
 1 

弘前市男女共同参画プラン懇話会平成２８年度第１回会議 

１ 開催日時  平成２８年７月４日（月）14:00～16:00 

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 

 

４ 欠席委員  委員 山川 若奈 

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       

        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       工藤 美乃 

 

６ 会議の議題 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    ただ今から、平成 28 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。本日は、お忙しいところお集まりいただき、

誠にありがとうございます。委員の皆様方には、昨年度はプランの

一部改訂にご尽力いただき誠にありがとうございました。今年度も

引き続きよろしくお願いいたします。本日は A 委員が欠席されてお

りますが、弘前市男女共同参画プラン懇話会運営規則第４条第２項

の規定により半数以上の出席でありますので会議は成立いたします。

それでは、早速ではございますが会議を行いたいと思います。会議

の議長については、小磯会長にお願いしたいと思います。 

会長、よろしくお願いいたします。 

 

会長    改めまして皆さん、ごぶさたしておりますが、よろしくお願いい

たします。今日は案件が３つということでございます。細かくは資

料の方いただいております。次第に沿って会議を進行してまいりた

いと思います。まず次第の１、今年度の審議内容等についてという

ことで、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局   説明 

 

会長    今いただいたご説明に対してご意見のある方、いかがでしょうか。 

よろしいですかね。では次第の方の２について事務局の方からご説 

明をお願いします。 

 

事務局   説明 
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会長    すみません。先に聞いていいですか。28 年度に目標が据えられて

いるものは、今回それは評価項目だということなんですが、25 年度

が評価だったものというのはもう評価しなくていいものなのか。そ

れとも 25 年度で達成だけど、当然 28 年度までそれを維持するん

だということなのか。どこまで評価なのかということで、これは全

体的なご説明を受けてからでも結構なんですけれども、そこははっ

きりしないと色々問題点が出て来るかなという感じです。はっきり

しないと評価のしようがないかなと思いますね。とりあえず今日は

全体を見るということで、そこは後ほどはっきりしていただければ

と思いますが。あと皆さんからどうでしょうか。よろしいですか。 

それでは次（３）の次第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、ご説明お願いします。 

 

事務局    説明 

 

会長    まずは基本目標Ⅰということですが、市女性職員の管理職の雇用

促進というところを見てみると、26年度は研究テーマ２、参加人数

12、うち女性職員が４人、34％だけれども、２７年度はそもそも

参加人数も３人と極めて少なくなってしまったし、女性にいたって

は一人も参加していないと。それなのに自己評価、何でＡなんです

か。 

 

事務局   これは担当課が途中 27 年度で変更になったものです。多分この

Ａというのは事業は計画どおりにやりましたという判断だと思いま

す。 

 

会長    そうですよね。 

      議長から言うのは申し訳ないんですけど、達成できていないＢだ

ったら「今度からこうやります」ってことでまだいいんですが、計

画どおりだとすると「何ですかその計画は」という話ですよね。そ

もそも女性の参加がゼロ人で良いという計画なんですか。ほかにも、

27 年度で数値が下がっている項目が結構多いんですよね。この辺は

どうしていくんですか。あとは全く 26 年と変わらないものとか。

変わらないっていうならば維持したっていうことでいいんだけれど

も。 

 

事務局   たとえば上から２段目の附属機関の管理に関する指針の決定とい

うところで「女性委員の比率は 40％以上に努め」とあるんですが。

その比率はなかなか達成できていないということなんですが、これ

も努力目標ということで少しずつ 23 年度から見ますと微増なんで

すが、上向きだということでこちらはＢ評価としております。 

 

会長    40％としているけど、現実は 23.8％ということですよね。 

 

事務局   23 年度から見ますと本当に少しずつ上昇しておりますが。 
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会長    B は概ね予定どおりでしょ。ならば４０％いかなきゃいけないん

ですよね。そうすると全てにおいてこの自己評価が甘いような気が

するんですよね。３番目の項目だったらば女性ゼロ人なので、そも

そもここで言うところの実施内容じゃなくて、この施策の方向とか

重点目標にしてみたらこれもＣですよね。みなさんからご意見どう

ですか。 

 

B委員  この評価は担当課の方がそれぞれ実施してるんですよね。 

 

事務局   そうです。あとは担当課から来たものを、こちらと調整したりと

いうこともありました。 

 

会長    特にその３番目だけに先ほどからこだわるわけじゃないんですけ

ども、研究テーマが２件から１件に下がったのはまあしょうがない

としても参加人数が１２人から３人に下がり、女性の登用のことに

ついてやっていこうとしているのに女性が１人も参加しなかったっ

て話は致命的ですよね。このような項目がいくつかあるんですが。 

 

事務局   評価が適切ではないんじゃないかというところについては、担当

課の方に、もう一度説明を聞きたいと思います。ちょっと詰めてな

いところあってたいへん申し訳ないです。 

 

委員    この評価は、この男女共同参画プランのためにこういう評価出し

てください、という依頼を出してこうなっているわけですよね。 

 

事務局   そうです。 

 

会長    たまたま女性職員がゼロ人の参加だけれども、「こういうふうに取

り組んだ」みたいなことが書いてあればＢなりＡなりがついてもい

いけど、ただ数字だけ見たらＣとしか判断できないので、この評価

のＡＢＣをつけた理由を書いてもらいたいですよね。 

気になるのが、そのほかの項目も細かく見ると全体的には女性比

率が下がっているんですよね。「職員の適正な登用」の項目も少し向

上しているけれども、女性活躍新法の求める現状把握と目標設定が

どうなっているのかちょっと分からないですよね。民間企業だった

ら女性の活躍新法の中に現状把握・計画して実施ということだけれ

ども、「こうでした」という結果しかわからない。どんな計画を立て

たのかということがないと評価のしようがないですよね。この小さ

いスペースしかないのであまり多くは求められないですが。 

たとえば次のページの重点目標２の項目も２６年度・２７年度 

何も変わってないですよね。何も変わってないと人によっては何も

やっていないと思われます。２７年度は維持するっていうことなら

ばＡ評価でいいんだけれども、そうでないならば一つもプラスアル

ファをしてないってことになるから、その辺の書き方が必要かと思

いますね。 



 4 

さきほどの地方公務員法に基づく正職員の雇用のところで、管理 

職比率ですが、この重点目標施策の方向にストレートに関係すると

ころで、これの計画値は公表できるものなのかどうなのか。 

 

事務局   市のホームページに３月３１日の段階で特定事業主行動計画を載

せています。 

 

会長    そうですか。だとするとこれたとえば課長級女性は１１．５って

なってるけど、目標が４０％だったら全然達成していないって話で

すよね。 

 

事務局   課長級・部長級足して３１年度までに１０％以上です。 

 

会長    それだと目標低すぎって言われませんか。国家公務員だって１

７％とかでしょう。 

やはり、担当部局にちゃんと説明してもらわないと、自己評価の

理由をちゃんと書いてもらわないと評価もつけにくい。 

続きまして、基本目標Ⅱついてのご説明お願いいたします。 

 

事務局   説明 

  

会長    基本目標Ⅱについていかがでしょうか。 

ここも数字的には２６・２７年度全く変わらなかったり、減少し

たりの項目が随分あります。先程と同じように維持をするというこ

とならばＡでよろしいのかもしれないけれども。 

      男女共同参画の視点に立った生涯学習の項目では、参画セミナー

を廃止しているんですよね。代わりに ネットワークづくりの支援

活動を開始ってあるけど、開始って何なのかも全くわからないし。

バーが引いてあるので。これも概ね順調とは言えないですよね。理

由も分からないので。 

 

事務局   でもこの廃止っていうのも前向きな廃止ということで 

 

会長    だとすると、新しいやつの活動開始って書かないと誰にも分から

ないですよね。これがこうなったっていう形ですかね。 

 

事務局   やはり、この評価表にはＡでもＢでもなぜその評価かという説明

がないと、数字だけ見ても判断できないところもある。一概にこの

参考指標が増えたから良い、減ったからダメというわけではないの

で。 

 

B 委員   さっきも話あった業務廃止、参画セミナー廃止っていうので女性

のエンパワーメント開始っていうのはこれですかね、２ページ目の

一番下のところですかね。 

 

事務局   はい。この参画セミナーが廃止ということはこちらのエンパワー 
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メント事業の中の一環としてやっているんですけど、同じ課の中で

１％事業というのがありまして、そちらの方を活用してできるんじ

ゃないかということで、ちょっとダブるところがあったので、それ

でこの参画セミナーは廃止されました。女性のエンパワーメントの

場としてのネットワークづくり支援活動というのが、これが２８年

度、今年度から民間の方と連携して異業種交流会っていうのを今年

度から始めるんですけども、それの準備の段階ということで２７年

度は民間の業者さんと色んな打ち合わせをしたり準備作業をしたと

いうことです。 

 

B委員   じゃあ直接ここには出てこないんですね。 

 

事務局   出てこないパターンですけども、やはり説明不足なので何でＢ評 

価なのというところはあります。 

 

C 委員   ３ページの２つ目の広報への掲載。これ必ず１回載せていて、こ

れはこの男女参画週間を毎年周知するっていうのをクリアしたらも

うＯＫ？それをやるための項目？それとも。 

 

事務局   本来であればそれだけじゃなくて色んな意味で男女共同参画の啓

発ということで載せていかなければならないのですが、実際は広報

の記事の制約上、毎年６月に国の方から来る男女参画週間の告知の

依頼を載せるのがせいいっぱいというところです。 

 

C 委員   年に１回だからいいのかな。定期的の？ そこやっぱり、去年何

したんでしょうかっていうので仕事に取り組むんでしょうか。今ま

での実績通り。 

 

事務局   いまは去年何をしたかではなくて毎年度予算組む時に翌年度の事

業どういうものやるかっていうのを計画立てて予算組みます。その

予算に基づいた事業を実施するんですけども、今は経営計画、長期

的に見て経営計画で計画していっていますので、それにあった事業

をやっています。後ろ向きじゃなく。 

 

会長    スタートが男女共同参画を促進していこうという計画じゃないの

で、今年の予算をこれに使いますという計画だから、みんなそうい

うふうに頑張っているんですが、それを拾って項目にしているから

数字だけの効果が返ってくるとこうなってしまうんですよね。 

 

事務局   次回の会議の前までに、こちらで資料をもう一度各課に問い合わ

せしながら、何でそういう評価にいたったかというところを委員の

皆様にお送りして、それを会議までに見ていただくという形でもよ

ろしいでしょうか 

 

会長    事業を評価するための参考指標が、去年と同じか下がっていると

いう項目がとても多いから、ちゃんと理由がないと評価できないの
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でご検討いただきたいと思います。続いて基本目標Ⅲのところにつ

いてまたお願いします。 

 

事務局   説明 

  

会長    はい。基本目標Ⅲについてはみなさんからご意見いかがでしょう

か。ここも同じような感じですよね。全体的にはグレードダウンし

ているものがすごく多い中で、家族経営協定締結数が増えているの

かな。 

 

事務局   年度ごとでいくと２７年度はちょっと減っていますが、累計なの

で増えていますし、目標も達成しております。 

 

会長    男性職員の育休取得についてはどうでしょうか。 

 

事務局   前回と同じ評価をつけています。 

 

会長    半分達成なので「概ね」とは言えないですよね。希望者がいない

限り、無理やり取らせる類のものではないけれど、これは重点項目

として出ているものなので、何かちゃんと理由を書いてもらわない

とＣとしか評価しようがないですよね。例えば、どうしても数値は

伸びないのであれば、１人取った男性の満足度が倍になったとか、

すごく好評だったとか。 

 

D 委員  担当課の方のご意見がどの辺なのかなと思います。私の感覚で言う

と、概ね予定どおり実施したＡというよりはやっぱり達成感がある

Ａだといいなと思うんですけれど、全体的になんかＡが多いなとい

う印象でおります。 

 

会長    計画以上のことを、ぜひやっていただきたいね。 

ほかにないですか。たとえば子育て環境の整備のところで、全国

的に保育所の待機児童などの問題が出てるところで、結構重要な項

目なのに何のコメントもなく、単純に数字だけで施設数も減ったり

しているのに、何でこれで Aなんだっていうね。 

 

事務局   子ども・子育て支援法の法改正で、保育園・保育施設から認定子

ども園へ移行したものもありまして、下の私立認定こども園などの

施設合わせると、前年度より減ってはないです。その辺の説明がな

いとダメですよね。 

 

会長    あと、もともとの取組みとしては、休日や夜間、早朝などの保育

時間の弾力化と体制の充実なので、それはどうだったのかというコ

メントもしてもらわないと。十分充実しているということなんだと

思うので、それが分かるように書いてあればでいいんですけど。 

続いて、基本目標Ⅳのご説明をお願いしたいと思います。 
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事務局   説明 

 

会長    Ⅳについてはいかがでしょうか。項目多いですよね。 

 

事務局   はい。この中で、教育委員会の学校指導課担当のもので、中学生

の国際交流事業ですが、２６年度・２７年度は派遣の中学生数増え

てますけども、実は国内での英語キャンププログラムに変更という

ことです。海外に派遣しなきゃいけないのに国内でやった。だけれ

どもＡ評価にしたのはなぜかという理由を書いていまして、全てこ

ういうふうになぜその評価にいたったかという理由をつけたほうが

良いと思いました。 

 

会長    いいんじゃないですかね。そういう理由が立てば。 

Ⅳについては、やっぱり減ってる項目結構多いですよね。１１ペ  

ージのコミュニティビジネス・ソーシャルビジネスの相談件数２６

年と２７年が同じ１３５件とあるけど、たまたま一緒？うっかりす

るとこれ累計で今年ゼロっていうことがあるかもしれないけど。分

かります？ 

  

事務局   累計ではないですね。ちょっとここも確認します。 

  

会長    Ⅳについてはあといかがでしょうか。よろしいですか。そうしま

したら基本目標Ⅴの説明お願いいたします。 

 

事務局   説明 

  

会長    たばこについて、公共施設内における受動喫煙防止対策のつくり

っていうのはそのまま１００％？ 

 

事務局   そうです。維持しております。 

 

会長    逆にこの項目、Cじゃなくてもいいんじゃないですか？ 

 

事務局   そうですね。この主な取組みの施策の方向とか、主な取組みのこ

の項目からいくとＣでなくてもいいとは思うんですが、担当課では

一応２７年度中にもっと厳しい基準で公共施設とか市内の飲食店と

か、その辺全てに関する指針をちゃんと決めようということで、協

議会を開催し協議を重ねてきたけれど、合意にいたらなかったとの

ことです。広い意味での公共施設での分煙と喫煙規制を強化という、

主な取組みに対して２７年度がちゃんとできなかったということで

Ｃにしたようです。 

 

会長    前向きにＣでもいいんだけれども、そのレベルをやると他の項目

も全部Ｃっていうことになってします。なので、逆にここはＡある

いはＢで備考欄に「本当はここまでやりたかったけどここまでしか

やれなかった」という感じですかね。 
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まとめに入りますが、まず基本目標ⅠからⅤまでをご説明いただく

という形が本日のテーマとなっております。次回の会議の時にこれに

対する評価、委員としての意見を述べるということで、次回の意見集

約に繋げられればというふうに思っております。 

私から最後確認ですが、このままの自己評価だと、どうも評価のし

ようがないので、さきほどお話したとおり、どうしてこうした評価を

付けたかというコメントをつけてもらいたいということ。 

そしてもう一つ。重要なのは２５年達成のものは残りの計画期間に

ついてやらなくていいのかということです。２５年達成のものは、２

６年・２７年・２８年はこれを継続するっていう形でいけるわけです

よね。目標値は２５年でピークを迎えて達成してるから、あとはこれ

を継続するということが可能なので。ならば、ほとんど似たような昨

年と変わりませんねっていうものは継続できているっていう評価にな

ると思います。で、多少何かの数字がちょっと減ったところで、多少

の減りというのは継続できているという評価は可能だと思うんですよ

ね。必ず増えてなきゃいけないとか向上しなきゃいけないということ

ではなくて、２５年でそこそこ達成しそれを継続している。で、多少

減っても継続できているということかと思います。 

 

B 委員   次回の会議できょうの説明に対する意見をまとめるということで

すか。 

 

事務局   基本目標ごとにまた点検評価の委員さん方のご意見をまとめてい

くことになります。で、次回会議よりもっと前にこちらで各課にも

う一度Ａ評価Ｂ評価の理由を確認しまして、事前に資料をお送りす

るようにいたします。 

 

D 委員   結果としての数字じゃなくて、内容がよく分かるような説明があ

れば納得できます。 

 

C 委員   上手い理由を付けるよりは、こうなってしまったので来年違うこ

ともっとやってみましょう、みたいな反省点の方が嬉しいな。その

方が実践的。 

 

会長    問題点が出た方がよっぽどいいっていう話ですね。 

 

C 委員   そう。だから問題が出ていいんじゃないですか。問題が明らかに

なる。そうじゃないと綺麗事の空回りっていう気がします。だから

上手い作文書くよりかは、その担当課に「これ毎年同じっていう指

摘があるんですけども、これ良くしていくためにアイディア出せま

すか」って。自己評価で「今回Ｃだけども、来年こうしよう思いま

す」って書いてたら、おおすごい評価だって思います。 

  

会長    評価の理由と残った課題みたいですね。課題を書いてもらわない

と翌年の計画は立てられないので。 
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C 委員   そうそう。だから今後の課題は何でしょうで課題を出して本当に

これを機能させる、そのための見直しなのでちょっと残念だったか

なと思いました。で、そこで止めるんではなくてポジティブに行く

何かあればなって感じました。 

 

会長    せっかくだから項目について評価の理由と課題も書いていただけ

ると、とてもそれは良い資料になると思います。 

 

C 委員   たとえば、人が替わってもこういう課題が出てたんだっていうヒ

ントになる。それを全部鵜呑みにしなくちゃいけないっていう訳で

なく、人が変わればもっと違うアイディアも色々出てくるだろうけ

れども、少し継続性が出て来るかなと感じました。 

 

会長    普通、計画・実施・チェック・アクションていうＰＤＣＡを回し

ていくからこそ、計画して実施してチェックで次の課題を次のアク

ションに繋げていくということなんだけど、その目標管理のシステ

ムに実はちゃんと乗っていないのではないか。来年度の次期プラン

策定の際には他の部局も含めながら、この目標管理制度のシステム

に乗っかったやり方しないと多分上手く行かないですよね。 

そこは少し大人のこともあるけれど、でもそうＰＤＣＡが回って 

いく制度に多分この懇話会っていうか管理制度も乗っかっていくの

でそれに乗れるシステムでやっていかないと、いつも結果が伴わな

いので注意しないといけないですね。 

と、悩ましいことが今日の話でございます。本当は議長なので  

きちんと司会進行しなければいけないところでございました。色々

課題については、実は昨年度からこの項目についてもこの委員会で

取り上げて、もうずっと何とかならないのか話はさせていただいた

ところであります。再来年度で区切りがあるということなので今年

度が何となく最終コーナーかと。区切りの最後の年度なだけにやは

りきちんとした着地点がないと次にも繋がらないので。 

これで私の方の進行は一度区切らせていただいて、事務局にお戻 

ししたいと思います。 

 

事務局   みなさま長時間にわたりありがとうございました。以上をもちま

して平成２８年度第１回弘前市男女共同参画プラン懇話会を閉会し

ます。第２回会議は９月頃を予定しています。改めてご案内いたし

ますのでみなさまよろしくお願いいたします。本日はありがとうご

ざいました。 


