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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 

 

 

           

 

近年、国は、女性活躍を提唱し、女性が社会で活

躍するための施策を進めているが、「保育園落ちた

日本死ね！！！」のツイッターに象徴されるように、

女性が働くための環境は必ずしも整っているとは

言えません。特に待機児童や保育士不足が問題視さ

れています。 

室蘭で正職員に男性保育士が勤務するみどり保

育園（社会福祉法人室蘭福祉事業協会）を訪ね、野

呂友恵園長に保育園の状況や保育士についてお伺

いしました。 

保育園とは、保育が必要な乳幼児を保育する児童福祉施設です。 

現在、０歳児～5歳児までの82名が通園しています。 

保育時間は通常8時間ですが、早朝や延長保育を入れると朝7時30分から夕方7時３０分まで行

っています。 

職員は、２５名、保育士は、２０～３０代後半の比較的若い人が多く、正

職員８名の他、準・契約・パート職員がいます。 

みどり保育園は、健康で元気な子、自分の思いを伝えられる子どもの

成長を目指しています。地域に根差し、保護者から信頼される安全・安

心な保育園として、毎日の散歩や外遊びを積極的に取り入れ、子どもの

体力作りや食育に努めています。 

さらに、地域の施設訪問、お祭りに参加するなど、人との触れ合いを大

切に、子ども達の生きる力を育んでいます。 
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▲野呂園長(左)と滝野沢主任保育士(右) 
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▲滝野沢慎也主任保育士 

 

 

 

▴男女平等参画プラザ利用

6団体代表 

 

 

 

続いて男性保育士の滝野沢慎也主任保育士にお伺いしました。 

室蘭出身、37歳、保育士歴15年目、2児の父（3歳、7歳）。 

〇 室蘭市で他に男性保育士は？ 

・東町・常盤保育所に各1名います。 各園複数いると気持ち的に楽ですが、、、、、。 

〇 男性保育士が少ない理由は？ また貴方が続いている理

由は？ 

      ・給与が安く、結婚したら一家を支えられないので、続かない 

のが現状です。 

・私の場合は、子どもが好きでこの仕事を天職だと思った  

ことと、共働きなので何とか生活できています。 

パートナーも保育士で共通の話題があり、理解し合える 

ので、辞めずに続いています。 

〇 家庭では、子育てに参加していますか？ 

 ・休暇は取りやすい職場です。育児休暇もありますが、責任あ

る立場になったため仕事優先で取得しませんでした。 

・夫婦間で決めてはいませんが、家事・育児は平等にやっています。

家事は嫌いではありません。 

〇 女性が多い職場で苦労や難しいと感じることは？ 

・不自由な点は、トイレや着替えです。小規模な園ですので専用の施設がなく、声を掛け合いながら 

使っています。 

・女性保育士のきめ細やかな気遣いや配慮に差を感じるときがあります。 

〇 自分の子どもが生まれて仕事に影響はありましたか？ 

・子育てを経験して理論と現実の違いや保護者の思いに共感できたことがあります。 

〇 保育所の数や保育士の待遇改善など、話題になっていますが、、、 

・やっと波が来たという思いです。社会に保育の重要性や保育士の待遇など、関心を持って欲しいし、 

改善が必要です。保育園(所)や子どもの定員は、数を増やせば解決するものではありません。 

子ども達が安心して生活でき、社会の一員として育つように保育の質を上げることが大切だと思い 

ます。そのために保育士は研修を深めなければ！と話し合っています。 

 

―お話を伺ってー 

  政府は、待機児童解消と保育士確保のため、処遇改善策として、副主任保育士や専門リーダー等、 

中堅管理職の新設や経験年数による昇進・昇給の仕組みを検討しています。 

保育園では、年度初めに児童の状況によって、対応する職員をそろえていますが、調整弁として 

 非正規の職員を雇用しています。 

  保護者が年度途中で働く必要が生じ、子どもを保育園に預けたくても、希望する保育園に受け入 

れの余裕がない時は、待機児童が発生します。特に低年齢の児童を抱える家庭では深刻な問題です。 

保育園が年度途中に保育士を採用するのも難しいのが現実である。 

地元で保育士を養成しても正規職員の採用枠が狭いと、他都市への流失や、職種転換を誘い、保 

 育士不足を招く結果となります。 

国の基準改正と働く人の格差解消が必要ではないでしょうか！ 

  保育園は、保護者や地域にとって、最も身近な子育ての場として、心身ともに健康な子どもを育 

 てる重要な施設です。そんな大切な場で頑張っている保育士を訪ね、益々応援したい気持ちになり 

ました。 
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・司会とのやり取りで具体的に研修の流れがわ

かるので、この形の報会は良い。興味のわく勉

強をしてこられ、良かったと思う。（60代女性） 

・高齢化の度合いが数字でわかり理解できた。

まだまだ地域、近所で出来る事が多い事。一人

で悩まず相談する事の大切さ。ほとんどの老人

は生活不安を感じています。（60代女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
コーディネーター：神代 タミさん（英会話講師・伊達市大滝在住） 

報告者：アシィ ニャンバさん（トーゴ共和国出身） 

原田 エスメラルダさん（フィリピン共和国出身） 
日本と諸外国での家庭環境の違い、男女の役割など、海外生活経験者のコーディネーター

に、海外から室蘭市へ来て、家庭生活を送っているお2人の女性に違いなどについてお聞き
した。住む国により暮らし方や生活習慣、物事の考え方や男女平等についても違いがあった。
報告者と参加者との意見交換により、お互いの考え方の違いを理解することが出来た。 

 

 

 

 

講師：香山 リカさん（立教大学 現代心理学部映像身体学科教授・精神科医）      参加者の声 

女性が活躍するためには男女平等な社会の中で、女性自身が「精神的、経済的に自立できるよう、自信を持って、

生きていくこと」が大事。「男女平等」の理想と現実とは？ 精神科医から見た男性・女性とは？  

本当の意味での「公正さ」とは？ 真に女性が活躍するためにはどうすれば良いのか、など講師の説明を聞いた。 

参加者とグループトークで、男女平等に性差、年齢差があるのかを話し合った。 

 

 

 

 

報告者：石倉 祥子さん（室蘭更生保護女性会）                                                                           

8月24日から28日まで胆振管内市町から1０名で国立女性教育会

館での男女共同参画推進フォーラムに参加してきた研修内容を報告し

た。その中で「男性学の視点から仕事中心の男性の生き方を見直す」とい

うお話が特に面白く感じた。今後、自分の活動にも活かせる研修があり、勉強になったので、この研修

に参加していない方は、次回参加して欲しい。 

講師：國枝 信さん（室蘭市教育委員会教育長） 

少子高齢化、人口減社会を迎え、長寿大国のわが国の高齢者を取り巻く環境も大きく変わって

きているが、介護、貧困、孤立、認知症などについて、数字で表した統計資料から福祉の現状を

説明した。65 歳以上の高齢者の割合で、高齢化社会、高齢社会、超高齢社会に分けられ、室蘭

市は３５％で超高齢社会に入る。65歳以上の介護認定率は17％で、認知症が多い。認知症かど

うかなど一人で悩まずに、病院以外でも地域の包括支援センターなどで相談できるので、ご利用をおす

すめする。 

 

室蘭市男女共生セミナー運営ボランティアを随時、募集しています。  

セミナーの企画・講師の選定・運営などを行います。（会議は年間 10回程。報酬・交通費なし）                 

３ 

 

                      参加者の声 
講師：原田 真見さん （北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院 准教授） 

私たちを取り巻く様々なメディアとは何でしょう？ ジェンダーとは？ メディアとジェンダーとの関わりは何

か？ メディア・リテラシーという考え方とは？ 男女共生社会実現のためには何が必要かなど、講師の説明を聞

いた。男性料理番組を通して、メディアでの女性の描き方・女性らしさについて、参加者とグループで話し合った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

２０１６年８月２０日（土）開催  参加者 ３３名     

基調講演とグループトーク 
 

２０１６年１１月２６日（土）開催  参加者２０名 

報告会と講演とグループトーク        

２０１６年１０月２日（日）開催  参加者７３名 

報告会と講演とグループ討議  

 報告会とグループトーク 

２０１６年９月１０日（土）開催  参加者 ２２
名 

・メディアの受けとめ方によって違いを考えさせられる。

講演の組立が良く考えられていた。従来に比較して新し

い視点で面白かった。（70代女性） 

・メディアに描かれるジェンダー視点の大切さ。（60 代

女性） 

 

 

 

・国の違い、文化の違いでこんなにもいろいろな

考え方があると思い、おもしろかった。（30 代

女性） 

・国、住んでいる所、場所によって、物の考え方

が違うのは、とても興味のあることだ。（60 代

女性） 

 

 

 

 

・ジェンダー問題に関するトピックがたくさん解説

され取りあげられていて良かった。（30代男性） 

・自分がどうしたいのか、どうなりたいのか、自信

を持つことが大事だと思いました。（40代女性） 

・ 

 

 

 

 

 

 



                         あなたも応募しませんか？ 
 
室蘭市男女平等参画基本計画の実効性ある推進に向けて、市民の意見を反映し、市民参加の施策の充実を 

図るため、市民会議の委員を募集します。     
 
対象：市内に在住または勤務している人  任期：2年  募集人数：10人程度(報酬・交通費の支給なし) 
申込方法：4月3日まで、住所・氏名・年齢・性別・電話番号・職業または団体名・応募の動機を記入し、 
     ファックス、メールまたは郵送で           〒室蘭市幸町１番２号 
詳細：生涯学習課 ☎２２－５０８１ Fax２２－６６０２    ✉syougaigakusyuu@city.muroran.ig.jp                  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

国際女性デー２０１７inむろらん講演会 

 

専門家や農家・消費者運動に携わる方のお話を聞いて、

皆さんで考えてみませんか？ 是非ご参加ください。  

ＴＰＰ？ 食品添加物？ ポストハーベスト農薬？   

遺伝子組換え食品？  

講師・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ : 飯澤 理一郎さん 
 (北海道大学名誉教授)） 

パネリスト : 寺西 朝子さん (ｺｰﾌﾟさっぽろ理事) 
パネリスト : 菅原 一美さん (菅原農園)   

日時：２０１７年３月４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）  
◎どなたでも参加できます。手話通訳・要約筆記あります。 

★託児あり（定員８名予約要 ※託児保険料等 100円／１人） 
連絡先：電話0143-23-4443（事務局・飯田） 

国際女性デーむろらん実行委員会 
２０１７年３・８国際女性デー室蘭大会 

 

～安倍さんその道でんでん違いませんか～ 

憲法を守らなければならないのは誰？？？ 
「云々」を何と読みますか？  「うんぬん」と読みますね。

でも「でんでん」と読む方もいるのです。安倍首相です。国会答

弁で「でんでん」と読み上げてしまいました。日本語もわからず、

意味のわからない言葉でも平気で口にする、こういう方に、憲法

解釈や憲法改正を任せていいのでしょうか？  

みんなで考えてみませんか？ 

講演とフリートーク 

講師：神保
じ ん ほ

 大地さん (さっぽろ法律事務所・弁護士) 

日時：２０１７年３月５日（日）１３：３０～１５：３０  
会場：室蘭市中小企業センター 
参加費：300円  
★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 

お 

知 

ら 

 

せ 

発行日 201７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 
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※情報誌編集委員を随時、募集しています。あなたもアバンセを作ってみませんか！！！お待ちしています。 
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また、女性プラザ祭２０１６（札幌）へ参加しました！（１１月１０日） 
今回も広報むろらんで参加者を募集し、かでる２．７にて開催の「女性プ

ラザ祭」に１１名で参加してきました。当日の「女も男もワイワイセッショ

ン」では、地域で定年退職後に「イキメン」へ転身した男性お２人のお話と、

室蘭にも深く関係がある「炭鉱の盛衰から得た教訓」と題した地域再生に取

り組む男性の講演を聞いてきました。参加者からは、「第２の人生は、現職の

時から“何をしたいのか”を決めておくのが大切。人徳もあれば、、、」「理屈

ではなく実施、の言葉は心に響いた。希望を持てた」「＜ある＞ものを生かし、

＜ない＞ことをする。」など、皆さん、いろいろ学習をして帰ってきました。 

～３月は町内会加入促進月間です～ 町内会・自治会は地域のみなさんを支えています。

女性もどんどん参加し、安心・安全で住みよいまちづくりにしていきましょう！！！ 

  
連絡先◆室蘭市町内会連合会(室蘭市役所内) 〒051-8511室蘭市幸町1番2号 

電話0143-83-6277  FAX 0143-83-6912 

室蘭市役所 地域生活課市民活動係 電話0143-25-2223 FAX0143-24-7601  

町内会・自治会に

加入しましょう!! 

加入しましょう 

憲法学者の 木村草太教授 が来蘭します！！ 

mailto:syougaigakusyuu@city.muroran.ig.jp

