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平成 28 年度第 2 回ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議 概要 

 

○日 時：平成 29 年 3 月 13 日（月）15 時 00 分～16 時 45 分 

○場 所：鈴鹿市役所 庁議室 

○出席者：【幹事 7名】 

     鈴鹿商工会議所代表 田中彩子，鈴鹿工業クラブ代表 村上茂一 

鈴鹿農業協同組合代表 岡本隆，鈴鹿工業高等専門学校代表 井瀬潔， 

鈴鹿青年会議所代表 前田耕司，（株）JTB 中部四日市支店代表 三林史明 

鈴鹿公共職業安定所代表 北村智史 

【オブザーバー2名】 

三重大学教授 朴恵淑，三重県男女共同参画・NPO 課 奥山孝人 

市長，事務局 5名（地域振興部次長，男女共同参画課長，男女共同参画課 3 名） 

○資 料：事項書，出席者名簿・席次表 

     資料①平成 28 年度ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議事業実施報告 

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

     資料③平成 29 年度事業計画（案） 

     別紙①ポストツリー  

     別紙②平成 28 年度事業所訪問報告書 

女性活躍推進セミナーチラシ 

ひとりひとりが幸せな社会のために（平成 28 年度版データ・内閣府男女共同参画局発行） 

職場におけるマタハラ・パタハラ防止マニュアル（三重県男女共同参画･NPO 課） 

ジェフリーふぇすた 2016 記録集 

  

本会議は，「鈴鹿市意見聴取等のための会議」に関する規定に位置付け，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原則公開します。 

  本日の傍聴は 1 名です。議事録につきましては，発言者を代表，幹事，オブザーバー，事務局

と表記し要約します。 

 

○内 容：下記のとおり 

1 代 表 挨拶 

 ・出席，平素の御礼，各分野での女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」などにあわせ 

積極的に取り組んでいただいていることに感謝申し上げる。 

  ・平成 27 年度本市の人口は，国勢調査開始以来初めて減少し，急速な少子高齢化による人口減 

少社会の到来という大きな課題に立ち向かうため各種施策を着実に取り組み，本市に住み続け 

たいと思っていただけるようなまちづくりを進めてまいります。 

・これまでの会議において，女性が働き続けやすい環境として課題共有されております，子育て 

支援，保育の充実につきましては，西条保育所の移転に伴い，病後児保育事業や一時預かり事 

業を実施する子育て支援の拠点施設として整備を進め，多様な保育ニーズに対応し，安心して 

子育てができ，共働き家庭や女性の社会進出に寄与してまいりたいと考えております。 
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 ・男性，女性に限らず，若い人材の確保に係る課題や求職のニーズなどの雇用対策について，連 

携調整，調査研究を行う協議会の立ち上げを進めており，子育て環境が充実し，女性の働く環 

境が良くなることは，男性にとっても良い環境となり，若い人材の雇用に関する課題解決につ 

ながるものと考えております。 

 ・鈴鹿市総合計画２０２３と第 2 次鈴鹿市男女共同参画基本計画がともにスタートし 1年が経過 

しようとしております。国の動きやまちの変化などを柔軟に捉え，それぞれの計画に位置づけ 

た施策を着実に推進し，将来にわたってまちの活力を持続的に生み出し，誰からも愛される鈴 

鹿市として，次世代に引き継いでいけるよう取り組んでまいります。 

 ・私から市内事業所の先進事例を御報告させていただきます。昨年の連携会議において，住友電 

装㈱様の事業所内保育所の設立予定のお話がありました。住友電装㈱会社様におかれましては， 

多様な考え方や働き方を認め，変化に強い組織づくりを行っていくことと，設立１００周年の 

記念事業をあわせて平成 29 年 4 月 3日から社内託児所「こねくとキッズ」を設置，開設され 

ます。保育時間も 7 時から 19 時，保育対象年齢も 57 日の産後休暇明けから小学校就学前まで 

のお子さんとされており，非常に充実した環境であり，子育てを行う従業員の方には，安心し 

て働くことができる 大限の支援になり，事業所においては，優秀な人材が確保され，社会貢 

献としてもイメージが向上することと，非常にうれしく思っております。 

 ・他の事業所様にも先進的な取組を波及させていくというところで，この連携会議の果たす役割 

  に大きな可能性と責任を感じております。 

 ・民学官と互いの取組や推進状況を共有し，一層連携を深め，女性の活躍を積極的に推進し，鈴 

鹿市全体の活性化と男女共同参画社会の実現をめざしていきたいと考えております。よろしく 

お願い申し上げます。 

  

2 新幹事紹介 

 鈴鹿商工会議所会頭就任 田中彩子 

鈴鹿工業クラブ パラマウント硝子工業㈱鈴鹿工場長 村上茂一 

一般社団法人鈴鹿青年会議所副理事長 前田耕司 

連合三重鈴鹿地域協議会議長 吉岡伸晃 

  

3 平成 28 年度事業報告（事務局から説明） 

 資料①「平成 28 年度ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議事業実施報告」  

・第 1回ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議では，鈴鹿市の女性活躍推進法に基づく「特定事業 

主行動計画」，審議会等の女性委員登用，女性職員の管理職登用の現状についてお話させていた 

だいた。 

・幹事の皆様からは，男性の育児休業取得，女性の管理職登用など，社会保障制度が整備され， 

社会の流れとして進めるべきと発信されているところは私たちも推進していく。「一般事業主行 

動計画」に掲げた目標に向け，女性採用の拡大，キャリアアップ意識の向上，働く環境について 

タウンミーティングを行うなど，前向きに取り組んでいくことが会社全体の考え方になっている。 

 

ライフサイクルの変化に対応できるセミナーの実施など，様々な人材育成や環境整備に取り組ん 
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でいるなど情報共有されました。 

・広く意見を収集する方法として第 1回会議でご提案いただきました，「ポストツリー」を年間 

を通じ実施しました。「子育て・家庭」「仕事・職場」「地域・行政」の 3 つの分野についての意見 

を収集しました。別紙①をご覧ください。市役所市民ギャラリー，文化会館，男女共同参画セン 

ターで設置し結果は，小さな子どもを持つ男性の長時間労働をなくしてほしい，という声。保育 

制度をはじめ子育て支援の充実を望む声。政治や地域の場に女性を増やし女性の声を発信してほ 

しい声などその他の意見を含む 28 件でした。 

 ・事業所訪問については，平成 26 年度に実施しました事業所アンケートの回答があった事業所 

中心に，女性リーダーが活躍されている事業所，三重県が認証，表彰しています「男女がいきい 

きと働いている企業」など 11 社を訪問しました。別紙②をご覧ください。大企業欄には，平成 

28 年度 4月に女性活躍推進法に基づく常時雇用する労働者が 301 人以上の事業主が公表を義務 

づけられた、女性の活躍に関する情報のうちの管理職に占める女性労働者の割合を掲載しており 

ます。株式会社トピア様は 300 人以下の努力義務に当たる企業ですが、公表をされております。 

 それぞれの人事や総務の担当の方々と面会し，①女性の採用について②男女が働きやすい環境に 

ついて③育児休業等の職場体制について④女性管理職の登用について⑤職場研修についてを伺 

いました。結果をまとめたものが別紙②の 3と 4になります。製造業の多い鈴鹿市の現場におけ 

る女性の採用は、職場の環境から女性からの応募が敬遠されがちなことも含め少ない状況になっ 

ている。中には、男性と同じように製造ラインに立ち、各現場をオールマイティにこなすリーダ 

ー的な立場の若手女性社員の方や，体力に自信のある女性が希望して製造現場に配属されている 

などを伺えました。また、女性が長く働き続けていただくために、出産など個々のライフイベン 

トを期に製造現場から事務系や交代勤務のない職場への異動の配慮がされているとのことです。 

 働きやすい環境整備では、市長の挨拶にもありましたように、住友電装㈱様が事業所内保育所を 

開設されました。また、他の祝日勤務のある事業所では、空きスペースなどを利用して託児を行 

っている，行う予定のところがありました。しかし、託児人数が増えたり、年齢層によって別々 

の部屋が必要になるなど対応しきれない状況もあるようです。育児休業につきましては、休業期 

間に関わらず、1年間で復帰する事例が多く，復帰するための保育者不在や保育所の入所に合わ 

せ、半年の延長を設けている事業所がほとんどでした。男性の取得は、出産時の特別休暇が多い。 

休業中の職場の体制は、ほとんどの事業所で新規の雇用はなく、職場内の協力対応となっていま 

す。女性の管理職登用については少なく、それぞれの事業所において取組はなされているものの、 

もともと女性が少ない、管理職の条件に達する女性が育っていない、昇格を望まない女性が多い 

など、どの事業所でも同じような原因が伺えた。職場研修では、行政が主催するスキルアップセ 

ミナーやワークライフバランスなどの講演会への参加協力や協働などについて質問しました。 

スキルアップ研修や階層に応じた研修などは，自社講師や、本，支社事業所全体で実施しており 

、他の機関が実施する研修参加には、技術取得や業務に関連したもので、一般的な自己研鑽の研 

修の参加は難しい状況でした。その他、福利厚生では決められたポイントの範囲内で使用できる 

給付型の制度が利用されており、ベビーシッター料など子育て支援のメニューが含まれており、 

一部分ではありますが子育てに必要な負担の軽減がされています。以上のように、各事業所の方 

針や現状が把握でき、ネットワークを広げることができた。今後も訪問を計画的に行い、行政と 

協働し女性活躍を推進していただく参画企業を増やし、取組を広げていきます。 
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・事業所セミナーです。事業所訪問の際に，事業所内保育所運営など環境整備に関する費用補助 

などについて意見があり実施しました。「雇用関係助成金活用セミナー」として、社会保険労務士 

の田中好昭様をお迎えし、従業員の新規雇用や職場環境の改善，仕事と家庭の両立支援に関係す 

る助成金の説明をしていただきました。セミナーの啓発には、鈴鹿商工会議所会報への折り込み 

を実施し、市内の事業所へ広く周知しました。助成金についてのセミナーは、モノづくりに関す 

る内容について産業政策課が先行しており、より多くの事業所に参加いただけるよう、実施や啓 

発について情報共有や連携が課題となりました。 

 ・女性対象の就労サポートセミナーです。スキルアップや階層に応じた研修は自社ですでに対応 

されておりましたので、Ｍ字カーブが現状とされている女性の働き方から、，再就職への支援・社 

会との関わりを持つための支援講座として、三重県の実施する女性のための就労支援事業で実績 

のある㈱Ｏ－ＧＯＥ様に依頼し実施しました。内容は、就労のためにより実践的な、応募用紙の 

書き方や面接対策などのメニューと社会と関りをもつきっかけづくりのための、コミュニケーシ 

ョンＵＰやカラー診断などのメニューとし、たくさんの若い子育て世代の参加につながりました。 

今後の課題として、一時的な開催ではなく継続して実施する必要が求められます。 

・3月 26 日日曜日に開催いたします女性活躍推進セミナーです。お二人の女性落語家をお 

迎えし、第 1 部を落語、第 2 部を女性活躍をテーマにした対談を実施します。日本で女性初の落 

語家の露の都さんには、男女それぞれの弟子を持つ身としての上司側の考え方、ママさん落語家 

の桂三扇さんには、子育てをしながらの活動や男性社会である落語家を目指した経緯などお伺い 

します。あらゆる分野で活躍される女性、性別にかかわらず個性と能力を発揮し、いきいきと暮 

らしている女性の姿を知っていただき、男性、女性にとらわれない考え方を身近に学ぶ機会と考 

えています。多数の方々にお申込みいただいていますが、託児を利用いただく方も若干見えます 

が、若い方々への参加につながらないところが課題となっています。 

 ・女性活躍推進プロジェクトＩＮ ＳＵＺＵＫＡサイトの構築ですが、あらゆる分野で活躍され

るロールモデルを紹介するサイト「にじりん」について，単なるロールモデルとなる女性の一覧

では魅力がなく，沢山の方々から閲覧いただけなければ意味のないサイトとなってしまうことか

ら，インタビュー形式であったり，動きのある写真などを掲載し，自らが見にいこうとするサイ

トの構築として，テーマを決め，そのテーマに関連した女性にターゲットを絞り掲載していく。

当初の一覧的なイメージから少し掲載内容を変更することとなり，完成に至っておりません。 

 以上 平成 28 年度主な事業実施報告です。 

・これらの事業から行政以外と連携，協働ができました 2 件の事例について報告します。 

 一つ目は，事業所訪問した，テイエステック㈱の女性プロジェクトＴＷＣのメンバーの方から， 

ものづくりの現場である当社と全く職種の違う公務員の職場環境について，話を聞き，よい所を 

参考にしたい。と懇談の申し出がありました。資料②をご覧ください。3月 6日にテイエステッ 

ク 6 名の女性社員の方と人事課，男女共同参画課で懇談した内容です。時間が 1 時間しかなく， 

ほとんどが質問に答えるだけの内容となってしまいましたが，子育て期であっても，出張や研修 

は誰もが受けられるチャンスと言う考え方や，働く以上覚悟を決めて望んでいる姿から，市役所

の女性職員は意識が高いと思う。意識をもたせるための，上司や同僚の配慮や能力育成期，能力

拡充期，能力発揮期という計画だてられた研修カリキュラムという環境があってのことだと思う。 

など訪問は視野が広がり有意義でした。と感想をいただきました。 
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・二つ目は，男女共同参画課では，毎年，男女共同参画について考え、活動のネットワークを広 

げるイベントとして、市民等の公募による実行委員会組織の企画運営で「ジェフリーふぇすた」 

を実施しています。今年度は，「ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議」のことを広く市民の方々に 

知ってもたいたい，市民レベルで女性活躍について考えていただくきっかけにしたいと言う考え 

から，基調講演のテーマを「女性活躍推進から考える暮らし方・働き方改革！ＳＵＺＵＫＡから 

はじめよう」としました。講師には，海上保安庁で女性初の巡視船船長として活躍された永田潤 

子さんをお迎えし，講演後のトークイベントでは，幹事の田中彩子様，井瀬潔様をお迎えし，市 

長も交え，女性の活躍を支える社会をどうつくるかは，女性の課題であるとともに，男性の課題， 

地域の課題であり，民学官それぞれでどうしていくかについて，意見交換をしていただきました。 

 詳細は資料のジェフリーふぇすた 2016 記録集の 5ページから 6 ページ，また，女性活躍のパネ 

ル展示も行いましたので 9ページもご覧ください。 

 

4 平成 29 年度事業計画（案）（事務局から説明） 

資料③ SUZUKA 女性活躍推進連携会議 平成 29 年度事業計画（案）  

・第 1回 SUZUKA 女性活躍推進連携会議を 6 月か 7月を予定し，先進事例紹介を担当者の方をお 

呼びして，発信していただく場となるよう考えています。 

・講演会では，平成 29 年度男女共同参画課では，ポストツリーにもありましたように，夫，父親 

の働き方，ワークライフバランスの推進，また，女性が仕事や，地域の活動に外に出るためには， 

夫や周りの男性の意識啓発が必要であるとして，そこにテーマをおき実施します。 

・働く女性のためのセミナーでは，引き続き，就労セミナーを実施し，働き続けるために必要な， 

こころとからだの健康支援も実施したいと考えています。 

・ 後にサイトの充実を実施し，魅力ある専用ホームページの啓発でございます。 

以上 平成 29 年度事業計画です。 

 

幹事 D 

パーソナルカラー診断とありますが，これはどういう診断なんでしょうか 

 

事務局 

自分に合うカラーというのが，自分が好きな色ではないということで，いろんな質問項目から自 

分がチェックした内容で春夏秋冬のグループに分けられ，そのグループごとに色の診断がされま 

す。診断で自分に似合う色の傾向を把握し，服装やメイクに取り入れるだけで，よい印象を作る 

ことができる。好きな色が必ずしも自分をアピールできる色ではないということで，どこかに自 

分の好きな色を差し色として使って，好きな色とパーソナルカラーで自分をアピールする方法が 

あるということです。今回のセミナーでは，これから再就職しようとする方が対象でしたので， 

これから自分のアピールが必要な就職，面接の際に参考にしていただくことになります。 

 

幹事 A 

面接のときは皆さん黒っぽいスーツを着ていますが，そういう差し色を使った服装ですと，デザ 

イン系や服飾系の職場での面接でいかされると思いますが，初めてパーソナルカラー診断という 
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こと聞きました。自分を枠にはめずにもっと広くアピールできるというところに繋げるためのカ 

ラー診断だったんでしょうか。 

  

代表 

コミュニケーションアップセミナーということで，コミュニケーションをとるために，どういう 

風に自分を見せるかということが，研修のポイントだと思います。面接などで人と人とのコミ 

ュニケーション力を上げたり，自分をアピールをするのにはこの色がいいんじゃないかという 

こと。元気に見せるためには，ビタミンカラーが必要などありますので，その人が自信を持って 

活躍をしていただけるようなアドバイスやポイントを身につけるための，セミナーになっている 

のかと思います。 

 

事務局 

セミナーは 3 回実施しましたが，別々のお申し込みでも可能にしました。 

鈴鹿市の現状ではＭ字カーブというところで，子育て後社会復帰しようとか，社会貢献しようと 

思っている若い世代の方に向けて発信したかったので，新しい言葉であったり，そういう目線で 

のところを事業を依頼したＯ―ＧＯＥさんに相談して，いろんなメニューの中から選択させてい 

ただきました。来年度につきましても，対象者を絞って興味をひくメニューを選んでいきたいと 

思います。 

 

事務局 

今回，Ｏ―ＧＯＥさんからは，自宅で子育てをしながら，社会復帰を考えている女性というのは， 

朝の 10 時から 12 時くらいに時間設定するのが一番良い，朝幼稚園等の子どもを送り出してセミ 

ナー講座に参加し，セミナーで仲良くなった方とランチをして帰る，というようなメニューがい 

いとアドバイスをいただきました。本当にこれまで男女共同参画センターに利用の少なかった子 

育て世代の方にたくさんお申し込みいただいて非常に良かったなと思っております。 

 

幹事 A 

たくさんのいろいろなメニューを用意されて，若い女性にアピールできるお話や言葉が出てくる 

のはとても良いことだと思います。私の娘の世代と比べると，聞きたい内容や関心があること 

も違います。自宅で子育て中の女性というと，30 代前後くらいですかね，そういう方が「さあ， 

どこか就職するぞ」という意欲を持つための，きっかけになるセミナーは，非常にいいことだと 

思います。また，時間の経過とともに，そのセミナーに参加された方が，この後就職をして，今 

こんな仕事をしていますというような発表や体験談が聞けると，またひとつ力になるのかなと思 

います。まずは非常勤，パートタイムから始めるところが一般的かも分かりませんが，先ほどの 

説明の中で，西条保育所の建て替えで，私が昨年言っていたことが実現する方向になっていくの 

は，働く母親にとっては後ろ盾になる良いことと思っています。ぜひ，セミナー受講の方が社会 

に出られた経験談等をお話いただく機会を作っていただきたいと思います。 

 

幹事 D 
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このようなセミナーのシリーズは 3 回通していくのがいいですか 

 

事務局 

全回数を必ず参加と固めてしまうと，参加者が限られ，減ってしまいますので，単発でもいいよ 

うな内容にしていただきました。3 回連続の方は，おひとりもみえなかったです。 

 

幹事 D 

どういう気持ちで参加したのかアンケートをとられているんですか 

 

事務局 

アンケートはとりましたが，あまり深い内容を書いていただいた方はありませんでした。個々に 

講師に後でたくさん質問をされてみえました。回答の中には，こういうセミナーをシリーズでや 

ってほしいというのもありましたし，キャリアアップに関する内容というのもありました。 

 

代表 

事業所の調査をさせていただいて，できるだけ市内の企業全体で共有できるような形でやってい 

きたい。訪問し，聞いて終わりじゃなく，これに対してどういうようなアクションができるかと 

いうのも，皆さまの知恵を拝借しながら，考えていきたいと思いますのでご意見お願いします。 

 

事務局 

先ほどのセミナーのアンケートに戻りますが，結果の一部ございましたので紹介します。1 回目 

は，自分を振り返る良い機会になった。メイク方法が勉強になりました。託児つき講座でよかっ 

た。内容はもちろん，話し方，言葉の使い方など，人に伝えるという学びがたくさんあった。2回 

目は，コミュニケーションが苦手でしたが，ポイントが知れてよかったです。初めての人と話す 

機会が少なくなってきていたので，話す機会が持ててよかった。理解しているつもりでも聞くと， 

実際にはできていないことに気づくことができた。そして，3回目は，今すぐにでも使えそうな 

内容が盛りだくさんでした。履歴書の書き方，ビジネスマナー，魅力ある履歴書の書き方を知り 

ました。以上です。 

 

事務局 

資料 2の①は，公務員と全く違う職種のものづくりの現場である市内企業テイ・エステックさん 

との懇談会ですが，交流時間が短く，テイ・エステックさんがこのように困っているなどの質問 

に対し，人事課と男女共同参画課が回答させていただくだけで終わりました。同じような課題は 

他の企業でもあると思いますが，このようなワーキンググループがあって，活動されているとこ 

ろはまだ少ないようです。今後はそれぞれの課題をできるだけ共有できるような形で，聞き取り， 

課題認識，解決を探るなどをしていきたいと思いますが，今のところ共有させていただくのが限 

界というところでございます。 

 

幹事 D 
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もう１回こちらでもよろしいですか？若いママさんの参加が多くと書いてあるので，やはり一度 

お母さんになると，仕事を辞められる方が多いということですか 

 

事務局 

そうですね，日本，鈴鹿市はＭ字カーブの傾向があり，いったん退職してある程度子どもさんが 

大きくなられたら復帰するという形です。本人の意向もあると思いますが，保育所などの子育て 

環境が整っている，または会社の育児休業制度が取りやすい環境があればよいのですが，そうは 

いかずいったん辞めてしまう，とういう状況です。 

 

事務局 

いろいろ貴重なご意見いただきましてありがとうございます。時間もあと 40 分ほどとなってき 

ておりますので，5 番の意見交換，ここから市長が進行を務めてさせていただきますので，自由 

にご意見いただきたいと思います。市長よろしくお願いいたします。 

 

代表 

28 年度の報告は事務局からさせていただきました。意見交換でございますので，今の報告も含 

めて，29 年度につなげてまいりたいと思いますので，いろいろなことをお聞かせください。特に 

事務局が説明しましたとおり，企業訪問をさせていただいて，それぞれの企業さんからいろんな 

ご意見を聞かせていただいたというところでございます。まだそれを政策につなげていくという 

ところにまでは至っておりませんが，現場の声をいろいろ聞かせていただくことができたのは， 

初めてのことでありますので，いろいろ参考にし政策に繋げて参りたいと思っております。先ほ 

ども女性の従業員が現場にいない，職場の環境や職種による，というようなお話もありました。 

また，「じぇふりーふぇすた」でパネリストを幹事の方に務めていただいた時の感想や，その後の 

反応なども含めてお話をいただけたらなと思うんですが。特に幹事 D さんは男性ひとりだったの 

で，その辺を含めて，ご感想をお聞かせいただけませんでしょうか。 

 

幹事 D 

本当に男ひとりだったので，あんまり覚えてないというか緊張してしまって，何をしたか，何か 

話はしていたなとは思っているんですが，永田先生はバイタリティがあって，どんどん進めてい 

ただいたので，それにあわせていろいろ喋っていたという感じです。ホームページ等にも市長と 

一緒に載せていただいたりして，見られた先生がここに載っていますねと言っていただいたのが， 

ちょっとこそばゆい感じでしたけど，こういうのに出ると本当にいいなと思いました。学校とし 

ても女子学生の進路等も踏まえ，それから教職員の職場環境という面からも，女性の教員も増や 

していくという国の方針もありますし，ぜひ学校としても女性の活躍に力を入れていきたいと思 

っているところでしたので，呼んでいただいて，参加してよかったと思います。内容はあまり覚 

えてなくて申し訳ないです。 

 

代表 

ありがとうございます。 
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幹事 Aさんいかがでしょうか，当日の意見交換も含めて。 

 

幹事 A 

そうですね，思い返してみると，永田先生が非常に前向きで，自分が道を切り開いていく 先端 

に立たれてきたというところが，輝いている感じがしました。それから，そのときに口には出さ 

なかったんですが，永田先生が第一期生の船長になられたわけですけれども，初めて女性が船に 

乗る，そういうキャリアとしての道がある大学に入学にすることに，ご両親が賛成されているこ 

とに，その時代にしては非常に珍しいというのか，そんなところ辞めときなさい，とならなかっ 

たところを含め，パワーがあるんだなと思いました。今後若い女性にいろいろ参画していただき 

たいというところで，子どもの進んでいく方向について，既成概念にとらわれない，日本のもっ 

と将来を見越した判断ができるような，母親・父親であっていただけるといいなと思いました。 

永田先生は，両親がそういうお考えでなかったら，私たちの前に現れてなかったなと，帰ってか 

ら感じました。だから 50～60 代の方にも聞いていただいて，今後の女性には自分が手伝ってあ 

げないといけないと，積極的に感じ取っていただけるような場面があってもいいんじゃないのか 

なと思います。女性が活躍していくには，やはり協力者が要ります。そこで，夫，また両親など 

身近な方が，今の社会が何を目指しているのか，ということを理解することが大事，いってらし 

ゃいと出してくれる，何も子どもを見てくださいというのではなくても，気持ち的に応援してく 

れる，そういう人たちが多く，進めていっていただけるといいかなと思います。永田先生にお会 

いできたのは非常に良かったです。ありがとうございます。 

 

代表 

ありがとうございます。今のお話にもありますとおり，周りの支えとか理解が，女性が活躍をし 

ていく中に非常に大事だということだと思います。ポストツリーの内容にも，じいじ・ばあばに 

も育児休暇があればいいのになぁとか，子どもの小さいうちは残業を少なくしてほしいとか，小 

さい子どものいるお父さんは仕事量を少なくとか，これは本人よりも周りの方が書かれたんだろ 

と思いますし，核家族じゃない 2 世帯の家族であっても，課題としてあがってきているなかで， 

地域で子育てをする， 近はイクメンではなくイキメンという言葉をそのときに教えていただい 

たんですが，地域でも子育てをしていこうと声があがっているのかなと思います。そういう意味 

で地域社会と女性の活躍ということを，つなげるなかで考えると，幹事 Cさんどうでしょう，農 

業などは女性が非常に力強くそれぞれの地域や家庭で引っ張っていただいているという観点か 

ら，ご意見をいただければと思います。 

 

幹事 C 

実は，3月 10 日は農山漁村女性の日ということで，いろいろやられています。日本農業新聞の記 

事に男性だけよりも女性が経営参画された農家は，収益が向上する。特に女性が 6次産業化を担 

当する形態は，数字で 33％と経常利益を大きく伸ばした。女性の関わりが儲かる農業のカギを握 

るという記述がありました。現在，農業改革・ＪＡ改革ということで，特に農業者の所得増大と 

いうことを言っていますが，やはり女性が積極的に参画される農家のほうが儲かる農業になって 

いるということのようです。今の水田農業は，補助金に頼りで，実際米の価格も下がってきてお 
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りますし，そういう点からいくと 6 次産業でいろんなアイデアを持った女性が活躍されるのがよ 

り農家の所得向上・地域農業の発展のためにもいいのかなということです。特に市長さんにも依 

頼したいのは，そういうふうな方のために，当然ＪＡも努力いたしますけれども，行政としても 

いろんな支援をいただければなと思います。それと，ジェフリーには以前 7，8年前に地産地消 

の会議の関係で一度行ったことはあるんですが，なかなか男性からすると敷居が高いように思い 

ますので，できればこういう会議を，そちらでもやっていただければと思います。なかなか呼ば 

れないと行きづらい所ですね。 

 

代表 

男性には敷居が高いということを，これからの課題のひとつに捉えさせていただきたいと思いま 

す。女性が携わっていると儲かる農業のアイデアが広がる。そうですね，特に女性が営業や販売 

部門を担当する形態は，経常利益の伸び率が高いということで果菜彩やファーマーズマーケット 

でも女性はいろんなニーズがわかっているので，いろんなレイアウトやアイデアを出されるのが 

いいのかなと思っています。やはり男性では気がつかない部分がたくさんあるなと思います。農 

業もそうですけれども，旅行の商品はどうですか，今女性のアイデアというと，旅に出るのも女 

性がリードして，ホテルを選んだり，食べるところを選んだりしますけど，やはり女性のアイデ 

ア，考え，ひらめきというのは，全然違う企業体ですけどどうでしょうか。 

 

幹事 E 

女性の職場ということで，代表的な会社かもしれませんが，扱っております旅行の商品ですが， 

旅行も皆さんのご家庭もそうかもしれませんが，基本的にはお財布を握ってらっしゃる方が，女 

性ということが多い部分もありまして，商品の企画についても，やはり女性目線を意識しますし， 

食事，それから見学箇所等々も多く取り入れていると思います。特に添乗員も女性が多いことも 

あり，旅行時に行き届いたサービスができますので，そういった部分ではかなりの女性の視点が 

入っていると感じています。 

 

代表 

ありがとうございます。柔軟性があったり，今までの固定概念に捉われなかったりとか，自分の 

身の回り，身の丈にあったところから発想するという中では，女性の考え方というのが，社会の 

中には受け入れられやすいのかなと思いますし，それぞれ家庭でも，いろいろなことを女性がリ 

ードしている部分もありますので，いろいろなものに波及していくためにも，このＭ字カーブを 

打破していきたと思います。そこで，挨拶でもお話させていただきましたが，住友電装さんが， 

企業内保育所を設置いただいたということは，非常に鈴鹿市にとっても大きな躍進になっている 

と思っています。保育時間の 7 時から 19 時もさることながら，57 日の産後休暇明けから就学前 

まで可能というところは，保護者の方には安心して預けられるし，次の幼稚園や小学校へといろ 

んな段階を踏むにも踏みやすい状況を与えていただけると思っています。同じ企業として，一足 

飛びに住友電装さんのようにはいかないとは思いますが，青年会議所さんでも，若い企業家さん 

がたくさんいらっしゃると思いますし，こういった社会の流れを自分たちの団体と照らし合わせ 

ていただき，また，訪問事業所の意見なども見ていただいて感想やご意見をお願いします。 
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幹事 F 

私の会社は警備会社で，職場は四日市ですが，お子さんがみえる女性社員の方々は，非常に苦労 

されています。例えば旗当番なので朝少し遅らせてほしいとか，14 時くらいに子どもの薬を貰い 

にいくので抜けるとかなど，ある程度対応はさせていただいておりますが，どうしてもまだまだ， 

女性が子どもの面倒をみるというのが重点的になっていまして，また，託児所を作るというのは 

会社の状況があると思います。しかし，女性の働き方に対して意識付けするというのが経営者の 

責務ではないかなというふうに思いますので，まず第一歩として意識改革を浸透させるというこ 

とを，設備というのはなかなか困難であるというのが現状ではあります。 

 

幹事 B 

ポストツリーの資料を見て，非常にいい意見というか。私どもの会社も，男性の特休であったり 

要するに制度については整備されています。ただ，なかなかそれを使うこと自体が進んでいない 

ように見受けられていますが，平均の年齢層が 40 歳前後ということもありまして，制度を使う 

年代としては若干外れたというところがあります。が，実は若い 20 代くらいの方たちは意外に 

あっさりというか，ぱっと取るようなところもあって，時代の流れを感じています。こういうこ 

とも今後女性の方が働き続けることに役立って，あるいは良くしていけるような社会になってい 

くのかなと思っております。 

 

代表 

ありがとうございます。女性の就職についての意欲とか現状，数値というわけではないですが， 

三重県と鈴鹿市も有効求人倍率が高い中で，女性が求める職とか，マッチングで鈴鹿･亀山地域 

の状況はどうなのか。 

 

幹事 G 

男性・女性とで分ける必要はないんでしょうが，均等に扱うという意識が強いので，あまり女性 

の分野でどうなのかと意識してはいないんです。うちの場合ですと，労働局の雇用機会均等室が 

あります。全体的に人手不足がものすごく進んでいる中で，介護や福祉，保育など，どちらかと 

いうと女性が担っている割合の高い職種が非常に厳しい状況なんですよね。その中では，全体的 

にいうとニーズはすごく高いんですが，女性だからじゃあ保育ができるかとか，介護ができるか 

という話でももちろんないと思いますから，この部分のミスマッチという言い方は使い古されて 

ますが，マッチングというところは難しいところがあるとは思います。あと，正社員募集は出し 

てくれるんですがいないので，次の策として，パートや非正規雇用で採りたいと，そうするとそ 

こでどうしても女性が求められることが多くなってくるというのが現状ではあります。今の募集 

が多くて人が足りないという現状は，非常にチャンスではあるのかと思うんですが，現場ではあ 

まり変わってないという感じはします。 

 

代表 

いろんな企業さんに募集をしていただくんですが，なかなかやはり雇用に繋がっていない，か 
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といって就労支援などの講習会や研修会をすると，働きたい，パートしたいんだ，という方たち 

は集まってくる。そこのところをどうマッチングさせていくのか。それを考える私たちの仕事と 

して，昨年度は男女共同参画センターに足を運んでいただけるように，若い世代に向け，先ほ 

どのコスメテや，パーソナルカラーなど目新しい講座を実施しましたが，29 年度の事業計画を見 

ていただくと，就労セミナーや健康支援セミナーは実施するんですが，もう少しこんなことどう 

とか，こういうふうに方向転換したらとか，これが重要であるなどお気づきがあればお願いしま 

す。あと，永田先生のお話は非常によかったので，次はこういう講師のお話を聞いたらなど何か 

ご提案いただけますでしょうか。また，専用のホームページも作っているんですが，先ほど事務 

局が申し上げたみたいにあまり一覧表みたいにロールモデルをずらっと並べても，皆さんが見て 

くれるページにはならないと思って，もう少し何か工夫がないのか，例えば女性雑誌を見るよう 

な形で製作できないのか，と再検討するようにしましたので，今試行錯誤している 中です。田 

中会頭はロールモデルの筆頭ですが，といって鈴鹿市にロールモデルになる女性が何人ほどいら 

っしゃるのか，一覧表のようなものではあんまり意味がないのかなと思ったりもしています。 

 

幹事 A 

ロールモデルを発掘してもやっぱり個人情報を出しすぎても，どなたが見るか分からない。内容 

は，自身の体験談など，関わっていただく皆さんの協力で外へ出たらいろんなことも解決できて， 

積極的に自分の考え方も前向きにしていったらよかったとかですかね。表記をＡさんの場合とす 

るなど，写真を載せても今の時代ですから，ちょっと怖いなとは思います。かといって，一覧表 

というのでは見てみようかという感じはないですね。リラックスして，もう少し前向きな感じの 

体験談の中から，いいように感じるものを。そういう方もおられると思います。先輩格の人とか， 

例えば，母親が外に仕事に出るようになって，子どもが変わってきて，自分のこともするように 

なり，周りの協力もこんなにいただけた結果，振り返れば 5年前就職してよかった。こういうの 

も非常に共感される方がいると思います。ホッとするような話も入れていただくのもいいかなと 

思います。やはり問題は，個人情報うんぬんというところで，なかなか名前が出せない，顔出せ 

ないということにはなると思います。公的な人など限られてしまうかもしれません。 

 

幹事 E 

女性の活躍を進めるために，一方で男性の理解を深める必要もあるなと思いますので，これは意 

見なんですが，男性を対象に託児所とか保育所の現状をちゃんと理解していただくこととかです 

ね，こういったことというのは意味があるのかなと思います。特に会社のなかでマネージャー以 

上のクラスの方など子育てを離れられた世代の方が，今の状況がどうなっているのか分かってい 

ただくというのも意味があるのかなと思いました。そういう機会があってもいいのかなという意 

見でございます。 

 

幹事 D 

学校の立場から。中学生の子はインターンシップで 4～5日仕事の体験をするんですが，実際に 

女性が働いている現場を見たことがないんじゃないかと思うんです。それで，高専のほうでは技 

術系の会社に働いている方のところに見学に行き，そこでお話を聞いたりということをやってい 
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たことがあるんですが，技術系ばかりではないと思いますので，中学生がまとまってそういう会 

社を訪問し，こんな仕事をしてるんです，というような話を聞く体験というのができたらいいか 

なと思っています。 

 

幹事 A 

小学生の 6～12 歳までですけど，とても大人になるまでの人格形成上にも大事なときで，小学校 

の授業の中で男女の家事の位置づけとか，何か話をする授業はあるんでしょうか？同じように男 

子も女子も洗濯物をしたり，お料理もしてというような，このようなことが頭の中に入って，大 

人になってほしいなと思うんですね。育児も同じようにいろんな制限もあるでしょうけれども， 

今どのような教え方になっているのか，少し興味がありますね。10 年前とはちょっと違うんじゃ 

ないのかな。女性活躍の時代って総理が言っているんだから，じゃあ子どもの時からその方向付 

けをしていかないといけないんじゃないかと思うんです。 

 

代表 

次世代育成ですね。私たちの学生のときみたいに，男性と女性が分かれて授業するということは 

もう無くて，技術家庭というのも全て男性・女性一緒にやってますね。一番若い事務局，自分の 

体験をお話してみてください。 

 

 

事務局 

私の時は，技術で何か工作したり，家庭の時間で裁縫や料理したりというのは，男女混合同じ教 

室・クラスみんなでやって，食べて，片付けをして，という一連の流れを全員でやっていました。 

男女分かれてするのは体育での柔道とかですね。 

 

 

事務局 

私のときも男女一緒にやっていまして，小学生のときに授業でしらたまだんごを作りました。そ 

れが自分はとても楽しくて，家に帰ってからも何回も作りました。そのときは何も家事に抵抗は 

ないんですよね。でも，家庭では母親が家事をしている姿しか見ていないので，知らず知らずに 

家事は女性がするものというふうに，意識がつけられていったような気が今はしています。 

 

幹事 A 

それは，いつになったら，たち切られるんでしょうね 

 

事務局 

家事，育児，今は私もバリバリにやっているつもりです。 

 

代表 

彼は１人目の育児休業を取り，4月から 2 人目に対して育児休業を取ります。その辺の心境を含 
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めてどうぞ。男性が取り難い中で，公務員の中でもとる人は本当に少ないんですが，それでも率 

先して取るという実体験を含めてお話をいただけますか。 

 

事務局 

実体験というのはやはり我々は公務員という部分があり，一般企業の方から見ると，公務員だか 

らと思われるところがあるかもしれませんが，それを踏まえた上で話をさせていただきます。確 

かに制度は充実しており，権利の行使ということでは，ある程度取得しやすい環境にあるとは思 

いますが，環境にあるからといって，それができるかどうかというのは，やはり一緒に働く人た 

ちのことをまず考えないといけない。それは公務員であっても，一般の企業であっても同じだと 

思います。私の場合は，男女共同参画課で，男性の育児休業・家事・育児を進める部署であると 

いうところがある。そして上司も女性課長，女性の上司，それで私。上司二人が女性というわけ 

です。その中で，子育てがとても大変だということが分かっているところがとても大きくて，休 

むのか，と普通であれば疎ましがられるけども，応援してくれるわけです。しかも，子育てのこ 

とで悩みがあれば，それに対しても自分の時はこうだったと答えてくれます。迷惑をかけている 

と分かっていますが，職場の中でたくさんのことを共有できることが，何か一体感を持って働け 

ているのかなと感じています。このようなことがどこでもできるかというと難しいと思いますが， 

やはり男性が育児・家事をする，育児休業を取るというのは，周りの理解がないと絶対に無理だ 

というのは，強く感じています。以上です。 

 

代表 

今，女性活躍，それから男性が育児休業を取ることの難しさですね，そういうことがやはり家庭 

の中，地域の中，もちろん職場の中での理解というものにも繋がっていく。今後 29 年度のいろ 

んな事業の中で，男性に目を向け，研修や講演会の講師を選ぶ基準にしてまいりたいと思います。 

後に国際女性デーです，日本の数字が下がっている中で，国の目標「２０２０３０」も厳しい 

状況です。男女共同参画に携わっている先生のお立場から，どのようにしていけばもう少し「２ 

０２０３０」に繋がっていくのか，女性が携わることが良いことに繋がることをもっと知らしめ 

ていかないといけないなと思うんですが，ご意見お願いします。 

 

オブザーバーA 

28 年度に実施したポストツリーですが，非常に短い時間でこれだけの本音が書かれたというこ 

とは，鈴鹿市民の皆さんは，ある意味では素直で，いろいろな発信をしてくださる方が多いのか 

なと感じました。実際に生活者レベルでみたときの，本当に素直な考え方であります。また， 

企業訪問をされた 11 社はすごく頑張ってはいるんですが，管理職への女性の登用が今のところ 

低いです。そういうところでありながらも，いろんなことを考えて，取り込もうとしている，こ 

れこそ私たちはよく言うんですけれども，リンクさせた分析が必要なんじゃないかなと。市民の 

ニーズと企業の先進的な取組について，この地域で切実に考えていることとどれぐらい一致して 

いるのか，離れているのかをマッチング，クロスチェックをしながら見ていくと，そこにヒント 

が隠されているんじゃないかなというのが一点ありました。それから，29 年度のところで先ほど 

からお話がありました，永田先生という強力なコーディネーターというか，モデレーターとのイ 
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ベントなどはバンバン発信していってほしいです。また，私もこれならできるというような，あ 

んまり偉い人だと難しいかなと思うかもしれないですが，身近なところで頑張っていて，それが 

ビジネスチャンスになって，社会における発信力も高められるようになったというのもいいです。 

去年 9月に末松市長にも大変お世話になりましたが，ウィメンズイノベーションサミットで，男 

性 1名，女性 9名がそれぞれの団体や個人の活動アピールを行いました。その中で各賞を決めら 

れたんですが，非常に感心させられたのは，鈴鹿の方ではなく，名張の方だったんですが，農業 

と福祉それを融合した形で事業をやっている。身近なところで，なるほどと考えさせられるケー 

スがいくつかあった。全国的なイベントが鈴鹿で開催されたものですから，何か特別なイベント 

であったということで，伝えることも皆さんに考えていただくチャンスになるんじゃないかなと 

思います。また，ホームページなどは，格式ばらない特別なページを 1～2ページでもいいので 

作って，先輩など探り出していくのもひとつの手かなと。鈴鹿市のホームページを見ていて他の 

市町に比べて頑張っています。左側のバナーのところにきらりんという鈴鹿市子育て応援サイト 

というのがあって，右上のバナーはこれこそ 高にいいアピールポイントなんですが，末松市長 

のブログ的なものでしょうか，載っている。真ん中の掲示板みたいなところには子育て・妊娠・ 

出産，いろんなところがコーナーになっていていますが，もう少し魅力的な動きがあるホームペ 

ージにトライしてみる。専用ホームページの管理･運用の部分が必要なんじゃないかなと思いま 

した。それから，日本がジェンダーギャップ指数で世界の中での割合，順位が落ちるのは当然だ 

と思っています。というのは，空回りをしている気がしてならない。要するにミスマッチングだ 

という先ほど話がでました，Ｍ字カーブというのが叫ばれていたのはずいぶん前からであって， 

復職しようとした時に会社がどのくらい助け舟をだしてくれるか，また，育児休業期間も 1～3 

年の範囲で対応してくれるかもしれないですがそれ以上は不可能に近いような形でいながら「２ 

０２０３０」というようなものは夢のようなものだといっている。会社においても，女性の管理 

職を 2ケタになっているところはあんまりないですし，ひとつの希望としての文字にしておくに 

しても，基本的なインフラをまず作る必要がある。保育園ぐらいは整備せよと，待機児童がゼロ 

になる環境を作ってから考えてください。企業に何かしなさいというけど，企業が何かしたとき 

にどういうメリットがあるといえるのか，なかなか厳しいだろうなと。今同じようなことが韓国 

にも起きていて，韓国は日本より若干上でした。日本が 104 位で韓国は 101 位，ところが今回順 

番が逆転しました。これがどういうことかというと，見せかけは絶対だめなんだということ，絵 

に描いたような数値を先行させるのではなくて，せめて待機児童をゼロにする，あるいは企業で 

もエコホリデーやリリーフポイントといった考えがあるようですね。そういうところから少しず 

つ改善していく，3 年後，5年後，10 年後というふうに見ないと，何もできていなかったところ 

からいきなり 30％になるわけがない。そこは，だめだろうと認めたうえで，これからの間にイン 

フラを考え，働きたい人の子育てはおじいちゃん・おばあちゃんだけじゃなくて，国や市など行 

政でもやっていくんだと力を入れていく必要があるんじゃないかなと。韓国は順位が落ちたこと 

が非常にショックなので，ハード面，保育所を増やしてます。だから来年度は順位が上がると思 

いますね。日本はそれができないじゃないですか。私的に考えると今一番切実的なものが何かと 

いうことを立ち止まって考え，そこに血が通ったインフラ整備を少しずつでも，3年ぐらいやれ 

ばできるので，そこから一気にホップステップジャンプといったほうがいいんじゃないかと思い 

ます。政治家はすぐ数字で達成することを欲しがるので，自治体も地に足をつけた形でのインフ 
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ラ整備も考えていただければありがたいなと思います。 

 

代表 

ありがとうございます。グローバルなお話を聞けたので，参考にもさせていただきたいと思いま 

す。 

 

オブザーバーB 

ひとつは，事業所訪問はすごくいい取り組みだなと思っていて，我々も今まで男女共同参画を担 

当しているものが企業との関わりが少なく，26 年度に女性活躍の会議を立ち上げて，去年や今年 

度に時間は限られますが，手分けして企業を訪問し，生の声を聞かせていただくというのは本当 

にいい機会となっており，経営者や人事担当の方とお話できることがすごい財産になるかなと思 

っているところです。訪問結果を事業に反映しているのも，非常にいい取組かなと思います。ま 

た，先ほど交通当番の話がありましたが，私も何年か前にＰＴＡに関わっていた時期がありまし 

て，ＰＴＡ総会の会場が女性ばかりで，今はどうか分からないですけれども。やはりそういう場 

に，お父さんが出てきていただいたり，それから朝の交通当番・旗持ちにも，お父さんに出てい 

ただくというのが，家庭で男女共同参画を進めていただく一歩なんじゃないかなと思いますね。 

ここのところは，会社，上司の方が理解と，それから部下に対して，ＰＴＡ活動等への休みやす 

い配慮があるのが非常に大事ではないかとつくづく思いました。 

 

代表 

たくさんのご意見や情報をいただきまして，ありがとうございます。昨日，食肉加工で全国に発 

信している丸協食産さんの，鈴鹿市に新工場を設置されて 1周年の式典がありました。こちらの 

会社にはたくさんの女性社員さん，若い方もみえ，雇用も生まれつつあるんですが，その中で式 

典の司会をされていた社員さんを，会長さんが非常に褒めていらっしゃいました。今回鈴鹿工場 

を設置するにあたり本社のある長崎，佐世保から，鈴鹿の従業員にノウハウをいろいろ教えるた 

めに来ている中の 1 人で，研修をしながら広報という重責も担い，大活躍をしていらっしゃいま 

した。その方を労う会長さんが，彼女が入社して 27 年になる， 初はパートで入ってもらった。 

入ってもらった時は，子どもさんを連れながら会社で働いていた。長崎県の佐世保という土地柄 

もあったのかも分かりませんが，空いてる会社の部屋で子ども達がいろんな人に構ってもらいな 

がら育ってきた。子どもさんが小学校に上がったので，昇格試験を受けてもらい準社員に昇格し 

てもらった。正社員になって 5 年になるけれども，5 年の間に広報課長になられた，まさに素晴 

らしいロールモデルだなというふうに感心，感激をして，お話を聞いていました。会社に空き 

部屋が全てにおいて子どもさん達をみれるかということにはならないと思いますが，そういう企 

業風土，地域風土というものが女性の活躍に繋がっていくんだなと改めて感じましたし，この会 

社のおかげで私は仕事をしていられますと，この方も非常に誇らしく語ってみえました。子育て 

に優しい町，女性が本当に活躍できる町，先ほどからのお話でも始終ありましたけれども，周り 

の理解，地域の理解，家族，家庭の理解，というものがこれから以降，少しでも定着化できるよ 

うな政策に結び付けて参りたいなと思っております。 
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事務局 

どうもありがとうございました。それでは， 後の項目について，事務局より説明いたします。 

 

事務局 

29 年度の第 1 回会議ですが，6，7月を予定しております。また，異動時期等，役職の変更もご 

ざいましたら，ご連絡いただければと思いますので，皆さんどうぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局 

以上を持ちまして，平成 28 年度第 2回ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議を終了させていただ 

きます。ありがとうございました。 


