
1 
 

平成 27 年度第 1回ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議 概要 

 

○日 時：平成 27 年 12 月 16 日（水）15 時 30 分～16 時 45 分 

○場 所：鈴鹿市役所 庁議室 

○出席者：【幹事 9名】 

     商工会議所代表 田中彩子，鈴鹿工業クラブ代表 井筒隆広 

鈴鹿農業協同組合代表 岡本隆，鈴鹿青年会議所代表 浜本靖 

連合三重鈴鹿地域協議会代表 榊原幸治，鈴鹿工業高等専門学校代表 井瀬潔 

（株）JTB 中部四日市支店代表 三林史明 

【オブザーバー2名】 

三重大学代表 朴恵淑，三重県男女共同参画 NPO 課 奥山孝人 

事務局 6名 

生活安全部長，生活安全部次長，男女共同参画課長，男女共同参画課副参事， 

男女共同参画課主幹 

○資 料：事項書，名簿，席次表 

     ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議（概要・展開図・組織図） 

     資料 1：内閣府男女共同参画局発行「ひとりひとりが幸せな社会のために」

（平成 27 年度版データ） 

     平成 26 年度鈴鹿市事業所アンケート調査結果 

○内 容：下記のとおり 

 

1 会議の運営について（会議の公開について事務局から提案） 

・国や県の動きを受けて，女性の活躍推進ひいては，本市全体の男女共同参画社会の 

実現を目指すことを目的とする会議ということで，本会議を公開とする。 

 ・会議での発言は，代表（市長）・幹事・オブザーバー・事務局と表記する。 

 ・会議録は，議事内容を要約したものとする。 

 ・会議録，会議資料については，公開前に委員の内容確認を経ることとする。 

 ◎提案承認される。第 1回から公開することとし，報道関係者の入室。 

 

2 代表（市長）挨拶 

 ・出席，平素の御礼 

・製造業，ものづくりを中心とする事業所が多く，女性従業員が少ないため管理職へ 

の女性登用があまり進んでいない。市内の事業所における女性の活躍推進への機運 

を醸成し，鈴鹿市全体の活性化と男女共同参画意識の向上を目指していく。 

 ・会議の代表としてリーダーシップを発揮していく意思表示。 

・行政と民間が連携して女性活躍に取り組むこと，地域で活躍する女性をどのように 

増やしていくかが今後重要になってくる。平成 28 年 4 月から運用する鈴鹿市総合 

計画 2023 の基本計画，実行計画において，女性の活躍についても大きな目標とし 
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ており，会議でのご意見を反映させながら進んでいく。 

 ・幹事，オブザーバーの皆様から積極的に働きかけていただくことへの期待と有意義 

  な意見交換が実施されることへのお願い。 

  

3 自己紹介 

  

4 SUZUKA 女性活躍推進連携会議設立の趣旨について（事務局から説明） 

・少子高齢化による人口構造の変化に伴う労働人口の減少など社会の動きに対応す 

 るための国の施策について，経済の活性化に向けて国は潜在している女性の能力を 

もっと引き出すこと，すなわち，女性の活躍促進を国の成長戦略の中核に位置付け， 

今年 8月には「女性活躍推進法」が成立したこと。 

 ・女性登用について本市の現状，民間の事業所の状況把握が出来ていないこと。 

 ・資料「連携会議の展開図」から，本市における課題を解決するための事業を企画提

案し，そこに参画して得た情報やノウハウをそれぞれの現場で実践することによっ

て成果を上げていく，というサイクルで本市全体の女性活躍の推進を図ろうとする

もので，取組が進むことにより，本市全体の男女共同参画意識も高まり，ひいては

男女共同参画社会の実現につながっていく。 

・「連携会議の組織図」から，幹事とオブザーバーの皆様には，この連携会議の中核 

となっていただくことや連携会議への関わり方を説明。 

  

5 男女共同参画を取り巻く状況について（事務局から説明） 

 ・「ひとりひとりが幸せな社会のために」内閣府資料から説明。 

   政府が 2020年までに指導的地位に女性が占める割合を少なくとも30％程度とする 

目標について，2003 年に設定され，各分野が「202030」を目標として取り組んでい 

ること。 2015 年ジェンダーギャップ指数について。全体 101 位（内訳：経済 106 

位・教育 84 位・保健 42 位・政治 104 位)。Ｍ字カーブについて，三重県の傾向は 

いったん離職する中断型の傾向があること。 

 ・鈴鹿市男女共同参画に関する事業所アンケート調査結果から一部抜粋して説明。 

アンケート対象事業所の約半数が製造業である。（P1） 

   女性従業員が多いのは医療・福祉の分野，少ないのは建設業である。（P2） 

   女性管理職が少ない理由について，複数回答で 1番多かったのは「必要な知識経験 

を有する者がいない」でる。（P4） 

・女性の活躍，女性管理職登用を推進するための各事業所の取組について。（P8）   

・育児，介護休暇制度の利用状況や，ワークライフバランスの取組状況を紹介。（P11） 

 

6 今後の事業スケジュールについて（事務局から説明） 

 ・SUZUKA 女性活躍推進連携会議の会員への参画依頼を，鈴鹿市男女共同参画に 

関する事業所アンケート調査対象事業所と鈴鹿市ものづくり産業支援センターと 
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関連する事業所の 370 社宛てに本会議終了後発送する。 

 ・平成 28 年 1 月 30 日に，SUZUKA 女性活躍推進連携会議設立記念講演として㈱イー・ 

  ウーマン代表取締役社長 佐々木かをりさんを迎え「女性の活躍とダイバーシティ 

  ～鈴鹿がもっと元気になるキーワード～」を実施する。 

 ・2 月 4日には，事業所の人事担当者等を対象としたセミナー「ポジティブ・アクシ 

ョンでどう変わる？」を一般財団法人女性労働協会女性就業支援専門員 宮越泰子 

さんを迎え実施する。 

 ・1 月 29 日，2月 12 日には，個人のスキルアップを目指したセミナー「女性のため 

のバージョンアップ仕事術」を JUNO 代表柴田朋子さんを迎え実施する。 

 ・幹事所属事務所の会議会員への参画と，講演会等への参加を依頼。 

 

7 意見交換会 

・市長： 

  アンケートの結果と比較してなど，それぞれの事業所の実態を教えていただきたい。 

  （女性活躍推進，女性管理職，ワークライフバランス，育児介護休暇制度について） 

 

・幹事 

  職種柄女性活躍などの言葉は十分認識しており，こういったことを促進していこう 

と投げかけをしていく立場である。いろいろな支援制度をつくっても職場の認識や，

本人の働き続けようとする意識を高めていくことが難しい。制度を含めた職場環境

を整えることが必要となる。アンケートは事業所対象となっているので，個人にな

るとまた，様々な意見がでてくると思う。 

  

・幹事 

  アンケートを見せていただくと、まだまだ、育児休業等が取りにくい環境にあるよ 

うに感じた。私どもの医療法人には，看護師，介護関係，理学療法士等国家資格者 

の職員が男女ともたくさんいる。病院という枠組みの中で考えると，看護師等は大 

切な人材なので，産前産後，育児休暇を取りやすい環境づくりに努めている。取得 

する期間はそれぞれだが，常に 10 人程度の職員が育休等で休んでいる状況である。 

看護師等が出産等で辞めることは，せっかく築きあげたスキルを捨ててしまうこと 

になり，本人にも職場においてももったいないことになる。休んでいる間は他の職 

員がカバーするという意識が職員間にある。男性職員も自分の家庭に置き換え理解 

している。ここ 4～5年で随分進んできたと感じている。製造業等においても，経 

験のある人材が辞めると困るという意識が働けば，育児休業等取りやすい環境を整 

えることが大切になってくると思う。このアンケートを見て，そのように感じた。 

 

・幹事 

  アンケートの数字をみて確かに驚きましたが，私どもは製造業であり，現場での作 
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業は男性が多い。昔だとワイヤーハーネスの組立は女性が多かったが，今は組立の

大部分が海外へ行っている。女性の比率でいうと今は事務所の方に女性がかなりい

るので，必要な人材という意味では男女差はないと思う。また，産前産後，育児休

暇については制度があるので，復帰したいという意志があればできる。中には辞め

てしまう方もいるが，かなり制度を使って，職場に戻ってきてもらうという意識は

高まっている。あと女性の管理職登用については，全社の中でも部長職は何人かい

る。今後も女性が登用されてきますが，これは一気にはいかない，徐々に改善して

意識も高めていく。例えば管理職には必ず制度等の仕組みを教育していく。また，

女性が出産等で休業するのであれば，戻れるような状況にしていく。 

 

・市長 

 農業全体でみると，女性の割合も多いと思う。女性登用というのとはまた違った意 

味でこれから大いに女性が活躍して頑張ってもらうところになると思っているが。 

 

・幹事 

 ＪＡ鈴鹿管内で出資組合員は約 23,000 人。その中で女性が約 6,300 人で 27％にな 

る。全国で農業をやっている正組合員の女性比率 25％を目指している。鈴鹿では約

18％。実際に果菜彩など販売店をみると，女性の方が積極的に取り組んでいる。こ

れから必要なのが 6次産業化，これについても女性の感性など活用していってほし

い。また，農協の職員に関しては，営農や農業機械の業務が多いので男女比は約 6

対 4 だが，営業店だけをみるとその反対で 4 対 6 になる。現在正規女性職員が約

160 人でうち育休に入っているのが 13 名，産前の方を含めると常時 1割程度いる。

何が一番困っているかというと，復帰するため保育所に入所申し込みしても年度途

中だと入れないということで，予定していた時期に復帰できない。そうなると派遣

や臨時職員となるが金融業務なのでなかなか難しく，営業店の中で苦労する，お互

い様という認識で協力しあっている。次に，経営者の方で女性理事がいるが，理事

全体 24 名おり，ＪＡグループの目標として全ＪＡ2名以上，県下全てのＪＡが 2名

以上の役員は登用となっている。全国的にはまだまだというところもある。介護で

離職というのは聞かない。まずは，育休から復帰しづらい，というところである。

年度途中の保育所への入所などタイミングの問題である。 

 

・幹事 

  建設業に属しているが，女性従業員がほぼいない状況である。いないというところ 

に目をつけて，女性を活用し他の企業と差別化しながらモチベーションを上げてい

けないかと考えている。ただ取り組むにあたって「ワークライフバランス」が一番

悩んでいるところで，大手さんなどに聞いてやっているが，そういったノウハウや

女性に対するシステムがないから困難である。情報も集めにくく，アンケート 18 ペ

ージ問 12 をもう少し詳しく知る機会がほしい。女性の活用にもまずシステムから
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構築しなければならないので，いろんな企業の取組を教えてほしい。 

 

・幹事 

 まず，女子学生のことをみますと，就職が難しい。男子に比べると求人が少ない。 

生徒の中には，いったん退職してまた資格を取りなおして就職する者もいる。鈴鹿

市のＭ字カーブ，年齢の比率についての状況がわかると，どこに力を入れたらいい

のかがわかると思う。離職年齢が全国と同様な下降となっているのか。 

 

・事務局： 

就労状況についての項目がなく，年齢別の状況も把握できない。 

 

・幹事 

就職した頃は，企業の方から現況の連絡があるが，その後結婚などで辞めたりして 

いると聞くので，辞めなくても仕事を続けられるような環境整備をお願いしたい。

学生には，生涯働き続けるよう言っている。  

 

・市長： 

  旅行会社は添乗員等いろんな職種があるので職場環境について改善をされてきた

ことや，特に女性のアイデアが活されたところについてもお話いただきたい。 

 

・幹事 

  私どもは，大きく分けると渉外営業と店頭営業，それから内勤である。また，女性

の多い職場ということで，復職率でいうと渉外営業が一番低い。営業で獲得したお

客様に対して出張や添乗業務が発生するので，結婚，出産から復職する場合障壁に

なっている。一方店頭営業に関しては，復職率も高く，時短勤務も活用されている。

復職率が高いのはＩＴの力によるものが大きいと思う。仕事の引継ぎに電子カルテ

のようなものを使っており，お客様とのやり取りがスムーズになっているところが

ある。また，渉外営業職の優秀な女性をその時点で逃してしまうことは非常に残念

なことなので，復職率を高めることがこれからの議論になると思う。色々な職種を

経験させる，男性よりも早いサイクルで異動させる等、渉外営業職だけの経験だと

戻る選択肢の幅が狭く復職しづらいので，色々な職種を経験し選択肢を広げて復職

してもらう取組をしていく予定である。共働きの経験からすると，夫婦お互いのサ

ポートや他の協力体制も必要である。やはり両親の支えが大きい方が復職しやすく

なっているのが実情である。 

 

・オブザーバー 

 私からは 3点ある。まず，事業所アンケートだが，この結果から今後発展していけ

ると思う。回答率は 54.5％で非常にいい。半分以上回答があったということは，そ
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れだけ関心があったということ。女性を管理職にするつもりはないといっても，そ

ういうことも含めて回答があったことは意味がある。もう少し詳しくみたいところ

が，製造業が約半分回答，医療福祉，サービス業がその約半分で 6割，やはり製造

業は女性が関われるというより男性の方が多いというならば，医療福祉，サービス

業だと女性が関われるものが多いということ。この二つの職種間での認識の差はど

のようなものがあるのか深めていきたいところである。次に，鈴鹿女性活躍推進連

携会議のＰＤＣＡの展開図だが，どういうスパンでいくのか，1～2年は啓発に力を

いれる，5年スパンではこういうことを行い，10 年ではこうとロードマップ的なも

のがあるならば，立体的にものがみえてくる。そこで国等に比べて鈴鹿市の弱いと

ころが見えやすくなる。会議に参画し女性の活躍が広がるとなれば従業員から声が

上がり，そうなればトップも入ってくる。このように互いに促し，力が働くような

仕組みをわかりやすく表現する必要がある。3点目は，研修会やセミナーなど非常

に重要なツールだが，今回の 3つの事業は講師が全て女性で，なぜ男性が一人もい

ないのか。男性のトップで積極的に女性を登用しようとしている方はいないのか。

今後は男性が男女共同参画についてどう思い，どう考えているのかを男性から直接

聞くなど，多様なやり方を考えた方がより効果的に行える。今後は国より地方自治

体の方が先に進んでいくというように戦略的に形成しているので，鈴鹿市も市長が

リーダーシップをとり，メッセージを発信し機運を盛り上げていただきたい。これ

からは地方自治体の時代なのでよろしくお願いしたい。 

 

・オブザーバー 

  アンケートの 3 ページで「管理職の状況」が 68.3％という結果がでており女性管

理職のいる企業は結構多いという印象である。しかしながらロールモデルがいない

とういう声もよく聞くので、こうした観点から対応していってはどうか。もうひと

つは，経営者，トップの意識が大事になってくる。県知事もイクボス宣言をしてい

るが，家事育児の参加など，男性の意思改革から始めるのもいいと考える。 

 

・市長： 

 事業所アンケートについて，少しいろんな角度から分析する必要がある。また，国

や県とどこが違うのか，製造業が多いことや外国人労働者も多いなど鈴鹿市の特性

と男女共同参画，女性活躍がどのように関わっていくのか掘り下げていくと本市の

方向性が見えてくる。あと啓発の方法についても従業員だけでなく経営者，管理職

の方にどうアプローチをしていくか。行政のやるべきこと保育所の入所のことなど，

人口減少社会，出生率低下の解消につながるなど，本会議の発展型ではないかと思

う。本市の総合計画 2023 を進めていく中で，この会議でヒントをいただきながら

進めてまいりたいと思うので，今後も皆さんそれぞれのお立場からご意見よろしく

お願いしたい。 
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・生活安全部長： 

  各分野の方々に出席いただき，それぞれ職場環境が違う中での課題等貴重な御意見 

をいただいた。今後の鈴鹿市の女性活躍について検討していく。 

 

・事務局： 

 本会議は年 2 回程度の会議と考えている。本年度は今回で終了し来年度について

は，平成 27 年度の事業の実績報告と新年度の事業予定も含めて会議を開催する。 

 

・市長： 

  アンケートの見方，集計の仕方ひとつにしてもいろんなところへつながる。男女共

同参画都市宣言をし，男女共同参画センターがある市としてそれらを活用していく。 

  御礼，今後の協力依頼。 

 


