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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 
 

 
 
 

 

 

消防団は、郷土愛護の精神に基づき、地域の安全と安心を

守るために活躍している団体です。その中に女性だけの分団

があることをご存じでしょうか。 

室蘭市消防団は、1つの団本部と各地域に第1分団から第

１１分団、そして市内全域を管轄する女性分団があります。

１９９１年（平成３）、室蘭市では消防団員の減少に伴い、女

性消防分団員を広報・新聞等で募集しました。それは、女性 

の持つソフト面と優しさで、消防団の活性化を図る目的のため、北海道では6番目に発足しました。 

現在（２０１５年２月）の定員は３１名で、２８名の団員が市内で活躍しています。全国的にみても、

男性の消防団員が減少しているのに対し、女性消防団員数は年々増加しており、全消防団員数8６．8万

人に対し、2万人（２０１３年４月）を超えています。 

そんな彼女たちの活躍をお聞きするため、室蘭市消防総合庁舎にある女性分団室をお訪ねしたところ、

室内には制服に身を包んだ分団員たちのキリリとした姿が勢ぞろいしていました。 

清見分団長に活動内容をお聞きすると、「活動は月 2回。午後から 2時間半で担当地区の家々を訪問

し、住宅用火災警報器の設置確認などの防火指導をしています。特に住宅用火災警報器は２００６年（平成 

１８）に火災予防条例で各家庭に設置が義務付けられましたが、室蘭市の

設置率が全道平均より下回っているので、力を入れて取組んでいます。ま

た、初期に設置された警報器はそろそろ更新時期が近いので、ご家庭の

警報器が作動するかどうかの確認も重要です」と話されました。  

（次ページへ続く） 
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▲ 女性分団長 清見 薫さん 

 女性分団員の補充募集は随時行っています。 
【問合せ先】室蘭市消防団本部（室蘭市東町 2-28-7） 電話 0143-41-4150 



 

この他に、毎年１回市内で「消防団総合訓練大会」があり、それに向けての訓練は欠かさないそうです。 

発足から２４年、当初から活動している人は現在１１名います。室内を見渡すと２０代から６０代と幅

広い年代の団員が目的を一つに集まり、生き生きと活動していました。 

団員の皆さんに入団した動機をお聞きすると、「社会に役立つことをしたかった」「すでに活動している人

が楽しそうで、その団員からの勧め、推薦で」「仕事との両立が出来る時間帯でやれそうだった」など様々

です。団員の中でもフルタイムの仕事を続けている人もいて、この活動は張り合いがあり、生きがいにな

っているという印象を受けました。 
 

２０１４年１２月９日（火）午後。 

実際の活動（査察）に同行しました。 

まず東町の消防団本部に集合。 

女性分団は分団長、副分団長、部長、班長（５班）、班員で構成さ

れています。２名１組で分団長が毎回、組合せを指示し、地区を指

定し、各家を回ります。この日は大沢町の地区を回る班に同行しま

した。近くの広場に車を止め、この地域の地図を手に、前回までに

確認した家をチェックしながら、家の周囲の防火安全確認をして、

家人へひと声を掛けながら丁寧に回っていきます。留守宅が半分ほ 

どあったり、坂道・高台の地区を１軒１軒訪問するのは大変な仕事だと、身を刺す寒風と共に感じました。

巡回が先に終わった班から連絡があり、「まだなら手伝うよ」とお互いに協力し合っています。女性分団内

の人のつながりと結束の強さが魅力なのだと感じる取材でした。 

 

 
 

２０１４年の防災の日(９月１日）、輪西地区連合町会、行政機

関、幼稚園、保育園、授産施設、診療所などから６４８人が参

加して、地震津波避難訓練が行われました。この避難訓練に率

先して携わった輪西地区連合町会・大坪事務局長に、お話しを

伺いました。 

「輪西地区は海抜２～３ｍ。津波の危険性など、災害に対し

ては誰もが心配しています。初めての防災訓練を実施するに当

たっては、「あまり面倒なことは考えず、『この機会にまずは、 

やってみよう』という声が上がり、実行するに至りました。この地区は多様な団体、施設等の連携組織が

整っていて、まとまりがよく、行動するのも早い。大変有意義な経験になりました」と語られました。災

害時には、女性の活躍が重要ですが、この地区の女性は普段から積極的に町内会活動などにも参加されて

いるということです。 

 「今回の地震津波避難訓練で見えてきたのは、１人で避難できない人たちをどのように助けていくかという

ことです。この対策について、各町内会で話し合った後、輪西地区連合会として取りまとめ、各団体と連携・

情報を共有することが大切であると考えています」 

また、子育て支援団体「ワニワニクラブの仲間達の会」代表・吉田淑恵さんは、「避難場所となっている

室蘭アカデミーセンターは、子供たちの散歩コースに入れて、体験してもらっていますが、緊急時には少々

急な坂道でも、直近の道が重要だということが分かりました。また、防災グッズの準備、逃げ場所の確認、

そして情報が受け取れない時には、自分の判断で行動すること。子どもや女性の日ごろからの訓練は特に必

要で、真剣に取り組まなければならないことだと感じています」と話されました。 

いざというとき慌てないためにも避難訓練の重要性を感じました。男性より、日中、家にいることが多い

女性の方が災害に見舞われる確率が高いといわれています。女性の視点から防災、減災について考え、行動

していくことが大切な事なのではないでしょうか。 
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▲ 事務局長  大坪 信雄さん  

▲ 冬の寒風すさぶ中の査察活動  



 

第１部 報告者：室蘭市の派遣研修参加者 

（平成２６年度室蘭・登別・伊達三市合同女性国内派遣研修

第２部 説明者：室蘭市教育委員会 

第１部は８月２８日～３１日の日程

蘭・登別・伊達三市合同女性国内派遣研修事業

蘭市参加者による報告会を

行いました。3人からは、

参加した男女共同参画推進

フォーラム（国立女性教育 

会館主催）などの、熱のこもった報告がされました

第２部は室蘭市教育委員会から４月に

た「第２次室蘭市男女平等参画基本計画

を行いました。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師：三浦 望さん  
（心理カウンセラー） 

第１回目は、はじめて「母

子関係」をテーマに取り組み

ました。市内在住の三浦さん

に心理学の観点から｢母子｣を

中心とした「親子の関係」を

お話しいただきました。 

若い年代も多く参加した今回は、講演後

トークで、講師から提示された体験例

い、親子の関係を考えました。 

参加者 
感想 

参加者 
感想 

＜第１部＞・⼥性の進出は、家庭・地域・社会へ
（５０歳代・⼥性）

＜第２部＞・意識を広めていき、⽬標に向かうこ
とを期待したい（５０歳代・⼥性）

・人との関係の基本が親子関係だとわかりました
（４０歳代・⼥性） 
・⾃分の親⼦の関係を省みる機会ができて良かっ
た。心にない事を言ったりせずに思いを伝えるこ
とが⼤切、受け⽌めることが⼤事
（５０歳代・⼥性） 

２０１４年９月２７日（土）開催  

報告会と説明会（２部構成）  

２０１４年７月１９日（土）開催  

基調講演とグループトーク  
 

講師：佐々木 貴子さん 
 （北海道教育大学札幌校 教授

セミナー前日、室蘭市役所周辺

の道路が集中豪雨により冠水

した。その状況から、「室蘭でも

砂災害は起こりうる。自分たちの

暮らしを考えなければ」と、

の避難勧告や指示の意味を紹介

れ、ハザードマップを家のどこに

しまっているか、避難先を知

いるかなど「いざは普段なり

訴えられました。後半はグループ

に分かれ、イメージ訓練や意見交換

  

三市合同女性国内派遣研修） 

日程で行われた室

伊達三市合同女性国内派遣研修事業の室 

がされました。 

にスタートし

次室蘭市男女平等参画基本計画」の説明会

 

 

講師：安藤 哲也さん 

（NPO法人ファザーリング・ジャパン代表理事

毎日全国を飛びまわる安藤さん

を室蘭にまねき、父親の育児参加

ついて理解を深めました。安藤

は「男性が働き方を見直して育児

関わる時間をつくるべき」と訴

れました。後半のパネルディスカッ

ションでは、コーディネーター

橋眞理子さん（室蘭市男女平等参画推進

市民会議 会員）、パネリストにイクメン・

市市役所職員）、イクジイ・寺山聰

ス・百成睦さん（第一鉄鋼株式会社取締役総務部長

3 

講演後のグループ

体験例について話し合
参加者 
感想 

参加者 
感想 

・「笑顔で」という⾔葉がとても説得⼒があった。多く
の父親、イクジイ、イクボスに聞いてもらいたい内
容だった（６０歳代・⼥性）
・育児だけではなく、パートナーへの思いやりについ
ても考える機会となりました（５０歳代・男性）

・⼥性の進出は、家庭・地域・社会へ 
（５０歳代・⼥性） 
・意識を広めていき、⽬標に向かうこ
とを期待したい（５０歳代・⼥性） 

・人との関係の基本が親子関係だとわかりました 

・⾃分の親⼦の関係を省みる機会ができて良かっ
た。心にない事を言ったりせずに思いを伝えるこ
とが⼤切、受け⽌めることが⼤事 

・緊急時でも日頃の生活を生かす工夫が必要な
事がわかりました。（
・防災、減災も⼥性からの視点が参考になった。
（７０歳代・男性）

  参加者 ４１名 

  参加者 ６８名 

 基調講演と災害イメージ

２０１４年８月２３日（土

２０１４年１１月２３日（

基調講演とパネルディスカッション 

 
教授） 

室蘭市役所周辺

冠水しま

でも土

たちの

、行政

紹介さ

のどこに

知って

なり」と

はグループ 

意見交換を行いました。 

代表理事） 

さん

育児参加に

安藤さん

育児に

訴えら

のパネルディスカッ

コーディネーターに高

室蘭市男女平等参画推進 

イクメン・秋田裕二さん（室蘭

寺山聰さん（市内在住）、イクボ

第一鉄鋼株式会社取締役総務部長）をお呼び 

し、安藤さんのアドバイス

をお聞きしながら、体験や

実践談をお話していただ

き、父親の育児参加につい

て意見交換を行いました。 

・「笑顔で」という⾔葉がとても説得⼒があった。多く
の父親、イクジイ、イクボスに聞いてもらいたい内
容だった（６０歳代・⼥性） 
・育児だけではなく、パートナーへの思いやりについ
ても考える機会となりました（５０歳代・男性） 

・緊急時でも日頃の生活を生かす工夫が必要な
事がわかりました。（６０歳代・⼥性） 
・防災、減災も⼥性からの視点が参考になった。

歳代・男性） 

イメージ訓練 

土）開催  参加者 ４２名 

（日）開催  参加者 ４３名 

とパネルディスカッション 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前期第１講  

講師：清末 愛砂さん（室蘭工業大学 大学院工学研究科 准教授） 

日時：２０１５年8月８日（土）1０：０0 ～1２：００ 

☆☆☆第２講「女性史」、第３講「食育」をテーマに開催予定です。詳細は広報むろらん7月号に掲載予定です☆☆☆ 

 

 

コーディネーター：前田 節子さん 
（認知症の人を支える家族の集い 

 室蘭いが栗の会 代表） 

前半は認知症の人を介護し

ている家族介護者（男性）2

人の体験を報告しました。 

後半は、実体験を基に財布をなくした母親への対応

方法などのロールプレイと、意見交換を行いました。 

コーディネーターの前田

さんは「今は女性だけが介護

を担う時代ではなく、男性が

妻や母親を介護することも

増えている。男性は弱音を吐

かず、こらえがちだが、1人 

で抱え込まないで」と締めくくられました。 

発行日 2015年３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 

TEL 0143-22-5081  FAX  0143-22-660２ 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 （石井、内村、大場、神尾、高橋、橋本、藤本） 
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２０１５国際女性デーinむろらん講演会 

  

 

いま多くの女性たちが、社会や職場の中で不平等が強いら

れ、人権が守られていない実態があります。今回は、セクハ

ラ労働災害裁判を闘い勝ち取った実例などを聞きながら、こ

れから女性たちが主体的に生きるにはどうすべきかを学ん

でみませんか。是非ご参加ください。 

講師：佐藤 香さん（パープルユニオン執行委員長）、 

小山 洋子さん（北海道ウイメンズ・ユニオン書記長） 

日時：２０１５年３月７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0143-27-1181（事務局・高橋） 

国際⼥性デーむろらん実⾏委員会 
２０１５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。今年は、昨年好評だった「はだしのゲン」

の続編、「第2部：涙の爆発」「第3部：ヒロシマのたた

かい」を一挙上映します。（昼休み休憩あり） 

皆さん、原爆、戦争、原発…ご一緒に考えましょう。 

日時：２０１５年３月８日（日） 

１０：００～１５：３０ （開場 ９：３０） 

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 

 

講師：近藤 恵子さん 
（ＮＰＯ法人女のスペース・おん理事、 

ＮＰＯ法人全国女性シェルターネット理事） 

女性への暴力と性差別が生

む貧困問題について、既婚女

性の3人に1人がDV被害に

あっていることや、DV防止法 

のことなど現状を説明され、「女性の人権を守るため

に暴力被害を根底からなくす必要がある」と訴えられ

ました。このほか、NPO法人ウィメンズネット・マ

サカーネの佐々木理事長より室蘭市における母子家

庭の実態報告があり、参加者はグループに分かれ、女

性支援の在り方について、意見を交わしました。 

２０１４年１２月１３日（土）開催  参加者 ３６名 

基調講演とグループトーク  

２０１５年１月１８日（日）開催  参加者 ３８名 

介護体験報告とロールプレイ  

・貧困の連鎖について、数字からも具体的に
知ることができた（６０歳代・⼥性） 
・若い助産師さんがいらして、小学生からの
ＤＶ教育が⼤切と強く訴えていたのが印象
に残りました（６０歳代・⼥性） 

参加者 
感想 

参加者 
感想 

・名前を呼ぶ、人格を尊重した寄り添いが大切
であることがわかった（７０歳代・⼥性） 
・ “快護”になってゆけばいいなと思います。
共に生きてゆくのだと決心してしまえば可

能かと思います（６０歳代・⼥性） 

お 

知
る ら 

せ 

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

