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笑顔とハミングを組み合わせたことば

「笑顔でさわやがなメロディのように

男女φ平等参画を目指して」
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　高度成長期の中で戦士として働き、家族を支えてきた団塊世代。今、退職し、自由な時間を得た彼ら

は果たして思い描いていたセカンドライフを送っているのでしょうか。

　7月24日、花ホール活動室で、北広島男女平等参画セミナー「セカンドライフも楽しく！」が開催

されました。こ．れはまさに団塊世代が退職後、地域の中で第2の人生をいかに生きるかのきっかけを

作ろうと企画されたもの。セミナーのようすと参加者の声をお伝えし、課題を探りだそうと思います。

4 …　「『個』の時代を楽しく生きる」講師平岡祥孝さん（襯大谷大口口学部教授）

　今は個人を大切にすることが時代の潮流です。退職後

層の生活を〔セカノドライフ」というよ怯「ニューライフ」

と捉λ、自分自身を楽しむ。現役の時代は目の前の仕事

に追やれるご．とに大変でした拭もう子どもも独立した

現在奄ら違うたこともできてくると思います。退職し何

もしないでいると人目は退化してしまいます。生涯、学

習は名果てす

　．退職後に地域とどのように関わっていくかは半年前で

は遅く、．56年も前から考えておくものです。内容は無

理をせず剥きなことをやる。多面的に体力、気持ち、お　　　　く軽快にトークを進める平岡講師〉

金時間と相談しながら決めると良いでしょう。「明日あり」と思わずやる6自分はまだ若いと思う傾

向がφりますが、思っている以上に老化は進んでいます。カッコなんかつけてもしょうがないんです。

体力の衰凡を気力でカ．バーするの．にも限界がありますから。活動する上で、周囲に好感を持たれる．こ

とも大事てす挨拶や笑顔、気さくさが大切です。

　今男女共同参画は当たり前のこと。選べる時代になりました。やりたいことだけやり、ノルマを設

けないせひ皆さんには充分にセカンドライフを楽しんでいただきたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（主な内容で、多少、表現が異なる場合があります）

Lu 嘱
’ コボ｛ 5つ団体が活動を発表しました。そのうちの2つをこ紹介します。

躍北広島市赤十字奉仕団
L諏回田，、u’A聯畢．’　」　凶

発表長谷川眞知子さん

　うちの会には男性が7卜います。その第1号となった

Nさん。すでに会員だった奥さんが、「うちの旦那は家で

ぐちゃぐちゃ言ってばかりいる」と言うので、会に入っ

てもらおっと誘いました。その人はおよそ男女平等に反

するような人で、「男が台所に居るなんてとんでもない」

というタイプ⇔「女ばっかりの会に入るのはイヤだ」っ

　　　　　　　　　　　　ll顯：

　　　　　　　　　。・畢1：

〈長谷川さんのきさくな話しぶりに会場は笑いのうず〉

て言ってたんですけど、そこをしつこく「あなたでないとダメなんだ」とお願いしたら入会。今はいろ

いろやってくれてとても助かっています。

　もう一人、男性会員のMさん。ダンスができると聞き、．お年寄りの催しで指導してもらったんです。

普段とは想像もつかないくらい姿勢が良くて、みんな「やあ、Mさん凄いわ」って。お年寄りもダンス

が経験できて大喜びでした。

　施設訪問のときに、女性の誰もが都合が悪くて、初めて男性2人で行ってもらったことがあるんで

す。これが大人気でした。おばあちゃん達は男性が来ると活き活きするんですね。

　「どうぞ．うちの会にλっマ．地域の陰のカになつマ〈ださい1」

　　　　　　　　　　　　　　●北広島市赤十字奉仕団の連絡先　長谷川さん　電話　376－3356

　　　　　　　Cl’娠f　　．；；藍　　　　　　　　　自　　　　・‘0

上記の例の他にも、現実的に体重のある男性の車椅子の介助なとは力のある男性にやっていただ

けたらありがたいのです。少しお手伝いしてみょうがなと思う方、社会福祉協議会に声をかけてく

ださい。　　　　　　　●ボランティアセンター事務局（社会福祉協議会）電話　372－1698

圏花ホールスタッフの会

発表　富樫久夫さん

　12年前にあと数年で退職という時、新聞に「花ホール

スタッフ募集！」という記事を見つけ入会しました。花

ホールスタッフには表方と裏方があり、表方はチケット

もぎり、座席案内、クローク、バーコーナーを担当、裏方

は大道具、音響、照明、舞台補助の仕事があります。この

活動の良いところは公演終了後にお客様の素敵な笑顔が

見られることです。

　「みなさんも，余暇の善用に、ぜひλ金しマください1」

』瀞1，

。購

｛契孝ぎ
　　裳　　　1
　　学

〈にこやかに紹介する富樫さ．ん｝

i靱

●花ホールスタッフの会の連絡先　花ホール　電話　372－7667
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●市内に多数の活動団体があるのに驚きました。これからじっくり見て興味のあるものがあれば入会

　したいと思います。（60代）

●このようなセミナーは市民活動の意欲や生きがいを見出すための動機づけになると思います。．幽い

　にこのような機会を設けていただきたい。（60代）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●講演の題名「個の時代」というのが気になって　　　　　　　　　　　璽騙年例『
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加しました。東京で退職する2年くらい前
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　から区の半年間の講座等を受け北広島に来

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てからは、「まち大学」の1期生になりま．した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今は体力づくりをしています。（60代）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●私の夫は今年退職して家におりますb私があ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れこれ提案しても、今まで仕事一筋できた主

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人には半歩も踏み出すことがてきません。ま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ず、このような会に参加することが第一歩と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　思いました。（60代女性）

〈講演会の後、「健康げんき塾」の平畠伸一さんが会場のみんなと骨格筋ストレッチを！〉
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●参加することで、自主性さえあれば、いろいろな活動の道が開かれていることに気付いた（60代）

●退職して1年になります。何か見つけられるかと来て見ました。（60代）

●今後地域で活動していくためには、本人のやる気はもちろん、パートナーの協力が大切だと思いました。（60代）

●大変有益な話の中に、今後日常の中で考え、かみしめたい思いがありました。（70代）

●平岡先生の話はおもしろかったです。現在、セカンドライフを楽しんでいる経験者の話を聞いて、

　その方が参考にした時間の使い方を学びたいと思いました1私は来年退職する主人との過ごし方に

ついて不安や期待でいっぱいです。実際経験さ

れて、気を付けなきゃいけないことや、気持ち

の持ち方、相手への配慮、etc．．．教えていただ

きたいです。一番不安なのはやはり経済的なこ

とですみなさんはどうされているのでしょう

かワ現在の収入よりかなり減るわけですから、

使えないストレスも溜まり、イライラしてケン

カになったり．するのでしょうか？（60代女性）

●大変良い企画でした。こんなに市内にサークル

　があるとは知りませんでした。このような企

　画が継続しても良いのではないかと思います。

　（60代）
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〈会場に貼られた市内のサークルのパネルに見入る参加者〉
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〈．「きたひろ男も料理をつくるかい」の皆さん〉

ルに移動し、料理を完成させました。

．オードブルは講演会と活動発表の合間に振舞

われました。．参加者はテーブルの前に堂々と立ち

並ぶエプロン姿の男性15人にびっくり。凝った

料理にも目を丸くしていました。味はもちろんプ

ロ級。男性もやる気になれば料理だってここまで

やれることを証明した「きたひろ男も料理をつく

るかい」さんでした。

　この企画の主旨に賛同し、絶夫な協力をして

くれたのが昨年の「えみんぐ」で紹介した「きた

ひろ男も料理をつくるかい」です。この日、日頃

の活動成果を披露し、会を盛り上げようと120

名分のオードブルを作ってくれました。1カ月

前に献立を作成。調理実習を行って、自宅でも赤

カブの飾り切りなどを練習し本番に備えました。

当日は朝9時に住民センターに集まり、カナッ

ペやロールサンドの下ごしらえ。会場の花ボー

龍

幽馬

〈参加者に大人気のオードブル〉

　　退職後にどう暮らすかは、本人はもちろん一緒に暮らす妻にとっても大問題。
市内の退職後1年のご夫婦にどう対処したか、現在はどうなのか、お聞きしました。
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　退職後の生活設計で一番の問題は、経済問題で

した。失業保険の給付を受けながら、北海道高齢期

雇用就業支援コーナーのセミナーを受講し、その中

のひとつ「生涯設計セミナー」が非常に参考になり

ました。退職後の平均余命までの生涯資金を算出し、

退職金、年金などの収入と比較してみました。これ

により、フルタイムの仕事に就かなくとも、何とか

生活するめどが立ち安心しました。

　次に問題になったのは余った時間と、新たな人間

．関係の構築です。そんな時、町内会の役員改選の

時期になり、会計部長の任を引き受けることになり

ました。いままで町内会など、全く考えていません
でしたが、役員に就いたことにより、地域デビュー

を無事に果たすことができました。

　次に妻が、「これに入ったら」と持ってきたのが「き

たひろ男も料理をつくるかい」です。東京に5年間

単身赴任をしていたので、料理の自信はありました

が、すべて自己流なので、「この会に入って、自分

の腕を磨いてみるのもいいかな」と入会しました。

年6回の活動は負担にもならず、楽しんでいます。

　次にまた妻が「これもいいんじゃないの」と持って

きたのが「花ホールスタッフの会」です。花ホールの

イベントを支える、ボランティアグループです。舞

台装置の設営のお手伝いや、チケットのもぎり、ラ

、

ウンジの飲料コーナーを受け持っています。花ホー

ルの裏側が見え、とても面白いものです。この会の良

さは、自分ができる範囲で花ホールの活動を支える

ことです。月に2回程度の活動に貢献しています。

　「きたひろナマステクラブ」はエルフィンパーク

の展示会の際、会長にお願いして入会しました。以

前から魅力ある会だなと思っていましたが、退職前

には参加する時間がないなと、入会をあきらめてい

たものです。今は月2回、日帰りの山登りを妻とと

もに楽しんでいます。

　昨年4月から教育委員会主催の「まちを好きにな

る市民夫学」を受講しています。北広島の歴史、自

然など非常に面白い内容の授業です。私は二期生

ですが、先輩の一期生に、同じ同好会に入っている

方もおり、人間関係の織も複雑さを増してきました。

　私はいろいろな会に入っていますが、活動日がダ

ブることが多分にあります。各会の活動には、必ず

優先順位をつけて活動しています。義務を負うもの

から、楽しむもの、時間があればお手伝いするもの

など、多種にわたっていますので優先順位は必須事

項です。

　一つの会に命を懸けるのではなく、いろいろな会

に属して、いろいろな方と知り合うのも会社社会と

違った楽しみであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，ノ
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　夫が退職後、どんな生活をするかはとても心配

で先輩の奥さん達にいろいろ聞きました。その返事

はたいてい「なあんもしてないよ。家でテレビばっ

かり見てるわ」。我が家の夫もテレビ好き。大変だ。

居間でいつもテレビが掛かっているのはゴメンだ。

　しかし、その心配は無用でした。夫は市の広報に

出ている「○×教室」とか、「○×の集い」といっ

た、講習会や講演会に出かけて行きました。市では

感心するほどいろいろ市民に提供しています。夫

婦で参加できるものは私も行き、大いに楽しみまし

た。そのうち、一過性のものではなく、継続する活

動をしょうとサークル探しを。「きたひろ男も料理

をつくるかい」、「花ホールスタッフの会」に入りま

した。夫婦で活動できるトレッキングや山登りをす

る会「ナマステクラブ」にも入会。夫婦で一緒が幸

せです。何歳まで健康でいられるかわからない。多

少お金は掛かっても楽しめるうちに楽しもう。これ

が退職後1年の私たち夫婦の暮らしぶりです。

、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
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　地域の自治会や町内会、趣味やボランティアの会では会員の高齢化が進み、　　　　　　　　　　1

その運営がむずかしくなっています。今こそ豊富な知識と技術力を持つ団塊　　　．　　　　　　1

の世代の彼らに参加してもらい、その力を地域に還元してほしいものです。　　，　　　　　　　，
それは北広島市の活性化にも、つながるでしょう。　　　　　　　　　　　　　．．　　　　　　　1

　ただ、これまで地域との交流が少なかった“彼ら”には、敷居は高いかも　　’．ヒ　　　　　　，

あげると一歩が踏み出せるのではないでしょうか。　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　：

　個人で、また夫婦で人生を存分に謳歌してください1　　　　　　　　　　．．’．　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
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　扉今、女性の職場への社会進出は進んでいますが、議員や市の審議会委員などへの参加は少ない状

況です。どう．したら増やすことがでをるのか．9月1帽、北広島の女性市議会議員3名にお聞老しました。
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●出席者：

　　木村真千子議員

1　田辺　優子議員

　　滝　久美子議員

　　「えみんぐ」広報委員

　　　　宇田川留美子

1　　伊藤佳世子
1

　　市男女共同参画担当者
1

》…………・……・…・…………・…・…

市担当者

委　員：

議　員：

議　員：

議員：

議　員：

委員：

議

議

議

員：

員：

員：

平成21年、行政の審議会、委員会等への女性の参加率は、国では委員全体の332％、道で

は32．2％、北広島市では36．↑％と、まだまだ低く、平成20年の市議会議員の女性の割合も

全国の市平均が12．6％、道が13．0％、北広島市は8．7％です。

以前、PTA会長をしていたときに、　PTA会長というのは実際に子育てをしている母親のほ

うが子どものこともわかり、先生との連携もスムーズにいくのではと感じ、もっと女性の会

長に増えてほしいと思いました。議員や他の分野でも女性の視点で気が付くことは多いはず。

また、市の審議会等では自分も含めて女性は同じ顔ぶれだと感じます。能力のある方は周り

にいっぱいいるのにどうしてもっと呼び込まないのでしょう。

北広島の女性の参加率は同じ人をダブルカウントしているんでしょうね。

一般公募してもなかなか出て来ないようですし、女性自身の意識改革が必要なんですね。

無作為抽出で「やりませんか？」と聞くと、結構「やってもいいよ」と戻ってくるそうです。

行政側からもっと積極的に拾う努力をしないといけないと思いますね。

審議会では自治会などの「長」が出て来るので男性が多いのでしょうね。

女性がもっと「長」になるといいんですよ。

50代、60代の男性には「男も女も変わらないよ」という考えは拡がっていると思うんですが。

女性は上に立って最後に責任を取らなきゃいけないのが嫌だっていう人は多いですね。…

一人じゃなく、押してくれたり、サポートしてくれる仲間がいるとやりやすいです。

何をやっても責任はある。意識を変える方法があればいいんですけどね。

懲（』て④曹融曾》……・…・・…・・……………・………・………・・………………

委　員：

議　員：

議　員：

議　員1

議　員：

委　員：

議会の中で女性が3人ということで苦労されてい

ることはありますか？もっといたほうがいいなと

思うのはどんな場面でしょうか。…

女性だから苦労するということはありません。

ただ以前は女性議員がいなかったということで議

場の階に女性のトイレがないんですよね。

嫌味じゃなくからかわれたことはありましたね。

強気でいることですね。

女性もやっぱり一山われても、自分をしっかり持

つことです。

一時期、男女平等が叫ばれていましたが、今は声高に言う必要がなくなっていると感じます。

女性がしいたげられているから男女平等参画を唱えているのではなく、性別は関係ないとい

う社会を作る、それに弊害のあるものは取り除いていこうという活動だと思います。

「　　　　　　L
工1　ご　　、
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●議員になったきっかけは？

所属政党から話がありました。 ずっと仲閤と市民活動を続けていて、自分たち　議員補欠選挙のときにお話がありました。政治

の望む生活、例えば安全な食べ物、きれいなiの世界とはかけ離れた活動をしていたので、「私

：環境．安心できる老後など黙っていては手に　にはできない」と思いましたが、スノーボーダー

：入らない、ロを出さないと、つまり参加しない　として取り組んできた「環境を大切にすること」

と手に入らないということがわかりました。　　や「子どもからお年寄りまで自然の中で元気に

；具体的には一緒に活動していた樫戸前議員か　笑顔で健康づくりをすること」など市制の中

ら引き継ぐ環境があったから。　　　　　　：で私にも何かできるかもしれない，私自身が成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　i長できるチャンスかもしれないと決意しました。

●特に力を入れたい政策、社会問題はどのようなことですか？

以前に保母をしていた経験を活かし、これまで：一番は次の世代を担う子ども達にツケ（負担）：健康づくりとスポーツ活動の推進。

通り子育て支援を続けます。　　　　　　　　：を残さないこと。子ども達が未来に希望をもてi自然環境を大切に。

もう一点、子宮頸がん予防ワクチン接種費助成：る社会にしたい。　　　　　　　　　　　　i若い世代の政治への関心を高める対策。

の実施を目指します。　　　　　　　　　　iあと、自分がずっと続けている福祉の仕事を通し二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　て、いつまでも住み慣れた地域で自分らしく暮らi

　　　　　　　　　　　　　　　　　　し続けることのできるしくみづくり。　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　：認知症になってもだいじょうぶな地域づくり。

●北広島市の女性議員の人数についてどう思いますか

もつと増えるほうが良い。 ．もっと増えるほうが良い。 もっと増えるほうが良い。

●市議になる（続ける）上で女性であることのハンディキャップはあると思いますか？それはどのような点ですか？

あると思います。主婦がなる場合、まず家事とi私自身は特に感じていないが．家族の理解がなi私自身はありません。一般的には結婚や子育て

の両立、家族の理解が必要。我が家は徐々にiいと、家事や育児との両立は大変だと思う。　：をされているタ性にとってハンディキャップは多

夫にも家事の分担をしてもらえるようにしてきまi時闘との戦いなので上手に手を抜くことが必i少あると思います。市議としての活動は、議会

した。　　　　　　　　　　　　　　　i要かも。　　　　　　　　　　　　　　　iだけではなく、市制についての勉強・謁査、政
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．党での活動など、時閤の制約もある中で家箏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や育児に忙しい女性にとっては家族の理解や協
　　　　　　　　　　　　　　　　　　；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i力が多少必要になるかと思います。

●市議をはじめ審議会等への女性の参加が思うように進んでいません。原因は何だと思いますか？
　また、参加が推進されるにはどうしたらよいと思われますか？

●女性の参加が進まない理由：　　　　　　　：●女性の参加が進まない理由：

　女性の意識改革が必要に思います。家事・育i

　児は女性がするべきという意識は三牲にもあi
　り、なかなか社会進出できないのでは。　　；

○女性の参加推進のための方策：　　　　　　i
　審議会等で委員の一般公募枠を増やす。　　；○女性の参加推進のための方策；

　仕事と家庭の両立をするため、子育て支援のi

　充実。　　　　　　　　　　　　　　；

問題意識は多くの女性が持っていると思う。：

ただ、あと一歩踏み出すきっかけがないだけ。i

市側からの働きかけにも工夫がないのでは？i

時冷帯など。　　　　　　　　　　　i

●女性の参加が進まない理由：

関わっていない人は特に情報を知らないので

はないでしょうか。周りにそういった活動をし

ている人がいない限り、なかなか市議や審議

会のことは耳に入りにくいのでは？市の取り

組みに興味をもってもらうPR不足？

今回の定例会の質問にもあるが、審議会等iO女性の参加推進のための方策：

の委員は無作為抽出で行政側から参加の意i

志を問いかげ同意した市民で討議するなどi
新しい取り組みが必要。自分から手を上げなi

くても、声がかかれば意見を言う女性は多い1

と思う。　　　　　　　　　　　　　i

女性は自分から積極的に前に出てくるタイプ

は少ないかと思われます。周りにいる方々が

一緒に支える応援圃として積極的に活動の
場へ導き出すキッカケづくりや声がけが必要。

現場を見てもらい、感じてもらうことも大切
と思います。

●北広島市の男女共同参画社会の実現を目指して、市民にラブコールをお願いします。

パブリックコメントなど市民の声を聞く機会が：人言構成上は女性のほうが多いは「弗女性のi市議がどんな活動をしていることも知らなかっ

これから多くあると思います。　　　　　　　　視点がまちづくりには必要！　　　　　　　：た私は「市議なんてできるわけがない」と決め

まずは遠慮せず自分の意見を出してください。：男性も女性も自分たちのまちは自分たちの意志　付けていました。現在は毎日が勉強のB々です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　でっくっていけるよう機会があれば一歩踏み出　ですが、知らない世界を知り、分からなかった

　　　　　　　　　　　　　　　　　　して意見を言いましょう1　　　　　　　　　：ことを勉強すること、行ったことのない場所へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行くこと、そして何より人との新しい出会いは、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この先どんな生活を送る上でも、私にとっての
　　●取材を終えマ～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黄重な財産になると感じていま祝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新しいことにチャレンジすることや、新しい世界
　　　お忙しい中、協力いただいた議員のみなさま、ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に飛び込むことは勇気がいることかもしれませ
　　　この取材で感じたのば「主張するためには自分で行動しなければいけ　　んが自分が住んでいるまちが良くなり、生活

　　ない」ということです。女性自身が自らの意識、社会に対する問題意識　　　しゃすくなるように、自分のアイディアや意見が

　　を持たなければ自分も社会も変わらない。私達のまちの女性議員さんは、　　生かされる場ばとてもやりがいがある仕事と

頼もしい存在だと・・う・とがわかりました1　　　　　二二慰三園温品艦建
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だきたいと希望します！
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（市F勺高等掌校2年生男女各20ノ＼）

質問　あなたが思う男らしさとは

　　　　　　　　　　（ワ：女子の声　　：男子の声）

り力強い　決断力　頼もしさ

りやるべきことに誠実で責任感が強い

り優しくあること　潔い

ワ内面まで全てカッコイイ
　　　　　　　　　　　　　　　　　戸　　　　　　　、》正義感リード感自信を持っている
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
τ．E気と努力と知恵　　　　　　　　　　　　こノ’

．悪いことに対してNoと言える正義感

強い　力がある　筋に気　闘争心

：全体的な大きさ（身長・気持ち）

、さっぱりしている　女を守れる　やさしい

質問　あなたが思う女らしさとは

　　　　　　　　　　（，：女子の声

りやさしいこと

ワ気配り・思いやり

り包容力　安心　いやし

り上品　知的　言葉使い

り度胸愛嬌素直

　皆に笑顔で接する

．気品　清く正しく美しく

レ．やさしさと元気をくれるような人

．自由の女神のような女性
「．

Dしとやか　才色兼備

：男子の声）

A

・＾　亀

）

質問　社会の中で女らしさは必要？

（回答区分　○必要x必要と思わない△どちらともいえない）

△

4人

うく

5人

ll

女子
．・　Q

　11人

　　　　　　　　　マ

・人男子　鼠

メ

鉱

〔・灘灘影蜘蛛編轟潔農顯糊猿轡鷲綴薦と：

り女子の理由

．○得意、不得意がある（看護など必要）

　○冷静さ、気品が必要

　x男女平等
　△状況に応じて使い分けは必要

男子の理由

　○女性ならではの考え、行動力が必要な時がある

○女らしさが社会の将感度を上げる

　×大事なのは中味

△職場では強さも必要

△仕事ができれば良い

質問家庭の中で女らしさは必要？

（回答区分　○必要x必要と思わない△どちらともいえない）

△
5人

女子

0
15人

△
5人

×

3人

男子
0

12人

り女子の理由

　○家事とか子どものため

　○癒しや優しさ

　今結婚相手や子どもにもよる

　△女らしさより母性

　男子の理由

．○女牲の支えがあって家庭は成り立つ

　○女性の優しさは夫や子に必要

　×子どもを自由にしてほしい

　Xお金がかかる

　△特になし
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1●　社会の中でより、家庭の中で、女らしさが必要という意見が、男女共に多くなっています。　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

質問　社会の中で男らしさは必要？

（回答区分　○必要×必要と思わない△どちらともいえない）

．£

2人．

△
3人

女子

0
15人　　　’

△
5人

　　男子グ○
×　　　　　11人

4眈

り女子の理由

　○リーダーシップ　決断力があった方が良い

　×男女平等

△状況に応じて使い分けが必要

男子の理由

○体力力正義感が必要
　×その人の仕事で決まる

　△なくても　あっても　生きていける

質問　家庭の中で男らしさは必要？

（回答区分　○必要X必要と思わない△どちらともいえない）

△
5人

女子

0
15人

A
5人

穿．一
1．

メ

4人

男子 P需

り女子の理由

　○大黒柱的な存在が必要

　○子どものために

　△結婚相手　家庭の事情による

男子の理由

雛認蕨ドする人が必要・。鱒・i

　×楽しく幸せにすごしていれば不安

（●漁鶉評の中にも・好の方がリー蝿としての男らしさを望獅

〆． P

蘇

、
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　男子の意見を見ると、「社会の中で男らしさは必要か」の問いに、「男らしさがなければ、だらし

のない世の中になる」と答え、社会貢献への気概を感じさせるものもありました。また、家庭を守

るために、男らしさは必要という意見も複数ありました。女性に対しては、社会、家庭の両面で優
しさや気配りが生かされることを望み、女らしさを必要と感じているようです。

　女子の意見では、社会でも家庭でも男性にリーダー性や決断力を望み、やはり男らしさを必要と

思っているようです。そして、家庭において家事、育児をするために、また、家庭に優しさや癒しを

与えるために、女らしさは必要と答えています。また、「社会の中では女らしさ男らしさよりも仕事

をやり遂げる力や適性の方が重要だ」「男女平等」という意見もありました。

　このアンケートにより、高校生が男らしさ、女らしさは必要と感じていることがわかりました。

　では、このような中で、それぞれの「男らしさ、女らしさ」を生かしながら、男女が協力し合える

環境づくりはどのようにしたら良いのでしょうか。近頃は、子育てサポートシステムが充実し、育児

休暇を取ることや退社時刻を厳守することに取り組む会社も出てきています。でも、社会のバック
アップだけでなく、自分たちの必要とするものを自分たちで満たしていく力も欠かせません。

　男女平等参画では、互いの声に耳を傾けることが大切だと言われています。同世代の声を聞くと

共に、色々な世代の人々の声に耳を傾けるのはどうでしょうか。学校で人生の先輩を招き、「働きな

がら家庭を築くために」や「良き会社の同僚、パートナーとなるために」「決断力のあるリーダー、

親になるために」などの授業があったら、若い人たちも楽しく有意義に自分らしい男らしさ、女らし

さや、社会で働き生き抜くための資質を成長させていく機会になるのではないでしょうか。

　アンケートにご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。それぞれの「男らしさ」「女らしさ」

そして「自分らしさ」を社会や家族の築き手、また、生命の守り手として育み、活躍してください。

㊧
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　市では、男女がお互いに人権を尊重し合い、個性と能力を十分に発揮することのできる男女共同参画社会

の実現を目指し策定した「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）を引き継ぐ、「きたひ

ろしま男女共同参画プラン（第2次）」（平成23年度～平成32年度）を策定します。

　策定にあたっては、平成20年度に市民アンケートや、男女共同参画に推進について市民意見を聴く男女平

等参画懇話会の協力のもと、まとめられた10年間の推進計画です。プラン（案）の概要についてこ紹介します。

《計画の基本理念》

　国の「男女共同参画社会基本法」を踏まえ、次の基本理念のもと、人権が

尊重され、性別に関わりなく、共に個性と能力が発揮できる社会を築いていく

ことを目指します。

1．男女の人権の尊重　　　　　　　　　　　　4，家庭生活とその他の活動の両立

2．社会における制度または慣行についての配慮　　5．性に対する理解と尊重

3．政策等の立案及び決定への共同参画　　　　　6．国際社会における取り組みへの配慮

’《基本目標（取り組み）》計画を推進するため、4っの基本目標1こより、具体的な施策に取り組んでいきます。
、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

O男女共同参画の
　実現に向けた意識の変革

　市民ひとり1人が男女共同

参画に関する理解を深め、固

定的な性別役割分担意識を解

消するための学習機会の充実

や広報啓発活動に努めます。

O社会のあらゆる分野に
　おける男女其1司参画の推進

　O畳かな暮らしを育屯「仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バランス）」が実現’で老る環境の整備

　政策方針決定過程への女性

の登用促進や、家庭や地域活

動等、様々な場面での男女共

同参画に努めます。

　誰もが、仕事も家庭も地域

生活も充実できるように、子

育てや介護等の、環境整備に

努めます。

パ酔漕無・

蓋虎

ξ

」

oあらゆる
暴力根絶への取り組み

　暴力を許さない環境づくりを

目指し、人権教育等を推進し、

意識啓発活動に努めます。

　夫やパートナーから暴力（DV）

筆相談・支援体制の充実に努
めます。
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1●参加と参画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

i・離露雛騰懸暮ξ1「参画」は計醐みづくりに最初からi

l●平等から共同へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・；　　「平等」を踏まえ、「共同」参画社会の実現を目指すため、「きたひろしま男女平等参画プラン」からl

l　「きたひろしま男女共同参画プラン」と名称変更をします。　　　　　　　　　　　　　　　　　l
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
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学校も職場も地域も支え合い　みんなで参画しマつくる私たちのまち］

　　　　　　廊
　　　家族みんなの助け合い
子育てや介護家事も男女の別なく、家
族みんなで協力しあい、喜びも責任も分
かち合っています。

　働く男女は対等なパートナー
男女の格差がなく、多様な人材が活躍し、

個性や能力が発揮されていますb男女が
仕事と家庭とのバランスを考え、仕事も

個人生活も充実しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　＝三関額．、．

　　　　　　i；瀞顯懸紐・臥

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：ダ　　　纏難論罐認霊夢鰹1
　　　　　　　．務る．まちづくりが行われていま魏

　　　　　　　　　難　　強瓢．・

　Ψ韓讃っています。　　　　　　　　．

ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’　　　　　　　男女共同参画社会の実現を21世紀の我が国社会を決定する最重要課題として位置づけ、社会のあ　’
　《国で1ま》らゆる分野において男女共同参画社会の形成の促進に目する取り組みを推進するため、平成11年に

・　　　　　　『男女共同参画社会基本渕を制定し、これに基づき男女共同参画社会基本計画を策定しています。　’
、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

r　　　　≡ 「焉 ’　＝；　σ　・　E『　‘ iP　　三 ヒ＝r≡

●まだまだ男性優遇の社会と感じています
　社会の色々な場面での男女平等感

　　　　　　　　　（平成20年度市民アンケート結果か．ら）

　　　回男性優遇　　　口平等　　　工女注優遇　　　日わからない　　　口無回答

醐の中で

　醐の中で

学四可の中で

　瑞の婿で

誌律㎜で

曲燗奮τ

麟脳 鱗 4σ％ 聯
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銘

3，3

8σ％　　　　　　1QO肪

●審議会等の委員の多くは男性が占めています

　北広島市の審議会等の女性の登用率

　％　　　審議会等における女性委員の参画状況の推移
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●ワーク・ライフ・バランスのための環境づくりの推進が必要です

　子育てと仕事が両立可能な社会環境の充実の現状の満足度

　　　　　　　　　　　（平成20年度の市民意識調査）

1，4

．画満足　　　回やや満足　　ロ普通　　　回やや不満

團不満　　□わからない　■無回答

闘尋息・

A幽鯉　・毛　　　　　　　　　「　　　．、　L．鞠h・〆」」．

24．8

0％ 20％ 郡 鵬 80％

●DVは身近な場所で起こっています
　北広島市DV対応件数（児童家庭課資料から）

一廊一国　　　＋北海道　　　＋北広島市

0

100％

bV原因 』一P時保護．

新規 継続 配偶者
pートナー

配偶者．

刪ﾈ外
援　助
Zンター

シェルター

17 6 2 6 2 1

18 2 1 2 1 3

19 3 3 1 て

20 4 4 3 1

21 6 で 6 1 4 3



参噂しました！　‘勘貿丹・　＝量・＝＝曜・r隠∫　…　至一6コ

講演会　映画で学ぶ多様「性」の世界　5月17日（芸術文化ホール）

講　師瀬名波　栄潤さん（北海道大学准教授）
　　　　　　　　　　　しんし　参加者は少なめでしたが、真摯に学ぼうとする雰囲気があふれていました。

　講演会では、女性蔑視や性同一性障害など社会的性（ジェン．ダー）の問題

が、歴史を追って話されました。その後、一般的には娯楽で．ある映画をジェ

ンダー問題という観点から紹介、解説していただきました。

　自分らしさを築いていく主体的な戦いという印象が残りました。

また、周囲の理解や日常生活の安定があってはじめて正面から考えていける問題であるとも思いました。

．マ．で：．・yで＝雪∫3二．浴ミ？1どツ、

男女平等参画パネル展

「あなたがっくる

　　　　　パネル展」

6月19日～26日
エルフィンパーク

交流広場

元気7エスティバルin北広島
男女平等参上アンケート

「男5しさ
　　　　　女らしさ」

9月6日
総合体育館

折紙講座
「和紙で四角箱」

、月、日⑳

ふれあい学習センター

雛

●2

女性に対する暴力をなくす運動パネル展

「人権マンガ

　　　　　　パネル」

11月16日～24日
エルフィンパーク

交流広場

．そ』の他烈　女性相談（110月19日芸術文化ホー1レ）／まちづくり研修会（2月26日大曲ふれあいプラザ）

　　●「きたひろしま男女共同参画プラン．（第21次）」（案）については、市のホームページに掲載しています

　　　のでご円く．ださい。

　　●国の第3次男女共同参画基本計画が策定されましたd詳細は内閣府男女共同参画局のホームページ

　　　httpl〃www．gender．90jp／kihon－keikaku／3rd／index．htmlに掲載されて：いますg

　　●情報紙えみんぐ9号は今回の号から4ページ増え12ページになりました。

　　　皆さんに身近な男女共同参画についての情報を伝えるため、これからも内容の充実を図っていきます。

．・

窒ｼ　．唯

　　　　　　＊＊＊　編集後記　＊＊＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　享田川委団伊藤委員

今年も”えみんぐ”を作りながら「男らしさ，女らしさ．自分らしさ』

について考えました。外側の押し付けではなく自分の内側にある

可能姓を育み生かしていくことの大切さを感じました。

理屈をこねず、肩の力を抜いて作りました。

身近な話題の中にこそ男女共同参画社会づくりのヒントがある

と思います。

北広島市男女平等参画情報紙『えみんぐ』に
ついてご意見・ご感想をお待ちしています。

TEL：011（372）　3311

FAX：011（372）　6188
Email　l　shimins＠city．kitahiroshima．hokkaido」
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