
一人一人の「らしさ」を大切に 「わたし」を紡ぐをテーマに、11月 14 日

から 22 日まで開催します！ぜひご参加ください。 

◆基調講演 「なんとかなる なるようになる なんとでもなる」 

講師：遠藤 麻理さん（フリーアナウンサー） 

日時：11月 14日（土曜） 13:30～15:30 

※定員に達したため、申込みは締め切りました。たくさんのお申込み、あ

りがとうございました。 

◆分科会 「夫婦ふたりの時間～あなたをもっと好きになりたい～」 

 美味しいコーヒーを飲みながら、ホッと一息。穏やかな時間の中で、日頃

感じている気持ちを言葉にして、伝えあってみませんか？ 

講 師：田中 亮祐さん（株式会社ＷＬＢ） 

日 時：11月 22日（日曜）10:00～12:00 

会 場：万代市民会館 4階 403・404 大研修室 

定 員：夫婦 10組 ※応募多数の場合、抽選 

保 育：先着 15人（6か月以上の未就学児・要予約） 

参加費：夫婦で 500 円（コーヒー代） 

申 込：11月 6日（金曜）までに「かんたん申込み」または電話※１

◆ＤＶＤ上映会 

① 妻よ薔薇のように 家族はつらいよⅢ  

日時：11月 20日（金曜）14:00～16:15 

対象：小学生以上 定員：先着 100 人 

② ママをやめてもいいですか!? 

日時：11月 21日（土曜）10:00～12:00 

対象：どなたでも  

定員：先着 120 人 小さなお子さんも一緒にどうぞ 

会場：①②ともに万代市民会館 6階 多目的ホール 

申込：電話※１ 

【受付時確認事項】申込者全員分の氏名・住所・電話番号 

   定員に達し次第、受付を終了いたします。 

◆ワークショップ 

詳細はホームページをご覧ください。 

講座のご案内 

ジェンダーで社会を考える講座「コロナ禍とジェンダー」 

〈第 1回〉新潟の DV と虐待 

講師：朝倉 安都子さん（女のスペース・にいがた代表） 

日時：12月 6日（日曜）14:00～16:00 

〈第 2回〉子どもの貧困は今 

 講師：小池 由佳さん（新潟県立大学 人間生活学部教授） 

日時：12月 13日（日曜）14:00～16:00 

会場：万代市民会館 4階 403・404 大研修室   

申込：11月 24日（火曜）までに「かんたん申込み」または電話※１

※１ 電話でのお申込先：アルザにいがた（025-246-7713） 

   （受付時間 8：30～17：30 土日祝日を除く） 

※２ アルザフォーラム、講座は新型コロナウイルスの感染状況により、形式を変更し

ての実施や中止になる場合があります。 

パパ 1 年生 生まれてきてくれてありがとう! 
安藤 哲也／編著，ファザーリング・ジャパン／編著  

かんき出版 

今回の特集でお話を伺った安藤哲也さん編著書。 

妊娠・出産・子育てをママと楽しくやっていくため

に知っておきたいことが満載です。マンガやイラス

トもあり、忙しいパパにもわかりやすく紹介されて

います。 

僕たちは育児のモヤモヤをもっと語っていいと

思う   
常見 陽平／著  自由国民社 

「父親らしさって何？」「家事・育児も仕事だ！」―

大学教員で働き方評論家、そして育児や家事に関わる

主夫である著者が、男性の生き方、夫婦のあり方につ

いて問題提起しています。 

お先に失礼します! 共働きパパが見つけた残

業しない働き方 
中村 一／著  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

三児の父で会社員兼作家の著者は、子どもができた

ことで働き方を見直します。7年間原則定時退社、半

年間の育児休業を取得した著者の経験は、子育て中

の男性に働き方の気づきを与えてくれます。 

パパいや、めろん 男が子育てしてみつけた 17

の知恵
海猫沢 めろん／著  講談社 

「男が出産前に買うべき三種の神器とは？」「男性の

育児は『とりあえずワンオペ』から」男性でワンオ

ペ育児経験者の著者が子育てのリアルを綴る爆笑エ

ッセイ。 

「アルザ」は、「士気を高める」、「高揚」という意
味のスペイン語の「alza(アルサ)」が語源。開館 5

周年の公募で決定、センターが男女共同参画につい
て意識を高める場であってほしいという願いが込

められています。また、15 周年にはロゴとマークを募集。男

女が互いに支え合い笑顔が広がっていくイメージをあらわ
しています。 

発行／新潟市男女共同参画推進センター「アルザにいがた」 
新潟市中央区東万代町 9-1 万代市民会館内 
電話：025-246-7713 

URL:https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/danjo/alza/ 
E-mail：alza@city.niigata.lg.jp  

 アルザにいがた情報図書室は、 

    新潟市立図書館のカードで貸出ができます。 

開室時間：月曜～金曜 10:00～17:30 

休室：土曜、日曜、祝日、第 1水曜、第 4 月曜、年末年始、蔵書点検期間

2020. 10 月 vol.44

男女平等をともにすすめる情報紙 

情報紙のご意見・ご感想をお寄せください。アルザにいがたへのＥメールは

こちらから 

かんたん申込みはこちら 

情報図書室よりパパの子育てを 

応援する本をご紹介します 

かんたん申込みはこちら 

映画『ママをやめても
いいですか 』HP より 

アルザフォーラム 2020 

ホームページはこちら 

アルザフォーラム 2020 を開催します 

パパの育休を 

応援します 



令和元年度の新潟市の育児休業（育休）制度を利用した人は、女性が88.8％、

男性が 8.4％でした。仕事・家事・育児を両立するには、夫婦の協力体制をつ

くることが大切です。新潟市では、男性の育休取得を推進しています。 

さまざまな父親支援事業を展開しているNPO法人ファザーリング・ジャパン

（FJ）代表理事・ファウンダーの安藤哲也さんに男性の育休取得についてお話

をお聞きしました。 

◆父親であることを楽しもう 

育児に積極的な男性が増えました。「イクメン」という言葉も定着し、街中

では子どもを抱っこしたり、ベビーカーで連れて歩く父親をよく見かけるよう

になりました。しかし、全体から見たらまだ少数派かもしれませんし、「ワンオ

ペ育児」「取るだけ育休」などという言葉が出る状況からして、父親育児の「質」

の向上はこれからの課題なのかもしれません。国の調査でも、父親の一日の平

均育児時間は母親の4分の1以下です。その差の大きな理由はいわゆる「ジェ

ンダーギャップ」で、社会全体に「古典的な男女役割分担意識」が根強くある

からだと言われています。「外で働き収入を上げ家族を養うこと」が父親の役

割で、「育児や家事は母親がやるもの」と思いこんでいる人が男性に限らず少

なからずいるのです。 

子育てが始まると妻と不和に陥る男性は少なくありません。でも、それはパ

パの能力や向き不向きの問題ではなく、単に意識の問題。『育児は母親の仕事。

外で稼いで家族を養うのが、父親の役割だ』といった古い父親像をアンインス

トールすればいいだけ。家庭をほったらかしにして仕事

一筋で生きても、今の時代に家族は幸せになれないし、

自分の人生だって楽しめないと思います。 

私も3人の子どもに恵まれ現役でパパを楽しんでいま

す。仕事も子育ても自分の人生、自分の時間にして、父

親がまず子どものいる暮らしを目いっぱい楽しむ。その

姿を見て育った子どもはきっと仕事も子育ても楽しむ

親になる。パパが育休を取得することが家族の幸せの第

一歩だと思います。 

◆男性の育休取得はボウリングの1番ピン 

FJでは、自治体や企業の管理職研修で、「男性育休はボウリングの１番ピン」

だと伝えています。男性の育休取得は単なる個人のわがままやぜいたくではあ

りません。男性が育児休暇を取得する＝男性の家庭進出は、働き方改革、ジェ

ンダー平等、少子化対策、児童虐待・DVなど、社会が解決しなくてはいけない

問題を改善していくキッカケ、つまり最初に倒さなくてはストライクにならな

いボウリングの1番ピンなのです。 

現在、多くの企業で配偶者出産休暇（有給）が推奨されるようになり、1週

間程度の「パパ産休」は進んできました。これは育休の最初の5日間を有給に

することで、土日を付ければ 1 週間、収入を減らさずに休めるという仕組み。

でも、産後の家族ケアを考えれば最低でも欧州並みに2週間、できれば1 3カ

月ほど父親の育児時間を増やしたいものです。 

◆男性の長期間の育休取得は会社にもメリット 

私がアドバイスした企業では「男性社員の育児休業1カ月以上の取得」を義

務付けたことで、働き方改革が進みました。1 週間くらいの休暇の場合、本人

が前後の残業で調整してしまいますが、長期間の育休となるとその要員をどう

補てんするか、少ない人数でも生産性を上げる工夫をより考えるようになり、

働き方改革が本質的に進むのです。 

また、男性も育児・家事をすることで生活者目線を持つことができて業務で

プラス効果も見られました。育児を通じて視野が広がるのは仕事力の向上・会

社の利益向上につながります。実際に育休を取得した男性からは、「これまで

よりも子どもの病気などで急に休んだり早退したりする女性社員にも共感で

きるようになった」という声も多く、子育てや介護に携わる人も働きやすい職

場が定着することで、おそらく離職率も下がり企業イメージも上がるでしょう。 

多くの男性が長期育休取得に二の足を踏むのは「職場にまだ前例がない」か

らというケースは多い。でも、働き方改革が進む今だからこそ先駆者になろう、

とマインドを変えてみませんか。あなたが一番手として育休を取得し前例を作

ることで、後に続く後輩が育休を取りやすくなります。 

新潟市は男性の育休取得を応援しています！ 

◆男性の育児休業取得促進事業奨励金

市内の中小企業に勤務する男性労働者が育児休業を 14 日以上取得した場

合、その事業主とご本人に奨励金を支給します。 

 対象者と支給額 

男性労働者（14 日以上 1か月未満）   10 万円 

男性労働者（1か月以上）        20 万円 

上記労働者を雇用する事業主（1回限り） 30 万円 

今回は、地域の親子に寄添い、子どもも大人も自分らしくいられる社会づ

くりに寄与するための活動をしている NPO 法人はぐハグ代表理事の渡邉彩さ

んをご紹介します。 

■「はぐハグ」を立ち上げたきっかけや活動内容を教えてください。 

きっかけは 2 つあります。個人的なきっかけは第 3 子を授かり育児休暇の

時間をいただけたことです。他方、社会的なきっかけは、ご一緒に活動させ

ていただきたい仲間に巡り合えたからです。 

はぐハグでは現在、主に 3 つの事業を行っています。１つ目は、赤ちゃん

を預けて温泉でゆっくり過ごせる「パパママ銭湯」です。２つ目は、女性の

自分育てを応援する事業「子育て女性のための『私らしい夢』を育む講座」

です。３つ目は、子どもの主体性を伸ばす事業「キッズ未来大学」です。こ

ちらは、子どもたちが自分のできること・誰かの役に立つこと・やりたいこ

とを考えて会社を創り、プレゼンし、名刺交換をするというものです。 

■「はぐハグ」以外にもいろいろな活動をなさっていますが、その原動力は

何ですか。 

自分が感じた社会に対する「違和感」と、より笑顔になる人が増えたらい

いという「願い」、そして今の生を受けたことの役割をできるだけ果たしたい

という「想い」からです。 

 第１子出産後、育児中の女性の主体性回復のための学びへの関心が高まり、

子どもと大人がともに幸せを感じられる地域社会づくりに向けて精進中です。

■仕事、家庭、地域活動の両立の秘訣を教えてください。 

両立できているか怪しいものですが、優先順位を自分で決めるということと、

全部できると思わないでいることは、自分にも周りの人にも優しいかなあと思

っています。 

■女性が夢を持って活躍するにはどうしたらよいとお考えですか。 

夢を言葉にしたり、絵にかいたり、「うんうん・・」と聞いてくれる人と話し

たりすることが大切だと思っています。それと、否定的な言葉をかけられたり、

壁があったりしても、それは次のステージへのメッセージです。夢をあきらめ

ずに、抜け道はないか、いまの自分に何ができるかを考えます。実現すること

が夢として訪れるのだと思います。ご自身の一歩が次の方の足跡にもなります。

ご一緒にできることがあればぜひ。応援させてください。 

【PROFILE】

旧新津市出身。大学院卒業後、小学校教諭として

勤務。その後、学童保育支援員・特別支援学級介助

員等を経て、新潟大学大学院で子育て支援を研究

する。現在は、短期大学に専任講師として勤務。２

女１男の子育て中。秋葉区自治協議会委員、新潟市

社会教育委員、秋葉区男女共同参画地域推進員、ま

ちづくり学校理事。 

活躍する女性をご紹介⑭パパの育休を応援します！！ 

※詳しくはホームページ 
をご覧ください。 

「アルザにいがた」Twitter 

←二次元バーコードを読み込んで、フォロー、リツイート、いいね等よ

ろしくお願いします！講座情報もお届けします。職員の小さなモヤモヤ

やジェンダーについてもつぶやいています。

◆奨励金を利用したパパの声 

普段行えていない家事や長男の送迎、入浴など不慣れな作業もあり、はじ

めは仕事より疲れ果てていました。同時に妻に対する尊敬や感謝を改めて

感じることができ、子どもと触れ合う時間も多く、家族の大切さ、愛情を再

認識できたいい機会をいただきました。数日後には家事などにも慣れてよ

り多くの時間を子どもと触れ合うことができました。（20 代、飲食業、14日

間取得） 

男性が育児休業をとり、積極的に育児に参加することで、妻の負担軽減＝

家庭円満、父子の愛着形成などメリットしかない面は、長男・次男の時に感

じていました。一方で最大のデメリットは夫（男性）が働かないことによる

収入減ですが、補助制度を明確に宣伝していただいたことにより、安心して

取得に踏み込めました。 

今後もこの体験を後進に伝え、日本全体の男性育児が当たり前になるよ

う呼び掛けていきたいと思います。（40代、病院、24日間取得） 

◆ママの声 

産後、できるだけ安静にと言われていたので、夫が長男、次男の世話や家

事全般、そして産まれたばかりの長女の母乳以外のこと（オムツ交換、お風

呂、抱っこ、寝かし付け等）を積極的に行ってくれたので、とても助かりま

した。 

家事育児はほぼ同程度できるようになり、現在も協力し合って家庭運営

をしています。産後の体調不良が長く続いたため、夫の育休取得は本当に助

かりました。 


