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弘前市男女共同参画プラン懇話会第２回会議 

 

１ 開催日時  平成２７年２月１９日（木）10:00～12:00  

 

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 欠席委員  なし 

 

５ 事務局   市民文化スポーツ部長 蒔苗 貴嗣 

        市民協働政策課長   大澤 浩明 

        同課参事       菅野 昌子 

        同課主幹       白戸 麻紀子 

        同課主事       水口 真由美 

 

６ 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の達成状況 

             及び主な取り組みの実施状況に係る点検・評価   

 

【開会】 

課長     弘前市男女共同参画プラン懇話会第２回会議を開会いたします。 

本日はお忙しい中ご出席いただきありがとうございました。本

日は前回の第１回の会議で説明いたしました本プランの成果指標

の達成状況及び主な取り組みの実施状況についての点検・評価と

いうことで審議していただきます。では、小磯会長、議長をよろ

しくお願いいたします。 

 

【案件】 

会長＝議長  議長を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。

それでは次第に沿って会議を進行したいと思います。 

本日は本プランの成果指標の達成状況及び主な取り組みの実施

状況に関して委員の方々のご意見やご提言をいただいて本懇話会

の点検・評価結果として取りまとめたいと考えております。 

初めに事務局からの資料の説明をお願いいたします。 

 

事務局   〈前回の会議で出た質問への回答を資料に沿って説明〉 

      〈資料「弘前市男女共同参画プランの進ちょく状況の自己評価の

概要」の見方の説明、基本目標Ⅰの説明〉 

 

Ｂ委員    基本目標Ⅰの「政策方針決定過程の男女共同参画促進」という

目標に対しての成果指標が審議会の公募実施割合となっています

が、議論として根が深く大きい話なのは、市の女性職員の管理職
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への登用促進についてだと思います。これまでも議論があったの

で、この点についても評価と対策をしていかないと、目に見える

ようにしていかないと進まないのではないですか。 

 

事務局    女性の登用に関する指標を新たに設けたほうがいいというご意

見でしょうか。 

 

Ｂ委員    そうですね。 

 

事務局    取れない数値ではないので、そっちの方が分かりやすいとなれ

ば、そういう意見でもって、来年度から検討していきたいと思い

ます。 

 

会長     点検・評価するにあたり成果指標をどうとらえるか、指標とし

ては審議会の公募だけがあがってくるというのは、何か理由が過

去にあるのですか。これは基本目標Ⅰの評価とするにはごく一部

でしか過ぎない。何を点検・評価するのかということではやはり

基本目標Ⅰ全体についてですよね。 

 

事務局    客観的に評価できるものの方が、評価はしていきやすいため、

成果指標にしたと思われます。まずは審議会等へ参加しやすい状

況を作らなければというところだと思いますので。 

 

Ｂ委員   ２２年度に１９％ですので。 

 

事務局    そこからはかなり進んだかと思います。 

 

会長     基本目標Ⅰの中の複数の取組みの中で数値として見やすいもの

をピックアップし、そこから先ほかの項目が全く消されてしまう

ということでは点検になりえない。 

一部しか取り上げていないけど全体像としてはどう評価すれば

いいのでしょうか。 

 

事務局    これは私の推測ですが、当時の議論としてやはり５６％という

数値を１００に近づけるということをまず先にやろうとしたので

はないかと思います。 

もう１００％になっているので、例えば審議会における女性委
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員の比率や市職員の女性の管理職の比率を指標として検討して設

けるということは一つの改定のパターンかなと思います。 

 

会長     複数の取組み項目に対するＡＢＣが並んで、総合的にどうだと 

いう点検がスタンダードだと思いますが、指標を１個にしたとい

うこの理由がほしい。指標として都合のいいものをピックアップ

しているわけではなく、特に重点管理項目としてやるという理由。 

 

事務局    基本は各目標の中の主要なものを成果指標として設定し、その

進ちょく状況を点検・評価していく。１個１個の取組み状況につ

いては、参考にするということです。 

 

会長     プラン策定から年月がたち時代の流れで、前はあまり重要では

なかったのに今は重要だという取組みもあると思われますが、ま

ずは、各目標の中の重点とされていた過去にピックアップされて

いる指標については点検を確実に見ていくという理解でよろしい

でしょうか。 

基本目標Ⅰの成果指標である審議会における公募委員の割合は、 

２４年度から１００％ということで、その基礎固めはしっかりや 

ったということですが、この場で点検確認をしたいかと思います。

公募についてのご意見等ありますか。 

 

Ｄ委員    私が申し込んだときに、応募者が二人だったと伺って、ちょっ

とびっくりしました。何十人も何百人も応募が殺到し、その中で

選ばれたということであれば、このシステムもよりよくなるのか

なと思ったので。応募の数自体をもっと増やしていけたらいいと

思いました。 

 

会長     まずは公募で選ばれたというのはよくできているが、それをも

っと実のあるものにしていくためには、公募に応募してきた総数

を増やしていくという段階に次のステップはあるべきではないか

とそのようなご意見ですね。 

 

Ａ委員    以前やはりプランを作る段階で、意見を求める場所に女性がい

ないということが随分話になり、そこが強調されたのかなと思い

ました。こんなにすぐに１００％になるとはその時は思っていな

かったのですね。 

 

Ｂ委員    再確認ですが、公募を実施するけれども結果に関してはある意 
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味まったく、かたちですよね。かたちとしてＰＲしましたってい

うのと、本当に社会を動かそうと大々的に宣伝しコマーシャルを

流し浸透させようとするのは大きな違いがあると思う。これはす

ごく測りづらいですけど、そこを本当に測り始めないと。 

 

Ａ委員    広報の仕方をもう少し変えていくっていう方法とかはできるの

ではないでしょうか、具体的に。 

 

Ｄ委員    広報で見ると小さく書いてあるし、私なんか行けるのかしらと

思って、たぶんみんな止めてしまうと思う。そこで一歩進んでそ

のための勉強会をやりましょうとか、その前段階としてみんなで

応募に向けていろいろ下地を作りませんかという働きかけとか、

とどまっている人をさらに一歩動かせるような、本当にみんなを

公募に引きずり込んでくるようなアプローチがあると、形だけで

はなくてより実質が伴ったものになると思います。 

 

事務局    候補者を増やすということですね。 

 

Ｄ委員    広報ひろさきなどに公募を出すと市民の皆さんが見るからそれ

で公募の形はとっていると思いますが、そこで動けるのはたぶん

すごい関心を持ってきた人とかに限られて、ちょっと興味がある

という人はなかなか動きづらいと思うし、でもそういう人たちが

大半だと思います。より実質をともなった公募制度を確立するた

めにそのためのアイディアを市民から募集してもいいと思います。 

 

事務局    今のこの１００％の質感ですね。要は公募して１人しかいなく

て１人なのか。１０人応募して、ああでもないこうでもないとい

う議論の中からこの人を選んだのか。 

 

会長     では懇話会として点検評価の結果については、皆様のご意見を 

集約しますと、指標の達成状況については概ね妥当であるという

ことで、意見としては、さらにその中身、いろんなかたのご意見

等を取り入れられる審議会等にしていくために中身を考える余地

は残っているということにさせていただきます。 

基本目標Ⅰについては公募することだけがすべてではなく、時

代とともに他の要素が重要性を増しているのであればこれをずっ

と追いかけるかどうかはまた別な審議で、ほかの目標との絡みで

どちらを優先するかというのは別な検討をしていくというような

かたちでしょうか。 

続きまして、基本目標Ⅱです。 
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事務局   〈資料基本目標Ⅱの説明〉 

 

会長     成果指標の達成状況で、２３年度から同じアンケートの数値を

取っているのに、２５年度だけそのほかに地域経営アンケートの

結果も持ってきてしまう理由はなんでしょう。 

 

事務局    市の経営計画ができたので、経営計画の作りに合わせた設問の

配置の整理をしたもの。アンケートの回収方法などが市民評価ア

ンケートと変わっています。今後はこの地域経営アンケートを実

施していき、その数値を使ってまいります。 

中の設問はほぼ変わっておりません。要は回収の仕方が郵送で 

のやり取りから統計調査員が毎戸に配って回収していく方法に変

わったために非常に回収率が高い状態になりました。 

 

会長     まず率直に言わせていただくと、市民評価アンケートの結果が

ないならば、このアンケートに替わったということで何ら問題は

ないと思いますが、２５年度に同じ土俵の市民評価アンケートの

結果があるので、そちらの数値が優先されるべきだと思います。      

市民評価アンケートで見ると、残念ながら目標の５０％は超え

ずに２５年度は４７．２％だった。これが軸足で、しかしこれか

らもっと広い意味でアンケートを取っていく地域経営アンケート

を見ると５０％を超えていると、確実に成果は出ているというふ

うな表記にしたほうが正しい評価ではないかと思うのですが。 

 

Ｄ委員    私も賛成です。パッと見ると、上がっていると思ってしまうが   

よく見たら違う。なんでそういう書き方になっているんだろうと。 

 

事務局    次回の会議までにはこの地域経営アンケートの５１．１という

数値の年代や性別ごとの数値も出てくるとは思います。 

 

会長     市民評価アンケートが継続してある以上は同じ土俵で見ていか

ないといけないので。 

５０は超えていないけれども今後どのようにするか。２８年度

までに５０％を超えるということですけれども、超えていないけ

れども、これは終了してもいいくらいだと思います。なぜならば

別なアンケートでは５０を超えているから。達成できているとし

てもいいですけど、土俵を変えられてしまうと、逆に超えていな

いと判断されると言われてしまうので。委員のみなさんのご意見



 6 

としてどうでしょうか。５０％を超えていないとダメだという理

由はありますか。 

 

事務局    特にないです。 

 

Ａ委員    目標は２８年までなので。 

 

Ｃ委員    あせらなくていいと思います。 

 

会長     超えていないけど、来年やめてしまうならやめてもいいと思い

ますね。超えていると判断できるとしてね。なので、このカッコ

書きを入れ替えていただいて、かっこの中を上にしていただいて、

別なアンケートで５０を超えたとしていただく方が素直かなと思

います 

     基本目標Ⅱとしてはもっと広く１２個の課題があったかと思い

ますが、１２個についてほかの意見等ございますでしょうか。よ

ろしいでしょうか。 

 

Ｄ委員    男女共同参画社会というのは男女だけではなくて例えば外国人

の方や高齢者の方たちの多種多様な考え方を認め合える社会だと

思う。そういう社会になってきているのかどうかを測る何かが欲

しいと思いました。いろんな考え方の人をお互いに、私は違うけ

どそういう考え方なんだねと言い合えるようなそういう社会を目

指して、何かできたらと思いました。 

 

会長     男女という一つの決まったことではなく、さらにもう一歩上の

概念で、いろんな考えを持っている人がいることを許容できる社

会、多様性のさらに上ぐらいのことだと思います。 

この基本目標Ⅱ「男は仕事女は家庭に同感しない」という指標

は、ほぼ達成できていると思うので、今後は男女の問題に限らず

ダイバーシティとか、多様性とかいろんな考えを持つ人を許容で

きる社会に向けての検討があるといいなということですね。 

 

Ｄ委員    そうです。 

 

会長     まず基本目標Ⅱの成果指標については、アンケートの数値をど

っちを取るかということがあるので、継続して市民評価アンケー

トの結果４７．２％を主にとらえていただいて逆に５１．１は小



 7 

さいかっこ付きにしていただくと。 

そして懇話会としての評価としては４７．２という結果である 

が、別な地域経営アンケートの結果を見ると５１．１ということ

で、当初の目標を実際は十分達成できていると思われるというコ

メントを付けさせていただいて、さらに男女の観点のみならずダ

イバーシティ（多様性）というようないろいろな考えを持つ人が

それぞれ生活できる社会に向けて検討していくべきであるという

ところでしょうか。 

続いて、基本目標Ⅲの２つの指標について何か追加のコメント

等があればお願いします。 

 

事務局    〈資料基本目標Ⅲについて説明〉 

 

会長     指標は２つございますが、どちらかでも両方の意見でも結構で 

す。やりやすそうな男性職員のことからでもよいですし、先ほど

追加でデータを提供していただいたように扶養手当の申請状況か

らすると２４年度は対象になる男性が２５人、２５年度は４７人

もいましたという結果をいただいておりますが、いかがでしょう

か。 

 

Ｃ委員    前回の議論の中で、初めて知ったんですが、育児休業が無給で

有給の休みを取っても給料があるからそっちをとるというお話を

聞いてなるほどと思いましたが、そうするとこの指標自体がちょ

っと本当にいいのかということになってくる。 

例えば残業しないで６時までに帰る人の割合とか、早く帰る人

もしくは遅く来る人とか、いわゆる育児に関わる時間を使ってい

る職員の割合というものが出てくれば、無理くり育児休業という

枠にはまらなくても評価をちゃんとできるかなと思います。 

 

会長     深いですね。たぶん、そういう指摘の通りのことが出てくると

思われます。有給休暇取得や残業しないことによって育児に参加

している男性職員が多数あると思われると、実は育児休業をとる

ことに大切さがあるわけではなくてワークライフバランスとして

男性も関わっているということをうまく拾っていくということ。   

まとめると、育児休業取得者数としては達成できていないが、

今後はどう育児・家事に参加できているかを見ていくような指標

が検討されてもいいのではないかということでしょうかね。有給

休暇なんかはすぐ分かるでしょうね。 

 

Ｂ委員    残業しない職員も多数いると思われるというのは大きなクエス

チョンマークなのですが、実際そのように子どもを児童館に迎え
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に行くからと早く帰っている男性職員はいますか。 

 

事務局    たまにはあるかもしれませんが。 

 

Ｂ委員    前回もＰＴＡのお話はしましたが、育児休業を取るよりは残業

しないで早く帰るとか、ご家庭に小さい子どもがいるところは男

女ともに残業をさせないとか、残業していたらいけないじゃない

っていうポリシーはどうですか。 

 

会長     法律的には残業させないということは働く権利を奪うから強制

できないです。法律上は、子どもが３歳になるまでは本人が残業

したくないと申し出れば使用者はさせてはいけない。でも本人が

残業したいという場合には「させてはいけない」は権利はく奪に

なってしまう。本人の希望です。 

市の就業規則ではどうなっているかわかりませんが、弘前大学

は小学校入るまで手を上げれば残業をさせてはいけないのですが、

企業さんでも進んでいるところは法律の３歳ではなくて小学校ぐ

らいまでプラス上げているところもある。させてはいけないとな

るとこれまた逆な反発が。本人はしたい、ミルク代を稼ぐとか。 

 

Ｂ委員    でも社会は、はい私は早く帰りますということを許さない空気

であるのが現実。日本の社会では、いわゆる尻に敷かれてという

イメージがあり、笑いものですよね。要するに社会的な、英語だ

ったらリディックそれが見えない測れないものですが、それをど

ううまく変えていくか。 

 

Ａ委員    働く人というのは、生活がかかっているから、休んだほうが制

度として得になる、優遇されるとなると空気に関係なく「はい」

と手を上げます。だけど今の状態だと収入は減るは周りからは冷

たい目で見られるはでいいことが一つもない。じゃあ奥さんに頑

張ってもらおうという仕組みがもうできている。だから働く人が

そっちの方がいいことあるよとなったら絶対そっちに行く。そう

いうところにうまく持っていくシステムさえあれば、そんな数年

といわずすぐ実現できる。働かせてはいけないというのが有権無

実の法律になっているというところが問題ですよね。だれも利用

しない法律。 

 

Ｂ委員    だから、さっきも話に出ましたが、育児休業とれますよという

貼り紙をペロッとつけても実際はぜんぜん機能していない。機能

させる、法律にひっかからない、意識を植えつける方法として何
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かないんですか。 

 

Ｃ委員    育児休暇が有給になればとりますかね。 

 

会長     ２年間で有給休暇はなくなりますが、その積立ができますよと、

子どもが小学校に入るまでの間の人だったら育児関係の有給休暇

として給料は減りませんよということになると、昇進昇格につい

ては少し不利になるかもしれないけれど、給料が減らないんだっ

たらそうしようという人は多くいると思います。 

 

Ａ委員    経営者の立場からすると人がいない部分にそこに補てんしなけ

ればいけない。給料が発生するわけで。働いていない人に給料を

かける。それは将来に向けてのその人材を手放さないための投資

であると考えられるぐらいの体力が今の企業にあるかどうかなん

ですよ。それができる企業がどれだけあるか。 

 

会長     経営者の立場であれば積み立て有給制度みたいなものを作った

ときにメリットがないわけではないですよ。積み立てられると思

えばみんな使わないから。独身のうちは「おれ来年結婚する」と

思ったら、来年結婚したら再来年子どもが生まれると、この２年

間で有給を１日も使わないでためておこうとバリバリ働く人がい

る。だから有給積み立て制度というのは従業員にとって有利であ

るだけではなくて逆に有給を使わせない制度でもある。 

もう１回整理させていただくと、育児期の男性職員の働き方を

もう少しきちんととらえる指標がほかにあるはずだということは

出てくるかもしれません。特にその有給休暇、残業の利用状況に

ついては、一回調査をしてみる価値はあるだろうということはあ

るかもしれません。 

先ほどの話の中で、間違えたのは男性でも子どもが３歳になる

までは手を上げると残業ができないというのではなくて、３歳ま

では６時間勤務が許されるということでした。小学校に入るぐら

いまでで確か法律上残業が免除になるという義務があったと思い

ます。それで２人目の子どもが生まれると、けっこう長い期間十

数年ずっと残業しない、そういう権利はある。意外と法律は知ら

れないうちに進んでいるんです。ただ利用できる雰囲気にあるか

どうかはまた別な問題。 

あとせっかく調査していただいて、２５年度４７人ほどいると

いうことなので、やはり育児休業だけではなく、ここをもっと突

き詰めていかないといけないと思います。 

 

Ａ委員    調査をすることによって、この４７人のかたの意識も少し前に
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進む可能性もあるかと思います。 

 

会長     そうですね。調査をするだけでも意識が変わる可能性がある。

では、懇話会としての点検・評価の結果について、皆さんのご 

意見を集約しますと、達成できていないのですが、市の自己評価

としては概ね妥当であると考えつつ、育児休業のことについては

十分とは言えないと、ただし育児休業だけではないので育児期の

男性の有給休暇や残業等をもっと別な指標から別な機会に調査で

きればそういうことを検討していくべきであるということにした

いかと思います。家族経営協定のところには特に触れることはな

かったのですが、これは達成できているということで、妥当とい

うことでよろしいでしょうか。 

では次に基本目標Ⅳです。事務局より説明するものがあれば 

お願いします。 

 

事務局   〈資料基本目標Ⅳについて説明〉 

 

Ｃ委員    自主防災組織の結成率を取り上げたのは、確か地域の中で暮ら

す一人暮らしのお年寄りだとか障がい者のかたとかいわゆる社会

的弱者のかたも漏らさず防災対策をとろうということでピックア

ップされていたので、自主防災組織の結成率というのは地域社会

の多様性とか、みんなが参画できる社会にとって大事なことだと

思っているのですが、その結成率が伸びないのはそのメリットと

いうか違いがみなさんよく分かっていなくて、例えば自主防災組

織にするんだと町会長が言っても、「うちのところはそこさ逃げれ

ばいいんだべ」っていうぐらいでしか思ってなくて、じゃあ作る

必要ないんじゃないかという話になる。そうじゃなくて地域をみ

んなで顔見知りだからそれで救うんだというような話になってな

い。消防団がいるからいいというのも同じようなことですよね。

だからその辺の違いをもうちょっと詳しく丁寧に説明してあげる

と結成率というのはぐっと上げってくるのかなと思っていました。 

 

会長     ほかいかがでしょうか。基本的なことですが、女性消防団員数

というのは別に女性だけで組んでいるわけではないのですね。消

防団があってそこに女性が何人かいて、女性だけのチームがある

ということではないのですよね。 

 

事務局    実は、これは女性だけのチームの話です。消防団でも全国でい

ろいろパターンがあります。各分団、前回１１１あると言いまし

た。この女性消防団、この３０の枠組みというのは実は本部の方

に位置付けられておりまして、要は火災予防活動とか子どもに対
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する教育とか、いろんな巡回をして、予防活動のためにいる消防

団員で、ホースを持って男性と一緒に活動している数ではないで

す。 

 

会長     啓発的な活動を含めて、どっかのおじさんに台所入ってこられ

て、これじゃ危ないぞと言われてもピンとこないけれど、女性の

詳しいかたがきて、家庭とか子どものありかたとかの話をすると

効果がありますよね。 

 

事務局    もちろんポンプの扱いとかもやることはやりますが、実際に地

域で火災があったら後方支援部隊になります。実際にポンプを持

ったりはしません。交通整理とか、後方支援に当たるかたちにな

ります。ですから地域の中の分団の定員数には入っていません。

今回定数が膨らんだのはどこかの地域の男性団員の数が減って、

この女性の定数を増やしたということになります。 

 

会長     男女共同参画社会において後方支援が女性だというのはこれ大

丈夫ですかね。 

 

事務局    そこら辺は議論していただきたいと思います。この指標は私も

少しひっかかるところがあるので、前回もお話しましたが、定数

も上がったということでお話しましたが、全国では普通に女性が

分団の中に入って活動している消防団があります。 

 

会長     個人的な意見ですが、みちのく銀行さんがワークライフバラン

ス、女性の活躍が進んでいると思うんですけど、もちろん男女別々

にすることはよくないけど、女性チームでいろいろ仕事の面で細

かく見ていくといいアイデアも出るみたいですよね、ちょっとし

た銀行のおまけの袋のマチを広くすると子どもの外履きの袋にあ

とで使えるよとか。だから、たぶん消防のことに関してもこてこ

ての男性の世界だったところに防災、予防するという意味での女

性が高い能力を持っている部分について、日常の事前の予防、注

意点ということで活躍していただくと本当に意味があることだと

思います。男性だから女性だからと分けるわけではなく、女性が

持っているスキルというか逆に火事なんかは台所のところから出

ることもあるから、男性が気が付かないようなところできちんと

予防として活躍されると、スキルが発揮できることがきっと多い

のだろうと思います。 

 

Ａ委員    この自主防災組織結成について、実施内容を拝見するとけっこ



 12 

う研修会をやったり情報発信をしたりということで努力されてい

るのが見えるのですけれども、伸びない理由を、何かお感じにな

っていることはあるのでしょうか。 

 

Ｃ委員    自主防災組織について防災安全課から来てもらって出前講座を

受けましたが、自主防災組織を組織すると備蓄の食糧だとか設備

に補助が出ますよと説明するんですけど、組織すること自体のメ

リットということが伝わってこない、響いてこない、地域に暮ら

す高齢者の人ももれなくみんなで守るんだというところがあまり

伝わってこないのかなと思います。 

 

Ａ委員    弘前ってあまり大きい災害というのがないし、地震もあまり揺

れないですよね。そういうことも原因になっているのかな。地域

性という意味で。 

 

事務局    自主防災組織は基本的に町内会をベースとして作ってもらって

おりますが、結成率が伸びない理由に、自主防災組織を作るにあ

たって書き物が多いため、お年寄りが中心になっている町会だと、

書類仕事はできるだけ避けたいということがあることと、弘前は

比較的災害に痛めつけられた経験がないので基本安心だという思

いがけっこう強いのだと思います。しかし、先ほどＣ委員がおっ

しゃっていたように自分だけいいでは済まないですし、危機感を

持っている町会もあります。市としては、これではいけない、自

主防災組織の結成率を高めていく必要があるということで、補助

の話も加えながら皆さんで共助していくというのがほぼ基本にな

りつつあるんですよ。役所は何でもできるわけじゃないというの

は我々も繰り返し繰り返し申し上げておりますから。ですからこ

こは手法をいろいろ工夫しながらも引き続き地域の安全のため、

男女だけではなくて地域に住んでいる皆さんの安全のために自主

防災組織の結成率を上げていく、そういう組織化を引き続き図っ

ていくという取り組みは非常に大事であるという思いを持ってい

ます。 

 

Ｄ委員    防災って考えると危機感がありませんが、例えば雪害、雪だと

危機感を感じるのでそういったみんなが身近に感じるような危機

感も自主防災組織と結び付けて考えたらどうでしょうか。 

 

事務局    町会のイベントの中に避難訓練とかそういうものを組み込む町

会が出てきましたね。ですからただ単に避難訓練をやるのではな

くて夏まつりと避難所の開設訓練や炊き出し訓練を組み合わせる

とか。そういう参加しやすいようにしながら災害発生時に自分た
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ちができることみんなで助け合うことというのを実体験すること

によって意識がずっと定着していくのかなという気がします。 

 

会長     防災、地域コミュニティの話も重要なところがありますよね。

一緒にするか分けるか、なかなか難しいところはあると思います。 

 

Ｂ委員    今、雪ということで、県外から来ると、あれだけ危ないものは

ないと。留学生は雪道を見ると目が点になっている。こんな危な

いことどうして許されるのということをよく聞かれます。 

 

Ｄ委員    分かります。私も雪をぜんぜん知らないところから来たので雪

が盛り上がった上の方をおばあさんが歩いていたりとか、雪道を

自転車が走っていたりとか、本当に怖くて。 

 

Ｂ委員    実際、車を運転していてどうして人が真ん中を歩いているのと

思っても、歩道に雪が積もって歩くところがない。 

 

Ｄ委員    ねぷた村のところとか歩いてると、大きなつららが落ちてきそ

うとか。 

 

Ｂ委員    それについてのコミュニティで協力とか安全なまちづくりとか

いうのはありますかね。 

 

Ａ委員    屋根から落ちたり、落ちて流されたりとか、毎年、雪害で亡く

なられる方がいますよね。 

 

Ｂ委員    どちらかというと雪害の方が、私たちの生活に身近、すべての

人に身近だと感じます。 

 

Ａ委員    屋根に上がったお年寄りが危ない。そんなときボランティアな

どを利用したやり方で変えていくことができる、目に見えて変わ

る部分。そこから入っていくと組織化も進む可能性はありますね。 

 

会長     もしかすると防災に除雪を絡めるとみんな逃げるのではと思え

るけど逆に除雪をやんなきゃいけない、高齢者だって一人暮らし

が多いし、その中で防災をうまく逆ジョイントすると地域コミュ
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ニティとしてはうまくできる可能性があるかもしれないですね。 

 

Ｂ委員    どうして弘前市内、あのひどい道が除雪されていないのですか。

お金ですか。信じられないですよ。職場の駐車場に入るためにこ

れだけ危ないところ運転したくもない。こういう道を運転しなく

ちゃいけないのが信じられないというか。それが今日はたまたま

除雪車が間に合わなかったじゃなくて、３日も４日も同じ状態で

除雪されていないっていうのはやはりお金が足りないのですか。 

 

事務局    そういうことではないですね。道路がどこの管理下にあるかに

もよりますけれども、市が直営でやっている部分は非常に少なく

て、基本は委託をした業者さんの判断で出るんですよ。目安は決

まっており、午前０時の段階で積雪１０センチで出なさいと。地

域によって岩木山麓なんかは頻繁に出てます。雪多いですから。

しかし市の南の方はどちらかというと雪が少ないので出動回数は

少ない。お金がないからやめましょうは雪に関しては言えないで

す。辛抱するところはしますけれども、除雪に関してはお金がな

いからここで終わりということはないです。今年も予算的には 

１６億までいってて、たぶんあと何億かは追加をして２０億近い

除雪費を最終的には計上することになるだろうとはみています。

Ｂ委員のいつも通っている道が、どなたが管理してて、そこの除

雪をどうやるかということになっているかですよね、たぶん。 

 

Ａ委員    雪害対策といっても、災害にはなっていると思います。毎年被

災しているのと同じ。台風が来ない代わりに毎年雪が降ります。 

 

Ｂ委員    あれだけ危ないのに意外とみんな仕方ないんだよねという空気

ですよね。仕方ないのは確かですが、対策に関してはもっとしっ

かりやってほしいと思います。 

 

Ａ委員    昔は雪切っていうのを私の父の世代ぐらいまではやっていたか

な。除雪しないから圧雪されて本当に氷になってしまう。それを

今日はここの町内はやるぞと男手は仕事を休んで出なければいけ

ないという暗黙の決まりがあって、出ない家というのがないくら

い。天気がいいから会社に行かないでやるということができた、

ゆるい時代ですね。本当にいつの間にかなくなっていましたけど。 

 

事務局    要は道路除雪をやっていなかった時代ですね。降った雪はその

ままそこで連圧されていくんです。ただ車が増えてきて何が起き

たかというと、わだちができるんですね。これが対面交通で４本
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のわだちができるといいんですが、道路が狭いと２本だったり３

本だったりする。そうするとすれ違いができず、大変な渋滞にな

る。徐々に徐々に除雪をやり始めて今に至っているという状態な

んですね。 

 

Ａ委員    そのころはやはり町内会の結び付きも強くて、自分たちでやら

なきゃいけないでしょ。今はちょっと何かあるとすぐ市に苦情の

電話がいくっていう、そういう流れになってしまいますけど、昔

はそんなことで市役所に電話する人なんかいなかったわけですよ。

自分たちでやるっていうのが、自主ですよね。 

 

会長     最近排雪溝を作ったから、日にちを決めて水が流れるときに通

りの人が一緒にやっていますね。 

ではまとめさせていただきますと、基本目標Ⅳについては達成 

がまだできていないが、内容的にはいろんな研修をしたり働きか

けをしたりしてやっている努力は非常に評価できると。だがそれ

が実質の中身につなげていくための検討をしていかなければいけ

ない。かつ、この防災のみならず雪問題や地域コミュニティのこ

とも含めて複合的にこの防災のことを考えられるような案を今後

とも検討をお願いしたいというところかと思います。評価として

は十分達成できてはいないけれど市の自己評価としては妥当であ

るということでよろしいでしょうか。 

さて最後５番目ということになります。健康問題のこと、各種

がん検診の受診率と公共施設における受動喫煙防止対策の実施施

設の割合について。追加でご説明の方よろしいでしょうか。 

 

事務局   〈資料基本目標Ⅴについて説明〉 

 

会長     指標は２つ、がん検診と受動喫煙防止の件がございますが、ご

意見等はいかがでしょうか。確か統計上、青森は喫煙率高いんで

すよね。 

 

Ｄ委員    建物内だけではなくて次は外にみたいな。こないだ市長が道路

も禁煙にしたらどうかとおっしゃっていたと東奥日報で読みまし

た。 

 

事務局    施設によっては例えば市立病院とか敷地内、駐車場とかも禁煙

だったりしますね。 
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Ｄ委員    例えばねぷたまつりのとき、ねぷたの上でたばこを吸ってたり、

たばこを吸いながら歩いている人とか、ちょうど小さい子の顔の

前にきたりするので、すごい問題だなあといつも思っていたので、

建物内が１００％で達成できたら次という動きが何かあるのかな

と思って。 

 

会長     うまくいっていない弘前大学の事例をお話しますと、敷地内禁

煙なんですね、そうすると一歩道路に出たところでスパスパスパ

スパ吸っている。もっとも美しくない状態が繰り広げられていま

す。 

 

Ｂ委員    あれは学生がものすごく反発しています。日本人学生の問題提

起のミニスピーチによく出てきます。 

 

会長     分煙はもちろん必要ですし、公共の場ではよくないというのも

よくわかるんだけど、だからと言って単純に建物の次は敷地だと

いうのもね。工夫がないというか。かえってよくない状況になり

ますね。でもやっぱりご指摘のとおり公共の場という意味では、

おまつりで人ごみの中で歩きたばこをするのは決してよくないし、

ねぷたの上でもだめだと思うんですけど。 

 

Ａ委員    それはねぷたの実行委員会に意見を投じればすぐ止められると

思いますね。参加している、運営しているあいだは子どももいる

し、そういう姿を見せないことという決まりをつけて、そうじゃ

ない人は参加できないことにするということはすぐできると思う。

おまつりの実行委員の人の意識が変わればできるかなと、そこに

働きかければ影響があるかもしれませんね。 

 

Ｄ委員    おまつりの時だからというわけでもないですが、そういう時っ

て県外から国外からいろんな人が来るから、もう少し良くならな

いのかと。 

 

Ａ委員    今観光で弘前市は頑張ろうとしているところですから。おもて

なしということを呼びかける以前にそういうところに具体的に目

標を付けるのはとてもいいご意見だと思います。 

   今もう灰皿の数もどんどん減ってバスターミナルでもなくなっ

てきていて、それは抑止効果が少しあるのかなと、その代りコン

ビニの前とかは奪い合いですよ。でもそれはしょうがない。やは

り自由でもあるわけだから。徐々に絶滅していく。歩きたばこは

本当に禁止してもいいくらいだと思います。 
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会長     この目標Ⅴの一人ひとりの人権の尊重される社会における受動

喫煙については、観光地たる弘前市はきちんとエリアエリアにお

まつりの期間中吸ってはならない条例にして思い切り禁止しまし

ょうということだって目標Ⅴの中の範疇かもしれない。そんなこ

とになると大変ですけど。それが一人ひとりの人権が尊重される、

もしくはたばこを吸う人の権利というのももちろんあると思いま

す。 

 

Ａ委員    関連していますよね。がん検診は受けないは、たばこは吸うわ

という姿が見えてきますね。 

 

会長     そういう人に市はいっぱい医療費をかけてあげるわけですよね。 

 

Ａ委員    禁煙すると表彰されるとかないですかね。 

 

事務局    ねぷたまつりだけではなくて、さくらまつりが一番問題で、  

お城の中も実は喫煙できます。ですからまつり期間中にお城のな

かでの喫煙をエリアを限定していくっていうのは多分これから非

常に大事になってくる。ねぷたまつりの比じゃないですよ。本当

の満開のときの込み具合、そこでやはり歩きたばこをされると周

り中たばこを吸われないかたはその影響を受けると思いますね。 

 

会長     だんだん思い出してきました。います、います。さくらの時っ

てね。子どもの目線のところで混雑のなか、けっこういますよね。

たばこの持ちかたが悪い。 

 

事務局    さくらまつりが一番改善すべきイベントなのかなという気がし

ますね。 

 

会長     弘前市の象徴だしね。良くないですよね。 

 

Ｃ委員    議場は公共施設ではないのですか。 

 

事務局    議場の中では吸えないです。役所全体とすれば、庁舎の中は禁

煙です。議会の委員会室も禁煙です。ただ、議員の控室はこちら

の権限が及ばないところなので、そこで吸えるようにするか吸え

ないようにするかというのは議会あるいはそれぞれの会派の判断
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になる。そこは任せされているので、けっこうたばこを吸ってお

られる議員さんは今でもいます。 

 

会長     がん検診の各自の思いがどうかっていうアンケート調査でもし

ないことにはどうしてなのか理由がなかなかわからない。多岐に

わたる理由があると思いますが、いかがでしょうかね。 

ではこの目標Ⅴについて、皆さんのご意見を集約しますと、が

ん検診の方は達成できていない、受動喫煙の方は２４年度から 

１００％で達成できているが、今は建物内の受動喫煙の取り組み

が公共施設としてはもう少し視野を広く考えていいのではないか。

特にさくらまつりのお城の限られた範囲の中では喫煙についても

う一度考えてみる必要がないだろうかということをご意見として

出させていただければと思います。ほかの公共施設もあるけれど、

それ以外の建物外の公共施設というところに少し視野を広げてそ

の中でも特に弘前を象徴するさくらまつりのお城という限られた

エリアの中は少し検討すべきではないかということでまとめさせ

ていただきます。 

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴといろいろご意見がでました。ほかに全体

を通じて成果指標等についてご意見等あればお願いしたいと思い

ますがいかがでしょうか。 

 

Ｂ委員    ちょっと気になっていてお聞きしたいことがあります。 

今、人身売買ということについて、国際社会の中で日本という

先進国が問題視されています。要するに、発展している国の中で

人身売買を摘発するチェック機能がほかの国に比べるとなってい

ない、というふうにマークされています。 

こないだ一人ジェンダーを勉強している日本人学生を指導する

機会があり、そのなかで彼女がはじめいろいろ疑問を持って、女

性がある意味不利に見えてもこのシステムを日本人の女性はうま

く利用しているのではないか、それをかき回すのは意味がないの

かなというふうに考えていました。すごく真剣な学生なんですよ。

でもそういう方向にいってしまった。私はその時に彼女に言った

のは、自分としてはそれでいいかもしれない。けれども社会の中

であなたはとっても優遇されている女性。どんな時代を見ても女

性というのは２極限に社会に置かれていて、明治時代だったらそ

れこそ良妻賢母がいて、そして娼婦がいてと使い分けられている。

そのあと時代時代を見ると、それが必ずリプロデュースされてい

っている。現代はそれが消えているかと言ったら実際消えていな

い。あなたは日本で幸せな女性であると言ったら、じゃあ東南ア

ジアから流れてきている日本で働いている女性はどうなっている

のか気にかけたことある？それであなたは女性みんなが大丈夫だ

って言える？っていう質問を投げかけた。「うーん」と考えなおす。     

弘前市としてそういうのを視野に入れたこと今までありますかね。

実際弘前市ではどうなのかわからないので。警察はよく留学生を
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しつこく止めて尋問するんですよ。すごい怖いぐらい。とっても

雰囲気よくありません。留学生けっこうトラウマになって、私に

相談しに来ます。警察に何回も止められて。私の息子まで止めら

れたので。それを探っているのか、何か見えないどこかに何かが

あるのか、というような情報は市までは何も入っていないのです

か。それは警察の分野ですか。 

 

事務局    市では人身売買とかそういうものに対する取り組みをやってい

るかと言われると特には独自ではやっておりませんで、国とか国

に近いような機関で取り組んでいる啓発という部分での周知への

協力という分野にとどまっていますね。 

 

Ｂ委員    女性の立場っていうことを議論するうえになんか私たち普通の

生活をしていると忘れてしまう部分だと思うんですよ。鍛治町を

出入りしているある年代のお金を持っていそうな人たちはもっと

見えてくるのかもしれない。そういう見えない部分の社会という

のが統計上、実際に存在していて。弘前はどうかわからないです

けれども。 

 

事務局    セミナーとかではそういったかた、そういう方面の活動をされ

ている女性のかたに来ていただいて、お話をしていただきました。 

 

Ｂ委員    忘れちゃいけない部分。どこか絵の中にその存在があって、遠

い昔の江戸時代は娘たち売られていったんだよねっていう、そう

いう昔の話じゃなくて、現在そういうことが起き続けているとい

うことに目をつむりながら女性の立場について議論することはい

けないと思います。 

 

事務局    市民協働政策課は安全安心という市の業務に携わっておりまし

て、警察署の生活安全課といろいろやり取りして、市内で発生し

ている事件・事故あるいは女性をねらった犯罪とか、そういうも

ののやり取りの情報はいろいろやっていますので、その中でも人

身売買のことについて非公式ですけれども、そういう情報がどう

なっているのかはちょっと聞いてみたいと思います。言ってくれ

るかどうかはわかりませんが。でも我々の中ではほぼ情報がない

部分です。 

 

Ｂ委員    一般的に話題に上がらないじゃないですか。 
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会長     弘前ではもうからないから目にしないだけで。弘前がそういう

人身売買の供給源になっているということはゆうに想像できます

よね、経済的に厳しいから。ただ働く場所は鍛治町じゃないから

我々気が付かないけれど。外にでているということはあり得ると

思います。その芽を放置していいかと言ったら決して良くないか

ら。 

 

Ｂ委員    日本はとっても平和で女性たちはある意味大切にされている中

で、大切にされている人はそうだけれども同時に何が起きている

のか、あなたが幸せだからこの国に暮らしている女性が全員幸せ

だっていうことにはしたくないという思いです。 

 

会長     今ご意見いただいたことに関連して、人身売買ではないですけ

れども、奴隷のように働かせるということに関しては日本はかな

り海外から怒られています。 

いわゆる３年間ぐらい雇用じゃなくて研修制度で働かされてい

て、雇用じゃないから最低賃金も守られない。でも使用者に「い

やだ」と言ったら国に帰らないといけないわけですよ。国内で転

職もできないから、反抗したらそのまま首になる。非常に海外か

ら怒られているんですね。でも背に腹は代えられないということ

でやっている。東京とかの工事だけじゃなくて地方にも出てくる

し、弱い立場の女性の方も研修の名のもとに劣悪な環境で表に出

ないように使うということもあるようなので、そこにも人権を守

るための注意が必要ですね。 

そういう時代とともに何年か前に決めたことの指標以外のこと 

についてもやはり時代とともに注意しなければいけないという点

はあるということのご指摘がありました。 

それではそろそろお時間ですので、本懇話会の点検・評価の結

果や頂戴したご意見等の取りまとめは事務局にお願いすることと

して、本日の審議を修了させていただきます。皆さんご協力あり

がとうございました。 

 

事務局    本懇話会の点検・評価の結果や頂戴しましたご意見等を事務局

の方で取りまとめてまいります。その内容については、平成２７

年度第１回会議において皆様にその内容を確認していただいてか

ら公表、ホームページへの公表の準備に進めてまいります。来年

度も引き続きお世話になりますので、どうかよろしくお願いいた

します。以上です。 

＜閉会＞ 

会長     それでは本日そして今年度最後の会議ということでありました

が、終了したいと思います。みなさん長時間にわたりありがとう

ございました。 

 


