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弘前市男女共同参画プラン懇話会第１回会議 

 

１ 開催日時  平成２７年２月５日（木）10:00～11:46  

 

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 組織会（１）会長の互選 

           （２）会長職務代理者の指名 

        案件 （１）今年度の審議内容等について 

           （２）弘前市男女共同参画プランの成果指標の達成状況 

             について 

           （３）弘前市男女共同参画プランの主な取り組みの実施 

              状況について   

 

【開会】 

司会      それでは定刻となりましたので、第１回弘前市男女共同参画プ

ラン懇話会を開催いたします。 

開会にあたりまして市民文化スポーツ部長よりご挨拶申し上げ

ます。 

 

部長    ＜あいさつ＞ 

 

司会     本会議は懇話会運営規則第４条第２項の規定に基づきまして委

員の半数以上の出席を必要としておりますが、本日は５名のかた

全員が出席されておりますので、会議は成立しております。 

 

ここで、委員のかたをご紹介いたします。 

＜委員紹介＞ 

 

次に男女共同参画プラン懇話会関係の事務を担当する事務局員

をご紹介いたします。 

＜事務局紹介＞ 
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それでは次に、弘前市男女共同参画プラン懇話会関係の組織会

に移らせていただきます。会長の選出までは仮議長として事務局

である大澤市民協働政策課長が進行させていただいてもよろしい

でしょうか。異議がないようですので、大澤課長よろしくお願い

します。 

 

【組織会】 

課長     会長が決まるまで仮議長を務めさせていただきます。会長の選

出につきましては懇話会運営規則第３条第１項に委員の互選によ

り定めると規定しております。まずは自薦、他薦いずれでも推薦

していただきたく、どなたかよろしくお願いいたします。 

 

石岡委員   小磯委員が適任だと思いますが、いかがでしょうか。 

 

課長     ただいま小磯委員を推薦する発言がございましたけれども、皆

さまいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それではほかにな

いようですので、ただいま推薦のありました小磯委員を会長とす

ることにご異議がないということで、会長は小磯委員にお願いし

たいと思います。小磯委員ご承諾いただけますでしょうか。 

 

小磯委員  〈承諾〉 

 

課長     ありがとうございます。ではこちらの席へお願いいたします。

それでは小磯会長一言ご挨拶をお願いいたします。 

 

小磯会長  〈あいさつ〉 

 

会長     それでは、次第に従いまして、引き続き組織会を進めさせてい

ただきます。懇話会運営規則第３条第３項の規定により、会長の

職務代理者を、本プランの策定時の委員であり、また女性の活躍

推進という点でも継続して支援に取り組まれております石岡百合

子委員にお願いをしたいと考えております。石岡委員よろしいで

しょうか。 

 

石岡委員  〈承諾〉 

 

【案件】 

会長     では続いて案件（１）について事務局から説明をお願いいたし

ます。 

 

事務局   〈「案件（１）今年度の審議内容等」について資料に沿って説明〉 

 

会長     ただいまのご説明について、ご質問、ご意見等はございますか。

ご質問等ないようですので、次に（２）について事務局から説明

をお願いいたします。 
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事務局   〈「案件（２）弘前市男女共同参画プランの成果指標の達成状況」

について資料に沿って説明〉 

 

会長     ただ今の説明について、何かご質問、ご意見等はございますか。 

 

D委員   地域経営アンケートとは何ですか。 

 

事務局    市の経営計画の中で地域経営つまり市全体で取り組むというこ

とを挙げていますので、名称を地域経営にしました。内容は市民

評価アンケートとほぼ同じもので、回収率を上げるために回収方

法を変えております。 

 

会長     男性の育児休業の数が１ということで少ないように見えてしま

いますが、男性職員で、育児休業の対象となる職員は市役所でだ

いたい何人ぐらいいますか。 

 

事務局    市職員が加入する共済組合の扶養の手続き申請があった場合は

把握できますが、そういった手続きを要しない世帯構成であれば

把握できない場合もありました。 

 

課長     対象者数について、調べてみます。 

 

B委員    この年度２人という目標は何に基づいて決めたのですか。 

 

事務局    市が策定している次世代育成支援の行動計画の中で、市も事業

主として当初はパーセントで目標を設定していましたが、なかな

か到達し難い数値であり、実際のところ年に１人でも取らせなけ

ればという段階なので、１人以上の２人という決め方をしました。 

 

会長     参考として、くるみんマークの取得の国の基準の一つとして、

男性の育休が最低１人というものがあります。事例が１あるのと

０では大きな違いであるし、その１の人がモデルケースにもなり

うると思います。１というのはそういうくるみんの基準もベース

にあるのかなと思います。 

ただし４月以降は「プラチナくるみん」という上のランクがで

きて、それは育休取得率が男性の対象者のうちの１３％という比

率が絡んでくるので、ただ１あればいいということじゃなくなり

ます。 

 

B 委員    育児休業を取りましょうというような動機づけの運動や、そう

いう意識を職員の中で育てるための取り組みはあったのですか。 

 

事務局    次世代育成の事業主の行動計画について外部にも公表しており

ますし、市役所内でも周知しております。その行動計画の中では、

職場においても取りやすい環境にしましょうとしていますし、職

場内のインターネットの環境においては、育児休暇の種類を紹介
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し、取りやすいようにお知らせするようにしています。相談があ

れば、取得できるように周りの環境整備などに配慮します。また、

期間限定ですが、市では育児休業の代替職員を正職員として採用

する体制としましたので、これも取得しやすい環境づくりの取り

組みになります。 

 

B 委員    子どもが生まれたら母親も父親も育児休業を取るのが当たり前

であり、逆に取らないために手続きを要するという発想・意識が

必要であると思います。 

 

会長     産前産後の休暇は女性しか取れませんが、育児休暇は男女とも

に取ることができますので、男性の働き方を見直してみるという

意味では、男性の育児休業をどう取っていくかということになり

ます。基本的に給料が無給になるので、強制的に取らせるわけに

もいかない。 

１週間でも１か月でも産後の大変な奥さんを助けるような経験

をすると考え方や見方が随分変わるという事例もあるので、今後、

育休を１年間という期間に拘らずに男性の働き方を変える工夫と

いう視点で、議論を深めていくことができればと思います。 

 

では案件の（３）弘前市男女共同参画プランの主な取り組みの実

施状況についてですが、基本目標ごとに質疑応答の時間を設けて

まいります。事務局から、まず基本目標Ⅰについての説明をお願

いします。 

 

事務局   〈「案件（３）弘前市男女共同参画プランの主な取り組みの実施状

況」について 基本目標Ⅰを資料に沿って説明〉 

 

会長     今の説明についてのご意見、ご質問等ありますか。 

 

C委員    附属機関の委員について、公募可能なところが１００％になっ 

ていますが、その結果として審議会がどうなったという感想、う

まくいったとかうまくいかなかったというような感想は聞こえて

きていますか。 

 

事務局    特に聞き取りしたことはないので、聞いてみます。 

 

D委員    毎回、公募への応募状況はどのくらいなのですか。 

 

事務局    審議会の種類によって、少なくて１人２人から多くて５、６人

ぐらいかと思います。１０人を超えることはないのかと思われま

す。 

 

事務局    公募の委員に関しては、附属機関の性格によって人数に幅があ

りますが、公募に対してはほとんど応募があって、選考して、そ

の中から委員の人数分のかたにお願いをしている状況です。 
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会長     実施状況の確認として、市女性職員の管理職への登用促進とい

うことで、職員の女性比率は５１．５％だけれども係長となると

ぐんと減って２５％ほどになることの理由は何ですか。 

 

事務局    女性職員が職員の半数を超えていますが、おそらく若い年代な

のではないかと思われます。市の昇任の基準については、以前は

高めの年齢で設定していたものが、今は、若手で頑張っている職

員のやる気も評価し早めの昇任も考慮しているので、今後は変わ

ってくると思われます。 

 

事務局    補足として、上級の事務職で合格する男女比は半々ですが、こ

れまで管理職にいる人間たちが、係長時代、課長補佐時代に部下

の教育に関してしっかりやってこなかったのではないか。あるい

は評価の段階で、どうしても男子職員を優位に見てきたのではな

いかという反省はあります。２０年３０年後に今の若い職員たち

が市の仕事を担っていく時代に入っていくわけですけれども、そ

の時には管理職も半分は女性になっていないと持たないと思いま

す。部長級になるためには、課長級に母体になる女性の集団が必

要です。課長級になるためにはその下の課長補佐級にやはり母体

になる集団が必要なので、これからその層を厚くしていく努力、

ただ上げればいいというものではないので、きちっと指導もしな

がら、能力を見出して伸ばすところを伸ばしていって、適材適所

を図っていきながら、そのポジションを担ってもらうようにもっ

ていかないと、やはり大変だろうと思います。 

 

B 委員    今まで係長クラス、課長クラスの層ができなかった最大の理由

は何ですか。 

 

事務局    ストレートな回答にはならないと思いますが、７、８年ぐらい

前まで、役所には暗黙の取り決めがあって、市役所の職員同士の

夫婦で課長であるご主人が次の異動で部長になるという場合、奥

様は辞めていました。これは違和感があります。今の市長になっ

てからはそういうことはありませんが、どうしても男が優先され

るような登用のプロセスが今まであったんだろうと思います。そ

れはおかしいだろうと上の人間が言い始めたので、みんなも言え

るようになってきて今は少しずつ変わりつつある。ただ、職場に

何十年もそういう風土があったので、すべての職員の意識を変え

るまでには、もう少し時間がかかるだろうと思います。そうこと

があって女性の中で管理職へ上がっていくという方が少なかった、

あるいは女性自身の中にもあまりそこまで求めなかった方もいた

かもわかりませんけれども、組織全体として、どっちといった時

に、ご主人、男性が優先されてしまう風土があったと思われます。 
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会長     今の項目については、管理職登用の率とたまたま女性の研修受

講率も似たような率でしたので、これらがリンクすると研修の意

味もより意味のあるものになるのかと思いました。 

次に基本目標Ⅱについてご説明をお願いいたします。 

 

事務局   〈「案件（３）弘前市男女共同参画プランの主な取り組みの実施状

況」について 基本目標Ⅱを資料に沿って説明〉 

 

会長     ただ今の説明についてご意見、ご質問等ございませんか。 

 

A 委員    市民アンケートの結果が５１．１％ということですが、これは

かなり年齢層に左右される数字だと思います。年齢の高いかたは

ご自分の成功体験で男は仕事の方がいいと刷り込まれているかた

が多いと思います。逆に、若年層にアンケートを取りますと、親

がそんなことを言っていたぐらいの感覚の方もけっこういます。

どの辺をターゲットにこういう数値が出ているのですか。 

 

事務局    地域経営アンケートの結果で、対象は年齢的には１６歳以上、

上の制限はありません。市民評価アンケートが郵送による回収で

回収率が３２％程度、地域経営アンケートは調査員の訪問による

調査員調査でしたので、回収率が８５．２％ということで、今回

は少し信頼性が高いと思われます。 

 

事務局    属性区分ごとの結果があれば B 委員のご質問に対応できると思

いますので、分かり次第、お知らせするようにしたいと思います。 

 

会長     もし若い人がそう思っていたら深刻ですよね。 

 

A 委員    傾向として若い人の方が、同感する割合が増えている。揺り戻

すというか、推進するとその逆の人が必ず大きく振れるという。

もしかしたら危険ですよね、そういう発想で。 

 

B 委員    ジェンダーロールについて留学生に日本人学生をインタビュー

させたところ驚くべき結果が。クラスのディスカッションでも、  

非常に保守的であることが出てきました。 

私がこの質問で気になったことは、「男は仕事、女は家庭」とい

う考えに理屈では同感しないけれども、結婚して夫が偉くなるこ

とで経済的に二人とも楽になる、だから現実はこの方がいい。理

屈ではとんでもないことである、屈辱的と心の中では思っても、

実際生活する上で給料がよくなれば OK という可能性だってある。

つまり、どうしてこう答えたかの女性の理屈と現実の振り分け方。

半分の人たちが本当にそう思っているのか、世の中ってそんな甘

くないんだよねっていう反応でこう答えたのか。その差を洗い出

す方法がないのかすごく気になります。 
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会長     お手数ですが次回かその次に向けて、年齢の属性に分けて出し

てください。気になるのは、もしも若いかたが逆行してそのよう

に思っていたとすると、市民参画の中でいう次世代育成について

何かアプローチをしなければいけないと、市民全体についての参

画は重要ですが、より次世代育成について全く違うことになって

いるということがあってはいけないので、属性に分けた結果を少

し解析できればと思います。 

続きまして基本目標Ⅲについて説明をお願いします。 

 

事務局   〈「案件（３）弘前市男女共同参画プランの主な取り組みの実施状

況」について 基本目標Ⅲを資料に沿って説明〉 

 

会長     ただ今の説明について、ご質問等はありませんか。 

 

B 委員    女性の継続就業の理解促進について、パンフレットやポスター

を作っているということですが、育児中のお母さんを支えるとか

育児休業している女性が仕事を辞めなくてもいいようにサポート

するとかはよく見るが、育児中の男性には早く帰らせましょうと

いう働きかけがない。育児中は男女ともに大変ですが、この働き

かけは男性にも表れていますか。 

 

事務局    いろんな働きかけをいろんな部署、国、県、市で行うわけで、

その主とするものを部署ごとに PR しています。商工部門では女

性の就業継続、内閣府では両立支援ということで、男性も仕事の

バランス取りましょうと。 

 

B 委員    子どもが生まれたら二人の子どもです。女性だけではなくて、

男女の就業継続です。男性も女性の仕事が任されたら、男性も就

業を継続することは極めて困難である。本当は男女の就業の継続

支援が基本。男女同じく育てていくという姿勢。奥さんがやって

いるのが当たり前じゃない。男性だって仕事を続けられない立場

に追い込まれる可能性は平等にあるべきだという大前提が抜けて

いると感じました。 

 

A 委員    これは女性が辞めるのが普通という感覚に基づいた表現ですの

で、言葉から変えていった方が、いいのかもしれません。実際、

転勤族のかたで、奥さんに転勤するなら離婚すると言われて仕事

を辞めた男性がいます。または実家の農業があるので、家庭を取

るということでお仕事を辞めた男性もいます。 

 

B 委員    ことばは出発点です。要するに、子どもを産んでいるのは女性

ですが、そのあとの育児の仕事は責任が同じです。きっと、ここ

から女性が育児休暇を取って、さっきの係長にならないで遅れた

分、課長や部長になっていないという、線でつながっている気が

します。 
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会長     女性が継続して働くことができる、辞めざるを得ないような状

況にならないようにすることが非常に重要で、そのための PR が

大切だということがあります。 

意外と知られていないですが、法律上の制度は充実しています。

あまり周知されていないのは、女性を助ける制度ぐらいの認識で

あるから。男性女性に関わらず子どもを持つ世帯のための制度な

のだという認識に変えていくような周知というのは、地味な業務

であるが、実は重要なんだと思います。 

    また、男性の育児休業に関することですが、実は育児休業は男

性女性に関わらず基本無給であり、雇用保険から６割相当の賃金

相当の支給があるが、休んでいる分ボーナスが減るなど、いろん

な意味でのデメリットが出てくる。そうなると、男性も短期間だ

ったら有休でとなって、育児休業というカウントにはならない。

例えば他の会社の例でいくと、年次有給休暇は２年で時効となる

が、時効になった分を積立できるようにして、介護とか育児のと

きにしか使えないという制限を設けて、１か月男性が育児休業を

取っても、その積立有休を使えるようなことにするとかなりリー

ズナブルで、そのような工夫を市が模範として実施してみるとす

れば、近隣の企業も続いていくのかなと思います。 

ほかにご質問等はございませんか。 

 

D 委員     駅前こどもの広場の利用実績について、１３０，６９５人と

なっていますが、この人たちのそれぞれの利用目的など、アン

ケート等はとっていますか。 

 

事務局     こちらには全部は持っていないので、どの程度のものがある

のかは聞いてみます。 

 

事務局     １３０，６９５人ということで、一桁の数まで出しています

から、おそらく担当の方で分類はしているはずですので、その

分類については確認すればたぶん入手はできます。 

一番多いのは、あそこで遊んでいる子どもたちの数かなとい

う気はしますけれども。 

 

D 委員     気軽に集い、交流の場ということで、あそこはまだ問題が多

いと思うので、ニーズに合わせて駅前のこどもの広場をぜひ活

性化していってほしいと思うので、利用者の目的等を精査して

ほしいと思います。 

 

会長     外からいらっしゃってあそこを使った方は相当すごいとおっし

ゃっていました。中にいると要望が増えますが。市外から来た方

が素直に見ると、こんなにいい場所があるんだと。 

進行役で聞いてばかりで申し訳ございませんけれど、農業にお

ける男女共同参画の推進のところで、農協関係、決定母体として

の役員には女性はまだまだいらっしゃらないような感じですか。 
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事務局    農協の理事については、弘前に関しては、つがる弘前農協と津

軽みらい農協という２つの農協がありますが、私の記憶では女性

の理事はいないと思われます。 

 

会長     国からの要請か助成金のしがらみで２人以上は入れなければい

けないということでも実現されていない感じでしょうか。 

 

事務局    きちんとした資料に基づいてのお話ではないので、確認してみ

ます。農業といえば、自治体の中に農業委員会という行政委員会

がありますが、ここにも確か女性委員は公選の委員ではいなかっ

たと思います。 

 

会長     商工会もそうですが、農業関係も世帯主義なんです。畑をやっ

ている農協の会員さんというのはお父ちゃんが世帯主だとすると

お父ちゃんが農協の会員になる。お母さんは道の駅とか女性部と

か、あるいは男性女性に関わらず若い人は青年部とか。世帯で１

票の選挙権があるとするとその１票を持っているのは男性である

可能性がかなり高くて、いろんな道の駅とかで女性が活躍してい

るけれど、意志決定の母体としては女性が入っていないっていう

率が高いですよね。でもやはり津軽は農業圏なので、そこに女性

の意見を反映させられるような仕組みができるといいんだろうけ

ど、制度的にどうも農業はそうなってしまう。商工会も同じ。家

で家業をやっていると、お父さんが商工会の１票を持っています。 

 

D 委員    それは変えられないのですか。世帯主義ではなく、世帯を構成

する個人が１票を持てるように。 

 

会長     やり方としては１票を分割することに農協さんが取り組めば可

能です。さらに重要なことは若いひとの意見も反映されないこと。

青年部を作っていますが、次の世代の農家を担うひとの意見を今

いっぱい入れないと時代に対応できない。重要案件を決定するの

に息子がまだ１票の家督を継いでいないわけです。だから決定事

項には参加していないわけですよ。青年部にも女性部にも重要決

定権の１票がない。でもだからこそ道の駅ができているという反

面もある。重要決定していくと農協を通して売れっていう話にな

るので。それをアウトローのようにやっているのは、決定母体に

いないからこそ、女性部や青年部が道の駅等で直売ができるとも

言えます。 

 

C委員    町会も一緒ですね。 

 

会長     世帯主義がいけないと言っているのではないけれども、かつて

ずっとやってきている体制の中には、なかなか意見を反映してい

くのと違うシステムになっている面があると思われます。町会も

そうだと思いますね。 

続きまして、基本目標Ⅳについて説明をお願いします。 
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事務局   〈「案件（３）弘前市男女共同参画プランの主な取り組みの実施状

況」について 基本目標Ⅳを資料に沿って説明〉 

 

会長     ただいまの説明についてご意見ご質問等ございますか。 

 

C 委員    自主防災組織の結成については町会単位がほとんどだと思いま

すが、結成しましょうよという働きかけはされていても、結成さ

れていないというのは町会の方がいやだと言っているということ

でしょうか。 

 

事務局    やはり自主的なものだと思いますので。 

       弘前市の場合は、町会の方が消防団に対して、町会費の中から

地域を守ってくださいということでお金を出している町会がかな

りあります。１１１分団あり、弘前市の消防団というのは、他都

市と比べて大変充実しております。地域を守る消防団が充実して

いるために町会の方でもさらに新組織を作るというところまでは

いっていないのではないかと思われます。ただ、弘前市は県下の

市町村の中でも自主防災組織が少ないほうなので、徐々に上げて

いかなければいけない。最新の状況はよくなってくるのではと思

っております。 

 

D 委員    婦人防火クラブ、幼少年消防クラブの活動について、うちの子

はまだ２歳前なので、赤ちゃんから幼稚園に入る前までの子ども

を持つ家族についても、消火とか地震とか防災に関する取り組み

はありますか。 

 

事務局    幼稚園に入る前の子どもに対しての取り組みはないかもしれま

せんし、親子での防火教室というのも、幼稚園に入る前の部分に

ついてはあまり聞いていません。 

ただ、保育園や幼稚園であれば、女性消防団が出向いて、自分

で自ら、洋服等に火が付いたときに消す行為を覚える、煙が出た

ら這って逃げていく、自分の命を自分で助けるために、ただ泣い

ちゃだめなんだよということを教えている方向になっています。 

 

D 委員    東日本大震災とか阪神淡路大震災の時に幼稚園とか保育園とか

通っている子どもたちを持つ親たちは割と避難もスムーズにいく

けれども、生まれた赤ちゃんや保育園等に一切通っていないお子

さんを持つ家庭だと、お母さんが抱えて逃げたときに、いろいろ

不自由なこと、避難先でも不自由があるという話を聞いたので、

何か取り組みがされているのかなと思ってお聞きしました。 

 

事務局    避難所に関しては、石井布紀子さんが講師となって男女共同参

画の視点から、弱い立場の方にも過ごしやすい避難所づくりを広

めています。 

 

事務局    避難についていえば備蓄という問題がありまして、今までは市
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で物を持たず、イトーヨーカドーさんとかコカ・コーラさんとか

いろんな業界と、何かあったときは例えばペットボトル入りの飲

料水を１万本提供します、というような協定を結んでおりました。

しかし、それだとストックしている先が被災したり途中の物流が

途絶えると全くあてにできないので、確か今年度からだったと思

いますが市でも現物の備蓄を始めました。弘前市ではたぶんどこ

かの地震のシミュレーションを踏まえて１万人分ぐらいを１日分

満たす量ぐらいを３年ぐらいで備蓄するというイメージでなかっ

たかなと。３年かけてという意味は、粉ミルクなど消費期限があ

りますので、一度に全部購入せずに３年分ぐらいで分けて順繰り

入れ替えていく。そして備蓄量は常に維持するというような考え

方で取り組むはずですので、以前に比べれば避難所設営もそうで

すし、避難してきた方への必要な物品の提供も良くなっていくの

かなと思っていました。 

ただ、そこまでいくまで困難さはあるかと思いますけれども、

自主防災組織ができてくれれば、自主防災組織で一番担ってほし

いのはそこなんですね。一次避難、まずは安否確認をして、町内

にある集会所にとりあえず集まって、大きい災害だから市の指定

している小学校へ皆さんで行きましょうと、皆さんいるよねと。

これをやる組織がないと大変だろうなと。消防団はたぶん消防の

一翼でどこかで火が出ていればそちらに駆り出されますので。 

 

B 委員    単純な疑問ですが、地域社会における男女共同参画で成果指標

を防災と消防団にスポットを当てているのはなぜか、地域社会に

はいろいろあるので、どうしてこの２つなのですか。 

 

事務局    おそらくは地域社会は広いと思います、いろんな成果を求める

と思いますが、その中で指標として把握できるもの、あるいは特

に力を入れたかったものかもしれないです。 

 

事務局    この指標は、男女共同参画がどうなっているか、本当に表して

いるんだろうか、指標とすればもう少しちがうものがあってもい

いのではないかという意見が、やはり我々事務局のメンバーで事

前に意見交換をしたときに出ました。 

ただ以前策定のときの委員の間でもいろいろ議論があったんだ

ろうということが想像されます。 

今後、新しい経営計画に合わせるための改訂もありますので、

もう一度議論して、地域の中、例えば町会・商工会関係・ＮＰＯ

などでの男女、ということでの指標の再設定をしてもかまわない

のではないかと思います。 

 

B 委員    最初の策定時のグループにいましたが、消防団員に女性が何％

ということと地域社会における男女共同参画とのイコールティが

感じられない。言葉の確認として、地域社会の範囲には、日本の

学校行事は含まれるのですか。 
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会長     義務教育であればなおさら地域性が高い。 

 

B委員    私が非常に驚いたのは PTAや学校の委員会活動で、女性が多く

ても不思議と会長は男性であるということ。地域社会に女性の消

防団員の数が足りないというよりは、あの PTA活動などでお父さ

んたち男の人たちは今までどこにいたのということの方が私とし

ては気になります。 

一般のふつうの家庭生活の中であの学校行事での、働くお母さ

んのみじめさ、PTA のときの精神的な圧力はすごいです。PTA

のどうして出ないの、みんな働いているんだよ、どうして休めな

いの、というあの圧力はすごい。あれも一つ社会の中の男女参画

を進めるにあたって、働く女性にとっては大きなつまづく石です。

やっぱり私はだめなんだ、仕事辞めたほうがいいのかなっていう

気分になって帰ります。 

 

会長     地域社会のことを考えるともっと広くいろんなことがあると思

いますが、おそらく防災関係とか重要度が高いものとして指標に

なったのだと思います。 

 

事務局    指標の中で、女性消防団員の数というのは非常に狭い範囲の部

分しか表していないし、正直言うと半分の女性消防団員が自分の

お友達を連れてくれば達成できるというものでしかないのかなと

いう感じは私も受けていましたが。たぶん前回の議論でもいろい

ろあったのかと思いますけれども、そこはもう一度議論してもよ

ろしいかと思います。 

 

A 委員    これたぶんですね、大震災のあとで、いろんな意志決定が求め

られる場で、男性が決めて、女性はそれに従って、ただ現場で炊

き出ししているだけという状況があって、そういう時期的な背景

があったような気がします。防災の場に女性の意見が全く反映さ

れなかったという反省のもとにここに議論が集中したような気が

します。それがより緊急の課題であったという捉え方をしていた

と思います。 

 

会長     災害があると市役所に頼ってしまうことがあるけれども、基本、

市民参画なのでそういう体制をお願いするばかりではなく自分た

ちの中でも作られていなければならないということでしょうか。

第１回会議は状況確認ということでございますが、指標について

は今後も追加か変更かなど議論していきたいと思います。では最

後になりますが、基本目標Ⅴについて説明をお願いします。 

 

事務局   〈「案件（３）弘前市男女共同参画プランの主な取り組みの実施状

況」について 基本目標Ⅴを資料に沿って説明〉 

 

会長     ５番目の目標は一人ひとりの人権がということかと思います。

短命県ということで健康管理の問題も多々入っているのかと思い
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ます。女性に対する暴力の根絶という項目もあります。ご意見ご

質問等いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 

B委員    一つ目の質問ですが、DVに関する出前講座の参加者８人とあり

ますが、これはどういうところでやって、どういうかたが参加し

ているのですか。DVの被害者ほどこういう講座になかなか参加し

ないだろうなと思ったので。 

 

事務局    出前講座は市民のかたが場所を設定して、聞きたいかたも集め

て、市の事業についてお話するものですが、相手方については確

認していなかったので正確に今の段階ではお答えできませんが、 

この参加者は当事者ではないと思います。 

 

B 委員    ヘルプとかネットワーキングとか、指導的な立場で目を配るか

たとか、知識を広めて働きかけるということですね。 

 

D 委員    女性の健康診査について、受診者数の記載はありますが、どの

ぐらいの割合で受診されているか分かりますか。 

 

事務局    確認してご報告します。 

 

事務局    いろんな意味で健康診断の受ける割合が低い。がん検診もそう

ですし。 

 

B 委員    その低いことの理由というのは何か出ていますか。例えばアン

ケートをして、どうして行かないのかなど。 

 

事務局    おそらくそういった現状を把握しながら取り組みを決めている

かと思いますので、調べてみます。 

 

事務局    なぜ検診を受ける人が少ないのか。受けない人に対するアンケ    

ートを取っている可能性もあるし、忙しいからとか、お金がかか

るからとか、そういう見えてくるものがあるかどうか。調べたう

えで、もしあれば資料としてお示ししたいと思います。 

 

B 委員    日本のかたは文句をあまり出さない傾向にありますが、私はこ

ういう検診の場に出向くと、人間が一つの数字になってしまうと

いう感覚があります。あまり行きやすい場ではない、お年を召し

たかたがハガキをもらってもあんな思いをするよりは家で静かに

していたいなと思ってしまうのも当たり前、という環境ではない

かなと個人の率直な感想です。 

ただアンケートでは、そういう精神的な部分はなかなか出てこ

ないのではないか。ぜひとも受けやすい環境、スタッフの声掛け、

待つ時間の屈辱的な状況、半身裸になって、いつになったら忙し

い大学の先生が来るのか、やっと来ても疲れ果ててもう帰りたい

とか、そういう検診を受ける人に対する精神的なサポートをしな
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がら検診をするという取り組みについて探る価値があると思いま

す。 

 

事務局    「グループ検診とはこういうものなんです」「皆さんに理解して

いただくしかない」と済ませている可能性もあります。 

 

D 委員    避難所の理論と一緒ですよね。避難所はみんなこういうものだ

と思い込んでいるけど、女性の視点からみると例えば授乳中のお

母さんは仕切りがほしいとか、そういうものを検診場所でもさら

にもっと居心地のいい場所にできないかということですね。 

 

B委員    まさに受けやすい場所とか方法とかケアを探ると率が上がって、

もっとみんな健康になるのではないかなと、これを医療スタッフ

との話合いなどに発展していけば。 

 

事務局    ともかく、そこら辺に関して何らかの資料がないかどうかも含

めて確認をしてみたいと思います。参考になりそうなものがあれ

ば用意をいたしますので、もしもないとすれば次のステップで何

かご検討いただくということの議論をいただければと思います。 

 

会長     以上で５番目まで終了しました。いくつか途中に出てきたこと

の中で、アンケートの結果の属性を年齢でもう一歩踏み込んで見

ることができればということと、ヒロロの利用状況の資料があれ

ば、今お話しいただいた受診のこともデータを確認していただい

て、必ず全部ということでもなく、わかる範囲でご提示いただけ

ればと思います。その他いろいろ聞き忘れたということはござい

ませんか。 

 

D委員    アンケートの年齢の属性にできれば男女比もお願いします。 

 

会長     よろしいでしょうか。では質問等出尽くしたということで、こ

れをもちまして本日の議長としての務めを終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。 

 

＜閉会＞ 

司会     会長、委員の皆さま、長時間にわたりまして今日はどうもあり

がとうございました。以上をもちまして第１回弘前市男女共同参

画プラン懇話会を閉会いたします。また、第２回の会議は２月の

１９日を予定しております。改めてご案内申し上げますので、皆

さまよろしくお願いいたします。 


