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■ 研修会内容 

 

テーマ 「自治体の男女平等参画のあり方・考え方」 

   講師 アドバイザー 安田 睦子 氏  

     ㈲インタラクション研究所代表 

 

 

 

 

札幌から来ましたインタラクション研究所の安田と申します。よろしくお願いします。 

 この会議室に来たのは 2 年ぶりです。 

 その前 2 年間この会議室で北広島市の行財政改革について、毎月 1 回くらい検討委員会

で本当に色んな話をさせていただきました。また今回アドバイザーということで、お手伝

いさせていただくことになったのですが、「男女平等参画」なのか「男女共同参画」なのか

はありますが、私は元々「男女共同参画」の専門家というわけではないのです。ただ元々

の専門が「経済の中で女性の働き方とか、ボランティアというのを経済学の中でどう位置

づけるか、考えたらいいのか」そういう研究をしておりました。その関係もありまして、

女性が色んな、働くだけではなく、家庭で子どもを育てたり、介護をしたり、介助をした

り、ＰＴＡのことをしたり、町内会のことをしたり、ということは、社会の中でとても重

要なことだけれども、経済学的には、お金に換算されないですから、稼いでいるわけでは

ないので評価されません。でも、これからは、重要な役割になるだろう、ということで、

自分もボランティア活動していたものですから、それをテーマにして研究を続けていたわ

けです。 

 それで、話していくうちに、それこそ今日皆さんが初めて委員になられて、「今日初めて

参加しました」という方がいらっしゃいましたけど、私も初めてこういうところに、一番

最初に参加したときは、公募で委員になりました。それは札幌市です。なぜかというと、

ここの委員会で、今まで自分がやってきたことを話すことは、札幌市全体に役に立つので

はないかと感じたテーマがあったからです。でも、参加しましたら戸惑うことばかりでし

た。主婦の経験とか、自分たちの活動のことをちょっと話しても、あまりにも庶民的過ぎ

て。そういうことは通じませんでした。でも世の中はドンドン、ドンドン変わりまして、

そんな中で女性の委員というのは１人か２人でした。話し続けているうちに、世の中のこ

と、地域や生活に密着したことで問題が山積みな訳です。行政の方はどうにも手の施しよ

うがない、方法がない、分からないのです。その中で、女性がつたない言葉で話すのだけ

れども、それがとてもヒントになり役に立つというふうに、耳を傾けてくれる人が少しず

つ増えてきまして、そのうちにあちこちから呼ばれました。こういう委員会の委員も多い

ときは１年間で１０種類の委員会に出ていたこともあります。そのうちに「男女共同参画

基本法」ができまして、こういう委員会を開催するときにも 30%くらい女性を入れなきゃな

らない、というような法律や条例ができてきて、その時はもう、うれしかったですね。今

まではもう、聞いてもらえないと言ったら変ですけど、座っているだけでも「何しに来た

んだ？」という感じで見られたのが、ちゃんと聞いてくれる人が出てきて、「世の中変わっ

てきたな」と思いました。そんなことをやっているうちに、いつのまにか「安田は男女共

同参画の仕事をやるのだろう」ということになってきました。ただ、私のほうは研究もも

ちろんそうなのですが、「男女共同参画とは何なのか」とか、「男女平等とは何なのか」と

いう話はほとんどしておりません。それよりも、「男女共同参画、男女平等参画はなぜ必要

なのか、それを目指すことによって私達の生活、地域社会がどう良くなっていくのか」と
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いうお話を、事例を交えてしてきております。今日も研修という名前になっているのです

が、そのようなお話ではありません。最初に、皆さんに少し、「これから 2 年間この懇話会

を進めていくにあたって何をしていけばいいのか」ということを、考えていくヒントにな

ればいいと思っております。 

 

 今日は、「自治体の男女平等参画のあり方・考え方」というテーマです。 

なぜかというと、男女平等参画は、家庭ではどうなのか、学校ではどうなのか、職場では

どうなのか、色んな面があります。皆さんは、北広島市全体ということで考えております

ので、自治体として、どういう風に考えて、どういう方向を目指して、それが北広島市の

市民にとって、または行政にとって、どう、これから色んな素晴らしいまちになっていく

のかを考えていくということで「自治体の・・・」、というテーマをつけました。 

 

 では、「男女平等参画」「男女共同参画」まずこの言葉から少し説明したいと思います。 

私のこれは考え方です。 

 まず、北海道で条例を作るときに「男女共同なのか、男女平等なのか」という盛んな議

論があったようです。私としましては、まず「平等参画」、本当に国連の採択の中では、

「equality」ということで、「平等」という言葉が重視されています。それは、あらゆる分

野で性別による差別がない、「参加の平等」ということですね。今回、先ほど二次基本計画

の話も出てきましたが、「参加に対して平等が認められる」という、それだけでとまってい

いのでしょうか。平等に参加することができたらその次に女性は何をするべきか、また、

男性と女性は何をするべきかと、私はそちらの方を重視してきております。それで、言葉

としては「男女共同参画」という言葉を使っております。もちろん平等になっていない部

分は平等にしていかなければならないのですけれども、平等の向こうにあることを考えて

います。 

 

 それでは、改めて基本法についても、皆さん少し復習しましょう。 

 1999 年、男女共同参画社会基本法ができました。これは日本で初めて、政治的ないろい

ろな関係もありましたが、これを作るまでに 20 年くらいかかっています。この時に、５つ

の基本理念というものが決められました。 

 まず日本で一番最初に、トップに置かれているのが、「男女の人権の尊重」です。 

一番最初に「人権の尊重」が置かれています。 

 それからその次に、「社会における制度または慣行についての配慮」 

これは、いわゆる、色んな新聞、テレビでも議論されていました「ジェンダー」というこ

とですね。「社会的性別役割分担とか分業」という言われ方をしてきましたが、これについ

ては定義も難しいですし、それを何がダメでどうしたらいいのかというのは、個々の判断

で言える問題でもないですし、理論があるわけでもないと私は思っています。 

 それからその次は、「政策等の立案及び決定への共同参加」 

これは、政治の分野とか、行政の分野、それからこういう風に色んな計画を決めていった

りする分野で、女性が参加したり、発言したりというのがあまりにも日本は少なかった、

低かった。先進国の中でも最低くらいですね。そういうところを何とか改善したいという

ことで、基本理念の３つ目に置かれました。 

 それからその次、「家庭生活における活動と他の活動の両立」 

これは、家庭の中での男女の協力という面と併せて、ここでは、他の活動という風に言っ

ていますね。女性も仕事を持ちながら、家庭を持ちながら、仕事、家庭、それから子ども

の学校の PTA のことなどかできるような、それを認めて、応援していくような社会の仕組
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みつくり、これが 4 つ目に挙げられています。 

 それから「国際的協調」 

これは国際会議に出たりする女性も少ないですし、色んな研究者も少ない。そこのところ

をもっともっと積極的にしましょうということです。 

 「基本理念」は色々な考え方ありますが、平たく言うと、今のような意味合いで５つ、

設けられています。 

  

 では、その時に、基本法は国として決めたというわけですが、国と、地方自治体（地方

公共団体）の役割というのはどうなるのでしょうか。実は、99 年の時はあまりはっきりし

ていなかったのです。初めての法律ですから、国は計画策定、総合的に実施しましょう。

それで地方公共団体は、国と同様に施策を展開していきましょう。ただし地域特性がある

でしょうから、地域特性を生かした施策を展開しましょう。このくらいの形でちょっと曖

昧でした。 

 基本法ができて、各地で条例ができました。この時には、基本法を元に条例を書き直し

て県レベルでできました。それから、道や県の条例を元に少し書き直したり、他の自治体

の条例、先進的に作られた事例を元に作り直して市町村レベルで条例が作られてきました。

計画も同様な形です。私どものところに相談されたり調査したりとしたところでも、道内

の自治体でも、「○○市男女共同参画条例」の〇〇市を外すと、本州の県のどこかの市の条

例とほとんど変わらないというところがあります。この基本理念の 5 本を柱にとりあえず

作っていたというのが現状です。 

 では、一番最初にその基本法ができたときに、何が中心点だったのか、基本計画が次の

年 2000 年にできましたが、大きく見てこの３つではないのかと思います。 

 まず、「意識の改革」 

日本がずうっと持ってきた、いわゆる喧喧諤諤といわれた「ジェンダー」について、もう

ちょっと、振り返ってみよう、考え直してみよう、本当にそれでいいのだろうか、という

「意識改革」が最初に中心になっていました。 

 それから「参加機会の拡大」 

これは政治的なものも、こういう審議会等への参加もそうですけど、「雇用、働く場での参

加機会の拡大」 

 それから「女性への暴力の根絶」 

これは緊急課題として世界的にもそうでしたし、日本国内でも初めて法律の中できちんと

定められました。この 3 つが中心のテーマだったと思っています。 

 

 こんな形で、基本法が 1999 年にできてから 7･8 年経った時です。なぜ二次計画になった

のかと言いますと、「一応見直しをしましょう」というのが計画を作った段階で言われてい

ましたし、一次の計画の中ではでは、あまり具体的なことは入ってなかったのですが、今

回の二次計画の中では、先ほどの意識改革と比べると、もっと具体的なことがどんどん入

ってきています。もっと注目しなければならない課題が増えて、世の中変わってきたとい

うこともあります。本当に男女共同参画の視点で見直して、新しい仕組みを作っていかな

ければならないのではないか、というテーマが増えています。 

 今、私達の周りにはどんなことが問題になっているのか、ということを簡単にまとめて

みたのがこの「地域社会の主な課題」です。これはまちの大きさ、小ささには関わりあり

ません。大都会でも、地方の小さなまちでも同じです。北海道でも本州でもどこでも出て

きている話です。共通していると思います｡ただ、どちらが強く出てきているか、というそ

れくらいの程度ですね。これに付随して、様々な問題があります。 
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 まず、「高齢化」 

 ちょっと皆さんも考えていただきたいのですが、「高齢化」というのは本当にどこでも問

題になっています。一般的には「少子高齢化」と、ひとくくりで呼ばれているのですが、

私は「少子化」と「高齢化」を分けて考えています。例えば住民の人口で言いますと、高

齢化率が何パーセント、15 歳以下の子どもの数から少子化という形で、数字で表すことは

できるのですが、ちょっと意味合いが違います。確かに「少子高齢化」という言葉で使わ

れていますが、分けてみてみますと、「高齢化」は、「高齢化と核家族化」これが結びつい

ているということが、色んな問題になってきていると思います。 

「高齢化」は高齢者が増えてきているということですが、どういう風に増えてきているの

でしょう。 

 まずこの前女性の平均寿命が発表されました。女性の日本の寿命は世界一です。86 歳。

ほんとうに今一人暮らしの高齢者、高齢世帯というのが増えています。何が違うのか。75

歳以上になると、1 人暮らしや夫婦 2 人暮らしが、自立して地域で自分の家で暮らすという

のが色んな意味で大変になってきます。家の中のこと、除雪のこと、まず除雪から困って

きますね｡除雪、ゴミ出し、庭の手入れ、それから家の中の掃除とか、蛍光管の取替とか、

そういうことができなくなってきます｡ご飯も食べられるし、ちょっとした料理なら自分で

作れるけど、お風呂の掃除ができない、というような暮らしが出てきています。 

 昔は、どうして大丈夫だったのかというと、そんなに長生きしていませんでした。また

二世帯・三世帯で暮らしていました。だからその大変さが目立ちませんでした。誰かがカ

バーしてくれて、もちろん娘さんだったりお嫁さんだったりが結局介護を担っていた、と

いうことです。 

 私どもが、色んな形で高齢者の調査をしますが、「自宅生活での不安」がとても大きくな

ってきています。そして老老介護、夫婦の老老介護もありますし、90 歳のお母さんを 60 代

の娘さんが看ていますが、それもしばらく経つとすぐ老老介護です。そうするとどういう

ことが起きてくるかというと、なぜかやっぱり「介護は女性」ということになって、女性

の負担が大きくなっています。 

 ここが男女共同参画の視点でしっかり考えていただきたいと思うのですが、男性の高齢

者は、介護保険が必要になっても、受けたがらないという傾向があります。 

 これはケアマネージャーさんから聞いた話ですが、「どうするのですか」と聞くと「いや

妻がいる、娘がいる」と言うのです。全部負担が妻や娘さんにいってしまって、もう倒れ

かかっています。奥さんは同じ年代ですから倒れかかっています。それを手伝う娘さんは

子育てや仕事をしながら介護するという状況で倒れかかっています。本当に大変な状況に

あります。せっかく介護保険を使える状態、絶対にこれは介護保険と認定されるだろう、

という状態でも、本人が望まなければ介護保険は使えませんから、家族の負担は減りませ

ん。ここに「男性の意識」を変えなければならないという状況があります。ここでも男女

共同参画、男性の見方、女性の見方、意識改革が必要と思います。 

 

 それに加えて、核家族化と合わせて真ん中の方に書いていますが、「地域コミュニティの

弱まりや近所付き合いの薄れ」があります。 

 これは、昔は隣近所で「ちょっとおばあちゃん大変そう、あそこの家の屋根の雪かきを

ちょっとやっとこうか」というようなことがあったのですが、今ではそれがほとんどなく

なり、孤立死とか孤独死というのが、まちの大きさに関わらず少しずつ増えてきています。 

 

 例えば、新聞が溜まっていて溢れています。昔だったら、新聞が溜まっていて溢れてい
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たら「何かあったんだろう」とちょっと見に行ったり、または旅行をするときに隣近所に

声を掛けて旅行をするということがあったと思うのですが、今はほとんどありません。「溢

れかかっていておかしい」となって、みんな騒ぎ出して、民生委員さんに連絡します。で

もカギが開けられません。マンションの場合ならなおさらです。そうなるとどうなるかと

いうと、警察に頼まなければならなりません。警察に頼んで初めて家に入ったら、もう倒

れていて 1 週間経っていて、亡くなっているという状況があります。まずこれが「高齢化

と核家族化」かくる「地域社会の問題」です。 

 

 それから「少子化」 

 簡単に分かりやすく言うと、子ども自体が少なくなってくるということは、子どもの遊

び相手がいない、子どもを連れている親が少ない、親の話し相手がいない、相談できる人

がいないとういうことです｡そうすると、子育てが孤立してきます。ちょっとしたことでも

とっても不安になります。なぜ相談できる人がいないのでしょうか。私にももう社会人で

すが、娘がおります。私が子どもを育てしていた頃は何かあったら隣近所に電話したり、

話しに行ったり、それから親に電話します。でも今の子育てをしている方は親に電話や相

談をしません。きっと考え方とかライフスタイルとか色んなことが影響してきて、そうい

う状況になっているでしょう。 

 そうすると 1 人でずっと子どもを育てなければならない、向きあわなければならない状

況になります。なぜかというと、ちょうどその子育てしている 20 代・30 代の夫側である男

性の帰ってくる時間は遅く、長時間労働で、「子どもの顔すら見られない。帰ったらもう寝

ている」という状況です。男性の方も、子育てを手伝いたい（今「手伝う」と言う言葉は

ダメだそうですが）、一緒にやりたいのです。背景に男女の長時間労働ということがありま

す。これはさらに言うと、女性の長時間労働が、時間配分ができないという状況にあり、

結婚・出産に踏ん切りがつかないし、なかなかつながらないという問題となっています。 

 平成 15 年度に私どもで全道の少子化調査をしていますが、その中からも色んな意見が出

てきました。それは、「働く場での男女の共同参画」であったり、今回の二次計画の中でも

ありますが、「ワークライフバランス」仕事と家庭のバランスをどうとっていくか、という

ことがありました。 

 

 それからもう１つ、「大規模災害の増加」 

 これは広い意味で言うと地球温暖化とか異常気象とか都市化とか色んなことがあると思

います。 

 大きな地震が毎年のように起きています。神戸、阪神、新潟、能登、福岡でもありまし

た。災害は、水害であったり、奥尻の津波であったり、どれも本当に大きいですよね。そ

の他に、災害ではないですが、大きな交通事故、列車災害とか、そういうものが起きます。 

 以前「高齢者の方は何が不安なのか」を災害がほとんど起きていない地域の人にアンケ

ート調査したところ、「災害が起きた時に不安だ。1 人で暮らしているとなおさらそうだ」

とありました。実際に災害が起きたとき地域で避難の協力ができるのかどうかというと、

コミュニティというか、近所づきあいの薄れがやっぱり大きく出てきているので、全然で

きないです。隣に誰が住んでいるのか分らないし、隣のおばあちゃんが介護を受けている

のかどうかも分らなりません。そういう暮らし方です。 

 それでは本当に災害時の避難協力、それから高齢者や障がい者の避難協力はどうしたら

いいのでしょうか。消防署がそれを全部できるかというとそれは無理です。このような問

題が起きています。 
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 もう１つ、「犯罪への不安」 

これは、道警との委員会の中でも問題となっているのですが、地域の犯罪抑止力が低下し

ています。 

 それは、近所づきあいの薄れによって、監視しているわけではなく、「あ、誰か違う人が

来ている」とか「見かけない車が停まっている」というようなことがなくなってきていま

す。このような地域のつながりがあるかないかでは全然違います。 

 もちろん、「パトロールするよ」という気持ちが町内会（男性）の中にはあります。「子

ども達の登下校の見回りしましょうとか安全パトロールしましょう」は、ほとんどの町内

会でやっております。ところが、その時に、「どの道をパトロールしたらいいだろうか、ど

の時間帯でパトロールしたらいいのか」のような、どういう仕組みでやったら、少しでも

犯罪にまきこまれない安全で安心に暮らせるまちになるのかがうまくいかないのです。 

 犯罪にはやはり子どもや女性、高齢者や障がい者が巻き込まれやすいのですが、北海道

の場合は、特に車を使った犯罪が多くなっています。都市部だけでなく、地方の人たちも

皆さんも、「小学校に子どもさんが上がるときが一番不安」と言っております。件数的には、

道警の話によるとそんなに増えていないのですが、それは警察に通報したら件数になるわ

けであって、通報してなかったら件数にならないので、もっともっと潜在的には件数ある

のではないかと思います。 

 こういったことがどこでも共通している地域の問題です。この表の中で真ん中にありま

す。やはり「地域コミュニティの弱まり、近所付き合いの薄れ」これはこの４つのどれに

も関係してくるところです。 

 

 次に、今回の第二次男女共同参画基本計画のポイントです。 

これは皆さんの資料の中にもあると思います。その中で特に地域の課題、それから一次を

作って二次までの間に何が問題になってきているのか、というのをちょっと強調してまと

めてみました。 

 まず、10 個のポイントにまとめられているのですが、1番、4 番、5番は特に新しく入っ

てきて、前の計画では全く触れられていなかったところです。それから 7 番、9 番、10 番

が、全部重要ですけれども、今回特に大きく注目すべきところをチェックしています。 

 ます 1 番の「政策方針決定過程への女性の参画拡大」まず前は、「政策方針の場に女性が

参加する」というその程度だったです。今回は「決定過程」、ですからこのようにプランを

作っていくというところに女性がしっかり参加できる、というのがまず 1 番目に入ってい

ます。 

 2 番は「女性のチャレンジ支援」ですが、これは、仕事と家庭の両立だけじゃなくて、私

もそうですが、一旦、子育てのために、または結婚のために仕事をやめた、やめざるを得

なかった方達がいっぱいいます。その方たちの再就職や起業するという環境作りをしまし

ょう。ということです。 

 それから「男女雇用機会均等の推進」はもっと進めましょうということです。 

 4 番、これが大事なところですが、先ほどの「仕事と家庭、プラス地域生活の両立支援の

働き方の見直し」 

これは働いている人の側にとっては「ワークライフバランス」という言葉で、今新聞やテ

レビで言われています。仕事と家庭、家庭というか私生活の両立です。私生活というと言

葉が変なので、独身の人も含めて、仕事と家庭の両立、それができるような働き方、これ

は男性を含めて長時間労働の見直し、この中には色んな形で、パート、正社員とか、パー

ト社員でも厚生年金に入れるような仕組みとかも入ってきました。 

制度的にはまだまだ不十分なのですが、やっとそういうのが、男女共同参画の視点から見
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直しが始まったところです。まだまだいいものとは言えませんが、やっとスタートした、

ということですね。 

 それから 6 番の「男女の性差に応じた的確な医療の推進」 

先ほど性同一性障害の話もありましたけれども、女性が女性のお医者さんから診察を受け

られるような制度とかが入ってきています。 

 それから「男性にとっての男女共同参画社会」 

ここはどういう風にして進めるか。先ほどの介護保険の話もそうですけど、男性にとって

どういう風に、あと熟年離婚とかよく言われていますが、それも含めて、今までは女性側

のあまりにも不平等だったということで、女性側の視点が全面的に出されていたのですけ

れども、男性にとってはどういう風にして共同参画社会に向かっていったらいいのか、関

わっていったらいいのか、ということです。 

 それから教育の充実と、9 番で、「女性に対する暴力の根絶」は、第一次から引き続きで

すが、今回は被害者保護と、その予防策とあわせて、被害者保護から自立支援、被害者に

なった人が自活して、社会の一員になってまた復帰して暮らしていけるような、そこのと

ころも含まれています。 

 そして、5番目、「新たな分野への取り組み」これが全く新しい分野です。 

新たな取組みが必要な分野として、科学技術、防災、地域おこし・まちづくり・観光、環

境、こういうものが言葉として入れられました。なぜかというと科学技術は、研究者は、

日本は先進国の中でも圧倒的に女性が少ないので何とかしたいということです。 

 それと「防災・地域おこし・まちづくり」 

これは実際には地域おこし・まちづくり・観光・環境で活躍している女性は多いのですが

（NPO や市民活動団体、または PTA だったり自治会の女性部で活動の 8割は女性だったりす

るのですが）、リーダー的な立場に立っている人が少ないのです。そこを何とか増やして、

リーダー的な立場の人が意見や提案、それから計画、実際に実行する側の、本当にリーダ

ーとなる人をもっともっと増やしていきたいと思っています。 

 特になぜ、この「防災」が入っているのかというと、先ほどお話しした、災害時、少し

前は災害弱者と呼ばれていましたが、今は災害時要援護者、高齢者や障がい者、それから

後の事例で紹介しますけれども、小さなお子さんがいる人の災害のときの避難支援をどう

するのかという問題からです。今まではそういう人たちの立場で何が必要なのかという視

点がほとんど考えられていなかったのです。そこのところをしっかり入れていこう、その

ためには女性の生活感覚であったり、考えだったり、体験が必要である、ということです。 

 

 それから「女性研究者のための配慮」、「男女ニーズを考慮した防災対策」 

これらは、避難所の問題が大きく入っています。 

避難所を設営ですが、避難勧告が出て避難所である体育館で寝ることになりました。そこ

での男性もそうですが、特に女性のプライバシーの確保が問題となります。例えばトイレ

をどう設置するか、どの場所に設置するか、どのよう形にするかによって、プライバシー

が守られなかったりします。守られないよりもっとひどくなると、事実それが性犯罪に結

びついてしまったという実態があったわけです。それから例えば、授乳中の女性がいます。

母乳が子どもも一番安心すしミルクを持っていってもお湯がないとか色んなことがありま

すから、広い体育館の避難所で、子どもにおっぱいをやらなきゃならないわけになります。

でも、いっぱい人がいる中で、それをするってことはとても耐えられないことです。そん

な実際にあった問題から、これがわざわざ言葉として入りました。「男女ニーズを考慮した

防災対策」です。今は、防災グッズも「男性、女性、小さな子どもがいる人用でこんなも

のをそろえた方がいいです。」というリストが作られております。 
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 それから、その次に、「環境保全分野での女性の参画拡大」 

これは自然環境保全、それからリサイクルなどの、ゴミリサイクルも含めて、現在女性が

非常に活動しております。その参画をただ広げるだけではなくて、先ほど言っていたよう

にその中でリーダーとして発言力・行動力を高めていきます。 

 そして最後に、これが 10 番として、「あらゆる分野において男女共同参画の視点に立っ

て関連施策を立案･実施」これは、サラッと書いてありますがとても大事なことだと思いま

す。これは、先ほど言った、まちづくりのことだったり、地域の高齢者の福祉だったり、

それらを「男女共同参画の視点で見ると、何が足りないのか、自分達の今までの経験でも

っともっと提案できること、アイデアとして出せることがあるのではないのか」と色んな

ことが出てくると思います。ですから 10 番はサラッと書いてありますが、色んな事を実現

するうえで大事なポイントだと思います。 

 

 次に「おさらい」という形でやってみますと、「男女共同参画社会の考え方」 

これは、私がこういう研修のときに使っている言葉ですが、一般的な表現では、先ほど市

長がおっしゃっていました「男女が、互いにその人権を尊重しつつ､責任も分かち合い、性

別に関わりなく､その個性と能力を充分に発揮できるような社会」やさしく書いてあります。

でも、とても意味は深い言葉です。 

 自治体ではどこから考えたらいいのかというと、まず男女共同参画の視点から、自分達

の市で特に問題になるテーマとか、まちづくりで重視すべきテーマというのを何かな、と

いうことを抑えていくことが大切だと思います。 

それが、例えば「北広島市」でしたら北広島のまちづくりの全体像があり、どう関連付け

ていくのか、それは総合計画の中に書かれていると思いますが、それが、結局は「目指す

このまちの姿に向かって、男女共同参画を実現していく」ということになります。 

 色んな自治体で条例を作ったり、プランを作ったり、それから今見直しが少しずつ始ま

っています。 

 その流れとしましては､右の方で「進め方」と書いてありますが、最初は、私のまちはど

うなっているか、自分達のまちは一体男女共同参画の視点で見たらどのくらいの男女共同

参画のレベルなのかと「現状を知る」ということから始まっています。そして条例を作っ

たり計画を作ったりしています。少しずつ、企業の分野とか学校だったり、地域社会で行

動が始まっています。その後、少し経つとちょうど今の皆様の懇話会のこれからもやって

いくことでしょうが、見直しをしていきます。現状と比べてみて、進んでいるのか、この

ままのやり方でいいのか、急激に高齢化が進んでいるとか、世の中や、まちの状況が変わ

っているかもしれない、そういうことがあるかもしれません。 

 そうすると、今度は「次の焦点」 

 次のステップですが、今度焦点を当てるのはどういうテーマなのか、それを探していき

ます。今度そのテーマを実現していくためには、それぞれの「各分野の役割」というもの

は、大きくいったら行政だったり市民だったり企業だったり、さらに細かく分かれてきま

す。それぞれの分野でどういう役割を担っていけばいいのか、役割を担いながらどう協力

したり、繋がったりしていけばいいのかを考えていきます。そして、２年、３年、５年経

って振り返ると、うちのまちらしい男女共同参画社会ができてきている、ということにな

ります。 

 やはり、地域によっては、サラリーマンが多いまち、農業世帯が多いまちと、産業の違

いもありますし住民の構成も違ってきます。元々の考え方に違いがあるので無理につくる

のではなくて合わせていくことが大切です。自分達のまちの歴史とか、暮らし方とか文化

に合った男女共同参画のまちや社会です。そこのところを外すと、どこのまちも結局同じ
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ことを目指して、結局うまくいかなくなります。自分達のまちの歴史とか文化をつぶして

しまってつくろうと思ったら、やっぱりギクシャクして、やり出すけれども、なかなか広

がらない、という風になっているようです。 

 これは１つの案ですが、「どんな風に進めたらいいでしょうか」という時に、私がお話す

るときは「こういう形はどうですか」というようにお話しをしています。 

 なぜかというと、私は「男女共同参画とは」というお話はほとんどしないので、「どうや

って進めていくのか」という話が多いのでこういう形になります。 

 

 まず、地域づくりの様々な機会、例えば町内会だったり協議会だったり委員会とか色々

あります。その中で女性の参加を増やします。これは基本法や計画にも書かれています。 

 その次に、男性中心の団体、女性中心の団体、というのが多いですが、その団体間の交

流をしてみたらどうかということです。 

 例えば、男性中心の団体が、「誰かを呼んで話を聞かなきゃならない、勉強会をしなきゃ

ならない」ときに、女性の方を呼んで話を聞いてみてはどうでしょうか。女性中心の団体

でもそうです。その時も男性の人を講師に迎えて（それはもうやっていると思うのですけ

ど）意見交換してみてはどうでしょうか。まずそこから始めて、それから団体同士の交流

をします。 

 そういう風にして何が得られるかというと、男女の考え方の違いに気づきます。視点も

違うから同じ考え方にはならないのです。「１つの問題があって違う考え方がある」これが

一番重要だと思います。違う考え方のところには、新しいアイデアが生まれます。同じ考

え方のところは停滞しているので、次のアイデアが生まれません。違いがあると、「何で違

うのか」と考えます。もう少し深めていくと、その違いの中のいいところをつなぎ合わせ

て、「こうしたらいいじゃないか」というものが出てきます。 

 男性の視点がすごく多かったり、男性の考え方が多かったりしたら、女性の視点に気づ

く機会が必要です。私が一番最初にこういう委員会なんかの委員になったときに、「安田は

何言ってるんだ」本当に私は普通に話しただけなのに、３分の２の方が怒り出したという

経験もあります。それは言葉が通じなかったのですね。そんなことを積み重ねていくうち

にそういう人たちは、家に帰って今度は奥さんの話を聞いたりとか、確かめてみるわけで

す。「本当に安田がこう言っていたけどそうなのか」そこで初めて「あっ、そうなのか」と

聞いて変わっていきました。「耳も傾けなかった人たちに、ちょっとずつ耳を傾けてもらう」

ということは少し大変なことですけれど、まだまだ必要なことだと思います。 

 幸いに、この懇話会の中には男性が一杯いるじゃないですか（女性の方が圧倒的に多い

ですけど）。こういう皆さんのような男性の方は、本当に耳を傾けて聴いたりとか、女性と

意見交換することに全然抵抗なくなってきていると思いますが、世の中にはまだまだ抵抗

がある人が一杯いますから、そういった人たちをどうやって取り込んでいくのか、という

ことを、事例であげてあとでご紹介します。 

 それから、女性の参加を増やすというけれども、そうは言ってもなかなか応募者もいな

いものです。まず、女性が参加しやすい環境、時間や場所を考えることが必要です。それ

から参加するためには女性だけではなく、男女ともに、まず地域カラーについて学習する

機会が必要だと思っています。どうしていくかというと、本当に学習する機会として勉強

することもありますが、色んな形で男女が共同して活動する体験としてやっております。

１日これをやれば、ガラッと変わるということを今まで見ています。 

 それは、登下校の見守りだったり、高齢世帯の除雪とか、防災とか、公園づくりとか子

育て支援です。どんな風にやっているかというと、例えば子育て支援といったら、今、子

育て経験のある町内会の女性部の人達が中心になって、子育て支援をやっていたりします。
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これは結局女性が女性を支援していることです。そこに「今日、人足りないから来てくれ

ない」と言われて、おじいちゃんが行ったらすごい人気なのです。「何をしたのですか」と

聞いたら「いや、紙芝居読んであげただけだよ」と言います。紙芝居の中に鬼とか怖いお

じいさんとか一杯出てきますが、おじいちゃんが読むと、それを子供達がすごく喜んで、

あとは遊びます。遊び方もやっぱり、女性とちょっと違う遊びを知っていたりします。そ

れがまた子供達にとってはおじいちゃんと遊ぶ感覚がとっても人気があるのです。「腰痛い

けど毎回行くことになった」という方もいました。そのように、子育て支援で、女性が女

性を支援することは、男女共同参画ではないのです。ちょっとしたきっかけで、男女共同

参画で、子育て支援をしていることになるのです。 

 それからこんなことがあります。 

 登下校の見守りは、「これは私はジェンダーなのかな」と最初思ったのですけど、男性は

防災とか防犯になると本当に張り切りだすのです。最初はやっぱりジェンダーから来てい

るのかな、と思ったのですけど、そもそも、もしかしたら大昔、人間が歩きはじめて狩り

をしているときから始まっていたとしたら DNA の問題、と思っているのですが、「防犯、防

災」になると男性陣は俄然張り切ります。ところが力が入りすぎて、「どこをパトロールし

たらいいのか分からない」、「誰を災害のときにサポートしたらいいのか分からない」、その

情報を持っているのは女性、女性がやっぱり持っているのです。それを知ったときにガラ

ッと変わります。「やっぱり女性の意見も聴かなきゃなあ」となるのです。そうなると、私

としては、男性が男女共同参画の意識なんか全然なかったとしても、もうすっかり、男女

共同参画で進めていて「はまったな」と思います。 

 結局そういうことを積み重ねていくと、地域全体が「男女共同参画社会の実現」につな

がっていくわけですね。 

 

 今日は２つの例について、写真を持ってきていますのでご紹介します。 

 １つ目は、町内会の女性達のもう十数年前、小樽の蘭島というところのお話なのですが、

保健所か何かの協力でというか指示で、町内会の一人暮らし高齢者の健康調査をしました。

その結果、一人暮らしは多いし、健康状態に不安のある人もたくさんいます。寝たきりは

いないから何とか暮らしていけるけれども、ちょっとボヤを出すなど火事や、何か自分が

病気になった時に不安に感じている人がとても多く、ここは雪の多い蘭島で、冬はどうし

たらいいだろうというその不安がとても大きいものでした。それで、配食サービスを、安

否確認も兼ねて活動を始めました。最初は、町内会の女性部の人たちが始めたのですが、

町内会長さんからは「何だ、そんなこと、何でするんだ」と総スカン、散々で全然協力し

てもらえませんでした。それでも自分達の地区に必要なことということで数人ではじめま

した。協力者として、地元の交番だったりお坊さんだったり、床屋さんだったり郵便局だ

ったり、協力者を少しずつ増やしながらやっていって、そのやり方が、小樽の中で、素晴

らしいモデルだということになって「他にも広げたい」ということで、「その仕組み自体、

データを含めて全部ください」と言われたそうです。で、そうなってくると、「蘭島って町

内会すごいことやってるんだね」「蘭島すごいね、進んでるんだね」ということを町内会長

さんは全然違うとこで言われます。それで初めて「自分達のところは進んでいるのか」と

分かって、女性部長の人たちに活動の話を聞くことになりました。「どんな活動をやってい

るんだ」と聞いて「みんな素晴らしいと言っているなら素晴らしいことだろう。だったら、

町内会の人が皆で応援しよう。」となったところです。 

 町内会というと、会長さんは９割以上ほとんど男性です。札幌でも、２ヶ月くらい前に、

全市の町内会で調査をしましたけども、女性の会長さんと言うのは３パーセントくらいで

した。町内会は世帯で入っているので、ご主人が亡くなったからたまたま会長を続けてい
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る家が数人だったと思います。町内会長は男性、まだ男性社会のようです。ところが、じ

ゃあ会長さんは町内のことを良く知っているのかといういと、町内会の役員さんも、意外

と知らないのです。これは私が、色んなところで、まちづくりのお手伝いしていますが、

役員の方自身がおっしゃっていたことです。今地域で問題になっていることについては、

「本当に誰がどう困っているのかが分からない」「子育ての人が何を悩んでいるのか分から

ない。もううちの孫なんか高校生、大学生だからなおさら全然違って分からない」という

お話です。そのことからも、女性の経験、情報、それから提案、行動っていうのが大きく

まちを変えていくと思います。 

 

 それから２つ目。 

 これは先ほどの「防災」のことなのですが、大きな災害が増えています。高齢者が増え

ているから避難の助けが必要であるということになって、ここは自主防災活動にとても熱

心な地域です。「どうしたらいいだろうか、考えよう」ということで集まったのですが、じ

ゃあ誰が避難の助けを必要としているのか、防災部長は全然分からなかったのです。素晴

らしい防災ネットワークがあるのですが、誰が分かったかと言うとやっぱり女性だったの

です。そこで町内会の防災計画を見直しして、災害時要援護者のマップも作成して、支援

対策を作りました。 

 では、支援対策を作ったらすぐ、災害の時に避難支援できるのか、と言ったらそうはい

かないのです。全然知らない人が、「避難勧告が出たから、避難しましょう」と言っても、

高齢者は避難しません。日頃、顔見知りで、よく気心の知れている、信頼おける人が来た

ら初めて避難します。それで、「まず日常的な安否確認からしましょう」ということになり、

ここは今、プライバシーの問題とか色々ありますから、希望者（一人暮らしの高齢者）で

災害時の避難支援が必要な人、希望者を民生委員と協力して調べたら、十数名いたそうで

す。その人に、「あなたの協力はこの人がします」という形で、サポーターを作りました。

顔合わせして、その方は、日常的に挨拶とか言葉交わしながら、何かちょっとあったら、

もちろん挨拶もそうですし、ゴミ出しのこともそうですし、ずっとお付き合いをしていっ

て、何かあったら、大雪の次の日とか、台風で風が強かったりとかしたら、「大丈夫でした

か？」ってすぐ声かけます。そういう仕組みを作ったところです。これも「男性と女性の

情報や経験、行動力の組み合わせでできた」ということです。 

 

 さきほどの蘭島の話ですが、「蘭島ふれあいネットワーク」と言います。蘭島会館という

地区会館で、毎週金曜の午後に集まって、一人暮らし高齢者の希望者に配食サービスをし

ています。このバッグの中に入るくらいで、４個か５個くらい入れて、２人１組で歩いて

配っています。 

 この写真はちょっと冬に行って、夜撮らせてもらったので、暗くてよく分からないので

すけれど、こちら側が受けている人、こちら側が配っている人、年齢はほとんど変わりま

せん。これはボランティアでやっているのですけど、１７･８人で、元気な人は配る側に回

っていて、こちらの方は配食サービス受ける側ですね。この人は、「私も将来受ける側にな

るから」という形でお喋りも弾むそうです。冬は、玄関先に雪がちょっと積もっていたら

除雪してあげたりもします。利用者は「お弁当を楽しみにしているんじゃなくて、お喋り

を楽しみにしている」と言います。ですから、回る時間は１人何件かで２時間くらいらし

いですが、畑でできた野菜をくれたりもあったり、お喋りでちょっと花が咲くこともあり

ます。 

 代表は「薄田さん」という民宿経営している方ですが、「配っていたら、利用している方

から聴くお話が、人生経験が多いからためになることが多いのです」と話してくれました。
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その代表の方自体 71 歳なのですけれども、この代表の方のモットーは「明日は我が身」で、

「自分のために今やれることをやっている」ということです。 

「まあこれくらいの雪は当たり前」ということで車ではなくて歩いて回ります。これは身

分証明書ですが、ここの素晴らしいところは、最初に「この配食サービスをどうやってや

ったらいいのか」ということを、地元の交番や社会福祉協議会に相談して、「間違いなく続

けられるために、行ったときに倒れていたりすることもありますから、対応できるように

するために、２人１組で身分証明書を持ってつけていたほうがいいでしょう」と交番の方

のアドバイスを受けて、この仕組みを作っているところです。お弁当自体は、近くの障が

い者施設の授産所で作ってもらっていて、今は少し補助が減ったかもしれませんが、一食

510 円で、本人負担が 300 円くらいですが、栄養のバランスの取れたお弁当と言うことでや

っています。 

 この写真の方が代表の「薄田さん」です。「薄田さん」は札幌のまちづくりの研修会のと

きに来て、十数年かかってこの仕組み作られていることを話していただいたことがあるの

ですが、話が終わった後シーンとしてしまいました。私は、どうしたのかと「みんな寝て

しまったのか」と思って前に行って、「どうしたの」と聞いてみたら、「感動しました」と、

この方のお話で感動したのです。 

 回る人の服装はオレンジの結構派手な色のエプロンつけて（この時はコ－トを着ていま

すから見えませんが）、「上を向いて、元気よく回る」と決めているそうです。とにかく、

楽しくやる。そうすると、地区の人で少し若い人（若い人といっても 50 代くらいです）が、

「あの人達がお弁当配達している、なんか楽しそうだね、私もやりたい」と言ってくれた

そうです。そういう色んなうまくいっている例というのは、聞いていたりすると、「ちょっ

としたこと」というのが大切なのです。 

 

 今度は、先ほどの白石のお話です。 

 これは、札幌のまちづくりセンターの所長さんですが、高齢化が進んできていて、隣近

所の付き合いもなくなってきてどうしよう、何とかならないかということで、住民と職員、

業者の人も入って、研修会やって欲しいということでやりました。 

 高齢社会というのは暗いイメージがどうしても出てくるので、別に年とったからってそ

んなにしぼむことはないでしょうということから、「明るい高齢社会を描いてみよう」とい

うテーマでワークショップやりました。ここで、町内会の人の意識改革ができたわけです。

この時はテレビの撮影関係もあって大変だったのですけど、人数は 70 名くらい集まりまし

た。所長さんにお願いしたことは一言、「女性の地元の住民の方、できるだけ集めてくださ

い」所長さん「わかりました」と言ってあちこちに頼んだそうです。そして各班になるべ

く座ってもらって、こういう研修会をしました。その結果、女性がいる班と、いない班で、

出てくる意見が全然違うのです。 

 この方は、女性で、その班のリーダーになって発表をしました。自分達の地区で明るい

高齢社会を作るためには何が必要なのだろうかとか、何が足りないのだろうか、とかです

ね。「人のつながりが必要だ」とか、「生き方が必要」だとか、「集まる場が必要だ」とか、

色んな意見が出てくるわけです。次の日もやりました。次の日は、この地区の地図を持っ

てきて、この地区にはどんな地域の資源があるのか、買物だったり病院だったり色んな生

活を楽しくする、暮らしていくための資源のことを話し合います。それで、シールでその

場所に貼っていきましょう、となりました。こういう風な話になると、もう全然男性は分

からないわけです。そして男性が「ここにお店あった」と言ったら、「いやもうつぶれてい

るわよ」となるわけで、女性の出番なわけです。そして、この方は男性なのですけれども、

福祉の方なので、福祉の資源は良く知っているのですが、あとはもう圧倒的に女性にやら
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れてしまっていました。発表の段階になったら、よく分かるからこの女性が今度発表する

ことになったのですね。ここで、男性の情報と女性の情報を合わせたわけです。そしてじ

ゃあ何ができるだろうかとみんなで話し合ったわけです。そして、最後にこの地区では何

が必要だろうかとなりました。もう女性も、ずっと研修の中で小さなグループで意見を発

表しているので「意見を出す」ということに慣れてきているので、「どなたか感想どうです

か」というと、マイクを持ってきちんとためらわずに発表でるようになります。 

 この方は町内会の役員の方です。とても悩んでいて、「何とかしなきゃ」とおっしゃって

いました。本当に一人暮らしの方がいっぱいいるというのが分かって、防災のことが問題

になって話し合いました。ちょっと写真を、お見せします。これは災害図上訓練というの

をしました。この方は教育大の佐々木隆子先生という専門家です。火災など、いわゆる災

害弱者をどうしたらいいか、避難所はどうやって私達のところに作っていったらいいのか

を話し合いをしました。でも、この方は消防署の人ですが、消防署の人ですから消防署の

ことは分かるけれども住民の方は全然分からないことばかりで、終わった後この消防署の

人が「とっても勉強になりました」と言って帰っていきました｡ 

男性、女性、それから行政、市民、みんなで集まって違う意見を言うことが、これからの

地域づくりだと私は思っています。ここでも避難するときに何が足りないか何が必要か、

ということをいろいろやりました。こんな風にやっていって、最後に、災害図上訓練です

から、避難所までの地図を書いていくわけですが、高齢者の 1 人暮らしの家、障がい者の

家があるはずです。このときに、「どこにあるんだろう。誰が手伝っていけばいいんだろう。

どうやってサポートすればいいんだろう」となります。中々分かりません。女性たちが、「い

や、あそこのおじいちゃんは介護保険使っている」「あそこのおばあちゃんは入院して退院

してきたばかり、ご夫婦で暮らしているけど大変よ」「あそこの家は赤ちゃんが生まれたば

かり」、もう防災役員という人は「俺達全然分からない」もうお手上げ状態です。そういう

発表をしたわけです。この方はまだ若い方で防災部長だったのですが、「全然分からないと

いうのがわかったから、これからこういうことをやる時は、女性は絶対呼ばなければなら

ない。女性が参加しやすいように、時間も、夜やるのであったらご飯支度してから来られ

る時間にしなくちゃならない」と本当にそういうことを決める段階で、すぐ「時間帯こう

だよね」という形で変わってしまったのです。 

  

 ちょっと駆け足できましたけれども、私は「男女共同参画とは」、いう研修はほとんどや

っていません。男女共同参画を進めることによって、「私達のまちがどう良くなるか、どう

暮らしやすくなるか」ということでお話をしています。少しでも暮らしやすくするために、

男性、女性が肩肘張らないで、知恵を出し合って、情報も出し合って、汗も流して協力し

ていきましょう、という話をずっとしてきました。そうすると、今回の二次基本計画がし

っかりドーンと新しい取り組み分野としてやっと入ってきたというところです。 

 研修として良かったかどうか分かりませんし、ざっくばらんで駆け足でしたけれども、

終わらせていただきたいと思います。 

   ありがとうございました。 

     

 研修会終了 

 




