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男女共同参画に向けての
社会制度・慣行の見直しのために
神戸女学院大学 文学部総合文化学科 助教授

米田 眞澄

島根県を始め、多くの自治体で作られている男女共同参画を進めるための条例や計画には、
必ずと言ってよいほど、社会制度や慣行についての男女共同参画の視点での配慮や見直しに関
する言及があります。他方、社会制度や慣行といったものは、これまで当然とみなされてきた取り
決めや約束事ですから、一概に見直す事への抵抗感もありますし、長い間に培われたことがそう
一朝一夕に変わるものでもありません。そこで、このように社会制度や慣行に関することがなぜ条
例等に盛り込まれるようになったのか、また配慮や見直しというのは具体的にはどういうことを指し
ていて、なぜ進めていかなければならないのかについて、解説してみたいと思います。

（注1）

出発点は「女性差別撤廃条約」

米田 眞澄さん●よねだますみ
●プロフィール
専門は国際人権法。
ドメスティック・
バイオレンス
（ＤＶ、夫や恋人からの暴力）
の被害女性と子どもをサポートする市民
グループ「ＣＯＳＭＯ」や、人身売買をな
くすための全国ネットワーク「ＪＮＡＴ
Ｉ
Ｐ
（人
身売買禁止ネットワーク）」などの市民
活動にも参加。主な著書に、
『Ｑ＆Ａで
学ぶ女性差別撤廃条約と選択議定書』
（共編著、2002.明石書店）
、
『人身売
買をなくすために〜受入大国日本の課
題〜』
（共著、吉田容子監修・ＪＮＡＴ
Ｉ
Ｐ
編、2004.明石書店）
など

1979 年に国連総会で採択された「女性差別撤廃条約」
には、他の条約には見られない特徴があります。それは
第 5 条「役割に基づく偏見等の撤廃」の部分です。そこ
では、男性・女性のどちらかが優れている／劣っている
（多くは男尊女卑）という考え方や、男はこう、女はこ
うと性別によって決められた役割に基づく偏見・慣習・
慣行をなくすために、男女の社会的・文化的行動様式を
（注2）
修正するよう締約国に義務づけています。
行動様式を
修正することまでも国に義務として課すというのは、他
の条約にはない大きな特徴で、このことから、男尊女卑
の考え方や固定的な性別役割に基づく偏見や慣習がなく
ならなければ男女平等は実現しないということが、既に
1979 年時点で国際社会の合意として確立していたとい
うことがわかります。
日本は、この条約の採択にも加わりましたが、採択と
いうのは女性差別をなくすために各国がすべきことの中
身が各国の合意によって確定したということで、それぞ
れの国がこの基準に従うかどうかはまた別の話です。内
容が確定した後、その条約の内容に従うことに国が合意
の意思表示をした場合にのみ（意思表示のための手続を
「批准」といいます。）、その国は条約を守る義務が生じ
るのです（批准することで条約を守る義務を引き受けた
国を「締約国」といいます）。条約の採択に賛成したか
否かにかかわらず批准するかしないかは、国の自由です。
つまり、日本はこの条約が締約国に義務づけられている
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ことを果たせそうにないと判断したなら、批准しない自
由もあったわけです。しかしながら日本は、憲法の前文
にもあるように、自ら国際社会において名誉ある地位を
占めたいと望み、それを実現するために女性差別撤廃条
約を国家の意志で（主権者である国民の意思として）結
びました。ですから、この条約の批准後 1999 年に制定・
施行されている男女共同参画社会基本法では、条約の特
徴である第 5 条の考え方が基本理念として反映されてい
るのです（基本法第 4 条「社会における制度又は慣行に
ついての配慮」
）
。そして、この基本法を受けて各自治体
では男女共同参画のための条例や計画をつくったわけで
すから、同様に社会制度や慣行に関する配慮や見直しの
（注3）
内容が盛り込まれるのは当然とも言えるでしょう。

「男はこう、女はこう」をめぐる最近の状況
さて、女性差別撤廃条約の批准から 20 年以上、男女
共同参画社会基本法の施行からも 7 年を経て、「男尊女
卑の考え方や男女の固定的な性別役割に基づく偏見や慣
習」について、人々の意識はどう変わったのでしょうか。
関連するデータを意識調査結果から見てみると、男女の
地位の平等感について社会全体で「男性の方が優遇され
ている」と考える人の割合は全国で 73.9％、島根県で
82.6％と、ともにとても高くなっています。なかでも、
「社
会通念・慣習・しきたりなど」の分野でのこの割合は非
常に高いのです。この数値は、条約の中心とも言える「男
女の定型化された役割を反映したような慣習やしきたり
を変えていきましょう」（第 5 条）という考え方に日本
は合意したのだけれど、実際にそれが浸透するにはまだ
まだ時間がかかっているということを、多くの人が知っ
ていることをよく表しています。つまり、実態はなかな
か進んでいないということです。
しかし、その一方で男女の固定的な役割の話になると
典型的に出てくる「男は仕事、女は家庭」という考え方
については、年々賛成しない人が増えているというデー
タもあります。これは、単に男女平等の理念が浸透した
からというだけではなく、現実を反映してのデータとも
言えます。専業主婦に関する最近のデータを見てみると、
夫がサラリーマンの女性のうち 4 分の 3 が専業主婦だっ
た高度成長期の夫婦関係とは違って、今は大半の有配偶
女性が働いているので「男は仕事、女は家庭」の生活ス
タイルは一般的なものとは言えなくなっています。高度
経済成長時代のように右肩上がりの経済成長が望めない
今の状況では、男性一人の稼ぎだけで家族全員の生活を
支えるのは難しく、「男は仕事、女は家庭」の考え方が
実質機能しなくなっているのです。もちろん、こうした
状況に加えて、今は女性も家庭だけに縛られることなく、
自ら望んで自分の歩みたい人生を切り拓くことができる
時代でなければならないという考え方が広がってきたこ
とも影響しています。

男女の固定的な役割に基づく
偏見・慣習をなくすとは？
たとえば「男は仕事、女は家庭」という決めつけを見
直しましょうと言うと、「これはもう古くさいから今後
は男女とも必ずバリバリ働けということか。」とか「専
業主婦の価値を認めず働く女の方が偉いということか。
」
と反発されることがあります。また、「子育てはやはり
母親でなくては」という考え方に賛成する人が多いのは
実体験からきているところもあります。それを男女共同
参画だからといって一律に男女で平等な子育て分担に変
えることには賛成しかねるという声も多く聞くところで
す。しかし、男女の固定的な役割に基づく偏見・慣習を
なくすこと、そしてそのために社会制度や慣行について
配慮することは、専業主婦を否定したり、母親による子
育てを否定したりするものではありません。そうではな
く、「女は家庭でしか活動してはいけない」と縛りつけ
たり、「子育ては母」と決めつけてプレッシャーを与え
たりするような風潮があればやめましょうというもので
す。性別による決めつけをなくし、もっと自由に選択で
き、家庭に対しても仕事に対しても子どもに対しても余
裕を持って向き合えるような環境を、女性にも男性にも
整えられるような仕組みづくりにこそ、今後は目を向け
ていく方が良いと思います。今では休日に幼い子どもと
一緒に公園で遊ぶ若いお父さんの姿は、一昔前ほど珍し
いものではなくなりました。本当は、お父さんだって子
育てに参加して子どもとふれあいたいと考えているのです。
また、一般に「決断力がある」
、
「たくましい」のは「男
らしい」と言われる性質で、
「細やかな気配りがある」
、
「や
さしい」のは「女らしい」性質と言われることが多いの
ですが、これらについても男女の固定的な役割に基づく
偏見・慣習を改める視点で捉えることが大切です。それ
は、男女の性質を逆にしようというものではありません。
例えばここに挙げた「決断力がある」
、
「たくましい」
、
「細
やかな気配り」
、
「やさしい」という要素は男・女に関係
なく良い性質と受けとめられることが多いものです。そ
うであるなら、そのような良い性質は男女にこだわらず
身につけるようすすめればよいのであって、女はいつど
んな時でも「細やかに気配りでき、優しくなければなら
ないし、決断力など見せてはならない」と強制し決めつ
けてしまうような考え方は改めていかなければならない
でしょう。
［注］
（１）
「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」
（２）第５条［役割に基づく偏見等の撤廃］
締約国は、次の目的のためのすべての適当な措置をとる。
（ａ）両性のいずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の定型化さた役
割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため、男女の社会
的及び文化的な行動様式を修正すること。
（３）
日本では結んだ条約の国内での効力は日本の最高法規である日本国憲法のすぐ
下に位置づけられていますので、国会が制定する法律の効力は日本が結んだ条約
の下に位置づけられ、地方自治体の議会が制定する条例は一番下にあります。
した
がって、国内で効力が上位にある女性差別撤廃条約の内容に合うように法律であ
る男女共同参画社会基本法や、男女共同参画社会に関連する条例はつくられな
ければならないのです。
※平成18年９月２日（土）に「男女共同参画テーマ別入門講座」でお話された内容
をもとに、編集・加筆いただいたものです。
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レポート

〜男女共同参画テーマ別入門講座（第1回）
より〜

「男女共同参画テーマ別入門講座（第 1 回）」では、
米田眞澄さんからの講義（2 〜 3 頁参照）を受け、引き続
きグループ討議が行われました。グループに分かれて、
「男
性はこうあるべき／女性はこうあるべき」と決めつけて
いるような慣習や決まり事が、受講者の方々の家庭や職場、
地域の中にないかどうかを確認しあい、あればそれを見
直していくためにどんな方法があるか、自分たちででき
る範囲での対策を出し合う、言わば 戦略会議 です。
その様子をご紹介します。
（なお、以下のグループ討議における意見は、受講者の意見をそのまま
記載しており、島根県としての見解を表明したものではありません。）

現状・課題の把握
こんな慣習があるけれど…
〜男女共同参画の視点で見ると
問題はないですか？

これまで気づいてなかった問題が慣習の
中にもいろいろあると新たに発見！

男性と女性では、そもそも期待される役割が違う。
PTA のトップ（会長）も公民館のトップ（館長）
も企業のトップ（管理職）も官庁のトップも男性
であることが当然のように期待されているので、
現実にもほとんどが男性になっている。
PTA の会長はほとんどが男性。任期が２年なので、
問題だと思う人がいてもなかなかちょうど良いタ
イミングで見直すのが難しい。また、会合は何度
もあるのに、男女の役割について話題になること
自体があまりない。

今日からできる、自分ができる戦略発表

各グループの発表内容を共有し合います

女性ももっと活躍すべきと思って、管理職に女性
を打診しても当の女性自身が断るために実現しな
いことも多い。
冠婚葬祭の時、主要な役目は男性、裏方は女性と
いう分担が当然になっている。
例えば、葬儀の時は自治会単位でお手伝いするこ
とになっているが、男性は全体の仕切り、張場の
世話や金銭管理を任され、女性は賄いなどを任せ
られることが多い。
地域の草刈りや溝掃除などを自治会で行っていて、
出られない家庭は「出不足料」を払うことになっ
ているが、女性が出た場合は働きが半人前と見な
され、誰も出ない場合の半額の出不足料を払う決
まりがある。

対

策

案

私たちの戦略発表
〜自分でもすぐできそうなことって
案外難しい！
いきなり、公の場で男女共同参画を提案するのは
難しい。まずは身近な家庭から男女が協力し合え
る関係になっているか点検しよう。
女性もやる気さえあればチャンスはある。これま
でより一歩積極的になって、何か責任のある仕事
を頼まれたら断らずに引き受けてみよう。男性にだっ
て、「初めて」はある。
冠婚葬祭の慣習には、男の役割・女の役割が根強
いようで地域によって内容に少しずつ違いがある。
男女共同参画になっているような他の地域の事例
を見つけて、自分の地域にも取り入れられないか
提案してみよう。
例えば、葬儀の時のお手伝いも、男女で役割を決
めるのでなく家庭ごとに順番に役割を決めて、男
性が出ようと女性が出ようとその家庭の役割を果
たすようにしているところもある。
出不足料の慣例も、以前やっていたのに無くした
地域もある。最近は一人暮らしの女性や女性だけ
の家庭も増えているから、不公平だということを
発言して理解を促そう。
一人だと提案もしづらいし、取り合ってもらえず
受け流されることも多い。同じ意見の人を探して
複数で提案してみよう。

米田眞澄さんからの
アドバイス
〜戦略を実行に移すために〜
●女性も「責任」の持てる存在に！
どのグループにも共通しているのは、男性が前に
出ることが慣例になっていて、女性はその陰に隠
れて補佐役だということ。女性自身もその立場が
楽だったり波風を立てたくなくて動かなかったり
することが多いのですが、男女共同参画には「責
任も男女で分かち合う」という意味合いが含まれ
ています。これからは、女性も「責任」について
の心構えをする必要が出てきますが、そのために
は女性がトレーニングを受けるなどの環境を整え
ていくことがなによりも重要です。家事をしたこ
とのない男性に「今日からあなたが家事当番よ」
といっても、その男性は途方に暮れるだろうこと
が容易に想像できるのと同じことです。

●女性の登用をサポートしよう！
これまで女性がなかなか就くことのなかった立場・
分野に女性を積極的に登用しようという動きが高
まりつつあります。その際、当の女性は「頑張ろ
う！」という気持ちと同時に「もし失敗したら、
だから女性は…と言われかねない」というプレッ
シャーも抱えて緊張するものです。周囲、特に先
輩や上司にあたる人（多くは男性）には、少々失
敗しても大丈夫、何かあったら周りでフォローす
るよという姿勢でのサポートがほしいものです。
このことは、これまで家庭をあまり顧みることの
なかった男性が初めて家庭参画しようとする際に、
女性にも同様にしてほしいサポートです。そうす
ることで、やる気のある女性・男性に新しい道が
拓かれていくのです。

●仲間をつくろう！
慣例になっている現状について、一人では見直そ
う、変えようとはなかなか言い出しにくいもので
す。そんな時は、同じ思いを持っている仲間を集
めて共同で提案してみましょう。仲間と一緒でも
提案しづらい人もいるかもしれませんが、それな
ら足は引っ張らないこと！自分なりのやり方・ペー
スで出来るところから一歩ずつ男女共同参画が前
進できればいいですね。

〈参 考〉

社会通念・慣習・しきたり等に関する意識
〜「男女共同参画に関する県民の意識・実態調査」
（H16）
から〜

1

男女の地位の平等感 （n＝992）
（２）社会通念・慣習・しきたりなどで

（１）社会全体
女性の方が非常に
優遇されている 0.1％

どちらかといえば女性の方が
優遇されている 2.6％

無回答

0.4％

女性の方が非常に
優遇されている 1.0％

どちらかといえば女性の方が
優遇されている 3.4％

無回答

女性優遇（計）4.4％

女性優遇（計）2.7％
男性の方が非常に
優遇されている
13.3％

平等
14.3％

平等
13.4％

男性優遇
（計）82.6％

男性の方が非常に
優遇されている
27.9％

男性優遇
（計）81.9％

どちらかといえば
男性の方が優遇されている
69.3％

2

どちらかといえば
男性の方が優遇されている
53.9％

社会全体でみて男性の方が優遇されている原因

［10項目中
上位4位までを抜粋］
（n＝819）

男女の役割分担についての社会通念
・慣習・しきたりなどが根強いから

77.5％

仕事優先、企業中心の考え方が根強
いから

48.6％

女性が能力を発揮できる環境や機会が
十分ではないから

46.2％

育児・介護などを男女が共に担うための
制度やサービスが整備されていないから

45.7％
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0.3％
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男女がもっと平等になるために必要だと思うこと ［10項目中
上位4位までを抜粋］
（n＝819）

女性をとりまく様々な偏見や固定的な
社会通念・慣習・しきたりを改める

62.3％

保育の施設・サービスや、高齢者や病
人の施設や介護サービスを充実する

46.8％

職場における男女格差の是正や女性
の労働条件を改善する

42.7％

法律や制度の面で見直しを行い、女性
差別につながるものを改める

40.9％
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「男女の地位の平等感」を尋ねると、特に「社会通念・慣習・しきたりなど」の分野で男性が優遇され
ていると認識している人が多く、男性優遇の原因も第１位は「社会通念・慣習・しきたりなどの根強さ」
が挙がっています。そのため、男女平等に必要なこととしても、こうした社会通念・慣習・しきたりを見
直すことが最も多く選択されています。

特集

男女共同参画の視点に立った
社会制度・慣行の見直し

紹介します 県内での取組事例
東出雲町〜
「家族のほっとハートシート 家事参加表」で
家事労働の理解を深めよう
東出雲町では、今年４月に施行された「東出雲町男女共同参画推進
条例」の中で、家事労働に関する理解を深めるため、町民の方に対し
て「家事参加表」の記録を勧めています。家庭内での性別役割分担の
慣行に気づくきっかけづくりとして、今注目されているこのユニーク
な試みを東出雲町総務課の皆さんから伺いました。
（取材：（財）
しまね女性センター 小川洋子）

−「家事参加表」作成の経緯と、その目的、内容などをお
聞かせください。
男女共同参画を進めるための条例を町民が一から作り上げ
ていくというコンセプトで、町民９人からなる「東出雲町男
女共同参画条例検討委員会」を立ち上げたのですが、そこで
まずは男女共同参画について感じていることを委員それぞれ
が家庭や職場、地域などの分野ごとに出し合ったんです。そ
の中で、家庭においては家事を主に担うのは女性というのが
慣習化している上に、家事は無償労働のためきちんとその大
切さが評価されていないということが問題として挙げられま
した。そして、家庭における労働を正しく評価するために、
まずは「家事家計簿」というものをつけてみてはどうかとい
う提案につながったのです。これは、平成 9 年に当時の経済
企画庁が行った「無償労働の貨幣評価」をもとに、炊事、洗
濯など家事労働の種類ごとに時間当たりの単価を試みに設定し、
通常無料で行われている家事の価値を理解してもらおうとい
う目的で検討委員の皆さんが独自に考え出されたもので、環
境家計簿（1）の考え方を参考にしています。
けれども、この家事家計簿案は、単純にお金に換算してし
まう事への抵抗感や計算が大変そうといったことから、「東出
（2）
（現「東出雲町男女共同参画審議会」
）
雲町男女平等推進協議会」
において慎重に進めた方が良いとの意見があり、検討委員会
で再度見直すことになりました。そして、お金で評価すると
いう意味合いをなくし、楽な気持ちで家事の実績をつけられ
るように、家事 30 分毎に○１つに色を塗る形の「家事参加表」
を記録してもらい、
これまで当たり前の
ように女性ばかりに
やってもらっていた
家庭の仕事について
改めてふり返っても
らおうということに
なったのです。

東出雲町総務課 岩田裕子課長（中央）、渡邊嘉昭さん（右）、
加納晴子さん

るよう、説明に注意したつもりでしたが、条例の骨子案を作っ
た段階で実施した町内 4ヵ所での地域座談会や各種団体への説
明会では、家事参加表について賛否両方の意見が出されました。
「楽しんで取り組めそう」、「主婦の仕事を再評価したり、女性
以外の家事参加につながるきっかけになればいい」という意
見があった一方で、「家庭の中に踏み込みすぎでは？」、「家族
が平等に家事を分担しなければならないと強制されているよ
うな気になる」などの反対意見も少なからずありました。また、
「妻が大半をやっていることが目に見えているから、表をつけ
ることでもっと夫が家事をやるよう責められても困る」とい
う本音を言われる男性もありました。
検討委員会や事務局としては、表はあくまで楽しみながら
も気づいてもらうためのもので、記録することで個々の家族
の生活スタイルを大きく変えたいとか、家事労働の協力につ
いてただ一つの理想像を示そうとする意図で考え出されたの
ではないということを、できるだけ丁寧に説明して理解を得
る努力をし、最終的には条例に盛り込むことができました。
− 条例施行後、家事参加表の活用の状況はどうなっていま
すか。
家事参加表の配布については、町の広報誌やホームページ
上でＰＲし、各公民館や役場の窓口に置いているほか、ホー
ムページからはダウンロードもできますし、希望があれば郵
送もしています。けれども、初めての試みでもありますし、
やはり面倒と思われる方も多いのか、まだ十分普及している
とは言えない状況です。一朝一夕に広まるのがなかなか難し
いということは、ある程度予想していたことですので、これ
からはもう少し活用していただくための仕掛け作りをしてい
きたいと考えています。具体的には、町内の小学校や中学校
にお願いして生徒さん達に配布し、冬休みなどのまとまった
休暇期間中に各自の家で記入してもらうようにしてもらって、
それによって家族で話し合ったり気づきを共有するきっかけ
になればなあと考えているところです。

東出雲町男女共同参画条例検討委員会での話し合いの様子

− そして、この家事参加表を条例に盛り込むことになった
のですね。
はい。条例案をつくる過程では、あくまで楽しみながら家
事参加表をつけることによって、慣習化されている家事労働
・・・
の負担や大切さへの気づきを促す気持ちで取り組んでもらえ

［注］
（1）地球温暖化の主な原因となる二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を減
らすために、各家庭での電気、ガス等の使用量からＣＯ２排出
量を算出する方法。
（2）住民と行政が連携して男女共同参画社会づくりに取り組むため
の、学識経験者・団体の代表・住民の代表からなる協議会。
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雲南市〜市民自らの気づきの成果を
努力目標として「１０か条・市民宣言」
（仮）
に！
平成 16 年 11 月に 6 町村が合併し、新市としてスタートした雲南市
では、今年度中の完成を目指して、現在「雲南市男女共同参画計画」
の策定作業が進められています。平成 17 年度から 2ヵ年に渡り、計画
の作成・検討に携わってきた「雲南市男女共同参画推進（策定）委員会」
での市民の取組について、とりわけ計画と同時に掲げることになった「雲
南市男女共同参画 10 か条・市民宣言」（仮）の作成について、雲南市
人権センターの方々から紹介していただきました。

左から 雲南市人権センター藤井勤所長、
雲南市男女共同参画推進（策定）委員会中山忠政副会長、
吾郷康子会長、雲南市人権センター宇都宮正さん

（取材：（財）
しまね女性センター 小川洋子）

−「10 か条・市民宣言」とは、独創的な取組ですね。
最初からこういう形のものを作ると決まっていたわけでは
ないんですよ。この委員会は、委員 15 人のうち半数以上が公
募いただいた市民の方々で、計画の作成に当たっては、事務
局案に多少の検討を加えていくというのでなく、当初から市
民自らの手で課題を洗い出し、それをどう解決していくかと
いう視点で計画に提言を盛り込んでいこうという従来なかっ
たやり方が重視されました。
そのため、毎月という頻度で集まっていただき、まずはワー
クショップ形式で、家庭、職場、学校、地域の 4 つの分野ご
とに男女共同参画の視点で見ておかしいのではないかと思う
慣習や決まり事を一つ一つ挙げる作業から始めました。次に、
出てきた慣習や決まり事について、今度はできるだけ男女平
等になるように変えていけるようなアイデアを出してもらっ
たのですが、非常に具体的で斬新な提案もたくさん出てきた
一方で、男女共同参画の理念的なもの、総論的なかけ声やど
うあるべきかといった姿勢を謳った提案もあり、それら全て
を例えば「計画」の具体的施策として単純に盛り込むのは難
しいということが見えてきました。また、提案の中には、行
政が責任を持って行うべきものと、市民自らが心がけていき
たいという性格のものとが混じっていて、これらもそのまま「計
画」として打ち出すと混乱を招くのでは、という危惧も出て
きました。
そこで、市が行政として今後行うべき施策を述べたものを「計
画」とし、それとは別に、市民自らが努力目標として今後行
うようになるのが望ましいことや、市民として望ましい姿勢
をスローガン的に簡潔に述べたものを「市民宣言」として、
分けて作ろうということになったのです。

− 現在の策定作業の進捗状況や、委員会の雰囲気はどんな
感じですか？
昨年度から 2ヵ年かけて、一つ一つ丁寧に作業を積み上げてき
たという実感を持っています。
実は、「市民宣言」の方は、委員会内で随分推敲を重ね、旧
6 町村単位の地区別懇談会で市民の方々からもさらに意見をお
聞きし、本当の意味での市民自らが作成し市民が実行可能と
思われる最終案がほぼ完成しています。現在は、年度内に「計
画」の方を完成させるべく、委員会ではグループに分かれて
計画案の推敲作業を急ピッチで進めているところです。
ありがたいことに、委員の皆さんは吾郷会長、中山副会長
のもとチームワークも良く、本当に熱心に取り組んでくださっ
ていて、とても頼もしく思っています。肝心の「計画」や「市
民宣言」のオリジナリティもさることながら、委員会自体の
進め方もいわゆる従来の慣例に縛られずにやっていますし、
住民と行政の協働の良いモデルとなるといいですね。

〜「 雲 南 市 男 女 共 同 参 画 推 進 （ 策 定 ） 委 員 会 」 の 会 長 の
吾郷康子さん（島根県商工会女性部連合会会長）、副会長の
中山忠政さん（島根県立女子短期大学保育科講師）からも
コメントをいただきました。〜
［吾郷康子さんより］
委員の皆さんは、家庭や仕事等を抱えながらも参加され、
会を重ねる毎に私を含め委員自身の男女共同参画の意識もど
んどん高まっています。グループ討議を取り入れたことが一
人一人の具体的な課題の気づきとより良い提案に結びついて
いるのではないでしょうか。計画と宣言の完成後こそ、各委
員の力の見せ所ですので、この良い雰囲気を保ちつつ委員の
活動がより活発になることを期待しています。
［中山忠政さんより］
委員会は、身近な場所で感じる問題点を確認しながらの話
し合いで、その中から、市民に期待する取り組みを「市民宣言」
として、わかりやすい形で提示してはどうかということにな
りました。計画と宣言をあわせての取組は非常に画期的ですし、
この宣言を中心に市民自らの具体的な実践につながっていけば、
意味のある取組になるのではないかと期待しています。委員
会は、委員の皆さんの活発な発言で、とても楽しく進行して
います。

雲南市男女共同参画推進（策定）委員会での話し合いの様子

島根県における男女共同参画の現状
県内の政策・方針決定過程における女性の参画状況
●女性議員・審議会等女性委員MAP

◎市 町 村 議 会 議 員 6.8％（議員総数512人中女性35人）

（平成18年4月1日現在）

◎市町村の審議会等委員 24.6％（委員総数7,063人中女性1,735人）
（平成18年4月1日現在）
松江市
20.7
隠岐の島町
28.3

西ノ島町
18.2
海士町
15.7

東出雲町
28.4

斐川町
20.6

出雲市
30.7

安来市
19.2

雲南市
24.0

大田市
29.8

奥出雲町
18.1

知夫村
8.6
江津市
23.3

浜田市
16.0

川本町
21.2

美郷町
26.0

飯南町
24.1

邑南町
18.3

益田市
33.2
津和野町
22.4

★

印は 女性議員1人 を表す（H18.4月1日現在）

（H18.4.1日現在）
★ 数字は 女性委員の割合 を表す（％）

吉賀町
24.3

★ 審議会等における女性委員の割合

●国、県の審議会等における女性委員の割合の推移
調査年月

H14

H15

H16

H17

単位（％）
H18

県の審議会等

21.0

29.2

36.8

38.5

41.9

国の審議会等

25.0

26.8

28.2

30.9

31.3

10％未満

20〜30％未満

10〜20％未満

30〜40％未満

※H14の県は3月、H15〜18の県は4月、国は全て9月のデータ

●女性議員の割合
調査年月
区 分

H14
島根県（3月）

H15
全国（12月）

島根県（6月）

H16
全国（12月）

島根県（4月）

H17

単位（％）
H18

全国（12月）

島根県（5月）

島根県（4月）

都道府県議会

2.4

5.8

0.0

6.9

0.0

6.9

0.0

0.0

市議会

8.0

10.8

7.6

11.9

8.1

11.5

7.5

7.0

町村議会

5.0

4.9

5.9

5.6

5.9

5.8

5.8

6.6

市区町村議会

5.7

7.0

6.3

7.9

6.4

8.1

6.6

6.8

インフォメー ション

＊

＊

男女共同参画社会づくり功労者表彰
6 月 26 日、多年にわたり男女共同参画社会づくりに顕著な功績のあった個
人に対し、内閣官房長官表彰が行われ、今年度島根県からは下森華子さんが
受賞されました。
（財）
しまね女性センター理事長等として、県立男女共同参画センターの運
営や啓発事業を行い、地域住民と直接ふれあい男女共同参画の必要性を訴え
続けられていることや、島根県連合婦人会副会長等として、地域における男女
共同参画の気運の醸成に多大な貢献をされたこと等が評価されました。
財団法人しまね女性センター理事長
下森 華子さん
した もり

はな こ

受賞メッセージ
この度の栄えある受賞は、ひとえに長きに渡り温かく御指導・御支援を賜った島根県をはじめ婦人会や多くの方々
のおかげとありがたく、感謝の思いでいっぱいです。
今後一層、あらゆる分野で男女がともに性別にとらわれることなく個人として尊重され、それぞれの能力を十分に発
揮できる男女共同参画社会の構築を目指し、微力ながら邁進いたす所存です。

＊

＊

平成18年度 男性・高齢者向けお届け講座

開催一覧

島根県が平成16年度に実施した「男女共同参画に関する県民の意識・実態調査」では、男性や高齢者に固定的役割分担
意識が高い傾向が見られました。あすてらすでは、男女共同参画の推進について参加者とともに語り合える場として下記の4か所
でお届け講座を開催することとしました。
※講師の敬称略

主催団体名

講座等の名称

横 並 び の 会 やまがの小言処

開催日時

開催場所

11 ／ 11（土）
伯太わかさ会館
14：00 〜 16：00 （安来市伯太町）

いきいきサロン
11 ／ 16（木）
いこいの村しまね
加茂山自治会 （ 小 地 域 福 祉
10：00 〜 11：30 （邑南町高水）
ネットワーク）

テーマ及び内容
ちょんぼしかわらいや〜因習からの脱却〜
講 師：吾郷康子（島根県商工会女性部連合会会長）
聞き手：下森華子（（財）しまね女性センター理事長）
地域づくりと男女共同参画
講 師：下森華子（（財）しまね女性センター理事長）

浜田市立雲城公
民館
（浜田市金城町）

中山間地域における高齢者の役割
男女共同参画寸劇：浜田市男女共同参画研究会
講 師：笠松浩樹（島根県中山間地域研究センター
主任研究員）

津 和 野 町 立 男女共同参画の
津和野町立枕瀬
1／ 24（水）
枕 瀬 公 民 館・ 視点における高
公 民 館（ 津 和 野
13：30 〜 15：30
滝 元 公 民 館 齢者の役割
町枕瀬）

地域における高齢者の役割
男女共同参画寸劇：島根県男女共同参画サポーター
講 師：笠松浩樹（島根県中山間地域研究センター
主任研究員）

浜 田 市 立 地域づくりと男 12 ／ 8（金）
雲 城 公 民 館 女共同参画
9：30 〜 11：30

平成19年度当初分（前期）「公益信託しまね女性ファンド」助成事業募集！！
『しまね女性ファンド』はあなたのグループの活動を支援する力強い味方です！
この助成金制度は、女性が持てる力を十分に発揮して地域でいきいきと活躍していただくために設けられた「女性」にスポッ
トをあてた全国初のファンドで、県内の女性を中心とする民間の団体やグループが行う活動に対し助成を行っています。
①対象となる団体
島根県内の女性を中心に活動している民間の団体やグループ（構成員がおおむね10名以上、
うち女性が半数以上）
②対象となる活動
・島根県の女性が自主的・主体的に企画実施する活動
・一般に開放されている事業
募集期間
③対象事業
平成18年12月1日

1 魅力ある地域づくりの活動

3 次代を担う人づくりの活動

2

4

女性が男性とともに、地域の担い手とし
てその感性と能力を生かして行う「魅力
ある地域づくり」を推進する活動を応援
します。

男女共同参画社会づくりの活動
様々な分野に女性と男性が共に参画
していく、豊かで住み良い社会を築きげ
ていくための「男女共同参画社会づくり」
を推進する活動を応援します。
また、民間シェルターの開設・運営を応
援します。
（助成基準が若干違います
ので、
事務局までお問い合わせください。）

子どもたちの健康と豊かな人間性を育
むための「次代を担う人づくり」を推進
する活動を応援します。

水と緑豊かな環境づくりの活動
私たちが暮らす島根の豊かな自然環境
を守り、
自然と共存していくための「水と
緑豊かな環境づくり」を推進する活動を
応援します。

④助成内容
・対象経費の2/3を助成（1万円単位で上限50万円）
・男女共同参画社会づくりの普及・啓発活動に対しては、対象経費を全額助成（1万
円単位で上限10万円）

〜平成19年1月31日
事業の実施期日
平成19年4月1日
〜平成20年3月31日
申請方法
所定の助成申込書と必要書類
を添付の上、下記へ郵送、ま
たは持参してください。
お申込み・お問い合わせ・ご相談
公益信託
しまね女性ファンド事務局
（財団法人 しまね女性センター内）
〒694-0064
大田市大田町大田イ236-4
TEL 0854-84-5514
FAX 0854-84-5589

平成 18 年度当初分（前期）助成事業（抜粋）
事業名（開催地）
紀翠会 30 周年記念花展
地
魅
（奥出雲町）
域
づ 力 隠岐の島の古民家で語り部
く あ 林洋子の世界を楽しみふるさと
りる
の良さを見つめる（隠岐の島町）
語ろう「キラリ輝くたき
の女性と男性と」
（パネ
男
社
女
ルディスカッション
and
会
づ 共 トーク in たき）パート 4
く 同 （出雲市）
り 参 男女共同参画セミナー
画
（江津市）

団体名
紀翠会

事業概要
お花の楽しさに触れることにより、活力ある地域、魅力ある地域
づくりを目指した交流型の花展を開催した。

ふるさとの宝・古民家 隠岐の島町にある古民家に薩摩琵琶奏者・林洋子さんを招いて
を活用する会
弾き語りコンサートを開催した。
男女共同参画を大きく捉え、人権をテーマに、病苦と戦い再起
出雲市多伎地域男女共
したフルート演奏者の演奏を交えた講演会やパネルディスカッ
同参画推進実行委員会
ションを行った。

江津市男女共同参画研 「脱少子化」を目指して、講演・パネル討議・寸劇を通し、男女の
究会
固定的な役割に対する意識や行動を見つめ直すセミナーを開催した。
会の設立 10 周年を記念して、童謡詩人佐々木寿信さんの作品を
設立 10 周年記念事業
いわみ女性の集い
中心に、益田ジュニア合唱団の皆さん等を招き、童謡コンサー
（益田市）
人 次 「童謡コンサート」
トを開催した。
づ代
を
熊丸みつ子先生とあそぼ・
く
幼児教育専門家の熊丸みつ子さんを招き、赤ちゃん体操や親子リ
はなそう !
新日本婦人の会島根県
り担
ズム体操を楽しみ、子育てで大切にするポイントを学ぶ子育て講
う
（松江市・出雲市・浜田市・ 本部
座を開催した。
益田市）
水
環
境 と 〜隠岐は絵の島 花の島〜 隠岐・花の里づくり女 植栽活動や花を使った町おこしをテーマにした講演会のほか、隠
づ緑
岐固有種の保護活動の一環として固有種保護事業研修会も町内 2
豊 まるごと花の島事業 2006
性の会
くか
カ所で開催した。
り な （隠岐の島町）

男女共同参画サポーターの

全国会議
レ ポ ート！
２日目の分科会「Ｗｅ realize〜男女共同参画」では、12

日本女性会議2006
日本女性会議
日本女性会議2006し
2006し
しものせき

分科会の中から第10分科会「21世紀の女性と男性〜わたし
が開ける ベアテからのギフト〜」に参加しました。初めの映画

「Ｗｅａ
ｒ
ｅ〜わからないから信じあう。知らないから支え合う。」

「ベアテの贈りもの」では、ベアテ・シロタ・ゴードンさんが22

をテーマとして、
１０月6・7日の2日間、 前進と交流のみなと
下関市で第２３回日本女性会議が開催されました。全国から

歳で日本国憲法のたった一人の女性の草案委員として参加

の4,000人を超える参加者、
スタッフ700人という大規模な会

し人権条項作成に携わったこと、
その草案が、第14条「法の

議で、私は大田市男女共同参画推進委員として参加しました。

下の平等」や第24条「家族生活における個人の尊厳と両性

初日の講演は「Ｗｅｇｏ〜男女共同参画の潮流」と題して、

の平等」などに生かされたことがわかりました。後半は土井た

白石真澄さんが男女が共に歩んでいく社会の確かな潮流を

か子さんがゴードンさんと対談されたことや、
日本国憲法の理念、

見つめ、新たな風を呼び起こすためのヒントをいっしょに考え

憲法の国際社会への影響や役割などについて話されました。

ていきましょうという内容で話されました。今なぜ男女共同参

最後は市原悦子さんの講演「Ｗｅ ｂｅ
ｌ
ｉ
ｅｖｅ〜私が信じた

画なのか、
自らの体験をもとにした、社会状況、労働市場、少

道。私が歩む道。」で、幼い頃のことや女優になったきっかけ

子化問題などさまざまな視点からの解説で、
これからの社会は

の話、詩の朗読を通して市原さんの生き方が温かく心に響き

女性を活用した企業の方が業績が上がること、
日本は少子

ました。
「どうしたらうまく話せるか」という質問に、
日頃から自

化傾向だが諸外国では女性の労働力率が高い国は出生率

分自身を出すようにすることや、
「聞くこと6割話すこと4割」に

も高いこと、男女共同参画社会の実現は子や孫の代までか

気をつけていると言われたのが印象的で、楽しくあっという間

かる息の長い取り組みだが社会的責任としてみんなでやらな

の1時間半でした。
この大会に参加し、普通の主婦ではなかなかできないこと

ければならないこと、
そして、今の私たちにできるのは何かとい

が体験できました。女性ばかりのパワーではなく男性も一緒に

うことなどを、
エネルギッシュに歯切れ良くお話されました。

男女共同参画を地域で広められるように、
この大会で聞いた

続いての基調プログラムは、映像・音楽・詩劇などを交え、
ジャーナリストの山本美香さんが、
アフガニスタンでの取材を

ことを参考にしながら、
みなさんとともに活動していきたいと思

通して、人と人がわかりあうことの難しさ、
そして、互いを信じあ

います。

い支えあうことの大切さ、素晴らしさを語られました。いつ死ぬ
かわからない所へ行くという情熱に心を打たれ、
そういう生き

島根県男女共同参画サポーター
（大田市）

方をされているからこそ輝けるのだと思いました。

石橋富士子

あすてらす からの お知らせ
【平成18年度 女性に対する暴力をなくす運動記念事業】

ドメスティック・バイオレンスに関する公開講座
〜女性たちが自由に生きるために地域の中で私たちができること〜」
暴力被害者支援
「暴力被害者支援
「暴力被害者支援
暴力被害者支援〜女性たちが自由に生きるために地域の中で私たちができること〜
」
の

12月9日（土）13:00〜15:00

●と き／平成18年

●ところ／県立男女共同参画センター

あすてらす（JR大田市駅西隣）

もと りつ こ

●講 師／野本律子さん
（
「女性ネットSaya-Saya」共同代表、セラピスト、カウンセラー）
●参加費無料

定員100名

託児も行います（要予約）

島根県立男女共同参画センター
至 江津

国道９号
JR山陰本線

至 出雲

JR大田市駅

ファミリー
デパート
パル

〒694−0064 大田市大田町大田イ236−4（JR大田市駅西隣）
TEL 0854−84−5500㈹ FAX 0854−84−5589
ホームページアドレス http://www . asuterasu. pref .shimane . jp/

利用のご案内
勤労青少年ホーム
大田市民会館

発

●
●

行／島根県（環境生活部環境生活総務課男女共同参画室）

（
（

誰 でも 気 軽 に 利 用 できます !

（
（

●開館時間／９
：
００〜１９
：
００
（貸し出し施設については２１
：
００まで）
●休 館 日／毎週月曜日・国民の祝日、年末年始（12月29日〜1月3日）

編

集／財団法人しまね女性センター 第21号／2006年11月発行

