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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８月３日（月）1３:３0～1５:１４  

 

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 弘前市男女共同参画プラン改訂について 

           （１）基本目標Ⅳ  ・成果指標の改訂 

                      ・主な取り組みの改訂  

           （２）基本目標Ⅴ  ・成果指標の改訂 

                      ・主な取り組みの改訂 

 

【開会】 

司会      定刻となりましたので、ただ今から、平成２７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、本

プランの基本目標ⅣとⅤに係る改訂原案についてご審議いただ

きます。それでは、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      本日、前回の会議に引き続いて、次第の案件にありますよう

に、弘前市男女共同参画プランの改訂についてということで、

基本目標ⅣとⅤについてご意見を色々いただきたいと思います。            

最初にいくつか事務局サイドともすり合わせをさせていただい

て、この男女共同参画プランには課題がいくつかあるかと思っ

ています。おさらいをするようですが、基本目標Ⅰ～Ⅴ、全体

としては非常に大きな重点目標が立てられており、その中のい

くつかの取り組みを出して、その中のある部分を定点観測する

ような形で、数値の評価をしていくことになっているかと思い

ます。その抜き取りした指標が、必ずしも全体の目標を表せて

いるのだろうかということです。これが１つめの課題で、そこ

を見ていかないと良し悪しもなかなか評価できない。この取り

上げる指標をどうするのかというのが１つの課題だと思うんで
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すよね。 

２つめの課題としては、よくＰＤＣＡといいますけども、市

の男女共同参画をご担当されているところが計画・実施してチ

ェックしてアクションするならＰＤＣＡが完結しますが、弘前

市全体の男女共同参画がどうであるかの評価なわけですから、

実施する人と、チェックする人と再アクションする人が全然別

の部局ってことになると、無責任にチェックはするけども、再

アクションも再計画も全く関係ないですということになれば、

全くＰＤＣＡが回らないということになります。 

冒頭にこんな話をして恐縮ですが、少しでも弘前の男女共同

参画が進んでいけるように、進んでいるかどうかのチェックが

できるように、そういうところを審議の方でやれればなと思い

ます。少なくともそれがある程度弘前市の進行がわかるように、

さらに男女共同参画が進んでいるように、我々が出せる形に近

づければなと思います。ちょっと余計なことを言いましたが、

本日は基本目標ⅣとⅤにということですので、次第に従いまし

て基本目標Ⅳのところ、（１）について事務局から説明をお願い

いたします。 

 

事務局    （１）についての説明 

 

会長      指標の案がいくつか上がっておりますが、その中でボランテ

ィアの数というのもあって、これは PDCA をちゃんと回せるよ

うに、センターの業務を入れたものであります。 

みなさんからの意見を聞きたいと思いますが、いかがでしょ

う？ 

 

A 委員     今まで男女共同参画って端的にいうと、男の人と女の人が社

会では半々なのだから、小さい縮小された場でも半々にあるべ

きだということで来てたつもりでしたが。この項目だと市民参

加で、男女問わず市民が参加していればそれでＯＫという感じ

が自主防災組織とか１％システムとか、ここは男女じゃなくて、

市民であればとりあえずはＯＫということになるのかなと。こ

れまでの流れとはちょっと違う感じになるのかなと違和感を感

じました。 

 

事務局     例えばボランティア支援センター相談件数というのは、特に

男性女性問わず、男女共同の男性女性半々というより、もうひ

とつ上の方から見たという、要は市民の活動が活発になってく

るということは女性の参加も促進されているのではないかって

いうことです。参画センターとして先ほどのＰＤＣＡを回すこ

とができるのではないかということで、ここでやっている数字

を出しました。 

 

B 委員     補足するような感じですが、当時これをつくるなかで議論に

なったのが、高齢者とか障がい者とかマイノリティのかたも捨
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てないというか見逃さないようにしましょうということが、男

女共同参画、男と女ということじゃなくて、いろんなジャンル

のかたも社会に取り組んでいきましょうという視点でこの項目

になっているんですね。だから地域で防災組織をつくって高齢

者を参加させましょうとかそういうことになってたと思うんで

すよ。 

 

A 委員     市民の活動を高めるのは良いと思いますが、市民の活動の先

頭をきっているのが男性だったらあまり意味はないのかなと思

います。表に立つのが全部男性だったらいくら市民活動が盛ん

になっても男女共同参画という視点からはそんなに意味はない

のかなと思います。そこで女性も同等に活動できるようなこと

がわかる指標にしないと、そこまでいかないとなかなか男女共

同参画っていうのにつながらないかと。 

 

会長      今日は、審議じゃなくて意見を出し合う場なので、どんどん

出してください。 

例えばよく出てくる農協さんのお話をさせていただいたんで

すが、農業従事者というのは７割くらいが女性なんですが、農

協の会員、組合員っていうのは、ほぼ女性がいないですよね。

わかります？世帯に１人だから。青年部があったりとか婦人部

があったりするんだけども、農協の重要なことを決める一票が

選挙権みたいな一票が、世帯で一票なので、そうするとお父さ

んが大体一票を持っているんですね。そうすれば農協の将来を

決める会合に青年部の意見や婦人部の意見が入らないに決まっ

ている。だから従事者が女性の方が多いんだけれども、農協の

重要な事項を決めるのはおじさんばっかりっていうね。おっし

ゃるとおり、いろんな団体活動をするんだけれども最終的には

女性がマネジメントをするところにいない仕組みになっている。

そういうところを少しずつでも変えていくのがやはり男女共同

参画の取り組みだと思うし、実はこれは商工会議所さんにも言

えることらしくて、商店って家族で運営していたりするけども、

やっぱり一票はお父さんが商工会の中でやっているから、そこ

に若者の意見が大切だって言うけども若者の一票なんか初めか

らないんですよ。女性の意見が大切だって言うんですけれど最

初から女性の一票なんかないんですよ。そんな仕組みじゃだめ

でしょっていうのが、本当は男女共同参画を進めていくことだ

と思うんですよね。僕個人的に思うのが、ＰＴＡの会長くらい

は、女性にやってもらいたい。段々とそういう決定をしていく

場面に、半分でもいいし、女性の意見もあるといいんだろうな

って思います。あとは B 委員がご意見出された通り、男女共同

参画社会は、若い人、高齢な人、健康な人、ちょっとハンディ

キャップ、障害を持っている人とか全部含めて皆でやれる社会

だっていうようなことだから、基本目標Ⅰ～Ⅲは男女共同参画

の中心的なところだけど、ⅣとⅤは色んな人が社会で役割を担

えることって考えるならば、ご意見出された通り「男性ＶＳ女
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性」という構成にしなくてもいいのかなと思います。 

あともう一つ聞きたいんですけれど、ある程度ＰＤＣＡの管

理ができるということで、ボランティアの件数を載せることに

反対じゃないんですけれど、そもそも相談件数は多ければ良い

とは限らないんですけれど、これはどうしましょうか？ 

 

事務局     この相談件数というのは、困ったから相談するというよりは、

ボランティアのこと教えてくださいとか、「私ボランティアをや

りたいんですがどうしましょう？」という感じのものが多いの

で、「相談件数」という言葉が適切ではないのかなと思います。 

 

会長      普通「相談」っていうと困っていることだから、なければな

い方がいいということになるので、もっと的確な表現にするか、

最終的にどうしても上手くいかなければ注釈をつけて、相談件

数は指導件数を含めているというような表現にするなど、どう

でしょう。あとのかた、どうでしょう？ 

 

C 委員     これ素朴な疑問で、私が誤解していたら教えてください。こ

のボランティアで色々活動している、実際ボランティアを動か

している、仕事をしている人がどのぐらいの男女の割合かって

いうのはどっかで把握されているんですか？ 

  

事務局     こちらで実際に仲介しているものについては、男女の数は把

握しています。 

 

C 委員     私がどうして質問をしたか。“ボランティアをたくさんしてい

る”イコール“社会の中で equality（対等、平等）を手に入れ

てる”わけではないのね。海外では、社会の中で無報酬の、要

するにお金をもらえない仕事をしている人が圧倒的に女性であ

ることが問題なんです。要するに、ボランティアをたくさんし

ていて無報酬の仕事を女性がたくさんしていますっていうのは、

決してこれは equality（対等、平等）の指標にならない。逆に

女性は無報酬で働いていて、報酬を社会の中で受けているのが

男性だっていうのが海外では非常に問題になっているんです。

だから、ここでボランティアの活動が活発であるイコール良い

ことだっていう風に単純に議論を持っていくのは、早計ではな

いか。結構海外では無報酬の社会活動の時間を男女比べると、

圧倒的に女性の方が多い。結局ボランティア活動が、女性が男

性に比べると経済的に弱い立場に追い込まれる一つの要因とし

て捉えられているんですよ。もちろんボランティアはいいけれ

ども、そればっかりしていると収入のない女性が社会に対して

いい女性をやっているという女性像ができあがってくる。わか

りますか？この出発点… 

 

D 委員     ３．１１のときに企業が男性にボランティア休暇を与えたっ

ていうのをニュースかなんかで随分取り上げられていましたけ
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ども、今また聞かなくなった。継続しているところもあるとは

思うんですけれども、それだったらわかるような気がします。

お仕事ある人は当然あまりできないわけなんですが、それだっ

たら専業主婦を増やした方がいいよっていう感じに聞こえなく

もないなぁ。 

 

C 委員     見方を変えるとそうなります。 

 

会長      表現的にボランティアの数で男女の問題では良くないですよ

ね。ただ市民が地域活動をしているっていう風に捉えればボラ

ンティア活動はいいんだけれども、その中身を見ちゃうと無報

酬労働で多くの女性の立場が弱体化している…扱いが難しい感

じですね。 

 

C 委員     だから私がなぜＰＴＡ活動を何回もあげているかというと、

私が個人的な体験から痛いくらいわかったのは、ＰＴＡ活動は

働く女性にとっては地獄なんです。なぜかというと、学校から

批判を受ける、同じ世代の女性から批判を受ける、そういうイ

メージガタガタの状態になる。子どもを産むとか産休とかそう

いう段階より遥か後に。それはボランティア活動の典型で、も

ちろんＰＴＡの会長は自営業とかのお父さんがやってて。でも

ＰＴＡの会に出るとお母さんがもう９９．９％かな。お父さん

がいたら、まぁ珍しいわねっていう。もちろん子どものために

頑張るのはいいですけれど、どうして自動的にお母さんなのっ

ていう… 

 

A 委員     女性でも続けられて、お金をまわせる仕組みがちゃんとでき

ているボランティア団体、資金的に身を粉にして働いてそれで

終わるのではなく、ちゃんとそれに見合った報酬を受けている

ようなボランティア団体がこのぐらいあるよというのがわかる

ような指標があればいいと思いますが…。 

以前、女性にとって無償で働くことが美徳で、ボランティア

なのにお金を得るなんてとんでもないという考えが結構あると

いう話を聞いて、結局、自分もそうだなと思った。それを改善

していったら、ただ無償で働くだけではなくて、それに見合っ

たのをやる、そういう仕組みが作れればいいなと思って、それ

を助ける何かを測れる指標があればいいと思う。 

 

会長      これは僕からの提案ですが、目標Ⅳは「地域社会における男

女共同参画の促進」だけれども、地域社会への市民参画を促進

するっていうことをサブテーマとして見ていくと。このⅣのと

ころを「男対女」っていう風に取り上げてしまうと、ジェンダ

ーが大きく絡んできりがない、解決もできないし少し難しくな

るのかなと思います。障がい者とか高齢者とかありますけども、

よくダイバーシティって多様性っていうのかな、色んな多様な

人が参画できるというようなサブテーマで、男女にこだわらず
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地域における市民参画だって捉えるならば、ボランティアのこ

とも多分許されるだろうし、ジェンダーのことも考えられるけ

どもその中で市民参画しているという評価も引っ張りあげられ

るのではないかと思うんですが。 

 

A 委員     だとすると、是非入れてほしいのが新たにボランティアサー

クルや自主サークルをつくった件数です。私自分で活動してい

て思うのが、自分が主体的にサークルをつくって活動すること

がより積極的な行動だと思うので、既存の団体にただ入るだけ

ではなく、自分が創りだす活動をしている人がどれくらいいる

のか分かると、より一層いいんじゃないかなと思うんですよ。 

新しいサークルがどんどん生まれてくればいいと思います。 

 

事務局     市では、市内のボランティアの色々な団体に登録制をとって

いないので、把握はできないと思います。本当に活動団体が増

えてくればすごくいいことだと思いますが、それを指標にとい

うのはちょっと把握しきれない部分はあります。 

 

会長      ちょっと違う話で質問して申し訳ないんですが、町会とかの

関係で、市から援助をしていることはありますか。 

 

事務局     町会には、広報とか色んな回覧は回していますけど、世帯数

に応じて 

 

会長      町会長に占める女性の割合、何割ですかね、２％に満たない

くらいですかね、せめて１０％２０％くらいは女性の町会長が

いるべきだと思うので、例えば５つくらいの町会をグルーピン

グして、この中で一つくらいは女性の町会長を出しなさいと。

出さない場合は助成金カットしますとか。５町会くらい区切り

のいいところでその中から一人くらい女性町会長を出すような

計画目標を自分たちで立ててくださいと。厳しくやるとすると、

それぐらいの仕掛けをしていかないと実現しないですよね。弘

前市でそういうことやりませんか？ 

 

D 委員     町会長の在り方みたいなものを変えていかないと難しいです

よ。私、今やってますけど大変です。住んでいる所によります

けど、町内の集まりがあるととにかく喧嘩腰。実際に喧嘩にな

るとか、他の町会でも聞く話だとそういうのはありますね。み

んな自由人だから、遠慮とかあんまりしないので、ちょっと怖

い世界ですよね。 

 

会長      名誉職だから結局そういうのが好きな男性が手を挙げる形で

すね。そうすると触っちゃいけないような領域ですよね。 

 

C 委員     じゃあ意外と女性がそうなっていないのが幸せなんだ。 
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D 委員     やりたくないんじゃない。例えばＰＴＡ会長とかやりたいで

すか？ 

 

C 委員     あのね、女性の引っ張り合いが日本とても多いの。男性が引

っ張っているよりも女性が引っ張っている方が多いと私は分析

しています。なので、女性の考えから変えていかないと…ごめ

んなさい、話が飛んで。 

 

会長      なかなか男と女の話をするとタブーなことがいっぱいあるか

ら、１％事業でやっている成果を出すためには、地域における

市民参画を推進していくという方向で、その中で男女のことを

見ているという方がスマートかなと正直思いますね。 

 

B 委員     副町会長まで広げると、女性は結構入ってきますよね。 

 

C 委員     結局「副」は付くっていうんですよ。 

 

会長      あともうひとつは町会に任せてもやるかやらないかは向こう

次第なので、ＰＤＣＡを自分できちんと回していくためには、

働きかけるということが大事。先ほどのボランティアの件数っ

ていうのは市民参画センターさんが自分で活動できる指標の一

つ。だけど、町会長もそうだし、ＰＴＡ、農協もそうだし、商

工会も、本当は地域社会として重要な男女の問題は、触ったら

アチチって火傷するような案件ばかりあるので、そういうのを

指標に持ってくるのはあまりにもデンジャラスなところがあり

ますよね。 

 

C 委員     でもそういうことになると、なんか男女共同参画もう無理な

んだなって。あーもう無理なんだなっていう風になります。 

 

会長      だから、どうしないといけないのか。女性の町会長が出ない

ような地域は助成金減額だよっていう風に強制力を働かせて、

中身のトラブルはあるかもしれないけど、まずは枠をワンステ

ージ上げるということが本当は必要だと思います。ＰＴＡも然

り。農協なんかは多分自民党か何かがもうやってるらしいが、

農協の連合会の中には理事に２人以上女性がいないとだめって

言って、多分助成金を減らしているので、形だけはやっていく

んだけど、多分女性理事は最初は大変ですよ。だけども、経営

判断する中に女性がいると、その女性理事が婦人会のトップに

なったりすると、やっぱり意見は段々と反映されていく。最初

の方々は辛いけれども、それから段々と女性の意見が広がる社

会になっていくんだろうなぁと思います。そんなことを踏まえ

つつ、何か指標になるものを持っておきたい。せめて市民参画

センターで数値の取れるボランティアとか、あとはセミナー等

の参加人数とか。 
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D 委員     やっぱりこれからは、ボランティアにどんどん女性が頑張り

なさいよじゃなくて、男性がどれだけボランティアできている

かっていうのが大事なんじゃないですか。 

 

会長      そういう数値もいいですね。ボランティアをする男性の数値

でもいいですしね。 

 

D 委員     それが、結局男性の働きすぎだとかそういうのにも関係して

きて、改善されるとやはり仕事以外のワークライフバランスで、

地域社会への参画が男性がどれだけできるようになりましたよ

っていうのは、すごくいい指標になるんじゃないかなと。 

 

会長      男女別のボランティアの数値っていうのは出るんですか？ 

 

事務局     当方に相談があった方とか、当方主催の「一日体験ボランテ

ィア事業」や「ほっと・ぼらんてぃあ」に関わった男性の数っ

ていうのは出せます。 

 

C 委員     すみません、一つ聞いていいですか。ボランティアって何が

定義ですか？さっきのダンスグループもボランティアになるん

ですか？ 

 

A 委員     ダンスグルーブのボランティアではなくって、私が指導をボ

ランティアでやっているので私はボランティア活動をしている

ことになります。ただそこに来る人たちは何もボランティアは

していないです。 

 

会長      ダンスクラブはボランティアじゃないけれど、指導している

人はボランティア。ダンスクラブが老人ホームに行って演じた

らボランティア。だから難しいですね、色々ありますね。 

 

A 委員     さっき私が言ったのは、自分がことを起こそうっていう人を

増やしたいんですよ。だからこちらに来て初めて、ボランティ

ア支援センターで色々相談を受けることができて、なるほどっ

て思ったんですよ。何かをやりたいけど、どうしたら良いかわ

からないというような人をサポートできるような、もっと市民

活動を支えるような市であったら。 

例えばボランティア支援センター相談件数の中でも自分が主

体となって何かをやりたい場合とそうでない相談っていうのを

分けて測れたらなと思います。 

 

事務局     内容はその都度控えていますので、細かく見ていけば数字は

出せます。 

 

A 委員     何かをやりたいって思っている人の励みにもなるから。こん

なに相談している人いるんだとか、ここに行ったら相談に乗っ
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てくれる人がいるとか。 

 

会長      先ほどのボランティアの件数で、男性が関わっているような

件数が何かしら増えるならば、一つの指標ですよね。それが多

ければいいか少なければだめかってことではなくて、やっぱり

男女共同参画なのでボランティアだけじゃなくてそこに男性の

数が２段目にあるとちょっと面白いかなと思います。ボランテ

ィアっていうと仕事がない女性がやればいいということじゃな

く、そこにはワークライフバランスで仕事もしているけど、男

の人ももう一つ何か活動をするということを弘前市では推奨し

ているんだっていう願いがこもっているんだということ。ちょ

っとこれをご検討いただければなって思います。 

Ⅳのところでここだけはもう一つというところはございます

か？町会とかＰＴＡとか難しい問題は何も解決していないけれ

ども。 

 

B 委員     無報酬のボランティアじゃなくて、報酬を得て継続していく

っていうのはこれから組織づくりとかのトレンドになってきて

いる。資料にもコミュニティビジネス・ソーシャルビジネス支

援事業ってあるんだけど、これがないとボランティアって辛く

て、行って頑張って働いて、お金を持って帰らないで、叱られ

るみたいな。で継続していくためには自分の時間が重要なので、

この辺もちょっと重視していくといいのかなって思っていまし

た。あとはやっぱり働いている男性がサイドビジネスじゃなく

て、地域に奉仕していくっていうボランティアはいいと思いま

す。 

 

会長      その支援しているビジネスとしての件数は出るんでしょう

か？ 

 

事務局     数値は担当部署に聞けば分かります。 

 

D 委員     主体的にビジネスを起こす人の応援をしたいっていうのはよ

く分かるけれど、ここで取り上げるにはさらっとしかできない

かも逆に。そこまで決めちゃうと厳しいかなと。自分が先頭を

きってやりたい人ばかりじゃないんだと思いますけれど。 

 

A 委員     ほとんどそうじゃないとは思います。でも変えたいなという

思いはあります。 

 

会長      進行役でこんなことばかり言って申し訳ないんですけれど、

ちょっと事務局に厳しいことかもしれませんが、今、人口減少

が大きな問題です。都市消滅という話が非常にブームなわけで

すけれども、県庁、市役所が上からバーンって、色んな部局に

働きかけないといけない。大学もそうですけれども、本当に今

やらないと弘前も何年か先は大変なことになります。弘前市な
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んてこのままいけば、２５年後には子どもを産む年齢層の女性

の人口が半分になる。次の世代に繋がる人口は半分で、小さく

ても楽しい我が家っていう風には多分ならないので、商店は閉

店し、学校はなくなり病院もなくなるから大変だから何とかし

なきゃいけないってことなんですね。そういう状況の中だから

今までの男女共同参画ではなくて、ほかの部局の色んな所でも

パワーを入れてやっているから、男女共同参画を今やらなくて

どうするんですかっていうくらいの勢いで僕はあたっているん

です。その中でどうして人口減少かっていうと、弘前に仕事が

ないからですよね。だとするとそのビジネスをつくるっていう

目を育てていく、商工労働の話かもしれませんけども、そこは

やっぱり非常に重要だし、男女共同参画でいうならば男性も女

性もなんだけれども、女性が働けるような新しい仕事がどれだ

け創業できているかっていうのがすごく効き目のある、効果的

な指標だから。ただ男女仲良くというのではなくて、近い未来

の弘前にこれが重要なんだと、２歩も３歩も踏み込んでドンと

そういう指標を入れるとすごくやっているんだなっていう感じ

になると思います。 

日本全国人口減少という課題に対して与えられた責務として

は、青森県庁も一生懸命やっているけれども、弘前市は多分そ

の２倍も３倍も辛い思いしなきゃいけないんですよ。青森県全

体じゃなくて、弘前と青森と八戸が持ちこたえる、中核のダム

の役割をしなきゃいけない。青森県はまだ恵まれているんです

よ、３つメリハリがあるからね。例えば、金木では仕事がない

けれど、五所川原にあったらよかったけど弘前で仕事が見つか

ったので、夫婦子どもここで子育てをして、おじいちゃんおば

あちゃんがなんかあったときは金木まで行くよってね。これ東

京じゃだめなんですよね。それをせき止める役割としての弘前

市をつくらなきゃいけないっていうのが、弘前はまだのんびり

やっていますけど、非常に大変な状況になっていて、その時に

男女共同参画が今までどおりでいいんですかってことがある。

今お話あった通り、ビジネスっていうのはここの範疇じゃない

んだけれども、女性が弘前に残って夫婦共稼ぎができるような、

そんな仕事がちゃんとある、稼げると。そういう新しいビジネ

スがどれだけ生まれたかっていうのは商工労働からその部分だ

け抜き出してここに指標を出すとしたら、すごい思い切った指

標の一つだと思いますね。そのような状況下に男女共同参画の

促進というのがあるんだろうなと思っています。 

今までのところ、ボランティアとかＮＰＯ団体とか色んな数

字とか、ＮＰＯもボランティアも含んだような相談件数とかを

指標にとりながら、地域社会に市民参画がどれだけできたかっ

ていう枠を一回作ってみて、その中でもちろん男女の問題だと

か人口減少の問題を視野にいれたところで、我々の懇話会とし

てはどれだけできたかっていうコメント、評価をできれば２歩

も３歩もとはいかないけれども、ちょっとは踏み込んだような

ことになるのかなとは思いますが。 
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C 委員    ごめんなさい、一個だけ聞いていいですか。弘前市役所と 

教育関係はどういう関係にあるんですか？ 

 

会長     小中までは弘前市役所。 

 

C 委員    じゃそういうＰＴＡ活動とか学校がやっていることに、根本 

的には口出しをする権利はあるんですか？ 

 

事務局    教育委員会の中の生涯学習課というところでＰＴＡは担当し 

ております。 

 

会長     弘前市の活動です。ただ高校は県庁さんになっちゃう。基本的 

には小中までは市の教育委員さんが見ているってことなので。 

 

C 委員    私はこういうジェンダーのことで、子どもが学校にいたとき、 

よく学校とぶつかったんですよ。そうすると、いつも学校は私た

ちはそういう権利がない、教育委員会が決めていてっていう言い

方をしていました。 

 

会長     ただ政治とか行政が教育に口を出さないように、教育の独自性

があるんですよ。だから教育委員会っていう風に、役所の仕事か

ら分離した形でやっているんですね。そういう意味では市の行政

と教育は分離している。教育にはそういう政治的なこととか入れ

ちゃいけないから。だけどもやっぱり教育委員会は市の中にある

ので、教育委員会自体は分離してても市の中なんだよっていう話

ですよね。その分離がなかなか口を出しにくいっていう。 

 

C委員    なるほど。なんかフリーズがかかっているような印象があって、

さっきの２５年先の弘前をつくるのはこれから小学校、幼稚園に

入る女の子たちですよね。だからある意味においては本気の危機

感があるんでしたら、これから弘前に残り、強い女性として働き

ながらも子どもを産み、そして男性と対等に協力し合えるような

子どもを育てるためには、どういう風なポリシーを弘前市として

進めましょうっていうことを市と教育委員会が連携していかなけ

ればならない。今の学校の中はすごいですよ。私はぎょっとする

ことばかりでした。未だに男の子を先に並べて女の子を後に並べ

て、行進も男の子を先に歩かせて。私運動会とか行くたびに大体

体がガタガタになっていつも夫婦喧嘩してました。 

 

A 委員    問題ですね、私の地元はそんなこと、全然ないですよ。 

 

C 委員    私も先生に「先生ちょっと待ってくださいよ。例えば、入学式

でも卒業式でも全員男の子先に呼んで。先生、申し訳ないですけ

れどこれが今のモダンジャパンなんですよね？」って。そしたら

どうしたかというと、「今の女の子強いですよ、お母さん。」って
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いう反応を受けました。残念ながら、私は外国人で、変な外国人

のお母さんの文句として学校は片づけやすいので。そういう場合

は私の日本人の夫が出ました。いくつか学校の生徒手帳に印刷さ

れている歌の中に『将来は女の子が花嫁で男の子が博士になる』

とかそういうようなセリフがありました。今度見せてあげます。

私は学校に対して問題をおこすことに非常に抵抗あったんです。

私としては子どもが幸せに日本で育ってほしかったから。でも天

秤にかけたときに、例えば私が母親として学校に一切異論を語ら

ないで娘を行かせるって考えたときに、私は母親として娘に対す

る裏切り行為だと感じたんです。分かります？学校にいい顔する

よりかは娘に対して申し訳なくてたまらないっていう気持ちで。

これだけは譲れないっていう場合は学校に足を運びました。で、

やっぱり大体は突きはねるんですよ。今度は夫が行くとやっぱり

『海外ではそうでしょうが』っていう答えが来るんですよ。日本

は違うって。そしたら夫が、私は日本人ですがこれはどう見ても

おかしいですって言うと初めて先生が向き合ってくれる。結果と

して、その歌詞が削除されたんですその年。次の年見たら、あー

削除されたって。でも、分かりました意見を承りましたっていう

そういう言葉は一切学校からなかったです。後で結果として消え

たっていう。そういうことが日常的に現在起きているので、私は

義務教育が終わった時点で本当にほっとしたんですけれど。一回

目のプランを作った時の会議で文化っていう言葉があがってきた

んですよ。こういうの書いていきましょうって言ったら、これは

文化ですから仕方ありませんとか。そういう理論があがってきた

んですよ一回目。でも結局は文化じゃなくて。やっぱり間違いは

皆の将来がかかっていること、という認識の変え方？こういう風

に変えていかないと危ないよっていう、何かできないのかなって

いう。そこの２５年先はやっぱり幼稚園、小学校が出発点かなっ

ていう風に思います。 

 

会長     なかなか弘前市の教育って間違ったジェンダーの塊みたいなと

ころがあって、いっぱいやるべきことはあるけれども、そこまで

今は手を出せないかなっていう感じはするね。  

でも、どこかで教育委員会に投げかけをするというのはとって

も大切だと思う。ちょっと前の会合で言いましたけれども、ワー

クライフバランスが進んできたかって言うと大間違いで、ちょっ

と前のお母さんは制度が整わない中で無理くり働いていたから、

それを子どもが『お母さんがこんなに大変な思いをして』って反

作用みたいなのが今起きているんですよ。今のお母さんは少し制

度がよくなってきたから、これからは子どもたちは『働くお母さ

んって素敵ね』となるかもしれないけれども、無理無理やってた

女性の世代に育てられた子どもたちは、そうはなりたくないとい

う“ぶり返し”が起きることはある。その子たちの教育的なとこ

ろで教えてあげないと間違ったジェンダーの方向に行きかけてい

るから、ジェンダー教育としてそこは重要ですよね。小中学生く

らいでそういうのをやるのはとても効果的ですよね。 
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C 委員    もう本当に刷り込まれちゃうんですよ。 

 

会長     高校生くらいになるとなかなか変わらない。 

先生達の感覚がだめだね。放置したままっていうね。 

ちょっと進行役に戻ります。一回この目標Ⅳのところ、今議論  

があったところで区切らせていただいて、続きⅤのところ、資料

を事務局からご説明いただきたいと思います。 

 

事務局   （２）の説明 

 

会長     取り上げる指標だけを見ると、がん検診と喫煙という２点にな

るんですけれども、資料を見ていただくと主な取り組みとしては

例えば LED とか防犯カメラとか、ジェンダー、DV だとか高齢者

の健診だとか多岐に渡っており色々な項目があります。ただ取り

上げたテーマとしてはがん検診と喫煙になるので、この２つだけ

を捉えちゃうとちょっと間違えちゃうかもしれませんが、いかが

でしょうか。 

事務局と私が別で話したときは、基本目標Ⅴは人権が尊重され

るということなので、先ほどサワダ先生からお話があった通り、

小さいときからのジェンダー教育みたいなのは、一つの人権教育

に近いところがあるんだけれども、単に男対女じゃなくて、今年

は非常にそういう話が多いんだけれども、渋谷区かなんかで同性

同士が結婚できるというようなね、そこまで弘前市はやらなくて

もいいと思うんですが、そんな話の議論が実は今年世界的にも多

くて、医学的に多分２０人に１人はそういう性のマイノリティが

ありますよということです。そうすると小学校でも、言わないけ

ど心の中で違和感を持っている子どもたちが１人か２人はいるっ

て考えると、とても大きいですよね。男女共同参画の中でいくと

どうしても男、女ってなるけど、多分こういう人権のところで、

男でもなく女でもなく人としてきちんと社会に参画するというと

ころをアプローチするべき。そういうⅤとして、心の問題で悩ん

でる人というのは、おトイレに行くときに悩まれるっていうのが

よく聞くことがあります。見かけ上の性の方のトイレに行けばい

いだけなんだけれども、そういう人はどうするかっていうと車い

すの人のトイレを使うっていったときに、車いすのところが障が

い者用ってなっていると、胸を押さえて私って普通じゃなくて障

がいなのかしらって思う。それはやっぱりよくない。例えば多目

的トイレというような看板ひとつ出ているだけでも、多分心が救

われるんじゃないんですか。なかなか市民参画の方でこんなこと

やってって取り上げられないけれども、少なくとも市内の公共的

なトイレの車いすのところの看板だけ配慮して付けるっていうく

らいのことだったら、予算的にもそんなに大変なことじゃないの

で。ただ、なかなかこういうこと自体を取り上げるのに気持ちが

よくない人もいるのでね。アプローチすること自体がね。でもや

った方がいいと僕は思いますけれども。そんなこともできるし、
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色んなことの項目が今あがっているんだけれども、指標としては

がん検診と喫煙ってことになっているけれども人権ということな

ら本来そんなことを弘前市は取り組むといいんでしょうねってこ

とをちょっと私は意見としてお話したんですけれども。他どうで

しょう？ 

 

A 委員    今の話、私も大賛成で、例えば生理的に同性愛とか気に食わな

いっていう人も当然いると思うんですけれど、結局やっぱり精神

面とか生物学的な話も絡んでくるから、例えばハンディキャップ

を負った人を見て見ぬふりをするのと全く一緒だと私は思うんで

すよ。両者一緒にはできないけれども。だからそういうのを積極

的に切り込んで改善していくのはすごく正しいと思うし、やるべ

きだと思います。 

 

会長     なんで男のトイレが青で女のトイレが赤なんだと。これジェン

ダーなんだけれども。これどっちの看板もグレーにしてみると、

トイレを間違えたっていう話ですよね。男子女子のトイレを変え

るっていうのはなかなか大変だけれども、車いす用のトイレに配

慮するっていうのはできないことでもないし、そういうので内々

で悩んでいる人が気持ちよく社会の中に参加できるっていうこと

が重要なのかもしれないですね。看板ってちゃんと調べていない

ですけれど、車いすのところってなんてついているんですかね？

車いす用トイレなんですかね？ 

 

事務局    最近は、ほとんど多目的トイレという表示になっています。 

 

会長     やっぱり多目的トイレですよね。子どものおむつ替えの台がつ

いているとかね。 

女子トイレだけにおむつ用の台がついているのも本当は違うか 

ら、男女両方につけるかっていったら、折り畳みすればスペース

も邪魔にならないから多目的ってことでいいんでしょうね。男性

もそこでおむつ替えするとかね。 

 

事務局    弘前市はこういう性的マイノリティに関してはまだ理解がない

と思います。見て見ぬふりとか、あえて言わないとか。 

 

会長     他部局がなんかやってくれる話じゃないから、指標にはなかな

かできないと思うんですけれど、ちょっと含みとしてね、 

 

C 委員    例えばそのセクシュアルマイノリティについての意識を高める

ための、例えばここは DV に関するセミナーは行っているんです

けども、そういう話題についてのセミナーとかそういうことは？ 

 

事務局    今年やります。市民参画センターの主催のセミナーで初めてで

すね、９月２５日にやる予定です。 
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会長     セクシュアルマイノリティ元年。 

 

事務局    青森市ではそういう団体さんが直々に意見を喋ったりとか、そ

ういう活動をしているみたいなんですけれども、弘前市ではまだ

活発じゃないので。 

 

C 委員    大学では結構話題になっています。サークルもありますし、色々

そういう話題を取り上げている。例えば教官が取り上げるとかゼ

ミで研究していたりする子とかはいますけどね。 

 

会長     今年はそういう機運が非常に高まっているんですね。なので今

年スタートされることはいいですし、来年あたり実績が増えるっ

ていうのは、セクシュアルマイノリティのかたの為だけじゃなく

てね、やっぱりⅤの人権が尊重されるっていうことにどれだけ市

がアプローチしているかっていうことだと思うので。 

がん検診のところはおそらく、青森県は短命県なので、それを

なんとかしようということもありますし、喫煙というのは日本一

ですよね。喫煙が日本一高いのはだめと決めつけるのはよくない

けれど、決して寿命が短いのは誰も喜ぶ人はいないと思うから、

そこは 2 点関係するアプローチだということでいいかと思うんで

すけれど。健康問題を指標として出しているということで。 

あとは主な取り組みとしては防犯やら DV やらいろんな取り組

みがありますよということですが、どうでしょう？Ⅴのご意見は。 

 

A 委員    単に言葉の問題なんですけれど、『婦人相談員』とありますが、

なんで『女性相談員』じゃなくて『婦人』になっているかってい

うのは不思議。 

 

会長     古い言い方ですね、確かに。 

 

A 委員    あえてこの言葉を使う意味はどこにあるのかなって思って。 

 

D 委員    大事ですよ、言葉を変えたり、小磯先生がおっしゃるとように

看板を変えたりするのはそれで、こういうことやっているんだっ

て気づく人もいると思うんです。言葉の使い方を変えていくって

いうのは意識改革になると思うし、偏見を持っている人も知識が

ないと思うので、刷り込まれてそうやってずっと生きてきた人に

は、周りがそうやって変えていく、言葉を変えていくっていうの

は大事なことなんだと思いますけどね。そこ気になるんだったら

変えた方がいいと思います。 

 

会長     『婦人』を変えちゃいましょうか？ 

 

事務局    懇話会からの意見として担当課に伝え、可能であれば変えるよ

うにしますか… 
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会長     担当課のものを全部変えろとは言わないので、うちのプランの

中の『婦人』を書き替えればいいのでは。 

 

D 委員    担当課にも、まだ『婦人』という表現をしているんですかって

いったらいいんじゃないんですか。 

 

会長     理屈を言えば、『婦人』と『女性』はこういう意味が定義的に違

うとかおっしゃるかもしれないけど、なんとなく『女性』ってい

う方が柔らかくていいですよね。『障害者』っていうのはれっきと

した法律用語だから、『障害』と書いて何が悪いっていうことなん

ですが、やっぱり『害』が嫌だという人がいればそこは配慮が必

要なのかもしれないね。 

 

C 委員    一つ聞いていいですか？受動喫煙のことって、なくなるように 

具体的に今までどういうことをやってきたんですか？例えば施設

とかで飲んじゃいけない雰囲気とかあるし、大学とか沢山どうの

こうのとかって出てきていますが、それ以外の意識づくりってい

うのもやっているんですか？ 

 

事務局    今年に入って、受動喫煙の環境整備をするってことで会議を立 

ち上げたんですけれど、その資料は今手元にはありません。ただ

たばこをだめだと否定するのではなくて、そのたばこを販売して

いる方やたばこ関連に携わっている方も含めて委員の方に集まっ

ていただいて、今年度中にガイドラインを、将来的には条例まで

策定する方向です。 

 

C 委員    どういう禁止なんですか？弘前市ではたばこを飲んじゃいけま 

せんとか？ 

 

事務局    受動喫煙を防止するような。今飲食店の方で、たばこを吸って 

もいい店か、それとも禁煙かっていうのをシールで表示するよう

協力してくれています。 

 

C 委員    これの中で脅しみたいな作戦っていうのはどうでしょう。これ 

とってもいいと思うんですけれど、公共の場でタバコ吸えないの

で家帰って吸う、きっと一番の被害者は、家族だと思うんですよ。

結局健康を害するのはそれを吸っている子どもとか配偶者とか。

家の中までそんなのは言えないですが。例えばＰＲ活動、“あなた

はたばこで子どもを殺す気か”っていうような、あるじゃないで

すか。ごめんなさい、今酷い表現だったんですが、そんなような

ハッとさせるスローガンを掲げるみたいな。 

 

D 委員    病院のポスター見たことあります？妊婦さんの中に子どもがい 

て、それに吸わせてるような。『ママ煙たいよ。』とか。 
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C 委員    でも『家の中、パパ煙たいよ。』とか。ただ場所を制限するので 

はなくて、結局害を受けるのは…別にいじめてるわけじゃなくて、

本人と家族の健康と幸せの助言なんだよっていうことを、そこが

出発点じゃないかなって。 

 

D 委員    車を運転しているお母さんたばこを片手に吸ってて、子どもも 

一緒に乗ってるというのはよく見たことがありますね。あと、お

んぶして、お母さんたばこを吸いながら歩いているっていうのも

あります。 

 

A 委員    家族じゃないですけど、隣の家がベランダで吸ってて、うちは 

たばこを辞めたんですけれど隣の煙がうちに入ってきて、結局た

ばこを辞めたけれど隣から吸わされている。  

 

会長     うちベランダは禁止って貼ってありますよ。夏は窓を開けてい 

るので、ベランダ越しに煙が入ってくるのでだめって。 

 

C 委員    子どもがいるところでたばこを飲むことが無責任な行為である 

という認識を植え付ける。「この場所はだめなんだ」じゃなくて。 

 

会長     先ほどお話させていただいたＰＤＣＡで、担当部署に働きかけ 

て、やるならそこがＰＤＣＡのＤになるんだけれども、実はプラ

ンもドゥーも担当課がやって、この懇話会で「あーだ、こーだ」

と評価しても「お前、なにチェック入れてるんだよ」って話です

よね。このＰＤＣＡがずれているから、我々がこうやって気にか

けてイライラしても、実施が同じ市とはいいながらもそこはちょ

っと難しいところですよね。 

 

D 委員    そこで、場所の禁止だけじゃなくて意識に呼びかけることも大 

事なんだという結論がここにあれば、もちろんうちはうちでやっ

てますってことじゃなくて、縦割りじゃなく、こっちからも意見

が挙がってきてますよと伝えることができれば。 

 

会長     アクションはできないけれども、チェックのところでこういう 

活動がさらにあった方がいいんじゃないかってことを言うと、じ

ゃあやりますってことに繋がればいいんだと思います。達成がで

きていればいいんでしょうけれども、達成ができなければ我々が

いつか将来つべこべ言う中に、それぐらいのポスターは作らなき

ゃだめなんだってことの結論になるかもしれないし、元々は今回

このコメントのところでそういう活動を求めたいってことを書い

てもいいかもしれませんね。 

 

D 委員    こういう一人ひとりの人権尊重の側面からも必要なことだと。 

本人と家族の健康のためだけじゃなくて、こういう他人の人権ま

たは自分の子どもの人権、その切り口からも必要であるという意

見が出たくらいの感じで。 
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会長     公共の場だけやればいいのではなくてね。家庭内においても、 

親子の中でも受動喫煙から子どもを守るといいますかね。関係な

いけど、うちの職場の人が高校のとき、制服を掛けていたけどお

父さんがすごく吸うらしいので、友達の高校生から「あなたの制

服すごくたばこ臭いね。」って。その子が吸っているわけじゃない

のにね。 

 

C 委員    でも、本当にそういう意識がとっても乏しいんだなって思う。 

例えば自分の家でお父さんが吸っていても、もちろんお母さんが

吸っている場合もありますが、子どもたちがいてもお父さんが吸

ってて…。 

 

D 委員    学校の職員室で先生が吸っていましたよね。 

 

C 委員    昔はそうでしたね。生徒がたばこ飲んでいるのを捕まえて、た 

ばこがムンムンしてる職員室に呼んで叱って、なんであんたタバ

コ吸ってるのってやってましたよ。本当に大人の矛盾のオンパレ

ードですね。時代ですね。 

 

D 委員    変えようと思えば変えられるってことですかね。 

 

C 委員    そうそう、それが変わったんだったらもっと意識が変わっても 

いいのかなと思います。 

 

会長     他県とは違って青森県はワーストと言われているので、何か弘 

前市としてもアプローチするってことはやはり意味があるかもし

れないですね。他の県で喫煙はだめだよって言っているのとは違

って現実的な他の数値もワーストだということなので、そこはや

っぱり何か取り組まなきゃいけないかもしれないですね。女性の

喫煙率も確か高いですよね、弘前。 

いろいろご意見出ましたが、Ⅴのところよろしいですか？ 

あとはまた次回に、これという目標を取り上げる数値を決めて 

いく審議に繋げていきたいと思います。その数値だけが評価では

ないと思うので、今こういうところが別途気を付けなければなら

ないとか、コメントのところで上手に市の方向性を動かせたらい

いと思うんですが、なかなか少ない人数で男女共同参画に取り組

まれている。本当は人口減少対策を考えると、弘前市は１０人く

らい人をつけてもらってやってもいいくらいの部局なのかもしれ

ないと個人的には思うんですけれども、すぐさまそういう訳にも

いかないので、指標の中でそういうことを見ていくような形で進

められればなとは思います。じゃあ今日のⅣとⅤのところ終了さ

せていただきます。ご協力ありがとうございました。事務局から

連絡等あればお願いします。 
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事務局     では、１回目・2 回目の会議で出たご意見をまとめて、修正

案をみなさんに提示し、第 3 回会議でご審議いただきたいと思

います。日程は、９月の上旬を考えております。会場の都合も

見ながらみなさんにメールでお知らせします。以上です。 

 

会長      よろしいですか。では私の方から終わりたいと思います。長

時間にわたりありがとうございました。 


