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● 発刊にあたって････････････････････室蘭市長 新宮正志 

男女平等参画社会を実現するためには、すべての人が社会の対等な構成

員として、共に参画する機会や場を確保することが必要です。 
シンボルマーク 

   室蘭市では、女性と男性が、家庭や学校・職場・地域などあらゆる場で

個性と能力を十分発揮し、のびのびと生活できるまちづくりをめざしてい

ます。この情報誌を通して、皆様に男女平等参画に関する情報が提供され、

男女お互いの人権尊重への理解を深めていただければと願っています。 

 
              情報誌名「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り組む

という思いが込められています。（木戸ノブ子さん：中島本町） 

「男の人が料理を、女の人が会社

へ」と役割分担意識をひっくり返す

ことがテーマです。 

 
表紙は、室蘭市にちなみ「ラン」をデフォルメしたものです。 



 
 
 
  

わが国では、憲法に個人の尊重や法の下の平等がうたわれ、これまでも男女平等実現のための施策が取り組まれ

てきましたが、大切な意思決定の場に女性が少なく、「男は仕事・女は家庭」といった性別による役割分担にとら

われることがまだまだ多いのが現状です。 

 少子高齢化など私たちの生活をめぐる状況が変化していく中、家庭、地域、学校、職場で、男女がそれぞれの個

性と能力を十分発揮できる社会づくり、「男女平等参画社会」（※１）の実現が重要となっています。 

 

 

 

平成 11 年 6 月公布施行された男女共同参画社会基

本法では、「男女が、社会の対等な構成員として、自ら

の意思によって社会のあらゆる分野における活動に参

画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、

経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、

かつ、共に責任を担うべき社会」と定義しています。

 しかし、政治や経済の分野への女性の参画の程度を

示すＧＥＭ（※2）は世界 75 か国中 42 位（平成 19

年度男女共同参画白書）で、女性が能力を発揮する機

会はまだ十分ではありません。 

また、少子高齢化が急速に進んでおり、生産年齢人

口の減少や女性の就業率が結婚・出産・育児期に低下

するＭ字型となり就業希望はあるものの実現していま

せん。共働き世帯であっても、妻が無業の場合でも、

夫の家事関係時間はほとんど違いがないなど、性別に

よる役割分担意識（※3）が根強いといえます。 

 

 

平成 16 年 3 月「室蘭市男女平等参画基本計画」を

策定し、「人権尊重」と「男女平等」を基本理念に、①

男女平等参画の実現に向けた意識づくり、②あらゆる

分野への男女平等参画の推進、③人権が尊重される社

会の形成、④国際的協力と国際交流の推進の 4 つの基

本目標を掲げ、総合的な施策推進を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女が共に子育てと仕事が両立できるように保育

サービスの充実、育児休業の利用促進などは重要なこ

とです。さらには、女性に対するあらゆる暴力の根絶、

家庭や地域、学校、職場などで「人権尊重」や「男女

平等」について認識を深める学習を行うこと、性別に

よる固定的な役割分担を見直し、男女が仕事と家庭生

活・地域活動を両立することのできる環境を整備する

など、様々な施策が必要です。 

子どもや高齢者・障がい者など、男女が多様なライ

フスタイルを自由に選択できるような社会、豊かで活

力ある社会を目指すことは、私たち自身の生き方や価

値観にも新たな対応が必要となります。 

男女平等参画社会は皆さんと一体となった取組み

が必要です。 

 

  

 

 

 

平等参画と共同参画（※1） 

国は男女共同参画社会基本法を制定して

いるが、「共同」は単に女性が参加すること

でも可能であり、本市は男女が主体的に参画

する「男女平等」を目指すべき社会として、

「共同」ではなく「平等」としている。 

 ＧＥＭ：ジェンダー・エンパワーメント指数（※2）

 女性が政治及び経済活動に参加し、意思決定

に参加できるかどうか測るもの。具体的には①

国会議員に占める女性割合 ②専門職・技術職に

占める女性割合 ③管理職に占める女性割合 ④

男女の推定所得 

性別による役割分担意識（※3）

 「男だから」「女だから」と性別によ

って、役割を決める考え方。男女は生

まれながらにして役割が異なっている

という考え方で、それに沿った生き方

などを期待されること。 



 

 
7 月 21 日（土）午前 10 時より胆振地方男女平等参画センター（ミンクール）にて、平成 19 年度室蘭市男女

共生セミナーの開講講演会を開催した。北海道労働局雇用均等室長の濱田知子さんより、4 月 1 日に改正された男

女雇用機会均等法について、成立した背景・均等法の歴史・社会変化による問題のある課題についての条件整備と

改正された内容説明、さらに取組体制が遅れている企業のポジティブアクションについての説明があった。講演終

了後、会場からの質問に対して、この法律は企業等の事業所を対象としているものであり、公務員には一部除外が

あるとの説明があった。また、女性自衛官へのセクシャルハラスメントについての質問が出された。 

＜改正のポイント＞ 

１．性別による差別禁止の範囲拡大：男性に対する差別も禁止、禁止される差別の追加・明確化、間接差別の禁止

２．妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止：妊娠中・産後１年以内の解雇は事業主が証明しない限り無効

３．セクシャルハラスメント対策：男性に対するセクシュアルハラスメントも対象 

４．母性健康管理措置     ５．ポジティブアクションの推進     ６．過料の創設（20 万円） 

 ＜参加者の声＞ 

・職場の均等は、家庭でも社会でも均等でなければ無理のように思う。

・これらが守られるよう、罰則などもきちんとされたらいいと思いまし

た。 

・学校教育課程の中に社会に出るための権利・義務と言う形で学習させ

る必要があると思う。 
・企業の経営者や人事担当者に聞いてほしかった。 

男女雇用機会均等法 

 正式名称は「雇用の分野における男女の均等

な機会及び待遇の確保等に関する法律」。男女

双方に対する差別の禁止、募集・採用・配置・

昇進・定年・解雇・降格・職種変更・雇用形態

変更等における差別的な取り扱いを禁止する

ことなどを定めている。 

ポジティブアクション 

男女間の差別を解消して、働く

意欲と能力のある女性が活躍でき

るように、企業が自主的に行う取

り組みのことで、男女の均等な機

会及び待遇を実質的に確保するた

めのもの。           

 

 

                     

～市川房枝さんからのメッセージ～ 

6 月２３日（土）13 時より、第６回男女共同参画記念フォーラムがミ

ンクールにて開催されました。 

1945 年（昭和 20 年）婦人 

参政権を得て、翌年初投票を行い 

現在に至るが、亡き市川房枝さん 

は 20 代で女性の為に活動を始め、 

1981 年 87 歳まで女性リーダー 

として指導されていたことを知り、 

先人の苦労は大変なことであった 

と思います。私達の今ある生活が 

安全に、安心して送ることが出来るように、家庭の中にある一票を意見

として投票するという行動をとりたいと思いました。  

 

 

 

 

月 日 テーマ・講師 

10/6（土） 

10:00～ 

公開座談会「いのちの輝き」 

東 紀子さん 

日本助産師会北海道支部長  

11/10（土） 

10:00～ 

パネルディスカッション 

「団塊世代はおもしろい！」 

谷川松芳さん  北翔大学教授 

12/1（土） 

13:30～ 

閉講講演会 

「幸福
し あ わせ

ってなぁに 自分らし

く輝くために」 

大野 曜さん 

（財）日本女性教育財団理事長 

 

会場 胆振地方男女平等参画センター

定員 50 名 

参加者負担 500 円（3 講座で） 

申込方法 ９月 21 日までに、生涯学

習課へ（22-5081） 

託児  受け付けます（１歳以上） 

室蘭市男女共生セミナー 

（後期）のご案内



 

男女平等参画推進プラザを開設しました。 
男女平等参画社会の実現をめざし、活動をしている団体が、会議・研修・ 

資料作成等で随時利用し、団体の活動とネットワークの充実を図るための 

プラザです。多くの団体の参加をお待ちしています。 

  詳しくは、室蘭市教育委員会生涯学習課へお問い合わせください。 

住所 〒051-0016 室蘭市幸町６番２３号 TEL0143-22-5081 

 
  

プラザ利用団体の紹介 
プラザでは現在７団体が登録し、男女平等参画社会の実現に向けて活

動しています。今回はその中の３団体をご紹介いたします。 

 

 

男女平等参画をすすめる会 

「えんぱわーメイト」 

 

話し合い、学び合い、考え、 

自分らしい生き方発見 

 

当会の主な活動は、毎月第 3 水曜

日18時～20時30分の例会学習で

す。情報誌『ウィラーン』（日本女性

学習財団発行）の読み合わせをして、

いま社会が抱えている問題を話しあ

い、情報を共有しています。  

 男女平等参画社会とは、「あなたら

しく、私らしく、老若男女の個性と

人権を大切にする社会」です。男女

を問わずどなたでも参加できますの

で、いつでもご連絡をお待ちしてお

ります。 

 

室蘭市女性団体連絡協議会 

 

昭和 28 年第１回室蘭市婦人大

会を開催し、室蘭市婦人団体連絡協

議会（現：室女連）が結成されまし

た。現在は、町会・自治会の婦人部

と主旨に賛同する女性団体で構成

されています。活動目標は、地域活

動の促進、男女平等参画社会の推

進、室女連組織の拡充と他団体との

連携・交流、ボランティア等です。

 社会環境が激変する中で、環境問

題、少子高齢社会、次世代を担う青

少年を育むための対応に、学習と実

践を重ね、女性の能力を充分に発揮

し、豊かでぬくもりのある地域社会

の発展に寄与できるよう努力して

います。 

 

室蘭市男女平等参画推進市民会議 

 

「市民会議」は、2005 年に策定

された「室蘭市男女平等参画基本計

画」を市民の側から推進することを

目的として発足しました。現在、個

人、企業や女性団体、労働界などか

ら 29 名が参画し、このネットワー

クがさらに広がることが目標です。

2 か月に 1 回の例会では、男女平

等参画に関する情報交換や人権に関

する学習をおこなっています。

2006年には基本計画の5つの重点

項目の進捗状況について会員を対象

にアンケート調査を行い、市長に対

して今後はより一層、男女平等参画

に対する取り組みを行うよう提言し

ました。 

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

 ● 人との関わりの中で良い勉強をさせていただいています。（赤間久子）  ● 男女平等参画社会の実現に少し

でも役に立てたらと思いますが、自分自身、どう変わるのか、どう変えればいいのかとまどっています。（神尾紀

恵子）  ● 紅一点ならぬ黒一点ですが、黒や国防色より紅や黄色が好きです。社会的弱者を守るための最低限

のルールが憲法。9 条、12 条は言うまでもなく、24 条もしっかり掌中の珠にしていきたいですね。（下沢昌一）   

● 男女平等の社会と言われても、実態はまだまだ遅れているのを職場で体験してきました。これらの推進のため

に色々な情報を得たいと思い参加しました。（高橋勝子）  ● 室蘭女性保護の会から編集活動に参加です。他団

体との交流が出来、内心、ワクワクドキドキです。一助になれば 
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幸いです。（中川恵美子）  ● 一人ひとりを大切にする男女平 

等参画社会について伝えていきます。（中村紀代子）  ● 懇話 

会の提言から 5 年。ようやく情報誌の発行です。T さんにも見て 

いただきたかった。（前田節子）  ● 情報誌を通じ、人権尊重 

や男女平等について認識を深めていただければと願っています。 

ご意見・ご感想をお寄せください。（越田京子・生涯学習課）  


