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Ｑ 市長の政策目標に「子どもからお年寄りまで安心

して希望の持てるまち」とありますが、そのためには

男女平等参画社会の取り組みが必要では 

Ａ 私も3人の子育て中であり、女性の働きやすい環

境や男性の育児に参加しやすい環境が必要であると認

識しています。子育て支援の充実を図る男女平等の取

り組みは重要です。 

Ｑ マチづくりのために女性の声を市政に反映させ

ることや、政策決定の場に女性が参加することにつ

いて、また、女性職員の登用について 

 Ａ 男女平等参画基本計画にある各種審議会等の女性

の登用率３０％の目標は、残念ながら達成できていま

せんが、「en とーく」では多くの女性と活発な意見交

換をしています。また、市の女性管理職員の登用率は

毎年着実に増えてきており、今後も男女の区別なく能

力のある人を登用していきます。 

Ｑ 市内の中小企業に育児休業や介護休業制度の導

入について周知して欲しい。また、市の男性職員も

なかなか制度を活用できない 

Ａ 子どもを社会全体で見守ってあげる視点が大切で

す。今後、経営者の方とお話する機会があるので、各

種制度の導入について働きかけていく。また、市役所

内でも男性職員が制度を活用できるよう環境を整えて

行きます。 

最後にアバンセ編集について企業の方にも目を引く

ような情報誌にして欲しいとの要望がありました。

 

男女平等参画社会実現に向け

た取組みについて、 

新室蘭市長・青山 剛さん（３

３歳）に聞いてみました！！ 

「アバンセ」… 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。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

「パープルダイヤル」とは 

全国シェルターネットに参加しているグル

ープメンバー（相談経験 3年以上）が、東京

で 3 日間に渡る相談業務の集中研修を受け、

それぞれ地元に戻り伝達研修後に、スタート

しました。 

マサカーネでは日中（１０時～２２時）４

２日間・夜間（２２時～翌１０時）１０日間

を担当し、相談件数は延べ４55 件でした。

相談担当者登録は 16 人で、室蘭市で男女平

等参画推進を柱に活動している女性団体から、

3 団体のメンバーが登録してくれました。こ

の事業を通して、現実の問題に直接対応した

貴重な体験を共有することが出来ました。 

さて、この事業は相談担当者の中で毎週

12、3人が電話相談を受け、相談記録票に内

容をとりまとめ内閣府に報告します。報告を

基に現在さまざまな集計・分析が行われてお

り、結果が出るにはかなり時間がかかります

が、今後の国の対応に期待しています。 

「相談する」を知らない現状 

昨今、配偶者暴力被害者支援センターへの、

暴力に関する相談件数（2009年度）は 7万

件を超え、被害の深刻な状態が明らかになっ

ています。一方、内閣府調査では 7割の男女

が、配偶者からの暴力についての相談窓口を

知らず、また、被害経験のある人の 6割はど

こにも相談していないとの報告があり、被害

を深刻化させない取り組みが課題です。 

東日本大震災の危惧 

相談期間中の3月11日に「東日本大震災」

が発生しました。この未曾有の災害に対し、

女性支援に関わる人たちは、これまで「災害

時におけるレイプ等の多発・ＤＶ・子どもへ

の虐待の激化」等の報告から、今回の大震災

で発生する女性や子どもへの暴力に危惧を抱

きました。そこで、全国シェルターネットと

して新しく災害用電話相談回線2回線を設置

し、4 月 10 日から 24 時間受け付けること

になり、マサカーネも 1か月 1～2回の相談

を担当しています。 

結びに 

私たちは、地域の中で、様々な差別にＮＯ

と言いつつ男女の平等を目指して、手をとり

合って活動していける社会を目指しています。 

 

 （個人の秘密は守ります） 

● ＮＰＯ法人 ウィメンズネット・マサカ-ネ 電話 0143 - 23 - 4443 

● 家庭児童相談室（婦人相談員） 電話 0143 – 25 - 2705 

● 胆振総合振興局（環境生活課）配偶者暴力相談支援センター 電話 0143 – 22 - 5286 

● 室蘭警察署 電話 0143 – 46 - 0110 

● ＤＶ相談ナビ 電話０５７０ － ０ － ５５２１０ 

● 女性の人権ホットライン 電話０５７０ － ０７０ － ８１０ 

 

２ 

▲女性に対する暴力根絶

のためのシンボルマーク 

 「配偶者暴力等被害者支援緊急対策事業」（通称・パープルダイヤル）

は、内閣府が民間支援団体の協力を得て、性暴力被害者及び配偶者暴力

被害者を対象にした２４時間対応の電話相談事業です。 

２０１１年２月８日から３月２７日までの４８日間行われ、現在も DV

相談ナビなどの相談サービスが行われています。 

パープルダイヤル（ＤＶ電話相談）に参加して 

ＮＰＯ法人 ウイメンズネット・マサカーネ代表 

藤 本 紀 子 
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４回目となる今年度は、プラザ利用７団体の活動報

告と映画「みすゞ」を上映。約２００名の市民が参

加。女性の考えが通せない時代に生きた詩人金子み

すゞの生涯を描いた作品に、現代を生きる人たちは

なにを考えたのでしょうか。 

プラザ祭２０１１ 

会場内では『人権ってなあに？』と題し、 

参加型アンケートも実施！ 

２０１１年６月２６日（日） 15:00～17:00 
室蘭市市民会館ホール 

・・ あなたはこの結果をどう思いますか？ ・・ 

アバンセVol.６から誌上で取り上げている「イクメン」。育児を楽しんでおこなう男性を指していま

す。また、草食系・肉食系とは、草食動物や肉食動物のそれぞれ一般的なイメージが、性格や行動様式

に当てはまっていると思われている人々を指しています。一般的には草食男子は「新世代の優しい男性」

や「恋愛にがつがつしない」、肉食女子は「恋愛に積極的な女性」などです。 

男女共生セミナー（前期）のお知らせ 

月 日 テーマ・講師 

９/ ３（土） 

1３:３0

～ 

パネルディスカッション 

「みんなで子育て、地域で子育て」 

コーディネーター  南木 和子さん 

（室蘭福祉事業協会保育部長） 

10/８（土） 

1３:３0

～ 

基調講演とトークディスカッション  

「室蘭の女性の歩み」 

講師 菅原 揖子さん 

（室蘭女性史研究会「蘭灯」会長） 
 

会 場 胆振地方男女平等参画センター 

参加者負担 500円（２回分、資料代） 

お問い合せ 生涯学習課へ（22-5081） 

 ※当日参加できます 

 

男女平等参画推進団体からのお知らせ 

月 日 内  容 団体名 

９/１３

（火） 

「食と健康のまつり」 

場 所 室蘭市保健センター３Ｆ 
時 間 10時～14時30分 

参加費 300円（コーヒー・お菓子・試食付） 

室蘭市食生活改善  

推進員協議会「明日葉の会」 

連絡先46-3892（中村） 

11/12

（土） 

ミンクール利用者連絡会結成25周年記念 

「第7回フェスティバル２０１１」 

場 所 胆振地方男女平等参画センター 

～記念講演及びバザー、作品展示等会員の日頃の

成果を発表します～ 

ミンクール利用者連絡会 

連絡先45-8461（芝垣） 

 

 晩婚化･未婚化も増え、家族が多様化したことに危機意識を持つ人もいるが、人

生色々である。それは、産業構造の変化、核家族化、就職率や未婚率など不確実な

要素の増大といった社会の変化に適応して、家族のあり方も変化してきたというこ

と。また、結婚の条件も「３高」から「３C」※、「３低」※と変化し、「結婚の意味」

を問う時代へと変化してきている。 

 デキ婚などで、何もわからないまま若い女性が母親になった例をとりあげ、「子

育ては１人では無理、地域の大人複数が関わらないとダメである。子どもにとって、

必ずしも産んでくれた親でなくても、自分に対して親身になって、関心を持ってく

れる大人が必要であり、課題だ」と語った。   

 

講 師  梶 井 祥 子 さん 

（北海道武蔵女子短期大学教授） 

イクメンってすばらしい？ あなたは草食系？肉食系？ 

すばらしい  ９９％ 草食系  ５３％ 

そうでもない  １％ 肉食系  ４７％ 

（参加者平均  ６０歳代）  

＜参加者の声＞ 

・自分の思い、考えを通すのは難しい。いかに自分らしく生き

るかを考えさせられた。（60代女性） 

・悲しみの人生が詩に反映されていたのでは。（30代男性） 

・今の時代ならどんな詩を書いたのでしょうか。(50代女性） 

 

※ ３Ｃ … Comfortable（安らげる）、Communicative（コミュニケーション）、Cooperative（協調的な） 、３低 … 低リスク、低依存、低姿勢 

２０１１年８月６日（土） 

胆振地方男女平等参画センター 



 

 

 

 

室蘭市子育て相談ふれあいセンターにて、２０１０年から開催し

ているパパとお子さんがゆったり楽しく過ごす、遊びの場「サンデー

パパ」があると聞きつけ、取材に行ってきました！ 

当日は晴天、室内外で１３組の父子が参加。２０代、３０代のパ

パさんが中心でした。家事や育児の内容や、子育てに対する意見、

経験など聞いてみましたので、その一部を紹介します。 

Ａさん（３０代・会社員） 子ども２人 
「子育ては２人でするのが当たり前、『イクメン』って言われるけれど、大げさなものではなく当たり

前のことだと思う」  

Ｂさん（３０代・会社員） 子ども１人 

「子どもの成長は特に女の子が早く、今の時期しか一緒に遊べない。大きくなると遊んでもらえなくな

ると思うので、この短い時間を大事にしたい」 

Ｃさん（２０代・会社員） 子ども１人 

「仕事の日は帰りが遅く、子どもの世話や遊ぶ時間がない。休みの日は食事の支度や子どものトイレ、

お風呂など子どもの世話を楽しんでやっている」 

また、自分たちが小さい頃、お父さんとキャッチボールをしたという方が多かったです。 

どのパパも普段から子どもの世話を自ら進んで楽しむ元気な「イクメン」でした。 

 
 

６月１０日（金）、初めてのおじいちゃん、おばあちゃん向けの子育て講座「祖父母の

楽しいおまご育て」が、室蘭市子育て相談ふれあいセンターにて開催されました。 

残念ながら「おじいちゃん」の参加はありませんでしたが、「現役おばあちゃん」と「お

ばあちゃん候補生」の９名が参加しました。 

保育士から子育ての今と昔の違いや、病気や事故、注意したいことなどの講話と、管

理栄養士から今時の“粉ミルクや離乳食の作り方”などを聴き、みなさん、自分の育て方との違いに驚き

ながら、うなずいていました。また、人形を使って赤ちゃんとの「ふれあい遊び」や「わらべうた」など

のスキンシップの仕方を学びました。 

主催の子育て相談ふれあいセンター長・高橋さんは、「あくまで子育ての主役はパパとママ、祖父

母はサポーターに徹して、パパ･ママ･孫の心のオアシスになりましょう。核家族化や共働き夫婦

が増えてきている現在、おじいちゃん・おばあちゃんも子育てに関する世代間のギャップなどを大いに学

び、サポーターになる時代が来ているのではないでしょうか」と話されました。 
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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 

２０１１年７月１０日（日曜日） 「サンデーパパ」取材  

アバンセは胆振地方男女平等参画セン

タ―、市民会館、市民活動センターなど室

蘭市内の公共施設に置いてあります。 

みなさんのご意見、ご感想もお待ちして

います！！ 

 また、一緒に活動していただける編集委

員の方を随時募集しています。お問合せは

室蘭市教育委員会生涯学習課まで。 

編集委員：神尾、芝垣、高橋、藤本、山本、 

佐藤、石井、大場 


