
男女平等参画情報誌
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男女平等参画フランの
イメージデザイン
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笑顔とハミングを組み合わせたことば

「笑顔でさわやかなメロディのように

男女の平等参画を目指して」

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

（
　　　　ハ

④　＜
‘●

　　　　”

）

え瀦ん

（　　　　ハ

　1　　θ
豊’ ｺ⊇1も

お抱ぐ

離ワーク・ライフ・バランス
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今回のデーマは「ワーク・ライフ・バランス」。

でも、それって何だろう？

，……・…………・●ワーク・ライフ・バランスとは●………・……・…．
i1990年代にアメリカで生まれた考えで、直訳すると「仕事と生活の調和」となります。　　　　　　　　　i

：仕事と生活のどちらかが犠牲になることなく両方をバランスよく充実させようとすることです。　　　　　i

i我が国では、平成19年12月に「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と生活の　i

i調和推進のための行動指針」が策定され、政府全体で取り組んでいます。　　　　　　　　　　　　　＝

・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：o
o●●●●●●●●●●●●●●o●ooooo●●●o◎●o●●●●●■●●●o●●●●●●●●●●■●●o●o●●●●●●o●●oo…　　●．・●・●●．・o●．・o．・・．

じゃあ、もしワーク・ライフ・バランスが取れ

なかったら、どういうことが起きるのかな？

　　　　　　　嘱

私も仕事してるのに
家事を手伝ってくれ
ないわ。

子供が熱を出したとき
に仕事を休むとイヤミ
を言われるのよ。

家事を手伝いたくたって、

残業とかで疲れてるし、
物理的にムリだってば。

帰りは遅いし、土日
仕事だし、子育て？
家事？町内会？

そんなのムリ！

曇

子育てって両親が揃っ
てすることじゃないの？

女性にばかり負担がか
かるのは変よね。
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PTAや、子供の行事
はいつも私が行くの
よね。
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帰りたいけど帰れない。

休むと他の人に迷惑
かかるし。ムリ！

会社が休ませてくれ
ないし、育児休暇な
んてとてもムリ！
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皆さんはどうでしょう、ちゃんと仕事と生活の

バランスが取れている状態にあるでしょうか？

下のチェック表で確認してみましょう。

あなたはいくつチェックしましたか？

□今日は残業しないで帰ろうと思う。また、一週間のうちで2日以上残業しない日がある。

□家族と一緒にタ食をとるように心がけている。

□年次有給休暇は積極的に取り、オンとオフのメリハリをつけている。

□買い物や洗濯など、配偶者・パートナーと家事の役割分担をしている。

□長時間労働は少ない方だ。また、定時に退社することに特に抵抗はない。

□育児休暇は、女性も男性も気兼ねなく取れるようになればいいと思う。

□地域でのゴミの回収日、分別のルールを知っている。

□仕事にやりがいを感じるときが度々ある。

□仕事以外に打ち込んでいることがある。

□職場復帰がスムーズにできるようなサポートが会社にあれば、自分も育児休暇を取ってもかまわないと思う。

□地域活動、ボランティア活動等に参加している。

□上司が女性であっても、特に抵抗はない。

□健康診断は定期的に受けている。

□女性も男性も仕事に対する意見は自由に言える環境である。

□家族とゆっくり話す時間がある。

□定時内に効率的な仕事ができるよう、時間配分を常に考えている。
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1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…
：「アニバーサリー（自分の決めた記念日に休む）休暇」「KY（必ず休む）休暇」「お帰りなさい　　　　　　　　i

i（単射任の損が糊するための）休暇」など・手当拙して糊した有給休日霞を取るこ　　　i

．●●●●●●●o■●■ooo●●o■●●●●●●●■●●●go●●●■●■●●●●．●●●o●●●◎●■．o●●o．●oo．●●●●●●●o●●o●●o●●●■ooo●oo●oo

でも…

企業努力だけじゃなくて、

自分たちでバランスをうま
くとる方法はないのかしら。 ハ　　　　ト
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じゃあ、実際に育児休暇を
取ったお父さんや、育児と
仕事を両立させているお母
さんに話を聞いてみよう。

次のページでは…

rワーク・ライフ・バランス」とはどういうものか、

実際に、活ぎ活きと暮らしている人たちのお話を聞いてみました。

皆さんはどうお考えでしょうか？
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　　　　　　　～好きな仕事ですが、今は家庭が第一…

⑳

青木　千加子さん大学准教授

青木さんは、ご夫婦共働きでファミリーサポートセンター

（ファミサポ）を活用しながら子育て中（ご夫婦と6歳の

お子さんの3人家族）

ファミサポ奄知ったきっかけIJ：

　子どもが3歳の時に北広島に引越し、市内の保育園に入所しました。その保育

園のチラシか市の広報紙かどちらかで知ったと思います。現在は保育園の延長

保育も利用していますが、仕事で間に合わないとき、月に何回か利

用しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．紙

　　　　　　　　　　　～子どもと向き合ってみようと思い…

i

i

楽

聖

黒田　公男　さん中学校教諭

黒田さんは、ご夫婦共働きで、共に育児休暇を取得し、

それぞれ子育てに専念された経験を持つ（ご夫婦と2歳

のお子さんの3人家族）

ファミサポた利用して

　まず、センター職員の方が私たちのライフスタイルに合わせて、

サポーターさんを選んでくれることや、事前にサポーターさんと面

談ができてどんな方か知ることが出来ること、そして、サポーター

さんの家で預かってくれることが良いですね。

＝霞

、1

仕事と家庭について
　仕事は大変ですけど、自分が好きな仕事だったので辞めようとは思いませんでした。子どもが生まれるま

では、仕事が中心でしたが、今は「基本は家庭が第一」ですね。仕事と子どもを育てることの両立で苦しかった

時期に、先輩から「家庭が第一」というアドバイスを受け、それで肩の荷が下り、すごく楽になりました。

　夫婦での家事や育児の分担は、子どもの遊び相手やお風呂などをやってくれたり、保育園の送迎も2人で仕

事の都合に合わせてしています。仕事と生活のバランスは、今取れています。　　　　　　　　　　　　　”

これから育児と仕事との両立を考えている人へ

　こういうファミサポのような子育て支援制度を大いに活用し、仕事と育児、家庭を両立していってほしい

と思います。

二二
感鰻

　夫学まで押しかけてお話をうかがいましが、笑顔で快く応じていただきました。以前お住まいの

札幌でお子さんの預け先でのご苦労があったようで、「ファミリーサポートセンターがある北広島

市に来て良かった。」と話されていました。

　まだ、大学教員には女性が少ない環境の中で、仕事にも意欲的に取り組んでいることがお話か

ら伝わってきました。忙しい中にも、家庭も仕事も充実されている青木さんから「元気」をもらい

ました。

㊤

　　　　　　　　　　　　　有児休暇奄取ったきっかけ13：

　　　　　　　　　　　　　　妻が2年閤育児休暇を取っていたのですが、仕事に復帰する際に彼女が仕事

　　　　　　　　　　　　　に慣れるまで自分が家に居て子供と向き合ってみょうがなと思い、自分も育児

　　　　　　　　　　　　　休暇を取りました。　　　　　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ　　　　　げ　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　恕　　ヒ．．　　ヤ・．
．育児休暇中に困ったことIJ：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　，鴇蝿総論烈1斜地。搬薦霜．∫．漁．預一饗
感がありました。でも、子どもと一緒に遊んだり、関わりを深めて　　班　　　、．．　瀕　も

いく事で慣れていきました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、．揚　　　島．

．育児休暇奄取って良かったことは．　　　　　　　　　　　　　　　一一
　保育園の園開放に行ってよそのお母さん達と話したり、買い物してお店の人と話したり、熱を出した子ど

もの看病や料理も経験し、毎日があっという問に過ぎました。普段関わらない人達との関わりができたこと、

職場復帰した後も家事の中でできることがちょっと広がった感じで、良かったと思っています。

これから育児休暇奄取る人に対して
　それぞれの家庭や職場の環境で一概には言えませんが、そういう選択もあるんだなと思っ

てくれたらそれでいいかなと思っています。

　　　　　　　学校でお話を伺いました。とっても暖かいお父さんという感じがして、自然体で

騨套鞭綴盤蓬1幽幽歎篠禁嶺菖右四龍
感想　　　極的に関わっていく大人になっていくかも…と希望がわいてきました。
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1これもワーク●ライフ●バランス～地域で活動～

。・……………
Dファミリー曾ボートセンターづて何？⑪…・・…………、

：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
：「育児の援助を受けたい人（利用会員）」と「育児の援助を行える人（協力会員）」が会員として登録し、地域の：

：中で助け合いながら子育てをする有償（1時間600円、土日祝日は700円）のボランティア活動を行う会員組：

：織です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：
る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り

：幼稚園や保育園の送迎、通院時の預かり、リフレッシュなど、様々な目的で利用することが可能です。子育て：

：中のお父さんやお母さん、地域の子育ての応援をしたい方、積極的に登録して活用してはいかがでしょうか。：
：会員登録・利用方法などについては、直接お問い合わせください。　　　　　　　　　　　　　　　　i

i　　　　北鴎フ。ミリーサポートセンター（児童家庭課内旧011－372－3311（内線666）i
覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
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あゆみの会
　福原　　淑子さん　主婦

．琶産．　　　　　　曲・

施設の行事のお手伝いや車いす介助、布のリサイクル
分別など色々な活動を行っています。

〃

ぞ

　ボランティアを続けていると、色々な人と出

会うことができます。そういった人たちの笑顔

や「ありがとう」という言葉から、私も元気を

もらっています。ボランティア活動は人に喜ん

でもらうだけではなく、自分も元気にさせてく

れます。会のみんなもそう思って活動してい

ると思いますq

輪厚おやじの会
　　　竹田　保夫さん会社員

閏　Il
・・ @F㌃－嚇『1揮

基本的にはコミ（飲み）ニケーションの会ですが、雪と

触れ合う『しばれるベェー』やキャンプなど、子供達に

参加してもらえる事業を自然発生的に行っています。

一撚
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　　　親父は忙しいけれども何かをやろう、という
　　　ことで作ったのが「おやじの会」です。

　　　会則や会費はありませんが、「オヤジであるこ

縛　　　と」「会員の批判をしないこと」「政治活動、宗教

　　　活動をしないこと」という取り決めだけはしてい

　．　ます。活動を続けているうちに周りの人が手伝

　　　ってくれるようになったので助かっています。



超二心難騰；．．載．．、、 一　　．．層 77’ へ　　　　　　一　冒一　　　　　　　．㌔

禽脚．

　　59““冒聴Oo
　φo

！平成20年度男女平等参画推進事業報告
1　男女平等参画推進事業で実施した学習研修活動についてご報告します。

、　平成20年度は、男女にこだわらず、一人一人の違いを認め、自分らしく生きることをテーマとし
◆％。ました。

　　、一罷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・駕ら，

　　鷹鑛灘織竃轟謙趨盤・瞬び篇融講習盤鳥　．．爾1
　　一「自分らしく輝いて」第1部～講演会第2部～ゆび編み講習会（マフラーつくり】10月16日（未）

　　18＝30～21＝00　ふれあい学習センター多目的ホール
　　薗広瀬　光治さん（⊃ソトデザイナー）

　　～講演内容から一部抜粋～

　　　編み物は女性がするもの、というイメージが強いですが、実は男性でもやつ

　　ている方が結構います。ただ、なかなか表には出てきてくれないですね。

　自分は、子どもの頃、編物をしたり、「ピンクのジャケットが欲しい」と言っ

ても、親からは「女の子がすることだからやめなさい」と言われたこともな

く、別に女性だから、男性だからということを考えることはありませんでした。

　世の中、まだまだ男性社会といわれていますが、世の中を作っていくのに、

男性も女性も関係なく、みんなやさしい気持ちで、できたら良いような気

がします。

　「人間は、『糸へん』に始まって『糸へん』に終わる」と言われます。五重ャー

と生まれて、へその緒を切ってこの世に生を受けるわけです。「緒」です。子

どもの頃には、「明日○○ちゃんと遊ぶんだ。約束してきたよ。」の「約」とい

う字もやっぱり「糸へん」です、そして、ご縁があって結婚、「結」ばれるとい

う字もまたそうですね。だんだん人生を過ごして「絆」を深め合って、そし

て最後、人生をまっとうしてご臨終、「終」わると言う字もまた糸へんです。

私は羊蹄生まれですが、これも何かの「縁」かもしれません。私はこれから

も「糸へん」の仕事をしていくのだろうと思っています。

聴覚障がいの方のための

手話通訳もありました

畿猛

牽
響、

講演終了後はサインと

握手で交流

　　　講混簑・講習塗を遍じて～参加者アンケートから～

㊤男女平等参画の推進事業ということは知らずに参加しましたが、自分の人生そのものまで考えさせられ
　非常に有意義でした。

◎とてもなごやかで、こういう行事が沢山あればと思いました。　　⑪なんだか優しい気持ちになりました。

⑭とても楽しいお話でした。ニットの楽しさが伝わった。

ゆ子どもと一緒に参加しました。お話も楽しく、ゆび編みも楽しかった。

占詠

騨・　馬　　　暫．

黷

F　　　岬

　どうですかね。僕はしみじみ考えたことはないのですが、う～ん、仕事…

自分がずっと40年間編み物をやってきて、それを次の世代にどうやったら伝

えられるかなというのが今一番大きなテーマです。

　編み物の素材は単純な糸一本なだけに、反対に色んなものに展開できます。

例えば、生地があると作るものが限定されてしまうものが編み物だと無限に

広がっていくのが編み物の魅力ですね。

　だんだん「手作り」という言葉が忘れられてきて、買えばいい、古くなった

ら捨てればいいという「使い捨て」になってきてますね。そうするといつの間

にか人間も「使い捨て」になる。一封一門編んで、人の身体だけじゃなくて気

持ちが暖かくなる、そのことを伝えられたらいいなあという思いです。全国を

歩かせていただいて、忙しいけれど、日本人が、世界中が忘れそうなそんな

ことを多くの人に訴えかけていけたら良いと思っています。家庭では、家事な

どは全て母に任せていますが・・。

　男女平等と言ってもまだまだバランスが整ってない様な気がしますね。男女

がどうこうという以前に自分の受けたものを相手に伝える、相手を尊重する、

本当にちょっとした思いやりでいいんですよね。

1」姦　’
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女唱盤⑳＝藍ン’竃ワ囮■謬ント離離～二二アグラム体験講座
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コミュニケーションの第一歩は自分自身を知ることから

　　　　ヒ
，争 @　．　6月17日（火）・24日（火）

　．　　　ミ　10＝00～12＝00　芸術文化ホール活動室
・l」薗菅沼文乃・ん，．・一アナウンサー・コーチング・一チ）

　　　　　」

　ギリシャ語で「9つの点を持つ図」という意味の言葉で、個人の特性を、9つのタイプに分類する人間学のこと

です。およそ2000年前のアフガニスタン地方で生まれ、指導者養成のコーチングに利用されてきました。

　より良い人間関係を築くための人間学で、自分のタイプを9つのタイプのいずれかに確定し、その特徴を理解

して、今の自分がどういう状態なのかを知ることで、行動や気持ちを整理するときの手助けとする手法です。

　2日間の講座では、チェック表や一つのテーマでイメージする絵を描きながら、自分のタイプを考え、他のタイ

プの特徴も理解していきました。

∴繭

　　　ら要川　’七　　一　一一一　　　一『…一　　一一　一一一　　　一一一　一一一　一　　一一　　　一一一一……　　　　一一　　　一　一　…一一　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　自分のタイプが何となく胸におちたというか、まだ確信はないけれど、この工船アグラムに1
　　　　　　　よって、もっと自分や他人を理解できればいいなと感じました。　　　　　　　　　　　i

　取材　　人は簡単1こはそう変われないけれど、無理に変わろうとするのではなく、まずは今の自分！

　感想　の能力とパワーを麟するき。かけ‘こな。たような気がします。　　　　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

’一’A



その他実施事業
●9月2B（火）北広島市まちづくり研修会

安全安心のまちづくり～もし災害が起きたら

　・講師1安田睦子さん〔インタラクション研究所代表）

　防災をテーマとして男女がともに支える地域社会に

　ついて講義と災害図上訓練（DIG）ワークショップを

●9月26日（金）ゆび編み講習会　　　　　　　　　i●6月9日～16日男女共同参画週間事業
　ゆび編みでマフラー作り体験　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　パネル展～イラストで見る

・講師：中澤雅子さん

　　　（日本編物

　　　文化協会
　　　北海道本部
　　　副本部長）

　　　　　　　　　　　　　　なるほどジェンダー

　　　　　　　図書館男女平等参画関連図書展示

010月17日（金）女性相談

01月11日（日）成人式にリーフレット「自分らしく生

　　　　　　　きるってどういうこと？」「知ってます

　　　　　　　か7デートDV」配布

ぐ“1●国のワーク・ライフ・バランスの取り組み“一・1－1－1一一llll一・11一一”

≡　平成19年12月に「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための＝

＝行動指針」が策定されました。取り組みについては　企業や働く者だけでなく、国や地方公共団体も多様な働き方…

＝に対応した子育て支援や介護のための社会的基盤づくりを積極的に行うとしています。

＝〈10年後の目標〉

三

①週労働時閤が60時間以上の雇用者の割合を現

　状（10．8％）から半減

②年次有給休暇取得率の完全取得

③男性の育児休業取得10％

〈具体的な社会の姿〉

　①就労による経済的自立が可能な社会

②健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会＝

③多様な働き方・生き方が選択できる社会

’月n口IllI且18臨1目ir蓬Il■臨ll■1匪NlllIlllIIl薗III薗rIlllllIIllllllIllIrlll踊rl日lIllOlllOllI■ll日画ll■1噛llOlllIlllllIO■、、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集後言

　　　　　　　去年は来年こそはもっとしっかりと…　と思っていた

　　　　　　はずでしたが、今年も変わらず出た所勝負の成り行き任
布施亮子　　・一で終わってしまったように思います。でも、皆さ

　　　　　　んに支えられて楽しく広報の仕事ができたと思っていま
　　　　　　す。皆さんも是非参加してみて下さい。

今年も未知なる課題川目なる方々とのインタビュ＿」’

写囎鵯縣膓霧讐灘妻鶴頑癬　　・（
世話になった皆さんありがとうございました。

♪

1’

北広島市男女平等参画情報誌『えみんぐ』についてご意見・

ご感想をお待ちしています。

広報委員を募集中です。いっしょに『えみんぐ』を作ってみ

ませんか？興味を持たれた方は是非ご連絡をください。

Email：shimlns＠city．kitahiroshima．lgJp
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