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平成27年度 第4回 鈴鹿市男女共同参画審議会会議録  

 

日    時：平成27年8月26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：9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・柳田雅彦・北川昇三） 

欠席者1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 

 

事務局：（事業所アンケートの説明） 

 調査期間は，平成 26 年 10 月，対象は，市内に本社，支店等を有する事業所で従業員

数 50 名を超える 110 社です。鈴鹿商工会議所名鑑 2012 年版から抽出しました。回答数

は 60 社，回収率は 54.5％です。事業所概要では，鈴鹿市の特徴ともいえる製造業が 47％

を占めております。従業員数に続き，男女の割合では建設業では女性従業員がほとんど

いない，金融・保険業や医療・福祉では女性従業員が多い状況です。P3 で女性管理職

の状況については，有が 68.3％となっています。中には，会社組織が家族経営であり，

家族内の女性が就いている状況もみられました。また，全従業員数からみる割合は1.8％

で，女性管理職が少ない理由で多いのが，「必要な知識，経験を有する女性がいない」

の 63.8％でした。P5 で国の施策である女性の活躍推進については，「よく知っている」

「聞いたことがある」で 9割を超え，認知はされている状況です。女性の活躍を推進す

るための取組では，「仕事と家庭を両立するための制度を充実させる」「業務に必要な知

識や能力等のための研修を実施する」がそれぞれ 5割近くありました。P10 で女性活躍

推進の取組効果があったと回答した事業所は，国の施策やポジティブ・アクションを知

っているとの回答が多かった。P11 育児休暇等の取得状況では，細かい調査はできてお

りませんが，規模の大きい事業所での制度利用が多く，ほとんどが法定どおりでした。
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P17 のワーク・ライフ・バランスについては，4 割の事業所で何らかの取組がなされて

います。しかし，「必要ない」「知らなかった」という理由もあり，啓発を強化する必要

があります。 

 第 2 次男女共同参画基本計画を策定中ですが，事業所におけるワーク・ライフ・バラ

ンス等の研修や社会制度の周知や活用促進についても課題であると考えております。 

 

会長： 

 それでは，前 2回の会議で出された意見に基づき，外部評価（案）を事務局から提案

いただきました。その内容について，事務局から説明をお願いします。 

 

事務局： 

 外部評価（案）について説明します。 

 1 総括評価について，「鈴鹿市男女共同参画基本計画」の全体的な評価として，この

計画が策定された翌年に女性市長が誕生し，市長自らが先頭に立ち積極的に取り組まれ

たことで，全庁的に意識も高まった。昨年度は計画期間を 1年延長し，目標達成に向け

てさらに努力し，男女共同参画を取りまく新たな課題に対応するため追加取組もまとめ

られた。また，審議会等委員の女性登用率については，当初より課題であった，防災や

ものづくりの専門分野において飛躍的な改善がみられたことは高く評価できる。しかし

ながら，平成 25 年度に行った市民アンケート調査の結果においては，まだまだいくつ

かの分野で男女の不平等感が残っているため，今後は，地域における女性の参画促進や

就労の場における男女共同参画の環境づくりについて，より積極的な施策の展開や関係

機関への働きかけを期待する。推進にあたっては，男女共同参画の取組がどのような成

果を生み出し，どのように市民生活に結びついていくのかということを，より具体的に

市民に示していくことが大切であると思われる。 

 2 基本課題に対する評価・（1）について，国や県は，女性の活躍推進についてその決

意を強く発信しており，あらゆる分野の意思決定の場に女性の参画が重要であることは

周知の事実である。鈴鹿市の審議会等への女性委員登用率や女性職員の管理職登用率は，

市内部の経年推移では着実に上昇しているものの，女性職員の管理職登用率は県内他市

との比較では中位に属しており，上位の市とはかなりの差がある。それぞれ公的施設の

設置状況に差異はあるであろうが，上位にある市の状況を調査し，登用率を上げる有効

な施策については，参考にし，本市においてもぜひ取り入れていただきたい。また，昨

年度実施した事業所アンケート調査の結果において，企業等における女性管理職の登用

状況が芳しくない理由の一つに人材不足が挙げられていることから，女性の登用を積極

的に推進するため，今後計画的な女性の人材育成について企業や高等教育機関へ働きか

ける必要があると考える。人材育成の手法の一つとしては，官民人材交流を推進し，双

方の働き方など現状を知る機会を作り，女性の登用，能力を発揮できるシステム作り等
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も検討されたい。 

  (2)について，社会のあらゆる分野に女性が参画するためには， 男女の役割が性別

で固定されることなくお互いができることを協力しあい，責任を分かち合うことが重要

である。そのためには，男性側の理解だけでなく，女性側の意識・意欲の醸成も必要で

ある。なぜ，女性が参画することが良いのか，あらゆる分野へ向けての啓発や事業を今

後も継続して実施し，男女共同参画意識の普及と向上に取り組んでいただきたい。 

  (3)について，成果指標の「女性にとって働きやすい環境であるかないか」という設

問に対し，結果数値が平成 23 年度をピークに下降している。不安定な雇用状況など社

会情勢も一つの原因と考えられるが，就労環境や家庭環境，子育て支援策など男女共同

参画の視点から改善できる問題があれば，行政，市民，企業が連携し取り組む必要があ

る。女性の活躍推進のためには，働きやすい環境の整備は不可欠であることから，問題

の背景について十分検証し，課題解決に向けて各分野が主体的に取り組まれることを期

待する。教育の場においては，市民アンケート調査の結果を見ても男女の平等感が高く，

これからの時代を担う世代に期待するところであり，今後も引き続き男女平等教育の推

進に御尽力いただきたい。 

(4)について，ワーク・ライフ・バランスが，事業者，労働者双方にとって有益で大

切なものであることの周知を図るための啓発活動に取り組んでいただきたい。とりわけ，

両立支援の大きな課題である育児や介護支援策について，制度の周知や利用しやすい環

境づくりについて関係機関と連携して取り組む必要がある。また，地域活動については，

東日本大震災以降，防災の分野における女性の視点，男女共同参画の視点の重要性が提

言されてきている。非常時に備え，平時からの地域のつながりや絆づくりについて，新

たな枠組での地域づくりへの取組が期待される。 

(5) について，相談事業については，関係機関との連携を十分にとることが重要と

なる。相談事業の内容から見えてくる女性が抱える問題の背景などについて,十分に検

証しながら今後の施策に反映されたい。新たな課題に対応するためにも，相談員のスキ

ルアップにつながるような研修を計画的に実施していくことも必要である。     

(6) について，男女共同参画施策に関する苦情については，実施事業後のアンケー

トにある意見や相談事業から見えてくるもの，その他市全体においての事例について広

く情報収集し，事業等の検証を行い，行政の一方的な施策の押付けにならないよう，市

民の目線や男女共同参画意識の現状を把握した事業を推進していただきたい。第 2次男

女共同参画基本計画においても，引き続き男女共同参画意識の普及と向上について全庁

的に取り組まれたい。以上です。 

 

会長： 

 総括評価から順に，御意見を伺います。行政や，企業では男女共同参画の推進を制度

化して行うことが可能ですが，地域においては，家庭内の理解，地域内での理解など，
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人の意識という部分が必要になってくる。そこで，鈴鹿市全体の男女共同参画意識の底

上げには，まだまだ鈴鹿市が進んでいない「地域」への積極的な事業展開を期待したい。

いかがでしょうか 

 

佐脇委員： 

 2 点伺います。追加取組の内容についてと，市民アンケート調査の結果でのいくつか

の分野とはどのようなことでしたでしょうか。 

 

事務局： 

 追加取組とは，新たな課題に対応するために各課から出された提案で，10 課 12 の取

組を追加しました。例えば，防災分野での女性リーダーの養成，父親の子育て支援など，

今の社会情勢の中で求められてきている課題についてです。いくつかの分野とは，市民

アンケート調査の中で「家庭や職場等 8つのあらゆる分野において男女の地位が平等に

なっていると思いますか」という設問に対して，家庭，職場，政治の分野でまだまだ男

性が優遇されているという意見が多くありました。つきましては，それぞれにおいて，

具体的な内容を記載していくこととします。 

 

土川委員： 

 女性委員の登用率についても，防災とものづくりの分野がどれだけ飛躍的な改善がみ

られたか，具体的に前後の数値を示したほうがいいです。また，先程のいくつかの分野

でも，今後重点的にやっていく分野ということを図るためにも，特にという部分は，具

体的にみえた方がいい。 

 

事務局： 

 防災とものづくりの分野での女性委員の登用率についても，上昇がわかるよう前後の

数値を記載します。 

 

柳田委員： 

 最後の，より具体的に市民に示していくことが大切であるとありますが，示すのみな

らず，市民が変化を具体的に実感していくような表現にした方がより能動的，チャレン

ジしていくように感じると思います。 

 

会長： 

 では，続いて基本課題（1）の男女間の格差改善について，他市の状況把握や，企業

との交流の有効性について検討されたい。となっています。 
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飯田委員： 

 事業所アンケートで，従業員数 50 人以上を対象としていますが，50 人までの事業所

の内容も記載がありますが，どうしてですか。 

 

事務局： 

 抽出に使用させていただいた鈴鹿市商工会議所名鑑2012が 2011年 12月 31日現在の

内容で，調査した2014年10月では従業員数が変更になっていたところと考えています。 

 

山口委員： 

 人材不足があげられていますが，例えば建設業だと専門的な資格や知識をもってみえ

る女の人を採用している数が少ないということですかね。 

 

事務局： 

 もともとの従業員数が少ないというのもありますし，女性を育てるという研修等も今

まであまりされてきていない。女性の役割が事務的な仕事であったり，サポート的な役

割であったりで，そのような研修がされてきていなかったことも，管理職になる人材が

まだまだ少ないということになります。男女雇用機会均等法以降は，男性も女性も同じ

ように研修が実施されていますが，まだまだ管理職になる年齢には達していないという

ところから，このような表現をさせていただきました。 

 

山口委員： 

 研修は大事だと思いますが，例えば大企業だと，勤務時間内でも研修が受けられます

が，資格取りたい，キャリアをあげたいなら時間外に自分の力でやりなさいとか，サー

ビス業の方では人手がない時は休めず働く，だから研修もある程度の機会をあげないと，

難しいのではと思いました。 

 

佐脇委員： 

 そういうことを進めなさいということ，女性個人個人が，自分の時間を使って高める

のではなく，各企業が人材育成について計画的にやりなさいと書かれていると思います。 

 

山口委員： 

 海外へ勤務場合，英語の研修をする機会を会社でつくってもらえると聞きますが，そ

れが時間外の例えば 17 時 30 分から開始だと，女の人は家庭があると参加しにくいです

よね。やる気のある人は，そういう場がありますという感じなのか，どういう状況があ

るのか勉強しておきます。 
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事務局： 

 今，委員さんがおっしゃったように，大きな企業は，会社内の研修プログラムなどに

合わせて実施されていると思うのですが，中小企業では自社内ではなかなか出来ないの

で商工会議所等主催の研修に参加されていたりします。ただそれには，上の方の意識の

問題もあると思います。研修の情報提供や仕事の状況など，研修に参加しやすい職場環

境の改善を進めていく。そういったことに繋がるよう，今年度中に連携会議を立ち上げ

る予定があります。そこで関連する研修を企画し，企業の方に協力して参加していただ

けるような仕組みを作りたいと思っています。 

 

山口委員： 

 次の基本課題の 2番にもありますが，女性の意識，意欲の醸成も必要であると書いて

ありますが，管理職試験を受けられている方など，男性も女性も皆さん勤務時間外に自

分で勉強してみえるんだと思いますが，そういった場の設定というのも大事かなと思い

ました。 

 

佐脇委員： 

今の意見も加えていただいてもいいんじゃないんですか。 

 

会長： 

 分かりやすくしていただくと。 

 

増谷委員： 

 高等教育機関と書いてありますが，高等教育機関とは何を指すのか，大学，大学院こ

ういうのを指すのだったらはっきり書いた方がいい。高等教育機関でもいろいろあると

思います。高校より上なのか，専門学校も入るのか。 

 

事務局： 

 行政の中での高等教育機関では大学と，鈴鹿市内でしたら鈴鹿高専です。大学は，鈴

鹿大学，鈴鹿医療科学大学。 

 

増谷委員： 

 短大以上ですね。 

 

会長： 

 高校やそれより下の方はいいんですか。 
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山口委員： 

 高校以下では対象にならないということですかね。専門的な勉強をするには，でも高

校も必要だし。 

 

増谷委員： 

 技術の分野は，チャレンジしているし。 

 

山口委員： 

 桑名には看護もあり，高校から 5年ありますね。 

 

佐脇委員： 

 専門教育機関・高等教育機関，両方ですね。入れていただくと分かりやすくなります。 

 

増谷委員： 

 分かりやすい方がいいと思います。読む人がわからないと意味がない。 

 

事務局： 

 世界と比べた時に，日本の女性で研究職や技術職の方は，社会へ出ていける方が少な

いので，そういう分野の女性も伸ばしていきたいという目標はあります。 

 

増谷委員： 

 結婚や子育てで，技術職で働いていたのが事務職転向した女性を知っていますが，残

念ですね。 

 

会長： 

 それは環境づくりですかね。 

 

柳田委員： 

 先程の意見からいいヒントをいただいたと思うんですが，企業や高等教育機関，そこ

に働きかけるのは行政という 3つの視点が入っているんですが，女性自身の視点が入っ

ていないので，先程の人材育成は企業や公共機関，教育機関が女性に対して人材育成を

するという，自分自身が伸びるという女性自身の自己研鑽みたいなですね，そういった

視点も入れていただいた方がよろしいと思います。それとこの働きかけるという意味を，

ちょっとイメージを教えていただきたいんですけど，文字どおり働きかける方が，働き

かけて実行してもらうための何かハード的な施策を今後，行政として検討されてる，と

かそんな意味合いを含めて，働きかけるというふうになっているのか。 
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事務局： 

 先ほど申し上げました連携会議の中で，そういった課題に対応出来る研修会を企画し，

そこへ参加していただくようなことを考えています。行政側が一方的に提供するのでは

なく，企業や民間団体と一緒に場を作っていけるようなシステムにしていきたいと思っ

ています。 

 

柳田委員： 

 働きかけや，行政としての場づくりについても，せっかくやっていただくのであれば

記載したほうがいいのではと思います。 

 

事務局： 

 今のご意見については，審議会から市への提言ということになりますので，行政が実

施していきます，ではなく，審議会から，市に対し取り組んでくださいという表現にな

ります。また，外部評価に対する回答は 1年遅れの提示になってしまいます。 

 

会長： 

 働きかけや，そういった場を作ってくださいという提案はできますよね。それでは，

課題 2の固定的役割分担意識のところになります。先ほど委員がおっしゃたように，女

性側の意識とか意欲の醸成が必要であり，あらゆる分野への啓発や事業を継続して実施

してくださいという提案をしています。先ほどの女性側の意欲というのは，こちらでも

言っています。 

 

北川委員： 

  やはり行政から企業への色んな啓発は積極的にもっとやっていただきたい。2の性別

による役割分担では，地域での取組というのがあげられておりますが，地域の女子力を

高めるためには，一つは行政からの女子の参加，それから商工会からの女子の参加，あ

と，自治会から自治会役員の女子の参加，こういうふうなところに一つの女子力の組織

みたいなものを作り，その中で今後の働きかけや取組について推進していくと色んな意

見がかなり出てくるのではと思います。というのは，今までの話の中でも，地域，地域

とでてきていますが，どうしても地域の中で，女性が対等にするというのは，なかなか

至難の業ですね。各地域によっては，色んな慣例，慣行が引かれていて，その中に入っ

ていくのは相当難しいものがあります。そうなれば，市全体の流れの中で，女性だけが

集まって女性のパワーをどこの地域に行っても出せるような施策、取組が出来ないだろ

うか。その中には若い女性も当然ながら，どんどん入っていただいて，その取組み推進

を話し合っていただければ少なくとも 2年，3年後には，あるいはもっと先かも分かり



9 
 

ませんが，それが各分野の中に反映され，地域へもフィードバックされていくんじゃな

いかなと。そういう取組の話合いの場をまず設ける必要があると思ってます。いかがで

しょうか。これを女性側の意識・意欲の醸成という中に書き込めれば，その辺は皆さん

のご意見が必要かと思います。 

 

浅野委員： 

 自治会に女性ということで，少しでも女性が自治会でやっていくっていうことは，い

ろんな意味でいいことだと思うので，行政でそういうこともやっていただきたいなと思

うのでよろしくお願いします。 

 

事務局： 

 色んな分野からの，女性が集まった組織ですか。 

 

北川委員： 

 組織づくりをまずして，土台を作って，その場でワーキングをしながら，色んな意見

を出してもらう。その取組はそれは大きなスタートかなと思います。 

 刈谷市では，スマートな取組に市をあげてやりましょう，というのが，ニュースで放

映されていました。鈴鹿市においても，やはりそういう女子力というものをアップさせ

るためには，どうしたら本当にいいのか，いろんな考えを持っているあらゆる年代の

方々を集めて，色んな話合いで広く意見を集め，それを上にあげ，外へも出していく，

そういうことが必要じゃないか。男女共同参画社会基本法が成立して 15 年，でもまだ

目に見えるものがないというのは，おそらく根強く男社会として残っている。だからそ

ういうものを排除するためには，女性だけの動きをやっていく。そうじゃないと根強く

残っている男社会をその中に踏み込んで開拓するのは相当力のいることと思います。多

くの力を集め，女性の考えを発信する場は絶対必要だと思います。 

 

浅野委員： 

 例えば人権擁護委員の女性の力というのはすごいです。行政の方にもっと色んなこと

で押し進めていただきたい。 

 

柳田委員： 

 今のご意見はもう少し議論が必要じゃないかな，私自身も。長い歴史がある中でなか

なか進まないという現状はもちろんあります。ただ男女共同参画が目指すものというの

は，男女が公平で平等で差別なく，あるいは，男女が一緒にいることが普通だという社

会を作り，作っていく，これが目的だと思うんですが，その過程で女性だけを集めて何

かをするというプロセスがあった方がいいかどうかというのは，ちょっと議論が必要じ
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ゃないかなと思います。これは男女共同参画って今，男と女っていう言葉になっていま

すが，男女という言葉がなくても皆普通に当たり前に，それぞれを認め合って尊重しあ

い社会を築くということが目的だとすると，そのプロセスで女性だけで集めて何かする

っていうことが本当にそれが正しいプロセスでしょうか、というのを少し議論してもら

う。 

 

北川委員： 

 その意見は非常によく分かりますが，今までの社会の流れの中では女性が言いたくて

も言えないという場は多々ある。そういうふうな社会情勢の流れの中で，今こういうふ

うな男女共同参画というものを持ち上げて，女性も発言する場，女性も働きやすい場，

そういうものを取り上げていきましょうというのは，相当なパワーが必要，であれば男

女という枠を除いて考えた時にでも，男性を外した枠組の中で，女性の意見を出してき

て，それをまとめ，男女が共に審議できる場に出す。それがやはりいい流れじゃないか

な，進みやすい方向ではないかと思いますが，始めから男性が入っていると意見が言い

出しにくくて，取組みが進まないと思うんですけれどもね。 

 

柳田委員： 

 それぞれご意見があるので，ここの総意をまとめるのであれば，皆さんの意見を言っ

ていただいた方がいいと思います。今までは女性がいるのにもかかわらず，男性だけの

密室の議論のような男中心の社会を作りあげてきたことなんですね。それを違うふうに

変えていかなければならないのは当たり前のことだと思うのですが，その中で女性だけ

というくくりを作るという意見はもっていません。 

 

佐脇委員： 

 私も女性だけで集まったからいい意見が出てくるか，というとあまり期待できないと

思います。そういうことだと男女共同参画審議会は女性ばっかりの委員を集めて，言い

たいことを言い合うのかということになってしまって，そうではなくて，この社会には

男性もいれば女性もいて色んな分野があって，地域もあれば，学校も職場もある。そう

いう中で男性も女性もいる，男女共同参画というのは，どういうやり方で実現していっ

たらいいのかということを話し合うのが私は基本なんじゃないかなと思っています。 

 

土川委員： 

 ここは一番中心になる部分ですよね。今の話はずっと一番最初から、もう 20 年ぐら

いかかっても同じ議論が延々いつもあります。鈴鹿だけじゃなくて，県でも，国でも，

どこでも。ということは，男女共同参画社会というのは日本人にとっては，社会構造そ

のものを変えることになるわけですからね。すごく難しいんですよね。そんなに長い年
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月かけて男社会の中で，平和にこういう日本が生まれて，色々あってもそういう社会の

中で皆，女の役割，男の役割を守ったり，あるいは，時には，それを破りながらでも，

とにかくやってきている。それが日本なんですね。それを簡単にいかないものですから，

どうしても議論になると思います。だから来年は，その中で鈴鹿市としては，こういう

ことを特に頑張ってやっていただきたいと，私ども審議会は，提言することになるんだ

と思います。だから整理していくと，やはり，女性が時間外の仕事や研修に参加すると，

女が参加していてもいいのかとか，家のことをしなくてもいいのかと言われる。これは

理解されなければいけないわけですね。仕事も家庭も同じにしようとするのだったら男

性は，自分に時間があったら，ご飯を作ればいいわけですね。そういうところにみな繋

がっていくわけなんですよ。だから市民の中での男女共同参画に対する意識改革という

こと。そのための色んな事業をもっと具体的に市は展開してほしい。それは市民向けで

あったり，企業向けであったり，高等教育機関であったり，学校教育であったり色んな

ところに向けて，もっと男女共同参画の普及，向上のために取り組んでいただきたい。

そういう方向でここはまとめないと，女性が参画すると何がよいのか。当たり前のこと，

女性も参画しないといけないし，男性も家庭には参画してこないといけないわけですか

らね。男女共同参画というものを，本当に市民や企業が理解していくためにこの意識改

革は，市はもっと積極的に広報・啓発の活動に取り組んでほしい。そういうことを市長

に提言し，考えていただく。ここはね，ほんとうに難しいところだと思います。言われ

たように女性だけの集まりだと喋れるんですよ。でも男性が入っているとね，男性のポ

ストや，周りや後のこと考えて口を閉ざしてしまうんですよ。また男性は，女性だけの

意見は本気で聞かないんですよ。だから非常に難しい。やはりひとつずつ変えていかざ

るをえないかなと思います。こういうふうにまとめたらいかがでしょうか。 

 

会長： 

 そうですね。地域での女子力の向上というのは，すごく大事なことかなと思います。

それを女性側の意識改革と合わせてそれは入れていただいてもいいのかなと思うんで

す。 

 

土川委員： 

 主語があるとよく分かるんですよね。例えば地域社会の中での女性の参画のためには，

男性の理解だけではなくて，女性側の意識，意欲も必要である。そして市民に向けての

男女共同参画意識の普及，改革とかの取組が必要であるとかね，二段階にすれば。 

 

会長： 

 よろしいでしょうか。続きまして 3番ですけれども，働きやすい環境の整備というと

ころになります。行政と市民，企業が連携をして取り組んでください，というようなこ
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とですが，ここの部分はいかがでしょうか。環境づくりということですか。全部繋がっ

ていきそうな感じになりますけど。 

 

佐脇委員： 

 23 年度をピークに下降している原因が結局はっきりつかめなかったんですよね，原

因がよく分からないのはどうしたらいいですか。 

 

山口委員： 

 男女共同参画には，若い独身女性もみえるのに，私の中には，ついつい夫婦があって，

そうして子育てがあって，そして，お父さんもお母さんも働きやすく両方が働き続けら

れるために，というのが前回の審議にもありました。給料がいいお父さんが働き続ける

ことが多い，お母さんも働き続けるために，その環境整備が大事である。よく考えたら

私は夫に助けてもらいながら仕事が続けられたし，おじいちゃんやおばあちゃんもおり

ました。今はシングルの人がすごく多くて，一人で子供を育てながら働く。そこに自分

がスキルアップしていくことも大変ですが，提言としては，鈴鹿市の公立保育所は今だ

に土曜日は午前中だけなので，午後からも仕事の人は私立へ行かないといけない，それ

からやっと 18 時 30 分か 19 時まで預かってくれますが，今は働き方が色々あるので，

遅い人用にあわせた時間帯もいると思います。私立の保育所でも預かってくれますが，

30 分ごとに 500 円とか延長保育料がいるんですよね。公立保育所は延長料はいらない

わけですよね。そういうことなんかも，まだまだやっていただけると思います。 

 

事務局： 

 公立保育所の保育料に関しては，今年から法律が変わりましたので，延長の時間帯と

二段階の料金設定に分かれるようです。ただ土曜日の午後，日曜日は完全に休みだと思

いますので，私立の方で受けていただいていると思います。 

 

山口委員： 

 やっぱり職場に近いところがいい，家から近いところがいい、と言っても希望が多く

て預けられない，都会の待機児童まではいかないけれども，そういうこともあるので，

整備をしていただけると，働きやすくなると思いますね。 

 

事務局： 

 大きな会社ですと，事業所内保育所の整備も進めていくということで，補助金もあっ

たようなんですが，なかなか実際には進んでいかない状況のようです。 

 

佐脇委員： 
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 入れるとすると，働きやすい環境の整備の中にそれを。 

 

土川委員： 

 ここにも入ってますよね。(4)番の中に，そういう視点がね。 

 

柳田委員： 

 色んな事情があって市民の就労に対しての問題とか，都合とか一つにくくれるものじ

ゃなくて，それにきめ細かく対応をしてもらうことを望みます。 

 

会長： 

 もう少し具体的な。 

 

事務局： 

 3 番と 4 番の就労関係のところは，職業生活のところで重なるところがありまして，

4で子育て支援の充実というところで多様な保育に対応するため，延長保育とか病児保

育というところがあります。一人，一人の働き方が違うということや，昨年度の報告で

は，病児保育の充実について土川会長から市長に提言されました。 

 

会長： 

 それでは，3と 4 のところについて。 

 

山口委員： 

 病児保育は今白子クリニックだけですか。増えないですよね。西の方にも出来るとい

いですけど。 

 

佐脇委員： 

 4 番は，主語がワーク・ライフ・バランスということがあって，啓発活動に取組んで

いただきたいというふうに，第 1文があるんですね。その次にその環境づくりについて

取組む必要があると。ちょっと結びつかないように思うんですけど。啓発活動も，もち

ろん大事なんですけどね。先ほどの一人一人の働き方が違うから，色んな働きやすい環

境づくりもやってほしいというのと，とりわけでは結びつかないので，少し整理してい

ただいて。 

 

会長： 

 いかがでしょう。先ほど保育時間のことや，病児保育を充実増についてもお願いする。 
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飯田委員： 

 病児や，育児や介護支援とありますけれど，育児はある程度期間がみえてますが，介

護は，いつまで続くか分からないところあるし，今高齢化もすごく進んでいて，介護が

必要な方がたくさんみえると思いますが，企業アンケートで，最長 203 日取れた実績が

載っているんですが，企業としては，そのような制度は，これからも充実していく必要

がすごくあると思います，難しい問題ですが。 

 

会長： 

 家庭環境とひとくくりにしてしまうと，育児と介護って一つになってしまうんですが，

別々に分けて示した方がいいような気がします。 

 

事務局： 

 先ほど言われました介護のことについては，最近よく男性の介護での離職とか，休職

が増えている統計が出ているそうです。市内の事業所でも，介護休暇をたくさん取るた

めの仕組みとして，自分が残した年休を介護休暇に積み立てていく、そういう制度を取

り入れている会社もありますので，そういった事例を紹介し，他の事業所が取り入る参

考になればいいなとは思っています。ホンダさんのところはどうですか。介護の何か制

度を取り入れてみえますか。 

 

柳田委員： 

 休職は最長 2 年です。短時間勤務とか，突発的な身体の不調のための休暇制度とか，

もちろん申請があれば時間外や深夜業はやらなくていい人事制度があるんですが，企業

の努力もやっぱり当然必要だとは思います。せっかく積み上げたキャリアが寸断せずに，

アウトプットを出し続けるためにしているんですが，社会福祉が主企業ではないですか

ら，そのバランスみたいなところですね。法律としての後ろ盾があって，プラスその企

業努力で成り立っているんじゃないかなと思います。法律の承諾とか，行政のサービス

というのは，企業からすれば，あればあるほど嬉しいです。 

 

山口委員： 

 休暇の日数もそうですし，バックアップもいりますよね。公務員は休暇もあって，給

料の 60％が共済から補助があります。やはりそういうのがないと，育休でも，1年目は

あるけど，2年目 3年目は育休取っても育休補助金も何ももらえないと，健康保険のお

金が払えないとか，そういうのも出てきますものね。何か補助をするところがあっった

り，そういう話も出てるみたいですが，公務員は代わりの人が来て，長く取得しますが，

企業は，それが大変だと思いますね。長く取れることも大事だけど，その時に生活もし

ていかなくてはいけませんものね。 
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増谷委員： 

 今日が最終審議ですが，まとめきれないところがあるので，もう 1回ぐらい開催して

もいいんじゃないかな，申し訳ないんですけど。 

 

事務局： 

 委員さんからそう言っていただけるとありがたいです。例年ですと，最終にご意見を

いただきますので，どうしてもまとめきらないので，会長と事務局に最終一任していた

だき，提言という形になります。ご提案いただきましたので，日程調整させていただい

てもう 1回開催するということでよろしいでしょうか。 

 

会長： 

 たくさんご意見をいただいたので，もう一度開催することでよろしいですね。 

 

事務局： 

 早急に日程調整しまして，皆さんに配信させていただきますのでよろしくお願いしま

す。 

 

会長： 

 それでは，5 番，6 番についてご意見はありませんか。5 番の事務局提案があります

が，いかがでしょうか，前回までにあまりご意見が出なかったところです。 

 

事務局： 

 5 番については，前 3回までの中であまりご意見をいただいていなかった部分なんで

すが，相談事業の内容から見えてくる女性が抱える問題の背景というのは，昨年度から

引き続き提言いただいている部分でございます。男女共同参画センターでの女性のため

の相談事業の主な内容としては，やはり夫婦関係のことであったり，近隣との関わり方

であったりとか，そういったものが多く，これらがどういったところから出てくるのか，

背景を分析して施策に反映していくように意見をいただいております。それから新たな

課題というのは，最近よく耳にされると思うんですが，ＬＧＢＴ，多様な性への対応を

どのようにしていくかというところです。市の中での体制もまだ協議を進められていな

いのですが，そういったことでの電話相談のために，対象者への理解を深め，どうのよ

うに対応していくのか課題になってきます。 

 

佐脇委員： 

 相談事業内容からみえてくる女性が抱える問題の背景について十分に検証しながら
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とありますが，何か少しヒントになるようなもの，具体性のあるものが入ればいいんで

すけど。 

 

事務局： 

 離婚の問題ですと女性の経済的な自立のことが大きく関係してきていると思います。

女性の貧困という部分ですね。 

 

会長： 

 具体的に示して，こういうことにつながっているとした方がわかる。 

 

佐脇委員： 

 本題の背景といえば，女性の貧困ですか。 

 

会長： 

 相談員というのは，カウンセリングみたいなこともしますか。 

 

事務局： 

 国家資格ではありませんので，研修を受たり自分で勉強したり，カウンセラーという

よりも電話相談の中で気持ちに寄り添い解決していく力をつけていけるようなサポー

トをしていく立場になります。ただＬＧＢＴについても，正しい認識がないと対応を間

違ってはいけないので，難しいところと思っています。 

 

佐脇委員： 

 新たな課題というのも例えがあるとわかりやすくなる。 

 

事務局： 

 そうですね。 

 

山口委員： 

 子供に向けての相談電話は学校からの通知ですごく目にしてるんですが，ＤＶやセク

ハラとか離婚の相談というのは，どこへ電話するんですか。どこが相談窓口になります

か。 

 

事務局： 

 ＤＶ，児童虐待は警察や市役所の子ども家庭支援課になります。 
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山口委員： 

 四日市に母子を預かってくれるところ，あれは県の施設になるんですか。 

 

事務局： 

 そうですね。県の機関ですね。鈴鹿はないですね。 

 

佐脇委員： 

 女性相談所のことを知りたいんですか。 

 

山口委員： 

 泊の方にお母さんと子供と一緒にいられる施設。 

事務局： 

 母子寮ですか 

 

山口委員： 

 すいません。ありがとうございます。 

 

生活安全部長： 

 今のＬＧＢＴの話も三重県はフレンテで相談を受ける，県がそういう方針を確か新聞

紙上で出されたと思うんですが，本市の場合は，このテーマはまだまだ庁内の中でも新

しいことですので，どこが主とするか明確な方針が全く出されていないので，連携とい

う文言がいいのかと思います。男女共同参画センターの相談員だけが抱える問題ではな

いかなと。健康づくり課など，心や身体それぞれの対応があります。 

 

土川委員： 

 連携会議は，年間に何回かやっていますか。 

 

事務局： 

 年に 1回ですね。 

 

土川委員： 

 虐待の問題など教育委員会も関係してきますよね。人権の問題もありますし警察など

も一緒になって 1年に 1回ですか。 

 

事務局： 

 男女共同参画課では外部はないです。 
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土川委員： 

 それがいるかなと思いますね。今言われたように，どこへ相談するのかと言われると，

警察や女性相談所と言われるわけですから，そういう所が持っている情報を共有するこ

とによって自分のところでは，何を今後の施策に入れていくのか大事ですよね。ですか

ら，もう少し回数を増やして，中身のある連携会議に取り組んでいただきたい。そうい

う要望がいるかと思います。県は人権センターがありましたから，そこで関係機関が集

まって 3回ぐらい開催されました。連携会議は大事です。子供の色んな問題みていると，

教育委員会は知らなかった，校長は知らなかったとか，保護者が知らなかったりして，

色んな問題が起きています，命の問題も。だから繋がっていくような施策をメインでや

るべきだと思いますね。 

 

事務局： 

 児童虐待については，子ども家庭支援課が事務局となり警察，医療機関，県の機関と

行政が入っての連携会議があります。ケース検討会議後，関係機関での情報共有の場と

なっており，男女共同参画課も入っています。市の相談窓口がある担当課同士の会議は

定期的には開かれていません。 

 

土川委員： 

 これからですね。 

 

柳田委員： 

 もう少し時間がかかるんでしょうね。男女共同参画というものにどう関わっているん

だろうと色々推測しながらお聞きしていたんですが，まだ線と線が繋がらないですね。

十分に検証しながらという点，その通りなんですが，情報だとか，具体的な結びつきみ

たいなところの関係性という点は，まだ見つかってないのかなと思いますね。 

 

佐脇委員： 

 ひとつのヒントは先ほどその問題の背景に女性の貧困というのがあると思うんです

が，やはり共同参画につながる可能性はあるんですよね。 

 

増谷委員： 

 第 2 次基本計画の資料をもらいましたが，ここにもたくさんの項目があり，いろいろ

書かれています。このことも，5番のことだけでなく全体的に見た時に，何を言ってい

るのか，何が書いてあるのかわからないのではまずいかな，ある程度具体的な内容で，

誰もがわかるようにしたいと思います。 
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佐脇委員： 

 総合計画が今度 28 年の 4 月から新しい期間になると思いますが，まだ何も出来てな

いですか。 

 

生活安全部長： 

 具体的にはまだ。現在策定中です。 

 

事務局： 

 骨子のところは出来上がっています。 

 

生活安全部長： 

 パブリックコメントを実施して具体的な実施計画の方に今から入っていきます。 

佐脇委員： 

 骨子だけでも教えていただくと，せっかく男女共同参画の計画と合わせたので，その

中のどこにこれが入るのか。 

 

生活安全部長： 

 28 年度予算編成が，新しい総合計画 2023 という名称の前期の実施計画が出来ていく

のと，合わせる形になります。そこで並行してやっていく中で，この男女の計画，他の

色んな計画も全部総合計画の 28 年度スタートに合わせてスタートできるようになって

います。全て総合計画と連動した形で，全庁的な個別計画とがやっと合わされた。各個

別計画の子育てであり，高齢者の分野でも 1年遅らせて合わせました。今から，鈴鹿市

でも財政状況が正直なところすごく厳しい状況ですので，どこを増やし，どこを削るか，

そういうような取組の中で来年度予算と合わせて前期 4 年間の実行計画を作っていく

段階です。一番正念場の計画策定の時期になってきます。男女共同参画の部分を各課が

何を実施していくか，いかに男女共同参画を推進していくために，全庁的に取り組んで

いくかというのが，大事な時期です。審議会からの提言，発信というのも，すごく大き

な役割となります。 

 

佐脇委員： 

 予算をちゃんと取らないといけないですね。 

 

会長： 

 それでは 6の方を見ていただいて，計画の推進と今後への施策の継続ということで締

めくくることになります。 
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柳田委員： 

 一回，議論された内容かもしれませんが，計画を推進するにあたってというところな

んですが，苦情についてはつながらない。 

 

会長： 

 苦情ではないかな。 

 

柳田委員： 

 つながらないですよね。行政の一方的な施策だから苦情があるのかというふうに見て

しまいますが，そうじゃないですよね。 

 

佐脇委員： 

 苦情は省いてもらった方がいいと思う。 

会長： 

 この節がなければ，ちゃんと話がつながる。 

 

佐脇委員： 

 行政の一方的な施策の押付けにならないとは，何か少し誤解を招くような表現かなと。

情報収集とか検証は結構ですので。この部分を抜くとつながる。 

 

会長： 

 市民の目線というので入りますよね。 

 

佐脇委員： 

 それが大事だと思います。 

 

会長： 

 後は，よろしいでしょうか。また気がつかれたことがありましたら，事務局に連絡し

てください。アンケートに関しては何かありますか。 

 

増谷委員： 

 アンケートの 3 ページに女性管理職（課長職以上）がいる事業所と書かれていて，4

ページに管理職の状況という中で，女性管理職総数が 346 人で内訳は係長職 191 人，課

長職 113 人と書いてあります。これを見とるとこちらには課長職以上と書いてあるし，

こちらには係長職もあって，管理職になるのかどっちなのかなって。一般的には，課長

級以上が，管理職であって，係長は監督職だと思うんですが，条件が違うのなら，女性



21 
 

の管理職，課長級だけのデータですとか。総数と書いてあるけれども，係長も含めた管

理監督職と内容がわかるように書く。そうしないと管理職という取り方がまずいような

気がします。 

 

事務局： 

 調査票の中では，役員部長級，課長級，係長級というふうに分けてありました。やは

り事業所によっては，係長を管理職と捉えるかどうかというところの判断が違いますも

ので，この 3 ページの報告としては，課長職以上だけで拾った数字で出していますし，

4ページは係長も指導的立場にあるという意味合いで集計していますので，よりわかる

表現で直させていただきたいと思います。 

 

増谷委員： 

監督管理職でいんじゃないですか。 

 

山口委員： 

 基本課題(1)のところですが，末松市長が全国的にも女性市長最年少とか言われてい

ましたが，県内の女性管理職の登用率が中位に属しているのはびっくりしたんですが，

これは，今の質疑の公的施設の設置状況に差があるからということなんですか。 

 

事務局： 

 内部評価の中で県内他市の状況というのがありまして，市民病院があるところが多か

ったことからです。 

 

山口委員： 

 分かりました。何で公的施設の設置状況で，女性の管理職の登用が違うんだろうと思

って。 

 

事務局： 

 こちらももう少し分かりやすい表現にできればと思います。 

 

増谷委員： 

 病院となるとやはり看護師の関係で女性が多いですから，必然と管理職が多くなりま

す。 

 

山口委員： 

 そういうことなんですね。どうして施設で管理職の数が違うんだろうと思って。 
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土川委員： 

 この前，市長が，審議会の女性委員の登用率は，三重県で一番に鈴鹿市が 40％超え

たとおっしゃっていました。三重県で最下位だったわけですけどね，それが一番上にな

って。皆さん頑張っていただいている成果と評価している。前向きに鈴鹿市がよくなっ

てほしいので，いいことは，いいと書いていきたと思うんです。 

 

事務局： 

 それでは，最終のまとめを次回，10/2（金）午後 3時～にてお願いします。 

また，市長への提言の日程ですが 10/15(木)15 時からを予定しておりますので，皆さ

んご参加ください。 

 

事務局： 

 総合計画の 9ページのところに柱があるんですが，男女共同参画の部分は，23,24 で

す。 

 

会長： 

 こちらも参照しながら，ご意見ありましたら，事務局の方にお伝えください。今日は

どうもありがとうございました。 


