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平成２９年度 第２回 鈴鹿市男女共同参画審議会会議録 

 

日    時：平成２９年７月４日(火) 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：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 

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：第１回審議会 意見の概要 

内  容：下記のとおり 

 

【 開 会 】 

事務局： 

定刻になりましたので，ただ今から，平成２９年度第２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。 

会議は，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。公開上の委員の皆様のお名前についてですが，名字を実名にて公開

させていただきます。 

 

藤原会長： 

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，外部評価は，全

体を通じた総括評価とそれぞれに対する評価が必要になります。今回は課題Ⅱですから，

この冊子の５ページの中程から７ページを中心に，お気づきの点，さらに力を入れるべ

き施策，新しく取組むべき施策など，ご審議をお願いします。今回は，前回よりも長く

時間をかけられますので，忌憚なきご意見をお出しください。あらゆる分野における男

女共同参画の推進ということで，就労・地域・教育・家庭が主な内容になってまいりま

す。 

冒頭は私から，６ページの地域における男女共同参画で，昨年度研修会を１５０回実
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施されたうち女性職員が主となる啓発活動を３４回なされたということですが，これは

何らかの形でアンケートは取られましたか。 

 

事務局： 

主催は防災危機管理課であり，アンケートは取っていると思いますが，確認はしてお

りません。 

 

藤原会長： 

では，それをフィールドバックや，何かに生かすということは具体的に進んでいるの

ですか。 

 

事務局： 

防災の事業の中では進んでいるとは思いますけれども，詳細は確認しておりません。 

 

藤原会長： 

せっかくなさったのであれば，なされたままではなくて，次につなげるということで

ないと，おかしなことになりますよね。分かっている段階で，次の会議のときにその資

料を見せてくださればと思います。 

それからもう一点，７ページの家庭における男女共同参画で出前講座のＰＲをして，

出前講座のリクエストはあったのですか。 

 

事務局：家庭教育学級やＰＴＡの中ではありませんでした。 

 

藤原会長：どういうところにＰＲなさったのですか。 

 

事務局： 

ＰＲは各小学校のＰＴＡ組織の中で家庭教育学級や，そのＰＴＡの会員の方に対する

講座や講演会のメニューの中に男女共同参画の推進というテーマで出前講座を提案を

させていただきました。あとは各メニューをＰＴＡの担当が選んでいくというもので，

それには選んでいただけませんでした。 

 

藤原会長： 

家庭におけるということで，ＰＴＡの方が対象である出前講座は，本来は，正しいジ

ェンダーの意識を持たせるという意味で，小・中学生に対して必要です。もちろん，Ｐ

ＴＡも必要かもしれませんが。だから，その点を教育委員会に協議の上，第２成長が始

まる時点を目指して，体のつくりが変わってくるころに，別の意味でのジェンダーを指
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導する必要があると思うので，子どもたち自身にできるようなＰＲ方法があるのではな

いかと思います。 

 

辻村委員： 

以前，私が働いていた職場等でセクハラ・パワハラ・マタハラが行われていました。

その頃の社会は，「そのぐらい我慢して当然」，「女性は男性の補佐」，「女性軽視」や「妊

娠したら退職する」というようなことが，男女ともの考え方として当たり前のようにあ

りました。 

また，電話相談などの案内はあるものの，相談窓口の対応時間が勤務形態に合わず，

相談はできなかったことを覚えています。 

さらに，失業保険の手続きにおいては，離職理由を問われる書類には，はっきりとハ

ラスメントのような人権侵害を理由とする項目がなく，セクハラに至っては本当に訴え

づらいことなので，巡回で聞き取り調査や指導研修というのも検討していただきたいと

思います。 

 

藤原会長： 

人権侵害を含むさまざまなハラスメントで，巡回での対応というのは事実上可能なの

ですか。 

 

事務局： 

まず女性相談についてですが，今現在１０時から１２時までと１３時から１６時まで

の間で対応している電話の中にも，同じように，勤めている時間なのでというご意見を

いただきます。今の体制は相談員と相談しながら，時間を考えていますが，相談時間の

考慮が必要というのは，いつも事例検討会の中で出ておりますので，改善できるよう，

私たちも検討してまいりたいと思っております。 

巡回の指導は，男女共同参画では，大変難しいと思います。こういった話があるとハ

ローワークに話せる機会があると思いますし，ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議に職

業安定所長にも出席いただいていますので，審議会でこういう意見があると共有するこ

とは可能ですが，こちらから指導ということについては，できないと思います。 

 

藤原会長： 

社会福祉協議会がありますよね。そこは基本，土日開いていますか，閉まっています

か。 

 

事務局：閉まっていると思いますが，分かりません。 
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藤原会長：それでは社協の意味がないですね。 

 

岡田委員：日曜日のみです。土曜日は開いています。 

 

藤原会長： 

そうすれば，そこも様々な相談を受けるべきで，せめて土曜日は，相談があったら対

応していただきたいです。相談をして解決できなければ，こちらでも対応するというよ

うに横の連携をしっかりとなさることです。 

また，巡回で企業に出向いてというのは，残念ながら難しいかもしれません。 

その辺について，川北委員どうでしょうか。 

 

川北委員： 

私は，従業員が２０人ほどですが，自分の目で確かめたいので，常に朝早くに行き，

皆が朝出てくるときの表情，仕事をして帰るときの表情，仕事ぶりも見ています。会社

ではセクハラ・パワハラはあってはならないことで，今私は代表から退いていますが，

代表であったときもそれらのことは絶対にだめとしていました。女性の助けを男性はし

てあげる，女性と男性が同じような仕事ができるよう見ています。上司は，従業員・社

員の方と常に触れあって現場を見る，仕事ぶりを見るのが一番大事です。個人的な意見

も好き嫌いもありますが，上に立つ者がそれをしてはいけないと思います。近くに女性

がたくさん働いている会社がありますが，そこも女性と男性の差があるということは聞

いたことがないです。 

 

宮﨑委員： 

やはり一人ひとりが男女共同参画意識・ジェンダー意識を持つことによって，パワハ

ラ・セクハラ・ＤＶ，色々なことが解決されると思います。組織の中で生活となるとま

た違う力を持ちますが，個々の意識改革が重要だと思います。この男女共同参画意識の

向上の普及度が，現状値２８年度で６３％，この数字というのは，〔男は外，女は中〕

の考えにどう思うかというアンケートなので数値が高いですが，何をもって男女共同参

画意識が普及しているかと計るものさしは難しいです。その中でこの課題をとって意識

を計っているのは，たぶん全国的にも同じと思いますが，これが６３％だから，意識が

普及しているというのではないです。 

女性活躍推進法ができて，女性の活躍を推進していくという時代の中で，市としての

重要な事業だと思いますが，やっぱり根底は，一人ひとりの意識で，その人が自分らし

く生きられるかどうか，自分らしさというのは個々に違い，そういったのが男女共同参

画の基本だと思います。ぜひ市として，今後，一人ひとりの意識をどう変えていくかと

いうことに改めて視点を置いて，しっかり啓発していただきたいと思います。 
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ＬＧＢＴの研修をしたとありますけれど，男性・女性それぞれの体と心のこと，それ

が基礎として分かった上で，今の世の中で孤立に悩まされているＬＧＢＴの方々の個々

の生き方をサポートしていかなければなりません。時代の流れも大事ですが，基本とな

る意識の普及は，男女共同参画課としてとても重要なことと思うので，取り組んでいた

だきたいです。 

ジェフリーに来られる，ジェフリーが主催する事業に参加される方は，関心のある方

で，アンケートを取っても意識は高くなります。どうすれば隠れた声を吸い上げて普及

度を上げていけるかというのを，難しいのは重々承知ですが，ぜひ考えていただきたい

と思います。 

 

辻村委員： 

男性で技術開発関係部署の方は，１ヶ月で８０時間以上の残業が年に数回あり，海外

出張も多いときで月３回，土日を移動日に当てるので，休みのようなそうでないような

日々と，また海外出張に経費削減として通訳がつかない時があるので，唯一の休日を語

学学校で過ごしているそうです。有給休暇は毎年支給されるものの，専門性の高い仕事

であるため，自分が休むことによる仕事の遅れや，遅れに伴って工場全体がストップし

てしまうリスク，給料や賞与の査定に響くのではないか，関係のない部署に異動させら

れ自己退職に追いこまれないか，転勤の対象とされないか，出世に影響しないか，と不

安要素が頭をよぎり，有休を使うことができないそうです。その方にも家族がおり，子

どももいます。そういった方に対して，会社の福利厚生では若いという枠組みで，血液

検査程度の簡単な健康診断しか受けさせてもらえません。人間ドックを個人的に受ける

と，高額です。時間外労働で多忙な人間の細部にいたる健康診断の義務付け，もしくは

人間ドックの助成の検討をお願いしますという相談を受けました。仕事に追われる方が，

自治体の取組，介護や子育ての参加をするには，企業側としてどのような配慮が必要と

思われますか。また，市の対策としてどんな取組が考えられますか。みなさんのお考え

を伺いたいと思います。 

 

藤原会長：市の対策としてはどんなことができますか。 

 

事務局： 

企業事業所を訪問させていただき，ハラスメントのことについての啓発もして，男性・

女性を問わず，子育ての時間の確保や，長時間労働の是正について，啓発はして参りま

すが，会社の方針などに直接意見するのはできかねますので，会社の考え方について，

少しでも変わっていただけるよう，啓発に行くというところです。また，中小企業では

従業員の少ないこともあるので，休暇の部分については難しいところもありますが，で

きるだけ改善あるいは取り組んでいただけるよう啓発には参っております。しかし，な
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かなか直接の改善は厳しいと思われます。 

 

藤原会長：難しい問題なので，矢野委員のほうからまとめをお願いします。 

 

矢野委員： 

まとめになるか分からないですが。企業によって状況だとか規模によっても違います

が，自分が所属する企業の取組で，まずベースになるのはやっぱりしっかりとした企業

理念です。会社の方針として，従業員の自立・平等・信頼を言っており，人間尊重の理

念の下に企業活動をするのが前提としてあると思っております。 

例えば，先ほどの第三者からのチェックですと，相談しやすいように企業倫理窓口の

ような相談窓口を会社の中と外で両方設けたりしています。中で独立した組織で，第三

者としてチェックする法務担当の別部署のようなものがあって相談に乗ってくれたり，

あとは外部弁護士の方に相談ができることを社内でＰＲして，上司と部下では解決しな

い場合はそういう手も一応機能としては設けています。 

それともうひとつ，後半の話であった働き方などについて，これも企業によって違う

とは思いますが，ある程度規模が大きい企業になれば，労働者を代表する労働組合があ

りますので，組合を通じて労働条件の向上に取組むということになります。企業として

きちんとした考え方を持って，それを浸透させるということが大事だと思うので，研修

だとか企業の倫理規定のようなことを周知するように，入社したときやマネージャーに

なるタイミングだとか，階層別に教育・研修・啓発会のようなことをしています。 

 

藤原会長： 

ありがとうございました。 

辻村委員のご意見にあったような企業は結局やがては淘汰されます。社会の中で指弾

されていきますし，人がついていかないです。見る人は見ているので，成り立っていか

ないと思います。 

ところで，子ども食堂されてみえる岡田委員に伺います。今，子どもの貧困率が１３．

９％です。ＯＥＣＤ加盟国の中でも，日本は平均である１３．３％よりも高いです。子

ども食堂をやってみえてどうですか。 

 

岡田委員： 

鈴鹿市自体が，子どもの貧困率・所得の経済的な面では，全国的に低いというような

ことが言われておりまして，昨年，市に鈴鹿市の貧困率を出してほしいと，市議会を通

して議会にかけていただきましたが，実現していません。 

県の貧困率調査はされているようで実態が出ていますが，市・町・郡という単位では

今のところ貧困率というのは出ていません。 
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子ども食堂自体は，鈴鹿の場合は経済的貧困というより，親が平日二人とも共働きで，

親と子で一緒にお料理をされたり，何かをするという時間がとても少ない家庭の子ども

たちが，親と一緒にみえて，何か共同ですることを楽しみに来ている家庭が多いかと思

います。お料理を家でお母さんとしたことがないとか，時間がなくて平日はコミュニケ

ーションが難しいというお母さんなど，そういった方がみえているのが多いです。コミ

ュニケーション貧困のような方がたくさん来ています。 

 

藤原会長：結局，親子間のふれあいが足りないということですか。 

 

岡田委員： 

そうです。親子間とそれから地域です。核家族で，家族とは過ごすことは多いですが，

ほかの同世代の家族や，地域のお年寄りの方と何かをすることはないので，子どもたち

に色々な年代の人とのふれあいを欲しています。一人っ子が多いので，去年ボランティ

アに来てくれた大学生に，どう大学を選んだのかを聞きに中学生の子ども達が集中し，

その子がてんやわんやしていたという事態がありました。 

 

藤原会長： 

分かりました。貧困率は，確かな数を出そうと思えば難しいかもしれませんが，アバ

ウトならば出ると思います。 

コミュニケーションでの貧困に対して，具体的にどういう活動を市はなさっています

か。 

 

事務局： 

昨年度の出前講座で，お父さんと子どもを対象に料理教室を実施しました。その中で，

子ども食堂でもされてみえるような親子のコミュニケーションが図られたと思います

し，学校は同じでも，会ったことのないお父さんたちのコミュニケーションが，組織作

りまでは繋がっておりませんが，図れたと思います。 

また，定年退職後の男性を対象にした料理教室も行い，地域でのコミュニケーション

を図る事業もしておりますが，全ての公民館では出前講座を行っておりません。 

防災機関が行う研修会などでは，親子での参加を募るなど，それぞれの課で様々な工

夫をしております。 

 

岡田委員： 

ジェフリーすずかは，土日がお料理教室など使えると思いますが，鈴鹿市内の公民館

や市が管轄している公共施設に対し，地域のお年寄りやその家族のコミュニティを作る

ため，料理教室の企画案を持って，あちらこちらに行かせていただきましたが，どこも
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返ってくる答えは同じで，「土日は管理者がおりませんので，お料理はできません。」と

のことでした。これはどうにかできないでしょうか。 

 

事務所： 

公民館は，サークル活動が主になるので，職員がいなくても公民館を開けることはで

きます。 

 

岡田委員： 

「火元責任者が不在ということで，火が使えない。」，「ジェフリーや文化会館で。」と

言われるのです。 

 

事務局： 

説明不足ですみません。火を使う部分がダメと言われるのがあるのかもしれません。

それ以外のサークルならば対応可能です。文化会館であるとか，ジェフリーをご利用い

ただくのは集中して混み合ってしまいますが，防火管理の管理者の責任というところは，

今とても問われますので，拡大することができないというところではあります。 

 

藤原会長： 

なんとか改善しなければなりません。移動手段がない人はここまで来られないと言わ

れたときに，反論できないですね。地域の中にある公民館として，住民サイドに立たな

いといけないと言えますので，徐々にそういった理解を含め，検討していくしかないで

しょう。一斉にとはできませんし，火気という問題点はありますが，少しずつ変化して

いくといいです。 

 

事務局： 

公民館は，以前文化スポーツ部というところの生涯学習の部門でしたが，２８年度

から地域でできることは地域の皆さんでという方針で，行政の役割から地域へと，地域

づくりを進めており，公民館の所管が地域振興部へ変わりました。これからは公民館を

どのような形で運営していくか，公民館の運営委員会がありますので，火気を扱うこと

についての規制や，職員の勤務体系についてもありますが，今ここでおっしゃられたと

ころを，一度原点に返り，協議を行い，改善に向かうよう努力させていただきたいと思

います。 

 

宮﨑委員： 

私は，コミュニティ・スクールの関係で，学校の地域コーディネーターをしています

が，鈴鹿は小学校全部にコミュニティ・スクールというのが立ち上がっており，保護者
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と先生と地域の人が一緒になって子どもたちの成長を見守る活動がだいぶ定着してい

ます。そのなかで，地域の人が何人も学校へ行って，お料理を一緒にしたり，ボランテ

ィアを一緒にしたりしています。今，地域の人が学校に入っていっていますので，この

コミュニティ・スクールが，地域づくりというのと連動するような取組を鈴鹿市はやっ

ていると聞いておりますので，コミュニティ・スクールを充実させていくというのが，

一つの解決になるのではないかと感じました。 

 

辻村委員： 

ジェフリーすずかのようなコミュニティができる施設で，四日市市の楠町に〔ふれあ

いセンターゆめの木〕というところがあります。そこでは土曜日などに調理室を開放し，

ねぎ焼きカフェみたいな感じで，作る人と食べに来る人の交流が図れます。予約を入れ

て使用でき，使用料も支払いますが，使い方の用途が，会議室であっても吹奏楽の練習

をしたり，違った用途で活用され，土日も開けて，うまく運営されています。ボランテ

ィアの方が入って，子供たち向けにお祭りを開いたり，海外の人にレクチャーしてもら

い郷土料理の作り方を伝授してもらうような交流が実現しているので，鈴鹿市でも可能

じゃないかと私は思います。 

 

藤原委員： 

そういうフリーな空間はいいですね。もっとＰＲして幅広く活かしていくといいです。 

何か用いてできませんか。 

 

事務局： 

男女共同参画センターも，可能な限り様々な部屋での使用用途で対応しています。 

 

藤原委員： 

そういうものは本当に必要だと思います。 

市の図書館の学習コーナーもいっぱいです。私どもの大学の図書館にも高校生を含め

た一般の方がお見えになって，試験中は特に多いです。大学の学生数の１０パーセント

は席を用意することは学校教育で決まっていて，用意はしていますが，全然足りないと

いう状況になっています。例えば，夏場冷房が効いて，静かにゆっくりできるところが

あればいいと思います。 

 

植村委員： 

私の地域には公民館が近くないので，私が自治会長になってから集会所を開放しまし

た。年中無休です。そこでカラオケや料理会などいろんなことに使っています。また，

民生委員さんが入って，年に６，７回，老人に向けてする日があり，それで，民生委員
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は安全・安心感を与えることもできるし，現況を聞き出すこともできます。私もボラン

ティアで，いろんな方と共に料理を作ったりすることが好きなので，やりたいという思

いもあり，自治会長になったときにいろんなところに声をかけました。文化会館も公民

館も声をかけました。でも，地域の方は地域でしたいのです。だったらうちの集会所が

空いているのだから，ここですればいいじゃないということです。年間行事でいっぱい

です。 

私は，女性で良かったと思ってくれる自治会長になれて良かったと思っています。男

の人だと，仕事も自治会長もしなければとなると，本当に大変なことだと思います。細

かいところまで，これが役に立つだろう，この人たちにはこれが必要なのだと思い，な

んとかしてあげたい，それにはどうしたらいいのかと，市役所などにも聞き，全部聞い

た結果，最終的に自分のところでしようとなりました。それには来てくれないとダメな

ので，回覧であったり，声かけしたりしました。男女という名前は知っていても，どこ

にあるんだろうというのは，それと一緒のことです。いつも回覧物を見るかというと，

多分見ませんよね。学校のことでも，ＰＴＡから発するものっていうのは，全部カバン

の中に入っていて，見ないんです。情報がいっぱいありすぎなのです。だから，自分の

周りで一度探してみると，集会所って意外にうまく使えるようになっていますよ。 

隣の地区には，男の人ばかりでつくったサロンがあって，会費２００円で月に２回，

男性ばかりで，８時半から１０時半までモーニングの料理をします。もっと活性化して

いくように，声かけをしていくことだと思うので，そこを重点的にすればいいのだと思

います。 

 

藤原委員： 

公民館がだめなら，集会所でという手があったかという，非常にいいことに気づかさ

れました。アンテナを高くしていけば，うまくマッチできる。集会所は強力なアイテム

になると思うので，有効活用でき，地域に根ざしたような活動ができるかと思いました。 

 

森岡委員： 

矢野委員に伺います。女性を雇用するにあたって，いろいろ対策を練っているという

話でしたが，託児所とかは，ホンダさんではどんなふうになっているのでしょうか。 

 

矢野委員： 

今，祝祭日だけ臨時的に受け入れる託児所を設けていて，あくまでも祭日の世間が休

みのときに，預けるところがなく困っている従業員の方に提供できる場としてつくって

いますが，従業員の方からは，普段も使えるところをという声はあるので，今検討をし

ているところです。地域によってのニーズと，本当に必要かどうかの見極めが重要だと

思っています。ホンダでも他の事業所で，去年初めて常設の託児所をつくり，今年また



11 
 

もう一箇所つくって，段階的に取組をやっていますが，今鈴鹿ではニーズをしっかり確

認しようということで，検討している最中です。 

 

森岡委員： 

安心しました。やはり女性が働くところに託児がないと，公的な保育所に入れないと

働き辛いです。ホンダさんの規模の大きさからいくと，お父さんが働いているところで

お子さんを預けられるとなれば，派生的にお母さんは託児のない企業へ働きに行けます。

ホンダさんも力仕事が多いでしょうし，やはり男の方の力でないと車の部品の組立など

大変なこともあると思いますので，そうなると女性の雇用は大変なところもあるのかと

思いますので。また，そういう施設ができると保育士さんなど女性の別の雇用も増えて

くると思うので，そこのところよろしくお願いいたします。 

 

矢野委員： 

ありがとうございます。結構今，検討しているところですが，第一弾，第二段とほか

の事業所で始めてはいますが，そこを見てみると，欲しいという声は聞きますが，実際

に発足してみると思ったほど利用率が上がらなかったりしています。それはなぜなのか

という分析もしていますが，やはり，つくる以上は使ってもらいたいです。そのために

は場所をつくるだけではなくて，働き方を，例えば先ほどおっしゃられたような職場づ

くりであったり，制度面であったりというところも合わせてしていかないといけません。

預かれますと言っても，例えば，時間が合わないだとか，ある部分には合わせる事がで

きますが，この時間だけ開設という訳にいかなかったり，まだまだ課題がありますので，

総合的に取組をしようと検討しているところです。 

 

森岡委員： 

相談を会社の人にも上司にもできないというところがあって，私たち行政書士も相談

会を無料で開催したりしています。そこで自分たちが聞いたことで，市に相談できるこ

とがあるいうのもたくさんあります。今，月に１回団体で，ハンターにて無料相談会を

やっていますが，広報に載せていただくと，そのときの相談者は，人数が全然違います。

いつもだと８人から，少ないと６人というのが，広報に載った月は２０人とか２２人と

かに増えます。１０時に開ける前から相談者の方が並んでいて，５時になるのがあっと

いう間というような状況です。市とコミュニケーションを密にとっていくことによって，

一人で誰にも言えずに悩んでいらっしゃる方の窓口に，市役所だけでなく私たちも担え

たらとすごく思っています。仕事をしていて土日ぐらいは，というのはあると思います

が，土日に月１回でも，私たちと市が連携すると，ものすごく周知度が上がりますので。

「なんでもいいからちょっと気になることがあれば聞きに来てください」という取組も

どうかと思いますので，考えていただければありがたいと思います。 
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事務局： 

ありがとうございます。行政書士と司法書士の先生に，無料で土日にショッピングセ

ンターなどで相談を受けていただく機会が，近年増えてきました。利用率も高まってい

ます。ただ，女性のための相談という枠でくくっていないところで，まだ女性の方が使

いにくいかなという部分もあると思いますので，そこは工夫をさせていただき，多くの

方にその機会を知っていただくという意味で，広報も活用していけるかと思っています。 

 

森岡委員： 

行政書士の中に女性の会というのがあり，女性だけで開催している相談会もあります

が，相談者も女性の方が多く，相談される内容とかもガラッと変わってきます。男女の

こと，ＤＶのことであったり，そういうことも事案として上がってきます。鈴鹿市にも

女性の行政書士がたくさんおりますので，市民の皆様の生の声を拾っていけたらと思う

ので。女性のための相談があるということを，考えていただけるとありがたいと思いま

す。 

 

事務局： 

地域振興部は市民対話課というところも所管をしております。森岡先生からそういっ

たお言葉をいただいて，ありがたいと思っております。男女共同参画の視点での相談会

というのも同じく，市役所の中の同じ部である市民対話課と連携をしながら，進めてい

けるように検討したいと思います。ありがとうございます。 

 

藤原会長： 

これから必要になるのかと思いました。 

それから前段で，保育所の話が出ましたが，鈴鹿市に待機児童はいないですか。 

 

事務局： 

待機児童は今のところおりません。学童保育のほうは待機児童が発生しております。 

 

藤原会長： 

この資料では，だいたい整備完了済みというのは２８年度で９０．７％という程度で，

数年後には１００％になるということですか。 

 

事務局： 

目標としては，ですが。今の鈴鹿市の方針は，放課後児童クラブと呼んでいますが，

官が設定して，民で運営をしていただくという方式をとっております。今のところ全部
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の小学校区に設立はしていますが，ただ校区での子どもの数も違いますし，当然ニーズ

にも差がありますので，十分対応できているところはありますが，まだ対応できていな

というところもございます。２８年度から新しく子ども政策部ができまして，子育て支

援について特定の専門の部局を設けて，対応しているところでございます。昨年，私は

地域振興部を担うようになってから，子ども政策部との連携は非常に重要であると認識

しており，その点について色々な形で働きかけてはいるところでございます。ただ現実，

整備のほうが追いつかないというところでございます。 

 

藤原委員： 

預かれるのは，おおむね１０歳でまでですか。国の方針では１０歳ですが。 

 

事務局 

今のところはそうです。以前は，年少というか低学年の参加だけにお願いしていまし

たが，文科省等々の方針の中では，６年生までということになっていて，今それぞれの

放課後児童クラブの中で規程を設けているのですが，高学年まで預かってほしいという

ニーズがありますので，だんだん引き上げてはおりますが，空きが厳しいという現状だ

と思います。 

 

藤原委員： 

わかりました。引き続き努力をお願いしたいと思います。 

それから，玉垣の児童センターは土曜でもやっていますから，そういうところも充分

活用していけばいいかと思います。 

 

辻村委員： 

玉垣児童センターのことが上がりましたので。 

私は，現在ＰＴＡの活動と，小学校で絵本の読み聞かせなどのボランティアをしてい

ます。子どもたちと関わる中で考えさせられることは，学童保育にあふれた子どもの放

課後や長期休みの過ごし方についてです。保育料は通常，月額１万円，７月・１２月・

３月の特別月は１万２千円，８月の夏休みは１万４千円と，比較的に高額です。私の住

んでいる分譲地では共働き世帯が多く，学童組，鍵っ子組といますが，一年生を問わず，

鍵っ子が目立ちます。不審者の情報や誤って用水路に落ち，救急車を呼ぶというような

事態も起こっています。 

玉垣児童センターでも実際に行ってみると，体育館でドッジボールをしている隣で，

球をよけながらままごとをしている未就学児がいたり，中学生や学童保育のお子さんも

そこに加わったりすることがあるので，人数がいっぱいで遊べないときもあります。 

また，コンビニにたむろをする小中学生の多さに驚いて，心も体も脳も飛躍的に成長
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する時期に，環境によってそうさせてしまうのはとても残念だと思いました。 

未就学児対象の子育て支援は活発化していますが，学童期や青年期の支援はまだまだ

手薄かと思います。鈴鹿市の児童の学力の伸び悩みも，環境によるものもあるかと思っ

ておりますので，対策をお願いしたいです。 

 

藤原委員： 

 確かに被害に遭う子供が出るようなことではいけませんので，行政も考えていただけ

るようお願いしたいと思います。 

 

森岡委員： 

前回も言いましたが，待機児童はいます。保育所を探している方がみえて，とりあえ

ず公立でというので市役所に相談させていただきました。窓口に出られた職員が本当に

親切に対応してくださいました。ただ，「ここでの情報ではこれが最新か分からないの

で，直接保育所へ連絡して聞いてみてください。」と言われました。探している方は外

国の方で日本語が堪能ではなかったので，私が電話で保育所へ聞きましたら，「空いて

います。」と，すぐに保育所を見学し，説明をしていただきました。園長先生にどうす

るかと聞かれ，その方も「入りたい」となりましたが，「ただ，他にも希望されている

方がいるのでどうなるか分かりませんが，申込書に書いてきてください。」と言われま

した。それから３週間ほど待って，結局漏れてしまいました。もう１回市役所のほうへ

連絡させてもらうのですが，同じことです。「こことここなら空いていると思うので，

連絡してみてください」とその点はすごく対応はいいのですが，あとは全部自分たちで

動かないといけないです。申込書を出して，結果が来ますが，決めるのは市役所ですよ

ね。それから空いているところは全部電話をかけ，行けるところは全部行ったのですが，

３月・９月の募集にも漏れてしまったということでした。現場の保育士の方が，「お電

話をたくさんいただきますが，今年の学年はもういっぱいで有余がなくて，入っていた

だくことができません。待機児童ゼロとしていますが，現場から言わせてもらったら，

そうでもない。」とおっしゃっていました。やはり数字だけで判断せず，現場の保育士

さんとかお母さん・お父さんなどの市民の生の声をもう少し拾っていただいて，子ども

育成課など横の連携もしっかりしていただけるとありがたいと思います。 

 

事務局： 

待機児童はないと申し上げましたが，待機児童の定義が，自宅から３０分以内という

ことで，鈴鹿市では入所の申し込みの際に第８希望まで書いていただいております。自

宅から近い・勤務の経路の途中で預けていけるところを最初にご希望されると思うので

すが，漏れてしまったときに，自宅から３０分以内のところということで，例えば神戸

からインターの近くに保育園に行ってとなると，なかなか預けにくいので，それならや
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めるとなり，そこで希望を継続されると待機児童になりますが，希望しないとなるとい

わゆる隠れ待機児童になる現状があります。それは市も十分認識しておりますが，待機

児童はいるか，いないかとなると，厚生労働省の規定ではいないということになってお

りますが，そういう現状は子ども育成課でも認識はしております。例えば，途中で入所

をご希望されるというと，公立の幼稚園・保育所は１０ヶ所，私立の保育所は２９ヶ所，

それから認定子ども園が３ヶ所ありますが，毎月末に空きの報告をいただきますが，リ

アルタイムで今どこの保育所が空いているかというのはシステム化されておりません。

システム化するニーズはたくさんあると存じておりますが，システム化するには，予算

もかかりますし，各私立の協力も受けなければなりません。当然，男女共同参画と子育

てが非常に密接な連携していくべきと思っていますので，意見を共有し，何らかの働き

かけをしていきたいと思っております。 

 

宮崎委員： 

前回も申し上げた前期の指標の取り方ですが，３０ページの※印の１２のところが，

現状値と３０年度まで全く同じ数字になっているのと，３７ページの※印２５のところ

が全部１００％になっているというのと，それから３９ページ※印３０のきら鈴のアク

セス件数と書いてありますが，メディアリテラシーの向上で，〔きら鈴のアクセス件数〕

というのは指標としてはどうなのかと思います。メディアリテラシーの向上とは，自ら

がメディアを読み解く力をつけるという意味のところでこの事業内容，目標指標はどう

なのかというふうに感じました。 

最後に，一番言いたかったことですが，課題Ⅱのあらゆる分野のところで，審議会に

おける男女比率の適正化というのが５０％ということで，今すごく頑張っていただいて

いると思います。男女共同参画課の取組の頑張りと啓発力です。市長へ事前協議しなけ

ればならないという取組の賜物だと思いますし，各担当者が努力をされた結果です。地

方自治法の規定する付属機関で，教育委員会や選挙管理委員会や，なかなか女性の登用

ができなかった分野，例えば鈴鹿市の建築審査会とか，ラブホテル建築等規制審議会だ

とか，女性の活躍が少ない分野に女性の登用率が上がっているというのは，担当課職員

と事業をする担当の取組の努力の成果だと思いますので，評価できると感じました。女

性がとても多いところもありますので，そういうところについては４０パーセント以上

にどちらの性もなるような取組を今後もしていただければ。この分野は努力をしている

と感じました。 

 

藤原会長： 

委員の方々から貴重なご意見を多数頂戴しました。ありがとうございました。それで

は，次回は外部評価この委員会についてのまとめをしたいと思います。以上で本日の議

事は終わります。 
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事務局： 

ありがとうございました。事項２につきまして，事前に送付いたしました第１回目の

審議会の会議録及び意見の概要についての修正点などございましたら，ご意見をいただ

きたいと存じます。 

 

宮﨑委員： 

 確認ですが，１ページの開会のところで，事務局の開会の挨拶，出席者数，傍聴人数，

会議の公開と事務局が要約していただいていますが，ここのところは，おそらくほかの

会議録でも，「出席者数が何人で成立している。」や「傍聴人数が何人です。」というこ

とや，会議の公開非公開の審議の内容は入れるべきではないかと思うのですが，事務局

でご検討いただきたいです。それと，会議録を全部そのままで書いていただく必要があ

るのかという部分で，皆様の意見もありますが，もう少し要約でも良いのではと感じま

した。皆さんはどう思われるかと，意見いたしました。 

 

藤原委員：全文でなくても，もう少し掻い摘んでいただいて結構です。 

 

事務局： 

 ご意見ありがとうございます。冒頭の事務局の部分については，省略せずに記述させ

ていただきます。各委員の方のご意見については，もう少し要約の形でよろしいですか。 

それで修正させていただきます。次回からの分につきましても，同様とさせていただき

ます。 

 要約させていただいた結果が，委員の方の意図と違うところがあった場合は，また修

正させていただきますので，事務局にご連絡ください。 

今回の審議会の会議録につきましても，次回までに送付させていただきますので，ご

確認をお願いいたします。 

（第３回目の審議会について説明） 

 以上ですが，何か質問などございますか。 

 では，これをもちまして平成２９年度第２回鈴鹿市男女共同参画審議会を終了いたし

ます。 

 

【 閉 会 】 


