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男女平等参画社会キャッチフレーズとシンボルマーク  
 

 

なくそう 

「男だから、女だから」 

 

平成 14 年に室蘭市男女共同参画計画提言懇話会が男

女共同参画社会の実現に向け積極的な推進の啓発を図

るため募集しました。 

キャッチフレーズは小学６年生、シンボルマークは

中学 2 年生の男子の作品です。 

「アバンセ」とは、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。 
 



 
 

 
 

☆ 世界の中での日本は ☆ 

男女平等参画社会を形成するためには、社会のあらゆ

る分野において、政策・方針決定過程に男女が対等な立

場で参画し、多様な意見を反映させることが重要です。

日本は国会議員の女性の割合が 9.4%と世界 189 か国

中 131 位です。また、企業等での女性管理職の割合が

10.1%と、国際的にみてこの分野への女性の参画は進ん

でいません。 

順位 国　名 割合（％） 女性議員/総数（人）

1  ルワンダ 46.8 39/80

2  スウェーデン 47.3 165/349

3  コスタリカ 38.6 22/57

4  フィンランド 38.0 76/200

5  ノルウェー 37.9 64/169

17  ドイツ 31.6 194/614

61  イギリス 19.7 127/646

82  アメリカ 16.3 71/435

98  韓　国 13.4 40/299

131  日　本 9.4 45/480  

国会議員における女性割合（平成 19 年版男女共同参画白書） 

 ☆ 室 蘭 市 は ☆ 

室蘭市議会の女性議員の割合は、全議員 24 人中 2

人で 8.3%です。審議会・委員会は 46 機関あり、女性

の割合は全委員 573 人中 105 人で 18.3％です。女

性委員が一人もいない審議会・委員会は１４あります。

また室蘭市の一般行政職の女性管理職の割合は

5.4%です。（2007 年 4 月 1 日現在） 
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室蘭市の各種審議会・委員会等における女性の参画状況 
   

☆ 国 の 目 標 は ☆ 

 国の第 2 次男女共同参画基本計画（期間：平成 18 年

度～22 年度）では「政策・方針決定過程への女性の参

画の拡大」をめざして以下の目標を掲げています。 

①社会のあらゆる分野において指導的地位に女性が占

める割合：2020 年までに少なくとも３０％程度に

（国の審議会等委員は 2006 年 9 月現在 31.3％） 

②国家公務員Ⅰ種試験の事務系区分試験（行政、法律、

経済）採用者に占める女性の割合：2010 年頃までに

30％程度に（2005 年 21.5％） 

 ☆ 室 蘭 市 の 目 標 は ☆ 

室蘭市男女平等参画基本計画（期間：平成 16 年度

～25 年度）では、男女平等参画の実現に向けた意識づ

くりと、あらゆる分野への男女平等参画の推進を基本

目標にしています。 

①審議会・委員会への女性の登用率を平成 19 年度

までに 30％ 

②女性委員が一人もいない審議会の解消 

③企業・各種機関・団体等への女性の参画促進 

④室蘭市の女性職員の職域拡大と登用の促進 

 ☆ 政策・方針決定過程への参画って？ ☆ 

国会議員や市議会議員として参画するだけではなく、

市民の立場から様々な方法でまちづくりに参画するこ

とができます。自分が住む室蘭市が将来どのようなまち

になってほしいのか、あるいは、今、解決しなければな

らない課題は何なのか等について、意見を述べたり関わ

ったりしていくことが、「政策・方針決定過程への参画」

であり、まちづくりに関わっていくことです。 

例えば、町内会や PTA など、地域が抱えている課題

を解決するために、共通の課題に関心を持つ人たちに呼

びかけて、話し合いの場を設けたり、意見を述べたりす

ることです。 

 
☆ まちづくりに参画しましょう！ ☆ 

その 1 セミナー・講演会に参加して意識づくりを 

男女共生セミナーやミンクールの講演会などに

参加し、男女平等参画についての理解を深めまし

ょう。 

その 2 審議会・委員会の委員に応募する 

審議する内容によっては委員の公募枠がないも

のもありますが、多くは委員を公募しています。 

その 3 目標年次や数値を決め、検証する 

まちづくりの説明会や意見交換会に参加し、課題

や取組みの方向性を知り、私たちが目標を決め、

事後検証し、成果を確認しましょう。 
 



 

（10/ 6） 講演会「いのちの輝き」～人間の誕生・いのちのバトンについて～ ≪参加者の感想≫ 

 
 

 

 

 

 

 

 

日本助産師会北海道支部 

支部長 東 紀子 さん 

性情報の氾濫や商業ベースに乗せられてしまう若者、

中絶や性感染症がふえている今、避妊法を中学までに教

えていきたい。親が正しい知識を身につけ教えることに

より、親子の信頼関係が生まれ、笑顔いっぱいの家庭と

健全な友達関係がつくられます。いのちを大切にすると

いうことは、自分も回りの人も大切にすることです。 

性は生きる力であり、輝かしいいのちの誕生は次の世

代へとバトンを受け継ぐことであると、講話と映像を通

して学びました。 

・男性（学生・父親）にも受

講してほしかった。小学生

の時から性教育をしてい

く必要があると思います。

・ビデオも解かりやすく良か

ったし、胎児人形を手にし

て感動しました。 

・はじめて本当の性教育を受

けたような気がする。大変

良い機会でした。 

（11/10） パネルディスカッション「団塊世代はおもしろい！」  ≪参加者の感想≫ 

  北翔大学教授 谷川松芳さんは３１年間、社会教育行政に携ってきた経験を踏まえ、

生涯学習の歴史と現在、いつでも、どこでも、だれでもが生涯にわたって学び続けら

れるための環境整備、活動支援などについて具体的に述べていた。さらに豊かな生涯

学習社会を実現するためには、学歴より生涯にわた

る学習の蓄積や身近なところからの自発的学習が

大切であるとの指摘がありました。 

続いて、パネルディスカッションに移り、金澤繁

さん（料理サークル代表）、松尾信明さん（水族館

長）、平鹿裕子さん（取材記者）から「生き生きが

周りを元気にする！」をテーマに三者三様の趣味、

仕事、活動などについて発言がありました。 

 

 

 

 

 
 

 

パネルディスカッションの様子 

・基調講演より、これからの

生きていく指針を具体的

に聞くことができました。

これからの生活に結びつ

けていきたいと思いまし

た。 

・「生涯ずっと学習」「興味を

持つこと」「好奇心」を忘

れずに生きていきたい。 

・いきいき・生き生き・活き

活き、心が元気になりまし

た。 

（12/ 1） 閉講講演会「幸福ってなぁに 自分らしく輝くために」  ≪参加者の感想≫ 
 

 

 

 

 

 
（財）日本女性学習財団 

理事長 大野  曜 さん 

（ 写真提供：室蘭民報社） 

男の子は重い荷物を背負っています。現在は男性も生き

にくい社会です。男らしく、女らしくというのはその人の

生き方を阻んでしまうことがあり、それでは希望をもてな

いことになります。女だから我慢しなさいと言われ、女だ

からつまらない存在だと自分を否定しないことです。 

自分の幸福は誰かがつくってくれるのではなく、他者と

の関わりの中でつくる事です。自分の幸せだけを考えるの

ではなく、みんなの幸せを考えることそして、1 人だけで

なく世界全部が平和であることを目指してほしいのです。

共生はこれからますます大事になってきます。室蘭市で

も 1 人ひとりが力を出して、協働して男女平等参画社会

を実現してほしいと願っています。 

・「幸せは、人と人との関わ

りの中で育んでいくもの」

との捉え方に同感しまし

た。他を思いやり、自分を

見つめ直すのだと。 

・「幸福は他から与えられる

ものではない」という言

葉。男女平等参画社会は、

自らが行動しなければな

らないと改めて考えさせ

られました。 

・乳幼児期のケアの大切さを

改めて感じました。 

 

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昭和 57 年より実施し、いままでに室蘭市からは

115 人が参加しています。 

 本年度も、室蘭・登別・伊達市より公募した各市３人が、国立女性

教育会館主催の「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」に参加しました。男女共同参画を推進する上で解決が急がれる

課題「科学技術分野への女性の参画」「安全・安心と男女共同参画（防

災、環境、人身取引等）」など 6 つのテーマ、67 のワークショップ

がありました。全国から約 1,200 人が参加し、各地域・団体からエ

ンパワーメントの実践報告があり、情報 

交換や交流ができました。また年々男性 

の参加者が増えていることも知ることが 

できました。 

10 月 30 日には報告会を行い「これ 

からも学習を続け今後の実践活動に活か 

して行きたい」との発表がありました。 

 

 

 

 

 

Ⅰ、パネル展示（期間中） 
場所／胆振地方男女平等参画センター 

 

Ⅱ、スウェーデン映画上映会 
「ダブルシフト～パパの子育て奮闘記～」

日時／6 月 28 日(土) 

場所／室蘭市市民会館ホール 

上映時間／①10：30～12：10 

      ②13：30～15：10 

      （開場：上映の 30 分前） 

入場料金／大人前売 500 円 

     （当日 600 円） 

     中・高・大学生 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） 



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４団体を紹介します。 

 

室蘭女性保護の会 

 当会は昭和 38 年 1 月に女性民生委員がメインとなり、売春防止法に伴い女性への職業支援を目的に、民生

委員、保護司、市内企業雇用主、趣旨賛同の方々と共に発会しました。女性の保護、援助、自立更正、地域社会へ

の啓発を目的に行政（市女性相談員）、各種団体のパイプ役となり活動を展開しています。生活苦、離婚などによ

る家庭崩壊、D.V 問題など複雑多様化の相談がみられます。 

活動の 1 つに〔緊急援護資金〕の貸出をおこなっています。原資は寄付、会員によるバザーなどで、1 回 2 万

円を上限に無利子・１０ヶ月以内の返済で、多くの方々に利用していただいています。利用者の状況は D.V、着

の身着のままの逃避、就労収入がなく生活保護受給迄の一時金など様々です。最近は女性だけでなく男性からも貸

付希望があり男女平等の概念からも利用していただいております。何度も利用する方もおり、「たいへん助かりま

した。」との声も多く聞かれます。1 人でもよりよい社会生活ができるよう応援をする福祉ボランティアの会です。

新日本婦人の会室蘭支部 自主学習グループ 嵐山の会 
胆振地方男女平等参画センター 

利用者連絡会 

1962 年 10 月創立。平塚らいて

う、いわさきちひろ（童画家）ら 32

名の女性たちで結成され、現在会員

20 万人。毎週発行の「新婦人しんぶ

ん」は 30 万部。日本で最も大きい

個人加盟の女性団体です。“人間らし

く、豊かに生きたい”と願う女性の

ネットワークで、全国に１万以上の

班、880 の市区町村に支部があり活

動しています。2003 年 5 月には国

連ＮＧＯに認定。憲法 9 条は世界の

宝、暮らしと平和を守る方針のもと、

室蘭支部は毎年、市に要望書を提出

し、懇談を続けています。（子育て、

産直運動 etc.） 

昭和57年11月、室蘭開港110

年・市政施行 60 年を記念し、「婦

人活動リーダーの国内派遣研修」7

名を送り出したことが始まりです。

第１回の研修生が国内研修で得

た研鑽と連携の大切さを、学習の充

実と相互間の交流の中で活かし、自

己をみがき、資質を高めて、地域活

動に還元することを目的に「自主学

習グループ 嵐山の会」を立ち上げ

25 年になります。これを記念して、

飢餓について考える講演会を開催

しました。 

今後も男女平等参画社会を目指

し励んで参りたいと思います。   

 創立 21 年目を迎え、54 団体が

入会し、学習、文化、料理関係等と

様々な活動をしています。また、会

員の意見を反映させ他団体とも連携

を密にし、講演会、セミナーにも参

加し積極的に情報交換、交流を重ね

ています。昨年 10 月には山下前図

書館長による「歴史上における『女

流画家』の活躍について」の講演会

を実施し、華やかな男性画家の影に

なり表舞台に登場できなかった女性

画家達の歴史を、学んだことは大変

意義のあることでした。これからも

学んでよかったと喜んでいただける

連絡会を目指したいと思います。 

 

男女平等参画推進プラザのご案内  みんなでワイワイ！ 会議・交流の場に！ 

利用団体 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利用できます。 

利用内容 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ができます。 

場  所 胆振地方男女平等参画センター1 階  室蘭市東町 4 丁目 29 番 1 号 

◎ 詳しくは、生涯学習課へお問い合わせください。 TEL0143-22-5081 

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

年度末の慌しさの中、２号が完成し、ほっとしています。月１ 

回、８人のスタッフで楽しく企画・編集会議を開いています。皆 

さんからのご意見をいただいて、身近な問題を取りあげたいと考 

えております。 

  ただいま情報誌の編集委員を募集しています。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。 
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