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　性別などによって「男性だから…すべき」「女性
だから…であることは当然」などと決めつけること
なく、地域や職場、家庭において、その人らしく
得意分野を生かして、活躍できることを目指す
ものです。
　また「コミュニケーションの１つのかたち」と思って

したことが、相手にとって「困ること」である場合
もあります。そのようなときは「がまんするべき」
と決めつけるのではなく、勇気を持って「困ります」
と伝えること、またそれを聞いた人はきちんと受け
止め、課題として認識することを確認するものです。

性別にとらわれない
平等意識を育みましょう

基本目標

Ⅰ

学び

 気づく

●講演会など学習機会に参加します。

●男の子だから、女の子だからと決めつけず個性を生かした子育てをします。

●配偶者やパートナーからの暴力をなくすなど、人権を守る意識をもって
生活します。また、自分が困ったり、困っている人に気づいた場合は、
勇気を持って専門機関に相談します。

●男女平等を妨げる要因に気づき、その解消のために声をあげていきます。

地域の担い手としての
意識を育てましょう

基本目標

Ⅱ

できる

  ことから

●人任せにせず、能動的に地域活動に参加する意識を持ち、地域の一員
として、自分のできることから参画します。

●地域づくりについて、さまざまな人との意見交流をし、立場の異なる人
の考え方にも耳を傾けます。また、その機会をつくるため、さまざまな
地域活動やグループ活動に参加します。

●将来の担い手を育むため、子どものときから人の意見を聞くこと、自分
の意見を述べることができ、行動できる人を育てます。

若狭町は平成25年度に

「若狭町男女共同参画プラン」を策定し、

平成25 ～ 29年度にかけて男女共同参画社会の推進に取り組んできました。

この第2次プランは前回プランを見直すとともに国や県の取り組みも踏まえ、

さらなる男女共同参画社会の実現に向けて策定しました。

このプランの推進と検証により、女性も男性も、若者も高齢者も、

長く住み続けてきた人も、新しく住民になった人も、

障がいを持つ人も、病気を抱えながら生活する人も、

すべての人にとっての居場所と活動の場があり、

課題があるときには声をあげることができる環境があり、

住み続けたい、住んでみたい町であり続けるよう、

町としても町民の皆様とともに取り組んでいきます。

ここでは町民の皆様ひとりひとりが

取り組んでほしいことをお知らせします。
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　前回プランを通して町内の現在の状況を、第２次
若狭町男女共同参画策定委員会で確認したところ、
立場によってさまざまな意見があった中で、共通
認識として浮かび上がってきたことが「（地域にお
ける）女性リーダーが少ないこと」でした。
　人口が少なくなっていく現状のなか、地域の
担い手としての男性の過重負担（いくつもの地域
の役割をかけもちするなど）も課題となってきてい
ます。このようななか「求められるなら役を引き受
けよう」と思っている女性がいても、周囲に期待
しない雰囲気があれば、せっかくの人材を生かし
きれないことにもつながります。

　また「人は急にリーダーになるわ
けではない」「リーダーにならなく
ても、地域の担い手として参画
することが大切」「そのなかで
リーダーは育つ」という意見も多
く挙がりました。この目標は、それぞれ
の立場で活動に参加していくなかで「リーダーとし
てふさわしい人」「挑戦しようとする人」を認め、
応援することを目指すものです。その基盤として「地
域の担い手として、みんなが参加していること」を
目指します。

　仕事の負担が大きく家庭を顧みること
ができない。家庭内で担うべき役割が
多すぎて仕事を断念せざるを得ない。地域

活動や楽しみのための時間を持つことができない。
　このような課題を、各家庭や個人の努力のみで
解決する課題とすれば、大きな課題を抱える人が
重い負担を抱え続けることになります。

　子育てや介護などを社会で支える仕組みを引き
続き充実させるとともに、ワーク・ライフ・バランス
の考え方を企業などとも共有することが必要です。
また、地域においてはみんなが参加できる活動と
するため、効率化できるところを検討するなど、そ
れぞれの分野において両立可能な活動を実現する
ための工夫を推進するものです。

仕事と家庭、地域活動の両立可能な
働き方と活動を目指しましょう

基本目標

Ⅲ

思い

  やりを

●家庭の中で「いつも私だけが食事を作っている」「いつもだれかに掃除
をしてもらっている」など、負担が特定の人に偏らないように、子ども
もお年寄りも、男性も女性も、みんなが「自分でできることは自分でする」
努力をします。

●子育てや介護などについて学べる場に、男女がともに参加します。

●感謝の気持ちを伝え合います。また、困っていることがあるときは具体
的に伝え合います。

20代～ 70代の経歴もさまざまな委員の皆様の活発なご意見と

アドバイザーをお願いした福井県立大の塚本利幸先生、

事務局の皆さんに支えられて計9回の会議を経て、

このプランを答申できたことに感謝します。

そこで感じたのは当たり前ですが、まず始まりは「家族」だと思います。

私も昨年度熊川区長をさせていただきましたが、

家族の理解があってこそと思っております。

これからはこのプランが実現に向け一歩でも推進され、

また検証も行われることを強く願っております。

私も微力ながら今後「男女共同参画推進協議会」の

一員として関わっていきたいと思っております。

宮 川  直 美 さん

策定委員長

地域社会や町が取り組むべきことなども含め詳しくは
町のホームページでお知らせしています。

若狭町 第2次男女共同参画プラン

4 広報わかさ　2018年 6月号 5広報わかさ　2018年 6月号



　前回プランを通して町内の現在の状況を、第２次
若狭町男女共同参画策定委員会で確認したところ、
立場によってさまざまな意見があった中で、共通
認識として浮かび上がってきたことが「（地域にお
ける）女性リーダーが少ないこと」でした。
　人口が少なくなっていく現状のなか、地域の
担い手としての男性の過重負担（いくつもの地域
の役割をかけもちするなど）も課題となってきてい
ます。このようななか「求められるなら役を引き受
けよう」と思っている女性がいても、周囲に期待
しない雰囲気があれば、せっかくの人材を生かし
きれないことにもつながります。

　また「人は急にリーダーになるわ
けではない」「リーダーにならなく
ても、地域の担い手として参画
することが大切」「そのなかで
リーダーは育つ」という意見も多
く挙がりました。この目標は、それぞれ
の立場で活動に参加していくなかで「リーダーとし
てふさわしい人」「挑戦しようとする人」を認め、
応援することを目指すものです。その基盤として「地
域の担い手として、みんなが参加していること」を
目指します。

　仕事の負担が大きく家庭を顧みること
ができない。家庭内で担うべき役割が
多すぎて仕事を断念せざるを得ない。地域

活動や楽しみのための時間を持つことができない。
　このような課題を、各家庭や個人の努力のみで
解決する課題とすれば、大きな課題を抱える人が
重い負担を抱え続けることになります。

　子育てや介護などを社会で支える仕組みを引き
続き充実させるとともに、ワーク・ライフ・バランス
の考え方を企業などとも共有することが必要です。
また、地域においてはみんなが参加できる活動と
するため、効率化できるところを検討するなど、そ
れぞれの分野において両立可能な活動を実現する
ための工夫を推進するものです。

仕事と家庭、地域活動の両立可能な
働き方と活動を目指しましょう

基本目標

Ⅲ

思い

  やりを

●家庭の中で「いつも私だけが食事を作っている」「いつもだれかに掃除
をしてもらっている」など、負担が特定の人に偏らないように、子ども
もお年寄りも、男性も女性も、みんなが「自分でできることは自分でする」
努力をします。

●子育てや介護などについて学べる場に、男女がともに参加します。

●感謝の気持ちを伝え合います。また、困っていることがあるときは具体
的に伝え合います。

20代～ 70代の経歴もさまざまな委員の皆様の活発なご意見と

アドバイザーをお願いした福井県立大の塚本利幸先生、

事務局の皆さんに支えられて計9回の会議を経て、

このプランを答申できたことに感謝します。

そこで感じたのは当たり前ですが、まず始まりは「家族」だと思います。

私も昨年度熊川区長をさせていただきましたが、

家族の理解があってこそと思っております。

これからはこのプランが実現に向け一歩でも推進され、

また検証も行われることを強く願っております。

私も微力ながら今後「男女共同参画推進協議会」の

一員として関わっていきたいと思っております。

宮 川  直 美 さん

策定委員長

地域社会や町が取り組むべきことなども含め詳しくは
町のホームページでお知らせしています。

若狭町 第2次男女共同参画プラン

4 広報わかさ　2018年 6月号 5広報わかさ　2018年 6月号



DOKI!情報局ドキ!

幸田浩子＆Ｊスコラーズ
 ～世界と日本の名歌をあなたにin若狭～

はじめてのバレエ

■初めてバレエを鑑賞するこどもたちに
もわかりやすく工夫したステージをお届
けします。
　こどもだけでなく大人の方も見応えが
あるバレエ芸術をご家族皆さまでお楽し
みください。
※若狭町内の子どもたちの無料招待制度
があります。ぜひパレアにお問い合わせく
ださい。

■「世代を超えて歌い継ぎたい」なつか
しい日本の歌や、世界中で親しまれてい
る名曲の数々を、幸田浩子の艶のある
ソプラノと、日本有数の合唱団『Ｊスコ
ラーズ』による珠玉のハーモニーでお
贈りします。

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

合唱団ラ・フローラ　Tel:090-7086-1356

株式会社 創楽堂　Tel:０７７０－５２－１３１３

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

託児所をご利用ください！
料　金／町内の方：460円／時間
　　　　町外の方：810円／時間
対象者／ 1歳～小学3年生まで
場　所／パレア若狭 和室
申込締切／
はじめてのバレエ…6月10日（日）
幸田浩子＆Ｊスコラーズ…7月7日（土）
若狭ブラスフェスタ2018…8月5日（日）

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

合唱団ラ・フローラ
２５周年記念コンサート

旅屋おかえり（原田マハ）

図書館からのオススメ本

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

時間／ 9：30 ～ 12：30

講師／谷地田美由紀（Yachimiパン）
受講料／ 2,500円／組（2名分）

締切／ 5月27日（日）
定員／ 12組 ※保育園児から参加できます

場所／パレア若狭キッチンスタジオ

■合唱の楽しさは仲間とハーモニーを奏でる
こと。ポップスから日本の四季を感じる歌など、
皆さんご存知の歌を中心に演奏しますので、
ぜひ聴きに来てください。

■若狭町と50年以上交流している京都市の
「大谷中学・高校吹奏楽部」と地元「美方高校
吹奏楽部」との交流コンサート。
　フレッシュでパワフルな心に響く演奏をお届
けいたします！

6月10日（日）開催日／
6月10日（日）開催日／

開演／ 13：30　　開場／ 14：00
料金／入場無料

ヤマハエレクトーンフェスティバル
～福井県嶺南地区予選～
■日頃のレッスンの成果披露と意欲の向上を目
的として、未就学児から成人までの受講者全員
が、ソロや仲間とともに演奏します。エレクトー
ンを演奏する楽しさをぜひ体感してください。

6月17日（日）開催日／

5月26日（土）開催日／

開演／ 12：30　　開場／ 13：00

主催／株式会社 創楽堂

料金／入場無料

若狭町ふれあいコンサート
～東海北陸で活躍する陸上自衛隊
　第１０音楽隊による演奏会～
■第10音楽隊が、地域の皆さまと自衛隊を結
ぶ「架け橋」として、「ふれあい」を大切にしな
がら演奏します。

6月16日（土）開催日／
開演／ 13：00　　開場／ 12：30
料金／入場無料（要整理券）
無くなり次第終了となります。
※自由席　※未就学児入場不可

主催／若狭町自衛隊協力会
共催／若狭町・自衛隊福井地方協力本部
後援／若狭町教育委員会・十戦車若狭友の会・
　　　福井県隊友会若狭支部・
　　　福井県自衛隊家族会わかさ支部

福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会文化
プログラム事業

若狭ブラスフェスタ2018
～わかさで！はぴねすサウンド！～

パレ若塾

『パンづくり体験教室』
■毎年人気のパンづくり教室。小さな子どもさ
んから参加できる親子企画です。ふわふわアツ
アツのかわいいキャラクターパンをつくります。
申込はお早めに！

8月19日（日）開催日／
開演／ 13：00　　開場／ 12：30
出演／大谷中学校・高校吹奏楽部
　　　美方高校吹奏楽部
　　　ゲスト（予定）
料金／一律：500円
　　　高校生以下：無料（※要入場券）
※指定席　4歳児以上入場可

音楽ホール

※公演は12名編成で行います。　※マイクは使用しません。
※写真はイメージです。

料金／一般 3,000円
　　　学生 1,000円
※指定席　未就学児入場不可

開催日／
開演／ 15：00　　開場／ 14：30

7月21日（土）

料金／一般 1,000円
高校生以下 500円
※指定席　4歳以上入場可

開催日／
開演／ 14：00　　開場／ 13：30

出演／坪田バレエ団（福井市）
主催／若狭町　　後援／福井新聞社

6月24日（日）

出演／幸田浩子（ソプラノ）
　　　Ｊスコラーズ（声楽アンサンブル）
　　　榎本潤（ピアノ・編曲）
　　　美方高校合唱部

主催／若狭町　後援／福井新聞社
6/16（土）9：

00

チケット発売
開始

   先行発売
6/9（土） 9：00

お一人様   2 枚まで

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

チケット
好評発売中！

チケット
好評発売中！

（C）BS-TBS日本名曲アルバム

5/16（水）

入場券配布
開始

若狭町総務課（三方庁舎２階）
Tel:０７７０－４５－９１０９

入場券

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

入場券

『パレ若塾』受講生募集！

　売れないアラサータレン
ト「おかえり」こと丘えりか。
唯一のレギュラー番組がま
さかの打ち切りとなり、所属
する事務所も窮地に追いや
られる。そんな中、ひょんな
ことから依頼主が要望した
旅を疑似体験してくる「旅代
理業」の仕事を始めることに
―――。
　ふらりと旅に出たくなる、ハートフルな一冊。

　図書館リブラ館こどもひろばにて、毎月第4
土曜日１４：００に絵本の読み聞かせと、工作遊
びを行います。参加無料で、赤ちゃんから参
加できます。

にじいろのおはなし会

時間／ 14：00 ～

内容／絵本の読み聞かせ＆工作遊び
料金／無料

場所／図書館リブラ館　こどもひろば

若狭町総合戦略課　Tel:0770-45-9112

期　日 平成30年7月1日（日）

競技種目 5ｋｍ 男子、5km女子

会　場 〒919-1464
福井県三方上中郡若狭町世久見18-2
若狭町食見海岸特設会場
福井県海浜自然センター

日　時 平成30年7月28日（土）
10：00～16：00

内　容

炬火（会期中に選手の活躍
を見守る火）の採火を行う

【オリンピックでいう聖火】

催　し

国体ミュージカル・
せりかなライブ・
ふわふわドーム・
ボールプール など

会　場 パレア若狭

福 井 国 体

OWSプレ大会
観戦者募集

若狭町開催
５０日前記念イベント

福井しあわせ元気国体

国体に届けよう！

　    あなたが起こした火を

　みんな集まれ!!
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DOKI!情報局ドキ!

幸田浩子＆Ｊスコラーズ
 ～世界と日本の名歌をあなたにin若狭～

はじめてのバレエ

■初めてバレエを鑑賞するこどもたちに
もわかりやすく工夫したステージをお届
けします。
　こどもだけでなく大人の方も見応えが
あるバレエ芸術をご家族皆さまでお楽し
みください。
※若狭町内の子どもたちの無料招待制度
があります。ぜひパレアにお問い合わせく
ださい。
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ソプラノと、日本有数の合唱団『Ｊスコ
ラーズ』による珠玉のハーモニーでお
贈りします。

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

合唱団ラ・フローラ　Tel:090-7086-1356

株式会社 創楽堂　Tel:０７７０－５２－１３１３

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

託児所をご利用ください！
料　金／町内の方：460円／時間
　　　　町外の方：810円／時間
対象者／ 1歳～小学3年生まで
場　所／パレア若狭 和室
申込締切／
はじめてのバレエ…6月10日（日）
幸田浩子＆Ｊスコラーズ…7月7日（土）
若狭ブラスフェスタ2018…8月5日（日）

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

合唱団ラ・フローラ
２５周年記念コンサート

旅屋おかえり（原田マハ）

図書館からのオススメ本

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

時間／ 9：30 ～ 12：30

講師／谷地田美由紀（Yachimiパン）
受講料／ 2,500円／組（2名分）

締切／ 5月27日（日）
定員／ 12組 ※保育園児から参加できます

場所／パレア若狭キッチンスタジオ

■合唱の楽しさは仲間とハーモニーを奏でる
こと。ポップスから日本の四季を感じる歌など、
皆さんご存知の歌を中心に演奏しますので、
ぜひ聴きに来てください。

■若狭町と50年以上交流している京都市の
「大谷中学・高校吹奏楽部」と地元「美方高校
吹奏楽部」との交流コンサート。
　フレッシュでパワフルな心に響く演奏をお届
けいたします！

6月10日（日）開催日／
6月10日（日）開催日／

開演／ 13：30　　開場／ 14：00
料金／入場無料

ヤマハエレクトーンフェスティバル
～福井県嶺南地区予選～
■日頃のレッスンの成果披露と意欲の向上を目
的として、未就学児から成人までの受講者全員
が、ソロや仲間とともに演奏します。エレクトー
ンを演奏する楽しさをぜひ体感してください。

6月17日（日）開催日／

5月26日（土）開催日／

開演／ 12：30　　開場／ 13：00

主催／株式会社 創楽堂

料金／入場無料

若狭町ふれあいコンサート
～東海北陸で活躍する陸上自衛隊
　第１０音楽隊による演奏会～
■第10音楽隊が、地域の皆さまと自衛隊を結
ぶ「架け橋」として、「ふれあい」を大切にしな
がら演奏します。

6月16日（土）開催日／
開演／ 13：00　　開場／ 12：30
料金／入場無料（要整理券）
無くなり次第終了となります。
※自由席　※未就学児入場不可

主催／若狭町自衛隊協力会
共催／若狭町・自衛隊福井地方協力本部
後援／若狭町教育委員会・十戦車若狭友の会・
　　　福井県隊友会若狭支部・
　　　福井県自衛隊家族会わかさ支部

福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会文化
プログラム事業

若狭ブラスフェスタ2018
～わかさで！はぴねすサウンド！～

パレ若塾

『パンづくり体験教室』
■毎年人気のパンづくり教室。小さな子どもさ
んから参加できる親子企画です。ふわふわアツ
アツのかわいいキャラクターパンをつくります。
申込はお早めに！
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出演／大谷中学校・高校吹奏楽部
　　　美方高校吹奏楽部
　　　ゲスト（予定）
料金／一律：500円
　　　高校生以下：無料（※要入場券）
※指定席　4歳児以上入場可

音楽ホール

※公演は12名編成で行います。　※マイクは使用しません。
※写真はイメージです。

料金／一般 3,000円
　　　学生 1,000円
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開催日／
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主催／若狭町　後援／福井新聞社
6/16（土）9：

00

チケット発売
開始

   先行発売
6/9（土） 9：00

お一人様   2 枚まで

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

チケット
好評発売中！

チケット
好評発売中！
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