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平成28年度 第2回 鈴鹿市男女共同参画審議会会議録 

 

日    時：平成28年7月1日(金) 14：30～16：00  

 

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：8人（富田寿代，飯田るみ子，川北良子，土川禮子，山口郁子，浅野正士， 

北川昇三，増谷和光） 

欠席者2名 

 

事 務 局：地域振興部長，次長，男女共同参画課（課長，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） 

さて，議事に入る前に，資料の説明をさせていただきます。 

本日用意しました資料は 2種類あり，まず，資料 1は第 1回の審議会の後に北川委員

からいただいたご意見の記載があるものです。次に，資料 2は第 1回目の審議会におい

て委員の皆さまからいただいたご質問への回答を記載したものです。 

資料 2について簡単に説明させていただきます。まず，増谷委員のご質問の，市庁舎

管理業務の年齢条件ですが，担当の管財課に確認しましたところ，年齢条件を社会通念

上ごく一般的と思われる 65 歳以下としており，現状，業務に必要な資格を持ち 65 歳以

下という条件で十分人が集まっていることから，条件の変更は考えていないということ

でした。次に，富田会長のご質問の，児童相談やＤＶ相談の件数ですが，別紙は子ども

に関する相談窓口である子ども家庭支援課が受けた相談の件数の一覧です。平成 23 年

度から 27 年度までの件数がまとめてありますが，平成 25 年度から記載が変わっており

ますのは，この年に子どもの相談窓口一元化を行い，件数の整理の仕方が変わったため

です。延べ相談総件数は比較ができると思います。平成 25 年度の窓口一元化の影響で

大幅に増加しております。相談の仕方は，電話相談，来室相談，家庭訪問，学校園等訪

問の分類があり，相談内容は，虐待，養護，発達，教育その他の分類があります。次に，

北川委員のご質問の，児童虐待への対応の仕方ですが，担当の子ども家庭支援課の体制

としましては，発達支援グループ，教育相談グループ，家庭支援グループの 3つのグル

ープがあり，児童虐待へは家庭支援グループが対応します。児童虐待への対応の流れと

しては，まず，相談電話などからの発見，次に児童相談所へ送る案件かどうかの調査，
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ここまでは市が実施します。次の訪問や立入りによる児童の保護は児童相談所が主にな

り，市は現場の案内として付き添います。制度変更後に児童虐待の恐れがあり立ち入っ

た事例というご質問もありましたが，市は単独では一時保護ができず，立ち入りもでき

ません。児童虐待に関する相談員のスキルアップに関するご質問については，臨床心理

士のことにも触れられておりましたが，発達支援グループに臨床心理士がおり，課内で

連携しているという状況です。相談員は，虐待してしまう心理や状況についての基本的

な内容や，近年の新たなケースへの対応を学ぶものなど，相談員として必要な知識を得

るために研修に参加しています。最後に企業内保育施設のある市内企業がどのくらいあ

るかというご質問ですが，こちらで把握している企業で，鈴鹿中央総合病院，鈴鹿回生

病院，宮崎産婦人科，三重ヤクルト販売株式会社 鈴鹿北センターがありますが，知ら

れていないだけで企業内保育施設を持っている企業もあると思われるため，これが全て

とは言えません。 この資料に関しまして，不明な点や，さらにご質問がありましたら，

本日の審議会終了後に事務局へご確認ください。 

 また，前回の皆さまからのご意見を振り返らせていただきますと，全体を通じたご意

見として，まず，有効な取り組みがあったとしても広報で周知するだけでは必要な方に

届いたとは言えないため，届くような周知の仕方を検討するべきというもの。また，各

課題の指標数値とアンケートについて，数値が上がった下がっただけでなく，なぜそう

なったかという原因を追究する必要があり，アンケートに回答した方の性別や年代など

も含めて解析すべきとのご意見や，若い世代に回答してもらうための工夫が必要とのご

意見がありました。また，基本課題Ⅰの部分では，審議会委員への女性登用について，

女性の委員がもっと必要ではないかと思われる審議会を重点的にチェックすべきとい

うご意見がありました。 

それでは，ここから議事進行につきまして,富田会長にお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 

富田会長： 

前回と今回で出た意見をまとめて，次回チェックをするという流れになります。前回

のご意見がどの基本課題にも満遍なく出ているというわけではないようですので，課題

Ⅱや課題Ⅲなどもう少しご意見をいただきたい部分があります。課題ごとに進めていき

ますが，飛び越えてご意見をいただいても結構です。いかがでしょうか。 

 今日の資料で相談件数が増えているようですが，増えているということは周知ができ

ているということでしょうか。 

 

事務局： 

 一括した窓口ができたということで，利用者の方にとってはどこへ相談したらいいの

かがはっきりしてきましたので，そういう意味では良い体制になったのではないかと思
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っています。 

 

富田会長： 

 課題Ⅰで何かご意見はありませんか。 

 

川北委員： 

 北川委員からのご意見の資料に，旧態依然とした男性社会のなごりのままでは進展は

ありません，男女比が変わるくらいの努力をしていただきたいと書いてありますが，こ

の努力という部分で，皆さんからこういうことをしたらどうかというご意見があればこ

こで述べていただくのも一つの案かなと思います。 

漠然としてますから具体的に，例えば，会合に出て行くのはお父さんというのではなく

奥さんも出ていただくとか，いろいろあると思うんですよ。 

 

富田会長： 

 男女比が変わるくらいの努力というところで何かご意見は。 

 

山口委員： 

 課題Ⅰのところで言うと，審議会委員への女性登用率は，あて職や公募の委員がいて，

女性に出てほしいというところで私も入っている部分がありますが，それで案外女性比

率が高くなっているのかなと思っています。管理職の女性比率が少ないのは，市役所の

職員についても，元々女性の雇用自体が少ないからなのかなと思います。  

 

事務局： 

 内部評価の資料の 70 ページに，市の職員の状況を載せているのですが，これを見て

いただくと役職ごとの女性割合が出ています。審議会については，67 ページにあるの

ですが，県内の各市の女性委員登用状況が出ています。地方自治法第 202 条の 3に基づ

く審議会等における登用状況では，やっと県内で 1 位になることができました。ただ， 

68ページの女性公務員の管理職等登用状況では，県内の市でまん中辺りになっており，

職員についてはまだまだこれからというところです。 

 

増谷委員： 

 私も市の職員 38 年間やってきました。適応性というのがあると思うのですが，一般

事務の場合は男性女性というのがあまりないように思いますけれど，建築や電気，機械

の技師には女性はほとんどいない。女性が本当に活躍してみえるのは保育所や幼稚園の

先生とか，病院の看護師さん。だけど病院でも先生となると男性も女性もみえまして，

小児科の先生が女性かというと男性の先生もみえて，本当に上手に子どもさんを診察さ
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れます。適材適所がありますので一言で女性が少ないと言われても難しい部分もありま

す。しかし，男性も女性も混ざっている中で，今までは男性のウェイトが重いんだけれ

ど女性の率が伸びてもっともっと前へ前へと活躍してというのは望まれてくると思い

ます。男尊女卑というのは言い方が悪いですが，歴史の中で続いてきた男性が有利な状

況を変えていかなければいけないということだと思います。 

 

富田会長： 

適材適所とおっしゃるそのとおりで，比率だけを求めてしまうと無理が出てしまう難

しさがあります。 

 

飯田委員： 

資料 1の北川委員の意見の，障害福祉，児童，子ども家庭，教育関係についての女性

任用が低すぎるということについて，内部評価資料の 12，13 ページにある審議会の中

で，養護老人ホーム入所判定委員会とか，要保護児童等・ＤＶ対策地域協議会，いじめ

問題解決支援委員会とかは，女性が関与していることが多いと思うので，もう少し女性

の数が多くなってもよいように思えます。あと，民生委員推薦委員会についても，民生

委員には女性の方が多いように思うので，もう少し女性委員が多くなってもいいかなと

思います。 

 

富田会長： 

ピンポイントでこの審議会にもう少しというご意見かと思います。次に移ってもよろ

しいでしょうか。また思いつかれたらご意見お聞かせいただくということで，次は課題

Ⅱを。 

 

飯田委員： 

36 ページの廃棄物対策課の上から 3 行目の男女共同参画推進においてというところ

の，職場への問い合わせというのは，廃棄物対策課への問い合わせっていうことですよ

ね。 

 

事務局： 

そうですね。ゴミの分別や出し方の関係だと思いますけれども，廃棄物対策課への問

い合わせのことです。 

 

飯田委員： 

そうですよね。出し方とかそういうこと。だからそれだけ男性の方も，手伝って協力

しているってことですよね。 
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事務局： 

そういう見方だと思います。 

 

飯田委員： 

そうですよね。この間，ベルシティに平日行ったのですけど，まだベビーカーに乗っ

ているような乳幼児を若いお父さんがみている光景をすごく沢山見たんですね。何か行

事があったのかも知れないですけども。平日だったんですけど。昔と比べるとすごく子

育てに協力している男性，イクメンが増えてきたなと感じたんです。 

 

富田会長： 

宣伝効果があったんですかね。だいぶ広がっているということでしょうか。反論では

ないんですけど，ゴミに関する問い合わせの部分で，一人暮らしとか学生さんなんかだ

と男性の問い合わせも出てくるのではないかと思います。 

 

山口委員： 

結婚しない男性の比率が年々増えてきてますよね。そういうのもあるかもしれません。 

 

富田会長： 

そうですね，意外と難しい部分。男性の意識改革を促す講座など，男の料理とか，そ

ういうイベントなども必要なんですかね。割と人気なのかも知れませんけど。こういう

イベントをした時に，平日の昼間に男性の参加は，仕事があって難しいのかもしれませ

んね。 

 

山口委員： 

私も仕事辞めてからベルシティは時々行くんですけども，ベルシティとかハンターは

平日でも結構，家族連れというか男性も多いです。驚きながらも私は，交代勤務をして

いる会社が多いので，昼間に家族で出かけられたり，お子さんと一緒に出歩かれてる方

もみえるのかなって思うんです。すごく考え方がマイナス思考なものでよくないんです

けど。女性の中にはずっと共働きをしながら一緒に子育てや家事をしている人がいます

よね。そうするとやっぱり土曜日や日曜日に溜まった家事をしたいと思うと，積極的に

男の方がしてくださる方もみえるし，だいぶ家事分担できているようになっていると思

うんですけど，結局，子供を外で子守りして一緒に遊んできて，その間にやりたいこと

やってしまうのもあるだろうし，男性の中にはもっと家事や育児を手伝いけれども，仕

事によっては早く帰れないとか，残業が多いとか，うちへ帰ってからも仕事がいっぱい

あるとか，もっとしたくてもできない男性の仕事内容・事情もあると思うし，女性もあ
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ると思うのですけど。 

 

川北委員： 

大いにあると思います。私も仕事持っていると，どうしてもお手伝いさんが欲しくっ

て，料理なんかも手伝ってほしいです。それはやっぱりありますね。だから本当に平等

というかたちで，仕事が遅くなったら待つのは当たり前。そこから店屋物で済ますとか，

割り切っていますね。 

 

浅野委員： 

私はいつも法務局でお仕事をさせていただいていて，例えば女性の方とか先生とか，

いろんなお話をして，女性の方が言っていることがすごく良いということなんですけど，

鈴鹿市に行くと僕でさえも，例えばそういう役員の自治会長やっているところでも，ま

だ違うのですよね。今の役所の人たちには，女性自治会長が増えるような取り組みを何

とかやってほしいと今も思いますよね。やっぱり自治会長の人たちがいろんな事をやっ

ていないと，何もやれないと僕は思うので。女性の方もいろんな事をやっていただいて，

女性の自治会長がいるということだけで全然違うのですよ。 

 

富田会長： 

無理やりでもやれば経験になるということもありますか。 

 

浅野委員： 

１回鈴鹿市でやってほしい気はしますね。 

 

山口委員： 

少しずつですよね。今，相撲の土俵って女の人はあがれるようになったんでしたっけ。

まだでしたっけ。 

 

増谷委員： 

相撲は難しいんじゃないでしょうか。 

 

山口委員 

今自治会もなかなか，少ないとか高齢化している自治会は存続が難しくなってきてい

るじゃないですか。自治会長のなり手がないところも多いし。でも，自治会長のなり手

に困らない昔ながらの地域っていうのは，神社とかお祭りとかすごくいい事だと思うの

です。だから何百年もかかってきた男性優位の社会を一気に変えてはいけないと思うん

ですけれども。人に聞くと，女性の自治会長なんかうちの村では絶対に考えられないと
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言われたりとか，例えば男の人だけでお正月は各家から１人ずつ出て，村の１年の祈願

をしに伊勢神宮へ行くとかそういうのを聞くと，なかなかそういう地域では難しいかも

しれないなと思います。でも，今年でも女性の自治会長はいっきに十何人に増えている

し多いとは思いますよね，少しずつは増えてきていると思います。ただその固定的役割

分担ってそれもネックというか，あると思いますよね。私も恥ずかしながら仕事してい

た時は，自分の母親に洗濯からご飯の用意から食器洗いからみんなしてもらっていて，

仕事だけしていたら良かったから楽していたのに，仕事辞めたら親は高齢になってきて，

自分が家事するようになって，じゃあ自治会長もするとなると，今の方が帰ったらすぐ

にご飯の用意しないとならないとか，そういう世界になっていて，自治会長さんの中に

もひとり暮らしの方とか奥さんがもうみえなくて家事もしながら自治会長もしていた

だいている方もみえますけれども，ほとんどの方は家事関係をする人がおうちにちゃん

とおみえかなっていう感じもあって，そこらへんも少しずつ変わってきているし，変え

ていけるといいなというところですよね。だからさっき，このセンターの入り口のとこ

ろに意見を書く葉っぱが作ってもらってありましたよね。早く着いたのでそれを読んで

いたら，やっぱり夕飯の時間には皆で食べたいから夫には残業をもっと減らしてほしい，

もっと男性が育休を取りやすい環境にしてほしいとか，働きながら子育てしやすいよう

にしてほしいとか，切実だなぁと思って読ませてもらいました。 

 

北川委員： 

この固定的役割分担，家庭があれば夫婦の有り様，地域であれば地域の特性，それぞ

れ違ってですね，一様には判別しがたいし，新しい方法の模索とかは難しいのは分かり

きったことなんだろうと思うのですけれども，例えば私の場合は，現職の時には研究職

をやりながら名古屋の方にも行ってまして，正直なところ家庭のことは平日はほとんど

妻に任せっきりでした。研究していたら時間がかかり，しかも仕事そのものはお客さん

が相手にいたら夜中までやっぱりかかってしまう。そうなると，途中で仕事を放って帰

るわけにはいかない。中途半端にすれば職域も上がらないから給料も安くなってしまう。

給料を少し上げようと思うと自分も努力して，ある程度，家庭をかえりみない状態に追

い込みながら，仕事をやらなくてはならないという。当然，企業がもっと給料を沢山出

してくれればいいんですけれど，そういうわけにもいかない。夫婦であれば家族の中の

話し合いで，じゃあ役割分担として，あなたは家庭のほうを守ってね，僕は外で一生懸

命働く。だけど，子育てのほうは平日はお願いね，土日は一生懸命やるよとか。そのへ

んの話し合いは夫婦の中で決められることだし，地域の中にあっては，地域の特性も当

然あるでしょうけれども，できるだけ自分が行けないときには妻に頼む，そういうこと

がお互いに家族の中で，ざっくばらんに話し合える，そういう家族雰囲気づくりが，ま

ずものすごく大事だと思うんですね。そこにやっぱり，ポピュリズムというものがある

んだろうと思うのですけれども。やっぱりさっきおっしゃったみたいに，もっと夫に家
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庭の仕事をやってほしい，子育てに加わってほしい，仕事から早く帰ってほしい。それ

は当たり前の話なのだけれど早く帰っていれば，さっき言ったように給料も絶対安い。

だけど，家庭を守るためにそれなりの給料は取って来ざるを得ない，このバランスは相

当難しいのですよね。仕事をないがしろにする訳にいかない。そうなると私の場合も，

現役を離れたらもう，とにかく家の仕事は，炊事と洗濯は妻にやってもらってますけど，

それ以外は全て私がやってますし，孫の子守りも私が。それは役割分担なので，その辺

はある程度，お互い家庭は家庭の中で，うまくいくようにお互いが努力しなければ，こ

の固定的役割分担というのが一概に足して２で割るって訳には多分いかないのじゃな

いかと。だけども社会進出というところを捉えると，例えば鈴鹿市の場合，女性の市長

さんになって，もっともっと女性の活躍社会は発展できる状態にあると思うのですね。

今この期を逃さずに，鈴鹿市の女性がもっともっと本当にいきいきと働けるような，い

ろいろなアドバルーンを上げていってほしい。そして駄目なものは駄目だと，トライは

するけれど，駄目なものはしようがないと。だけどそれは他の市町よりも，もっともっ

と高いポリシーを持ちながらやってくれると，鈴鹿市っていいなとよそからみられるよ

うな，そういう場所になるように，みんなが努力していけば，女性活躍社会と言われて

いるなかでも鈴鹿市ももっといいところにいけるのではないかなぁと。私が先に資料 1

の提案書を出したのは，これなしで話すと支離滅裂にいろんな話に発展するといけない

と思ったから先に書いたのですけど。ここに書いたようにいけば理想なんでしょうけれ

ども，やっぱり努力してもなかなかその努力が報われないとかですね，じゃあ何をどう

すればいいかっていうのは皆さんそれぞれ個々によって違うと思うので，一概に書き記

すことは出来ないのだけれども，だけど，それぞれが幸せであるという基準は皆違うの

でしょうけれども，子育てが本当に楽しんでできるような，そういう市政であってほし

いな。ある程度，努力はしないといけないでしょうけれども，そこそこの仕事があれば

食べていけるという，その目標をちゃんと持てていれば，皆明るく働くことは出来ると

思うのですね。だけど，働く場所もない，子育ても例えば街場みたいに保育所が足らな

い，ここに私が書いたのですけれど企業内保育のことで，うちの近くにヤクルトさんが

あるのでヤクルト保育所のバンの中に子どもが乗っているのを見てヤクルトさんいい

なあ，ああいう職場で働けるお母さん達はいいなと一瞬思うんですね。それが鈴鹿市全

域にまたがって，そういう意味で私書いたんです。だから鈴鹿市の中でどれくらいあっ

て将来的にこういう方向付けをしていくのに何が必要で，どういう事をやっていったら

こういうふうになるのか，企業さんも努力してやっていっていただけるのか。そのへん

を，鈴鹿市はもっとやってほしいなという思いがあったものですから書いたんです。た

だ，だから固定的役割分担というのは非常に難しい。私もそういう意味では妻に申し訳

ないなと思いながらも，だから現役を退いた今では，できるだけのことはやって，だけ

ど現役のときにも土日は大変だけどそれなりに家の事はやりました。それは，お互いが

努力し，お互い信頼しあってこそ初めて成り立つんじゃないかなと思うんで，それが今
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の若い人達を見ていると，どうも自分勝手なところを持った人達が多いのかなという見

方もされますし，もちろん正規雇用になっていない現状がいっぱいあったりするので相

当難しい現実であるのですけれども，そのへんがやっぱり苦労の元かなと思っておりま

す。 

 

土川委員： 

 どういうふうに発言をしようか考えていたのですけれども，これまでの審議会の中で

啓発とか役割分担意識を解消していくためのところで話し合われたのは，まず市が率先

して市の職員とかですね，あるいは色んな審議会の委員の登用の中で女性を積極的に登

用するというふうな，まず市が見本を示して女性登用を進めて行こうじゃないかと。職

員も市が率先して女性登用もしてさらにワーク・ライフ・バランスとかそういう事を市

職員が見本になって実践していくことから，市民にその周りの職員がいるところの地域

の中にもですね，ワーク・ライフ・バランス的な働き方によって男女が家庭に関わって

いけるというような事をやっていこうじゃないかと，話し合った記憶があるんですね。 

そのあたりをしていく意味で，どのように鈴鹿市さんはワーク・ライフ・バランスをコ

ンサルタントの方に説明を聞いたっていう記載もありますけれども具体的に職員さん

がどんな実践をしていらっしゃるのか。例えば何時までの残業とかノー残業の日が何日

あるのか，その時の職員の実際の動きはどうなのか教えていただけないでしょうか。 

 

事務局： 

いちはやく家に帰って家族団らんをということも言われておみえになりましたけれ

ども，時間外の削減というところでですね，ずいぶん前から市の方では職員のノー残デ

ーというのを毎週水曜日にそういう日をつくって，残業をしない，もしどうしてもしな

くてはならない場合は所属長がその理由を付して人事課へ報告した上で残業するとい

う取り組みをしておりました。その取り組みが中々進まないという事で，今年から水曜

日ばかりではなくて，それぞれの所属によっていろんな業務の偏る曜日っていうのがご

ざいますので，曜日を固定せず月に 4回ノー残業デーを設定するようにと方向を変えて

きたというところでございます。 それと，役所の中では労働組合の関係の労働安全衛

生の部分での取り組みもございますので，そことタイアップしながらワーク･ライフ･バ

ランスがどうしたら進むのかっていうのも定例的に会議も持っています。例えば休みの

取り方としてメモリアル休暇というのがありまして，例えば結婚記念日であるとかそう

いう事を前提にして，休暇の種別や日数としては増えないんですけれども，それで有給

を取りやすくする方法であったりとかというのは以前からは取り組みをしています。

中々行政のほうもですね，日々，いろいろな形で市民の方からも要望をいただきますし，

逆にその分税収が増えるかというと中々増えてまいりませんので，そういうところで苦

慮はしているところではございますけれど，そういう中での知恵を絞っての取り組みと
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してはやっておるというところではございます。 

 

土川委員： 

ありがとうございます。やっぱりノー残業デーの日にですね，どれくらいの方が家庭

に帰って家族の家事とか育児とか色々ありますよね。介護の方もある。そういう事に関

わっておられるかどうか，そこまでやっていかないと，話を聞いて意識が高まったので

はちょっと弱いかな。そのあたりを今年はですね家庭の中に職員が関わりながら地域の

モデルになってああいうふうに仕事しててもどこの人も家の事にも関わって市の職員

さんもやっているから周りの人もそういうふうに変わっていこうかって言う意識につ

ながる可能性はあるかなと思いますのでね。そのへんを川北委員も言われましたけど，

具体的に何か視える形を今年は少し入れていくといいのかなと思います。ただ，ノー残

業デーは家に帰ると妻に怒られるからどこへ寄り道をしようか怖いっていう川柳をこ

の前ＮＨＫでやっていましたので，女性の方もですね「あんたこれせなあかんややない

の」って怒られるらしくてどこへ寄り道してから家に帰ろうかっていう男性が結構いる

と言ってましたから，優しくですね，今日は一緒にやろうって言うような女性の意識も

ですね家庭に帰ってきた途端に大将になって男の人が怖がって，この頃女の人より男の

人のほうが妻が怖いって言う人が多いそうですので，その辺も含めてお互いに意識改革

をして，やっぱり市民の意識を変えるのが一番難しいっていうのが，今まで浅野委員さ

んも事務局側に座ってみえました頃から，市民って本当に多種多様ですからそんなに簡

単に変わらないんですよね。これをどのように変えていくのかが次の課題だねって前か

ら出ていたと思いますので，会長さんのお力でみんなで良いアイディアを出してちょっ

とずつでも鈴鹿市の市民の意識が変わっていくと住みやすい町になるのかなと思いま

す。そのへんを今年は頑張りませんか。 

 

富田会長： 

ありがとうございます。文化的な背景というか，そういうものがかなり関わってくる

のかなと思いますけれども。鈴鹿市って外国につながる人が多いのかなと思いますけれ

ども，例えばブラジルの人達であったり，そういう人達はどうなんでしょう家庭を大事

にするとか，ずいぶんと日本の固定観念とか違う何かをお持ちなのかなと。集まるとす

ぐカーニバルになってしまう話もありますけれど，それ以外にもやっぱり家庭を大事に

するとか子どもを大事にするような見習うべき点があるのかなと思うんですね。それこ

そ国際交流ではないんですけれども，そういうような点で少しでも取り入れていくこと

ができれば，ただ文化が違って摩擦が起きるだけではなくて，日本の伝統があって良い

点と悪い点があって，外国の良い点を少し交流できたりすると良くなるのかなと思うん

ですけれどいかがでしょうか。 
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事務局： 

 確かに，外国人の方は今鈴鹿に 7千名くらいですかね，以前は 1万名超えてみえまし

て，どんどん景気の後退等によって減っていった状況であるのですけれど，確かに今会

長が言われましたように日本の文化にない家族を大事にするというようなところは，外

国人の方に意見を聞いたり統計を取ったりという事は今までされてないと思います。確

かにホームパーティーをしたりとか，外国人の方が役所の中でも手をつないで歩いてみ

えるとかですね，そういう夫婦の仲の良さは身近に感じるところなのですけれども，そ

ういうところからも外国人との交流の中でですね，どうしていくのかっていうのをつな

がるような交流をできたらなと，今アイデアをいただきましたので国際交流の中でもそ

ういう事につなげていくというところで，交流をする必要がありますのでそちらにも活

かしていきたいなというふうに思った次第でございます。 

 

富田会長： 

 アンケートも大切なのですけれども，実際に会って交流するのがすごくいいかなと思

いましたのでよろしくお願いします。基本課題Ⅲなんですけど，前回もちょっと触れた

かもしれないですけど，ずっと下がっているのはなぜかなと。4ページのところのグラ

フがですね，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が見事に下がっ

てしまう。多分，何か原因があってという話，母数が多いのか少ないのか，答えられた

ところの年齢配分とかもあるのかもしれませんが，これだけ見ているとどんどん働きに

くくなっているという事になってしまうのかなと。何か理屈付けがほしいのか代用がで

きるといいのかなという気もするんですけれど。 

 

事務局： 

 まず国の調査などでは，急激にやはり女性の労働人口が増えてきているというのがあ

ります。ですから，母数が増えてきているというのがありまして，中々まだまだ環境が

整っていない状況が見受けられるようです。今のご意見で，アンケートの対象となる方

がその人自身が働いているかどうかというところもやっぱり違うんだろうなと思いま

した。働いている女性が自分の職場を想像して答えるのと，働いていない女性がニュー

スとかを見たイメージで想像で答えるのとでは結果がまた違うのだろうと，このように

考えると，このグラフの数字はいったい何なのだろうと，今ご意見を聞きながら思いま

した。 

 

富田会長： 

 このまま割合だけで出てきてしまうと，どんどん悪くなってると見えてしまう。数字

ではなくて割合って一人歩きしてしまうんですね。これがちょっと怖いかなっていう気

がします。 
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土川委員： 

 このメルモニアンケートの人達の年齢とかは分かっているんですか。年齢とか，女性，

どういう人達，今言われたように働いている人達が多いのか，働いていない人達が多い

のか，そういう調査はされているんですか。 

 

事務局： 

 内部評価の資料の 65 ページにアンケート結果（資料①）というのがございます。そ

ちらの真ん中に年代についてという部分がございまして，そこにメルモニ等の年代が書

いてあります。 

 

山口委員： 

 分からないですけど，私はスマホとかが苦手ですのでメルモニしてないですけれど，

今って 80 代の方でも携帯を上手に使われる方がみえるから分からないですけれど，メ

ルモニって案外 40 代，30 代のお家にみえる主婦の方なんかはすごく活用してみえると

思うのですけれど，色んな情報を。でもそれは台風が来たとか痴漢が出たとかは皆さん

見てみえるか分からないですけれど，案外積極的に活用されたりアンケートに回答され

るのはやっぱり，お家で家事や子育てをしてみえる方が多いのかな。どうですか。 

 

事務局： 

 そのように思います。他にアンケートを取っている各イベントもありますけれども，

例えば土日のイベントでは男性の方もある程度来ていただく，ただやっぱり女性が多い

状況。平日のイベントでは退職された年代の方か，子育て世代の若い女性かというよう

な，平日に家にいるであろうという方がいらっしゃるので，やはり山口委員がおっしゃ

るようにメルモニもそれでいうと，答えられる状況にある方が答えているというふうに

見てよいかもしれません。 

 

富田会長： 

 こういう聞き方をしないと仕方がないと思いますけれど，非常に漠然として女性にと

って働きやすい職場ですかって聞かれてしまうと，どこもかしこも働きにくいっていう

言い方が出てしまうところもあるのかなと。 

 

土川委員： 

 こういう年代の人だと採用してもらえないですもんね。もし働いていない人が仕事を

したいと思ったら，ちょっと子どもの手が離れて何かしたいと思っても自分の思うよう

なところへは行けない場合もありますからね。職業就いてるとか就いてないかとかいう

アンケートのときにチェックが出来るといいかなと思いますけどね。働いている人だっ
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たら，何で働きにくい環境になっているのかという事が聞けますからね。働いていない

人だったらどういう理由でとか，もうちょっとアンケートの中身が具体的な方が私達に

とってはいいですね。 

 

事務局： 

 アンケートの取り方をもう少し工夫してという事でですね。今の取り方ですと漠然と

しすぎて，こうだからこうという話ができないですよね。 

 

土川委員： 

 勝手にでてくるだけですよね。双方向にできないですよね，このメルモニは。前の審

議会の時からメルモニさんのアンケートについて皆が，これをメインにおいてくるのは

どうなのというところはありましたね。どういう人が答えているか明確でないから。 

 

事務局： 

 当たり前のことですが，後で分析の出来るようなアンケートの取り方をしないといけ

ない。せっかく取っているのに。 

 

山口委員： 

 すみませんまた話がとんで，家は中日新聞なんですけれど，先週に四日市の公立中学

校か小学校かの女性の先生が，上の子が 4歳で下の子が生まれたばかりで今 6ヶ月にな

るところなんですけど，丁度１歳で職場復帰したいと。9月に生まれた子なので今年の

9月から 1歳で復帰したいのに保育園が途中入所になるんですよね 9月から復帰しよう

と思うと。それで 6ヶ月くらいから行動を始めたら，四日市の保育園は自分の職場に近

いとか家に近いとかあるんですけれど第 8希望まで書くんですね。私都会の話だと思っ

ていたんですけれど，4歳の子は入れたんですって。それで，下の子は悪くても違う保

育園には入れると思っていたら入れなかったんですって。入所ＯＫの通知が来なかった。

これでは，9月から復帰って職場にも言ってあるのに下の子を預けないと復帰できない

ので，どうしようという事で結局相談に何箇所か行ったらとても親切に行政が相談にの

ってくれて，短期で預けるのを週 5日預ければいいと，一時預かりを週 5日預けられま

すよと言われてとりあえずそれでいくというふうに書いてあったんですけれど。私から

すれば正規の公務員が子どもが 1歳から働くのに，まさか兄弟で別の保育園にという事

が信じられなかったし，保育園へ入れてももらえない事が信じられなかったんですけど

も，やっぱりそれも働きづらい環境ですよね。 

私も公立保育所を途中から入れましたけど，主任の先生に満員と言われましたけど，

後から園長先生に 20％くらいは余分に取るようになっていますから入れてあげますよ

と言ってもらって途中から入れてもらえたのと，それから下の子は上の子が行っている
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から優先的に倍率の高いところを公立でしたけれども，下の子も同じ保育園に入れて頂

けたというのがあったので，隣のまちでそんな事があるんだなと思ってとても驚きまし

た。 

 

富田会長： 

そういう点は整備されてますといえるとすごい宣伝になりますよね鈴鹿市は。 

 

山口委員： 

 鈴鹿は絶対それは無いですよね。 

 

川北委員： 

 鈴鹿は，うちも従業員さん，パートさんで小さいお子さんがみえる方が今 4名みえる

んですけど，保育所が四日市の方と鈴鹿を比べるとすごく親切で，それと残業で迎えが

遅れたりしますよね。そういう時の延長も少々のところは鈴鹿はやってくれるんです。

四日市の方は時間で切られて保育料も上がるとかですね，これはうちだけの場合ですけ

ど。入るときもいつも書類がありますよね一年に一度。それなんかでも子どもさん二人

みえても別々とかはあります。四日市で。鈴鹿は本当に親切，福祉のほうが充実してい

るというふうに思います。結構喜んでみえます。 

 

山口委員： 

 私立の保育園も多いですし，公立が入れなくてずっと待っていた，3年くらい落ちて

やっと公立へ入れましたっていう同級生のお母さんもみえましたけども，20 年位前の

話ですけれども入れないことはないかなっていうのがあったんですけれども。隣同士で

もこんなに市で違うのかなと思って，鈴鹿は公立は公立で申請して，私立は私立で申請

するとは思うんですけれども，四日市は公私立関係なく第 8希望まで必ず書かないとい

けない。 

 

事務局： 

 鈴鹿市でも私立も公立も手続きは市でしていただいています。公立は公立で私立は私

立でっていうのではなくて，保育に関しては児童福祉法で市町村の責務となっています。

当然，親御さんの希望がありまして，四日市は第 8希望って言われましたけど鈴鹿は第

6希望くらいまではあります。これまで鈴鹿については，待機児童っていわれる入れな

い子どもさんがなかったんですけれど，昨年に 9名程出まして，ただ早期には解消が出

来たわけなんですけれども，4月 1 日時点での待機児童というのは出た事にはなりまし

た。今言われました育休から復帰するという方の子どもさんですと 1～2 歳というよう

な子どもさんが多いという事で，そこのところの入りにくい状況がどうしてあるのかと
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いうのは，その子どもさんに対する保育士の対数がありまして，保育士 1 人で 0～2 歳

は 3人でしたか，そういう規程がありまして，年齢が上がるほど保育士 1人でみれる数

が多くなって参りますので，そういう点で保育士の確保が難しいっていうところで 1～

2 歳の子については入りにくい状況になっております。 

 

川北委員： 

 やっぱり赤ちゃんだと大変ですから。それと，四日市でも鈴鹿でも若い世代が多い街

場のところと山のほうとはですね，地域の差はあると思うんです。 

 

山口委員： 

 その新聞では，もう上の子と下の子が別々になっても第 8希望までの中にはそれぞれ

が別の保育所でも入れるだろうと思ってたら，入れなかったので驚きとともにとても困

ったと。家のそばは，無認可かか分からないですけど，個人でお家でやってみられえる

保育所もあるんですけど，昨年の話ですけれど家の校区の小学校の先生の上の子が小学

校に入って下の子はまだ小学校に入ってないんですけど，上の子が振り替え休日になっ

て月曜日が学校が休みになったと，でも自分は仕事に行く。下の子は預けられるけど上

の子はどうしようってなったら，その校区の保育園が一日だけでも預かってくれると言

われたものなので朝一緒に連れて行って学校のそばの校区の中のところに預けて，帰り

また迎えに行って助かると聞きましたけど，そういうのもありがたいですけどね。 

 

事務局： 

 保育士の対数で，0～2 歳は 3人に 1人と申し上げましたけど，それは 0歳児です。1

～2歳児は国の基準では保育士 1人で 6人という事です。 

 

山口委員： 

 それも 1歳児を保育士 1人で 6人っていうのも大変ですけれども。 

 

事務局： 

 今の話で思い出したことがあるんですけど，男性の育児休業を勧めようという動きが

あり，その一つの取り方として夫婦共働きの場合，まず母親が一年休みます。その後リ

レーのように今度は父親がまた一年休む。子どもは 2 歳になるまでくらいは家でみれ

る。保育所で小さい子には人手がいって難しいというところを家でやろうという部分で

男性の育児休業が一つの道としてあるのかなと話を聞いていて思いました。 

 

山口委員： 

 例えば男性の方が育児休業を市役所で取られたら代替の方が就くんですよね。一般企
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業では中々それが難しいと思います。 

 

事務局： 

 国の労働施策の中の一つですね，男性が育児休業を取った時の代替については補助金

を出すとか，子育ての部分ではなくて労働の部分での施策を充実させていただくのも一

つの方法であるのかなと。私は今の部署の前には福祉におりまして，子育て，子どもの

関係のところに携わっておりましたので思いましたんですけれども，中々，子育て環境

を充実させるといっても保育士さんをすぐに養成もできませんし，増やすこともできま

せんので，今申しましたように逆に労働環境の部分で何かを緩和していくなり，そうい

う施策が必要になるのかなと福祉の部門においてお話をさせていただく事はございま

した。 

 

川北委員： 

 子どもの手当てっていうのを，そういうのをもっとたくさんあげるとか。 

 

土川委員： 

 5 ページですか，取り組みの概要の中に，若い女性の人達の地域活動を支援のための

子育て中の母親を対象とした防災講座を実施したと，こういうのがいいかなと思うんで

すね。やっぱりそういう人達はなかなか地域の中で子育てや色々入り込みにくい時があ

る。働いていたりすると日曜日なんかにそういうのやられて同じような世代の人が連携

して地域活動につながっていき助け合える場面にもありますよね。防災だけでなくて子

育て中の方が情報交換ができる。そういうきっかけづくりになって女性が地域に関心を

持ついい機会かなとこれを見て思いました。ぜひ継続して，市民の男女共同参画に上手

く結びつけていかれたら，その中でまたワーク・ライフ・バランスの話なんかも盛り上

げていただいて働く女性も働いていない女性も一緒になって，地域で子育て中の人が顔

を合わせる場につながったらいいなと思って見せていただきました。 

 

富田会長： 

 またお帰りになられて気がつかれたことがあれば，事務局へお早く連絡していただけ

ればよろしいかと思います。皆様からの貴重なご意見ありがとうございました。それで

は，次回は外部評価についてまとめていくことになります。これで本日の議事を終了い

たします。委員の皆さんにおかれましては，長時間のご審議ありがとうございました。 

 

事務局： 

第 3 回目は 8 月 3 日（水）10 時から，場所はこのホールにおいて開催させていただ

きます。第 1回，第 2回と審議いただきました内容を，外部評価（案）として事務局で
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まとめ，次回はその案に基づき皆さまにご審議いただく場になります。次回の審議の前

にその案が委員の皆さまのお手元に届くように準備いたしますので，それをご確認いた

だいた上で次回に望んでいただきますようお願いいたします。平成 28 年度第 2 回鈴鹿

市男女共同参画審議会を終了させていただきます。本日は大変お忙しいところ誠にあり

がとうございました。 

 


