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弘前市男女共同参画プラン懇話会第４回会議 

 

１ 開催日時  平成２７年１２月７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 

          

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案 

（１）成果目標の改訂案について 

（２）その他の改訂案について 

 

 

＜開会＞ 

（司会）  ただ今から、平成２７年度第４回弘前市男女共同参画プラン懇話

会を開催いたします。 

本日の会議で、弘前市男女共同参画プランの改訂最終案をまとめ

ていただきたいと考えておりましたので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

会長    それでは次第に沿って、順番に進めてまいりたいと思います。は

じめに、（１）について基本目標ごとに審議していきたいと思います

ので、まず基本目標Ⅰの資料説明を事務局からお願いします。 

 

事務局   説明 

 

会長    来年から、女性活躍推進法という法律が施行されることが決まっ 

ていて、３０１人以上の企業には自主的に自分の会社の男女比のデ

ータをとり現状分析をして、どれだけの割合の女性管理職をつくる

のかなどという計画を立てることが義務化されています。そう考え

ると、弘前市は組織体としては３０１人以上いるので、やはりその

ようなことは念頭におかなければならない。 

そこで、成果指標の「上昇」としたところを、暫定値とはしたも

のの数値を思い切って入れていただいたということは大きなステッ

プアップかなと思います。 

ちょっと前までは、それをゆくゆくは３０％にするという国の大
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方針はあったんですけれども、最近は非公式ではあるけれども霞が

関の方が腰が折れたみたいで、７％って言っているみたいですね。

そうすると弘前市はもうクリアしているので、霞が関の方が弱腰っ

ていう気がするんですけれども、別に３０％を取り下げた訳ではな

いので、企業にはできる限り頑張ってくださいと社会一般では言っ

ているようです。この基本目標Ⅰについて、皆様の意見も頂戴しな

がらと思いますが、いかがでしょうか。 

 

A 委員   この成果目標の１０％は、青森市と八戸市との何を根拠にしてい

るんですか？ 

 

事務局   一応、平均をとりました。市の事務方の人材育成課の方と色々や

りとりをしまして、それでここに落ち着きました。 

 

会長    一桁ではかっこ悪い、二桁で頑張ろうということなんですかね。

それはすごい評価できるかもしれませんから。 

 

事務局   ただこの１０％というのは、一般行政職の中で平成２９年度まで

に達成できそうだなという数値でもあります。 

 

A 委員   要するに、それくらいのレベルの人がいるかな、これだったらい

けそうかなっていう数字だっていう。で出てきたっていうね。 

 

会長    管理職予備軍の層がいなければね、いきなり上げることもできな

いので、ある程度そこは頑張れる数値の範囲ってことでしょうか。 

 

B委員   実際１人増えると何％くらいですか？ 

 

事務局   ７.７%から１０％にするためには、あと一般行政職で２人か３人

管理職になると達成できます。 

 

B 委員   １人１％っていうような計算ですよね。じゃあいけそうかなって

いうところですか。 

 

小磯会長  比率なので、定年退職で抜ける男性が多ければ女性の人数が変わ

らなくても増えてきたりとか。あとは前回の会合から変わったとこ

ろは、「上昇」が１０％っていう数値が入ったというところが一番大

きいところではありますが。どうでしょう、Ⅰの全体を通じて。ま

だ法律も施行されてる訳ではなく４月からのことなので、ここの注

釈に書いてあるとおり市の目標設定されるまでの暫定ということで

今年度中は許されるのかなということですね。 

 

B委員   一歩踏み込んだということで、いいんじゃないでしょうか。 

 

会長    そうですね。今度は目標がちゃんと数値になっているので。上昇

というよりは格段に、踏み込んで頑張ってるなと思うんですが。 
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もちろん後ほど全体を通じてのご質疑で色々あればこちらに戻る

として、Ⅰについては一歩前進したということでこの目標で頑張っ

ていただきましよう。ただ気をつかなければならないのは、やっぱ

り数値だけじゃ中身としては不十分で、当然管理職になっていくベ

ースといいますかね、そのための教育、研修とかそういうことがあ

って初めて管理職になっていくということなのでただ数値だけをク

リアするんじゃなくてそういうことも含めてトライしていくという

ことで頑張っていければと思います。 

それでは基本目標Ⅱについて、続けてご説明を事務局の方からお

願いします。 

 

事務局   説明 

 

会長    基本目標Ⅱについては、前回前々回のところでアンケートの取り

かたも色々ご意見をいただき、一応この２本の目標値でいこうとい

うことで一度お話ししていただいたところですが、ご意見いかがで

しょうか。特に前回前々回から変更はございませんので目標Ⅱにつ

いてはこれでよろしいでしょうか。では、基本目標Ⅲの職場家庭に

おける男女共同参画の推進についてご説明お願いします。 

 

事務局   説明 

 

会長    基本目標Ⅲについても、前回までは上昇という言葉で目標設定さ

れておりましたが、ここもかなり大胆に思い切っていただいて、上

昇ではなく数値を掲げるべきだという意見も庁内会議等であったよ

うで、それぞれ数字を入れるというご提案をいただきました。で、

過去３年間の最高値ということですから、これは一つの目標として

よろしいのかなというふうには思っております。あともう一つ、こ

こに出ている数値以外のところで、「プラチナくるみん」というもう

少しハードル高いことをやっているので、市が模範としてやるべき

じゃないのかという意見は出たところでございます。みなさんから

のご意見いかがでしょうか？男性から見てご意見いかがですか？ 

 

B 委員   結局育児休暇をとるとお給料をもらえないってことが課題だった

じゃないですか。単純に１３％って難しいところだと思うんですけ

れど、数値が出てきたっていうところは評価できるんじゃないでし

ょうか？ 

 

会長    前半の部分ね。前半の部分の数値のところはいかがですか？A 委

員いかがですか？ 

 

A 委員   ごめんなさい、私、この数字の出し方が気になります。この数字

を出すときには達成できない数字でないとまずいっていう前提なん

ですか？ 
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会長    いや、目標ですので、達成できないこともあります。だけど絵に

描いた餅みたいなことで、見込みのない数値はただの夢みたいなこ

とになるので、目標とするからにはそこを越えられるっていうか、

計画が立てられなければちょっと目標としては不適切っていうこと

なるんですね。だから達成できるってことではなくて、越えられる

計画が立てられるかどうか、見込みが立ってるかどうかじゃなくて

ね。そういうことかなと。 

 

A 委員   なんとなく、達成できた最高の数値をもってくるのは、できたか

らまたできるねという、なんというか進歩、伸びようという意思を

感じられない。ここまでできたからあと一歩の進歩。でも確かにお

給料は出ない。それを勧めるというのは現実的に困難。だから市長

さんが「１３％にしたら」って言ったときは、何をもとにそんなこ

とを言ったんでしょう？ 

 

会長    １３％は、「くるみんマーク」のもう少しハードルが高い「プラチ

ナくるみん」の基準で、それを市内の企業さんに頑張ってねってい

う立場が弘前市。なので、弘前市も低いレベルじゃなくて、達成で

きないかもしれないけどせめて企業と同じ目線に立つときにはプラ

チナくるみんのレベルが必要、と考えられるけど、難しいってこと

なので、きちんと計画が立てられる目標で行きたいってことですよ

ね。 

 

事務局   市長にも育児休業は無給になるということを説明しまして、確か

に無給というのは大変だと。で、それをカバーする何か制度を市の

方でも考えていかなきゃいけないんじゃないかという話になりまし

た。 

 

A 委員   そこなんですよ。無給だから全く不利だ。でもこれをとるのが理

想である。だったら、市として、例えば全く不利な条件をカバーす

る何かをひねりだせたら、小さなものでも、お、すごいやってるね

って思う。 

 

C委員   市の意気込みを見せるために何かやれたらいいなとは思います。 

 

会長    そういう気の利いた制度作りはしていかないと、何もしないでは

プラチナくるみんの数値は達成できないですよね。 

 

A 委員   有給休暇を取った方が本人にとっては有利だというのはすごくよ

く分かるんですけれども、特に市役所がやるというのはメッセージ

性だと思うんです。有給休暇でやるのは、確かにお給料が出るから。

ただ、市役所の場合にはただ有給を都合よく使うんじゃなくてこの

オケージョンには男性も関わることを後押ししたい。どっちかとい

ったら、奥さんが大変だからじゃなくて、自分の子どもが生まれる

その日に残業している男の人って何考えてるのって。要するに、１

人の人間が誕生するその日にそこにいて当たり前な責任があると思
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う。ごめんなさい、勝手な価値観の押しつけかもしれないですけれ

ど、そういう価値観があってこそ、子育てへの参加だし、その後の

関わり方が違うと思うんですよね。 

 

会長    そこまでちゃんとやろうとするなら、男性が育児休暇をとれるよ

う、１か月育児休暇のパッケージを作ってあげるのがいいと思うん

ですよ。1 か月休みをとって子育てにきちんと関わる。１か月って

考えると、健康保険から６割補てんされるので、あと４割を市で補

助する、例えば月３０万円だと、１２万円くらいじゃないですか。

１２万円分をなんかの育児手当として予算捻出できると、それだけ

で劇的にすごくやれてることになるんですよね。丸々給料がなくな

るんじゃなくて、４割負担だけしてあげる、手続きは面倒くさいけ

ど、やりましょうと。そして、１か月その代りちゃんと育児をやっ

てきてくれって。１か月くらい海外出張だといないときもあります

からね、なんとかなるかもしれないね。そこまで踏み込めるかどう

か。やればやれると思いますけどね。 

 

C 委員   この数値目標が弘前市の最高値じゃなくて、ちょっと周辺と比べ

てみてはどうでしょう。 

 

A 委員   全国的に弘前市と似た規模とか、積極的に取り組んでいるところ

とかあれば、比べてみては。 

 

C 委員   どうやったら達成できるのかっていうヒントはきっとあるんじゃ

ないですか？ 

 

会長    今回は、プラチナくるみんの数値１３％については、踏み込まず

に今後の課題とさせていただいて、まずはきちんと計画できる目標

値ということで数字を入れたというところとです。あとは、男性職

員の育児に係る時差出勤なんかも、市民参画センターでなく弘前市

の人事の方とかが取り組んでもらわないと多分日にちだけがどんど

ん過ぎていってインフォメーションも何もないと思うので、市の人

事的にこういう制度を周知する活動っていうのは取り組んでいただ

くようお願いしたいかなと思います。 

   続いて基本目標Ⅳについてご説明お願いします。 

 

事務局   説明 

 

会長    今ご説明いただいたとおり、従来は自主防災組織の結成率でした

けれど、そこを変えて小学校区域内に自主防災組織がある学区の割

合ということで、これが現状４７．２％を１００％にするというこ

とに目標を持っていきたいかなと。また、防災マイスター認定者数

累計ということで目標を立てたと。そのほかの保健衛生とか健康に

関することでは庁内会議で意見があったらしいですけれども、成果

目標にするのには、なじまないものがあるということで、今回は見

送りということかと思います。がらりと地域社会における男女共同
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参画の促進という指標に変わりましたが、これについてはいかがで

しょうか？ 

 

B 委員   うちの小学校区、西小学校区なんですけれど、９町会あるんです

ね。で、自主防災組織全校区で組織するってなると散り散りになっ

て２０％くらいの世帯カバー率でも１００％達成ということになっ

てしまうんですけど、ただ経過目標としては、隣の町会がやってい

るからうちも真似するかっていうことになると、一つの小学校でそ

ういう組織ができることは経過目標としてはいいと思う。その後は

実際にカバー率でやらないと、実際に震災が起きた時にこっちの町

会ではできたけどこっちの町会はだめだったっていうことになるの

で、最終的には世帯カバー率で評価すべきなのかなと思います。 

 

会長    少し個人的な意見を言わせてもらうと、あくまでも自分たちでや

る自主組織を１００％にするというのは強制的な感じがして、違和

感を感じた。無理やりなのかなって。ただ、大震災や災害があった

ときに、ついつい風潮として役所は何をやってくれるのかってなり

ますよね。でも全部はできないので、自分たちが自分たちで自主的

に備えをするというのが大切で、そういう備えをちゃんと支援して

作っていくということが正しいと思うので１００％になった方がい

いとは思うんですが、でも心のどこかで、自主的なところを役所が

１００％という目標を立てること自体に矛盾を少し感じます。 

なので、そういった組織を作ることが目標なんじゃなくて、そう

いう組織を１００％作れるように役所が漏れなく支援をしていくと

いう意味ですという風に理解すればいいんだけれども。 

 

A 委員   すみません、話が少し離れますが、この健康づくりサポーターの

女性の比率のことで、理解できない部分がある。女性が圧倒的に多

く８６％である。だからこれは数字としては不適切、とりあげる指

数としては、なじんでいないということですか？ 

 

事務局   実はこの数値は増えれば良いというものではなくて、人数制限が

あるものなので、現在８０％以上の女性が活躍している、そこにじ

ゃあ男性の数を増やしましょうかとなると、相対的に今度は女性の

数が減ってくるので、成果指標としてはなじまないということです。 

 

A 委員   これって１００％ボランティアなんですよね？この人たちって収

入を得ているんですか？ 

要するに、ボランティア活動っていうのは世界中どこでも女性の 

方が圧倒的に多いんですよ。それが問題なんです、なんでかという

と無収入だから。女性がいくらボランティア活動をしてもそれはエ

ンパワーメントにはならない。ある意味においては。ボランティア

活動をしているかたは本当に心から尊敬します。ボランティア活動

をするのは素晴らしいですけれども、社会的に見たら無収入でただ

働きしているのは圧倒的に女性である。で、逆に海外はこれを問題

にしていて、その無収入無報酬のボランティア活動がバランス取れ
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ていることがバランスがある社会じゃないかな。 

 

会長    女性が減るからだめとは思わないで、男性の率をもっと増やしま

しょうという指標でもいいと思うんですよね。 

単純に男女の数値だけを目標にしても、中身が壊れちゃうような 

ものだと指標にはなじまないと思うんですよね。だとすると男女の

人数だけじゃなくて男性にこういう仕事をやってもらうっていう目

標を立てないとよくないんだね。だからこれをもしもつっこむんだ

とすると、男女の人数じゃなくて男性がやるべき内容がこういうの

がいっぱいあるので、そこは男性に担ってもらいたいという上手な

仕掛け方をしないとせっかくの制度も壊しちゃうかもしれない。 

 

A 委員   要するに、私が言いたいのは、女性が仕事をして社会に進出する

と同時に、今まで無報酬でやっていたボランティアから、ある意味

において女性が仕事の世界にシフトする。で、シフトするときに女

性が家に帰ってダブルの仕事をすることになる。旦那さんは仕事か

ら帰ってテレビを見てお酒を飲んでいる間、一日働いた奥さんは帰

ってから結局主婦業を夜中までやっているっていうようなダブルな

ロールを、どこが女性のエンパワーメントなのって思う。要するに

女性を今まで以上に苦しめているだけっていう。女性が進出すれば

するほど伝統的にやっていたボランティア活動や家庭のことを男子

が負っていかなければ、ある意味においては逆に女性のために地獄

を作ってしまっているだけになる。 

 

会長    こだわる価値はあると思うんですね、現実が男女の比率の差がこ

れだけあるってことに。青森県短命県なので、健康づくりの草の根

っこは大切で、男性がやらないって決めつけるのも間違いで、健康

問題に関心のある人も多いので、そういう男性が仕事の役割を担う

ものをつくったら、それがイコール短命県改善につながる可能性が

あるから、男女共同参画ではもちろんあるんですけれども、圧倒的

多数の男性が健康づくりに関わらないという現実を直すんだってい

うことにすればこだわる価値はあると思いますよね。 

 

A 委員   ごめんなさいね、脱線しちゃってね。ただ女性が進出していると

いっても数字じゃなく、その内容、仕組みってなんなの？結局エン

パワーメントってなんなのっていうところが曖昧になっている…。 

 

会長    そうですね、今回そこまで踏み込めるかわからないけれど、健康

づくりサポーターは町内会に依頼し、２人ずつ出してもらっている

から男１女１ということが基本ですと言うと、やっぱり女性１男性

１が出てくると思うんですよ。そうすると一気にこの比率は半々に

近いか６：４くらいで男性も増えてくる、そこは簡単だけれども、

組織は中身を考えないと名前だけで組織を壊してしまうのでね。 

 

C 委員   本当にもうちょっと男性が、退職した方だけじゃなくて働いてい

る人も本当は社会参加、ボランティアをしていただきたい。仕事が
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あるからできないじゃなくて、そこを目指せれば本当はいい社会だ

なあとは思うんですけれど。 

 

会長    短命県だからこそ健康づくりサポーターに着目し、なにかを変え

てみるとしたらね。健康づくりサポーター制度がもったいない。本

当はここ色々なことが将来的にはできそうで、それは短命県返上に

対して色々アプローチはできるかなと。要は女性の活躍じゃなくて、

逆だけど男性が活躍すべきフィールドがここに残っている。 

色々と意見がありましたが、ちょっとこれもまた一回置いておい

て、最後になりますけど基本目標Ⅴについて事務局からご説明お願

いします。 

 

事務局   説明 

 

会長    ここでも言われていることですが、DVは家庭内暴力の話です。成

年後見人は、障がい者や高齢者などの成人であるけれど、ちょっと

自分で判断できない人を誰かが代わりに権利を行使するということ。

あとは保護司は犯罪者の更生保護という感じでしょうかね。このⅤ

というテーマが人権という部分を扱っているので、非常に話が大き

くてどういうところに指標を当てようかというところです。 

一つは今まで人権なんだけれども、健康であることの権利といい

ますか健康権、そういう形でがん検診とか喫煙等の指標でしたが、

健康ばかりというご意見もあったのか、成年後見人とか保護司の話

もありましたが、なかなかそれを指標にするのは悩ましいので DV

の予防啓発セミナーの理解度を今一個もってきたということです。

色々この辺もご意見あるところかと思いますがいかがでしょうか。

よくて前年通りの話で、１００％から１００％が目標になってしま

いますが、いかがでしょう？ 

 

B委員   ちなみに前回話ありましたけど、性的マイノリティの話は庁内で 

はいかがでしたか？ 

 

事務局   特に話は出ませんでした。ただ懇話会でこのような意見はありま 

したと伝えました。やはり数字として目標に持ってくるところまで

は役所の中でも意識はそこまでない、数値も取りにくいという感は

あります。 

 

会長    今年は、その性的マイノリティが全国的に話題に上っているので 

気になっているだけかもしれませんけども、とても多いですね。多

分どこかの市町村で事実上の結婚制度みたいなのを認めたところか

らニュースが非常に増えたんだと思うけども、当然弘前市はまだ認

めないでしょ？だからやっている市町村から見ると凄い先を進んで

いる役所と弘前市という対比なんだと思いますね。そういう手続き

を認めるって相当庁内の議論を強力に推し進める方がいたんだろう

か、もしくはそういうニーズが爆発的にその地域に多いということ

もあるかも知れませんけども。大きく人権ということなので、性的
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マイノリティや保護司、成年後見人のほか、今世の中では障がい者

の人権や外国人労働者の人権問題が非常に多くて、海外の人の賃金

や雇用の人権が守られていないとかあるので、その３点に取り組ん

でいる市町村もあることかと思うんですけれど。石岡委員いかがで

すか？ 

 

C委員   あまりにも範囲が広くなりすぎるとまとまらないですよね。 

 

会長    そうですね。ちょっと気を使わなければいけないジャンルではあ 

りますね。目標の立て方が難しい。 

 

C委員   やっぱりこのセミナー等における理解度っていうのはソフトでい 

いかなと思いましたけど。アンケート取って、よくわかったとかた

めになったとかに丸する人は全員だったとか。 

 

会長    打ち合わせのときに、その設定はすごいチャレンジャーなものを 

もってきたなと思いました。人数が増えれば絶対屁理屈な受講生が

いるので、一人や二人は分からないって書くだろうし、回を重ねる

ごとにステップアップした内容をやっていけば、理解できなかった

っていう人がいるんですね。簡単なことをやれば１００％行くけど、

グレードアップすれば１００％をきるので、確実にこれは目標達成

できないというケースがでてきますよ、という風にお話しさせてい

ただきました。 

ただ、目標達成だけが全てではなく、当然内容もステップアップ 

すれば理解されなかったことも出るだろうし、理解できていない人

をお招きするからこそセミナーには意味があるので、もっとこうい

う人に分かってもらいたいと周知して集まってもらえば途端に数字

は下がっていくけど、それは正しい方向性なんです。数値がいかな

かったらいかなかったでより広く受講者に集まっていただくとか、

よりレベルの高い内容にするとか。 

どうでしょうね？この数値がなじまないというご意見があれば。 

もちろん DV の件数を減らすっていうのもね、相談を増やすってい

うのも DV が増えれば相談も増えますからね、そういう数値はもち

ろんなじまないですけれど。 

 

B委員   ちなみに DV関連のセミナーの開催回数は今年度は 1 回？ 

 

事務局   １回だけです。これからは、毎年１回はやっていこうかと。実は 

この DV 関連のセミナーも数年に一回やるくらいで、ここ何年かは

やってないです。ただプランに女性に対する暴力の根絶というのを

重点目標で掲げていますので、本当は毎年でもやってこなければな

らなかったのかなと思いまして、今年やりましたので、これを機会

に毎年 1 回はやっていこうかなと思っておりました。 

 

A 委員   これを受けているかたたちは、ソーシャルワーカーみたいに関わ

っているかた？実際に問題を持っている人たちじゃなくて、社会で
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働きかけている人たちが出席は多い？ 

 

事務局   半分くらいはそういう関連のかたたちでした。ただ終わった後、

講師のかたのそばに行ってご相談をされていたかたも何人かいて、

実際なにか心配なことがあって来たのかなというかたもいました。 

 

C委員   いっそ参加人数を目標にする方法もあるんじゃないですか？ 

 

事務局   参加人数なんですが、今回少なくて１６名だったんです。で目標

を立てるのがちょっとあまり少ない人数だと…。 

 

A 委員   DV っていうのは二つあって、もちろん暴力をふるってはいけな

いっていうのと、女性側では決してそれを許しちゃいけない、許さ

れないものだっていう理解を女性にさせることが大事。これくらい

はいいんだとか、これは愛の裏返しだとか、色んな解釈。ちょっと

昔だったら夫が手をあげるのは一つの権利とか、そうさせた奥さん

が悪いとか色んな訳分からないロジックを聞いたことがあるんです

けれども、やっぱり女性にこれを許しちゃいけない、しかも若いう

ちから。暴力が始まるのは付き合い始めた時点なので結婚以前の問

題。デート DV とか、とても支配的な。そういうことを本当に弘前

市にインパクトを持とうとするなら学校に出向くとか。要するに１

６人しか来ませんでしたじゃなくて必要のあるところに抗議してま

わる、若い女性にはこれは決して許しちゃいけないことだよって。

いや、驚くほど大学生の女の子は暴力を経験しているんです。彼氏

の。驚くほどですよ。で彼は治るんじゃないかとか色々。私はさっ

さと別れなさいというんですれど。１回でもあったら危ないよ、人

生台無しにするよって。 

こういう講習会どうぞ来てくださいじゃなくて、弘前市で必要の

あるところにピンポイントに、例えば大学でも高校でも出向いて、

これからそういうことに直面する女性にこれだったらこうだからや

めなさいとか、一線越えているからやめなさいとかっていう教育、

どういう時にノーっていうべきかっていう教育があるともっといい

と思うんですれどどうでしょう？ 

 

C 委員   いいですね、私も賛成。例えば喫煙でもやっぱりその権利は奪え

ませんよね？がん検診受けるって言ったってやっぱり強制はできな

いじゃないですか？そういう啓発みたいなのはできるけれども。で、

人権っていう視点からいったら男女共同参画っていうことからいっ

たら今おっしゃったような若い人へのそういう教育。でしたら１６

人のかたの１００％を求めた数字をもう一回目標にするよりはこっ

ちにシフトしていく、増していく方が未来あるような気がしますし、

実際に役に立つと思うんですよ。 

 

 

会長    これは市民参画センターさん扱いのセミナーですか？ 
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事務局   はい、そうです。 

 

会長    じゃあやりますか。１６人を１０倍で１６０人、２０倍で３２０

人、３０倍でどんくらい？４８０人 

 

A 委員   そう、それこそ回数とか、インパクトのある場所、ニーズのある

場所でやる。 

 

会長    大学でも今そういうのをキャリア教育で取り組んでいるので、一

気に１００人２００人は集まる。１６人を２倍や３倍にしてもしょ

うがないので１０倍とか３０倍とかね。３００人とかね。 

 

A 委員   集まるところで講義やればそういうのはすぐだと思います。例え

ば、患者のいないところで治療するんじゃなくて、患者のいるとこ

ろに行って治療するっていうコンセプト変化だと思います、発想。 

 

会長    ちょっと男性目線かもしれないんですけれど、DVってタブーな感

じで、DVってことを表に出すことに抵抗を持つ人もいると思うけれ

ど、それは正しくないですっていうのを継続するのは重要なんです

よね。 

 

C委員   男子学生にもこれは言わなきゃいけないですよ。 

 

A 委員   そうです。若い男性も驚くほど手をあげていいと思っているんで

すよ。若い男性にもいくら感情的だろうが相手に非があろうがなん

であろうが手をあげてはいけないっていう教育をすると世界が変わ

ると思います。 

 

事務局   ちょっと具体的によくわからないんですれど、大学と連携してや

るということですか？ 

 

会長    大学の授業で１５０人くらい見込めるとこの１コマをお願いする

ということです。キャリア教育の中の男女共同参画っていう枠の中

で、ワークライフバランスと DV でもいいじゃないですか。それは

次世代育成っていう枠にもなるので単純に DV の教育とか男女共同

参画の教育じゃなくて次世代の人を育成するっていうカテゴリーで

キャリア教育にもなるので。その時の講師を外部から連れてくるっ

ていうことでもいいですし、市民参画センターさんで誰か来てやっ

ていただくことでも結構ですし。 

ということを考えるならば、理解度が１００％でも参加者が１６

人というよりは、セミナーの受講者数って決めて目標値を３００人

としていただくならばいくらでもやりようがあるかなと思います。 

 

 

A委員   すっごい意味があるね。 
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会長    大人しく男子学生は聞いていると思いますよ。男子学生の方が影

響受けやすいので。 

 

A委員   考えるいいチャンスだね。 

 

会長    本当はうちの大学だけじゃなくて、他の大学さんのところでもや

るといいんだけれど、まずは身近なうちのところで試験的にやって

みて、そこで学生のアンケートみたいなのを取れれば、じゃあ翌年

度改めてこういうことをやってみようというのができますね。 

高校生くらいだったらまだ意識が低いけど、大学生だったらよく 

わかると思うので。 

 

C 委員   こういう教育によって男女共同参画っていう考え方がまた変わっ

てくると思うので、いいんじゃないかな。 

 

会長    で市民参画センターさんがそれを担っているならば。もちろんそ

れとは別に今まで通り、粛々市民の人に向けたセミナーは計画して

やっていくんだけれども、新たに若い世代、次世代育成ということ

で試験的にやっていくということでもいいんじゃないですかね。２

７年度２８、２９ってあるので、２年間はそういうことをやること

はお約束できるので、２９年度の達成年度までは２年間継続して年

２本くらい、１５０、１５０くらいやるっていうことは可能です。 

 

C委員   すごい話題性もある。 

 

会長    人権問題も、実はまだまだ深いものがあるのだけれども、全部は

すぐに手が出せないので、今のところだけでも少し新しいアプロー

チができればと思います。個人的には、障がい者の方の問題、全国

の外国人雇用の問題も先んじてできればいいだろうなと思いますが、

当面、男女のＤＶの問題ということでいきたいと思います。 

指標のⅠからⅤについて、市長・副市長から、ちゃんと数字を入

れましょうと英断をしていただいたので、実は前回から大きく向き

が変わって、頑張っていただいているところでもあります。 

ほかにご意見ありませんか。 

 

A委員   ＤＶの話をする前に私がすごく気になったのは、10 ページの受動

喫煙のことです。一番の被害者は子供であるということなのに、子

どもの被害に関する数値は現時点ではないということなのでしょう

が、これって何か、子どもを守るために、こういう表に数値をあげ

る以前の問題として、子どもが被害者であるという訴えかけとか、

運動みたいなものってあるのですか。 

 

事務局   健康づくり推進課で、たばこの被害に関する協議会を作っていて、

そこで基本計画を作っているところなのですが、その中で子どもを

守るための対策を出しております。ただ成果指標にするための基準

の数値と目標数値を設定するための基礎になるような数値というの
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は直接的なものはなく、しいていえば妊婦の喫煙率の減少ですが、

「健康あおもり２１」によると平成 32 年までに「減少」というこ

とで、数字は出ていないです。そういうことなので、こちらでも成

果指標としては取れないし、また前にこの懇話会で子どもに対する

受動喫煙についていろいろなご意見を出していただいたので、それ

は基本計画への意見募集の時に、フィードバックしています。 

 

会長    簡単に調べようとするならば、小中学校で子どもにアンケートを

取って、親が家でたばこを吸いますかと聞いて、お父さんも吸って

るしお母さんも吸いますよ、という数字がダイレクトに子どもの受

動喫煙の数字ですよ。親に聞くと、「大丈夫です、換気扇の下で吸っ

てるから」、なんて言いますからだめです。やはり女性の喫煙率が本

県高いので、お母さんが吸ってるというのは止まらないですね。そ

ういうことを調べようとすると多分、何を基準にどれだけにするか

となると、人権という意味では子どもの権利もあるけれど、家庭内

で吸っているたばこを吸う人の権利みたいなものもあるからなかな

か難しい。公共の中では制限できるけどクローズされた家庭の中で

はなかなか難しいことがあると思いますね。ですからこれは、教育

委員会の方からアプローチした方が良いんじゃないかと思いますね。

でも嫌だと言えない子どもの権利を考えなければいけないですよね。 

 

A委員   スモーカーと結婚しているというのは、配偶者は自分の選択肢で、

合意の上でのことだけど、子どもはたばこの煙が嫌だから家出しま

すとは言えないですよね。だから家庭の中の問題として片づけては

いけないのではないかなと思います。それでこのことがすごく気に

なったんです。例えばそれこそ子どもたちからアンケートを取って

問題視する。そういうアンケートの数字が出てこない限りは、まあ

まあまあで済まされてしまう。そういう数字が出てくると初めて、

ある意味ではそういう子どもの調査を行うだけでもすごく意義があ

るのかなって思います。 

 

会長    教育委員会がやらないと、学校独自では難しいですね。まあ弘前

市がアプローチするのであれば小中学校までは管轄なのでやれない

ことはないのかな。まあ重要な問題ですよね、これは。 

 

C 委員   すごく重要なことだと思います。アンケートすることが、今喫煙

している親を責めるということでなくて、自分の子どもの将来のた

め喫煙者を減らすということで種まきするんだと、調査をやればい

いと思います。 

 

A 委員   調査をしないということは、何もしないで、皆で目をつむりまし

ょうということですよ。少なくとも実態がわかるようにならないと。 

 

C 委員   今たばこを吸っている人にやめろというよりは、あなたの子ども

を喫煙者にしないためにという題目でやれば。 
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会長    親も家くらいでは吸わせてくれよ、ということがあるでしょうか

らせめて子供がいる部屋では吸わない、若しくは、居間で吸いたい

だろうけど居間は家庭の公共の場だからほんとに換気扇の下で吸う

と、そのくらいはやるべきだとするための調査をするのがいいかも

しれません。課題としてアプローチしていきたいですね。 

 

A 委員   どっかで意識改革をしないと。受動喫煙者の方が害があるといい

ますよね。吸ってる人より子供の方に害があるという意識が社会的

に浸透していないと思います。 

 

C 委員   今吸っている人をなくすというのではなくて、将来の喫煙者を少

なくするためにということにすれば反対する人はいないと思います。 

 

会長    どこか文面に子どもの受動喫煙のことを書き足せるスペースはあ

りますか。なかなかないですか。じゃあ、本文に載せられる余地が

あれば検討いただいて、なければ最低でもこの懇話会の議事録にそ

ういう要望があった旨を書き残していただければと思います。 

 

事務局   例えば成果指標に男女の喫煙率を残して、その成果指標の説明と

いうことで、なぜこれを成果指標にあげたかということを 1 行書く

というのはどうでしょう。 

 

会長    そうですね。男女の喫煙率の数字だけを見ていくと不十分なので、

文面でこの指標が子どもの受動喫煙についての予備的な指標になっ

ている訳です。男女の喫煙率を残しつつ、コメント欄に家庭内での

受動喫煙の話を、結果として男女の喫煙率が下がったことによって

子どもの受動喫煙も少し低下できたというようなコメントを書ける

ということあれば、男女の喫煙率も残しつつ、ＤＶの啓発セミナー

は 10 倍くらいの人数に切り替えて、3 つの指標を残しておくこと

にして大丈夫ですか。 

 

事務局   男女の喫煙率は経営計画の中にも載っている数字なので、大丈夫

です。 

 

会長    続きまして（２）について事務局から資料の説明をお願いします。 

 

事務局   説明 

 

会長    今、お手元の冊子は、協議をさせていただいた指標の数字の入れ

替えはまだされてなくて、今日話しされたことがこれから取り込ま

れていくということになると思います。 

今、ご説明いただいたことでご意見等どうでしょうか。今回２８  

年３月改訂ということで、２４年３月に作ったものの部分改訂とい

う位置づけです。じゃあ、今回お話しさせていただいたことを取り

込んで、最後の調整をしていただくことをお願いしたいと思います。 

他にどうでしょう、このプランの改訂案全体についてのご質問、 
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ご意見ありませんか。 

では、改定案のところまでは審議出尽くしたということで、いったん 

区切りたいと思います。まだちょっと改訂書き終えていないところについ

ては、会長に一任させてもらって、事務局と調整していきたいと思います。 

最後になりますが、懇話会の意見として発言があったということを書き

残すことをご検討いただけませんかということで、事務局の方で私から発

議というか意見を付しました。そのまま読み上げさせていただくと、弘前

市男女共同参画プランについて、担当部門である市民文化スポーツ部市民

協働政策課は、市民参画の面では大変機能しているが、しかし弘前市とし

て男女共同参画推進、ワークライフバランスという取り組みが分散してい

る。市民参画、子育て、働き方、企業への働きかけなど総合的な施策が大

切となっている。特に人口減少問題には、仕事と生活の調和が不可欠であ

り男女ともに暮らしやすい弘前市で働き、子育てをし、市民参画すること

が大切である。働き方、子育てについて男女ともに活躍できる社会に向け

積極的に取り組むべきである。弘前市男女共同参画プランの担当部門を市

民文化スポーツ部から総合的な視点で統括できる部門へ移すことが必要

である。ということで、どうしても弘前市の場合は、市民参画のことにつ

いては市民文化スポーツ部、子育てについては子育てのところ、企業につ

いては企業のところ、最近の人口減少については経営戦略部と、部局がそ

れぞれ分かれているので、ここで何かいろいろ話し合っても、その部局が

知らないよということになってしまうし、他の部門に対する越権的なこと

で、やってもらえるかどうかわからない中でこのプランを作成していくの

はなかなか組織的にむずかしいのではないかと。例えばそれを、取りまと

めるのだとしたら経営戦略部とかが扱うくらい今、ワークライフバランス

のことについては重要なことなので、一回引き取っていただき、当然市民

参画の方から外れるわけではないけど、市民参画としてやるべきことは、

先ほどのＤＶなんかも含めてやり、子育てのことは子育てがしっかりやり、

というような組織立てをしないとこの参画プランを改訂する作業だけで

もとてもやりづらさを感じるような気がします。弘前市がよい街になって

いただくために、問題提起が懇話会からあったということだけ残させてい

ただきたいと思います。 

あと皆さんから最後にご意見等、いかがでしょう。よろしいですか。 

本日でプラン改訂の審議は終了ということになりますが、懇話会として 

最終案を市に答申し、その後市の最終決定機関である経営戦略会議で審議

していただいて、おそらく 2 月中旬頃決定できるのかなということに聞い

ております。 

それでは特になければ、本日の、そして今年度の審議を終了させてい 

ただきます。皆さんご協力ありがとうございました。 


