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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７月６日（月）1４:00～1７:５０  

 

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 櫻庭 淳 

        市民協働政策課長   清藤 憲衛 

        同課参事       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       水口 真由美 

 

６ 会議の議題  案件（１）平成 26 年度弘前市男女共同参画プラン懇話会に

おける点検・評価の総括 

          （２）今年度の審議内容等について 

          （３）弘前市男女共同参画プラン改訂について 

              ①計画期間の延長 

             ②成果指標の改訂 

             ③主な取り組みの改訂  

 

【開会】 

司会      ただ今から、平成２７年度第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。 

【事務局紹介】 

司会      本プラン懇話会を担当する事務局関係者の異動がありました

ので紹介いたします。 

         

（事務局関係者の紹介） 

 

それでは、会議を行いたいと思います。本日は、昨年度審議

していただい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・評価の総括と今年度の審議内容

の説明の後、本プランの改訂原案についてご審議いただきます。  

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      会長を引き続き務めさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 
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【案件】 

 

会長      それでは次第に従いまして、会議を進行していきます。はじ

めに次第の（１）について事務局から説明をお願いします。 

 

事務局     ＜ 案件（１）について説明 ＞ 

 

会長      昨年度、我々がこの会議において出した意見を事務局がまと

めてくれたものですが、これについてご質問・ご意見等ありま

せんか。 

 

A 委員      指標の達成状況について「概ね妥当である」の「妥当」とい

うことばがとても抽象的で、分かりづらいので、「達成できた」

などもう少し明確な言葉があると良いと思います。 

 

事務局     数値を見ると完全に達成しておりますので、そこは、数値は

達成できた、などはっきりした表現に変えていきたいと思いま

す。 

 

B 委員      達成できているのであれば「概ね」はいらないし、出来てい

ない部分があれば概ねはつけても、そのあとどこができていな

いかが分かればいいです。 

 

会長      それでは、「概ね」も取ってしまって、「達成できている」と

させていただいて、他の表現を変えなければいけないところは、

議長一任とさせていただいて、私と事務局のほうですり合わせ

させていただきます。 

 

C 委員       基本目標Ⅱの成果指標「男は仕事・女は家庭」という考え方

のところで、年齢別の資料で、６０歳代とか７０歳代の人たち

は、同感しないという人たちが増えているけれど、若い世代の

２０代と４０・５０代のそれこそ課長とか部長とかになりそう

な方たちは同感しないって言っている人が減っている。バリバ

リ働いている世代、これから責任をとっていく20代の世代と、

４０・５０代のその人たちを指導する人たちがとってもコンサ

バティブ（保守的）に戻っているように感じました。 

あとは男女別、男性の考え方と女性の考え方のギャップの広

さ。結局これは少子化と直結する数字ですよね。男女の見方が

全然違うというのは結局、結婚が進まない、少子化に直結する。

若い人たちの戻りがどういう意味を持っているのかっていう、

社会に対する影響がすごく大きいと思う。それを全く出さない

で、だだ「はい達成に近いです」っていうのはおかしくないで

すか。 

 

会長      基本目標Ⅱは、男女共同参画社会形成への意識づくりと定着

に努めると、でもこれ全部やっていると、何を持って意識づく
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りと定着としているかがわからないので、その成果指標を、男

は仕事・女は家庭に同感しない割合で限定して、ピンポイント

で、このことだけについてみていきましょうということです。   

本当はその意識がどう変わったかっていう評価をしなければな

らない。年齢層によったり性別によったりして考え方が全然違

うので、じゃあその限られた年齢層、限られた性別にどうアプ

ローチしていかなきゃいけないのかっていうところまで本当は

突き詰めていかなければいけないけども、まったくそのレベル

にはなっていないっていう話ですよね。 

 

C 委員       はい。私が気になったのは、お年寄りは若い人より数値は低

いですが、確実に意識上がってますよね。上がっているのはお

年寄りで、下がっているのは若い人なんですよ。そこが私気に

なって。お年寄りは５０％に達していないから、あぁって思う

けども、彼らが上がっていることがパーセンテージを押し上げ

ているの。でも若い人たちは、逆の意識を持っている。だから

いくら６０年代７０年代の人がそう思っていても、もう退職し

ていて、仕事の現場には影響はまったくない。現場に影響のあ

る人たちが、まったく逆の方向にグラフが下がっている。そこ

が気になった。 

 

会長      ちょっと違和感がありますが、ここは数値としては達成でき

ているが、年齢別に評価する必要があるとさせていただきます。 

 

C 委員       同じような違和感があるのが、基本目標Ⅰで成果指標の審議

会での公募ができているので、「達成」となっているけれど、実

際女性が管理職になっているかどうかという結果が出ていない

ので、これも同じく公募できていたから問題解決しましたとは

ならない。指標っていうのは、元々女性が責任ある立場につく

ための一つの手段としての方法をはかっているだけであって… 

 

会長      だがしかし、これは作りがいけないとかじゃなくて、色んな

ことを全部評価はできないので、その中のひとつとして公募実

施割合を成果指標とした。女性の政治・方針決定過程での参画

のほんの入口の部分だけをつくることをやったかやらないかの

評価で、それはやったと。それをもって女性が意思決定するっ

ていうところにどれだけ実際できているかっていうのはまだ先

の話です。 

  今日の後半戦の、男女共同参画プランの改訂について審議し

ますが、その中で成果指標の改訂があるんですね。そこでまた

ご意見を頂戴したいと思います。 

ここで一回区切らせていただいて、次は（２）の今年度の審

議内容等についてというところから事務局の方からご説明をお

願いいたします。 
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事務局     案件２の説明（今年度の審議内容等） 

 

会長      はい、今年度のスケジュール等の確認です。ご質問等よろし

いでしょうか。案件３番目を引き続き事務局からご説明いただ

ければと思います。 

 

事務局     案件３の説明（弘前市男女共同参画プランの改訂について） 

  

会長      今日のところは基本目標のⅠ～Ⅲについての改訂案の審議で

すが、指標を少し追加したり、修正したものが事務局から提案

されております。 

まずは基本目標Ⅰについて、われわれが昨年度、市の女性職

員の管理職への登用に関する指標もあったほうがいいんじゃな

いかとお話させていただいたので、改訂案として提出いただき

ましたが、他にも案があればご提案いただきたいのですが。 

 

C 委員       ひとつ質問ですが、管理職っていうのはどういうプロセスで

決まるんですか？ 

 

事務局     具体的には、まず本人が昇任・昇進・異動希望を出します。

それを上司が評価します。その評価をもって、人事サイドで決

定する。基本的には上司の評価なり推薦がまず重要になってき

ます。 

 

C 委員       管理職に女性が今のところなかなか上がっていないというの

は、上司の評価を受けていないというかプッシュされている女

性が極めて少なかったという風に理解してよろしいのか？ 

また、女性は小さい時から男性の後ろに立つという、もう日

本の小学校を見ていると訓練が徹底しているので、例えばその

訓練を受けている女性はそういう風に希望を出さない確率が高

いですよね？ 

 

事務局     女性に限らず男性でも自分で望んだ者は全て管理職になるか

というとそうではない。 

 

A 委員      もっと市職員の女性の数を増やした上で、女性が結婚・出産

をしても辞めずに続けていけるような体制ができたら…その上

で適正な評価をされたら管理職になれる人も増えるのでは。 

 

C 委員       初めは自分もそう思っていた。頑張ればなんとかなると。で

も今は見えない紐で操られている世界だって思うようになりま

した。要するに、上の人間の推薦がなければいけない。ちょう

ど５０代くらいの男性グループが人事を握っている。 

市役所は、例えば小さな民間企業に比べると女性にとっては

天国ですよ。産休や育児休暇等、表面的には女性のための制度

は整っている。でも、やっぱり何か水面下のものについては、
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目標を数字で出さない限りはきっといつまでたっても変わらな

いと思います。 

 

会長      政策方針決定過程に加わる女性の管理指標としては、ストレ

ートに女性の管理職比率をもってきていいのではないか、そし

て目標値も「上昇」ではなくて、ちゃんと数字を持ってきた方

がいいと思います。 

        もう一つ、議論として、経営者サイドにも女性を入れようと

いうのがグローバルスタンダードなので、それも指標とするか

どうか重要なポイントだと思います。 

 他に指標に加えたいものありますか？ 

 

A委員      公募制度の管理の基準の数値化は難しいですか？ 

全てで実施されてはいるけども、毎回応募者が凄く少なくて、

結果がもう見えているような感じだと、あまり意味ないのでは

ないかと思います。 

 

事務局     数値だけをとるのとは違って、目標として数値を掲げるとい

うところが非常に難しいですね。 

 

会長      管理指標としてなじむかなじまないかという問題もあります

が、応募申込数の増加などは指標としていいのかもしれない。 

     時間もないので、一回区切らせていただいて同じように基本

目標Ⅱのところについていかがでしょうか？ 

 

A 委員      市の施策でイクメン・カジダンということばが書いてありま

すが、家事や育児をする男性がすごい存在だともてはやしてい

るようで、私はすごく嫌です。家事・育児をするのは男性も当

然のことで、別にイクメン・カジダンが凄いわけでもない。そ

れに抵抗している男性も私の周りには多いんですよ。男女共同

参画の中で男性が育児とか家事をやることを特別なかっこいい

男性っていう方向にはしてほしくないっていうのはあります。 

 

C 委員       要するに、イクメンとかそういう男性像を出すよりかは、パ

ートナーシップって何なんですかっていう問いに持っていく方

向に… 

 

B 委員      私は、イクメンやカジダンのことってごく最近のことだと思

っているので、今、過渡期だと思うんですよ。それで、そんな

もので人目を惹いてそういう生き方を選択している人もいると

いうことをやっと知った人も逆にいるんですね。イクメンやカ

ジダンなどの言葉に抵抗を感じる人が出てきたっていうことは

すごく進んだなって逆に思いますけど。 

 

会長      では、カテゴリとかトピックスにしてはそういう活動もあっ

ていいと思うんですけど、管理指標としてイクメンとかカジダ
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ンっていう言葉で、何か管理指標を設けるのはちょっと無しに

しましょう。 

        事務局提案の改訂案は、そもそも基本目標Ⅱの重点目標が男

女共同参画に向けた社会制度・慣行の見直し、意識の定着なの

で、その意識が変わるための実施回数とか参加者数を数値とし

て拾ってみてはどうかということです。 

  

C 委員       長時間勤務を良しとする会社の空気を改善するためにも、経

営者クラスの人たちをターゲットにするセミナーもいいのでは

ないか。 

 

B 委員      実際に管理職向けのセミナーを実施してみると、とても反応

がいい。一般向けのセミナーだけでなく、層を分けて実施する

のも大事だと思います。 

 

会長      目標Ⅱのところはやはり意識の改革なので、セミナー参加者

とかセンター利用者数は数値をとってみてもよいと思います。 

   そして目標Ⅲのところですが、Ⅲの成果指標についてはまず、

先ほどの資料の中にもありましたが、家族経営協定締結数は達

成済みということで今後フォローしていくけど数値目標は一回

区切って設定しないため削除する、という形でどうかと思いま

す。 

そして、もうひとつの市の男性職員の育休の取得数ですが、

改訂案として、市の男性職員の育児に係る各種休暇の利用率を

提案しておりますが、皆さまいかがでしょう。 

私から提案するとすれば、その他に“プラチナくるみん”の

基準で育児休暇取得率１３％とか、育児だけではなく介護関連

の休暇も合わせるとか、いろいろありますね。 

あとは、数値目標のところが全部「上昇」となっていますが、

年度途中でも数値をいれることはできますか。 

 

事務局     男性の育児関連に関しては、今の女性活躍新法には直接出て

こないので、市として数値目標を出すのは難しいかもしれない。 

 

会長      そもそも懇話会の根本的な問題なんだけれども、自分ででき

ないことの目標を立てたところで何もできないという話ですね。

この目標を立てたから我々がこうするっていうのがあれば、目

標と行動が一致していいけども、目標自体が他の部署のものな

ので、参画センターがどうこうできるものではなく、誰かが立

てた目標に乗っからない限り、こわくて数値が出せないってい

う形になっている。苦しいところがある。 

 

C 委員       子どもが小さかった頃を思い出してみると、産休とかは取れ

るけど、もう少し大きくなったとき日常の細かいケースに臨機

応変に対応できるのかどうか。例えば、子どもが急に熱を出し

たとか保育所や児童館に子どもを迎えに行かなければならない
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ときとか、そういう日常の３０分・１時間に対応できるのか。

育児休暇を一回、二回とって「めでたし、めでたし」って言っ

ても、実際の毎日の育児と日常の両立が可能かどうか、壊れる

か壊れないかの境目、日常的な時間の自由があるかどうかが大

きいように思います。 

 

D委員      育児参加休暇って一日ってことですか？ 

 

事務局     ５日間です。 

 

D 委員      休暇を取ったかどうかより、むしろ奥さんに『旦那さんはち

ゃんとやってますか』ってアンケートとった方がリアルな数字

が出そうな気がしますね。 

 

C 委員       私が一番記憶にあるのが、児童館が終わる時間に会議が終わ

らなかったこと。一日お休み取れますよとか、そういう次元で

はない。病気のときとかもそうですが、日常の３０分、１時間

刻みの時間…それが働く現実だと思うんですよ。それをどう反

映すればいいのかよく分からない。 

 

会長      私が進行役なのにすみませんが、そもそも職場・家庭におけ

る男女共同参画の推進が大きなテーマなので、市役所の中だけ

でなく、地域の企業さんの中で男性が参加するような何かをダ

イレクトに指標にすれば一番正しいんですよね。例えば市内の

企業さんに“くるみんマーク”をどれだけとらせるとか。そう

いうことならここの目標Ⅲは分かりますが。市役所の中だけに

するなら、せめて社会に対して模範となるくらいのことを市で

もやって、民間企業さんもやってくださいよって言えるくらい

のことでないと、多分インパクトはないんだよね。 

        市の男性職員の育休を取得する数を捉えていたけども、１人

とか２人とか、だからどうなんだという話になるので、もうち

ょっと広い概念にするか、男子の育休に特化するならば、“プラ

チナくるみん”の男性の育休取得率１３％くらいとか。それは

社会としてこの基準になっているから、市としてもその基準を

指標にとっていますよと。そういう育児休暇だけじゃなくて、

それ以外の育児介護休暇制度というのを浸透していくために、

こういう制度の利用状況を見ていく、これはこれで制度の周知

をしていくという意味はある。 

ちなみに、ここ最近は育児介護の法律が変わったので、３才

までの子どもがいればもれなく、６時間勤務が許されています。

男性も女性も手を挙げれば使える。でも６時間勤務って給料が

８分の６になっちゃうから、意外とみんな使わないです。周知

もされていない。でも社会に対してはすごくそれは周知してい

くべきことなので、時差出勤じゃなくて６時間勤務っていうの

を市が率先して、これだけ男子が使っているんですよっていう

のを指標にしたら、それはそれで意味があると思います。 
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C委員        以前、オーバータイムを減らすように勧めることはできない

って言ってましたよね？ 

 

会長      減らしたほうがいいですね。 

 

C委員        そうなんですよ。フレックスタイムも全然いいんですけれど

も、要するに普通の決まった時間に終わってくれれば問題ない

んですけれど、子どもが小さいときに私がすごく困ったのが、

児童館が閉まる時間なのに、お年寄りの人がその時間に会議を

開くんですよ。だから最後は開き直って堂々と、私の子どもを

道路に立たせる訳にはいきませんのでって言って会議から出て

きました。 

 

会長      細かいけど、今３才までのお子さんがいらっしゃるかたは短

時間勤務もできるけど、残業を拒否できるので、拒否したこと

によって、ペナルティを科すと法律違反。でも慣習としてそう

なっているかというと浸透していないのでね。 

 

C 委員       私前回、オーバータイムをするなって上司が言えば、若い人

はちゃんと帰れるんじゃないって言ったら、するなっていうこ

ともできないっていうお答えでしたよね、確か。要するにオー

バータイムをする権利を人からとれないっていうお話を聞いた

記憶が。 

 

会長      本人が嫌だと言えば残業をさせてはいけないんだけども、本

人がやりたいのに会社側の方から子どもがいるから残業はさせ

ないっていうのはだめなんです。 

 

C 委員       例えば、残業しないようにしましょう運動をするとか、そう

いうことはできないんでしょうか？ 

 

会長      先ほどの女性活躍新法の中では、実際の労働時間の現状を踏

まえて行動計画を立てることになるので、それも含めて義務化

として３０１人以上の企業は管理してなきゃいけない。だから

当然数値もとらなきゃいけないし、目標も立てなきゃいけない

というのが来年度以降の女性活躍新法の中で求められている。

きめ細かくとるならば、それが女性の労働時間と男性の労働時

間を分けてとったらいいんじゃないかというのも、企業ごとで

すけど。そこで残業をやめましょうというのも当然書いてくる

企業もあると。 

 

C 委員       残業しなくてもいいのに、上司が帰らないから残ってるとい

う人もいるのでは… 
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会長      でもそこで残業してはいけないっていう指標にするのもでき

ない。だとすると、労働時間の管理をするというのも馴染みが

あると思いますよ。 

 

C 委員       それで働かないようにしましょうじゃなくて、時間内に、能

率を上げましょうっていう動き、自分の奥さんが自分の時間を

削ってまで子どもを見ているのに、上司が座っているから男性

はそこにいなくてもいいのにいる、そういうのって壊せないの

かなっていう。 

 

会長      制度はないけれども、フレックスのように出退勤の時間は自

分が決める、イニシアチブを持っているっていうことならば、

今日は１５分早く終わっていきますと。でも１か月の中で今日

少なかった１５分を別の日に働く、変形勤務のフレックスタイ

ムというか、そういう制度の利用者数とかね、でもその制度が

あるかどうか分からないけど、ないものに関する指標は多分つ

くれない。今あることの管理指標となる。 

 

事務局     基本的に残業の時間帯に業務がある場合はずらすことができ

ます。１８時から会議があって２０時までかかるということが

はっきりしていれば、朝２時間遅く来て、残業はつけずにその

まま夜は出て、通常勤務時間だっていう、そういう選択は今で

きるようになっていますが、果たしてどこまで機能しているか

は分からないです。 

 

A委員      在宅勤務とかを推奨するとかはできないんですか。 

あとは女性が労基法上の自分の権利をぜんぜん認識できてい

ない。守られるべき権利を認識していないので、妊婦さんの検

診のときとかに、そういうセミナーを医療機関と提携しつつや

って、その実施回数とか実施状況とかそういう風にしていく方

法はどうでしょう。私が妊娠していた時も、パンフレットはも

らうんですが、読んでおいてくださいって渡されるだけなので

結局そのままになってパンフレットの存在を忘れてしまう。パ

ンフレットは手元にいっぱい溜まるんですよ。だけど、その中

で実際に誰からもレクチャーを受ける訳でもなく、自分で見て、

聞きに行くのもお腹は大きいし外に出歩けないしってことで、

医療機関で検診に行くんだから、その時に合わせてやってくれ

れば楽なのになっていうのはあったんですよ。そういうのを積

極的にやって女性の妊娠・出産後の権利についての認知度を高

めていく取り組みがあればいいなと私は思っていました。 

 

C 委員       ついでにパートナーの男性もどういう制度を利用できるかと

いうお知らせもあればいいですね。 

 

会長      先ほどの新しいセミナーの中にそういうのを一個概念として

あげてもいいかもしれませんね。 
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ちょっと話を戻させていただくと、ここに育児参加休暇とか

介護休暇とか書いてあるけども、そもそも子どもの看護休暇は

子どもが病気になっているから取るわけで、この数値を増やし

ていくっていうのはナンセンスです。時差出勤制度もたくさん

使えって推奨するのも、増えればいいかっていうとそうでもな

いですよね。そもそもこの辺の休暇とかの利用率って全体を含

めて多ければいいっていう話でもないですよね。だから市とし

ても数値目標を設けないっていう話になるんだけれども、これ

はどうしましょうね。仮にご提言のとおり育児休暇とか看護休

暇とかをもうちょっと件数増やしましょうって言ってもいいけ

ど、それを使えるっていうことを知っている人は増えるべきだ

けども、必要がないのに取れっていうのも変な話だから、増え

ればいいてことでもないですよね。 

 

A 委員      取らなきゃいけないときに取れなかったっていうのが大事か

なって思ったんですけど。 

 

会長      よくあるのがアンケートで調査する方法ですが、簡単じゃな

い。取りたいときに取れた件数って言っても数値があがってこ

ないので、なかなか悩ましいですけど、何かしら管理指標を設

けないといけないとすると、どういう指標が適しているかなっ

ていう感じです。だめじゃないんですけどね。 

 

B 委員      これは実際に子どもがいるかたが対象だと思うんですけど、

そうでないかた、まだこれからっていうかたも仲間に入れて、

取りたいと思っているか思っていないとか、あとは育児参加に

自分はできていると思っているか、思っていないかですよね。

そういう意識調査の方がむしろ見えてくるんじゃないですか。 

 

会長      そういう意識調査をやろうとなると、何も弘前市役所に限定

する意味がない。 

でも取りたい人が取れなかったって一番重要なんですよね。

育児介護休業法があって、それは男女共同参画の重要な法律の

もとになってくるから、育児介護休業法で言われているような、

休業・休暇制度がどれだけ取れているか、それは法律で決めら

れ義務化されていることだから、市が代表して男性の育児介護

関連の休暇がどれだけとれているか。利用できれば利用したい

っていうのがあれば、育児介護法の中で、言われている休暇制

度に準じるような制度を市役所の中でどれだけ利用しているの

かと、そういう趣旨ならば、このような件数をとっていくのも

意味があるのかなと思いますが。そうするとやっぱり短時間勤

務制度というのが一番トピックスが出ちゃうんだけども、男性

に限らず女性でもいいと思うんですけれども、役所の中で短時

間勤務制度はどれくらいとっていますか。 

 

事務局     正確な人数は今は確認できません。 
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  また以前、賃金カットになるよりは自分の休暇をうまく使っ

た方がよいので取らないというような話は聞いたことがありま

す。 

 

会長      ちょっと論点を整理すると、男性の育児休暇を指標としてと

っているので、男性だけ限定していくか、それとも女性にも広

げて、こういう育児休暇制度を男女に関わらずどれだけとって

いるかっていう２つやりかたがあると思うけど、男性に限定し

てとってみても面白いと思うけども、さきほどイクメンを意識

する風潮にいかがなものかというご意見も出たので、なんで男

性だけなんですかっていうね。 

 

A 委員      さっき言ったのは、イクメンっていう言葉を出して満足して

いるんじゃないかという感想を言っているだけで、現状として、

女性は必要に迫られてやらざるを得ない状況に陥ると思うんで

すよ、本人は嫌だけど。でも男性はその逆になっているので、

女性っていうより男性にターゲットを当てるっていうのは意味

があるんじゃないかなとは思います。 

 

会長      そう考えると、巡り巡りなんだけど、提示していただいた案

件もこれはこれで面白いと思うんですよ。男性に限定して育児

に関係するような休暇制度というのを括って、どれだけ男性が

取るものなのかっていうことを見てみると。これはさっき言っ

たように増えれば良いっていう話ではないので、だから目標値

をつけずに上昇っていう言葉で留まっていますと。要は目標値

に対してどれだけ増やしていこうってことではなく、男性に限

定して状況を把握していくような指標なんです。なぜならば当

面の目標は、一区切りついたので、育児に関わるような休暇休

業制度、短時間勤務制度、時差出勤制度みたいなものを少し見

てみると。ということの指標ならとってみる意味はあるのかな

って思います。 

 

C 委員       ちょっと聞いていいですか。例えば、具体的な話なんですけ

れども、ＰＴＡのどうしても行かなければならない学校の行事

とかは、仕事の時間中にどうしてもぶつかるじゃないですか。

女性はどういう風に時間を抜け出しているんですか？ 

 

事務局     時間休を取ります。 

 

C 委員        時間休…これは育児参加休暇ではない、時間休をとってい

る？ 

 

会長      育児参加休暇は男性に与えられた育児休業の有給休暇版です 

よね。 

 

C委員       女性にはそれは与えられていますか…？ 
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事務局     女性には育児参加休暇というのはないです。 

 

会長      育児参加休暇の制度が詳しく分からないから何とも言えない

けども、例えばこれって産前・産後休暇の中に設定されている

んですか？それなら理解できるけれども。 

 

事務局     出産予定日の８週前から、産前産後です。 

 

会長      子どもを産む女性は絶対そこは休んでいるってことですね。

だから男性だけが与えられるっていう産前産後休暇。 

 

C 委員       じゃあ育児参加休暇っていうのは、本当に生まれる前後のこ

とであって実際後のＰＴＡとかでどうしても抜けられないとか、

そういうことに関しては全然関係ないんだ…。本当は子ども関

係の行事などに参加しなくちゃいけないというプレッシャーは

ものすごいものなんですよね。職場にも学校にもすみません、

すみませんってやっちゃうんですけれど、要するに女性と男性

が同じくらいそういう風に抜け出して、時間休を同じくらいと

っている割合が男性も女性も同じだったらそれはバランスがと

れているってことなんですよ。子どもが病気するとか病気しな

いとかじゃなくて、社会が、当然親がそこに出席する、親なら

当たり前でしょうという風潮があるので、それは働く女性にと

っては大きな壁となっています。 

 

会長      今のところそれは年次有給休暇でやってねっていう話なんで

すね。 

 

C委員       男性はそれを取っていなってことになっちゃうのかな。 

 

事務局     取っている人もあるかも分からないです。でも休暇の内容は

細かく具体的に書くことは義務化ではないので… 

 

会長      一般企業の例で行くと、年間２０日間有給休暇がもらえます

よね。時効が２年なので、何も使わなくて４０日間ありますよ

ね。それでも使わないと消滅していくんです。法律的には消滅

するんだけど、それを少し積立られるような制度を持っている

企業さんがあって、なくなってしまう有給休暇を病気をして入

院したときとか、あとは介護だとか、子どもの育児に関わるこ

とだったら限定して使えます。そういう消滅したような育児休

暇を積み立てられるような特別な勝手な制度をつくって、学校

行事のときに使える企業さんはあります。近いところではキャ

ノンプレジジョンさんなんかはそういうことをしていますね。 

もしも入院するようなことがあればいけないので、なるべく

使わないで溜めておこうとか、結婚する前にある程度休暇を溜

めておいて、育児の３年間とかはそこから学校行事とか何だの
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って使えるとか、使いたい人にとってみると良い制度。民間企

業さんで工夫してつくっているところはあります。 

ちょっと話を戻しましょうか。どの指標をとっていくかって

いうのは、難しいんですけれども、とりあえずは手元でできる

こととして、役所内の男性職員の育児とかに参加できる休暇数

を指標としてとってみますか。 

ちょっと僕が思うのは、これかもう一つは“プラチナくるみ

ん”でいっているところの男性の育児休暇の基準と同じように

役所でやってみるというのもいいと思うんだけれども、意外と

このハードルも簡単そうで難しいので、そんなに男性も育休と

らないので、これもちょっと空回りしそうな気もします。 

全部が目標値がなくて上昇っていうのも気になるけども、こ

の線で事務局さんでご検討いただきましょうか。 

 

  今日色々な自由活発なご意見を言っていただいたところで、

このとりまとめを事務局の方にお願いすることとします。 

趣旨はなかなか難しいですが非常に大きな話が基本になって

います。ただ大きな話が我々のノーコントロールな指標を管理

しても、ただのノーコントロールなものを見ているだけにしか

すぎないので、全部が意のままになる案件ではないけれども、

その中でも市が率先してやってみたりだとか、とれる数字の中

で見てみたりだとか、そういうことをやって、先ほどの意識の

啓発にしても年配のかたは良くなっているけども若い人はちょ

っと悪いんじゃないかとか、そういうヒントのきっかけにでも

この指標がなれば、ある程度の目的は達成できるかと思います。

何かの指標をとったところで、弘前市全体の男女共同参画が劇

的に良くなるかってことではないけども、この指標をとりなが

ら、だったらこれはどうなっているんだよっていう話に繋がる

意識づけになればこれはこれで意味があると思います。 

ずいぶん時間も延びてしまって、議論しきれていないことも

あるんですけれど、事務局から何か連絡事項等ありますでしょ

うか？ 

 

事務局     前に郵送した会議録の確認をお願いします。 

次回の懇話会もみなさまにご都合をお伺いしてましたので、

ご連絡いただければ調整してまたご連絡いたします。 

 

会長      ちょっとやり残したことがいっぱいあるんですが、次の会合

に繋げるということで、今回の会合は以上になります。長時間

にわたりありがとうございました。 

 


