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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

学び、発信、行動する「えんぱわーメイト」を訪ねて
男女平等参画をすすめる会「えんぱわーメイト」が今年 20

周年を迎えました。1999 年に男女平等参画を唱えて発足し 20

年、この間の歩みと原動力について取材に伺いました。

―会設立までの流れー

国連が宣言した 1975 年「国際婦人年」をきっかけに、国は

1977年「国内行動計画」を策定、道は197８年「北海道婦人行動

計画」を策定しました。室蘭では 1981 年胆振地方婦人会館(現

胆振地方男女平等参画センター)が設立され、国の女性政策

によって北海道そして室蘭市が動き出しました。

このような中、1999年北海道立社会教育総合センター（現北海道立生涯学習推進センター）の「女性の

生涯学習指導者研修講座」に参加した室蘭・登別・伊達市の受講者が、その充実した内容にこのまま学習

を終わりにするのはあまりにもったいないと仲間を誘い、7人で「えんぱわーメイト」を設立しました。

会の目的を、男女平等参画社会の実現と女性の地位向上をめざすとし、そのために学習、研修、実践を

通じてエンパワーメントを図り、平和で平等な社会を実現するよう草の根で活動を進めることにしまし

た。

―具体的にどんな活動をー

① 月例学習会：会員が興味を持った時事問題をディスカッションするとともに、（公財）日本女性学習財

団の男女共同参画のための情報誌「ウィラーン」をテキストに学習。ジェンダーの視点で考える場とし

ています。

② 毎月、市民を対象に基礎から学ぶ「やさしい男女平等参画講座」の開催。

③ 2002年より毎年、男女共同参画週間記念フォーラムの開催、今年で 17回を数えました。

④ 会報の発行。（記録することは再度学習し、学習する場となります）

―20年間で特筆すべき活動はー

① 創立10周年には、記念事業として日本女性学習財団と共催で「協働の時代の実践力養成セミナー」
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を 2日間にわたり開催しました。その成果を、国立女性教育会館主催の交流学習会議に報告し、さらに

同館主催の「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」においてワークショップを行いました。

今年は 20周年記念事業として「北海道で生きるとい

うこと～過去・現在・未来～」をテーマに、松本ますみ室

蘭工業大学大学院教授を迎えて講演・ワークショップを

開催しました。

② 行政に提言書を提出する。室蘭市には「男女平等参

画社会の実現に向けて」、「協働を学ぶのまとめ提言

書」、「防災計画策定提言書」、「第２次男女平等参画基

本計画提言書」を提出。さらに 2007年には、（独）国立女

性教育会館の単独存続要望書を内閣総理大臣他 14機関宛に送付しました。

③ 会員の活動としては、2001 年、市民参加型の室蘭市男女共同参画計画提言懇話会に、ボランティア

で当会から 4人が参画し、中心的役割を担いました。

この時、議論が伯仲したのは、計画の名称を「男女共同参画」にするか「男女平等参画」とするかの

点でした。「平等」を進める意見では、憲法では「男女平等」をうたっています。また国際婦人年は「平

等・発展・平和」を目標としています。対して政府の男女共同参画審議会は、男女共同参画社会は、男女

平等を当然の前提とした上で、さらに、男女が各人の個性に基づいて能力を十分に発揮できる機会を

保障することを重要な基本理念としていること、さらに男女平等を実質的に実現するためには、公的・

私的を問わず、あらゆる分野における女性の意思決定への参加、すなわち参画が極めて重要であり、

この点を強調する必要があること等を考慮したものとしていました。国の男女共同参画社会基本法の

名称はこの答申を尊重して決められました。室蘭市の懇話会では、そもそも男女平等が実現していな

いことに注視し、平等を目指すとして「男女平等参画」としました。

道は、「北海道男女平等参画推進条例」としています。道内で「平等」を使用している市は少ないで

すが、最近「平等」に変更した市も出てきました。室蘭市がトップを切って「平等」としたことに意識の高

さと先取性があったと自負しています。

―会継続の原動力は―

ずばり、学習活動です。男女平等参画社会を目指すために、「女性学」や「ジェンダー研究」などの学習

が欠かせませんが、その理解は難しいです。もっと難しいのが学習の継続です。

学習を自己のものとするには、日々の生活や実践から気づきと価値観を問い直し、すなわち意識改革

が求められます。これを経験し感得していくことが難しいのです。学びは「気づき」、「知ること」から「わ

かること」、「実践すること」まで続けなければなりません。長い道のりですが、それらを乗り越えるため

の会の活動だと考えています。

先人たちが勝ち取ってきた女性の地位や権利を次の世代にどのように繋げるか、また後継者をどのよ

うに育てていくかが、今求められている課題です。

―取材を終えてー

最後に、会の魅力を聞くと、「地域や、職場で、おかしいと思うことがあっても自由に発言できなかった。

ここでは仲間がいて何でも話せる。違うと言ってもらえる。希望が持てるようになった」、「男女平等とは、

女性も男性も解放されること。自立すること。男性もジェンダーの被害者だと思う」と話してくれました。

学習団体として進化し続ける「えんぱわーメイト」に敬意を表します。

２

一緒に学びませんか 「やさしい男女平等参画講座」のご案内

山下泰子・矢澤澄子監修 国際女性の地位協会編『男女平等は何処まで進んだー女性差別撤廃条約
から考える』から学びます。
日 時：毎月第3土曜日 10:00〜12:00 会 場：胆振地方男女平等参画センター
料 金：年額1,000円（別途本代972円が必要） 連絡先：090-7653-3468（萩原）

20 周年記念事業として実施された「北海道

で生きるということ～過去・現在・未来～」。



政治は男性のものという意識（固
定的性別役割分担意識）がある

議員活動と家庭生活の両立環境
が整備されていない

経済的な負担が大きい

目
的

政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、もって男女が共同して参画する
民主政治の発展に寄与する。

基
本
原
則

１，衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、政党等の政治活動の自由を確保しつつ、
男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指して行われるものとする。

２．男女がその個性と能力を十分に発揮できるようにする。
３．家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となるようにする。

男女平等参画プラザ祭2018 を開催しました
DVD上映会「おひとりさまを生きる」パート１・２

日時：6月24日（日）10:00～12:00、13:30～15:30

会場：胆振地方男女平等参画センター

近年、高齢者の一人暮らしが当たり前のようになってきた。

一人暮らしの高齢者が亡くなると「孤独死」と言われるが、一

人で死ぬことが孤独なのではない、その死を長い間気付かれ

ぬことが悲しいのである。

室蘭では、65歳以上の高齢者は、36．3％（Ｈ29年）、高齢者

の一人世帯は全世帯の 17％を占めている(Ｈ27年)。

今年のプラザ祭は、「おひとりさまを生きる」をテーマにＤＶ

Ｄの視聴を通して高齢者の一人暮らしや人生の最期を考えた。

ＤＶＤパート１では、積極的に自分の暮らし方を選択できる時

代が来たとして、持ち家、特別養護老人ホーム、グループリビ

ング等で暮らす 11人の女性の暮らし方や考えを紹介。パート２

では、24時間体制の訪問医療と訪問看護、訪問介護が整えば、おひとりさまが一人で最期を迎えること

も実現可能であるとして、一人暮らしを貫いた3つの例を紹介。

会場からは、「自分らしく覚悟を持って生きている姿に感動した」、「自分を見つめなおす機会を得た」

という意見や、「大都会だからできる選択だし、経済的に恵まれている人の例」、「この室蘭では、どんな

選択ができるのだろう」という疑問も呈された。また、男性の例も見たかったという意見もあった。

会場には既に老後を生きている人が大半で、それぞれの考えのもと暮らしているが、「最期の生活や

時」については、漠然としたイメージを持つ人が多かったようだ。人任せではなく自分で医療、看護、介

護の制度を調べることや室蘭における自分の住環境、人的、物的、経済的状況を把握、検討する必要が

あることを確認して研修会を終了した。

「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が施行されました
地方議会における女性議員の比率は、都道府県議会で9.8％、市区議会で14.8％、町村議会で9.8％、

室蘭市では13.6％と全体的に低い状況となっています。内閣府では、平成29年度、全国の女性地方議

員約4,000名にアンケート調査を実施するなど、実態の把握と要因の検討を行い、「地方議会において

女性議員の増加を阻む３つの課題」を以下のとおり分析しました。

こうした実態の中、今年5月、「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が新たに
施行されました。

法律の詳細は内閣府男女共同参画局ホームページ（http://www.gender.go.jp/）をご覧ください。

３

上：108名の方が来場し会場は満員に。
下：男女平等参画プラザ利用団体の紹介と

後藤実行委員長のあいさつ。



室蘭市男女共生セミナーに参加しませんか？

会 場 胆振地方男女平等参画センター「ミンクール」
料 金 500円（前期・後期 各2回分、資料代。※前期の1講目は終了しました。）
詳 細 室蘭市教育委員会 生涯学習課

℡：22-5081、Eメール：syougaigakusyuu@city.muroran.lg.jp

日 時 内 容 講 師

前
期

9月29日（土）

13:30～16:00

基調講演とグループトーク

「酒蔵に生きた女性たち」
～変わった？変わっていない？女性の今と昔～

小林 千栄子 さん

(株式会社 小林家 代表取締役)

後
期

１１月１０日（土）

14:00～16:30

基調講演とグループトーク

「介護する男たちの困難とは？」
～もし私が介護者になったら？～

平山 亮 さん

(東京都健康長寿医療センター研

究所・日本学術振興会特別研究員)

平成31年

１月２０日（日）

13:30～16:00

身近な犯罪や女性に対する犯罪などに関する講演

とグループトーク（タイトル未定）

小野 裕子 さん

(北海道札幌方面室蘭警察署 生

活安全課生活安全係長)

４
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企画・編集 室蘭市男女平等参画情報誌編集委員（越田、後藤、神、高橋、松尾、門馬）

※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！

お 知 ら せ

当日どなたでも

参加できます。

女性プラザ祭２０１８
（札幌）へ参加しませんか？

かでる 2.7(札幌市)にて開催の
「女性プラザ祭２０１８」に、あな
たも参加してみませんか。「女も男
もワイワイセッション」や「講演
会」、即売会、バザーなどがありま
す。参加募集などの詳細は、広報む
ろらん10月号に掲載しますのでご
覧ください。

日 程：11月８日（木）
会 場：かでる2.7（札幌市）北海

道立女性プラザ

参加費：無料
定 員：50名（当日参加可）
詳 細：同会事務局（越田） TEL 23-0678
主 催：室蘭市男女平等参画推進市民会議

市民会議10月オープン例会

これって セクハラ？ パワハラ？ 〜 〜加害者・被害者にならないために

働いている人の4人に1人がパワハラやセクハラを受けています。人権問題であるハラスメント
の防止は、組織のリスク観点からも取り組まなければいけない喫緊の課題です。どのような言動
がセクハラ、パワハラになるのか、被害を受けたときはどうすればよいのか、皆さんと一緒に考えます。
日 時：10月 14日（日）13:30～16:00
会 場：胆振地方男女平等参画センター「ミンクール」
講 師：上田 絵理さん（道央法律事務所 弁護士）

2018 年度ミンクール利用者連絡会 会員研修会＜社会問題講演会＞

「高齢者虐待の実態と防止を考える
～被害者にも加害者にもならないために」

高齢者虐待は年々増え、深刻化しています。大切な人間の尊厳を守
るために虐待はなぜおきるのか、どうすれば防止できるのか。現場の
実態を学び、理解を深め、防止を考えます。
講 師：大島 康雄さん（さっぽろ社会福祉事務所 代表・社会福

祉士・精神保健福祉士・大学常勤講師）
日 時：10月 20日（土）13:30～15:30
会 場：胆振地方男女平等参画センター「ミンクール」
主 催：ミンクール利用者連絡会

公益財団法人 北海道女性協会
詳 細：同連絡会代表（芝垣）TEL45-8461

町会・自治会に加入しましょう 女性もどんどん参加し、安心・安全で住みよいまちにしていきましょう
《詳細》室蘭市町内会連合会(室蘭市役所内)☎0143-83-6277、室蘭市役所地域生活課市民活動係☎0143-25-2223


