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はじめに

社会教育が取り組むべき「現代的課題」の問題構造は広く深い。現代社会の陥っている病理的

現象(人間の共向性の喪失やそれに起因する諸問題の噴出等々)を克服し，より豊かな人生，豊

かな社会を実現していくための学習がいま切実に求められている。公民館は住民の学習活動の最

も近くにあり，そこに働く職員は日常的な学習の援助者として重要な役割を担っているはず、であ

る。この公民館職員の役割を r婦人問題学習」という具体的内容，具体的事例に却して明らかに

することが本稿の課題である。

これまで筆者は，特定の地域を対象とし，住民の地域生活や生産・労働の実態，そこにおける

生活・地域課題への住民の取り組みを追い続け，住民がその過程で展開している学膏活動と認識

の深化過程，それを支えてきた社会教育労働の担い手の構造を明らかにしてきた。より安定した，

豊かな生活を実現するために，生活や仕事にふりかかる開題を捉え(日常的な生活課題の自覚化)， 

共同活動を通してその窟臨・背景を考え，個別的な問題を社会的な問題として位置づけなおし「地

域課題J として取り組んでいる事例であった。それら絶えず工夫や学習を伴って展開する活動に

は，それを援助する社会教育労働の担い手・施設が重層的に存在していた九なかでも住民の生活

の近くにあって，学習組織化の最も初期の設階で重要な役割を担い得る社会教育労働の担い手が，



66 教育学部紀重要 第 71号

公民館職員である事を明らかにしてきた。いわば，住民の学習の展開過裡に即して「公民館」の

重要性を実証してきたといえる。

しかしその段階では，まだ社会教育労働の担い手，特に社会教育専門施設として位置づけられ

ている公民館職員に関する分析は残された課題であった。その後，共同調査による青森県内の「女

性社会教育職員に対する意識と実態語査J (1994年 11丹)刊および事例分析を行うなかで，

して公民舘職員，中でも指導員に焦点を当てて，その実態と担っている役塑iヘ指導員としての力

量の形成過程叫を明らかにしようとしてきた。

特に公民館指導員をとりあげてきたのは，次の点を明らかにし得ると考えたからでる。まず第

1に指導員はリー夕、ーの延長繰上にあり(学習者としての住民が，学習の蓄積のうえに職員とし

て採用され)，それ故独自の役割を担い得ること，第 2Vこ職員自身の認識のレベルが，学習の質を

規定するという点，第 3に，リーダーから行政職員として体制内に入ることのメリット，デメリッ

ト，この点を明らかにすることはまた，近年の社会教育におけるボランティア制度の評価にもつ

ながると考える。

以上の視点を持ちつつ，本稿でも具体的事例として公民館女性指導員を取り上げ，女性問題学

習の展開における位置と役割を明らかにする。

1 女性対象事業担当者としての公民館女性指導員

社会教育において捉える住民の「学習」とは，基本的には，自らの生活・地域において遭遇す

る諸問題を克服する過程で必然的にともなう活動である。それこそが，生活に生きる真の学力形

成につながる重要な契機であるとすると，生活上の諸問題に必ずといっていいほど付きまとって

いる「女性問題J の学習は，公民館における学習の一つの核となり得るものである。しかも女性

問題の克服は，なんといってもそれを切実に自分の開題として抱えている人自身によって自覚化

され，学習組織化の援助がなされることが近道でもある。問題解決を困難にしている縦割り行政

と，それを支える意識を転換していく上でも，女性の生活者の視点が，一つのインパクトになる

ことそ期待することもできる。その意味でも，女性社会教育職員は，この女性問題学習の組織化

に護主要な役割を担い得る職員として期待される。

(1) r女性問題J学習と社会教育職員

「女d性問題Jとは，ここでは，女性である故に抱え込まざるを得ない関難な状況をいう。すな

わち古い封建的意識の残津や，資本主義化の過程で，女性の不生産労働のうえに男性中心に作り

上げられてきている社会システム自体が，例えば鋤く女性の加重労働や単純労働への固定化等々，

女性の社会進出を臨む状況を生んでいる。そのネックとなっているのが「性別役割分業意識J で

あることは，広く認められるところとなっており r国連婦人の 10年」の長い討論を経て採択さ

れた r女子差別撤廃条約J (1985年国連総会)のEやでもすでに指構されている。また多くの現代

的課題の根幹にこの女性問題が関わっているとの認識は r女性学」の確立を促している。女性問

題解決のための学習は，これからの新たな社会の形成には避けて通れない課題である。

女性開題は，政策的には主に，総理府(婦人問題担当室)や労鮪省において積種的に取り組ま

れ，それが，都道府県レベル，市町村レベルで進められる段階になってきている九教育の場面で

も国立婦人教育会館で毎年実施されている「女性問題」関連の学響機会やウィメンズ・ライブロ

ング・カレッジ補助事業など男女共詞参画型社会をめざして多様に推進されてきている。
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一方，それら女性問題克服のための学習としては，様々な接近の仕方が提起されている。社会

教育における女性問題学習はこれまで，主に性差別の克服や女性の自立の課題を正面に据えた学

習として取り粧まれてきたが，さらに消費者問題や健康問題など女性の日常的に抱える生活課題

から女性問題への自覚化へつながる実践や PTA等による教育問題から女性の自立を実現して

いった実践円学習を切望する子育て中の母親達の公民館保育室要求運動を支えてきた公民館女

性職員の地道な実践7)等，先進的事例が報告されている。それら実践の積み震ねが，女性需題学習

の道筋をいくつか示してくれている。

しかし現実には r男女共同参画J をめざし r女性の自立」や「女性関題J を正面に据えた学

習においでさえ，往々にしてふるい習慣を再生産する方向で機能してしまっている場合がないと

は雷えない。その原田の一つは，従来の行政社会教育では，男性中心に女性問題学習も組織され

てきたということ，女性自身も従来の発想にとらわれ，その意識の再生産に加担してしまってい

ることがあげられる。すなわち，どのような視点、で，どのような人がその学習機会に関わるかが

重要であり，学留援助者としての職員自身の意識と，それに規定された方法や内容自体が関われ

ねばならない。そこに学習の組織者(特に行政社会教育職員)自身の専門性の内実も関われる

になる。その意味でも，住民の学習活動の最も近くにある公民館の職員，中でも女性指導員の役

割を r女性問題学習Jという具体的内容，具体的事例に却して明らかにすることは意義があるで

あろう。

(2) 女性対象事業姐当者としての公民館女性指導員一一青森擦の場合一一

最近の女性の社会進出に停って，社会教育においても女性職員が増加し，婦人の学習組織化を

援助する役割が女性によって担われる傾向も強くなってきている。しかし青森県の場合，一般行

政に比べ社会教育の場になお女性の比率は低くへ自治体の社会教育を計画化するレベルでは，ま

だ男性社会教育主事が主体である。学習組織化に女性が関わり得るとすると，女性社会教育主事

(主導主全体の 11.1%)や，学習活動の按興を目的として配置されている女性指導員がいるところで

あろう。さきに行った「青森県女性社会教育職員調査J からも暁らかになったように，職務内容

から見た場合，公民館女性職員の中で，女性指導員は，特に婦人教育事業担当者としての位讃づ

けが比較的明確になされていた。また，事例分析からも明らかになったように，指導員は自ら学

習者として公民舘に出入りし，その過程でリーダーとしての力をつけ，指導員の職を得ており，

社会教育の仕事に非常に積極的な姿勢を持っている。また日常的な学習活動において学習者に最

も近い存在であることによって，学習の質を規定するかなり重要な役割を担っている。しかし，

その意欲に関わらず，むしろ影響力が強いからこそ，ふるい性別役割分業意識を前提とした視点

で学習の組織化を行い，ふるい意識を再生産する役割をはたしてしまう可能性もある。

特に，公民館女性指導員は，公民館女性正規職員が，生活問題に悪戦苦翻しながら仕事を続け

ているのに対し，いわば，性別役割分業を前提とした生き方を選択し，国難を回避してきた人た

ちである。正規職員に比べ非常に積櫨的であり，行政の枠から一歩遠い故に，自立的に事業編成

が可能であると言う利点は持っているものの r女性問題」に関しては問題意識は希薄とならざる

を得ない傾向のあることも考えられた。

そこで第 lに，性剤役割分業(意識)を手がかりに，問題を共有する仲間としての公民館指導

員(以下指導員)自身の生活や仕事の実態と，女性問題に関する意識を，公民館女性正規職員(以

下正規職員)との対比で明らかにした上で，第 2に「婦人問題学習」そのものというより，それ
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らの学習の契機をもっ諸活動から学習が組織化されてくる過程で果たし得る指導員の役割を明ら

かにしていきたい。

2 公民館指導員の仕事および家事分担の実態と性別役割分業観

(1 ) 指導員の仕事と仕事に臆する意識

この点に関しては，すでに「公民館における女性指導員の位置と役欝Pで詳しく分析したが，

簡単に要約すると次の諸点が指摘できる。

まず仕事の内容であるが，社会教育の場においても，現状では男女差が明らかにまだ存在する

し，女性の仕事が周辺的な庶務，雑務中心の仕事である鎮向があった。性別役割分業観の強い現

状では，職場における仕事の内容も女性向きの仕事とされる職務内容に限定され，十分な力の発

揮を妨げられている場合が多い。その中で指導員は事業担当者として比較的明確な位壁づけが与

えられている。ただし，その事業の内容においてはやはり「女性向きJ 事業担当者として位置づ

けられている場合が最も多い。また，仕事を遂行していくうえで，特定の分野の仕事しかさせて

もらえないという声の他，家事が負担である，教育，育児の時聞がとれない，親の介護との両立

が難しいなど，女性であるゆえ抱えている困難もある。現在の行政のシステム自体が，男性中心

に組み立てられているために，女性が働きづらく，あるいは力を発揮できない状況はまだまだ根

深く存在しているといえる。

しかし本人達の自覚としては，全体的にはそれらを女性故の困難と捉える意識は薄れてきてい

る。例えば，従来「社会教育」の仕事は男性向きのものと捉えられる懐向が強かったが，女性に

も男性にも「どちらにも適している」という答が6割を越え，特に指導員は，どちらにも向いて

いると考える人が 85%と高くなっている。しかし社会教育の事業を遂行していく上での男女の

守見点の違い」については，住民との関わり方や学習要求把握について強く感じているようである。

ちなみに女性正規職員はむしろ男性向きとする意見が強い。視点の違いについても，対外折欝や

職場内での仕事の振り分け等で違いを感じている。現在の男性中心の社会システムに組み込まれ

ている正規職員が，むしろ仕事のうえで困難を抱えている撃の現れと見る事が出来る。

女性が職場で働くことを困難にしているものに，男性だけでなく，女性自身による女性に対す

る偏見の問題もある。女性が職場で働くことに関しては，性別役割分業意識から従来「使命感が

弱いJ，r指導力に劣る」等々様々なマイナス聞が指摘されてきた。しかし，それらマイナス面を

吾定する傾向が全体的に強くなっており，この点からも働く女性の姿が定着してきている様子が

読み取れる。

(2) 指導員の家事分揖の実態と性別役割分業意識

図 1は，夫との家事分担の実態である。もともと指導員は，家庭と仕事とそ両立させるために

一時専業主婦を経験し，再就職をした人たちが多い。現賓の働き方も，家事にしわ寄せがこない

程度ということで，彼女達は，むしろ短時期勤務を希望していた。しかし実態としては，家事へ

の参加率がむしろ女性正規職員よりやや少なくなっている。ただし指導員の家事参加率が抑えら

れているのは，必ずしも夫の家事参加率が高いからではない。夫の参加率はむしろ留しその地

の家族員の協力が多くなっており(3世代同居率も高い)，それが相対的に指導員の家事参加率を

押さえているからである。

意識のよにおいては指導員はかなり性別役割分業意識が強い(図…2)。たとえば女性が仕事を
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する場合 r夫より早く帰っている」ぺきとする指導員は 30%，(正規:12.1%)， r家事を擾先ず

べき」と考える指導員は 15.3%(正規:9.1%)である。ここには仕事より家臆を大事にすべきと

の姿勢が現れている。家事分担については，特に女性正規職員が平等な家事分担を強く望んでい

る (35.4%)のに対し，公民館指導員にはその意識が抵い (20‘4%)。

それと運動してくるのが女性の経済的自立についての考えで，正規が54.5%，rどちらかと言え

ば」を含めると 100%賛成しているのに対し，指導員は 30%(85%) とこれも低くなっている。

その他 r老後はこどもに頼りたくない」については指導員 30.4%に対し正規が 48.5%，r親の介

護は自分がしたい」については，指導員が 45%，正規が 23.3%などとなっており，指導員は正規

職員に比べ，家族中心の考えをしている人の多い事がわかる。これらを男性社教主事と比較して
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図-2

みても女性指導員の方が家事優先の傾向が強い1九

亡コその通りだと思う

f2:.Jどちらかといえばそう思う

[illJどちらかといえばそう怠わない

~全くそう恩わない

監富無図答

また性別役割分業観と密接に関連しているものとして子育ての問題がある。性別役割分業を主

張する擦，その根拠として主躍されるのが，男性と女性の特性の差異であり，その最も根強い主

張が，特に子育ては，いわば女性の天職であり，少なくとも 3歳児までは女性が家躍で育てるべ

きとの考えである。発達心理学等の研究成果などに基づいて，最近ではいわゆる r3歳神話J は

崩れつつあるが，実態としては，この神話が，男性社教主事ばかりではなくむしろ女性職員，特

に指導員自身に非常に根強くあり， M字型の働き方を選択させている(指導員:50%，正規職員:

30.3%，男性社教主事:23.3%) といえる。

今日日本においても「男女共陪参画型社会J を目指して様々な取り組みがなされているし，法
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制度の面でも「女子差JjU撤廃条約J をはじめ r男女麗用機会均等法J r育児休業法J等，女性の

社会参加を推進する条件整備が進んでいる。女性問題学習を組織化していく場合，現在の社会の

中でこれまで実現しているこれら女性問題に関わる法制度を知っておく事も重要である。婦人教

育担当者として指導員は，女性正規職員に比べ，女性問題に関する学習機会が多いが1九これらに

関する周知度はむしろ低い。それに対し正規職員は，女性として働き続ける事自体が女性問題に

関心を持たざるを得ない状割にあるためか，特に「男女雇用機会均等法」や「育克休業法」につ

いていずれも内容まで知っている比率が高かった。おそらくこれら社会的情勢への関心のレベル

が，具体的な手立ての考えにも反映しているのであろう。

図-3は，さらに「男女共陪参画型の社会を実現するてだてJについての意見を開いたものであ

る。全体として，その手だてとして求められているのは r企業中心の社会から，仕事と家庭が両

立する社会へと制度の仕組み，構造を改めるJ (65.4%)， r男女の役割分担意識について，社会通

念や習慣，しきたりを改めるJ (49.5%)， r託兇・保育施設や家事代行業などの女性の職業・社会

参加を支援する施設やサービスの充実を図るJ (48.9%)などの意見が強く出ている。しかしこれ

についても，指導員は女性正規職員や男'性社教主事に比べると，社会的な条件整備よりも教育問

題を重視しているところに特徴がみられる O たとえば「企業中心の社会」の組み替えは，指導員

の45%が求めているのに対し，女性正規職員は 60.6%，男性社教主事は 75.3%が求めている (r法

律や制度の見藍し」については指導員:20%，女性正規職員:27.3%，男性社教主事 :27.4%)

のに対し r家庭や学校で，女性の社会参加や，男性の家事・育児参加の必要性を教える」につい

ては，指導員:50.0%，女性正規職員:30.3%，男性社教主事:20.5%が求めているという比家

になっている。ただし，いわば女性問題のネックとされている，性別役割分担意識については，

女性正規職員の 60.6%，男性社教主事の 50.7%が，改めるべきとしているのに対して，指導員は

男女共同参蘭型社会実現の方法

80 

60 

40 

20 

。

l.法律，期j皮の商での見直しを行い，平等でないものを改める

2.男女の役割分担意識についての社会通念，慣習，しきた均を改める

3.女性を政治の場，公約機関や食業などの方針決定ができる役職に穣機的に愛用する

4.食業中心の社会から，仕挙と家庭が両立する社会へと制度や仕組み，構造を改める

5.家庭や学校で女性の社会参加や男性の家事，子育てや教育などへの参加の必要性を

教える

6.家事，子育てや教育などの蚤婆性について社会的に十分評倒する

7.託児・保育施設や家事代行業など女性の職業，社会参加を支援する施設やサービス

の主主傍

国一3

仁コ指導渓

~iE規職員

匪昌男性社教主事
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35.0%が意識しているにすぎず r家庭や学校で教える」というその中身は，おのずからこのよう

な意識に規定されたものが考えられているといえる。

以上克てきたように，指導員は，女性正規職員や，男性社教主事に比べ家庭優先，性別役割分

業意識を強く持っており r女性問題」に関しでも相対的に切実さが弱いといえる。このことは，

女性問題学習の組織化を規定する大きな要困となるであろう。このような性格を持つ公民館女性

指導員が，学習組織化に当たって，どのような役割をはたし得るのか， H地区公民館婦人教室と，

そこで指導員をしているAさんという具体的事例に却してみていきたい。

(3) 指導員Aさんの事例12)

事例として取り上げる指導員Aさんは， M字型就業を選択したという点でも，また性別役割分

業を肯定する点でも，指導員の典型的なタイプの一人であり，仕事に対しても非常に積極的であ

る。

Aさんは農業者と転入者の混住地域にあるH地区公民館の社会教育指導員である。現在は犬と

こども(社会人，一人は他出)の 3人暮し，指導員としての仕事は，週 3日，忙しいときは，ほ

とんど毎日公民舘に出勤しているが，家事に関してはほとんど自分がしている。基本的には男性，

女性それぞれの特性を意識しており，どちらかと雷えば「こどもが小さいときは母親が子育てに

専念すべき」と考えているし，子供の教育についても「女の子は優しさを身につける」ょう自己粛

したし rそれぞれ違った特性を生かした働き方をするべき」という。

以上のように，性別役割分業意識を基本的には持っているものの，女性問題に関してはかなり

自覚的な部分が強い。家事については男女間じ程度に分担すべきと考えているし r家庭では夫も

も対等であるべき」だという考えであり，その他「女性も経済的に自立すべきであるJ とか，

仕事のためには「家事の手抜き」程度は常定，必ずしも「夫より早く帰宅J している必要はない

と考えているなど，女性の社会参加に積極的な意見を持っている。子供中心よりも夫婦中心の家

庭を，そして自分達の老後もできるだけ子供に頼りたくないとも考えている。

この様な考えを持つにいたった背景には，仕事を持つようになってから，女性問題に関する学

習機会が多くなっていることがあるだろう。 Aさんは，先にあげた法律や条約に関しては，ほと

んど内容まで知っているし，これからの男女共同参画型社会を築いていくことにも積極的である。

そのために努力すべきこととしては，社会通念や噴習の変更，家庭や学校での教育を通して男女

共同参踊型社会を築いていくという，いわば身近なところからの変革を志向している(男性社教

主事や正規職員は，むしろ制度面，企業中心の社会の変更)。

一方，仕事を続けていく上で家事が負担であるとか，仕事に見合った報酬ではない，あるいは

女性に対する偏見がある等，女性であるゆえの働きづらさを感じているし，現在の行政システム

に関しでも，縦割り行政の弊害を指摘するようになっている。指導員としての学習機会が多いう

え，実際仕事を続けている内に考え方も変化してきているようすがうかがわれる。

3 地区公民館における婦人の学習と指導員一一 H地区公民館の事例

日地区は「農村隣接・混住型」の地域で，世帯数 910， 4罰I内会からなる。弘前市における地区

公民館の対象地域としては小じんまりとした地域である問。しかし大きく分けて，農家中心の地区

(託R地区，ただし，専業農家はほとんどなく，ほぽ兼業)と非農家中心の地毘(0地区)，の 2つ

のタイプ (KD地院は半々)の地区からなっており，それぞれ住民の性格は異なっている。
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市の福祉統計によると，この地域は高齢者比率は弘前市全体と比べ幾分低いものの，非農家中

心の地区では増加しつつあり，特に一人暮らしの女性高齢者が多いこと (27人中女性22人)が，

女性の生活問題のーっとなっている。非農家中心のO地区には特別養護老人ホームもあるが，都

市化の進行の結果として，近隣のつきあいは希薄で無関心である。それが自由で良いという側面

もあるが，個人の生活にどこまで入ることが許されるのか近所つきあいがむずかしし侍かあっ

た時の協力体制も出来ていなし、

一方農村中心の地域では，一人暮らし老人は HR地肢では 1人，寝たきり老人は現在0という

ことであった。 3世代家族が中心で，近瞬関係も密であり高齢者問題は生活問題として顕在化し

てはいない。しかし，吉い地域社会の意識がかなり強く残っており，家から一歩外にでると，地

域の人たちの自が，若い女性達の行動を縛っている。勿論家庭内における嫁姑問題に苦労する女

性もなくなった訳ではない。いわば非農家地援では女性の老後を生きづらくしている地域の人間

関係の再生が，農家地区では古い慣習や女性観の克服が課題であるといえる。

lはH地区公民館における王子成 7年度の諸活動である。館としての事業や各領域(青少年，

婦人，成人)で多様な活動が展開されているが，公民舘日誌をみると，民生委員や町内会長，青

少年育成委員その他，ほとんど毎日 2""'3人から数人の訪問者のあることが記録されており，施

設使用記錬では公民館事業以外に葬儀の記録も多く，月によっては連日続いているときもある。

公民館は，いわば地域の諸活動の拠点、として住民生活の中に位置づいている。そして，これらの

ほとんどに指導員Aさんは関わっている。

ここでは，-女性問題J そのものを正面に据えた学習活動はみられないが，指導員 (Aさん)の

援助を受け， H地区婦人教室の婦人達が，-女性開題」とどう関わっているか，具体的事例に郎し

てみていこう。

今日における女性問題は，-性差別問題Jとして独自にあらわれるよりも，高齢者問題や健康開

題など様々な形で，いわば複合的な問題として現れる事が多い。女性をとりまく全体的な状況を

ふまえてはじめてこの地域独自の女性関題を明らかにし得るし，女性自身がそれらをどのような

機会を通して自覚化し乗り越えて行くかを明らかにするには，婦人学級のみを切り離して検討す

るのでは片手落ちである。しかし婦人教室は，-女性問題」そのものを車接正面に掲げた学習を組

織化していないとしても，女性の生き方について日常的に話題として取り上げ，-女性問題学習J

の契機を最も多く含んだ活動を行っている。また婦人教室に関わる職員は，地域婦人会や農協婦

人部と交流し，小学校や社会福祉協議会と情報交換をし，地域生活の実態把握を行っており，様々

な形で地域理解に基づいた婦人問題学習の契機を提供している。

ただし， H婦人教室は，いずれの活動においても，問題の背景を深く追求し，女性問題として

意識化していく道筋はまだ見て取ることは出来ないが，ここではとりあえず，婦人を対象として

関かれている「婦人教室J に焦点、をあてて，地域の実態との関わりで女性問題学習の可能性と指

導員の役割を見てゆきたい14)。

(1) H地産公民踏と「婦人教室J の実態

豆地区公民館の「婦人教室Jにはどのような女性達が通ってきているのか，アンケート調査問を

もとにまずその性格や女性問題に関する意識を明らかにしておきたい。

① 教室生の属性と学習要求

H地区公民館に婦入学級は 2つ，現在学級生はあわせて 45人いるが，回答者は 31人(表…2)
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袋一1 平成 7若手度 H公民館事業

成人講座地域の活性化について(生活簡素化) 20人

津軽の風土

地域の活性化について(生活衛素化)

地域の福祉問題(地区社協共催)

学校五日制に伴う事業(月 2臨，長期休業中は休み)

子ども会の紐織会(地臣育成委員会と共催)

子どものチャレン (料溜教家5閤) 112 ノベ
親と子の考える集い

親子料理教室

少年教育講座(地震育成委員会共催)

「子供の集い」組織会 56 
サイクリング 34 
朝のラジオ体操 1，400 ノベ
地区リーダ…研修 24 
交流学習(スポーツ大会)

親子スキー教室

fjg， 

青年教室趣味講座(藍染め，七宝焼き，津軽焼き，料理教室)

教養講座(手話について)

スポーツ教室(ボーリング，テニス，卓球，スキー)

家庭教育学級 (H小学校成人教育委員会共催)

教養講座 100 
移動学習 30 
交流学習(親子焼き物教集，親子手芸教室，親子料理教室) 45 

高齢者教室 開級式，講演(交遜安全学習) 60 
ボランティア活動 40 
教養講座(津軽の放談，おしゃれ教家他2闇) 72/べ
健康講座(民謡舞踊教室，高齢者の食品管濠) 50 
移動講康(弘前史跡，三内丸山遺跡，忘年の集い 130 ノベ

桜婦人教室 ボランティア活動(老人ホーム)

趣味講座(パッチワーク，生け花，他)

教養講座(茶道と着付け，外屈の家庭料理，他)

H婦人教室(児童館，母親クラブと共催)

開級式，事業計画 10 
料理教室 8 
交流学習 (3臨)

移動講座(放送局見学) 10 
健康講座(卓球教室)

趣味講座 8 

である。年齢躍は 30代(10人)40 代(12人)を中心として， 50代が4人， 60代が3人と年令の

幅が大きい。特に，非農業のO地区は 40代， 60代が多いが，公民館の位置している KD地区は 30

代， 40代中心で若い方に傾斜しているという違いがある。

最近は，働く女性の増加によって，婦人教主主が専業主婦の学習の場となっているという事であっ

たが，現在の教室生の職業の有無は，専業主婦 18人，職業婦人はパートを含め 12人という比率

である。特にO地監の方に仕事を持つ女性が多く(8人中 5人)，農業地域の女性は専業主婦が多

い(10人中 8入)。ただし兼業農家の多いこの地域では，女性が農業の担い手となっている場合が
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多いので， f!動く女性の比率は高いといって良いだろう。婦人教室はほとんどが日中間かれている

ので，参加できるのは専業主婦か，農業や 3交代制の施設職員，あるいはセールス等，自分で時

間の諦節のできる人たちである。

婦人教室に通い始めると，かなり長期間関わるようになる傾向がつよい。 3"'5年が 14人

(45.2%)， 5 "'10年では 8人 (25.8%)，10年以上という人も 6人(19.3%)いる。それだけメ

ンバーが同定化しているともいえる。なぜこのように長期間通ってくるのか，婦人教室へ通う目

的について費閉してみた。最も多かったのが r交流を通して多くの知恵(知識)が得られるからJ

という答え (83.9%)であった。その他 r学習や交流を還して自分が成長していると思うからj

(45.2%) r勉の学級生との会話が楽しいからJ (35.5%)など，いずれも教室の事業内容というよ

り交流が大きな魅力であることを示す答えであった。

ただし 2つのタイプの地域の学級生が教室に対しでもつ要求は，幾分異なっている。

表-3は学習要求を聞いたものである。全体的に要求がパラついて多様で、あるが，スポーツ要求

や趣味的活動は高く，婦人問題に関する要求はそれほど強くない。しかし地域的な傾向として農

村部は，料理や手芸，胸芸など趣味的なものへの要求が，非農家やO地区寄りの 2世代家族中心

の地区では，むしろ生活問題との関わりで高齢者問題や婦人問題，スポーツの学習要求が出てき

ている O

しかし，これらの学習要求が，この地域に求められている学習課題を必ずしも直接反映してい

るとはいえない。例えば，婦人教室役員の話では，農村部の 3世代同居で相変わらず嫁姑問題に

悩む女性は多く，解決を求めて公民館に出入りするようになった人もいるという。その意味では，

註R地区に全く要求が出てこないのは，学習要求として顕在化していないためといえる。

② H地区婦人教室生の女性問題に関する認識

H地区婦人教室生たちは r女性問題」のネックとされている「性別役割分業」に関してどのよ

表-2

霊長の職業
続ける理由 1 (第 1位にあげた人)

学級生数 3世代家族 有職婦人
交流 会話 成長 内容 外に出た

0:1'也区 勤労者 8 O 5 8(5) 2(1) 3(1) 2 
KD地区 動差是半々 10 4 4 6(1) 4 5(2) 4(1) 4(1) 
HR:f:tHlR 農業者 10 8 2 9(3) 5(3) 5 (1) 。 1 
その他 3 3 O 1 。

31 12 11 26 11 14 6 5 

表一3 学習要求

学級
料理 手芸

家庭 スポ
陶芸

婦人 高齢 ボラン 資格 コ}伶
その他

生数 教育 ーツ 問題 者間 ティア 関係 ラス

O地区 8 1 3 3 1 2 4 2 1 
KD:I'也区 10 1 1 1 3 2 1 l 4 I 

HR地区 10 3 3 1 1 3 2 l 2 I 1 
その他 3 1 1 2 1 1 I 

31 6 8 2 9 7 4 7 4 7 2 1 
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うな考えをもっているのか， 1994年度青森県の行った「青森県女性問題に関する意識鵠査J16)と

の比較で，自地区の特徴を見てみた(図-4)。

男は仕事，女は家庭という役割分担そのものについて直接質問したところ，賛成派はほ段同じ

(H:9.7%，県:9.9%)であるが，反対派は豆婦人教室が低い(日:35.5%，県:49.7%)。ま

た女性が職業をもつことに関しては，子育期は中断し再就職するというM字型就労の意識が強く

(H : 61.3%，県:47.7%，ちなみに全閤総理府統計平成 4年度では，女性 45.4%)， r性別役割分

業意識」はかなり強いといって良いであろう O

おそらく以上の考えと連動してくるのが女性であるゆえの不平等感についてである。日婦人教

室生は，察の女性たちに比べ，家賠，職場，社会通念のいずれの分野でも不平等感が低くなって

おり(富一5)，女性ゆえの不利益に関する問題意識はあまり強い方ではない。また r新青森県婦

人行動計画Jや「男女共同参睡型社会Jについては，言葉さえ酷いた事がない人がほとんど(80.6%，

74.2%)で，先にみたように「婦人問題J そのものの学習要求も低い。おそらく，教室へ集まっ

てくる階層にも規定されているのであろう。

(2) 婦人教室の学習活動と指導員の役割ーーさくら蝿人教室一一

以上克てきたような家庭観，性別役割分業観をもっ婦人たちは，さらに学習をどのように発展

させようとしているのであろうか。「さくら婦人教窓」の役員会，及び閉級式(今年度の反省と来

年度に向けての事業の方針をたてる)に参加させてもらったときの会話をもとに r女性問題学習」

平等感(1)家庭のなかで

0% 20 40 60 80 100% 

青森県女性

~mmmzm00:;m~~m~mfffffmliffmffffmNh<<W<<<<<詳l応細湘閑11富

平等感(2)職場のなかで

。% 20 40 60 80 100 % 

H婦人教室

青森県女性

平等感 (3)社会通念や風潮

。% 20 40 60 80 100 % 

青森県女性

初訪m防m労協ゑmmm~妨勿m係筋m政均移羽微~~S鶴~臨岡調鵠n喜

王子等感 (4)法律や制度

0% 20 40 60 80 100 % 

青森県女性
~mmmmt沢派wìmAmiiiiiiiiiE宣S言[語悶Rlilii苦i凹闘iiiii 臨刊調m司

関-4

仁コ男性の方が非常に優遇されている

臣~どちらかといえば男性の方が優遇さ
れている

陸】どちらかといえばそう思わない

尽3どちらかといえば女性の方が優遇さ
れている

~女性の方が非常に優遇されている

罰Eわからない

罷覇無窃答
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ill号は仕事，女は家庭Jという考え方について 仁コ悶感する

~同感しない

。% 20 40 60 80 100 % 匹目どちらともいえぬ

青森県女性
防li0勿M勿汐m形勿mm:0m必チ必幼W55dssssass1iiiiiiiiRiEiiiEiiliiiiZg1i1i2ii5ii5ii1i2ii2ii1l 

家庭のなか夫婦の役言語分担

。% 20 40 60 80 100 % 

仁コ夫が家計，奏が家事育児

Z召喜善が家計，夫が家事育児

青轟i早女性
二胸部iyiill2n3ふぬ掠怒怒怒撚諮街問活撚答詑掠波街注ぬ活必1111

笛2l夫婦が共同で家計，喜善が家事育児

~夫婦が共同で家計，夫が家事育児

~夫婦の役割問定せず共同で家計，家事
育児

IIIIDその他

女性が職業をもつことについて

。% 20 40 60 80 100% 

仁コ女性は職業をもたないほうがよい

l2Z:l女性は職業をもたないほうがよい

霞B子供ができるまでは職業をもっほう

H青燥森人県教女室性 静じ司「ー罰法的ー「初除ぶ勿除j勾法5ー~捻以WぬN1ぬミミぬミ1ミミ討吋対!だぬ泳AぬV法2 総公W忠3吋利1||||iiii額iLl:1| | 

がよい

~出産・育児期間は仕事をやめ，子供が
成長したら蒋ぴ職業をもっほうがよい

医君子供ができても，ずっと穀業をもち続

という観点から 1年揮の活動を見

てみたい。

表-4は rさくら婦人教室J(教

室生 30人)の平成 7年度実施事業

と参加人数である。

婦人教室の事業はほぼ毎月ある

が，いつも出席率が高いわけでは

ない。また「趣味・教養的」活動

に重点があり，じっくりと自分た

ちの生活をみつめなおす学習，

活課題や女性問題を正語に掘えた

系統的学習機会はほとんどなく，

それらのテーマを中心とした「話

し合い学習」が組織されているわ

国一5

けたほうがよい

咽その他

翻わからない

o無関答

表-4 さくら婦人教室(平成 7年度実施)

月 日 事業内容

4.11. 開級式(事業計画兼調理笑習)

5. 8. ボランティア活動(大潜水ホーム訪問)

6.12. 趣味講座(パッチワ ク)

7.10. 教養講座(お茶の作法と着付け)

9.11-12. 趣味講座(染めもの)

10.18-24. 趣味講座(あげびづる総工)

10.25. 趣味講座(パッチワーク)

11.25-26. 文化祭において食堂緩営

12.28. 趣味議康(正月の生け花)

1.22. 教養講康(外国の家庭料理)

2. 1. 移動学習(ビプレで親陵会)

2.26. 健康講座(ヘルシイ体操とダンベル体操)

3.11. 関級式(反省会と次年度の計画)

10 
8 
8 
9 
10 
12 
7 
28 
5 
10 

25 
17 

けでもない。参加した集まりでの話も様々な方向へ，拡散していくかに見えた。しかし，学級生

参加の形で話し合いをするその過程が，地域課題を徐々に意識化していく過程ともなり，地味で

はあるが意識改革の契機は着実につかんでいる。このような発展可能な会話が進められる背景に

は，リーダーや指導員の役割がある。それぞれの段階で，地域のリーダー的性格をもっ指導員だ

からこそできる学習援助者の役割を整理してみたい。

①学習の契機としての「地域特性」と指導員一一教室生との会話の成立一一

婦人教室へ集まってくる女性たちは，主に教室での交流とそこで得られる情報が魅力で教輩に

入っているが，会員の一人がいみじくも寄ったとうり，指導員の魅力が多くの女性を引き付けて

いることも確かである。教室での会話も，指導員の何気ない言葉が次の段階へと話題の展開を促
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している。

役員会後の雑談で，同じH地区内の異なった特徴を持つ地域の人間関係の在り方が，女性の生

き方を大きく左右しているという点で話題が盛り上がった。

異なる年代の人との交流は，特に子育てや嫁姑問題に悩む若い婦人に，先輩の体験談を通して

多くのヒントを与えている。中でも，地域によって女性のおかれた状況が明らかに違う事は，交

流を通して自分を客観的にながめるゆとりを持たせ，自分の状況を対象化し，開題を自覚してい

く過程となると問時に，学習の展開をも促している。

嫁として農村部に転入してきた女性違にとって，日常的な生活習慣のしばりは厳しいものであ

る。結婚した当初，座る場所から戸の開け閉てまで姑に指導された話，一人で外出する事を極端

に嫌われたり，外に出る時，はために嫁姑の仲良さを見せるためいつも一緒にでる事を暗に強制

された話，また地域の人の自がいつも自分の行動一つひとつを監視している事の怠苦しさ等々，

若い 30代の人達から次々と出てくる。

それに対し転入者の多い地区に住む 5，60代の人遠からは，近所づきあいのむずかしさが出さ

れる。不幸があった時でも，決して「ご近所」として手伝いを申し出てならないという曹慣があ

る，転入者と人間関係を持ちたいと思っても拒否される等々。

ただしこれらの話が愚痴にとどまってはいない。それぞれの地区には良さがあるはず、だ，とい

う方に話題が進む。その良さを生かしながら，生活に工夫を重ねている体験が出される。たとえ

ば，親との距離のおき方，対立しないための気持ちの持ち方，近所の人たちとの関係をどう作っ

ていくか等々。

そして最後に，話題は公民館に通う事の意義に移っていった。先にあげたような問題を一人で

背負いこでいた時に比べ r婦人教室」に通うようになり明らかに自分達が解放され明るくなった

事，そして自分が変わる事によって子供や夫，姑までが変わってきている事を自覚している婦人

は多かった。

同じ地域に住み，同じ体験を共有する指導員だからこそ，女性の悩みを親身に聞く事が，悩み

を語る方にも手応えとして感じられる。また決してそれを口外しない原期を守ることが，自由な

発言を可能にしている。それは指導員へ期待されるものというより r婦人教室J自体のいわば暗

黙の約束となっている。それがない借地区の公民舘の場合は，情報が漏れ地域での立場が悪くな

るのを恐れ，やはり女性はなかなか自分のことで口を開かないという。

学習による変化への対応にも，この地区の女性を理解した指導員の働きかけがみられる。 Aさ

んは，日常的なこれらの会話を一歩深めるために，地援の婦人教室生数名を誘い自ら女性学の講

盛(大学公開講鹿)に参加して「女性障題」を学習している。学級生は r女性学講艦J に参加す

る事により，自らの生活を振り返り，疑問が芽生え(女と男の新たな隣係とは?，夫や姑との事L

離など)，それゆえに悩みはじめている。現実と理論のギャップに樗然とし，むしろ「思い起こす

と苦しくなるので，講座で聞いた事をすべて忘れてしまいたい気持ち」である等，講座への参加

は，受講生に大きなインパクトを与えている。 Aさんはそのような状泊を静観し，婦人教室で徐々

に話題に上るのを待っている様子である。

② ボランティア活動から地域福祉の認識へ

0地区で問題となっている高齢女性の一人暮らし問題には，ボランティア活動で取り組んでい

る。閉校式での話し合いは，実施された事業に却して行われたが，最も感り上がった話はこのボ

ランティア活動についてであった。
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地区にある養護老人ホーム訪楕(お年寄りと散歩)のきっかけは，たまたま教室生の中にホー

ムの職員がいたことであったが，ボランティア活動は多くの事を考えるきっかけとなったようで

ある。たとえば，自常的にお年寄りに接していない女性達は，あまりに「生活や行動のペースが

ゆったりしているのに驚き J，あるいは「介護の大変さ」を目の当たりにして，自分の現在や蒋来

について考え込んでいる。さらにr1昭のみでは不十分J rお年寄りと名前で呼び合う関係を作り

たい」という話から，子供逮(小学校)の福祉活動(地域のお年寄りに手紙を醤く)の反応，地

域に，しかも幼稚闘と鱗り合わせに施設がある事のメリット，さらにボランティアの在り方へと

話が進んでいった。結局，来年度，趣味・教養関係の 1聞を施設訪問に振り替える事になった。

指導員はこのような教室生の高齢者への関心をとらえ，揺祉の問題として現夜の地域の状況(小

学生の取り組み)を若い母親から引き出し，社会福祉協議会の現状と公民館と協力した取り組み

への期待，学校との連携など， PTAや民生委員の経験からえた話題を挟む。さらに高齢者問題に

限らず「もし関心があるのなら」と，村ぐるみで福祉を考えている事例を紹介し r移動教室Jの

候補としてそれとなく情報を提供していく。その際，かつて市の臨時職員として勤めていた時代

の情報や人脈もうまく活用している。これら教室生と向じレベルにたった何気ない発音が，教室

生の発言をさらに引き出し，より広い視野からボランティア活動のとり組への意欲をかきたてて

いる。 Aさんの頭には，女性問題を包み込む「福祉」を核とした「地域社会のネットワーク」と

いう理想像があったが，それを前面にだした押しつけ的雰囲気は全くなかった。

直接女性問題と関係はないが，ボランティア活動としての妨火クラブの活動も特徴的である。

かつては地域組織が担っていた防火クラプが，担い手がいなく停滞していったものを，補助金が

あるということで婦人教室が号iき受けたのである。活発な活動をしているわけではないが rせっ

かく関わっているのだから，もっと異体的活動をしてはどうか」との声も出されてきており，地

域生活の共同性を回復していく活動の手がかりとなる可能性を持っている。これなども，地域の

ことを話題にしてきた婦人教室だからこそ出てきた発想であり，婦人教窓の学習成果のひとつの

現れといえるだろう。

③趣味・教養活動の女性問題学習における意義

Aさん自身は，どちらかと言うと「女性の権干しを声高に主張する毒事には批判的で，日常生活

の中で会話を通し，無理なく徐々に意識が変わるのを待つ方法を主接していた。そのせいか，婦

人教室の事業内容としても年に一回，講師をよび懇談会を開く程度で，自然にいわゆる趣味・教

養的活動が中心となっている。

趣味・教養的活動は，一つひとつ継続の意志を確認しながら計画をたてていっているが，その

中で，さらに内容的に発展させるもの，サークル活動へ移行させるもの，中止するものを整理し

ている。例えば「あけびづる細工J のように，単に細工を習うだけでなく，素材を探すところか

ら関わりたい(自然の中で体を動かし，素材そのものをよく知り，単なる技術学習から創造的な

活動へ)という要求がでできている。木毘こみ人形はすでにかなり熟練した人をリーダーにサー

クルとして続けていきたいこと，またき支に閉じ込もりがちな女性共通の要求(外に出たい，自然

と触れ合いたい)から山歩きが提案され，さらに青森の自然を知りそのすばらしさを再確認する

話題となっている。

以上のように，趣味・教養活動自体は女性問題学習の直接的な契機を必ずしももってはいない。

しかし，それを展開する過程で自己教育二二自ら学習を展開するカが養われ，さらに価値観の問い

直しを追られる契機を多く含んでいる。すなわち，生活課題(=女性問題)学習が，く問題に誼闇
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自己の対象イ七=陪題の客観的把握一克服のための実践一問題構造の把握(根底における女性問

題の把握) 実践)>という過程を経て身についていくとすると，趣味・教養的学習はその前提と

して生活実感として「なにかおかしい」という開題の自覚化の基盤をつくるともいえるし，それ

ら全過程を推し進める力にもなる。

そこでは指導員自身の学習を教室全体の活動=学習とどうつないでいくかが課題となる。リー

夕、一的な指導員を交えた婦人教室が，学習者に取って，自分の問題を自覚化し，対象化する良い

機会になっているとしても，教室内の議論にとどまっていては，問題を乗り越える力は容易につ

かない。さらにさかのぼって，問題を生み出している社会的背景の理解や，人間観，価額観の開

い直しをしていく学替が必要である。より広く，考えの違う人と交流し，専門的立場の学習に触

れていく事は，さらに学曹を進める重要な契機となるであろう。そのいみで， Aさんが，学級生

を誘って外部の学習機会に参加した事は，学級生にとっては大きな意義があった。

おわりに

主にアンケート調査をもとに明らかにしてきた公民館女性指導員は，非常勤という不安定な身

分にあり勤務時間は程いものの，教育事業担当者(特に婦人教育)として故置づけられており，

学習活動の援助者としては女性正規職員よりむしろ学留者に近い位置にある。しかも学習活動に

おけるリーダーの延長線上に，指導員として採用された人が多く，仕事に対して非常に積極的な

姿勢を持っている。しかし，女性問題のネックとされている「閤定的性別役割分業観」に関して

は，正規職員や男性社教主事に比べ強く持っており，女性の経済的自立についても消極的である。

また男女共同参画型社会に向けては，社会制度の変革より身近な生活習揮の変事を望んでおり，

指導員の生活実態や意識は，正規職員や男性社教主事よりはむしろ，県内女性一般の意識に近い

と言える。

そのような性格を持つ指導員が，女性問題学習においてどのような役割を担い得るのか，具体

的事例に即してみてきた。女性一人ひとりは，それぞれがおかれた状祝で閤有の生活課題，女性

である故の困難を抱えているはずである O 指導員の学習援助における役割jを明らかにするには，

学習者の鏑人レベルにまでおりた学習過程分析との関わりで明らかにしていく必要があるが，本

稿ではさしあたり婦人開題学習の契機を多様に含む「婦人教室」の学習の展開を対象とし指導員

との関わりを見てきた。以上要約すると次のようにいえるであろう。

第 1に，公民館女性指導員は，同じ地域の生活者，学習活動のリーダーとして，女性の視点で

生活課題，地域課題を発見し，統合的視点で学曹のネットワ}ク化を試みようとしているし，ま

たその可能性を持っていることである。 Aさんは，地域課題としての高齢者問題を，学校や社会

福祉協議会，その他地域の諸組織と連携の上で地域的取り組みをしていく必要性を語っており，

自ら持っている地域組織のネットワ…クを利用し，その具体化を模索している。

第 2に，指導員は学習者に非常に近い生活実態や意識を持っている故のメリット，デメリット

を持っているということである。すなわち指導員は，学習者との聞にスムーズな対話が成り立ち，

ごく自然な形で学習の契機を提供できる一方で，生活感覚を共有するものとして，更に，学習を

深める事によって自ら痛みを伴わざるを得ない段階へと一歩を踏み出す事には消極的である事も

否定できない。

「女性問題学習」に関するAさんの姿勢は，決して，そのものを正面に出した学習を組織しよう

とはしない。女性学等で先進的な意見をきいたとしても，日常的にごく自然に生活に取り込める
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レベルの問題のみを取り上げる。婦人達の会話を手がかりに，自らの学習で得た広い情報を駆使

して学習の発展を促している。しかし，自覚された問題に関してどのような方向でさらに学習を

深めていったら良いのか，明確な方向性は持っていないように見える。

第3に， Aさん自身も自覚しているように，現在の指導員体制自体問題を持っているという

である。その一つは，労働条件の問題である。 Aさんは，公民館に勤務する社会教育指導員とし

て，週 3日勤務しているが，職務内容に見合った報酬とは言えず，時間的にも十分な学習援助の

役割ははたし得ない事を指摘している。二つ自として，指導員の仕事に関する研修機会，あるい

は学習内容 (r女性問題J) そのものの学習機会を組織化する必要性の指摘である。 Aさんは，講

座参加の体験や，先のアンケート結果 (r男女共同参画型社会J r青森県女'性行動計画」を言葉さ

え知らない人が多い)から r女性問題学習」の必要性を改めて感じはじめており，学習組織化の

ためにも指導員自身の研修機会が必要である。自分遠の問題を自覚化し始めた学習者に対し，さ

らにそれを解決するための一歩をどう踏み出して良いか，さらに生活に生きる学習へと深めるに

はどうすればよいか，その方法について悩みを述べる指導員もいる。指導員同士の交流・構報交

換や社会教育主事等，社会教育に関わる職員の協力体制 r研修機会」への要求が切実である。

註

1) その結果については遠藤知恵子著『務代の公民館』にとりまとめた。

2) 1994年11月，女性社会教育職員の実態を明らかにする事を目的に r青森県女性社会教育職員の

と実態に関する調査」を実施した。回答を寄せてくれたのは女性職員 109人(間収率

61.6%)，その内公民館女性職員は 73人(正規:33人，非常勤:20人，指導員:20人)，男性社

会教育主事 73人(閤収率73.7%)。

3) r公民舘における女性指導員の位置と役割J (W弘前学院大学一般教育学会誌』第 16号1996. 4) 

4) r生涯学習時代における公民館女性指導員~リーダーから指導員へ~J (遠藤知恵子著『追補版

現代の公民館J 1996. 2 

5) 政策の動向の現状と女性問題学習の取り組みに関しては，ク令ループみこし『自治体の女'院政策と

女性問題講座』や野の村恵子・千野陽一「女性の学習をめぐる社会教育行政と女性行政の課題」

(W東京農工大学一般教育部紀要』第 31巻1995. 3)等に具体的事例とともに紹介されている。

6) 社会教育慕礎理論研究会編 叢警「生涯学習」では，婦人問題学習の理論的整理とともに各巻に，

「婦人の自立」に関わる実践分析が取りよげられている。

7) 国立市公民館職員伊藤雅子氏による「公民館保育所づくり」実践の一連のまとめが，女性問題へ

の取り組み，女性の自立の学習の貴重な蓄積となっている。

8) 詳しくは設 3)論文参照。

9) 向上

10) 向上

11) 詳しくは註4)論文参照。

12) Aさんの指導員としての力量の形成過穏に関しては前掲註4)論文に詳しい。

13) 弘前市の中央公民館1館に 12地区公民館体制を取っている。なおH地区公民館活動の紹介を合

め註3)論文参照。

14) 弘前市の場合，昭和 34~49 年までは婦人学級，昭和 47 年から 52 年までは婦人学級を 1 地区 1
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学級，婦人教室は自主運営を建前として町会単位に開設する方針をとるが， 53年以降は婦人教室

のみを，地底に複数開設する形に統一している。

15) H地底の婦人教室生 31人に対し， 1996年 2月実施。

16) r青森県女性問題に関する意識調査J (1994. 11青森県生活福祉部実施。 20歳以上男女 2，300人

(層化抽出)を対象としたものであるが，その内の女性の意識について比較してみた。


