旦社会へ戻した場合，フィートバ

ックさせた時に，果たしてどれだけの評価を持っているかということが一番大事だと思い

ます。だから市の職員の中の評価と，それから各企業のですね，上場企業はある程度の所

までは，本音と建て前というのがあろうかと思いますけど，それが通っていくような気が
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します。ただ中小企業の場合は，採算ベースをよく考えて評価していく必要があるから，

それを間違えると掛け声ばかりで絵に描いたもちになってしまって，実施するのは非常に

難しいだろうと思います。だから下からの積み上げというのが一番大事かと思います。企

業の中を分析していただいたらですね，例えば言い方が悪いかもわかりませんが，こんな

ことをやったらうちの会社は潰れてしまうというような企業もたくさんあると思います。

だからそういうところをどう支援していくかというところまで掘り起こしていかないと，

なかなかこういう問題は評価できないと思います。総理は国会の場，また発表の場で男女

の話をよくされておりますが，それを見ている，聞いている方がどんな評価をされている

かが非常に難しいと思います。社会，会社なら会社，勤務先，それから家庭ではどうなん

だと。そういうところからいくと非常に難しくなってくる。家庭でも，夫が妻の手伝いを

するとか，そういうところから積み上げていかないと，企業への推進もなかなか難しいこ

とがあるんではないかなという気がしました。 

 

土川会長： 

 その辺は後の基本課題の中に見られると思います。 

 

東口委員： 

 私は最初，「市が」というところ，「職員が」というところにひっかかりました。市民，

市全体に推進していかないといけないのでそこのところはどうするのかなと。ただ，モデ

ルとしてやっていかないといけないのか。今，育児休暇，介護休暇だけを取り上げられま

すが，その部分についてだけ言っても市役所の取れる体制より，まだまだ休暇制度が伝わ

らない体制の方が問題だと思います。市役所の方はどうにかしたら取れるのではないか

な，少しの努力で率は上がるんではないかなと思いますが，民間などまだまだ取れない現

状もたくさんあると聞きますので，その部分をここにどうやって取り入れるか。そういう

部分を考えると市役所を取り上げるのはどうかと感じます。 

 

久畑委員： 

 歴史的なものもあろうかと思うんですが，国によってかなり違うと思いますね。レディ

ーファーストの国，それから日本のような封建的な歴史が長く続いている国は，考え方も

改善をしていかないといけないと思いますね。 

 

土川会長： 

 内容的にはよくまとめてあると思いますが，どういうふうにこれを整理するか。私が思

ったのは，国のことが一番最初に書いてあるのは，今までの国→県→市という時代の書き

方かなと思うんです。女性の活躍というけれども，どういうことを鈴鹿市と連携していく

かということになると，国をトップに出してくるより「鈴鹿市は末松市長就任以降…」と

逆にして，こういうところが良くなってきていますというふうにする。その後，国におい

ての現状を発信する中で，鈴鹿市の男女共同参画はさらにこういうふうに進めていくと言

って，その一番最初に「モデル事業」とか「見える化」を市が率先してする。都市宣言も

した鈴鹿市自体が，男女共同参画社会の実現に向けて市民と企業も含めて変わっていかな

ければいけない，そういう施策に結びつけてほしいという整理の仕方がいいかなと思いま

す。その方が鈴鹿市らしさが出ますし，市も巻き込みながら市民や企業も変わって，そこ



 

7 

で市だけで終わってるところ，もちろん繋がってはいるんですが男女共同参画都市宣言も

２４年にやったところですから，これがどう根づいていくかというあたりが総括評価の中

で「次ですよ」と市長に提言する必要があるかなと思います。私はそういうふうに感じま

した。また，文章で「今後は･･･」からが長いんですよね。それで余計に「市」のところ

だけがクローズアップされてしまって，それが何に繋がっていくのかがぼけるところもあ

ると思うので，整理してまとめるとうまくいくと思います。 

 

柳田委員： 

 今会長がおっしゃっていただいたとおりなんですけど，そのように起承転結していただ

けるといいのかと。 

 

土川会長： 

起承転結を，鈴鹿市を主体にしながらまとめていただくということで。 

次に基本課題Ⅰについて。 

先程新しい課題と言われました。男女共同参画もやはり社会の動きの中で変わっていく

部分がありますので，貧困の問題というのが現在の計画の中にはまだ出てこないけれど

も，次にはそういう問題が出てくるということを芽だししておくこともいいかと思いま

す。その辺をどう表現にするか少し考えていただければと思います。何かいい提案ありま

したら。 

 

坂倉委員： 

 文章の表現はつぎはぎになるとおかしくなるから，何が書かれているのかを見ていった

らいいかなと基本的に思っています。 

 

久畑委員： 

 基本課題Ⅰについてですね，男女の状況で例えば最近は誰もが車に乗りますね。以前は

一家に１台でしたが今は男女問わず一人１台の時代になってきています。このような感じ

で男女の参画の問題も進めていければ一番いいんではないかと。というのは，所得の問題

とかいろんな問題があり，社会的な構造の変化が格差というのをもたらしたのではないか

と思いますが，参画することにおいての格差改善っていうのが何かこういうような車の免

許取得のような身近な例として，同じような形で進んでもらえればいうことないんではな

いかなと思います。だからその為には何かメリットを，そういうものを作りあげてやると

いうのが大事かと思うんですね。何か難しい言い方をしてますが。 

 

土川会長： 

 政策方針決定過程における参画ですね。かなり女性の登用も進んでいるけれども，まだ

まだ偏りもあるし，実際登用しようと思うと同じ人しかいなかったりする問題を今後は改

善出来るようにしていくとあります。いかがでしょうか。 

 

柳田委員： 

 今は審議会の登用の目標が４割ですが，課題は政策方針決定にいかに関わっていくかだ

と思います。４割になると変われるんでしょうか，それは次の協議になっていくんでしょ
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うか。従って４割を目指して女性の登用率を上げていくことによって，何がどう変わるん

だという視点を次に与えていただきたい。４割を達成すれば以上終わり，ではないという

ところです。 

 

土川会長： 

 そうですね。数の力といいますが，やはり意見が言いやすくなります。男性の中で女性

が一人だけだと発言しなくてもいいかなとなってしまう。そういう時代に仕事をしてきた

ので，たくさん女性がいる中で意見を言うことがあまりなかった世代です。数というのは

大事ですし，また女性も参画することによってさらに勉強もしますしね。 

 

柳田委員： 

 数が大事なのは私も同感です。従って今のステップは数を増やすことですが，数を増や

した後に，増やした数で何をしたいかということが大切だと思うんです。 

 

事務局： 

 やはり政策過程で行政の弱い所は，女性の視点です。特に防災分野は，女性の視点がす

ごく大事なところなのに男性ばかりが参画しているので，計画マニュアル作りで男性の視

点のところがあり，一つの要素としては女性の視点，これは当たり前のことなんですが，

その視点を増やすこと，登用率を上げるというのがまず最初の出発点という形になりま

す。ただ言われるようにその後どういうふうなことを求めていくかが，それこそ次のステ

ップが一番大事なところになってくると思いますので，考え方をまとめておいたほうがい

いのかなと思います。 

 

柳田委員： 

 でも今回の議論の中でそれは出ていませんので，将来に対して課題感みたいなのを少し

のせていただいたらと思います。 

 

土川会長： 

 それが次の課題であるみたいなね。登用は進んできたけれども，それで終わりではない

ということをですね。 

 

坂口委員： 

 難しいですね。 

 

土川会長： 

 何をするかっていうのはね。 

 

坂口委員： 

 とにかく数を増やして，ただ単に数を増やすのではなくて，やはり良くするために数を

増やすことが前提にありますから，具体的に言うのは非常に表現が難しい。 

 

久畑委員： 
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 例えば市議会議員さんが３２名ですが，そこで女性が４名。この比率を半分ぐらいにも

ってくればかなり変わるだろうと言いますけど。学校でも同じだと思うんです。中学校，

小学校の教員に女性が何人採用されているか。そこから改革していけば，教えてもらって

いる生徒も改革できると思いますね。 

 

土川会長： 

計画推進の実施状況を私達がチェックさせてもらってきた中の問題点をどう変えていく

かということに向けて，こういう面はよりいいけどこういう面は問題があるということを

取り上げ，それで一つ進んでいる面とまだ進まない面を評価して，例えば人材発掘とか育

成とかこういう面ですね。先程も言われましたが，弱いところの問題へも目を向けていく

んですね。やはり人材を育成して発掘して力を発揮しないことには，数がいくら増えても

いるだけということでもったいないことですのでね。ですからやはり，この男女共同参画

から後半の部分では，女性の参画が阻害されているものは何かを分析し，男女共同参画課

がリーダーシップを発揮しながら女性が参画しやすい環境の整備を推進していく。その担

当課としてもっと全体の中に位置づけられていかないとと思います。採用担当は人事課で

すが，男女共同参画を勉強し担当している方が市の中にある男女共同参画課と審議会です

から，力を発揮して男女共同参画を推進出来るような体制づくりにしていかないと。市長

の力とか，市長への提言ですからね。人材発掘や育成を進めて市民を巻き込んでいきたい

とかね，そういうふうに表現できたらいいと思います。 

それを男女共同参画課は，やはりせっかく課としてセンターも運営しているのですから

前面に出てこないといけない。もったいないと思います。いろいろ政策決定の過程の格差

をなくすため,人材発掘とか育成というところに関わっていってもらっていく。 

 

坂倉委員： 

 それは，前文の市役所全体の男女共同参画へつながるものですね。 

 

土川会長： 

 やはりイニシアティブをとってもらいたい，そういう表現がどこにもないので。 

 

坂倉委員： 

そうしたら，総括に入れますか。基本課題Ⅰの審議会や市民委員会の女性委員登用では

イニシアティブをとってもらっていますから。 

 

土川会長： 

 それぞれのところにも全体的に関わるからね。 女性委員の登用は，鈴鹿市はよくやっ

ていると思います。他市はなかなかやれない体制があるんです。頑張ってもらっているの

は確かです。そういう成果を去年は書きました。そういうふうに頑張って努力して，推進

員や部長会にも女性が参画していることもどこかに書きたい。 

 

坂倉委員： 

 それこそ柳田委員がおっしゃる当たり前のことかもしれませんが。内容的には植村委員

の出された「阻害しているものは何か分析すること」も入っているし，「防災」という新
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しい課題や「地域活動」ということも入れてるし，全体にまとまっています。 

 

土川会長： 

基本課題Ⅰだけではだめで，男女共同参画の全部に関わることですからね。では，次の

基本課題Ⅱへいきます。 

 

久畑委員： 

 基本課題Ⅱのところのカッコの中ですけど，性別による固定的役割分担意識に基づく制

度及び慣行の改善とありますが，役割分担意識は分かりやすく書いてありますけれど，こ

の制度はなんの制度ですか？それから慣行の改善とは何の慣行ですか？これがわからな

い。 

  

土川会長： 

 課題の固定的というのは，女性か男性ですよね。制度や慣行というのは男しかだめだと

か，女しかだめだとかいう性によって役割を決められた社会の制度や習わしです。例えば

神事のことは男性とか。 

 

久畑委員： 

 例えば体力的な問題なのか，歴史的な問題か。 

 

植村委員： 

 そうではなくて，この役割は男性，例えば会議などでも誰でもできる役割であってもト

ップは男性，副は女性とか代々決めてある。そういうことを言ってると思います。 

 

土川会長： 

 慣行としてそういう地域もまだまだあります。 

 

久畑委員： 

 先程市議会議員の男女の比率を半分にするとか言いましたけど，できないということが

あるし，それから後，いろんな問題で慣行を決めていることがあると思いますが，難しい

ところがあるんですね。 

  

植村委員： 

 それを改善していこうということですね，していかなければならないですね。 

 

久畑委員： 

 すぐにできる問題とできない問題があり，難しいです。だから，非常にここのところが

どうしていこうこうしていこうという感じで，どれだけ文書ばかり並べても改善策がなか

ったらどうしようもないと思いました。 

 

東口委員： 

 先に皆の意識を高めて行き，そのためにどうしていきましょうということだと考えてい
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ます。 

 

土川会長： 

 そういう問題が男女共同参画を妨げてきているということで，基本課題Ⅱがあるわけで

す。この課題についても鈴鹿市も実践してきてもらっているわけです。どこまで進んで，

どういったことがまだ進んでないかを評価しているわけで，まだまだ制度があったり慣行

が残っていたりするという前提でね，それでどういうふうに改善されてきているか,こう

いうふうに改善しようとか，そういうことを御意見をいただければと思います。 

 

久畑委員： 

 意味はものすごく分かっているのですが･･･。 

 

土川会長： 

 そう，難しいですね。ひと頃からしたらかなりよくなっている面もあるんです。 

 

佐脇委員： 

 啓発ということをどれだけ効果的にやっているかどうか，なかなか尺度がなくて。ひと

つ気になるところは，身近なロールモデルからなる男女共同参画の事業展開が必要である 

とは，なにか具体的な話が出たんでしょうか。前回欠席でしたので何かありましたか。 

 

土川会長： 

 ここのところ事務局はどういったイメージか説明してください。 

 

事務局： 

 前回，男女共同参画課の事業の中で，外部から有識者の講演などを多く実施しているが

その場限りで終わってしまって，なかなか自分たちの日常生活に結び付かないところがあ

る。そこで身近なロールモデルによる講演とかの事業を計画されたらどうか，その方が自

分たちにとって身近なというか，近い問題として認識してもらえるのではないかというお

話がありました。 

 

土川会長： 

 講演会で聞くだけではなく，そういう人たちから一緒に何か関わりながら学ぶという意

味ですね。そういう事業展開という意味ね。少し具体性が見えにくいので，言われたよう

に単なる講演会ではなく，具体的にロールモデルから学んだ事業展開というので，何をす

るのかそれぞれ課題に対してね。講演会等は実施しているが，やはり日常的にそれが聞い

たら聞いただけで終わってしまうというような前回の意見でしたよね。それよりも何か身

近な実践している人の話も聞きながら，自分もあのようにやったらいいとわかるような事

業があったらということでしたね。 

 

植村委員： 

 ワークショップ形式とかそういう方が主体的に関われます。 
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坂倉委員： 

 前回ロールモデルという意見がありました。 

             

土川会長： 

 ロールモデルというのはいろんなところでよく出るんです。行政の方たちも女性のロー

ルモデルを探していたり，男女共同参画でも身近なところのロールモデルがいないとか。

また，そういう人がどこにいるのか分からない。そんな話はよく出ますから，別にこの言

葉自体を使われても分からない話ではないと思いますけど。 

 

坂倉委員： 

 この文章の「さらには～もらうために」を削除したら，幅広く関心を持つということが

講演会を実施するということですから，削除しても影響はないと思います。 

 

久畑委員： 

 一番わかりやすいのは，モデル的な企業を強制的に作っていただいて，そこをモデルに

して皆さんにどうでしょうと啓発する。 

 

坂倉委員：  

それは，違う課題のところですね。 

 

土川会長： 

 だから男女共同参画を考える機会を提供する，重要であるとか。事業展開っていうの

は，行政の言葉かもわからないね。 

 

坂倉委員： 

 男女共同参画について考えるような事業の工夫が必要であるとか。 

 

土川会長： 

 それでいいですね。 

 

坂倉委員： 

 内部評価２ページ，基本課題Ⅱの一番下のところで，「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」書いてありますので，そのことをどこかに追

加してまだまだ浸透しない状況にあるとして，特に今後は家事分担が大きな課題となって

くるということを入れてもらうと，後の中身が少し何を具体的にしていくのかが出てくる

と思います。 

 

土川会長： 

 確かに家事分担というのはとりたてて言わないでも日常にあることですから，女性の活

躍という言葉の中から見えてこない部分だしね。 

 

坂倉委員： 



 

13 

 それが一番のもとなんです。 

 

土川会長： 

 それができない状況の中で，女性の活躍は限界がありますのでね。やはり家庭生活とい

うものの中に男女共同参画をどこかに入れるというのは，次へつながります。それが固定

的役割分担ですからね。次に基本課題Ⅲへうつります 

 

柳田委員： 

 十分わかりますが，基本課題Ⅲの教育や労働の場におけるとありますが，教育が先で労

働が後にきています。説明の文章では，労働の現場が先で教育が後になっています。よく

読むと，企業の協力だとか，労働の場での施策展開や今すぐできる期間的な課題になりま

すが，教育の場というのは意識を変えるという意味では,長期的な話ということでこの順

番にされたんですか。 

 

土川会長： 

 意図的に順番が入れ替わってますか。 

 

久畑委員： 

 建設業界と書いてありますけど，やはりここは教育を先に書いてそれから労働に入る形

の方が多いのでは？ 

 

事務局： 

 教育や労働の場における男女共同参画の推進という基本課題Ⅲの中で，労働の方に重点

をおきたいという部分がありました。教育の分野では，男女平等教育が始まって何年も経

っているということ，また施策も行っていただいてますので，重点的に考えている労働の

分野を先にしました。 

 

土川会長： 

 重要な方からですね。建設業界ではここに書いてあるような計画があるのですか。 

 

久畑委員： 

 竹中工務店や日本を代表する建設業界は女性労働者，現場の女性労務者，設計技術者に

力を入れています。それから大学においても土木という名前のつく技術者は，昔は３Ｋと

いうことで人気がなかったんですが，逆に今はこういうところへ女性の技能者を入れてい

かないと育っていかないということで，力を入れています。 

 

事務局： 

 国の方が５年間で２０万人，倍近い人数にするということで発信しています。 

 

久畑委員： 

 大学の工学科の中でもそういうことをしていこうという計画です。 
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坂倉委員： 

 これは，国がということですか？ 

 

久畑委員： 

 国と業界が一緒に協力しながらやっていこうということです。 

 

事務局： 

 国が，女性技術者を受け入れる企業に対しては，現在は男社会の体制なので環境整備を

する必要があるなど発信しています。 

 

坂倉委員： 

 そうすると，建設業界という表現ではおかしくなってきます。国が，と書かないとどこ

が主体なのかがわからないですね。 

 

土川会長： 

 テレビでは土木技術者のことはやっていましたが，倍増計画についてやっていたかどう

か･･･。女性を積極的に登用するというのはやっていましたね。 

 

久畑委員： 

 それぐらい力を入れてやらないといかんということですね。だからそういう方針で進め

ています。 

 

坂倉委員： 

 国が進めているから市の業者に対してもということですね，わかりました。 

 

久畑委員： 

日本の文化の中に「匠」という一つの文化があります。果たしてそういう人たちができ

るかどうかは別問題ですが。えつり※した木造建築は建たないと言われているぐらい技術

者が不足しているんです。だから反対にプレハブなどの建物が進歩してきた。 

  ※えつり･･･わら葺き屋根や土蔵の壁の下地材。ヨシや細い竹・板を縄で簀（す）のように編んだもの。 

 

坂倉委員： 

 教育の場においては研修や教材の取組が書かれている，その裏づけですよね。今後は家

庭生活において活かされるよう工夫していきたいとは，今後は社会教育，家庭生活におい

て活かされるように，例えば社会教育をもっと充実させるということか，工夫していくと

は各家庭に工夫しろと言う意味か。 

 

事務局： 

 教育する側です。 

 

柳田委員： 

 教育する側ですか，そうですか。教育された側が当たり前の常識として家庭の中で活か
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していくのかと読み取れました。 

 

坂倉委員： 

 私もそういうふうに取りました。さらに社会教育を充実，公民館などの活動を充実させ

ていただきたいとかね，そういうことならわかりますね。このままでは，家庭がちゃんと

しなさいよと読み取れてしまう。どこが何をするのかを常に頭に描いて書かないと，読む

側はいろいろ想像します。 

 

土川会長： 

 社会教育の方なのか，教育の現場で学んだものを家庭の中でそれを活かせということな

のか，分かりやすくしてください。 

 

坂倉委員： 

 教育現場の書き方の中で何の研修，そのための工夫がなされているかを書いておかない

と，例えば今までの慣行を無くすためのものとか，何を研修し取り組んできたのかわから

ない。 

 

土川会長： 

 教育現場では人権的な内容での研修が多い。以前も意見を言いましたが，男女共同参画

と人権をどう結び付けていくかというのが以外とないんです。人権についてやっていると

なっていますが，人権と男女共同参画は全く一緒ではないので，それを教育現場の方で理

解していただいて，その辺を整理していただきたい。研修を行っていただいて，それがさ

らに男女共同参画と結びつくような工夫をしていただきたいとか。 

 

坂倉委員： 

 家庭生活の何が抜けているのか，そのための社会教育とかですよね。 

 

土川会長： 

 省略があったり抽象的であったりする部分がありますので，もう少し文章を足してその

辺を修正していきましょう。次に基本課題Ⅳにうつります。 

 

柳田委員： 

 育児，保育機関などの病児保育サービスの充実を促進できるよう，これは市は国や県に

要望する以外に市だけでできることはないんでしょうか。書いていただいた方がいいかと

思いますが。 

 

坂倉委員： 

 こちら側の意見の表現ですので，病児保育などの多様なサービスの充実をさらに促進し

てください。 

 

土川会長： 

 国・県への要望は行政的な言葉かもしれません。そして具体的な例として。 
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久畑委員： 

 職場の中へ乳幼児を預かる施設を作っている。安心して会社へ来て働く，そういった形

が進んでいくんじゃないかと思います。 

 

坂倉委員：  

 学童保育については入れておくべきですね。 

 

土川会長： 

 保育所まではよかったんだけど，学校へ行くようになってから低学年の間は特に必要で

すね。 

 

坂倉委員： 

 鈴鹿市の学童は進んでいます。ただ，これからは中身です。費用が高すぎる，運営が大

変，そういったことがこれからの課題になってきます。 

 

濱野委員： 

 平成１８年頃から鈴鹿市立の幼稚園の空き教室を学童に利用してどんどん進んでいきま

した。その頃から定員いっぱいでした。このことだけではないですが，女性が働くことに

対して，育児休暇も延びていますし制度の部分とこういった子どもを預かる施設と，家庭

における男性の理解，各家庭においていろいろな考え方はありますが，家事分担やそうい

う部分をしっかりやっていかないと進んでいかないと思います。 

 

土川会長： 

 ここは，ワークライフバランス的なことと男性の積極的な育児参加のことをうまく表現

したいですね。 

 

坂倉委員： 

 サービスや支援制度の前に「何を」というのが必要です。 

 

久畑委員： 

 何もかもサービスするということでは働く人の負担が増えてきます。だからどこまでが

社会サービスなのかというところをある程度絞っておかないといけないし，自分や家族内

でも協力し何かすることも必要になってくると思います。 

 

土川会長： 

 ここは，子育てだけでなく介護支援も入ってくる課題のところですので，サービスや支

援制度の前に両方を具体的に入れるといいですね。続きまして，基本課題Ⅴについて。 

 いろんな相談がありますが，児童虐待など関係機関の連携会議があるのにネットワーク

の連携がうまくいかず，不幸な事件などがありますが，ここは「連携」という言葉を入れ

ていきたい。次，計画の推進にいきます。 
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植村委員： 

 関心がない世代へのアプローチとはどの世代を指しますか？アンケート結果から，若い

人は関心や意識が低いですかね。 

 

事務局： 

 学生時代は当たり前のように感じ受け止めていて，仕事をしだしてから感じてくると思

います。 

 

土川会長： 

 世代ではなく，市民意識調査の結果だから市民にしてはどうか。そして，市民へのアプ

ローチの方法を今後の施策の中に考えていくとすればいいですよね。計画も２７年度まで

になりますので，その２７年度からの実施計画に活かしてもらうようにすればね。 

 

事務局： 

 ２７年まで１年の延長をするにあたり，パブリックコメントをする予定です。２８年度

から中長期計画に合わせていく全庁的な動きがあります。男女共同参画の計画はそれに先

行したかたちになっていました。 

 

土川会長： 

 そうですね，今後の施策にとなっていますのでこれでいいと思いますね。これで，ひと

とおり意見をいただきましたが，ほかに強調したいところとか気になるところがありまし

たらお願いします。 

 

植村委員：  

 計画の推進の一行目のところに意識調査の分析とありますが，会議の中でも意識調査や

アンケート，それから相談内容の結果を反映させたり，またそこにあがってこない，あげ

られない声が他にもたくさんあると思うので，そういうことまで拾えるようなことを考え

ていってほしいと思います。 

 

土川会長： 

 出てくるものだけが声ではないということですね。幅広く情報収集ということは，男女

共同参画を進めていくには必要ですね。 

 

東口委員：  

 職業生活におけるというところは，保育や介護サービスのことなど今後の課題として取

り上げられたのは，私としては成果があったかなと思います。 

 

濱野委員： 

 感想ですが，自然的にも経済的にも社会的にも想定外のことが起こって，計画通りには

進んでいかない，すぐに目標達成できないところがありますが，だからこそこの活動を市

民に感じてもらう，成果を伝えて，私たちが生活していく上で良いことなんだという表現

や伝え方が必要なんだと思います。 
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土川会長： 

 そうですね，人間社会の中で男女共同参画は当たり前のことで，一番大事なことなんだ

とみんなが思ってもらえるようにしないとね。 

 

佐脇委員： 

 市のやっていることや，市役所の中のことはたくさんご意見を伺っていますが，実際企

業ではどう考えられているのか，アンケートに全く現れてこないところ，その方たちの本

当のところはどうなんでしょう。 

 

土川会長： 

 人間社会はいろいろ幅広いですから，皆が一斉に動くというわけにはいかないですから

ね。大変なことです。 

 

柳田委員： 

 今後このようにいろいろ実施されていくことはよく分かりました。 

 

久畑委員： 

 大事なことです。もうひとつは，男女の違いを認識して男女共同参画を進めていく。そ

れから，資料のチラシの中をみますと収入のイメージがあります。この場合，今後これで

生活が出来ていくのか，これが基本になってしまいませんか。 

 

事務局： 

 育児休業の取得中，給料のうち８割程度が保障され保険料も免除されるなど，生活設計

の目安として記載しています。 

 

土川会長： 

 こういうことを知って取得してくださいという啓発ですね，今まではこの育児手当はゼ

ロだったんです。だから休んでいる間もこの程度は保障されるという育児休業制度を利用

するための啓発のチラシですね。他にありませんか。それでは審議を終了させていただき

ます。 

 審議進行に対するお礼，挨拶。 

 

事務局 

・第２回審議会修正確認 

・市長への報告の日程（１０月２３日１１時３０分～） 

・育児休業チラシの紹介 

・男女共同参画センター事業の案内 

 

事務局 

 課長挨拶 閉会 

 


