
            平成28年度第2回 ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議 事項書

                                                                平成29年3月13日（月）15：00～
                                                                本庁6階 庁議室

1　あいさつ
　

2　新幹事紹介
   ・鈴鹿工業クラブ　村上　茂一様
　 ・鈴鹿青年会議所　前田　耕司様
 　・連合三重鈴鹿地域協議会　吉岡　伸晃様

3　平成28年度事業報告
　 ・資料①～②
　

4　今後の事業スケジュールについて
　 ・資料③
　

5　意見交換

6　その他
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資料　①-2

平成28年度　ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議　事業実施報告

事　業　名 開催日時・参加者数 内　　　容 効　　果 課　　題

第１回
ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進
連携会議

H28.4.14(木)
15：00～17：00
10名

・新幹事紹介（鈴鹿公共職業安定所）
・平成27年度事業報告
・平成28年度事業計画（案）
・鈴鹿市女性職員の活躍の推進に関する特定事業
　主行動計画及び関係アンケート紹介
・「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
・課題認識の共有

女性活躍推進を切り口にして，これまで直
接的な働き掛けができていなかった民間
事業所との男女共同参画に関するネット
ワークができた。

【市民意識調査】
ポストツリー

H28.6月21日～6月24日：
男女共同参画週間/市役
所市民ギャラリー
H28.6月26日：連携映画祭
/鈴鹿市文化会館
以降，男女共同参画セン
ター
意見件数：28件

「子育て・家庭」「仕事・職場」「地域・行政」の３つの
分野で，あなたが思う「困っていること」や「もっとこ
うなったらいいのに」について，ポストツリーで収集
した。
意見：別紙①

・普段男女共同参画課事業や男女共同
　参画センターに来場等しない方の意見
　が収集できた。
・気軽に今の現状を記すことができて
　いる。

・意見数を増やす工夫が必要

市内事業所訪問 H28.8.9から
11社

平成26年度に実施した事業所アンケートの回答が
あった事業所を中心に訪問。
女性活躍推進に関する施策及びワーク・ライフ・バ
ランスの推進等の取組や課題について，担当者か
ら現状を伺った。
また，連携会議への参画依頼を行なった。
訪問結果：別紙②

・個々の事業所方針や現況が把握でき
　た。
・担当者との意見交換ができ，ネットワー
　クができた。
・男女共同参画に関する啓発ができた。

・訪問を計画的に行う。
・連携会議への参画が進まなかった。

【事業所対象セミナー】

雇用関係助成金活用セミナー
講師：
社会保険労務士　田中好昭

H28.12.16(金)
13：30～15：00
11名

事業所の担当者を対象に実施。
・助成金についての概要
・助成金の種類について，中でも職場環境の改善を
　図るものや，仕事と家庭の両立に取り組む場合の
　もの，職業能力の向上を図るものについて説明

・商工会議所会報への折込を依頼した
　ことで，広く市内事業所へ啓発できた。
・事業所訪問する中で，環境整備に関す
　る費用補助などの話があった。多様な
　補助金メニューの紹介や内容について
　提供ができた。

・実施事業の周知方法，参加数を増やす
　工夫が必要。
・前日に商工会議所にて産業政策課が
　モノづくりに関連する補助金メニューの
　セミナーを実施しており，内容はちがう
　ものの，行政内部の情報共有や連携が
　必要である。



資料　①-2

事　業　名 開催日時・参加者数 内　　　容 効　　果 課　　題

【女性対象セミナー】

女性のための就労サポート
セミナー
事業委託先：
株式会社O-GOE（オーゴエ）

①H29.1.20（金） 23名
②H29.1.28（土） 22名
③H29.2.9（木） 18名
全回 10：00～12：00

女性があらゆる分野で活躍するための一つとして，
就労の分野に関して多方面からの支援を提供する
として，再就職への支援するメニュー（応募書類の
書き方，面接対策等）や，社会との関わりを持つ
きっかけ作り（コミュニケーションUP，パーソナルカ
ラー診断等）とするメニューを実施。
三重県の就労支援事業請負の実績のある㈱O-
GOEに依頼した。

・事業を請負った事業所には，多様な資
　格を有する者がおり，有意義なセミナー
　につながった。
・実施時間帯や話を聞くだけのメニュー
　にせず実践も組み合わせ，集客に努
　めた。
・若いママの参加が多く，就労への関心
　が　高いのがわかった。
・男女共同参画センター利用の啓発につ
　ながった。

・事業継続やステップアップのためには，
　事業内容の充実が必要となる。
・実践形式や継続的なセミナーの実施が
　望まれる。
・対象者のニーズの把握方法。

【女性活躍推進セミナー】

笑う門には女性活躍
～女性落語家二人会～
講師：
・日本で第1号の女性落語家
　露の都
・ママさん落語家
　桂三扇

H29.3.26（日）
13：30～15：30

二人の女性落語家を講師に迎え，第1部が落語，
第2部には「女性の活躍」をテーマにした対談を実
施。
対談の内容は，露の都さんには，弟子を持つ身とし
て上司側の考え方や男性社会で続けてきたエピ
ソードを，桂三扇さんには，子育てをしながらの活
動や落語家を目指した経緯等を予定している。

あらゆる分野で女性が活躍していること，
また，性別にかかわらず個性や能力を十
分に発揮して，いきいきと暮らしている姿
を感じてもらい，男女共同参画社会につ
いて考える機会をつくることができる。
男性，女性にとらわれない考え方を学ぶ
機会をつくることができる。

・若い世代の参加につながらない。

女性活躍推進プロジェクトin
SUZUKAサイトの構築

【サイト項目】
・ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議概要を掲載

・ロールモデルの掲載に関してはターゲ
　ットを絞り原稿依頼するが，なかなか
　依頼するだけでは集めることができず，
　完成にいたっていない。
・ホームページの周知方法も検討する必
　要がある。

・閲覧がないと意味がなく，堅苦しいイ
メー
　ジを避け，魅力があり，自らが見にいこ
　うとするページを構築する必要があり，
　再考とした。
・会話式や動きのある写真などを掲載。
・ロールモデルの選出が困難で，テーマを
　決め，関連する女性にターゲットを絞り，
　ロールモデルを増やしていく。



　ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議　事業実施報告　（市内企業懇談） 資料　②-1

＊ものづくりの職場で，全く職種の違う公務員の方々の職場の良いところを，自分たちの職場で反映できることはあるのではないか。

開催日時 事　業　所・参加者数

H29.3.6(月)
13：15～14：15

テイ・エステック株式会社
管理部管理課総務係長

奥村純代　他5人
人事課・人事GL横木・服部 男女共同参画課・課長前田・渥美

現状

・2012年から全社で発足した女性プロジェクト
　TWC（TS　Women's　Committee）のメンバ-
　8人（全社事務局2名・テイ・エステック全体
　事業所メンバー6名）で活動。
・鈴鹿工場の女性管理職は工場（現場）で1人
　在席。
・ものづくりの職場で、女性の割合が12％と少
　ない。

・女性の割合が現在36.7％であるため，女性
　職員，母数を増やすことから始めている。
　（女子学生への啓発）
・次長参事級3人（6％），課長級42人（18％）

・市役所も35年前は，女性職員は補助的な位
　置にあった。
・自分の知識等与えられたものを後輩へ，う
　まくバトンを渡せるよう努めている。

質問①

公務員は課長等リーダーに女性が多いイメー
ジがある。
・役職が就くのは，人事評価制度の評価に応
　じて役職が与えられているのか。
・自ら手を上げて，昇格試験により役職が与
　えられているのか。

・昇任試験はなく，今年度から人事評価の完
　全実施を行っている。
・現在の管理職は，勤務評定を参考に登用に
　至っている。

質問②

・役職を与えるのを前提に，入社時からそこ
　へ向 けた教育を実施していますか，また，
　本人の意識改革についても何か施策はあり
　ますか。
・個々の業務に対する満足感をいじさせる，
　向上心を持ち続ける取組はあるか。
・ロールモデルについても，個人個人の環境
　が違うので参考にならないという声もあり，
　苦慮している。
・OJT

・採用から退職までの期間を「能力育成期」，
　「能力拡充期」，「能力発揮期」の3つに区分
　し，それぞれの能力的嘔気に応じた計画的
　な人材育成を実施。
・管理職研修や階層別研修などの機会を活
　用し，女性職員の人材育成，女性の活躍推
　進への意識を高める取組を行っている。
・先輩に話を聞く機会をつくっている（若手，ベ
　テラン双方）。
・個々に希望調書を提出させ，仕事に対する
　考え，職場環境，家庭環境，健康面につい
　て確認している。

・女性管理職は後輩の育成を考え，学習機会
　を与え経験を重ねてもらっている。（OJT）
・女性のライフサイクルに応じ，仕事への意欲
　については，同じように現状維持を望む声
　がある。

対    応    者
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資料　②-2

開催日時 事　業　所・参加者数

質問③

・管理職のイメージについて。
　時間外の接待や休日出勤，付き合い残業

・職務として必要な時間外勤務に限られる。

質問④

・育児休業中のフォロについて。 ・休業中の研修実施はない。
・育児休業に伴う代替職員として，業務の状
　況に応じて，嘱託職員及び臨時職員等の
　人員補充を行い，安心して育児休業を取得
　できるようにしている。
・育児休業から復帰の際は，元の職場に戻
　り，円滑な職場復帰ができるようにしている。

・安心して育児休暇が取得できる環境があ
　る。

質問⑤

・子育て中の女性に対する出張や残業につ
　いて。

・子育て中の職員の出張や残業については，
　家庭環境等を配慮し無理のないよう，職場
　内で調整している。

・チャンスを逃さないよう上司による本人への
　確認がある。
・家庭環境に左右される。

質問⑥

・介護休暇の取得について。 ・介護休暇は，無給の介護休暇と短期の介護
　休暇があり，短期の介護休暇を取得する職
　員がほとんど。（無給の介護休暇を取得した
　職員は過去に業務員2名（うち1名は嘱託職
　員）。
・国の法改正に伴い，鈴鹿市でも平成29年度
　から介護時間を新設。

・介護休業は，先の見えない介護は，要介護
　対象者につき期間（述べ93日）が決まってい
　るので取りずらい。

対    応    者
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SUZUKA女性活躍推進連携会議　平成29年度事業計画（案）　

事　　業 日　　時 目　　的 概　　要

第1回
SUZUKA女性活躍推進連携会議

6月～7月 先進事例紹介
市内外の事業所事例紹介
（事業所内保育所設置等）

講演会 11月 啓発
男性の意識改革を目的とした
講演会やセミナー

事業所訪問，懇談会 通年
啓発
現状把握

市内事業所

働く女性対象セミナー

就労セミナー 10～12月
キャリアアップ
エンパワメント
人材育成

働く女性対象
3回連続講座
30名程度

健康支援セミナー 1月
こころ，からだの健
康支援

働く女性対象
2回連続講座
30名程度

専用ＨＰの管理運営 通年 啓発，周知

県立看護大学出前講座

協力依頼先：
マザーズライフサポーター

資料③

講　　師

各事業所担当者

外部講師


