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平成29年度 第1回 鈴鹿市男女共同参画審議会会議録 

 

日    時：平成29年6月20日(火) 14：30～16：00  

場    所：鈴鹿市役所 本庁 12階（1202会議室） 

出 席 者：（敬称略） 

委 員：10名 

藤原芳朗，矢野功二，宮﨑由美子，浅野正士，川北良子 

植村広子，森岡淳子，辻村寿美，高田克明，岡田聖子 

欠席なし 

鈴鹿市：市長 末松則子 

事務局：地域振興部長 舘隆克，次長 吉﨑美穂 

男女共同参画課 課長 渥美裕子，兼子妙美，小泉佑太 

傍    聴：2名 

添付資料：鈴鹿市男女共同参画審議会規則（資料①） 

     平成28年度事業所訪問報告書（当日資料①） 

     「「社会的性別」（ジェンダー）の視点」について（当日資料②） 

内  容：下記のとおり 

 

【 開 会 】 

事務局： 

 定刻となりましたので，ただ今から，平成 29 年度第１回 鈴鹿市 男女共同参画審議

会を開催いたします。 

本日は，委員総数 10 人中，10 人の出席をいただいており，鈴鹿市男女共同参画審議

会規則 第 4条第 2項により，本審議会は成立していることを報告いたします。 

 なお，本日の傍聴人は 2人です。 

本審議会は，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，公開となっており，会議資料及び議事内容につきましても，鈴鹿市のホームペ

ージにて公開いたします。 

本審議会は，本市の男女共同参画の推進に関し，客観的な立場からご意見をいただく

ための最も重要な組織です。皆様からいただいたご意見は最大限尊重し，今後の施策に

取り入れてまいりますので，よろしくお願いします。 

 これより議事の進行につきましては，第 1回目の審議会であるため，会長が選出され

るまでは，事項書に沿って事務局が進めさせていただきます。 

 

市長： 

（平素のお礼，感謝。） 
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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 18 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，あらゆる分野において，まだま

だ十分とはいえない状況でございます。そのような中，国では，女性活躍推進法が完全

施行され，あらゆる分野における女性の活躍を推進する取組を加速させており，また，

女性活躍推進とともに男性も含めた働き方改革に力を注いでいるところでございます。 

私は，今年度も引き続き，内閣府の専門調査会の委員を務めており，4月の会議では，

国の男女共同参画，女性活躍推進に向けた重要取組事項について意見を述べてきました。

随分国と地方との考え方に乖離があると改めて感じたところでございます。各省庁から，

今年度の取組についてお話していただきますが，省庁によっては進めていかなければな

らないところと，内閣府が進めていきたいところと少し乖離があるようなことがござい

ます。 

そういったことも含めて，縦割りをなくして横の連携について，国も私自身も改めて

感じているところでございます。地方自治体の首長として現場の声をしっかり国のほう

にも上げてまいりたいと思っております。 

そして，本市では『ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議』におきまして，民学官が一

体となり女性の活躍推進に取り組んでおります。企業内の保育所を 4 月から稼動してい

ただきました。今後は会議内の共有で終わらせるわけでなく，広く鈴鹿市の皆様方にも

発信をし，女性活躍の場を拡大するとともに，女性も男性も共に働きやすく，暮らしや

すいまちづくりにつながっていくよう推進してまいりたいと考えております。 

さて，今年度の審議会でございますが，第 2次鈴鹿市男女共同参画基本計画の初年度

にあたる平成 28 年度の取組について，外部評価をまとめていただくところでございま

す。スタートいたしました第 2次の取組について，皆様の率直なご意見をお願いします。 

それでは，本市での男女共同参画社会のより一層の推進に対しまして，皆さまのお力

添えを賜りますようお願いを申し上げます。 

 

（委員 委嘱書 交付） 

 

事務局： 

委員の任期は平成 29 年度と 30 年度の 2年間となります。皆様よろしくお願いいたし

ます。 

ここで，市長は公務のため退席させていただきます。（市長退席） 

 

事務局：（各委員の自己紹介） 

 

藤原委員： 

私は鈴鹿医療科学大学で学長付の教授として，主に大学院等で医療倫理や生命倫理を
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教えております。前任校で医療福祉の学部であり，こういった領域についてしっかりと

勉強させていただくつもりで参りました。 

 

宮﨑委員： 

私は平成 28 年の 3 月まで市の職員として在職しており，その当時は生活安全部とい

う名称で，そこの責任者をしていました。それから今日は本庁でこの会議を開催してお

りますけれども，男女共同参画センター・ジェフリーすずかは，平成 14 年に竣工し，

私はそのときの職員の一人でした。その記念式典の際お呼びした講師から「今世紀最後

の箱物を鈴鹿市は建てられましたね」というコメントをいただいたのを今も覚えていま

す。これらのことから委員に選出いただいたと思っております。 

現在は，小学校のコミュニティ・スクールの地域コーディネーターや，市が推進して

いる地域づくり協議会の委員を務めております。地域に入りまして，今まで行政からし

か物事が見えなかったことが，一住民として外から中を見ることができる環境ですが，

残念なことに，地域で男女共同参画という言葉を聞いたことがありません。この審議会

で少しでもお役に立てることができたらと思っております。 

 

川北委員： 

商工会議所から参画しております。私は，仕事オンリーで男・女ということをあまり

考えないでやってきました。 

今回も仕事の分野で女性が少しでも活躍でき，働きやすい環境にできたらいいなと思

っています。うちの従業員もそのように育てていけたらと思って，今回も委嘱を受けさ

せていただきました。 

 

森岡委員： 

現在は行政書士をしていますが，前職はトラックの運転手をしておりました。トラッ

クの運転手はやはり男社会で，基本的に仕事さえこなせればそれなりに受け入れてもら

えます。でも，男女の差で損得を感じることがありましたので，良い面も悪い面もある

と思います。 

また，看護婦が看護師に，保母さんが保育士に変わり，名称だけでなくほとんど女性

ばかりだった分野に男性が増えてきたということは，今までの男性の考えとは違った角

度から〔女性の社会での姿〕を見てもらえるという意味でも男女共同参画が浸透してき

たのかなと感じています。 

任期は 2 年ですけれども，密度の濃い話し合いができればいいなと思っております。 

 

高田委員： 

退職後，社会教育主事，現在は三重県の防災コーディネーター，それから障害者のス
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ポーツ指導員といった関係のボランティア活動しております。 

 

岡田委員： 

私は介護支援専門員ケアマネージャーをしながら，ＮＰＯ法人の代表理事をしており

ます。介護の世界というのは，本当に女性が多くいますし，その時間の中で家庭と仕事

の両立はすごく大変そうだと日々思いながら仕事をしています。あと，ＮＰＯでは子供

食堂をしておりますが，そこに来るお母さん方から，悩みの声が毎回毎回上がってきま

す。そういったことを私たちより若い世代の人たちが悩まなくていいような地域づくり

にするため，少しでも私も勉強させていただきたいと思い，参加させていただきました。 

 

辻村委員： 

金融機関や工業部品メーカー，印刷会社等で働いておりました。印刷会社在職中に妊娠

し，体調を崩した事を機に退職を勧められました。会社のトップの意向であると告げら

れた事や職場環境が子どもをもっていてはこなせないスケジュールだった事，初めての

妊娠で不安もあり，仕事を続けられなくなりました。 

 ずっと続けたかったと悔やみ，悩んでいた時期もありました。しかし，子育てをしな

がらそこにも魅力を見出して頑張っています。子育てについては，今までやった事の無

いことを一生懸命こなしています。 

何か世の中に疑問を持ったり，意見があったとしても，誰かに伝える機会もなかった

のですが，家族のサポートを受け，鈴鹿市男女共同参画審議会にて発言する機会をいた

だきました。こういった機会に皆様と男女共同で世の中を良くしていく，そういう話合

いに関与できたらなと思い，今回応募させていただきました。 

 

植村委員： 

私は自治会長をやっております。先日，自治会長を約 5年間務めたことで，表彰を受

けました。周りは男性の自治会長ばかりで驚きました。5 年務めたことと，この会議に

どうしても女性の自治会長が必要だというお話をいただき，参画させていただきました。

男女共同参画というのは前々から耳にも目にもしていましたが，5年間自治会長してき

て，１つ分かったことがあります。地域の中でも，自治会長の中でもまだまだ男が主で

女が従といった考え方があります。やめてしまおうと思うときもありますが，いや，そ

うじゃない，選ばれて自治会長になったのだと思っています。細かいところまで手が届

く，分かってくれる，老人や子どもたちもお母さんたちも皆，女の自治会長でよかった

と言っていただけます。今は相手にも寄り添い，徐々に和解をするように心がけており

ます。私は私なりにしか分からないことがありますので，それを皆さんと共有していけ

たらいいかと思います。 
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浅野委員： 

私は自治会長をやっていて，委員 3 年目です。自治会の人たちに女性の参画などいろ

いろ話をします。多くの人たちと審議していくことは必要なことです。 

 

 

矢野委員： 

私は，本田技研の鈴鹿製作所に勤務しております。ホンダは，創業者本田宗一郎が，

人間尊重という理念の下に立ち上げた会社で，理念としては男女関係なく国籍関係なく

ということですが，実体は資料にもあるように，圧倒的に女性比率が少ない状況であり，

会社としても今いろいろな取組を行っているところです。一方で，アメリカ，ロサンゼ

ルスに駐在していましたが，西海岸では，男女問わず国籍問わずいろんな人が活躍して

いる社会があり，そこでホンダもビジネスをやっています。同じホンダのなかでも国，

場所，文化が違えばというところを非常に強く痛感しているところです。 

いろいろお役に立てるお話をさせていただくとともに，勉強させていただきたいと思

います。 

 

事務局：（事務局の自己紹介） 

 

事務局： 

鈴鹿市男女共同参画審議会の概要の説明をさせていただきます。配布しましたパンフ

レットと資料①をご覧ください。 

審議会の設置は，鈴鹿市男女共同参画推進条例 第 13 条に定められております。委員

の皆様には，資料①・規則の条項にありますように，基本計画に関して意見を述べるこ

と。市長の諮問に応じ，男女共同参画に関する基本的かつ，重要な事項を調査審議する

こと。市が実施する男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について評価を行うこ

と。男女共同参画に関する重要な事項について，市長に意見を述べることができる。と

なっております。 

第 2次鈴鹿市男女共同参画基本計画には，条例第 9条で定める 10 の項目を基に，3 つ

の課題と計画の推進の項目を定めております。3つの課題の下には 8 の施策，その下に

は 67 の取組が定められています。この 67 の取組を実施する各所属からの実績報告をま

とめ，市自身で評価を行い，内部評価とします。皆様にはこの内部評価に対して議論を

し，外部評価としてまとめていただきます。最終，市長へ報告していただきます。 

次に，男女共同参画審議会 会長の選出をお願いしたいと思います。このことにつき

ましては，鈴鹿市男女共同参画審議会規則 第 3 条第 1 項により，委員の互選により会

長を選出することとなっています。 
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宮﨑委員： 

事務局に一任します。 

 

事務局： 

それでは，鈴鹿医療科学大学教授 藤原芳朗委員にお願いすることを提案いたします

が。異議ございませんでしょうか。 

（異議なし） 

ありがとうございます。それでは，藤原委員に鈴鹿市男女共同参画審議会の会長をお

願いいたします。また，鈴鹿市男女共同参画審議会規則 第 4 条第 1 項により，会長に

議長を務めていただきますので，ここからの議事進行を藤原会長にお願いいたします。 

 

藤原会長： 

委員の方々のご協力をいただきながら，少しでもこの案件が市民にとってより良くな

るような形にしていきたいと思います。 

議事に入ります前に，鈴鹿市男女共同参画審議会 規則 第 3条第 3項で，会長の職務

代理者を指名することになっています。私から 宮﨑由美子委員を指名させていただき

ます。 

それでは，平成 28 年度鈴鹿市男女共同参画基本計画の進捗状況評価についてご審議

いただきますが，事務局からの内容説明後に皆様からのご意見をいただきたいと思いま

す。 

 

事務局： 

それでは『平成 28 年度鈴鹿市男女共同参画基本計画進捗状況評価結果』をご覧くだ

さい。こちらの 14 ページ から 44 ページまでは，各担当課が，男女共同参画基本計画

を実効あるものとして推進していくために，各施策について掲げた具体的な事業実績と

担当課評価です。 

その事業に関連する目標数値として，総合計画 2023 や個別計画等に掲げている数値

が記載されています。これらの具体的な取組と評価，課題を確認し，市長が本部長であ

る鈴鹿市男女共同参画推進本部会議の内部評価としてまとめたものが 4 ページから 12

ページに記載してあり，皆様にはこの市がまとめた内部評価につきまして，ご審議をお

願いします。 

まず，4 ページ，課題Ⅰ『男女共同参画意識の向上』をご覧ください。鈴鹿市全体の，

男女共同参画意識の底上げを目的として，その普及と向上をめざした取組であり，基本

計画の成果指標のひとつである，男女共同参画意識の普及度を掲げております。指標は

主に，男女共同参画課事業への参加者を対象にしたアンケートで，〔夫は外で働き，妻

は家庭を守るべきである〕の設問に対し，否定的な意見の〔同感しない〕〔どちらかと
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いえば同感しない〕と答えた方の割合です。アンケートの詳細内容は，54 ページ以降に

掲載しておりますが，回答総数 656 人中 413 人で 63％，昨年度の 59.1％と比べ 3.9 ポ

イント上がっています。平成 25 年度以降は，60％前後を推移していますが，25 年度か

らは，10 代 20 代の，若い方の意見が聴取できる市内高等教育機関の文化祭での，アン

ケートを開始したところこのような結果となっております。また，平成 28 年度の，国

の調査結果 54.3％と比べると，本市の固定的性別役割分担意識は薄いといえます。 

主な取組ですが，意識啓発のための各種媒体を使った情報発信や，女性落語家を講師

に迎えてのセミナー，参加対象を絞った講座などの実施となっています。 

課題Ⅰの評価としましては，昨年度より指標数値は，3.9 ポイント上がっているが，

目標値の 75％を達成するためには，あらゆる分野で実施する事業を啓発の場と捉え，

他課や市民団体と連携し継続して啓発を実施していく。また，〔男女共同参画〕という 

堅苦しく感じられる言葉を，落語とコラボレーションすることで，身近に捉え，関心を

持たせることができたので，若年層などあらゆる世代の参加につながる事業を企画する

必要がある。としました。 

次に，課題Ⅱ『あらゆる分野における男女共同参画の推進』です。意思決定の場，就

労，地域，家庭，教育の分野をあらゆる分野とし，第 2次の男女共同参画基本計画にお

いて，重点課題と位置づけ，前期実施計画では，就労と地域の分野における，男女共同

参画の推進を，重要施策としております。 

成果指標は，基本計画に掲げております，審議会等における男女比率の適正化です。

こちらは，以前から目標としております，審議会等における女性委員の登用率 40％を

基本とし，同時に，男女それぞれの意見を公平に反映させるため，いずれの性も 40％を

下回らない状況になっている審議会等の割合でございます。本市の審議会等総数 60 件

のうち，いずれの性も 40％を下回らない状況になっている審議会等が 30 件あり，その

比率は 50％となっております。計画策定当初から比べると 3.3 ポイント上がっていま

す。 

基本となっております，女性委員の登用率は，審議会等委員総数 728 人中，女性委員

が 285 人で 39.1％，昨年度から比べると 3 ポイント高くなっています。 

主な取組は，6ページから 7ページに，それぞれの分野における主な取組を記載して

おりますが，選挙管理委員の女性委員が 1 人増え，2 人になり，女性委員登用率が 25％

から 50％に上昇しました。放課後児童クラブが 4 箇所増設され，43 箇所になり，放課

後児童の安全が確保され，保護者において安心して就労できる環境が整備されました。

防災に関する研修会では，今までに参加の少ない若い世代や子育て世代に啓発するため，

子育て支援団体を対象に 9回実施されました。その他，様々な制度の情報提供や講座な

どの普及啓発事業，担当者の意識向上を図るための研修となっております。また，こち

らに関しては，全庁的に女性委員を登用する際に，市長まで事前に協議をするシステム

を設けておりますので，それが全庁的に職員の意識の向上につながり，こういった女性
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委員の登用につながったと考えております。 

課題Ⅱの評価としましては，どの分野においても，男女ともに意欲のある人が自ら進

んで意見を出せる場に参画できるよう，働きかける必要がある。企業においても，女性

の登用や活躍推進の重要性を認識しているが，人材の育成が追いつかないことや，もと

もと女性従業員が少なく人材不足が生じており，なかなか進んでいないという現状があ

る。国の様々な支援制度を有効に活用していけるよう周知を図る必要がある。としてお

ります。 

課題Ⅲ『ジェンダーの視点に立った人権尊重と性差に応じた健康支援』です。主な取

組は，誰もが生きがいを感じながら，自分らしく生きることができるよう各相談窓口の

充実や，産前産後の不安を抱えた女性への支援，小中学校生徒への性に関する正しい知

識を学ぶための講座などを実施しております。 

評価としましては，相談事業では，相談者の安全のため引き続き各相談窓口や関係機

関との連携を密にし，相談員のスキルアップを図ることが必要である。また，デートＤ

Ｖなど，暴力の低年齢化などを踏まえ，教育機関との連携も検討すべきである。として

います。 

次に 8ページ，計画の推進のためにです。4つの項目とそれに対応する事務的事業を

掲げました。全て男女共同参画課の事業となります。 

主な取組としまして，調査では，平成 27 年 8 月に制定された『女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律』いわゆる女性活躍推進法において，職業生活を営もうと

する女性にとって，身近な地方公共団体での地域の特性を踏まえた取組を推進すること

が重要であるとされております。すでに，鈴鹿市男女共同参画基本計画に基づき，様々

な取組が実施されておりますが，今後さらに効果的な取組が必要となってきます。そこ

で，平成 28 年度から市内事業所を訪問し，女性の管理職登用や，ワークライフバラン

スなどの取組や課題について，聞き取り調査を行い，ニーズの把握に努めております。 

市民や企業との連携では，あらゆる分野における女性の参画を促進し，人材育成や積

極的登用など女性の能力を引き出し，十分に発揮できる仕組みづくりに民学官が一体と

なって取り組み，本市全体の活性化と男女共同参画意識の底上げを図ることを目的とし

た，ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議を設置しており，会議では情報交換や課題認識

を共有しております。 

また，事業所訪問させていただいたテイエステック様の，2012 年から全社で発足し

た女性プロジェクトＴＷＣの担当のメンバーの方から，ものづくりの職場で，全く職種

の違う公務員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。ということで懇談依頼があり人事課とともに対応いたしております。ＳＵＺＵＫ

Ａ女性活躍推進連携会議に関連する事業結果は 11 ページから 12 ページに掲載してお

ります。追加資料としまして市内事業所を訪問したときの情報共有の資料を添えてあり

ます。 
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評価としましては，男女共同参画に関連する情報は，子育て，介護，就労など多岐に

わたるため，市内部においても情報共有を行い，収集する必要がある。また，市民，企

業等との連携については，今後もより一層求められることから，継続して取り組み，男

女共同参画センターが男女共同参画推進の活動拠点であることを発信し，計画の推進を

図っていく必要がある。としました。ここまでが，内部評価となります。 

47 ページ以降は，昨年度に男女共同参画審議会から受けた，平成 27 年度の取組に対

する外部評価について，担当課の改善，又は新たに取り組む対応方策などの回答一覧で

す。53 ページ以降は付属資料となっております。 

委員の皆様からは，内部評価の妥当性や成果指標について客観的な視点で検証いただ

きますようお願いいたします。 

また，事前に宮﨑委員からの指摘箇所については， 

5 ページ主な取組の○の 3つ目のところに，〔新旧管理職員〕という表現がしてある

のですが，〔新〕は新しく登用された管理職員，〔旧〕は先輩の管理職員にあたります。 

同じく 5 ページ評価■の 1つ目，〔昨年度より〕としてありますが，こちらは〔平成

27 年度〕になります。 

■の 3つ目，〔主要な啓発イベント〕とありますが，こちらは〔人権政策課が行った

啓発イベント〕になります。 

8 ページ評価の■の 2つ目に〔連携会議〕とありますが，こちらは〔市民対話課を中

心とする関係他課との連携会議〕で市内部の連携会議となります。 

あとは，アンケート資料があるところに，アンケート資料のページが記載されていな

いというところです。 

 

藤原会長： 

進捗状況の評価については，本日と，あと 7 月に 1 回開催し審議していただきます。

3 回目の審議会にて提言をまとめ，日を改めて，市長への報告を行いたいと考えていま

すのでご協力をお願いします。 

3 つの課題のうち，課題Ⅱについては，次回集中的に審議するとし，本日は課題Ⅰな

らびに課題Ⅲについて，鈴鹿市の取組に対する評価や，ご意見をいただきたいと思いま

す。 

 男女共同参画意識と，ジェンダーは隣接している領域もあります。内閣府から出され

ている資料を配布しました。ジェンダーとは何か，言葉だけが独り歩きしているところ

もあります。生物化学的に言いまして，男性と女性が違うところを，とりたててそこを

問題視すると，これはもうどうにもなりませんので，社会的な性差，性による差がある，

例えば男性だから○○すべきだとか，女性だから○○して当然というそういったことに

対しては，これは，当然見直しが必要だということです。一方で，雛人形や鯉のぼりと

か，男女の服装とかの文化や種族，民俗学的なものに関してではなく，左下の部分につ
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いてこれから先，見直しをしていくべき事柄ということで，既に取り組まれていること

も含めて，こういう観点でジェンダーということを捉えていただけると少しでも分かり

やすいかなと思っております。 

 

宮﨑委員： 

会議録の公開の了承をしましたが，委員氏名は実名を記載ですか？それとも委員とす

るのか，確認させてください。 

 

事務局：毎回，〔○○委員〕としてお名前，名字を掲載させていただいております。 

 

宮﨑委員： 

5 ページの評価（成果），主要な啓発イベントで託児所を設けたとありますが，これ

は何十年も前から行政の事業については，託児をしていくということで，特に人権の事

業に関しては，以前から実施していると思いますので，実施していることを改めて評価

に入れることはどうかと思います。 

また，課題に入れるべきと感じましたのが，15 ページの単位施策 2の市の制度・施策

における男女共同参画というところで，全課 71 のうち〔参加〕するが 52 課，45 課しか

ないのか，〔参加する〕ということだったら，目標が全課 71 となるべきで，市職員の

意識を高めることが一層必要なのではないかということです。 

また，44 ページの目標指標の捉え方で，現状値が 100％のものを目標指標に挙げてい

るのは，変えるべきなのではないでしょうか。ずっと 100％という目標では少しおかし

いと感じました。 

それから，40 ページの男女共同参画課の事業概要の中にある，〔相談内容から見えて

くる課題を検証し，男女共同参画の推進につなげます〕のところです。女性のための相

談というのは，相談された内容を分析，検証されていると思いますが，そのことについ

て，事業評価のところにも何も記載がないです。悩める方々のパワーアップや力づける

ための事業をしていくべきではないのですか。8 ページの評価に相談内容を分析し検証

し，それに基づいて企画するというようなことが必要ではないかと感じました。 

 

藤原会長： 

4 ページ男女共同参画意識の普及度が，現状 63％です。これを 3 年後には 75％まで

もっていかねばならない目標となっていますが，75 がただただ絵に描いた餅にならな

いために，3 年間ですからこれは大変だろうと思うのですが，この辺は，どうゆう風に

考えているのですか。 

 

事務局： 
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実際，指標のもととなるアンケートの対象者は，男女共同参画課が実施する事業に参

加いただく，意識が高い方ですので，広く意見を聴取するともう少し下がってしまうか

もしれない，というところはあります。どうしても意識改革については地道に啓発して

いくしかなく，また，学校では男女平等教育をされてみえますので，その生徒たちが社

会に出て，そのままの意識でもやっていけるような環境であるよう，上司世代にあたる

方たちへの意識啓発も必要になってくるかと思います。 

 

藤原会長： 

あらゆる場面でのそういった啓発をやっていかないと，少しでも手を緩め，そのまま

にしておくとすぐ後退していきますので，絶えず意識については前向きにしておくこと

が必要です。 

自治会への女性参画をさらに進めていくためには，どういう形で自治会長に選ばれて

いるのか，その地域性にもあるでしょうけれども，ご意見をいただけますか。 

 

植村委員： 

私は主婦ですので昼間家におります。いろんな会議が年間 150 から 160 回あり，１週

間に 1～3 回と会議があるので働いていたらなかなかできないです。また，地区の大き

さと高齢者の関係，それから子育ての関係の仕事となると，やっぱり家にいる方でない

とできないだろうということと，それから，私は小学校・中学校・地域のこととボラン

ティアをやっていたからだと思います。最初になったときに，男性の副会長で男性の会

計でしたが，2 人に掴まれていて，私が動けないのです。1 年は何も分からずに，前も

見えないままやったときに不平不満がすごくなり，「自治会長なのに何してるんだ」っ

て言われました。これはいけないと思って，副会長と会計を私が選ばせていただいき，

徐々に徐々に相談ができるようになりました。男性だったら相談できないです。「今ま

でやってきたことをしていればいい」と言われ，「だったら私じゃなくてもいいんです

よね」となり，「しかしそうじゃない，やはり良いほうに向いていってもらわないとだ

めだけど，今までしてきた何十年という自治会があるんだから，そこを覆すことはだめ

だ」と言われました。「なぜ私なのか」，女性だからやり易いという考えがあったのか

もしれないです。私はボランティア活動をしていたので町にむけての目と声が通りまし

た。いろいろあり，今女性だけの組長で本当にすごいですよ，全部女性です。そのほか

の役員には男性もみえお互い役割を果たしています。 

 

藤原会長： 

矢野委員，この資料によりますと女性の登用率が，非常に低いというのが出ておりま

して，何かご意見はございますか。 
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矢野委員： 

そうですね，資料でホンダの女性管理職比率 0.7％，非常に低い数字が出ています。

冒頭でもお話させていただいたとおり，元々会社の理念としては人間尊重ということで，

男女問わず国籍問わずということで事業をやっているのですけれども，どうしても製造

業であり，その中でも特に自動車業界，さらにその中でもホンダが女性の比率が低いと

いうのが，過去から社内的データでみえていましたので，取り組んでいる最中です。ま

ずは採用数の拡大をし，さらには意識の改革，3つ目は環境整備です。環境というのは

ハード面と人事制度の見直し，大きくこの 3つの柱で取り組んでいるところです。なの

で，採用をここ 10 年以上かけて，一生懸命男女同じように採ろうということでやって

いますが，やはり技術系の方というところでいうと，今 30％ぐらい目指しているのが

現状です。なので，これをずっと続けていけば，今管理職比率が 0.7％ということにな

っていますが，採用数を増やさないことにはこの 0.7％は上がってきませんので，採用

数を増やし，あとは制度面・環境面を整えながら，見直しをしていこうと取り組んでい

るところです。意識の部分については，会社の中でも，いろいろセミナー，研修をした

り，同じように取組を試行錯誤しているところです。 

 

藤原会長： 

ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議ですが，これは年 1回ですか。 

 

事務局： 

年 2回ですけれども，商工会議所の代表は，会頭に来ていただいて，市内の事業団体

の代表と意見交換をしております。 

 

藤原会長： 

これはもっと積極的に開催しながら，どんどんと提言をなさったらいかがかと思いま

す。良いチャンスだと思いますが，年 2回ではいかがなものですか。日程調整も難しい

でしょうが，もう少し積極果敢に取り組むと，この辺は明らかに成果が目にみえて上が

ってくるのかと思います。ネットワークと書いてありましたが，ここが一番ではないで

しょうか。この辺について川北委員さん何かありますか。 

 

川北委員： 

商工会議所会頭が女性になられました。市長も女性です。会議所も今までで女性の議

員さんというのが，私を含めて 4 名しかいません。少し肩身の狭い感じです。しかし，

田中さんが会頭になられたということで，今はもっともっと女性も職を持って社会へ出

るのがいいじゃないか，それには社会というか家族その単位がまず大事だと思います。

私は朝早く仕事に出かけます。週末にしか家事ができません。そんな感じですけど，子
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どももなんとか育ちました。周りの人には，最初は仕事ばっかりしていると言われまし

たが，「いやそんなこと言っていたら，仕事をやる以上は何でもやらな。」と思ってい

ます。これは何でもそうだと思うのですが，主婦をやるなら主婦で一生懸命家庭のこと

やらないとだめです。私は祖母に子育てを助けてもらい，事務員さんにも助けてもらい

ました。そんな状態でした。夫も理解してくれて，うちは商売をやっているから仕事を

優先してという感じです。 

今は，商工会議所で出向かせていただき，いろんな方とお会いしてお話もできるよう

になりました。これはやはり社会・地域の方の助けがないとできないかなと思います。 

 

森岡委員： 

アンケートを取られていますが，その中身ですよね，要するにどんな意見があったの

か，そういう具体的な表示がないので，やはり一般の人たちの生の声というのは反映さ

れてないような感じがします。私たち普段こうやって活字を読むことが多い職種であっ

ても，この冊子を中まで読み込むのは，なかなか難しいです。もう少し市民の声が伝わ

ってくるようなページがあってもいいかなというのは，全体的に見て思いました。 

それと鈴鹿市は保育所の待機児童がゼロだということらしいですが，やはり現場の保

育士さんからというと，地域の範囲内でいくつかの保育所があるが，定員があり，第 1

希望以外の空いているところに振り分けていけばとりあえずゼロにはなるけれども，児

童が多い地域と少ない地域もあります。働くために保育所へどうしても入れたいけど，

そこでは空きがない，次年度の募集を待って待機してくださいって言われます。でも，

働いているお母さんがそんなの待っていられない状況が常にあり，託児施設といっても

限りがあります。男女参画といっても，子育てしながら女性が社会進出していくという

のには，受け皿がまだまだ足りてないのが，現状じゃないでしょうか。 

高齢者を抱えている方でも，預かってくれる施設がなかなかなくて，自宅で介護とい

うような話をよく聞きます。成年後見などで私たちが関わらせていただいている分野な

どでは，どうしても老老介護や，その介護のためにわざわざお仕事辞められてというよ

うな状況もあります。こういったところはどういうふうに対策していくのか，市にはそ

れだけでなく様々な課題があると思いますが，もう少し踏み込んだところで汲み取って

いただけるような取組が必要です。 

 

事務局： 

確かに，この内部評価につきましては，役所の中での取組，それからアンケートの部

分など，市民の方が見て分かりやすいかというと，ご指摘のとおりです。そういう視点

も取り入れていかなければならないと思います。それからアンケートの取り方について

も，定型的な部分と市民の方が望んでみえるのかという観点でも，設問を工夫して捉え

ていきたいと思います。それと，子育て支援では，保育の充実がないと，女性活躍，働
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きに出られないです。去年の市の組織に子ども政策部ができ，そことの連携というのも

必要でありますが，現実としてハードの部分が追いついていかないところもあります。

女性活躍や男女共同参画の部分で推進ができるところは常に模索をしながら取組につ

なげてまいりたいと考えております。 

 

岡田委員： 

男女共同参画の意識の向上において，市の職員さんはどうなのかなと思います。保育

のことに関して，保育所入所の事前面談で，私は仕事に復帰しようと思っていました。

そのときに面談員に「20 人くらい面談に来ていてここは 8 人 9 人しか入れない。」と

言われたと思いますが，忘れられない言葉もあって，「あなたの家は 4人とも働いてい

るんだから，誰か一人辞めたら子どもをみれるでしょう。」と言われました。これは市

の職員の男女共同参画の意識がどうなっているのかと思いました。市民に男女共同参画

の意識の向上をというなら，まず内部から研修をしていくべきものではないのでしょう

か。市職員が男女共同参画というのを意識して，知人なり友人などに話していけば，少

しずつポイントって上がってくるものではないかなと思います。 

 

藤原会長： 

多方面から委員の方々から貴重なご意見を頂戴しました。ありがとうございました。

それでは，本日の会議で出された意見の集約された結果につきましては，事務局より後

日委員まで送付してください。委員の皆様は，その内容をご確認ください。これで本日

の議事を終了いたしますが，委員の皆様におかれましては，長時間のご審議ありがとう

ございました。 

 

事務局：第 2 回・3回審議会，市長への提言についての連絡 

 

【閉会】 


