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映画「愛の黙示録」

（１９９５年 キム・スヨン監督）

日韓合同で制作され、韓国の日本大衆文化解

禁第１号映画。

戦後、韓国で孤児たちのために愛を注いだ日

本人女性・田内千鶴子（石田えり）の波乱の生

涯を力強く描き出した人間ドラマ。

男女平等参画プラザ祭 ２０１０
２０１０年６月２７日（日）開催

男女共同参画週間（６月２３日～２９日）にちなんで推

進プラザ利用８団体が実施しました。市民会館において、

団体の活動報告と映画「愛の黙示録」を上映。民族の違い

を乗り越えて家族愛を訴える内容で、多くの市民が観覧

し、感激しました。

また、ミンクールでは各団体の活動目的など紹介したパ

ネル展を６月２１日から２９日まで開催しました。プラザ祭受付 若い人の参加も

多くの市民が参加した映画会 （市民会館ホール）

「アバンセ」… スウェーデン語の avancera、

avancemang（「自ら進む、前進する」「助長、増

進、振興、推進」という意味）から、男女平等参画

にすすんで取組むという思いが込められています。



1999年（H11）に男女共同参画社会基本法ができてから 10年がたちました。この間、法律がめざす「男女
が互いに人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共
同参画社会」になったでしょうか？ 政府は参画が十分に進んでいないとし、2011年から次の5年に向けて第
3次計画の基本的な考え方（中間整理）を発表しました。その概略について紹介します。

【男女共同参画社会基本法施工後１０年間の反省】（内閣府ホームページhttp://www.gender.go.jp/より）

課 題 視 点

重点項目 具体的取り組み

１
男性、子どもにとっての男女共同参画、

地域における男女共同参画を進める

育児介護休業等利用しやすい職場環境整備、長時間労働の見直し、地

域活動参画支援、子どもの頃からの男女共同参画促進、自己形成支援

２
雇用問題の解決を進める、セーフティネ

ットを構築する

女性が当たり前に働き続け暮らしていける賃金確保、男女間の賃金格

差解消、Ｍ字カーブの是正、均等待遇の確保、長時間労働の抑制

３
世帯単位の制度・慣行を個人単位の制度

へ移行する

配偶者控除の縮小・廃止を含めた税制の見直し、新たな年金制度、選

択的夫婦別氏制度を含む民法改正

４
実効性のあるポジティブ・アクション

（積極的改善措置）を進める

クオータ制※１の導入、政治、行政、雇用、教育分野の女性参画促進

は２年以内にフォローアップﾟ、2015年迄10％アップ 目標20％

５ 国際的な概念や考え方を重視する
女子差別撤廃条約の遵守、男女共同参画にかかわりの深い未締結の国

際条約締結に向けて対応する（ILO 175 、183 、111号等※２）

※１ クオータ制 … 民間企業や公的機関などで一定比率の女性となるよう割り当てる制度

※２ ILO175 … パートタイム労働に関する条約、183 … 母性保護条約、111 … 雇用及び職業についての差別待遇に関する条約

第３次計画では、男女共同参画社会の実現に向けて具体的数値目標が示されています。具体的には、あらゆる分

野で女性の参画が2020年までに30％になるよう取り組みを加速する必要があり、次の6つの施策に取り組むこ

とを強調しています。

１．女性の活躍による社会の活性化 → 女性の能力発揮で、経済社会に参画する機会を確保すること

２．男性にとっての男女共同参画 → 長時間労働の見直しや育児、介護へのかかわり

３．子どもにとっての男女共同参画 → 子どもが安心して暮らせる環境づくり

４．様々な困難をかかえる人々への対応 → 失業や非正規雇用者、高齢単身者などに安心な暮らしを

５．女性に対するあらゆる暴力の根絶 → 女性に対する暴力は人権侵害であり暴力を容認しない社会を

６．地域における身近な男女共同参画の推進 → 地域における意思決定システムへの女性の参画など

２

男女共同参画は働く女性の支援という印象
を与えたことなどにより、男女共同参画があら
ゆる立場の人々にとって必要という認識が広
まらず、意識改革や制度改革が不十分

男性や専業主婦も含め、すべての人にとって
男女共同参画は自分の問題と感じてもらえるよ
う、身近な男女共同参画を進める

政治や企業のトップの強力なリーダーシップ
により制度改革や実行を図る

固定的な性別役割分担意識が未だ根強い 特に男性に着目した意識改革を進める

制度が整備されても、M字カーブの解消や、
長時間労働の抑制などの成果にはつながって
いない

雇用問題やワーク･ライフ･バランス（仕事と生
活の両立）、意識改革への取組を強化する

雇用・就業の変化、家族や地域の変容に対応し
たセーフティネットを構築する

最近の経済･雇用情勢の急激な悪化により、
様々な困難を抱える人々が増加し、高齢単身女
性世帯や母子世帯などで貧困者の割合が高い



第 9 回男女共同参画週間記念フォーラム２０１０

ワークショップ「協働力をつけよう」～地域活動に参画するために～（６月２６日）

平成 22年度

室蘭市男女共生セミナー（前期）

７月２４日 開講講演会

男女共生社会－家族とは
～私たちが創る私達の家族～

３
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（北海道情報大学教授）

日本近代史･女性史専攻。

文学博士。

男女共生セミナー（後期）のお知らせ

月 日 テーマ・講師

10/ 16

（土）
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～

パネルディスカッション

「地域と安全―地域と子ども育成」

～地域の見守りが子どもの輝きに～
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（室蘭市海陽小学校校長）

10/30

（土）
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グループトーク

「地域と安全」～犯罪から身を守る！賢く生きる術～
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（室蘭警察署生活安全課係長）
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（土）

13:30

～

閉講講演会

「男女平等参画の実践

－ほんとうの日本文化の伝統を踏まえて」

冨士谷
ふ じ た に

あつ子
こ

さん

（京都生涯教育研究所所長）

会 場 胆振地方男女平等参画センター

参加者負担 500 円（全 3 回分、資料代）

申 込 方 法 ９月 30 日までに、

生涯学習課へ（22-5081）

「行政と市民の連携・協働」や「市民自治」が叫ばれる今、地域

活動に参画するために、本来の協働のあり方を考えよう――。

主催者から、「協働とは」「市民参加とは」などについての提言・

問題提起に続き、５つのグループに分かれ、地域活動の個別具体的

な事例をめぐって討論。行政と市民が同じテーブルで話し合うこと

の意義、また、市民自らの意志で参加することの大切さなどを確認

し、協働への次のステップを踏み出した。

提言では、「市民と行政が対等の立場で」などと言われているが、

市民と行政の基本的関係をきちんと整理する必要があると指摘。主

権者は市民であり、公共サービスなど市民に責任を果たさなければ

ならない行政のあり方に積極的にかかわり、知恵を出し合い、口を

出していくこと。

グループ討論では、行政の下請けでない町内会の地域活動やボラ

ンティア団体、女性団体の活動を報告、地域社会は市民が中心であ

り、主体であって、活動の中で自分の意見を持ち、公の場でも発言

することが大事だと認識を深めた。

≪参加者の感想≫

◆「協働」について、理解でき
るのにはまだ何度かの勉強が必
要と感じました。難しかったけ
れど来て良かったです。
◆わかりやすい提言があり、ち
ょっとだけれど「協働」につい
て学習することができました。
次も参加したいと思いました。

はじめに、「家族」とは何かを問いかけた。まず、血縁関

係が頭に浮かぶが、現在はそれだけではなく、養子など一

緒に暮らす様々な人たちの集まりとなっている。

明治３１年の民法制定では、個人より家が優先される家

制度ができ、不条理の極みである戸主権や長子家督相続権、

さらに、妻の無能力規定など男女の非対称性が謳われ、そ

れを支えたのが、良妻賢母のイデオロギーだ。

戦後、昭和２２年に民法が改正され、これらの規定が廃

止された。同年に戸籍法も改正され、家族は夫婦単位とな

った。この背景には、憲法２４条の男女平等規定などがあ

る。その後、高度経済成長の中で、専業主婦から働く女性

の増加に伴い、結婚観・離婚観・夫婦関係が変化していっ

た。朝日新聞定期意識調査（平成２１年）での「理想の家

族の形」は、友達家族４３％、父親中心家族３６％との結果から意

識が変化してきているのがわかる。GEM(ジェンダーエンパワメ

ント指数)などから見て国際標準に遅れている日本では、非婚化、

晩婚化、少子化、夫婦別姓など様々な問題が生じている。

今こそ、仕事と家庭生活のバランスのとれた働き方や、事実婚、

嫡出子、非嫡出子など多様な家族観を認め合う差別の無い社会が

求められている時代だ。

≪参加者の感想≫

◆女性史という視点で、系列的に女性の立
場を確認出来たことは大変良かった。会場
からの質問で、新たな視点が生まれ、改め
て考えるヒントをもらったのは大変良か
ったと思う。



● イクメンインタビューは楽しかったです。（前田） ● 108頁もの第３次男女共同参画基本計画策定に向けてを何度読んだ

事か！でも頭に入らず。（高橋） ● 関わる度に難しく感じます。

今後省みて、晩年に向けて心だけが進みあせる日々です。（菊地）

● 共生社会実現へ志を高く。（下沢） ● 男女共同参画で身近で目

に付く息子のイクメン姿。（神尾） ● 「記憶より記録」を大切に

した会報作業をしています。（合田） ● 初めてアバンセの原稿を

書き、改めて、先人の偉大さを実感しました。（小西）

● 身近な話題から男女共同参画社会について知っていただければと

願っています。私たちと一緒に紙面づくりをしてみませんか。詳し

くは右記まで。（生涯学習課・大場）

～ 編集後記 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

４

！！育児は楽しい！！ ～ 男性にとっての共同参画～

室蘭市 小松 晴美 さん（公務員・36 歳）

今、子育てを楽しみ、積極的に関わる男性「イクメン」が注目されています。2008

年の男性の育児休暇取得率は 1.23%ですが希望者は３割もいるそうです。室蘭市内に住む

「イクメン」に子育てと家族のお話を伺いました。

子どもは幼稚園に通う長女（４歳）と次女（２歳）です。長女の時は立ち

会い出産でした。育児休暇は取れなかったのですが、上司が２週間の有給休

暇を認めてくれ、妻と一緒に初めての子育てをしました。仕事で1 か月ほど

会わないことがありましたが、その間にはいはいしたり、歩けるようになっ

ていて、成長の早さに驚いたり嬉しかったりして、親も一緒に成長しました。

赤ちゃんの時、夜40 度の熱を出して下がらず心配した経験から子どもの夜間診療体制への不安がありますね。

子どもと遊ぶために特別なことをしていませんが、休日に大工仕事をしているとマネをして一緒に金槌を持っ

てたたいたりします。今の役割はお風呂に入れることです。子どもと一緒にこのように濃密な時間を過ごせるこ

とは幸せです。一瞬だと思います。感動することがたくさんあります。２人目になると随分いい加減になりまし

たけどね…。仕事でかりかりしていても家族と一緒に過ごすと和みます。

子どもを持って気がついたのですが、市内の公園（駐車場・洗い場なども含めて）は小さい子どもにとっては

使いづらいことがわかりました。また町内会のお祭りでも煙草を吸う人がいると危なくて連れて行けない。小さ

い子どもの目線でまちづくりをしてほしいですね。でも子育てで自分も成長していくので楽しいです。（談）

パートナーを「妻」ときっぱりと言い、子どものことを優しく語る姿が印象的で、爽やかなイクメンでした。

福島瑞穂著 「結婚と家族－新しい関係に向けて－」

岩波書店 1992 年

5 月 28 日普天間問題で消費者・少子化担当相を罷免された社民党党

首の福島瑞穂。土井たか子に見出され、参議院に出馬したのが1998

年だから、その6年前、東大法学部を卒業し、気鋭の女性弁護士だっ

た時の著作だ。「戦後、民法の親族編・相続編(家族法)は全面的に改正

されたが、その後は、ほとんど改正されていない。」しかし、現実は変

わっているとして、福島自身も、夫婦別姓を選択し、新しい家族のあ

り方を検証する。これから結婚する方に、ぜひ、お勧めの一冊です。

三井マリ子著 「ママは大臣パパ育児-ヨーロッパをゆさぶる

男女平等の政治」 明石書店 1995 年

「なぜ議会の 81%の人が毎朝ひげを剃らなければならないの?｣とヨ

ーロッパ男女平等行政の総責任者の言葉を紹介。三井マリ子は、女性

の政治進出をすすめるクオータ制を日本に紹介した女性問題評論家

だ。「女性議員が多い国にはそのための仕かけがある」として、EU10

カ国を訪問。「選挙権の 50%を占める女性が、物事の決定を一方の性

にのみ任せるのは、民主主義ではない。」と断言。参議院選挙の結果は、

どうだったでしょうか。

◆プラザ図書の

ご利用案内◆

貸出・返却

毎月第１金曜日
（10 時～12時）

貸出期間 １ヵ月

図書貸出冊数

２冊

ビデオ・ＤＶＤ貸出

２巻

※本人確認できるも

のをお持ちください。
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