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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

室蘭市では、男女が社会の対等なパートナーとして、互いに人権を尊重し、家庭や地域、職場など

あらゆる場でその個性や能力を十分に発揮できる社会の実現を目指し、2004年に室蘭市男女平等参
画基本計画を策定しました。昨年、2014年度からの 2次計画について中間年となったことから、市
民を対象に実施したアンケートについて、結果の一部を紹介します。

・ 調査対象 室蘭市に居住する 16 歳以上の男女 1500 人

・ 調査期間 平成 30 年 11 月 9 日～平成 30 年 11 月 19 日

・ 回収結果 回収総数 463（回収率 30.9%）

主な結果

あなたは男女平等参画について
興味・関心がありますか

男性では 10代、20代に「興味・関心がある」と回
答した割合が高く、60代が高かった前回調査とは異
なった結果となっています。女性では、50代、60代
などで「興味・関心がある」という回答が多くなって

います。

高齢者層では男女ともに関心が高く、若年層では男

性の関心が高いが女性は低いことがうかがえます。

あなたは「男は仕事、女は家庭」という

性別役割分担意識についてどう思いますか

前回調査と比較すると、男女とも「賛成」「どちら

かと言えば賛成」という回答が減少し、「反対」「ど

ちらかと言えば反対」という回答が半数以上となっ

ており、固定的性別役割分担にとらわれない考え方

が増えてきていることがうかがえます。
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アンケート全文は市ホームページに

掲載していますのでご覧ください。

誰もが生きやすい社会のために、

一緒に考えていきましょう。
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結婚し、子どもができてもずっと職業を続

ける方がよい

子どもができたら職業をやめ、大きくなっ

たら再び職業をもつ方がよい

結婚しても子どもができるまでは職業を

もつ方がよい

結婚するまでは職業をもつ方がよい

職業をもたない方がよい

分からない

その他・無回答
女性

男性

0.0 50.0 100.0【％】

子育てのため

仕事と家庭の両立が困難だから

「男は仕事、女は家庭」という社会通

念がある

家族の理解が得られない

病人やお年寄りの介護

保育施設が不十分

労働条件が整っていない

中高年の女性に対し退職の圧力が

ある

結婚や出産のとき退職の慣行があ

る

性別によって給与に差がある

性別による職場配置に偏りがある

昇進・教育訓練等に差がある

遠い所への転勤が難しい

仕事をするための体力や能力がな

い

分からない

その他・無回答 女性

男性

0 50 100【％】

家事・育児・介護などまだまだ女性

の負担が大きいから

女性の社会進出を支える条件整備が

不十分だから

社会が女性の能力活用に消極的だか

ら

女性の能力開発の機会が不十分だか

ら

女性の社会進出を良く思わない社会

通念があるから

同姓である女性の応援が少ないから

女性自身が社会進出に消極的だから

指導力等において男性と比べて劣っ

ていると思われているから

女性自身に甘えや勉強不足があるか

ら

分からない

無回答 女性

男性

0.0 100.0【％】

婚姻・戸籍など民法上の制度や慣習か

らくる差別

女性であることを理由とした伝統行事

などへの参加制限

結婚や離婚による改姓

援助交際を含む買春・売春や女性の働

く風俗営業

夫・恋人からの身体的・精神的な暴力

職場における性的嫌がらせ (セクシャ
ル・ハラスメント) 

女性のヌード写真などを掲載した雑誌

や広告

女性の容ぼう等を競うミス・コンテス

ト

女性だけに用いられる言葉 (例：未亡人、
後家　等々) 

女性に対するストーカー(付きまとい行
為 )、痴漢行為

分からない

その他・無回答 女性

男性

あなたは女性が職業を持つことについて

どう思いますか

男性では「結婚し子どもができてもずっと職業を続

ける方がよい」が最も多く、前回調査（2013年度）
より増加しており、女性では「子どもができたら職業

をやめ、大きくなったら再び職業をもつ方がよい」と

いう回答が最も多くなっています。

あなたは女性が仕事をやめる場合、

何が原因だと考えますか？

「子育てのため」という回答は男女問わずもっとも

多くなっていますが、前回調査と比較すると減少しま

した。「女性は結婚や出産を機に仕事をやめなければ

いけない」という考えは男女とも少なくなっています

が、女性が仕事を続けていくうえで、家庭との両立が

課題となっていることがうかがえます。

「家事・育児・介護などまだまだ女性の負担が

大きいから」という回答が最も多く、仕事と家庭

の両立に向けた支援や社会進出の環境整備を望

んでいることがうかがえます。

あなたはどのようなことに対して

女性の人権が尊重されていないと感じますか

刑罰の対象となる「セクハラ」「ストーカー」などは

テレビや新聞などのメディアで話題になることが増

え、人権侵害という認識が高くなっていることがうか

がえます。

あなたは議員や企業の管理職など

社会を動かす立場にある所で

女性が少ない理由をなんだと思いますか
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0 100
【％】

仕事と家庭の両立できる生き

方をする

男女が互いの能力や考え方を

尊重する

議会や各種委員会など方針決

定の場へ積極的に進出する

自分の意見や希望を様々な場

で積極的に発言する

社会や組織を支える一員であ

るという自覚と責任を持つ

技能、技術、資格などを取得

し、能力の向上を図る

分からない

無回答 女性

男性

0 50 100
【％】

法律や制度の面で見直しを行う

男女平等参画条例や参画計画を策定する

審議会・委員会等の委員に女性を積極的

に任命する

職員の採用や管理職への登用、議員・委

員等への任命に、男女の数や比率を定め

る割当制（クオータ制）を導入する

育児・介護休業制度の普及・啓発など仕

事と家庭の両立を支援する体制の整備を

図る

女性の起業家に対して融資などの支援を

行う

各種団体の女性代表者（リーダー）を養

成する

職場における男女の格差を解消する

女性の就労の場を増やしたり、職業教

育・訓練を充実する

保育・介護の施設やサービスを充実する

学校教育や社会教育の場で男女の平等に

ついて学習を充実する

女性の健康増進と母性保護を充実する

男女平等参画を推進するための活動施設

を充実する

各国の女性との交流や情報提供など国際

交流を推進する

男女平等参画について広報紙やパンフ

レット等で啓発する

男女平等参画が進んでいる事業所（育

児・介護休暇の取得率等）に配慮する

分からない

無回答 女性

男性

プラザ祭は、内閣府が主唱する男女共同参画週

間（6月23日～29日）に、ミンクール内の一室

「男女平等参画推進プラザ」を利用する団体が中

心となって開催する事業で、今年で12回目を迎え

ました。今回の内容は、映画「わが心の朝」上映

会と各団体の活動紹介パネル展です。

上映作品は、専業主婦であった女性が自分史サ

ークルに入り、仲間

の自分史に触れたり、

自分の生き方を見つ

め直す事をきっかけ

に「自分の顔はどこ

にあるのだろう、働

いて自分を見つめた

い」と、パートに出ます。自己主張を始めた女性

を中心に家庭内の葛藤を描くことを通して、家族

それぞれの生き方を探ろうとするものです。時代

設定は1987年ですが、女性が仕事を持つ時に出

会う差別や、女性の社会参加に伴う葛藤をジェン

ダーの視点から考えるには、古さを感じさせない

問題提起だったと考えます。

（教育映画祭優秀作品賞・文部大臣賞.受賞）

男女平等参画プラザ利用団体の紹介と実行委員長の挨拶

＜参加者の声：意見交換やアンケートから＞

・内容がスッキリ、美しすぎるくらい理想的。私

は、夫が理解するまで10年かかりました。

・女性の自立に伴い、家族の関係性も変わってい

く。それぞれが「個」を尊重しつつ、家族が一

つになっていく姿を観ました。

・働く女性が直面する家族、特に夫との役割分担

意識の違いが、よくわかりやすいドラマである。

・女性が主婦だけでなく、自分らしく生きたいと

働くことで生き生きすることは家族もその方が

良い。みんなが協力してお互いを認め合うこと

が良いと思った。

あなたは今後、男性と女性が

あらゆる分野において平等に参画する社会を

実現するのに何が必要と考えますか

あなたは男女平等参画社会を実現するために

どのようなことに行政が

力を入れていくべきだと思いますか

室蘭市における男女平等参画の基本理念である「お

互いを尊重し、責任を分かち合う」ことへの意識の高

さがうかがえますが、「主体的に行動」することに対し

ては更に浸透が必要と思われます。

行政に望むことは多種にわたりますが、仕事と家庭

との両立に向けた支援や環境の整備を望んでいること

がうかがえます。

男女平等参画プラザ祭2019

ビデオ『わが心の朝』上映会 6月23日（日）

参加団体活動紹介パネル展 6月23日（日）～29日（土）

会場：胆振地方男女平等参画センター（ミンクール）
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室蘭市男女共生セミナーに参加しませんか？

会 場 胆振地方男女平等参画センター「ミンクール」
料 金 500 円（前期・後期 各 2回分、資料代。※前期の 1講目は終了しました。）
詳 細 室蘭市教育委員会 生涯学習課

℡：22-5081、Eメール：syougaigakusyuu@city.muroran.lg.jp

日 時 内 容 講 師

前
期

9月28日（土）

13:30～16:00

基調講演とグループトーク

「男女が共に担う災害時の支援活動」

～女だから男だからで役割分担していませんか？

畑原 理恵さん

(北海道災害リハビリテーショ

ン推進協議会 事務局長)

後
期

1１月17日（日）

13:30～16:00

基調講演とグループトーク

（仮）「日本人の結婚観と

男女の生き方の変化」

木脇 奈智子さん

(藤女子大学 教授)

令和２年

１月１１日（土）

13:30～16:00

医療に関する講演とグループトーク

（タイトル未定）

佐藤 弘太郎さん

(本輪西ファミリークリニック

院長)

今年 4月に働き方改革関連法が施行されたことにより、労働基準法も改正されました。私たちの仕事や

生活に深く関わる法律ですが、これによって、私たちの働き方は本当に変わるのでしょうか？

男女の働き方の現状から今後の課題と解決策を考える機会とします。

講 師 ： 池田 賢太さん（北海道合同法律事務所 弁護士）

日 時 ： 10 月 19 日（土） 13:30～16:00

会 場 ： 胆振地方男女平等参画センター「ミンクール」 参加費 ： 無料

主 催 ： 室蘭市男女平等参画推進市民会議 詳 細 ： 同会事務局（越田） TEL 23-0678

２０１９年度 ミンクール利用者連絡会 会員研修会

「女性の起業 ５０歳からの挑戦」

～オレンジ色のオーブンとともに～

５０歳で菓子店を起業した経営者としての経験談を

とおして、私たちの社会参加を考えます。

講 師 ： 須藤知重子さん（菓子工房モン・パリ代表）

日 時 ： 10 月１２日（土） 13:30～15:30

会 場 ： 胆振地方男女平等参画センター「ミンクール」

主 催 ： ミンクール利用者連絡会 参加費 ： 200 円

詳 細 ： 同連絡会代表（芝垣） TEL 45-8461
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札幌市で開催の「女性プラザ祭

2019」にあなたも参加してみません

か。「女も男もわいわいセッション」

や講演会、即売会、バザーなどがあり

ます。参加募集など詳細は広報むろら

ん10月号に掲載します。

日程：11月７日（木）

会場：かでる 2.7 北海道立女性プラザ

お 知 ら せ

市民会議 オープン例会 「働き方改革で未来は変わる !?」

町内会・自治会に加入しましょう 女性もどんどん参加し、安心・安全で住みよいまちにしていきましょう

《詳細》室蘭市町内会連合会(室蘭市役所内)☎0143-83-6277、室蘭市役所地域生活課市民活動係☎0143-25-2223

発行日 201９年９月１日 発行 室蘭市教育委員会生涯学習課 〒０５１-８５１１ 室蘭市幸町１番２号

TEL0143-22-5081 FAX0143-22-6602 ホームページ http://www.city.muroran.lg.jp/main/org9410/danjyo.html

企画・編集 室蘭市男女平等参画情報誌編集委員（越田、後藤、高橋、佐々木）

※情報誌編集委員を随時、募集しています。あなたもアバンセを作ってみませんか？
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当日どなたでも

参加できます。


