
●1

自分らしさって何？　①

２００人アンケートで見えてきた意識
～　最近「男のくせに」「女のくせに」と言われたこと，ありますか？　～

　「男に生まれれば良かった！」，「女のほうが得してる！」など異性がうらやましく感じたことありますか？

　「男らしくない人」「女らしくない人」など，性差にこだわる言葉を耳にしていますか？

　そこで市民２００人 にアンケートに答えてもらいました。今回は３０～５０代の男女に聞いています。

Ｑ１

最近，「男のくせに」，「女のくせに」と言われることがありますか？

Ｑ２

「女のくせに」「男にくせに」と誰に言われましたか？

母親……………45.7%

父親……………33.8%

夫または妻……19.4%

同僚……………16.9%

兄弟姉妹………11.0%

祖父母………… 5.9%

異性の友人…… 5.9%

同姓の友人…… 4.2%

（複数回答）

　母親に言われたのが圧倒的

に一番多かったんです。

　どうしてかな？
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Ｑ４
今まで「女のくせに」，「男のくせに」と考えたり，言ったり

したことはありますか？

Ｑ３

今まで「女のくせに」「男のくせに」とどんな時に言われましたか？

　つい言ったり，考えたり

することって多いんだね。

男性の意見

● 子供の頃，泣いた時に

（３０代，４０代，５０代）

●子供の頃，ぬいぐるみで遊んでいた時

（３０代）

●たくさん喋った時　　　　　　（５０代）

●弱音を吐いた時　　　　　　　（３０代）

●家事をすると　　　　　　　　（４０代）

女性の意見

● 片付いていない時，散らかっている時

（３０代，４０代，５０代）

●仕事ではっきり意見を言った時　　（４０代）

●大学進学に際して　　　　（４０代，５０代）

●夜出かけたり，帰りが遅くなったこと

（４０代，５０代）

Ｑ５

自分から見て「異性は得をしている」と思ったことはありま

すか？それはどんな時ですか？

男性の意見

● 女性優待サービスがいろいろある

（３０代・４０代・５０代）

●玉の輿にのれる　　　　　　　（３０代）

●責任をとらなくていい　　　　（５０代）

●笑ってごまかせる　　　　　　（４０代）

●子供が産める　　　　　　　　（５０代）

女性の意見

● 仕事での待遇，昇進や給料の優遇

（３０代・４０代・５０代）

●行動の自由，許容範囲が広い　　　（３０代）

●家事・育児を人任せにしても平気　（４０代）

●身体能力　　　　　　　　　　　　（４０代）

●望まない妊娠などしなくていい　　（３０代）
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自分らしさって何？　②

　男性が圧倒的に多い職場，女性が中心の仕事など，いろいろな仕事の形があります。

　その中で，異性に囲まれながら，自分の道を選択して新しい世界で頑張っている人たちがいます。

　性差を気負わず，元気に働く素敵な姿をレポートします。

カッコヨク　ナニゲナク　花を咲かせたい
マーシャラー　戸澤　恵美子さん（20 代）

長谷　麻紗美さん（20 代）

Ｑ，どうしてこの道を選んだのですか？

戸澤　高校の修学旅行で初めて飛行機に乗り，

その時に見たマーシャラーの姿がとって

もカッコ良く見えたんです。

長谷　新聞を見ていた時，女性初のマーシャ

ラーの記事を見つけ，いままで男性のみ

の仕事を女性がしているのがカッコよく

思えて憧れました。

Ｑ，今，実際に仕事をしてみてどうですか？

戸澤　決して甘くないけれど，充実していま

す。２メートルの誤差しか許されません。

飛行機にうまくブリッジが着かないと大

変なことになります。この緊張感がある

のがいいのかも，と思っています。お客

様との直接的な接点は無いのですが，手

荷物を扱ったり，冬は飛行機の雪を専用

の液で解かす車の運転もやります。マー

シャラー以外の細々した仕事もあるの

で忙しい日々なんですけど，自分なりに

いろいろな仕事を極めたいと思っていま

す。

長谷　飛行機は１人で止めているのではなく

て停止線にチョークマンと呼ばれる人が

立っていて，その人との呼吸（合図）に

よって飛行機を止めています。うまく

タイミングが合って，パシッと機体がと

まった時には喜びを感じます。

　着陸後の航空機をス

ポット（駐機場）まで誘

導するのが役目。

　ジャンボジェット機

の前で，パドル（しゃも

じを大きくしたような器

具）を持ち，手旗信号の

ようにパイロットに合図

を送りながら，ボーディ

ング・ブリッジを装着出

来るように誘導します。

　今，自分らしく働いています

「男性，女性の差はほとん

ど感じられませんね。地方

空港では女性マーシャラー

が同時に２人働いていると

いうのはまだまだ珍しいと

思います。男だから，女だ

からではなく“個”として

マーシャラーの仕事を続け

て行ってほしいと願ってい

ます。」と２人の指導者で

あり，先輩の川崎豊さんは

話してくれた。

「マーシャラー」って
どんな仕事

長谷さん 戸澤さん
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２人目の男性保育士・佐藤望さん。保育士になっ

て２年目。小さい頃に通った保育園の先生が

色々な遊びなどを教えてくれて，何でもできる

スゴイ人という存在だったという。子どもが好

きだし，男の先生がいたらおもしろいかな，と

いう好奇心でこの道を選んだ。花田保育士も「彼

が来てくれ，どんなにか心強いか」と話す。

子どもたちのそばで一緒に笑っていたい 上湯川保育園　保育士　花田洋平さん（20 代）

Ｑ　どうしてこの道を選んだのですか？

　子どもが大好きなんです。小さい頃から親戚

の子どもの面倒をみたり，遊んだりして，一緒

にいることが楽しかったですね。

　高校では理系のコースに進学していたんで

す。進路を真剣に考え始めた高校２年生頃，そ

のまま進んでいれば，函館を出て就職する予定

でした。けれど，何が本当にやりたいのかとよ

く考えた時に，子どもたちに関われる仕事に就

きたいと強く思いました。

　僕はひとり親家庭で，母と兄姉との４人家族

です。小さい頃は保育園に通っていて，大好き

だったんです。保育園に男の先生がいたら，兄

貴や父親代わりにちょっとでもなれるかな，と

いうのも頭をよぎりました。ちょうど地元の

専門学校で男子生徒を初めて受け入れることに

なったので，函館を離れる必要もなくなったこ

とも含め，母親は大賛成してくれました。

Ｑ　実際に保育士となってどうですか？

　やはり女性だけの職場なので不安でした。で

も，先輩方の気遣いや，子どもたちと一緒にす

ごせる喜びで不安も徐々に薄れていきました。

園児を連れて散歩していると地域の方から声を

かけられたり，温かいまなざしを感じて勇気づ

けられています。男性だからとすごく驚かれた

ことなども実はないですよ。

　保育士５年目。新しい発見，喜びや驚きの毎

日です。まだまだ課題はあるけれど，この道に

すすんで本当によかったと思います。とにかく，

保育園は楽しくて安心できる所だと子ども達に

素直に思ってもらえるよう頑張っています。

　困っているところは，トイレくらいかな。男

性トイレがないんで…。それでも，他の先生と

のペースが分かり合えてきたので，かち合わな

いようになってきました。大丈夫です。
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主夫道を楽しみながら極めるぞ…。 専業主夫　　　吉田　定雄さん（40 代）

Ｑ　どうしてこの道を選んだのですか？

　妻の第２子出産に際しての決断。共稼ぎだっ

たんだけれど，再就職するにしても男の方が仕

事もあるかなっと思っていたし。

　周りの人たちからの「男は働くべきだ」の猛

反対に（実は妻もですが）反発したというのも

ある。やってやるぞォという感じで，ひけなく

なっちゃって。それからなんと今年で１２年目

を迎えちゃった。（笑）

Ｑ　実際に専業主夫となってどうですか？

　うちの場合，子供が男だったからよかったか

もしれない。

　第１に考えているのは家族の健康。食を大切

にしている。鶏肉などを使って妻の乾燥肌まで

治したりしてね。この数年，読むのは医学関係

や料理本。切り抜きはどんどん増えている。そ

れにしても，主夫は忙しい。買い物，これは底

値で買おうと思っているし，掃除，洗濯，日々

発見と工夫。飽きないねぇ。

　ＰＴＡ活動もあるし，学校行事にも全て参加

している。子供が高校生になれば少しは自分の

時間が持てるんじゃないかな。

　妻とは老後に手芸や園芸などを楽しみたい

し，孫のことも，嫁と一緒に子育てしたいと思っ

ているんだよね。

朝早くたって，寒くたってなんのその。卸売市場には元気な女性が。

　函館卸売市場には数名

の女性も元気に働いていま

した。右は，写真を撮らせ

てと声をかけるとニッコリ

笑顔を見せてくれた古井さ

ん。なんと１６歳。「ここ

の仕事が大好き。市場に来

ないと落ちつかない！」何

とも頼もしい。

料理のレシピの切り抜き

　「家族にはいろいろな食材を食べてもらい

たい，食事は大切」と言う吉田さん。

　今日は何をつくっているの？
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自分らしさって何？　③

マイセルフ編集スタッフで，本音の座談会

みんな“自分らしさ”を探している

矛盾からのスタート

Ａ　「女の子でしょ！」「男の子なんだから」と

つい言っているかな…。

Ｂ　やめようと思っていても，ね。やはり無意

識のうちに刷り込まれ，影響をうけている

部分があるのよね。

Ａ　自分でも矛盾していると思う。男の子だっ

て泣いたっていいんだもの。理想と現実

と言うか，家の外で言えることと家の中で

やっていることの違いがあるなぁ。

Ｃ　そこからだれもが始まるのだから，大丈夫。

ただ男女共同参画は分かりにくかったり，

最近違うところにスポットを当てられた

り。差別は問題外だけれど，トイレの表示

とか，区別はあってもいいのではという場

面もある。

函館はいろんなことができる場所

Ａ　でも函館は，北海道はと言うべきかもしれ

ないけれど，何々しなくてはならないとい

うのが少ないと思う。わりと自由で周囲に

惑わされていない気がする。私の出身の関

西では，良くも悪くも周囲の目を気にして

いるもんね。

Ｂ　因習にとらわれないと言えるのね。外の別

の地域と比較するとよくわかるというこ

とかぁ。

Ａ　だからこそ，よその地域よりは男女ともい

ろいろなことができる場所のような気が

する。でも風習・因習でもいいものは残し

たほうがいいと思うな。

Ｄ　「いいもの」というのが，また人それぞれ

の判断，さじ加減で…簡単にいかないんだ

なぁ。

Ｃ　函館は実際，元気な女性も，男性も多いよ

ね。冒頭のアンケートの結果もそれほど，

性差を意識しているわけではなかったも

の。

自分の居場所をみつけたい

Ａ　今回，専業主夫の吉田さんを取材して，自

分を省みるいいきっかけになった。楽し

みながら家事をしてる。どうせやるならと

ことんやる！みたいな感覚はイイナ。でも

専業主婦って誰も誉めてくれない，認めて

もらえない感覚ってあるな。やって当たり

前ってことなのかな。

Ｄ　主婦はもっと外の社会と関わる時間をもっ

たほうがいいのかなと思う。ぐちを言え

る友達，一緒に笑える仲間を増やして自分

の居場所をいくつか持てるようにね。主婦

だって，働く大人たちだって，小さな子供

たちだって，みんな自分を探して，自分の

居場所を見つけようとしてるんだもんね。

Ｃ　そんな時に，男女共同参画社会っていうの

は誰にとっても味方になる社会なのね。
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豊かで活力のある男女共同参画社会の実現をめざして

「 男女共同参画推進条例」を制定しました
　男女の人権が尊重され，男女が対等の立場で，個人として能力を発揮しながら， お互い

に支え合って創り上げていく社会，これが男女共同参画社会です。

　 男女共同参画を推進し，豊かで活力のあるまちづくりを進めていくため，市民の皆さ

んのご理解とご協力をお願いします。

◆男女共同参画推進条例の必要性

　個人の尊重と法の下の平等がうたわれている日

本国憲法の下で，我が国における男女平等の実現

に向けたさまざまな取組は，国際社会における取

組とも連動しながら進められてきました。

  しかしながら，男女の人権の尊重に関する認識

がいまだ十分であるとはいえず，性別による固定

的な役割分担意識およびそれに基づく慣習等が存

在していることから男女共同参画社会の実現には

なお一層の努力が必要です。

  更に，大都市と比べて少子高齢化が急速に進ん

でいる当市においては，次世代を担う青少年の健

全な育成を図るためにも，男女共同参画の理念に

基づいたまちづくりを進めていくことが，21 世

紀における最重要課題となっています。

  市では平成 10 年に，「はこだてプラン 21」を

策定し，各種講座の実施や情報誌の発行など様々

な取組を行ってきました。また，平成 11 年 6 月

には「男女共同参画社会基本法」が施行され，市

としても，より一層の男女共同参画の推進が求め

られることとなりました。

　

◆男女共同参画推進条例とは

　男女共同参画の推進に関し，基本理念を定め，

市，市民および事業者の責務を明らかにするとと

もに，市の施策の基本となる事項を定めることに

より，男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し，

もって男女共同参画社会を実現することを目的と

して「函館市男女共同参画推進条例」が平成 17

年第 1回市議会定例会で議決され，4月 1日より

施行いたしました。

 条例の主な内容

 基本理念

■男女の人権の尊重

・男女の個人としての尊厳を重んじ，男女の差

別をなくし，男性も女性もひとりの人間として

能力を発揮できる機会を確保する必要がありま

す。

■社会における制度または慣行についての配慮

・性別による固定的な役割分担意識にとらわれ

ず，男女がさまざまな活動を行うことができる

よう，社会の制度や慣行のあり方を考える必要

があります。

■政策等の立案決定への共同参画

・男女が，社会の対等なパートナーとして，いろ

いろな方針の決定に参画できる機会を確保する

必要があります。

■家庭生活とその他の活動の両立

・男女が対等な家族の構成員として，互いに協力

し，社会の支援も受け，家族としての役割を果

たしながら，仕事をしたり，学習したり，地域

活動ができるようにする必要があります。
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■性に関する理解と尊重

・男女が，互いの性について理解を深め，尊重し

合い，生涯にわたり人格の尊厳を保つ必要があ

ります。

■国際社会の動向への留意

・男女共同参画の推進が，国際社会における取組

と密接な関係にあることから，国際社会におけ

る取組を踏まえながら推進していくことが必要

です。

 市，市民，事業者の責務

■市の責務

・男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ

計画的な策定および実施

・市民，事業者，国および他の地方公共団体との

連携

■市民の責務

・社会のあらゆる分野における男女共同参画への

取組

・市が実施する施策への協力

■事業者の責務

・事業活動における男女共同参画への取組

・市が実施する施策への協力

 性別による権利侵害の禁止

・性別を理由とする差別的取扱い

・セクシュアル・ハラスメント

・ドメスティック・バイオレンス 

　この３つを禁止しています。

 

 基本的施策

・男女共同参画を推進するため，市では次の基本

的施策に取り組みます。

■基本計画の策定

■施策の策定に当たっての配慮

■附属機関等における男女共同参画の推進

■情報の提供等

■調査研究

■実施状況等の公表

■教育の推進

用　 語 　解 　説

男女共同参画

　男女が，性別にかかわりなく個人として尊重され，社会

の対等な構成員として，自らの意思によって，社会のあら

ゆる分野においてその個性と能力を十分に発揮する機会が

確保され，男女が均等に政治的，経済的，社会的および文

化的な利益を享受することができ，かつ，共に責任を担う

ことをいいます。

セクシュアル・ハラスメント

　他の者に対し，その意に反して性的な言動を行うことに

より，当該者の就業等における生活環境を害して不快な思

いや体験をさせることまたは性的な言動を受けた者の対応

により不利益を与えることをいいます。

ドメスティック・バイオレンス

　夫婦，恋人等の男女間における身体的または精神的な苦

痛を与える暴力的行為をいいます。

 男女共同参画苦情処理委員

・市の機関やその他の場面で，男女の人権の侵害

など，男女共同参画を阻害すると認められるも

のに関し，苦情等の相談を受け適切な助言を与

えることなどにより，問題の解決を図るため，

新たに男女共同参画苦情処理委員を置きます。

 男女共同参画審議会

・男女共同参画の推進について，市長の諮問に応

じ，調査審議するため，市民や事業者，学識経

験者，関係団体の代表などからの構成による審

議会を設置します。

　男女共同参画苦情処理委員および男女共同参
画審議会につきましては，平成 17 年 10 月 1
日から施行します。
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男 女 共 同 参 画 課 か ら の お 知 ら せ

就職準備講座（新）

リフレッシュ講座（新）

ドメスティック・バイオレンス講座

メディア・リテラシー入門講座（新）

男性料理教室

パンづくり教室

異国料理教室

料理アラカルト教室

写真教室

手芸教室

健康ウォーキング教室

親と子の自然観察（新）

女性のための自己防衛術（新）

女性センター講座案内
学習講座

料理教室

文化・教養講座

女性のためのこころとからだの相談

女性のための法律相談

受講生募集

家庭生活カウンセリング

研修講座　３級

５月１３日開講

申込み・問い合わせ

斉藤　77-8494

大宅　55-6608

宮川　52-7392

女性の人権ホットライン（26-5837）

［函館地方法務局］月曜～金曜日

午前 8時半～午後 5時

渡島支庁合同庁舎 (47-5789)

　　（配偶者からの暴力の相談のみ）

月曜～金曜日

午前 9時～午後 5時

道立女性相談援助センター (011-666-9955)

月曜～金曜日

午前 9時～午後 5時

ウィメンズネット函館 (33-2110)

[ ウィメンズネット函館］月曜～金曜日函館市］

午前 10 時～午後 4時

家庭生活相談 ( 電話および面接 )

[ 函館家庭生活カウンセラークラブ］

女性センター (23-4188)　月曜・木曜日

午前 10 時～午後 3時

火曜・木曜日

午後 6時半～午後 8時半

湯川支所 (57-6161)　　　　　　火曜日

午前 10 時～午後 3時

亀田支所 (45-5581)　　　　　　木曜日

午後 1時～午後 4時

女性相談室 (27-8042)　　月曜～土曜日

［函館市］　　　　午前 9時～午後 5時

（土曜日は正午まで）

相 談 窓 口

配偶者等からの暴力，家庭生活，困りごと，

　　　　　　　　　　悩みごとなど気軽にご相談ください。

編集後記

編　

集

市 民 編 集 ス タ ッ フ

泉　　良子　　太田　陽子

京田　教子　　佐藤　昌子

発　

行
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この情報誌に

対するご意見

がありました

ら，市民部男

女共同参画課

にどうぞ

泉　　　良　子

　ぷっちりと膨らんだ蕾が木々の枝に無数についていて，花の季

節の到来がうれしい。

　今や，職業やスポーツは，性差のない世界が広がっている。多

様な選択が可能になり，男性・女性にこだわらずに，一人の人間

として，個が大切にされ，生かされる時代になってきたなぁと感

じている。

京　田　教　子

　“マイセルフ”に関わって早や１年。自分なりに“なる程”“えー，

びっくり”と思いながら，誌面づくりに参加しました。今年は

１人でも多くの方に手に取ってもらえる様にしたいと思っていま

す。男女間の本音と建前の垣根がなくなるのが理想だけどなぁ。

太　田　陽　子

　今回は仕事の中の少数な異性を取材。が，かえって普段意識し

ていない性差を際立たせるのでは？と心配でした。

　でも将来は女性○○，男性○○という表記は必要なくなると思

うので，そこに辿り着くまでの過程を頑張っている方々へエール

を送る気持ちでご紹介しました。

佐　藤　昌  子

　男だから女だから…なんて考えることなく，あわただしく過ぎ

てゆく毎日。男とか女より私らしく…カナ。何か楽しいことない

かなって考えている方が，私には似合ってる。テイク　イット　

イージーってカンジ。


