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平成 29 年度第 1回ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議 概要 
 

○日 時：平成 29 年 9 月 29 日（金）15 時 00 分～17 時 00 分 

○場 所：鈴鹿市男女共同参画センター ホール 

○出席者：【幹事 4名】 

     鈴鹿商工会議所代表 田中彩子，鈴鹿農業協同組合代表 岡本隆， 

鈴鹿青年会議所代表 前田耕司，鈴鹿工業高等専門学校代表 長原滋， 

【オブザーバー2名】 

三重大学教授 朴恵淑，三重県環境生活部次長 冨田康成 

【市内事業所参加者 7名】 

旭化成（株）鈴鹿製作所,イオンリテール（株）イオン白子店, 

(株)エフ・シー・シー鈴鹿工場，鈴鹿農業協同組合，（有）テクトサービス， 

富士ゼロックスマニュファクチュアリング（株），本田技研工業（株）鈴鹿製作所 

【事務局】 

市長，地域振興部長，次長，男女共同参画課長，男女共同参画課 2名 

子ども政策課長，子ども育成課長，健康づくり課長 

○資 料：事項書，出席者名簿 

     資料①住友電装（株）Ｎｅｗｓ Ｒｅｌｅａｓｅ 

     資料②報告 2 問答資料 

     資料③鈴鹿市内の放課後児童クラブ 

     資料④三重県・女性の大活躍推進三重県会議 

      すずっこナビ，放課後児童クラブ一覧 

チラシ「救急医療情報センター「コールセンター」の電話番号が変わります」 

「守ろう・育もう・私たちの地域医療チラシ」 

 

○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，事務局等と表記し要約します。 

 

○内 容：下記のとおり 

 

事項 1：代表挨拶 

・出席・参加・平素の御礼。 

・女性活躍推進法が施行され 2 年目を迎えております。女性をはじめとする多様な人材が活躍を

することで，組織が活性化をするということは，社会で共有されつつあり,各事業所においても

さまざまな取組を模索されていることと存じます。 

・いろいろな分野で政治の分野でもそうですが,女性が活躍をしていくという中には，この活躍推 

進法の役割というのも大きいものがあるのではないかと思っております。そんな中で，仕事と家 

庭の両立支援あるいはキャリアの形成支援，こういったことが重要な取組になってまいります。 

・私も内閣府の専門調査会の委員を務め,2 期目に入らせていただいておりますが,この 14 日にも 

会議に出席をさせていただきまして,女性活躍の加速のための重点方針に基づく関連施策の来年 

度の概算要求について,それぞれの部署・省庁から聞取りを行い，意見を申し上げているところ 

でございます。また 10 月 4 日にも出席してまいりますが，いろんな省庁から，女性活躍あるい 

は男女共同参画に関連する事業が出てきております。これも随分と意識が変わってきたところが 

あるのかなと，会議に参加させていただいて改めて感じているところでございます。 

・現在は，テレワークのことにつきまして，柔軟な働き方の推進，それからリカレント教育をどの 

 ように推進していくか，というようなことを話し合っております。特にキャリアからいったん育 

 休，産休を取得してしまいますと，復職するためには研修や，もう一度リカレントの場を使って 



 

2 
 

 教育をしていただくということが，女性のみならず，それぞれの自信につながっていくというこ 

ともあろうかと思っております。そんな中でいろいろなメニューをどんどん増やしていただく。 

また，自宅などに居ながら働くことができるテレワークの推進も今，国が進めておりますので， 

そういった中でぜひ現場の皆様方，あるいは有識者の皆様方から，いろいろなご意見，お話をお 

聞かせいただければ,またそれを反映させていきたいと思うところでございます。 

・本日の会議では,仕事と家庭の両立支援につながる取組である市内の事業所様の先進事例としま 

 して，住友電装株式会社様が開設されました事業所内託児所につきまして，現状や課題をご報告 

いただき，また行政からは子育て支援の取組を報告させていただく予定でございます。皆様と情 

報共有・課題認識をさせていただきたいと思っておりますので，ぜひ忌憚のないご意見をお聞か 

せください。 

・先日その事業所内託児所こねくとキッズさんに行ってまいりました。素晴らしい施設で，まさに 

この会議で住友電装の幹事様から，こんなことを考えているのだと言っていただいたことが実現 

をして，今日は報告をしていただけるということですので，大変嬉しく思っております。ぜひこ 

ういったことを参考にしていただいて，企業の皆様方あるいは働いていただく皆様方の少しでも 

参考になれればと思い,この会議の中でお願いをさせていただいたところでございます。 

・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て 

いくため，この会議を開催させていただいております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事項 2：新幹事紹介 

鈴鹿工業高等専門学校男女共同参画室室長 長原滋様 

 本日は欠席でございますが，鈴鹿工業クラブから，旭化成株式会社鈴鹿製造所長 山越保正様, 

連合三重鈴鹿地域協議会議長 矢田恭教様, 

子育て応援ボランティア団体エンジェルハウス代表 栗原知恵子様, 

鈴鹿市教育長 中道公子様 

  オブザーバーとして 三重県環境生活部次長 冨田康成様 

以上でございます。皆様，今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

事項 3：報告 1「住友電装株式会社様の事業所内託児所について」 

 挨拶，御礼。 

 

報告者 1： 

・私どもは，この 4月に鈴鹿製作所と四日市製作所の 2か所で社内託児所，社内の呼称では“こね

くとキッズ”を開設しました。これは先ほどお話されましたように，女性活躍推進や多様化とか

そういった，世の中の流れもございますが，企業として女性従業員もたくさんおります。かとい

って，女性だけではなく，働きやすい職場づくりの一環として取り組んだ事業のひとつです。特

に今年度からは，Ｄ＆Ｉ（以下，Ｄ＆Ｉとする）ということで，社内的にもダイバーシティ，多

様化ということで，性別，年齢，国籍といろんな方が働いてみえますので，そういった人たちを

インクルージョンで，統括的に一緒になり組織として，多様化の中で総合力を発揮できるような

取組として，今後活動を進めていくのですが，その先鞭なるものの位置づけで，目に見える形で

託児所の設立をしてきました。そういった動きと合わせて，実際の検討段階から今の運用に至る

ところを担当者から説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

報告者 2： 

・社内託児所開設の背景について説明いたします。配布資料のＮｅｗｓ Ｒｅｌｅａｓｅにも記載 

がございますのでご覧ください。当社はＤ＆Ｉ（多様性の受容・以下，Ｄ＆Ｉとする）を重要な 

経営課題と捉え，各種施策の検討を進めております。ダイバーシティ（多様性）とは，国籍や性 

別などの属性や働き方などの個人の価値観の違いのことです。インクルージョン（受容）とは当 

たり前の存在として違いを認め，その違いを強みとして活かすことです。Ｄ＆Ｉ推進の目的は， 
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多様な考え方や働き方を認め，変化に強い組織づくりをしていくことです。日常のマネジメント 

においては，個々の能力を最大限に発揮させ，組織としても最大限の成果を出すことを目指すべ 

き姿だとして考えています。Ｄ＆Ｉ推進は，平成 16 年 4 月 1日に施行された女性活躍推進法へ 

の対応でもあります。当社では，課題を克服する機会と捉え，対策を実施していくという方針を 

掲げており，その中でも育児・介護をしながら勤務継続できるようにという対策の一つが託児所 

開設になります。 

・また，これまでも当社では，次世代育成支援対策推進法に基づき，仕事と育児が両立できる働 

きやすい職場づくりを進めてきました。厚生労働省から子育てサポート企業として，プラチナく 

るみん認定を受けています。 

・次に，社内託児所開設の目的について説明します。育児により就労時間の制約がある従業員に 

その制約を緩和できる環境を提案し,最大限の能力を発揮できるように支援するというのが開 

設の目的です。具体的なメリットとしては，次の 2点が挙げられます。まず，育児休暇からの 

早期復帰です。一般の託児施設の入所時期は原則 4月であり，それにより仕事に復帰できない 

ケースも多くあります。社内託児所の利用により，本人が希望するタイミングで復帰できるよう 

になると考えています。次に就労時間の拡大です。社内託児所の利用により,外部の保育所に送 

迎するのにかかる時間分の就労が可能となると考えています。当社の社内託児所は，稼働時間が 

7 時から 19 時で，当社の就労時間が 8時半から 17 時 15 分ですので，最大 3時間程度延長保育 

を行い，早朝出勤や残業など，フレキシブルに就労することができます。ただし，当社でも時間 

外労働削減に取り組んでおりますので，7時から 19 時を超えての延長はできません。未就学児 

の子どもをもつ親で短時間勤務をしている従業員は,四日市・鈴鹿合わせて 100 名を超えました 

ので，かなりの人数が育児により，就労時間の制約を受けている状況があるといえます。 

・次に社内託児所の利用概要についてです。設置場所は四日市製作所近くの研修センター内，鈴鹿 

製作所に関しては，鈴鹿製作所の北門前の隣接地にあります。保育の定員は各所 30 名です。当 

社従業員約 6,500 人中，四日市製作所が約 1,400 人，鈴鹿製作所が約 1,900 人と人数が圧倒的 

に多い 2拠点での社内託児所の開所となりました。開設日は，2017 年 4 月 3 日です。利用対象 

者は，共働き世帯やひとり世帯，ひとり親等で配偶者や父母，その他家族から日常的に育児支援 

を受けることができない当社従業員です。保育対象は，従業員が養育する生後 57 日から小学校 

就学前までの子です。開園日は当社カレンダーの通りです。特に祝日が当社カレンダーでは休 

みではないため，祝日でも普段どおりに利用できるというのは，従業員にとって大きなメリット 

といえます。保育時間は 7時から 19 時で先ほどの説明の通り，就労時間に対し 3時間程度の延 

長保育が可能となっております。四日市市・鈴鹿市の保育料に合わせて設定をしており，昼食代， 

おむつ代も含まれる料金となっています。さらに 7時から 19 時の間で延長保育をした場合も料 

金は発生しません。一時保育は一日単位で，常時保育が定員に満たない場合のみ利用できます。 

祝日や幼稚園の夏休みや冬休みの利用を想定しています。運営はノウハウのある業者を利用し， 

基本的には会社側で入所受付を行い，その後は保育所にお任せする形になりますが,毎月定例会 

を行い，保育内容やイベントについて報告いただきます。その他自園調理で，タオルや布団は託 

児所で提供しております。 

・次に想定されるリスクと安全対策についてです。従業員が安心して仕事に集中できる環境を整え 

ることに重点を置き，安全を最優先した託児所を整備しています。ハード面としては，転倒防止

のため全面バリアフリーにし,挟まれ防止のため扉にクッション材をつけたり，衝突による怪我

防止のため角に丸みをつけるＲ加工を行っています。抜け出し防止としては，各扉の鍵の高さを

150ｃｍの高い位置に取り付け，感電防止のためにシャッター付きコンセントを使用,不審者対策

のため警備会社の駆け付けサービスを利用しています。ソフト面としては，突然死対策として，

5分ごとの睡眠確認状態チェックや，食中毒・感染症対策として日々の衛生管理，アレルギー対

応が必要な場合などの託児所の対応内容を確認しています。避難訓練は毎月，不審者訓練も定期

的に実施しています。施設外には芝山，砂場や畑も作っており，充実した施設となっております。

入り口付近の花壇には，ヒマワリやホウセンカなど季節の花が植えられています。 

・その他，入退室は警備会社のシステムを利用。乳幼児室，隣接して調乳室があります。中央北側 
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が厨房。中央に厨房が設置されているのは食育のためという意図があります。南側に保育室が 3 

つ，入り口付近に事務所，受付，安静室などを設けています。南向きの日当たりのよいスペース 

を保育室として最大限活用しております。保育室には大きな窓が設置されていて，そこからウッ 

ドデッキや庭に出ることができます。家具は丸みのあるデザインを使用しています。 

・次に保育の特徴についてです。エデュケアプログラムという一人ひとりの発達を導き，個性を伸 

ばすために考えられた遊びなどを提供いただいております。食育活動も行っております。多文化

理解教育では，2か月ごとに国を変えて，挨拶の言葉を学んだり，その国の食べ物を食べたりし

ています。保護者がスマホやパソコンからマイページにアクセスし，利用予定の登録,毎日の子

どもの状況を登録,献立表の確認,連絡帳として利用できます。登園管理もＱＲコードを受付でか

ざすだけとなっていて，スムーズに送り迎えができます。会社側の就労支援のための配慮として

は，託児所の前にある駐車場を利用できるようにし，社員はそのまま製作所の北門を通って出勤

することができます。また最低限の荷物で送り迎えができるよう，調理施設を設け，昼食やおや

つ，捕食を託児所で提供できるようにしました。調理はアレルギー対応も可能です。紙おむつや

布団，午睡用タオルも持参不要です。 

・次に開所までの流れについて説明をします。昨年 5月に本社と四日市製作所・鈴鹿製作所の担当

者での打ち合わせを行い，業者による説明会や他社の託児所見学，運営業者の選定を行いました。

運営業者の選定につきましては，教育プログラムや施設レイアウトなどの託児所運営のノウハ

ウや，開所前後のサポートが充実して行っていただけることを重視しました。実際にしっかりと

サポートいただき，短期間で準備を進めることができました。工事も 4か月足らずというタイト

なスケジュールでしたが，3月には完成し，竣工式を執り行うことができました。運営面として

は，保育料や申込方法，利用申込者が増えた場合の優先順位などを検討し，決定するという作業

を行いました。11 月に全社通知,12 月に説明会，1月に募集案内という流れで行いました。他に

は嘱託医の調整，消防計画の届け出，鈴鹿市への届け出などを行いました。 

・次に開所以降の状況について説明をします。4月の開所当時，常時保育の利用者は 1名でしたが，

現在は 4名に増えています。女性社員の利用者のうち 1名に関しては，短時間勤務をせず就労を

しています。男性社員の利用もあります。また，現在育児休業中の女性社員から新たな申し込み

がありますが，それは第 1子が通う託児所に年度途中空きがなく，第 2子のみ 3月まで利用した

いというケースで，これは社内託児所により，早期復帰が実現したケースといえます。一時保育

に関しては，8月から利用を開始しており 10 名近くの利用があります。 

・今後は，利用者増加が課題です。託児所の利用を検討している従業員向けの内覧会を行いました。

託児所利用方法や保育の内容の説明をし,遊びやおやつの紹介，アンケートも実施しました。徐々

に利用実績も増えてきましたので，今後も継続的に周知活動を行い利用者増加を図りたいと考

えております。 

・最後に当社のＤ＆Ｉ推進の具体的実施事項について紹介いたします。今年 5月にＤ＆Ｉ宣言を発

布しました。6月にはダイバーシティに関する社員意識調査を行い，その結果数値は各部へとフ

ィードバックすると共に，今後具体的な活動につながるよう活用していくという段階です。また，

みえのイクボス同盟にも加入をしておりますが，これは今後本格的にイクボスを推進していく

ことの社内外への意思表示と捉えています。他社の先進事例などの情報共有も行っていきます。

それから 10 月以降は役員を対象としたＤ＆Ｉ研修を実施予定です。基幹職・ライン長を対象に

イクボス研修を実施します。働き方や部下育成について，意識を変えるための研修です。また，

女性活躍推進の観点で女性総合職のキャリア支援，離職防止を目的として女性総合職向けの研

修キャリアカフェを実施予定です。その対象者である女性総合職に直接働きかけるという研修

でもありますが，女性総合職を部下に持つ上司にも，どういうスタンスで対応すべきか考えても

らう機会と考えています。また，一般職・事務職を対象としたフォーラムや，ＬＧＢＴ研修など

も行っています。パパママミーティングは，育休中の社員を対象に復帰に向けて先輩社員や上司

と交流するというイベントで，数年前から実施しており，多くの参加があります。Ｄ＆Ｉ推進の

際，3つの柱としてマネジメント改革，働き方改革，多様な人材の活躍推進を掲げています。こ
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の 3つの柱に基づき 3か年であるべき姿を目指していきます。今年度はその初年度として，まず

はマネジメント層を中心とした意識改革の実行の年として位置づけをしています。 

 

事務局： 

ありがとうございました。次に報告 2の鈴鹿市の子育て支援については，事務局が具体的な事例

について質問し，担当課長が回答・説明していく形式を取らせていただきます。 

 

事務局： 

問答資料をご覧ください。これに基づきまして，私から各所属課長のほうに問いかけ，市の現状

況を回答します。これは市の状況を知っていただくと共に，子育てに関わる手続きがどのような

状況で，従業員様の負担になっているかというのを事業所様に知っていただき，その中で事業所

様にも何か手立てを考えていただき，従業員様に協力いただくという意図があります。よろしく

お願いいたします。それでは，1番，仕事に復帰するために保育所に入所させたいが，誰がどこ

に申請に行けばいいのか？保育所は自宅から職場までの間で考えています。 

 

子ども育成課長： 

「誰が」というところは保護者の方が,入所希望のお子さんと一緒に，希望される保育所へ直接

申請に行っていただくということになります。やはり仕事復帰ということになりますと，自宅か

ら職場の間をみなさんご希望されるんですけれども，0 歳・1 歳児につきましては，本当に空き

がないという状況でございます。空きがない状態の場合は，他の園をあたっていただいたり,育

休の延長をしていただいております。復帰の際の入園・入所月の考え方ですが，お子さんが保育

所に慣れていただく期間，ならし保育の期間を，ある程度取っていただく必要があると考えてお

ります。お子さんの慣れだけではなくて，保護者の方にとってもお子さんの保育所での様子を直

接見てもらったり，0 歳・1 歳児については，離乳食の対応や，個々の対応が必要になってくる

と思いますので，保育士との意思疎通を図っていただく期間と考えております。半日保育から

徐々に時間を延ばしていく方法で行っております。 

 

事務局： 

2 番，Ａ.4 月に仕事復帰したい場合の手続き方法と，いつその結果が分かりますか？Ｂ.年度途

中に仕事復帰したい場合の手続き方法と，いつその結果が分かりますか？月の途中でも預けら

れますか？ 

 

子ども育成課長： 

・Ａ.4 月に仕事を復帰したい場合の手続き方法は，新年度の 4，5 月の入所の申し込みを，9月ぐ

らいから毎年行っております。来年度の入所に関しましては，今年の 8 月号の広報に掲載し，9

月 1 日から 9 月 22 日までの申込期間としております。手続きの方法は，これも直接希望する園

に行っていただき，申請書・申込書等を受け取り，期限までに提出していただくという形です。

今申し上げました，期間以降につきましては，12 月 28 日までは市役所のほうで受け付けしてお

ります。それが第 1 次募集となっており，そのあと随時面接を行い，第 1次募集については，2

月の上旬ぐらいに結果をお送りするという流れになっております。 

・Ｂ.年度途中に仕事復帰したい場合についての手続きの方法は，例えば 9 月から入所したいとい

う場合は，先ほど 1番で申し上げましたように，直接保護者の方とお子さんと一緒に希望する園

に行き，手続きをしていただきます。その時期については，入所希望月の前月の 10 日までに完

了していただくことが必要となります。9月に復帰したい場合は，8月 10 日までになります。手

続きをしていただくと，選考後 20 日ごろに保護者へ通知を出させていただいております。月の

途中でも預けられますかという問いに関しましては，鈴鹿市の保育園は，毎月 1日の入所とさせ

ていただいておりますので，ご理解をいただきたいと思います。1番でも申し上げましたけれど

も，ならし保育の期間を考えますと，復帰月の 12 日までに復職となる場合は，その前月からの
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入所が可能となっておりますので，前月の 1日から預けていただくができます。その次の 12 日

以降に復帰されたい場合は，その月の 1日からの入所が可能となってきます。そのことを考えま

すと，ギリギリに入所手続きをされるのではなく，2か月くらいの余裕をもって申し込みに行っ

ていただくほうがいいと考えております。 

 

事務局： 

3 番，預けられる時間は何時から何時まで？土曜日も隔週で仕事がある，祝日も仕事なので預け

たい。 

 

子ども育成課長： 

資料のすずっこナビ，13 ページに公立と私立の保育所の一覧表があります。そちらにそれぞれ

の開所時間が記載されております。公立の場合 7時 30 分から 18 時 30 分，私立の場合は 7時か

ら 18 時 30 分，19 時のところもあります。あるいは 24 時のところもあります。保育時間という

のは，短時間と標準時間というのがございまして，短時間の場合は 8時間の保育時間，標準時間

は 11 時間の保育時間になります。その保育時間の決め方については，就労の時間によって異な

ってまいりますので，何時から何時までの就労時間，それを踏まえた申込みをしていただく必要

があります。また，急な延長については，そのつど園のほうに直接申し込みいただきます。次の

質問では，土曜日は休日扱いではなく，通常保育という扱いになりますので，預けていただくこ

とは可能です。ただ，土曜日の開所時間は園によって若干違いがございますので，すずっこナビ

での確認や，直接問い合わせていただくことが必要となります。日曜日と祝日を休日としており

ますので，祝日の保育については，今年度から市で情報を作成させていただいて，今対応してい

るところです。休日保育を利用する場合は在籍園を通じて，書類を提出していただき，預けてい

ただくこともできますので，ご相談いただければいいかと思っております。現在，市内で日曜・

祝日に開所しているところが 2 か所ありますので，それも踏まえてご相談いただければと思っ

ています。 

 

事務局： 

4 番，その日あるいは次の日から預けられますか？ 

 

子ども育成課長： 

その日から突然というのは難しいと考えております。お子さんのためにもならし保育は必要と

考えております。毎月 1日入所という原則もございますことから，早めに手続きをして，入所し

ていただくことをお願いしたいと考えております。ならし保育の期間については，保育所や年齢

によっても若干違いがございますので，大体 10 日から 3 週間程度と幅が広いですので，その辺

も相談していただくようにお願いします。 

 

事務局： 

5 番，第 2 子の育児休業を取るのですが，上の子は保育所にそのまま通わせていいのでしょう

か？仕事復帰のとき，兄弟で同じ保育所に優先的に入れていただけますか？また，予約は可能で

すか？ 

 

子ども育成課長： 

第 2子の育児休業で上の子は基本的には，退所をしていただくことになります。ただし，第 2子

の育児休業の期間が 1年未満の場合に限り，そのまま通園していただくことも可能です。その場

合，育児休業の復帰時期が分かるような在職証明や，申立書の必要がありますので，保育所や市

役所で相談いただき，必要書類を提出いただくことになります。次の仕事復帰のときに兄弟同じ

保育所に優先的に入れるかについては，優先や予約はしておりません。ただ，入所の必要性を面
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接などで判断させていただきますが，必要性の点数加算の対象になります。優先度が高くなりま

すので，ご理解ください。 

 

事務局： 

6 番，普段の保育者が 2か月程度不在になりますが，一時保育の手続きを教えてください。 

 

 

子ども育成課長： 

不在となる理由にもよりますが，通常入所の要件に当てはまる場合であれば，年度途中の入所が

可能になります。そういった場合は，先ほど説明させていただいたように，10 日までに手続き

をしていただいて，翌月の 1日から入所となります。要件に当てはまらない場合については，一

時預かりの保育であったり，認可外保育園に申し込みをしていただくような形になります。一時

預かりの可能な保育所については，すずっこナビにも記載がありますが，公立では 2園，私立で

は 12 園ございます。保護者の仕事や就労活動，病気，冠婚葬祭，心理的理由により育児が困難

という理由があれば，申込みをしていただけます。公立の場合は月に 14 日以内という制限がご

ざいます。私立の場合は各園で若干の違いがございます。直接園への手続きになります。 

 

事務局： 

7 番，子どもの体調が悪くなりました。仕事がどうしても休めない場合は，どういった支援があ

りますか？ 

 

子ども政策課長： 

すずっこナビの 22 ページをお開きください。病児保育室ハピールームがございます。こちらは

本市が平成 18 年度から導入している事業でございまして，病気の回復期に至らない場合におい

て当面の症状の急変が認められないとき，または，病気はほとんど回復しているけれど，保育所

などの集団生活が困難な場合や，家庭保育ができないお子さまを一時的にお預かりしていると

ころでございます。ハピールームは白子クリニック小児科にございまして，事前に当院での受診

が必要となっております。ホームページにもアップしておりますので，ホームページからでも予

約していただけるようになっております。このハピールームでは，年間約 1000 人の方にご利用

いただいております。利用料金は，1,500 円負担いただいております，市からも 2分の 1負担と

して 1,500 円支出しております。連続して 7日間利用可能です。利用定員は 6名です。また，西

条保育所の新築移転を平成 32 年 4 月をめどに進めておりますが，こちらには一般的な保育以外

にも特別保育のひとつとしまして，病後児保育の実施を予定しております。医療スタッフ，ドク

ターは配置いたしませんが,看護師を配置し，市の中心において，このようなサービスを展開し

たいと考えております。 

 

事務局： 

8 番，夜間，休日に急に子どもの体調が悪くなりました。受診可能な診療機関はありますか？ 

 

健康づくり課長： 

まず夜間にお子さんの体調が悪くなったという状況ですが，すぐに医療機関を受診したほうが

いい状況なのか，手持ちの薬で対応していい状況なのかを見極めていただくために，配布させて

いただきました，「守ろう・育もう・私たちの地域医療」というチラシにみえこども医療ダイヤ

ル（通称：＃8000）があります。こちらに電話し，症状などをお伝えしていただいて，医療機関

を受診したほうがいいのか，あるいはそのまま家で様子を見ていてもいいのかを確認していた

だけます。365 日，19 時 30 分から翌朝 8時まで医療専門職が対応させていただいております。

結果，診療所に受診したほうがいいという指示や助言があった場合には，その時間によって対応

方法が異なります。先ほどの資料の裏面の鈴鹿市応急診療所のお知らせと，すずっこナビの 8ペ



 

8 
 

ージをご覧ください。鈴鹿市応急診療所では，毎日夜間 19 時から 22 時まで電話対応できるよう

になっております。応急診療所ですので，全ての病状に対応できる状況ではありませんので，前

もって受診可能かどうか確認をしていただきます。診察時間につきましては，19 時 30 分から受

付された方全員が終わるまでとなります。また，日曜祝日，ゴールデンウィーク，年末年始も含

みますが，こちらは午前 9 時から 16 時まで電話対応ができるようになっております。診療は，

9 時 30 分から受付された方全てになります。なお，昼間につきましては，途中で患者さまの状

況を確認しながら，昼食休憩を取らせていただきますので，午後の診療時間の開始時刻は流動的

になります。診療科目につきましては，小児科・内科になっておりますので，ある程度お子さま

の状況には対応できる状況になっております。土曜日・日曜日・祝日の夜間につきましては 2診

体制といいまして，小児科専門医 1 名とそれ以外の診療科目に対応していただける医師の 2 名

体制で診療させていただいております。毎年 1 万人を超える方の応急診療を対応させていただ

いておりまして，16 歳未満のお子さまが約半分を占めている状況でございます。例年,感染症特

にインフルエンザが流行する時期は，土曜日・日曜日・祝日の昼間につきましても 2診体制とな

っております。続きましてそれ以外の夜間，22 時を過ぎてからの体調不良については，配布さ

せていただきましたチラシをご覧ください。10 月 1 日までは，059-382-1199 でございます。こ

ちらのコールセンターでは，医療機関を受診したい方の年齢・性別・症状・住所を伝えると，今

電話をいただいているところから最も近いところで，診察可能な医療機関を複数ご紹介いただ

けます。その際には，紹介いただいた医療機関にあらためてご自身から連絡し，対応可能かどう

かを確認いただいて受診をしていただく流れになります。365 日 24 時間対応ということですの

で，かかりつけの医療機関が，休みや昼間の休憩時間，早朝などといった場合にも，このコール

センターで医療機関の紹介が可能となります。あと，「守ろう・育もう・私たちの地域医療」と

いうチラシの真ん中のオレンジで囲った部分ですが，医療ネットみえといいまして，こちらはご

自身のパソコンや携帯から自動的に検索できるシステムになっております。 

 

事務局： 

1 番，放課後児童クラブは公設民営と聞きますが，それはどういうことでしょうか？ 

 

子ども政策課長： 

すずっこナビの 16・17 ページをご覧ください。放課後児童クラブの一覧が載っております。た

だ箇所数が増えておりますので，別紙，鈴鹿市内の放課後児童クラブをお手元にお配りさせてい

ただいております。公設民営というのはどういうことかというと，現在鈴鹿市の放課後児童クラ

ブは 44 か所です。公設は，鈴鹿市が設置ということで，市内に 25 か所ございます。民営という

ことは，行政以外の民間が運営をしていただくということで，市内の 44 か所の全てが民営とな

っておりますので，民設民営は 19 か所ございます。鈴鹿市内の小学校区 30 校区全てに 1か所以

上のクラブがございます。同じようにニーズが増大したことを受けて，徐々に箇所が増えている

という状況でございます。民営といいますと，社会福祉法人，保護者会，ＮＰＯ，企業，塾であ

ります。質問の保護者のご負担でございますが，あくまでも運営は民営でので，利用料金は市が

決定するものではございませんが，大体平均にしますと月額で 10,000 円前後でございます。児

童は，小学校 1年生から小学校 6年生までを対象としており，保育料以外では，施設環境費用と

して入会金をいただき，兄弟で入りますと兄弟割引，ひとり親家庭の場合はひとり親割引などを

行っているクラブもあります。ひとり親の割引につきましては，月額 3,000 円の割引があります

が，この場合は割引しているクラブに対して市が助成をしております。約 2,000 人近くのお子さ

んに利用していただいており，鈴鹿市の児童数約 11,600～11,700 人いますので，大体 16～17％

の児童が利用しているということで，県や全国的な傾向と同じ数でございます。 

 

事務局： 

2 番，放課後児童クラブへの申込み時期とか，入所できる年齢について教えてください。追加し

て，保護者の事務的な負担，民営といいますと保護者として何か役割があるのか教えてください。 
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子ども政策課長： 

申込み時期については，秋ごろから受付を始めるクラブ，年明けてから始めるクラブがございま

して，運営自体によってまちまちです。ただ，新しく 1年生になる児童，ひとり親家庭の児童を

優先的に入れていただくよう，市からクラブにお願いしております。小学校 1年生になって，お

母さんが仕事を辞めないといけないな，どよく言われていることですけれども，そういうことが

ないよう指導させていただいております。また，民営ということで保護者の方が，運営側の役員

となっていただくような場合もございますので，その場合は事務的な負担が出てくることもあ

ろうかと思います。 

事務局： 

ありがとうございます。いろんな情報がすずっこナビに掲載されておりますので，ご参考いただ

きまして，会社でも共有していただければと思います。質問等がありましたら子ども政策課，あ

るいは子ども育成課，健康づくり課で対応させていただきます。 

 

子ども政策課長： 

すずっこナビは，市のホームページの「子育て」から入ってご覧いただけます。 

 

事項 4：質疑応答 

オブザーバーA： 

まず住友電装株式会社様のことで，ひとつ教えていただきたいのが，1年ほどで託児所を開所さ 

れて，これは非常に画期的なやり方だと思うのですが,利用する方がそれほど多くないのかなと， 

各年齢であるいは，全体で利用人数のデータを出していたのか。定員 30 人という素晴らしい施 

設だと思うのですが，人数が少ないというのは，最初はそういうものなのか，あるいは何か原因 

があるのか教えていただきたい。 

 

報告者 2： 

30 名の施設に対して 4名の利用ですので，まだ非常に少ない状況です。これはやはり実績がな 

いので，徐々に増えていくと考えております。一般的にもそのようなケースが多いと聞いており 

ます。 

 

オブザーバーA： 

世間がいろいろなところで関心を持つようになったひとつは，「保育園落ちた日本死ね」という 

大変厳しい意見ではないか，待機児童が多いと聞いている中で，住友電装さんに勤めている方が 

お子さんを預けられることは，すごく素晴らしい施設なので，もっと利用人数がいるのかなと思 

ったところからの感想であります。 

 

報告者 1： 

理由としては，実績がない，それも一つございますが，育児休業を取得している社員が多いので 

すが，開所時にはすでに入所しているとか，上のお子さんがもう入所している場合は，同じ所に 

入れたいという希望があります。4月に開所でしたので，復帰のタイミングやそれぞれの事情も 

ございますので，これからというところがあります。 

 

代表： 

託児所に先日見学に行かせていただきました。常時保育は 4人ですが,一時保育をしていただいて 

いるので，祝日の勤務があるときは，他の保育所に入っているお子さんでも，預かっていただけ 

ます。普段は違う保育所ですが，こちらで一時保育を実施していただいていることによって，祝 

日でも仕事を休まなくても働いていただけるという，非常に素晴らしいサイクルになっていると 

感じたところです。常時のお子さん以外にも一時保育で登録をされる方がたくさんいらっしゃい 
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ますので，これからそういう利用をされる方，就学前までここに入れたいと思われる方と，その 

パターンに分かれてくるんじゃないかなと感じております。 

 

オブザーバーA： 

次に,市の子育て支援についてです。いろんなところで，いろんな形で関わっていますが，大体市 

の方は模範的なプレゼンをされますが，今回のようなＱ＆Ａの形でしていただきますと，非常に 

分かりやすいし，目からうろこでした。一つお願いがあるのは，こういった内容は，本当に身近 

なところで市民が感じている部分をピックアップしてくださったので，ホームページ等いろんな 

ところに掲載するか，アップしていただきたい。これだけ的を得たエッセンスが載っていると， 

たくさんある資料を最初からずっと見るのもいいのでが，Ｑ＆Ａの形でやっていただくと，すご 

くありがたいし，親切だし，身近な目線で考えられているなということで，鈴鹿市が今力を入れ 

ている取組としていいかなと思います。これはエールを送ることなんですが，ヒントにしていた 

だければなと思います。 

 

事務局： 

大変心強いエールをいただきまして，ありがとうございます。今子育て部門では，いろんな子育 

ての情報に関して，ホームページにサイトがございまして，そのサイトを利用して情報提供して 

いきたいと考えております。 

 

代表： 

子育て専門のサイト「きら鈴」でございます。このサイトに整理して掲載するようにいたします。 

 

オブザーバーA： 

ありがとうございます。ネット社会であるので，若い方々はいろんな形でできると思いますが， 

なかなか市役所のホームページは，そういう部分はリンクにリンクにリンクで途中であきらめて 

しまうようなところがある中で，こういった的を得たもの，しかもここで必要ならば，これを見 

てください，あれを見てくださいというふうになっていくと，本当に親切で鈴鹿市役所は進んで 

いるなというふうに思っていただけるんじゃないかなと思います。 

 

代表： 

ありがとうございます。ただ，リンクを貼って次へ次へと探すのに，結構大変なところも実はあ 

ります。5月に小さいお子さんをお持ちの保護者の方々と，実際に意見交換をさせていただいた 

ときに，やはり一番言われたのは，ＳＮＳを非常に多く利用するので，それが分かりやすいく， 

情報の幅も広がるということでした。先ほどからのすずっこナビは，紙媒体もあるのですが，こ 

れが全部ＳＮＳ系で見られるようになると，もっと子育ての幅が広がるということです。また， 

後ろのほうにお出かけ情報が掲載していますが，ホームページにも子育て部門関係のお出かけ情 

報や，子どもを連れて行けるイベントの情報をアップしています。ただ，子育て部門以外でも， 

消防署や学校，それから病院など，たとえば消防車の乗車体験ができるなど，実はお子さんも楽 

しめる内容にもなっているということで，全庁的に各分野でお子さん向けの内容も含まれるイベ 

ントを集約，一本化して，全情報がホームページにアップできるやり方を工夫しながら変えてい 

るところです。ＳＮＳを使っての子育てにジェネレーションギャップを私も感じまして，ＳＮＳ 

関連の見直しを全庁的に図っているところでございますので，使いやすくなるように努力をして 

まいります。 

 

オブザーバーA： 

ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。（オブザーバーA退席） 
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事務局： 

幹事の皆様それから事業所参加の皆様から質問等を承りたいと思います。 

 

事業所参加者 1： 

住友電装さんに，託児所建設の考え方といたしまして，四日市と鈴鹿以外にいろいろな拠点に製 

作所があるかと思うのですが，全ての製作所に開設するという考え方か，何か優先順位をつけて 

四日市と鈴鹿に開設するということになったのでしょうか。 

 

報告者 1： 

事業所の規模もございますので，当初から四日市・鈴鹿に開設するということで進めてきました。 

人数規模的にも大きなところになりますので，やはり託児利用者の数も想定した上でということ 

になります。立地の関係もございまして，四日市・鈴鹿は自動車通勤の者が多いので，やはり， 

公共交通機関で通勤するような事業所に，小さなお子さんを実際に連れてくることは物理的に難 

しいので，そういったところは対象から外して，車で通うとか自転車で通えるなど，そういった 

事業所で，人数規模を考えたというところです。それ以外についてはまだ検討段階です。 

 

事業所参加者 1： 

入所時期の 4月まで復帰できないケースが多いとありますけれども，何割ぐらいの方が早期復帰 

を希望していて，できないという状況だったんでしょうか。 

 

報告者 1： 

正確な数字は把握しておりません。保育所入所はやはり 4月が多いので，それに合わせて育児休 

業の復帰をされる方が多いですが,中には 1年をひとつの区切りにされたい方も見えますので， 

本人，ご家庭の事情で復帰したいタイミングに復帰できるということを一つの狙いとして,こち 

らの施設を設立しています。 

 

事業所参加者 1： 

女性のキャリアについてお伺いしたいんですが，まずは製作所に配属される方は高卒，大卒です 

か。基本的に女性の仕事の内容は，事務系，技術系がみえますか。 

 

報告者 1： 

高卒，大卒両方います。鈴鹿製作所でいいますと，7割弱ぐらいがスタッフ部門で，残り 3割強 

ぐらいが工場というか現業部門です。スタッフ部門が通常の昼勤のみになります。そこには女性 

も総合職と一般的な事務職の方が見えます。工場部門のほうは，職場にもよりますが,交代勤務 

もございます。 

 

事業所参加者 1： 

短時間勤務の方は，スタッフ部門それとも工場部門も含まれているんでしょうか。 

 

報告者 1： 

工場部門の方も見えます。交代勤務の方は短時間勤務はございません。 

 

事業所参加者 1： 

工場部門で妊娠された方，出産後の方は復帰後どういう仕事に就かれますか。交代勤務のまま， 

または変われるのでしょうか。 

 

報告者 1： 

状況次第で戻るケースもございます。ただ，短時間勤務を希望されるとか，夜勤ができないとい 
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う方については，昼勤のみになります。そこはそれまでやっていた仕事と変わるケースもござ 

いますので，工場部門と本人の意向を調整しながら配置しているというのが実際のところです。 

 

事業所参加者 1： 

運営業務委託先の選定方法については。 

 

報告者 2： 

育成プログラムがしっかりしている，施設レイアウトの面においてもノウハウを持っていると 

ころを選定しています。また，充実したサポート体制ということ，実際にしっかりとサポートし 

ていただきました。開所後も必要に応じてサポートしていただける体制で，施設長だけではなく， 

保育担当の方も組織としてサポートいただいています。 

 

 

事業所参加者 1： 

保育施設のスタッフ体制はどうなっていますか。 

 

報告者 2： 

4 名です。保育スタッフは施設長をあわせ 3名，栄養士 1名です。配置は研修も含め委託業者に 

よる対応です。 

 

事業所参加者 1： 

保育対象を小学校就学前までの子とされていますが，おそらく小学校に入ると朝の時間が遅くな 

って，うちの従業員でも小学校に入って短時間勤務に戻した従業員もいるんですが，そこについ 

てはどうお考えでしょうか。 

 

報告者 1： 

おっしゃるようなことはあるかと思います。私どもの短時間勤務制度についても，一応小学校卒 

業までという期間で取得できるようになっておりますので，そういうようなことはございます。 

託児所を利用してもらってフルタイムの勤務という状況で，継続してもらえるのが理想といえば 

理想ですが，やはりワーク・ライフ・バランスであるとか，多様性，家庭の事情もありますので， 

その辺は現実的にはなかなか難しいところですが，職場の理解も得ながらそういった就業体制に 

も対応していく形で理解を得ていく必要があります。 

 

事業所参加者 1： 

一時保育と常時保育は同じ施設でしているんですか。 

 

報告者 2： 

同じ施設で行っていますので，常時保育の定員に余裕がある場合に，一時保育を受け入れるとい 

う体制です。 

 

事業所参加者 1： 

一時的に人数が増える場合は，スタッフも増やされるのですか。委託業者の対応は。 

 

報告者 2： 

事前に手配を行い，増員します。 

 

事業所参加者 1： 

開所前の利用見込み数は何名ぐらいでしたか。 



 

13 
 

報告者 1： 

明確な数値目標があるわけではないです。委託業者との話の中では，最初から急に 10～20 人規 

模というのは正直難しいということで，初年度は 5人ぐらいで，徐々に増やし，3年か 4年経っ 

たときに 20 数名ぐらいになればということです。確か他社さんもそのようなケースが多いとい 

うお話でしたので，正直関係部門としては，もう少し利用してもらうのが理想ですが,ただ，多 

すぎても委託業者はノウハウがあるのですが，我々としては初めてのことなので，不安もありま 

すので，ここから徐々に増えていければと考えております。 

 

事業所参加者 1： 

ありがとうございます。 

 

幹事 A：  

本当に素晴らしい取組ですが，民間ではかなりコストがかかるんではないかと。当然建物の設 

置費，運営費というのは委託料ですね。これはかなり変動的な部分になってくると思うのですが， 

月額の基本となる委託料，保育士さんの増員分など，相当企業として負担も大きいかと思うんで 

す。福利厚生ということであるのか，差し支えなければどのようにお考えか。 

 

報告者 1： 

企業側の負担の部分もございますが，私どもの考えとしましては，福利厚生の側面もありますが 

基本的にはそうではなくて，利用料も申し上げたように鈴鹿市・四日市市の保育所と同等レベル 

にしておりますので，費用助成とする福利厚生という意味合いではなく，働きやすい環境づくり 

ですとか，子育て支援ですとか，冒頭でも申し上げましたようにＤ＆Ｉ，多様化ということに注 

力していこうと総務・人事部門が旗を揚げています。目に見える形で会社として，意識して注力 

しますというところもあり，会社が施設をつくり，そういうことも考えてくれている，意識して 

もらっている，というところをひとつ大きな柱に考えていますので，そこにかかるコストだと考 

えて進めているのが，我々関係者の意識，それからトップの意識というところです。 

 

幹事 B：  

ありがとうございました。保育所の運営内容を見ていると，子どもを連れて行くときに荷物が少 

なくてすむということで，布団やタオルも持ってこなくていいなど，すごく配慮が深いと思いま 

す。ノウハウを持っている委託業者を選ばれたということで，本当に今後の女性活躍に向けてよ 

い取組だと思いますし，社員募集のときにも，真っ先に掲げられる素晴らしい施設をつくられた 

と思いますが，会社のトップの方からか，社員さんからの要望がたくさんあったのか，どの時点 

で開設に踏み切ったのか，お聞かせいただきたい。 

 

報告者 1： 

トップの方針です。実際準備には 1年くらいですが，1年半なかったかと思います。 

 

幹事 B：  

女性活躍推進法が出てきた頃ということでしょうか。 

 

報告者 1： 

そうですね。もちろんそういったものもありますし,潜在的には従業員からそういった声はござ 

いました。 

 

幹事 B：  

以前からもあったけれど，本格的にはトップの方のご判断ということですね。 
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報告者 1： 

そうですね，はい。 

 

幹事 B：  

ありがとうございました。先ほどの事業所参加者の方へ質問です。熱心に質問されていましたが， 

具体的なお考えがあるのでしょうか。 

 

事業所参加者 1： 

まだ，どういうふうにすれば実現できるかとか，どういう女性のキャリアパスを描いて，どうい 

う仕組を作れば本当に活躍できるか，というところを検討中です。建てるという段階には至りま 

せん。 

 

幹事 B：  

ありがとうございます。 

 

幹事 A： 

ニュースを見ておりましたら，セブンイレブンが東京と広島で，店舗の 2階で従業員のために託 

児所をやります。一部地域の方にも開放しますとありましたが，住友電装さんでも地域枠を設け 

るということはお考えですか。 

 

報告者 1： 

結論から申しますと，現時点では考えておりません。将来的には検討することになるかもしれま 

せんが，まずは，従業員の働きやすい環境づくり，そういった就労支援というのが一つ大きな目 

的ですので，まずそこをきちんとしてから，現時点ではそういった考えです。 

 

事業所参加者 2： 

当組合でも女性の育児休職の復帰がかなり難しく，苦労している状態が続いているんですが，鈴 

鹿市さんにお聞きします。年度途中の入所困難者に対して，年度当初までの間の一時預かり的な 

施設運営をしていただいているところが，亀山市にあるように聞いているんですが，鈴鹿市さん 

ではそういう施設を考えていただく計画はあるのでしょうか？ 

 

子ども育成課長： 

入所できない方については，現時点では希望園が無理ですと，空いている市内他の園をご案内さ 

せていただきます。そこも遠くて無理ということですと，一時預かりや認可外保育園に申し込ん 

でいただくというような対応をお願いしております。ただ市内全体を見たときに空きのある園は 

ございますので，そちらのほうで検討していただくようご案内しております。 

 

事業所参加者 2： 

中心部以外のところで空いているところはあったりするのですが，中心部で探している職員が多 

いので，そういう施設を検討していただければなと思います。そうですね，未満児だけですね。 

 

子ども育成課長： 

0～1 歳については今日の段階でも，空きが市内全体で 5名といったところですので，本当に厳し 

い状態です。そういう声も聞いておりますので，何か対処できる方法があればと考えてはいるの 

ですが,それに必要な保育士の確保や，部屋の大きさであるとか，様々な課題が関連してきますの 

で，検討が必要と思っております。 

 

幹事 B：  
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病児保育のことで，以前家族の利用の際に，しっかりお預かりいただいて，先生の診察もあり， 

本当に丁寧に診ていただいて，とてもいい施設だと思いました。インフルエンザ，ノロウイルス 

とお部屋を分けて考えられています。それが西条保育所にもできるのですか。小児科の受診が必 

要なのかなどの利用の説明と，白子，西条，次は平田方面について予定はどうなのでしょうか。 

たくさんつくっていただくと，お母さん方は助かって仕事に行けると思われます。 

 

代表： 

ありがとうございます。今，子どもさんたちを通常保育以外に一時預り，休日保育，それから早 

朝・夕方の延長保育，それと病児・病後児保育，障がいのある子どもさんたちをどうみていくか， 

こういうことが公立，公の保育所の役割になってくるかと思われます。私立の保育所との役割分 

担もしながら，公立の保育所の役割というものを考えている中で，一番ニーズが高いのが病児・ 

病後児保育です。現在白子クリニック様でたいへんお世話になっておりますが，定員が限られて 

おり，このような施設をどういうふうに増やしていくかということで，小児科医や，いろんな医 

師とネットワークで常時小児科医が居なくてもできる病児保育の方法はないか，いろんなことを 

検討しているのですが，検討ばかりしていてもなかなか進みません。このたび西条保育所が新築 

移転をさせていただきます。その際に少しゆとりのある園舎を建てさせていただいて，その中で 

病児ではなくて，病後児保育という，病院にかかった後にまだ一般の保育には難しいというよう 

な保育を西条保育所でやっていきましょうということで，開設させていただきます。中心部の西 

条八丁目に建設させていただく予定をしておりますので，そこで 0歳児，低年齢の幅も若干広げ， 

病後児保育も実施させていただく予定です。順調に行けば，32 年 4 月のオープンを目指しており 

ます。それまでの間に先ほどの小児科医のネットワークとの連携での病児保育のことなど検討を 

進め，順調にいけば，今後他の保育所でもノウハウをいかして，西条のあとは例えば東部，西部 

地域などいろんな展開が考えられると思います。新しい西条保育所は，鈴鹿市の保育の拠点とい 

う中心的な役割を果たすセンター的な保育所として，建設させていただきますので，そこを中心 

にネットワークで広げていくことは考えてまいりたいと思っております。低年齢児のお話もいた 

だきましたが，全体的に 0歳児のニーズが非常に高くなっておりますので，そこのところは課題 

であります。6か月から預かれますとなっていても自宅や会社より遠いところであったり，上の子 

と違うところで，兄弟バラバラで 2か所も通園することになるとか，これが実情だと思ってます 

ので，なんとか全体的にバランスの取れた保育所の確保について対応していきたいなと思ってお 

ります。その中でお話いただいた事業所内託児所において低年齢児も含めて保育いただけるとい 

うことは，かなり有効的なことだと思いますので，大きな期待をしながら，ぜひ皆様でご協力い 

ただければと思っております。よろしくお願いします。 

 

事務局： 

それでは，時間がまいりましたので質疑応答は終了させていただき，三重県から女性活躍に関す 

るお知らせをしていただきます。 

 

オブザーバーB：  

本日，住友電装様の大変先進的な取組を勉強させていただきまして，どうもありがとうございま 

した。ただいまお配りしましたチラシは，三重県でもみえの輝く女子プロジェクトということで， 

女性が活躍できる職場環境づくりの支援をさせていただいておりますが,その一環としまして先 

進的な好事例の募集でございます。締切りが 2日までですので，今からは時間がないと思うんで 

すが，何かございましたら。現状は 10 数社応募がありますので，10 社様を選定し，冊子，ホー 

ムページでご紹介させていただきます。完成の際はどうぞご参考にしていただければと思ってお 

ります。 

 

事項 5：その他 事務局から，第 2回の日程調整と会議録確認のお願い 
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代表： 

大変長時間にわたりまして，ご熱心に議論を重ねていただき，ありがとうございました。今日は 

いつもと少し形を変えて事業所の担当者様も来ていただいて，事例紹介と事業所の現場を担当し 

ていただいている方にも参加をいただきましての意見交換と，具体的なことをはじめ，意見が出 

されたのではないかなと思っております。あと，報告 2の問答資料でございますけれども，ホー 

ムページ等々にもアップさせていただきながら，皆様方に活用していただきやすいようにしてま 

いりたいと思います。まだまだ女性活躍が進んでいるとはいえども，みんなで頑張っていかなけ 

れば男女共同参画社会，働き方改革も推進ができないところでございますので，今日それぞれの 

お立場での参加をいただいておりますが，これからもぜひ鈴鹿市の女性活躍・働き方改革に向け 

て，ご指導ご鞭撻いただきますことお願い申し上げまして，御礼の挨拶とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

事務局： 

閉会の挨拶。 


