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平成29年度 第3回 鈴鹿市男女共同参画審議会会議録 

 

日    時：平成29年7月27日(木) 14：30～16：00 

場    所：鈴鹿市男女共同参画センター ホール 

出 席 者：（敬称略） 

委 員：7名 

藤原芳朗，宮﨑由美子，浅野正士，植村広子， 

森岡淳子，辻村寿美，高田克明 

欠席3名 

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：1名 

内  容：下記のとおり 

 

 

 

【 開 会 】 

事務局： 

定刻になりましたので，ただいまから，平成 29 年度第 3 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 名中，7名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 1名です。 

会議は，鈴鹿市情報公開条例第 37 条およ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，会議資料およ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。なお，委員の皆様のお名前は実名にて公開させていただきま

す。 

また，本日は，前面のスクリーンに外部評価の案を映し出し，課題順に皆様のご意見

に基づき修正しながら進めていきます。 

第 2回でご質問いただきました，防災危機管理課の事業アンケートに関しまして，確

認しましたところ，参加者の状況把握のための内容でありました。 

それでは，ここから議事進行につきまして，藤原会長にお願いします。 

 

藤原会長： 

本日の会議が最終になりますが，外部評価として提言する内容を項目ごとに確認しな

がら検討し，修正したいと思います。 
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「平成 28 年度の総括評価」について 

藤原会長： 

文章の主語がないので，“事前協議のシステムにより”の前に“平成 28 年度について

は”とつけます。 

 

宮﨑委員： 

一行目ですが，“建築審査会等の都市整備部門の女性の登用率がさらに上がっており”，

と書いてありますが，意図としてここは，これまで女性の活躍が少ないと思われてきた，

あるいは登用が難しいと思われてきた分野の中のひとつが建築審査会等で，他に防災と

かものづくり，それから教育委員会，選挙管理委員会の部門についても，女性の登用が

できていることから評価できると申し上げました。これですと建築審査会等の都市整備

部門の女性の登用と断定になってしまうので，説明文と防災等を入れます。 

 

 

「2 各課題に対する評価 

課題Ⅰ 男女共同参画意識の向上」について 

藤原会長： 

“手を緩めずにあらゆる場で啓発を行い”のあと，意識付けは誰にするのかというこ

とで“市民へ”と入れ，それから，“何をもって男女共同参画の意識の普及度を計るか

は，難しい課題である。”とし，あとに“しかし，”と入れます。 

 

辻村委員： 

こういったことを実現させていくために，どんなことを具体的にやっていくかという

記載はしないのですか。 

 

藤原会長： 

具体的にするため提言の中に盛り込んで欲しいということですね。 

 

辻村委員： 

どのようなことをしていくのかが見えると，イメージしやすいですが。 

 

藤原会長： 

例えば，意識の向上を図るために，どういったことが考えられますか。できる，でき

ないかを別にして盛り込みたいことはどういうことですか。 
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辻村委員： 

そうですね。PTA の家庭教育学級の取組に参加し，男女共同参画の取組の一環である

ことは知らなかったのですが，その内容は，AGF さんによるコーヒーのおいしい入れ方

の講座でした。企業 PR 等が終わった後アンケート調査がありましたが，男女共同参画

について何もなかったです。どういう趣旨で行われたのか参加者には印象に残らなかっ

たので，最初に説明したり，最後にリーフレットなどを渡すとかして，具体的なことを

伝えて欲しいと思いました。 

 

事務局： 

AGF のコーヒーの入れ方の講座ですが，男女共同参画課から提案した事業ではありま

せん。男女共同参画課が実施する出前講座ですと，講座の前に男女共同参画のミニ講座

を実施しており，その後につながるような事業を進めております。 

「こういったことを」という取組の詳細については，今後，この外部評価についてど

ういう取組ができるのか各課に問いかけていきますので，外部評価には細かい取組につ

いては入れていません。28 年度に行った取組について，ここが足りないとか，こういう

ことが必要だという全体的な投げかけを外部評価には書いていただきます。 

 

藤原会長： 

先般映画を上映されましたよね。当校の学生も，何人も観に行ったようで，とてもよ

かったと言っており，19，20 歳の世代が感動を覚える映画だったので，そういう取組を

もっとして欲しいというのがあります。ぜひ映画を継続してくださいということです。 

 

 

「課題Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 

施策 1 意思決定の場における男女共同参画」について 

藤原会長： 

平成 28 年度で 50％ですが，40％を超えているところもあるが，目標にとどいていな

いので，ここは“一層”とか“さらに”と入れるか，最後に“女性の参画を一層推進し

ていただきたい。”と入れます。 

 

事務局： 

最後のところは，企業や団体さんなど外に発信して，進めてくださいということです

ので。 

 

藤原会長： 

では，そこのところを“継続”でなく，大幅に意識改革をして，さらに一層というこ
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とでないといけないです。 

 

「施策 2 就労における男女共同参画」について 

宮﨑委員： 

事業所訪問・企業訪問というのを始めているということを，評価という部分で加えて

いただきましょう。 

 

「施策 3 地域における男女共同参画」について 

宮﨑委員： 

“あわせて，”のところですが，地域施設の活用という部分は，公民館や集会所とい

うところだと思います。公民館は行政の公の施設ではありますが，地域住民の運営委員

会が運営を担っており，集会所も地域の方が運営します。だから，ここは“検討いただ

きたい”というより，“働きかけていただきたい”という表現のほうが良いかと，運営

についての検討は行政がするというところではないですので。どちらかというと，行政

から地域・地元に検討の働きかけをしていただきたいという表現にしなければいけない

です。 

 

藤原会長： 

ちょっと難しいですね。“地域施設”を取って，“公民館，集会所”と具体的な名称を

入れたほうがいいのではないですか。 

 

植村委員：公民館は行政の扱いではないのですか。 

 

宮﨑委員： 

公民館は住民の皆様が運営委員会というものを作って，そこが運営しているという施

設です。 

 

「施策 4 家庭における男女共同参画」について 

宮﨑委員： 

ここの単位施策を見ると，家庭生活において育む男女共同参画や男性の家庭参画を促

進する学習機会の充実というところですが，評価にはどちらかというと仕事と家庭の両

立とか働き方ということが書いてあるので，就労の部分にあたるようで，ちょっと違う

と感じます。この評価の文を残すのであれば，“女性が働けるように家族間で意識を”

というようにつなげるならよいです。 

 

「施策 5 教育における男女共同参画」について 
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辻村委員： 

小・中学生等のところに，“幼児”も入れてください。 

子どもにランドセルを選ぶ際，好きな色を選んでいいと言いましたが，黒でないとみ

んなと違うから怖いと言いました。小さい子も偏見を気にしているので，違うことはマ

イナスだけではなく，素晴らしいことでもあるという意識付けの機会は小さい頃からあ

ったほうがよいです。 

 

藤原会長： 

あと，男性の料理教室のことも「施策 4 家庭における男女共同参画」のところに入

れますか。それをさらに充実強化というように。 

 

森岡委員： 

施策 4で，男女共同参画というのは，家庭における男性のサポートがとても大事です。

育児休暇でも男性が取るのはなかなか難しいという問題があるので，“料理教室”とい

うところに，男性の家庭に目を向けた働き方という意見交換を今後してほしいと思うの

で，盛り込んでください。 

 

「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」について 

藤原会長： 

“勤務時間等によりかけられない”というのは，電話がかけられないというより，連

絡とか相談ができないということでしょう。“勤務時間等により相談できないことがあ

る。”とします。 

それと，“エンパワーメント”という言葉は難しいですよね。もっと簡単な日本語に

なりますか。エンパワーメントというのは社会的弱者に対しての支援がもともとの出で

すから，もっとふさわしい良い言葉があれば，置き換えましょう。なければ，このまま

にします。 

 

宮﨑委員： 

“行政書士会や司法書士会による無料相談”ということころで，市には人権相談など

相談機能がほかにもあるので，“市も”というのはなくして，行政書士会・司法書士会

等“等”というのを入れてください。 

 

事務局： 

エンパワーメントの説明としましては，「人は誰もが素晴らしい力を持って生まれ，

生涯にわたりその素晴らしい力を発揮し続けることができるという前提の下，その素晴

らしい力を引き出すこと」です。“女性の力を引き出すことができる事業”としますか。 
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藤原会長：“自立”という言葉が入ってもよいです。 

 

事務局：“女性が自立できる”というようなことですか。 

 

藤原会長： 

そういう感じかと思いますが，“自立”というとシングルマザーをイメージするかな

と思ったのですが，何かふさわしいのがあればいいですね。もともと「持っている力を

発揮できる」ということなのですが。日本語に直すのが無理なのかもしれません。そこ

は置いておきましょう。 

 

事務局：では，“エンパワーメント”のままとさせていただきます。 

 

藤原会長： 

“相談機会の充実について工夫していただきたい。”ですが，相談機会の充実を図っ

て，こういうふうになるという姿が出てこないと分からないかもしれません。“人権が

尊重される”とか，「健康支援」と表題にもありますが，中に“健康”という言葉がひ

とつも入ってないので，“人権尊重と心身の健康支援に寄与していただくよう工夫をし

ていただきたい。”と入れましょう。 

 

 

「計画の推進のために」について 

藤原会長： 

“近年の”ではなくて，“第２次鈴鹿市男女共同参画基本計画”ではないのですか。 

 

事務局： 

“女性活躍推進”というのは，少子化であるとか労働力不足に関連して，国の方が推進し

ていることです。 

 

藤原会長：一般論ですね。 

 

事務局： 

はい，国の方針を受けて推進していくのですが，それとともに今までの鈴鹿市の計画につ

いてもということです。 
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宮﨑委員： 

実施計画，基本計画の中で，目標指標の設定が適切ではないと感じるところがありました。

市として全庁的に男女共同参画を進めていくためには，関係各課の目標指標の取り方が重

要になってくると思うので，前期は仕方ないですが，４年後の後期の計画をたてる際には，

全庁的にもう一度この実施計画の内容を見直すとともに，適正な目標指標の設定に努めて

いただけるよう，働きかけをしていただきたいと思います。男女共同参画社会の実現のため

には，関係各課の積極的な取組が，不可欠であるので，“後期の実施計画では，適正な指標

の設定に努めていただきたい”とか，“全庁的に計画をしっかり見直して，適正な計画を進

めていただきたい”というような旨を入れてください。 

 

藤原会長： 

それは，大幅に文章が変わってしまうので，適宜，必要な見直しを取り入れながらという

ことにしないといけないと思いますが。 

 

宮﨑委員：計画は，4年間変えられないのですよね。そこはお任せします。 

 

藤原会長： 

たくさんのご意見をいただきまして，ありがとうございました。もう 1回流して読んでく

ださい。それで異議がなければ，評価を決定したいと思います。 

事務局が修正された後，皆様のご意見の意図にあうように修正されているかどうか，また

細かな部分の「てにをは」や，誤字脱字のチェックを含めて最終確認は会長である私に任せ

ていただいてもよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

ありがとうございます。では，私が責任をもって，最終的にチェックさせていただきます。 

 

事務局： 

最初から読ませていただきます。 

 

“本審議会は，鈴鹿市男女共同参画推進条例第 13 条第 2項第 3号により，平成 29 年 6 月

20 日から 3回にわたり審議会を開催し，平成 28 年度鈴鹿市男女共同参画基本計画の進捗状

況について評価を行い，意見をまとめましたので下記のとおり報告します。 

 

鈴鹿市は，平成 28 年 4 月に第 2次鈴鹿市男女共同参画基本計画を策定し，男女共同参画
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社会の実現に向けて新たな一歩をスタートさせた。社会情勢の変化を踏まえ，さらなる男女

共同参画の推進を期待するところである。 

 

１ 平成 28 年度の総括評価 

 

 平成28年度については，事前協議のシステムにより，審議会等委員において建築審査会

や防災会議，教育委員会，選挙管理委員会等，女性の登用が進んでいなかった分野での女

性登用率がさらに上がっており，全庁的に意識が高まっているとして評価できる。 

 また，女性が社会へ出ていくためには，家庭と地域，職場の理解と協力が必要であり，制

度を整え，周知し，活用しやすい環境づくりを促進すること，また，保育所や介護施設等，

女性の社会進出を後押しするための受け皿が足りていない現状もあり，企業や行政内部，他

関係機関との連携をすすめ，一歩踏み込んだ施策を図っていくことが必要である。 

 そして，事業実施後には，参加者等の意見を収集し，その声を取り上げ次の施策に活かし

ていただき，その中の具体的な意見についても，評価資料に盛り込み，広く市民に発信して

いくべきである。 

 

２ 各課題に対する評価 

（1）課題Ⅰ 男女共同参画意識の向上 

 

男女共同参画意識の普及度は徐々に上がってきてはいるが，成果指標の現状値を 63.0％

から，3年後の平成 31 年度に 75.0％と大幅に上げるためには，手を緩めずにあらゆる場

で啓発を行い，市民への意識づけを進めるための策を講じていく必要がある。 

何をもって男女共同参画の意識の普及度を計るかは，難しい課題ではある。しかし，隠

れた声を吸い上げ，元々意識が高い方だけでなく一人ひとりの意識をどう変えていくかと

いう，根本的な視点に立った取組が必要である。 

また，市民と接する市職員の意識の向上を図ることは，市全体の男女共同参画意識の普

及向上につながると考えられるため，各所属に配置されている男女共同参画推進員をはじ

め，職員の男女共同参画意識をさらに浸透させるべく，実のある研修等を行っていただき

たい。 

 

（2）課題Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 

 施策 1 意思決定の場における男女共同参画 
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審議会等の委員の登用の際，事前協議を徹底することによって，男女の比率がいずれの性

も 40％を下回らない審議会等が増えてきており，女性の登用率がさらに上がっていること

は，担当課等の選出団体への積極的な働きかけと選出団体の理解によるものと思われるの

で，今後も取組を推進していただきたい。 

内部評価にもあるように，今後は事前協議のようなシステムを企業や団体へ発信し，意思

決定の場での女性の参画を推進していただきたい。 

 

施策 2 就労における男女共同参画 

 

 あらゆる職場において，女性が活躍しやすい環境づくりを推進していくために，ＳＵＺＵ

ＫＡ女性活躍推進連携会議は，企業の取組や現状が把握でき，また，それを企業等全体に強

く発信するために積極的に活用し，ネットワークを広げていくための重要な場であると考

えるため，会議をさらに活用していただきたい。 

民学官が一体となり取り組むことは，就労の分野における男女共同参画の推進を加速する

ことが期待できる。 

 また，働く場で女性が活躍していくためには，企業の方針や考え方や重要であり，企業内

保育所を設置することや男性の働き方改革により，仕事と家庭の両立が進められる。これら

の各企業の現状や課題を把握するため，事業所訪問を行い，情報共有していることは評価で

きる。今後も取組を続け，課題解決に取り組んでいただきたい。 

 

  施策 3 地域における男女共同参画 

 

地域活動に女性を増やすことは，男性が気づきにくい子育て支援や高齢者支援を取り入

れ，地域づくりを進めることができるため，地域での女性の活躍につながる取組を考えてい

ただきたい。 

近年は，親子間や地域とのコミュニケーションが乏しい傾向にあるが，鈴鹿市では，学校

と保護者，地域が協働して子どもたちの成長を見守るコミュニティ・スクールが全小学校

で立ち上がっており，さらに充実させることにより，家庭と地域のコミュニケーション不

足の解消がはかられ，女性の地域社会への参画につながると期待される。 

あわせて，地域活動促進のため，公民館や集会所の活用についても利用しやすい運営に

ついて働きかけていただきたい。 

 

  施策 4 家庭における男女共同参画 

 

女性も男性も仕事と家庭等との両立ができるよう協力しあい，お互いがそれぞれの生き
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方を尊重する家庭を築くには，個々の意識が重要であり，家庭での考え方や方針は子どもに

影響することも鑑み，一人ひとりへの意識啓発ができるよう努力していただきたい。 

また，男性が家庭生活に参画していきやすい啓発活動に取り組んでいただきたい。 

 

  施策 5 教育における男女共同参画 

 

教員等への意識啓発のための研修が実施されているが，やはり，子どものころから男女共

同参画意識を付けることが重要であるため，幼児，小・中学生等に対する教育をさらに充実

させていくことを望む。 

 

（3）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 

 

女性のための相談事業は，単に相談を受けるためのものではなく，その相談内容を分析・

検証し，女性をエンパワーメントできる事業につなげていく必要がある。 

また，相談受付の時間について，相談者が就労している場合，勤務時間等により相談でき

ないことがある。今後は，利用しやすい相談時間等の検討が必要であり，行政書士会や司法

書士会等による無料相談会の取組等と連携するなど，女性の相談機会の充実を図るととも

に，男女の人権尊重と心身の健康支援に寄与していただくよう工夫をしていただきたい。 

 

（4）計画の推進のために 

 

 実施計画の目標を設定するにあたり，指標として適切でないものも見受けられるため，後

期において適正な指標に見直せるよう，関係各課に働きかけていただきたい。  

近年の女性活躍推進に関する取組とともに，第 2次男女共同参画基本計画の目標である「誰

もが個性と能力を十分に発揮し，夢を持って暮らせるまち鈴鹿」の実現をめざして，隠れた

意見を吸い上げ，一人ひとりの意見を尊重し，基本となる男女共同参画意識の普及に努め，

積極的に計画を推進していただきたい。”以上です。 

 

 

辻村委員： 

課題Ⅲの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，女性のことが

大々的に書かれているのですが，男性のことは載せないですか。 

 

藤原会長：どう変えますか。難しいですね。 
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辻村委員：難しいけれど，偏りがあると良くないです。 

 

事務局： 

最後のところで，“女性の相談機会の充実を図るとともに，男女ともに人権尊重と心身の

健康支援に寄与していただくよう工夫をしていただきたい。”と，ここに男性の部分を入れ

させていただきました。 

 

宮﨑委員： 

最初の総括評価のところの文章はどうですか。“難しいとされてきた”となっていますが，

ちょっと厳しい言い方なので，“進みにくかった”とかどうですか。そこで頑張ってみえた

女性もたくさんみえたので，読んでいて引っかかりました。“思われてきた”とか，“考えら

れてきた”とか，少し柔らかい言葉に変えましょう。 

 

藤原会長： 

そこはそうしましょう。 

さっきのジェンダーのところ，納得していただけましたか。「男女の」にしたら，問題な

いでしょう。 

 

事務局： 

ありがとうございました。評価は最終確認後に，市長に提出していただくことになります。 

（提言日の日程について） 

市長に報告していただいた後は，事務局から市の男女共同参画推進本部会議への説明を

経て，関係所属に周知し，ご指摘いただいた項目について，取組・検討を依頼します。 

以上でございますが，何か質問はございますか。 

 

辻村委員：市長への提示とは，具体的にどんなことをするのですか。 

 

事務局： 

今日作っていただいた外部評価を，会長に代表して読んでいただいて，提言していただき

ます。 

 

辻村委員： 

会議のような感じではなく，目を通していただくという機会を設けていただくためです

か。 

 

事務局：予定としましては，30 分間の時間となっております。 



12 
 

 

藤原会長：長時間にわたる熱心な協議をありがとうございました。 

 

事務局： 

ありがとうございました。第 2回分と今回の分の会議録につきまして，ご確認のうえ，修

正等がございましたら，事務局までご連絡ください。いただいたご意見に基づき，修正した

ものを，ホームページにて公開させていただきます。 

では，今年度の審議会は今回で終了となりますので，部長からひとことお礼を申し上げま

す。 

 

舘部長： 

委員の皆様，3回にわたる長時間のご審議，本当にありがとうございました。今年度は第

2次鈴鹿市男女共同参画基本計画がスタートしまして，前期 4年間を方向づける，重要な評

価となります。様々な分野でご活躍の皆様方から，その現場のお話でありますとか，ご意見

をいただきながら，大変有意義な会議になったと思っております。いただいたご意見を真摯

に受け止めて皆様方の声を施策に反映させるべく，積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。今後ともよろしくお願い申し上げまして，簡単ではございますが私からの挨拶

とさせていただきます。まことにありがとうございました。 

 

事務局： 

それでは，平成 29 年度第 3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。 

本日はお忙しいところ，まことにありがとうございました。 

 

【 閉 会 】 


