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弘前市男女共同参画プラン懇話会第３回会議 

 

１ 開催日時  平成２７年９月１８日（月）1８:０0～２０:０１  

 

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）弘前市男女共同参画プラン改訂案 

             （成果目標以外） 

                        

           （２）弘前市男女共同参画プラン改訂案 

             （成果目標の改訂案） 

                       

 

＜開会＞ 

司会     御案内の時刻となりましたので、ただ今から、平成２７年度第

３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、第１回、第２回の会議でご審議いただいた内容を基に

修正案を作成いたしましたので、それについてご審議いただきま

す。それでは、議長、よろしくお願いいたします。 

 

会長     改めまして皆さん、よろしくお願いいたします。それでは、第 3

回会議の次第に従って会議を進行していきたいと思います。 

始めに（１）について、事務局から資料の説明をお願いいたし

ます。 

 

事務局    （１）の説明 

 

会長     ただいまのご説明について皆さんからご意見等伺いたいと思い

ます。いかがでしょうか？ 

改訂案の表紙にある「２７年度の○月改訂」という○月という

のは何月ですか？ 

 

事務局    平成２８年の３月です。 
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会長     年度末ですか？ 

５ページ６ページのところで、弘前市の動きが記載されていま

すが、「まち・ひと・しごと総合戦略」は入れますか？ 

多分それはまだ進行中なので、確定・決定していないんですが、

あれも今年度見込みで計画していくと同時並行だと思いますが、

まったく触れないか。 

 

事務局    この「弘前市の動き」の中で、２段落目の「男女共同参画行政

については～」というところですが、総合戦略の中で男女共同参

画を強く打ち出している部分が今のところないので、そういった

状況で付け足すかどうかというのは…。 

 

会長     確定はまだしていないんだよね。どうですかね、いかがでしょ

うか。…きっと総合戦略が議会を通って冊子が公表される頃には、

人口減少のことが色々言われていて、これはやはり男女共同参画

でも避けて通れないようなトピックスになると思います。６ペー

ジのところの人口減少、９ページのところも人口の推移について

も述べられていますが、この辺の意気込みがさらっと軽く書かれ

ているので、今世間が騒いでいることと温度差をちょっと感じる

ところですね。 

 

A 委員    １２ページの資料で、下の方の役付職員及び管理職員っていう

のは今までの中で出てきていないワードで、どの辺の役職なのか

分からないんですけれど。 

 

事務局    役付職員っていうのは係長級以上で、管理職員は課長級以上で、

課長級と部長級のことです。 

 

B委員    改訂前のプランの方は、グラフの横に説明がついている。 

 

C 委員    今回も上には書いてあるんですけれど、ちょっと気づきにくい

ですよね。 

 

事務局    下の方が見やすいのであれば下に付け加えたいと思います。 

 

蟻塚委員   後は前回話題に挙がった４９ページの婦人相談員という表現は

女性に変えた方がいいんじゃないかという議論があったと思うん

ですが。 

 

事務局    実は「婦人相談員」という言い方が法律に規定されている言葉

で、あえて「女性」という言葉にここだけ変えるというのは、も

う少し説明が必要になってくると思い、このままにしてあります。 

具体的には、売春防止法に基づく職で、「婦人相談所」や「婦人

相談員」という表現。 
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会長     いろんな名称や文言で「婦人」というのは必ず出てくると思う

んですけれど、婦人の概念より女性の概念の方が大きいので勝手

に女性と書いたら…だめですかね。いいんじゃないかと思います

が。具体的に支障はあるかな？どうですかね？ 

逆に婦人がいけないわけではないですよね。例えば法律用語  

で、ちょっと似てないけども「障害者」っていうのは法律にも「障

害者」って書いてあるから言って何がいけないのっていうことだ

けど、やっぱり「害する」っていうのが嫌だったりする人がいる

からひらがなにしてみたり、ハンディキャップと言ったりするけ

ども、婦人もいけないわけじゃないけども、やっぱりそこで連想

するのは家内に代表されるようなことだとするならば思い切って、

変えるという方法もある。これは女性の相談員を配置するってい

うことでしょうから、婦人をとって相談員を配置し、っていうこ

とでもいいんですけれど、意味合いとしては女性の相談員を配置

するってことですよね。ＤＶとかの話を聞くわけですから。 

 

B委員    訳注をつければいいんじゃないですか？婦人相談員とは。 

 

会長     余計気になっちゃいますよ。さらっと「女性相談員」って言っ

てしまったらいけないかな。正直、具体的にはどんな波及的なこ

とがあるかわからないですけどね。「女性」に変えちゃいましょう

か？ 

 

事務局    「女性」という表現の方が範囲が広くなるのであれば、全部含

めることになるので間違いではないですよね。 

 

D委員    私、「婦人」というと、すごく歳を感じる。昔の時代の。 

 

会長     必ずしも、結婚している人っていう定義ではなく、結婚してい

なくても婦人なんです。だけど年齢がどこからか分からないけれ

ども、そこそこの年齢の女性という定義ですね。 

 

D 委員    それ厳密に辞書でそうなっているんですか？それともイメー

ジ？ 

 

会長     定義は多分、大人の女性ぐらいしか書いていないと思います 

言い換えるならば、大人の女性相談員っていう話ですよね。女性

っていうと、中学生が相談しちゃう、女子高生も含まれるけど、

婦人っていうと大人の女性相談員。そういうレベルだと思う。 

 

D委員    なるほど。例えばこれは、ティーンエイジで妊娠した女性とか 

は、厳密に言えば含まれなくなるみたいな。 

 

会長     そう、婦人の方が狭くて、厳密に言えば、大学生とか高校生の 

相談に乗るっていうのは範疇じゃないっていう話です。大人の女

性の相談員です。 
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D委員    すごいリミットをかけるっていうか現状に本当に合ってないで 

すよね。 

 

会長     言語に詳しくないですけど、昔は誰か夫とかの元にいる女性が

婦人でした。身分保障です。そこらにいる独身の女性は信用で

きないっていうね。 

 

D委員    そうなんですね、社会的な意味。 

 

会長     ただ結婚していない女性、年齢が上でも結婚していない女性は 

親の家長のもとの世帯に入っているね、まだ家族の子どもってい

う扱いなので、そういうちょっと良くない意味があるから、みな

さん印象として婦人はちょっとねって思うかも。 

 

C委員    漢字の作りも、女が箒を持って…。 

 

会長     なので、思い切って女性と変えて問題がないならば、変えまし 

ょうか。一応ささやかなチャレンジ。女性相談員とここだけ二文

字と、後は関係するところどこか出てきますかね？部局の名称を

替えろということではなくて、ここは相談員の配置のことだけは

「女性相談員」とまず替えさせてもらって、部局の名前はここで

勝手に替えることじゃないですから、それはそれで婦人でいいで

すよ。取り組み内容のことについては「女性相談員」。 

 

B委員    その方が抵抗なく読めるかもしれませんね。 

 

会長     ちょっと整理すると、主な取り組みの「市の家庭児童婦人相談 

室」、これはこのままです。部署の名前なのでね。「及び少年相談

センターに女性相談員を配置し」で、相談員については女性相談

員を配置したということになります。 

 

事務局    いいと思います、ある意味問題提起じゃないですけど、 

そういう意味であえてやったものとして構わないと思います。 

 

会長     はい、ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。一応 

まだ完成しているものではございませんので、今日皆さんに色々

ご意見いただいて、次回の会合のときに、最終的に調整したもの

を固めていただくということで。もう少し見ますか。 

 

C委員    ３９ページの、男女共同参画を踏まえた地域活動、地域防災の 

重点目標８のところで、下の説明の中で、どういう風に男女共同

参画の視点を踏まえているのかというのが、よくわからない。こ

こを見ると、確かにその地域住民が相互に関わって生活すると、

それがすごくいいっていうのはわかるんですけれど、それがゆく

ゆくは男女共同参画の実現に繋がっていくんだよというところま
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で示した方がいいんじゃないかと思いました。 

 

事務局    実はこの部分は、策定されたときのものをそのまま出しており 

ます。今回の改定は経営計画との相違のところから直そうという

ことから始まっており、できるだけ今回は元のものを触らないよ

うにということで、あえてこの辺は手をつけなかったんですけれ

ども。男女共同参画という言葉を広くとらえて、すべての人が同

じように暮らしやすい社会をという意味だと思うので、全ての地

域住民が相互に関わりながら生活するというような記述とか…。 

 

C委員    ここにバシッと「男女共同参画の視点を踏まえた」って書いて 

あるので、どう踏まえてあるんだろうという疑問がわきます。 

 

会長     さらっと市民っていう言葉に変わるからね。ちょっと違和感が 

ありますね。 

 

事務局    このページの真ん中にある「地域コミュニティの希薄化が」と 

いうところに、男女共同参画の視点を踏まえているという記述を

持って来ればどうでしょう。後は「地域に暮らす全ての住民が安

心して充実した生活を持続できる」というここの記述に、少し男

女共同参画に関係した言葉を持って来れば…。 

 

会長     そうですね。それでいいと思います。そこに素直に「男女共同 

参画の視点を踏まえ」って入れれば、なんかこう繋がるような気

がします。何を踏まえているんだかよくわかんないんだけれど。

もしくは「そこで」の次に「男女共同参画の視点を踏まえ防災や

防犯」とかって頭にその一言だけが入れば、それもうまいことに

なっていくような気がします。男女共同参画の視点を踏まえ、市

民力っていうことに少し繋がってくれれば、下の市民参加型って

いうことにも繋がってもいくかもしれないですね。 

弘前市としてやっていることとしては、市民参加型１％とか 

 そういう実績、結果が出ているので、そここそがやはり男女共同参 

画で、男とか女とかじゃなくて、みんな参画しているんだってい

うのがうまく繋がるといいですよね。今のままだと、ご指摘のと

おり分離している感じがあるので。男女共同参画って言っている

のに、市民参加型という別なものを持ってきたなという感じがす

るので。 

 

C委員    これは要するに、男も女も関係ない市民と捉えて、そういった 

市民が活躍することによってひいては男女共同参画の社会になる

っていう発想でいいんでしょうか。 

 

会長     あとは多分、ここに書いてあるけど、市民っていうと地域コミ 

ュニティっていうイメージが強いんですよね。コミュニティとし

て地域で色々やっていくということが「市民」という言葉の中に

印象として含まれるんだと思います。後はいかがでしょう？ 
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そうしましたら、一回ここで区切らせていただいて、次に（２）

について、事務局から資料の説明をお願いいたします。 

 

事務局    （２）の説明 

 

会長     ありがとうございます。１回目２回目を通じて、いろいろ議論 

したことをまとめていただきました。ご意見出していただければ

と思いますが、いかがでしょうか。 

私から１点だけ、２ページ目Ⅱの指標の弘前市民参画センター 

が実施したセミナーの参加者数が６１４人から７５０人ぐらいで 

１割増しってことですけど、これ２９年度できそうな感じです

か？ 1 割増しって簡単そうで簡単じゃないかもしれないし、見

込みとしてはどうですか？ 

 

事務局    実は、資料をつくる際に内部でもちょっと話になりました。実 

際に参画センターで今年からセミナー事業を一つ止めており、セ

ミナーだけの回数で行くとちょっと減るんですが、中身を充実さ

せるということと、毎年 1 回やっている市民ボランティア交流ま

つりが年々盛況になってきておりまして、そちらの方も少しずつ

人が増えていくんじゃないかと。そういうところと、こちらの定

員とか定数とか色々加味しまして、それぐらいはいけるんじゃな

いかということになりました。 

 

会長     著名な人を呼んできて大きなセミナーをすれば、１回で人数は 

稼げる。あるいは、やっぱり小規模でコツコツやっていくという

こともあって、どっちも大切だなとは思うんですが。 

あとはここについては、前の意見として年齢別・階層別のセミ 

ナーもあると良いということを述べさせていただきましたが、参

加者も増えて、その中身がこういう年齢層が増えたとか、こうい

う階層が増えたなどデータとして後で取り出せるようになってい

るカウントの仕方の取得と、結果として、それを終わった後のコ

メントの中で書けるような準備をしておいてくれればいいのかな

と思いました。みなさんからどうでしょう？ 

  

C委員    今さらですが、プラチナくるみんの１３％っていう取得の基準 

が、どれだけ大変なのかがちょっと具体的にわからない…。 

 

会長     全然大変じゃないですよ。例えば結婚しているご夫婦の２組に 

１組が育休をとろうかなっていったらもう５０％ですよ。２人に

1 人ぐらい育児参加しっかりやろうという人がいれば。しかも１

年育休をとれっていう話じゃないですから、２週間でもいいって

話ですよ。２週間はともかく１か月くらいはじっくり育児に関わ

りたいという人が５人に１人くらいいれば２０％だし。でもなか

なかできなくて役所の中でも１人いるかいないかだし、民間の会

社さんはもっと大変かもしれない。ほんとは大変じゃないけれど、

大変なんですよね、きっと。 
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C委員    そういうことだったんですね。ちょっと具体的に分からなかっ 

たので、こう言われると、そんなにすごく大変なことなのかなと、

整合性を欠くっていうくらい高すぎる目標なのかなと。 

 

事務局    人事担当者とお話はしたんですが、１３％という数字は現実的 

に無理だと。公務員は制度しっかりしているから休みやすいので

は…という話をしたら、それはあくまでも制度上の話であるとの

こと。現実はなかなか休めない。 

 

会長     でも海外出張だっていったら２、３週間いないですからね。絶 

対取れると思いますよ。上司が取れっていったらね。まぁ取れっ

ていっても基本無休だからね。手当は色々ありますけれど。 

 

C委員    この間お話にありましたけれども、これを成果指標で、市の男 

性職員の結果を出す以上は、“こんなにできました、よかったね”

じゃなくて、“ほら見てみなさい、市役所だってこんなに頑張って

いるんだから、市内の企業でもこのぐらいやってください”とい

う風に言えるくらいのことをやった方がいいのかなと私も思いま

すが。今の話を聞いたら、制度的には可能だけれども、実際問題

無理という風におっしゃっていたんですが、でもここで指標に決

めたら、じゃあそのためにどういう風に仕事をやっていけばいい

のかというところも変わっていくかもしれないから、“だめ、全然

無理です”って終わるのは、すごくもったいないと思います。 

 

B委員   大体、今までのやり方を変えたくないっていう人がほとんどで 

すから。今までのやり方だと無理だけど、例えば仕事の分担とか

やる順番とか改善すればできるかもしれないのに。極端な話、そ

の人だって、もしかしたら急に死んだりするかもしれないじゃな

いですか。そういう準備はしているのっていうことですよね。混

乱はするけど１か月もすれば誰かがやるわけでしょ。やればでき

るんですよ。できないと思うからできない。無理無理って言って

やれない理由を挙げてくる方がほとんどだと思います。どこの会

社でもみんなそうです。変えるのが大変って思うからですよね。 

 

会長     例えば、育休と在宅勤務を合わせて１３％というのはどうでし 

ょうか？おむつ交換していると思うけれども、一応仕事している

ことのアウトプットだけは週に１回くらい出勤してきてアウトプ

ット出せと。ただ市民の個人情報を勝手に家に持ち帰るわけには

いかないのでセキュリティが重要だけれども、在宅勤務と合わせ

て男性の育児休暇が１３％と言ったら、すごいドラマチックな波

及効果があると思いますね。家で育児に参加しながら、週１回 

でも仕事の報告を出させる。在宅と併せて男性の育児休暇取得っ

ていったら、率先してやってるなって思いますね。 

あと一個質問なんですけど、時差出勤制度というのは 1 日８時 

間で早くしたり遅くしたりで、短時間勤務じゃないですよね？時 
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差だけ。なのになんで０件なんでしょうね。こんなのさっさと数

字が出るような気がしますが。時差出勤で俺は朝早く来るってい

う男性がいれば簡単じゃないですか。どちらかと言えば窓口開い

ていない時に働きたいなっていう人がいっぱいいるんじゃないん

ですかね。 

 

事務局    市で夏場に朝型勤務の“ゆう活”をやったんですよ。今、 

アンケートをやって人事サイドで集計をしている最中だと思いま

すので、それで人数が増えると思われます。これは２６年度から

始まった事業で、最初の年だけは０人だったみたいです。今年に

入ってからは何人かは出てきているらしいですね。 

 

会長     これ全然難しいことじゃないですよね。だってお昼休みをシフ 

トにしたら時差出勤になっちゃいますよね。早番遅番だっていう

話でね。だからあまり変なことをしたくないっていう結果が０件

っていう感じだよね。 

 

部長     実際問題、最初は残業等の時間を減らそうっていうのがその目 

的であって、夜仕事が入っているとか会議が入っている場合は、

その分朝の始業時間を遅らせることができると。それは融通利か

せますよと。それが少し伸びて育児でもいいんですけれども、あ

る意味時間外を減らすための時差出勤でさえもあまり使われてい

ないのが現状です。 

 

B委員    こういう規範となるような実験をしていますというスタンスで 

はできないんでしょうね。市役所が犠牲になって実験しています

っていうね。模範としてね。ちょっと実験的な試みだとすれば、

例えばこれが整合性を欠くっていう批判みたいなものはない。で

ないと世間がそうなってから後をついていくという感じじゃない

ですか。世の中みんなが始めれば市役所もじゃあやりますよ、み

たいな感じに受け止めちゃうんですけれど。 

 

事務局    そうですね。今さらですが、３１年までに年度ごとに２人って 

随分低い…全然目標じゃないですね。 

 

B委員    変えたくないっていう目標。もったいないですよね。 

 

C委員    なんで整合性が必要なんですか。 

 

会長     整合性は多分なくても別にいいんだと思うんですよね。市の施 

策の中でも次世代育成の方はこれだけがテーマになっている訳じ

ゃないので、これもあれも総合的にやりますよって、オリンピッ

クでいったら体操と鉄棒と床とかってね。だけれどもこちらは男

女共同参画の専門で、いや鉄棒だけ得意だっていって、うちは鉄

棒のことしか考えていませんので、育児休暇だけ１３％だってい

っていれば、それはそれでいいんだと思いますよ。 
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事務局    懇話会として、そういう市全体の模範となるような思い切った 

指標を出すのもいいと思います。 

 

会長     ただね、男が取っていないからといって抜き出して指標にする

というのも、それがいいわけじゃないですよね。それよりも男性

職員に拘らない指標にした方がいいのかもしれない。たまたまこ

この項目が全部男性職員のことをいっていますけれども。 

ここは「上昇」という目標だからハードルが低いけれども、で

きれば、もうちょっと高いところを実績として報告できるような

ことで活動していただきたいなと思いますね。目標こそ高くない

けれども、中身としてはもっと余裕のある、休暇とか在宅とか新

たに２９年度を待たずに２８年度に試みているとか、そういう報

告事項が備考欄に入ってくるといいですね。「上昇」というのは数

値を決めていないから、逆に数値に囚われず、ここに書いていな

いことも含めたりすると、「上昇」ということが活きてくる感じが

します。 

 

委員     先程の例えで、「鉄棒を頑張る」となった時に、じゃあそれに引

っ張られて他の体操も床も上げていかなければならなくなるから

…と、敬遠しているのかなと思っちゃう…ぜひここは呑んでほし

いなって個人的には思ってます。 

 

A 委員    全然関係ない提案なんですけれど、例えば子どもが生まれまし

たっていう職員さんがいたときに、おめでとうございますってい

ってここで開催するセミナーの招待状を送ってあげるとか。上司

も一緒に。上司も一緒に来なさいと。でセミナーを受けさせて、

育児休暇を取ることが大事なんだよっていう話を上司も一緒に聞

かせないと多分だめですよね。本人は仕事を抱えていて上司がや

れっていっていたら休めないですよね。 

 

B 委員    女性の育児休業をすごく推進している会社の話を聞いたことが

あるんですけど、現場の女性たちは、次は私かもしれないからと

いう雰囲気になっている。お互い様だからっていう言葉が聞こえ

てきてますね。「私はまだ結婚していないけれどいずれは…」って

いう人はもう先輩の女性のかたのお仕事を皆で分けるために、ど

うしようっていう話し合いを具体的にする。だから、その人の机

の上にあるお仕事をきちんと箱に入れるようなつもりで整理して、

これは誰さんこれは誰さんっていう風に整理してやったらいいん

じゃないのってアドバイスしたことがあります。それは女性の多

い職場ですが、大体のところは男性が多くて、そういうお互い様

という空気もないと思うんですよね。 

先程の会社は、経営者の方の理解があって、戻ってきやすい職

場になっていて、子どもさんのいる社員の方が多い。子どもの数

も多いんですって。そういう企業さんもありますってことで。そ

うなったらいいですよね、女性だけに限らず。 
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C 委員    私の親戚がイオンで長く働いているんですけれども、結局子ど

もがいても、その子どものことを日々話題にしていないと、周り

もその家族の状態が全然分からないから、例えば病気になって休

みますっていっても理解がない、けれども日々子どものことを、

今日小学校でこういうことがあったんだよとか、次うち運動会な

んだっていう話を自然と職場でできる環境づくりをしていると、

うちの子どもが風邪ひいた、じゃあ行ってきなっていう風に皆が

心配してくれるから、職場の中で子育て中の社員が充実した仕事

をするためには、やっぱり子どもを仕事場でタブーにしないでど

んどん出していく、そういう環境がすごく大切なんだよねってい

う話で、なるほどと思いました。 

 

B 委員    家族を連れてきてもいい焼肉パーティーを開いているっていう

会社もありました。ちっちゃい子をいっぱい連れてきてもいいっ

ていうのをやっているところが。そうすると休んだ時のギスギス

感がなくなるんですよ。昔はワークとライフは分けて、家のこと

は持ち込まないという時代もあったようですが、ちょっと成り立

たなくなってきているかもしれませんね。 

 

C 委員    市役所って一般企業からすると特殊で市民の公益のためにやっ

ているから、そこに市役所の職員の子どもを、要するに私的なこ

とを持ちこむっていうことを市民の側から見て許容できるかって

いう問題はあるかもしれないです。そこでうまく市民を巻き込ん

で改革していけたらいいなっていう。 

 

会長     ただ一番下に書いてあるとおり、いろんな育児関連の休暇など

を強制的に取りなさいということもできないし、中には使いたく

ない人もあると思う。ただ、使えない環境もあると思うので、そ

れはいろいろと改善していかなけれないけないんだろうなと思い

ますね。 

ひとまずここは「上昇」ということで収めておきましょうか。

だけどもここはもう少し市役所さんが頑張って、企業の模範とな

るようなところが見えるとありがたいですね。目標が「上昇」だ

からこそ、後でコメントの中でこれも実はトライして、あれも実

はトライしてっていうね、数字の達成だけじゃないことが書き込

めるのが上昇ってことだと思うので、運営のことにチャレンジし

ていただくってことでもいいのかなって思いますが。ちょっとこ

こは一回置いておきましょうか。 

あとはどうでしょう、ご意見いかがですか。ちょっと別なとこ

ろを触れさせてください。おそらく女性の活躍新法ができると企

業には何年くらいまでには３０％ってすごい数字が課せられてく

る中で、１０％という数字もなんだから、これも「上昇」という

しかできないとは思いますが、今現在、さほど女性管理職の人が

多くはないので、市役所さんの努力でそこに 1 人２人増えるだけ

で相当な率が上がると思うので、ここはやっぱり頑張っていただ
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いて、この上昇の後の結論が、“１０％しかいかないと思っていた

けど１５％くらい頑張ったね”って言ってもらえるようなことで

取り組んでいただければと思います。 

あと公募の方もこれはこれでよろしいかなと私は思っておりま

す。もちろん応募の目標数だけ多く集まっても、質ということは

もちろんあると思うので、公募した後も重要なのでこれはこれで

意見を言ったかと思いますけど、盛り込めないのも仕方ないなと

は思いますが。後はまたご意見あればお願いしたいと思いますが

いかがでしょうか。後は基本目標Ⅰについてはいかがでしょう

か？ 

 

D 委員    特別職の就任については、公選や議会の議決が必要なため、目

標値設定が困難とは、どういう意味？ 

 

会長     いわゆる市役所がコントロールできないところにその人の着任

する権限があるので、要は市役所として取り組もうと思っても何

ともできませんってそういうことですよね。 

とは言ってもですね、正直この辺は言い訳にならなくて、民間

企業でも同じですよっていう話なんですね。民間企業も部長まで

は人事権が及ぶけれども、取締役になると株主総会がコントロー

ルしているから、人事課が僕らどうにもできないんですって言っ

ても同じなんだけれども、それでもこの会社としては取締役クラ

スに女性を入れていこうっていうことだから会社の人事政策は及

ばないです元々。民間企業でもね。それでもやっていこうってい

うのが今の世間のトレンドなのね。 

 

D 委員    例えば、特定の人を議会の議決にあげる以前の段階で、女性を

一人くらいはそこに入れるっていうポリシーをつくりましょうっ

ていう考え方はどこから生まれるんですか？要するに、市長は他

のことで忙しいから考えていないかもしれない、一人女性を入れ

ることを、あぁそういう考えもあったって意識させるのは誰なん

ですか？それは私ここの委員会の仕事だと思うのですが。 

 

会長     できなくはないけど、かなり踏み込んだ提言をこの懇話会です

るということですね。いきなり提言として載せてしまうのは少し

乱暴だと思うので、事務局から一回どうですかくらい聞いてもら

いたいのはあるね。それで市長が乗り気だったら思い切って入れ

てみるっていう手はあるかもしれないですけれど。でも勝手に載

せるのは人としてだめ。それはちゃんと内諾を、やれるかやれな

いかは別として、こういう話が懇話会から出ているよっていうの

を耳に入れてやるのが大人の対応だと思うけれど。それでもすご

いことだと思いますけれどね。 

 

部長     ここに載るか載らないかに関わらず、市長には説明をします。

ここでは実は管理職じゃなくて特別職に女性が必要じゃないかと

いう意見を強く求められたっていうのを… 
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会長     多分来年度から女性の活躍新法が施行されますので、タイミン

グとしてはとても良いかもしれませんね。 

そこが一個変わると弘前市の男女共同参画のありようが随分と 

進むかもしれませんね。それは委員会としては少しチャレンジし

たいところですね。 

 

事務局    市長は別に男だから、女だからっていうのは全然考えていない

と思う。それを選ぶときに女性の人が適していたらその人を選ぶ

と思います。ただ必ず３人のうち１人は女性でなければならない

という計画を立てると、選ぶ時点で縛られることになる。適任が

いれば別に拘らず女性を選ぶと思います。 

 

B 委員    ただ女性だから選ばれたみたいなことはだめですよ。これから

起きてくる問題だと思います。 

 

会長     どうでしょう、あとご意見は。 

 

C 委員    基本目標Ⅳのところで女性の創業の話が載ってたかと思うんで

すが、それに関連して、ボランティアと商業とすごい分断をして

いるような感覚があって、そこをこうボランティアで今やってい

るけれどもそれをなんとか仕事にしていくための架け橋みたいな

そういった取り組みって今あるんですか？ 

 

事務局    商工の方でなにか、起業・創業するための支援事業があるよう

です。ボランティアには直接つながらないかもしれない。 

 

会長     二つあると思うんですよね。女性がたくさん働けるっていうこ

とと女性経営者ということ。女性経営者ってマネジメントすると

ころに女性の意見を入れていきたいっていう思いがあると思うん

ですよね。後はボランティアからビジネスっていうことが実は二

つは繋がる話では多分ないんですよね。ビジネスはビジネス、ボ

ランティアはボランティア。だからボランティアから徐々にビジ

ネスになるっていうのは繋ぎにくいのかなって思いますね。 

 

C 委員    日々考えているのが、今無報酬でやっているけれども、なんと

かこれを報酬を得てやりたいって思った時に、そこを支援してく

れるようなシステムがあればいいということ。多分女性の中には、

私にはこれしかないから、お金を得るまでの能力が自分にはない

からボランティアでやっていますという人、実はそれは立派な職

業になるような能力を持っている人だっていっぱい潜在的にいる

と思うんですよ。だからそういう人たちを創業に導いてくれるシ

ステムがないのかなと。 

 

会長     すごいよくわかります。 
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C 委員    ボランティアをしている身としては、商工会に行こうっていう

そういう風にはなれないですよね。私はボランティアだから商工

会は行ったら場違いなんかじゃないかとか。でもそこをうまくや

れるようになったらいいなっていうのは最近ずっと思ってて。女

性の創業に関して潜在的に埋もれている人たちを掘り起こすって

いうのはボランティアからもできるんじゃないかと思います。 

 

会長     今のご意見よくわかりますね。女性に限らないと思うけど、今

６０歳で定年した人が、年金はまだすぐにはもらえないので、今

までの知識を活かしてなんかやっている。それは自分の儲けだけ

じゃなくて、ビジネスとしてまわればやっぱり次の人に引き継い

でいける。自分の趣味でやってたら趣味で終っちゃうから、やっ

ぱりそれはお金がまわるビジネスとして高年齢者の人の新しいそ

ういうのも同じようなカテゴリーがあると思うし、さっきボラン

ティアとビジネスは別って言ったけど、今までの概念だとないか

ら、それが今少子化で女性の活躍っていうことを考えると、新し

くそういうことは繋がりえるものなんだって思いますね。そうい

うことができたら弘前市ってすごいなあって感じですよね。 

 

B 委員    起業するのは、支援するなんかありましたね。あれはどうなっ

ているんですか？起業の仕方を教えてくれたする？ 

 

事務局    産業育成課の方でそういう事業をやっているんですが、例えば

私たちがそういう事業の中身をよくわかっていれば、こちらの方

でそういう問い合わせとかがあったときに繋げていけるかなとい

うのは思いました。 

 

B委員    ロールモデルが一個あればね、そうするといいと思う。 

 

事務局    今のイメージは起業するっていうイメージなんですか? 

 

C委員    起業というか自分の能力を活かして何かできないかということ。

要するにボランティアだと結局は誰かの収入があるからできてい

るんですよね。だからボランティアでやっている限りはその先は

ないんですよね。例えば家計のやりくりとかあって、もっとやり

たいけどお金がないからできないという風になって、結局は自分

の可能性を趣味で止めざるをえない。そこから先に一歩踏み出し

たいと思ったときに、お店を持ちたい思う人もいるかもしれない

し、ネットで販売したいって思う人もいるかもしれない、多分色々

あると思うですけれども。 

 

B 委員    現実にそれやっている人は何人が知っています。小物を縫った

りするのがずっと趣味で、本業は元々あるんですよ。でも本業が

嫌で嫌でしょうがなくて、フルタイムを辞めてパートで資金を稼

ぎながらそれをつくってネットで売る、で教えるっていうのをや

ったらそっちがすごく流行ってパートも辞めちゃったっていう人
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は知っています。 

 

C 委員    そういうのもノウハウみたいなシステムだったり、うまく弘前

市としてもモデルケースを紹介するとか皆で広めるとか、女性の

活躍っていうのに繋げて、もちろん女性だけじゃないですけれど。 

 

部長     あるかもしれないですね。起業っていうと会社を起こすみたい

だけれども、ある意味自分で何かをつくって売るとか、そのシス

テムとか方向を教える、それを一種の起業と捉えれば大きな会社

じゃない、個人でちょっとやる、補助が出るかどうかは別として

多分セミナーとかはあるかと思うんですよ。 

 

B委員    道の駅的なもの。 

 

会長     そういうことですよね。 

 

B 委員    あるじゃないですか。得意なお餅作ったりお豆腐作って売って

いるじゃないですか。あれだって地域の特産物を活かしてってい

う。皆持ち寄ってそういう名前つけて、野菜でもなんでも。ああ

いう雰囲気ではできるかもしれないですよね。 

 

C 委員    色々そういう事例もたくさんあると思うんですけど、そういう

のを市として一つの道筋を示しもらえたらいいんですけれど。 

 

会長     別に皆さんやりたいことをやっているんですけどってね。その

中からそれにお客さんいっぱいつくのが出てきてね。整理してい

くっていうのはあるでしょうね。 

 

B 委員    ボランティアまつり。あそこを使って出店するとかそういうの

もできるんじゃないですか。 

 

会長     そういうのがもしかして新しい女性の起業とか雇用とかに繋が

るかもしれませんね。 

 

B 委員    やっぱり一人じゃ難しいので、そういう人をいっぱい集めるイ

ベントをやって、そこでネットワークつくって、じゃあ皆でやろ

うってなったらやりやすいかもしれないですよね。やっぱり女性

はネットワークつくってみんなでっていうのがいいかもしれない

ですよね。 

 

会長     さっきちょっと聞いた話で申し訳ないんですけれど、もしかし

て今工芸品としてちゃんとしているこぎん刺しなんかも末端とし

ては近い話かもしれませんよね。別に好きだからやっているんで

すけどっていうね。工芸品として高い価値をつけていくっていう

そういう風なコーディネートできる他のものもあるかもしれませ

んね。 



 15 

 

B 委員    それが一つの収入を得るためのってなると、やっぱり利害関係

みたいなものが出てきて、ボランティアとまた違った難しさがあ

って、なんのために会社組織になっているかっていうのになりま

すよね、決定する人がいたり。組織化するとなると難しいでしょ

う。 

 

C委員    分からないところ気軽にを聞いたりできる場があればいいと。 

 

会長     創業じゃないんだけどね、相談室みたいな。 

 

C 委員    結局はボランティアのことだから、ボランティア支援センター

のかたにいつも相談していますが、じゃあ仕事っていう話になっ

たときに、また別の部署に行って相談ってなるのがすごく抵抗が

ある。やっぱり今まで話を聞いてくれた人に相談したいしという

のがある。だからそこをもっと架け橋みたいにできるとこっちも

自分たちの甘えを受け止めて流してくれるとみんなやりやすいの

かなと思う。 

 

会長     いろんなご意見でましたが、そろそろ予定の時間となりました

ので、きょうのまとめは後程、事務局に調整をおまかせすること

として、本日の審議は終了したいと思いますが、事務局から連絡

事項等ございますか？ 

 

事務局    本日で、プランの修正案審議は終了しました。今後、この修正

案を庁内検討会議に諮り、その後市長・副市長に説明し、１０月

下旬頃、第４回会議において最終案の審議をする予定です。 

       本日はありがとうございました。 

 

 

 


