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アバンセは、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 
 

 
 

 

平成27年8月に「女性の職業生活における活躍の推進に関す

る法律」（女性活躍推進法）が成立し、今年４月から施行されます。 

現在、公立小中学校の女性管理職は、室蘭市では校長1名、教

頭０名、胆振管内では室蘭市を含めて校長 7名（管内校長の

5.5％）、教頭8名（管内教頭の6.3％）であり、全道では校長が

全体の7.7％、全国では全体の15.2％という現状です。 

道教委では平成 32年度までに校長を 15.2％にする目標を掲

げ、今年度より女性教員のキャリア形成支援整備のため「女性教

員活躍推進事業」に着手しています。 

今回は、室蘭の小・中学校で唯一人の女性校長（室蘭市女性校

長歴代６人目）、柿崎幸恵さん（天沢小学校校長）を訪問し、働く

女性としてのお話を伺いました。 

柿崎校長は幼稚園教諭、結婚により専業主婦を経て、30歳代初め小学校教諭になりました。40歳代に

入り学校の中枢を担うことを期待され始めた時、教職経験の少なさ、未熟さを自覚していたため、人には

ない経験を積んでそのギャップを埋めようと、社会教育の世界へ転身しました。社会教育主事として自然

の家、道立生涯学習推進センターに勤務。平成18年室蘭市立常盤小学校教頭、以後、管内の小学校を歴

任し、平成27年度、現職に就かれました。 

一男一女を抱えた子育ては、両親のバックアップと職場の理解や支援に支えられたそうです。仕事の上

でも上司や仲間に育てられ、鍛えられて、今日の私があると話されました。 

「どの職場でも子育てへの理解を得ながら、それに甘えすぎることのないよう自分を律しつつ、人間関係を大

切にして、限られた時間の中で効率よく仕事をすることに努めてきました。」   

「校長として、先生たちには、職場には様々な家庭の状況を抱えた人がいることを理解し合いながら、教師は

人を育てるという崇高な仕事であることに誇りと使命感を持ってもらいたいと思っています。そして、一人一人の

ライフワークを大切にしながら、チームとして仕事をしていくことを心掛けています。」と話されていました。                                

(次ページへ続く） 

 

＜女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）＞ 

この法律では、女性の活躍の場の提供主体である地方公共団体や事業主に対し、女性の活躍に関する状況の把握や課題の分析、

行動計画の策定、情報提供の義務付けを規定しています。 

 室蘭市唯一の女性校長を訪ねて     …１～ ２  
消防署蘭北支署を訪ねて        … ２  

平成 2７年度室蘭市男女共生セミナー   … ３  

男女平等参画推進団体・町内会連合会からのお知らせ … ４ 

▲ 天沢小学校校長 柿崎 幸恵さん 
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ここからは、柿崎校長への質問に一問一答形式でお答えいただきました。 

○学校での男女平等の状況は？ 

 児童も教員も男女差の意識はしていない。教育活動の中でも 

 見受けられない。 

管理職としては、教師の力量・経験に応じた人事配置を心掛 

け、特に学級担任は男女のバランスを考慮している。 

○女性管理職が増えない（希望者も少ない）理由は？ 

・人事上の配慮に不安がある。（広域異動、勤務地の公宅居住の義務、家族の介護や子どもの教育） 

・特に教頭職は長時間勤務で、仕事量に比べ給料が低い。 

・有能な女性教員への積極的な働きかけや、重要ポストへの配置が少ない。 

・女性への偏見。（女なのに、女のくせに） 女性自身も管理職は荷が重いと思い込んでいる。 

○女性が働きやすい環境を作るには？ 

・女性が働きづらい職場は、男性にとっても働きづらいと思う。働きやすい環境とは、子育て・介護の問 

題を社会が支え整備する。 

・家庭では、夫や家族が家事・育児・介護を快く分担し合うことにより、仕事との両立が可能になる。 

○女性の後継者を育てるには？ 

・学年主任や教務主任等への配置促進。キャリアアップ研修へ参加奨励してスキルや意欲を高めること 

が大切。 

・学校全体に視野を広げさせ担任以外の仕事（管理職の仕事）の面白さを伝える。 

 

今回の取材を通して、女性が働き続け、活躍するためには、社会通念（固定的役割）の打破と環境整備

が必要だということを痛感しました。 

 

 

最近では、女性の救急救命士が、道内でも札幌、帯広、 

千歳市などに配置されているそうです。そこで、新しく

できた室蘭市消防署蘭北支署（松尾孝宏支署長）に、女

性が働くための環境が整えられているかを、確認したく

訪問しました。蘭北支署は、昨年７月、本輪西支署と白

鳥台出張所が統合され、陣屋町に開署しました。 

所管する区域は、港北町から白鳥台地区まで。 

救急隊と消防隊で構成され、27名の署員が、常時７～８名体制で２４時間勤務しています。 

１階の車庫には、消防車、救急車、大型高所放水車、大型化学車が 

格納され、車両の大きさに圧倒されました。また、いつでも出動できる

ように、署員が毎日、車両の点検や確認作業を行っています。他に停電

対応の自家発電装置や、自動で降りてくるホース収納庫などもありまし

た。２階の事務所には、最新の車両動態管理装置があり、緊急時に迅速

かつ効率的に出動できるようになっていました。 

寝室は個室になっており、シャワー室や女性用トイレもありました。 

「いつ女性が採用されても、受け入れ体制はできています。室蘭市にも女性救急救命士が誕生することを望ん

でいます。」と松尾孝宏支署長のお言葉。力強く感じました。  

仕事の上で大切にしていることは、「まず、隊員が怪我をしないよう気を配ること。仕事はお互いの役割分担

に沿って行うこと。そして何より、人間関係を円滑にすることが、とても重要です。」と、話してくださいました。

署員の皆さんが、私たち市民の命を守るために、高いプロ意識を持ち、常に自己研さんに努めていること

を知りました。さらに、きびきびと働く姿を拝見し、頼もしさを感じ、清々しい気持で帰路に着きました。 

２ 

消防署蘭北支署を訪ねて 

蘭北支署長 松尾 孝宏さん ▲ 

▼消防車点検中の署員 



                                                                   

 

 

 

        

        

 

 

第１部 報告者：室蘭市参加者 木村 順子さん・渡辺 順子さん（平成２７年度胆振女性リーダー養成研修）～DVDにて報告～ 

第２部 講師： 佐藤 茜さん・松尾 花代さん （室蘭市立みなと小学校栄養教諭・室蘭市立地球岬小学校栄養教諭） 

第１部は８月２０日～２２日の日程で埼玉県嵐山町で行われた研修の室蘭市参加者による報告会。参加した男女共同

参画推進フォーラム（国立女性教育会館）の感想と今後、自分たちが社会のために出来る事をビデオで話されました。 

第２部は室蘭市の栄養教諭２名により、小学校における給食の様子や家庭での食事の実態、「早寝、早起き、朝ごは

ん」など生活習慣の大切さと「食育」の必要性について話されました。朝ごはんを食べることは体力と学力に関係あ

り、重要なことを知りました。グループ討議では孫のための食育などを話し合いました。 

                      
講師：谷口 真由美さん（大阪国際大学 准教授）                                            

 北京世界女性会議から20年経過したがまだ次の会議の予定はなく、この分野の取組が進んでいないのが今後の課題。

ジェンダー関係で今話題になっているのが、1つ目は渋谷区の同性カップル証明条例。２つ目は、選択制夫婦別姓、再婚

禁止期間についてで、最高裁の裁定待ちと話されました。ジェンダー問題についてグループ討議を行い、理解を深めるこ

とができました。いつも元気ではきはきとした関西弁のお話を2年ぶりに聞くことができました。 

                                                                                                                        
                                                     

                                                 

講師：本野 純子さん（室蘭市保健福祉部高齢福祉課主幹）       
介護保険制度は、家族が介護を必要になった時点て、介護申請をしなければ始まらない。 
特定の病気や身体の状態、年齢など、具体的なお話を聞きながら、どこに申請して利用 
すると良いのかを知ることができました。 
「ダブル介護」という言葉は、家族を同時期に2人以上介護することです。 
晩婚・晩産化により今後、介護する側に子育て中の方が増えることが予想されるそうです。 
ロールプレイを通して、ダブル介護の実態について参加者と考えることができました。 

弁で聞いていて楽しく、理解しやすかった。
（６０歳代・⼥性） 

・多数者は問われないが少数者は⽬⽴つ。数
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師：広瀬(平子)玲子さん 

（北海道情報大学情報メディア学部教授） 

  荻野吟子は医師の国家資格を取得した第１号の女性です。講師にとって、初めて女性史を研究した対象が荻野吟子であるため、

大変思い入れ深いそうです。吟子の活動は今でも輝きを失っておらず、見習うべき事が沢山あると話されました。グループトーク

では吟子さんの事を親から聞いていた、TVドラマで見たなど、知っている人が多く、とても強い女性という印象を持ちました。 
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講師：清末 愛砂さん （室蘭工業大学大学院工学科 准教授） 

 最近、「女性の登用」「女性の活躍推進」「輝く女性」など、耳触りの良い言葉が謳われていますが、美しい言葉には

裏があります。政府の言う「すべての女性」とは誰を指すのか、また、国の想定している「家族」とは父・母・子か

らなる標準的な家族を指し、３０％弱しかいないそうです。グループトークでは自分が思う「輝く女性」とはどんな

女性か、輝く社会を構築するための必要なものは何かなど、話し合いました。 

参加者 
感想 

参加者 
感想 

参加者 
感想 

参加者 
感想 

・ジェンダーという⾔葉すら知らなかったので、⼤
変勉強になった。⻭切れの良い関⻄弁で聞いてい
て楽しく、理解しやすかった。（６０歳代・⼥性） 
・多数者は問われないが少数者は⽬⽴つ。数が多い
と消され中和される。(60歳代男性) 
・ジェンダー定義を詳しく聞けて良かった。少数者
への思いやり。（70歳代・⼥性） 

＜第１部＞・ビデオでの報告だったので、直接
お話が聞けず、残念でした。（70歳代・⼥性） 
＜第２部＞・子どもの成績と朝ごはんが密接に 
関係している事がわかった。（60歳代・⼥性） 

・タイトルから問題意識を持つことの重要さ、⾯
白さを感じた。（7０歳代・⼥性） 
・美しい⾔葉の裏をしっかりと読み解くことが⼤
切。ワークライフバランスが余裕のある⼈のも
のとか、標準家族が全世帯の3割未満など、知
って良かった。（6０歳代・⼥性） 

・ものすごく、強い意志を貫いたことに感服し
た。（7０歳代・男性） 
・⾃分の体験から、⼥性の医者が必要と感じ、
先頭に⽴ってくれた。（７０歳代・⼥性） 
・キリスト教精神と⼥性の⾃⽴とナショナリズ
ム、士族的精神がわかった。（60歳代・⼥性） 

 

２０１５年１０月２４日（土）開催  参加者２６名 

報告会と食育講話とグループ討議  

 基調講演とグループトーク 

２０１５年９月５日（土）開催  参加者 ２８名 

２０１５年１１月１５日（日）開催  参加者４３名 

基調講演とグループ討議  

２０１５年８月８日（土）開催  参加者 ２８名     

基調講演とグループトーク
 

２０１５年１２月１２日（土）開催  参加者２８名 

基調講演とグループ討議       
・具体的に、⽀援センター等の相談⽅法がわかり利⽤する
のに役に⽴った。（60歳代・⼥性） 
・ダブル介護の大変さを実感しました。（60歳代・⼥性） 
・何度聞いても介護のお話は、種類も多く理解できるまで
時間が掛かりそうです。（70歳代・⼥性） 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

室蘭市⼥性団体連絡協議会  第26回「室蘭市女性の集い」 
 

 
日  時：２０１６年２月２９日(月)10:００～12:00  会 場：胆振地方男女平等参画センター 
参加料：300円  講  師：鈴木 明子さん (日鋼記念病院訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ母恋 所長) 
連絡先：電話0143－45－0870(実行委員会・堤) 

国際女性デー２０１６inむろらん講演会 

 
 

女性の政治参画によって、地域を、社会を、世界を変えた

事例などを聞き、女性たちが生きやすい世の中をつくるため

に、何ができるか共に考える場とします。是非ご参加くださ

い。 

講師：近藤 恵子さん 
（「女性と人権 全国ネットワーク共同代表） 

日時：２０１６年３月５日（土）１３：３０～１５：３０ 

会場：胆振地方男女平等参画センター 

参加費：５００円（資料代）  

◎どなたでも参加できます。手話通訳・要約筆記あります。 

★託児あり（定員８名予約要 ※託児保険料等 ２00円／１人） 

連絡先：電話0143-23-4443（事務局・藤本） 

国際⼥性デーむろらん実⾏委員会 ２０１６年３・８国際女性デー室蘭大会 

 

講演とフリートーク 

2015年12月16日、最高裁判所大法廷で、民法(家族法)の

夫婦同姓の強制の規定が、憲法 13条(個人の尊厳)、14条(法の

下の平等)、24条(両性の平等）に合憲であるとの、判決を出しま

した。結婚後の姓を 96％の女性が夫の姓に変更するという「社

会通念」を憲法より重視した結果でしょうか？あなたは、どう思

いますか？同姓を支持する人、別性を支持する人、どっちでもい

い人。女性が輝く社会にするには、どうしたら良いのか、ご一緒

に考えましょう！！！ 
 

講師：清末 愛砂さん (室工大 准教授) 

日時：２０１６年２月２８日（日）１３：００～１５：３０  
会場：胆振地方男女平等参画センター 
参加費：３００円  

★託児あり（予約要） 

連絡先：電話0143-43-4028（新日本婦人の会室蘭支部） 

新日本婦人の会室蘭支部 
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女性プラザ祭２０１５（札幌）へ参加しました！（１１月１２日） 
  
 広報むろらんで参加者を募集し、かでる２．７にて開催の「女性プラザ祭」

に９名で参加してきました。当日は、「女も男もワイワイセッション」で、普通

の主婦から起業家へ転身し自立したお２人のお話と、介護百人一首の番組で司

会をされている女性の「講演会～介護の達人は人生の達人」を聞いてきました。

参加者からは、「お２人の生き方、意欲に感動」「夢はあきらめないで行動して

いくこと」「一日一回、必ず笑顔で過ごしたい」「明るい介護の話、介護短歌、

奥深さを感じた」など、皆さん、元気をもらって帰ってきました。 

町内会・自治会に加入しましょう！！ 

～３月は町内会加入促進月間です～ 町内会・自治会は地域のみなさんを支えています。

女性もどんどん参加し、安心・安全で住みよいまちづくりにしていきましょう！！！ 

 
連絡先◆室蘭市町内会連合会(室蘭市役所内) 〒051-8511室蘭市幸町1番2号 

電話0143-83-6277  FAX 0143-83-6912 

室蘭市役所 地域生活課市民活動係 電話0143-25-2223 FAX0143-24-7601  

http://www.city.muroran.lg.jp/main/org9410/danjyo.html

