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いう意味）から、男女平等参画

 

 

 

 

「私たち、市民会議は計画を市民の

近年人口が減ってきているというが

ょうど良い規模になっているのではないか

進みすぎており、住民自治から見てどうなのか

「室蘭の素晴らしい点は、基本計画

策定中の第２次室蘭市男女平等参画基本計画

と抱負を述べられています。 

※１ ジェンダーの視点から法的な現象

※２ 「室蘭市男女平等参画基本計画」

 
 
 市民の側から 男女平等参画推進

男女平等の道は、働きつづけること

平成２５年度男女共生セミナー

むろらん、昔話。～女性国内派遣

憲法第２４条と男女平等（プラザ

＆ 男女平等参画インフォメーション

地域への貢献 若者の共同参画

室蘭市教育委員会からのお

も 

く 
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▲「室蘭は故郷の形と似ており、とても住みやすい

と語る清末さん  

室蘭市男女平等参画情報誌

 

 
avancera、avancemang（「自ら進む、前進する」「助長、増進

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 
 

 

法学の世界は男性中心で、とりわけ

ないと言われています。２０１１年から

として着任した清
きよ

末
すえ

 愛
あい

砂
さ

さんは、学生時代

学び、日本の家族制度による男女間の差別

ジェンダー法学（※１）を専門に研究されています

２０１２年から室蘭市男女平等参画推進市民会議

そして、２０１３年から代表として活躍

の側からチェックし、行政に影響を与える大事な団体

ってきているというが、地方自治に市民が直接かかわり、女性や市民の

になっているのではないか。小さい輪になるから行政と近い。しかし

てどうなのか？」などと語りました。 

基本計画の名称を『共同参画』ではなく『平等参画』としている

次室蘭市男女平等参画基本計画についても、市民会議は行政と両輪で計画

現象を分析する法律学のこと 

」を市民の側から推進する、市民・団体・事業所による団体

男女平等参画推進を       … １ 

きつづけること ＆ 

セミナースタート！ ＆ 

女性国内派遣～       … ２ 

プラザ祭２０１３） 

インフォメーション         … ３ 

共同参画  ＆ 

からのお知らせ        … ４ 

みやすい」
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増進、振興、推進」と

 

とりわけ、女性研究者は更に少 

から室蘭工業大学の准教授

学生時代に民法の家族法を 

差別を痛感したことから、

されています。 

室蘭市男女平等参画推進市民会議（※２）の会員、

活躍されています。 

団体でありたい。室蘭は

の声を反映させられるち

しかし、公共施設の民営化が

としている点である。現在

計画を推進していきたい」

団体。 

 （次ページへ続く） 



  

 
 
 

引き続き、清末さんに「女性が働きつづけること」についてお聞きしました。 

「女性は自立し自分の意識を持つべき」という母に育てられてきた清末さん。結婚はしているが、論文な

ど自分の今までの実績を継続するために旧姓を使用しています。 

在籍する室蘭工業大学では、男女共同参画推進室を設置しており、その一員でもあります。工大自体も積

極的に男女共同参画の面から取り組んでおり、推進に関する各セミナーをしてきたほか、教員の採用の際に

女性限定公募を部分的に実施するなど、女性研究者の比率向上に努めていると話しました。 

若者の考えに触れる機会が多い清末さんは、「女性が働くことについて最近の若者たちのなかにも、保守

的な考え方をもっている人もおり、妻を働かせることは甲斐性がないと思っている学生もいる」 

「職場に女性がもっと多くなると、共に働くことが普通に感じられると思う。女性はリアルに生きている。

幻想的に生きてはいない。だから、しっかり技術を活かして自立し、働き続けてほしい。それが、男女平等

参画を進める道であり、いきいきと生きることになる」と女性達へエールを送っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

今から３１年前の１９８２年（昭和５７）、ホテルニ

ュージャパン火災や夕張炭鉱閉山、５００円硬貨が発行

された年は、室蘭市開港１１０年市制施行６０年の年で

した。姉妹都市・清水市との１３００キロの継走や、舞

台公演「室蘭屯田兵」上演、市議場において女性模擬市

議会が行なわれるなど多彩な記念事業が行われました。 

この事業の一環として婦人リーダーの育成を目的に

「婦人活動リーダー国内派遣研修」が初めて企画され、

市内の各婦人団体の女性７名が研修生として選ばれま

した。研修では国立婦人教育会館（埼玉県）※注１を訪

れ、婦人教育の充実をめざした開館5周年記念事業プ

ログラムに参加。論文発表会、フィルム・フォーラム、

情報交換会などに参加し、研鑚を積まれました。これが

きっかけとなり、翌年には登別市・伊達市と合同で「室

蘭・登別・伊達三市合同婦人リーダー国内派遣研修」と

してスタートし、その後名称を「婦人」から「女性」へ

変更、「室蘭・登別・伊達三市合同女性国内派遣研修」

として現在も続いています。室蘭市では１３０名以上の

女性リーダーが育ち、多方面で活躍されています。 

１０月の男女共生セミナーでは、今年度の室蘭市研修

生による報告会と、第１回目に参加された佐藤文子さん

によるミニ講演会を行います。現在と当時の違いや想い 

出をお話頂く予定となっ

ています。 

女性国内派遣研修は

毎年研修生を募集して

いますので、あなたも参

加してみませんか。 

 

※注１ 現在（写真）は独立行政法人国立女性教育会館

 

２ 

前期開講 基調講演とパネルディスカッション 

２０１３年８月１０日（土）開催 参加：４１名 

 基調講演では講師の関 千草さん（室蘭工業大学大学院 くらし環

境系領域 助教）が「働きつづけられる環境づくり～大学での取り組

み」と題し、平成１１年に「働き続けられる環境づくり」制度が出来、

大学では男女共同参画推進室が作られ、女性が働き続けられる環境を

つくるための条件がいろいろ考えられたが、今も環境は変わっておら 

ず、男性社会が長く続いていた現社会においては、男性の社会・職場での女性の立場に対する考えを変えて

もらうことが一番大事であると語られた。 

 講師がパネリストとして引き続き参加したパネルディスカッションでは前 美子さん（胆振総合振興局 

男女平等参画推進員）をコーディネーターにパネリストの平林滋明さん、沼田勇也さん（両氏とも市内企業

の代表取締役）がそれぞれ「制度を利用できる環境づくりを進めており、まずは自らの意識を変えていくこ

とが必要」「周りの人が守り、支えていく環境が大事、地域のサポートも期待する」と、家庭内や職場での

環境づくりに努力している様子を発表された。 
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6月29日（土）開催 

場所：室蘭市市民会館 

今年のプラザ祭は、日本国憲法に書き込

められた「男女平等」と「女性の権利」に

ついて映画と講演会を通して、憲法第２４

条の大切さをみんなで考えるため開催さ

れました。 

映画は、日本国憲法の草案に関わったベ

アテ・シロタ・ゴードンさんの「私は男女

平等を憲法に書いた～憲法第２４条と両

性の平等」、そして、後年、アメリカとア

ジアの文化交流の橋渡しに力をそそいだ

「ベアテのニッポンだいすき、アジア大好

き！」の2本を上映。 

講演会では「憲法第２４条と男女平等」について、

室蘭工業大学准教授・清末愛砂さんによる解説とジ

ェンダーの視点から憲法を考えることの重要性に

ついてお話がありました。 

１９９０年以降、ベアテさんの明言もあり、日本国

憲法起草の過程が徐々に明らかになっていきます。 

ベアテさんは戦後、新憲法を草案する中で、ＧＨ

Ｑの憲法草案起草運営委員会に弱冠 22歳でたった

一人の女性としてメンバーに加わりました。彼女は

幼少から思春期まで日本に両親と共に過ごし、日本

女性の地位の低さや家族の中でも女性の尊厳が認

められていない現実を見てきました。 

海外の憲法に関する文献を読み解くほどに、日本

での不平等、徹底した男尊女卑のベースが旧憲法(大

日本帝国憲法）にあることが分かり、新憲法には不

幸な歴史を背負った日本の女性を幸せにする条項を 

しっかりと書き込んでおかなければならないと考え、

女性と子供の権利に関する具体的な案をたくさん起

草しました。しかし、激論の中でことごとくカットさ

れていき、辛うじて残されたのが新憲法の第２４条に

規定する「夫婦の同等の権利」、「相互の協力」、「個人

の尊厳」、「両性の本質的平等」などです。この条文こ

そが女性の味方なのです。 

 清末さんのお話では、家制度を否定した現行の民

法の中の家族に関する条文は、憲法第２４条を基にで

きているにもかかわらず、同条の存在は憲法学の世

界において、いままであまり重要視されてこなかっ

たと話されました。 

昨今、様々な家族、個人の意思・尊厳を尊重する

形態を重要視する社会において、男女平等、男女共

生は欠かせないなどの背景もあり、日本社会でベア

テさんが有名になるとともに第２４条の意義が見出

されてきました。 

 ２０１２年１２月、ベアテさんは逝去されましたが、

外国の女性が日本女性のために主張してくれた憲法

第２４条の重みを、私たちはしっかりと受け止め、次

代へとつなげていきたいものです。 

▲ プラザ７団体のプラザ祭開催挨拶  

第１２回 食と健康のまつり 
毎日の生活を普通におくれるように、今を大事にそして大切にそんな

日常が続くよう＜私達の健康は私達で＞をスローガンに開催します。 

＜日 時＞ ２０１３年９月１０日（火）１０：００～１４：３０まで 

＜会 場＞ 室蘭市保健センター3階・体育館 
（室蘭市東町4-20-6） 

＜参加費＞ ３００円（コーヒー、お菓子付） 

＜内 容＞ 骨密度測定、体組成計測、健康相談、栄養相談、健康体操、
体力測定。喫茶コーナー、大豆ごはん有料販売。 

＜主 催＞ 室蘭市食生活改善推進員協議会「明日葉の会」 
＜後 援＞ 室蘭市 



ボランティアを主な活動とするＰＡ

業大学の学生サークルです。２０１０

女約２０人のメンバーで年会費を出し

あてて活動しています。はじめは、社会福祉協議会

ィアグループとして登録し、要請があった

いう形でした。 

２０１１年、学生側から「雪かきレンジャー

し、そこから新しいボランティアの形

他に「だんパラ雪まつり」実行委員会

会の会場設営の手伝いなどを行ってき

が、会話を交えながらの作業は楽しい

と交流出来るのは、社会とのつながり

っと」（※１）で毎週土曜日の２時間、

すが、子どもたちからエネルギーをもらえる

 代表の柳生さんは先輩が「雪かきレンジャー

て、自分たちも「新しいボランティアの

たら」と積極的に行動する若者の力強

 子どもとの遊び交流を通し、男女差別

して身近に感じてもらえることを期待

※１ 「ぽけっと」はＤＶの家庭で育ち

ＮＰＯ法人ウィメンズネット・マサカーネが

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

室蘭市では、平成16年度にスタートした

画基本計画」の第2次計画を策定するため

結果の一部をお知らせします（結果

開中です）。アンケートにご協力いただきました

お礼申しあげます。 
 

■労働について 
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全体

女性

男性

結婚し、子どもができても職業をつづける
子どもができたら職業をやめ、大きくなったら
結婚しても子どもができるまでは職業をもつ
結婚するまでは職業をもつ方が良い
職業をもたない方が良い
分からない
無回答
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ＰＡネットワークは、室蘭工

２０１０年に活動を開始。現在男

し合い、参加費、資料代に

社会福祉協議会にボランテ

があった時に出かけていくと

かきレンジャー」の仕事を提案

形として定着していきます。

実行委員会への参画や、幼稚園運動 

ってきました。「除雪お困りさん宅」に行き、雪かきをするのは

しい。「役に立っている」という思いが大きく、張り

とのつながりを求めるグループ活動なのでラッキーだと言い

、お兄さんお姉さんとしてこども達の見守りボランティア

どもたちからエネルギーをもらえる場所でもあると、話してくださいました

かきレンジャー」のボランティア提案をして担当したことを

しいボランティアの提案をして、地域社会とつながり、ボランティアの

力強さが感じられました。 

男女差別から起きるＤＶ被害や、そして高齢者問題にも

期待しながら、話を伺いました。 

ち、シェルターを利用した子ども達が子ども本来の時間を伸

ウィメンズネット・マサカーネが運営している。
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にスタートした「室蘭市男女平等参

するため、アンケートを実施し、

結果は室蘭市ホームページにて公

いただきました皆様には、厚く

 「あなたは女性が職業をもつことについてどう思いますか

43.3

42

45.6

8.8

9

8.9

5.1

5.8

4.4

1.1

0.3

2

4.2

4.8

3.6

7.8

6.4

8.5

60% 80% 100%

をつづける方が良い
きくなったら再び職業をもつ方が良い

をもつ方が良い

実施時期：平成25年

調査対象：室蘭市に居住

調査方法：郵送 

抽出方法：無作為層化抽出

回収結果：男女1500

室蘭市教育委員会生涯学習課 〒０５１-８５１１ 室蘭市幸町

22-660２ ホームページ  http://www.city.muroran.lg.jp/main/org
室蘭市男女平等参画情報誌編集委員 （神尾、高橋、藤本、橋本、佐藤、石井、大場）

▲「子どもたちからエネルギーをもらっています

と語る代表の柳生さん

多くの人が「

ことに対して

しかし、子どもが

に子育てをして

る人が多いこともうかがえます

かきをするのは大変な仕事だ

り合いがあり、地域の人

います。最近では「ぽけ

りボランティアも行っていま

してくださいました。 

したことを高く評価してい

ボランティアの輪を広げていけ

にも雪かきレンジャーと

伸び伸び過ごしてほしいと

いますか」 

年2月 

居住する16歳以上の男女 

無作為層化抽出（男女比、年齢比） 

1500人、回収率37.7％ 

室蘭市幸町１番２号 

ain/org9410/danjyo.html 
） 

どもたちからエネルギーをもらっています」

さん  

「女性が職業を持つ」

して「肯定的」です。 

どもが小さい間は女性

てをして欲しいと考えてい

いこともうかがえます。 

http://www.city.muroran.lg.jp/main/org

