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山梨県立男女共同参画推進センターは、

男女共同参画社会の実現のため、男女

共同参画に関する学習機会と交流の場

を提供しています。県内には総合、峡南、

富士の３つの施設があります。愛称の

「ぴゅあ」には、「男女共同参画社会を

めざし、新鮮な感覚で活き活きはつら

つと行動する拠点」という思いがこめ

られています。是非、お近くのぴゅあ

をご活用ください。

● ぴゅあ総合
〒400-0862
甲府市朝気1-2-2
TEL055-235-4171 FAX 055-235-1077
sogoevent@yamanashi-bunka.or.jp

● ぴゅあ峡南
〒409-2305 
南巨摩郡南部町内船9353-2
TEL0556-64-4777　FAX 0556-64-4700
pure-kyonan@yamanashi-bunka.or.jp

●ぴゅあ富士
〒402-0052
都留市中央 3-9-3
TEL0554-45-1666  FAX0554-45-1663
pure-fuji@yamanashi-bunka.or.jp

平成28年度カジダンイクメン写真展より　市川三郷町 笠井さん 　「男同士で話そうぜ！」

山梨県立男女共同参画推進センター　（ぴゅあ総合・ぴゅあ峡南・ぴゅあ富士）

ぴゅあ 3館では、インターネットでも情報を発信しています。
●総合HP→ http://www.yamanashi-bunka.or.jp/pwm/topicssogo.html ●総合 FaceBook → http://goo.gl/ZnNe4Z　
●総合 Twitter → https://twitter.com/puresogo
●峡南HP→ http://www.yamanashi-bunka.or.jp/pwm/topicskyonan.html ●峡南 FaceBook → http://ur0.biz/ATfR
●富士HP→ http://www.yamanashi-bunka.or.jp/pwm/topicsfuji.html ●富士 FaceBook → http://goo.gl/I7MGyN
●山梨県女性の応援サイト →   http:/www.pref.yamanashi.jp/challenge/index.php
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今月の「首長さん、こんにちは！」は、“ 暮らしと自然が輝
く交流のまち ” 富士川町にお邪魔し、志村 学町長と樋口高
子男女共同参画推進委員長にお話をうかがいました。
聞き手は、県立男女共同参画推進センター・館長の小林幸
子です。

小林館長　はじめに、町長
さんは、この富士川町をど
のような地域にしたいとお
考えでしょうか。

志村町長　国の地方創生の
取り組みが始まりました
が、富士川町も人口減少で
すから、子育て支援などい
ろいろなことを考えていま
す。保育料については、も
ともと富士川町は国の基準
の6割程度と安いのですが、
県と同調しながら第 2 子か
らの保育料も無料にしまし
た。子どもの医療費無料化もいち早く実施しましたし、第
2 子からの給食費の減額制度も実施しています。
　また、子育て支援と人口減少対策として、町では「人口
500 人アップ作戦」を 5 年ほど前から始めました。さまざ
まな事業を実施することによって、人口を 500 人増やそう
という計画です。
　小中学校の授業でタブレットを導入するなど教育関係の
整備も行っていますし、外からの移住者のために土地購入
資金の補助や 5 年間の固定資産税等相当額を定住奨励金と
して還付する制度も実施しています。雇用も大切ですから、
企業にも同じ制度を導入しています。ですが、なかなかお
金だけでは人口は増えません。どこまでやれば魅力を感じ
てもらえるかと葛藤する毎日です。

館長　子育てしやすい町の実現のためには、女性の意見も
大切だと思いますが、男女共同参画についてのお考えを、
実際に取り組まれている施策とあわせてお聞かせください。

町長　男女共同参画は、もう当たり前の時代に来たと思い
ます。公務員は、給料も男女で変わりませんが、町内でも

男女・年齢問わず結婚しな
い人が増えています。次世
代につないでいくために
も、我々も婚活に関する対
策や施策をすすめていま
す。
　富士川町は、いち早く子
育て支援課を新設しまし
た。職員は、すべて女性で、
事務職のほかに保健師、保
育士、栄養士、助産師を配
置し、子どもが生まれる前
からさまざまな相談に対応
するとともに、生まれた後
も支援しています。
　かつては、福祉保健課の

児童担当でしたが、現在は、子育て支援課として、児童支
援担当、児童保育担当、母子保健担当がありますので、子
育て支援の充実という面では、県内の自治体でもトップク
ラスだと思います。
　富士川町は、職員の雇用も女性が多く、正規職員 171 名中、
男性 94 名、女性 77 名で、45％が女性です。
　また、課長以上の管理職への登用率も県下でトップクラ
スだと思います。20 課中 6 課の課長が女性ですから、3 割
が女性管理職です。国の目標が2020年までに3割ですから、
すでにクリアしていますが、将来的には、5 割の登用を目
指しています。そのためには、職員を育てなければなりま
せんが、まずは経験を積むことが大切だと思います。研修
で知識を得ることはできますが、日々の実践が本当の職員
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研修になりますし、良い上司に付かないと良い職員は育た
ないと考えています。女性の管理職 50％を目指して、保健
師や保育士も一般行政職としてさまざまな業務を経験して
もらいたいと思っています。
　また、女性や若い人の意見を聞くために庁内の若手職員
で「ふしぎ発見隊」というものを結成しています。業務の
中で効果のはっきりしないものや、不要と思われるものに
気づいて見直していくためです。女性の目線が活かされて
細かいところにも気が付くようになりました。役場も町民
に対する一種のサービス業ですから。
　災害の時にも女性の活躍が必要ですので、町では「女性
消防隊」を組織しています。いざという時、各避難所に女
性を配置しなければなりません。避難者の半分は女性だか
らです。

館長　次に、樋口推進委員長さんに推進委員会の取り組み
について、お聞きします。

樋口委員長　町が合併してから富士川町男女共同参画準備
委員会として活動してきま
したが、条例が制定されて
推進委員会が設置されまし
た。平成 29 年の 2 月まで
が第1期の任期となります。
　町の総合計画と町民の意
識調査の結果を踏まえなが
ら、平成 28 年から 5 年間
の計画期間となる男女共同
参画推進プランの策定を行
いました。
　活動としては、意識啓発
をしていくのが一番大事だ
と思っていますので、町の
広報へ毎月スペースをいた
だいて、男女共同参画にか
かわる記事を掲載しています。
　また、各団体へ伺って男女共同参画についてのお話をす
る機会を設けたいということで、民生児童委員会でお話を
させていただきました。
　今考えているのは、区長会の中でお話しさせていただく
ことです。自治会の役員や区長はほとんど男性で、役によっ
ては順番が決まっていたり、男性の年齢で廻ってくる役も
あります。こういった社会的な慣習も変えていきたいと思っ
ています。
　同時に女性の意識改革も大切です。だれかが役を受けた
ら自分も受けなければいけなくなるといった消極的な意識
を変えていかなければなりません。機会を与えられれば、
人は育っていくものですし、隣保組長などは女性でも十分

できると思います。そういったことが当たり前になる中で、
区の役職にもかかわりたいと思えば、それができるような
機会を設けていただいて、もっと女性の意見が吸い上げら
れるようになれば、少しずつ変わっていくのではないかと
思います。

町長　富士川町では、15 名の町議会議員のうち 3 名が女性
です。また、PTA 会長も女性が増えていて、その方たちが
いずれ自治会にもかかわって活躍していただけたら良いと
思います。

館長　では最後に富士川町のこれからの課題についてお聞
かせください。

町長　役場の中の男女差は、これからもなくしていきたい
と思います。育児のための特別休暇についても、男性にど
んどん取るように薦めています。
　役場職員は、地域支援員として地域の自治会に協力して
いますし、地域の課題解決に向けて、各区で話し合って

問題点を整理するワーク
ショップ形式の会も実施し
ています。
　また、地域力創造交付金
という制度を作って、区に
その使い方を任せ、自主的
に運営しながら課題を解決
してもらう試みも行ってい
ます。選挙管理委員など、
さまざまな役割にも女性に
入ってもらいたいと思って
います。

委員長　そういった自治会
の会議などにも女性がもっ
と参加できれば変わってく

ると思います。そのための意識改革が、やはりこれからも
必要です。
　富士川町には、女性で活躍している良いロールモデルに
なる方が何人かいらっしゃいますので、そういった方々に
お話ししていただいて、みなさんの意識を変えていく機会
も今後作りたいと思っています。

町長　男女共同参画ということばを意識しなくても良い社
会、だれもが早くそのことばを忘れるような社会にならな
くてはいけないと思います。

館長　本日は、お忙しいところありがとうございました。
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ぴゅあ総合チャレンジシンポジウム
「女性リーダーに聞く、自分らしい働き方
～産んで、育てて、働いて、選んできたもの～」

① 基調講演「産んで、育てて、働いて、選んできたもの」
■講師：飯野奈津子さん（NHK 甲府放送局長）
② パネルディスカッション「女性リーダーになるということ」
■コーディネータ：風間ふたばさん（山梨大学男女共同参画
室長）■パネリスト：早川亜希子さん（NPO
マンマメルカート代表理事）、勝美希さん

（株式会社 YSKe-com 第一ソリューション
部リーダー）
■日時：2 月 4 日（土）10：00 ～ 12：00
■会場：大研修室　■対象：どなたでも
100 名　■受講無料（要事前予約）
女性のライフ＆キャリアを考え、悩みを有
機に変えるシンポジウムです。

普及啓発講座「憲法と人権の視点で考える現代社会の問題Ⅷ」

① 差別の横行を考える
② 天皇の生前退位と憲法
③ 女性の結婚年齢とネット上の「忘れられる権利」
④ 大臣たちの靖国参拝を考える
■講師：山内幸雄さん（山梨学院大学法学部政治行政学科教授）
■日時：①２月 4 日 ② 2 月 18 日③ 2 月 25 日 ④ 3 月 4 日

（すべて土曜日）13：30 ～ 15：30　■会場：会議室
■対象：どなたでも 25 名　■受講無料（要事前予約）
社会と取り巻く様々な問題を憲法と人権の視点でみなさんと
一緒に考えます。

市民企画講座
「もっと知りたい！格差社会
～子どもと高齢者の貧困について考える～」

■講師：藤田孝典さん（NPO 法人ほっとプラス代表理事）
■日時：2 月 12 日（日）
13：00 ～ 16：00
■会場：中研修室　■対象：どなたでも 
70 名　■受講無料（要事前予約）
格差社会の現実について掘り下げます。相
対貧困やジェンダーによる格差について学
習し、私たちになにが出来るのか考えます。
企画：ぴゅあ企画運営サポーター

リプロダクティブヘルスライツ
「女性の美と健康のためのヘルスケアセミナー」

① 女性の体と健康
■講師：野澤さゆりさん（日本エステティック協会認定講師）
■日時：2 月 14 日（火）13：30 ～ 15：00
② 女性の肌と健康
■講師：野田和美さん（日本エステティック協会認定エステティシャン）

■日時：2 月 23 日（木）13：30 ～ 15：00
③ 色と心の健康
■講師：小山るみさん（カラー＆イメージコンサルタント、メノポー
ズカウンセラー）　■対象：女性 50 名　■受講無料（要事前予約）
リプロダクティブヘルスの視点から女性の生涯を通じた健康
づくりを考えます。

男性にとっての男女共同参画
「オトコの手づくりパン教室」

■講師：西室順子さん（パン教室主宰）
■日時：3 月 11 日（土）10：00 ～ 12：00
■会場：調理実習室　■対象：男性（親子参加歓迎）16 名
■参加費：￥1,500（要事前予約）　■持ち物：エプロン、
三角巾（バンダナ可）
たいせつな人に美味しいパンを焼きませんか。初心者でも美
味しいパンが焼けるよう、やさしく指導します。

「サイエンスガールの未来を語ろう！ 2017」
～あなたを応援、理系のドアをあけてみよう～

①基調講演「不可能への挑戦～モモ食害検査システム～」
■講師：渡邉寛望さん（山梨大学工学部情報メカトロニクス
工学科教授）
②山梨大学の女子大生による大学生活および研究紹介プレゼン
■プレゼン：依田聖未さん（大学院生命環境学専攻バイオサ
イエンスコース修士課程 1 年）、佐藤晴香さん（工学部コン
ピューター理工学科 2 年）、米原南欧さん（生命環境科学部
環境学科 1 年）
③グループトーク
■日時：3 月 18 日（土）13：30 ～ 15：30
■会場：小研修室 1　■対象：小学校高学年から高校生まで
の女子生徒 30 名　※保護者、引率教員の聴講も可能です。
将来理系への進学就職を考えている女の子たちの不安や疑問
を先輩達が解消します！将来を考えるチャンスです !

リプロダクティブヘルスライツ
「何からはじめる？ママになるためのベビ待ちカフェ」

■講師：小川達之さん（山梨大学医学部産婦人科助教）
■日時：3 月 25 日（土）
10：00 ～ 11：30
■会場：茶華道室　■対象：ベビ待ち中や
２人目の出産を考えている女性若しくは夫
婦。25 名　■参加無料（要事前予約）
妊娠について産婦人科ドクターとお茶を飲
みながら語り合いませんか。ベビ待ちのた
めに今できることを考えます。

お申込みは、
TEL:055-235-4171　FAX:055-235-1077
sogoevent@yamanashi-bunka.or.jp
託児サービスがあります。（要事前予約）
詳しくは、ぴゅあ総合までおたずねください。
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