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弘前市男女共同参画プラン懇話会平成２８年度第２回会議 

１ 開催日時  平成２８年１１月７日（月）14:00～16:00 

２ 開催場所  弘前市民参画センター３階グループ活動室２ 

３ 出席委員  会長 小磯 重隆         委員 石岡 百合子 

        委員 サワダ・ハンナ・ジョイ  委員 蟻塚 学 

委員 山川 若奈 

 

４ 事務局   市民文化スポーツ部長 櫻庭 淳 

市民協働政策課長   清藤 憲衛       

        市民協働政策課参事  菊池 佳子 

        同課専門員      白取 義人 

同課主幹       櫻庭 智之 

        同課主事       工藤 美乃 

 

５ 会議の議題 案件 （１）弘前市男女共同参画プランの成果指標及び主な取り組み

の点検・評価について 

          （２）パブリックコメント意見について 

（３）弘前市男女共同参画プランの進行管理の強化について 

 

＜開会＞ 

司会    ただいまから、平成２８年度第２回弘前市男女共同参画プラン懇話会を

開催いたします。 

本日は、お忙しいところお集まりいただき、誠にありがとうございます。

委員の皆様には、前回に引き続きご審議のほどよろしくお願いいたします。 

それでは、早速ではございますが会議を行いたいと思います。会議の議長 

については、会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

会長    よろしくお願いいたします。早速ですが次第に沿って会議を進行してま

いりたいと思います。送られた資料もあるかと思いますけれども、お手元

にひととおりご用意いただいております。次第に沿いまして、まず（１）

弘前市男女共同参画プランの成果指標及び主な取り組みの点検・評価につ

いて、ということで、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局   説明 

 

会長    はい、今の話をもう1回整理しますと、それぞれこちらの部局以外でプ

ランに関わっている市役所の中の課があって、そこが実施状況を自己評価

して紙が上がってきていますと。ただどうしても自己評価する視点が、わ

れわれが言うところの男女共同参画プランの目線で評価しているわけでは

ないということが一点と、そもそもその自己評価がＣでないとコメントも

ついてこないので、これではよく分からないという意見があったものです

から、事務局の方からそれぞれの部局にヒアリング等も含めて、評価がＣ

でなくても理由を書きだしていただいてるということです。 
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事務局   はい、そうです。ここでちょっと簡単に説明してよろしいでしょうか。 

 

説明 

  

会長    第1回のときの我々委員会の意見を受けて、主な取り組みについて事業

としては各担当部署で計画通り実施し、自己評価もＡ・Ｂ判定であるが、

プランの重点目標や施策の方向と照らし合わせたとき必ずしも適切な評価

とは言い難いものもあり、男女共同参画の視点を今一度理解してもらう必

要がある、と書いています。それで、後でコメントを整理しなければいけ

ないのですが、「男女共同参画の視点を今一度理解してもらう必要がある。」

というのは、基本目標ごとではなく全体に対してのコメントということに

なります。 

今年から弘前市の総合計画の方の審議会も関わらせていただいていま

すが、全体の総合計画でも項目別としては審議が進んでいて、ここでこの

項目だけ評価を変えたりはじいたりというのはなかなか難しいというこ

とと、本当はこういう男女共同参画プランの審議ができた後で総合計画に

もっていくというステップだったらいいのかもしれませんが、そうすると

1年も2年も遅れてしまうわけで、どうしても同時並行で動かなければな

らないということがあります。総合計画の中では、翌年度の予算について

審議されている面があって、この事業を来年度計画通りお金を遣わせてい

いかどうかということで、男女共同参画の視点でよかった、悪かったとい

うのは目線がちょっと違うんですね。逆に予算で行くと、なるべく効率的

に予算を執行しなければいけないから廃止する事業も当然出てくるわけ

です。なので、この後29年度からいろいろ大きな括りも見直さなければ

いけないと思うのですが、そもそもの評価の仕方自体を変えていかないと

いけないのかなとも思います。ただ最初の段階に比べると各部局の評価の

理由を含めて、何でやってないのにＡなんだというところは苦しい胸の内

は拾っていただいてそのことを踏まえて本日の議論ができればと思って

います。 

ご意見ありませんか。 

 

A委員   本人が自己評価して文書にしてくるということで、自分はやったという

ことが目的かなと思います。１００は１００で達成観をもって自己評価し

ていただければいいことかなと思います。 

 

B 委員   基本目標のⅠの研究テーマ云々というところで、なぜこれが０人なのに

Ａ評価なのかという質問に対して、女性職員の政策研究事業参画の土台作

りを行ったからＡだということですが、土台作りって何ですか。 

 

事務局   はい、ひろさき未来戦略研究センターの方も関わって、官民連携して女

性の異業種交流会というものを立ち上げようという話が出てきまして、そ

れの調整を行ったり打ち合わせをしたりということで、実は２８年度から

スタートしていました。その異業種交流会の前段階のいろいろ土台作りと

いうか制度作りをしていたということでして、直接職員から研究テーマを

集めてということに関しては応募が０だったと。その０に対して働きかけ

ということは特には行わなかったのですが、別な意味でそういうことをや



 3 

ったということでＡだということです。 

 

B 委員   この流れを見るとこの未来戦略研究センターと一緒にした形で取り組ん

で、すぐに女性が０になったというのは組織的な変更によって逆に女性が

研究テーマを出しづらくする何か要因があったのかどうか。前の年まで４

人、３４％だったのが、急に０になったというはちょっと。これによって

これからどんどん出てくるというのならいいんですが、これは結果を評価

しているのか、みんなよく頑張りましたを評価しているのか、どっちかを

知りたいです。土台作りをした、その結果女性が研究発表しづらい環境を

作ってしまったから逆効果になったのか、そこあたりが知りたいです。 

 

会長    個人的に思うのは、ＡではなくてＣ評価ですね。ただ、今は評価欄のＡ、

Ｂ、Ｃを書き換えることはできないと思うので、懇話会の点検・評価とし

ては、“担当部局が変わって男女共同参画の視点で見て継続性が失われた事

業がある”と素直に書いていいと思います。 

 

B 委員   あとは古いシステムで一定の成果を上げていたものが、システムを変え

て、前の形に比べて果たして逆にもっとコンサーブティブな風が吹いてい

るのか、この異業種交流会というのはどういう中身なのかということを思

います。 

 

事務局   実は異業種交流会というのは直接的にここの項目には結びつかない。施

策の方向から見ると、すこし遠ざかります。 

 

B 委員   結局こういうのは結果が出ないといくら頑張ってもしかたないですよ。

だから結果が出なかったら大失敗だったって、なんか方針変えなくちゃ、

次どういう手を使いましょうって。この目標に対しては決してプラスでは

ない。結果を出すために何をすればいいのだろうという姿勢がおかしいと

思う。 

 

会長    基本目標Ⅱについて、さんかくセミナーが平成２７年度から廃止になっ

たのはなぜでしょう。 

 

事務局   これは、女性を含む市民のエンパワーメントを支援するためのセミナー

の企画運営から参加してもらうということが目的で、そちらの方は他の事

業つまり１％事業も同じ課でやっておりまして、その１％事業の方でエン

パワーメントを引き出すための事業として効果を期待できるということで、

さんかくセミナーは廃止になりました。そして、その代りに女性のエンパ

ワーメントを支援するための事業ということで、それが先ほども出ました

弘前未来戦略研究センターと一緒にやる官民連携の女性の異業種交流会で、

民間と公務員が一緒になってセミナーを開いたり、研究会開いたりという

ことでそれを実施していこうという話が２７年度に出ましてそれを進めて

いったということです。 

 

C委員   この異業種交流会は女性限定の異業種交流会ということですか。 
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事務局   はい、そうです。 

 

A委員   女性限定にする意味というのは何ですか。 

 

事務局   パートナー企業の損保ジャパン日本興亜さんからの提案で、市内の企業

さんの中で女性同士の横のネットワークというのが広がっていないのじゃ

ないかと。男性は結構広がりがあるのですが、女性はなかなかそれがない

のでそのきっかけを作って行きたいということでまずは女性限定で声をか

けて、現在、青銀さん、みち銀さん、東信さん、それからラグノオさん、

弘果コスモ保険サービスさん、樋川自動車さん、あと弘前大学さんと市で

す。第１回目には県の担当の方も参加されました。 

 

会長    個人的な意見ですけど、男女共同参画の目線でコントロールしてもらう

と違うやり方ができると思うんです。各部局が「異業種交流会女性だけで

いいんじゃない。」ってやるじゃないですか、それは男性の考え方で、女性

は女性でやればということじゃないですか。だけどほんとは女性も男性も

いる異業種交流会の中で、リーダーとか核になって運営する人たちを女性

にするといいんだと思うんですよ。女性だけでやったら「はーい、よかっ

たねー。」でたぶん話が終わっちゃうから。男性、女性も一緒にいるんだけ

れどもそこで女性のリーダーシップを育てようということをするなら、男

性が議長にならずに、グループリーダーが女性でそこに男性が混ざるとい

う方がたぶん健全なんですよ。せっかくだから男女共同参画の懇話会とし

て評価したいところなんですけど、それぞれが動くというのはもったいな

いですね。アプローチとしてはとても面白いと思いますがね。 

      ほかにどうですか。 

 

C委員   さっき説明していた１％システムが女性を含む市民のエンパワーメント

を支援するセミナーの企画運営の企画力を育てる事業ということはわかる

のですけど、それとさんかくセミナーを入れ替えることができるものなの

か、同じような評価ができるものなのかということです。因みにさんかく

セミナーはどういうテーマで実施されたのですか。 

 

事務局   今、さんかくセミナーの資料が手元にないのですが、参画センターでセ

ミナーを受けた女性の方たちが企画して自分たちの興味のある先生を呼ん

で来ていたようです。一般市民の方々の提案でやっているということで、

そうなのであれば１％事業とかでもカバーできるのではないかということ

で廃止になったようです。 

 

会長    男女共同参画セミナーなのか市民参画セミナーなのか、どっちなのこれ

は。男女の参画だけ考えると、シンボリック的に廃止は許されないですね。

市民参画で考えるなら市民参画センターなので、ほかにもいろいろな事業

があるんでしょうけれども。多分本来は男女共同参画のことだと思います。

施策の方向を見ていると男女共同参画と書いてありますから、そうすると

3分の1くらいは代替えできていない部分ですね。市民参画の面ではいい

のだけれども男女参画という意味での広報活動にちょっと欠けるものがあ

るということですね。なので女性のエンパワーメントということを新規に
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企画しましょうという話に繋がってるんですよと言われればわかるんです

けどね。 

 

事務局   26年度のさんかくセミナーですが、「普通に自然なもの、読み聞かせに

ゆだねる時間」という題名で、日本古典文学研究家である講師のかたに来

ていただいて、読み聞かせとか朗読とかを行って、その中から男女共同参

画社会について学ぶと、桜川ちはやさんという岩手県在住の方を講師に呼

んで行ったのが最後でした。 

 

会長    ただ機能してなかったから別なことに振り替えましょうということでは

ないのでしょう。そういう意味では基本目標Ⅱのところでは、意識啓発の

事業については、少し男女共同参画の原点に基づいて評価を見直すことが

必要かなと。「まち・ひと・仕事創生総合戦略」と微妙にやろうとすること

の到達点が違うのですね。ずれてはいけないとは言わないけれども、ここ

で言ってるのは、ワーク・ライフ・バランスであったり、男女共同参画の

ことなのでね。 

      どうでしょう。じゃあ、続けてⅢの方に入りますか。 

 

D委員   さっき「市の男性職員の育児休業の取得促進」のところで、年々取得す

る男性職員の意識が向上してきているというのは、実例として掲載されて

いる人のことですか？ 

 

事務局   実はこの方だけじゃなくて、28 年度に取得した方もやはり仕事は忙し

いところだったのですけれども、男性職員が育児休業をどんどん取って行

けるようにということで、期間は1カ月か2カ月だったのですがあえて取

ったということです。前は、「えー、男性が育児休業取るの！」という時代

だったのです。一番最初は、参画センターにいた職員が「ここにいるのだ

から取らなきゃダメでしょ。」というところから始まって、少しずつ広がっ

てきており、どんどん男性も取らなきゃいけないという意識でやっている

というふうに聞いております。 

 

D委員   毎年一人すごく取る人が出て、でも一人です。「俺はやる。」という人は

いっぱいいる男性の中に一人くらいはいるかもしれないけど、それで徐々

に広がってきているかどうかはこれだとちょっとわからないという気がし

ます。 

 

会長    男性はやっぱりミルク代稼がなきゃと思うから、休暇取るのはいいけれ

ど給料が6，7割に減っちゃうというのはやはり取りにくいですよね。だ

から所得補償みたいなことも一方であると思うのだけれども、でも一人で

がっちり取るよりも広く薄く皆3か月くらい取ればいいじゃないかなと思

いますね。それはやはり「市が積極的に男性の育児休業制度の促進を図る

べきである。」みたいなことは書きたいです。これの評価がＣとかＡとかそ

ういうことではないです。ここで言わんとしていることは、そういうコメ

ントをつけられるといいかなと思います。 

 

D委員   逆にすごく忙しい部署の一人が取ることで周りがそれを見てすごい負担
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を受けて、「俺は取れない。」と思ったりしてないのかなとちょっと気にな

りますね。 

 

事務局   確かに、そういうことが広がって行かない原因なのかもしれないですね。 

 

A委員  どのくらいの期間取られるのですか。 

 

事務局   27年度は8月から3月まで８ヶ月くらい取ったみたいですが、その前

の26年度は9～10ヶ月くらい取ってます。それで28年度に取った方

は、一人は1ヶ月か2ヶ月ですね。28年度もしかしたら二人くらい出る

かもしれません。28 年度の最初で一人取っていたのでもう一人くらい出

るかもわからないので。 

 

A委員  期間を特別問わないのであれば、みんなで短い期間を取ると人数は出ます

よね。1 週間でも取ればいい、人数には載ってくる。本人が家庭の事情で

「1カ月で十分でした、ＯＫです。」となれば取れるじゃないですか。それ

が周りの人が 10 ヶ月も 1 年も取ったのでは、取れないと思ってしまう。

山川さんのおっしゃるとおり、帰ってきたら浦島太郎になっていたみたい

な人がいると次の人は二の足を踏むことになりますよね。だからみんなで

その人の状況に合わせて個別に取りましょうよというふうにすると人数は

もっと出てくると思います。体制もできていない、意識も浸透していない

うちに長期で取ることだけを目標にすると人数は増えないと思います。何

人くらい対象になる方がいるのかわかりませんけど、全体から見れば少な

い感じを受けます。一人で「よし」としてはいけないと思います。 

 

会長    これは課題ですね。ただやっていることがいけないとか評価が間違って

いるということじゃなくて、男性職員の育児休業取得促進のため積極的な

施策を願うということです。そのうち、おじいちゃん、おばあちゃんが休

んで育休を取るとかね。そういう世帯もいらっしゃるのじゃないですか。

初孫が生まれたから休もうかなみたいな。会社より孫がいいし、そうなる

かもしれませんね。おじいちゃんの孫育休。 

      続いて、どうでしょうか。 

 

事務局   基本目標Ⅳのところで、福祉担当部門の方から、相談件数というのが参

考指標になっているものがあって、相談件数というのは増えたからそれが

いいことなのか、減るのがいいのか、ちょっと微妙で、次回から参考指標

の設定の仕方をもう1回担当課の方に考えさせてくださいという意見も出

されました。 

 

A委員   相談件数が０というのは、喜んでいいのか、相談が多ければいいのかと

いう話ですよね。相談しやすい環境かどうかということがすごい大事です

ね。それで今はわざわざ窓口に相談に行くと「あの人行ったよ。」と言われ

たくないから行かないと。何があるんだと言われるからということで行か

ないのだと。それでどうするかというと、メール相談とかそういう手法に

変えていこうというところに来ているそうです。深刻な悩みほど行かない

そうです。だからいろいろな手法で時代に合わせて努力はしてますよ、と
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いうのがあればそれは評価できると思います。相談がないわけがないです

よ。実は昨日も言われたんですよ。相談したいのだけどどこへ行けばいい

のか、広報見たけどどこへ相談に行けばいいのかわからないと。年配の人

で私はネットもないし、回覧板だけが社会とのつながりだから回覧板に載

せてくれよと言われました。 

 

会長    それをそのままコメントに書きたいくらいですね。相談件数の増減とか

ではなく相談しやすい環境づくりを併せて考えていきたいと。ないわけな

いですから相談がね。 

 

A委員   あと相談で悩みが多いからそれはダメというのは違うと思います。件数

多いことはいいことだと思いますよ。相談の内容にもよりますけど、相談

に行かなければならないくらい悪いことが起きているのだという感覚では

なくて、気軽に聞けるとか、話を聞いてもらえるとか、いいことだと思い

ますよ。行きにくい、敷居が高いと思われるよりは。 

 

B 委員   ちょっとバックしてもいいですか。さっきのⅡにちょっとだけ戻っても

いいですか。「男性にとっての男女共同参画」という方向ですよね。さっき

とても気になったのですが、「さんかくセミナー」の 1 回が「読み聞かせ

にゆだねる時間」というお話しで、今度27年度で3回やった「ひとにや

さしい社会推進セミナー」はトピック何か記録されているのですか。 

 

事務局   第1回目は性的マイノリティのセミナーです。第2回目がＤＶに関する

セミナーでした。第3回がコミュニケーションの取り方という人付き合い

が苦手な方のためにということで、3回やりました。 

 

B委員   これは男性にとっての男女共同参画のためなんですか。 

 

事務局   男性にとっての男女共同参画のためだけのセミナーというのはやってな

くて、こちらの「さんかくセミナー」でやっているセミナーが男性にとっ

ても男女共同参画の入り口になるということで載せていました。それで男

性にとってのというこれだけに限定したものはしていないです。 

 

B 委員   要するに、これはとても大事なことを 3 つ採りあげていると思います。

ただここの目標との関連が見えないのですよ。これが大事じゃないですと

言っているわけではないのです。3 つとも重要なトピックだと思うんです

けれども、さっきと同じなのですが、どういう結果を出したいのかという

のがよく掴めないのですよ。 

 

会長    これは、話がハナから最初に戻るのですけど、弘前市役所の中に男女共

同参画の部局がないので、「子育て」だったり、「まち・ひと・仕事」だっ

たり「市民参画センター」だったり、そこでそれぞれ組んだ事業プランが

あって、結末のプランがあって、それに男女共同参画の枠をはめていると

いう作業になっているわけですよ。結局それの目的と実施がかみ合ってい

ないから常にこういう形になっているということです。 
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B委員   ピンポイントでこのセミナーをもった結果、どういう結果を得たか？ 

 

事務局   そうですね、3回やった結果で、男性11名の方が参加されてまして、

この11名の方のアンケートを見ますと大変男女共同参画に関しての理解

につながったというご意見をいただいているのですが、ただ弘前市民の中

でたった11人と言われるとそれが本当に男性にとっての男女共同参画に

効果があったかとなると何とも言えないですね。 

 

A委員   男性ターゲットなら、次はイクメンとかイクボスとかやればいいですよ。 

 

B 委員   実際に葛藤している人に、テーマの照準を合わせる。私事ですが、まだ

小さい子の送り迎えとかがあった頃で、何かのセミナーをやりますと聞い

て、セミナーのトピックは何なんですか、時間があったらぜひ聴きたいな

って思って、そしたら「赤ちゃんのベビーオイルマッサージ」、もしかした

ら私の知らないことで「赤ちゃんのベビーオイルマッサージ」という講習

会ってものすごく画期的でライフ的なのかもしれないけど、あの時の私か

ら見ると、毎日どうやって協力して子どもに３度の食事をさせ自分が壊れ

ないで次の朝仕事に出るかということで頭がいっぱいで。何とか仕事をや

めないで子育てをするにはどうしたらいいのか、どういうパターンの協力

があるのかなどのヒントが私は欲しかった。自分がぼろぼろになって夫婦

げんかもして、「今のままじゃ、パパ、私死ぬわよ！」って。それでようや

く夫は、これ俺やって、この時間でこうやって、あんたがこうやっている

間に俺こっちの子どもを向いに行って、こうやったらなんとか生き延びる

かな。うーんやってみようとなってなんとか生き延びる、自分にとって本

当にそういう次元だったの。だからそのちょっとした工夫、サバイバル術

みたいな。あと大きな危機は子供が入院する時。子どもが入院する時は、

もうああ仕事やめましょうって、というのは悪い母親になっちゃうから。

病院からも母親はあなた一人よ、仕事をする人はいくらでもいますよって、

何回言われたかわからない。そういう時に夫婦でそろってどうするかとい

うことを私はその時聞きたかったです。例えばそういうカップルでケンカ

しながらもなんとかできたとか、こういうふうに仕切り直したら少し上手

くいったよとか、こういう手を借りたとか。例えば私の子育ての中で、何

人か天使がいるのですよ、うちの子育ての歴史の中で。近所の優しいおば

さんで、週何回か見てくれた人との出会いとか。いざそうなった時に一緒

に考えればなんとかできるんだ、どういう手を借りられるんだ、何よりも

これ一時的で、来年またパターンが変わるし、そのパターンによってこれ

いつまでもじゃないとか、なんかそういう生き方のヒントになるようなセ

ミナーってできないのかなあと思います。私が参加したかったセミナー、

夫と一緒に参加したかったです。 

 

D委員   確かに、母親のストレス解消的なセミナーだと、その場しのぎで一時ほ

っとするけど家に帰るとまた日常の家事やら何やらがあってと。例えば私

はこっちにほとんど知り合い、親戚がいないので、そういう助けてくれる

人たちをこちら受け手側の母親たちの中に組み込ませるというか、そうい

う助けてくれる人たちを恐れないで私たちが利用できる方法とか、働いて

いる人だったら父母の役割分担をどう考えていくかとか、いろいろ教えて
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くれるセミナーなどあればいいと思います。 

      

B 委員   要するに、男性も女の人の助けになる日常のギブ＆テイク、どっちかが

転びそうになったらもう一人がステップインするというものなのだと思う

んです。例えば何とか生き残ったというかやり続けたカップルのその姿勢

みたいなお話を聴くとか、どういう手を使ったかとか、それがすごく参考

になるのかなと。いや他の人でもこういうふうに戦って大喧嘩したのを聴

くだけで、うちはノーマルなんだと思う、それでもいいと思う。 

 

D委員   参画センターだけじゃなくて、幼稚園とか保育園、小学校とかでやって

はいかがですか。 

 

会長    市民参画センターが本来のそういう活動があってもいいのだけれども、

そこから子育てを奪われているから機能しないんだよね。子育ては子育て

の部局が別にあるので。ワーク・ライフ・バランスもやっているけど、そ

の中から子育てと介護が別な部署がやることになっているので、機能して

ないのが弘前市の実態ですね。 

  本当は「まち・ひと・仕事」の全体を見て、弘前市は裕福ではないから   

上手に男女共働きをするシステムをしないと楽しく暮らせないわけだか

ら、そういう家庭モデルをいかに弘前市で実現するかと考えるといろんな

プランが出てくるけど、予算的なものがバラバラなんでそこが残念なとこ

ろです。 

 

D委員   市の子育て担当のところというのは、男女共同で子どもを育てましょう

という意識はどれくらいあるんですか。 

 

会長    ないでしょう。 

 

D委員   私、結構子育て支援課に行くんです。行くんですけど、保育園の入園手

続きとか、昔ながらの母さんがどうやって自分が働いて、家事、育児を両

立できるかということしか見てない感じがして、そこに任せておいたらパ

パたちは参加してくれないのじゃないかなと思います。 

 

会長    やっと、イクボスのセミナーをやったりとか、少し企業に働きかけると

いうのがあるんだけど、企業という言葉が出てくると今度は商工の話にも

なっちゃうし。残念ながらあそこは市民としての子育てがメインですので。

非常に重要なんだけど、人口減少の問題もここが元にもなるし、やっぱり

働きながら子育てもできてハッピーに暮らせる町をつくらなきゃいけない

んだけどね。 

 

B 委員   結局子育てでつまづくと思います、ほとんどの女性は。私も何回もやめ

たかったからわかります。 

 

会長    そういう意味では、本来の「男女共同参画」という言葉よりも、まだ「ワ

ーク・ライフ・バランス」の方が適しているかもしれないですね。なんか

昔の「男女共同参画」というと男がちょっと威張っている、女の人も社会
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参画するんだというイメージがあるけれども、それよりも目の前の生活を

どう成立させるかということの方がケアしなければいけない支援事業とし

ては多いかもしれません。 

 

      最後にもう1回質疑応答取りたいと思いますが、進行上今までのコメン

トにちょっと関係するところがありますので、パブリックコメントの方の

説明をお願いします。 

 

事務局   「パブリックコメントについて」の説明 

 

会長    昨年、プランの一部改訂が公開されたことで性的マイノリティに関する

パブリックコメントをいただきましたが、確かにこのことは男女共同参画

プランでは全く触れていないですね。どうでしょうか。前回の話の中でも、

そういう心と体が一致しない人がいると、日々のトイレどこに行ったらい

いのということでも悩む。障害者用トイレという表示を多目的トイレにし

て、看板1個でも2個でも書き換えられればという話をさせていただきま

したが、弘前市は、まだ男同士、女同士結婚できる市にはならないですよ

ね。たぶんこういう意見される方の一つの到達点としては、人権の問題で

そういうところがあると思いますし、認めている市町村もあるから。 

うちにも男女共同参画を専門にやられている先生がいらっしゃるので

すけれども、統計的には７％くらいの人が多分そういう性的マイノリティ

ということで、小学校でも中学校でも1クラスに1人か2人は、本人が

気づいているかいないかはともかくとして、そういう素養を持っていると

いうことがあるので、なかったことにするのは本当は好ましくないでしょ

うね。当事者にしてみると深い悩みがある問題だと思います。 

 

D委員   私は女子高だったんですけれども、クラスにそういう子がいたりして。

もし自分の子どもがそういうふうになったら、隠して生きたり、いじめら

れたりするのはすごい忍びないです。 

 

会長    人としてちゃんと生きていけるかなと思うとね。でも今のところでは市

の計画の中には入っていないということで、すぐには反映させられないと

いうことと、逆に重要な案件であるだけに２９年度の改訂に合わせて前向

きにじっくり議論していくということでよろしいでしょうか。本格的にも

っといろいろと考えていかなければならないので。 

ではこのパブリックコメントを受けて、２９年度以降で審議していくこ 

ととします。 

      次に案件の３番目、「弘前市男女共同参画プランの進行管理の強化につい

て」説明をお願いします。 

 

事務局   説明  

 

会長    皆さんどうでしょう。 

 

C委員   この会議でもどかしいなと思うのは、担当の方がいないで議論をすると

いうことなんですよ。できれば担当の方に来ていただいて直接話しする機
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会があるとすごく実のある議論ができるのではないかなと思います。 

 

事務局   それは私もすごく思います。実際に何年か前に、次世代育成計画か何か

の審議会があり、その時は関係各課から一人か二人くらいずつ出てきてい

ただいて会議をやっていたことがあります。委員さんから質問が出れば担

当課の方がぱっと答えてくれて凄いなと思っていたんですが、是非そうい

うのが実現できればいいと思います。 

 

C委員   全員は必要なくても、「次回の会議でここが聞きたい」というようなこと

があれば、その担当の方に来てもらうとかでいいじゃないですか。 

 

会長    「ワーク・ライフ・バランス」は「まち・ひと・しごと総合戦略」に関

係するところだし、今そこが企画みたいな動きをしているでしょう。そこ

の人には来てもらった方がいいかもしれないですね。 

 

A 委員   さっき先生がおっしゃったように、それぞれバラバラになっていると。

似たようなセミナーを別々でやったり、これはこっちでしょう、いやそっ

ちでしょうとか、結構やりにくいでしょう。皆さんそうやって集まると、

機運が高まるのじゃないですかね。 

 

会長    県や青森市のように男女共同参画センターを指定管理者にすると、子育

てがそこに外注してもいいし、市民参画センターが外注してもいいし、人

口減少の「まち・ひと・しごと」も自分でやると大変なので下請けに出し

てとか。下請けに出す先が明確になっていれば、多分そこで取りまとまる

んだと思うんですよね。ほんとはそういうのが市に１部局あればいいんだ

けど、それは難しいと思うのでね。他の仕事もいろいろ活動しながら、全

部市役所で取り組んでいくとなると、市の男女共同参画、ワーク・ライフ・

バランスは進むのかなと疑問には思うんですけれども。今一番致命的なの

は、子育てと市民参画センターがちょっと壁で分けられているというか、

なかなか一緒にできないじゃないですか、ベクトル違うんでね。ＰＤＣＡ

回していいんだとなったら大変な話になっちゃうんでね。ＰとＣと全部一

直線に回っている話ではないので。でもこれはもちろん進行管理していか

なければならないと思っています。なので今ご意見いただいたとおり、全

く担当部局と別なところで議論しても仕方ないので、関係部署に各一人来

ていただくとか、あるいは１回自己評価を見させていただいて、第２回の

会合の時にヒアリングに呼ぶ制度だったり、あるいは自己評価欄のほかに

懇話会の評価という欄を設けて、男女共同参画の視点からチェックして、

あなたのところはＡと言ってるけど全然Ｃなんだけどとか、ＰＤＣＡを回

していくために、この２９年度計画のところに少し考え合せながらと思い

ます。着実に一歩一歩男女共同参画について、他部局とも連携して進めて

いきたいと思います。 

あと皆さんからフリーに何かどうでしょう、ご意見等いただければと 

思いますが。 

よろしいですか。じゃあ、司会の方にお返しさせていただくことにして、  

第３回の会議については、また日程調整してご案内いただければと思います。

ご協力ありがとうございました。 
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司会   皆様、長時間にわたりありがとうございました。以上をもちまして第２回

弘前市男女共同参画プラン懇話会を閉会いたします。なお会長からもありま

したように、第３回の会議につきましては、これから日程調整して、改めて

ご案内いたしますのでよろしくお願いします。 

 

＜閉会＞ 


