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平成27年度 第1回 鈴鹿市男女共同参画審議会会議録  

 

日    時：平成27年5月20日(水) 13：30～15：30  

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（富田寿代・山口郁子・飯田るみ子・北川昇三・浅野正士・川北良子・ 

増谷和光） 

欠席3名 

 

事 務 局：大森副市長・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） 

傍    聴：なし 

内  容：第2次鈴鹿市男女共同参画基本計画骨子（案）について 

 

【 開 会 】 

事務局： 

・出席者数 

・傍聴人数  

・会議の公開について説明 

 

大森副市長： 

挨拶（平素のお礼） 

さて，我が国の男女共同参画社会の実現は，徐々に進んではきているものの，必ずしも 

十分とはいえない状況にあります。男女共同参画社会の実現は，女性の人権の確立ととも

に,高齢化，少子化，環境問題など社会が直面している様々な課題に対応し，活力ある社会

を作るための大きな鍵となっております。 

 そのような中，昨年，国では「女性の活躍」を成長戦略の中核に位置付け，また，三重県

においては，女性の活躍を進めるために，企業・団体等のトップのリーダーシップによる

取組を「見える化」して，広く女性の活躍推進の機運を醸成し，環境整備を進めていくため

の仕組み「女性の大活躍推進三重県会議」を設け，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

に向けた施策を積極的に推進しております。 

また，第 2 次基本計画につきましては，現行計画を引き継ぐとともに，女性の活躍の推

進をはじめ，男女共同参画を取りまく新たな課題についても対応できるような計画策定に

取り組んでまいります。 

 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ので，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あいさつとさせていただ

きます。 

 

（会長が選出されるまでは，事務局で進行） 
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委員委嘱書交付・委員自己紹介・事務局自己紹介 

副市長退席 

 

事務局： 

 ・審議会の概要説明 

・鈴鹿市男女共同参画審議会規則第 3条第 1項により，委員の互選により会長を選出 

享栄学園鈴鹿大学教授 富田寿代委員を提案 

・承認 会長（議長）登壇 

 

富田会長： 

 ・あいさつ 

・会長の職務代理者を土川禮子委員に指名 

 

第 2 次鈴鹿市男女共同参画基本計画骨子案について審議いただきますが，事務局の内容

説明後に，皆さんからご意見をいただきます。 

 

事務局： 

それでは，私の方からお配りさせていただいてあります，第 2 次男女共同参画基本計画

の骨子（案）についてご説明させていただきます。まずこの骨子がどれにあたるかですが，

基本計画の冊子の 7 ページに，計画の体系があります。一番左に目的「男女共同参画社会

の実現」とありまして，その次に基本課題が（1）から（5）までと，計画の推進というとこ

ろが（1）から（5）まで，その下に施策（基本的方向）となっております。今日ご審議いた

だきたいところは，この目的「基本課題」，それから施策の（基本的方向）の新しい計画の

ところになります。 

お手元の資料の②番が，現行の基本計画の体系になっております。一番右の欄に第 2 次

骨子案での位置づけということで，現行の基本計画の施策，単位施策が，次の第 2 次の計

画の中では，この項目の番号のところに含まれるであろうということが表示してあります。

事前に配布しておりますので，ここまで作ってきた経緯について，説明させていただきま

す。男女共同参画推進本部という鈴鹿市の男女共同参画のこれからの施策の方向性を決め

る機関があり，その下部組織としまして主管課長からなる幹事会というものと，それから

この基本計画の実施計画を構成しております担当課員で作る専門部会というものがありま

す。まず専門部会に現行計画の基本体系について意見を求め，このまま今の社会情勢に合

っているかどうか，今現在の課題が何であるかとか，それぞれの担当するところから課題

を出し，それをもとに素案を事務局の方で作りました。その専門部会の意見と，日頃男女

共同参画の推進を中心となって進めている男女共同参画課から，今後この 8 年間で重点的

に行っていきたいところも含めまして，この骨子案を作りました。これを幹事会に諮って

意見をいただき，今日，審議会の皆様からもご意見をいただきまして最終的な骨子案にし

たいと思っております。 

資料の③，オレンジの帯になっている部分ですが，事務局で作りました第 2 次基本計画

の骨子案となっております。基本課題が現行の基本計画の中では 5 つありますが，その内

容を少し統合し，3 つに絞り込んでおります。その 3 つの中にそれぞれ施策の基本的方向

と，単位施策として実施する具体的な内容を掲げております。これにつきまして，この課
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題はどうか，この内容はこっちへ入れた方が良いなど，委員の皆さんが見ていただいて，

どのようなことでもご意見をいただきたいと思います。いただいた意見などを調整し，最

終的な案を事務局で作成し，再度確認していただくような進め方をしていきたいと思って

おります。よろしくお願いします。 

 緑のバックが現行の計画，オレンジが今回提案させていただく内容になります。 

 

富田会長： 

 ありがとうございます。それでは，皆さんのご意見を順番に伺っていきたいと思います。

まずオレンジの基本課題の 1，2，3 について，それでは 1 から「男女が互いに認め合う意

識づくり」についてご意見をお願いします。 

 

事務局： 

 意識づくりとありますが，性別役割分担意識の解消という部分につきましては，現行の

計画の中では基本課題の（2）―2番目の中で重点課題としてあげてありますが，平成 26年

2 月に市民意識調査を行った結果，性別役割分担意識に対する市民の意識が 5 年前とあま

り変わっていないという結果が出てきまして，それならば一番先に掲げるべき課題ではな

いかという意見が専門部会から出ましたので，次期計画の中では，基本課題の一番目に意

識に関しての啓発部分をもっと重点的に取組むこととして入れてあります。 

 

富田会長： 

 2番目も 3番目も気づいたところから，ここはどういうことですか，など質問していただ

ければと思います。分かりにくいところとか。 

 

北川委員： 

 今朝の中日新聞ですが，民間リサーチのネット調査報告で，正社員男女 3 千人に聞き取

った 25歳～54歳までの状況把握で，管理職を望む男性が 43％に対して，女性が 12.9％と

いう結果です。なぜ女性が 12.9％かというと，そこに書いてあったのは，家庭との両立の

難しさということから 12.9％という数字が出てきたのかと思います。この 1番の「性別に

よる役割分担意識の解消」これにももちろん入っていくことかも分かりませんが，仕事を

持ちながら，仕事はしたいけれどもやはり家庭を大事にしたいという，この意識の表れが

この 12.9％じゃないかなと思います。私の妻を見ていても，やはり家庭にいて家庭を重視

していきたい。もちろんいろんな考え方はあるんですが，そういう流れの中からやはり家

庭を大事にしたい。もちろん働く環境は人それぞれ違いますし，一生懸命仕事という方も

沢山いらっしゃるので，一概に何とも言えませんが，その中でやはり家庭を大事にし，か

つ仕事もきちっとやりたい，その両方が今の社会で本当に出来るのかということになって

いくのかと思います。ずっと見ていても以前とそんなに変わっていない社会の構図，流れ

の中で見ていますと，発表の女性が 12.9％しか管理職を望まないというのは，これが真実

なのかなと感じました。今回の骨子案の流れの中で，2-1の意思決定の場における男女共同

参画から 2-5 番まで男女共同参画という非常に綺麗な言葉でずっと書かれていますけれど

も，何となく何か違うような気がします。だけど書くとなるとこういうふうに書かざるを

得ないのか。やはりそこに至るには過去の歴史，男女共同参画がうたわれるようになって

約 15 年ですね。それ以前から男女平等というのが生まれて，その言葉は 30 年続いており
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ますけれども，社会の構図はそんなに大きく変わってないし，やはり何か常にいつまでも

男社会のような気がしてならないんですが，今回私がこういう立場で参加させていただい

たのは，そういうものも踏まえながら鈴鹿市民の声を聞いて鈴鹿市の流れの中で色んな意

見，たとえば，もっと女性は社会に出て，あるいは管理職になって社会の構図の中に一生

懸命旗をふるということであれば，そちらの方向に一生懸命舵を切りながら，今市長さん

も女性であるというところから，そういう動きをとりやすいのが鈴鹿市の立ち位置じゃな

いかなと思います。ただそこにもっていくには非常に難しいハードルがいっぱいあるので

あれば，どういうふうなクリアの仕方があるのか，それを今日これから色々お聞かせいた

だけたらなと思います。だから私の頭の中では非常に矛盾ばかりがあります。過去ずっと

見ていても男女共同参画って，どなたかがおっしゃったみたいに何かモヤモヤとしていま

して，資料を見ても，まだ釈然としないところがありまして，これから先皆さんの話を色々

聞かせていただきながら，精査していけたらと思います。 

 

富田会長： 

 ほかにいかがでしょう。 

 

川北委員 

仕事をしていて従業員が非常に困っています。うちの場合は，私が代表ですので以外と

女性に甘いんです。人から見ると「いい会社やね」「甘いな」とか色々言われますが，だけ

どそういうふうにしてあげないと，家の方の協力がないんですよね。まず職場からも少し

は協力しないと，なかなか男の人の意識というのは変わらないと思います。今みえる役所

の方はいいと思うんですよ。公務員の方だから。だから，この文章もそうですが，やはり職

場，それから女の人自身も，もっともっと意見を家庭の中でも出すべきだと思います。私

は結構言います。夫婦平等にしています。お客さんはどちらかというと男性がほとんどで

す。だから対等な言い方で喋るんですが，そういう言い方が良いのか悪いのかそれは分か

りませんが，そういうふうにやらないと，今の日本の社会では，少し難しいところがある

かなと思います。男性も今の若いお父さんでも，なかなか家へ帰ってから何かをお手伝い

するというのが，ごみ掃除とかはやっているみたいですけど，実際はそんな風ではないよ

うな気がします。 

 

山口委員 

新聞の記事の女性が 12.9％っていうのは，本人が管理職になるのを望んでいるのが

12.9％っていうことで，約 80％の方が望んでないということですか。 

 

北川委員： 

 望んでいないと言いますか，もちろん管理職になれればいいんでしょうけれども，家庭

との両立を考えた時その狭間がやはりあり，どうしても家庭の方を優先したいと言われる

方が多いのかなと感じております。 

 

山口委員： 

 皆，少しずつ変わってきているとは私も思っているんですけれども，でもその変わって

きている人より，全然変わらない人のほうがたくさんいることに問題があるのと，今のお
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話を伺っていて自分が思うのは，前は女性でも働きたいという声が大きかったけれど，こ

の頃はまた，専業主婦になりたいという声も多いというのを聞くと，人それぞれでいいと

思うんです。  

子育てを専門でやりたいという方はそれでいいと思うんです，ただ自分がしたい仕事と

かを，結婚や出産後もずっとし続けたいと思う方が働きやすいような，やはり制度をちゃ

んとしていってあげないといけないと思うんです。私は 7 年前に仕事を辞めたんですが，

自分が今男女共同参画で 2つ大きく思っているのが，育児休暇が 1年から今は 3年になり，

育児短時間というのもあるんですよね，給料は減るけれども。 

1 日の休みを半日にするというのもあるんですけれども，それをなかなか取りたいけど

言えないって言うんですよね。忙しい現場が分かっているから，自分が取ると迷惑をかけ

ると，また，代わりの人は来てもらうが，やはり代わりの人でしかないので迷惑をかける

ので言いにくいと言うんですよね。そうすると管理職の男性は，取りたいと言われたら，

承諾して取れるように手続きをする。じゃあ，「あなたは取りたい」「取らなくてもいいの」

と聞いてくれているのか，本当は取らないで働きたいのか，取りたいけど取りにくいから

言いだせないのか，というところまで男性の管理職は聞いてくれてるのか。 

今ひとつ話を聞くと，取ってありがたいと言っている人もいるし，取りたいけど言いづ

らいから何とか取らずにやっているという人もいる，どうなのかなと自分では思っていま

す。 

 

富田会長： 

 女性の意見です。 

 

飯田委員： 

 今の世の中，妻も働かないと経済的に難しいという声をよく耳にします。どうしても働

かざるを得ないかもしれませんが，子供の小さい時はわずかな期間しかないので，出来れ

ば一番小さい可愛い期間を一緒に過ごせる時間が長く取るということもすごく大事なこと，

子供の将来のことを考え成長の過程ですごく大切じゃないかなと思います。 

また，男女共同参画と言いますが，男の人，女の人でも得意分野がありますから，それを

お互いに発揮出来て，地域とか生活の中でもフォローし合っていけばいいんじゃないかな

と思います。 

 

富田会長： 

 それでは，男性の意見もお願いします。 

 

浅野委員： 

 私は自治会の総代をやっていますが，なかなか女性が自治会の代表になっていただく方

が少ない。そんなの当たり前やという感じのところもありますし，女性も男性がすること

が当たり前やというところもあります。地域の中で女性も，女性のことを地域でよくしよ

うと思えば，そういう女性がいてほしい。行政も当然そうだと思うんですが，やはり女性

でないと言えないことがある。今後私もいろんな所で発言して，少しでも多くの女性がや

っていけるような，そういうシステムをつくってほしいと思っております。 
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富田会長： 

よろしくお願いします。 

 

増谷委員： 

国の基本法の中では，男女の人権尊重というのは当然言われていますから，それが元に

なって色々と作られたと思うんですけど，当然男や女であるけれども元は人なんだから，

その人として尊厳というのがあり，そういう中で仕事の場面は，例えば大企業とか役所な

んかは，男女平等と言ったらその通り，役所は当然しっかりやります。しかし，今私が行っ

ている会社と比べると，それこそ個人でやっているような会社で仕事はそれぞれ違います。

僕らは設備メンテをし，他の人は清掃や警備。警備の人の中に女性がいるかというとおり

ません。なぜかというと変な人も来るし，まあそのような適応性というのもあるのかなと

思います。それで，一度近鉄の電車乗って感じてほしいなと思いますが，近鉄も当然同じ

ように男女共同参画というのは行っていると思います。だから車掌さん，運転手さんの女

性がおり，2人とも女性という場合もまれにあるようですが，どのようにリスクに対応する

か。少しでも安全に早い対応を考えると，男女平等だけでは少し難しい面があるんじゃな

いかな。本当は皆一緒にいきたいんですけれども。腕ずもうの強い女性もいるし，逆もあ

るし。女性の方が腹がすわったら強いと思います。女性はそのままいくと思います，男は

ぐずぐずするけど。そんなことではないと思うんですが，ここに書いてあることは，本当

に素晴らしい，その通りだと思います。 

 

富田会長： 

ありがとうございます。はい。そうですね，他にどうでしょうか。何かご意見がある方。 

管理職を望む女性が 12.9％っていうことに関しては環境づくりみたいなことが非常に必要

かなと思います。 

 

事務局： 

先ほど，女性が管理職を望むかどうかの比率の話がでていましたが，現状の働き方と 

して，男性も過重労働のような形で長時間労働が課題になっています。女性に関しては，

制度自体は育児休暇，介護休暇制度というのがあっても，なかなかその事業所によっては

法通りの期間が取れなかったり，前例がないから取れないというところもあると思います。

そういう部分で男性も女性も含めてのワークライフバランスの推進とか，女性について言

えばライフステージに応じた就労支援，大きな 2番の（2）の 2番のワークライフバランス，

3番のライフステージにおいた就労支援，それからその 5番の男性の育児・介護休暇取得支

援とか，この辺のところが，働き方を見直して，仕事も家庭も両立していけれる環境づく

りに繋がっていくと思っています。 

 

富田会長： 

 職場の環境と，住んでる地域の環境みたいなものは。 

 

事務局： 

 地域の方につきましては，自治会活動等に女性が少ないという話も出ましたけれども，

それが（4）の 2番の地域活動での女性の参画拡大というところになり，自治会であります
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とか，今鈴鹿市内でも地域づくり団体というのが出来てるんですけれども，その中へ必ず

女性の参画を進めていきましょうというような働きかけは，今後もしていくことになると

思います。 

 

富田会長： 

 いかがでしょう，例えば子供を預けるとか，保育所とかそういうのはまたこことは違う

んですね。 

 

事務局： 

 子育てに関しては，児童保育課が次世代育成支援法に基づいて，特定事業主行動計画と

いうのを作っておりまして，その中で細かく作っております。男女の方で特に取り上げて，

例えば保育所を増やすとか，そういう内容については，もう触れないでおこうと思ってい

ます。 

 

富田会長： 

 ただ，共同参画，共同参画って参画しなきゃいけないよって言われても，参画できない

ような状況があってしまうとやはり難しい。しかし，そういう他のものとのリンクがもう

少しみえてくるといいのかなって。他のご意見どうぞ。 

 

北川委員： 

 子どもの状態をみていますと，どうしても家庭環境的のことが非常に多く，学校でも非

常に涙するような場面に出くわすことがあります。現在母子家庭，父子家庭が鈴鹿市にも

かなりあると思われますが，そのへんの実態はどのくらい掴んでらっしゃるのか。例えば

母子家庭で生活保護を受ける仕方が分からないと言われるお母さん方，そういうお話もよ

く聞くもんですから，公民館をもう少し市民の為に，今高齢者事業関係を多くやってるの

が一般的な公民館の流れかなとみているのですが，公民館をもっとうまく活用して，若い

お母さん方が保育の相談をしたり，あるいは仕事の相談したり，医療の相談したりとか，

きちっとした職権を持たなくても何らかの形の相談が常に出来るソーシャルワーカーの方

が公民館に常にいて，市役所まで行かなくても対応が出来る，地域の中でそういうお母さ

ん方をきちんとフォローできるような体制を行政が作っていただくと，非常に今の若いお

母さんが子育てに対して十分に専念でき，そうすると子供のことに関しては安心だから私

もちょっと働けるかな，働いてみようかなと考える。これはお母さんがいない父子家庭に

ついても同じかなと思います。だから母子家庭，父子家庭を中心に捉えた時にやはり子供

の教育の問題，それから医療の問題，生活全般，そういうところがクリアされれば普通の

社会生活が出来ていくのかなと思います。昔から衣食足りて礼節を知ると言いますけれど

も，衣食がきちっとしていないと礼節までいかないんですよ。だからそこを捉える為には，

鈴鹿市が本当に他府県に範を示せるような流れになるような，言葉で言えば男女共同参画

かもしれませんけれども，子育て支援策がきちっとできるような，そういう地域社会に鈴

鹿市が本当にもっていけるのかどうなのか。今の行政の流れの中で，日本全国見た時に鈴

鹿市はどのぐらいの位置づけなのか，そういうところは把握されているのでしょうか。そ

のへん何らかのデータで今鈴鹿市はこれぐらいのレベルだよ。それで父子家庭，母子家庭

も安心して生活が出来るレベルはまだこのぐらいかなとか，はっきりしたところが分かっ
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ていれば開示いただければと思うんですけれども。広報を見てもあまりそのへんが理解出

来ない。実態が本当にどうなのかなと思うんですね。学校で父子家庭，母子家庭みていて

もやはり子供に対する愛情のかけかたとか，愛情にかける時間もない。とにかく生活が大

変だから愛情をかける時間がないとなると，やはりお父さんがいなければお母さんが働か

なければならない，お母さんがいなければお父さんが働きながら家庭のこともやるとなる

と，子供の面倒をそこまで十分な時間をかけられない，もう非常に悪いジレンマがずっと

重なっている。鈴鹿市のレベルをどれまで底上げできていくのか，それが男女共同参画社

会のベースじゃないかな。基本じゃないかな。そこからが男女共同参画社会を考える元に

なるんじゃないかなと私は思うんですけれども。いくら言葉で男女共同参画，共同参画っ

て言っても，その礼節を知る前の前の段階で，どうして生きていったらいいのかというそ

のベースすら十分に掴んでない，そういう人達が鈴鹿市の中でもずいぶんとまだいらっし

ゃるんじゃないかな。まずそのへんの対応をきちっと考えてから，こういうステージに入

っていくことが必要じゃないかなと思うんですけれども。そのへんどうでしょう。 

 

事務局： 

 男女共同参画課で母子家庭，父子家庭のデータは持っていません。子ども家庭支援課の

方で確認すればそういうデータはあるかと思いますので，確認して資料の方は提供します。  

特に母子家庭を含む女性の貧困というのが男女共同参画の中では，全国的に課題にはあ

がってきています。やはりその働き方の関係で，女性は非正規労働が多いので賃金も少な

いというところで貧困の問題となっていますけれども，生活保護の申請の仕方などの相談

体制につきましては，今市内でモデル的にいくつかの地区市民センターで始まっています

のでこれからどんどん拡充していくと思います。それから公民館を拠点にしまして地区の

民生児童委員さんが，子育て支援，乳幼児を持ったお母さんを対象にしたサロン事業をさ

れていると思います。児童保育課が予算をもっておりますファミリーサポート事業では，

働いているお母さん，それからお父さんもそうですけれども，例えば学校の送り迎えでど

うしても迎えに行けない時のサポートとか，そういう事業もあります。子育て支援に関し

ては，そういう民間のＮＰＯの協力も得ながら色んな事業は展開しています。 

 

北川委員： 

 行政は昔から，縦割りだと言われてるんですけれども，もう少し横のリンクが出来るも

のは，リンクしながら十分な情報を得て価値観の共有でもう少し幅広くやっていただきた

いと思います。 

 

事務局： 

 子育てをメインに活動している市民団体さんが男女共同参画センターの登録団体となっ

て，ここを使って事業をされたり，その時には託児もあったりするんですけれども，直接

行政の施策については，十分に把握してないところもあり，申し訳ありません。 

 

北川委員： 

 男女共同参画はこれで進めていったとして，ここで非常にいい流れの施策は書かれてい

るんですけれども，これをやはり子育て支援の方にうまく生かしていけるような，そのハ

ードルをもっと低くして，合わせながら。やはり子育て支援というのは，少なくとも共同
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参画の中では外せない項目だと思いますから，男女共同参画と，子育て支援事業そういう

ところは常にリンクし，行政対応していただくのがいいんじゃないかなと思います。 

 

富田会長： 

 この文言に生かすのは難しいかもしれません。何かそういった対応を推進していただく

など。 

 

事務局： 

 男女共同参画の計画と子育て支援の関係とリンクさせていくというやり方では，例えば

子育て支援の次世代育成支援法であったり，特定事業行動計画との位置関係を，男女共同

参画計画の中でも明記していくようなやり方になってくるかなと思います。 

 

富田会長： 

 直接的に関係はないかもしれないけども，やはり別ものではないよということが少し入

ってくると鈴鹿市は違うねっていう感じが出るのかなって特に思います。 

 

浅野委員： 

 色んな世論で女性の数を増やしていくということが大事だと思うんです。行政では当然

女性の役職が多ければ色んな話が出来るんですよね。だから地域の中でも役になっていた

だく女性が増えてほしい。そして，もう最後には議員になるぐらいのですね，そういう女

性を，もちろん男性もそうですけど，女性の価値を皆でしていくってふうなことを，それ

をやっていくことが絶対いいと思います。だから行政は男性に対してこういったことが言

えるわけですから，そういうものをやっていくということが一番大事だと思います。我々

もそこは大前提として皆さんと話が出来ると一番いいのかなと思います。女性の方って本

当に男性じゃない考え方がたくさんあります。そう思ったらやはり地域など女性がお話が

出来る機会をつくってほしいなと思います。ちょっとアバウト的な感じですけど。そうい

うふうに思いますね。全てのことで。 

 

富田会長： 

 ありがとうございます。話し合い，話し合う場，そういう機会がたくさん増えるように

ということですよね。 

 

浅野委員： 

 そうですね。五分五分以上，それぐらいにですね，やはりそういう機会があった方がい

いと思います。地域の中にもそういう動きがあれば，絶対いい地域になると思いますよね。

女性に対してどうのこうのじゃなくて，男女共に同じような形の中で話が出来る，そうい

うシステムが出来れば一番いいなと思いますね。 

 

富田会長： 

 数の問題と，環境づくりと。 

 

飯田委員： 
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 地域の集会では，男性は仕事とかあるからか，私の町は参加するのは女性がほとんどで

す。冠婚葬祭の関係も出席者は女性が多いです。地域で集まる機会は年に数えるほどしか

ないですけれど。 

 

富田会長： 

 うまく半々になるといい。女性ばっかり，男性ばかりではなく。 

 

浅野委員： 

 女性が多いんですか。 

 

飯田委員： 

 うちは多いです。 

 

浅野委員： 

地域の目的のことを女性がやりますってそういう感じですか。 

 

飯田委員： 

 ではなくて，メインの方は男の人です，トップに立ってみえる方は。そこに話を聞きに

くる方は女の人が多いです。でも，それほど意見はでません。 

 

浅野委員： 

 そういう時がチャンスですから，ぜひそういう時にこそやっていくようなことが一番い

いと思いますね。こういう時こそチャンスという感じで。よくそう感じるので，やはり女

性の言っていることを良いことだと言うと，あっそうみたいな感じで，そういうことを女

性はどう思っているのかはわかりませんが，やはり同等ですから。そういうふうな形の中

でうまくやれるといいなと感じました。子供に対することも男性もするべきだし，いろい

ろなことを思ってくれるといいなと思いますね。 

 

飯田委員： 

 積極的な意見は出ないですね。 

 

浅野委員： 

 難しいなとは思いますけどね。 

 

山口委員： 

 課題が多すぎるというのと，皆さんの考え方がすごく違うので難しいのかと思うんです

が，それでも昔に比べたら全体的に変わってきています。昔は父兄参観と言いましたが，

今は保護者参観と言います。だから絶対変わってきてはいるんですよね。ただ今から少し

ずつでも前向きに変わっていくには，どうしていけばいいのか，今おっしゃられた子育て

支援も大事だと思います。でも，例えば私はその 1番の課題のところで，主な内容に講座・

講演会開催や街頭啓発と書いてあって，私は，自治会の役をするようになり，市報や自治

会便りをしっかり読むようになりました。そこで，市報の人権のひとこまがありますが，
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あのような小さい文や，お尋ねでも勉強になるので，こういったことでも少しずつ進むこ

とが大事と思います。ただ，子育て支援と言えば，今自治会に入られない方もみえます，そ

うすると，市報も配布しないです。自治会としては本当に課題も多いです。また，自治会に

は案外女性が入りやすいかもわからないです。なぜかというと，長年やってみえた方も，

新しい 1 年で交代する方も，ある程度皆それぞれの自治富田会長として対応しています。

新人とか新参者とかそういう感じが私としてはあまりない感じがします。本当に少しずつ

かなと思います。 

 

浅野委員： 

 うちは，当たり前のようにやっています。 

 

山口委員： 

 鈴鹿市は市長が女性だから，どんどん女性もという感じで，私も自治会長がまわってき

たんですが，自治会長会での女性の立場はどうか，その点はやはり，市役所の職員は，男女

共同参画も進めやすく一番トップをいってみえるけど，地域や一般企業は本当に少しずつ，

少しずつ進んでいくしかない，でも進めていかなければいけないと思います。 

 

富田会長： 

 情報発信が必要になってくるんですよね。色んな参加しない人達に向け，それが分かる

ような。 

 

増谷委員： 

 自治会の中でですか。 

 

富田会長： 

 自治会もです。 

 

増谷委員： 

 私が自治会で一番最初は書記兼会計をやりました。書記と会計とは全く仕事が違うのに

兼ねていました。これについて規約改正を提案しました。その後も 6 回ぐらいしてきまし

た。組長さんはその組の中で一人代表ということで，年配の方もみえるし，当然女性も男

性もみえる。やはり自治会は，誰でも溶け込める，また大きな目標を掲げて，それに対して

どうしたらいいのか，自治会のやっていくことが会員に伝わりにくくなっている。会員に

分かりやすくするためにはどうしたらいいのか，色々考えた結果，組長会をやる前に，必

ず会長・副会長・書記・会計による四役会をやり，書記が内容をまとめました。自治会の皆

さんに周知するということは大事だと思います。 

 

富田会長： 

2の 5のところになりますか。情報発信というところが，情報を読み取る力，教育 

 

事務局： 

 そうですね。色んなメディアから発信される情報であったりとか，例えば学校で使う教
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材など，色んなものから色んな情報が一方的に発信されていて受身だと思いますが，その

情報を自分で判断して自分のものにしていく力をつけていく必要があります。ここの情報

分野における男女共同参画では，多様なメディアを活用した情報発信というところがある

んですが，先ほどの広報の話にもありましたが，最近若い方で自治会等に加入されない方

も多く，市役所からの情報の周知方法はやはり一番が広報なるんですが，それが届かない

というところがあります。若い人達に情報を届けたいが，届けにくい状態にあり，広報担

当でも最近，ＳＮＳといいますか，ツイッターやＦａｃｅｂｏｏｋなども始めましたので，

それらをうまく活用し，また民間の色んな媒体も活用しながら情報発信をしていかなけれ

ばならないと思っています。メディアリテラシーやガイドラインが意識啓発のところに入

ってきたほうがいいのか，そういう意見も専門部会，幹事会から出てきてはおります。あ

と，教育に関するところが大きな 1の（1）2多様な選択を可能にする教育学習の充実とい

うところに入っていないので，これについて大きな 2 のくくりの中へひとつの施策の基本

的方向として出すべきじゃないかという意見をいただいています。教育の現場では男女平

等という意識が高く，男女平等教育というのは進んできていますので，差別意識はかなり

なくなってきているような状況です。それで今回は少し薄めた形に事務局の提案として出

させていただいたんですが，やはり子供だけじゃなくて，その後ろにいる保護者への啓発

であったりとか，そういう部分もありますので教育の関係も上のところへ掲げていくとい

う意見はもらってます。 

 

富田会長：  

 学校教育以外も。 

 

事務局： 

 はい。 

 

富田会長： 

 生涯教育も含め。 

 

事務局： 

 はい。もっともっと小さい子供さんの保育所の段階からも含めて。 

 

富田会長： 

 広い意味での教育というほうが色んな場が，学ぶことができる場がたくさんある。 

その上の防災分野というのは。 

 

事務局： 

 防災分野については，昨年から重点的に取組むようになった項目のひとつで，これまで

防災分野における男女共同参画はあまり取り上げられてはなかったんですが，阪神・淡路

大震災で少しその兆しが見え出し，東日本大震災以降は被災地でかなり女性に対する色ん

なハラスメントや暴力事件があったこと，また，女性が避難所に居りづらい状態にあった

という声が届けられた中で，防災の施策や対策をとる時に女性の視点をもっと入れなけれ

ばならないことが取り上げられてきました。それで防災危機管理課と協働で防災分野での
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女性の参画を進め，男女共同参画の視点をもっと入れていこうということで，取組んでい

ます。平成 27年度も重要な一つの項目として取組んでいきたいと考えています。地域の避

難所運営に必ず女性を入れるとか，具体的なところまで防災と協議しながら仕組みづくり

をしていきたいと考えております。 

 

富田会長： 

 災害対策とか復興支援とかはどうですか。 

 

事務局 

 市の防災会議では，25年まではその防災会議の委員が 28名中，女性委員が一人でした。

女性委員登用率は 2.8％だったんですが，去年の委員改選時には，全体の母数が 40人にな

りそのうち 10名の女性委員が選任されました。一気に 25％上昇しました。 

 

富田会長： 

 次に，まちづくりのところですが，多文化共生になっているのは外国人とのことですか。 

 

事務局： 

 ここのところは，意識の部分が大きいのかも分かりませんが，外国人との共生であった

り，高齢者，障がいをもった方，色んな方がみえる地域の中で，それぞれ方の意見を重視で

きるまちづくりを進めていく意味合いです。 

 

富田会長： 

 あえて外国人というのが出てきていますが。 

 

事務局： 

 そうですね。具体的な内容で外国人というのが出てきてしまっていますけれども。 

 

富田会長： 

 多世代とか多文化とか。そういうような意味ですか。 

 

事務局： 

 そうですね。 

 

増谷委員： 

 自治会で，地域の外国人の方とは最初はやはりゴミ出しなどトラブルはありましたが，

周りが優しく指導するとよくなりました。それは仕方がないことで，習慣が違うし，日本

も，昔はもっとゴミ出しもでたらめでした，ゴミの分別をすればするほど資源になる，そ

ういう観点も説明し，理解を得たり。 

 

富田会長： 

 いかがでしょうか。これはというところはありませんか。 
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増谷委員： 

 富田会長に言われて気づきましたが，外国人との共生で，外国人という言葉は変えた方

がいいかなと思いました。 

 

北川委員： 

 今は，多文化共生という言葉を使いますね。 

 

増谷委員： 

 もう少し柔らかいほうが。 

 

北川委員： 

 受け入れ難いような，そこは少し柔らかく変えた方がいいのかもわかりませんね。 

 

増谷委員： 

 取り方ですけどね。 

 

事務局： 

 その多文化共生の関係につきましては，鈴鹿市多文化共生推進指針がありますので，そ

ちらとリンクさせる形で整理していきたいと思います。 

 

富田会長： 

 お願いします。 

 

飯田委員： 

 多様な価値観というところで高齢者や障がいの方とおっしゃいましたが，今すごく高齢

者が多くなっていて，これからどうしていったらいいのかを男女共同参画の事業の中でも

すごく考えていく必要があると思います。私の地域でも一人暮らしで高齢者が多く，どの

ようにして地域で協力していったらいいのかとか，何かそういうことを思いました。 

 

富田会長： 

 そうですね。確かにね。 

 

事務局： 

 高齢者や障がい者の福祉施策につきましては，地域福祉計画を平成 28年度スタートに向

けて担当課で策定中ですので，整合性を取りながら，福祉の担当課の部分，男女共同参画

の部分で整理していきたいと思います。 

 

富田会長： 

 お願いします。次に骨子案の計画の推進のところでは何かありますか。 

 

事務局： 

 計画の推進のところは，主に現行計画と同じような内容になっておりまして，実施計画
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の評価につきましては，内部評価と審議会での外部評価になります。それから，5年ごとに

行っています市民の意識調査，苦情や相談の窓口を男女共同参画課が対応していること，

男女共同参画センターを使っていただく市民団体との連携による相乗効果です。平成 25年

度に実施した市民意識調査の中で男女共同参画センターの認知度が結構低かったので，出

来てから 13年になるのですが，まだまだ知られていないというところで，男女共同参画推

進の拠点として，もっとＰＲしていきたいなと考えています。 

 

北川委員： 

 例えばこの数値目標というのは，今回の基本課題がⅠからⅢまでありますね。各施策の

細かい項目それぞれに数値目標を設定していきたいと思われているのか，それとも何か別

の思案があるのか。 

 

事務局： 

 数値目標が設定できる部分について，現行計画の中でも審議会の登用率は，それぞれの

課で数値目標をもっていますし，事業の拠点を増やしていきますという数値目標をもって

いるところもあります。数値目標が設定できるような事業のところでは，なるべくつけて

いきたいとは思っています。全てにおいては難しい部分があると思います。 

 

北川委員： 

 例えばこのⅠからⅢまでの間だとどの項目を数値目標に設定をしていきたいと考えらっ

しゃいますか。 

 

事務局： 

 数値目標，指標としましては，性別や役割分担意識というのはアンケートの中で何パー

セントぐらい達成されるかは出てくると思います。性別役割分担意識の改善の部分です。

それから，審議会等の女性委員登用率の向上も数字として出てくると思います。女性登用

の促進も，企業等に調査をすれば出てくると思います。ワークライフバランスの推進，就

労支援自立，企業への支援等については，その取組み事例の数が指標におけると思います。

例えば就労支援策事業の参加者数や，事業の実施回数とか，そういう部分では，指標は作

ることができると思います。やはり意識の部分がはかりにくいと思います。事業をして機

会を提供し，どれだけの人が参加し，それがどれだけ増えたとか，そういう目標設定は，出

来ると思います。 

 

北川委員： 

 この審議会の最終段階では，この数値目標というものを設定されていくわけですね。 

 

事務局： 

 審議会の女性委員登用については，現行計画では，最終年度に 40％にするという目標値

をもっています。2015年今年度の末に 40％，今現在 32.5％です。これについては，今の計

画の中では女性委員の登用率 40％以上にしますという書き方がしてあるんですが，それだ

と女性が多ければ多いほど良いという形になってしまうので，次期計画の中では，それぞ

れの性が 40％を下回らないようにという形で，目標設定を考えています。次期計画は 8年
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の計画期間で，28年度から 35年度までの予定です。それを前半の 4年を前期実施計画，後

半の 4 年については後期実施計画を作り，各課の具体的に取組みむ施策，男女共同参画を

推進するための事業をあげてもらうことになります。 

 

富田会長： 

 他にご意見はありませんか。 

 

事務局： 

 本日の審議内容は，後日皆さんに議事録を確認していただきたいと思います。この後審

議会と，専門部会，幹事会での意見を合わせまして推進本部会議へあげる骨子案を作りま

す。今日の審議会でいったん骨子案の確認は終わらせていただいて次回以降 3 回ほどは，

平成 26 年度昨年 1 年間の各課の取組みについて評価をしていただくという作業になりま

す。 

 

富田会長： 

 それでは長い時間ご審議ありがとうございました。審議は終了といたします。 

 

事務局： 

 ご審議ありがとうございました。次回の開催日ですが，第 2 回を 6 月 30 日（火）10 時

～，第 3 回を 7 月 29 日午前 10 時～とさせていただきます。どちらもこちら男女共同参画

センターの方で行いますので，皆さんご出席の方よろしくお願いいたします。 

 これをもちまして第 1 回鈴鹿市男女共同参画審議会を終了させていただきます。本日は

大変お忙しい中どうも皆さんありがとうございました。 


