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室長からのメッセージ

国立大学法人秋田大学　男女共同参画推進室長

渡　部　育　子

　秋田大学での男女共同参画に係わる取り組みは、平成 17 年 2 月の「男女共同参画

推進委員会」「男女共同参画推進専門委員会」の設置以来、着実に成果をあげてきま

した。平成 19 年度には「秋田大学男女共同参画推進のためのアクションプラン」を

策定し、平成 21 年 5 月には男女共同参画推進室を開設しました。

　今回の講演会は、平成 21 年度科学技術振興調整費・女性研究者支援モデル育成プ

ログラム「大学間連携と女性研究者支援 in 秋田」が開催する第 1 回目のものです。「豊

かな暮らしを支援する男女平等政策」と題する講演では、ノルウェー王国大使館一

等書記官ドッテ・バッケ氏が、世界でもっとも男女共同参画が進んでいるノルウェー

の取り組みを紹介します。

　女性研究者支援において男女共同参画の視座はもっとも基本になるものと考えら

れます。男女を問わず研究者が、自らが選択するワーク・ライフ・バランスにしたがっ

て生涯、研究を続けるためには何が必要なのかということを考え、そのためにはど

のような仕組みを構築すればよいのかということをみんなで考え、行動することで、

道が開けると思います。日々の暮らしのなかで奏でられるメロディーを積み重ね、

永遠なるハーモニーを創りだすためには、大きな目標を掲げ、大志を抱くことも必

要であると考えます。本講演会では秋田が男女共同参画先進県となるよう、国際的

視野から現状をみんなで見つめ、考えます。

　今回の講演会の成果が大学の研究者のみならず、わが国の男女共同参画社会の推

進に寄与できますことを祈念いたしております。

　本報告書にはグローバルな視野からのデータとノルウェーの現状を盛りだくさん

掲載しました。是非、ご一読ください。
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講 演

「豊かな暮らしを支援する男女平等政策」
ノルウェー王国大使館　一等書記官　Ms. Dorthe Bakke

　皆さん、こんにちは。今日は秋田へご招待い
ただき、ありがとうございます。これからノル
ウェーの男女平等政策についてお話をさせてい
ただきます。

　今日のテーマはノルウェーの男女平等政策で
す。ノルウェーも日本も人口について共通の課
題、つまり少子化という問題に直面しています。
経済的に生き残るために私たちの社会は労働へ
の参加を促し、出産を確保していく必要があり
ます。ノルウェーでは男女共同参画はこの面で
欠くことのできない政策なのです。日本とノル
ウェーにはいくつかの点で共通の特徴があり、
また現代社会の共通の課題を抱えていますが、
お互いの社会の構造を特徴づける歴史的・文化
的な違いについても考える必要があります。違
いを認識することは、お互いの経験に基づいた
意見交換を進める際の土台になるからです。民
主的な権利と経済成長、整った福祉制度をはじ
め、私たちの将来を支える人たちを確保するこ
とは、なによりも優先されるべき課題です。

　男女共同参画は、このような目的の中では、
大変重要な項目です。私たちは経済的な自立や
平等の権利を確保し、男性も女性も家庭生活を
楽しむことができるような対策を考え、実施し
ていくことを目指しています。これは活気があ
ふれ、競争力のある社会を維持していくことに
つながります。

　私は男女共同参画には三つの柱があると考え
ています。第一に、基本的な人権が守られなけ
ればなりません。現在ではすべての人間は、性、
年齢、人種、社会的立場にかかわらず、自由に
生活し、平等に社会に参加するための権利を持
つと、世界的にも広く認識されています。です
から、男女共同参画の推進は女性にとっても男
性にとっても、こうした権利を確保できるもの
でなければなりません。
　第二に男女共同参画は、急激な高齢化と出産
率の低下がおきている先進社会で大きな意味を
持つということです。社会の経済力を維持する
ためには労働人口を増やさなければなりませ
ん。ほとんどの国々でまだ活用されていない労
働力は女性であります。ですから、女性の職場
進出は、労働力の増加や経済力を維持するため
の最も良い方法です。
　この取り組みを成功させるためには、労働市
場における機会均等が前提となります。また、
長期的に労働力を維持するためは十分な出産率
を保つ必要があります。また、こうした取り組
みには男女共同参画により、女性が家庭と仕事
を両立できるようにすることが大切です。

◆ Profile

Ms.Dorthe Bakke
( ドッテ・バッケ氏 )
2004年　ノルウェー外務省入省
2006-2008 年　駐リトアニアノ
ルウェー王国大使館　一等書記官
2008年 - 現在　駐日ノルウェー王
国大使館　一等書記官
言語：ノルウェー語、英語、日本語、フランス語
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　第三に、豊かな暮らしを確保することです。
バランスのとれた職場環境だけではなく、バラ
ンスのとれた家庭生活は、女性にとっても男性
にとっても質の高い生活を実現するために欠か
せません。子どもと過ごす時間は、男性にとっ
ても有意義であり、子どもも両親との触れ合い
を通して成長しています。家事の分担によって、
新しい家庭生活の姿が生まれます。

　ここではノルウェーが様々な分野において、
男女共同参画を推進していく上で行ってきたこ
とをお話したいと思います。
　基本的な男女の平等については、1978 年の男
女平等法によって決められています。この法律
は男女平等オンブットという機関によって守ら
れていて、教育・雇用・文化的面など、生活全
般にわたり性による差別を取り除くことを目的
として、男女平等の実現に向けた実質的な手段
として考えられたものでした。
　北欧では機会均等だけでは十分な平等ではな
いと考えられています。女性の地位向上のため
には、積極的な取り組みが求められているので
す。政府は独立した法律をつくることで、不公
平な現実を浮き彫りにし、法律の実施する機関
をつくりやすくしたのです。

　この法律はもちろん、直接的な性差別も違法

としています。
　例えばあるノルウェー人の雇用主が従業員で
ある女性が妊娠したことを理由に解雇すると法
律違反になります。この法律では間接的な性差別
も違法としました。ノルウェー法のもとでの間接
的性差別とは、全員に適用される規則や規定が、
ある性にとって不利になる場合をいいます。
　この法律は二つのことを意図しています。一
つはほとんどの分野で実質的な男女平等を実現
すること。そしてもう一つは、男女の役割に対
して影響を与えることです。
　この法律は例えば公的機関が機会均等の実現
に向けた計画や制度をつくり、社会のあらゆる
分野で男女平等に向けて積極的に取り組むよう
求めています。職場などで、女性は男性よりも
弱い立場にあると考えられていますので、男女
機会均等を目指して、女性にある種の便宜を図
ることが必要でした。このため法律の目的は男
女平等の推進ですが、同時に女性の地位向上も
意図したものとなっています。
　これはこの法律が議会を通過した時に、もっと
も熱い議論がたたかわされた点の一つです。と
いうは、表現が性について完全に中立ではない
からです。ノルウェーの男女平等法は、仕事に
適用されるだけではなく、教育・政治・家庭を
対象としている点で、他に例を見ないものとなっ
ています。男性に対しても女性に対しても、性
別を理由にした差別的扱いは法律にふれます。
　ノルウェーには男女平等に関する独立したオ
ンブッドがいて、男女平等法に関わるあらゆる
ことを保護する責任を持っています。オンブッ
ドは国家職業監督局とともに、男女平等に関する
被雇用者の権利を守ることを目的としています。
例えば雇用者に、子育てに関する父親の権利に
否定的なケースの調査などを行っております。

　男女平等の第２段階は経済的な面です。人は
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私たちにとって最大の資源です。しかし、ヨー
ロッパのほとんどの国では日本のように人口の
高齢化が進み、出産率が低下しています。この
問題を解決するために、男性も女性も、家庭で
も職場でも、同じ条件のもとで積極的な役割を
果たせるようでなければなりません。

　ノルウェーの過去 40 年間の進展を見れば、
私たちの社会が経験してきたプロセスを理解す
ることができるでしょう。1969 年には、10 人
中９人の母親は外で仕事をしていませんでし
た。現在では10人中９人が仕事を持っています。
私たちはどのようにこれを達成したのでしょう
か。

　ノルウェーの労働人口における女性の増加
は、真剣に取り組んできたから実現できたので
す。社会が女性の社会進出の環境を整えるだけ
ではなく、これを豊かな家庭生活とあわせてと
らえ、充実した生活を送ることができるように
することが大切です。
　こうした分野で 1970 年代をピークに、社会
的変化がおきました。その頃、経済成長や福祉
社会の発展につれて、公共部門を中心にあらゆ
る場で労働力が求められていました。これは労
働に関する女性の役割や立場が変化するだけで
はなく、文化的・社会的変化にもつながりまし

た。長い間、女性が行ってきた家事や子育ての
負担がだんだんと公的機関に移されていったの
です。

　1986 年には当時のグロ・ハーレム・ブルント
ラント首相が内閣の合計 18 の閣僚ポストに８
人の女性を登用し、世界的にも注目を浴びまし
た。1996 年にブルントラント首相に替わり、男
性のトールビョルン・ヤーグランに引き継いだ
とき、小さな子どもは「首相って男性もできる
もの？」と尋ねたそうです。
　現在、閣僚の半分、50％は女性です。そして
ノルウェー国会議員の 39％が女性です。

　写真は現在のストルテンベルグ内閣です。20
人の中の 10 人が女性です。

4



　高等教育を受ける女性も増えました。現在、
大学生５人のうちの３人は女性です。現代社会
において、経済成長と技術革新が進められてい
くには、女性の才能や能力、技能を活用してい
かなければなりません。若い世代は教育・仕
事・政治・社会生活・家庭といったあらゆる分
野に男女が平等に参画できることを期待してい
ます。これは前向きでとても望ましいことです。
女性の才能や技能は経済の成長や発展にとって
非常に重要で、それは男性の父親や保育者とし
ての能力が豊かな家庭生活に欠かせないことと
同じです。こうした要素をうまく統合できれば、
私たちが経済発展に持続可能な社会のための、
たしかな基盤を整備したことになるでしょう。
　労働市場への女性の参加を後押しする考え
方、つまり女性や母親が職場で働くことは当た
り前であるという考え方が大変重要です。21 世
紀を生きる女性には、「仕事をしていますか」と
尋ねるよりも「どこで働いているのですか」と
尋ねるほうが賢明です。
　社会の様々なカテゴリーに属する人々のため
に民主化を目指していくことは、現代国家が繁
栄していくための基本です。男女がともに仕事
を持って、経済の担い手になるためには、それ
ぞれの可能性にも差別があってはなりません。
これまでに述べてきたとおり、男女平等は社会
に利益をもたらす投資です。こうした目標や基
本的な権利をあわせて、適切な出産率をともに
実現していくことが大事です。これは私たちの
年金を確保するだけではなく、これからの世代
が豊かな生活を送るためにも必要です。

　ノルウェーは 1980 年代の初めに少子化に直
面し出産率が減少しましたが、80 年代後半から
増加し始め、2008 年の出産率は 1.96 となりま
した。この数字はヨーロッパ諸国の中で非常に
高い数字です。これに比べてスペインでは 1.27、

ドイツは 1.34 で、同じ年の EU 加盟各国の平均
出産率は 1.48 でした。1985 年時点での日本とノ
ルウェーの出産率は同率でしたが、現在日本の
出産率は 1.37 に低下しています。

　欧州委員会は出産率の低下は個人が様々な選
択をする際の障害によるものだとしています。
ここで言う「障害」とは、例えば就業機会の遅れ、
不安定な雇用状況、高い住宅費、そして家族手
当や育児休暇、保育などのインセンティブがな
いことだと思います。
　昔は女性解放運動と労働市場の進出が家族や
出産率に対する最大の脅威とみられました。し
かし、現在では子育てと仕事の両立が可能な
国々では、出産率も女性の労働参加率も高いこ
とが分かっています。女性解放運動を支援して
いない国の出産率は低く、その結果、その国々
は高齢化社会の問題に直面しているのです。

　ノルウェーでは 1970 年代終わりごろから、
子育てと男女平等政策を充実させてきたことと
が、出産率の上昇にプラスになったと考えられ
ています。これまではそれぞれの家庭の問題と
考えられてきたことが、公的支援や手当などの
政策により、出産率と女性の労働力参加率とい
うユニークな組み合わせが実現したのだと思い
ます。
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　ここでノルウェーで最も重要な子育て政策の
取り組みについて説明したいと思います。これ
らの政策はすべて、女性にも男性にも家庭と仕
事の両方への参加を可能とすることを目的とし
ています。

　まず第一に、ノルウェーでは家庭の経済的安
定を目指しています。家庭の経済的安定を確保
する主な目的は、子どもたちを守り、貧困を防
ぐためですが、同時に男女平等の考え方でもあ
るのです。
　幼い子どもを持つ家庭への手当の大部分は女
性に給付されます。ノルウェーではすべての子
どもに対し、18 歳になるまでに毎月子ども手当
が母親に給付されます。月にほぼ１万５千円で
す。また子どものいる家庭への優遇税制も適用
されています。さらに 1990 年には子どもが３
歳になるまでより多くの時間を家庭で子どもと
過ごしたいという親に対する助成金制度が導入
されました。希望者は部分的に同時に保育施設
を利用することもできます。

　ノルウェーでは 1970 年代から 1980 年代まで、
保育施設に行く子どもが増え、過去 20 年、保
育施設の全入が政治課題となってきました。現
在の労働党、中央党政権は保育施設に関する行
政に大きな力を注いでいて、2009 年１月１日か

らは子どもが１歳になると、すべての親は子供
を保育施設に入れる法的権利を与えられるよう
になりました。

　ノルウェーの保育施設は公立・私立の両方が
あります。公立・私立を問わず、親の支払う費
用は３万５千円です。政府の目標は親の負担を
２万６千円までに引き下げることです。保育施
設の運営費の 80％は国と地方自治体が負担しま
す。私立の保育施設についても 75％を国と地方
自治体が負担しています。
　2000 年にはノルウェーの子どもの 62％が保
育施設に通っていました。2008 年にはこれが
87%に増えました。１歳から２歳までの子ども
の 75％、３歳から５歳までの 96％が保育施設
に通っています。希望すれば保育施設に入れら
れるという目標はほぼ達成されたのです。
　安全で信頼のおける保育施設が確保されるこ
とで、ノルウェーの男女共に仕事と家庭を両立
させることができるのです。保育施設の増加に
継続的に力を入れることが、ノルウェー女性の
就業率の高さを保つひとつの要因です。
　第二にノルウェーでは男性と同じように女性
の労働市場への参入をしやすくしています。雇
用保険制度を設けるとともに、雇用差別を禁止
しています。妊娠や出産を理由に、母親や父親
がその権利に従って育児休暇を取得したいとい
う理由で差別することを禁じているのです。育
児休暇を取得する保護者は元の職場に戻ること
を保証されています。女性も男性も家庭と仕事
の両立ができるべきなのです。両親には子ども
がいても仕事が続けられるように、２人で合計
３年間の育児休暇を取る権利が与えられていま
す。ただし両親のあいだで期間を分け、いずれ
の親も２年以上家で過ごすことのないようにし
なければなりません。子どもの誕生から１年間、
いずれかの親が給料の 80％の手当を受けながら
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育児休暇をとることができます。
　これまで多くの場合、この制度は母親が利用
していました。しかし、男女を問わず政治に参
加し仕事を持つのと同じように、男女が等しく
子育ての権利を分かち合うべきだというのがノ
ルウェーの政策です。このため、一定の育児休
暇を父親が取得するよう決めています。このパ
パクォータ制は 1993 年に導入され、今では父
親の 90％以上が取得しています。現在ではパパ
クォータは 10 週間です。父親がとらないと 10
週間の有給の育児休暇がなくなります。

　また、両親には子どもが病気になった時に、
12 歳未満の子どもを対象に年間 10 日間看病す
る権利があります。またパートタイムとして働
く機会もたくさんあります。仕事を持つ女性の
約半数が勤務時間を短縮して勤めています。重
要な制度の一つに、小さい子どもの保護者に対
し、勤務時間の短縮分にあたる賃金の引き下げ
にあたり、短い勤務形態を取る権利を与える制
度があります。またフレックス制度も親にとっ
て大変重要で、ノルウェーの労働人口に対する
母親の割合の高さに大きく貢献しています。

　もちろん、こういった子育てのための様々な
福祉政策にはお金がかかります。税金のほか
に、事業者に対する財政支援も必要です。しか

し、私たちの経験から考えると、経済社会的に
十分な見返りがあるといえます。家庭に優しい
制度を採用することで、企業の利益に貢献でき
る能力の高い人材を得ることができると思いま
す。ノルウェーでは職場での多様性を重視し、
人材を総合的に活用することが広く行われてい
ます。

　過去 30 年のノルウェー社会の発展をみると、
男女平等はその目的を果たしてきたと言えま
す。職場や社会での男女同権を実現し、非常に
高い女性の労働参加率を達成するとともに、比
較的高い出産率が維持されています。これに関
連し、家庭と育児に関する男性の姿勢も変化し、
今の父親は家庭や子育てに参加するべきだと期
待されています。また、このことが雇用やキャ
リア開発の場での女性差別を減らすことにもつ
ながりながら、一般に男女が社会のすべての面
で等しく参加することが当然のことと受けため
られています。
　しかし、なにもかも達成できたというわけで
はありません。男性とほぼ同じ数の女性が労働
市場に参入しているにもかかわらず、女性は典
型的な女性の仕事とされる保育士や教師などの
職場に多く見られます。女性の労働参加率の高
さは、必ずしも社長や取締役など高い地位への
女性の進出には結びついていないのです。女性
は新製品に関するアイディアや新しい解決策や
仕事のやり方を持ち込むことで、ビジネス界に
新しい風を吹き込むことができます。ビジネス
界で働く女性の割合を増やす優れた公共政策を
つくることが大切な課題といえます。またそう
いう政策は企業の収益性などを高めるというこ
とを考える必要もあります。
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　最近の統計によると、企業の収益性と女性の
管理職の割合に関連性が見られます。デンマー
クのオーフス大学とコペンハーゲンビジネスス
クールが行った「Worth its Weight in Gold for 
Bottom Line」という研究は、すべての業界に
おいて一般に高い地位の女性管理職のいる企業
のほうが、いない企業に比べて良い結果を出し
ていると結論付けています。ビジネス界はいま
だに保守的で、2004 年までは男性が優勢でした。

　2003 年、ノルウェー政府はすべての企業にお
ける男女比を近づけることを狙って、上場企業
と政府系機関に関する法律の改正に着手しまし
た。議会はこれを認め、2004 年１月１日からす
べての政府系企業で、取締役会で男女の人数を
それぞれ最低 40％とすることが義務付けられま
した。そしてすでにその目標は達成されていま
す。
　同じ法律は 2006 年１月１日から民間部門に
も義務付けられました。この政策はビジネスや
経済分野における女性の地位向上を意味しま
す。2009 年には 40.1％の取締役会の役員は女性
です。私の知る限り、このような法律を可決し
た国は、ノルウェーが世界で初めてです。

　さて次に、男女平等に関する３番目の点、豊
かな暮らしの話をしましょう。国民の幸せは国
家の責任です。これは前にも言ったような経済
的成功だけではなく、国民に豊かな生活を与え
るということです。男女平等はこれに様々な意
味で貢献しています。
　一つには、言うまでもなく、性にかかわらず
すべての人に望むキャリアを与えられるという
ことです。同時に社会のあらゆる人に、充実し
た家族生活を与えられるということも重要で
す。女性も男性も、子どもを愛し、ほとんどの
人は子どもと過ごすことを望んでいます。もち
ろん、子どもも父親と母親との触れ合いを求め、
それが子どもたちの成長にもよい影響を与えま
す。この意味で育児休暇制度やフレックス制度
は重要な政策といえます。一方、保育施設は子
どもたちにとって、社会性を育て学ぶ上での貴
重な経験の場です。大人にとっても子どもに
とっても充実した人生を送る上でも重要なので
す。

　しかし、いろいろと問題もあります。ここ数
年、ノルウェーでは共働きをしながら小さな子
どもを持つ人々の生活はどのくらい良いもの
なのかという議論がなされてきました。ノル
ウェーの大きな新聞の一つである Aftenposten
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（アフテンポステン）の投稿欄に、共働きで子
育てをする人々の多くが抱える「時間に追われ
ている」という不満について、何人かの男女か
ら意見が出され、長い間議論されていました。
仕事と家事の間に暮らしや子どもとの時間を楽
しむ時間があるのでしょうか。多くの場合、ノ
ルウェーの家庭ではいまだに女性が男性より家
事の責任を多く背負っています。結局、子ども
にとってキャリアと家庭の両立は、そんなに魅
力的ではないライフスタイルのように思う人も
います。
　しかし、ほとんどの女性がキャリアと家庭の
両立を望み、若い家庭では家事の分担が進み、
両立の助けになっているのが議論の結論だった
ようです。この中で男性の意識や役割の変化も、
一つの大きな要因だったと言えるでしょう。男
性は家庭でより大きな役割を果たし、家事や育
児への関わりを増やしています。
　男性にとって父親としての役割はより大きく
なりつつあります。男性がこの役割を果たすに
は、職場の理解も必要です。男性も例えば子ど
もが病気の時は休みをとらないといけなくなり
ます。これは認められてきてはいますが、まだ
完全とは言えません。
　また、ノルウェーで育児休暇を取得する父親
と母親のバランスは、まだ圧倒的に母親に傾い
ています。いまだにパパクォータ制より長い期
間、父親が休むことが、あらゆる企業で受け入
れられているわけではないのです。男性の中に
も仕事を休みたくない、また子育てには興味が
ない人もいます。また多くの女性が自ら望んで
育児休暇を取っているとも言われています。完
全な平等の実現のために変えていかなければい
けない伝統的な価値観を残している面が、企業
側にも男性にも女性にもあると言えます。
　世界のほとんどの先進国が深刻な人口問題に
直面し、多くの国が少子高齢化の問題を抱えて
います。少子高齢化が進むにつれて、福祉制度、
特に年金制度が危機にさらされています。この
ような課題には、変化をもたらすことのできる
長期的な戦略が必要です。
　ノルウェーでは男女平等の推進をその戦略の
中心に置いてきました。そして統計をみると、
その成果が表れていると思われます。出産率は
だんだんと高くなっています。またノルウェー
経済は、国の競争力とビジネス環境については
世界でもトップクラスです。ノルウェーが男女

平等をどのように実現するか、完璧な青写真
を描いているわけではありません。またノル
ウェーの政策が必ずしもそのまま日本の社会に
完全に当てはまるとも限りません。しかし日本
で政策をつくる人々、そして国民が将来の政策
を考えるときに、ノルウェーの経験を役立てて
いただければ嬉しいと思います。

　それでは皆さんからの質問を楽しみにしてお
ります。ご静聴、ありがとうございました。
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ノルウェーにおける男女平等の主な出来事

1910	女性に地方選挙権が与えられる。

1913	女性に国政選挙権が与えられる。

1978		男女平等法	(Gender	Equality	Act)	成立、1979 年より施行。独立機関である「男女平

等オンブッド」（現在は平等・反差別オンブッド）が実施を行う。

1981	第一次ブルントラント内閣	（初の女性首相）

1986	第二次ブルントラント内閣において 18の閣僚ポストの 8つに女性が就任。

1987	18 週の有給育児休暇制度が導入され、1993 年には 42週間となる。

	 	2009 年現在、産休前の給与 100％受給の場合は 44 週、80％の場合は 54 週。ただし、

規定の上限額あり。

1988		男女平等法が改訂され、「公的委員会・審議会は 4名以上で構成される場合、一方の性が

全体の 40%を下ってはならない」となる。（いわゆるクォータ制）

1993		父親による育児休暇制度導入。育児休暇のうち父親が 4週間を利用するものとし、利用

しない場合は権利が消滅することとなる。（いわゆるパパ・クォータ制）

2003		男女平等法に新たに条項が加えられ、すべての雇用主が男女平等の状況を明らかにし、

その情報を年次報告書に記載することが義務付けられる。

2004	１月より政府系企業で取締役会がクォータ制の規定を満たすことが義務付けられる。

2005		2006 年 1 月以降 2007 年 12 月 31 日までに、一般株式会社の取締役会がクォータ制の

規定を満たすことが義務付けられる。

2008	1 月から取締役会のクォータ制に罰則規定が設けられる。

	 「男性の役割と男女平等」白書が政府から国会に提出される。

2009	7 月からパパ・クォータの期間が 10週間となる。

関連リンク　
子ども・平等省	 www.regjeringen.no/en　
男女平等法	 www.regjeringen.no/en/doc/Laws/Acts/The-Act-relating-to-Gender-Equality-the-.html?id=454568
平等・反差別オンブッド	 www.ldo.no/en-gb
Gender	in	Norway	 www.gender.no　

　　　ノルウェー王国大使館広報部　www.norway.or.jp
〒 106-0047	港区南麻布 5-12-2

e-mail:	emb.tokyo.info@mfa.no　Tel.	03-3440-2611
2010.3
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司会）　ただいまの講演内容に関する質問を受
けたいと思いますが、どなたかございますか。
質問のある方はマイクを持ってまいりますの
で、挙手をお願いいたします。
会場女性 A）　ノルウェーのお話、ありがとう
ございました。私は幼稚園の子どもがいるので
すけれども、去年、育児休暇が明けまして本当
に大変だったのですけれども、仕事をしながら
子どもを育てること。結局遠いところに通って
いたものですから、体も壊して大変だったので
すが。
　今、来年度に向けて育児短時間勤務の用紙を
11 月と１月と２回出したのですが、４月からと
れるかどうか、分からない状況なのです。とて
も不安なのですけれども、ノルウェーで育児短
時間勤務をどういう形態でとっているのか、詳
しく教えてもらいたいと思います。お願いしま
す。
バッケ）　ノルウェーの保育施設についてもう
少し詳しく説明したいと思います。ノルウェー
では保育園と幼稚園に行くことが徐々に普通に
なりました。それ以前、ノルウェーの 50 年代と
60 年代を見ると、母親は家で子育てをし、仕事
はしませんでした。しかし女性の権利運動が 60
年代に盛んになり、70 年代に入ると、国も女性
が働けるようになるために何か政策をつくらな
ければならないということになりました。その
一つが保育施設をつくることでした。
　ノルウェーでは、女性が子どもの面倒をみる
ことに不安があると仕事をしない、仕事をする
ときに不安感があるとよい仕事をしないと考え
られていますので、安全で教育的な保育施設を
つくることが必要とされました。
　70 年代から少しずつ保育施設が増えました。
それはほとんどが地方自治体がつくった保育施
設でした。そして特に 2000 年に入ってから、
政府は保育施設に注目して、どうにか保育施設
を増やし、保育士を教育しなければならないと
考えました。
　そのため、ノルウェーでは 2000 年から予算
を増やしました。例えばある地方で保育園をつ
くりたいと思えば、地方自治体に申し込んで、
保育園を建てるお金をもらいます。このような

様々な制度が出来、その結果多くの保育施設を
建てることができました。
　また、講演の中でも触れましたが、保育施設
の運営費は国が 80％を払います。保育園を運営
するためにはたいへんお金がかかりますが、ノ
ルウェー政府は親に負担を求めることはしたく
ないのです。親が全部払うと親の給料より高く
なってしまいますので、国が払うべきと考えら
れ、その結果 80％を国が負担しているのです。
そしてその 80％は地方と国とで分担していま
す。
　ノルウェーでは義務教育は６歳から始まりま
す。６歳から子どもは小学校に入ります。もち
ろん、義務教育には学費がありません。しかし
保育施設は義務教育ではありませんので、親
は園費を払わなければいけません。しかしそ
の園費の上限が抑えられていて、現在は月に
３万５千円を払います。この額を下げるという
のも今の政府の目標のひとつです。
　ですから、ノルウェー人の立場からみると、
女性が仕事と家庭を両立できるためには、保育
施設が一つの鍵となります。保育施設がなけれ
ば女性は働きたくても働けません。保育施設は
大変重要なことだと考えられているのです。
会場女性 A）　女性の短時間勤務についてもう
ちょっと詳しくお話してください。
バッケ）　はい、わかりました。
　短時間勤務は一つの権利です。ノルウェーの
労働環境をみると、日本と少し異なります。日
本ではよく正社員かどうか、という話がありま
すね。会社で 100％の時間を働いている人を正
社員と、パートで働く非正社員とでは、労働者
の権利が違います。ノルウェーではどのパーセ
ントで働いても、皆、正社員として働いていま
す。労働者として同じ権利を持っているのです。
　例えば女性が小さい子どものいる間に 80％の
仕事をしたいなら、80％の契約に変えて、毎日
80%働くか週に１回休むと、いう働き方がある
と思います。権利は同じですが、給料が下がり
ます。ですから 100％で働く人と 80％で働く人
の違いは給料のレベルの違いなのです。
　例えば、育児休暇の権利、休暇の権利といっ
た、差別されると法律違反となる権利でも、す

講師ドッテ・バッケ氏に対する質問
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べて同じです。労働環境をフレキシブルにしな
いと、小さい子どもを育てることは難しいです
ので、女性にも男性にも労働時間を短くする権
利があります。その権利は、会社の上司と相談
して短くすることができます。
会場女性 A）　会社の上司と相談して短くする
ということなのですが、そのことによってパ
ワーハラスメントとかを受けることにはならな
いでしょうか。
バッケ）　講演の最初の部分で、男女平等オン
ブッドについて話をしました。「男女平等オン
ブズマン」という意味の言葉ですけれども、日
本の制度とは違いますのでオンブッドがどうい
う人か、説明が必要かもしれません。ノルウェー
ではオンブッドは中立的な立場にあって、社会
のいろいろな権利を守るという役割を持ってい
ます。
　例えば、ノルウェーでそのような女性が労働
時間を減らしたい場合は、上司と話をします。
もし上司から「絶対にいけない。会社にとって
悪いことになりますので、そんな無理な要求を
出さないでください」と言われると、その女性
はオンブッドに相談することもできますし、労
働組合にも相談することができます。またノ
ルウェーの会社の中にも HMS 担当（Health, 
Environment and Security）がいますので、こ
のようにハラスメントになることは相談しなけ
ればなりません。
　ですから、もちろんハラスメントを受ける人
は全くいない、とここでは言うことはできない
のですけれども、もしそういう状態になると相
談する場所がいろいろありますので、労働者の

権利を守ることができます。
会場女性 B）　大仙市男女共同参画推進課の者
です。今日はありがとうございました。
　最初の時に、ノルウェーでは機会均等、equal 
opportunity だけではなくて、積極的な取り組み
が日本とは違うところだと思います。日本でも
男女共同参画と言っていますけれども、やはり
積極的な取り組みがなされていないから、そこ
で日本とノルウェーの差ができたのかなと思い
ます。
　その中でパパクォータ制についてお聞きした
いのですけれども、1993 年、パパクォータ制に
ついて利用しない場合は権利が消滅するとある
のですけれども、権利はどのような権利が消滅
するのですか。
バッケ）　パパクォータ制は 1993 年につくられ
ました。ノルウェーの親は子どもが生まれた最
初の１年に育児有給休暇を取ることができま
す。その中の最初の６週間は母親が取らないと
いけないのです。そしてその１年の中の６週間
は、父親が取らなければなりません。実は今 10
週間になりました。父親はその 10 週間を利用
しないと、その間の手当がなくなります。10 週
間は２カ月半です。ですから有給休暇が 9.5 カ
月になってしまいます。法律で義務付けること
には、パパクォータを取る人を増やす目的があ
りました。誰でも、手当はいらない、という人
はいないですので、取得者の人数を増やすこと
ができました。
司会）　バッケさん、ありがとうございました。
バッケ）　ご静聴、ありがとうございました。

ノルウェーの絵はがき
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講 演

「男女共同参画、これまでの歩みと今後の課題
−第２ステージに向けて−」

独立行政法人国立女性教育会館　研究国際室長　中野　洋恵

　皆さま、こんにちは。ただいまご紹介いただ
きました国立女性教育会館研究国際室長の中野
洋恵と申します。今日は「男女共同参画、これ
までの歩みと今後の課題」ということでお話す
る機会を得たことを光栄に思っております。
　私は実は秋田は初めてなのですけれども、秋
田の皆さまにお目にかかることができて嬉しい
です。
　先ほどノルウェーの話のお話がありました。
私は実は５年前にノルウェーに行ったことがあ
ります。５年前だったのですけれども、お迎え
の時間になりますとお父さんが乳母車を押して
いる姿をたくさん見かけまして、日本とは違う
風景だなと思いました。しかもノルウェーの乳
母車は大きくて、街中を押して行く時に、街中
の人がとても優しく、しかもバスに乗る時に皆
が乳母車を一緒に乗せてあげたりして、本当に
地域で子育てをやっている。それから男性も女
性もやっているのを目の当たりにして、日本も
どうやったらいいのかなと、５年前から考えて
いました。
　ノルウェーの後で話すのは結構辛いものがあ
ります。といいますのは日本の動きを見ると、
1999 年に男女共同参画基本法ができ 10 年たち
ましたが、進み方が必ずしも速くないというこ
とです。内閣府では、今年予定されている「男
女共同参画プラン（第３次）」に盛り込む内容
を検討していると思いますが、どのようにした
ら日本の男女共同参画推進のスピードをあげる
ことができるのかを考えなければなりません。
そのためには日本の現状がどうなっているのか

を明らかにする必要があります。
　また、本日の講演会は大学の「女性研究支援
モデル育成事業」の一環として実施されていま
すので、大学ではどういうことができるのかと
いうこともあわせて考えていきたいと思います
ので、よろしくお願いいたします。

　このあたりはまず確認です。資料のほうにあ
りますので、あとでご覧ください。平成 11 年
６月 23 日に公布されました男女共同参画社会
基本法の背景には、ノルウェーと同じ少子高齢
化があり、これからの社会を考えると、男女共
同参画社会をつくっていくことは重要であると
認識されていると考えられます。
　基本法の中では男女共同参画社会とは「男女
が、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ける活動に参画
される機会が確保され、もって男女が均等に政
治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受す
ることができ、かつ、共に責任を担うべき社会
を形成することをいう」と定義されています。

　また、この男女共同参画社会基本法ができた

◆ Profile

中野　洋恵 氏
1980 年３月　お茶の水女子大学
家政学研究科修士課程修了
1991-1993 年　恩賜財団母子愛
育会日本子ども家庭総合研究所研
究員
1993年 - 現在　国立婦人教育会館
事業課研究員を経て平成 14年 11
月より現職
平成 20年度　「家庭教育関連委託事業選定委員会」委
員を務める
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背景には、国内の状況の変化だけではなく世界
の動きもあります。本日お話しを伺ったノル
ウェーを始め、世界のどこの国でも男女共同参
画・男女平等を進めているということです。
　特に 1975 年の国際婦人年世界会議をきっか
けに世界の男女平等、男女共同参画が進んでき
ました。第 1 回国際婦人年世界会議で「世界行
動計画」がつくられました。
　それからここの年表にあるように、10 年経っ
たらどうなっているのか、それからまた 10 年
経ったらどうなっているのかというのを時々
チェックしながら、きちんと男女平等が進んで
いるのかをチェックし確認。そして新しい課題
は何かということを出しながら進んでいます。
　2005 年に「北京＋ 10」という会合がありま
した。2010 年、今年ですけれども「北京＋ 15」
に向けての動きが進んでいます。

　つまり男女平等、男女共同参画を進めていく
ことは日本だけの課題ではなくて、実は全世界
に共通する課題であるということです。
　日本はそういった課題に向けて 1975 年に総
理府の中に「婦人問題担当室」を置きました。
これは今の男女共同参画局です。それから 1977
年には男女共同参画を進めていくためには学習
がとても重要だということで、今、私が仕事を
している「国立婦人教育会館」。この通り、ま
だ「婦人」と使っていたのですけれども、国立

女性教育会館が開館したのは 1977 年。
　それから 85 年には「女子差別撤廃条約」を批
准し、去年まだいろいろ課題があるということ
で宿題が出されておりますけれども、こういっ
た様々な年度の取り組みを経ながら、プランを
つくり、法律をつくりながら、いろいろ男女共
同参画を進めてきたという経緯がございます。

　男女共同参画基本計画では 11 の重点目標があ
ります。まず政策方針決定過程での女性の参画の
拡大。つまりものを決めるところ、つまり意思決
定するところに日本はとても女性が少ないので、
そこを変えていきましょうということです。
　それから男女共同参画の視点に立った社会性
の慣行の見直し、意識の改革。まだ日本では性
別役割分担意識が強く、それがネックになって
なかなか女性が進んでいけない。女性が何かし
ようとすると「女はこういうものだ」というよ
うな固定的な考え方から何かしようということ
ができないということがあるとしたら、そうい
う制度・慣行を見直していかなければならない
し、意識も変えていく必要があります。
　それから雇用等の分野、農山漁村の男女共同
参画もあげられています。男女の職業生活と家
庭地域生活の両立ということで、ワーク・ライ
フ・バランスの推進。高齢者が安心して暮らせ
るような条件をつくっていくこと、女性に対す
る暴力をなくしていくこと、生涯を通じて女性
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の健康を支援していくこと、メディアにおける
女性の人権を尊重していくこと、男女共同参画
を進めてくための学習を充実していくこと、そ
してこれが日本だけではなくて、全世界と協調
しながらやっていくといった多岐にわたる目標
を設定して進められています。
　ではそれぞれの分野でどれだけ進歩したの
か、それを確認し、計画の素案がつくられてい
るのだと思っています。

　データを見てみましょう。

　先ほどから言いましたように、男女共同参画・
男女平等を進めるのは日本だけの話ではなく
て、実は全世界共通の課題なので、世界でどう
なっているのかということを考えるような指標
が出されています。
　おそらくここにいらっしゃっている方は男女
共同参画に関心を持たれている方なので、この
話はよく聞いているのかもしれませんけれど
も、確認しておきたいと思います。
　まず、国連開発計画が毎年、「人間開発報告書」
を出しています。この「人間開発報告書」はそ
れぞれの国の人たちが持っている力をどれくら
い発揮できているか、どれくらい人間として開
発されているかということの指標の報告書です。
　ここの中で HDI と GEM という指標が毎年と
られているのですけれども、このご説明をした
いと思います。

　まず HDI は人間開発指数といって、Human 
Development Index。人間が持っている力をど
れくらい発揮できているかということで、これ
は平均寿命、つまり人間が持っている生命力を
どれくらい発揮できているのか。それから人間
が持っている能力をどれくらい使っているかと
いうことで、教育水準。それから人間らしい生
活ができているかということで、国民所得を
とっています。その指数が HDI です。
　それからもう一つ、男女共同参画・男女平等
が世界的な課題でございますから、女性がどの
くらいエンパワーしているかということを示す
指標として GEM、ジェンダーエンパワーメン
ト指数というのをとっています。これは国会議
員、専門職・技術職、管理職に女性がどれくら
い占めているか。それから男女の推定所得はど
うなっているかということで、つまり女性がど
れくらい持っている力を社会の中で生かしてい
るかという指数です。
　この HDI と GEM ですけれども、日本の中で
HDI は 177 カ国中８位です。昨年の数字を見て
も８位です。大体８位とか７位とか、いつも 10
位以内にとどまっています。ですので、人間開
発指数である平均寿命、教育水準、国民所得は
全世界の中で日本は非常に開発の進んでいる国
であるといえます。
　問題であるのが GEM です。GEM は女性がど
れくらい社会の中で活躍できているかというこ
となのですけれども、これは最も新しい数字を
言いますと 108 カ国中 57 位です。残念なことに、
いろいろ施策をやっているのにもかかわらずラ
ンキングが年々落ちてきているというのが日本
の状況です。
　これは日本も頑張っているのだけれども、お
そらく他の国も男女平等のために頑張ってい
て、他のところに追い抜かれていってしまう。
ちなみにノルウェーはいつもこれが 1 位か２位
です。先ほど「日本はノルウェーと同じ課題を
持っていますね」とおっしゃられましたけれど
も、ノルウェーとスウェーデンは１位、２位に
ずっといるのだけれども、日本はこの GEM が
だんだん低くなってきている。一体これはどう
してなのかを考える必要があります。
　それからもう一つ、世界経済フォーラムが

「ジェンダー・ギャップ指数」を発表していま
す。これは GEM よりも多くの分野からデータ
をとって指数化したものです。それをみると
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108 カ国中 58 位と落ち込むわけですが、それ以
上にジェンダー・ギャップ指数をみると 130 カ
国中 98 位。これはその前の年に 91 位だったの
で、このランキングも低下しています。

　大きな課題は女性の政治参画です。これは衆
参議院議員の中の女性の割合です。これを見る
と右肩上がりになっていて女性は増えていると
思われるかもしれませんけれども、実は左の
パーセンテージのところを見ていただきたいの
ですが、一番上にあっても 100％ではありませ
ん。25％です。本当は 100％にしたかったので
すけれども、100％にすると動きがほとんど分
からないので、動きを見るために大きくとって
あります。
　上昇傾向にあるものの、それでもまだまだ少
ない。青い線は衆議院議員です。去年の夏に衆
議院選挙がありまして、女性が非常に活躍して、
女性の映像は非常に多かったように思います。
女性が立候補しているところなど、女性の当選
者がテレビに映っている映像はかなりたくさん
あるという印象を持ちました。
　では女性は大幅に増えたのかというと、実は
そうではなくて、今、11.3％です。それでも今
までで一番多いということなのですけれども、
11.3％にすぎない。先ほどノルウェーでは 39％
ということでしたから、やはり女性が意思決定
の場にどれだけ参画していくかということが課
題だということを再認識しました。

　都道府県、市長村、特別区議会ではどうかと言
いますと、特別区議会、それから市議会、都道
府県議会、町村議会という順番になっています。
　特別区議会は２割を超えるような状況になっ
ていますが町村議会ではまだまだ少なくて５％
ちょっと。それから都道府県議会でもそのくら
いです。
　おそらく地域の課題、地域の男女共同参画を
進めよう、それから地域の課題を解決していこ
うという時には、ものを決めるときに女性と男
性がいるということはとても重要だと思います
けれども、この数字をどうしたら上げられるの
か。その方策を考えていかなければならないと
思います。

　次は年齢別労働力率です。国際比較のデータ
を示しました。
　まず日本を見てください。日本は右上ですが、
ご存じのとおり M の字カーブを描いています。
出産や育児で 1 回仕事を辞めるけれども、子ど
もが大きくなるとまた働くということで、アル
ファベットの M の字を描く「M の字就労」な
のです。ところが全世界やアジア諸国で比べる
と、M の字をつくっているところは実は日本と
韓国だけで、他のところを見ると、女性より男
性が少なくなっているのですけれども、同じよ
うな形を描いています。

　これはアジアなのでヨーロッパはどうなの
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か。　これがヨーロッパのグラフです。ヨーロッ
パもこうして見ると、女性のほうが若干低く
なっていますけれども、それでも M の字を描い
ているところはもうありません。特に北欧のと
ころにいくと、ここではフィンランドの労働曲
線を描いていますが、男性と女性のカーブが非
常に似ている。
　先ほどのノルウェーのお話ですと、今や 10
人のうちの９人のお母さんが働いているという
ことでしたけれども、制度を整えることによっ
て労働力率を変えていくことはできるのではな
いかと思います。
　今、M の字就労で、女性はまた働きだすとい
う話をいたしました。では、一体、どういう形
で働いているのかということを末子の年齢との
関係で見ていきたいと思います。

　これは一番下の子の年齢別に妻の就業状況を
示した表です。簡単に言ってしまうと、２歳以
下の子どもを持っている母親が、雇用者として
働いているのが３割。仕事をしていないのが７
割ということになります。
　子どもが大きくなるとどうなっていくかとい
うと、子どもが 12 〜 14 歳というところが一番
多く働いているのですが、一番下の子が 12 〜
14 歳だと雇用されて働いているところが７割。
それから無業者が３割ということで、ここで
ちょうど逆転します。
　子どもの年齢が上がっていくと、再び仕事に
戻っていくことが分かるのですけれども、では
どういう人が戻っているのかというのを見る
と、雇用者のうちで正規の職員かパート・アル
バイトかというところを見ていただきたいと思
います。
　実は雇用者で正規という数字を見ると、２歳
以下の時には 17％、３〜５歳では 14.7％、６〜
８歳では 14.0％、９〜 11 歳では 16.3％、12 〜
14 歳では 18.3％、15 〜 17 歳では 19.5％、18 歳

以上では 13.0％となります。つまり、正規で働
いている人の割合がそれほど大きく変わっては
いません。
　では何が増えているのかと言いますと、歴然
としているのですけれども、雇用されて働いて
いる人のうち、パート・アルバイトが２歳以下
の時には 9.5％、３〜５歳では 24.7％、６〜８歳
では 34.0％、９〜 11 歳では 38.9％、12 〜 14 歳
では 39.3％、15 〜 17 歳では 37.8％、18 歳以上
では 24.0％という数字で動いていきます。要は
子どもが大きくなると再び働きだす。つまり M
の字カーブでもう１回 M の字が上がってくるの
ですけれども、それはパートとかアルバイトで
上がってくるということがわかります。

　男女の給与格差を OECD の国際比較で見る
と、日本は韓国に続いて下から２番目というこ
とで、雇用の場の男女平等、男女共同参画の推
進も課題です。

　次は生活時間です。先ほどノルウェーにも生
活時間のお話があって、男性が女性に比べると
まだ家事の時間が少ないというような課題が指
摘されていましたけれども、日本の比ではない
ということがこれを見ていただければ分かると
思います。
　この家事時間は夫婦でいるカップルだけを
とって、その生活がどうなっているのかを時間
でみたものです。この家事時間を見ていただく
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と、妻は家事時間が３時間 40 分、夫は 15 分と
いうことで、この開きはとても大きなものがあ
ります。
　妻のほうは、妻が働いているかどうかによっ
て、この家事時間が大きく変わってきています。
妻が共働きで 35 時間未満、つまりパートとか
短い時間で働いている妻の家事時間は３時間 45
分。35 時間以上働いている妻の家事時間は２時
間 34 分。それから妻が働いていない無業の人
で４時間 41 分。働いていない人ほど家事時間
が長いという傾向がみられます。
　夫のほうをみると、妻が働いているいないに
かかわらず、夫の家事時間はあまり影響を受け
ない。それだけ男性はやっていないことが分か
るわけです。
　だから今ワーク・ライフ・バランスというこ
とが言われているわけですけれども、男性がど
うしたらこのワーク・ライフ・バランスができ
るのかも考えていかなければいけないと思って
います。

　次は教育です。先ほどノルウェーのお話では、
大学にいっている人は女性のほうが多いという
ご説明がありましたけれども、日本はまだ進学
率を見ると、高校までの進学率は男女に差がな
いのですけれども、大学以降の進学率になると、
大学は男子のほうが進学していて、大学院にな
るともっと男子学生のほうが進学しているとい
うデータがあります。
　さらに日本の場合、専攻分野にかなり偏りが
あるのです。理工系に占める女子学生の割合
は、日本はとても低いです。OECD が 2008 年
版の資料によれば理工系に占める女性の割合は
OECD 加盟国の中で日本は最下位です。

　それが数字に表れるとどうなるかというと、
日本では女の子が理工系に進むということが非
常に少なくなっているということが、このよう
な国際比較を通して見るとよく分かります。
　理工系に女の子が進まないので、研究者に占
める女性割合も日本は非常に少なくなっていま
す。
　冒頭の学長様の御挨拶にもありましたけれど
も、これはもしかしたら女の子の持っている力
を伸ばし切れていないのではないか。国際比較
を見ると、女性で理工系に進んでいる人もたく
さんいる。だからもしかしかしたら、日本も潜
在的な能力を持っている女子学生がいるのかも
しれない。それにもかかわらず、理工系を選ば
ないというのは、ある意味もったいないと言う
か、持っている能力を生かしきれていないのか
もしれません。
　男女共同参画社会はそれぞれの人の持ってい
る力を使うのが「男女共同参画社会」だとした
ら、まだ女の人の持っている力を使いきれてい
ない。それが日本だということがこうしたデー
タを見るとよく分かってくると考えられるので
はないでしょうか。

　それからこれは大学です。大学の先生、研究
者がどうなっているのかを見たものなのですけ
れども、まだまだ大学教員に占める女性の割合
は少ない。だからここをどうやっていけばいい
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のかということが、実は今、課題になっている
ところなのですが、これを国立、公立、私立、
それから学長、副学長、教授、準教授、講師、
助教、助手というふうに見ました。これも見て
いただくと女性の割合というのは、全体で見る
と 18.9％が女性ですが、国立大学だけで見ると
12.3％で、国立大学における女性教員に割合は
まだまだ改善していかなければならないと思い
ます。
　それから職位があがるほど女性が少なくなっ
ています。まずはトータルとしての教員全体を
増やすこと、それから意思決定の場に参画する
ためにはどうしたらいいのか。そういう方策を
考えることが、これからのあり方としてとても
重要な点だと思います。

　男女共同基本計画の第２次では、女性の比率
を増やすために「202030」と言われています。
男女共同参画基本計画 ( 第二次 ) には「2020 年
までに、社会のあらゆる分野において指導的地
位に女性が占める割合が少なくとも 30％程度に
なるように期待し、各分野における取組を促進
する」と記載されています。
　もちろん 30％がどうかということはそれぞれ
の分野によって違うのかもしれません。日本で
は 30%も難しいので、先ほどノルウェーの 40％
という数字はすごいなあと思いました。
　科学技術も大きな課題の一つです。先ほど数
字を見ていただいたように、女性が理科系を選
ぶ割合が少ないということで、「第３期科学技
術基本計画」が平成 18 年３月に出され、この
中には採用の目標値として、「自然科学系全体
として、女性 25％」ということが明記されまし
た。

　さらに男女共同参画がなかなか進まないので
「参画加速プログラム」が出され、仕事と生活
の調和ということで、ワーク・ライフ・バラン
ス施策も大きな柱になっています。

　ワーク・ライフ・バランスを進めないかぎり、
男女共同参画は進まないと思います。仕事と生
活のバランスをどのようにとっていくか。これ
は女性も男性も同じように、仕事と生活を自分
の人生の中でどのように調和させて豊かな生活
をつくっていくかを考えることが必要です。
　それから、生活困難を抱える人の増加など、
新たに生じてきた課題への対応も求められるよ
うになりました。例えば母子家庭やこれから高
齢化が進む中で増えると予測される独り暮らし
の高齢女性。国際化が進む中で外国籍をもつ女
性も増加しています。その中には生活困難を抱
える女性も多く、喫緊の課題となっています。
　それから地域における男女共同参画推進のあ
り方ということで、地域において男女共同参画
がなかなか進まない。本当は地域の中で進めて
いかなければならないのだけれども、先ほど言
いましたように、まだまだ根深い役割分担意識
があるとか、それから政治の場はやはり男だと
いうことで、地域に行けばいくほど女性が意思
決定の参画の場に出にくいなど、そのようなこ
とをどうやって進めていこうかということで、
新たな事をやっていなければならないと言われ
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ています。
　それから女性に対する暴力も、男女共同参画
を進めていくためにはクリアしなければいけな
い課題です。

　それでは最後になりますけれども、大学では
何ができるのでしょうか。
　まず、この事業もそうなのですけれども、女
性研究者を支援しましょうということを進めて
いるので、大学としてやることは研究機関とし
て女性研究者を支援していくことが一つ。もう
一つが大学は教育機関なので、大学生などのこ
れから社会に出ていく人に対しての男女共同参
画をどうやって教えていくことができるのか。

「キャリアプランニング」と書きましたけれど
も、これから職業を持って生きていく若い人た
ちがどうやったらワーク・ライフ・バランスが
できるのか、男女共同参画ができていくのか、
そういう意識を持った人を育てられるのかとい
うことを考える。それも大学でできることだと
思います。
　それからセクハラを防止していくこと。この
三つが男女共同参画を進めていくために大学が
取り組むことではないかと考えています。

　日本学術会議の中でも男女共同参画の重要性
が言われ、アンケート調査が実施されました。
これを見ていただきますと赤いところが実施

中、黄色いところが検討中、青が未検討という
ところなのです。大学ではセクハラ防止のため
の制度をつくる、介護休暇制度を整備していく、
公募システムを確立していく、意思決定の場へ
の女性の登用を進めていくことが実施されてい
ます。
　達成目標を設定する、指針をつくっていく、
どうなっているのかを統計的に整備して問題を
分析する。組織をつくるということについては、
まだ未検討というところが多いようですけれど
も、今全国の大学でこういうデータが出るとい
うことは、大学としてもきちんと男女共同参画
をやっていくことが重要であるという認識を少
しずつ持ちつつあるということではないかと思
います。

　それを進めるために、科学技術振興調整費・
女性研究者支援モデル育成事業が平成 18 年度
から始まりました。秋田大学も出ていますが少
しずつモデルをつくって、これを全国に広めて
いく方向です。

　この科学技術基本計画には重点課題があるの
ですけれども、この中の人材の育成、確保、活
躍の促進というところで、個々の人材が生きる
環境をつくっていくこと、女性研究者の活躍を
もっと進めてくことが明記されています。
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　それから次にキャリアプランニングですけれ
ども、これはおそらく大学だけではなくて、大
学と地域の中と一緒になってやっていく必要が
あるのではないかと思っています。例えば、就
職しても３年で辞めてしまうとか、それから１
回辞めると非正規になってしまうとか、格差の
問題であるとか、若い人の労働の場の問題がと
ても大きな課題になっております。
　これはどうしていったらいいのか。大学は就
職をこれまでやってきたのですけれども、就職
支援活動だけではなくて、これから先の自分の
人生の生き方としてどういうふうにやっていこ
うかということを考えていくことが必要なので
はないでしょうか。
　最近ではキャリアプランニングやライフプラ
ンニングという言葉が使われるようになりまし
た。大学はもちろん企業でも、企業に入った人
がどうのようにやっていくのかという長期的な
ビジョンを考えています。
　ですので大学も、就職時のマッチング。これ
からはキャリアを長期的に見据えたような就職
支援をやっていく必要があるのではないかと
思っております。
　特に女性は結婚したり、出産したりすると辞
めてしまうのがまだまだ多い。というのは、先
ほどのデータからもおわかりいただけるよう
に、子どもの年齢が低いと無業であるという女
性は非常に多いのです。長期的なプランに立っ

た時に、自分はどのようにやっていこうか考え
る必要があると思います。
　それからそれは女子学生だけではなくて、男
子学生もそういうことを考えることが重要では
ないかと思っております。先ほどお話ししまし
たように男性にとってライフ・ワーク・バラン
スが大きな課題になっていますから、男子学生
にとってもライフプランという視点が不可欠で
す。こうした支援をするためには大学の中だけ
では難しく、地域との連携を作っていくことが
必要です。
　地域で活躍している人は、どんなキャリア形
成をしてそこにいるのか、そして学生がそこに
行って実際に体験してみると仕事のことが分か
るのではないか。それから、女性で仕事をして
いる人がどういうことをやっているのかという
ことを、例えば卒業生に来て話をしてもらって
考える、そんなプログラムがあってもいいかも
しれません。
　その時に、もしかしたら大学と地域にある女
性センターなどと共同して何かできると、とて
も広がりがあるような活動が地域でできていく
可能性があるのではないでしょうか。
　そういう地域の様々な活動と大学が一緒にな
ることによって、「男女共同参画がまだ地域に
根付いていない」と言われるのですけれども、
それを少しずつ変えていくことができるのでは
ないかと思います。

　最後にセクシャル・ハラスメントですけれど
も、これもどこでも起きている問題です。セク
ハラの問題は労働の場でも起きていて、学校の
場でも起きていて、大学でも、高校、中学校で
も問題になっていますけれども、男女共同参画
社会を進めるということは、男性も女性もそれ
ぞれに人権を大事にしようということですか
ら、それを大事にするためにはこういうハラス
メントを解決していくことは、人権の観点から
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非常に必要だと思います。
　セクハラと言うとなかなか分かりにくいと
か、これがセクハラなのかとか、難しい問題が
あるのですけれども、セクハラは相手が望まな
い性的な言動または性差別的な意識に基づく言
動であって、次のいずれかに該当する行為を言
います。
　セクシャル・ハラスメントの行為であるかど
うかは、あくまで言動を受けた者の主観が基準
で、本人が不快と思うかどうかということによ
ります。
　対価型のセクハラと環境型のセクハラと言わ
れますけれども、対価型のセクハラは教育とか
研究をやっていく時に、地位を利用して性的な
嫌がらせをすることです。例えば指導教員が学
生に向かってデートをしつこく誘って、それを
断ったら非常に悪い点数を付けたというよう
な、地位を利用して性的な嫌がらせをすること
が対価型セクシャル・ハラスメントにあたりま
す。
　それから環境型セクシャル・ハラスメントは、
そういう嫌がらせをすることによって、周りが
すごく嫌な気持ちがする。例えばパソコンの待
ち受け画面をヌード写真にしたり、または壁に
貼ったりすると、そこに来た人がとても嫌な気
持ちがする。そういうものもセクシャル・ハラ
スメントになります。
　「お茶くみは女の仕事でしょう」、逆に、「男だ
から力仕事はやらなければいけない」とかです。

「男のくせにこういうこともできないのか」と
いうような嫌がらせが言われた人が、本当に自
分が性的に否定されたと思って気持が悪くなっ
て、仕事や勉強する環境が破壊されてしまうこ
とを直していくことが大事です。
　これは男性と女性が本当にやっていく時に
は、基本的には守っていかなければならないこ
とだと思っております。

　はじめに申し上げましたように、今は男女共
同参画基本計画（第３次）の検討が進められて
います。もうすぐパブリック・コメントが出さ
れるかと思うのですけれども、私たち声を届け
ることが必要です。
　今日はずっとデータを示しながらご説明しま
したように、10 年経ちましたけれども、日本は
男女共同参画という面から見るとまだまだ変え
ていかなければならないところがたくさんあり
ます。どうしていけばいいのか、そのためには
政府に任せるだけではなくて私たちも考えてい
かなければならないのではないかと思います。
　それから具体的なプログラムも提案していく
ことが必要です。一つの例を挙げると、国立女
性教育会館では「女子中高生夏の学校」という
事業を実施しています。実は科学に興味関心を
持っている女子中高生がたくさんいます。とこ
ろが学校や家庭で「女の子は理科系には向かな
い」という暗黙のメッセージから進路として理
科系を選択しなくなってしまいます。「女子中
高生夏の学校」のプログラムでは科学技術の分
野に進んだ女性の話を聞いたり、女性の大学生、
大学院生がチューターとして交流するプログラ
ムを提供しています。このプログラムで女子中
高生たちが元気になっていくことがわかりまし
た。希望者も年々増加しています。全国でもこ
のようなプログラムが広がっています。
　これから男女共同参画を推進するために何を
したらいいのか、私たちは多くの人と情報交換
をしながら考えていければいいと思っていま
す。
　ご静聴、ありがとうございました。
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司会）　ただいまのご講演内容に関することで、
何かご質問などございませんでしょうか。ご質
問のある方は、ご所属とお名前を言ってくださ
い。そして質問者お一人につき、一つの質問に
限らせていただきます。質問のある方は挙手を
お願いいたします。
会場女性 A）　今日はわかりやすいご講演、あ
りがとうございました。私は秋田大学医学部の
者です。一つ、キャリアプランニングに関する
質問なのですが、キャリアプランニングという
と学部の学生に対するキャリアプランニング
と、仕事を始めている若い教員や研究者に対す
るキャリアプランニングがあると思います。
　先ほど先生がお話をされたように、思いつく
ものは例えばキャリアプランニを自分で設計し
てみるとか、先輩の話を聞くなどのロールモデ
ルを探したり、手伝うくらいしか思いつかない
のです。若手教員と研究者になってからのキャ
リアプランニングの違いと言いますか、どうい
うものを差別して考えていたったらいいのかの
ヒントがありましたら、ぜひ教えていただきた
いのですが。
中野）　どうもありがとうございます。とても
難しい課題をいただいてしまったようなのです
けれども、ぜひ何かやってみていただけるとい
いと思います。
　今のキャリアプランニングは、実は始まった
ばかりで、文部科学省のほうに男女共同参画学
習課というところがあって、キャリアプランニ
ングのための調査研究が始まっています。ホー
ムページなどを見ると報告書などが載っていま
す。
　そこで、１年目は調査研究をして、２年目は
いろいろなところで実験的にやってみましょう
ということで、実験的な取り組みを始めたとこ
ろなので、ぜひそういう事例なども参考にされ
て、そしてぜひトライしていただければと思い
ます。
会場女性 A）　ありがとうございました。
司会）　ありがとうございます。もう一人いらっ

しゃいます。
会場女性 B）　富士通東北システムズの者です。
共同参画計画を推進していく上で一番問題にな
るのは男女それぞれの意識改革というところ
で、私はやはり幼児期からの教育がないと非常
に難しいのではないかと思っております。ここ
で言っている「教育、学習」というものの具体
的な内容と対象を教えていただければと思いま
す。
中野）　今、出されているのは教育の部分だと

「初頭・中等教育において、児童・生徒の発達
段階に応じて、社会科、家庭科、道徳、特別活
動など、学校教育全体を通じてやっていく必要
がある」と記載されています。
　ただ、今のようなお話だと、もっと小さい時
期から、例えば幼稚園であるとか、家庭教育で
あるとか、そういう中でも取り組んでいくこと
が必要だと私も思います。
　たぶん、４月か５月になったらパブコメを求
めるような動きになると思いますので、その中
にぜひご意見を書いていただくといいのではな
いかと思います。
会場女性 B）　ありがとうございます。
司会）　あと一人、一番後ろにいらっしゃる方、
お願いいたします。
会場女性 C）　聖園学園短期大学附属幼稚園保
護者です。中野様のお話の中で、ワーク・ライフ・
バランスを実現していかないと、男女共同参画
社会にならないという一言がとても胸に響きま
した。ありがとうございました。
　秋田大学のスタッフの人たちが藤里町の会の
時に皆さん来てくださって本当に嬉しかったと
思います。また 11 月、12 月に入院した時にも、
とても働きやすい職場だなと思ったのは、夜勤
の女性の方が私の子どもと同じ年の子どもがい
るのですけれども、「夫がみてくれているので、
このように働ける」とおっしゃっていましたし、
女性のドクターも「小学校に入るまでは夫も同
じ職場で働ける」と聞きまして、ぜひ秋田大学
からワーク・ライフ・バランスとか、男女共同

中野　洋恵氏に対する質問
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参画のことを発信してもらいたいと思っており
ます。
　中野様に質問なのですけれども、ジェンダー
とか男女共同参画とか、平成９年から秋田大学
の社会教育主事講習で学ばせていただいたので
すけれども、現在平成 22 年３月時点では、ま
だ育児短時間勤務がとりにくい社会になってお
ります。このことに関して、中野様のご意見を
伺いたいと思います。よろしくお願いいたしま
す。
中野）　ありがとうございます。ワーク・ライ
フ・バランスは私も非常に大事だと思っていま
すし、秋田大学から発信していただきたいとい
うのは大賛成です。
　短時間勤務なのですけれども、私は短時間勤
務がとれるような仕組みをつくっていくこと
が、もちろん大事だと思っております。
　それから男性も意識がすごく大事だというこ
となのですけれども、男性が意識改革を若い人
は始めています。子育てにかかわる人たちが、
最近増えてきている。だから、もしかしたら今
の長時間労働ではなくて、もっと短くしようと
いうのは、男性のほうから出てくると思います。
　今、育児をする男性のことを「育メン」とい
うような言い方で言うようなので、「育メン」を
増やしていくことがとても大事だと思います。
司会）　ありがとうございます。秋田大学に「育
メン」が増えることを祈っております。
会場女性 D）　こんにちは。これまで私はこの
テーマに関しまして偏見をもっておりまして、
女性が主張しなければいけないということで思
いこんでおりましたけれども、今日お伺いしま
してとても範囲が広くて国際的なのですが、幼
児から大人までとても広い世界で共通すること
に気付きました。そのことを教えていただいて、
感謝申し上げます。
　私は秋田市にございます赤レンガ郷土館で秋
田市内の民族芸能の調査をしております嘱託職
員なのですけれども、秋田市内の番楽や竿灯、
そのほかいろいろなことを調査してまいりまし
た。
　もうすでに男女共同参画が行われているとい
う実例をお伝えしたくて、１分間をいただきま

した。というのは、秋田の竿灯がございますけ
れども、参加する方はこれまで男性ばかりでし
た。実際には小学生で竿灯をあげているお嬢さ
んもおります。それから番楽も男性に限られて
いましたけれども、秋田市内の番楽では男子生
徒が少なくなりまして、女性の参加がすでに行
われております。
　ですから、女性が働く、学ぶ、いろいろな視
点から取りあげられておりますけれども、実際
に民族芸能ではすでに女性が活躍しているとい
う事例をお伝えしたくてお時間をいただきまし
た。失礼いたします。
中野）　どうもありがとうございました。一緒
に頑張っていきましょう。
司会）　ありがとございました。それではこの
へんで質疑を終えたいと思います。
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参加者インタビュー

１． この講演会で最も印象に残ったことはなんですか。

２． 普段、家庭や職場・地域社会において「男女共同参画」にどのように関わっていますか。

３． これからの秋田（日本）での男女共同参画について、どうあってほしいですか。

　　 または、ご自身はどのようにしていきたいですか。

　（30 代、女性、公務員）

１．	ノルウェーでは日本と違い、機会均等だけでなく、積極的な取り組みをしていることで出産率や女

性の社会進出などすすんでいることが分かった。特にパパクォータ制は、男性の育児参加をすすめ

る上でかなりよい制度だと感じた。

２．	共働きなので、家庭では料理・家事は分担している。地域社会ではまだ、男性優位に感じる。自治

会の集まりでは女性は話し合いの場ではなく、お茶出し後片付けをするのが当たり前になっている。

３．	少子化といわれているが、都市部と違い保育園や幼稚園の待機児童が少ないなどメリットはある。

子どもたちの環境を良くしていくべきだと思う、園の環境整備や質の向上など。あとは企業におい

てもっと男女共同参画を推進していくべきだと思う。

　　	特に女性の労働力を確保するために働きながら子育てをする環境を整えることが必要だと思う。ま

た、男性の育児参加を増やすために、何か政策が必要だと思う。

　（20 代、女性、大学院生）

１．	ノルウェーの男女平等政策が進んでいること、日本の現状を知って驚きました。自分が普段、現状

を当たり前のように受け止め、男女共同参画について考えていなかったのだと気づかされました。

２．	家庭の中でのことですが、子どもが重度の心臓病で食事もできずチューブ栄養だったため一日中つ

きっきりになっていた時は主人に家事をしてもらったり、入院の付き添いを交代してもらったりし

ました。子どもの体調が良くなり私が短期間のパートに出ていた時は家事や保育園のお迎えは主人

にしてもらいました。

３．	男性でも育児をしたい人、女性でも外で働きたい人はいると思います。男女共同参画というのは男

女を同じにするのではなく、それぞれの人が生きがいをみつけ、暮らしやすい社会をつくるという

ことだと思います。今回の講演を聞いて、自分の将来を見つめ直そうと思いましたし、世の中はもっ

と良くすることができるという明るい気持ちになれました。

　　	　私が子どもと通っている小児療育センターにも「仕事に復帰したいが、障害児を抱えた状態では

難しい」と考えておられるお母さんたちがたくさんいます。子育て支援だけではなく、障害児者や

介護の支援も、男女共同参画の課題になってくるのかなと思いました。
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参加人数 95 名中、回収数 63 名（66％）

１．性別
	 （人数）

女　　性 43
男　　性 20
合　　計 63

２．年代
	 （人数）

10代 0
20 代 12
30 代 10
40 代 8
50 代 19
60 代 14

合　　計 63

３．職種
	 （人数）
秋田大学教職員 24
専業主婦・主夫 8
学生 6
公務員 6
他大学教員 2
自営業 1
パート・アルバイト 1
その他学校関係者 1
無職 1
その他（別記１参照） 9
無回答 4

合　　計 63

４．この講演会をどのようにして知りましたか。
　　（複数回答可）

	 （人数）
ポスターやチラシを見て 36
知人から聞いて 12
新聞を見て 7
秋田大学男女共同参画推進室のホー
ムページを見て

7

その他（別記２参照） 12
合　　計 74

男女共同参画推進を考える参加者アンケート　Ｈ 22.3.5男女共同参画推進を考える参加者アンケート　Ｈ 22.3.5
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５．この講演会に参加した理由は何ですか。
　　（複数回答可）

	 （人数）
秋田大学の男女共同参画の取り組み
について知りたいと思ったから 30

講演タイトルに興味・関心があった
から 25

男女共同参画について知りたいと
思ったから 24

知人にすすめられたから 15
チラシやポスターのデザインが面白
かったから 2

その他（別記３参照） 5
合　　計 101

６．講演内容についてどのように思いましたか。
	 （人数）
とてもよかった 37
まあまあよかった 22
あまりよくなかった、よくなかった 0
無回答 4

合　　計 63
６−１．それはなぜですか。（別記４参照）

７． 本日の二つの講演を聴いて、興味をもたれ
たのはどちらの講演でしたか。

	 （人数）
ドッテ氏の講演 47
中野洋恵氏の講演 20

合　　計 67
※両方と答えた人も含まれる

７−１． その講演内容について、特に興味をも
たれたのはどのようなことですか。

　　　　（別記５参照）

８． 「男女共同参画」というテーマについてあ
なたご自身はどのように思いますか。

	 （人数）
重要だと思う 51
どちらかといえば重要だと思う 10
どちらかといえば重要ではないと思
う

1

重要だとは思わない 0
合　　計 62

８−１．それはなぜですか。（別記６参照）

９．ご意見・ご感想をお聞かせください。
　　（自由記述）（別記７参照）
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別　

記　

１

NPO団体役員団体職員
南部男女共同参画センター
団体職員
国際奉仕ボランティア
民生児童委員、精神保福社ボランティア

別　

記　

２

教授から教えていただいた
ゼミの先生の紹介で
公民館活動へいって、資料を目にしました
AU-CIS
案内
学内広報
学内通知

別　

記　

３

育児・短時間勤務が 4月から取れるか不安だったので、聴きたかった。
ノルウェーの男女共同制作に興味があった。未だに育児に関わるのは女性が多いのは驚きです。
バッケ氏の講演に興味があった。
ノルウェーのことを知りたいと思っていました。
自社にてダイバーシティマネジメントに取り組んでいるため。
ノルウェーの話が聞きたかったから。

別　

記　

４

わかりやすく、聴きやすかった。「ワークライフバランスを」を実現していかないと、男女共同
参画社会にならないと思った。
もっと住みやすい世の中にしていこうという前向きな気持ちにさせられた。
ノルウェーの話は何度聞いてもいいなと思います。バッケさんお一人の話でもよかったのでは
ないでしょうか。
外国と日本との比較という視点を持てました。
もう少しテーマを狭めてもらえれば、尚よかった。
ノルウェーを知りたかったから。
２講話とも具体的でわかりやすかった。
スライドが見にくかった。
先進国ノルウェーの環境が紹介されていたので。
ノルウェーの話を聞けてよかったです。
興味を持つことができ、とても勉強になりました。
これから日本が実施しようとしている子ども手当など、もう数年前からノルウェーでは実施さ
れていて、その内容は日本が積極的にやるべきことと思われます。とてもよい、参考になる講
演だと思いました。
内容がわかりやすかった。
男女共同参画の先進国であるノルウェーの取り組みが政策を聞くことができた。
具体的な問題や提言がもっと聞きたかった。
現状を認識することができた。
あまり詳しい情報が無かった。
外国の取り組みが紹介され、日本の現状と比較できたから。
なんとなく重要だとは分かっていたが、あらためて男女共同参画の重要性を理解することがで
きたため。
学生の教育にも使えそうな内容だった。
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別　

記　

５

男女平等を法律で決めているところ。特にパパクォータ制の発想がおもしろかった。
仕事との両立
ノルウェーの”パパクォータ””短時間勤務”など。
政府が支援している男女共同参画をすすめていること。
ノルウェーと日本の差
どちらの講演も興味深かったです。
パパクォータについて
どちらもステキ
国が率先して男女共同政策を行っていること。
日本とノルウェーの共通点と違いに興味を持つことができました。
どちらもステキ。それぞれに興味深く、同時に聞けたことが良かったと思います。
ノルウェー人の考え方
ノルウェーの”パパクォータ””短時間勤務”などの生活がよくわかり、興味深く楽しく聞けました。
具体的な政策〜パパクォータ制
保育所の整備などの子育て支援を充実させるだけではなく、フレキシブルな働き方などが推進
されることで男女共同参画がすすめられている。
外国の様子をうかがえて参考になった。どちらともいえない。両方聞けたからこそ得られた情
報もあり、考えるためには二つの講演が相乗効果を出したと思えます。
どいらがいいとは比較できない
ノルウェーの取り組み状況
パパクォータ制
世界の中の日本の位置づけがわかったこと
ノルウェーの制度
国全体としての取り組み
北欧ノルウェーの男女平等の背景は理解できたが、日本語があまり流ちょうでないせいか、資
料を棒読みしているようで飽きた。
男女共同参画を進める上での社会全体の仕組みを支えていくことの重要性。
大学では何ができるのか
ノルウェーの具体的な政策について
わかりやすい、ゆっくりした日本語でお話下さったこと。中野先生の講演は他国の比較が分かり、
ますます日本の男女参画の大切さが重要であり、日本のこれからを考えさせられる。
ドッテ・バッケさんのほうは戦略的に政策を推進して、少しずつ確実に実施に移していったこ
とが分かった。中野さんのほうについては、すでに知っている内容が多かった。課題について
よく分かった。解決策についても、案でよいから展望を紹介してくれるとさらに良かったと思う。
ノルウェーの政策全般。日本と違い、目に見える政策を行っている。女性参画率を 40％に義務
づけや、パパクォータ制など。
ノルウェーでの短時間労働者の権利は正規雇用者と同等。政策の差が雇用の差となり生活の質
の差となっていく。女性の長期労働力の確保のためには、保育環境の充実。（保育時間、病児保
育など）
男女平等法による義務化
海外事情を知ることができた。
先進国（男女共同参画においての）情報を聞くことができた。
どちらもです。ドッテ・バッケさんのほうはノルウェーと日本の違いについて知ったし、働く
人すべて正規雇用はびっくりです。中野さんのほうは「男女共同参画」の根本をお勉強できた。
現在に至る歴史的沿革。
男女共同参画について、先進国であるノルウェーとの意識の違いなどが分かった。
福祉先進国のノルウェーの内実について
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別　

記　

６

生きていく上でもっとも重要なこと。平成９年から秋田大学で学ばせていただいてから、ずっ
とそう思って生きてきました。
人権問題であり、民主主義の原点です。
それは重要なことでおおいに講演されるべきだと思うが、日本の男女共同参画の資料で「女性
らしさ」という記述がなされていたことには違和感を覚えたので。
仕事のこと、家庭のことを考えることは、自分の生き方について考えることにつながると思い
ます。その点がとても重要だと感じました。
私自身の今の生活、そして子どもたちの将来のために必要だから。
地域の活性化につながる
日本の社会にとってはこれほど重要なことであるが、なかなか進んでいない。国策の基本的柱
になっていないのかな。
これからの若い人には考えなければならないからです。
自分の生き方を自分で選択できる幸せ。きびしいけど。
基本だから
積極的に推進すべきものであるから。
日本としても地域レベルで最大課題
当然そうあるべきだと思うから。
少子高齢化に対応していくための具体的問題点である。
地方の一国立大学の地方公務員は未だに男尊女卑の世界であり、有能な女性の能力を引き出す
方法について知らなすぎる。
少子化の対策として男女共同参画の普及が重要と思う。
男女というより、本人の能力の問題だから。育休なども経済的支援がもっとないと男性の取得
は難しい。
組織として力を得るための、フォースを得るために必要。
日本の男性の（特に高齢の）人はとてもできませんが、これからそんな社会になったら女性も
どんなに生きやすく、安心した生活を送れることでしょう。
ほとんどの生活に関係してくるから。推進しているほうが家庭や企業においてプラスになって
いるから。
喫緊の課題である少子高齢化社会解決の糸口となっていくと思われる。
一人一人が生まれて良かったと思う人生を歩むために、これからの日本の有り様のために。
はっきり言って、年寄りにまかせているだけではどうにもならないと思います。制度として何
とかしなくては。
早くそのような社会が実現できたらと思う。
性別により、労働にしかたに差別がおこるのは良くないと思うから。
人権という面はもちろん、女性というだけで有能な人材をうもれさせてしまうことは、社会に
とって大きな損失となるため。
バッケさんの三つの柱の中にもあるように、「人権」であるから。
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別　
　

記　
　

７

公演中、会場が暗く、手元の資料が読みづらかった。メモもとりにくかった。PPの画面だけ
暗くし、会場は明るくしてほしかった。
日本の男女共同参画が進まない現実を、実感として感じました。（30年で変わったノルウェー、
10年でほとんど変わらない日本）そういう視点で考えると、二つの講演は良かったということ
になりましょうか。
こうした会で集まった方々がつながるように、短時間でもワークショップなどを取り入れる工
夫をすると私は良いと思います。
とても貴重なお話をきけました。ありがとうございました。
good でした！！
中野さんの応答はあまり的確でなかった気がします。
私自身も男女共同参画の講習を受けOGに入っていろいろ勉強中で興味をもっていて、だんだ
ん男女共同参画に興味をもってきました。よろしくお願いします。
日本と世界の比較、大学のこれからの目標が明確に示されていて、参考になりました。
心に残るお話でした。ありがとうございました。
大学が地方にでるのは大変いいことだと思います。よろしくご指導ください。
講演会を開催していただき、感謝しております。何事も意識が高まらないとうまくいきません。
男女共同参画の必要性、重要性について、みんなが知り、意識を高めていきたいものです。
大学と地域が連携して活性化させる重要性を感じました。女性研究者もふやしていくことが地
域課題解決につながると思います。
人権について関係していたから、諸外国の取り組みを知りたかった。
今後県民レベル、住民レベルでの講演に発展を促す大学の役割は大きい。
ドッテ・バッケさんの講演について非常に分かりやすかった。法律を制度化するための財源に
ついて知りたかった。ドッテさんと中野さんの講演を比較して、これまでの日本は机上プラン
だけが先行していることが分かった。
もっと女性が活躍できる場を増やす。女性の能力を正当に評価する。そして、それに見合った
報酬、インセンティブを与える。性別を超えた一個人の尊厳を表す。
ノルウェーの現状のすばらしさと日本の現状の落差を認識できた。良い点をもっと取り込む政
策が必要と思う。
保育所の数や保育園の就労関係についても調査してほしいです。
ノルウェーの政府はこれから日本政府がやろうとしていることのモデルであり、先進国である
と思いました。住みよい日本になるための政府も研究し、頑張ってもらいたい。
行政の机上の議論のみではなく、現場に足を運び、市民の実際の声を聞き、政策に生かせる現
場重視の必要性あり。
ノルウェーにおいて現在の高いレベルになるまでの問題、乗り越えた壁等についてもっと具体
的に聞きたかった。今回の講演は結果の話が多かった。
ノルウェーの取り組みは本気だなと思う。日本の政治の貧しさを感じた。税金の使い方、消費
税の考え方等も聞きたかった。
トップダウンより、ボトムアップのほうが需要だと思います。特に「理系女子が少ない！」と
いうのは、個人的にも非常に興味深いテーマでした。
このような機会がたくさん必要だと思う。男女共同参画は政治の力で積極的に進めてほしい。
昨年、パートの仕事を辞めてから、たくさんの講演・講話に歩いています。特に男女共同参画
の勉強をこれからも続けて、豊かな生活をしたいと思います。
大変よいお話でした。また聞いてみたいと思っております。ありがとうございました。
教授会など、身近なところでもっと議論すべきだろう。男がもっと考え、学ぶべきことである。
ただ、数値目標が妥当かどうか、疑問が残る。
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　Ｈ 22. 3. 5

「男女共同参画推進を考える」に関するアンケート 

　本日は、ご来場いただきまして誠にありがとうございました。今後の事業の参考とするため、皆様
の率直なご意見・ご感想をお聞きかせいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

※ご回答は、選択肢の中から該当する番号を一つ選び、○で囲んでください。

1．この講演会をどのようにして知りましたか。(複数回答可 )	
　	①　新聞を見て　　　②	ポスターやチラシを見て　　③　知人から聞いて　　
　	④　秋田大学男女共同参画推進室のホームページを見て　
　	⑤　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

2．この講演会に参加した理由は何ですか。… ( 複数回答可 )
　　①	講演タイトルに興味・関心があったから			②	男女共同参画について知りたいと思ったから
　　③	知人にすすめられたから　							　　	④	チラシやポスターのデザインが面白かったから
　　⑤	秋田大学の男女共同参画の取組について知りたいと思ったから
　　⑥	その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

3．講演内容についてどのように思いましたか。
　　①	とてもよかった　	②	まあまあよかった	　③	あまりよくなかった	　④	よくなかった
　　3-1.…それはなぜですか。(																																																								)

4．本日の 2つの講演を聴いて、興味をもたれたのはどちらの講演でしたか。
　　①	ドッテ・バッケ氏の講演内容　　　　②	中野洋恵氏の講演内容	　
　　　4-1．…その講演内容について、特に興味をもったのはどのようなことですか。
　　　(																																										　　　　　																								)　　　

5．「男女共同参画」というテーマについてあなたご自身はどのように思いますか。
　　①	重要だと思う		②	どちらかといえば重要だと思う　③	どちらかといえば重要ではないと思う。
　　④	重要だとは思わない
　　　5-1．それはなぜですか。
　　　(																																																																												)

以下、あなたご自身についておたずねします。　　　
6．性　別　　①	女　　②	男																																											
7．年　代　　①	１０代	　②	２０代	　③	３０代	　④	４０代　	⑤	５０代	　⑥	６０代以上
8．職　種　　①	学生			②	会社員　③	公務員　④	自営業　⑤	専業主婦・主夫　
　　　　	　　	⑥	パート・アルバイト		⑦	秋田大学教職員		⑧	他大学教職員		⑨	その他学校関係者
　　　　　	　	⑩	無職			⑪	その他（　　																										　　　　　　）
９．ご意見・ご感想をお聞かせください。（自由記述）

ご協力ありがとうございました
秋田大学男女共同参画推進室
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