
　自立した女性が増えつつある一方、生き方や家族・パートナー・周囲との関係などを相談できずに悩む女性も多くいます。市
では、そんな女性に、心の中から元気になり、生き生きと活躍していただくために、問題解決のためのお手伝いをしています。

　女性の身のまわりの法律問題について、女性の弁護士
がアドバイスします。
と　き　　  原則毎月第1・第3水曜日　予約制（   381-3113）

対　　象　市内で活動している団体が行う営利を目的としない事業で、男女共同参画社会づくりにつながるもの
支援内容　対象事業経費(上限10万円)のほか事業実施場所の提供(ジェフリーすずか)、広報、情報提供など

　女性の心の悩みを専門の女性相談員がお聴きします。
電話相談　原則毎週金曜日　相談専用（   381-3118）
面接相談　電話相談の後、希望や必要に応じて予約を受付

市ではどんな取り組みをしているの？

※平成19年度の市民企画支援事業の募集は終了しました。

心の中からエンパワーメント～女性のための二つの相談事業～

　男女共同参画社会の実現のために｢こんな企画・講座があったらいいのに｣を自らの手で形にすることを応援します。
　より市民のニーズに近い事業が実現されるだけでなく、自ら企画・実践することは、皆さん自身のエンパワーメントになり、市民
参画型の元気なまちづくりにつながります。

自ら取り組むエンパワーメント～男女共同参画市民企画支援事業～

条例制定を男女共同参画社会づくりの次のステップへつなげます

●弁護士相談 【平成18年度相談内容】

電話相談

●電話・面接相談

内容 件数
夫婦関係 39

対人関係 31

健康 28

その他 56

計 154

内容 件数
夫婦関係 97

相続・贈与・遺言 24

金銭問題 21

その他 28

計 170

弁護士相談

鈴鹿市生活安全部男女共同参画課

課 長　東口　元
鈴鹿市生活安全部男女共同参画課

課 長　東口　元

　ここでは、市の取り組みの中から、｢心の中からエンパワーメント｣するための相談事業と｢自ら取り組むエンパワーメント｣とし
て市民企画支援事業を紹介します。

今、取り組むべきとき
｢男女共同参画｣

　本市の男女共同参画審議会で会長を務められるとともに、これまで、県全体の
男女共同参画の推進にライフワーク的に携わってこられた土川さんに、男女共同
参画社会実現のために今求められるものは何かについてお話を伺いました。

○条例制定をステップに進めた男女
　共同参画
　男女共同参画社会の実現のために、
｢市民｣｢事業者｣｢市｣は何をするのか
ということを明らかにしたのが、昨年6月
に制定した｢鈴鹿市男女共同参画推
進条例｣です。
　市では、条例制定を機に、みんなで
力を合わせて取り組んでいくことの必要
性や、わたしたち一人ひとりにとても身
近な問題だという認識を共有していた
だくために、いろいろな取り組みを行って
きました。
　例えば、条例をより身近に感じていた
だけるよう、第4条の｢市民の責務｣につ
いて、飯野高等学校美術部の皆さんに
マンガで解説してもらったり、市民と協
働で行っている｢ジェフリーふぇすた｣で
は、｢条例制定記念イベント｣として、樋

口恵子さんの基調講演や条例を生活
の中で活かすことを考えるパネルディス
カッション、男女共同参画に関する川柳
や俳句などの募集を行ったりしました。
　また、条例に基づき、男女共同参画
推進のための計画(男女共同参画プラ
ン)を定め、その計画を着実に推進して
いくための組織(男女共同参画審議会・
男女共同参画推進本部)をつくり、計画
の進ちょく状況について評価・公表して
います。
○市全体が一体となって取り組める　
環境づくり
　男女共同参画への取り組みは、条
例制定まではいわば下地づくりの時期
でした。条例を制定したことを契機に、
セカンドステージへ進んでいかなければ
なりません。
　そのため、条例の理念に基づき、男

女共同参画社会づくりを進めていける
よう、情報の発信や各種講座の開催な
ど、市民の皆さんに積極的に参加して
いただけるさまざまな事業を展開し、着
実な計画の推進を行っていきます。そし
て、男女共同参画の取り組みが、一部
の人、一部の団体だけでなく、市全体
が一体となって取り
組める環境づくり
を進めていきたい
と思っています。

鈴鹿市男女共同参画審議会

会 長　土川禮子さん
鈴鹿市男女共同参画審議会

会 長　土川禮子さん

○男女共同参画が必要な2つの理由
　男女共同参画社会の実現が必要
だといわれますが、それには主に、少
子高齢社会への対応と一人ひとりの
人権を尊重する社会づくりの2つの視
点が大きくあげられます。
　まずは、少子高齢社会への対応に
ついて考えてみましょう。
　終身雇用が崩壊し、正規雇用から
派遣・パートへの切り替えが進められる
今日、男性でも派遣やパートで働き、生
活が安定しない方が少なくないため、
経済的な事情から結婚をためらう傾
向があるようです。
　一方で、男性の働き方に合わせな
いと働けない職場が依然多く、家庭と
仕事の両立が難しいため、働きたくて
も働けない女性が増加していますし、
仕事を続ける女性の晩婚化・未婚化
が目立ってきています。
　このように、日本の社会構造は、男
女のどちらから見てみても、少子化を
食い止める要素が見当たりません。少
子高齢・人口減少時代を迎えた今こ
そ、男女共同参画社会へと、社会の
仕組みを変えていかなければならない
ときにきています。
　次に、人権尊重の問題ですが、日
本の社会は｢男性が優位で女性が低
く見られている｣という調査結果が出て
います。
　年代、性別、職業、地域などによって、
認識に違いがあるようですが、特に高
齢男性には｢食わしている(きた)｣とか｢
家事や育児・介護は妻の役目｣などと

いう考え方を持っている方がみえます。
　男女で家庭も地域も仕事もという認
識が大切なのです。そして、男性と女
性の違いを認め合うと同時に、同じ人
間として対等であることも認め合うこと
が重要だと思います。
　男女共同参画という社会の仕組み
を考えていく上では、そこに生活してい
る男性女性の人権の問題を抜きには
語れません。またこの男女の人権の問
題は、21世紀の日本が国際社会から
注視されている問題でもあります。

○行政は男女共同参画のけん引役を
　このような情勢の中で、行政が変わ
ることは、市民・県民・国民の意識が変
わることに直結するため、男女共同参
画社会の実現のためにとても重要な
ことです。
　鈴鹿市は、昨年、条例を制定し、男
女共同参画社会づくりに一定の筋道
を示しました。また、審議会の答申を受
け、女性の意見が活かされるように、
審議会へ登用する女性の割合を増
やすよう要綱を改正するとともに、平成
19年度には女性管理職の登用を進
めるなど、大きな前進のあった1年でし
た。
　これらのことは、家庭や地域・職場
だけでなく、女性が市の事業や意思
決定に広く参画し、女性の視点も加え
て社会を幅広く見ることができるように
なるため、大きく評価できることだと思
います。
　しかし、これは男女共同参画の入

口でしかありません。これからは、担当
する一部の部署が考えるだけではなく、
市が行うすべての事業を男女共同参
画の視点から見直してみるとか、政策
決定過程に女性の意見をさらに取り
入れるなど、各部署が横断的に取り組
む必要があると思います。

○自立した個人を育てましょう
　男女共同参画を実現するには社会
の仕組みも大切ですが、一番の原点
は、｢自分のできることは自分でする｣｢
相手の立場に立って行動できる自己
を育てる｣といった自立した個人を育て
ることです。
　自立した個人として行動すれば、女
性にお茶を入れさせる男性は減るは
ずですし、責任ある仕事から逃れようと
する女性も減るはずです。
　条例の第2条にもうたわれています
が、｢利益を享受するとともに責任を負
う｣ということです。
　もちろん自立といっても、それぞれの
個性や能力に応じてという視点を欠
かさずに、心の通った暖かい思いやり
のある社会をめざすことを忘れてはい
けないと思います。
　すべての人が、このようなことを心の
引き出しに納めることで、仕事も楽しい、
家事や子育ても楽しい、休みには地域
活動をするようなゆとりや生活の幅が
生まれる、そんな男女共同参画社会
の実現に向かって進んでいけたらい
いなと思っています。

　元三重県生活文化部女性政策審議監。元津市教育委員長。県内各市町において

も、男女共同参画に関する審議会委員や講演会講師などを歴任。現在名古屋経済

大学人間生活科学部非常勤講師ほか。

※エンパワーメント：力をつけること
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