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平成27年度 第2回 鈴鹿市男女共同参画審議会会議録  

 

日    時：平成27年6月30日(火) 10：00～12：00  

 

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：10人（富田寿代・土川禮子・佐脇敦子・柳田雅彦・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） 

欠席なし 

 

事 務 局：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） 

傍    聴：なし 

内  容：次のとおり 

 

【 開 会 】 

事務局： 

・出席者数 

・傍聴人数  

・会議の公開について 

・第 1回審議会質問回答 

 鈴鹿市における母子家庭，父子家庭の件数について，担当の児童保育課に確認した結果 

を報告します。 

 戸籍上の件数確認はできないので，毎年県へ報告している児童扶養手当の支給対象の件

数です。まず，児童扶養手当とは，離婚や死亡などにより，父または母と生活を共にしてい

ない 18 歳までの児童の父または母，もしくは養育者に支給されるものです。平成 27 年 4

月受給者数は，1,637人で母子家庭 1,576人，父子家庭 56人，養育者 5人，平成 26年 4月

受給者数は，1,701人で母子家庭 1,630人，父子家庭 67人，養育者 4人です。所得制限を

超えている世帯，手当不要と申し出された世帯，見届けの扶養者がいるなどは入っており

ません。 

・第 1 回欠席審議会委員自己紹介 

 

会長： 

平成 26年度鈴鹿市男女共同参画実施計画の進捗状況について，事務局から説明お願いし

ます。 

 

事務局： 

 各担当課から提出された 26年度の実績報告を総括して，庁内の男女共同参画推進本部会

議で内部評価を作成しました。それについて説明させていただきます。 

 基本課題Ⅰ 政策・方針決定過程における男女間の格差の改善です。 

基本計画の成果指標としましては，目標値を 40％としております。審議会等の女性委員登

用率につきましては平成 26 年度となっていますが，これは平成 27 年 4 月 1 日現在の数値
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で計算をしております。35.2％と昨年度よりも 2.7ポイント高くなっております。 

指標の説明から読みあげます。鈴鹿市審議会等の設置及び見直しに関する要綱に定める

審議会等で平成 26 年度は 60 の審議会等が対象になっています。そのうちの女性委員が占

める割合としています。 

値の説明としましては，平成 27年 4月 1日現在の結果に基づき委員総数が 776人中，女

性委員数が 273人，昨年度の 702人中 28人と比べ 2.7ポイント高くなっております。付属

資料は 64ページにあります審議会等への女性委員登用数の一覧表で，個々の数値がこちら

に掲載してあります。 

取組内容としましては，審議会等委員の委嘱にあたって男女共同参画課へ事前協議をす

る仕組みをとっております。23 年度から取り入れた仕組みですが，女性登用の徹底を意識

づけるという意味合いで行っています。これによって防災やものづくりの分野での女性委

員の登用が増加しました。これまで防災会議が 2.6％，母数 38人に対して女性委員１人で

したのが，昨年の 7 月の改選で母数を 40 人にし，うち女性委員を 10 人にしたことから，

女性委員の登用率は 25％となりました。産業の担当でもっております，ものづくり元気企

業支援事業審査委員会では，これまで専門的な分野であるところから女性委員がおらず，

0％だったんですが，委員の母数を増やし，女性の研究職の方等を入れてもらうことで

28.6％まで上げることができました。去年の成果としては，防災会議とものづくりのとこ

ろで登用率が上がったことが大きな成果となっております。 

庁内のことになりますけれども，平成 27年度人事異動において女性の部長級職員が 1名

増え 2 名に，また女性の参事が 3 名増えて 6 名になりました。6 名全てを政策形成の場で

ある行政経営会議の構成員としております。小中学校長につきましては，27 年度は，昨年

度と変わらず校長については 40 名中 8 名，教頭については，43 名中 8 名ということでし

た。小学校 6名，中学校 2名なんですが，新規登用はなしでした。 

評価，成果や課題です。女性委員の選任について選出母体である関係団体等へ積極的な

働きかけがなされたことにより男女が対等に意思決定の場に参画する必要性について意識

づけができた。男女双方の個人の意識改革が進むよう企業と連携し，人材育成に取り組む

必要がある。この“企業等と連携し”というところですが，鈴鹿市は製造業が多いこともあ

り，女性従業員数が少ないですし，そこから意思決定の場に就かれる方も少ないという現

状がありますので，早い段階からの女性登用にむけての人材育成に取り組む必要があると

いうところです。あらゆる分野において男女が共に参画しやすい環境整備に取り組む必要

がある，事前協議の取扱いを含む審議会等委員への女性の登用推進方策については，今後

次期基本計画に合わせ運用の改善が必要である。これは前回第２次の基本計画骨子案を見

ていただいた時に，審議会等の女性委員登用率について，これまでは女性委員を 40％以上

にすることが目標値でしたが，女性ばかりが増えるのもいびつな形になるというところで，

男女それぞれの性が 40％を下回らないというふうな目標設定に変えようと思っています。

それに合わせて取扱要綱の変更が必要になります。 

 

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です。 

基本計画の成果指標としましては，目標値が男女共同参画意識の普及度，75％となって

おります。 

指標の説明ですが，メルモニアンケートや，男女共同参画課が行います各種事業，それか



3 

 

ら大学祭等に啓発に出向いた時にとったアンケートにおいて，性別による固定的役割分担

意識のひとつであります「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

てどう思われますか」という設問に対し，「同感しない」「どちらかといえば同感しない」と

答えた人の割合です。 

平成 26年度値の説明としましては，メルモニアンケート等回答総数が 1,014人中，同感

しないが 409人で 40.3％，どちらかといえば同感しないが 224人で 22.1％，昨年度と比べ

て 1.6ポイント高くなっています。こちらは，付属資料の 57ページ，58ページに各事業で

とったアンケートの結果として掲載しています。 

取組概要ですが，男女共同参画情報紙今・ⅰｍａで育児休業制度を取り上げ，それぞれ置

かれた立場の具体的な課題や意見を掲載し制度が活用しにくい問題について発信すること

ができた。市内企業の労働組合 16団体，これは連合三重鈴鹿地域協議会に協力していただ

き，各単組さんの学習会へ出向きまして「男女共同参画について」という啓発を行いまし

た。教職員のメディアリテラシーを向上させるため，研修講座を 3回実施しました。  

評価ですけれども，男女共同参画意識の普及度は昨年度に引き続き上昇しました。大学

祭でのアンケート調査では女性 144人中，同感しないが 63人，どちらかといえば同感しな

いが 53人で結果 80.6％，男性 122人中，同感しないが 55人，どちらかといえば同感しな

しが 44 人で結果 81.1％という結果となり，学生さんなどの若い世代においての男女平等

感は高い割合となっております。こちらの方は，学校現場ではかなり男女共同参画が普及

してきている，そういう結果かなと思います。少子高齢化に伴い家庭・地域・職場での男女

共同参画推進がますます重要になるため，あらゆる機会を捉え効果的な啓発を進めていく

必要があるとしております。これからは介護の問題が大変大きくなってくると思います。

男性が介護のために休職するケースもかなり多くなっていると聞いておりますので，次期

の計画ではそういったところも重点的に取り組んでいきたいと思います。この男女共同参

画意識の普及度ですが，平成 25年に行いました市民アンケートでは 56.9％という数値で，

今回の実施計画で示した方が高くなっております。これは，やはり男女共同参画課が主催

するイベントに参加する方がアンケート対象者の場合，ある程度意識が高い方が多いので

こういう傾向になると思われます。 

 

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です。 

目標値は女性にとって働きやすい環境であると感じている人の割合で 35％です。26年度

の結果は 25.5％でした。 

指標の説明ですが，アンケートにおいて「現在働きたいと思う女性にとって働きやすい

環境であると思いますか」の設問に対し「働きやすい環境であると思う」「どちらかといえ

ば働きやすい環境であると思う」と答えた人の割合です。 

26年度の値ですけれども，メルモニアンケート等回答総数が 1,014人中，働きやすい環

境であると思うが 66 人で 6.5％，どちらかといえば働きやすい環境であると思うが 93 人

で 19.0％でした。昨年度より 2.4ポイント上がりましたけれども目標値には達しませんで

した。こちらの方は平成 23年度 41.1％を頭に毎年，年々下がっていく傾向にあります。 

取組概要としましては，キャリア教育では全中学校で 4 日間の職場体験学習を実施，職

業について学び，自らの適性や働くことの意義について考える機会をもった。ジェフリー

ふぇすたにおいて適職診断コーナーを設けたり，三重県女性の再就職支援機構，これは就

労相談や適職診断等をするものですが，そのイベントに共催しました。農家などの家族経
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営協定ですが注釈のとおり，どうしても農家の方は家族でしているので，給与の面であっ

たり，休暇の面であったりそういう部分が曖昧，はっきり定められてない部分が多々あり

ます。それを改善していくために，家族経営協定というものの中で約束ごとを作り女性の

働き方を手助けしていこうというものです。それが 26年度新たに一組が協定を締結し，の

べ 17組になりました。 

評価ですけれども，職業体験をはじめ教育活動を通して性別に関係なく子どもが自らの

個性や能力が発揮できるよう引き続きキャリア教育などに取り組む必要がある。指標に対

する数値は年々下がっており，社会情勢も大きく影響しますが再就職など働くことへの不

安や悩みを解消し，スムーズな就職活動ができるよう就労支援セミナーなどに取り組む必

要があるとしています。 

 

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です。 

成果指標は，男性の平均家事労働時間が 1日平均 30分以上である家庭の割合で，目標値

が 40％となっております。 

指標の説明ですが，アンケートにおいて「家庭における男性が 1 日に行っている家事や

育児などの時間は平均どのくらいですか」の設問に対して，30分以上，1時間未満，1時間

以上と回答した人の割合となっています。アンケートの回答総数 1,014人中 30分以上 1時

間未満が 179人で 17.7％，1時間以上が 183人で 18.0％，昨年度より 0.6ポイント下がり

ました。男性がいない，分からないとの回答が 173人で 17.1％あった。こちらは，昨年度

から設問のあり方に意見をいただいており，見直しを考えなければならない部分でもあり

ます。ただ経年的な数値を取っておりますので，今回もこのような設問の形で実施しまし

た。 

取組概要ですけれども，ワーク・ライフバランスについての講演会等を実施，昨年は，市

民や市内企業を対象に渥美由喜さんをお招きしまして講演会を開催しました。男女共同参

画推進員や管理職を対象にした職員研修も毎年行っております。育児休業制度の具体的な

事例を掲載したリーフレットを作成し，健康づくり課と連携して母子手帳交付時に配布し

た。育児休業制度が少し変わり，給付の率が上がりました。そのことを皆さんに知ってい

ただくためのリーフレットとして，男性が育児休暇を取るとこうなりますとイメージでき

るものです。延長保育を実施する私立保育園が 1園増え，31園となった。土曜日の豊かな

学習環境を作るために鼓ヶ浦公民館において第 1 土曜日の午前中に体験学習を新設した。

放課後クラブ未設置区である庄内地区において，旧庄内幼稚園を借用し平成 27年 4月から

開設が決定した。これで市内全部の小学校区において放課後児童クラブが設置されること

になりました。その他，人口の多い桜島，河曲，神戸に第 2，第 3の放課後児童クラブも出

来ております。市内には，これで 36になると思います。認知症サポーター養成講座を金融

機関職員や商工会議所青年部など現役世代の男性を対象に実施した。 

評価ですが，男女がともに仕事と家庭生活や地域活動とのバランスが取れた生活を送る

よう講座や情報提供を行い，環境整備を取り組む必要がある。地域活動において若い世代

や女性が参画する必要性など意識啓発に取り組む必要があるとしております。ワーク・ラ

イフバランスと，地域活動における参画促進につきましては，次期の基本計画の中でも重

点的に取り組んでいく予定であります。 

 

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
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支援です。 

ＤＶ被害を受けた時に相談できる機関を知っている人の割合で，目標値は 60％です。ア

ンケート総数 1,014人中，知っているが 630人で 62.5％，昨年度と比べ 2.5ポイント高く

なっており，こちらについては目標値を達成しております。 

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 11 月 12 日～11 月 25 日に

合わせて啓発を実施，市内主要駅の白子駅，鈴鹿市駅と平田のハンターにて啓発物品を配

布した。男女共同参画センターにおいて関連のパネル展示や，メッセージボードを行った。

鈴鹿国際大学 1 年生の方を対象にデートＤＶについての出前講座を実施しました。子育て

支援の教室や，幼稚園・小中学校で虐待の情報を収集し，関係機関に繋げるなど虐待予防

や早期発見に努めた。小学校の保健領域，中学校の保健体育，道徳の時間，総合的な学習の

時間等で健康や性の学習を進めた。夢工房の達人に学ぶという授業で産婦人科医等から生

命の尊重，性について学んだ。男女共同参画センターで行っている女性のための相談事業

の電話相談員に対し生活保護制度についての研修を実施した。 

評価ですが，相談窓口の周知については，あらゆる機会を利用し啓発活動を継続してい

く。“女性のための”という相談体制を充実させるとともに関係部署と連携し，専門の相談

機関に迅速に繋げる必要がある。相談員のスキルアップを実施していく。男女が互いの身

体的特質を理解し，各ライフステージに対応した適切な健康保持への取組が必要である。

こちらの指標につきましては，市民アンケートでも同じものがありますが，そちらは 83.3％

と高い数値となっています。 

 

計画の推進です。こちらは主に男女共同参画課が取り組んでいる事業です。 

実施計画の評価で，内部評価，外部評価の実施，内部評価につきましては，先ほど申し上

げました男女共同参画推進本部の庁内会議でございます。それから，男女共同参画審議会

において外部評価というのを実施しております。進捗状況評価結果の報告は，内部評価と

外部評価を一冊の冊子にまとめまして年次報告書を毎年作ります。それを議会へ報告，ホ

ームページ等に掲載しております。基本計画の期間延長，これは昨年度 26年度の取組にな

りますが，現行の基本計画を 1年間延長するにあたりまして新たな取組を追加しました。 

2 番の男女共同参画センターに関する苦情及び相談への対応です。苦情の受付及び処理

については 26年度は該当がありませんでした。女性のための相談事業につきましては，電

話相談が 374 件，面接相談が 26 件，弁護士相談が 18 件となっております。相談体制の整

備につきましては，相談員のスキルアップのために毎月 1 回専門のカウンセラーから助言

やアドバイスを受ける研修の機会を設けております。 

3番の男女参画推進を実施するための調査及び研究です。意識調査の実施，出前講座や実

施事業の参加者を対象にアンケート調査を行っております。市内高等教育機関，鈴鹿国際

大学と鈴鹿医療科学大学，鈴鹿高専の学校祭に出向きアンケート等の調査を実施しました。

昨年は，初めて市内の企業に対しましてアンケート調査を行いました。商工会議所名鑑の

方から従業員 50人以上の事業所を抽出しまして，110社にアンケートを送付し，60社から

回答をいただきました。それについては現在分析中でございます。 

4番の市民や企業，市民団体との連携です。鈴鹿市男女共同参画団体への支援として，男

女共同参画センターでは，毎年登録団体を募集しております。その登録団体へ男女共同参

画課から提示したテーマに沿った事業を提案していただき，予算の範囲内で事業を実施い

ただいております。26 年度は，デートＤＶに関する講座，子育てママを対象にしたコラボ
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ワーク事業，介護をテーマにした講演会と映画祭を実施していただきました。それから鈴

鹿市男女共同参画団体への情報提供，登録団体全体の情報交換会を 3 回開催しました。男

女共同参画団体自主企画事業の支援は，登録団体の中から提案していただいた男女共同参

画を推進する事業について，登録団体の中で企画・運営するものに対し，センターの会議

室・研修室等を提供し活動の支援を行っていくものです。26 年度につきましては，市長と

の懇談会と，ベアテシロタゴードンさんに関する講演を行っていただきました。 

 5番の男女共同参画センターの有効活用です。市民交流や活動の支援，センターの施設の

貸し出し，それから印刷工房，市民活動の機能の一部を設けて紹介コーナーや印刷機等の

増設，関連図書の配置などを行っております。啓発活動としましては，各部屋の壁面フロ

アに啓発パネルを展示，図書コーナーにおきましても男女共同参画に関連した書籍の貸し

出し等も行っております。26年度末の蔵書としましては 1,102冊，貸し出し件数は 100件

となっております。 

評価としましては，男女共同参画推進のための調査研究において各課題の参考となるさ

まざまな分野の情報を収集し施策の評価に活かすことが求められる。男女共同参画センタ

ーは，施策推進の拠点でもあり一部市民活動センターの機能をもたせた施設であることか

ら利用者との情報交換に努め，市民との協働による活動をさらに進める必要がある。男女

共同参画センターホームページや市民活動情報広場を活用し，男女共同参画センターの利

用促進を図っていくとなっております。それ以降につきましては，各課から出された 26年

度の実績報告となります。 

 

48ページ男女共同参画審議会評価提言に対する市の取組状況です。こちらは昨年度の審

議会において外部評価をいただきました。これに対して市は今後どうやっていくか，回答

になっております。49 ページ審議会からの統括評価としまして，末松市長就任以降，女性

委員の登用については全庁な取組が徹底され進展がみられる。ただ，社会情勢によって変

化がみえてくるので女性の活躍促進については，その都度決意を強く発信していくこと，

また，鈴鹿市が基本計画を策定していろんなことに取り組んでいくことを市民の方にも発

信していく，みえる化に努めていってもらいたいというようなご意見をいただきました。

それに対して男女共同参画課では，引き続き事前協議を徹底するとともに，計画の推進を

していくために市民の声やニーズをすくいあげて事業に活かしていくこと，あるいは男女

共同参画都市宣言をしておりますので，それに基づいてあらゆる分野で個性や能力を発揮

できる鈴鹿の実現に取り組んでいくと回答しております。 

 1政策・方針決定過程における男女間の格差の改善です。防災会議やものづくりのところ

でなかなか女性登用が進まなかったことを毎回，審議会の方からご指摘をいただいており

ました。それに対して先ほど課長からも報告がありましたが昨年度は，防災会議，ものづ

くりの方で女性委員を数多く登用していただいきました。地域のところでは，今年度の審

議会委員さんには自治会から出てきていただいた方もいらっしゃいます。地域で女性が活

躍できる場，登用するということを啓発していくと地域課から回答しております。 

2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等です。こちらには，ホー

ムページや広報などの媒体を使って情報発信しているけれども，なかなか市民には直接伝

わらないものがあるので，街頭啓発，あるいは，身近なロールモデルによる啓発，すごい有

識者を呼んで講演してもなかなか市民には伝わらないところがあるので，身近な人の声を

聞いてもらうような取組をしてはどうかという提言をいただいております。それに対して
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男女共同参画課では，街頭啓発をしたり，あるいは身近で活躍する女性を発掘して市民の

方に声を聞いていただくような取組を進めていこうと考えております。 

 3教育や労働の場における男女共同参画の推進です。こちらにつきましては，やはりワー

ク・ライフバランスが重点になってきますので，それについての啓発，あるいは建設業界

においての女性の活躍について提言をいただきました。それについて産業政策課，契約調

達課，あるいは児童保育課からそれぞれ回答しています。契約調達課では，落札業者に対

して男女共同参画についての啓発文書を配布していますが，もう少し一歩進んだ事業がで

きないのか，ご指摘をいただいております。それについては近隣自治体等，動向をふまえ

て今後検討していくという回答をしております。 

 4 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です。こちらは，

放課後児童クラブの運営等が充実してきたことや，あるいはパンフレットを作成したこと

について評価をいただきました。児童保育課で引き続き病児保育とか，放課後児童クラブ

について整備を進めていくという回答となっています。 

 5 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です。 

相談事業においてそれぞれが実施している，女性相談については男女共同参画課，一般市

民相談については市民対話課，婦人相談，児童虐待相談窓口として子ども家庭支援課，そ

れぞれの窓口が異なっておりますので，いつも連携していくこと，また，その相談の後ろ

にみえてくる原因，要因を調べてそれを反映させるようにという提言をいただいており，

それぞれの相談事業を対応する課で連携を取りニーズを分析して対応していくと回答して

おります。 

 6計画の推進につきましては，昨年度１年間延長しております，その取組内容等，それに

ついてお答えをしております。 

56 ページ以降につきましては事業アンケートあるいは県の女性委員登用状況，鈴鹿市の

役職状況の資料です。 

 

会長： 

 本日は 26 年度分の内部評価に対して審議会からの意見ということでよろしいでしょう

か。49ページからのは 25年度分の審議会の外部評価に対する答えということですね。それ

では 1 ページからの内容を中心に皆さんからのご意見を伺いたいと思います。8 ページ以

降のところで必要な部分があれば一緒に聞いていただいてもいいと思います。まずは，こ

この部分よく分からないとかご質問などありましたらどうぞ，お願いします。 

 

増谷委員： 

 基本課題Ⅰの取組概要で先ほど課長のご説明の中で 6 名全てと聞いたのですが，こちら

には 5名と書いてあります。どうしてでしょうか。 

 

事務局： 

 申し訳ございません，修正もれです。6名に訂正してください。 

 

増谷委員： 

 分かりました。 
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事務局： 

 部長級職員が 2名と，参事が 6名です。 

 

会長： 

 その他，何か気がつかれたことありますでしょうか。 

 

事務局： 

 女性の登用の状況につきましては，後ろの資料を見ていただくと，県内での登用状況が

あり，鈴鹿市がどのくらいか見ていただけます。これも一応統一した基準はありますが，

それぞれの市によって取り方が若干違っていて，すべて同じ条件にはなっていない状況で

す。例えば，交通指導員の委員会があるそうなんですが，小学校区すべてから出してもら

っている委員さんでＰＴＡから出てくるので女性の割合が多いということで，母数が約 150

人の委員会のほとんどが女性になり，登用率が高い状況とのことです。市それぞれによっ

て委員の選定の仕方が違ったりするので，一概に数字だけで比べるのは難しいのかなと感

じています。女性公務員の管理職につきましても，鈴鹿市は 7 位になりますが，伊賀市は

市民病院があり，看護師さんが入ってくるので登用率が高い要因でもあるようです。また，

市の組織名称の関係で係であったものを室に名前が変わり，室長になると管理職扱いにな

る，そういうところもあるようです。 

 

会長： 

 61ページの審議会の資料は，9ページ，10ページのと同じですね。 

 

事務局： 

61ページのは平成 26年 4月の資料になります。9，10ページは平成 27年 4月 1日現在

になります。 

 

会長： 

 いかがでしょう。何かご意見など。 

 

佐脇委員： 

 基本課題Ⅰのところで目標値 40％というのが，これは女性が 40％を超えて登用されると

いう目標値ですよね。それに対して先程それぞれの性が 40％以下にならないという配慮も

これからは必要ではないかとおっしゃったので，そのへんの関係はどういうふうに捉えれ

ばいいか事務局のお考えはありますか。 

 

事務局： 

 現行計画の実施計画を作る時に，国の目標は 2020年までに 30％，「にいまるにいまるさ

んまる」ですが，鈴鹿市は 40％を目標値としています。ただその分野によっては，数はそ

んなに多くはありませんが，男性委員が少なく女性委員が多いところもあります。鈴鹿市

では，国の目標の 30％は超えることは出来ました。第 2次基本計画の次のステージとして

は，一番いいのは半々なんですよね，ただ 50％ずつというのは人数的に難しいところもあ

るので，それぞれが 4 割を下らないという目標値を設定して出来るだけ男性からも女性か
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らも両方から意見がとれるような委員会にしていくのを目指しましょうと思っているんで

す。 

 

会長： 

 次のステップみたいな感じですかね。 

 

事務局： 

 そうです。 

 

佐脇委員： 

 ある程度目標値は達成出来てきたので，次のステップとしてはバランスといいますか，

両方の性が 40％を下回らないというところも配慮しながら審議会等，色んな分野での女性

登用を考えている。女性ばっかり増えてもいいという考えではないというところ。それは，

そういう考えでよろしいのですかね。基本的にはどうなんでしょう。 

 

会長： 

 いかがでしょうか。数字的に見ればとりあえずは全体に低いので数字を上げるというこ

とが問題にはなっていたと思うのですが，あまり数字にこだわりすぎて逆差別のような形

になってしまうとかえって大変かなと。昨年の外部評価のところにも数的には増えている

が同じ人ばかり入っているという指摘もあったと思いますので，もう少しいろんな方が登

用されて，総合的にみて 40％を下らないというようなご意見かなとは思いますが，それで

よろしいでしょうか。 

 

飯田委員： 

 審議会委員というのは，いくつかを兼ねられるのですか。同じ年に。 

 

事務局 

 特に制限はないです。分野によっては同じ方が，特に充て職で入ってみえる方，例えば

自治会連合会の会長さんはよくありますね。 

 

会長： 

 他にいかがでしょう。 

 

柳田委員： 

 議論が進んで今更で申し訳ないのですが，前回欠席しましたので，基本的なことを教え

ていただきたいんですが。前回の議事録を見させていただくと，第 2 次男女共同参画基本

計画を推進していくにあたって，新しい計画を提案していく，それに関して審議をしてい

くのは我々審議会の役割というふうに理解はしたんですが，審議会は 3回ですか。 

 

事務局： 

 今年は 4回の予定です。 
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柳田委員： 

 4 回ですか。今回と，7 月 29 日と，もう 1 回ある。各回に具体的に何をやるという青写

真があって，今日の位置づけは何だっていうのが，前回説明いただいたんだと思うのです

が大変申し訳ありません。 

 

事務局： 

 例年は 3 回ぐらいの開催で前年度の実績の外部評価をしていただいておりましたが，今

年につきましては，来年度からスタートする第 2次基本計画にもご意見をいただきたいと，

予定としては 1 回増やしてあります。第 1 回目の時に，第 2 次基本計画の骨子案を皆さん

に見ていただいて，子育て支援のところをもっと入れた方がいいんじゃないかというご意

見をいただきました。また庁内の方でも調整しておりますが，審議会としましては，1回目

にその基本的な骨子案のところでご意見をいただきました。あとの 3 回につきましては，

例年どおりの前年度の外部評価をしていただきます。その途中で，骨子案が固まって素案

が出来てきた時点で，第 3 回，第 4 回ぐらいになると思うんですけれども，素案の部分に

ついて提案させていただいて，またご意見をいただくことを考えております。 

 

柳田委員： 

 今日は，冒頭からずっとご説明をいただいている昨年の内部評価結果に対しての意見。 

 

事務局： 

 そうです。いただいた意見で外部評価を作り上げていきます。 

 

柳田委員： 

 分かりました。昨年も審議委員でしたが，これに対して色々意見を申し上げるというか，

昨年議論に関わっておきながら，ここはこうですよね，ああですよねと申し上げてもいい

ということですよね。 

 

事務局： 

 はい，大丈夫です。 

 

柳田委員： 

 今の 40％のところは，男女間の格差があること自体が問題だという，その視点は確かに

そうだと思うんですが，基本課題の政策方針決定過程におけると書いてあるように，最終

的に何がよくなるかというところをどう目指していくのかだと思うんですが，政策方針決

定過程で男女間の格差がなくなると，例えば決定された政策方針が従来よりもよくなって

市民サービスがよくなりました，そういうロジックがこの中にはない気がしてですね，最

終的にどこを目指しているんですか。行政がやることですから。 

 

事務局： 

 この政策方針決定過程というのは，指標が鈴鹿市審議会等となっていますので，行政内

部の話にはなってくるんですが，広くは全てにおいてなんですよね。民間の事業所におい

てもそうですし，色んな場面において，自治体，地域のことでもそうですし，色んな場面に
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おいて，色んな方向性を決めていくところに女性をもっと参画して女性の意見を入れるよ

うな状態にしていきましょうというところが最終目標ではあるんです。それがその行政で

あれば市民サービスに繋がることでもありますし，企業においては，例えば商品開発の部

分で女性の視点を入れた新しいものが出来ることになりますでしょうし，地域においては，

もっと高齢者や，子ども等にやさしいまちづくりに繋がっていくこともあるだろうし。 

 

柳田委員： 

 従って 26年度で議論をして，右肩上がりで 40％近づいてきていて，一定の成果が上がっ

ているということを分析するのであれば，次，本来やりたいゴールに向かって何をしてい

くのかを 27年度には盛り込もうとされてるのか，ぜひそういう方向を向いていただきたい

という意見です。 

 

会長： 

 ありがとうございます。27年度の骨子案にそれが反映されるようなところ。 

 

柳田委員： 

 27年度がいいのか，もう少しステップ論がいいのか。 

 

会長 

外部評価としてそういうようなところを少し入れていただく。 

 

事務局： 

 27 年中で昨年の評価をしていただきますので，実際にこの審議会で出された外部評価が

反映されるのは 28 年度以降のことにはなってきます。ですので，新しい計画が 28 年度か

らのスタート予定ですので，その中へ反映させていただくことになります。 

 

会長： 

 今後，ここから先のステップというところが具体的に何かあげた方がいいのかな。 

 

柳田委員： 

 具体的にというよりも，やはりありたい姿みたいなことをどこにおいて，その過程での

40％とか，40％以上とかそれはそれですごく当たり前のことだと思うんですが，その結果

アウトプット何を出すんですか，男女共同参画すると何がよくなるんですか，ということ

をやっぱり市民に知らせた方がいいんじゃないですか。 

 

事務局： 

 そうでないと，なぜこれを目標値にしているのか意味が分からない，伝わらないってい

うことですよね。 

 

柳田委員： 

 さっきおっしゃっていただいように企業の場合は，お客様のためにどうしていくかとい

うことが急務というか目標なんですが，行政の場合も多分そうではないかなと思っていま
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して。 

 

会長： 

 ありがとうございます。そこは事務局の方でよろしくお願いします。その他いかがでし

ょう。 

 

山口委員： 

 私も充て職でここへ座らせていただいて，第 1 回目出席させていただきましたけど，理

解しよう，理解しようと思っているんですが，この 40％とというのは，本当に悪いですけ

ど，全てのところにはむちゃぶりもすごくありますし，市役所だから公務員だからやりや

すいっていうところもあると思う。ただ，やはりすごく大事なことだと思うので，徐々に，

一般企業とかも少しずつでも上がっていけばいいなとすごく思います。 

 

事務局： 

 民間の事業所では，全体に女性従業員さんも少ないし，その中から組織の上の方へとい

うのは少ない現状にはあると思うんです。鈴鹿市は特にその傾向があるのですが，ただ国

が今，女性の活躍推進ということでかなり経済界の方に働きかけておりますし，国会で審

議しております女性活躍推進法というのが，女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律長い名前なんですが，それがもし通れば，ある一定の従業員数の事業所については，

女性の登用状況などの情報を公開することが義務づけられてくるんですね。そうすると，

事業所さんとしても，少し危機感をもってやらないと，というふうには考えてもらえると

思うんです。三重県も，企業等における女性の活躍を推進していこう，全体でやっていこ

うという会議を昨年立ち上げました。鈴鹿市もこれからそういうものも立ち上げてはいき

たいと思っております。事業所へ行政が働きかけながら，何か企業のメリットになるよう

なことも考えながら，仕組みづくりをしていく必要があると思っています。 

 

会長： 

 ありがとうございます。いかがでしょうか。 

 

柳田委員： 

 今の話を聞くと基本課題Ⅲみたいなところと関連。 

 

事務局： 

 そうですね。 

 

柳田委員： 

 ぜひ企業にとってメリットがある働きかけをしていただくというのは，それは，それで

ありがたい話だと思ってます。企業が行政から命じられて，やらねばならない，というあ

まりポジティブな気持ちにならずに女性を増やさなければいけないだとか，女性の管理職

を増やさないといけないだとか，自分達の意識以上にやらされてるというか，やらされ感

でやるというのはあまりよくないことですので，その辺の兼ね合いが大変重要かなと思っ

ていますね。 
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会長： 

 そうですね。 

 

事務局： 

 実際に今何か現場の方，女性の登用についての話は，あがってきているんでしょうか。

企業さんの中では。 

 

柳田委員： 

 一般の企業さんに比べると，そういう取組は周回ぐらい遅れていますので，実績もです

ね，あんまり力いっぱい申し上げられないですが，今年の 1 月から全社で多様性推進室と

いう専門室を設けて，将来的にはダイバーシティですから，女性政策のみならず国籍だと

か，障害だとかということをと言ってるんですが，今は女性政策をやりましょうというこ

とですね。2020 年～2025 年かけて女性の管理職比率を数値目標としては，3 倍，9 倍にお

いてそれを社内外に公表し，一方で女性管理職の数というのは，数値目標でしかないので，

この過程でもし女性管理職にならなくても，会社の中で女性として活躍をするキャリアの

多くはきちんと計画を立てていきましょうと。周回遅れていますけど，スタートいたしま

した。私ども鈴鹿の事業所は，女性 5％ぐらいしかいないですけれども，97 年雇均法改正

以来，毎年採用の人数に対する女性の割合は 30％以上に決めて，おかげさまでずっと貫き

通しています。そこで入っていただいている女性は，現場第一線で活躍，あるいは班の監

督者として活躍できる年代層になってきているのにも関わらず，男女差が歴然としている

ので，そこを少しずつ男女差がないようにしていくための施策をうっていこう，意識を変

えていこう，それが女性のマネジメントと言うことでですね，言われています。 

 

事務局： 

 女性側の意識というのも関係してきますか。 

 

柳田委員： 

 女性の意識も関係してくると思いますね。色々な従業員の意識調査とかヒアリングとか

研修をやっていると，女性活躍拡大というふうに，流行言葉のように言われていますけれ

ども，これは，男性女性関わらず頑張ってくださいというマネジメントの期待に対して，

そこそこ頑張りたいという人と，一生懸命頑張りたいという人と，ほうっておいてもらい

たい人と，色々いるのと同じです。それは女性だからってことではないと思うんですが，

今まで男女という何となく決まりではない区別の中で分けられていた活躍の機会が，これ

から同じですよ，というふうにされて，今のところは頑張りたという女性と，それ私のこ

とじゃないっていう人といるのが特徴的なことですね。もう今更っていうことなんだと思

いますね。私のことじゃないっていうのは。 

 

事務局： 

 男性で育児休暇とか取られる方はみえますか。 

 

柳田委員： 

 極めて少ないです。いますけど。 
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山口委員： 

 友達に女性の正社員の方もみえるし，今って昔の企業戦士みたいに働きたい人もいれば，

そんなに長時間働かずに家庭も楽しみたい，余暇も楽しみたいという方もみえるので，そ

れぞれでいいと思うんですが，私の印象では，本田さんにいれば女性もずっと働き続けて

いられる，働きたい人はという感じで。やはり大企業だし，恵まれている。まず本田さんが

頑張っていただくと，関連や他の鈴鹿市の企業も，もっと一緒にやっていけるんじゃない

かなと思って。鈴鹿のトップ企業である本田さんから。会社から送られてくるパンフレッ

トとか見ると，20 代の女性でも車のデザインとか，カラーデザインなどと書いてあって，

こんな若い人がすごいなと思って，活躍したい人にはいくらでもチャンスがあるようにな

ってますよね。 

 

柳田委員： 

 それはおっしゃるとおり。 

 

山口委員： 

 基本課題Ⅲの質問です。この割合の数値が下がっています。これは，なぜなんですか。上

がったり，下がったりしながらも他はちょっとずつ増えている感じがするのに，Ⅲは，平

成 23年から，すごく下がっている感じがするんですけど。まだ働きにくいと思ってみえる

方もたくさんみえるだなというのは分かるんですが。 

 

会長： 

何かあるんでしょうか。平成 23年って他のところでも。 

 

事務局： 

 平成 23年度に上がってその後，下がってきた確実な原因と言われると，難しいんですが，

やはりまだまだ就職が若い方全般，女性だけに限らずだと思うんですが，難しい状況はあ

るんだろうと思います。なかでも女性は，非正規労働，非正規雇用が多いので，そういった

部分では，あまり働きやすいとは感じられてないかもしれません。民間企業では，育休の

制度が整っていても実際には法定どおりの期間が取れなかったりする状況もあると思いま

す。よく育休取得率の数値が出ていますが，その前に辞めてしまう方もたくさんみえます。

それが表れにくい。アンケートを聞き取っていますと，女性の方は，あまり働きやすい環

境と思わないと言われるんですが，男性は，昔と比べると，だいぶ働きやすくなったと，女

性と男性と反対の意見があります。 

 

会長： 

 平成 23年だけ何か特別ちょっと違う傾向があるのかなという感じですね。 

 

柳田委員： 

 まったく同じ質問をしようと思っていたんですが，基本課題ⅢとⅣとですね，23 年が下

がっているのか，23 年だけが突出しているのか，その原因が分からないと何に手を打って

いいかがでてこない。その分析はしていただいた方がよろしいですね。あるいは，我々で

議論すればその分析が出来るのかも分かりませんけど。 
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事務局： 

 そちらについては，分析してみます。 

 

増谷委員： 

 まず一つは資料 4ですけど 65ページ。鈴鹿市職員の役職状況と書かれているですが，私

も四日市市におりましたが，役職職員というと，係長，課長補佐，課長，それから部長，こ

れぐらいだと思うんですが，この表だとたくさんあって，どれが役職，管理職に該当する

のか。教育長というのは特別職じゃないかなと。例えば副参事は課長級だと思うんですが，

補佐級があって，副主幹とか，主査，副主査，係員と書いてある。皆，役職なんですか。管

理職以外も全部含めて表現されているのか，もっと分かりやすいようになると思うんです

が。 

 

事務局： 

 ここでいう管理職という中では，課長級以上が必要なところになってきます。鈴鹿市の

場合は，副参事，副参事兼何々，あと館長というのが含まれてきます。その上が，次長，参

事級，その中にも参事兼何々というのがありまして，部長級には，事務局長と何々部長と

いうのがあります。鈴鹿市の場合は，教育長は管理職にあたります，職の身分としては今

は一般職の管理職です。 

 

増谷委員： 

 この表の簡単なもの，わかりやすいものがあるといいのかな。 

 

事務局： 

 管理職だけに関しての表であればいいでしょうか。 

 

増谷委員： 

 それと，鈴鹿市に就職して頑張ったらと意識というか意気込みというか，勇気づけにな

るんじゃないかなと。それと，先ほど課長の説明で女性公務員の管理職登用状況，60 ペー

ジのとこですけど，伊賀市が突出してこれは病院が入っとるよっていうお話やったと思う

んですけど。 

 

事務局： 

 もちろん普通の行政職の女性登用も進んでいるんですけれども，市民病院があるところ

は，やはり女性の管理職は多いです。 

 

増谷委員： 

 それは分かりますが，鈴鹿市は 7 番で，四日市は 6 番になっていますね。四日市市の数

字 15.2％，これも伊賀市みたいに市民病院が含まれているかどうか，同じ条件で合わすの

なら，例えば病院の組織があるところは，松阪もあるし他もあると思います。桑名は民間

と合併しているので，違うと思うんですけど。同じようにやろうと思うと，ちょっとどう

かな。病院が入っているという課長の説明があったのでそう思っただけです。同じように
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病院があってということになると，比較するのにもう一つ違う要素の表を資料の横へ記載

していただくと，もう少し分かりやすいのかなと思いました。 

 

事務局： 

 三重県からの条件で各市がその内容を受け止めて出す結果になるんですよね，こちらが。 

 

増谷委員： 

 入っていると解釈しないとってことですね。 

 

事務局： 

 そうですね。 

 

柳田委員： 

 それが，解釈できないのでご質問をされているだけで，指標が違うのであれば。 

 

事務局： 

 中身を四日市に確認して。 

 

増谷委員： 

 お願いします。四日市の市立病院もたくさんいるから。私が居た 9 年のうち途中ぐらい

から，師長さんに婦長さんから名前が変わり管理職が増えた。以前の婦長さんの時は管理

職じゃなかった。だけど，そのそういう師長になった時に副参事がつくようになって，全

員ではなく，年齢，経験もあるから。そういうので登用されて，責任もとらなあかんし，病

院が市民への健康等，そういう目的に対して意気込みというか，上からふさわしいポスト

につけるというか，そういう形で設けられた。 

 

会長： 

 ありがとうございます。 

 

飯田委員： 

 52 ページの入札の関係なんですが，入札契約において男女共同参画の取組を評価対象と

することが可能であるかどうかとありますが，これは，建築業界に対してのみですか。 

 

事務局： 

 いいえ，全てです。 

 

飯田委員： 

 全部ですか。結構地元の中小企業とか，すごい小さな会社が多いじゃないですか，その

会社に対してもこの制度というか男女共同参画は難しいところがあると思うんですけど。

大企業だとそういうこともすぐに考えられると思うんですが，すごく難しいと思います。 

 

事務局： 
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 評価ですが，加点制度になっていくと思います。例えばそれをしてなければ，入札業者

になれないとかそういうのではなくて，入札業者になる資格としては今までどおりですが，

条件に新たに例えば女性登用をこれだけ進めますとか，このような環境づくりをしていま

すなど男女共同参画に関連する項目に該当すれば，その評価が加点されるという形。そこ

の企業がどんなふうに取り組んでいのるかを「みえる化」していく，そういう部分だと思

います。それをしてないから入札に参加出来ないとかではないです。マイナス条件になる

ようなものではないです。 

 

飯田委員： 

 地元の食材を使おうとか，そういう取組はされていますよね，鈴鹿市は。そうするとや

はり小さな企業や，個人経営も結構多いと思うんですが，なかなかそこまで考えられない

と思うんですが。だから企業が不利になるようなことにはしてほしくない。 

 

会長： 

 そうですね。 

 

佐脇委員： 

 今の問題はね，おそらく総合評価方式で入札をした時に，評価項目に何をもってくるか

という，そこの問題だろうと思うんですね。男女共同参画の取組も，その評価の項目に入

れてあるのかもしれないし，今の地元の食材を使うっていうのも，入れた方がいいとか，

そこの問題だと思いますけどね。   

 

会長： 

 ありがとうございます。今のご意見に何か。よろしいでしょうか。 

 

川北委員： 

 入札のことですけど，私ども鈴鹿市役所の入札業者です。女性だからというのでもない

です。それから食材の方でも鈴鹿市内，四日市，津，安濃，色々しています。だからそうい

うのに関しては，差別はないというとちょっと語弊がありますけど，あまりないように感

じます。 

 

飯田委員： 

 そこは分かるんですけれど，これからこのことも対象にするか。可能になればこれから

そういう方向にいくというか，その点も加点されるというか，そういうのになっていくの

かなと思ってちょっとそこが，疑問に思いました。 

 

会長： 

 現状は大丈夫でも，これから変わるかもしれないという。 

 

北川委員： 

 2,3質問よろしいでしょうか。まず 27ページの子育て・介護支援策の充実ですが，最初，

子育て支援策の中で，28 ページ生涯学習課の単位施策で書かれている，公民館を利用した
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放課後子ども教室というのがありますが，子ども教室の充実を図りますとありますけれど，

これはどこの公民館でも話し合いで可能になっていくのかどうなのかということと，放課

後児童クラブというのがございますが，この児童クラブと学童保育所っていうのが，同じ

なのかどうなのか，分からないのでそれを教えていただきたいのと，ここにあります安全

管理員さんというのは，どういった資格の方がなられるのか，これは市の行政の方で認可

されるのかどうなのか，それとその職員さんは資格がどこまで必要なのか，給与体系とか，

支援の状況はどういうふうになっているのか，事故，事件等あった時の責任のあり方，ど

こまで規定されているのか，これは運営自体は，市・行政なのか，どうなのかそのへんをお

聞きしたい。 

 37 ページ，ＤＶセクハラの項目。これは，家庭内ＤＶ，児童虐待，セクハラ，人権侵害

についての絶対あってはならないことなので，これらの取組は，最優先で考えていただき

たいと思います。例えば私，小学校のボランティアで朝，子ども達をずっと見ていますと，

顔が沈んだりした子とか，そういう子達を見ると家庭内で何かあったのかなとか，暴力ま

ではいかないですけれど，何かあるのかなというようなものが，散見されるケースもあり

ますし，そのあたりを実際に家庭内に入りこむのは非常に難しいことがあると思うんです

が，どの程度までつかんでいく必要があるのか，対応をどの程度やられているのか，お聞

きしたい部分があります。それでそれが行政の繋がりの中で，子ども家庭支援課とか生涯

学習，児童保育，教育指導課，福祉，人権政策いっぱい横の繋がりあると思うんですけど，

それらがすべてリンクされているのかどうなのか，情報共有など，とりあえずこのふたつ

です。 

 

会長： 

 ありがとうございます。 

 

事務局： 

 まず，公民館での土曜体験学習のことで生涯学習課から，鼓ヶ浦公民館においての取組

が報告されてきておりますが，これは，各公民館のもっている公民館運営協議会の中で協

議されれば，どの公民館でも出来ると思います。それから，放課後児童クラブと学童とい

うのは同じですね，正式には，放課後児童クラブと呼んでいますが，一般的に学童と呼ば

れるものです。安全管理員についてはこちらでは分からないです。 

 

北川委員：： 

 年齢的には規制はあるんですか。何歳以上とか。例えば普通の保育園児も対象に入れて

いいのかどうなのか。学童はあくまで小学校以上。小学生だけですか。中学生は関係ない。 

 

市長： 

 今のところ本市では，小学校が対象ですね。放課後児童クラブも，そのクラブによって

は，3年生までとか年齢を制限しているところもあります。鈴鹿市は公設民営ですので，あ

くまでも運営していただく民の側が何歳児まではみれるとか，何年生まではみれるとかに

なります。全市的に全て小学校 6 年生までみてもらっているかというと，その地域によっ

ても多少差が出てるところはございます。 
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北川委員： 

 基本的に民営なんですね。 

 

市長： 

 公設民営が基本的です。 

 

北川委員： 

 行政の方からの支援というのは。 

 

市長： 

 運営費補助はさせていただいておりますけれども，運営自体につきましては，それぞれ

放課後児童クラブのところで方針を作っていただくところもあれば，地域で運営していた

だけるところもありますけれど，あくまでも民営ということのなかで運営をしていただい

ております。 

 

北川委員： 

 ということは，事件，事故等起こっても，それは民営責任ということで，行政さんへの関

わり方はどういうふうな。 

 

事務局： 

 そこのことろは担当課がいないので正確なところがわかりません。 

 

北川委員： 

 よく中で暴力とまではいかないですけど，子ども同士ですから喧嘩とか何かあって。 

 

事務局： 

 保険は入っていると思います。 

 

北川委員： 

 保険で済ませる範囲ですか。 

 

事務局： 

 そうですね。怪我とか，どこかぶつけたとか，それぞれの放課後児童クラブの中の事業

の中で保険というのがあると思うんですけれども，詳しいことが分かりかねますので，ま

た次回ですね，回答させていただきたいと思います。 

 

生活安全部長： 

 さっきの子ども教室の話ですけれども，今 4 教室開設して鼓ヶ浦においては，この土曜

日の豊かな学習環境というふうに書いてあるんですが，放課後子ども教室って，市で 5 教

室，今出来ているだけなんです。これは地域の皆さんと一緒に，放課後の子ども達と一緒

に，公民館等を利用した見守りも学習も皆含めた，放課後児童クラブとはまた違うんです

けれども，そうした取組なので，白子と清和と住吉が今その公民館を中心に，放課後子ど
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も教室の会場としてやっています。コーディネーター，安全管理員さんというのが市民の

皆さんですので，その皆さんに対しての研修を行ったという表現とそれから土曜日の午前

中にもこういう体験教室を新設したというのが書いてありますが，毎日やっているのでは

なく，週何回という中で公民館を利用して子ども達と一緒に遊びとか，お年寄りの方が昔

の遊びを教えたりとかそういう取組が教室になっています。 

 

北川委員： 

 分かりました。 

 

事務局： 

 ＤＶにつきましては，主の担当課は子ども家庭支援課になります。そちらに女性相談員

がおります。男女共同参画課では，女性のための電話相談を実施しておりますので，ＤＶ

の被害者からの相談電話が入ることもあります。緊急を要するものへの対応，経過をみて

いかなければならないケースについては，子ども家庭支援課と情報共有して，連携をとり

対応しています。長寿社会課や人権政策課の方では虐待や人権侵害とかですが，そちらに

ついても男女共同参画課の電話相談で関わりがあれば連携をとっていきますが，一番多い

ケースとしては，子ども家庭支援課と思います。 

 

事務局： 

 申し訳ございませんが，市長がまいりましたので，審議を一時中断し，ご挨拶させてい

ただきます。 

 

市長： 

 改めましてこんにちは，いつも大変お世話になっております。鈴鹿市長の末松でござい

ます。本日は大変お忙しい中，皆様には男女共同参画の推進にご協力いただき，男女共同

参画審議会の開催にご参加いただきましてありがとうございます。また熱心にご議論をい

ただいておりますことを本当に心から感謝し，御礼を申し上げたいと思います。先の市長

選におきまして，2期目を当選させていただき，さらに鈴鹿の未来づくりに向けて男女共同

参画という柱を中心に推進していこうと考えております。先日は，男女共同参画の本部会

議が東京でございまして，本当に国全体をあげて色々なところで男女共同参画と，女性が

いきいき輝くだけではなく男女が共にワーク・ライフバランスの中でどのように環境づく

りに取り組んでいくかが今大事な柱となっております。本市もこの次期の計画にむけてア

ンケート調査もさせていただき，実際にアンケートを拝見しましたら，だんだん働きにく

くなっていたりするのか，それから，どうしたらこの男女共同参画が今の年代の方達に進

んでいくのか，そういう実態的な値が出ているなと思っていますので，これを大いに活用

させていただき，また審議会の皆様方からも色々なご意見をいただき，しっかりと進めて

まいりたいと思っております。庁内では，管理職の登用，政策決定への女性の登用，それか

ら審議会の登用も含めてパーセンテージが上がってまいりました。鈴鹿市の動きというも

のも全国的に注視していただいておりまして，国へ行ったり，県へ行ったりしても，だい

ぶ進んできたと言っていただいております。これからは，数値的にあげていくだけではな

く，質をどうやってあげていくか，それから登用され上がっていただいた方に，意欲的に

どう動いていただけるかということも考えていかなければならないと思っております。そ
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のような中で，ぜひ厳しいご評価をいただいて，これからますます鈴鹿市の男女共同参画

が進んでいきますことをご指導していただければと思っておりますので，何とぞ今後もよ

ろしくお願いいたします。今年度は委員の改選を行っていただきまして，市民公募委員の

皆様 3 名を含みます各分野から 7 名の新しい委員の皆様方と，前会長の土川委員と，佐脇

委員，柳田委員の 10名の委員の皆様に評価をしていただくということでございます。審議

会でまとめられました外部評価を市政の各分野への取組にしっかりと繋げてまいりたいと

思っておりますので，どうぞよろしくお願いを申し上げます。前の会議が長引いており，

途中の参加とご挨拶の機会をいただきましたことを感謝申し上げ，ご挨拶とさせていただ

きます。ありがとうございました。 

市長退席 

 

会長： 

 ありがとうございます。 

 

事務局： 

 ＤＶの施策に関して今のでよかったですか。 

 

北川委員： 

進めていても難しい問題ですのでね，なかなか答えはすぐには出てこないと思います。

ただ，やはり横の連携が十分に取れているかどうかだけ心配してます。 

 

事務局： 

 こちらの電話相談へかかってきて，疑わしきものは必ず担当課へ情報を伝えているよう

にしております。 

 

浅野委員： 

 6ページによる，男女共同参画施策に関する苦情のところで，平成 26年度の苦情の受付

が全くないというところが，私がちょっと興味があるんですが，このへんは，今まで色ん

なことをやってきた中で，それに対して苦情が全くないっていうところが非常に疑問なん

ですよね。例えば，そこでやっている講演会とか講座，情報紙とか色んなことをやってい

るのに，何もここに上がってこない，それではあかんと思います。そうでないと一番基本

的なところをやっているから。例えば自治会のことですが，女性の方がおっていただいて，

色んなことを言っていただく，女性の部長さんがおるんやったらその人達が，自治会長に

言って，もっと女性が参画していただくようなことをやってほしいと思います。色んなイ

ベントをやっても，いくら来ても，全く興味がない人とか，やっぱりある程度自分達が理

解してないようなことも，ここに苦情を言ってきて，きちっとやってほしい，そういう人

達は。こういう形でやはりせっかくここにある施設があってやってるのでしたら，こうい

うこともやってほしいなと思うんで，申し訳ないですけれど，よろしくお願いします。 

 

事務局： 

 苦情というのではないかも分かりませんが，今年は，毎年庁舎の東側に懸垂幕を男女共

同参画週間のＰＲでかけるんですけれども，どうして勝手に都市宣言をしたのかと電話が
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入りました。 

 

浅野委員： 

 色んな方，例えば議会の方でもそういうことを思ったら言っていただいて，それから市

民の方にもきちっと男女共同参画について理解していただく方が，多くの方にやってほし

いなということです。 

 

会長： 

 特別な苦情窓口ってあるんですか。 

 

事務局： 

 市民対話課が市民全体，市政への提言とかを受付ける窓口になりますので，そこからい

ただいた意見を担当課へ振り分けています。先ほどの電話も市民対話課に入った内容です。  

 

会長： 

 あまり知名度が少ないんでしょうか。苦情が少ないってことは。 

 

事務局： 

 あまり関心をもってないというか。 

 

生活安全部長： 

 よろしいですか。浅野委員がおっしゃってもらったのは，ここに書いてあるのは，男女

共同参画課だけに入った苦情が受付はありませんっていう表現やと思うんですけど，市全

体で考えた時に，男女共同参画っていう事案でとらえると，例えば今課長が言いました市

民対話課への苦情とか，そういうのは自治会の関係とかも有り得ます。ただ，そういうの

も，どうでしょう。課長，これはどういう考えで。 

 

事務局： 

 これは，ここの課へ直接の部分だけです。 

 

生活安全部長： 

 それでいいのかどうかということも含めて，ちょっと今後議論必要。 

 

会長： 

 ひょっとしたら，ここに政策に関するところであって担当へと分けてしまって，ここに

きてないのもあるかもしれませんね。それは。先ほどのグラフと同じで数字のマジックじ

ゃないですが。分け方次第でこうなってしまうことはちょっと。先生いかがでしょう。何

か。 

 

土川委員： 

 去年までは会長という大役をさせていただいておりました。今回の資料を見せていただ

きまして，年々鈴鹿市のここへ出てくる評価資料の出し方が分かりやすいものに変わって
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きているということを長い間，会長をさせていただいてる中で感じました。今回もこのよ

うに平成 16 年から 26 年までの状況がどのように変動しているのかがわかる。とてもよい

ことで，例えば審議会の女性委員登用の時ですね，私が会長を頼まれた時，前市長さんが，

土川さん鈴鹿市は三重県で一番悪い，女性登用率 18％と新聞に書かれて格好が悪い，何と

か女性登用率があがるように応援してくれないかと言われたのが一番最初だったんですね。

この表を見ると，年々上がってきてますよね。やっぱり皆がその気になってやっていけば，

少しずつですけど，全部変わるっていうのはね，男女共同参画っていうのは，社会の仕組

みですから，日本の仕組みがそう簡単に 1年や，2年で変わらないと思うんですが，でもこ

うやって女性が登用されてきているということだけ見ても，ずいぶん良くなってきたんだ

という評価を私はしたいと思います。また，女性市長さんになられまして，やはりそれを

自分の使命として，トップとして直接働きかけてくださっています。こういうふうな方法

もあるんじゃないと応援してくださいます。これも，トップの考え方，それは部長の考え

方，そしてその部の管理職，担当者の考え方へと繋がって，審議会の女性登用も進んでい

くと思います。これは，とても良くなっていることだと思いました。あと，企業はですね，

本当に難しいんですね，企業の男女共同参画というのは。先程言われた小さな企業だと女

性がお茶くみ，電話番しているようなところがあるんですよね。男女共同参画が分かって

いてもそうやっているところもあるんです。先日ある企業の人に話をしていたら，やはり，

ワーク・ライフバランスは，給料が安定してないと出来ないと言われました。公務員であ

るとかね，ある程度の給料がもらえる人達はいいけれども，残業手当，やはり生活費の一

部として企業も認めて仕事をさせている部分があると。だからこのワーク・ライフバラン

スっていうのは，そう簡単じゃないですよって。言うのは簡単だけれども，従業員側から

見た時には，少しそのへんは会社も考慮してるんだと言われましたので，そのあたりも綺

麗ごとで言葉は使いますけれども，実情生活していく中で，何が問題なのかを掘り下げて

いく部分のひとつかなっていうふうに感想をもっております。後は，先ほど言われました，

やっぱり学童保育とか，ああいうところは本当に大事なとこだけど，一体どこが責任を持

つところなのかっていうのは，はっきり言ってまだ明確じゃない気がしますね。運営自体

は，そこに関わってる子ども達の親の方達が誰かを頼んだりしてやっているようですけれ

ども，本当に事故が起こり，今や複雑ですからね，何が起きるか分かりませんし，そういう

時に一番最終的にはどこが責任をもって，どんな決まりがあるのかというのを，一度調べ

ておいていただくといいのではないか，そういう提案だったように，これは今まで意見が

出なかった部分で，とても大事なとこかなと思いましたので，事務局の方でそうしていた

だけたらなと思っております。後もう一つはですね，私，総合計画の方に関わらさせてい

ただいているんですけれども，そちらの方と男女共同参画課とは，どのような連携でやっ

てらっしゃるんでしょうかっていうことを，ちょっとお尋ねしたいんです。 

 

事務局： 

 総合計画につきましては，もちろんその担当の企画課から全庁にむけて，進行情報が随

時流れてきますし，内容についての確認もきています。男女共同参画に関する文言につい

ては，人権のところに入っていますが，今回，成果指標のなかで，男女共同参画意識の普及

度についての項目を入れていただきました。総合計画の中でも，男女の意識について，ア

ンケート調査をしていくし，今策定中の第 2 次基本計画と合わせて進めていく形でありま

す。 
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土川会長： 

 分かりました。今までのところであまり男女共同参画という言葉が出てこないんですよ。

その総論的なところ，今審議しているところに，そういったことを聞いていいのか，それ

に近い表現が何かほしいかなと思いました。以上でございます。 

 

会長： 

 他にはいかがでしょうか。 

 

北川委員： 

 13 ページの市役所女性職員の登用，能力を発揮できるシステムづくりとある項目です。

一般企業では，必ずコストパフォーマンスを重視します，何をするにしても。ですから，そ

の経営管理ノウハウ等，役所の管理職の方々には，必ずコストパフォーマンスを十分な形

で身につけていただきたい。そこには当然男女の格差というのは絶対ないと思いますので，

特に女性の視点で見られる非常にいい鋭い形のものもあろうかと思います。そういうとこ

ろを大事にしていただいて，大手企業との，例えば交換留学，半年なり 1 年なり，そうい

うことをやっていらっしゃるのか，もしないなら検討をされるのもひとつなのかなと思い

ます。それによって，部下の指導とか，そういうものを人が人を評価するというのは，色ん

な形で色んなところで色んな仕事をしてきた方が，そういう目で見ていただくことが非常

に大事かなと思いますので，そういうことを考えていただければと思います。後もう一つ

14 ページの女性の参画拡大の流れの中で，男女共同参画課の，各企業の人事，総務担当，

企業の経営管理職の方々にですね，男女共同参画の趣旨を理解していただく啓発を働きか

けていただければ，その企業そのものもですね，もちろん企業自身も十分考えられてるこ

とだろうと思いますが，より一層流れの中に入っていきやすいのかなと思います。また，

鈴鹿市独自の認証制度を検討されてはどうかなと。他・市町へも影響していくのかなとい

うふうなことも考えました。後もう一つ，その下の事業実績ですが，いきいき企業の女性

戦士の方々が，適材適所登用されてですね，広報されていくというのも一つ大きな応援に

なって他の方々への応援指標にもなるんじゃないのかなというふうに思いました。 

 

会長： 

 ありがとうございます。 

 

事務局： 

 企業との交換留学のようなもの，現在はございません。 

 

北川委員： 

 今後は。 

 

事務局： 

 人事の方に確認します。 

 

生活安全部長： 

 企業とはないんですが，女性職員が国の方へ昨年から 1 名行っています。女性の登用に
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関しては若いうちからというので，人事体制等々も変わってきていますので，昨年から自

治大学，地方自治法とかの研修に女性も長期間，そういう研修にはこれまで男性が多く行

っていましたが，これから女性の管理職のために，3 週間，4 週間という期間でも行くよう

になりました。行財政改革アクションプランが市の組織の中で，おっしゃっていただいた

ようなことに，徐々にではありますけれども，鈴鹿市も交流というものをやってきていま

すが，企業というのは，課長が申し上げたように今はないです。ただ，意見としてはござい

ますので人事担当としっかり男女共同参画が連携して考えていくべきところかなと思いま

す。外部の動きとしては，若い時からの職員の意識改革，男性もですけど，女性の登用のた

めに準備を進めてきているというのは，ここ数年，土川委員もおっしゃられたように，女

性が市長になたというところはあるのかも分かりませんが，すごく変わってはきています。 

 

事務局： 

 企業への働きかけの部分ですけれども，本当にこれまで行政から直接企業へというのは

全くありませんでした。啓発のパンフレットとかは送らせてもらうことはあったんですが，

出向くというのはありませんでした。昨年企業アンケートを実施させていただいたことも

ありますし，労働組合さんとの関わりをもたせていただきましたので，今年度，鈴鹿市の

中で連携会議のようなのも立ち上げようと思っております。そうした中で，企業の方への

働きかけの機会を増やしていきたいと考えております。 

 

会長： 

 ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 

増谷委員： 

 企業に交換留学はないと言われましたが，例えば第 3 セクターの会社を作った場合，そ

の会社へ派遣されている職員がおれば，それは企業へ派遣されたと同じになります。四日

市市の地下駐車場ですが，建設当時は，株式会社ディア四日市と市の道路で，商工会議所，

銀行，四日市市などで第 3 セクターの会社を作って工事を依頼した。そういう場合は派遣

となるんですね 

 

事務局： 

 第 3セクターのようなところへの派遣はないです。 

 

生活安全部長： 

 伊勢鉄道がありますが，出資はしてないですね。 

 

増谷委員 

 同じ自治体でも状況が違うとそういうのは出てくると思います。 

 

会長： 

 最後に伺いたいんですが，地域づくりのところで，35 ページになるんですが，外国人と

の共生というのが書いてありますが，様々なことをおやりいただいているんですが，例え

ば，日本語教室とか，日本のルール，鈴鹿市のルールをＦＭで流すだけでなく，啓発になる
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のか勉強会をやっていただけると，新しく来た人達は，ルールが分からなくて入っていけ

ないということがかなりあるんではないのかなと。ブラジル系，日系のブラジル人は明る

いですから，突然踊り出したり，歌いだしたりされると，地域の人達としてはすごく違和

感があって，うまく馴染めなくなってしまっているとこがあるのかなと思います。これは

男女共ではないかと思うんですが，女性も一緒に働きに出ることも多いんですが少し考え

ていただけると。ＮＰＯがあるのかもしれませんけれども。 

 

事務局： 

 日本語教室等につきましては，民間の団体の方でここを使ってされているのもあります

し，地区でされているところもあります。そこには，国際交流協会も入っていると思いま

す。 

 

会長： 

生活の違い，例えば，バスの中で歌っちゃいけないとか，買い物の帰りに突然合唱団が始

まったりすると聞いたことがあります。ちょっと違うのかな。寄るとさわるとバーベキュ

ーが始まるとか，日本人は，馴染みにくい人を敬遠してしまうじゃないですか，言いにい

かないで，苦情言わない，線を引いてしまうと余計に馴染みにくくなるのかなと思います

ね。 

 

事務局： 

 外国人との共生につきましては，市民対話課の方で，多文化共生のガイドラインを作成

しておりますので，そちらの計画の中には，こういうものがあります。 

 

会長： 

 女性がもう少しこういうことに関わっていけると，生活についても男性も知ってはいる

んでしょうけど，生活のことを一番よく分かってるのは女性だと思って，そういう人達の

知恵というのが，そういうとこに入っていけるといいのかなという気もします。 

 他はよろしいでしょうか。これは継続になります。後からお気づきになられたらまた事

務局の方に連絡してください。 

 

事務局： 

 また男女共同参画課以外の担当課が行うことで不明な点がありましたら，確認しますの

でお願いします。 

 

会長： 

 ということで，今日は本当にありがとうございました。 

 

事務局： 

 前年の事業について評価をいただいております。第 1 回は今日このように実施していた

だきましたので，2回目に向けて内容を見ていただき，分からないとこがあれば事前にお話

いただければと思いますし，他課の事で私達に対応出来ないことがありますので，事前に

お伺いできれば，担当に来てもらったりもします。また，第 1 回目の議事録をおかせてい
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ただいておりますので，確認いただきください。不明な点がございましたら事務局の方に 7

月 4日までにお知らせいただきたいと思いますので，よろしくお願いします。 

 次回は，第 3回 7月 29日 引き続き評価の方をさせていただきますので，よろしくお

願い致します。こちらの部屋で 10時からです。 

 それでは，第 2回これで終了させていただきます。皆様どうもありがとうございました。 

 


