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平成27年度 第3回 鈴鹿市男女共同参画審議会会議録  

 

日    時：平成27年7月29日(水) 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：7人（富田寿代・土川禮子・佐脇敦子・山口郁子・飯田るみ子 

・浅野正士・増谷和光） 

欠席者3名 

 

事  務  局 ：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 

 

会長： 

平成 26 年度の鈴鹿市男女共同参画実施計画の進捗状況の第 2回目の評価になります。審

議をよろしくお願いします。それでは，まず北川委員のご提案，それと前回の皆さんのご提

案を振返ります。 

 

事務局： 

 前回出していただいたご意見は，審議会等の女性委員登用につきまして，40％という目標

をもって進めていますが，それを進めて何を求めていくのかというアウトプットの部分が，

明記されていないということで，その辺をもう少し出した方が，分かっていただきやすくな

るのではないかとご意見をいただきました。それから，子育て支援の関係で，学童など，制

度の部分の確認や質問もいただきました。人材育成の部分では，企業との交換留学のような

ことについてご提案していただきました。全体としては，今までに行っている取組について

の内容の確認や，ご質問の方が多かったように感じております。 

 

会長： 

 それでは，北川委員からのご提案お願いします。 
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事務局： 

 北川委員が本日欠席ということで，ご意見をまとめたものを提出いただきましたので，お

配りさせていただいきました。内容を読み上げます。 

 男女共同参画事業への提案 1 総合行政的組織を設置し，共同参画事業を推進・強化する。

事業全般を網羅し，司令塔的役割を担う（縦割り行政の簡略化）。対象課としまして，子ど

も家庭支援課，生涯学習課，児童保育課，教育指導課，福祉総務課，人権政策課他となって

おります。 

 2 企業への女性管理職登用のすすめ。労働条件改善啓発と，男女雇用機会均等法の説明

（昇進，給与，産休，育休，介護休暇等の改善） 

 3 官民人材交流の推進。民間ノウハウ（専門的技術や意識）の習得，ＯＪＴ（オンザジ

ョブトレーニング・教育研修手法）の習得，コストパフォーマンス（対費用効果）の習得。

企業側からの受け入れは，コンプラインアンス（法令順守）の習得，1年間の修業で，3年

後市民支持の行政改革で効果発現を見込む，対象は課長職手前の管理職候補男女 5 名程度

と，行政入所 3年目の優秀評価者男女 5名程度，ワークライフバランスを熟考し，市民に寄

り添った行政を遂行してほしいという，ご意見をいただきました。 

 

会長： 

 北川委員より，市役所の行政組織の評価，企業への啓発，民間手法を習得するための人材

交流，これについてのご意見が出されましたが，他何かいかがでしょうか。 

 

飯田委員： 

 第 1 回目の議事録をいただき，事務局からの説明の資料を見ていて，分からないところが

あったんですが，これを読み返してみて，理解した部分もあり助かりました。それから，こ

の第 2次基本計画の骨子の基本課題のところですが，1次と比べてすごい分かりやすく親し

みやすい言葉に変わっているなということを感じました。 

 

会長： 

 ありがとうございます。 

 

事務局： 

 よろしいですか。第 2次の基本計画の話が出ましたが，今，第 2次基本計画の素案がまと

まりつつあるところで，来月早々に庁内の会議で承認された後，また審議会委員の皆さんか

らも意見をいただきたいと思います。9月にはパブリックコメントを行って，年内には完成

の予定でおりますので，よろしくお願いします。 

 

会長： 
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 よろしくお願いします。 

 

浅野委員： 

 苦情について 1 年間全く何もなかったとありますが，たくさんのイベントをやっておい

て，何もそういう今の事情とか関係ないのでしょうか。実施しただけ，参加しただけの話で

はなくて，苦情がきたり，あるいは，イベントについての感想を確認するということが，一

番大切やと思いますが。いろいろやっていけるイベントがあるのに，どういうふうな形でや

るのかとか，そういう工夫はなかったんでしょうか。 

 

事務局： 

 苦情が 0件だったというところですか。 

 

浅野委員： 

 1 年間全くない，たくさんのイベントをやっておいて，それに対しての苦情が何もないと

いうところです。当然男性，女性も参加するイベントがあると思うんですよね。その時に，

それをどういうふうな形の中でやるのか，役所だけでやる，行政だけでやるとかそういうこ

とじゃなくて，もっと今の男女共同参画をやりたい，そういうことが一番大切だと思うんで

すよね。だから，どういうふうにこれからやっていきたいという気がありますか。単にそう

いうことよりも，イベントをやっているだけ，イベントに来てもらうだけ。そうではなくて

いろんなことを考えてほしいなと思うんですがいかがでしょうか。 

 

山口委員：： 

 今，市が中心となって男女共同参画を進めてもらっていますが，私も今回委員になるまで，

映画祭とか，いろいろ事業があるのは知っていましたが，現役も退いてるし，あまり関心も

なかったところもあります。今，お話を聞いて思ったのは，市が，もう 1歩，2歩，3歩と

踏み出してもらっているんですが，公務員や学校の先生はどちらかと言うと，一般企業より

男女共同参画が進んだ状態にあって，例えば組合とか，上司に言うとか，言っていけるとこ

ろがあると思うんです。市民のほとんどの方は，パートや準社員というところで，自分達が

もっと働きやすくなりたいなとは，個々には思ってみえると思うんですが，それをじゃあど

こへ言って行ったらいいのか。市が色々啓発をしているけれども，そこへ自分達が何か言っ

て行ったら少しは変わるのか，自分たちが実際働いている状況と，色んな事業をしてもらっ

ているところに繋がっていくのかなと思ったんですが。ここへ映画を見た感想とか，行事が

あった感想とか，市から何か出たのを，言っていけば，もっと全体的に動いていくというこ

とを，あんまり一般の人は思ってみえないから，色んな意見とか苦情が出てこないのかなと

いう気がします。私も自治会をするようになって市報を一生懸命見ますけど，配っても，ア

パートや集合住宅はポストから取っていかないんですよね。ゴミのことが書いてあっても，
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何が書いてあっても，見てもらってないから差が出てくるというか，ゴミの決まりとか守ら

ないといけないことも見てもらってない。黄色い有害ゴミの袋も 1 年中ずっと一番下に置

いてある。だから，市がやっている事業と，一般の方や，企業や，そういう方に温度差があ

ると思うんです。市役所へ言って行っても，企業の一員とか，自分はパートというので，そ

こへ全然繋がりがない。今は何か個人主義の人が多いから，言えるタイプの人は，たくさん

言って行きます。市役所や学校なんてもう苦情の最たるものですよね，でもその男女共同参

画については，何にも意見がないっていうのは，そこに繋がってないのかなと思いました。 

 

会長： 

 そうですよね。せっかくやっていただいたイベントが，行政だけが独走してる感じになる

というか。 

 

山口委員：： 

 独走というか，関心がある方もみえると思いますが，自分の切実な問題としてまだ繋がら

ないという感じかな。 

 

会長： 

 いかがでしょうか。周知は結構されてるとは思うんですが。 

 

事務局： 

 事業ごとにアンケートは行っており，その中でその事業に対する意見は，いただいており

ます。ただ事務局で，意見を苦情といかないまでの範囲として考えているところもあると思

います。個々の男女共同参画に対する悩みなどは，電話相談となりますし，施策に対する苦

情という部分では，市民の方が男女共同参画についてどう考えているか，苦情を言うまでに

至っていないというところもあるのかもしれません。イベントに来ていただく方は，男女共

同参画に関心がある方で，事業実施や啓発には前向きに思っていただく方が多いところも

苦情が出てこないところだと思います。制度があってこうしなさいというものとは違いま

すので，苦情ととらえる部分は，難しいのではと感じています。 

 

会長： 

 難しいですけど，苦情の受付は 0と書いてしまうと何か。 

 

山口委員：： 

 苦情とか相談というのは，また別ということですよね。 

 

会長： 



5 
 

 苦情がどれととらえるか，判断の仕方もあります。 

 

事務局： 

 男女共同参画課が行ってる施策の部分だけ見ていくのか，市全体として見ていくのか，苦

情のとらえ方につきましても，一度整理をさせていただきたいと思います。 

 

会長： 

 ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 

山口委員： 

 以前市役所の方が，育休を取る時に代わりの人がいないと言われてました。代替の人がい

ないから，他の人たちがその分の仕事が増えて忙しくなると聞いたことがあります。学校で

は，講師さんが就いて，自分のクラスや，自分の仕事を引き継ぎますが，ただ講師さんでは，

していただけない仕事もあるので，そうすると休まれた人の分は，現場にいる他の人に分担

されます。学校ではとても忙しく毎晩 23 時～24 時まで電気がついています。私たちの職場

に育休が 1 年あった時代に，ＮＴＴの電話交換手さんは女性の職場だから 3 年あった，さ

すが女性の職場と思ってたんですが，学校も今では育休が 3年あると聞いています。それは

一般企業の人たちもあるんですか。新聞を見ていると，産休を取ると辞めないといけない状

況だとか，育休後復帰しても居り場がないみたいな話が載っているし，反対に夫が育休を取

っているという話も聞きますけれども，育休の期間は企業の人も 3年あるんですか。 

 

事務局： 

 法律では，1年と定められております。 

 

山口委員： 

 法律は，まだ 1年なんですか。 

 

事務局： 

 はい。後は，その企業の裁量で法定以上の育休制度を盛り込むところもありますし，   

法律がありながらも 1年間取れない企業もあります。市役所は 3年取れます。 

 

山口委員：： 

 1 年は育休手当があって，2 年目，3 年目は無給になって，そうするとその間も社会保険

とか払わなきゃいけないので，生活が苦しくなるから仕事に出て行くことになる。と，テレ

ビの特集で見たことがあるんですが，それも子育て支援で免除にする声もあるとか聞いて

いるんですが。 
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会長： 

そういうふうだと，なかなか取りにくいですよね。 

 

事務局： 

 男性の育休取得促進もありますが，男性が家計の柱になる家庭ではやはりそこが一番ネ

ックになり，男性はなかなか育休が取りにくい現状があると思います。 

 

山口委員：： 

 男性の方が，妻より給料が多いということ。 

 

事務局： 

 一般的には，そういう家庭が多いので，男性が育休を取ることも進めていますが，そうす

るとやはり家計が苦しくなるので，実際には取れないところはあるかと思います。 

 

浅野委員： 

 前回の意見ですが，自治会の役員をしている時に，女性，男性とかそういう問題じゃなく，

女性も地域の中でやっていただくようなことを，やはり行政からも指導していただく。男も

女も関係なく，そういうこともやってほしいという気がしました。やはり女性がおることは，

女性の見方を言える，そうしたら地域はまた絶対違うと思うので，行政が多くの総代さん達

に対して，こういうことをやって欲しいと言っていただくことが一番大事なんです。我々だ

けで言っていてもなかなか難しいところもあって，男性も女性も同じような対等のなかで，

色んな意見を言えるようなこと，そういうことをやってほしい。 

 

事務局： 

 地域における女性参画の推進というのも，今の計画でもそうですけれど，新しく作る計画

の中でも，重点事項に入れてあります。ただその地区，地区によって状況も違いますし，昔

ながらの地区ではなかなか女性の参画が難しい状況があるようです。ただ，女性が地域の色

んなところへ出て行って意見を言うことによって，こんないい面があるんだよというとこ

ろを出していかないと，なかなか皆様にもご理解をしていただけないと思いますので，そう

いうことの働きかけも何か工夫していけたらなと思います。 

 

会長： 

 先ほどの育休とか産休の時の給料もそうですけど，代わりの人，代われる人を手配すると

いうのも，かなり大変なのかなと。教員でしたら，登録制ですぐにというのが効くんでしょ

うが，一般の企業は，そういうのはないですもんね。いる人で埋めていかなきゃいけないっ
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ていうと周りから冷たい目で見られたり。取りにくい状況があるのかもしれませんね。 

 

事務局： 

 育児休暇等の代替え職員については，人材についても難しい部分があると思いますし，や

はりその正規職員と同じだけの仕事をしてもらうことは難しくなってきますので，それが

出来る人を探すのも難しいし，金銭的な面でも正規職員の育休手当も出しながら新たな代

替の雇用もある，なかなかそういうところも中小企業さんでは難しいかなと思います。国の

制度で補助事業など色んなメニューはあるんですが，周知されていなかったりで活用され

ていないところもあると思います。 

 

会長： 

 そういうのを宣伝していただくというのは。 

 

事務局： 

 今，国の方で女性活躍推進法案が審議中で，それが成立すれば従業員 301 人以上の企業に

ついては，女性の登用など目標数値を設定したり，それを公開したりすることが義務づけら

れてきます。それが決まれば，事業所の方，企業の方も，もっと具体的，積極的に取組まな

ければならないし，色んな活用できる社会制度についても周知は図られていくと思います。 

 

会長： 

 徐々にという感じですかね。ありがとうございます。その他何か。子育て支援とか，介護

支援とか，そういう点はいかがでしょうか。 

 

山口委員：： 

 介護休暇について先日，介護休暇は 3 ヶ月取ってもらえる法律がありますと大きくでて

いました。しかし，3ヶ月で介護しきれる人はいいけど，しきれなかった場合よく男性が会

社を辞めて介護しながら貧困に陥るとありますよね。3ヶ月で介護なんて出来るものかと思

うんですけどね。 

 今後は子育て支援もそうですよね。私は民生委員ですが，今，自治会長も民生委員もなり

手がなく，順番が巡ってきて引き受けるという感じです。桑名の子育て支援センターへ研修

に行きました。土曜日もみていただいてるし，保育園に預けていない母と子が遊びに行く場

も保育園と併設になっていて，長島町の新しい綺麗な施設でした。長島町は子供を 3人以上

産んでいただくのを目標としている。子育て支援をしている保育所では，預けていないお母

さんや子どもも 1日中みえて，保育士さんが預かってみえる。職員の方に尋ねると，ローテ

ーションで土曜日の勤務や，早朝や遅い時間を回してみえます。ここにもすべて財源がいる

わけだなと思うんですけど。3人を目指して子育て支援に取組んでいてすごいなと思うとこ
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ろと，これを謳っているのがいいのかなとも思いました。お子さんが欲しくても出来ない方

もみえます。でも 3人は，産んでもらえるように，その町や市がバックアップしていること

はすごいなと思いました。 

 

会長： 

 鈴鹿市は 3人はやってないですよね。 

 

事務局： 

 鈴鹿市は比較的にホンダ関係で若い人達が多いですが，出生数についてはなにも言って

ないです。保育所の待機児童もなし，ただ，入所先など希望をすると待たなければいけない

という現状はありますけれども，30 分以内で行けるところには，どこかに必ず空きがあっ

て入れる状況と聞いています。それでも，白子など通勤の途中に預けられるところなど人気

のとこはありますので。市内でもばらつきがあります。 

 

山口委員： 

 そうですね。私も子供二人を保育所で 10 年ばかりお世話になりましたけど，白子はもう

その頃から今に至っても希望しても入れないのがずっと続いている。 

 

会長： 

 保育所もそうですし，コンサートなどイベントで託児があるといいのかもしれませんね。 

 

事務局： 

 男女共同参画課が主催する事業では，必ず託児はしています。 

 

飯田委員： 

 結構，利用されているんですか。人数的には。 

 

事務局： 

 イベントの種類にもよりますが，やはり若いお母さん対象のイベントだと託児を利用さ

れている方はいますね。 

 

飯田委員： 

 何人限定ですか。 

 

事務局： 

 そうですね。どうしても，人数は限定になります，託児する場所の関係もありますし。 
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飯田委員： 

 限定人数以上の申し込みになったことはありますか。 

 

事務局： 

 今までそんなことはありません。ここ何年はないです。 

 

山口委員：： 

 こどもの部屋も自由に使っていいんですよね。 

 

事務局： 

 そうですね。こちらで事業する時は専用貸しになりますが，それ以外の日は自由に遊びに

来ていただけるように開放しています。先ほどおっしゃられたように保育園に行く前の親

子さんが遊びに行く集いの広場などの事業が私立の保育園とか公立の保育所の数箇所で増

えてきた。孤立するお母さんをサポートするためにという意味で始められた事業だと思う

んですが，それがすごく充実してきて皆さん色んなところへ出掛けてみえるようです。 

 

山口委員： 

 知らなかったんですが，研修でりんりんへ連れていってもらいました。ところが駐車場が

停められないほどたくさんのお母さんとお子さん。お弁当を持って 1 日みえる人もみえる

し，ただそこが鈴鹿市の中心部から遠い。白子地区の民生委員が月 1回程度勤労青少年セン

ターで子供が来れるようにしているんですが，クリスマスの集いとか大きい行事をすると，

親子さんで 100 人超えで座れないほどみえました。すごい人で気分が悪くなる方もみえま

した。やはり今核家族で子育てしてみえる方は，こういう場や公民館などの行事への参加が

どんどん増えてきています。 

 

会長： 

 後は，いかがでしょうか。心と身体の健康づくり支援は，最近は心の病んでしまう方が多

いようですけれども。 

 

事務局： 

 男女共同参画課では，ジェンダーに起因するところからの女性の悩みや心身の状態の相

談を以前から受けています。その相談事業は女性が自分の力をもって解決していけるよう

なサポートの電話相談なんですけれども，例えば男性と女性の性差からくる更年期障害に

ついては，最近は男性もあると言いますが，そこからくる心身の不調については，健康づく

り課でも，色んな事業で啓発を進めております。また，新たに課題となってきているのが，
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この頃よく新聞とかにも出てきているＬＧＢＴ，性の多様性についてです。これから行政の

どこが主になって進めていくのか，関係するところで協議していかなくてはならない部分

になってきています。 

 

会長： 

 性的マイノリティのそういった相談というのはあるんですか。 

 

事務局： 

 まだ，実際にはないですね。調査もなかなか難しいところもありますし。健康づくり課で

も相談があがっていません。どのぐらいなのか分かりませんが，全国的には実態があがって

きています。 

 

会長： 

 病気として何々障害になっている以外にも，スカートを履きたいとかありますね。普段ス

カートを履いて生活したいなど。 

 

事務局： 

 性不一致というんじゃなくて，女装がしたいですか。 

 

会長： 

 女装という感じでもなく，スカートが，理由は分かりませんけれど。その外見的なところ

から，心身悩んで本当に重たいのまであると思うんですが，本人が相談に来なければ，なか

なか動きにくいとこではあります。 

 

事務局： 

 私達が今出来るのは，そういう方に対して周りが理解をもってもらうような啓発は出来

ると思うんですが，どこまでフォローが出来るのか，またどういうふうにしていったらいい

のかまだまだ分からないのが現状です。 

 

会長： 

 どうでしょうか。後は，ハラスメントについて。 

 

事務局： 

 最近は何でも，ハラスメントになっていて，就活の方対象にオワハラ。あんまり何ハラ，

何ハラとたくさん出てくると，本来の意味から軽くなってしまう，あまりよくないと思いま

す。 
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会長： 

 いかがでしょうか。何か。 

 

飯田委員： 

 警察の方でも，若い子への対応であったり，言葉使いを丁寧にしないと，訴えられたりす

ると聞きました。 

 

会長： 

 そうですね。逆ハラ。 

 

山口委員：： 

 市役所や警察官の方は特に，公務員に対してそういう人も多いです。白子の市民センター

も行く機会が多いんですが，午前中とか混んでいると順番がまだなのかと怒鳴ってみえる

方もみえます。 

 

会長： 

 逆のマナーづくりですか。 

 防災とか環境分野のところ，最近話題の防災組織。これこそ防災訓練とか，自治会活動の

鍵ですよね。 

 

浅野委員： 

 そうですね。結構防災のことはやっていますね。地域の中でどうしても啓発したいものが

あって，例えば防災とか，消防の人達が来て色んなことをやっていただくことが多いですね。

皆さん勉強してみえるので，色んな地域が集まって，色んなことをやっていくのはいいんじ

ゃないかという気がしますね。 

 

会長： 

女性の参加も多いだろうし。 

 

浅野委員： 

 そうですね。女性もやはりその時は。 

 

会長： 

 家にいるのは女性だから。 
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浅野委員： 

 そうですね。高齢者の人達をどこへ連れて行くかとか，色々言っていただいて，あるいは，

行政にも色々要望を言ったり，海に面している地域は，訓練など割とありますし，行政から

色んなことを教えてもらって，実際にどこまで行けるのかとか。女性の方が大変やと思いま

すね。 

 

事務局： 

 日中，女性が家にいるからそうなった時に，どこへどう動くかということで女性が興味を

もたれるとか。 

 

浅野委員： 

 女性というよりも，高齢者の人達がどうしたらいいのかというところがあって，そんなこ

と言われたり色々あります。 

 

事務局： 

 色々地区でやる中で防災や他のこともあると思うんですが，防災だと女性は割りと参加

されてみえますか。 

 

浅野委員： 

 色んなところがやられていますが，必ず行きます。 

 

事務局： 

 それは，家の方で男性，女性に関わらず誰かは参加してくださいという形ですか。 

 

浅野委員： 

 割とね，参加する人もいますね。色んなことを幅広くやっていただくので，子供さんや女

性が来ます。 

 

事務局： 

 昨年度末，防災の関係で，女性のリーダーを育成して地域で活躍してもらうための講座を

実施したんですが，なかなか講座に参加いただく女性も少なく，地域へおりていってもらう

人材が作れないんです。 

 

浅野委員： 

 そういう組織的なものを理解している行政の人とか，先生とか，そういう肩書きの女性の

方も理解しておって，そういうリーダー的なことをやっていただく時間もない中，一般的な
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ことってなかなか分からない人もいますので，そういう時に色々理解してもえたら，余計い

いんじゃないかなと思います。 

 

事務局： 

 先ほどもおっしゃっていただいたように，地域で女性が参画いただくのは，どういった切

口でいったらいいのか悩むところですが，どうでしょうか。 

 

増谷委員： 

 自治会から，防災というか，防災の日が近づいてきたりすると，そういうのがあるんです

が，参加してくださいとお誘いはするんです。強制的なのはないですね。今はＡＥＤや消火

器の扱い方とかは多いですね。講師としては，市の消防士に来ていただいて心臓マッサージ

の仕方とか指導を受け，講習の修了証いただきます。絶対大事やと思いますよ。助け合おう

という意味からね，そういうふれあいっていうかね，そういうのがやはり大切かなと思いま

す。 

 

会長： 

 関心が高いものだと，参加も多くなることはあるんでしょうね。 

 

増谷委員： 

 地元では，花を植えましょうとか，地域の人とのふれあいの場として盆踊りも始めた。地

域のいろんな方の力を借りて成功できました。 

 

会長： 

 あえて女性がというよりは，地域のつながりをつくっていけば，そこで自然に女性の参加

が増えることもあるんでしょうかね。 

 

増谷委員： 

 昔と違って，地元どうしの結びつきがないというか，薄れてっている。 

 

会長： 

 やはりそういうイベント，お祭りの後というのは，結びつきが強くなるとか良くなるとか

交流が増えるとか。 

 

増谷委員： 

 当然結びつきは強くなりますね。一緒のことをするから目標に向かってやるわけですか

ら，もちろん分担はしますけど，結束や仲間意識はありますね。 
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事務局： 

 盆踊りなど少なくなってきているんですが，地域の中で絆をつくることは大切です。東日

本大震災においては，昔からの行事が続いているところは，地域住民の結束力が強く絆があ

るから，復興の場面でも割と早く復興出来たとか，そんな話を聞きます。これからは行政が

何でも出来る状況ではなくなってくるので，地域で自助共助を高めていってほしいところ

です。地域の絆づくりとか，新しいまちづくりを進めているところがあるんですが，それを

どの切口でやっていくかと考えた時に，一番誰にとっても危機感につながるのは，防災だと

思うんですね。防災における地域づくりというのを，これから進めていきたいなという時，

高齢の方達は，色んな地域で訓練があって参加されていますので，若い世代の参加が少ない

という点は，鈴鹿市の防災の課題として捉えているところです。若い世代をどんなふうに引

き込もうかというところで，今年は，男女共同参画課と防災危機管理課とで子育て中のお母

さんをターゲットにした講座をしています。参加人数が思うように集まらないところもあ

りますが，参加いただいた方が地域へ戻って行って自分たちの活動を広めてくれたらなと

いう思いは持っています。どこからアプローチしていけば関心をもってもらえなかった人

達が，参加してきてもらえるのか，工夫しどころだと思っています。 

 

会長： 

 上からだけじゃなくて，下からも両方から言って繋がっていくのが一番いいのかもしれ

ないですね。 

 

土川委員： 

 今日は何を決めるのか，どういう話でこの次に繋げるためにまとめるのか，聞いていても

分からないんですが。やはり審議会として，去年までのことについて，今年は何を特にして

いく必要があるのか，今まで出てる意見の中で，まとめていく必要があると思うんですね。

去年までの経験からいきますと，今年は地域の男女共同参画がやっぱり遅れている。市とか

そういうところは割合，色んな制度をつくりやすいし，それがありますから，利用する側の

意識が変わっていけば利用できるんですね。でも地域は，高齢者から若い人から色んな方が

住んでいらっしゃるところですから，大変難しい。そこが変わるということが，日本の男女

共同参画が進むという，私はそれぐらい難しい場所だというふうに思っております。そうだ

からと言って，手をつけないわけにはいかないので，今回この審議会に女性の自治会長さん

も入ってきてくださっているし，人権擁護の分野からも含めまして，地域のこともお分かり

だと思います。行政のこともお分かりですしね。皆さん，一市民としての立場もお持ちです

から，どういうところから地域の男女共同参画を進めていくか，今回提案して，市が取り組

んでいく窓口になればいいのかな。そのきっかけのひとつとして，防災の問題を地域でやっ

ていく必要があると言われましたよね。審議会の方では，防災関係の女性登用はすごく進ん
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でいるんですね。2.6％から 25％です。すごい進歩だと思います。でも，テレビに映る他市

町の防災会議には女性一人もいませんよ。皆男性なんです。その選び方がですね，審議会の

委員としている人達と，地域が防災で選んでくる人達と，全く違う次元で選んでくる感じな

んですよね。自治会長さんが男性であったり，警察・消防署の方であったり，女性の消防署

員もいるんですよ。でもその部長がいるんです。だから女性が入ってきてないですね。三重

県の番組で，何か災害が起きた時に，こうしてやっていかなければいけないと協議するとこ

ろに，もっと地域の女性が入っていないと避難所ひとつ行っても，困るわけですよね。そこ

で災害等が起こって初めてトイレどこへつくるとか，場所が悪いとか意見を言いだすんで

す。そういうのを聞いていると，防災って地域を作っていくのにすごくいい材料かなと，今

日本のひとつの課題でもありますね。それを確認しながら，各自治会の中で，色んな話し合

いをする時に女性が必ず入っていけるような仕組みをどうしたら作れるか。子育て中の人

もいれば，高齢者もいるし，男性も女性もいるし，昼間はいない働いている男性や女性も集

まれるような，何か方法をですね。男女共同参画でないと地域も住みにくいなということが

分かるような，そんなことを私は，今年のこの委員から審議会から提言していけたら去年の

課題解決につながるのではないかなと思いました。 

 

佐脇委員： 

 地域というふうには私は思っていなかったんですが，これまでずっと審議会等への女性

委員登用率とか，市の体制として男女共同参画をどこまで実現出来てるかという観点で，毎

年審議会をやって，それは非常に効果があがった。この辺で市以外で，どういうふうに取り

進めていったらいいのか，ひとつは今の地域での男女共同参画での推進，もうひとつはやは

り民間企業における男女共同参画について，市の立場としてどういうふうに進めさせるか，

どう進める支援をしていけるのか，これからの計画もそういう観点でいかれるといいんじ

ゃないかな。官民人材交流の推進のところはひとつのアイデアかなと思いました。なかなか

市が外側から企業をみていて進めるというのは難しいところがあるので，こういうふうに

お互いに交流しながらというのは。制度的に難しい問題はあるでしょうが，何かいいアイデ

アがないでしょうか。市の方が企業へ行って，企業の方も市で。例えば総務部門みたいなと

ころで，お互いの仕事を学びあうとか。 

 

事務局： 

 これまでも市と県，市と国の機関というところで，人材交流があるんですが，民間とは私

の知る範囲ではないです。 

 

佐脇委員： 

 少し観点は違いますけれども，裁判官の他職経験という制度があって，若手の裁判官が，

名古屋市でいうとアイシンや，松坂屋に行った人がいる。そういうところへ行って，お互い
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に経験を積み合って今後の仕事に生かしましょうという制度が今でもあります。やってや

れないことはないんじゃないかな。在職，在籍出向みたいになるんですかね。 

 

土川委員： 

 三重県も前には，博報堂とか企業に派遣されていた。1年か 2年研修して，民間のノウハ

ウをもって県へ帰ってくる，そんな制度がありましたから，もし制度を作られるんなら参考

資料が県にもあると思います。 

 

生活安全部長： 

 土川先生，佐脇委員の話からなんですが，企業との交流は本当に必要であると私も思いま

すが，現鈴鹿市はないです。ただ研修という分野で，民と公とがフリーに行ける研修という

のもたくさんあります。例えばファシリテーション研修とか，民や企業の方も行政も一緒に

やる研修ですごく民や企業の方の影響を受ける。ある程度の年代になってそういう混在し

た研修に参加するというのも市の中でもっと進めていってもいいのかなと。自分の経験も

あるので，企業との交流もひとつですので，もっと促進してもいいのかなと感じました。そ

れから地域での女性の参画で，増谷委員さんが今地域の絆がなくなっている中で，課長も言

いましたが，人口減少それから，鈴鹿市の財政も本当に厳しくなってきています。人口構造

も，社会減というのが，この 2014 年に急激に統計上明確に出てきました。30 代から 40 代

の方で企業の厳しさから転出する人がすごく増えてきています。それに伴って 0 歳，10 歳

ぐらいの子供さんも一緒に転出していくという，鈴鹿市の人口構造が 2014 年度大きく変わ

ったのが，鈴鹿市の人口ビジョンの案で示されまして，それがもうすぐ公表されます。

2012,13，14 年，その社会構造がすごく変わってきており，それが鈴鹿市の財政状況の厳し

さを表しているんだと思います。そんな中で，地域づくり協議会を全地区に作っていこうと

いう動きを具体的に進める中で，女性をそこの委員に入れていかないと，その地域全体を包

括した地域づくり協議会，これからのまちづくりが出来ていきません。女性を入れてくださ

いという啓発を生活安全部の地域課が担当してますので，それも含めて今回男女共同参画

審議会から，地域での女性の登用も含めて，重ねて提案に入れていただくと鈴鹿市全体のひ

とつの方向性も明確になります。女性が必要だということを私共が自治会に啓発に行き，地

域の委員は，しなければならないような手法をひとつ作り，地域づくり協議会というか包括

した組織を今，各地域で作っていただくように加速させます。そこに男女共同参画をきちん

と入れこんでステップアップさせたいと思います。 

 

会長： 

 はい。ありがとうございます。浅野委員どうですか。 

 

浅野委員： 
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 難しいですな。 

 

事務局： 

 民間企業への働きかけについては，今年の秋を目標に，行政と民間の事業所とか，教育機

関との連携会議を立ち上げる予定です。その中で，民・産・学・官が，一体になって女生活

躍推進を進めていく。これは国の補助金を受けてする事業のひとつなんですが，連携会議の

中で，色んなスキルアップの講座や，管理職向けの意識啓発の講座というものを企画して進

めていきたいと思っています。 

 

会長： 

 いかがでしょうかね。土川委員と佐脇委員にまとめていただきました。 

 

山口委員： 

 やはり男女の固定的役割分業のところをすごく運動していかないと。400 くらいの自治会

があって，女性の自治会長は 10 人程度です。それでも増えたんです。4 年前は 4 人だった

んです。夫の名前になっているけど，出られないから妻が出てくるところもあります。そう

いう方を入れるともっと増えます。振興地やマンションの自治会長が女性の出てくるのが

多い。市から女性を出してくださいと依頼があって，無茶ぶりのようなところもあるのでパ

ーセントは上がると思います。私は，もう 4年目になります。先程からの防災のことも，私

の地区は自主防災隊もないし，何もしてはないんですが，地域で合わせてする時は，回覧を

回します。でもなかなか出てみえる方は少ないです。参加要請があると頼んで歩いて出ても

らいます。以前 5つぐらいの自治会で合同で炊き出しをやったんですが，そこは一人暮らし

の女性の高齢者も多いんですが，炊き出しということで，皆さんご飯を炊いて持ってきてく

れて，女性パワーはすごいなと思いました。私が自治会活動をする中で，男性から女性に担

当が代わっても今までと同じやり方で意見を聞き入れられにくい，また女性だと他の役員

から軽視されやすい。私自身自治会長と民生委員を兼務しているので忙しく自分のことや

家のことが回らなくなって夫に協力を求め，夫が茶碗を洗ったり，洗濯の片付けや買い物を

しています。仕方がないですね。家事を手伝うか，自治会活動をするか。女性に活躍の場を

求めようと思うと，基本的なところは変わってはきてるんですが，その役割分業的なもの，

女だてらに偉そうに出て，みたいな感情は絶対皆さん持ってみえるし，家のことや介護も自

分にかかってきているあたりが，ひとつまたそこも考えていってクリアをしていかないと。

私は，基本的には男性も家事をして，女性も正規で働けばいいと思っています。結婚するに

あたっても，女性が正規雇用で男性が非正規雇用であったとしても，女性は出産も控えてい

るのでどちらかが正規で働いていればいいと思いますが，親の方が男性が正規になるまで

結婚を許さなかったりします。そういうところも少しずつ難しいですが変えて，進めていく。

男はこう女はこうというのは現実にはまだまだあると思いました。 
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会長： 

 ありがとうございます。 

 

事務局： 

 性別による固定的役割分担意識は，25 年に行った市民意識調査の中でも，本市の場合，

70 代以上の方にまだまだ根強く残っています。第 2 次の基本計画では，まずは意識の底上

げということで一番最初の目標に，性別役割分担意識の解消を掲げてます。70 代以上の方

に残っているのは，どこでも同じような状況だと思うので，それは仕方がない。その世代の

意識を変えることより，若い人たちの男女平等の考え方を理解してもらうところで啓発を

進めていくしかないのかなと思っています。ただアンケート結果で，20 代の女性と 40 代の

男性にも，性別役割分担意識が強いという結果が出ていまして，40 代の男性については団

塊ジュニアの世代なので，自分が生まれ育った家庭で母親が専業主婦であったからと一般

的に言われています。20 代の女性がなぜこんな専業主婦思考があるのかは，雇用状態が悪

かったり，非正規雇用しかないところかなと思うのですが。そのへんのところをどうやって

意識の底上げをしていくのか，そういう意識をなくさないと女性は，なかなか外に出ていけ

ない，両立ができないととても大変ですから。 

 

山口委員： 

 自治会長も 1 年交替のところもあり，新しい方には親切に皆さんが教えてくださるので

そこはすごく助かります。しかし研修や親睦会があっても，女性は参加したくても参加しに

くい状況にあります。また，全体に世間が不況の中にあっての女性の立場的なものも，だか

ら一時は，女性も何になりたいがあったのに今は，結婚して専業主婦になりたいというのが，

増えてる状況がそうですよね。 

 

会長： 

 不況なだけじゃなくて，何か楽だからというのがあるから，若い女性がそういう固定観念

って結構強いのかもしれませんね。 

 

山口委員： 

 正規で働きながら，子育てしながら，今は男性もだいぶ参加しているけど。 

 

会長： 

 褒めてもらえないことには，行かないですよね。お家の中でも。いかがでしょうか。地域

づくりって言うんですか，それと民間企業，地域づくりには，企業の方もそうかもしれませ

んけども，意識の改革が，かなり必要になってくるのかな。その意識改革を基礎に民間企業

と，地域の男女共同参画っていう話になるかなと思います。そちらの方は何かいかがでしょ
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うか。なければ，これで審議を終了します。 

 

事務局： 

 第 4 回は，調整させていただいた結果 8月 26 日(水)10 時～こちらの研修室において開催

させていただきたいと思います。 

今後は先ほど言いました，1回目，2回目，今日の 3回目の審議いただいた内容を外部評

価案としてまとめたものを，皆さんにお送りさせていただきますので，確認いただき次回の

8月 26 日にご検討いただきたいと思います。 

 

会長： 

 まとめていただいた案を事前に送っていただきますね。 

 

事務局： 

 はい。送らせていただきます。それを基に最終皆さんでまとめあげて，市長に提言という

形になります。 

 

会長： 

 そういうことでよろしくお願いします。それでは，今日はどうもありがとうございました。 

 

事務局 

 第 3 回鈴鹿市男女共同参画審議会を終了します。 


