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平成 28 年度第 1回ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議 概要 

 

○日 時：平成 28 年 4 月 14 日（木）15 時 00 分～16 時 45 分 

○場 所：鈴鹿市役所 庁議室 

○出席者：【幹事 7名】 

     鈴鹿商工会議所代表 田中彩子，鈴鹿工業クラブ代表 井筒隆広 

鈴鹿農業協同組合代表 岡本隆，連合三重鈴鹿地域協議会代表 榊原幸治， 

鈴鹿工業高等専門学校代表 井瀬潔，（株）JTB 中部四日市支店代表 三林史明 

鈴鹿公共職業安定所代表 北村智史 

【オブザーバー2名】 

三重大学教授 朴恵淑，三重県男女共同参画・NPO 課 奥山孝人 

市長，事務局 4名 

地域振興部長，地域振興部次長，男女共同参画課長，男女共同参画課副参事， 

○資 料：事項書，出席者名簿・席次表 

     資料①平成 27 年度ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議事業実施報告 

     資料②ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議参画団体名簿 

     資料③平成 28 年度事業実施スケジュール（案） 

     資料④平成 28 年度事業計画（案）  

     第 2 次鈴鹿市男女共同参画基本計画 

鈴鹿市女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画 

     特定事業主行動計画アンケート集計結果（正規職員分）（嘱託・臨時職員分） 

     ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議ホームページサイトイメージ 

  

本会議は，「鈴鹿市意見聴取等のための会議」に関する規定に位置付け，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原則公開します。 

  本日の傍聴は 1 名です。議事録につきましては，発言者を代表，幹事，オブザーバ

ー，事務局と表記し要約します。 

 

○内 容：下記のとおり 

1 代 表 挨拶 

 ・出席，平素の御礼 

  ・昨年 12 月に開催いたしました会議においては，それぞれのお立場の皆様から， 

たくさんのお話が伺え，本市の施策を進めていく上で，多くのヒントをいただく機会

となりましたこと，大変感謝しております。 

 ・本市では，平成 28 年度から平成 35 年度までを計画期間とした「鈴鹿市総合計画２ 

０２３」がスタートいたしました。計画では，本市の将来都市像を「みんなで創り 育 

み 成長しみんなに愛され選ばれるまち すずか」としており，新たな時代に向け，市 

民と行政が連携し，まちづくりに取り組んでいくことを基本として，その取組の方向 
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性を具体的に示しています。 

・特に，子どもたちが健やかに育ち，若い世代が安心して結婚・妊娠・出産と子育て 

ができる環境整備と，地域の活力を生み出し，新たな雇用を創出する企業誘致と新産 

業創造に重点を置くとともに，私が女性市長であることからも，行政をはじめ，あら 

ゆる分野において男女共同参画が進み，女性が活躍できる社会の構築にも取り組むこ 

ととしています。 

・総合計画策定の始期に合わせ，第 2次鈴鹿市男女共同参画基本計画も策定し，本市 

の男女共同参画推進の第 2ステージと位置づけ，就労と地域における男女共同参画の 

推進を重要施策として取り組みます。 

 ・この会議での皆様のご意見や，参画いただきました会員様との今後連携する事業は， 

「総合計画２０２３」や「第 2次鈴鹿市男女共同参画基本計画」に取りあげる多くの 

施策を実現，推進していくための大変重要なキーポイントと考えております。 

 ・皆様の団体におかれましても，女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」を 

策定され，女性の活躍推進と両立支援に積極的に取り組まれることと存じます。 

・今後も互いの取組や推進状況を共有し，一層連携を深め，女性の活躍を積極的に推 

進し，鈴鹿市全体の活性化と男女共同参画社会の実現をめざしていきたいと考えてお 

ります。よろしくお願い申し上げます。 

  

2 新幹事紹介 

 鈴鹿公共職業安定所 所長 北村智史 

 事務局交代の挨拶 地域振興部長 舘，男女共同参画課長 前田 

  

3 平成 27 年度事業報告（事務局から説明） 

 説明資料①「平成 27 年度ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議事業実施報告」  

・ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議の設立記念の講演会では，女性活躍推進の意義， 

女性の起業について，講師（株）イー・ウーマン代表取締役社長佐々木かをりさんの 

実体験を交えた内容で講演。物事１つでも見え方は異なり，いろんな視点でみるとい 

う多様性が大切である。「チャンスが与えられたときはまずやってみる」「前向きに挑 

戦する」など，色々な考え方を持ち，自分の時間を管理することで成功された内容は， 

男性，女性に限らず，ロールモデルに学べる良い機会となりました。また，産業政策 

担当部署との協働開催であり双方の意識向上にもつながり，連携事業の好事例となり 

ました。 

・働く環境を整備する側，組織や事業主，人事担当者を対象に行った事業所対象のセ 

ミナーでは，多様な人材による新しい価値の創造，女性労働者の労働意欲の向上など  

ポジティブアクションの必要性について，基本となる考え方を学び，グループワーク 

ではそれぞれの組織の実情について情報共有を行いました。本会議に参画いただいて 

いる事業所の代表者からは，女性の就労継続のために，2年程度時間をかけ育児休業 

が取得できるなどの環境整備を行ってきたことなど，参考となる情報が得られました。 
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 ・働く個人の意識改革や自己啓発を目的に行った 2日間の連続セミナーでは，まず 

 自分自身を分析し，自分の強み弱みを知り，価値観，成功パターンを理解し自分らし

さを活かし楽しく仕事を進める仕事術と，職場や家庭においてうまくコミュニケーシ

ョンを図るための 3つの視点「目的は何か，何をつたえたいのか，相手は何をしりた

いのか」を学びました。 

・セミナーの実施にあたり，参加者確保に苦慮しました。企業研修の一環として，就 

業扱いでの参加が見込めると平日に実施しましたが，休暇を取得しての参加であった。 

また，2日間休むと担当が自分だけなので業務がストップしてしまうなど，今後の実 

施において，参加を促すための仕組みが必要であるという課題が見つかった。 

 ・本会議のホームページを立ち上げた。資料はサイト画面のコピーで，構築には子 

育て中のママたちで組織される市民団体に委託をし，協働で制作している。市民団体

の活動支援や子育て中の女性のスキルを活かせる社会参加の支援につながりました。 

・本会議で実施する事業への積極的な参加や，企画参加を目的とする参画事業所は 

11 社となっており，資料②が名簿となります。市内約 370 社へのアプローチを引き 

続き行います。 

 

4 平成 28 年度今後のスケジュールについて（事務局から説明） 

説明資料④「ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議 平成 28 年度事業計画（案）」 

 ・講演会としまして，他の事業所がどのような取り組みを行っているのか，ダイバー 

シティ経営企業 100 選受賞企業の方にその事例について紹介いただき，取り組みの具 

体的な事例を聞くことで，自社の課題解決や取組イメージにつなげていただくことを 

目的に考えております。次のセミナー先進地視察が 7月となっておりますが，こちら 

は講演会と関連して考えることとし，講演会後の日程に変更といたしたい。 

 ・休暇制度の啓発やワークライフバランスの推進を目的としたセミナーとしまして，

こちらは，各事業所や労働組合の勉強会など小規模なものに柔軟に対応できるよう出

前講座も考え，三重県の男女共同参画センターフレンテの出前講座との連携が可能と

なります。 

 ・昨年度と同様な個人の自己啓発のためのセミナーです。講演会，セミナー等の日程 

は講師の都合もありますので，多少の変動はあると考えられます。 

 ・ホームページの運用です。先ほどのサイトの写しで，nijirin（にじりん）と記載 

されたもの，こちらは，今年度から市内の女性を中心にあらゆる分野で活躍されるロ 

ールモデル（メンター）を紹介するサイトを予定しております。検索方法については， 

制作を委託する団体と協議を進め，今後は掲載させていただく女性の発掘を早急に進 

めていきます。皆さまの所属団体からの推薦について協力をお願いします。 

 

平成 28 年度の事業計画（案）について質問 

幹事Ｂ 

12 月の予定に弊社の休暇積立制度紹介とありますが，会社側の立場として紹介すると 
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いう考えでよろしいでしょうか。 

 

事務局 

休暇の積立制度については，徐々に増えてきていると思いますが，まだまだその手法に 

ついてわからない事業所もありますので，取組み等について伺うことができたらという 

ことですが，まだ，調整をさせていただいておりません。 

 

幹事Ｂ 

できる限り対応させていただこうと思いますが，規模などいろいろ条件があり対応の仕 

方もあると思いますので，よろしくお願いします。 

 

事務局 

早急に調整させていただきます。 

 

幹事Ａ 

資料④の働く女性対象セミナー講師の柴田朋子さんはどのような方ですか，また参加者

はどのような方ですか。 

 

事務局 

講師は一般企業，行政と双方に就業経験があり，自分のスキルを活かして起業された方

です。セミナーでは講師が一方的に話すのではなく，グループワークやカードソートを

使用した自己分析など様々な手法で進められました。2日間の連続講座で，参加者はあ

る程度就業経験のある方を対象に企業等へ啓発しましたが，企業研修などの位置づけと

はいかず，個人での参加となりました。管理職になる手前の方，就労の継続を悩む年齢

の方に向けての自己啓発のセミナーとなりました。 

 

幹事Ｄ 

学校でも男女共同参画の話をしますが，女性も男性も仲間の理解がないと，育児休業な

ど取得できない。女性活躍推進に関するセミナーでも，男性の参加も必要だと思います。

どちらかというと女性向けですよね。 

 

事務局 

個人へのセミナーは，女性の就労継続に対する意欲向上などに対応する内容で，経営者

や人事担当者へはワークライフバランスなどの働く環境についての講演会となってい

ます。ご意見いただいたように男性に対する意識改革のセミナーも必要と考えられます。 

 

幹事Ｄ 

人事担当者から事業所内部へどうおりていくかが大切なところになっていくと思いま
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す。子どもの送迎などで遅れて出勤したりするのをうちでは，男性教員も制度を使って

いますが，各企業でもいろんな制度があることを知ってもらわないといけない。 

 

事務局 

いろんな制度を使って，お互い助け合っていきいきと働いてもらうことが必要ですので，

皆さんに参加していただきやすい事業を実施していきます。ご協力お願いします。 

 

オブザーバーＡ 

鈴鹿市のホームページには昨年 12 月の連携会議立ち上げの記者発表のことが詳細に載

っていて市長のリーダーシップが発揮されていてすごく良い。これからもホームページ

を使ってアピールできると思います。最近は紙ベースでなく，ネットで色々な情報を市

内外の方も鈴鹿の進んでいる状況を見ることができます。ただ，リンク先が深く，見た

いものになかなかたどり着けないものではなく，バナーを貼り付けて，女性活躍推進連

携会議のことや市長が参加した事業のこと，またどのようにトップとして走っていくか

をアクセスしてすぐに確認できる，鈴鹿市の女性活躍，男女共同参画に関するものがキ

ャッチしやすいようにしていただきたい。そこへカウンターをつけ，どのくらいのアク

セスがあるのか，一定の期間確認し，次回の会議で公表していただきたい。それから，

もう一点昨年の 12 月から 3 月まで立て続けでセミナー等いろいろ実施しているが，ど

ちらかというと働き方で迷っている方へ助け船を出すような内容で，これも継続してい

きたいですが，平成 28 年度の事業をみると啓発の部分が多くなっていますが，並行し

て鈴鹿市で男女共同参画について頑張っている人，悩みを持っている人が一堂に介して

話せるイベントを行ったり，男女共同参画に関する意見を書いて貼り付ける意見板を上

半期に一度実施すると，若い人，子育て中の人，就業を考えている人など普段アンケー

トでは拾えない当事者たちの生の声を，反映できる意見が出てくると思います。市役所

の庁舎内でもスペースがあるようでしたので，男女共同参画についてのメッセージツリ

ーにして，いろんな人が発信できるようなわかりやすいものを作っていただきたい。次

のスッテプへ移るのには，講演会など来てくださいとするのではなく，逆に何を望んで

いるか教えてくださいといったような，キャッチボールができるものを作ったほうが良

いと思います。 

 

事務局 

ご意見ありがとうございます。バナー添付などのホームページの充実とカウンターの対

応や次のステージへつながるような，生の声を拾える事業など検討して参ります。 

 

幹事Ｇ 

nijirin（にじりん）は何か意味があるのですか 

 

事務局 
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当初は，虹という名前でしたが，現在虹はＬＧＢＴ，性の多様性に関することで多く使

用されております。虹はいろんな色がありますので，いろんな人がいるということで，

障がい者や男女共同参画でも使用されていますが，りん（鈴）を付けて少しイメージを

変えてみました。市の子育てのサイトでもきら鈴となっています。 

 

幹事Ｇ 

この文字からはなにかイメージしにくい感じがします。 

 

事務局 

もう少し説明を工夫します。 

 

5「女性活躍推進法」におけるＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議の位置づけについて  

（事務局から説明） 

女性活躍推進法の第 23 条第 1 項において，女性の職業生活の推進に関し，地域にお

ける様々な関係団体がネットワークを形成し，地域の実情に合った取組を進める機関

として協議会を組織することができる。とあります。本会議は，本市の女性活躍推進

を図ることにより，男女共同参画社会の実現につなげていくことを目的に設立されま

したが，今後総合的な支援体制が求められてまいりますので，本会議を先に述べまし

た協議会に位置付け，取組を推進してまいりたいと考えますので，ご承認いただきま

すようお願いいいたします。 

 

ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議の位置づけについて，承認される。 

 

6 意見交換会 

代 表 

今年度の事業につきましては，まだ始まったところでございますので，確定されている

ものと，先程オブザーバーAからもアドバイスをいただきましたけれども，フレキシブ

ルにやっていけるような形で対応してまいりますのでよろしくお願いします。 

今，お手元に挨拶の中でも少し申し上げました第 2次鈴鹿市男女共同参画基本計画を配

らせていただきました。巻末にこの基本計画を策定するに当たり，アンケートを市民の

方と市内の事業所さんにも取らせていただきました。その結果を掲載をさせていただい

ております。見ていただくと，本市の状況がよく分かっていただけると思うんですが，

市役所の中では随分審議会委員や管理職の女性登用が進んできた状況ではあるかと思

っております。本市の女性管理職の割合は 15.4％（平成 27 年 4 月現在）で，国の目標

が 20％ということですので，頑張ってクリアしたいとは思っておりますが，県内でも

市民病院や福祉の関係があるところの女性の管理職員の比率が高くなっておりますが

平均して，本市も低いほうではないと思っております。そういう中で行政の仕組みづく

りがある程度定着してきたものの，市全体でこの男女共同参画，女性活躍，女性の管理
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職登用あるいはワークライフバランスをどうするかというところには，やはり企業さん

とともにやっていかなければならないステージへ入ってきていると思います。そのため

の，このＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議でございますので，アンケートを見ていた

だくとよくわかりますが，根本的に本市は製造業やものづくり産業が非常に多いところ

でございまして，女性を雇用している人数が少ないという状況もアンケートからみえま

した。病院や介護施設の医療関係のところは 70％以上の女性が働いているというよう

なデータですが，一方製造業になってまいりますと 50％以下しか女性が就業していな

い，その中で管理職をどういう風に登用させていくかという事が本市の問題でもあり，

実は先日その問題を内閣府の会議で提議をさせていただいたら，全国的にもやはりこの

傾向は同じようにおきている，ではその少ない女性の中での女性活躍をどのようにして

いくのか，様々なことに今問題がでてきている状況でありまして，そういうところの観

点も含めてそれぞれの事業者さん，職場環境が違う皆様方でありますので，意見交換を

お願いしたいと思っております。このような状況のところに啓発をするのにセミナーだ

けではと思うのですが，最初のきっかけは，セミナーなどへ参加し本人に気付いていた

だくとか，企業の人事を含め担当の方へどうしたら女性が辞めなくてもすむのか，ヒン

トを得ていただく事になるのということで，昨年度と今年度の上半期の事業計画になっ

ています。 

 

幹事Ａ 

今のお話を聞いていて，私どものは病院等であり，この頃男性も多くなってきたけれど

も 70％ぐらいはおっしゃたように女性スタッフだと思いますが，その中から必然的に

女性の管理職，もちろん男性の管理職についてでもですが，何の違和感もなく生まれて

くる訳なんですけれども，例えば，幹事 Bさんの所だと今会社の中で女性の管理職を登

用していこうという事をどんな風に皆さんが考えておられるのか，まずトップが考えて

いるか，部長さんとかリーダー的な方が同じ考えじゃないと経営していけないだろうと

思うんですが，どれくらい企業の中で醸成されているのか，セミナーで来る人だけに言

っても周りの理解がないと自分がいくらやる気になってもダメなんですけど，ただ国が

今管理職の女性割合で 20％を目指している，そうしたら，20％は達成しなければいけ

ないなっていうことを社長さん，幹部が思って，何か事あるごとに，現在の日本の社会

は管理職への女性登用という方向なのでわが社も，頑張っていくということを皆さんに

しっかりと理解いただく，そういう時代なんだという事をまずは思ってもらうことから

始めないといけないのではないかと思うのと，もう一点あるんですが，辞めなくてすむ

ものと管理職になるというところは，繋がっていますけれども別問題なので，辞めなく

てもすむのは，夫にも育児休暇を取っていただくとか，国の制度もできておりますので

そこをいかに上手く使ってもブーイングがこないような，それから管理職に女性を登用

していくのが今の時代背景で正しいという事をつくっていくことの 2 点があるんじゃ

ないのかなと感じました。できればどんな風に思っておられるかをお伺いしたいと思い

ます。 
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幹事Ｂ 

実は確かにそういう事だと思うんですが，4 月から女性活躍推進法が施行されて当然，

その施行に向けて社内でも議論しています。管理職の話をしますが，わが社は実際には

女性の管理職は 1.2%で非常に少ないです。判断の目安が 40％以下で，法律に基づいて

取り組む対策が必要な状態になります。それから対策本部を作ってそれを公表すること，

ホームページで公開しているんですが，今はこういった状態で，これを 2020 年までに

わが社の目標を倍増する。％で表すと大変なので，現在 18 名いるんですが，まず倍に

増やしましょう，5年後までに。なぜこんなつまらない目標を発表するのかと，行政の

方からみると，こんなことしかできないのっていう感じかもしれないですけれど，要す

るにわれわれ製造業，管理職とかいうと欧米のようにね課長さん，マネージャーさんに

は，ヘッドハンティングがつくようなそういう社会，結局は，ずっと育ってきた人が管

理職になっていく，しかし，まだ母数それ自体が足らないんですよ，登用したくても。

ですから 5年後に倍にするというところでも，もう本当にしっかりやらないと実現しな

い。そういうレベルであります。そうは言っても，できる目標という少しチャレンジす

るという目標を掲げて，管理職に登用していく，あと，勤続年数だとか，女性の採用比

率とか，競争倍率とかいろいろ書きましたが，そういった中で会社として達成目標の設

定というものを公表しているのが，女性の管理職の倍増と管理職候補と言ったらいいん

ですか，総合職系になりますがその女性の採用比率を，技術系の市場といいますか大学

生の方が少ないんですが，技術系でも採用は 10％から 15%にしましょう，事務系だった

ら 40%程度に，そういう目標を今掲げております。あとは，今おっしゃったように管理

職だけが単に女性の活躍ではなくて，当然継続して勤務していける，制度だとか，実際

にその管理者，経営者を含めての理解をですね，そういうところはかなり影響が大きい

と思います。いわゆる大きな意味でダイバーシティと捉えて，社内でもガイドブックを

作って教育をしようと思います。あとマネジメントの教育も社内でやる。もう 1つはす

でにやっているんですが，タウンミーティング，社長と例えば総合職の手前くらい，専

務とひとつ下のクラスなど少し役職間をあけながら，普段しゃべれない人達と話し合い

ながら，そこでダイバーシティについて議論しております。その中で出てきて今年検討

を始めたのが託児所のことです。真面目な話で，色んな障壁を検討して準備しなければ

いけないということなんですが，何とか来年度のスタートに少しでも間に合うように，

四日市か鈴鹿に作ろうと議論しています。実現させたいなと。これはタウンミーティン

グの中からでてきた話です。具体的に継続，働くことを続けやすくする，もっというと

託児所もそうですが，在宅勤務もできるようにしてやろう，そういったことも議論して

いこうかなと。この辺を具体的な活動としてやっていく上で，やがて管理職になるかも

しれないが子どもを育てながら勤務継続ができる仕組みをしっかりと固めていきたい。

色々な休暇制度だとかプラスαの事もやっていますし，やる気になったらできると我々

思っているんですが，実際問題はそういったインフラの部分を含めやらなければいけな

いなと思います。今，そんな状況で確かに管理職は少なく，われわれ製造業も女性が少
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ないことが問題なんじゃないかという事がベースにあるので，すぐにはいかないですが，

前向きにいくことが会社全体の考え方になっております。 

 

代 表 

言っていただいたことが実現したら本当にすばらしい。本当に底上げにはなると思いま

すし，ぜひとも託児所についても可能な限り。託児所については，鈴鹿中央総合病院さ

ん，鈴鹿回生病院さんも作っていただいているんですが，特に顕著に女性の医師の皆さ

んの育児休暇の年数が減って職場復帰が早くなったり，看護師さんも実は 3年取るつも

りだったのが保育所があるおかげで，1年半で復帰できたとか，そういう貢献的な所が

でてきておりますので実現に向けてお願いしたい。 

 

幹事Ｂ 

まだ正式に決まっていないので。何かありましたら，教えていただきたい。 

 

代 表 

もちろん，何かありましたら市のほうでも対応させていただきます。 

次に，なぜ女性は管理職になりたがらないということで，そもそも管理職に憧れがない。

それから時間とお金以外に何かを冷静に女性は判断している。業務が長いのであまり管

理職に憧れがない。男性には地位が魅力で女性には時間とお金が魅力的だというような

男性と女性の違いですがそういうデータであったり。また，管理職になれるように育て

られていない，幹事 Aのところでは職場の雰囲気とか職業の取組の環境の中で，男女が

普通に働くことが当たり前ですけれども，一方実際のところはそうじゃないという事が，

今の 30 代から 40 代の私たちの世代，管理職になるように育てられていない 40 代，そ

れから教育の中でも男女平等教育を受けていないのが私たち 40 代で，30 代の方はもう

小学校で男女混合名簿が使われていたり，ランドセルの色も女子が黒でもいいとか，運

動会の徒競走で男女混合で走るようになったのが丁度今の 30 代の方なので，その辺も

男女共同参画意識のアンケートを見ると顕著に数字が現れていっている状況の中で，父

親が家事育児をしていないのを見て育った 40 代の何か管理職になりたがらない所に繋

がっているということなど，内閣府の会議でお話がありました。また，大学生が管理職

になった時のことがイメージできないから管理職に憧れがないとか，育児に参加したく

ない，子どもを産むのが非常に難しく感じられるなどイメージが湧かないからだそうで，

高専さんでは工業系ですので理系の女子もいらっしゃるところですが，今仕事や育児を

頑張っている女性の管理職の家庭に学生さんがインターンに入って，その家庭を見ると，

実は会社ですばらしい管理職で将来の女性幹部候補と言われている家庭ではあるが，冷

蔵庫の中が空っぽ，食事は外食ですましているなど，全て完璧でない現実を学生さんが

知ると安心できるというような，家庭と学生をマッチングさせる会社を起業されていた

り，だんだんそういう風なことが今の日本の中で始まってはいるんですが，幹事 Cのと

ころはどうですか。組合の中でそういう話し合いとか連合の中でそういう風なこととか，
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丁度同じ 40 代ですが，それがワークライフバランスということに繋がるのかわからな

いですけど。 

 

幹事Ｃ 

組合の立場でいけば男女共同参画関連でいうと，どんどん進めて行きたいのは当然そう

なんですが，でもやってる事でいくと今はそんなに大きくは，会社のマネジメント層に

も僕は理解をしてて，やっていきたいがやっていけない現状がなかにもあるっていうこ

となんですよね。やっぱり制度を作って利用してもらうということ，啓発をしてもらう

という事は有意ですし，使ってもらうことはぜんぜん支障はない。やはりキャリアを継

続してもらうということができないとさっきの管理職という観点となかなか結びつか

ないのかなって思っておりまして，なぜ管理職に憧れないのかというのは女性の問題だ

けではなくて今は男性もそうなんですよ。 

 

代 表 

男性も管理職になりたくないですか。 

 

幹事Ｃ 

そうなんですよ。男性もなりたくないんですよ。できれば避けたいというところもあっ

て，やっぱりこれまで人材育成という観点でうまく継続できなかった。少し苦しい時期

が製造業などうちの会社はそうなんですがあったので，社内の年齢層の平準もあります

し，構成比率もありますし，色んな課題が積み重なって現状があるのかという感じです

けど，これを急に変えれるかといったらなかなか難しいんですよね。数年で，女性や若

い人達のモチベーションが一気に高くなっていくかというとそうじゃなくて，やっぱり

入社した若い世代から管理職を目指してやっていくんだという人は本当に少ないです

よね。最終的にその地位にいるという人はたくさんいるんですけど，だからやっぱりそ

の時代時代にあった人材育成というところから，男女関係なく考えていかないといけな

いのかなと，やはり育児，介護という人生の場面にあった時にどう継続できるか，会社

を辞めずにスキルを継続できるかという観点で，今労使で議論しております。 

男女問わず若い層にこれからは間違いなく活躍していただかなきゃいけないです。 

 

代 表 

学生さんの不安を取り除くという部分ではどうでしょうか，先生たちの所ではもちろん

就職先というのが製造業，技術系が多いと思うのですけど，育成をしていただいて送り

込んでいただかないと継続していくのは難しいのでしょうか。 

 

幹事Ｄ 

うちは中学の学生に入って欲しいので，それに向けてまず理系の学校に入ってもらって

という所から女性の学生さんが来られても大丈夫ですよ，ということを話す機会を設け
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ています。受験はできませんが，高校生も参加できます。まずは，中学高校の理系の好

きな女性を増やしたいということで，企業で活躍している女性を招き，こんな生活をし

ている，こんな研究をしているなどの話をしていただく機会を毎年持っています。その

中にうちの女子学生をサポートに入れるんです。一緒に聞いてもらうことで意識を高め

ていくようにしてます。それで，学生にどこまで偉くなりたいかは聞いたこともないの

ですが，就労先から女性の方が結構元気が良くてと言っていただいて，そのまま活躍し

てくれてるんじゃないかとは思うんですけど。本校の中では女性の教員が二桁になりま

して 82 人の教員の中で現在 11 人女性です。この前，大学から褒められたんですけど，

大学はそんなに取れてないと言われました。目標が平成 30 年までに 15 名という事であ

と 4名を 2年間のうちに達成しなければいけないんですが。これまでに女性オンリーの

求人を出したこともあります。女性だけしか取りませんという選び方を出しています。

積極採用として，本当に女性がほしい学科には，一人の先生が必要な時は，女性だけと

して募集を出したこともあります。管理職については，いろいろなことを経験して学校

に慣れてもらわないと学校の管理運営のほうには来ていただけないんですけども，まだ

先生たち若いので，年齢もあるものですからもう少しすると管理の方に入っていただけ

ると思います。校長も，女性教員が早く管理職になって欲しいと早くから言っています。 

 

代 表 

管理職登用の話が中心になっていますが，女性が学生の時に描いている将来像ですが，

約 8割の人がその将来像に向けて就職先も選び，その後家庭を持つという統計が出てい

るようで，学生の時に自分はこんな仕事がしたいからこの学校へ行って，このような就

職先を探して，というところまではスムーズにいくんだけれども，就職後，管理職を目

指すとか仕事を続けるとなった時に，家庭の問題，子育ての問題が出てくる。保育に預

けるのに待機児童の問題がある中で，そこで悩み，晩婚化につながるという話が内閣府

の会議でありました。現在第 1子を出産後仕事を辞める方が約 6割で，そこから復帰が

しにくい環境があるなかで，辞めなくても続けられる環境を整っているとして，先日Ｊ

ＴＢさんがダイバーシティの関係で表彰されたということですが。 

 

幹事Ｅ 

まだ不十分だとは思いますけれども，やはり結婚や出産で退職される方が多かったので，

復職をしやすい職種や勤務時間，出勤曜日等の選択幅がある環境にはあります。ただ課

題としては，そういう選択をする場合は正社員ではなく契約社員，契約スタッフという

状況があることです。復職できる選択肢を広げたことで非常に戻りやすくはなっていま

すし，その結果復職のケースが多くなっているとは思います。極端なケースでは週 1日

勤務や，4時間勤務という方もいらっしゃいますが，それでも復職できる状況にはなっ

ておりますので戻りやすいのかなと。子育てがひと段落していけばその分仕事量も増え

ていきますので，このような選択を選ばれる方もいます。 
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代 表 

固定概念を崩さなきゃいけない，なんか女性は保守的なところがあるみたいで，先ほど

の管理職を選ばないということも，やはり家庭をどう守っていくかそういう先例のよう

なものがある。また，大学の進学率も日本は女性と男性の逆転している，他の国は男性

より女性のほうが大学への進学率が非常に高いということです。 

 

オブザーバーＡ 

70 年代は，韓国も 5割ぐらいだったのが，今はほぼ 100％。それだけ大学に行かないと

就職も厳しいという事だと思うけれども，まず日本は平和な国だなと思う。韓国は女性

が頑張らないと家庭が運営できない。韓国では子どもが少ないので学校の教育以外にい

ろんな私教育にたくさんお金を使うということもあるかもしれないが，夫ひとりの収入

では，塾やピアノやいろんな所に行けないので友達もできない。それを補おうと思うと

女性（母さん）も頑張らないとできないという異様な社会であるから，例にはならない

かもしれないが，共働きをある程度考えないと子育てもろくにできないっていう社会体

系があります。中国も文化大革命以来，父，母が共に働かないと給与体系がそうなって

いるんで。日本は妻が家庭守って夫が一生懸命働いて夫ひとりの収入で家族が生活でき

ていけるのが平和なんだなと思うんですが，これからどうなるのかわからないんですが，

都会はともかく安定した地方だと大学まで行かなくてもある程度仕事はありますし，あ

る程度のバイトでも成り立つならばこれは中々厳しい。大学では 3 年前から 1～2 年生

を対象に教養教育の中で男女共同参画基礎編と実践編というのを前期後期半年ずつや

っております。最初は，男女共同参画ということだから女子学生が多いのかなと思った

ら男子学生が多かった。3 年前はそうだったんですが今は同数で，半期完結形式で 300

人以上の人が来て部屋が足りないくらいの大変なことになっている。本来の男女共同参

画のロールモデルが必要だとか言っているんですが，うちの学生の場合にはそこまでま

だ至らなくて，まず産婦人科の先生呼んで女性または男性はこうだというところから始

め，両方に教育をしないと成り立たない。本来なら小学校で学ぶべきことなんですが気

長に色々な事をやっていました。やっと 3年目になってロールモデルになる方の話が聞

けるようになったと思っています。そこで男子学生も子育てはもちろん，買い物，料理

などいろんな事をしないとこれからやってられませんよということをいろんな所で言

われていますが，どちらかというと色々なことを乗り越えてきた女性の中間管理職，こ

れからの幹部候補の方の話を週 5 回しかない授業の中で 3 回も 4 回もいれて実施する

と学生からのアンケートには，わかったとか，やるぞとか書かれていて，そう書いてい

るのは大体女子学生。男子学生はふうんという感じでやっているので，時間とともに女

子のほうが早く早く認識していくのがあって男子学生がスピードがついていけない。何

が言いたいかというと，若い人達はまだ素直なところがあり，どういうカリキュラムで

どういうふうに，あんまりに偉い人や雲の上にいる人のことだとついていけないと最初

から思っているんですね。どうしてそういうふうにならないといけないとかじゃなくて

身近なところから頑張っている人を招いて，ロールモデルとして目標を持つにようにな
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ると思うんです。三重大学の男女共同参画とかワークライフバランスとかに関してはま

だまだ，自分のすぐ 4年後には自分の話なのに，まだ先の話だと思う方が多かったので，

時間はちょっとかかるんじゃないかなと思いますが確実に揺さぶりは揺さぶること，こ

ういった身近なところで頑張っている女子社員の方を紹介していただければ大学はい

つでもウェルカムで一緒にやっていきたいなと思いますんで，学生たちは揺さぶりが大

事です。 

 

代 表 

就職を選ぶっていうのはどうなんですか。 

 

オブザーバーＡ 

学部によって違いますが，人文学部は就職が厳しい。よく言えばなんでもできるし悪く

言えばこれだという高専のように専門的で無いのが人文学部だけれども，それでも 98%

就職率がありました。それが自分が望んでいたところかはわからなくてフォローしてい

かなければならないんですが，大学に入って当然就職でしょというふうに私たち思って

たんですが，1,2 年生はまだ先のことだと思っている。それが高専とか専門を取得する

ことを考える人だと，なんでもできるということから差がでるんです。4年目になって

自分がどこに行くかを考え始めますね。それと県内に就職する女子学生が多いです。地

方色なのかもしれないですが，自分の生まれ育ったところあるいは三重県内で就職した

いという学生が結構います。そういう意味では三重県はこれから意識がある女性がたく

さん育つ可能性が極めて高いので，あんまり育ってなかったとか，望まないというのは

あと数年で変わるかもしれないなと思っています。それまでの中間的なつなぎをどうす

ればいいのか，それをぜひとも考えたい。 

 

代 表 

幹事 Fのところは，Ｍ字カーブの問題など，女性の就労に関するいろんな課題がある中

で就職相談に対応していただいていますが，やはり鈴鹿市でもＭ字カーブの傾向でしょ

うか。 

 

幹事Ｆ 

そうですね。鈴鹿が特別ではないと思います。具体的にハローワーク単独の数字を見て

いるわけではないですが，やはり窓口の状況をみていると結婚，出産，育児の段階でい

ったん離れて，また，ある程度子どもの手が離れた時点で復帰をしたいというのが非常

に多いのは間違いないですね。ハローワークは企業さんも見てる，それから仕事を探し

ている市民の方も見てるかわった役所ですが，探している方からするとやはり最初の単

位である家庭，男と女そこの意識がどうなのか。どういう子育や分担をしていくかとい

うのはあると思うんですが，そこの部分は男性がどんな働き方をしているのか企業社会

の問題も影響があると思います。これは学校教育の部分で学生さんの就職もハローワー
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クは関わっていますが，男性女性の区別はあまりないですし，女子学生の方が熱心のよ

うな印象は持っています。あと，ハローワークは特に地場の中小企業さん中心にお相手

させてもらっていますが，昔からの仕事内容ごとの役割分担的意識の流れで，人をいれ

てやっていく，その方がやりやすいみたいな感じは，採用の場面で企業さんとの話し合

いで感じる部分も多いです。募集時には基本的に男性女性区別禁止。例えば助産師さん

のように女性しかダメという職種以外には性別の区分はないですが，ただ窓口で実際に

話をしていると，女性向だと一般的に思える職種に男性を紹介すると，いや実はという

のが会社と窓口担当者のやり取りになり，それをストレートに前のお客さんに言えませ

んから，どうしようかといつも悩みますね。逆の話もありますし，そのへんでなぜそう

なるかというと，男性が多い職場女性が多い職場を昔からやっているとして，役割分担

を引きずっている。そこをどうするかとなると，やはりそれを乗り越えて何とかしよう

という企業さんのモチベーションを高めるために行政的に考えると助成金とか，管理職

の女性割合が低い企業は税金増やすとかペナルティがいいのか，助成金がいいのかわか

りませんけども，制度を作ってつぎ込むのはつぎ込まないと中々個々の企業さんに頑張

ってとか中小企業さんも難しい気がします。 

 

代 表 

ペナルティは中々結びつかないですね。障害者雇用率でもそうですがペナルティになら

ないような逆の知恵を絞る結果になって増えるということに結びつかない。インセンテ

ィブのほうがいいんでしょうね。では，農業の分野では企業と違って，家庭や夫婦単位

で全部を担っているような農業形態が多いと思います。鈴鹿の形態とあんまり変わらな

いと思いますが，最近，農水省が輝く女性農業経営者等の認定制度を実施したところ，

鈴鹿市のささらさんが認定されました。 

 

幹事Ｇ 

ささらさんは家族経営協定をやっていますし，ただあちらは本当に先行モデルで，一般

的には難しいです。前回も申し上げましたが，ファーマーズマーケット果菜彩で緑の帽

子をかぶった生産者さんで，やはり女性のほうがきれいに売れるようなレイアウトされ

ます。農業は女性の方，女性の方のほうが丁寧にされますし，そういう点ではありがた

い。それと職員に関しては，鈴鹿・亀山で 35 の営業店がありますけれども，6割が女性

で営業もお店のほうもまわしております。ですので，女性に活躍してもらわないとそも

そもまわっていかないというところがありますので，頑張ろうという気持ちにさせるの

は経営者や上司の責任と思いますのでしっかりと取り組んでいきたいと思います。実は

昨年の夏から取り組んでいた活動の中で，ＣＳ向上，お客様の満足度を高めようと，中

堅の女性職員，管理職手前の監督職を中心にリーダー化して，時間外にミーティング等

しっかり取り組んでおります。今まで以上にしっかりやってくれたり，思わぬ発見をし

たり，職員の相乗効果を生み出しています。また，しっかりやる気になった人を守って

いくという形でも取り組んでいます。 
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代 表 

女性大学も結構人気ですよね。 

 

幹事Ｇ 

そうですね。ただ，最初は来ていただくんですが，プログラム内容など充実感が感じら

れないところもあるのではないなど，やる気になっていただいてそれを守っていく，こ

れが経営者，管理者の責任かなと考えています。それと，新規採用者，オブザーバーA

のお話でもありましたが，毎年というわけではないですが非常に優秀な女性が多いです。

女性のほうがしっかりとしています。今年まだ二週間ほどですが，男性は少しおとなし

いような印象があります。 

 

オブザーバーＡ 

優しい男性が多いです，男性も一生懸命頑張っていると思いますが。 

 

代 表 

なのに，女性の農業委員さんの数が圧倒的に少ないんですよね。それはやはり，地域で

の固定観念というところ 

 

幹事Ｇ 

今日も農業委員の会議がありましたが，ますます農業委員さんへの負担が重くなるとい

う意見が出てましたけれども，そのあたりですね，なかなか女性の方にですねその地域

の農地転用などいろんな事をやっていただく中でまだまだ地元では難しいのではない

かと考えられます。 

 

代 表 

皆さんから沢山のヒントをお話しいただきますが，県の状況はどうでしょうか。 

  

オブザーバーＢ 

県の状況を 2件紹介させていただきます。まず，鈴鹿市の管理職に占める女性の割合が

15％というのは非常に高い値だと思います。ちなみに県の 4月 1 日現在の割合は 9.4％

となっていますが，昨年度末に策定した特定事業主行動計画における 5 年後の目標は

10％としておりあまり高くない目標となっています。やはり管理職になるには，ある程

度の経験と年齢も必要であり，低いかもしれませんが女性職員の年齢構成を十分勘案し

た現実的な数値となっています。過去には女性が管理職になることが少なかったことも

あってか，女性を重要ポストに配置してこなかった経緯もありましたが，現在では男女

区別なく重配置されていますので，もう少し時間がかかると思いますが比率は高くなっ

てくると思います。 
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次に，県内の状況ですが，先般，女性活躍推進法に基づく事業主行動計画の策定状況が

厚生労働省から発表されました。この事業主行動計画は，従業員 301 人以上の事業主に

策定義務があるのですが，全国平均，三重県とも 70％程度となっています。しかし，三

重県内は中小企業が多いうえ事業主行動計画の策定は努力義務となっていることから，

今後は中小企業を中心に事業主行動計画の策定も含め女性の働きやすい職場づくりと

いうことを県としても注力していきたいと考えております。一方，民間企業の経営者や

管理職の方々は，女性の管理職登用等の必要性は十分認識されているけれど，女性職員

が少なかったり管理職を視野に入れた職務経験がないなど，なかなか実行できないとの

お話がありました。大きな課題でありなかなか進まない現実があるということも良くわ

かりました。 

もう一点，さきほど農業委員の話でもありましたが，やはり地域に行けばいくほど女性

がトップを務めることはまだまだ少ない状況になっています。県内の自治会長の中で女

性が占める割合は本当に少なく県全体で大体 3％くらいです。こういった地域における

女性の活躍が増えてくれば，おのずと社会全体でも女性が活躍している状況になるので

はないかと思います。 

 

オブザーバーＡ 

民生委員は女性が多いですが，そこで代表を選んでくださいよってなると必ず 100％男

性がでてくる。自治会は男性社会ですよね。 

 

代 表 

いろんなステージやいろんな環境がそれぞれありますが，管理職を作るためにもライフ

ステージにあった働き方が選べるようにしていくことをこれからも考えていく必要が

あると思いますし，働き続けてもらわなければなかなか管理職に到達することにならな

いので。最近では，他の企業からそれ相応の人をハンティングしてきて充てるというこ

とや，企業のみならず省庁でも企業からの出向や，企業辞めてその省庁に就職したとい

う事例もあるようです。そういうことで少し％が上がっているところも見受けられるよ

うになっています。やはり人材をいかに大事に育てていくかを重点的にしていかないと

地方自治体だからこその特色や特徴だとか，働き続けてもらう，出産して定着してもら

う，そうしないと一億総活躍とか定住とか地方創生とかにはつながっていかないと思う

と，この男女共同参画は地方創生の中でも非常に大きな重要なところを占める課題であ

ると思っておりますので，ぜひそれぞれの立場でのお話，ご意見を聞かせていただけれ

ばなと思います。鈴鹿市もいま新名神高速道路が通るということで，企業立地などいろ

んな問い合わせが増えています。せっかく相整って立地いただくのに何が一番ネックか

といったら，人材がそろわないということです。せっかく事業規模も拡大して投資もし

ていただくんですが，人がいない若者たちがいない，ではどこに行っているんだ，県外

に出ているのかなと思うと，そんなに外に出てっていっているわけじゃない。圧倒的に

やはりパイが少ないんだという話。三重県自体，地方自治体自体これからどう生きてい
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くかの問題にも男女共同参画というのは，男性も女性もこれからは仕事をしていただく

ことにつながっていくのかなと。沢山企業さん来ていただいて活気がでるのに働く人が

いないという事では困りますので，その辺も含めて考えていきたいとは思っております。 

貴重なご意見を聞かせていただいて，今年度の事業を下半期くらいから実施してまいり

ますのでまたよろしくお願いします。以上です。 

 

事務局 

活発な意見交換をありがとうございました。ただいま皆様からいただいたご意見やアド

バイスを参考にしながら，今年度の事業を実施してまいりたいと思います。幹事の皆様

におかれましては，本日の会議内容について所属の団体に持ち帰っていただき，団体内

部での情報共有を図っていただきますようお願い申し上げます。では，事項書 7その他 

事務局より説明します。 

 

事務局 

第 2回の会議につきましては，年明けの開催とさせていただきますので，日程調整等ご

協力お願いいたします。 

 

代 表 

素直な意見ありがとうございました。頂戴しましたアドバイス等反映させながら事業を

進めさせていただきます。 

 

事務局 

それでは，以上を持ちまして「第１回ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議」を終了させ

ていただきます。本日はありがとうございました。 

 


