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■ごく普通に保育士に！
小さい頃から子どもが好きだったけど、特に目指

していた訳ではなく、高校生で進路を決めるときに、

専門学校や大学の募集で、それまで女性だけと思っ

ていた保育士が男女となっていたのが目に止まっ

て、その頃、ちょうど男の保育士のテレビドラマも

やっていて、普通に自分もできると思って専門学校

に入ったのがきっかけです。

■大変だけど子どもの笑顔は最高！
いざ働いてみると、子どもの世話をするだけのこ

とと思っていたのが、実際にはすごく大変です。そ

して大変だけど楽しくやりがいもあります。

たとえば、子どもにはたとえ話は通用しないし、

「何で？」と聞かれるとどう説明しようかと未だに

悩むし、100点満点の答えはないと思います。子ど

もたちにかける言葉や接する態度はひとつひとつ難

しいです。

でも、朝の子どもたちの「おはよう」の声やお散

歩に行った時のほんとに楽しそうな笑顔を見ると良

かったな～と思います。うまくいえないけど、親で

はないけれど、親ってこういう気持ちかな～と思い

ます。

素敵な人見つけた！ 
　　　男女平等参画＝自分らしく 

北広島市内で見つけた、自分の個性を活かし、いきいきと輝いている人を紹介 

素敵な人見つけた！ 
　　　男女平等参画＝自分らしく 

活き活き  
インタビュー 

まだ女性の保育士が多い中、固定観念にとらわれず、活き活きと
活躍する保育士の小山祥詞さんを取材しました。

……………………りす組のお兄さん先生 ……………………

大地太陽森の家保育園

小山祥
あき

詞
のり

さん

　北広島市では、自立と支えあいの男女平等参画社会の実現に向けて、啓発用ビデオ（ＶＨＳ）・ＤＶＤ・本を学

習・研修用に無料で貸し出しています。 

　女性も、男性も、性別に関係なく、共に活躍できるまちづくりについて、皆さんで考えてみませんか。お気軽

にご利用の申し付けください。 

ビデオ・本の貸し出し 
　　　　　　　　～ご利用ください 

市民生活課男女平等参画担当 
Tel．372－3311内線716

園長先生から
～『期待』の人

保護者の方からも、子供たちが家に帰って「小
山先生大好き。小山先生がね・・」と話している
と聞きます。子供たちが大好きな先生です。
特に男性だからというのではなく、持っている

感性や個性を職場でも生かしていってほしいと思
います。
この保育園にいる先生ひとり1人がなくてはな

らない人ですが、小山先生もそのひとりです。

同僚の保育士さんから
ひとこと

自分の意見を持っていて、
きちんと物事を伝えるこ
とができる人です。
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■たくさんのこどもたちと触れあいたい！
まだ2年目なので、分からないことも多く、他の先

生たちに助けられることも多いです。学ぶことが一杯

あります。もっと多くの子どもたちともたくさん出合

っていきたいです。子どもたちは、おねしょをする子、

言葉の早い子・遅い子と・・・性格も違うし行動も違

うし、同じ子どもは１人もいないので、少しでもたく

さんの子ども達と接して経験を積んでいきたいと思い

ます。

■ビデオ 
題名｢ワークライフ・バランス」
「地域こぞって子育てを」
「cheer up！あなたを応援し
ます～いつでもどこでも誰で
もチャレンジ～」「広がる未来！
私が選ぶ～チャレンジする女
性たち～」「元気に再チャレン
ジ～キラキラしている女性た
ち～」ほか　１本25～40分 

■絵本「話してもいいのかな？」 
 
ＤＶを目撃した
子どもたちの
ための絵本で
す。 

発行：女性ネットsaya-saya 
子どもが、学校の先生や周囲のおとなに、起こった出来事を
安心して話しても良い事、暴力は「あなたのせいではない」こ
となど、さまざまなメッセージが絵本の中に込められています。 

　小山さんの働く保育園は、昨年4月開園したばかりの保育園、絵本の「ちいさいおうち」のような木のぬ

くもりの伝わる暖かさが感じられる風景です。30人定員で現在0歳から5歳までの29人の子どもたちが入

所しています。小山さんの受け持ちはりす組3・4歳子どもたち11名です。今回小山さんにはお忙しい中、

子どもたちのお昼寝の間にインタビューさせていただきました。緊張しながらも保育士としてのやりがい

を熱く話していただきました。インタビューが終わり子どもたちのところへ向かう小山さんは、すぐに保

育士小山先生の活き活きとした笑顔に戻っていました。ごく自然に保育士の学校に進学し就職難を突破し

て保育士となった小山さんですが、「今は楽しいし、やりがいもあります。だけどこのまま保育士を続けて

いくことにはやはり不安もあります。経済的なこともあるし、もしこのままおじさんになって保育士をや

っていたとしたら周りの人からもどう思われるのかな？ということも考えます」と話してくれました。 

　ますます子育て支援が必要となる時代を迎え、保育士になる男性も増え、男性の保育士さんが珍しくな

くなることと思います。そんな10年20年後に小山さんにぜひ会ってみたくなりました。 

1992年に1,000人に満たなかった男性保育士の数は、
1999年の男女雇用機会均等法の改正で性別を示す職
種での求人が禁止され、その一環として「保母」から
「保育士」に呼称が統一されたことなどをきっかけに、
全国的に増加2002年には4倍の4,030人に増えてきて
います。保育士資格には性別による制限はなく、男性
の職業として注目を集めています。保育園に男性がい
ることは子どもの成長にも良いとされ、男性保育士の
さらなる増加が期待されています。

参考
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　女性があらゆる社会で自立し活躍するための研修活動として、エンパワーメント講座が開催され、自分も
相手も大切にしながら自分の気持ちと意見を誠実に、率直に、対等に表現するコミュニケーションについて
学びました。 
　講義だけでなく、受講者同士が相互に、コミュニケーションを交わし、勇気づけられたり、自分自身の想
いに気づいたり、アサーティブネス（さわやかな自己表現）へのきっかけとなり、修了時間を忘れ参加者同
士もっと話したくなる講座となりました。 

●人と話をすることで発生するストレスをいかにするかで
テーマ（自分の中で）でしたが、ヒントを得たので、良
かったです。質問しやすい講座で良かった。 
●大変有意義であったので、機会があったらもっと続けて
深く学びたい。 
●自分のいいところ、嫌いなところを普段言葉として意識
していないので、落ち着いて考えることができました。（普
段の生活が落ち着かないので） 
●講師の先生がとても良かった。 
●アサーティブネス・・・初めて聞いた言葉 
　自分自身のことは考えたことがなかった最近ゆっくりし
た気持ちで、自分を考えて見ることができて良かったと
思います。 
●勇気と元気をいただきました。 
●楽しかったです。またこの内容の講座を受けたいです。 

　女性が勇気付けられたり、スキルや教育の機会を利用することで潜在的な力に気づき、その力を十分発揮
できるようなことを目的として開催しました。平成19年度はコミュニケーション講座を予定しています。 

女性のエンパワ ーメント講座  

チカン・ストーカー・いたずら電話など誰に
も相談できずに一人で悩んでいませんか？ 

厚別警察署北広島交番女性警察官の皆さん 
北広島市中央１丁目2－1　電話（011）372－3151

ふれあい学習センター学習室 
受講者12名 

11月2日・9日・16日（木）10：00～12：00
1回目 

芸術文化ホール活動室 
受講者15名 

2月3日・10日・17日（土）13：30～15：30
2回目 

小野寺るみ子さん（C＆Fウエルフェア研究所主宰） 
アサーティブネストレーナー・心理カウンセラー 

講師 

自己表現講座（アサーティブネストレーニング） 
～伝えてますか？あなたの気持ち、自分を尊重するために～ 

参加者の感想の一部 

相 談 窓 口 

北海道警察相談センター 
警察相談専用電話〔＃9110〕 
（ダイヤル回線 011－241－9110） 
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　人の性格は根本的に変えることはできないが考え方や行動パターンは変えることは可能です。 

Ｉメッセージ・・・「私は〇〇です」「私が〇〇してほしい」 
　自分の状況を説明することにより、相手に理解してもらう 
　相手の行動を良いとか悪いとかの評価を下さず、「自分はどう思うか」というように自分の気持ちをオープン
に表現することが大切です。 

誠実さ　⇒自分にも相手にも、うそをつかない正直な人間関係をもてること 
率直さ　⇒回りくどくなく自分の気持ちや要求を口に出せること 
対等さ　⇒自分を卑下したり、相手を見下したりしないで、対等な人間関係をつくることができること 
自己責任⇒自分で選択、決定して、自分の言動の責任をとることができること 

　北広島市内には、３つの交番と２つの駐在所があり、所長以下24名の警察官が勤務し昼夜の別なくパトロールや

防犯指導など地域の安全を図ってくれる身近な存在です。 

　近年は、女性が被害者となる性犯罪や配偶者からの暴力事件もあり、捜査や被害者の対応に女性警察官の能力や特

性が必要とされていて、北広島交番にも３名の女性警察官が配置され、日々活躍しています。 

　各種相談窓口は「北海道警察相談専用電話〔♯9110〕　ダイヤル回線011－241－9110」ですが、北広島交番も女性

被害相談所に指定されています。 

　DVやストーカーの被害者には男性が怖くて相談できない女性もいます。女性同士だから話せるということもあり

ます。一人で我慢しないで、勇気をもって電話相談や女性警察官に相談してください。 

ア サーティブネスとは さわやかに自己表現＝自分らしく生きる第一歩 

　『私には〇〇の権利がある。そして相手にも同じように権利がある。』ことも忘れずに、 
　自分の選んだ結果を引き受け、自分の感情にも責任を持つことです。 

私たちの日常生活にみられる態度、コミュニケーションのパターンには次のように分けられます。 

＜受動的態度＞ 
　自己犠牲的で、ふみにじられても黙っているタイプ 
　自分がガマンすれば良いと感じていて、自分で何かを選択したり決定したりすることをしない。 

＜攻撃的態度＞ 
　人に食ってかかる攻撃的なタイプ 
　人との関係を勝ち負けで考え、絶対に相手に負けていられない。 
　相手を見下すことで自分の優位を証明しようとする。 

＜作為的態度＞ 
　攻撃性を隠して相手をコントロールするタイプ 
　表立って、ことを荒立てたりしないでちゃんと仕返しする。 

＜アサーティブネスな態度＞ 
　上記の態度に対して、自分の気持ちと意見を誠実に、率直に、対等に伝えられるタイプ 
　一人で何もかもするのではなく、必要に応じて人に頼める。 
　自分の主張をした上で相手との食い違いについて話し合う心の準備がある。 
　相手の気持ちを侵害することなく、率直に、誠実に、自分の気持ちや要求を表現する。 

あ なたはどのタイプ？ ４つのコミュニケーションパターン 

●アサーティブネス（自己表現）の4つの柱● 

 

権 利と責任 

アイ 
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　講師は林家三平氏の弟子で落語家であり札幌市議として活躍される林家とんでん平さんです。落語家修行
時代からおかみさんの子育てのエピソード、いじめ問題にもふれ、しっかり向き合い話を聴く「受け止める
こと」の大切さや、男女の役割分担からではなく、必要とされる時にできることを何でも行動する、それに
は人を思いやる気持ちが大切等、体験談や時には笑いを交え講演し、後半は手話落語の「みそ豆」や「お初
天神」を披露最後はとんでん平さんの指導で客席と一緒に「どんぐりころころ」を、手話をつけながら歌い、
笑いに包まれた楽しい講演となりました。雪混じりのあいにくの悪天候となってしまい、来場者が35名と
少なかったのが本当に残念でした。 

男女平等参画推進事業で各種学習研修活動を実施した活動についてご報告します。 
18年度は家庭や子育ての中の問題を取り上げて考えていくものでした。今後も私たちの身近な
問題を取り上げて参ります。 

平成18年度男女平等参画推進事業報告 

ふれあい学習センター（夢プラザ）多目的ホール 

「仕事も子育ても熱く楽しく！ 
 　　　　　　　　　私の子育て」 

講演 

講師 林家とんでん平さん 

男女平等参画フォーラム 
（講演　パネル展示） 

　平成18年６月と12月に、えみんぐの表紙やその他の市の男女平等参画広報事業で
使うデザインを募集しました。４点の応募があり、素敵なデザインが決まりました。 
　この情報誌の題名「えみんぐ」はさわやかなメロディを男女の平等参画を目指し
て笑顔とハミングを組み合わせた言葉です。デザインは男女のそれぞれの音（個性）
が、社会の中で美しいメロディとなりハーモニーを奏でていきます。題名とデザイ
ンがぴったりと合うものとなりました。 
　今後このデザインのようにの男女平等参画の美しいメロディとハ－モニーをさ
わやかに奏でていきたいと思います。 

H18.11.12（日）13：30～15：30

28枚パネル展示 ・「少子化」「少子高齢社会と男女共同参画」 ・平成15年に実施した北広島市男女平等参画意識調査アンケート 

男女平等参画シンボルデザイン決定 

平成18年度男女平等参画推進事業報告 
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●男女共同参画推進週間（平成18年6月23～29日） 
　国では男女共同参画社会基本法の公布・施行日（平成11年6月23
日）にちなみ、毎年度6月23日～29日までを男女共同参画推進週間
を実施しています。 
　男女共同参画の関連おすすめ図書の紹介とポスター・ジェンダー
チェックやセクハラチェック等リーフレットを展示しました。 
 
●女性に対する暴力をなくす運動（平成18年11月12日～25日） 
　国では、毎年11月12日から11月25日（女性に対する暴力撤廃国
際日）までの2週間を運動の期間とし、女性に対する暴力の問題に
関する取り組みを強化しています。 
　DV関連図書の紹介とポスター・女性の人権・人権クイズ等リーフ
レットを展示しました。 

　北広島市の明日を支える今年の北広島市の新成
人は738人です。その若者を対象に男女平等参画
意識啓発を目的として、「男女平等参画―自分らし
い生き方を！！」と「デートＤＶ傾向チェックシー
ト」の2種類のチラシを来場した新成人507人に配
りました。 

※市民の皆さんに男女平等参画についての学習や研修機会
をもっていただくため、皆さんが企画・開催する学習など
に講師を派遣しています。 

　作品は若葉町の濱野さんご家族５人の合作による応募です。お母
さんが中心となりお父さんとお子さんたち３人で考えたそうです。
関連する２つのデザインもあり、３つで一つの作品となっています。 

市図書館の協力により、図書館に特設コーナー設置 

 

市民が多く利用する図書館で次の啓発事業を実施しました。 

（平成19年1月7日～芸術文化ホール） 
成人式に男女平等参画リーフ配布 

子育て 
コーチング講座 

10月5日（木） 
■9：30～12：00■ 

男 女 平 等 参 画 セ ミ ナ ー 講 師 派 遣 事 業 

中央公民館講堂 

子育てサークル「サロン・マーマリード」主催 

■問合せ／市民生活課男女平等参画担当 
Tel.（011）372－3311内線716

　フリーアナウンサーとしても活躍されているコー
チングコーチの菅沼文乃さんを講師に迎え、参加
者30名託児20名と子育て真最中のお母さんお父
さんが多く受講し、「聞く」ではなく「聴く」こと、
相手に伝えるときは、指示や命令ではなく、私はこ
う思うけど・・・という「Ｉメッセージ」を参加者同
士コミュニケーションを実際に体験し、子育ては
悩み、試行錯誤して苦しむことも多いだけに、参考
になることも多く好評のうちに終了しました。 
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　職場に働く人が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分発
揮することができる雇用環境を整備するため、性別による差別禁止の範囲の拡大、妊娠等を理由とする不利益
取扱いの禁止等を定めた改正男女雇用機会均等法がスタートします。 

①性による差別禁止の範囲拡大（男性に対する差別も禁止、禁止される差別の追加・明確化、間接差別が禁止）
②妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止③セクシュアルハラスメント防止措置の義務化④企業名公
表対象の拡大⑤個別紛争解決援助対象の拡大⑥ポジティブ・アクションの推進⑦過料の創設　等 

改正のポイント 

　平成19年度は、平成13年に「きたひろしま男女平等参画プラン」（平成14年から平成22年度まで）を策定し、
社会のあらゆる分野において男女が平等に参画し、多様な生き方のできる豊かで活力ある社会の実現を目指し、
施策を推進していますが、社会情勢の変化や平成17年に国の「男女共同参画基本計画（第2次）」が策定された
ことから、市民中心の懇話会を設置し、時代のニーズに応えた課題や意見をまとめながら一部見直しをしてま
いります。 

「きたひろしま男女平等参画プラン」の見直しをします。 

　北広島市では、男女共同参画社会について多くの皆さんに関心をもっていただくため、広報紙作成等各種事
業を皆さんと一緒に考え、運営する委員を募集します。あなたも委員になってみませんか！  

＜募集人員・対象＞　3名程度 
　市内在住または在勤・在学の18歳以上で男女平等参画推進活動について意欲があり、毎月1日程度の広報委
員連絡会議に出席でき取材等の活動に協力できる方（謝礼等はありません） 

＜募集締切＞　平成19年4月末日 

＜申込・問合せ＞　北広島市市民部市民生活課男女平等参画担当（011－372－3311内線716） 

男女平等参画広報委員募集します。 

女性はもちろん、男性にも　～働く人が性別で差別されない社会を目指して～ 

※詳しくは、北海道労働局厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp）に掲載 

　「えみんぐ5号」では、お知らせ中心の記事から市民
の皆さんの参加を目指しました。表紙は18年度市民募
集した新しいシンボルデザイン。また取材もさせてい
ただきました。快く取材に協力していただいた皆さん
ありがとうございます。情報誌は市民の皆さんのもの、
これからもどんどん参加をお願いします。 
また、次号からは市民広報委員が広報紙作成に参加し、
情報誌の充実を図って参ります。 

「男女共同社会基本法」を策定当時、男女平等とい
う言葉を使えば、男性から冷ややかな反応を受ける
ので得策ではなく、男性と女性が共同して実質的な
男女平等の実現を図ることが大切と考えたからだ
そうです。 
　北広島市では、「男女共同参画」が単に女性の参
加との意味にとの誤解を招かないように、あえて「男
女平等参画」という言葉を使って明示しています。 

I n f o r m a t i o n

改正男女雇用機会均等法がスタート！ 

平成19年4月1日から 
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編集後記 
男女平等参画と男女共同参画 

なぜ、法律は「男女平等」ではなく、 
「男女共同」なのでしょうか？ 


