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「男女平等を目指そう」とか「男女平等でなければ

ならない」という掛け声はよく耳にするが、今は男女

平等を実践すべきときではないか。1999 年に成立し

た「男女共同社会基本法」の英語訳は、「ジェンダー平

等のための基本法」という意味の言葉である。保守派

のなかには「ジェンダー」という言葉を正確に理解し

ていない人がいる。

ジェンダー（社会的・文化的に形成された性別）は、

男女共同参画実現のキーワード。ジェンダー平等社会

を築くための基本法について、海外への説明と国内で

の違いをなくそう。男女それぞれが人間らしく生きる

ためにもジェンダー平等は当然のこと。男女が互いに

対等な立場で意思決定の場に参画することなどを話す

だけでなく、人と人が支え合い、結び合い実践すると

きだ。

「男は外（会社）、女は内（家庭）」という固定的な

性別役割分業は、「もはや戦後ではない」と言われた

1960 年代高度経済成長期に進んだ。女が家にいて男

をサポートする役割分業は効率がよかったが、男女そ

れぞれの自立と平等を考える意識の変化などから、見

直されてきた。

日本社会はもともと女も働くのが当たり前だった。

平安時代、市（いち）の主役は女たちで、米、魚、

布などを売り、酒造り、機織も担った。また太閤秀

吉七回忌の一大ページェントの際、男も華やかな衣

装で舞い踊った。紫式部、清少納言ら世界に類をみ

ない女性文化が花開いた平安時代、女子どもの読む

ものとされていた物語を男も読んだ。紀貫之は女に

仮託して仮名文字で「土佐日記」を書いた。シェー

クスピアをさかのぼること６00 年前だ。

では、そういうならば、私が何をしたかが問われ

るが、私と仲間たちは男女共同参画方式で、「環境と

文化・京都会議２０１０」を行った。能、茶の湯、

歌舞伎などの歴史・伝統を持ち、美しく豊かな自然

環境の京都で、男女半々の市民主体で大学と連携し

て開催。エコロジーと文化は男女が一緒にやりやす

いテーマであり、経費も皆で出し合った。環境保全

に取り組む市民活動の実践事例や研究成果を報告、

討論した。ジェンダー平等社会はあたりまえのこと。

地域で男女が一緒に考え行動することが、世の中を

変えることになる。

平成２２年度室蘭市男女共生セミナー
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」
講師 冨士谷 あつ子 さん（京都生涯教育研究所所長）

２０１０年１１月２０日（土）開催

＜講演要旨＞

「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。



室蘭市男女平等参画推進市民会議 「提言書２０１０」提出とオープン例会
当会は室蘭市が2004年3月に策定した室蘭市男女平等参画基本計画の重点5項目に対し、その後「行政がどの程度取

り組んでいると思うか」を会員を対象にアンケートをおこない、その結果を室蘭市長に提言した。2006年に続き２回目の

提言で、前回との比較で改善されたと思われる施策３点を示した。①ひとり親家庭への支援と女性への暴力についての相談

窓口の整備・充実 ②ドメスティック・バイオレンス被害者への支援 ③子供から高齢者まで、みんなが安心して暮らせる

まちづくりとしての健康づくりの推進

施策の大項目ごとの平均値
（2006年との比較）
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今後の課題として ①高齢者の生きがいづくりやボランティア制度の充実や就業機会の確保 ②高齢者・病人・心身障害

者のための施設整備や介護サービスの充実 ③各種審議会・委員会への女性の登用 の３点を指摘した。

行政の担当者からは、今後は可能な限り目標や成果を数値化し示し、計画の見直しにあたり男女平等参画社会の実現に向

けては市民、行政、さらに企業も含めた協働が重要であるとの説明があった。

また、2月5日（土）には市民、行政が共に男女平等参画を進めることを目的としたオープン例会を開催した。市民会議

からの提言を受け、行政より基本計画の進捗状況の説明があった。課題として女性の登用を積極的に取り組むよう市民から

の意見が出され、国の掲げる「2020年に30％」の目標に近づけることなど意見交換が行われた。

室蘭市男女平等参画行政施策の取組状況について

室蘭市では、男女平等参画社会の実現を図るため、２００４年に「室蘭市男女平等参画基本計画」を策定しました。その

年の４月から２００９年３月までの、室蘭市で行っている施策の取組状況についてまとめました。くわしくは、室蘭市ホー

ムページ「男女平等参画」のページをごらんください。 http://www.city.muroran.lg.jp/main/org9410/danjyo.html

女性の社会参加や地域活動・学習活動について研修を行い、女性リーダ

ーとしての資質の向上と、地域づくりのための団体活動の活性化を図るこ

とを目的に、１９８２年より実施されており、翌年からは登別・伊達二市

が加わった。現在、室蘭市からは29年間で１２４名が参加している。

本年度も各市より公募で集まった９名が、国立女性教育会館（埼玉県嵐山町）主催

の「男女共同参画のための研究と実践の交流推進フォーラム」で学んできた。シンポ

ジウム「未来へのメッセージ～男女共同参画への展望 一歩先に進めるための関係づ

くり～」からはじまり、そこでは女性の地域への参画を通し、今後の男女共同参画社

会に向けての展望や、参画を進むための関係作りについて学んだ。そして、3日間に

渡り、「男女共同参画基本計画」（第2次）に示されている施策を参考にしたワークシ

ョップ（展示のものも含め）が70件展開され、ワーク・ライフ・バランスや、DV

（ドメスティックバイオレンス）、子育てなど各々が関心のある分科会に参加した。室蘭市では10／16（土）に、参加者

3名による研修の報告会が行われた。

室蘭市男女平等参画推進事業の一環として、北海道立女性プラザ（札幌市

かでる２．７）で開催された「女性プラザ祭２０１０」に、女性団体などか

ら男女15名が参加。ワークショップ「女も男もワイワイセッション」、竹

信三恵子氏の講演「女も男もしあわせになれる仕組みへ～ワークライフバランスを考える～」を聴いた。

 ワークショップは活動の主体、当事者のお話がやはり一番で、こういう機会でなければきけないことばかりだった。

 ワークライフバランスを題材にした教養講演会では、具体的でエピソードもあり、日本の現状と課題が理解できた。

 3人の講師の話を聞き、研修の内容が濃く、強化されていて実体験や展開の速さ、共存、共栄のところで、私は感

銘しました。今後の学習に繋げていきたいと思いました。

２



ワークショップ「デートＤＶを知っていますか？」

講師 野原 ひろみ さん

（NPO法人 ウィメンズネット・マサカーネ）

デートＤＶとは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律（ＤＶ防止法）」では規制できない交際中の（特に若年

カップルの）間で起こる暴力のこと。

ロールプレイから始まり、束縛や嫉妬・独占は、愛情ではなく支

配であり、愛情と暴力を間違えないことが重要。もし自分が被害に

あった時の対応策は、①自分を責めず ②一人で考えず、必ず誰か

に相談する ③別れる時は暴力をふるわれることが多いので注意

すること。デートＤＶ防止のためには、価値観が固まる前の若い世代への予防教育が効果的である。

グループワークでは「デートＤＶ防止のため、私達大人ができること」をテーマに意見交換し、高

校生になってからではなく小中学生など、早い段階から相手を思いやる気持ちを育てることや、家庭

での親同士や親子の良い関わりが大切ではないかという意見が出された。

講演「愛は始発駅」～私の生涯学習駆け歩きの弁～

講師 佐々木 哲弘 さん（前室蘭市生涯学習推進アドバイザー）

子どもの頃に三度の命の危機に瀕したこと。4回の転校、そして念願の教師となり、

子どもたちとの楽しい触れ合いや、生きる力の醸成に努力した教師時代だった。

第2の人生は嘱託公務員、アドバイザーとして子を持つ親の悩みや、子育てアド

バイス、親同士の意見交流の裾野を広げる活動を展開。現在は伊達時代村（登別）

の寺子屋で子どもたちと触れ合う日々。

最後に金子みすゞさんの詩「わたしと小鳥とすず」を紹介した。詩の中にある

「みんなちがってみんないい」を引用しながら、男女共生の現代社会にあって、

相互に個性を尊重し合い、認め合って生きることの大切さを語った。

パネルディスカッション「地域と安全」―地域と子ども育成―

基調講演「地域の見守りが子どもの輝きに」
講師 澤田 光男 さん（室蘭市海陽小学校長）

基調講演では、2008年に赴任した当時、室蘭市の1／3の事件・事故が校区内

で起きていることから、地域の方々に協力を求め、子どもの安全・防犯のために街

頭に立ってもらった。近くの町会もパトロールに参加、翌年から地区連合町会も協

力し、普通は学校が中心となる見守りが、地域が中心になったことは珍しい。

パネルディスカッションでは、CAP むろらん代表の石井氏をコーディネーター

に、3人のパネリストの取り組み状況を紹介。北海道メグミルク（協）会長・橋本

氏からは牛乳販売業の仕事を活かし、不審者の目撃情報を警察へ通報するなどの活

動から始め、2004年から地域安全パトロールのステッカーを車につけて活動して

いる。連合町会会長・佐藤氏からは19町会協力で児童の見守り隊を立ち上げ、登下校時の見守りを続けており、事件

が減少しているという効果が出てきていることが嬉しい。また、登下校時子どもたちと会うので、朝の体調など様子も

よくわかる。最後に海陽小学校父母の阿部氏からは、朝10分間の父母による読み聞かせを１学級から始め、現在は全

学級に輪が広がり、協力者も増えている。子どもは学校、地域でのいろいろな体験や経験で成長していくものである。

講演とグループトーク

「地域と安全」～犯罪から身を守る！賢く生きる術！～

講師 松浦 大史 さん（室蘭警察署生活安全係長）

講演では、身近な安全対策としての心構えと最近の犯罪情報が話された。住まいや

車の防犯対策は「ちょっとだけ！」「直ぐ戻る」と油断せず必ず施錠する事、車内に

は何も残さない事である。また振り込め詐欺は、道内で被害は減少してきているが手

口が巧妙に変化し、なくなってはいない。振り込め詐欺・還付金詐欺に遭いやすい人

は年齢に関係なく自分は大丈夫と思いこみ、他に相談しない人の被害が多い。「一人

で決めない」「その場で決めない」ことが大事である。

グループトークでは、身近な体験を語り、身に覚えのないはがきや電話での請求は

無視する、ナンバーディスプレイにするなど経験含めた対策の討議があった。

最後に、室蘭でも犯罪被害者やその家族のために、電話・面接相談・病院・裁判所への付き添い等の支援、ネットワ

ークが構築されているとの説明があった。防犯については関心が低くとも、知識を得ることにより安全に対する自分の

身構え方が違ってくることや、周りの人にも防犯知識を伝える事で犯罪を未然に防ぐ事を学んだ。

３



室蘭市 及川 智
とも

貴
き

さん（看護師・４１歳）

今回は家庭教育セミナーなどに積極的に参加、手探りで育児をし、子どもが１歳の誕

生日を迎えた時には「父ちゃんも一年生になれた」と感動し、泣けたという熱血育メン

をご紹介します。家族は妻・仁美（ひとみ）さん、絢登（けんと）くん３歳、生まれた

ばかりの昂大（こうだい）くん０歳（１月５日誕生）の４人。

もともと家事などは手伝っていたが、長男が生まれてからは妻の負担軽減のために授

乳・オムツ交換等積極的にかかわるようになった智貴さん。「育児をしていて子どもの

目線に合わせるのは難しいが、子どもとふれあい、かかわることによって親子の会話が

楽しいし、自然の中で体力を養い、知恵を育む子どもの成長を実感している」と子育て

の楽しさ、喜びを話してくれました。また、「育休を取りたかったが職場の環境にその

ような制度がなく、難しかった。男女平等の社会といっても男性も自由に育休を取れるようになるには、上司の理

解と応援、職場の仲間の理解、環境づくり（人員増）が必要だと感じます。また、子どもが地域で安心して遊べる

場所が欲しい」とも話していました。

仁美さんも「はじめての子育てで知識と現実とのギャップがあり悩んだ時、子どもにとって何がベストか一緒に

考えてくれた良きパートナーです」とコメントしてくれました。

【室蘭市家庭教育セミナー】
室蘭市が子どもの健やかな成長を図るために家庭教育

のあり方について考え、家庭(親)や地域の教育力の向上

を目指すことを目的として開催しています。①３、４歳

児と親のセミナー、②子育て出前セミナー、③地域セミ

ナー、④父母と教育・保育職員の集いなどがあります。

4 月以降、広報「むろらん」などで参加者を募集してい

ます。

Ⅰ、パネル展示（期間中）無 料
場所／胆振地方男女平等参画センター

Ⅱ、活動報告と映画上映

「みすゞ」（２００１年製作）

童話詩人・金子みすゞの生涯

出演：田中美里、中村嘉葎雄、永島暎子他

開催日／201１年6月２６日（日）

場所／室蘭市市民会館ホール

上映時間／１５：００～１７：００

（開場：上映の30分前）

資料代／活動報告資料代 300 円

主催／男女平等参画プラザ祭実行委員会

共催／室蘭市教育委員会

託児／事前申込が必要

問合せ／22－5081（生涯学習課）

【厚生労働省イクメンプロジェクト】http://www.ikumen-project.jp

～イクメンとは、子育てを楽しみ、自分自身も成長する男性のこと～

イクメンプロジェクトは、働く男性が、育児をより積極的にすることや、育児休業

を取得することができるよう、社会の気運を高めることを目的として、2010年6月

17日よりスタートしました。改正育児・介護休業法（2010年6月30日施行）の

趣旨も踏まえ、育児をすることが、自分自身だけでなく、家族、会社、社会に対して

も良い影響を与えるというメッセージを発信しています。また、厚生労働省のサイト

では、広く国民から「イクメンの星」、「イクメン宣言」、「イクメンサポーター宣

言」を募っています。

子育てすることがかっこいい、そんな仕事と子育ての両立パパが求められる時代の

到来です！ くわしくはホームページをご覧ください。

テーマ／『レインボーフラッグを掲げて』

日 時／2011月3月5 日（土）

13：30～１５：３０

場 所／胆振地方男女平等参画センター

参加費／500円

４
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企画・編集 室蘭市男女平等参画情報誌編集委員

＜情報誌編集委員＞ 任期２年、募集人員１０人

年２回発行（９・３月）。企画、取材、資料の収集、原稿作成、レイアウト、

デザイン等。編集会議（月１～２回）

＜男女共生セミナー運営ボランティア＞ 任期１年、募集人員１０人
内容：前期・後期各３回開催。企画（講座内容、講師選択、プログラム、チラ

シ）、運営（受付・会場設営・写真撮影）等。運営会議（月１～２回）

詳しくは生涯学習課（２２－５０８１）まで

アバンセは胆振地方男女平等参

画センタ―、市民会館、市民活動セ

ンターなど室蘭市内の公共施設に

置いてあります。

みなさんのご意見、ご感想もお待

ちしています！！
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