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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 
 

 
 

 

 

 

「男の職場」と思われていた鋼材を扱う企業で女性の進出が

注目されています。 

第一鉄鋼株式会社（室蘭市仲町）は従業員約７５０人。現在、ク

レーン運転士は４２４人中4人の女性（現在１人は育休中）が就

業しています。 

社として女性初のクレーン運転士となった吉岡
よしおか

佑子
 ゆうこ

さんは、 

「現場で働きたい」との思いから上司に相談、自力でクレーン

運転士の免許を２００４年に取得し、事務職から技術職に変わり

ました。２０１０年からは3交代勤務に加わり、今では3人の女

性が男性と一緒に深夜も就業しています。女性でも、男性と同等

に現場で働けることに充実感があると言います。 

そんな職場を目指して、来年度は2人の女性新卒者が内定しているそうです。 

百
ひゃく

成
なり

睦
 まこと

総務部長は、「当社が女性の進出を歓迎するのは、雇用の対象が広がり、優れた人材を確保でき 

ること。仕事のきめの細かさ、集中力、持続力は業務の大切な要素であり、品質向上につながる。女性はこれ

らの資質が、より優れているように思う。２０１２年には、構内クレーン運転競技会で吉岡さんが見事優勝、

翌年も女性の竹内さんが優勝した。女性が加わることによって職場の雰囲気にも変化が見られるようになっ

た。昨年、当社で初の女性管理職も誕生している」と話されました。 
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▲「社員にとって、働きやすく働きがいの

ある職場を目指し、一生懸命改善して

いきます」と語る百成さん  



また、「人材等の多様化が会社の競争力になるので、女性を含め、障がい者等の雇用にも取り組んでいきたい。

そのためには今後、体力的に弱い人が仕事をしやすくなるように改善していくことも必要と考えている。人材育

成は一番の競争力であり、他社との差別化につなげるため、個人の能力を高める研修を今後も充実させていきた

い。人材育成に意欲的な企業として２０１３年『北海道産業人材育成企業知事表彰』を道から受けたが、まだまだ

やるべきことはたくさんあり、会社としてもさらに成長していきたい」とも話されました。 

 同社は男性現場への女性の職域拡大に伴い、女性用トイレ、シャワー室、休憩室の設置、照明整備、防犯機能

付き携帯の貸与や護身術講習会など、女性に配慮した環境改善を行っているが、当面の課題は女性の３交代勤

務が増えつつある中、深夜保育も含め、出産、育児などの様々なライフステージを迎えた女性が安心して働き続 

けられる環境整備の必要性を述べられていました。 

 この他にも、北海道教育委員会と「北海道家庭教育サポート企業等制度」※１

の協定締結を２０１３年に行い、「道民家庭の日」※２の普及や業務への理解を目

的に従業員家族向けの職場見学とインターンシップを受け入れて職場体験等を

実施しています。  

 
 
 
 
 
～第６４回北海道女性大会、第６１回胆振管内婦人大会～ ２０１３年９月３日（火） 室蘭市文化センター 

「安心でいきいきと暮らしていける、よりよい地域づくりのために女性のパワーが必要不可欠であり、さらな

る社会貢献への道を歩むため」を趣旨に、室蘭市で３回目、１３年ぶりとなる北海道女性大会が開かれました。

全道各地から約７３０名の女性達が集まり、北海道女性団体連絡協議会の中田会長、開催地の青山市長、室蘭市

女性団体連絡協議会の時田会長のあいさつで開会し、会場内は女性のパワーで盛り上がりました。 
はじめに、ＮＰＯ法人羅針盤理事長の白川晧一さんによる講演「このまちで生きる」が行われ、「自分の地元が

大好きであることが大事で、地元に対する熱い思いが心をつくり、まちは人を作り、地元の人がつくるものである」

と話されました。昼食時にはアトラクションの母恋南町町会地球岬太鼓が力強く鳴り響き、屋外では、ゆでキビ

や手づくりの「室蘭やきとり」に行列が出来ました。 

午後からは『ぬくもりのある地域を』をテーマに活動紹介が行われ、山菜料理グランマ（白老町）の赤崎代表

は、「高齢者が元気になることが一番、地域で育った芽を更に育てる事が大事」と話され、家庭用廃油のエコ石

鹸作りに取り組んでいる大樹町女性団体連絡協議会の山田会長は、「一人では何もできない、この指とまれで仲間

を増やしていきたい。さらに活動を十勝、全道につなげていきたい」と仲間の大切さを話されました。また、新

篠津村女性コミュニティ推進連絡協議会の松永会長は「知り合い・支えあい・健康で・心豊かな町づくり、仲間

づくりをコンセプトに、この村で生きることをしていきたい」と話されました。 
 

 
 

室蘭市では男女が対等なパートナーとして、あらゆる場所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、男女平等参画基本計画を策定していますが、２０１３年度

末をもって１０年間の計画期間が満了となるため、２０１４年度からの2次計画を策定いた

します。 

これまで市民アンケートをはじめ、附属機関の委員や市民団体との意見交換、２０１４年

１月６日から２月６日の期間で市民の方から広く意見を募集してきました。 

これらを基に、男女平等参画社会の形成状況を把握する「成果指標」や東日本大震災で、

その課題が浮き彫りとなった「防災分野における男女平等参画」等を新規項目として追加

する予定です。 

 

 
 
 
 

２ 

※１ 北海道家庭教育サポート企業等制度については → http://wa.manabi.pref.hokkaido.jp/dokyoi/sgg/support/index.htm 

※２ 道民家庭の日については → http://www.ikuseikyo.jp/kateinohi/index.htm 

http://wa.manabi.pref.hokkaido.jp/dokyoi/sgg/support/index.htm
http://www.ikuseikyo.jp/kateinohi/index.htm


 
平成２５年度室蘭市男女共生セミナー レポート     （２０１３年９月～２０１４年１月）※ 

前期第１講（８月）の内容については、Vol.13に掲載しています。 
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２０１４年１月１８日（土）開催  参加者：６０名 

講 師：林
はやし

 正樹
まさ き

さん 
（伊達噴火湾法律事務所 弁護士） 

女性の視点に立った遺言や相続をテーマに、林さんは現代社会で法律上、女性だからといって男 

性より不利に扱われることはないが、内縁の妻や婚外子については立場が

弱かったり、差別を受けたりすることがあると話されました。 

また、講演後のグループトークでは、相続の事例をもとに自由な発想で

意見が交わされ、講師からの解説に、参加者は遺言の必要性について理解

を深め、遺言書の書き方についても興味深く聞き入っていました。 

 

 

２０１３年１２月８日（日）開催  参加者：３５名 

講 師：中囿
なかぞの

 桐代
きりよ

さん 
（北海学園大学 教授） 

母子家庭について研究してい

る中囿さんは、男女とも賃金の保

障をし、子育てとの両立等ワーク

ライフバランスが先決であると 

話されました。パネルディスカッションで

は、室蘭女性保護の会の沼田会長、室蘭市

の阿部母子自立支援員から市内の実状、中

囿さんからは学生の経済的実態が報告さ

れ、大きな制度から身近な問題まで、現状

と課題が話し合われました。 

 

２０１３年１０月１９日（土）開催  参加者：５９名 

第１部 報告者：平成２５年度室蘭市研修参加者 

第２部 講 師：佐藤
さとう

 文子

ふみこ

さん 
（室蘭母恋ふれあい音頭会 会長） 

第１部は８月２１日から２４日の３

泊４日で行われた室蘭・登別・伊達

三市合同女性国内派遣研修事業の、

室蘭市参加者による報告会が行われ

ました。東京での施設見学や男女共

同参画推進フォーラム（国立女性教 
育会館主催）での講演やパネルディスカッション、ワークショ

ップの感想が報告されました。 
第２部は女性リーダー国内派遣

研修（三市合同女性国内派遣研修の

前身）の第１回目に参加された佐藤

さんによるミニ講演会。当時の思い

出や考え、研修後に始めた活動につ

いて話されました。 

 

２０１３年９月２１日（土）開催  参加者：３８名 

講 師：原田

はらだ

 正彦

まさひこ

さん 
（軽費老人ホーム泉寿園 管理栄養士）  

家事を積極的に行う男性「カジダン」

について、原田さんは男性で管理栄養

士となった経緯や料理などを紹介。「夫

やパートナーが、料理や掃除をしてく

れたらほめる事が大切。ほめ殺しです」 
とコツを話されました。その後、男性料理サークル「ママジャ

マ会」の会員から体験談を聞き、「家事を手伝ってもらうには」

などグループトークを行いました。 

 

 

２０１３年１１月１７日（日）開催  参加者：５１名 

講 師：谷口
たにぐち

 真由美
ま ゆ み

さん 
（大阪国際大学 准教授） 

今の政治や社会のおかしいとこ

ろに「おばちゃん目線」でツッコ

ミを入れつつ語り合う、フェイス

ブック中心で活動している全日本

おばちゃん党。この代表代行であ 
る谷口さんは、ジェンダーの意味や、経済、政治、賃金などの

男女格差などについて、オッサン社会の弊害を、わかりやすく

ユーモアあふれる語り口で場内を沸かせました。おばちゃん党

の８つの方策「うちの子もよその子も戦争には出さん！」など

の「はっさく」や、「腹太の方針」なども紹介されました。      

全日本おばちゃん党 （https://ja-jp.facebook.com/obachanparty） 

 

前期第３講 報告会とミニ講演会 

 

後期第２講 基調講演とパネルディスカッション 

  

前期２講 基調講演とグループトーク 

 

後期開講講演会 

 
 

 

 

 

後期第３講 基調講演とグループトーク 

 

 

 

https://ja-jp.facebook.com/obachanparty


 

 

 ２０１３年冬。年末のお忙しい中、『母子家庭等就業・自立

支援センター』を訪問させていただきました。 

 ２０１１年１０月、北海道で７か所目として室蘭市に開設さ

れた同センターは、広域な道央圏（胆振、日高、後志、石狩

（※札幌市を除く）、空知各管内）を担当しています。 

 ひとり親への支援のため、事務所はセンター長と二人の支

援員で精力的に事業展開しています。主な事業として、「無料

特別相談会（就労・離転職・離婚前）」「巡回相談・無料法律

相談」「講習会・セミナー（接客・接遇マナー、メンタルヘル

ス、ライフプラン等）」の開催。特に室蘭では仕事に関する相

談、日常生活に関する相談などを受けるとともに、母子家庭 

の母親の雇用に理解を示し、求人登録をしてくれる企業の開拓を行っています。 

 支援員のひとりは、「自分自身がひとり親として、情報を知らずただ必死になって働いていた時期があっ

た。この業務に携わるようになり、当時、ひとり親支援の情報を知っていたら、安心して訓練や仕事を選ぶこ

とが出来たのではないかと考える。お母さん自身が自分の持っている可能性を知ってほしい。元気になっ

てほしいとの想いで、この仕事に出会えたことが嬉しい。情報を選んで賢く生きて欲しいと願わずにはいら

れない」と話されました。 

 センターに寄せられる相談傾向は、仕事についての相談が多くありましたが、最近は就・転職に続き、

離婚前相談なども増えてきているそうです。地域のハローワーク、母子自立支援員、胆振総合振興局など

関係機関との連携も重要とのことです。 

「就業自立・支援センターという相談する場所があり、相談員がいることを知って、もっと活用してほしい。

働き始めた人からの近況報告は嬉しくやりがいがある」といきいきと話す支援員が頼もしく思えました。 

 ひとり親の生きづらさは、特に母子家庭に重く、平均年収２２０万円という統計結果が出ています。母子

支援の様々な制度が活用されるよう事業活動を始動したセンターをもっと広く知ってほしいと思います。 
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▲ センター事務所内。 

「いつでも相談をお待ちしています」 

２０１４国際女性デーinむろらん講演会 

 

 
記者として情報の渦に身を投じ、男女差別、結婚、転勤、出産、

子育てを経験し活躍されている講師のお話を通して女性の生

き方を考える場とします。ぜひご参加ください。 

講師：渡辺 多美江さん（北海道新聞社編集本部 編集委員） 

日時：２０１４年３月８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） 

★託児あり（定員８名、予約要 ※託児保険料100円／１人） 

連絡先：電話0143-45-8461（事務局・芝垣） 

国際女性デーむろらん実行委員会 
２０１４年３・８国際女性デー室蘭大会 

 
このＤＶＤは昭和２０年８月6日に広島へ投下された

原子爆弾で被爆した中沢啓治さんの実体験を基に描い

た作品です。（出演：三國連太郎、左幸子 他） 

皆さん、原爆、戦争、原発…ご一緒に考えましょう。 

日時：２０１４年３月１日（土） 

１３：００～１５：３０（開場１２：３０） 

会場：胆振地方男女平等参画センター 

参加費：無料 

★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 

４ 

北海道室蘭市本町2-2-11  

室蘭市保健福祉部分庁舎内１F 

電話：0143-83-7047 FAX：0143-83-7048 

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

