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平成28年度 第1回 鈴鹿市男女共同参画審議会会議録 

 

日    時：平成28年6月1日(水) 10：00～11：45  

 

場    所：鈴鹿市男女共同参画センター ジェフリーすずか ホール 

 

出席委員：7人（富田寿代・山口郁子・飯田るみ子・浅野正士・増谷和光・北川昇三 

・川北良子） 

欠席者3名 

 

事 務 局：地域振興部長・次長・男女共同参画課（課長・渥美・田中） 

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 

 

事項 1：市長挨拶 

皆さま，おはようございます。市長の末松でございます。今年度，第 1回目の審議会

にご参加いただきありがとうございます。平素より皆さまにおかれましては鈴鹿市政各

般に渡りまして，特に男女共同参画の推進には御尽力，御協力を賜っておりますこと，

この場をお借りして改めてお礼申し上げます。 

さて，我が国では，男女共同参画社会基本法が施行されてから 17 年が経過しようと

しております。しかし，男女共同参画社会の実現は，様々な分野においてまだまだ十分

とは言えない状況にあります。そのような中，国では，女性活躍推進法を成立させ，職

業生活における女性の活躍推進に向けて本格的に動き始めました。また，昨年閣議決定

された第 4次男女共同参画基本計画においても強く発信されております。 

先日開催されました伊勢志摩サミットにおいても，男女共同参画，女性の活躍推進と

いうものが議題にも取り上げられたところでございますし，メルケル首相もいらしゃっ

ておられましたけれども，これからの女性の活躍を象徴するような会議になったんでは

ないかなと思っており，これからの国の施策に期待をするところでございます。 

 私自身は，内閣府の専門調査会で昨年度までは監視専門委員だったのですが，今年度

は重点方針専門調査会に所属することになりました。今までは政府が進めてきたことを

監視する立場だったのですが，今度は重点的に進めていくためにはどうすればよいかと，

以前より一歩進んだのではないかと思っております。この 4月にも会議に出席し，女性

活躍推進に向けて地方の現場の声を国にしっかり伝えさせていただいているところで
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ございます。 

また，本市におきましては，昨年 12 月に，「SUZUKA 女性活躍推進連携会議」を立ち上

げ，民学官が一体となって女性の活躍推進に取り組む仕組みをつくりました。 

また，鈴鹿市総合計画 2023（にいまるにいさん）のスタートにあわせ，本市の男女共

同参画推進の第 2ステージとなる，第 2次鈴鹿市男女共同参画基本計画もスタートさせ

たところでございます。男女共同参画社会の実現に向けた取組をこれまで以上に積極的

に進めて参りたいと思っておりますので，委員の皆様の更なる御意見，御指導を賜りま

すことをお願い申し上げます。 

 さて，今年度の審議会では，第 1次計画の最終年度の各課の取組結果について皆様に

御審議いただき，外部評価をまとめていただきます。前計画の結果を省みることは，第

2次計画を進めていく上でも非常に重要なことであると認識しておりますので，皆様の

率直な御意見をお願いしたいと思います。 

 今月は 6月 23 日から 29 日までは男女共同参画週間となっておりますので，啓発の方

も併せてお願いしたいと思います。ＮＨＫの朝のドラマで，この前までは「あさが来た」

で女性活躍の一歩というか，そういった取組をドラマにしていただいたと思っておりま

すし，ＮＨＫがそういったことを取り上げるということは，国の施策にも歩調を合わせ

ていくということだと思いますので，世論がそういう動きになっている時にリーダーシ

ップを取れるような，男女共同参画の推進ができるような市になっていきたいと思って

おりますので，一層の皆さまの御支援を賜りますようお願い申し上げるところでござい

ます。それではこれをもちまして第 1回男女共同参画審議会の冒頭のあいさつにかえさ

せていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

（挨拶後退席） 

 

事務局 地域振興部長，男女共同参画課長挨拶 

議事進行 会長に交代 

 

富田会長： 

冨田でございます。昨年度に引き続きまして，よろしくお願いいたします。先程，市

長もお話されましたが，鈴鹿市では，総合計画 2023（にいまるにいさん）や第 2次鈴鹿

市男女共同参画基本計画の策定など，新たなステージへ動き出しています。私たち男女

共同参画審議会においても，夢を持って暮らせるまち「鈴鹿市」の未来づくりに参加す

るため，皆さま御意見をどうぞよろしくお願いします。第 1 回と 2 回で審議を終了し，

第 3 回には外部評価をまとめることとしますので，会議運営に御協力お願いいたしま

す。それでは，平成 27 年度鈴鹿市男女共同参画実施計画の進捗状況評価について審議

いただきますが，事務局からの内容説明後に，皆さんから御意見をいただきたいと思い

ます。 
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事務局： 

議題に入ります前に 1点訂正がございます。あらかじめお届けいたしました男女共同

参画推進本部評価でございますが,表紙に内部評価（案）となっておりますが，案では

ございませんので,案の文字を削除いただけますでしょうか。申し訳ございませんでし

た。 

（Ｐ5の訂正箇所も説明。差し替えを当日配付） 

 

では,内部評価の資料に沿って，平成 27 年度取組状況と推進本部の内部評価について

説明させていただきます。この男女共同参画推進本部とは，市長を本部長に，副市長，

各部長ら市の幹部職員で構成されている庁内会議でございます。 

こちらの冊子は，各担当課から提出されました平成 27 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したものでございます。 

 

では，2ページを御覧ください。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。これは，重点課題となっていますが，基本計画の成果指標としまし

ては, 審議会等への女性委員登用率で目標値を 40％としています。 

◆指標の説明  

「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（法令，条例，

規則，要綱等に基づく審議会，委員会，その他市民を構成員とする会議）の委員のうち

女性委員の占める割合となっております。 

◆平成 27 年度値の説明 

審議会等の女性委員登用率につきましては，平成 28 年 4 月 1 日現在の数値で計算し

ております。委員総数 773 人中女性委員数 279 人で,36.1％と昨年度より 0.9 ポイント

高くなっております。付属資料が冊子の後ろにございます。69 ページを御覧ください。

こちらが，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。 

《取組概要》としましては，審議会等委員への女性の登用に関する事前協議の実施が

徹底されてきています。これまで 0％であった監査委員が 33.3％となりました。男女共

同参画課としましても 審議会等の委員改選時期を把握して，働きかけをさせていただ

きました。その結果，特に，平成 27 年度の 1 年間に委員の改選があった審議会等だけ

を見ますと 41.3％の高い女性登用率となりました。また，小中学校長と教頭につきま

しては，校長は 40 名中 9 名，教頭は 44 名中 11 名となり，平成 27 年度と比較して校

長，教頭ともに女性登用が増加しました。 

《評価（成果や課題）》ですが，目標値には 3.9 ポイント届かなかったものの事前協

議の徹底により担当課職員の意識が高まり，団体等への積極的な働きかけがなされてき
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た結果，数値は順調に上がってきています。今後は専門知識が必要な分野での女性登用

が課題となります。また，女性活躍推進法が施行されたことで企業の意識も高まってき

た中，「SUZUKA 女性活躍推進連携会議」も昨年度立ち上げましたので，今後は，市内企

業等との連携を図りながらの取組が必要であるとしています。 

 

次に 3ページです。基本課題Ⅱの「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。これも重点課題です。基本計画の成果指標としましては,「男女共同参画意識の普

及度」です。目標値を 75％としています。 

◆指標の説明  

メルモニアンケート等において，性別による固定的役割分担意識の一つである「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」の設問

に対し，「同感しない」，「どちらかといえば同感しない」と答えた人の割合を指標とし

ています。 

◆平成 27 年度値の説明 

メルモニアンケート等回答総数 843 人中 「同感しない」が 374 人で 44.4％，「どち

らかといえば同感しない」が 124 人で 14.7％でした。昨年度と比べますと，3.3 ポイン

ト下がりました。 

 

ところで，基本課題ⅡからⅤまでの指標は，市民へのアンケート結果による数値とし

ており，65 ページの資料①にその内訳を記載しています。平成 27 年度は，メルモニア

ンケートのほか，男女共同参画課が行うイベントや講演会，また人権政策課のイベント

参加者や新規採用職員も研修後にアンケートを取りました。 

 

《取組概要》ですが，男女共同参画について広報すずかの特集として年 2回取り上げ，

性別による固定的役割分担意識に関する啓発や，あらゆる分野で活躍する女性の紹介を

行いました。子育て世代の男性を主な対象とした講演会やパネルディスカッションを実

施しました。また，青少年に有害な図書の販売など，女性差別を助長するような行為が

行われないよう，コンビニや書店，インターネットカフェ等への立入り調査を年間延べ

188 店舗で実施しました。成人用雑誌の陳列や青少年健全育成条例に基づいた販売など

周知啓発を行いました。 

《評価（成果や課題）》ですが，指標数値は平成 23 年度から上昇傾向でしたが，昨年

度より 3.3 ポイント下がってしまいました。男女共同参画意識の普及度は，男女共同参

画社会実現の進捗を測る指標として最も普遍的なものでもあり，目標達成に向けて効果

的な取組が求められています。あらゆる機会を捉えた啓発が必要であると考えます。ま

た，目まぐるしく変化する社会の中で，子どもを取り巻く問題も年々複雑化しています。
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教育の場における啓発は，新たな課題にも対応しながら継続して実施する必要がありま

す。 

 

次に 4ページです。基本課題Ⅲの「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。 

 

◆指標の説明  

メルモニアンケート等において，「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」と答えた人の割合が指標です。 

◆平成 27 年度値の説明 

メルモニアンケート等回答総数 843 人中 「働きやすい環境であると思う」が 46 人で

5.5％，「どちらかといえば働きやすい環境であると思う」が 150 人で 17.8％でした。合

わせて 23.3％で昨年度より 2.2 ポイント下がりました。平成 23 年度には，いったん目

標値を達成しましたが，その後は下がり続けています。国の調査によりますと，ここ 10

年，女性の就業率は上昇を続けていますが，そのための環境整備が追いついていない状

況がうかがえます。 

《取組概要》ですが，事業主が女性労働者に行う措置のうち，男女雇用機会均等法に

基づき禁止されている項目について企業へ啓発するためパンフレットを配布しました。

また，女性が農業経営に積極的に寄与する現状や生の声を「農業委員会だより」に掲載

し啓発しました。 

キャリア教育では，全中学校において 4日間の職場体験学習を通し職業について学ぶと

ともに，性別に関わらず自分らしさを発揮できる将来の生き方について考えることがで

きました。 

《評価（成果や課題）》ですが，指標数値が平成 23 年度をピークに下がり続けており，

目標値と 11.7 ポイントの隔たりがあります。近年，女性の就労機会が格段に増え，就

労人口全体が増加していることも要因の一つと考えられますが，市民ニーズの把握につ

とめるとともに，保育園や学童保育の利用のしやすさをさらに向上させたり，家族との

家事・育児の分担を進めるなど，社会と家庭の両方での環境改善が必要と考えます。ま

た，働きたい女性に対しては，能力向上のための学習や企業とのマッチングの機会の提

供を関係機関と連携して進めることも必要です。性別に関わらず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等に取り組むべきとしています。 

 

次に 5ページです。基本課題Ⅳの「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
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上である家庭の割合」で，目標値は 40％となっております。 

◆指標の説明 

メルモニアンケート等において，「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れくらいですか」の設問に対し，「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。 

◆平成 27 年度値の説明 

メルモニアンケート等回答総数843人中 「30分以上1時間未満」が141人で16.7％，

「1 時間以上」が 143 人で 17.0％でした。合わせて 33.7％で，昨年度より 2 ポイント

下がりました。「男性がいない，わからない」の回答が 199 人で 23.6％ありました。こ

ちらも基本課題Ⅲと同様に平成 23 年度には目標を達成しましたが，その後下降に転じ

ています。 

《取組概要》としましては，妊婦とその夫を対象にしたプレパパ・ママコースを男性

が参加しやすいよう日曜日に開催したり，母子健康手帳交付時に，育児休業制度の説明

や具体的な事例を掲載したリーフレットを配布するなどし，男性の育児参画について啓

発しました。また，自社に育児休業制度がない場合でも国の給付金により育児休業が取

得可能となる育児休業給付金について，広報すずかへ掲載し周知を行いました。地域や

小中学校ＰＴＡに向けて実施した防災研修会の中で，災害対応における女性の視点の重

要性を啓発しました。また，若い女性が地域活動に関わるきっかけとなるよう，子育て

中の母親を対象とした防災講座を実施しました。 

《評価（成果や課題）》ですが，目標値には 6.3 ポイント届いておらず，昨年との比

較でも 2.0 ポイント下がる結果となりました。性別に関わらず仕事と家庭生活や地域活

動とのバランスがとれた生活が送れるよう，企業を含め広く市民へワーク・ライフ・バ

ランスについて啓発する必要があります。また，育児・介護の休業制度等については，

男女がともに取得できる環境整備を促すため，制度説明や意識啓発を継続していくこと

も重要です。また，女性や若い世代の地域活動への参画が進むように，地域活動におけ

る女性の視点の重要性等を伝える意識啓発に取り組むべきであるとしています。 

 

次に 6ページです。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支援」です。 

◆指標の説明 

メルモニアンケート等において，「ＤＶ被害を受けた時に相談できる機関を知ってい

ますか」の設問に対し，「知っている」と回答した人の割合が指標となっています。目

標値は 60％です。 

◆平成 27 年度値の説明 

メルモニアンケート等回答総数 843 人中 「知っている」が 525 人で 62.3％となり，

昨年度と比べ，0.2 ポイント下がりましたが目標値はクリアしています。 



7 
 

 

《取組概要》は，「女性に対する暴力をなくす運動期間（11/12～11/25）」に合わせ，

市内主要駅での街頭啓発や，男女共同参画センターにて啓発パネルやメッセージボード

の設置を行いました。また，女性相談員 1名を常勤で配置し，ＤＶ被害を受けた方に対

して助言・相談を行ったり，年間を通じて各種研修に参加し，専門知識の習得及び相談

技術の向上に努めました。市内の大学，中学校においてデートＤＶについての出前講座

を実施した。各自治会に児童虐待の通告経路を示した図を配布し，住民の虐待通告につ

いて啓発しました。ＬＧＢＴの研修を，当事者である講師を招き，相談窓口担当者と小

中学校教職員向けに実施しました。女性の心と体の健康づくりを推進するため，参加型

の健康講座を行いました。 

《評価（成果や課題）》ですが，昨年と比較し 0.2 ポイント下がったものの目標値は

達成しています。引き続き啓発を行い，認知度をさらに高めていくべきであるとしてい

ます。相談窓口の周知については，今後もあらゆる機会を捉えながら継続して啓発して

いく必要があります。また，相談内容に応じた適切な対応を行うため，関係部署や機関

との連携や，相談員のスキルアップを継続して実施していくことも重要です。また，男

女がともに健康にいきいきと暮らすために，互いの身体的特質の違いやそれぞれのライ

フステージに適応した取組の継続が必要です。 

 

「計画の推進」からは，渥美副参事から説明いたします。 

 

7 ページからは，計画の推進としまして，計画の評価に関する，推進本部会議と，審

議会の開催状況と，第 2次鈴鹿市男女共同参画基本計画策定にあたり開催させていただ

きました，それぞれの会議開催内容です。 

次に，男女共同参画施策に関する苦情や相談の対応です。昨年度の審議会において，

苦情が 1件もないことについての御意見をいただいておりましたが，昨年度は 4件ござ

いました。内容は鈴鹿市の施策に対するものは宣言を行ったことへの 1件で，あとの 3

件は国が強く発信している，女性活躍推進についてと，男女平等についてでございまし

た。女性のための相談では，369 件・10 件・34 件となっております。8ページ，調査と

しまして，事業等でのアンケート調査を実施しております。男女共同参画センターでは

男女共同参画団体の登録を行っており，登録いただいている団体への委託事業や協働事

業を実施しております。男女共同参画センターの活用は表のとおりです。今後も市民団

体等との連携に努めるとしております。 

53 ページから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，まとめていただいた外部評価について，各所属からの回答にな

っております。55 ページ統括評価に対し，男女共同参画課の回答としまして，男女共同

参画意識の向上のために，性別，年齢に関わりなく学習機会の充実を図る。また，市役
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所内部の連携や外部団体との連携に取り組み，結果双方に関連するの意識向上を図るこ

とを目指していきます。こちらにつきましては，第 2次の前期実施計画の施策にもあげ

ております。 

次に，政策方針決定過程における男女間の格差改善ですが，女性の管理職登用に関し

ては，市役所においても，事業所においても，女性の採用あるいは人材育成が必要な取

組であるとし，また，昨年度審議会で御意見いただきました人材交流については積極的

に取り入れたいと回答しております。 

次に，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が，第 2次

鈴鹿市男女共同参画基本計画において，重点課題と位置づけ，第 1次の計画から常に審

議会から御指摘いただいております効果的な啓発事業を行い，あらゆる分野における男

女共同参画意識の向上を図ります。 

次に，教育や労働の場における男女共同参画の推進です。市内事業所など，働く場の

環境や課題を把握する情報共有の場「SUZUKA 女性活躍推進連携会議」を立ち上げ，課題

解決につながる事業を展開していきます。 

次に，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。両

立支援につながる育児休業などが男女とも取得しやすい環境になるように，さらなる保

育施設の充実や，介護保険サービスの利用について，窓口の充実などを図ります。また，

地域活動においては，地域づくり協議会，防災研修会など様々な機会をとおして，女性

の参画の必要性について働きかけます。 

次に，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。各課が実施する相談事業のそれぞれの視点から課題解決に導くとともに，窓口の

連携を図っていきます。 

最後に，計画の推進につきましては，第 1次の評価はじめ，広く意見を収集し，第 2

次鈴鹿市男女共同参画基本計画の実効性を高め，総合的な施策として推進していくため，

引き続き全庁的に取り組んでいくとしています。 

63 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。以上です。 

 

富田会長： 

ありがとうございました。それでは，さっそく御意見を伺っていきたいと思います。

気がついた点からで結構ですので何か御意見を。ここはどうかという質問でも結構です

ので，いただければと思いますが，どうでしょうか。 

 

北川委員： 

5 ページの取組概要の中での育児休業制度の，自社に育児休業制度がない場合のとい

う流れの中に育児休業給付金，これについて今後広報すずかの掲載，周知を行っている
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ということで，どの程度の認知度があるのか。それはお分かりになりますか，というこ

とをお聞きしたい。そういう制度を一般的にどの程度分かっているのか。 

 

事務局： 

制度として，国から来たリーフレット等をですね，産業政策課が広報に掲載している

のですが，一方的な広報での啓発という形になっているので，企業さんがどこまで認知

されてみえるかというのは，把握はしていないです。 

 

北川委員： 

ということは，企業が認知していないということは，個人は当然，認知度はさらに低

いということになりますよね。そうすると，本来なら受けていただいてもいいような対

象の方が，受けられてない部分が結構あったととってもいいですよね。例えば補填のよ

うなものとして，給付金ですから，本来ならお願いすれば給付金をいただけるものを，

知らないが為にしてないという，そういう場合は随所にあるのではないかと思うのです

が，それと同じような捉え方をしてよろしいですかね。 

 

事務局： 

そうですね，企業自体がどれだけ育児休業制度を実施しているかというところも，全

く把握してなくてですね，取りたいと思った方が給与の担当の方に申し出ていただいて，

そこから初めて進む話の中でこちらへ相談があったりということは，声が聞こえてきた

りということはまずないので，本当にどういう状況かというのは分かっておりません。 

 

北川委員： 

男女共同参画のこの社会の中，特にこの一人親家庭であるとかですね，それと多様な

人たちは生活面で苦労をされている部分があると思うのですね。それでその中で，そう

いうものを底上げしながらいくというのには，こういう風な制度そのものを認知するよ

うな状況にもっていかないと，そういう底上げはできないと思うのですね。机上の空論

じゃないですけれども，そういうところだけで，あるいは資料だけで，あるいは広報に

掲載しているからというだけでは恐らく届いていかないんですよね。例えば女性の管理

職を増やしたいとか，企業の中で女性の活躍をとかそういうものも，もちろん行政のほ

うからの指導をですね，相当これからもやっていただく必要はあるのでしょうけれども，

そういう流れのなかで，こういうふうな取組も，もっともっと周知されるべきだろうと

思いますし，そういうことで鈴鹿市の中でですね，全体がそういうふうな困っているよ

うな方々に十分手を差し伸べていくことができるのじゃないのかなと思います。その辺

をうまく取り計らっていただくような施策をですね，やっぱり推進していただきたいと

思うのですけれどもね。単に資料だけでまとめて，こうなりました，こうでした，とい
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うのではなくて，それがやっぱり男女共同参画の社会の中のスタートラインの一つじゃ

ないかと思うのですけれどもね。 

 

富田会長： 

はい，ありがとうございます。よろしいでしょうか，他に御意見は。 

 

山口委員： 

今北川委員のお話をお聞きして，私も質問ですけど，育児休業制度がないという事は，

出産前になったら辞めなくっちゃいけないということですよね。それで育児給付金がも

らえるということは，辞めた方に対して子育ての間，給付金が出ますよということです

かね。何が言いたいのかというと，育休のある企業とか，公務員系統はその方にも育児

給付金がちょっと出ますよね。その育休期間にはの代わりの人材が必要で，その人を雇

う給料もいるわけですよね。ただ，その分は出ないのですかという質問です。それから，

正規の社員の方には育休がある会社なんかでも，そこにやっぱり派遣の方とか嘱託の方

には多分育休制度はないんじゃないかなと，それでまた辞めて，何年か経ってまた嘱託

か臨時の道を歩まれるのかなというあたりの質問と，私の今の一番の関心はこの事務局

の田中さんが去年育休中でお休みですってお聞きして，男女共同参画でいうことじゃな

いかもしれないけど，女性でも男性でも会社の中で働いていたら代わりの方が来てくれ

て，休んでいる間仕事してくださるのか分からないけど，その休んでいる半年か一年か

二年の間の仕事の流れが，二年も経ったら仕事がだいぶ進んでいっている，それが分か

らないですよね。だから，そこで男性はつらい部分があって，休みにくい部分があるの

かなと。まあ，職種によってですけど。だから，田中さんが育休を取られたのは素晴ら

しいなと思って。男女共同参画課にみえることのラッキーさかもしれないですけど。そ

んなお話も聞かせてもらえたらなと。もう代替の方は去年おみえでしたもんね。 

 

事務局： 

臨時職員という形で，私がいない間代わりにずっと来てもらっていました。やはり今

おっしゃったようにですね，僕も職場というところは本当に大きいと思うのですけれど

も，啓発という意味でも取得させてもらいました。やはりその育児休業を取るという事

の意味はですね，正直取ってみないと分からないというのが私の感想でして。私として

は育児の大変さというよりも，家事を毎日続けることが大変だなとすごく実感しました。

それは取らないと分からないので。言われるように私はいわば恵まれた立場なので取れ

ましたけれども，今おっしゃったように，世の中の男性達はなかなか代替の方がいない

というところ。会社としてもまた自分自身としても，自分の仕事が誰か他の人にとられ

てしまうのではないかという，そういう心配もあると聞いたこともあるのですけれども，

やっぱり休むということがすごく負担ですよね。マイナスの意味で捉えられてしまうと
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いうことになっています。先程，北川委員に御指摘いただいていた部分では育児休業制

度をもっていない会社，育児休業の手当てのためのお金がない会社が，育児休業を社員

に取らせてあげたいという時に国の給付金をもらって，その給付金を手当てとして使っ

て，取らせてあげられるという制度なんですね。その制度を使おうと思うには，育児休

業を取りたいという社員と，取らせてあげたいという会社の意識が必要になってくるの

で，まずはそこを変えることと，制度があるという事を伝えることをですね，紙を渡す

だけじゃなくて，例えば直接話をして状況を聞いて伝えるとかですね，もっと実際に響

くような形でやらないといけないのかなというのは，今のお話を聞いて思いました。 

 

北川委員： 

私がね，お聞きしたかったのはさっき田中さんもおっしゃったとおりなのですけど，

会社の制度がなくても国にそういう制度があるのであれば，やはり取られてない方が相

当いるのではないかな。それをだから，そういう方々に届くような手法をなにか考えて

いただきたいなと思う。そうじゃないとそのまま流されてしまうだけ，せっかくの制度

があっても知らないが為に。しかもこういう制度というのは，当事者が行政のほうに申

請をしないといただけない。行政のほうから何も言ってもらえない訳ですね。こういう

制度っていっぱいありますよね。当事者が申請しないといただけないという。だからそ

ういうものがやっぱり本来，特にそうやって困ってらっしゃる方は余計に，考えたり行

動を起こす余裕さえない訳ですよ。だからそういう方々へ，もっと届く方法はないのか

なという事を考えていただきたいなと思っている訳です。 

 

富田会長： 

その他の意見はありますか。 

 

増谷委員： 

すみません，基本課題が大きく柱として 5つ掲げられています。その中で当然，目標

値が設定されていますけども，目標値をまぁ基準にして，若干上がったり下がったりあ

ると思うのですけど，大きく下がったりとか，上がったりした時に，何が本当の原因だ

ったのかなという事を追求していくということは，もう一回見直す為にね，そういう事

が必要かなと思います。だからさっきの話の中で，男女共同参画社会の実現に一番理解

があるというのはやっぱり役所と大企業，これはもう恵まれていると思うのですね。私

も今，まだまだ働いていますけど，本当に小さい個人企業の会社で設備のメンテナンス

の仕事をやっているのですけども，その中でね，じゃあ同じようにそういう会社が大企

業みたいにね，育児休業取れるかいろいろあると思うのですけど，極端な話，就業規則

もひょっとしたらないのかなと。そういうような状況のところと，大企業で，あるいは

役所で当然そういう事が周知もできる環境にもあるし，また当然それは権利として取得
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できる環境にある人と，本当の小さな企業などだったら，それこそ何も無理なのですね。

平等だと言われても，やっぱりそこに大きな問題があるのかなと。私が今やっている仕

事の中では，実際は会社としては総合管理ということで，清掃もあれば警備，それと私

らが設備メンテで，空調の設定などがあるわけですよ。そういう中でやっているのです

けれども，掃除の人が休んだからあなたが手伝ってあげてと言われてもなかなか出来な

いし。その適応性いうのも，やっぱりあるのかなと思います。それでね，もうひとつ，

雇用の点で僕が今行っている会社，ハローワークの窓口の人にその条件を言ったときに，

引っかかったのが何かというと，年齢だったのですよ。年齢。それで，求めているほう

も年齢を言う。それを素直に受け入れているのも国の機関であるハローワークなんです。

それで僕が言ったのは免許持ってないとだめだよ，あるいは資格持っていないと駄目で

すよ。これはクリア出来ますよと。だけどこれ，年齢だけがネックになっているのです

と，その時は 65 歳までと書いてあって，僕はそのとき 68 歳でした。定年でリタイアし

て，3ヶ月ばかり働きに行かなかったのですけど，うちでブラブラしていても仕方ない

なということでハローワークに行って条件を言ったら，これ今一億総活躍社会とか，働

きたい人が働ける社会と言ってそれを掲げているのは国と違うのですかと。その国が，

国の機関であるハローワークが，なぜうまく緩和できないのかという，そういうアドバ

イスとかはないのですかと言ったんですね。早速会社のほうへ直接電話してくれて，す

ぐ行ってくださいということで，面接をしてうまくいったのですけれども。それを採用

された会社にも言いました。こんな条件は撤廃するようにと。健康であることと書くよ

りも，ライセンスを持っていることの方が大事なんじゃないですか，ライセンスはもっ

てないとだめですと。年齢よりも，まずライセンスですね。そういう風なことを掲げな

いと，来たくても来ることはできないと。それともうひとつね，役所で調べて欲しいん

だけど，鈴鹿市の庁舎で，庁舎管理やっていると思うのですが，当然業者が入って設備

から警備から，清掃からあると思うのですが，多分鈴鹿市，総合ではなく分離発注だと

思うのですが，その時に年齢条件が付いていると思います。何故鈴鹿市は付けるのかな

と，僕は疑問に思っています。四日市市でも三重県でもないのですよ。年齢よりも，健

康だったらいいのではと，そういう要素をもうちょっと重要視しないと，よそがオープ

ンにしているのに，何故狭めるのかなと。もっと促進ということであったら，やっぱり

年齢の条件というのはもうちょっと緩和すべきと思いますけどね。国の方も一億総活躍

社会と言っているのに，ちょっとマイナス傾向ではないかなという気がします。 

 

富田会長： 

男女共同参画というのは，性別だけではなくて年齢も全てが関係なく平等にという意

味で考えた方がいいのかなと。あえて男性女性と言ってしまうと，逆差別になってしま

ったりというのも出てきます。みんなが働きやすい，暮らしやすいという意味だったら，

年齢を男性も女性も国籍もということになってくるかもしれませんけれども。そういう
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のを全てとっぱらって，働きやすいというふうに考えていくと，今の御意見は大変貴重

な意見ではないかと思います。 

 

川北委員： 

技術とか経験とかを持ってみえる方を年齢関係なしにというのは大事なことだと思

います。国のそれこそ宝です。外国へ行ってしまったら大変なことになります。メーカ

ーでもそうですけど，専門の方は会社も採用したいし，ハローワークさんもその辺は変

わってくるかと思います。 

 

増谷委員： 

国ももう変わってきている。国がそういう法律，制度をつくったんですよ。だから逆

にそういうところに気がついてないんだと思う。駄目だと言われても，もっと緩和して

くださいよと，逆に指導していただきたいなと思います。同じことを仕事しても，例え

ば僕の仕事はパートですね，だけど同じことするのに，若い人だったら会社は 3倍も 4

倍もお金を払わなくてはなりません。そういうことですよ，そのために雇う。そうだけ

ど，免許を持っていてもらわないと困るからという事で，そういう資格が必要だと言っ

ている。そんなところにまだ年齢の縛りをかけるということは，余計に人が来ないとい

う弊害が生まれる。 

 

事務局： 

今お手元に育児休業給付金制度の資料をお配りしましたので御覧ください。 

 

山口委員： 

すいません，私勘違いしていましたね。この育児休業給付金というのは，育児休業が

ない会社へ国からもらって，その人に育休を取らせてあげるということ。だから育休が

終わったらまた復帰ができるということですよね。 

 

事務局： 

これは，雇用保険の中の給付で，会社を辞めた時に失業保険が貰えるというのは代表

的なものだと思うのですが，その中でも育児休業を取った場合，子どもが一定の年齢に

なるまでについては，標準報酬月額の何パーセントという形で給付が決まっていると。

当然それについては，会社の方での育児休業の手当て，給付金がないところについては

国が雇用保険の制度で出していると思います。辞めなくても休業になってまた復帰がで

きるということでございます。辞めてしまいますと雇用保険の被保険者ではなくなりま

すので，それは失業給付にかわって，辞めてしまうと育児休業給付金は出ないというこ

とです。 
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北川委員： 

よろしいですか。6ページのですね，ＤＶセクハラの中の一番最後の評価，成果や課

題という流れの中で，相談窓口の周知についてという 2行目，相談員のスキルアップを

継続して実施していくことが重要であると書かれておりますけれども，これは今，他県

などでも児相さんが関わったりしてですね，それでも児童虐待というのはなくなってい

ない。むしろ児相さんが関わっても何も出来ない状況の場合というのは随分と起こって

いますよね。この場合，例えば鈴鹿市の場合だったら，そういう対応はどこまでなされ

ているのか，現実にそういう対応されたことあるのか，あるならどの程度の確率でやら

れているのか。その児童虐待ということについてですね，と言いますのも，私は学校関

係でいろいろしていたものですから，朝の挨拶運動に立ったりするとですね，子供の顔

見てるとですね，なんとなく分かる部分もある子はいるのですね。ですから，やはり子

ども達というのは，みんな等しく平等で明るく健康に育っていっていただきたいという

思いがあるわけで，虐待なんていうのは当然とんでもない話ですので，あった時にはす

ぐに対応していただくというそういうものが，例えば鈴鹿市の場合だったら，子ども家

庭支援課ですか，そこが対応されるわけですかね。だからそこの方々の，多分スキルア

ップだろうと思うのですけれども，その時のスキルアップというのはどの程度のところ

までを考えられているんでしょうか。例えば児相さんの場合ですと，例えば国の制度の

中ではその家庭の，ある家庭の中での子ども達が相当虐待があって大変だと，だけど行

っても入れてくれない，だけど危機を感じた時には踏み込んでもいいですよという制度

に変わりましたよね。鈴鹿市の場合もそれは可能だというふうに捉えてもいいのでしょ

うか。 

 

事務局： 

それは全国一律で取扱いが変わっていますので，鈴鹿市も一緒です。 

 

北川委員： 

それは子ども家庭支援課の方が入るということですか。 

 

事務局： 

それは児相とともにだと思います。 

 

北川委員： 

それは県の児相の方に連絡をしてということになるわけですか。 

 

事務局： 
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はい，そうです。 

 

北川委員： 

鈴鹿市の場合，そういう対応を今までなされたことは。 

 

事務局： 

それはあると思います。件数までは今は打ち合わせておりませんので，子ども家庭支

援課の方に確認しないといけないのですけれども。 

 

北川委員： 

だから支援課さんの方のスキルがどの程度まで高められているのか。高めていくのか。

その辺もお聞きしたかったものですから。 

 

事務局 

内部評価の45ページからの基本課題Ⅴの施策1の単位施策3の子ども家庭支援課の取

組「要保護児童等・ＤＶ対策地域協議会の代表者会議を年2回，実務者会議を年3回，個

別ケース会議を適時開催します。」このなかで当然，実務者会議というのは，子ども家

庭支援課の担当者も出て行っておりますし，各学校の担当者がという部分もあると思う

のですけれども，中身の詳細については確認をしないと分かりませんけれども，そのよ

うな会議等を受けて，そしてまた出席した者が職場に戻ってノウハウを広げていくとい

う活動はしております。 

 

北川委員： 

この事業実績の中で，個別ケース会議延べ人数 241 というのは虐待の人数ではなくて

会議に出席した方の人数ですか。 

 

事務局： 

そうです。虐待のようなケースがですね，各小中学校で，地域で起こっております。

そこで，これはどうしたらいいかというケース会議をしているのですけど，それに携わ

った人数です。 

 

北川委員： 

分かりました。 

 

事務局： 

一度詳しくですね，どのような実績があるか対応させていただきます。 
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北川委員： 

お願いします。 

 

飯田委員： 

6 ページの取組概要に，各自治会に児童虐待の通告経路を示した図を配布し，住民の

虐待通告について啓発した。とありますが，これは具体的にどのようなことでしょうか。 

 

山口委員： 

各自治会に，Ａ3判 2枚のラミネートしたものがあって，こういう時にはどこへ連絡

というのが，児相や市等のいろいろな部署と電話番号と書いてありまして，泣き声が聞

こえたなど発見した時はすぐに連絡できるように連絡網があります。自分の自治会では

掲示板に貼っており，掲示板は自治会によって個数も様々ですが，よそではゴミ集積所

の前に貼ってあったりいろいろです。2，3 年前くらいからと思いますが，ラミネートし

てあるので別に悪くはならず，今も貼ってありますね。 

 

飯田委員： 

自分は見た覚えがなかったので。 

 

山口委員： 

一回市報とかにも載りましたかね。その図のことが。 

 

事務局： 

今，山口委員に答えていただいて大変助かりました。みなさんから市の取組に対して

いろいろと御質問を今いただいているところなのですけれども，この場に担当部署の者

がいればすぐに答えられて一番よいのですが，事務局の我々は各課の取組を資料に取り

まとめて，ここで提供させていただいているという形をとらせていただいておりますの

で，実際のところは事務局も細かい取組内容まで分からないことが多い状況です。もし

各課の取組内容に関して質問等があれば，事務局に，個人的にでもよいのでいただきま

したら，それを次回の会議までにお調べしまして，次回にはそのことに関して発言いた

だけるようなかたちにもっていきたいと思います。この場はせっかくみなさんお集まり

いただいているので，意見交換の場としていただくということが非常にありがたいです。

市の取組に関する質問というところと，審議会の中での意見交換というところでちょっ

と分けて考えていただいて，進めていただいきたいなと思っておりますので，よろしく

お願いします。 
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川北委員： 

新組織というところで，子ども政策部という部ができたのですか。これはどのような

部署でしょうか。 

 

事務局： 

今までは保健福祉部というところが，新しく健康福祉部という部に変わりまして，そ

の中で子どもに特化した施策を重点的に行うということで組織を分けた訳なのです。こ

れまで保育所であったり，児童手当の関係であったり，放課後児童クラブとか，それか

ら児童扶養手当，これは，一人親の方が受ける手当で，あと保育所の入所については公

立も私立も手続きは一緒ですので市がやっていますが，幼稚園の部分は今まで教育委員

会の方で持っていたのですけれども，それが子ども政策部になりまして，一体で運営し

ていった方がより効果的，より市民サービスの向上に繋がるということでその部分が入

りました。それからあと，今の子ども家庭支援課ですね，いわゆるＤＶであるとか子ど

もの虐待とか，そういうものに関わる部分も子どもに関連していますので，それも入れ

て 3つの課ができまして，そういうかたちで独立させたというものでございます。 

 

川北委員： 

いろいろと，細かくしていただくとよろしいですね。 

 

富田会長： 

基本課題 1 につながるかと思うのですが，10 ページから女性の委員の数が出ている

のですけども，全体としては上がっていますよと書いていただいているのですけど，会

によっては差がすごくあるんですね。60 パーセント超えているところとか，11 パーセ

ント，8 パーセント，7 パーセントなんてところまで。先程の説明では新しい審議会ど

んどん変わっているんだけどとありましたけど，それでもこの差をなくす方向でという

ふうにしていただく事は出来ないのかなと。特に女性がもっといてもいいような審議会

に女性が少ないような感じがあります。いじめ問題とか，老人，長寿社会のところとか，

女性が少なくとも 3割はいてもいいんじゃないのかなと。全体をみれば確かに上がって

いるかもしれないのですけども，そういったところ重点的にチェックしたり，課題にお

いていただくとかすればいいのかなと。それから下がったり上がったり，このグラフ自

体もちょっとどうなのか。客観的な物になっているかどうか，基本課題Ⅰとか，ものに

よっては完全に客観的に見られる部分と，課題Ⅱ，Ⅲ，Ⅳあたりはアンケート対象者が

一般市民全般じゃないわけですから客観的にみられるかどうか分からないのですけど，

それでもそういう前提をおいたうえで上がったり下がったりした理由も少し。目標値に

近づけるという課題はあるのですから，何故下がったのかとか，こうやったから上がっ

たというような自画自賛でも，やっていただけたほうが次につながるのかなという気は
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しました。やっぱり課題Ⅱの固定的役割分担意識のところですけども，同意しない，ど

ちらかといえば同意しないという人は減っているのだけど，じゃあ何が増えているのだ

ろう。同意している人が増えているのか，答えない人が増えているのか，それもありま

すし，家庭における男性の家事労働時間というのも，その家庭に男性がいる，いないも

ありましたけども，全体に普通の家庭と言うと問題があるのですけど，どういう家庭で

その結果出ているのか。男性しかいない家庭は男性がやるというように，そこの母数が

分からないと，これはあまりにアバウト過ぎて，この数字の結果を議論してしまっても

ちょっと難しいのかなという気がしています。全体にこのアンケートはジェフリーすず

かに関連したイベントに参加している方の回答なので，意識はかなり高いと思うのです

ね。それでも 59．1 パーセントに下がったという理由とか，それも何か出していただく

といいかなと。一般の家庭のところを対象にしたものとは違うので。分かっている人達

が何故こんな低い意識になっているのだろうとかという話に持っていくべきなのかな

という気がします。いかがでしょうか。浅野委員どうでしょうか。せっかくですから。 

 

浅野委員： 

私は人権政策課とかそういうところで勉強させていただいたことがありますが，今ま

では男性の方が主体でやっていたんですが，私がこの審議会で一年間勉強させていただ

いてきたように，女性の方がリーダーをやって，うまくいろんなことをやっていただく

こともいいなと思っております。 

 

飯田委員 

いつのアンケートだったか忘れましたけど，自分には答えられないというか，関係な

いと言ったら変ですけど，自分には該当しないと思うような質問とかも結構あって，答

えるのが難しいと思う時がありました。年齢とか限られてくるような質問だと，やっぱ

り自分には該当しないなって思うことがあります。 

 

富田会長： 

こういうアンケートのとり方ってすごく難しいのと，集計がどのようにするかという

話になってくるかも知れないですね。 

 

事務局： 

アンケートですが，5 年に一度は鈴鹿市内の二十歳以上の方の中から無作為抽出で

3000 人に対してアンケート調査をしており，質問項目も多かったり，年齢性別などど

んな方が答えているかということで，例えば何歳代の男性にこんな意見が多かったまで

分析できるくらい収集しています。ただ，この内部評価は毎年行いますので，その 5年

に 1回のアンケートでは対応できない訳ですね。それで啓発イベントなどに来られた方
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に簡単なアンケートを記入いただいてもらうというかたちしか出来ていない状況です。

そういうこともあってなかなか情報が乏しいアンケート結果になってしまっていると

いうところでの御指摘かと思うんですけれども，どんな方が答えたのかというところま

で分かれば，その結果を元に取組にも繋げられるのではないかということですね。あり

がとうございます。 

 

山口委員： 

すみません。さっきのアンケートの年代なのですけど，65 ページのアンケート結果

のところに年代の分布があるんですけど，40 代，50 代，60 代，70 代の人は分かるんで

すけど，30 代，20 代が少ないかなと思うんですけど，30 代の方も少ないですよね，案

外。 

子育て世帯かなと思うんですけど，今は結婚や出産が遅いから忙し過ぎてというか，

アンケートをやっていても書かずに帰っていかれるのか，この 30 代が少ないというあ

たりはどういうことだと思ってみえますか。 

 

事務局： 

やはり，委員さんおっしゃたようにですね，たぶん 30 代は子育て期真っ最中なので，

なかなかこういった男女共同参画のイベントとかに足を運んでいただく方，正直いって

少ないかなと思っています。やはり 40 代以降の年代の方が，今こういったイベントと

かですね，啓発事業には参加していただく人数としては，年代が上がるほど多く参加し

ていただいているかなと感じていますね。 

 

山口委員： 

ありがとうございます。 

 

富田会長： 

そうすると結果のところにも，この時はアンケート対象者にこの年代が多いから増え

たとか減ったとかの解析ができますよね。 

 

事務局： 

そうですね，若干そういったところはあるかなとは思いますね。 

 

富田会長： 

単純に減ったというよりは，そういうことがあって減ったと解析していただいた方が。 

 

事務局： 
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アンケートを固定的にとる，イベントであったりとか，場所であったりを固定できれ

ばいいのですけど，なかなか難しいというところでございます。今少し御意見いただい

た子育てをされている方の回答が少ないということですので，逆に子どもの一歳半健診

とかそういう子育て中の方が多いところで，アンケートの協力をお願いしたりするとい

う方法もひとつ考えていかなくてはということは，内部では少し話はしているところな

のですけれども，そういう点に改善を加えていきたいということは考えています。 

 

富田会長： 

これやっぱり紙で書くのですか。若いお母さんたちはここで子供抱えて書いてという

よりは，ネットとかスマホとか家でピピピッとやったほうが沢山の意見を出していただ

けるのかなという。 

 

事務局： 

メルモニというふうに説明させてもらったのが，まさにメールモニターシステムと言

って，広く市民の方々からいろんな御意見をお伺いするシステムですので，そういうの

は若い方も利用されてるんじゃないかなとは思います。 

 

富田会長： 

それでも少ないかな。 

 

事務局： 

場所は変わるのですけど，SUZUKA 女性活躍推進連携会議というのを昨年設立させて

いただいてですね，その会議のホームページも同時に立ち上げたんです。そういうとこ

ろでも，いろいろな形でアクセスされる方がみえますので，そこからアンケートをとる

ようなやり方というのも一つの方法かなと。今，ネットやスマホの活用ということも言

われましたので，そういうことも必要かなと思います。子育ての部分では，子育ての情

報できら鈴（きらりん）というですね，これもまたりんがつくんですけれども，きら鈴

というサイトも立ち上げていろんな子育ての情報を流しております。子ども政策部のと

ころで担当しているのですけれども。そこでもそういうふうなアンケートの方法を考え

ていく必要があるのかなと思いました。 

 

富田会長： 

重なって同じ人が 2回やったとしても，それはそれで誤作動範囲とみなすことができ

るのではないかなと思うんですね。よろしくお願いします。先程の児童相談所の話もあ

りましたけども，多分鈴鹿市さんのほうは相談件数であるとか，実際どのくらい解決し

たとかという細かい数字はお持ちになっていると思うのですけれども，増えたのか減っ
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たのかとか，児童相談所への相談件数が増えたのか，ＤＶに対する相談の件数が昨年よ

り増えたとか減ったとか，そういうようなものはないでしょうか。例えば基本課題Ⅴの

ところなんかですと，そのＤＶの窓口があるという話がありますけども，こういう女性

相談員を常勤で設置したおかげで件数が増えたのか，より親身になって解決ができたの

か，児童虐待もそうなのですが，そういう解決がこれだけ増えましたというようなこと

が数字としてはないのかなという気がします。 

 

事務局： 

相談件数については年々増えていると思いますが，それについては子ども家庭支援課

の方で毎年データを取ってますので，こういうケースは何件あったかなど次回までに回

答します。 

 

富田会長： 

こういう支援があったという場合に，大雑把でこんな支援していますというだけじゃ

なくて，このぐらいに細かいところこれぐらい増えたから，もっとここをこうしたらと

いうのも意見として出せるのではないかと思いますので，お願いします。今日の御質問

等に関しては次回までの宿題として用意していただくということで。まだ次回は 2回目

ですので，もう少しお持ち帰りいただいて検討してきていただいて。次回，1ヶ月後で

ございますのでじっくりと。 

 

事務局： 

事前にですね，この資料が欲しいということがもしお分かりであれば，事務局の方に

伝えていただければできる限り資料を揃えさせていただきます。 

 

事務局： 

産業政策課の取組に関連した部分で育児休業給付金の資料はすでにお配りしました

けれども，今お配りしましたのは広報すずかにこのように載ったという資料で 2枚あり

まして，ボールペンのチェックの印が入っているところが関係の記事でございます。 

 

富田会長： 

鈴鹿市は市広報が結構ちゃんとして出てるので。 

 

山口委員： 

ほとんどの方が広報をちゃんと見てもらっているけど，配らせてもらっていると，独

身の方や若い方は郵便受けから取られない方が結構みえて難しい。 
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北川委員： 

私も聞きました。ですから手法として何がいいのか。書いたから市は安心していいん

だと思ってるのかも分からないけども，さっきおっしゃったみたいに若い世代にはやっ

ぱり届いていないのですよね。育児休業給付金にしても同じで，そこまで余裕もないん

ですよ。だから，2つ 3 つ 4つの手法をね，面倒くさいでしょうけどね，そういう事を

できる手法を鈴鹿市はとっていただきたいなと。何も他県に合わせる必要は全然ないと

思うので。鈴鹿市としてですね何かいい手法はあればですね，先程のＤＶの話も一緒で

すけども，そういう流れをしていただきたいなと思うのですけどもね。いろんな統計の

中でも三重県あるいは鈴鹿市というのは，何もかも数値が真ん中くらいなんですよね。

マラソンにしても何にしてもちょうど中間ぐらいで，よくもなければ悪くもない。つま

り危険を犯さないという言い方がある。だからせっかくサミットが今年あったので多少

冒険をしながらでも，鈴鹿市がもっとバルーンを上げてですね，鈴鹿市のこれだという

ものをもっともっとアピールして出していってもいいんじゃないかなという気はして

いるんですけどね。せっかく市長さんも，若い女性の市長になっていただいている。こ

ういう機会に男女共同参画がこういうふうな形で，ましてや安倍首相のいう女性活躍社

会だなんて言いながら，この程度だとなんとなくあんまりパッとしないなという気がす

るんですけどね。だからその辺をもっともっと盛り上げてっていただくような手法，対

策をですね，鈴鹿市として取り上げてもらってもいいかなと思うんですけどね。 

 

山口委員： 

やっぱりさっき会長が言われたみたいに，若い人はスマホとかああいう方がよく見ら

れるのかも分からないですね。私なんかメルモニの登録ができないからしてないですけ

ど，若い近所の奥さん達の方が，メルモニにこう載ってたよとかいろいろな情報をよく

知ってみえるので。 

 

事務局： 

広報は今までスマホの対応はしていなかったのですけども，この 6月 3日から，5月

20 日号以降の分については，スマホで見れるようになりました。 

 

山口委員： 

自治会に入ってないところなんかでも，市報をわざわざ市民センターに取りに行って

見られる方はほとんどみえませんものね。自治会に入ってない人のアパートやマンショ

ンとかもね。 

 

事務局： 

一般的にはホームページで見られるということもあるんですけど，皆さんスマホが最
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近多いですので。 

 

富田会長： 

はい，ありがとうございます。貴重な御意見を皆さまありがとうございました。それ

では次回の宿題等々，次回までよろしくお願いします。委員の方々はこちらも宿題，次

回までにまた何かありましたら，よろしくお願いします。それでは今日は終了し事務局

にお渡しをいたします。 

 

事務局： 

ありがとうございました。最後，その他ということで事務局から。会議の前に，次回

第 2回目とその次第 3回目の日程のことを御説明申し上げましたが，もう一度お伝えし

ておきます。2回目は 7月 1日でございます。これは決定ですので御予定をお願いいた

します。第 3 回目は 8 月の 2，3，4，5 のいずれか午前か午後かで考えておるんですけ

れども，多く御出席いただける日を選びたいと思いますので，この紙に都合の悪い日を

御記入いただいて，事務局まで御提出をお願いいたします。その日程調整の結果は速や

かに皆さんにお伝えいたします。場所は，第 2回目も 3回目もこの男女共同参画センタ

ーで開催いたします。繰り返しになりますが，皆さんからの御質問に関しましては，担

当課へ確認しないとお答えできない場合というのが非常に多くなってしまっておりま

すので，事前に事務局までお知らせいただきましたら，次回の会議までにお調べして，

お答えできるように準備させていただきますので，御協力をよろしくお願いいたします。

それでは，これをもちまして，平成 28 年度第 1 回鈴鹿市男女共同参画審議会を終了い

たします。本日は大変お忙しいところ，まことにありがとうございました。 


