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刊行にあたって

2020年までに指導的地位に女性が占める割合を３割程度にする目標が政府の方針として掲げら

れるとともに、女性活躍推進法の制定により、地方自治体においても特定事業主行動計画の策定

が義務化されました。様々な状況にある女性が自らの能力を発揮し、多様な働き方を実現するに

は、どのような仕組みが必要か、男女を問わず、意識の改革が求められています。

そこで、本研究会では平成27年度・28年度の２か年にわたり、｢様々な状況に置かれた女性が

自らの能力を発揮し、多様な働き方を実現するにはどのような仕組みが必要か」という観点から、

女性活躍の現状と課題を考えるとともに、女性の力が発揮できる具体的な方策について、研究を

行いました。

本書は、その研究成果として、研究員による政策提言を提示し、また研究会の活動の記録とし

て、平成27年度に実施した「ライフワークバランス」に関する実態調査、ゲストスピーカーによ

る講義録等を収録したものです。今後、自治体現場における女性活躍と職員の意識向上の一助に

なれば幸いです。

終わりになりましたが、本研究会の実施にあたり、ご多忙の中ご講義いただきました講師の

方々及びアンケートに快くご協力いただいた研究員所属の自治体職員の皆様にあらためてお礼申

し上げますとともに、この研究会の指導助言者として、各回の意見交換や論点整理などコーディ

ネートをお務めいただきました永田潤子先生（大阪市立大学大学院創造都市研究科准教授）に厚

く御礼申し上げます。

　　平成29年３月
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１．研究会の枠組みとアプローチ

1
研究会の枠組みとアプローチ

女性の活躍促進研究会指導助言者　
大阪市立大学大学院創造都市研究科
准教授　　永　田　潤　子

１．提言の背景と目的
政府が2020年までに指導的地位に占める女性の割合を３割程度にする目標を掲げるなど、女

性活躍や促進が話題となっている。女性活躍推進法が施行され、更に女性の管理職登用や働き

やすい職場環境整備などの取り組みが進んでいるように見える。

しかし、仕事と家庭の両立に不安を感じ、自らのキャリアをどう描いていけばいいのか、戸

惑いを覚えている女性職員は少なくないことが、研究会のスタート時に明らかになった。女性

活躍の目指すところとは何なのであろうか。

そもそも女性の活躍の促進の背景には男女共同参画社会の促進があり、英語では“gender 

equality”である。内閣府では、これを“男女共同参画社会”とし、｢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する機会が確保さ

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」と定義している。

とするならば、女性活躍を女性の登用や仕事と家庭の両立を図るといった視点のみではなく、

女性活躍の目指すべきは女性・男性共に責任を担うべき社会の創出とし、そのための課題を整

理し、具体策を考えることが必要であると考えた。

２．政策提言に向けて
前述した問題意識を背景に、研究会の目的である「女性活躍の目指すべきは女性・男性共に

責任を担うべき社会の創出とし、そのための課題を整理し、具体策を考える」のため、身近な

問題からアプローチすることとした。

まずは「子育てをめぐる母親の現状と課題」を子育て支援のNPOの視点から考察し、働く

女性だけではなく子育て世代の地域での子育ての孤立化が大きな問題であることに気がついた。

次に、男性学の視点から女性の活躍について考察した。結果、男性の生きづらさやライフ

ワークバランスの課題、働き方改革までを視野にいれる必要性があることが解った。

更に、日本における女性のポジティブ・アクションの現状から、社会における意思決定への

女性参画及びポジティブ・アクションの必要性について理解を深めた。

これらの研究を通じ視点を大きく持ちつつも、より現状を踏まえた政策提言を行うため、研

究員が所属する６市を対象に300名の自治体職員のライフワークバランスの実態調査を実施し

た。併せて、民間企業の取り組みの現状を把握するため、女性活躍に積極的に取り組んでいる
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大阪ガス株式会社、ダイキン工業株式会社、日本生命保険相互会社にヒアリング調査を行った。

自治体職員アンケート調査結果から、男性のライフワークバランスの課題が明らかになった

ため、更に「男性の育児とライフワークバランス」についてその現状と課題を整理するととも

に、経済学アプローチから「ライフワークバランスと妻の夫婦関係満足度」について研究した。

また、自治体等における取り組みを調査するため、八尾市における女性の活躍状況、埼玉県

でウーマノミクス課、NPO法人新座子育てネットワーク、更には認定NPO法人ハンズオン埼

玉へもヒアリング調査を行い、課題を明らかにした。

それらを踏まえ、研究会として政策提言を取りまとめた。

。

＊  研究会では、ワークライフバランスではなく、‶ライフワークバランス”という言葉を使用している。
これには、仕事と家庭の両立という意味だけでなく、｢自分の人生（＝Life）における様々な役割を果
たすための活動（＝Work）のバランス」との思いが込められている。



１．研究会の枠組みとアプローチ

２．政策提言
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２．政策提言

2

【政策提言】
女性活躍を個人・組織・地域に活かす
～女性も男性も自分らしく輝くために～

女性の活躍促進研究会

はじめに
女性活躍推進法が施行され、女性の管理職登用や職場環境整備などに注目を集めている。しか

し、仕事と家庭の両立に不安を感じ、自らのキャリアをどう描いていけばいいのか、戸惑いを覚

えている女性職員は少なくない。女性活躍推進法に書かれている内容には賛成だけれども、現状

になんだかしっくりこない…、｢そもそも、女性活躍ってなんやろう？」ということが、｢女性の

活躍促進研究会」に集まった私たちのスタートであった。そのため、まずは女性活躍に関して幅

広い視点から研究し、同時に自治体職員のライフワークバランスの現状と課題を明らかにするた

めに、アンケート調査を実施した。更には、民間企業の取り組み、地方自治体やNPOへのヒア

リング調査などを重ね、今回の政策提言を取りまとめた。

１　自治体職員アンケートから見えてきた現状と課題
｢ライフワークバランス」に関する現状と課題を明らかにするため、研究員が所属する府内

６団体においてアンケート調査を実施した。

　・実施時期：平成27年10月～11月

　・回収率等　男性138名　女性100名　役職問わず　年齢20代～50代

アンケートの分析からは、大きく以下の３点の課題が明らかになった。
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１－１．管理職になりたくない職員

アンケート調査において、｢管理職への昇格・昇進について希望するか（既に管理職員の場

合は、希望したか）」という問いにおいて、男性の39％が「希望する」と回答した一方で女性

は25％にとどまった。年代別で分析すると、女性は年代が上がるほど昇進意欲が下がることが

わかった。しかし、29歳以下では男女ともに管理職への昇格を希望する割合は33.3％と同数に

なっていることから、｢管理職になること＝責任が増えてしんどくなるだけ、家庭と仕事の両立

が困難になる」といったような先入観を勤続年数が上がるにつれて持つようになることが解った。

１－２．制度を利用できない現実

育児休業について、男性は「取得したい」と思っているは約40％であるが、実際は「取得で

きない」と思っているは62％に上った。これは、｢有給休暇や育児休業など制度があっても取

得ができないと思っている」という現状を表している。

15 31 4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(30.0%) (62.0%) (8.0%)

50 31 42

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. 2. 3.

123

(40.7%) (25.2%) (34.1%)



9おおさか市町村職員研修研究センター

２．政策提言

2

１－３．理想と現実にギャップ

ライフワークバランスの４領域、｢仕事」｢家庭」｢地域・社会生活」｢個人」について、トー

タルで100％となるように各領域での現実と理想のエネルギーのかけ方を質問したところ、理

想と現実で一番ギャップが大きいのは「仕事」の領域であり、理想より現実には「仕事」に多

くのエネルギーが費やされていることがわかった。

更に「地域活動」の領域は理想が9.6％、現実は4.1％と最も低くなっていた。

自治体としては住民協働を掲げているにもかかわらず、自治体職員の現状として「地域活

動」の領域のエネルギーのかけ方が少ない現状も明らかになった。行政の仕事は住民の生活に

直結しているため、生活者力や生活者視点を持ちながら政策を考えることが必要とされており、

｢地域における活動の重要性」も再認識した。

２．働き方が組織・社会に与える影響
アンケートの結果を踏まえ、ライフもワークも、人生全体を充実させるという視点から、働

き方が組織・社会に与える影響について考察した。

２－１．働き方が組織・社会に与える影響①

｢ライフワークバランスと妻の夫婦関係満足度」に関する研究によると、以下のことが明ら

かになっている。

①  仕事と家庭のどちらかを犠牲にせざるをえない状態で、家庭を犠牲にする社会は、非婚

化、晩婚化となる。

②  間違った配慮で育休復帰後の女性に易しい仕事を与えると、女性のやる気が出なくなる。

③  子どもが生まれたときに、希望就業時間と現実の就業時間を調べると、希望就業時間は

女性も男性も下がるが、現実は、｢子どもが生まれたなら、父は仕事を頑張れ」となり、

男性の就業時間は上がり、女性は下がる。
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次に、父親自身が積極的に育児に関わることで、子どもの健全な発育や母親の負担を軽減し、

また、母親の就労を支援し、ひいては夫婦間のパートナーシップの醸成や父親自身のライフ

ワークバランスの実現につながり、それが、行政的な課題である社会全般の男女共同参画意識

の推進、労働力の創造や少子化対策につながる「解決の道しるべ」となる。

２－２．働き方が組織・社会に与える影響②

｢行政の手によらない男性の育児支援」と「地域活動」に対する考察を深めるため、認定

NPO法人ハンズオン埼玉とNPO法人新座子育てネットワークにてヒアリング調査を実施した。

調査を通じて以下の２点が明らかになった。

①  地域社会の中で人間関係を作ることは、職場や家庭以外の世界が広がり、自分の人生に

とって得るものが大きく、仕事にも活かせる。

②  地域で活動する担い手が増えることは、近年衰えている「地域の課題解決力」を高められる。
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２．政策提言

2

３．政策提言
これらの調査研究を通じ、｢個人として自らが主体的なキャリア形成を意識すること」｢組織

として働き方改革を推進し、制度活用を促進すること。さらにはキャリア形成を支援するこ

と」の２つの政策提言を行いたい。

３－１．自治体職員個人に向けた提言

個々人がそれぞれの個性を大切にした『自分らしい』キャリア、生き方を考えることが必要であ

る。ここでのキャリアとは、職業や職歴としての「ワークキャリア」ではなく、仕事や余暇、家事、

育児、介護などの人生すべてを視野に入れた「ライフキャリア」のことを指す。自身のキャリアは

自身で作るものである。定時帰宅や有給休暇や職場内の制度をうまく利用し家族との時間や個人

の時間、更には地域・社会活動の時間を持ち、キャリアを意識する時間を持つことが必要である。



平成27・28年度「女性の活躍促進研究会」報告書

12 おおさか市町村職員研修研究センター

平成27・28年度「女性の活躍促進研究会」報告書

３－２．組織に向けた提言

しかし、個人のレベルでは実現が難しいこともある。

組織のリーダーが、育ボス宣言などをするにとどまらず、仕事を減らすための事業仕分けや

業務改善を目標に掲げ、超過勤務の削減や年次有給休暇の取得状況を所属ごとに公表し、有給

休暇の取得を推進するなど、更に働き方改革を推進することが必要である。業務量を減らすた

めに、係員、課長、部長、組織のリーダーがそれぞれのレベルでできる業務改善をしていかな

いことには本当に実現することはできない。

また、職員の専門性を向上させることは、業務の効率化につながることから、専門性を向上

させることを目的とした人事異動のあり方や、職員のキャリアプランニング制度の導入を検討

する時期に来ているのではないだろうか。

更に、自分自身の生き方を意識するキャリア形成のための職員研修やライフワークバランス

を推進するための管理職研修などを実施することも重要である。

おわりに
女性の活躍推進といえば単に女性の管理職登用だと考えていた。

しかし、研究を進める中で、女性活躍推進を考えることは、男性の生きづらさの改善や社会全

体のライフワークバランスの充実につながる可能性を秘めているということに気がつくとともに、

女性の活躍推進を、男性も女性も自分のキャリアや生き方に変化を起こすチャンスと捉え、人生

の選択肢を増やすことにつなげていくことが、女性・男性共に責任を担うべき社会の創出へとつ

ながっていく。
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２．政策提言

３．成果報告シンポジウム

女性活躍を自分・組織・地域にいかす
～女性も男性も自分らしく輝くために～

平成29年１月26日（木)
シティプラザ大阪
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平成28年度 女性の活躍促進研究会 シンポジウム

「女性活躍を自分･組織･地域にいかす　　　　　
　　　～女性も男性も自分らしく輝くために～」

本研究会では、その成果報告として、平成29年１月26日に大阪府内市町村職員（政令市を除

く)、一部事務組合職員を対象にシンポジウムを開催しました。

当日は、これからの市町村職員が男女ともにどう働き、どう生きるのか、また、市町村がどの

ように取り組んでいくのかについて議論を深めるため、｢女性活躍を自分・組織・地域にいかす 

～女性も男性も自分らしく輝くために～」をテーマに、研究成果発表、基調講演及びパネルディ

スカッションを行いました。本章は、その様子をまとめたものです。

【プログラム】

指導助言者あいさつ

大阪市立大学大学院創造都市研究科准教授　　永　田　潤　子 氏　　

女性の活躍促進研究会 成果発表

研究員・高石市総務部人権推進課　　八　木　千　尋 氏　　

研究員・四條畷市総務部人事課　　安　田　美有希 氏　　

研究員・茨木市市民文化部市民生活相談課　　岸　本　美香保 氏　　

基調講演「イクメンからイキメンへ ～楽しんでできることから地域とつながる～」

認定特定非営利活動法人ハンズオン埼玉常務理事　　西　川　　　正 氏　　

パネルディスカッション

　　　　　コーディネーター

大阪市立大学大学院創造都市研究科准教授　　永　田　潤　子 氏　　

　　　　　パ ネ リ ス ト

認定特定非営利活動法人ハンズオン埼玉常務理事　　西　川　　　正 氏　　

八尾市長　　田　中　誠　太 氏　　

四條畷市総務部次長兼人事課長　　笹　田　耕　司 氏　　

研究員・摂津市保健福祉部国保年金課　　池　田　智　子 氏　　

研究員・茨木市男女共生センターローズWAM　　藤　井　紫津子 氏　　
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皆さん、こんにちは。埼玉から来ました西

川と申します。分かりにくい経歴ですみませ

ん。私は長い間NPO関係で、NPOの支援な

どを仕事にしながら、他方で、地元でお父さ

んたちといろいろな活動をしてきました。今

日は活動のご紹介と、どちらかというと主に

地域の課題から、｢なぜみんなで子育てをし

ていくことが必要なのか」という視点で、問

題提起をしていけたらと思っています。

会社にも一度勤めたことがありますが、そ

れほど長くはいないで辞めてしまいました。

転職を何回もしています。｢失業」を２回し

たのですが、失業するたびに失業中に子ども

が生まれているというお馬鹿な人です(笑)。

２回目に生まれたのがこの写真の人で、2005

年、出生率が一番低い年に生まれました。今

年は酉年なので12歳になっています。毎日一

緒に愉快に遊んでいますが、もうすぐ相手に

してもらえなくなると思い、寸暇を惜しんで

味わっているところです。

１．暮らしの変化　子どもたちの日常
　　～現在と過去～
子どもの現実が今、大変なことになってい

るというのは皆さんご存じだと思います。例

えば私の娘、12歳の小学６年生に対して、毎

日のように「通信教育をしませんか」という

パンフレットが送られてきます。ものすごい

量が来ます。子ども向けの漫画がいっぱい付

いているのですが、その中身は、主人公がテ

ストで74点で「うっ」となって、｢かっこい

い彼氏のシュン君は、何で点数がいいの？｣

｢俺は通信教育をやっているから」となって、

｢やった、100点だ。中学を先取りできるか

な」と展開していって、最後は友達に勧める

というストーリー です。びっくりするのは、

｢あなたの通っている小学校では、もう学年

何人中何人のお友達が始めているよ」と言っ

てくるのです。子ども自身を脅すような表現

があふれていることに驚きました。うちの娘

は私が興味を示していると、｢また来たよ｣

と報告してくれるようになったのですが、普

通なら結構焦るのです。

子どもをめぐる環境は現実にとても大変な

ことになっています。とりわけ全国一斉の共

通テストが始まって以降、宿題は激増し、子

どもたちは遊ぶ時間をどんどん無くしていま

す。小学校から帰ってくるのが４時半か５時

基調講演

「イクメンからイキメンへ ～楽しんでできることから地域とつながる～」

認定NPO法人ハンズオン埼玉常務理事　　西　川　　　正 氏
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になるのですが、それで一日終わりで、遊ば

ずに翌日を迎えるという状態です。

スイミングスクールのチラシも送られてき

ます。新年超早割キャンペーンで、そこには

｢今から始めてお友達に差をつけよう」と書

いてあります。スイミングでも、｢友達とは

仲良くしよう」ではなくて、｢友達と差をつ

けよう」というのです。今はだんだんそのよ

うな感じになってきています。

これは友達が教えてくれたのですが、東京

都から「入学前に身につけたい習慣」として

保護者に資料が配られたそうです。いわく、

朝は時刻を決めて起きることができる、夜は

時刻を決めて寝ることができる。自分一人で

衣服の着脱ができる、脱いだものはきちっと

畳むことができる、一人で用便ができる。こ

のようにずっと20項目以上続いていきます。

実際無理です。でも、｢これができていない

と小学校ではうまくいきませんよ」という

メッセージを、小学校側から親に伝えている

わけです。緊張しないはずはありません。そ

れから、少し前のビジネスマン向けの雑誌で

は、｢お宅の父親力」という見出しで、父親

次第でお宅の子どもさんがどうなるか分かり

ませんよというようなことが書いてあります。

このように様々な情報に囲まれて、職場で

も地域でも緊張度が高くなっているのではな

いかと私は思っているのですが、皆さんはど

うお感じになっていらっしゃいますでしょう

か。

簡単に自己紹介をしておきます。私は埼玉

県上尾市の、私と同い歳の50年になる公団の

団地（約1,700世帯）に住んでいます。高齢

化率が50％近いです。つい先日までは上尾市

の民生委員もしていました。よく知らずに引

き受けてしまって、｢３か月に１回100人のお

ばあちゃんを回ってくれる？」と言われて、

びっくりしましたが、現実を知るよい機会に

なりました。

２．父子手帖
今はNPO法人ハンズオン埼玉で仕事をし

ています。数年前にさいたま市と協働で「父

子手帖・さいたま市で父になる｡」を作りま

した。監修者として大阪教育大学の小崎恭弘

さんにご助言いただいたりして書いています。

この父子手帖は、市の発行物としては面白い

と結構評判をいただいています。一番大事に

したことは、子どもがこのまちで生まれたら、

｢まち全体で歓迎しますよ」というメッセー

ジを伝えることです。だから、最初のページ

には、天ぷら屋さん、駅員さん、パン屋さん、

浦和レッズや大宮アルディージャの選手、市

役所の職員の方などいろいろな方に赤ちゃん

をあやす言葉を書いてもらいました。

私たちの言いたかったことは一つだけです。

これからは地域全体で、家族で閉じない暮ら

し方をしていかないとまずいのではないかと

いうことです。子ども同士が競争するという
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ことが始まってから、50年ほど経っています。

受験競争が始まって半世紀、今、その２巡目

の人たちが30代、40代で親になっています。

みんなが家族単位で競争して、みんなが入

学前にはきちんとしていなければいけないと

いうメッセージを浴び続けて毎日暮らしてい

ます。ですから、とにかく「歓迎している｣

ということを伝えたいのです。

父子手帖には、いろいろな「パパあるあ

る」を入れています。｢洗濯物を畳んだら、

やり方が悪いと妻に怒られ、やる気がなえた

ことがある」とか「お風呂でこっそり自分の

乳首を吸わせてみたことがある」とか(笑)。

｢ある、ある」を入れた理由は共感をつくっ

ていきたいからです。チェックリストなどで

｢この10個の良い父親の条件を全部満たして

いるのが良い父親ですよ」という言い方では

なくて、｢そういうことってありますよね」

という共感から入っていこうと。とにかく

緊張を緩めたいという思いで、編集しました。

｢新しい暮らしのデザイン」というページに

今日、皆さんと考えたいことを書いています。

さいたま市のウェブサイトで見ることができ

ますので、ぜひ検索してみてください。

３．らくがきタイム
以下、普段どんなことをしているかをかい

つまんでご紹介します。

まず、時々路上で遊んでいます。駅前にこ

たつを置いて、落書きをして遊ぶのです。来

た人にろう石を配って、みんなで遊ぼうと声

をかけます。ベーゴマもします。いろいろ

やっていると通りがかりのおばあちゃんが話

し掛けてくれたりして、すごく楽しいです。

こたつで、子どもが紙芝居をお父さんに聞か

せていたり、巨大なオセロを置いてみたり、

そこに来た人と何か一緒につくっていくとい

う発想でやると面白いです。巨大な将棋もあ

ります。そこにいた小学生とたまたま通りか

かった高齢の男性が一緒にやったりしていま

す。すごく盛り上がって１時間ぐらいやって

いました。このときのおじいちゃんの表情が

とてもいいんです。ちょっとしたきっかけを

つくるだけで、本当にいろいろな人が交わっ

ていけます。

例えばスタッフ５人で、段ボールを１枚膝

の上に置いてトランプを始めます。脚がない

から膝の上に載せなければいけない不思議な

テーブルなのです。最初はスタッフで始めて、

通りがかった人に「トランプやります？」と

聞いて、｢やる」と言ったら、入れ替わって

いくのです。そして、最後は全員知らない人

同士でトランプをすることになっていたりし

ます。

道路の落書きは６年前、大宮という大きな

繁華街で、2,000人ぐらいでやりました。ろ

う石をある会社からたくさん頂きました。一

級建築士のお父さんが動くこたつを作ってく

れたりしました。

埼玉県民の日というのが11月14日にありま

す。平日なので、大体は東京ディズニーラン

ドに行きます。私たちはディズニーランドに

行かなくても楽しいようにということで、県

庁の中庭で段ボールで遊んだり、新聞で遊ん

だり、そんな遊びの場をたくさんつくったり

しています。七輪でサンマを焼いたりもして

います。
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４．おやじの会
時々学校でも遊んでいます。学校は地域で

も一番人が集まる場所でありながら、なかな

か遊びが生まれにくい場所、堅い場所になっ

ています。なので、ここで遊ぼうというわけ

です。

この写真は新聞の迷路を作っているところ

です。おやじの会のメンバーに測量会社のお

父さんがいて、そのお父さんに「ちょっとお

願いできますか。こういうのをつくりたいの

ですが」とイメージだけ話したら、測量をし

てくれて、２時間後にきっちり図面を描いて

くれました。この図面通りに糸を張って、そ

の日、手伝いにきた中学生に（最近は中学生

が「ボランティア」をすると内申点がもらえ

るのです）、図面を見せて、｢小学生がこの

中で迷って泣くような迷路を作って！」とお

願いしました。

この子たちは普段、学校で、言われたこと

しかやらせてもらっていません。地域での活

動も言われたことをやるんだと思っています。

でも、こうして、考える機会をつくり、自分

のアイデアでこの場が変わっていくことが分

かると、すごく大きな力を発揮してくれるの

です。これはお父さんでも、中学生でもみん

な同じです。

地域活動は動員＝「去年と同じことをしま

す。PTAから２人来てください。子ども会

から２人来てください。はい、これをやって

ください」というのがすごく多いのです。そ

れではつまらない。地域活動をやる人は減っ

ていくのも当然です。でも、こうして考える

時間をつくるとすごく面白いアイデアを出し

てくれるのです。

そして、一緒につくる人が仲良くなる。こ

こがポイントだと思っています。

５．禁止の構造
数年前、ある雪が降った日に学校の除雪を

したのですが、駐車場に雪が積み上がったの

で、おやじの会のみんなで滑り台を作りまし

た。すると教頭先生が来て、｢駐車場は困り

ます」とおっしゃるのです。仕方がないので、

隣に森をつくっているのですが、その森にみ

んなでかまくらを作って写真を撮りました。

そして、｢よし、これでみんなで遊ぼう」と

言ったら、教頭先生から「かまくらは困りま

す」と言われたので、理由を聞いたら「何か

あったら困るので」とおっしゃいました。行

政職員の方はよく分かると思いますが、｢何

かあったら困るので」は、私も保育園や学校

でいろいろなことをやってきましたが、本当

に何回聞いたことかと思います。

たき火をした時も、教頭先生から｢何か

あったら困る」と言われ、翌年、禁止になり

ました。

また、シャッターボランティアといって、

入学式で「シャッターを押しますよ」と声を

掛けて、おやじの会に勧誘し、(顔出しフォ

トパネルの）枠を作ってみんなで遊んでいた
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のですが、これも翌年、朝はやめてください

と言われました。このせいで入学式の開始が

５分遅れたんですね(笑)。こんなことをずっ

と繰り返しています(笑)。先生も大変ですよ

ね。

もう一つだけご紹介しますと、七輪屋さん

でべっこうあめを作ったのです。これは毎

年PTAのバザーに出していて、七輪１台に

おやじ１人が付き、10人ぐらいがやってい

るのですが、砂糖を煮詰めるのに10分ぐら

いかかるのです。その間、七輪を囲んでみ

んなで、｢まだかな」とか言いながら、いろ

いろなことを話す、それがすごく楽しいの

です。今日のテーマでもあると思うのですが、

お父さんというのは基本的に自分の子どもし

か知りません。地域活動をしている人以外は、

自分の子どもしか知らないのです。例えば、

｢何組？」と聞いて、女の子が「３年２組」

と答えて、｢じゃあ、うちの息子のタケシと

一緒じゃないか。タケシは普段学校で、ど

う？」と聞くのです。そうすると、女の子が、

｢うーん。まあまあ」とか言ったりする(笑)。

たわいない会話をする時間がいいんですよね。

こうして一緒に遊ぶことを繰り返してい

くと、人同士の関係ができてきます。する

と、駅前などで子どもに会ったりした時

に、｢こんにちは」と向こうからあいさつし

てくれるのです。こっちも知っている子だと、

｢おっ」という顔になるのです。

実は埼玉には700万人が住んでいて、その

うち100万人が東京に通っている郊外の市で

す。全県郊外なので、自分の家族しか知らな

ければ、どの都市に住んでいても同じなので

す。そうではなく、地域の、自分の家以外の

子どもや、お母さんやお父さんを知って初め

て、このまちに住んでいるという実感を持つ

のです。これはすごく大事なことで、みんな、

これがうれしいと言うのです。

そして、これは自治体にとってもすごく大

事なことのような気がしています。まちづく

りという視点から言うと、そのまちで自分が

何をしたか。したことの量によってそのまち

が好きか嫌いかが決まってきます。｢自分の

まちに愛着が湧く」というのはそういうこと

だと思うのです。

学校に行って、学校の支援をしたり、子ど

もたちと遊んだりしていると、その学校が自

分にとっての大事な場所になっていく。そう

なるかどうかは「そこで何をしたか」による

のです。｢お客さん」として学校に行ってい

るだけだと、学校に愛着など湧きません。自

分がそこで何かをしたか、－この場合は「遊

んだ」ということですが－それによってその

場所に愛着が湧いていくのです。

お父さんがなんだかんだ言って、会社が好

きなのは、会社でいろいろなことをしている

からです。自分が何かをしたという記憶をた

くさん持っている場所だから、会社が好きな

のです。学校でいろいろなことをしたら学校

が好きになっていくし、道路でいろいろな
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ことをしたらそのまちが好きになっていく。

そこが今日のテーマに関わるのではないかと

思います。

子どもにたくさん関わったお父さんは愛着

が湧いていくし、そうではないお父さんは、

「子育てはおまえの責任だろう」と言って奥

さんに押し付けることになっていると思いま

す。それで、子どもが反抗期になってから、

「お父さん、何とか言ってよ」と言われて子

どもに何か言っても、子どもとお父さんの関

係ができていないので、単に「ウザいおじさ

ん」ということになります。関係をつくって

いくというのは、「何かを一緒にする」とい

うことです。その機会を地域でたくさんつ

くっていけたらいいなと思っています。

６．ヤキイモタイム
毎年秋になると埼玉県内に「ヤキイモを開

催しましょう」という呼び掛けをしています。

最初は埼玉県の委託事業で始まり、今は私た

ちの自主事業でいろいろな団体に協力しても

らってやっています。保育所、幼稚園、公民

館、児童館、学童保育、保護者会、おやじの

会、PTA、NPO、自治会などに呼び掛けて、

それぞれでやってもらっています。お父さん

と一緒にヤキイモをしてください。ヤキイモ

をしてくれたところには、生活協同組合パル

システム埼玉から、１カ所当たり10㎏のお芋

を提供しています。30人分ぐらいです。フジ

テレビのミニ番組が取材をしてくれたので、

見てください。

＊＊＊ビデオ上映＊＊＊

こんな感じです。これを年間100カ所近く

でやっていて、今年は70カ所にお芋を送って

います。私が把握していないところも含めて

いっぱいあります。子どもたちも「来年もや

りたい」と言っていますが、火を囲むという

時間は、すごくいい時間になります。

｢ヤキイモをやって何の効果があるんです

か｣。これは昔、｢事業仕分け」で話題になっ

たころにギャグとしてよく使っていたのです

が、一言で言うと、｢卒園式で自分の子以外

の晴れ姿を見て泣ける」という感じです。要

するに、自分の子以外の子どもと知り合って、

みんなでここに住んでいるという、先ほど申

し上げたようなことです。

京都大学の学長でゴリラの研究をしている、

霊長類研究の第一人者の山極寿一さんが毎日

新聞の連載でこんなことをおっしゃっていま

した。

｢けんかの種となるような食物を分け合い、

仲良く向かい合って食べるなんて、サルから

見たらとんでもない行為である。なぜこんな

ことに人間はわざわざ時間をかけるのであろ

うか。それは、相手とじっくり向かい合い気

持ちを通じ合わせながら信頼関係を築くため

であると私は思う。相手と競合しそうな食物

をあえて間に置き、けんかをせずに平和な関

係であることを前提にして食べる行為を同調

させることが大切なのだ。同じ物を一緒に食

べることによって、共に生きようとする実感

が湧いてくる。それが信頼する気持ち、共に

歩もうとする気持ちを生み出すのだと思う」

会社もそうだと思うのです。最近は一緒に

食べる機会がどんどん減ってきています。言

い換えると、人々が役職や「立場だけ」で付
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き合うようになっているのではないでしょう

か。人として付き合っていないので、相手の

ことが人間に見えてこない。｢ああ、この人

はこういうところが得意だけれど、こういう

ところは不得意なんだ」と。一緒に食べたり

遊んだりという場面をつくらないと、人では

なく「立場」だけで付き合おうとしますよね。

そうなると小さなミスも許せなくなりがちで

す。

私はずっと保育所の保護者会をやっていて、

保育所の先生といろいろなやり取りをしてき

たのですが、最近の保護者は、｢先生、仕事

でしょう」｢先生、プロでしょう」｢これを

やってくれないの？」｢あれをやってくれな

いの？」と言う。｢私たちはお金を払ってい

るのです。先生たちは、それでお金をもらっ

ているのでしょう。どうしてやってくれない

の？」という言い方が少しずつ増えてきてい

ます。｢くれない族」が増えてきていると私

たちは呼んでいます。

７．サービス社会
この20年間で、行政が「公共サービス」と

呼ぶようになってから、保育は、親と一緒に

育てていくものから、行政もしくは保育所が、

保育士が託児サービスを住民に提供するもの

に変わっていったと思います。すると、｢先

生はそういう立場だから、きちんと立場を

やってくださいよ」という言い方になってし

まいます。保育士は、その場では「うん、確

かにそうだけどさ」という気持ちだけが残り、

後で職場のみんなと「親のああいう言い方っ

てないわよね」と愚痴を言う。恐らく行政の

皆さんは、住民との間でそういうやりとりが

たくさんあるのではないですか。

しかし、ヤキイモなどいろいろなことを一

緒にしていくと、相手の人柄が分かってくる

のです。｢この先生は口べただけど、実は子

どものことをよく見ているな」｢この人は書

いたら本当に駄目だけど、話すといいんだ

な」｢きっちりやるのは得意ではないけれど、

遊ぶのはすごく上手なのか」と分かったりし

て、人として付き合っていけるようになると

思うのです。できないことは補い合っていこ

う、という気持ちも生まれる。しかし、そう

した機会は社会の中でどんどん減ってきてい

ます。

これが冒頭に言った、みんなが緊張して暮

らしているという状態と強く関係していると

私は思っています。それは、私たちの暮らし

方の大きな変化から来ています。今は、責任

ある大人しか子どもに関わっていません。責

任がある大人は、子どもがもしけがをしたら、

その子どもの親に対して「ごめんなさい」と

言わなければいけない。保育士や学校の先生

はその典型です。昔は、ある子どもが道で遊

んでいてけがをしたら、それを見て、その前

の家の人が手当てをして親のところまで運ん

できてくれて、親は手当てをしてくれた人に

対して「ありがとう」と言っていました。し

かし今は、保育士や学校の先生、学童の先生

が、親に「申し訳ありませんでした」と謝り

ます。これが責任のある大人しか子どもに関

わっていない、お金をもらって関わる人しか

関わっていないということなのです。これは

子どもの成長において非常に大きな問題と

なっていると私は思っています。これを私は

｢サービス社会」と呼んでいます。困った
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ことに、サービスをすればするほど、みんな

苦情を言うようになっていくので、すごくし

んどい社会です。

今、私たちは、一人で頑張る、家族だけで

頑張る、必要なものは買うという暮らしをし

ています。放っておくとみんなそうなってし

まいます。これは誰かが意図してそうしてい

るわけではなく、そういう暮らしを私たちは

しているということです。例えば、子どもの

遊び相手はだんだん母親ばかりになり、友達

が減っている、親だけが子どもの相手をして

いるという調査結果があります。子育ては母

親が責任を持って一人で頑張るということが

さすがにもう限界だということで、イクメン

やライフワークバランスという今日のテーマ

になっているのだと思います。

しかし、実は、イクメンは多少は増えたけ

れど、一方で、家族内の付き合いだけが密に

なり、職場と親戚と地域との付き合いが減っ

ているというデータがあります。家族だけで

頑張るという傾向は10年前、20年前より圧倒

的に強くなっています。そういう統計調査は

たくさんあります。

冒頭でご紹介したような子ども同士、家族

同士で競争したり、家族同士で助け合わない

という暮らし方がどんどん広がっています。

その背景に多分サービスということがあるの

だろうと思います。こちらの統計データでは、

どんな人に子育ての相談をしているかという

質問に、｢近所｣、｢知人」が激減しています。

これはすぐに子育ての負担感につながって

います。ある調査によれば、他人との付き合

いがない母親より、より親密な付き合いがあ

る母親の方が、子育てを楽しいと感じること

の方が多い、たくさんの人と一緒に子育てを

している人の方が、子育ての楽しさを感じて

いるという結果が出ています。しかし、実際

にはそうした関係はどんどん減っていて、み

んな緊張して暮らしていて、私のように「や

りませんか」というのがやってくるというの

が私たちの暮らしではないかと思います。

子どもたちは地域の暮らしの中で「育つ｣

ものから、｢育てる」ものに変わってきまし

た。おばちゃん、おじちゃんがいない中で育

つというのは、人類史上初めてだと思います。

家族以外の人とあまり付き合わないで子ども

が育っていくというのは、多分初めてです。

これについて前述の山極さんは、

｢人間が他者に示す高い共感能力も、家族

を超えた子どもとの触れ合いによって鍛えら

れる。そのアイデンティティーと共感力が失

われたとき、人間は自分と近親者の利益しか

考えない極めて利己的な社会を作り始めるだ

ろう。家族を超えた付き合いによって初めて

共感力が生まれてくる」

と言っています。ゴリラと比較するとそう

なるということだそうです。近年、子育ての

負担感が高くなっていることは、このことに

強く関係していると思います。冒頭でもお話

ししたとおり、常に他の人と家族を比べてい

るということです。

８．まとめ
高度成長以前の私たちの暮らし方では、稼

業（農林水産業や職人）で地域の大人同士が

一緒に働いていて、周りで子どもたちが子ど

もだけで遊びました。田んぼをやっている周

りのあぜ道で、子どもたちは子どもだけで遊
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んで、①おなかがすくか、②けがをするか、

③日が暮れるか、のどれかの時、親の元に

帰ってきていました。そして、農繁期は子ど

もと大人が一緒に働きました。

ところが、高度成長以降は、それぞれが母

子のカプセルの中で子育てをするようになり

ました。お父さんは会社に行く。そして、子

どもの「専門職」が誕生して学校、塾、習い

事、スポーツクラブ、学童などの「責任のあ

る大人」がいて、そこに子どもは行くように

なった。専業主婦と乳幼児はずっと家庭の中

にカプセルとして閉じ込められている。

さらに近年、会社はどんどん競争社会とな

り、母子はどんどんイライラし、虐待した

りして、専門職は先ほどのサービス疲れで、

｢先生、プロでしょう？」と言われて疲れて

いく。さあどうしましょうというのが、今の

状態かと思います。

そこで、取り急ぎお父さんが家で一緒にい

られるようにしましょうということで、ライ

フ＆ワークバランスを尊重し、早く家に帰っ

て、少なくともお母さんと一緒に子どもを見

るようにした。それをイクメンと呼んでいる

のだと思います。一人で見るより二人で見た

方がいいとは思うので、私も大賛成です。で

も家族だけで閉じていく傾向が強くなるとい

う問題は抱えたままであり、先程申し上げた

とおり、その傾向は年々、強くなっています。

そこで、例えば子育て広場や、私が関わっ

ているプレーパーク、冒険遊び場と言われる

ところなどは、親子が来て、子どもは子ども

同士で遊び、親は親同士でおしゃべりをした

り、お茶を飲んだりできるように環境を整え

ていく活動がこの20年ほどの間に広がって

いきました。世話人・スタッフというボラン

ティアやあるいは有給の専門のスタッフがい

て、｢子どもは子ども同士関わりながら育ち

ますからしばらく見守りましょうね」と声を

かけ、母子を分離して、みんなで育てるとい

う感覚を育てていきます。全国にたくさんで

きた、子育て広場で求められているのはこう

した「関係をつくっていく」仕事なのだと思

います。これをしていかないと、みんな母子

のカプセルで窒息してしまいます。そこで、

これを開いていこうと、国の施策が始まって

10年になります。

ところが、いろいろな子育て広場を見る

と、母子で閉じていて、専門職の人が「自分

の子どもから目を離さないで」と言っていた

りして、全然他の人たちと関係が結べないと

いうことがよくあります。ご自分の自治体の

広場を見ていただくと分かると思います。例

えば、ある商業施設の中の遊び場で、土曜日

の朝、雨が降っていたこともあり、お父さん

と子どもで来ている親子がいました。イクメ

ンだなとは思いますが、それぞれの家族はバ

ラバラでした。父子で閉じたカプセル。これ

は結構、負担感が高いと思います。そこに

行って人とつながっていける、一緒に見てい

ける関係をどうつくっていくかが問題です。



24 おおさか市町村職員研修研究センター

平成27・28年度「女性の活躍促進研究会」報告書

つまり、｢サービスの先に何を目指すのか」

ということになるかと思います。

ということで、例えば、たき火を囲むのは

どうだろうかということなのです。

つまり、私たちの暮らし方を変えていくと

いうことです。放っておくと一人で、あるい

は家族だけで頑張ってしまう。特にお父さん

が、これから家に帰って来いと言われて、仕

事もやり、家のこともやり、俺はこんなに頑

張っているという話になっていくでしょう。

そういう暮らし方をどう変えていけばいいの

かというのが今日のテーマだと思っています。

これは、職場でも考え、地域でも考えたいこ

とです。お父さんだけの話ではなく、男性の

生き方、女性の生き方も含めて、人との関わ

り方をどんなふうに見直していけばいいのか

というのが、これからの論点ではないかと思

います。

ご清聴ありがとうございました。

◆ 認定NPO法人ハンズオン埼玉常務理事
◆ 埼玉大学・大妻女子大学非常勤講師
◆ 聖学院大学地域連携教育センターアドバイザー
◆ NPO法人日本ボランティアコーディネーター協会理事
◆ NPO法人暮らしネットえん監事
◆ さいたま市男女共同参画委員会委員

学童保育指導員、出版社勤務、NPO支援センターなどを経て、2005年、コミュニティシン
クタンクハンズオン埼玉を設立。埼玉県内100カ所１万人以上の親子が参加する「おとうさ
んのヤキイモタイム｣、東北福島から埼玉の避難者に向けた月刊誌『福玉便り』の編集など、
行政・企業を巻き込んだ市民参加型のまちづくりのプロデュースに関わる一方、会議や研
修などの進行役（ファシリテーター)、大妻女子大学、埼玉大学などで講師として活躍して
いる。2014年、さいたま市と協働で『さいたま市で父になる。(さいたま市父子手帖)』を
発行、当事者目線の冊子としてTV、新聞で多数報道され話題となる。地元では36学童を運
営するNPO法人の常任理事、PTA役員、民生委員など。

【著書】『あそびの生まれる場所「お客様」時代の公共マネジメント』(ころから、2017年3月)

講師プロフィール
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１．はじめに
（永田）会場の皆さんからも基調講演や本研

究会の提言を踏まえた質問票がたくさん届

いていますので、これもパネルの中に織り

込みながら進めていきたいと思っています。

　　実は女性活躍というと、個人的にとても

感慨深いものがあります。今は、大阪市立

大学で教員をしていますが、もともとは海

上保安庁で働いていました。西川先生は

20年前、50年前の話をしておられました

が、三十数年前の社会のテーマは「女性に

門戸を開放する」ということでした。つま

り、男性しかなれない職業や、閉じられた

扉を開くというのが世界的なテーマだった

わけです。私もその流れの中で、海上保安

庁という、男性しか入れなかったところに

飛び込んでやってきました。三十数年経つ

と、今度は女性の活躍がテーマになるのか

と、感慨深く思っています。それもあって

マッセの女性の活躍促進研究会の指導助言

者を受けましたし、女性の活躍というのは

自分自身のテーマでもあります。今日は会

場に女性の方がたくさんいらっしゃいます。

皆さんの質問等にも答えながら進めていき

たいと思います。

　　まずはパネリストの皆さまから、今日の

政策提言や西川先生のお話をお聞きしてど

う思われたか、もしくは、日々課題と感じ

ているようなところを一言ずつ頂きたいと

思います。西川先生は先ほどたくさん話し

ていただきましたので、市長からお願いし

ます。

（田中）八尾市長の田中誠太です。西川先生

のお話を聞かせていただいて、私も遊ぶと

いう視点が大切だと思っており、自分自

身、遊びの中で育ってきたと思っています。

両親に好きなだけ遊びを教えてもらったし、

遊ぶ時間を頂いて、その遊びの中から学ん

だ柔軟な考え方が今の行政に活かされてい

る部分もあるのかなと思っています。

　　今日はうちの平野副市長も来ています。

パネルディスカッション

コーディネーター

大阪市立大学大学院創造都市研究科准教授　　永　田　潤　子 氏

パネリスト

認定NPO法人ハンズオン埼玉常務理事　　西　川　　　正 氏

八　尾　市　長　　田　中　誠　太 氏

四條畷市総務部次長兼人事課長　　笹　田　耕　司 氏

研究員・茨木市男女共生センターローズWAM　　藤　井　紫津子 氏

研究員・摂津市保健福祉部国保年金課　　池　田　智　子 氏
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この研究会で講師を務めたこともあるそう

で、平野副市長は女性だからということで

脚光も浴びていますが、物事をはっきり言

いますし、キャリアを積んでくる中で、単

に女性だから選んだわけではなくて、政策

もしっかりしています。

　　うちは教育長も女性ですし、筆頭部長の

政策企画部長も女性ですし、政策推進課長

も女性です。自分が男性である中で、女性

の視点をしっかりと八尾市の中に入れて

いきたいという思いと、実力もしっかりと

伴っているからです。単に女性登用という

話ではなく、やはり適材適所でしっかりと

活躍をしていただける人材を職場に配置を

していこうという思いを形に表しただけの

ことです。よろしくお願いします。

（永田）では、次長いかがでしょうか。

（笹田）日本一若い市長がこの１月に誕生し

た四條畷市から来ました笹田です。よろし

くお願いします。四條畷市においても働き

方改革はこれまでずっとやってきたのです

が、この研究会の発表にもあるように、管

理職にはなりたくないという職員も中には

います。それはやはり、働き方、一つ一つ

の考え方が今は少し重くなってきているの

かなという思いもあります。新市長の方針

のもと、早速労働時間革命宣言をさせてい

ただきました。

　　一つは行政職員一人ひとりが仕事の時間

革命をしながら仕事のやり方を見つめ直す

ことが必要になってくると考えております。

もう一つは、地域社会の西川先生の方から

もありました、遊びを通じての地域づくり

が非常に重要になってくると考えています。

地域づくりというのは今まで行政が参画し

て仕掛けをつくっていくという考えで私ど

ももやってきましたが、今日の西川先生の

講演の中で、地域に一緒に入っていき、遊

びを通じて地域づくりをやっていきたいと

いうふうに改めて感じたところです。

（永田）ありがとうございました。では、研

究員のお二人も一言ずつ。

（藤井）茨木市から参りました藤井紫津子と

申します。私はなぜこの研究会に参加させ

ていただいたかというと、男女共生の政策

を担当しており、その立場でこれから男女

共生、女性の活躍、男性の育児参画という

ところをどういうふうに進めていったらい

いのかというようなヒントを得たいと思っ

たからです。それと、自分自身が二人の子

どもを育てていて、PTAの役員もくじ引

きで当たり、その辺りの両立に自分自身も

悩んでいるというような側面も持っていま

す。ですから、女性の活躍というと正直、

私にとってはとても重たくて、本当に女性

が活躍したら女性って楽になれるのかなと

いう疑問を抱いたところから、この研究会

に入りました。

　　そして、２年間、研究を通して、今日西

川先生のお話にもありましたように、女性

の活躍は単に女性だけの問題ではなくて、

地域や行政やいろいろな課題の解決につな

がるのだなという、課題解決の一つを得た

と感じています。そのようなものを皆さん
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にお伝えできたらと感じながら、今日はお

聞きしていました。

（池田）摂津市の池田智子と申します。私は

藤井さんと違って所属が国保年金課で、普

段の業務でこういうことを考えることはあ

まりありません。なぜここに座っているか

というと、先生からの指名なのですが、私

はプライベートで、乳幼児の親子連れに摂

津市内でクラシックの生の演奏会をやると

いう市民活動団体を企画しており、そちら

の代表をしているからです。

　　先ほどの基調講演で西川先生も、地域の

活動が地域の課題解決になり、それが行政

のいろいろな支援につながるのではないか

というお話をされました。私は普段、子ど

もにクラシックの演奏会をするときに、た

だ単に自分が住んでいて、自分が働いてい

る摂津市に、自分ができることで何か貢献

できたらなという軽い気持ちでやってい

たのですが、講演を聞いて、｢えらいこっ

ちゃやな」と思いました。この後もいろい

ろお話しする中で、自分の中で今日新たに

発見できることがあればいいなと思ってい

ます。よろしくお願いします。

２．女性の管理職への昇進希望と現状
（永田）では、成果発表に関する質問も来て

いますので、研究員の方が取りまとめてく

ださった成果発表に関するテーマの方から

議論を進めていきたいと思います。

　　皆さんのお手元にパワーポイントのスラ

イドのコピーがあると思うのですが、その

中に女性の管理職を希望する職員が少ない

というスライドがあります。

　　30歳以下だとそう変わらないのに、だん

だん年代を重ねていくと、女性４人のうち

１人しか希望していないという数字が出て

いました。四條畷ではこの比率というのは、

この研究会では25％、４人に１人しか希望

していないというような数値と大体似たよ

うな状況ですか。

（笹田）そうですね。大体この数値の中には

入ってくると考えています。

（永田）市役所の方では、女性が管理職を４

人のうち１人しか希望していない。つまり、

男性よりも希望していない割合が高いこと

について、何か具体的な取り組みをされて

いますか。

（笹田）年齢にもよると思うのですが、若手

職員については、男性も女性も管理職にな

りたいという中で、業務に頑張っていただ

いています。その中で、やはり女性の職員

については人事ローテーション、男性もそ

うなのですが、10年に３カ所ぐらいいろい

ろなポジションを経験していただきながら、
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次の人材育成に常につなげていくようなこ

とを実際にやっています。

（永田）それは男性女性、限らずですか。

（笹田）そうです。男性女性に限らず、実施

させていただいています。

（永田）女性が管理職をあまり希望しないと

いうことについてはどうですか。

（笹田）女性が管理職を希望しないというこ

とについては、年齢が高い女性の方はそう

いうこともあったのですが、若い女性は入

庁後に、人材育成の部分で、男性女性にか

かわらず、仕事についての楽しさ・喜びを

感じられるような職場づくりを実践してい

ます。

（永田）特に女性に特化したというわけでは

なくということですね。

（笹田）そうです。

（永田）市長はいかがですか。八尾市は、副

市長の登用を含めて、女性でも力を発揮で

きるというような、ある意味モデルを示し

つつ、やる気のある女性たち、幅広く職員

に、女性にもこういう能力を発揮する機会

があるよというような取り組みをなさって

いると思います。女性が管理職に手を挙げ

やすくすると言いますか、そういうところ

についての取り組みや思いがあればお願い

します。

（田中）今日は平野副市長が来ていますが、

前回の市長選挙が終わってから「副市長を

お願いできないか」というお誘いをしまし

た。やはりそういうポジションをやってほ

しいという思いをしっかりと伝えなければ

ならない。それが僕の仕事なのかなと思っ

ています。

　　教育長についても、同様の話をさせてい

ただきました。当然、人事担当者ともいろ

いろな話をしています。やはりそういうポ

ストに就くことによって、頑張っていただ

ける。

　　また、女性を幹部職員に登用しているこ

とから今では、女性の職員が市長室に報告

に来ることも非常に多くなって、風通しが

よくなった気がします。まだまだうちも女

性の管理職のパーセンテージは低いですが、

まずは監督職というところから女性の登用

をしっかり図っていくことが大切ではない

かと思っています。

（永田）特に八尾の場合は内部登用から副市

長を誕生させているのが、個人的にはすご

いなと思います。関西でも副市長が女性と

いうところはあります。例えば堺の副市長

は大学院の教え子ですが、外から副市長に

抜擢するケースはあると思います。しかし、

内部に適切な人材がいらっしゃり、それを

副市長にするということは、女性の職員か

ら見ると、｢ああ、女性でもそういうポジ

ションに行けるんだな」と形に示すことが

できる。それは素晴らしいと思いました。

　　研究員のお二人は、個人的には女性の自

治体職員という形でもあるわけですから、
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女性の管理職に手を挙げるというのを職員

の目線で見たとき、行政にはどういうもの

があれば手を挙げる、もしくはもっと自分

たちの気持ちとして手を挙げる人が増える

と感じていますか。

（藤井）私は今、課長代理級ということで管

理職の立場ではあるのですが、５年前に管

理職になったとき、正直、｢何で私やの｣

と思いました。どうしてそう思ったのかと

いうと、私はまだその当時、子どもがまだ

保育園に通っていましたので、｢子育てと

仕事の両立ができるかな」という不安と、

｢私にその能力があるんやろうか」という

この二つの不安からだと感じています。で

すから、子育てに限らず、仕事以外の部分

と両立できる環境と、自信を付けられるよ

うな環境があれば女性も手を挙げやすくな

るのかなと感じました。

（永田）池田さんはいかがですか。

（池田）私は今、係長級です。摂津市も管理

職は課長代理級からで、課長代理になるた

めには昇任試験を受けないといけません。

まだ受けていないのですが、受けない理由

は、私もまだ子どもが二人保育園に通って

いて、一人は新年度から小学生ですが、小

学校の用事がどのくらい時間がかかるのか

が分からないからです。予算や決算の委員

会というのは、係長でもその日は絶対に休

めない。もし管理職になったらもっと休め

なくなる。そのような日に子どもが病気に

なったり学校の用事がある場合、近くに祖

父母がいれば頼む方法もありますが、私は

実家が広島で非常に遠く絶対に頼めません。

このような状況なので、管理職の昇任試験

を受けるのは、今はもう少し待とうかなと

いうのが本音です。

（永田）ありがとうございました。実は管理

職に手を挙げる、手を挙げないというアン

ケート結果を見たときに、私個人は、海上

保安庁の現場に出たときから幹部職員なの

で、部下がずっといるという職業人の経験

しかないのです。大学で４年半育てられて

最初の船に乗ったときから、部下がいると

いうポジションなので、希望する・しな

いにかかわらず、そういうポジションから

スタートしたのです。それから言えるの

は、若いときからキャリアの中に、自分は

将来リーダーになるという部分、それは希

望するかしないかではなく、上に行くのは

自分の能力を発揮できるポジションに行く

ということとして理解をしておく。先ほど

の西川先生が、会社に力を使うから会社に

愛着が湧くとおっしゃったように、私も海

上保安庁で働いていて、力を使わざるを得

なかったので、とても愛着があります。と

ても共感しながら聞いていたのです。です

から、多分女性の管理職の登用というのは、

もう入った時点から、研究会からの提言に

あったようにキャリアプランとして偉くな

る・ならないに関係なく、組織に自分の力

を使うというところからキャリア設計をし

ていくといいのではないかと思いました。
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　　研究会で、企業の視察としてダイキン工

業に行かせていただいたのですが、ダイキ

ン工業では「女性を早めに仕上げる」とい

うことをやっていました。つまり、男性

と女性の違いが一つだけあるとするならば、

子どもを産むことです。これはどんなにイ

クメンが誕生しても、男性にはできないこ

とです。ある時期、女性の社員は現場を離

れる、会社を離れざるを得ない。だから、

その間に男性社員が経験をすることを早め

に経験させておく。そうすることで早めに

リーダー、職業人として仕上げをしている

ので、多少抜けても、復帰したときに、男

性と同じように仕事ができるというわけで

す。

　　これが行政の中にできるかというと、女

性だけ特別早めに仕上げるというのは、市

長、難しいですよね。

（田中）色々な課題があり、すぐには難しい

と思います。

（永田）公平性の問題が出てくるでしょうね。

だから、行政全体で若い方たちの能力を

もっと早めに伸ばすようなキャリアプラン

を考えておくことが良いように思うのです

が、次長、いかがですか。

（笹田）キャリアプランを一つつくるという

のは非常に重要な形かと思います。もう一

つは、採用課に同数の職員を入れ、その中

で男性・女性、限りなく一緒に頑張ってい

ただきながら、結果として女性の方が活躍

できる社会というのが重要になると考えて

います。

（永田）ありがとうございます。先ほど池田

さんから小学校になったらどれぐらい親が

時間を取られるか分からない、子育てにど

れぐらい親がエネルギーを使うのかという

話がありました。これは、子育てを自分一

人で、家族だけでできるだろうか、管理職

になったら子どもにどれだけ手を取られる

か分からないから、仕事と家庭の両立が難

しいと感じるというのは率直な悩みだと思

うのです。この辺は西川先生、子育ての孤

立化というか、閉じられている空間が開か

れれば楽になるようなものなのでしょうか。

３．お互い様意識の醸成
（西川）今日は地域の視点を主にコメントさ

せていただいていますが、実は、地域で女

性が活躍しているかどうかというところで

言うと、そうとも言えないのではないで

しょうか。例えば地域の地縁組織、PTA

や自治会はやることが決まっていて、｢あ

なたはこれをやるのよ」ということで、や

らなければいけないことしかないという世

界になっています。何か自分でこれをやっ
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てみようと思えるような組織になっている

ところは、ほとんどありません。田中市長

のようなPTA会長がいると、｢俺が責任を

取るから」という感じで、やれるというと

ころはあるかもしれないですが、ほとんど

のところでは活躍できていない。

　　最近の傾向としては、｢仕事のように｣

｢会社のように」と言うと語弊があるかも

しれませんが、｢会計はあなたの仕事。広

報はあなたの仕事。何々はあなたの仕事｣

と責任を割っていって、役割を果たせとい

うふうにマネジメントする会長さんも見受

けられます。こうした運営では、みんな緊

張します。孤立感を感じます。ちゃんとや

れているかどうかを見られている。やって

いないと怒られる。そうすると、みんなだ

んだん萎縮して、言われたことだけしよう

ということになる。孤立すると、高い負担

感を持つことになります。

　　これからは、地域の方も空気を入れ替え

て、｢一緒にやっていくから、融通を利か

せるから、一番忙しいときは私たちがやる

から一緒にやろうよ」とか、｢今ちょっと

大変だから、しばらく議会が終わるまで代

わってくれない？」と言える組織になって

いく必要がもっとあると思います。そうす

れば、多分もっとやれる、活躍できると思

うのです。そして、女の人ばかりに任せて

おかず、男の人も含めて、みんなで共同

して、責任を持って役割を分担する。｢責

任」を分担するのではなくて、です。

　　先ほどの、女性の活躍というのは職場の

中で上司が女性になるということとイコー

ルではないのだと私も思います。仕事の仕

方の中で、もし自分の子どもが熱を出した

といったら、｢じゃあ、ここは私がやって

おくね」というように、一緒に責任が持て

る職場であれば休みやすい。地域の側から

見ても、職場の側から見ても、実は同じよ

うなことなのではないかと思います。

（永田）ありがとうございました。やはり、

自分たちだけで頑張ろうというのを変える

にも、地域に受け皿はあっても、参加者と

して保護者としてもお互い様というのがな

い状態の地域活動のままだと、池田さんの

悩みはずっと解決できない。だから、その

お互い様文化をつくることの方が地域でも

職場の中でも大事だということを西川先生

は指摘してくださったと思います。

　　会場からの意見の中に、｢課長などが50

歳前で子育て経験なしだと、全く大変さが

分からないから、『お互い様だよね』とい

う言葉すらなく、配慮もありません。だか

ら、(研究会の）政策提言の中に管理職に

向けて、ライフ＆ワークバランスの管理職

研修をしたらどうですかというのがありま

したが、研修だけでは有効ではないのでは

ないか」というご意見もあって、もっとも

だなと思いました。

　　実はある調査で、今ちょっと手元にない

ので、正式な調査名を皆さんにお伝えでき

ないのですが、育児休暇や育児休業を取っ

たことのない上司は、やはり部下が育児休

業や育児休暇を取ることに積極的には応援

できないというか、｢権利だから取っても

いいんだけどね。だけど…」という気持ち

になるらしいのです。
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　　取ったことがある方だと、｢いいよ。僕

も少し休んだだけだったけど、子どもって

日々変わっていくよ、変わっていく子ども

を見られるというのはすごくいいよ」とい

うようなことを伝えられるかもしれません。

経験がないと、いくら研修を聞いても、配

慮がないというような上司になってしまう

と思うのですが、市長、その辺りを管理職

はどう変えればいいですか。

（田中）実は、八尾市の女性職員の育児休業

取得率は100％です。でも、男性は、平成

25年度は子どもが生まれた職員が87人おり、

育児休業の取得者はゼロ、26年度は70人で

１人、27年度は子どもが生まれた職員は何

人か分かりませんが取得者は１人です。で

すから、多分１％に満たない状況です。今

言われるように、経験がない中で、なかな

か職場でその思いが伝わらないというのが

現状ではないかと思います。ただ、イクボ

ス宣言やイクメンとかいろいろありますが、

やはり職場環境の中でそれをサポートして

あげて、｢休めよ」と言ってあげられる上

司でなくてはいけないと思います。

（永田）そうですね。西川先生がおっしゃっ

た、｢お互い様だよ」｢僕もそうだったよ｣

というのは、経験がないとなかなか言えな

い。ただ、経験していないから問題を解

決できないというわけでもないと思います。

西川先生、その辺はいかがですか。地域活

動などで他の子どもたちと関わっている経

験があれば、イマジネーションで、その辺

は違ってくるものなのでしょうか。

４．地域社会活動への参加の有効性
（西川）自分の職場しか知らない男性は、自

分の職場の振る舞いしか分かりません。で

も、おやじの会などをやっていると、いろ

いろな人が来るので、会社によって全然違

うことが話していても分かるのです。｢う

ちは育休をみんな取っているよ｣、｢え、そ

んなのあるの？」という話とか、奥さんと

の関係とか、そういうモデルをたくさん見

ていくと、10年前に比べると風景が変わっ

てきたのだなと感じるお父さんは結構いま

す。それは私も含めて感じます。

（永田）そうですね。人間は、自分が何を考

えているかというのは、自分の目は外にし

か向いていないので、他の人を見たりする

ことによって、はっと鏡のように自分を振

り返ることがあります。自治体職員は理想

としては地域社会生活にもう少し関わりた

いと思っているのですが、現実は非常に少

ない。

　　今おっしゃったように、むしろ地域社会

の生活の中で西川先生が指摘されているよ

うな出会いがあり、いろいろなパターンや

多様な考えを知ることによって、管理職に

なっている上司も、もしくは管理職になる
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かもしれない職員も、違う考え方を取り入

れられて、｢休んでいいよ」と言えるかも

しれない。そう考えると、地域社会活動に

行政職員が出ていく意味はすごく出てく

る。八尾市の場合は、職員が地域に出るこ

とについて、副市長へのヒアリングの際に、

｢生活者、住民目線をつくっていくことに

繋がり大事だ」というお話があったのです

が、市長や次長もその辺りに特に力を入れ

られているのですか。

（田中）八尾市は、地域分権に相当力を入れ

てやってきています。今28の小学校区が

ありますが、そこにまちづくり協議会をつ

くっていただいて、一時は地域担当制と

言って各部局から職員を派遣し、それぞれ

出張所、コミュニティセンターにコミュニ

ティ推進スタッフという職員を配置してき

ました。最近では、すべての出張所に保

健師を配置し、｢地域と向き合う職員にな

れ」と言っています。今まで出張所の職員

はどちらかというと待ちの姿勢が多かった

と思いますが、どんどん地域に出て、相談

を聞いて、各部局につなぐ。そしてまた

しっかりとその答えを住民にお返しする。

そういったことによって住民から信頼を得

られる職員になる。

　　また、今、保健師としても女性職員が地

域にどんどん出て行っていますが、｢地域

ではこんなことが起こっているんですね｣

｢地域の人って本当に優しいですね」と

いったところで、新たな発見と新しい行政

課題を見つけています。また、地域に出た

職員が本庁に戻ってくる。フィードバック

する。地域との関わりを持った職員が住民

目線をしっかりと受け止めて、行政施策を

推進できるということになるのではないか

と思います。

（永田）確かに政策面では素晴らしいと思う

のですが、あえて逆の言い方をさせていた

だければ、それだとどうしても仕事の延長

になってしまい、個人のライフ＆ワークバ

ランスの中の、仕事を離れた素の存在とし

て地域に関わるという、個人の体験に落ち

るのか、仕事の延長なのか、今、市長のお

話を聞きながら疑問が一つ出たのです。そ

の辺りはいかがですか。

（田中）実は職員でも、八尾市に住んでいる

職員と、市外から八尾市に奉職している職

員がいます。２パターンありまして、自分

の住んでいる地域で活動する方が楽だと

いう職員と、地域はあまりにも親しすぎて、

地域の活動には出て行きたくないという人

もいました。やはり、仕事とプライベート、

家族という部分ではいろいろなことがあり

ます。しかし、そういうところから経験を

積んで、自分の地域で活動する職員も今は

相当増えたと思っています。例えば、今の

PTA協議会の会長は市職員がやっていた

りします。そうやって地域に出ていくこと

から、住民生活を住民の目線で見ることが

できるので、気づきがあったのではないか

と考えています。

（永田）そういう副次効果があるということ

ですね。
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　　今回の西川先生のお話をお伺いして、参

加者から「地域とつながるということがと

ても大事だ」とか、「西川先生のような活

動をやってくださっている方がいて大変希

望が湧いてきた」というメッセージもある

のですが、｢西川先生はどうして地域活動

にたどり着かれたのか」という質問があり

ます。私たちはライフ＆ワークバランスだ

と、まずは自分個人の充実、それから家庭

生活の充実で、地域社会は後回しになりが

ちなのかもしれない。どうして先生は大変

であろう他の人と関わりを持ちながら地域

とつながるようなことを始めるようになっ

たのでしょうか。

（西川）お配りした新聞にもちらっと書いた

のですが、子どもを一人で見ているのが嫌

だったのです(笑)。２～３歳のころ、公園

へ連れていっても、滑り台を３分やって、

ブランコを５分やって、ブランコを押せと

言われるのも嫌だし、子どもを見るのが嫌

だったのです。自分は親と遊んだ記憶が全

然なくて、｢え、俺が子どもと遊ぶの？｣

というのが最初の驚きだったのです。子ど

もに付き合っている時間、子どもの「た

め」に自分の時間を使うのがすごく嫌だっ

たのです。それで、｢じゃあ、何かしよう

か」というので、保育所の中で出会ったお

父さんと、｢畑をやってみるか」というこ

とになったのです。畑を貸し出している農

家があったので、一緒にやってみたら面白

いのです。こっちは畑を勝手にやっていて、

子どもは子どもで土があるので勝手に遊ん

でいることが分かってきました。先ほどの、

高度成長以前の図で言うと、親が勝手にそ

こでごちゃごちゃ野菜を作っているのです

が、子どもたちは周りで遊んでいるという

距離感が私にとってはすごく楽だったので

す。｢あ、これか」という感覚が分かって

きて、それがのちに、ヤキイモになってい

くのです。だから、別段、｢地域のために

俺は何かしよう」というのは全然なかった

のです。

　　それから、いろいろな業種の立場の人に

出会えるのが地域。｢ああ、そうか。地域

というのは自分が趣味とか、好きなことと

かだけでは出会えないいろいろな人たちと

出会える場所なんだ」ということが、ある

とき、飲んでみて分かったのです。そして、

人柄がさらに分かってくる。それが面白

かった。

　　自治体の皆さんと同じく、私はもともと

NPOなどを仕事にしてて、地域のことを、

まちづくりのことを考えてきました。一人

ひとりの人がこのまちが好きになって、こ

のまちで何かしたいと思うようになるには

どうしたらいいかを考える仕事です。その

意味で、仕事と趣味とが本当に重なってき

ていて、とても面白かったのです。働きか

け方次第で、みんな活躍できるようになっ

てくるのが分かったのです。それは自治体

の皆さんも同じですよね。仕事か趣味かあ

るいは地域かという二分法ではなく、皆さ

んが地域で活動をされるときに、ぜひどの

ようにしていけば住民が自分たちで動き出

していくのだろうかということを考えて

いっていただけたらと思うのです。

　　基調講演でお話させていただいた、行政
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が住民に対してサービスを提供するという

モデルで、この20年ぐらい地域社会は動い

てきています。結果、住民は行政にクレー

ムを出すものということになりました。

　　そうではない社会モデルを僕らがつくっ

ていかないと、自治体の皆さんをはじめ地

域で仕事をしている人たちは本当に希望が

なくなってしまうのではないかと思うので

す。みんな、お客さんにしておくのではな

く、少しの工夫で「俺はここで何かできる

んだ」と思ってくださるのです。その経験

を職場や地域でできると、それは未来への

希望になっていくのではないかと思います。

このサービス社会の先に何をつくるかとい

うことだと考えています。

（永田）どうしても地域活動というと課題を

解決しようと意気込んで何かを始めてしま

う。でも、西川先生のお話は、課題を解決

しようとしていたのではなく、個人の問題

だったかもしれませんが、｢自分で見るの

が嫌だった」｢一緒にやった方が楽しい｣

というところから始まり、結果的に地域の

課題を解決しているような気がしました。

その逆の発想がうまくいったのかなと、お

聞きしながら思っていました。ですから、

地域の課題を解決しようと思って何かを始

めるとうまくいかない。むしろ、自分が

困っているという個人のニーズから考えて

組み立てていくと、結果として活動が広が

るのかなと思いました。

　　すみません。また西川先生になるのです

が、ちょうど同様な、｢人を巻き込んだ活

動はどうすれば始められますか」という質

問が来ています。その辺はいかがでしょう

か。

（西川）皆さん、子どものときに遊んだ記憶

の中で、公園に行ったら、そこに今日誰が

いるかによって遊びの中身が変わっていき

ませんでしたか。大きい子から小さい子ま

でいたら、ドッジボールをしましょうとか、

小さい子しかいなかったら違うことをや

ろうと、そこにいる人でつくっていく。今

日、｢遊び」をキーワードとして話させて

いただいたのは、今日そこにいる人と何か

面白いことができないかと考える発想を持

ちたいと思うからです。自治体の人と私た

ちが仕事をするときも、｢この人は何が好

きなんだろう」｢何に困っているんだろう｣

と、取りあえず、人として知り合っていく

と、｢だったら、こういうことができない

かな」というふうに、その次にやることが

決まっていくのです。

　　あるいは自治体で、｢こういうことをや

らなければいけないのだけど」と決まっ

ていたとします。大体そうですよね。でも

そのときに、｢じゃあ、これをやるとした

ら、どうやってやると面白いですかね」と
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いうそんな感覚みたいなものがあるかどう

かですね。やることが先にあってもなくて

も、それを今日いる人と一緒にどうしたら

面白くなるかしらと考えていくと、結果的

に、その人からすると巻き込まれたという

ことになるかもしれません。発想はそんな

感じです。

（永田）ありがとうございました。埼玉にヒ

アリングにお伺いしたときに印象的なこと

がいろいろありました。今日も、ヤキイ

モの会のことをお話しくださったのです

が、｢正しいヤキイモの焼き方を追求した

ら、実はヤキイモの会は全然つまらないし、

正しいヤキイモの会を開催しようと思うと

途端にそれはつまらない。むしろ、うまく

ヤキイモが焼けなかったりする方が、次

にまたやろうというふうになったりする｣。

｢お芋の数が、人数が多くなって足りな

かった場合どうするんですか」と言ったら、

｢それは分ければいいんです。そういうこ

とが実は、地域で活動していく中の一つの

面白さなのです」というお話をなさってい

たのを思い出しました。

　　では、次長、お待たせしました。この地

域活動というのは、行政目線としての政策

の立案では大変有効です。ただ、どうして

も仕事以外で個人が地域社会に関わるとい

うところは、このアンケート結果を見ても

なかなか行政では難しいのですが、四條畷

では何かなさっていることや、個人的に思

われることがあればお願いします。

（笹田）仕事以外で地域活動に携わるという

のは非常に難しいことかと思います。その

きっかけの一つとして、四條畷では、子ど

もが生まれたときに育児休業を取ってもら

い、子どもを通じて地域に参加することが

非常に大切ではないかと考え、特に男性職

員の上司と、子どもが生まれた職員に対し

て直接、｢育児休業を取ってみませんか｣

というメールを出させてもらっています。

その中で最近、ちょっとずつ育児休業の休

暇が増えてきています。そのように、一つ

はお父さんも育児に参加するきっかけがで

きるような仕組みづくりをさせていただい

ていて、育児休暇の取得率もアップしてい

るということです。

　　もう一つは、その中で子どもを通じて地

域づくりに参加できる、参画できる仕組み

づくりに将来的にはなっていくと考えてい

ます。個人的には私もボランティアで、地

域でラグビーのコーチを20年ばかりさせて

いただいています。最初は小さい子ども

だったのが、今は大人になって、自分より

大きなラグビー選手になっている方も中に

はいます。町中で会うと、｢コーチ、今ど

うしてるの？元気？」とか、その子の活

躍を見たりしながら、地域全体で子育てが

できるという環境ができているというのが

一つあります。

　　もう一つは、保護者の中でも地域の中で

スポーツを通じて知り合った方が、行政の

施策を推進する上でお手伝いをしていただ

くことも非常にたくさんあると考えていま

す。
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５．男性の育児参加・育児休暇
（永田）子育てを通じて地域とつながるのが

一番行政職員にとってもいいのではないか

というお話だったと思います。そうなると、

やはり男性がいかに子育ての休暇も含めて

取るかというところが絡んでくると思いま

す。

　　視点を変えて、女性の立場から職場の

男性職員に、｢育児休暇を取った方がいい

よ」とか、取ることを勧めるに当たり、女

性の職員から何かアイデアや伝えたいこと

はありますか。

（藤井）私は二人子どもを産んでいまして、

１年ずつ育児休業を取っています。その中

で、子育ては不得意だと思いました。性別

役割分業みたいな意識があって、女性はみ

んな育児が得意だと思っているかもしれま

せんが、初めてやることなので、育児が得

意な女性など本当はいないのではないかと

思っています。別に女性だけが上手なわけ

ではないですし、男性でももちろんできる

ことだと思うし、子どもにとってもいろい

ろな大人、多様な人が関わる方が大事だな

と、子どもの育ちの中で思います。

　　あと、子育てを通して感じたのは、こん

なにも思いどおりにならないことが世の中

にあるのかということです。この体験をぜ

ひ男性にもしていただきたいと思います。

それが私の思いです。

（永田）池田さん、いかがですか。

（池田）女性の立場からは藤井さんと同じ意

見で、子どもにとって自分のお父さんだけ

ではなく、隣の家のお父さんやいろいろな

立場の男性が関わっている方が子どもの育

ちにとってはとてもいいことだと思います。

これはもう皆さん、よく分かっていること

だと思います。では、男性が子どもに関わ

るために休暇が取得できるかというと、職

場の雰囲気一つだと思います。私の職場は、

一昨日からまた一人、若い男性が年度末ま

で育児休暇に入ったのですが、割と有給休

暇等の制度を利用しやすい雰囲気だと思っ

ています。子どもが熱を出したと言って、

奥さんが休めないのでお父さんが帰るとい

う事例もあり、割とフレキシブルに休暇を

取りやすいと思っています。これは、以前

の所属課だとかなり難しい状況でした。職

務等にもよりますが同じ摂津市役所の中で

も制度を利用しやすい職場と、そうでない

職場があると思います。制度を利用しやす

い雰囲気作りは首長がトップダウンで行っ

てくれたら一番いいのですが、各所属長の

姿勢が、男性の休暇や育児休業の取りやす

さに非常に影響するのかなとすごく感じて

います。

（永田）ありがとうございました。やはり職

場の中で男性が育児に参加できる空気をど

うやってつくっていくのかということが大

事だというお話と、藤井さんの個人的な体

験から、ぜひ男性にも体験していただきた

いというお話がありました。

　　研究会では、埼玉ではハンズオンさんと、

新座子育てネットワークにヒアリングに行

きました。皆さん、イクメンをつくるのは
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誰だと思いますか。実は新座子育てネット

ワークさんにお伺いしたときに、｢イクメ

ンをつくるためのママの講座」というプロ

グラムがありました。先ほどの西川先生

の、｢洗濯物を畳んだら、逆に『仕事が増

えた』と言われてやる気が失せた」という

お話があったように、イクメンをつくるに

は一緒に子育てをしているお母さんが一番

有効だということで、例えばママがどうい

う声掛けをすれば男性が子育てに積極的に

参加してくれるかというようなプログラム

を開発しているのです。関東では割とそう

いうNPO、市民活動は活発です。子育て

支援といっても、いろいろな子育て支援が

あるわけで、新座さんのようにママからイ

クメンを育てるというのも、市民活動の一

つです。そういうプログラムが関西にはな

いというようなご指摘もフロアから頂いて

います。

　　イクメンを育てるのは、職場の中での意

識をつくることも一つかもしれませんが、

女性の方、ママから、パパに子育てに参画

してもらう働きかけという切り口も有効な

のだなと、今回２年間の調査で私自身も実

感しました。西川先生、イクメンをつくる

にはどうでしょう。あるいは、行政の方た

ちのコメントを聞いて、何かこんなことを

やればいいのではないですかというのはあ

りますか。

（西川）本当は、法律で決めてもらい、強制

的に育休を取った方がいいのではないかと

私は思っているのです(笑)。この父子手帖

を作るときも、｢イクメンを増やすの？」

とか、いろいろなことも聞かれたのです。

今回、イキメンという話になって、イキメ

ンを増やそうという感じで話はしています

が、一昔前は、｢お金を稼いでくれば、俺

の役割は終わっただろう。やっているだろ

う。子どもはおまえの責任だろう」と父親

は言って、責任を分割していくパターンで

した。今は、｢おうちのこともあなたの責

任よ」ということになって、｢これとこれ

とこれとこれはあなたがやるのよ」となっ

て、役割分担しましょうとなってくる。そ

うすると、｢俺はこんなに協力してやって

るじゃないか」という言葉になって、奥さ

んが激怒する。

　　この間、(テレビドラマの）｢逃げ恥」を

見ていて面白かったのですが、責任を分割

したら、｢これは君の仕事だろう」みたい

な話で、すごく事務的なやり取りになっ

て、そのやり方が破綻したというのがドラ

マのエピソードになっていました。だか

ら、その逆で、父子手帖で伝えたかったこ

とは、男だったらこうするものだ、女だっ

たらこうするものだと－僕らはこれを「も

んだ民」と呼んでいるのですが－いうので

はなくて、あるいは、｢今の理想の男はこ

うだからそれになりましょう」ではなくて、

今一緒に生活をしている目の前の相手の人

が言っていることを聞きましょう、一緒に

考えましょうよ。ということだけなんです。

そして、もう一つは、地域の人が迎えてい

ますよということ。この二つを何とかこの

中に入れ込みたいということでした。

　　だから、イクメンを増やすにはどうした

らいいかという視点だと、私もあまり答え
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はありません。先ほど言ったように、法律

で決めてくれと思うぐらいです。

　　強制的に育休を取らされるということに

なった方がいいのではないか。なぜかとい

うと、先ほどの課長さんと一緒で、ある程

度体験があった方が想像力が働きやすいこ

とはあると思うのです。もちろん、経験が

仮になかったとしても、人として相手と一

緒に、｢今日どうする？」ということを考

えていける。そんなふうになっていくとい

いなとは思っています。ちょっとやったら

分かった気になるのではなくて、きちんと

パートナーの話を聞く。これを、イクメン

をつくると言うのであれば、そう言っても

いいかなとは思っています。論点がずれて

いるかもしれませんが、そんな感じです。

（永田）今の西川先生のお話を法律でやろう

としたのがドイツのメルケル首相です。女

性の首相だからなのかどうか分かりません

が、ドイツでは育児休暇を男性と女性が半

分ずつ取るのです。例えばその家庭が６カ

月取るなら、半分ずつでないと駄目なので

す。またどちらが休むかとなると、ジェン

ダーギャップ指数の中にもあるように、男

性の方が経済的には給料が高い場合が多い

ので、男性が休む方が経済的に損です。で

すから、男性が休んだ場合は差額分を補助

するような政策を考えたりしているようで

す。

　　これはずっと続くものではなく恐らくポ

ジティブアクションと同じで、次のステッ

プに行くまでの、時限的に特別な措置をと

るという話でしょう。私もそれぐらいや

らないと日本は変わらないのではないかと

思っている一人です。やるかやらないかは

別として、検討の過程でいろいろな議論が

生まれた方がいいなと思います。極端な議

論があると、結局、いろいろな視点から検

討することになるからです。

　　ただ、｢職場の中で一緒に考える、や

る」というのは先ほどの西川先生のキー

ワードだったと思うのです。つまり、ライ

フ＆ワークバランスがそれぞれの職員に

あるわけで、子育てをしている人もいれ

ば、私のように、今介護をやっている職業

人もいるわけです。そうすると、池田さん

の言われたように、そういったものを一緒

に課や係の中で考える。漠然としています

が、それも一つのキーワードだと考えまし

た。その一緒に考えるというようなところ

をつくるとしたら、市長、行政の中でどう

いうことが考えられますか。

（田中）僕はトップダウンで「これをやった

ら？」｢あれをやったら？」ということも

非常に多いのですが、八尾市の職員は非常

に優秀だと思っていますので、組み立てを

し、職場討議をし、それを組み上げていく

と、必ず成果は上がってくるのです。職員

は素晴らしいものを持っていると思うので、

やはり、目標をしっかり立てる、計画を作

ることによって、行政が動くのではないか

と思います。
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　　ですから、今日のお話をいろいろ聞いて

いて、次の市のトップ会議では育休を必ず

取る方法を考えるというトップダウンと、

それを受けて職員が目標・計画を作りあげ

て対応するということが双方にとっていい

のではないかなと思います。

（永田）ということは、八尾市役所は少し経

つと、「私、今年は何日休みます宣言」み

たいなのが始まるということでしょうか。

（田中）まず、僕からトップダウンで指示し

たわけですが、職員は、女性の登用など、

しっかりと計画を作って目標をこういうふ

うにすると決めて、きちっとやっています。

ですから、多分うちの職員は、イクメン、

イキメン、そういう活動に参加する職員が

必ず出てくると期待しています。

６．ライフ＆ワークバランスと業務量削減
（永田）ありがとうございます。それで、宣

言をするというところと多分表裏一体にあ

るのが、｢本当に休めるの？」という現実

面だと思うのです。というのは、研究会で

もいろいろなアンケートを取っていますと、

制度はあるけど本当に取れるかというと、

業務の量を考えたり、自分が休んだら仕事

が滞ってしまうのではないかと思ってしま

い、つまり業務量、仕事の量を減らさない

限り、職場の風土をつくろうが、宣言しよ

うが、なかなか難しいという現実があると

思うのです。

　　ですから、幹部職員の仕事の一つとして、

今までも業務量を減らすことに取り組んで

いると思いますが、ますます業務量を減ら

していかない限り、働き方改革というとこ

ろも含めて、西川先生の暮らし方改革には

つながっていかないと思うのです。業務量

を減らすというところでは、次長、四條畷

ではいかがでしょうか。

（笹田）業務量をいかに減らすか。これは一

人ひとりの気持ちの部分だけでは何ともな

りません。一つはシステマチックに機械を

導入することなども考えながら、もう一つ

は対話をする。例えば地域住民と一緒にや

るような仕事であっても、今までは任され

ていた部分について、住民協働でやるとか、

そういう視点を持ちながら業務の改革をし

ていくべきだと考えています。

（永田）業務量をみんなが減らすことを考え

ながらやっていくしかないということだと

思うのですが、市長、業務量を減らすとい

うのはどうですか。

（田中）僕も非常に効率主義です。例えば、

イベントが二つあったら、この二つを一つ

にして半分の仕事にするとか。そんな話を

させていただいています。仕事を少なくす
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る仕組みをつくることが行政の効率化につ

ながる。そのことがワーク＆ライフバラン

スであり、超勤も減ることになると思って

います。

（永田）ありがとうございます。減らす仕組

みというのは、多分きちんとした分析が必

要で、行政評価やいろいろな仕組みがあり

ますが、今の行政の仕組みだと減らせるも

のと減らせないものがある。私は一時、大

阪市の改革のお手伝いを關市長さんのとき

にやっていました。１個ずつの事業の業務

量を減らしてもたかだか改善しかできない

ので、一つの局や大きな事業の括りで何が

無駄で何が必要か、シミュレーションを含

めてやったのです。そうすると、何が無駄

かという枠を超え、そもそも何が課題かが

分かります。ですから、行政の方たちの仕

事量を減らすには、今のみんなができる範

囲の削減プラス、大きな事業の塊の中でロ

ジカルに分析することもやらないと、なか

なか合意形成は難しいと思います。

　　皆さんも多分テレビで記憶にあると思い

ますが、東京都の、オリンピックでＡ会場、

Ｂ会場、Ｃ会場、Ｄ会場でやったらコスト

がどうだという方法です。住民との合意を

図るためにも、行政の専門性、能力を高め

ないと、大阪市や東京都で実施している事

業分析はすぐにできません。

　　そして、事業分析ができると、それを

ベースに住民と、この事業でどこがおかし

い、Ａのまま行ったらこうで、Ｂのまま

行ったらこうなると話し合える。そういう

専門性をより高めることも、実は業務量を

減らす中では必要です。私は都市公共政策

分野という大学院で、教えたり研究したり

していますと、気持ちの醸成も必要ですが、

ロジカルに専門的な分析をしながらどこを

どう変えるべきかという議論もやっていか

ないと、なかなか業務量を減らすというこ

とは描けないと思っています。

　　では最後の議論になります。先ほどの研

究会の提言として、｢職員自体の専門性を高

めるようなキャリアプランをつくっていか

ないといけないのではないでしょうか」と

提言させていただきました。これは業務量

を減らすには直接的に仕事の量を減らすこ

とに加え、専門性を高めることで行政の仕

事が効率的にできるという意味です。市長、

今後の検討課題として、キャリアプランに

ついては行政組織での展開はいかがですか。

７．自治体職員のキャリアプラン形成
（田中）今日のお話も、ずっといろいろと聞

かせていただいて、やはり、何を目指して、

何を大切にしながら、自分のしたい仕事を

するということ。僕は仕事が大好きなので、

みんなから働き過ぎだと言われていますが、

非常に楽しみながらやらせていただいて

います。しかし、行政職員は人事があって、

自分が思っているところと違うところに配

属されたりします。そのことをしっかりと

行政的にも受け止める人事政策が要るのか

なと思います。そういうプランは作れない

ことはないと思うのですが、なかなか難し

いと思っています。

（永田）自治体の規模や仕事によって形成方
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法が難しいところだと思います。自治体か

ら大学院にきた修了生の一人が「自治体職

員の専門性」に関して研究をしました。例

えば、静岡県では35歳をすぎるとキャリア

申告をする、自分はどういう分野で活躍し

たいのかを申請するのです。それを研修な

どをリンクさせながら専門人材を育ててい

くという取り組みがありました。人事課等

の人事異動がありますから、実際のマッチ

ングがうまくいっているのかという疑問が

わくと思いますが、全員がそのキャリアを

申請するわけではないので、それなりにで

きていることもわかりました。県と市は仕

事の範囲が違うので、静岡県でやっている

ものをそのまま市の仕組みとして持ってく

ればいいというわけではないと思うのです

が、そういった仕組みの検討もぜひ自治体

の中で、市役所の中で何ができるのかを少

し検討していただくと、またモデルケース

にもなり自治体間にも広まるのではないか

と思います。専門性というところでいうと、

次長はどうですか。

（笹田）私どもの人材育成の基本方針の中で

も、職員としての職務能力の養成期間と、

職務能力の発揮期間という二つが出ていま

す。養成期間の間に多くの機会を通じてい

ろいろな職務を学んでいただくことを一つ

やっています。その中で職員の人事異動の

希望なども３年に１回取りながら、全てが

かなうわけではないですが、その中で希望

される人事配置をしながら、職務の能力を

養成・発揮していただくという感じで、人

材育成基本方針を立てて実践しています。

（永田）もう一歩踏み込み、専門人材を育成

するためのキャリアの育成をどうやってい

くのかだと思います。というのは、行政組

織は官僚制度という側面から見れば、４月

１日に人が替わっても続いていくという仕

事のやり方なのです。つまり、うがった見

方をすれば、その仕事はあなたである必要

がないと言われている組織設計です。仕組

みとして、異動があっても誰がそのポスト

に就いても仕事が回っていくようにつくら

れているのが行政組織の一つの強みなので

す。誰であっても一定の同じサービスが住

民にできる。でも、それは個人の目線から

見ればやる気をそいでいるわけです。また、

公平で慎重で継続性があるというのが行政

の仕事ですから、規則、マニュアル、基準

等が仕組みとしてある。ですから、研究会

の提言でも言わせていただいた、キャリア

プランや個人の専門性をどうつくっていく

のかが一つのポイントになっていく気もし

ます。

　　時間になりましたので、最後に、言い足

りなかったこと、お伝えしたいことを一言

ずつ頂いて、パネルを閉めさせていただき

たいと思います。

８．まとめ
（池田）私が２年間で学んだことは、女性の

活躍というのは女性だけではできないとい

う当然のことと、男性が求められているこ

とがすごく多くて、男性がすごく生きづら

いということです。これは研究会に入って

知りました。だから、男性の生きづらさな

ども女性が理解した上で、職場は仕事ばか
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りやりたい人だけではないと思うので、自

分のやりたいと思っているライフ＆ワーク

バランスが実現できるような組織や社会を

つくるために何ができるのかを、一人ひと

りが考えなければならないと思います。理

想ばかり言っていても始まらないので、個

人でできること、それぞれの役職でできる

ことを考え、実現していかないと何も変わ

らないと非常に思いました。

（藤井）私も２年間を通して永田先生からい

ろいろなことを教えていただいたのですが、

一番強く感じたのが、自分の頭で主体的に

物事を考えなさいということです。そうす

ることで、男性も女性も自分がやりたいこ

と、なりたい自分を目指していくことがで

きる。女性の活躍は単に女性にとってのこ

とだけではなく、個人にとっても意味のあ

ることだし、社会にとっても意味のあるこ

とだなと感じました。

（笹田）研究会の提言や、西川先生の貴重な

講演を踏まえながら、行政として地域の中

で、地域社会全体がよりよい豊かな社会に

なるような形で職員の人材育成をしていき

たいと考えています。

（田中）先ほどから、地域の視点や、行政は

住民とともにまちをつくるということで、

地域課題をしっかりと捉えながら八尾市は

進めていきたいと思っています。その中で、

行政の中でできること、外でしかできない

ことがあります。外については、やはり住

民との協働で、八尾市は各小学校区を基本

単位とするまちづくり協議会に対し200万

～300万円の校区まちづくり交付金をお渡

しし、地域が自主的に取り組まれる活動を

支援しています。

　　それから、行政は行政で当然、仕事の仕

方を変える。例えば、水道局庁舎を新しく

しましたが、机の上に書類は一切出ていな

い。整理整頓して仕事が明確になり、ス

ムーズな事務ができる職場ができ上がりま

した。これを全庁的に進めようとしていま

す。なかなかすぐにはいきませんが、一つ

ひとつ実例をつくりながら、庁内に拡大し

ていきます。そういった意味では職員自ら

が思いを持って考え、計画をつくって行動

してもらうことが行政の効率化になります。

ワーク＆ライフバランスも、女性の働き方

も必ずそういう計画に乗せながら実践、実

現することができる職員ですから、私は期

待しています。

（永田）西川先生、いかがですか。

（西川）私の講演は、写真でいっぱいで、こ

の人は何を言っているのだろうというよう

な感じだったかもしれません(笑)。大きな

企業なり自治体なりで働いてきたわけでは

ないので、職場の中のことをリアルに語る
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ようなことは私にはできないと思ってい

ました。父も姉も兄も公務員ですが（笑）。

役所の中のいろいろな空気などはずっとそ

ばで見ながら、ちょっと違うことをずっと

やってきたというのが私でした。

　　そんな私を呼んでいただいた一つの大き

な理由は、遊ぶというか、何かをしてみよ

うと思うという気持ちはどうしたら生まれ

るのかということなのだという理解で今日

は来ました。

　　遊びは「メニュー」ではないのです。幼

稚園児の言葉で、｢先生、この大縄跳びが

終わったら遊んでいい？」という言葉があ

ります。これはお分かりでしょうか。その

人にとってやりたいことが遊びなのだとい

うことです。

　　私がNPOで自治体と一緒に仕事をする

ときに、すごくやりやすいと思うのは、そ

の担当者がやりたいことがあるときなので

す。この事業を通じてこういうことをやり

たい。あるいはこの事業を、｢私は本当は

やりたいことがあるのだけど、今年はこの

事業をやらなければいけないから、どうせ

ならもともとやりたいことと引っかけてこ

ういうふうにやりたいのです」と言ってく

ださる自治体職員の方と仕事をするときは

本当に楽しい。僕たち外部にいる人間が一

番楽しく仕事ができるのは、大きな組織の

中にいらっしゃる方で、何かしたい人と出

会えたときです。影響力もありますし、い

ろいろな予算を使えたりもします。その意

味では、私がやりたいという「私発」の仕

事の仕方がもっと大きな組織の方にいっぱ

いできるといいのに、と願っています。

　　そのためには多分、育児をしたことはな

いかもしれないけれど、職員と一緒に何か

したいという人が上司にいてくださると、

部下の雰囲気は大きく変わるだろうと思い

ます。だんだんそういう人が増えていくと

いいですね。時間はかかるかもしれません

が、住民と一緒にやるのはやっぱり面白い

ことだよねという実感を持った人が管理職

になってくれるときに、初めて社会が変

わったと言えるのではないでしょうか。今

日いろいろなやり取りをさせていただきな

がらそう感じました。今日は本当にどうも

ありがとうございました。

９．閉会のあいさつ
（永田）時間が過ぎてしまいました。パネル

の進行上、すべての質問にお答えすること

ができず、申し訳ありませんでした。今日

の女性の活躍をどうやって自分、組織、地

域に生かすかということで皆さんとこう

やって少しお話をさせていただきながら、

「女性の活躍の議論は次の社会をつくるこ

とにつながっていく。個人の暮らし方や働

き方、組織の働き方が次の世代や次の社会

を考えることになる」これは研究員の方々

と２年間やってきた際の目的の一つです。

今日の議論がご参加の皆さまの明日の１歩、

もしくは３年後の何かになれば、このシン

ポジウムも開催してよかったなと思います。

　　長時間お付き合いいただき、本当にあり

がとうございました。またパネリストの皆

さま、ほとんどがシナリオどおりではない

進行にご協力いただき、本当にありがとう

ございました。
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平成27・28年度「女性の活躍促進研究会」報告書

研究員所属自治体マップ
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ⅰ．研究会と本報告の概要

政府の方針として女性管理職の積極的登用が進められ、平成28年度から女性活躍推進法により、

地方自治体は女性職員に関する状況を把握し、活躍についての推進計画を公表することになりま

した。様々な状況に置かれた女性が自らの能力を発揮し、多様な働き方を実現するには、男女を

問わず、意識の変革が求められています。

そこで、マッセOSAKAでは平成27年５月に「女性の活躍促進研究会」を立ち上げ、｢女性の

活躍」とは何を意味するのかを考え、女性がより自分らしく輝くための仕組みや具体的な方策に

ついての研究をスタートしました。

平成11年に男女共同参画社会基本法が制定され、｢性別に関わらず、あらゆる意思決定の場に

男女が平等に参画していくこと」が基本理念としてうたわれていますが、実際の女性参画状況は

高いとは言えません。

また、女性活躍推進法にある「女性に対する採用や昇進等の機会の積極的な提供及びその活用

が行われること」といった内容を推し進める前提として、仕事と家庭の両立に不安を感じ、自ら

のキャリアをどう描いていけばいいのか、戸惑いを覚える職員も少なくありません。

このような現状に疑問を持ち、自治体職員としてどう働き、どう生きることが「自分らしく」

あることなのかを考えるため、働くことに関する男女の意識や「ライフワークバランス」に関す

る現状と課題を明らかにすることを目的に、この度、研究員が所属する自治体（６市）において

｢ライフワークバランス」に関するアンケート調査を実施しました。

本報告は、その調査結果をまとめたものです。研究会としての活動の一部ではありますが、

ご覧いただき、市町村行政の充実と職員の意識向上の一助になることを願っております。

　　平成28年３月

 女性の活躍促進研究会一同
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ⅱ．｢ライフワークバランス」実態調査 アンケート結果

１．調査概要

（１）調査方法

　・実 施 方 法：質問紙調査法

　・調査対象者：自治体職員300人

　　　　　　　　 府内６市（茨木市、摂津市、門真市、四條畷市、高石市、八尾市）各市の職員

を無作為で50人ずつ抽出

　・調 査 期 間：平成27年10月28日～11月20日

（２）回収結果

配　布　数 回　答　数 有効回答率

300 人 238 人 79.3％

（３）調査結果の見方

　・ 集計結果はすべて、小数点第２位を四捨五入しており、比率の合計が100.0%にならないこ

とがあります。

　・ 回答比率（％）は、その質問の回答数を基数（n＝number of case）として算出していま

す。

２．回答者の属性

　・性　　　別　　　男性137人、女性101人

　・年　　　齢
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　・職　　　種

　・役　　　職

　・配偶者の有無

　・子どもの有無
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３．アンケート結果
Ｑ１．やりがいをもって仕事ができていますか。

男女ともに「それなりにできている」が最も多く、女性75.3％、男性69.2％である。
２番目に多いのは、女性は「かなりできている」が13.4％であるのに対し、男性では「あまり
できていない」が15.0％であった。
｢かなりできている」｢それなりにできている」と『できている』を回答した人は、男女ともに８
割を超えていた。
｢あまりできていない」｢まったくできていない」と『できていない』を回答した人は、男性
18.8％、女性11.4％と、男性の方が多かった。

｢あまりできていない」｢まったくできていない」の『できていない』を回答した男性は、40歳
代が最も多く24.5％であった。一方、『できていない』と回答した40歳代の女性は3.4％と、男性
と比べてかなり少ない。他の年代に比べ、40歳代は仕事への考え方や向き合い方が多様な時期で
あることが伺える。
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Ｑ２．やりがいをもって仕事をするために何が必要と思いますか。(３つまで選択可）

〈その他の自由意見〉　・仕事後の余暇・趣味　　・達成感が味わえる
　　　　　　　　　　　・地域住民との信頼性　　・ある程度裁量がある　

男女ともに「職場の人間関係が良好」が最も多い。
女性は、２番目に「仕事を通じて自己成長ができる｣、３番目に「仕事と私生活のバランスがと
れている」が多く、男性は２番目に「仕事と私生活のバランスがとれている｣、３番目に「仕事の
目標・目的が明確にされている」と「仕事を通じて自己成長ができる」が多かった。
｢やりたい仕事ができる｣、｢仕事の成果に応じた給料（報酬）がある｣、｢仕事を通じて、他人か
ら感謝される」については、男女差があり、女性より男性が多く選択していた。
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Ｑ３．管理職への昇格・昇進について

３－１．管理職になることを希望しますか。

　　　　(すでに管理職の方は、管理職になることを希望しましたか｡)

管理職になることを希望する（した）割合は、29歳以下では男女共に33.3％と同数であった。
女性は年齢が上がるにつれ、管理職になることを希望する（した）人が少なくなる傾向にあった。
一方、男性は年齢が上がるにつれ、管理職になることを希望する（した）人が多くなる傾向にある
ものの、40歳代で減少がみられた。
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３－２．管理職になることを希望する（した）理由は何ですか。(３つまで選択可）

〈その他の自由意見（抜粋)〉
　・管理職になりたくないという明確な理由が自分自身の中で見当たらないから。
　・責任あるポジションの方がやりがいが大きそうだから。
　・組織で仕事をする以上、当然のことと考えたから。
　・希望するまでは思っていないが、経験を積んだ上で管理職になることには抵抗はないから。
　・理想と思える女性上司と一緒に仕事をしたから。

管理職を希望する（した）理由で最も多いのは、男女ともに「自らが成長できるから」であっ
た。次に女性は、｢自分の能力をさらに発揮したいから」が多く、｢自らが成長できるから」と合わ
せると約64％が自己実現・自己成長をあげている。
一方、男性は、｢給料が上がるから」が２番目に多く、女性の回答では全くみられなかった「肩
書がほしいから」もあった。それらを合わせると、約27％が他者からの評価をあげている。
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３－３．管理職になることを希望しない（しなかった）理由は何ですか。(３つまで選択可）

〈その他の自由意見（抜粋)〉
　・子どもとリアルタイムで過ごしたかったから。
　・専門職としての能力を高めることが、本市への貢献につながると考えたから。
　・管理職手当と責任の重さが釣り合っていないため。また、管理職に魅力を感じないから。
　・自分から管理職になる、ならないというものではないと考えるため。
　・管理職としての能力を持っていないと考えるから。

管理職を希望しない（しなかった）理由として最も多いのは、女性は「家庭と仕事の両立が困難
だから」であるが、男性は「自信がないから」であった。次に多いのは、男女ともに「責任が重く
なるから」であった。
年代別にみると、女性は30歳代・40歳代で、男性は30歳代で「家庭と仕事の両立が困難だか
ら」が最も多く選択されており、管理職を希望しない理由として、子育て世代のライフワークバラ
ンスが課題であることが伺えた。
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Ｑ４．この１年間の平均帰宅時間は何時ですか。(繁忙期を除く）

男女ともに、一般職より管理職の方が帰宅時間が遅い傾向にある。
男性管理職の約70%、女性管理職の約60%が19時以降に帰宅している。
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Ｑ５．ライフワークバランスについてお尋ねします。

５－１ ．ライフワークには【仕事の領域、地域・社会生活の領域、家庭生活の領域、個人の領

域】の４つの領域があると言われていますが、あなたが考える４つの領域の理想のエネル

ギーのかけ方はどれくらいですか。４つのエネルギー全部で100％とします。

５－２．反対に、ライフワークバランスの実際のエネルギーのかけ方はどれくらいですか。

※「地域・社会生活の領域」…地域・社会でのボランティア活動や社会貢献活動を指します。

　「家庭生活の領域」…家庭での役割（父、母、妻、夫、娘、息子など）を果たす領域です。

　　　　　　　　　　　 既婚・未婚、同居・別居に関わらず、家族との関係性のなかで生まれる

責任や行動を指します。

　「個人の領域」………仕事、社会、家庭での役割を離れた個人の領域を指します。

　　　　　　　　　　　（趣味などの自由な時間）

理想と現実で一番差が大きいのは「仕事」の領域であり、理想より現実には多くのエネルギーを
｢仕事」にかけている。そのため、他の全ての領域（｢地域・社会生活｣、｢家庭生活｣、｢個人｣）が
理想より現実には少なくなっている。
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■現実のエネルギーのかけ方の詳細結果

子どもの有無で比較すると、子ども有の人は
｢家庭生活」の領域が高く、｢個人」の領域が低い｡
その中でも、子ども有の女性は、他に比べ「家
庭生活」の領域が最も高く、｢仕事」と「家庭生
活」の領域を合わせると約９割のエネルギーをか
けており、｢個人」の領域が最も低い結果となっ
ている。
｢地域・社会生活」の領域については、子ども
無の男性は2.9%であるのに対し、子ども有の男
性は5.0%であり、子どもを通じて「地域・社会
生活」にエネルギーをかけていることが伺える。

※現実【個人の領域】のエネルギーのかけ方

｢個人」の領域について、子ど
も有の男女を比較すると、男性よ
りも女性の方が「個人」の領域が
低い。さらに子どもの年代別に比
較すると、小学生の子どものいる
女性の「個人」の領域が最も低い
結果となった。
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５－３．ライフワークバランスの理想に近づけるために何が必要だと思いますか。

　　　　(３つまで選択可）

〈その他の自由意見（抜粋)〉
　・業務量に見合った人員の配置、仕事量の見直し、人員増
　・人による仕事量のバラつきをなくす
　・仕事をしすぎることを良しとする風潮をなくす
　・職場の人的余裕の確保と生産性を高める組織マネジメント
　・すべての人の働き方の概念を変えること、男性の家事能力向上

男女とも「職場風土の改革｣、｢仕事の効率化｣、｢自分自身の意識・行動」の回答が多く、｢上司
の支援｣、｢新たな制度の構築」の回答は少なかった。
仕事の効率化を図ることで、職場全体にも自分の意識にも余裕が生まれ、休暇等制度を利用しや
すくなるという意見もあった。
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５－４．ライフワークバランスを保つためにもっとも有効と思う制度はどれですか。

　　　　(１つのみ選択）

〈その他の自由意見（抜粋)〉
　・正規職員数の増加　　　　　　　　　　　　・多様な働き方の選択制
　・長時間労働につながる業務構造の改革　　　・業務量に応じた体制の整備
　・サービス残業防止、職員の業務量や時間管理できない管理職への指導
　・集中業務タイム制（例えば、14時～15時は電話や課内の取り次ぎなしでデスク
　　ワークに集中するなど｡）

｢定時退庁・ノー残業デーの順守」と「有給休暇の活用」が多く選択されている。
質問５－３「ライフワークバランスの理想に近づけるために何が必要だと思うか」で「職場風土
の改革｣、｢仕事の効率化｣、｢自分自身の意識・行動」が多く選択されたことから、仕事の効率化を
図り、定時退庁や休暇取得しやすい職場風土づくりや個人の意識改革をすすめることが、ライフ
ワークバランスを保つために有効であると考えられる。
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Ｑ６．育児休業制度についてお尋ねします。

６－１．取得した経験がありますか。(出産補助休暇、産前産後休暇などの特別休暇は除きます｡)

既婚・未婚を問わず、男性と女性を比較すると、男性の育児休業取得率は5.3％で、かなり低
かった。

（育児休業取得経験のない人のみの回答）

６－２ ．育児休業制度を取得したいと思いますか。またはしたかったですか。（制度がなかった

方は制度があった場合を想定してお答えください。）

男性の約40%、女性の約90%が育児休業の取得を希望している。
男女ともに、子ども無に比べ、子ども有の方が「取得したいと思わない」と回答した割合が高
く、その中でも、子ども有の男性の約35%が「取得したいと思わない」と回答している。
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（育児休業取得経験のない人のみの回答）

６－３．育児休業制度を取得する状況になった場合、取得できると思いますか。

　　　　(制度がなかった方は、取得できたと思いますか｡）

〈育児休業を取得できると思う理由（抜粋)〉

【男性】
　・一応公務員なので、申請すれば認められ
　　ると思う。
　・自身の意思があるかが問題であると思う。
　・男性でも取得した人がいると聞いたので。

【女性】
　・取得されている人も多く、職場の理解も
　　得やすいと思うから。
　・仕事を調整しやすい環境にある。
　・女性だから。

〈育児休業を取得できないと思う理由（抜粋)〉

【男性】
　・「取得します」とはとても言えない。
　・職場に負担や迷惑をかけるから。
　・仕事を離れるのは「こわい」から。
　・男だから。

【女性】
　・職場の人員が足りてないと日ごろから周
　　りの人が言っているから。
　・上司・同僚の理解が得られない。

女性の93.3％が「取得できると思う」を選択しているのに対し、男性は65.8％が「取得できる
とは思わない」を回答している。
男女ともに、子ども無に比べ、子ども有の人が「取得できると思わない」と回答している割合が
高い。



62 おおさか市町村職員研修研究センター

平成27・28年度「女性の活躍促進研究会」報告書

Q７．育児休業の取得について、夫婦における理想的な取得期間の割合をお答えください。

　　　夫　：　妻　＝　（　　：　　）※合わせて10になるようにご記入ください。

夫婦における理想的な育児休業取得期間の割合については、男女別では大きな差はない。
子ども有の女性では、夫の理想的な取得期間が他より短い。
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Q８．介護休暇についてお尋ねします。

８－１．介護休暇を取得した経験がありますか。

８－２．介護休暇を取得したいと思いますか。

　　　　(制度がなかった方は制度があった場合を想定してお答えください。）

男性では53.9％、女性では66.0％が、介護休暇を「取得したいと思う」と回答している。
男女とも、年代が高くなるほど、「取得したいと思う」が多くなっている。
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８－３．介護休暇を取得する状況になった場合、取得できると思いますか。
　　　　(制度がなかった方は、取得できたと思いますか。）

男性の49.6%、女性の61.7%が「取得できると思う」と回答している。
年代別に比較すると、男女ともに30歳代は他の年代に比べ「取得できると思う」と回答した割
合が高い。
50歳代以上の女性の73.3%が「取得できるとは思わない」と回答している。

〈介護休暇を取得できると思う理由（抜粋)〉

【男性】
　・介護は男性も協力しやすいから。
　・育児休業よりも理解が得られそう。
　・仕事上での責務を果たし、職場での周囲
　　の協力があれば可能だと思う。

【女性】
　・制度が確立されているから。
　・「お互い様」の認識で、取得するために
　　協力すべきだと思うし、その必要がある。

〈介護休暇を取得できないと思う理由（抜粋)〉

【男性】
　・介護休暇への理解が進んでいない。
　・管理職の立場上できない。
　・本当は取得したいが、経済的に厳しい。
　・職場の状況を考えると長期での取得がで
　　きる状況にない。

【女性】
　・育児休業よりも取得している人が少なく、
　　また必要性に説得力が弱い気がする。
　・周りで取得している人がいない（前例が
　　ない)。



65おおさか市町村職員研修研究センター

４．ライフワークバランスに関する実態調査

4

Ｑ９．ライフワークバランスに関して、ご意見があればご記入ください。
　　　 いただいたご意見を、内容別に分け、｢職場風土」｢意識改革」｢業務改善」｢人員配置｣

｢制度の充実」｢その他」の６つの分類に整理し、掲載しています。内容が複数の項目に該
当する場合は、重複して掲載しています。

職場風土について

職場の文化の改善、他の一部上場企業の内情を知る、管理職への教育、経営の視点を持つこと等が重要にな
ると思います。

利用できる制度はあるが利用しやすい職場風土ではないと思う。権利があるのに利用できないのは周りの目
を気にしすぎていると思う。日々の仕事を本当にがんばっていれば周りも理解し協力してくれると思う。権
利と義務の両立が大切だと思う。実行はなかなかムズカシイ…。

ただ休業・休暇を取得するだけでライフワークバランスとは思わない。休業・休暇を取得しやすい環境、管理職の意
識改革及び適材適所への業務配分、配分した業務の管理による、人事政策と管理職の育成も必要であると考える｡
また、育児中の若手職員の給与で、配偶者が専業主婦であれば、育児休業を取得すると収入が減るので、取
得できない。共働きでも収入については休業取得の重要ポイントではないかと考える。

様々な休暇制度があるが、実際に取得する環境が整っていないので、現代にあった意識改革、環境整備が必
要ではないか。また、上司が積極的に取得しないと部下から取るのは難しい。

今は定時で帰宅できているので、どちらかが犠牲にならずに仕事も家事もできている。子どもができたり、
残業が続くとどうなるか分からないし、不安である。定時で全庁的に帰れる雰囲気があれば気は楽になる。
周りの理解（職場・夫・親など）が必要。

介護休暇は取得したかったが、係長で現実的に取得できなかった。職場環境上、休暇がとれなかった。多く
の管理職が休暇を取得できない状況だと考えている。ライフワークバランスを考える前に、必要な休暇を取
得できる環境が必要だと思う。人員の確保と若手の指導が今後の行政の在り方だと思う。

ワークライフバランスのために様々な制度を設けても、利用ができなければ絵に描いた餅だと思います。
各人が望むワークライフバランスを実現するためには、個人個人が必要とされる能力の向上に努めるだけで
なく、組織のトップや人事部門がリーダーシップを発揮し、職場風土・意識改革を行うとともに、過重労働
にならないように各職場での適正な人員配置を行うことが重要だと思います。
また、男性の働き方を変えるのもワークライフバランスを実現するうえで重要だと思います。

ライフワークバランスができず、仕事漬けの日々を送ったこともあります。当然体調を崩し、仕事をしばら
く休ませてもらいました。職場にプライベートを重視する人がいて、その人が毎日定時で帰るせいで、他の
職員が残業して仕事を終わらせなければならないという悪い職場環境もあると聞いたことがあります。ライ
フワークバランスの確立の為に、職場内での仕事の分担をなるべく公平にし、退庁時間や有休取得率など、
全員の足並みを揃える必要は高いと思います。

仕事にやりがいを感じ、とても大切だと思っています。が、仕事の内容が過密で（これは職場の工夫や努力
だけでは解決できないと思っています）休暇をとることが非常に難しいです。仕事と家庭、社会貢献、自分
の時間を各々豊かにするためには（今の私の現状では）休暇制度を活用できるようになることかと思います｡

生産効率の低い労働（特に公務員？）を行い、社会風土としてサービス残業が求められる現状では、よほど
の大企業以外ライフワークバランスなど不可能だと思う。

育児休業等を取得するにはやはり、職場内の理解がかなり大きなウエイトを占めると思う。研修等を頻繁に
行い、意識改革をしなければなかなかライフワークバランスが進まないと思います。

ライフワークバランスについて、制度の整備は充分に行われているものと思います。
あと、活用できる風土・状態をどのように作っていくかが大きな課題であり、国をあげての意識改革がどこ
までできるかがカギを握っているものと感じています。

民間企業などではほとんどの人が長時間残業していて、帰るのに勇気がいると思います。公的な機関だけで
なく、民間にも女性だけでなく皆が残業せずに働きやすい環境をつくらないと、日本経済を考えると意味が
ない。(労働人口の減少や高齢化社会への対応など）
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どれだけ制度が充実していても、制度を利用できる環境がなければ無意味だと思います。まずは職場環境の
改善を進めることがライフワークバランスにとって重要ではないかと思っています。

｢両立ができる」又は両立とまではいかないまでも「無理をしすぎず」にしなければ働き続けることができな
い。そのためには周りの理解、家族の協力が必須だと思います。

個々の意識としては大切だと考えている人が多いとは思うが、声をあげると「仕事がしたくない」「場を乱
す」等の境目が難しく、不安を感じる人が多いのではないかと思う。ポジティブアクション等と同じように
制度としてライフワークバランスが実践できる職場のサポートをするのが良いと思う。私の市でも行政改革
を行っているが、そのテーマとして各課に取り組んでもらうのも一つの方法だと思う。

有給休暇や育児休業、特に育児休業については男性は取得できない職場環境ができてしまっています。ライ
フワークバランスを保つためには、そのような環境を変えていくことが必要だと考えます。

仕事をとるか家庭をとるか、女性も男性も二者択一を迫られていると思います。どちらをとるのも一つの道
ですが、両立するのも一つの道であり、片方を犠牲にしなければやっていけない社会の成り立ちに大きな不
満を持っています。人事異動があり、新しい所属での初日の４月１日、私は子どもの進級式で仕事を休みま
した。そのことについて、前所属の上司より注意を受けました。なんかそういう小さな圧力の積み重ねで、
これらの積み重ねこそが私の正職員としての働き方を阻んでいくのだと思います。

職場の周りに女性職員がいないため、相談しにくいと思うことが多いです。子どもができても、子どもの体
調不良など子どもが理由で休みにくいのではと考えてしまい、仕事を続けるのを難しくなるのかな？と考え
てしまいます。

周囲の理解がないと難しいと思います。

バランスとして、Ａ＋Ｂ+Ｃ+Ｄ＝100とか、6：4とか、割合を決めてバランスをとるというのは、硬直的で
なじみません。ワーク・ライフ・ハーモニーとして、仕事中も行動や知識が地域生活や育児と関係していた
り、その逆だったり、それが、いつも変化しながら豊かな日々につながるよう意識して暮らしています。男
性の家事能力の向上は必須。時間があって、ワーク・ライフ・ハーモニーの機会がない人が男でも女でも長
時間労働文化を作りたがる。

各個人によってライフワークバランスが異なるとは思うが、やはり男性、特に50歳以上のライフワークバラ
ンス（時間の割合も含めて）は仕事のウェイトが高いと感じる。その男性が上司となると、仕事に割く時間
も長いため、仕事の判断が遅く部下の仕事に影響を与える。ライフワークバランスを叫んでも、仕事のマネ
ジメントをする人がその意識を持ってマネジメントしないと難しいと思う。

ライフワークバランスは結局のところ、自身の努力と周りの理解であると思う。周りに理解を得るために
は、日ごろから自分自身の努力が必要であると思う。育児休業の夫婦の割合については、それぞれの家庭に
よって事情が異なると思うため、理想的な割合というのはないと思う。

家庭を持ち子どもを育児している中で、仕事と家庭の両立はとても厳しいものがあります。人員配置がぎり
ぎり業務がまわる程度なので（残業を入れて）休暇を取るにも必要最小限でしかありませんが、介護休暇と
か必要なものは必要時とれるような環境作りが必要です。日頃からライフワークバランスがとれるよう適正
な人員配置を含め業務分担の見直ししないと理想には遠く疲労感が解消できませんが見直しをする余地もほ
とんどない状況です。

制度はある程度整っているがそれを利用しにくい職場風土が課題である、自分の理想のライフ
ワークバランスの実現のためには職場の環境整備が不可欠との意見が多かった。
職務での責任を果たさず権利のみを主張する人との境界線を適正にするためにも、職場の共通認
識としての「ライフワークバランス」が必要との意見もあった。
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意識改革について

ライフワークバランスという言葉がしだいに広まり、仕事だけでなく、家庭や趣味など幅広く活動すること
について、以前と比べ、私達の意識も随分変わってきたように思います。
ライフワークバランスを充実させることにより、見識を深め、視野も広がり、職務に対する見方やアプロー
チも変わり、内容もUPさせることができるのだと思います。
‶何がなんでも”ということになるとしんどいですが、良い形でライフワークバランスが浸透していくことを望みます｡

今は定時で帰宅できているので、どちらかが犠牲にならずに仕事も家事もできている。子どもができたり、
残業が続くとどうなるか分からないし、不安である。定時で全庁的に帰れる雰囲気があれば気は楽になる。
周りの理解（職場・夫・親など）が必要。

ワークライフバランスのために様々な制度を設けても、利用ができなければ絵に描いた餅だと思います。
各人が望むワークライフバランスを実現するためには、個人個人が必要とされる能力の向上に努めるだけで
なく、組織のトップや人事部門がリーダーシップを発揮し、職場風土・意識改革を行うとともに、過重労働
にならないように各職場での適正な人員配置を行うことが重要だと思います。
また、男性の働き方を変えるのもワークライフバランスを実現するうえで重要だと思います。

男性が夫になった時点で、ロールモデルになるような上司・同僚が必要だと思います。広義では男性に意識
をかえてほしい。

育児休業等を取得するにはやはり、職場内の理解がかなり大きなウエイトを占めると思う。研修等を頻繁に
行い、意識改革をしなければなかなかライフワークバランスが進まないと思います。

ライフワークバランスについて、制度の整備は充分に行われているものと思います。あと、活用できる風
土・状態をどのように作っていくかが大きな課題であり、国をあげての意識改革がどこまでできるかがカギ
を握っているものと感じています。

民間企業などではほとんどの人が長時間残業していて、帰るのに勇気がいると思います。公的な機関だけで
なく、民間にも女性だけでなく皆が残業せずに働きやすい環境をつくらないと、日本経済を考えると意味が
ない。(労働人口の減少や高齢化社会への対応など）

理想のバランスに近づけるのはなかなか難しいですが。常に意識を持ちながら生活していかないといけない
と思っています。もっと、個人や職場での意識が高まっていけば良いと思います。

家族間でのバランスの問題もあるかと思いますが、職場が遠い場合や職種・立場などでそれぞれ役割が大き
く変わります。私の場合、朝の準備は妻が、送迎と夜は夫がという形をとってます。

色々な制度の充実も必要ですが、カギとなるのは意識改革（特に男性の！）だと思う。家庭でのあり方につ
いては自分の両親を見て育つので、家では子どもたちの視線を気にしながら夫婦共同で家事をこなしていま
す。今の子どもたちが働くころには理解ある上司が増えていることを願います。

各種特別休暇取得者の中には仕事上の責務を果たさず、私生活のみを充実させようとする者がいるような印
象がある。単に「各種特別休暇の取得＝ワークライフバランス」ではなく、あくまでもワークを果たしたう
えでのライフなので、本来の意味を浸透させていく必要があると感じる。

制度は充実してきても、管理職や上司の意識に各課バラつきがあるように感じる。A課では特別休暇どころか
有休も取りづらいが、B課では取りやすい、等。管理職も表立っては休暇取得や定時・時短退庁について言わ
ないが、快く思っていない人がおり、その部署では職場風土も悪いように思える。現行の方々の意識改革…
はかなり難しいと思うが、次世代の管理職に期待したい。

既婚子持ち女性で、なおかつ職業をもっている場合、まだまだ男性よりも負担が多いと日々感じている。女
性の活躍を促進するとはあるが、まだまだ世の中が妻や母親としての役割を女性に期待することが多く、そ
のような考え方が変わっていかない限り、負担は大きいままだと思っている。現在は過渡期で、もう少しす
れば既婚子持ち女性でも働きやすくなる世の中がくるのではないか（来て欲しい）と期待はしている。

一度きりの研修や一部の人が参加しても何も変わらないと思う。

今後も職員数の減少が見込まれる中で、ライフワークバランスの実現に必要なことは、職員の精鋭化と相互
理解（誰が抜けても業務が滞らない体制の充実）と、｢お互い様」の精神だと思う。｢ワークライフバラン
ス」ではなく「ライフワークバランス」としているのは意図的な考えがあるのか？
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仕事と家庭の両立は、現状では難しい。現行制度をしっかり取得するよう全庁的な取り組み、意識改善が必要と
思います。休まないのが当たり前、残業が当たり前と考えている人がいる現状を改善する必要があると思います｡

ライフワークバランスの理想形は、それぞれの家族構成に左右されるところが大きいと思います。特に子ど
もがいる家庭では、中学生ぐらいまでは家庭にかかる比重は大きく、自分のために時間を作ることは難しい
です。それはまだ「女性は家を守る」という意識が根底にあるからかもしれません。｢最後に家庭を守るのは
女性」だという意識があるから、まずは家庭を一番にと思うのかも。また子どもは勝手に育ちはしますが、
(他の人の力も借りてですが）時間がない中で社会に出て、しっかりやっていける子どもに育てるのは大変な
ことだと思います。子どもに時間をかけれないことが女性にとっては大きな罪悪感となっている。だからこ
そ、この時期の女性は自分のための時間をもつのが難しいのではないでしょうか。

｢残業時間が多いほど仕事ができる人」といった考えをもっている人がまだまだ多いように思います。

働きすぎることなく、適度に自分の時間をとれるような働き方ができれば良いと思います。自分のために使
える時間が取れると、気分転換や自己を高めるための勉強の時間として使えます。その結果、仕事に活かす
ことができ、良い環境が生まれます。

日本人の長時間労働を是とする意識を根本的に変える必要があると思います。土日に出勤して、振り替え休日
を満足に取れない状況には大きな疑問を覚えます。休むためには、個人の努力も必要ですが、限界があります｡

バランスとして、Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ＝100とか、6：4とか、割合を決めてバランスをとるというのは、硬直的で
なじみません。ワーク・ライフ・ハーモニーとして、仕事中も行動や知識が地域生活や育児と関係していた
り、その逆だったり、それが、いつも変化しながら豊かな日々につながるよう意識して暮らしています。男
性の家事能力の向上は必須。時間があって、ワーク・ライフ・ハーモニーの機会がない人が男でも女でも長
時間労働文化を作りたがる。

各個人によってライフワークバランスが異なるとは思うが、やはり男性、特に50歳以上のライフワークバラ
ンス（時間の割合も含めて）は仕事のウェイトが高いと感じる。その男性が上司となると、仕事に割く時間
も長いため、仕事の判断が遅く部下の仕事に影響を与える。ライフワークバランスを叫んでも、仕事のマネ
ジメントをする人がその意識を持ってマネジメントしないと難しいと思う。

日本では、時間外労働の削減をすれば調和がとれた生活になると考えていると思う。せっかくできた時間を
どのように使うのが良いのかなど、意識改革も必要と考える。

ライフワークバランスは結局のところ、自身の努力と周りの理解であると思う。周りに理解を得るために
は、日ごろから自分自身の努力が必要であると思う。育児休業の夫婦の割合については、それぞれの家庭に
よって事情が異なると思うため、理想的な割合というのはないと思う。

以前、安藤哲也氏（ファザーリング・ジャパン代表 ワークライフバランスでの講演等をされている方）の講演
会で、｢家庭と仕事を天秤にかける『やじろべぇパパ』ではなく、仕事も育児も地域活動も趣味も、すべての要
素をブレンドした『寄せ鍋人生の鍋奉行パパ』になることが、人生を豊かにしてくれる。笑っている父親は、仕
事ができる、そして、家庭でも地域でも頼られる存在になる｡」という趣旨の話を聞いたことがある。元々私の中
では、仕事と家庭が100になるという考え方で、仕事が重くなると家庭がないがしろになる傾向が強く、その均
衡をどう保つかに苦心していた。安藤氏の、どっちが重い、軽いではない考え方は今までの価値観を大きく変え
る機会となった。仕事と家庭が合計100になるという考え方から脱却することが必要なんだと改めて感じている｡

ライフワークバランスの実現のためには休暇の取得等の長時間労働を防ぐという時間的なものだけではなく
精神的にバランスのとれた生活を目指すことが必要だと思う。管理職になると、男女問わず、労働時間の長
短を問わず、仕事を家に持ち帰ったり、悩みを抱えたままプライベートを過ごすことも多いと思う。特定の
個人に負担が集中しないように上司・部下と問わず各個人が果たすべき役割の為に必要な能力を向上させ
て、組織が有効に働くよう健全化することが、ライフワークバランスにつながると考えます。

長時間労働ありき、休暇は取らないのが当たり前といった意識の改革、特に仕事をマネジメント
する人の意識改革が不可欠であるとの意見が多かった。
同時に、個々人の意識や努力も重要であり、権利と責任のバランスも図っていくべきとの意見も
多かった。
また、仕事と生活は「バランス」ではなく、互いに作用しあって調和していく「ハーモニー」で
あるとの意見もあった。
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業務改善について

上司より有休をとるように言われても、業務量が変わらなければ他の日に時間外したり、持ち帰ることに
なって意味がない。課全体での業務見直しが必要だと思う。

長期休暇をとる場合には、それにより負担が生じる人の給料を上げるなどのメリットがないと、正直つり合
いが取れない。また、課によっては残業が常態化しているので、ワークシェアリングを導入し、給料は安く
なってもよいので、１人１人の負担を少なくしてほしい。

管理職になる前は、適度に休みを取り、家族との時間を取ることもできました。しかし、管理職になると、
部下の労務管理等で業務量は増え、代わりの職員もいないため、休暇も取りにくくなりました。子育て期の
30代後半～40代の世代は似たような状況ではないでしょうか。
結局のところ、最も会社に貢献を求められる（或るいは貢献できる）時期と家庭で最も必要とされる時期が
重なっていることが、ライフワークバランスが浸透しない原因だと思います。

生産効率の低い労働（特に公務員？）を行い、社会風土としてサービス残業が求められる現状では、よほど
の大企業以外ライフワークバランスなど不可能だと思う。

個々の意識としては大切だと考えている人が多いとは思うが、声をあげると「仕事がしたくない｡」「場を乱
す｡」等の境目が難しく、不安を感じる人が多いのではないかと思う。ポジティブアクション等と同じように
制度として、ライフワークバランスが実践できる職場のサポートをするのが良いと思う。私の市でも行政改
革を行っているが、そのテーマとして各課に取り組んでもらうのも一つの方法だと思う。

取得する側の意識の問題や職場の受け入れ体制の理解の問題よりも、取得する職場に人的フォローがあるよ
うな制度設計が必要！

必要最低限の人数で仕事をやらなければならなくなった結果、誰かが休めば必ず周りの同僚にしわ寄せがいく構造
になっており、自分だけライフワークバランスを実践することはできない。組織として、働き方の考えを変え、仕
事の進め方を組織全体でマネジメントできれば少しはライフワークバランスが見えてくるのではないかと考える｡

日本人の長時間労働を是とする意識を根本的に変える必要があると思います。土日に出勤して、振り替え休日
を満足に取れない状況には大きな疑問を覚えます。休むためには、個人の努力も必要ですが、限界があります｡

最大の課題は、男女とも長時間労働の解消にあると思います。財政状況が厳しく、職員を今後増やせない中
でいかにして仕事量を減らせるのかがポイントになると思います。地域分権に伴う仕事量の増加、少子化に
伴う仕事量の増加、高齢者の増加によりきめ細やかな対応に伴う仕事量の増加。これに対して、外部への委
託や非正規雇用などで対応しているところですが、年々超過勤務が増えている状況。まず、終業時刻を今一
度意識し、退庁することが当たり前であることをめざし、もう一度今行っている仕事を見つめ直し、思い
切って切ることから始めていかなければならないと思います｡

公務員を志望した理由の一つは、ワーク・ライフ・バランス（当時はそのような言葉はなかったが）を保つ
ことができると考えたからである。実際には市役所業務も多様化し、人員も削減されている中では、ワー
ク・ライフ・バランスを保つことも難しくはなってきているが、配属される所属や担当業務によって大きな
差が生じるのは問題であると思う。定数管理や人事配置を業務実態に沿ってフレキシブルに対応できるよう
にするとともに、非正規職員の配置によりワークボリュームの均一化を図ることが大切だと感じる。その上
で業務が多い、年休取得率が低いという場合は、本人の能力や資質の問題もあるかと考える。

家庭を持ち、子どもを育児している中で仕事と家庭の両立はとても厳しいものがあります。人員配置がぎりぎり業務
がまわる程度なので（残業を入れて）休暇を取るにも必要最小限でしかありませんが、介護休暇とか必要なものは
必要時とれるような環境作りが必要です。日頃からライフワークバランスがとれるよう適正な人員配置を含め、業
務分担の見直しをしないと理想には遠く、疲労感が解消できませんが、見直しをする余地もほとんどない状況です｡

特に部下に対して、理想的なワークライフバランスの実現を目指して、日々業務改善に取り組む必要性は感
じているものの、複雑化、多様化する業務の対応に追われ、申し訳なく思い悩んでおります。

ライフワークバランスの実現のためには休暇の取得等の長時間労働を防ぐという時間的なものだけではなく
精神的にバランスのとれた生活を目指すことが必要だと思う。管理職になると、男女問わず、労働時間の長
短を問わず、仕事を家に持ち帰ったり、悩みを抱えたままプライベートを過ごすことも多いと思う。特定の
個人に負担が集中しないように上司・部下と問わず各個人が果たすべき役割の為に必要な能力を向上させ
て、組織が有効に働くよう健全化することが、ライフワークバランスにつながると考えます。



70 おおさか市町村職員研修研究センター

平成27・28年度「女性の活躍促進研究会」報告書

限りある人員のなかで、多様化・複雑化する業務を遂行するためには、組織全体で働き方改革、
業務の見直し、業務配分の均衡化を図る必要があるとの意見が多かった。

人員配置について

公務員の人員が減らされすぎたため、時間内に仕事を終わらせられない。回していこうとすれば何かを後回
しにし、その業務は取り返しのつかない状況になっていることが多くなってきた。上司の者は何となく仕事
をこなせているからといって、現状の人数にしている様では、ワークライフバランスは望めないのではない
でしょうか。

理想を求めるためには仕事の量と人的配置などを見直さない限り難しい課題と思う。

現行の人員配置では、不可能。

業務が年々増えてきているが人員は増えない。特定事業主行動計画が策定されてはいるが、有名無実な存在
になっている。

取得する側の意識の問題や職場の受け入れ体制の理解の問題よりも、取得する職場に人的フォローがあるよ
うな制度設計が必要！

必要最低限の人数で仕事をやらなければならなくなった結果、誰かが休めば必ず周りの同僚にしわ寄せがい
く構造になっており、自分だけライフワークバランスを実践することはできない。組織として、働き方の考
えを変え、仕事の進め方を組織全体でマネジメントできれば少しはライフワークバランスが見えてくるので
はないかと考える。

家庭を持ち子どもを育児している中で仕事と家庭の両立はとても厳しいものがあります。人員配置がぎりぎ
り業務がまわるる程度なので（残業を入れて）休暇を取るにも必要最小限でしかありませんが、介護休暇と
か必要なものは必要時とれるような環境作りが必要です。日頃からライフワークバランスがとれるよう適正
な人員配置を含め業務分担の見直ししないと理想には遠く疲労感が解消できませんが見直しをする余地もほ
とんどない状況です。

人が足りていない中でバランスをとれと言われても無理。人件費をまず減らす考えを改めなければ犠牲にな
るのは従業員ばかりである

業務量と人員のバランスがとれておらず、ワークライフバランスを図ることは困難であるという
意見が多かった。
だからこそ、今一度業務や働き方を見直すとともに、適正な人員配置が必要との意見もあった。
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制度の充実について

ただ休業・休暇を取得するだけでライフワークバランスとは思わない。休業・休暇を取得しやすい環境。管
理職の意識改革及び適材適所への業務配分、配分した業務の管理による、人事政策と管理職の育成も必要で
あると考える。
また、育児中の若手職員の給与で、配偶者が専業主婦であれば、育児休業を取得すると収入が減るので、取
得できない。共働きでも収入については休業取得の重要ポイントではないかと考える。

ワークライフをより有効にするためには、休暇の制度や有給休暇の完全消化など強制するのも一つの手だと
思います。

まだ、現行制度のことをよく知らない人が多数いると思うので、もっと知る機会があればいいと思います。

仕事の総量をどのくらいの人数でやっていくのか。適切な人的労力が確保できれば、休暇もとりやすいだろ
うし、定時に仕事を終え、帰宅することも可能になるだろう。育児休業や特別な休暇はもちろん取得してい
く方向が望ましい。しかし、育児休業が３年に延長になり、その代替は臨時職員で対応し、周りの者はやは
りみんなムリをすることになる。とりやすい環境を整えていくことにより、取得がすすむのではないか。

制度がある以上活用されなければ全く意味がないと思うので、制度の仕組みだけでなく実際に活用されてい
るかも含めて統計的に検証し、活用の率や数が具体的に向上すればよいと思います。もし活用があまりされ
ていない場合はどの部分がうまくいっていないのかを明らかにしてから、仕組みや運用の変更を行ってほし
い。(みんな制度の詳細や運用についてはよく理解していない人が多いと思う。特に男性）

制度はあるが、知られていなかったり、使われていない現状にあるので、原因を分析し制度の改
善を取り入れるなどして、もっとつかえる制度にすべきとの意見があった。

そ　の　他

本当に仕事の同僚には恵まれずしんどいです。家庭も問題があったりホンマに休息できない。自分の勉強不
足はわかっているが、毎日おもしろくないので勉強する気にならない。
本来なら定年後のことを考えながら公私ともいい人生を送っていかなければならないのに情けない。

休暇については、公務員は恵まれている（取りやすい環境である）と思う。

現在、残業せざるを得ない職場にいるが、残業代請求時に上司がさらに上の上司に謝っている場面を見たこ
とがある。喜んで残業しているわけではないのに、生活も犠牲にしているのに、なぜ残業代の請求が悪いこ
とになっているのか理解できなかった。給料以外の請求が悪いなら、家賃手当、交通費請求、扶養手当も悪
いという判断になるのではないか。

これからの人口減少社会においては、経済と家庭生活の両立は難しいと考える。まず、国は経済力を優先し
て幸福を目指すのか、家庭生活を優先して幸福を目指すのかを決める必要があると思う。

自分が置かれた状況で、自らの生活をいかに最善の状態にするか考えた方が精神衛生上良いし、現実的では
ないでしょうか…。

女性が活躍するためには欠かすことができない考え方。その取り組みを進めていくべき課で、その取り組み
ができていないのが残念です。

ライフワークバランスと一言で言っても難しく、女性であっても管理職になることを希望する場合は仕事の
領域が多いだろうし、希望しない私のような場合は家庭生活の領域が多い。勤務先がそれを聞きとり、なる
べく希望どおりに勤務させてもらえばいくらでもバランスを保つことができる。「女性が活躍しなければなら
ない」なんて考えは私にとっては迷惑でしかない。自己申告書に毎年その旨を記入しているが、ほぼ活用さ
れてないように思われる。

人によって理想のバランスも違うし、人生の時期にもよると思うので、一定に定めにくいものだと思います。
ただ、何かの目安がないと一つの物事に力を注ぎたいタイプの人は、意識せずに偏らせてしまいそうですよね。
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ⅲ．ライフワークバランスの充実に向けて

今回のアンケートで、男女ともに年齢に関係なく回答者の約80％がやりがいをもって仕事が

できていることがわかりました。

一方で、管理職になることを希望しない回答者は、男性58.8％、女性75.6％（年代別平均

値）となり男女の差が顕著となりました。希望しない理由は、女性は「家庭と仕事の両立が困

難だから｣、男性は「自信がないから」に回答が集中していました。これは、女性が働くうえで、

仕事と家庭の両立をしなければならない（両立できない場合は女性が家庭を優先するべき）とい

う従前の考え方が男女ともに存在しているからかもしれません。

また、ライフワークバランスの改善には有給休暇の取得や定時退庁など、今ある制度の有効活

用が必要ではないかという結果となりました。ライフスタイルが多様化する中で、なりたい自分

になるためには、働き方の見直しや意識改革が必要です。ライフワークバランスを充実させるこ

とで、個々の時間や気持ちにゆとりができ、男女ともに家庭と仕事の両立がしやすい環境となり

ます。活躍の場を仕事に限定することなく、家庭生活や地域・社会活動、個人の領域へ広げ、男

女ともに自分らしい生き方を選択しながら自己成長していくことが必要です。

私たち「女性の活躍促進研究会」では、男女ともにライフワークバランスを保ち、女性にも男

性にも働きやすい社会となることが重要だと考えています。この資料が男女ともに活躍できる職

場づくりに役立つことを望んでいます。

最後になりましたが、アンケートにご協力いただきました皆様、ありがとうございました。
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研 究 員 所 感

 摂　津　市　　池　田　智　子
研究会の１年目は、自分のキャリア形成をじっくりと考える時間となりました。２年目では、

女性の活躍を促進するために環境を整えることが、男性の生きづらさの解消や、地域の活動の促

進や問題解決につながる可能性があることを知り、それが行政課題の解決や自治体の活性化にも

つながっていくという新しい視点を得ることができました。

研究会では、永田先生のご助言の下、先進的な取り組みをしている企業や行政の視察や、研究

や活動をされている様々な方のお話を聞く機会をいただきました。また、２年間の集大成として

シンポジウムも開催し、自分たちの研究を発表させていただきました。どれも日頃の生活ではな

かなか得ることのできない貴重な経験でした。

これからは自分が行動することで、自分も周囲も理想のライフ・ワークバランスを実現させ、

それを課題の解決につなげていきたいと思っています。充実した２年間でしたが、まだまだ研究

し足りないなと思っています。これからも学び続けます。

 茨　木　市　　藤　井　紫津子
｢女性の活躍」ということばにどこか息苦しさを感じ、真の女性の活躍とはどういうことなの

かを知りたくこの研究会に参加して２年。さまざまな学びがありました。女性が自分らしく活躍

するためには、「主体的に生きること」が大切であり、｢自分はどうありたいのか、自分らしさ

とは何なのか」を考える機会となりました。

女性の活躍を推進することは、女性だけの課題ではなく社会全体の課題であり、女性にも男性

にもすべての人が生きやすいダイバーシティ社会をつくることにつながるととらえ、まずはでき

ることから一歩を踏み出していきたいです。

永田先生、研究員の皆さんとともに考え、共有した時間は何物にも替えがたいものです。あり

がとうございました。

 茨　木　市　　岸　本　美香保
私にとって、研究会で学んだ２年間は、長い目で自分の人生について考えるきっかけとなりま

した。

研究会では、ワークを自分の人生（＝Life）における様々な役割を果たすための活動ととらえ、
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ライフワークバランスを充実させることについて考察を深めることができました。また、男性は、

女性とは違った面で生きづらさをかかえているということを知り、男性にとっても、ライフワー

クバランスの充実が必要だと感じました。地域活動については、義務的なものではなく、自分の

人生を豊かにするものであるととらえ方を変えることができました。

最後になりましたが、多岐にわたる分野についてご指導いただいた永田先生と、様々なよい刺

激を与えてくださった研究員の皆さん、また、快く研究会に送り出してくれた職場の皆さんに、

心より感謝いたします。研究会を通じ、広げられた視野や考え方、得られた知識を、今後、自身

の職場に活かしていきたいです。

 四 條 畷 市　　吉　田　依　子
仕事、家庭の領域をあたふた繰り返す日々でしたが、さてこれからライフキャリアをどう描い

ていこうかと考えるきっかけになり、様々な視点からの女性の活躍を学ぶことができました。女

性の活躍という響きに憧れますが、女性が生きづらさを抱えることになっては何もならないです

ね。何をどれだけ頑張ったら活躍なのか？悩むところです。男女がともにワークライフバランス

に近づくことができる環境が必要です。本市でもお互いのライフスタイルを認め合い、それぞれ

イキイキと働き続けられる職場づくりに取り組めたらと感じます。最後にお世話になった永田先

生そして埼玉NPOハンズオンの西川さんのお話が特に魅力に溢れ、身を乗り出さんばかりにお

聴きしました。大変印象に残っております。

仕事、家庭、個人の生活、地域に活かしたいです。ありがとうございました。

 四 條 畷 市　　安　田　美有希
女性の活躍促進研究会では平成27・28年度の２年間で様々な学びを得ることができました。研

究会がスタートした当初は、女性が活躍すること＝『女性の活躍は女性の管理職比率を上げてい

くこと』・『男性の育児休業取得率を上げていくこと』という表層的な考えでした。しかし、研究

を進めるにつれて、『男性も生き辛さを感じていること』や『地域の課題解決力を上げるために

もライフワークバランスのとれた生活の実現が必要であること』、『男性の家事・育児参加が第２

子の誘因となること』など様々なことにも理解が深まりました。

女性の活躍を推進していくことは、すべての人が働き続けることのできる社会の実現に繋がる

可能性があります。女性活躍の追い風を活用して、ライフワークバランスのとれた働きやすい環

境を整える取り組みが組織にとって急務です。
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研究会で学んだことを、まずは自分自身、そして同僚のライフワークバランスに活かしていき

たいと思います。

 松　原　市　　堀　　　友　美
かねてから公務員として、また女性として、いかにキャリアを積んでいくか悩んでいました。

そんな中、マッセOSAKAに職員派遣され、研究会を立ち上げる機会とともに、さらに考える機

会をいただきました。

初回の研究会では、女性に門戸が開かれるようになった約30年前から、さらに職業の選択の自

由が増えたこと、なにより女性自身が「幸せになる覚悟をする」時代に入ったという永田先生の

お話に目から鱗が落ちる思いでした。虹を描くような人生観についてもご教授いただき、ついこ

の間のことのように感動しながらお伺いしたことを覚えています。思ったように研究会に参加で

きないときもありましたが、大きく視野を広げることができました。

少子高齢の日本が大きな過渡期を迎え、その中で「女性」の活躍にスポットが当たっている今

このとき、自らもたくさんのライフステージが待ち受けていることを楽しみととらえられるよう

に、さらに学んでいきたいと思います。

 八　尾　市　　水　野　千　恵
２年間の研究会において多くのことを学ばせていただき、女性の活躍に関するイメージが大き

く変わりました。以前は女性の活躍と言えば、女性自身が頑張ることだと思っていました。しか

し、研究会では、男性は女性よりも人生における選択肢が少ないことにより生きづらさを感じて

いる場合が多いと学び、男女共にライフワークバランスを充実させることが、すべての人が働き

続けやすい環境づくりへの近道であることが分かりました。また、女性活躍促進は、女性だけで

はなく働くすべての人の人生を豊かにするきっかけとなり、家庭や地域などを含め、社会全体を

豊かにしていく可能性があることに気づきました。

この研究会で学ばせていただいたことを、まずは自分自身の人生やライフワークバランスを見

直す機会とし、働きやすい職場環境の整備や職場全体のワークライフバランスの充実に繋げてい

きたいと思います。最後になりましたが永田先生をはじめ、マッセOSAKAの皆様、研究員の皆

様、素晴らしい２年間をありがとうございました。
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 高　石　市　　八　木　千　尋
振り返ると長いようであっという間の２年間でした。毎回新しい学びがあり、課題について考

えつつ、自分自身を見つめ直す機会を与えていただきました。先進的な取り組みがなされている

組織に視察に伺うことができたことも貴重な体験となりました。研究会を通じて、それぞれの個

性を大切にした「自分らしい」キャリアや生き方を考えることの大切さを学びました。また、こ

れからの社会において多様性を大切にするために「Agree to disagree」お互いに意見が違う

ことを受け入れようという中野裕弓氏のお話がとても印象に残っています。意見が違ってもその

人を否定しないこと、相手を思いやる気持ちが大切だということを教えていただきました。｢自

分らしさ」を大切にしながらまわりの人々の「自分らしさ」も大切にできる社会＝みんなが生き

やすい社会につながるのではないかと思いました。永田先生の愛あるご指導＆皆様との出会い＆

マッセOSAKAに感謝！！

成果報告シンポジウム会場にて

後列左から　岸本研究員、水野研究員、八木研究員、吉田研究員、堀研究員
前列左から　藤井研究員、池田研究員、永田准教授、安田研究員
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ⅰ．講 演 録

◆平成27年度第３回「女性の活躍促進研究会」公開講座

　開催日　平成27年７月22日（水）

　講　演　「男性学から見た女性の活躍」

　講　師　田中　俊之 氏（武蔵大学社会学部　助教）

１．はじめに
今日は男性学の視点から見た女性の活躍について講義させていただきますが、こういう話を

するときに、２～３年ぐらい前まではあまり空気が読めなくて、「男性学を皆さん知っていま

すか」ということから講義を始めたら、すごく白けていて、男性学を誰も知らないことが分か

りました。今日は、男性学とは何かという話、男性学から見たときに女性の活躍とはどういう

ことかをしっかりお話ししたいと思います。

あらかじめ結論を言えば、男性が男性自身に対して思い込みをしている。また、男性が女性

に対して一定の思い込みをしている。この二つのことは、女性が活躍するシーンにとって大き

な妨げになっているでしょう。従って、今日は男性の参加者が３分の１ぐらいだと思いますが、

内容は男性にとって居心地が悪く、女性にとって聞き心地がいい話になるかもしれません。

男性学は自己反省の学問でもあります。つまり、男性が我が身をジェンダーの視点から振り

返ることでもあるわけです。別に男性を責めているわけではないので、ご理解ください。では

話を進めていきます。

２．ジェンダー・ギャップ指数
日本はジェンダー・ギャップ指数が大変低いという話は、前回２回の講座でも出たのではな

いかと思います。ジェンダー・ギャップ指数とは、政治、経済、健康、教育の４点から評価し

て、男女の平等がどのぐらい達成されているか。１に近いほど男女が平等であるということで

す。日本は見てのとおり、2014年で104位と大変低い数字です。

これは皆さんご存じのように、日本は健康の面ではかなり平等が達成されているというか、

平均寿命も長く、医療も発達しています。しかし、とりわけ政治と経済の２点において非常に

弱いために、このような結果になっていることが分かります。

今後もこういう研究会では北欧の話がしばしば出てくるだろうと思いますが、これで見ると、

上位５位まではアイスランド、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、デンマークと全て

北欧の国になっています。ですから、男女平等というと北欧のイメージが強く、もしかしたら

そういう専門家が来られて、今後お話があるかもしれません。
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ただ、この点については大変難しい問題もあると思っています。２点指摘しておきたいと思

います。まず、フィンランドです。先月、東京藝術大学でフィンランドの大学の先生や芸術家

を招いて、フィンランド大使館が主催したセミナーがありました。そこで語られたのは、フィ

ンランドにおける母親の苦悩の問題でした。

フィンランドではヘリコプターマムという言葉があります。ヘリコプターマムは、よく漫画

で説明されるのですが、背中にヘリコプターのようなプロペラが付いていて、片手に携帯電話

を持って、｢お弁当持った？」｢ちゃんと学校行った？」と家庭のことを気にしながら、もう一

方の手で仕事のことを気にしているお母さんです。

フィンランドのように男女平等が達成されているからこそ問題になったと思いますが、フィ

ンランドでも母性つまり母親に期待されているものはある程度、日本と似たようなものがあり

ます。つまり、女性ならば家事や育児をしっかりやらなければならないのは、フィンランドで

も結構共通しています。一方で、政治・経済の面では平等が達成されているわけですから、あ

る程度男性と同じように働いたり、政治参加したりしています。そうすると、日本でも共働き

家庭では同じ問題が起こっているわけですが、女性に過重な負担が掛かっているという問題が

出てきます。ですから、女性に対する思い込みは、女性自身も思い込んでしまう側面がある

のかもしれませんが、母としてこうあるべきだということは、日本と同様に北欧でも結構あり、

それが問題になっているのです。

スウェーデンもジェンダー・ギャップ指数が世界第４位で、男女平等が達成されている国で

す。７月から「フレンチアルプスで起きたこと」という映画が公開され、大阪でも数か所で上

映していますが、この映画は夫トマスと妻エバのスウェーデン人夫婦が主人公です。

この一家がフレンチアルプスのスキーリゾートに休暇で行きました。少しリッチな家族です。

テラスでご飯を食べていると、人工の雪崩が起きました。皆さんご存じのように、スキー場で

は大きな雪崩が来ないように、ダイナマイトで爆発させて、小さな雪崩を人工的に起こしてい

ます。子どもは少しびっくりして「お父さん、雪崩だよ」と言い、お父さんは「人工的に雪崩

を起こしているだけだから大丈夫だよ」と余裕で話していたら、思いのほか雪崩が大きくなっ

てしまって、テラス全体を覆う雪崩になってしまうのです。すると、トマスは家族を置き去り

にして、一人で逃げ出してしまうのです。この映画はその後の３泊４日、｢おまえ、逃げたよ

な」とトマスが家族全員に責められる話です。家族は「お父さん、逃げたよね｣、お父さんは

「いや、逃げてないけど」というふうに、お父さんはそもそも逃げたことも認めません。

つまり、スウェーデンのように男女平等が達成されている国においても、家族のリーダーは

やはりお父さんなのです。そのお父さんが家族を守らないことに対して、妻を中心にして非常

に怒りを感じます。映画のあらすじは本当にそれだけなのです。３泊４日なじられるのです。最

後はよく分かりませんが、トマスがホテルの廊下でダダをこねるようにわんわん泣くのです。｢

そもそもおれ、浮気してるし」などと謎の告白を始めたり、よく分からない告白まではじめます。
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面白いと思ったのは、スウェーデンのような男女平等を達成している国でも、男の人がリー

ドする側で、女の人がリードされる側だというルールがあるのです。先ほどの思い込みといっ

た部分や、女性の活躍を考えたときに、これは大きな楔になってしまうと思われます。つまり、

男の人がリードする側で、女の人がリードされる側であれば、やはり男は仕事、女は家庭にな

ります。あるいは職場を考えてみても、リーダーは男性で、サポートするのが女性という関係

ができてしまいます。男はリードする側、女はリードされる側という関係は、男女平等がある

程度達成されている国でも見られる現象ですし、男女平等の達成が遅れている日本においては

非常に顕著なわけです。

その関係が残ったまま、女性の進出を進めるのは、例えば先ほどのフィンランドの女性が抱

えている問題のように、ケアの役割をしなければならないのに同時に働いてくださいというこ

とになって、当然過重な負担になるわけです。ですから、その関係性自体を見つめ直すことが

男女平等の達成、あるいは女性の活躍推進の点において非常に大事なことになります。

３．第３次男女共同参画基本計画
ただ、そういうことが日本社会において十分そしゃくして語られているかというと、そうで

はありません。国が定めた第３次男女共同参画基本計画では、初めて「男性、子どもにとっ

ての男女共同参画」という項目が入りました。世界的な流れから男女平等の達成を考えたとき、

男性の側にアプローチする必要性はある程度理解されていますし、日本以外の国、例えばアメ

リカを考えた場合、男性学は一定数の研究者もいますし、学会もあり、論集が出ている状況で

す。ですから、日本とは大きく違います。遅ればせながら日本でもそういう取り組みが始まり

ました。

ただ、専門家が圧倒的に不足しているせいだと思いますが、第３次男女共同参画基本計画に

おける男性にとっての男女共同参画の成果目標は、非常におかしいと言わざるを得ません。

まず、週60時間以上の労働者の割合、年次有給休暇取得率、自殺死亡率は全て男女を混ぜた

数字を出してきています。これは大変おかしいと言わざるを得ません。なぜなら、全て男性の

みで取った場合には、60時間以上の労働者はもっと高く、有給休暇の取得率はもっと低く、自

殺死亡率はもっと高いからです。つまり、これは現状を低く見積もる結果になります。

とりわけ顕著なのが、自殺死亡率です。自殺死亡率は人口10万人当たりの自殺者数になりま

す。日本では1990年代後半から2010年初頭にかけて、毎年３万人自殺しています。ここ１～２

年、ようやく３万人を切りました。しかし、この14年間で女性の自殺者数が１万人台に乗った

ことは１回もありません。毎年、二万何千人が男性で占められています。男女で最も自殺死亡

率が開いたのは2003年です。女性が14.5％に対して、男性は40.1％まで行きましたから、大体

2.8倍、四捨五入すると３倍近くの差が開いたわけです。これほどの差があるにもかかわらず、

混ぜた数字を出して、男性にとっての男女共同参画という文脈で語るのは、低く見積もり過ぎ



88 おおさか市町村職員研修研究センター

平成27・28年度「女性の活躍促進研究会」報告書

ということになります。

これは大変注目すべきデータです。同じ日本という社会を生きているのに、性別によって自

殺の差がこれほど出てしまうのは、明らかに男性であるというジェンダーの問題に起因して自

殺者が増えていると考えられます。

私は神奈川県のある市の男女共同参画センターにもう10年ほど関わっているのですが、男性

相談をしようとしたときに、今はどこの行政もそうだと思いますが、成果が出ない事業はなか

なか実施できません。ですから、その市でもお試しで予算を付けました。男性相談の窓口を開

いて、結構需要があるようなら継続し、需要がないなら継続しないということで、私も関わっ

て試しに１年やりました。すると、電話がかかってきません。なので、行政的な考え方、成果

主義で、やらないとなりました。

ただ、かかってこないことがまさに男性の抱えている根本問題なのです。つまり、人に相談

することに対して非常にその価値を低く見積もっているわけです。もう１点指摘しておくと、

人に弱みを見せられないという問題があります。これはよくある相談です。つまり、人に悩み

を相談できないという相談が男性の場合にはあり得るのです。ですから、男性は男性という

ジェンダーの中で抱える問題が大きいことがお分かりいただけるのではないかと思います。

あるいは週60時間以上の労働者を考えた場合でも、日本では20～30代の約17％が週60時間以

上働いています。週60時間はかなり異常な数字だと思います。というのも、１日12時間、週５

日働かないと60時間になりません。そのような働き方が当たり前になっている労働者が、とり

わけ働き盛りの方に一定数いるのです。これは非常に問題であるにもかかわらず、低く見積も

るのはいかがなものでしょうか。

他には、例えば育児休業等をとってみても、育児関連時間についても、現状は大変低いので、

増やそうというのは分かります。長時間労働を削減し、子どもを持つ夫の家事育児関連時間を

増やすという政府目標について、先ほども言ったように混ぜたデータを出しているわけですか

ら、きちんとつながっていないことが最大の問題だと思います。

なぜかと言うと、例えば週60時間働いている男性が20％近くいる状況で、加えて家事・育児

を２時間半するとなると、12時間働いている男性は14時間半を使うことになります。多分、大

阪も東京と似ているのではないかと思いますが、東京の場合は片道の通勤時間が平均１時間で、

往復２時間です。すると、16時間半を使うことになってしまいます。

つまり、男性の家事・育児参加は今や正しいことだと思われているので、これをどんどん推

進する目標はどの自治体も立てやすいと思います。しかし、長時間労働の削減とセットで議論

していかないと、先ほどのフィンランドにおけるヘリコプターマムのような状況では、男性に

とって実現不可能、ある意味超人的な能力を発揮できないと両立できない状況が生まれてしま

う問題があります。
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４．男性学とは？
男性学とは、｢男性が男性であるがゆえに抱える男性問題を扱う学問」だと思っていただけ

ればよろしいと思います。女性学の場合は当然その逆になります。

男性は、女性が女性であるがゆえに抱えている問題に非常に鈍感だと思っています。女性は

男性に比べて、反対に、なぜジェンダーの問題に敏感にならざるを得ないかを考えたときに、

一つには結婚したときの名字の問題が非常に大きいと思います。お子さんの名前を付けられる

ときに、画数の判断などをされ、下の名前と上の名字のバランスを考えて付けているかと思い

ます。しかし、日本人女性の約97％は、結婚したら夫の姓に合わせるわけですから、せっかく

画数を考えても、名字と名前のバランスも変わってしまうのです。

あるいは、これは会社や行政単位でそれぞれ違いますが、名字が変わってしまうのは、働い

ている場合に大変不便です。私は昨年結婚したばかりですが、妻は旧姓「はら」といいます。

会社では旧姓のままで働いています。単純に考えて、職場に他の部署から電話がかかってきて、

夫の姓になったから「いません」というわけにはいきません。

しかも、例えば姓字が「はら」さんと下の名前が「まき」さんが結婚した場合、｢はらま

き」になってしまうわけです。これは悲惨だと思います。他に、｢てっか」さんがいらっしゃ

る場合、｢てっかまき」さんが完成しますから、結婚はいかがなものかというレベルになると

思います。そんなことを付き合っているときに女の人は考え、結婚したら私のフルネームはこ

うなるというバランスの問題を考えると思います。でも、男性は一度も考えたことがないわけ

です。ですから、女性だけに押し付けられている問題が非常に多いので、男性は自分が抱える

問題にも疎いですし、女性が抱えている問題にはもっと疎いという状況があるわけです。

５．男性の問題
先ほどの相談できない問題もそうですが、男性の問題はこれまで語られてきませんでした。

一つは男性が自分自身を吐露しないからだという問題がありますし、もう一つは鈍感だからと

いう問題があると思います。男性が抱えている問題は非常に多くあります。

ただ、働き過ぎに関しては、日本はここ20年ほど改まっていません。アメリカでも北欧でも

改まっています。一番改まっているのはオランダです。オランダでは、週50時間以上働いてい

る労働者は1.1％しかいません。1.1％は日本の育児休業を取っている男性の割合よりも低いわ

けですから、50時間働いていたら、｢あいつ変わっているよね」という話になります。このた

め、日本は全く改善していないのは、働き過ぎが問題視されていないことが問題だと私は考え

ています。問題だと考えていたら、20年改まらないことなどあり得ません。ですから、問題と

して直視されていないことが一番大きな問題だと思います。

また、平日昼間問題というものがあります。男性に対する思い込みなのですが、男性は平日

昼間にフルタイムで働いているものだということです。もう少しストレートに言うと、まとも
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な男は平日昼間フルタイムで働いているものだとわれわれの多くは認識しています。ですから、

皆さんもテレビを見ていて、悲惨な事件を起こした犯人が「38歳、無職男」となると、｢ほら、

やはり」と思ってしまうわけです。

あるいは、大阪でも多分一緒だと思いますが、東京では最近、不審者がいると保護者にメー

ルが届きます。この間、私の友達に来たメールは「バス停に中年の男が立っていた」というも

のでした。これは恐ろしいことです。バスを待っていたのではないかと私は思うのですが、｢

中年の男がバス停に立っていた」というだけで不審者メールが来てしまうのです。大変おかし

なことです。つまり、平日昼間に学校卒業以後、定年退職前の男性がただいるだけで違和感が

あるという問題を、われわれの社会は抱えているのです。そうなってしまうと、皆さんが得た

育児休業を取って子育てをしよう、介護休暇を取って介護を頑張ろう、単純に有給休暇を取得

してゆっくりしようと思ったところで、近所の目が気になって楽しく行動できない問題が出て

きます。女性の活躍を考えたとき、男性に家事・育児にある程度帰ってきてもらわないといけ

ないわけです。ただ、帰ってきたときに男性が十分活躍できる素地があまりないのだと思いま

す。

私はついこの間まで独身の大学教員だったので、平日昼間に一人でいることが多かったので

すが、近所のスーパーに昼ご飯の材料でも買いに行こうかと思うと、ちょうどお昼ぐらいは幼

稚園のお迎えのバスが来ます。私は子どもが好きなので、かわいいなと思って見ているのです

が、人間のコミュニケーションは大変難しいもので、私が微笑んでいるにもかかわらず、向こ

うはにやけていると解釈してしまいます。従って、非常に恐怖を与えてしまうという問題があ

ります。ですから、平日昼間問題は冗談みたいな問題に聞こえるかもしれませんが、男性が家

庭や地域で活躍したいと思うならば、これは非常に大問題です。つまり、男性がフルタイムで

働いていない人は何かおかしいに違いないという、男性に対する偏見の問題が恐らく大きいと

いうことです。

女性学や男性学を、皆さんは割と難しく考えられがちかもしれませんが、目標としているこ

とは２つあり、非常に単純です。一つは、男女平等の達成です。もう一つは「性別にとらわれ

ない多様な生き方」をしていくことです。たまにある誤解として、｢主婦は駄目なのですか」

という質問が市民講座でよく出ます。主婦を駄目だと言っている男女共同参画はおかしいと思

います。性別にとらわれず、多様な生き方があっていいわけですから、主婦でも構わないわけ

です。その代わり、｢主夫」がいたとしても違和感を抱くのはおかしいです。一方でばりばり

働く女性がいても当然いいわけです。逆に働く気がない男性がいても、それはおかしくありま

せん。つまり、性別で人を区分して評価してしまう、人間をたった２種類に分けてしまうこと

が根本にあると気付くことが、男女共同参画が目指すところだと思います。
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６．男のプライド問題
男性自身が思い込んでしまって問題を抱えていることをお話ししておきたいと思います。男

性はプライドが高いからよろしくないという議論がしばしばあると思いますが、これは間違い

だと思います。人間はプライドを持つべきだと思います。ただプライドと見栄の区別ができて

いないのだと考えています。男性はプライドが高いから問題なのではなく、見栄っ張りが問題

だろうと思います。

見栄とプライドは何が違うかを考えた場合、見栄とはあくまでも他者との比較でしか自分を

評価できない状態だと思います。例えば「隣の家の車よりもうちの車の方がいい」｢うちの息

子はあの家の子よりもいい大学に行った」など、人との比較で評価してしまう状態が見栄だ

と思います。プライドとは、仕事の話に引き付けて言うと、自分自身が試行錯誤していく中で、

自分なりの基準ができ、自分なりの誇りが確立している状態だと思います。自分の中で内在的

に評価の軸がある状態がプライドがある状態だと思うので、人間であれば当然持つべきだろう

と考えるわけです。

ですから、男性はプライドが高いからジェンダーの問題を抱えているというのは間違いで、

見栄っ張りだから問題を抱えているのです。人より少しでも上回ろうという欲は、1990年代に

男性学が始まったころからずっと指摘されてきたことですが、今でも男性が抱えてしまってい

る大きな問題の一つです。これは先ほどの相談の問題にもつながると思います。人に相談した

とき、相談する自分は弱い自分ですから、人よりも下回ってしまうわけです。そういう状態を

うまく享受できないのではないかと思うわけです。

これは実際、非常につまらない問題から大きな問題まで引き起こしていると思います。この

間も電車で学校に向かっている途中、サラリーマンと高校生２人がけんかをしていました。高

校生２人が朝からぺちゃくちゃとうるさいのに対して、サラリーマンが怒っているのです。高

校生からすれば、サラリーマンに電車の中でみんなの前で怒られて、見栄っ張りですから許

せなくて「何だよ」みたいになっています。なぜけんかをしているのかと思って聞いていたら、

高校生は「おまえ、サラリーマンなんだから働けよ」と言っていて、サラリーマンは「おまえ、

高校生なんだから勉強しろ」と言っています。朝からエールを交換しているのかと思いました

が、そういうわけではないようです。彼らは彼らなりにけんかしているのです。

男性は見栄っ張りで、足を踏まれたりすると「何だ、こら」みたいにすぐなりますが、何

の意味もありません。はたから見ていたら、ばかみたいなことをやっているわけです。｢うる

さいよ」と言われたら、｢すみません」と言えばいいことです。肩がぶつかっても「何だ、こ

ら」ではなくて、ぶつかった方が「すみません」と言えばいいですし、足を踏んだ場合も一緒

です。くだらない見栄の張り合いで、電車が止まってしまったら、何千何万という人に迷惑が

掛かる可能性もあるわけです。自分の見栄の問題が、公共性よりも上回ってしまう人が少なく

ありません。
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実際に東京でも車内トラブルは大変問題になっていて、足を踏まれた、肩がぶつかった、声

がうるさかった、携帯電話を注意した・されたという問題で、男性同士がけんかをしています。

何の意味もないにもかかわらず、男性は人よりも自分が見下される状態が何歳になっても許せ

ないから、そういうくだらないトラブルを起こしているわけです。それは大いに自己反省する

べきことだと思います。

何でも上回りたいと見栄っ張りの男性は思うわけです。最近知ったのですが、中高年の男

性が｢おれはこんなにすごい」と不健康自慢する。健康診断があったとき、｢おれのγGTBの

値はこんなにすごい（低い)」と謎の自慢をしているのです。人間は健康であるべきですから、

健康を目指さなければいけないのに、そこから逸脱して「おれ、すごい」みたいなことをやっ

ても恥ずかしいだけですから、早くやめた方がいいと思います。

一方で真面目な男性も多いと思います。真面目だから抱えてしまう問題を、アメリカの臨床

心理士、テレンス・リアルが指摘しています。男性のうつ病についてです。最近、公務員や会

社員の研修をすることが多いのですが、男性の問題の中でメンタルヘルスの問題がやはり非常

に大きいと思います。何が深刻かというと、全治がよく分からないのです。けがをした場合に

は、足の骨が半年後に付くと言われて、半年後には歩いているでしょう。　

予防するに越したことはないわけです。男の人がうつ病になってしまう状況が皮肉だと言い

たいのです。うつ病をもたらす原因と同じ要素が、病気を正視させないように作用してしまっ

ているからです。男は弱くあってはいけない、苦痛があったら乗り越えなければいけない、そ

れができないことは恥ずかしいと思って真面目に働いている人が、だんだんメンタルを病んで

いくのです。なぜ皮肉かというと、そういう人は、少し調子が悪いぐらいでは「男は弱くあっ

てはいけないし、それは乗り越えなければいけないし、乗り越えられないのは男として恥ずか

しい」と言うわけです。ですから、はたから見ていると、｢あいつ、頑張っているよね」とい

う話ですが、彼はどんどん追い込まれていきます。少し苦しくなってくると思います。でも弱

くあってはいけないし、それを乗り越えないといけないし、乗り越えないと恥ずかしいから、

男性の場合、布団から起き上がってこられないレベルになるまでうつ病が発覚しないことがま

まあります。

そうなると、いつ治るのか、どういう状態で治ったと判断すればいいのかがよく分からなく

なります。ですから、先ほど見栄っ張りの男性は駄目だと批判しましたが、それよりも非常に

真面目な問題として考えなければならないのは、こういう生真面目なタイプの男性がはたから

見たらよく頑張っている、自分自身もよく頑張っていると思う。その結果、自分を追い込んで

いる。このような問題は確かにはたから見えにくいのです。それは特に周りの人が気を使って

あげる必要があると思います。
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７．なぜ男性は問題に気がつかないのか
ジェンダー・ギャップ指数を見れば分かるように、基本的に男性主導社会なので、男性には

有利なことが多いです。女性であれば、生きていく中で女性というだけで問題が発生するわけ

ですから、ジェンダーの問題は他人事ではありません。まさに当事者として向き合わざるを得

ません。先ほどの名字の問題もそうですし、結婚にしても日本では結婚退職する人がいまだに

多いわけです。もっと多いのは出産です。男性であれば結婚しようが、子どもが産まれようが、

辞める選択肢を考えた方は一人もいらっしゃらないと思います。もちろんその逆として、だか

ら辞められないという問題もあるわけです。いずれにしても、ジェンダー問題に対して鈍感だ

ということです。

では、男性はどうしたら変わっていけるのかというヒントを皆さんと一緒に考えたいと思い

ます。最近、男性学をテーマにした市民講座に出てくる層が、明らかに変わりました。私は10

年前から大学教員をしていて、市民講座等をお引き受けしてきたのですが、10年前、男性を対

象にした市民講座というと、来るのは定年退職者だけです。定年退職して仕事中心にやってき

たから、近所に友達もいないし、やることもないし、今後どう生きていったらいいかという話

を聞きに来ます。これは今も地続きの問題で、かなり切羽詰っていると思います。30歳のとき

に、70～80代の人にそういう話をして、聞いてくれるだろうかと思ったのですが、ものすごく

聞いてくれます。実際にそのくらい追い込まれているのです。最近、状況が変わってきたのは、

子育て世代のお父さんたちが、そういう講座にとても来るようになりました。

例えばこの前の日曜日、東京都葛飾区で講座をしました。親子連れが対象で、お父さんは私

の話を聞いて、子どもたちはプリンを作って、お昼になったらそのプリンをみんなで食べる

という講座をしたのですが、定員20人に対して80人の応募がありました。以前ならとても考え

られないことです。ただ、｢誰に言われて来たのですか」と聞いたら、20人中14人が「奥さん

が勝手に申し込みました」ということでした。つまり、子連れの講座が大変よろしいようです。

夫も子どももいなくなってくれるから、お母さんは非常に幸せだということで勝手に申し込む

らしいです。

いずれにせよ、男の人がどうやって変わっていくかが、女性の活躍という意味で非常に重要

だと思います。気付いている方が大変増えています。今のままの男性のあり方では少しまずい

のではないかという気付きは一般レベルにかなり浸透しているでしょう。男性学という言葉は

知らなくても、男性学的な問題に気がついている一般の方は、現状非常に増えています。です

から、そういったニーズも行政に対して今後高まると予想されます。

では、行政であれば何ができるかというと、当然こういったタイプの市民講座です。つま

り、男性学という男性の問題を深める認識のフレームがあるわけですから、こういったものに

ついて学ぶ機会を作ってもらうことです。例えばうまくいっている講座では、東京都国立市で

私が昨年冬、４回連続で開いた講座では、参加したお父さんたちが勝手にLINEでグループを
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作って、月に１回飲んだり、家族ぐるみでバーベキューに行ったりというイベントを自然発生

的に行って、公民館を使って自分たちで講座を企画するようになりました。つまり、座学で終

わらせずに、そういったお父さんたちが実際に行動に移しているかどうかが、成功したか否か

の非常に大きなポイントだと思います。

男性はある程度座学が好きなので、こういった話をして「今日勉強した。なるほど」という

方は多いです。ただ、実際にやるところまでのハードルが非常に高いのです。ですから、１回

きりの講座で男性が地域活動に参加するグループを作るのは、僕が担当したかぎりでは今のと

ころ成功例がありません。４回程度の講座をすると、４回やっているうちにだんだん顔なじみ

になります。１回の講座だと、定年退職者の場合も、お父さんたちの場合も、みんな「うんう

ん」とうなずいているのですが、｢今日の講座はこれで終わりです」と言うと、みんなくもの

子を散らすように帰っていきます。これは先ほどから言っている見栄の問題で、みんな、自分

から誘わないのです。友達をつくりたくて来たのに、｢この後、ちょっとコーヒーでも飲みに

行きませんか」と自分からは言いません。かといって、誰か話しかけてこないかと待っている

感じを出すのもまずいので、みんなくもの子を散らすように帰ってしまいます。従って、顔な

じみになってもらうために連続講座にするのです。

あと、私が実践しているのは、講座の最中に自己紹介したり、お話したりする時間を強制的

に作ることです。こちらが少し無理をして、そういうルールを課してあげないと、なかなか男

性は変われないと思います。

８．日常生活の場の４分類
男性が抱えている問題を、だんだんお分かりになっていただけたかと思います。もう少し具

体的に言うと、女性が活躍するシーンの場合、例えば地域の問題、あるいは家庭の問題が非常

に多く女性に振り分けられてしまっています。ですから、職業領域での活躍を目指そうとした

とき、食い違いが起きてしまいます。

逆に男性の場合は、職業領域さえしっかりやっていれば、ある程度自分の役割を果たしてい

ると考えてしまう問題があります。家庭での役割は、仕事さえしていれば十分に果たしている。

あるいは社会に対する貢献に関しても、仕事さえしていれば十分に果たしているという錯覚に

陥りがちです。

これはなぜかというと、日本語の使い方が少しおかしい面があるからだと思います。日本で

は職業領域に参画することで、その人を社会人と呼ぶわけです。しかし、これは大変おかし

なことだと思います。公務員の皆さんであれば、一般企業と随分意識が違うと思いますが、社

会というのは、地域や家庭を含めて社会です。当然、公務員の方たちはそこに目を向けて働い

ているわけですが、一般企業の人たちはどんなにきれいごとを言っても、利益が出ないことは

できないのです。ですから、経済的な利益を求める場に参加する人を社会人と呼んでしまうと、
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社会という言葉の意味が非常に狭くなってしまうと思います。これは大問題です。日本語でい

う社会人とは、英語では単なるオフィスワーカーのことだと思います。会社で働く人を社会人

と呼んでしまっているのが非常に大きな問題です。

例えば地域の問題を考えた場合、東日本大震災のとき、私が実際に東京で経験したことをお

話しさせていただくと、当時、水道水が危ないという話になりました。特に乳幼児です。水道

水でミルクを作ったとき、子どもに問題があるという話になりました。近所でもペットボトル

の水を求める子育て中のお父さんやお母さんが大変多かったです。

もうかる・もうからないという話で考えたときに、５年前にヒットしたサンデルの『これか

らの「正義」の話をしよう』にそういう事例が出てきますが例えば、｢原発事故があって水道

水が危ない。特に乳幼児が危ないから、ペットボトルの水が欲しい。うちにはペットボトルの

水がある。これを１本1,000円、10本セットを１万円で売りますよ」と考えれば、もうかるわ

けです。ハリケーンなどが起こったとき、地域の人が非常に困っていて、そこに企業がやって

来て、高値でいろいろなものを売りつける。必要だから買うので、もうかる・もうからないと

いう論理で押し切れば、当然それが正しい行為になってしまうわけです。

ただ、地域は別です。もうかる・もうからないだけでなく、自分たちの社会をどう豊かなも

のにしていくかという視点が非常に重要なわけです。例えば、自分の家は幼い子どもがいない

けれども、ペットボトルの水が余っているのであれば隣近所に分けるのが、地域における正当

な行為だろうと思われます。もうかる・もうからないの論理とは対立しますが、地域活動にお

いてはどちらが重要かということになります。家庭も同様だと思います。家庭をもうかる・も

うからないの論理で回している人はいないと思います。

この話を学生にして、こういうお父さんがいるかと聞くと、｢誰に食べさせてもらってると

思っているんだ」と言うお父さんはいまだにいます。このお父さんは仕事の話を家庭に持ち込

んでいるので非常にまずいですよね。その論理で家庭を動かしていいのかということを、お父

さんは平気でやってしまっています。

これは、二つの理由でやらない方がいいのです。一つは、子どもが黙ります。お父さんが学

費を払って、家のローンを払って、食費を出しているので黙ります。子どもを論破してどうす

るのかということになります。小学生でも、コミュニケーションはお互いの気持ちを察してや

るキャッチボールだということを分かっています。それをお父さんが子どもを論破して、悦に

入ってどうするのかという問題です。

もう一つは、自分のためにこのカードを絶対に切らない方がいいです。｢誰に食べさせても

らってるんだ」と言ってしまったお父さんは、｢家庭におけるおれの役割はお金を稼いでくる

ことだ」と言ってしまっています。そうしたら必然的に、稼がないお父さんは要らないという

結論になります。従って、学生に「誰に食べさせてもらってると思ってるんだ」と言われたら、

｢今は黙るけど、お父さんが定年になったら山に捨てに行くからね」と答えるように言って
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います。どうせ今の60代は、山に捨てても、元気で足腰が丈夫ですから下りてきます。

もう一つ付け加えておきたいのは、自分だけの時間がない人が非常に多いのです。職場や地

域でいろいろな役割があるでしょうし、家庭では妻や夫、お母さんやお父さんの役割がありま

す。では、いつ自己反省の時間があるのか、いつほっとできるのかということになります。自

分自身の時間とは、もうかる・もうからないの論理からいえば、何も生産していない時間です

から、非常に無駄です。しかし、そういったものを無駄だと思ってしまう発想自体が大変恐ろ

しいと本来なら思わなければならないわけです。

私が働いている武蔵大学は、東京都練馬区にありますが、個人経営の喫茶店がある程度あり

ます。講義の合間など少しでも時間があれば、喫茶店に行ってゆっくりとお茶を飲みます。何

もしていません。読書をしてもいいかもしれません。そういったゆっくりする時間を持つ余裕

も人間は必要だろうと思います。

従って、もし「社会人」という言葉を正しく使うのであれば、フルタイムで働いている方は、

職業領域が中心にならざるを得ませんが、全部の領域に目配りできているかが問題だと思いま

す。社会は厳しいと言うけれども、それは会社の話をしている人が非常に多いわけです。そう

いう人の視野は大変狭いと思います。そういった視点しか持っていません。

つまり、男性中心社会の問題はそこなのです。会社的な論理からしか政策のようなものが出

てきません。先ほど、女性の活躍推進の話がありましたが、現状行われている女性の活躍推

進は、労働者の数が減るから、女性にもぜひ働いてほしいという話にしか聞こえません。もう

かる・もうからないの話を中心に社会を動かしたとき、労働人口が減って、おじさんばかりに

なってしまうから、女性も働いてくださいというのは、女性の活躍や男女平等、性別にとらわ

れない多様な生き方とは大きく離れてしまっています。ですから、こういうことについてはぜ

ひ批判的に見ていかざるを得ないことを理解していただきたいと思います。

９．ワーク・ライフ・バランス
ワーク・ライフ・バランスという点でぜひ付け加えたいのは、震災以降、社会学の世界で注

目されている「生の社会学」｢命の社会学」という分野です。上智大学副学長の藤村正之先生

は、LIFEという言葉を生命、生活、生涯という三つの意味で考えたらどうかと提案して、い

ろいろと分析されています。

この視点は大変有益です。なぜなら、一般的にワーク・ライフ・バランスというと、生活と

いう意味でしか使われていないからです。目先の生活と仕事のバランスをどう整えるかしか考

えられていません。命を削って働いていて、命と仕事のバランスが取れない人が、一番悪い例

でいえば過労死になります。働き過ぎて体を壊されている方は、男女問わず、忙しい職場でい

らっしゃるわけですが、これは本末転倒も甚だしいわけです。働くために生きている人は男女

問わず、どこにもいないはずです。生きるために働いているのです。働いて命が削れてしまう
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ことがあってはならないですし、過労死は１件でも起きたらまずいと思います。

こういう話をしたとき、過労死した人がいるとか、うちの職場では去年３件の自殺者が出て

いるのに、それについて調査していないという話が必ず出てきます。働いていて死んでしまう

ことは起きてはいけません。ワーク・ライフ・バランスという言葉ははやり言葉として非常に

簡単に使われていますが、根本的には命と仕事のバランスに重きを置かなければならないだろ

うと私は考えています。

次に、生涯の視点です。多くの人は、働いていればいいだろうと開き直るわけですが、定年

退職が来ます。人生80年の時代ですから、０歳児が成人するまでと同じ長さが定年後に残され

ています。にもかかわらず、仕事中心でいいと言っている男性には、定年退職者についてお伝

えしたいことがあります。

私は定年退職者の調査を結構しましたが、40年間の現役生活を振り返って、私が質問したこ

とに対し、｢残念」と答える方が少なくありませんでした。｢なぜ残念なのですか」と聞くと、

｢記憶がない」ということでした。就職してから40年間、何をしていたかよく分からないと言

うのです。僕はそれを聞いたとき、意味が割とすぐに分かりました。

例えば、この10年間のことを思い出してほしいのですが、例えば小学校６年間はとても長

かったですね。いろいろなイベントがありました。中学校３年間もそうです。高校３年、大学

４年でも思い出すことがたくさんあります。しかし、ここ10年は何も思い出せないのです。

つまり、ただ働いている中で、時間が過ぎていくわけです。それを40年続けて、多くの人が

｢残念」という気持ちはよく分かります。自分の人生の半分をかけてやったことの意味が、よ

く分からない状態になってしまうわけです。ただ、多くの人は、働いていれば責任を果たして

いると思うし、男性の評価は日本の社会では仕事だけです。仕事を辞めるわけにはいかないで

すし、仕事をしていれば評価されます。それでいいと思って生きていて、いざ仕事を辞めたら、

｢残念です」と。その40年が残念なだけでなくて、そこまで仕事中心にやってきたから、家庭

に居場所がなく、地域に友達がおらず、趣味がないからすることがないのです。これは非常に

つらいことです。ですから、生涯という視点で仕事とのバランスを考えないと、男性は退職後、

非常に痛い目に遭います。

では彼らがどこにいるかというと、図書館です。図書館に行くと、朝から夕方までいるお父

さんは少なからずいます。一つは、無料だからです。もう一つは冷暖房完備で雨風をしのげる

からです。これは、私の友達で、実際に図書館で働いている人が言っていたのですが、そうい

う人たちの多くは、本は読んでいなくて、居場所がないから、ただいるのです。他にも、先ほ

ど「あべのハルカス」に行ってきたのですが、もう一つの居場所はデパートの無料のベンチで

す。無料で、雨風をしのげて、冷暖房完備だから、お父さんが朝から晩までデパートのベンチ

にいるのです。お金もないし、知り合いもいないから、ただそうやって無為に過ごしているの

です。ですから、このことはぜひ重く受け止めていただければと思っています。
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10．若者世代の価値観
従って、男性が抱えている問題は山積みです。男女共同参画は、若い世代が中心になってく

れば変わるだろうという話がよくあります。確かに非常に変わってきている側面があります。

これは私が働いている武蔵大学と、非常勤で行っている学習院大学が2012年に行った若者の

恋愛観に関する調査です。｢デート中の支払いをどうしますか」という問いに、女の子の45％

は｢自分が食べた分だけ払う」を選びました。自分が食べた分だけ払うというのは、私の世代

からすると、あまり意味が分からなかったのですが、要するに自分が1,000円のものを頼んで、

相手が1,200円のものを頼んだときに、1,100円ずつ払うのはおかしいという発想らしいのです。

割り勘でもいいという子は29％ですから、74％の女の子は、今や男性におごってもらおうとは

思っていないわけです。時代は非常に変わってきています。

例えば、20歳の子は1995年生まれです。｢失われた20年」といわれている時代を生きてきて

いるわけですから、お金がないこともよく知っています。ただ、ここで問題になるのは男性の

思い込みです。現代でも男の子の約半数は「全部払う」か「多めに払う」と言っています。つ

まり、女性はもうそれほど男性の経済力に期待していない人が増えているのに、男性が見栄っ

張りだから、女の人をリードしたいところが少し残ってしまっています。

ただ、根本的に変わっているかというと、男がリードして女がリードされる問題は、今の学

生にも当然あります。例えば「告白はどっちがすべきですか」というと、８割の男女が「男」

と言います。プロポーズは９割の子が「男がすべきだ」と言っています。つまり、｢重要な決

断は男がするべきだ」と今の若者も思っているわけです。

となると、デートの支払いのような表面的な部分については、女の子は同じくらい払うとい

うふうに変化しているけれども、男がリードして女がリードされる関係は今も若者に多いと

いうのは明らかなので、世代交代すれば、放っておいても男女平等が達成し、性別にとらわれ

ない多様な生き方が実現するだろうという考えは、少し甘いと思うわけです。それは、根本に

リードする・される関係が残り続けるからです。

11．雑談の時間
市民講座等ではさまざまな工夫をしているわけですが、男性に実際に変わっていただかなけ

ればならないので、講座の最中に話し合いの時間を設けています。話し合いのときには、｢人

の話に割り込まない」｢人の話を否定しない」というルールを必ず課しています。そういう足

かせをはめないと議論を始める人や演説を始める人などが出てくるのです。市民講座などでも

そういうことを言っておかないと、特に定年退職者が集まる講座で、｢質問はありますか」と

聞くと、演説を始める人が必ずいるので、そういう足かせをはめておきます。

２年ほど前からやっていて、当初は講座の担当者はみんな不安がっていました。｢男性に雑

談の時間を設けて、話が膨らむのですか」と言うのですが、１回も失敗したことがありませ
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ん。つまり、男性は普段、話に割り込まれるのではないか、話を否定されるのではないかと構

えています。普段男性は議論をしているのです。ですから、自分の話を無批判に受け入れても

らえる経験がないので、今の二つのルールを課した上で話してくださいと言うと、あっという

間に打ち解けて、わいわい楽しそうに、｢時間が足りないですね」というぐらい話しています。

私は当初、話がちゃんと盛り上がるか心配だったので、全てのテーブルを回っていたのですが、

最近はもう回っていません。

12．コミュニケーション ～要件伝達型と関係形成型～
やはり男性はコミュニケーションの問題を少し勘違いしているのだと思います。デボラ・タ

ネンという言語学者が書いた本は、少し決めつけがあるため、アメリカでも日本でも批判が

あるのですが、男性は要件伝達型のコミュニケーションをして、女性は関係形成型のコミュニ

ケーションをすると言っています。そういう傾向があるという話として聞くのであれば大いに

参考になるので、その点だけ気をつけて聞いてください。

男性は要件伝達型、つまり問いがあったら答えがあるようなコミュニケーションです。女性

の関係形成型は、相手と仲良くしたい、共感したいというコミュニケーションが得意な傾向が

あるという話です。

具体的に言うと、例えば奥さんが子どもの成績が下がっているという話をしたときに、夫は

｢じゃ、塾入れれば」みたいなことを言ってしまうわけです。あるいは「今日、お友達とランチ

に行ってさ」ということを話しているとき、｢それは何？俺と行こうという話？」と問い詰める

人がいます。ただ、奥さんは今日ランチに行っておいしかったという話をしているだけで、目的

があってしているわけではありません。ですから、｢何が言いたいの？」と言われると、｢もうあ

なたと話すことはありません」となってしまいます。これも多くの男性がやってしまいがちです。

他に、平日昼間にファミリーレストランなどで、ただお話をするためにいるお母さんたちが

いると思います。あの人たちがいくら話しても、画期的な発明も生まれませんし、世界平和に

はなりません。多分、今日と同じ明日が来ます。それでも単に楽しいから話をしているのです。

多くの男性は、その理解が足りません。つまり、コミュニケーションとは、何か成果を上げる

ためにしていると思ってしまうのです。仕事領域の考えに侵され過ぎなのです。子どもが家に

帰ってきて、｢お母さん、お母さん」と話しかけてきて、皆さんは子どもを問い詰めますか。｢私

に何を報告したいの」などと言わないですよね。コミュニケーションとは、ただ感情を共有した

いというレベルであり、こういうものを無駄だと思ってしまう男性的な発想は非常にまずいので

す。社会を非常に狭めたものにしてしまうので、この男性の思い込みは早く直した方がいいです。

趣味がない男性にも同じことがいえます。趣味は多くの人が無駄だと思っています。サイク

リングが趣味の人がいたとして、｢サイクリングをしたって、家から自転車で出て行って、ま

た家に戻ってくるだけじゃないか。それなら、家にずっといればいい」という話になって
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しまいます。山登りでも「山に登っても、どうせ麓に下りるのなら、ずっと麓にいればいい

じゃないですか」となります。山に登ること自体が楽しい、自転車に乗ること自体が楽しいの

です。従って、会話すること自体が楽しいこともあるわけです。

しかも、関係形成型が人間の信頼感を培っていくわけです。現状の男性中心の職場は生産性

ばかりを重視しているので、そういった関係が非常にぎすぎすしています。これは労働社会学

的な知見を付け加えると、適度に私語があって、雑談できるような職場の方が、実は効率がい

いという研究もあります。つまり、成果至上でやってきた結果、本当に成果が上がっているの

か、自分が満足したいだけではないか、自分が理解できないものに対して否定的になっている

だけではないかということは、ぜひ考えていただきたいと思います。

このような男性の思い込みや男性自身が自分を縛ってしまっていることが、恐らく女性の活

躍推進において大いに足かせになっていると思います。それだけではなく、この問題は私たち

の人生の問題でもあります。現役で働く男性は定年退職者と何も違いがありません。定年退職

者は仕事を辞めているから気付いているだけです。趣味がない、友達がいない、家庭で浮いて

いるというのは現にある問題です。ただ、職場に行っているから気付かないのです。

ですから、男性にとってのジェンダーの問題と男女共同参画の問題は、女性のためにやって

あげる問題ではないのです。自分の生き方を見直して自由になることによって、当然性別にと

らわれない生き方が可能になるわけですから、女性の活躍も推進していけるでしょうし、われ

われにとっても利益が大いにあります。もう少し肩の力を抜いて生きていけるということです

ので、男性にもぜひ、女性の活躍について自分の問題として考えていただきたいと思います。

質疑応答

（Ｑ１）要件伝達型コミュニケーションと関係形成型コミュニケーションとありますが、非常に

女の人が苦手なのです。ずっと合わずに長い間きました。女性は関係形成型のコミュニケー

ションで、たくさんお話をされますが、僕としては、仕事や地域の活動で前に進めていきたい

ことがたくさんあります。例えば会議が２時間として、女性と会議をするとひたすらだらだら

として物事が何も決まりません。２時間なら２時間以内で、また次の議題に移っていきたいと

思うのです。コミュニケーションは信頼関係をつくるのが大事だと思うのですが、時間的なこ

とも含めて、どういうふうに考えたらいいのか、そのあたりを教えてください。

（田中）意味は大変分かるのですが、多分一番ご不満の点は、うまく理解できないことだと思い

ます。それについては多分、逆も一緒だと思うのです。男の人が何だかんだと効率的にやって

くることは、向こうから見たら多分意味が分からないと思います。ですから、重要なことは慣

れることだと思います。意味がないとか価値がないというスタンスで挑めば、表面的な部分し

か見られないと思います。関係形成型で考えていくならば、長期的に見た場合、いい関係がで
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きていた方が後々物事が決まっていくこともあると思います。ですから、せっかくこういう視

点を得たわけですから、関係性の作り方の価値は何かという点に目を向けていただきたいと思

います。

　　私も、ジェンダーの研究をしていると女性の研究者ばかりなので、大学院に行ったときは同

じことを思いました。研究会も最初の２時間はお茶会のようになっていて、「これは何なの

か」と思っていました。10年ぐらいいると、それにどういう意味があるかがだんだん分かって

きますし、そこで形成された関係が、長期間にわたってお世話になっている人だったりするの

で、男としては「意味がないじゃないか」と思いがちですが、ただ寄り添って、その人たちが

していることの意味を考えてみられるといいのではないかと思います。

（Ｑ２）サイボウズの選択型人事制度について、教えていただければと思います。

（田中）私が企業などでワーク・ライフ・バランスの講座をしていて、特に年配の方と接してい

ると、少し厳しいと思うことがあります。例えば、満員電車の問題は都市部では必ず発生しま

す。私は、時差通勤すればいいではないかと言いますが、年配の方は無理だと言います。なぜ

かと聞くと、｢当たり前だから」と言うのです。オフィス街に行くと、昼の12時台はどんな飲

食店も混んでいます。では、昼休みも分けて取った方がいいのではないですかと言うのですが、

｢無理だ」と言います。しかし、実践している企業はたくさんあるので、できるのです。

　　サイボウズという会社はＩＴ企業で、グループウエアを作っている会社です。都道府県の公務

員の方でも導入されているところはあると思います。この会社は働き方について抜本的な改革を

行っていて、その結果、離職者が画期的に減っています。一般的には時間の制限があって、場所の

制限がある働き方だけが働き方だと思われていますが、昨今はテレワーク、場所の制限がない働

き方もあるわけです。佐賀県などは結構熱心にやっておられます。公務員の皆さんも、ＩＴ企業も

関係なく、今はパソコンさえあればできる仕事がたくさんあるので、テレワークは全く可能です。

　　ただ、一般的に言われているのは、せいぜいここまでです。在宅勤務といっても、午前９時か

ら午後６時まで、働いていなければなりません。コアタイムが生活のリズムを大きく無視してい

て、例えば子どもが病気になったとき、介護の問題を抱えている方もそうだと思いますが、９時

から６時まで固定的に勤務時間になっている状況に対してうまく対応ができていないと思います。

　　サイボウズがやっているのは、スーパーフレックスといって、会社には来なければならない

けれども、何時に来てもいいというものです。例えば午前中、子どもの面倒を見てから出社す

ることも可能です。さらに、時間も場所も制限がないウルトラワークを取り入れています。何

時から何時まで働いてもいいし、自宅にいてもいいということです。これなら、子どもが急病

になったときや、長期的に向き合っていかなければならない介護の問題にも柔軟に対応できま

す。ちなみに、これはどれかを選んでしまったら、ずっと続けなければならないものではあり

ません。日によって異なってもよくて、非常に柔軟です。



102 おおさか市町村職員研修研究センター

平成27・28年度「女性の活躍促進研究会」報告書

　　ただ、問われているのは一つだけ、成果は同じように上げることです。これが一番重要なポ

イントだと思います。つまり、どこにいても手抜きをしていいわけではありません。社員とし

て責任を果たしてくれるのであれば、あなたの働く場所、時間は自由ということです。これは

ＩＴ企業だからできるという批判がよくありますが、ほとんどの会社や役所で実現しようと思

えばできます。慣習上、または思い込みがあるからできないのです。できないと思っているか

らできないに過ぎず、やってみればできる会社はありますし、実際にこの会社は業績も上がっ

ていれば、離職率も低く、知名度も上がっています。

　　今までの仕事は、会社の都合で来てもらう形でした。視点を移して、働く側の都合で仕事を

作っていくと当然働きやすいわけです。上の人たちの思い込みが現状の政策において、非常に

足かせになっている部分が多いと思うし、実際にここの社長は若く、40代前半の方です。若い

人がトップの企業ではこういうことをどんどんやっています。企業はもうからないことはでき

ないという話になりますが、実際にもうかっているので、そういったニーズとも両立できます。

　　大阪でもそうだと思いますが、東京でも定時という常識に縛られてしまっている人はとても

多くて、台風が来たときにはビジネスホテルがいっぱいになります。朝５時に家を出たとい

う人もいますが、何をしているのですかということになります。要するに、９時には会社にい

なければならないという常識が非常に根強いのです。しかし、サイボウズだったら、台風のと

きには社員は来ていません。台風のときに出社したところで、通常どおり業務は回らないので、

出社しないのです。家で何かしていてもらった方が、安全上もいいですし、子どもが休校に

なったりもしています。社長は出社したようなのですが、オフィスに誰も来ていない光景を写

真に撮って、ツイッターに上げているような会社です。

　　これは非常に重要なことで、われわれは１日８時間勤務を中心に発想しているから、介護や

育児の問題という弊害が出てきているのです。そこを取り払うことを可能にする制度なので、

非常に興味深いと思っています。

（Ｑ３）私の中で男女共同参画は二つの面があると思っています。プライベートな男女共同参画

と、制度における男女共同参画です。プライベートの部分については、例えば夫と話し合った

り、家庭内でのワーク・ライフ・バランスは解決しやすいかなと思います。

　　しかし、制度における男女共同参画は、例えば１～２か月前に裁判があったと思いますが、私

はとても怒りを覚えています。大阪高裁は、公務員である妻が亡くなった夫に対し、年齢制限で

遺族年金の受給権がないという判決を出しました。夫が亡くなったときの妻の受給権は年齢制

限がないのに、妻が亡くなったときの夫の受給権は年齢制限が存在していて、地裁は夫の主張が

通ったのですが、高裁で覆ってしまいました。そのあたりの先生のご見解を聞けたらと思います。

（田中）今の問題は、実はプライベートな問題に非常につながっていると思います。先ほど申し

上げたように、市民講座に自分から参加する人はいません。妻が背中を押して行かせているわ
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けです。そうすると、これは介護の問題ともつながると思うのですが、人のお世話をするのは

女性の役割であるということを再生産しているわけです。男性は腰が重いから、女性がお世話

をしてあげて、そういう市民講座も「行きなさい」とやってしまっているわけです。ただ、非

常に難しいのは、そうしないと男性は実際に行きません。理念として達成したいことと現実の

生活の中でどうしていくべきかは、やはり日々対立するのだろうと思います。

　　今の例だけでなく、例えば小さいお子さんが亡くなったときの生命保険の額が、生涯賃金で

換算して男の子の方が高く出て、女の子の方が安く出てしまう問題も含めて、それは多分わ

れわれの日々のプライベートな生活と地続きだろうと思います。その問題は本当に難しいです。

例えば夫が家事をしないことに対して、妻がそれを世話してできるようにしてあげることは、

女性が男性の世話をするということを、またそこで反復してしまうわけです。でもそうしない

と目の前のお皿が男性主導で片付かない問題があります。

　　多分、私たちが日々行っていることと社会制度は、非常に密接な関係があると思います。僕

らの日々の行いが変わってきたときに現状の制度と食い違いを起こすわけですから、そこの制

度も変えていかなければならないだろうと思います。ですから、分けて考えるのは、少し違う

のかなと思っています。まさにわれわれのプライベートが反映された制度になって、その制度

がわれわれのプライベートの関係を作るので、両方に目配りしながら変えていかないとまずい

と思いました。

（Ｑ４）私も男女共同参画担当の課におりまして、男性講座を開催させていただいています。年

代としては、介護問題などになると、やはり60代以上の方が結構いらっしゃって、子育て関係

になると20～30代がいらっしゃるのですが、企業や社会のコアを成している30代後半から40～

50代に対してなかなか響かないとずっと感じています。そのあたり、どういうふうに考えれば

いいか、教えていただければと思います。

（田中）ファザーリング・ジャパンという団体がイクボス研修をかなり熱心にやっているのですが、

企業の偉い人で、わざわざ男女共同参画を学びにこようという人はなかなかいないので、実際

に出前で行っている段階だと思います。ただ、出前講座というのは、例えば神奈川県藤沢市では、

予算をつけて中小企業などに講師を派遣する事業をやっていて、来るのを待っていてもその層

の人は多分来ないので、自分から出向いていくしかないと思います。来ていただければ一番いい

のですが、現実を変えるためのアプローチとしては、やはり出向いていくしかないと思います。

（Ｑ５）男性がとてもしんどい働き方をしていて、それをもう少し言葉で共有できればもう少し

楽になるだろうと思うことでも、女性の側から「言ってよ」と言ったところであまり男性も

言ってくれませんし、かといって男性同士で話すこともないと思います。どうやってジェン

ダーの縛りを男性から解放できるかというか、男性の凝り固まったところのほぐし方というか、
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身近なところからほぐしてあげたらいいかと時々思うことがあります。どういうふうに言った

らいいのでしょうか。

（田中）定年退職者の講座をしているときに思ったのは、定年退職者と自分の父親は同年代なの

ですが、父親は私の言うことを聞きません。多分、講座に出ている人たちも一緒だと思いま

す。奥さまが言おうが、息子が言おうが、娘が言おうが、何も聞かないと思います。これは先

ほどの見栄の問題があると思います。家族に言われて何かを変えるのは、必要を感じていない

と思っているわけではなく、第三者に言ってもらえば割と素直に聞くという面が残念ながらあ

ります。ですから、市民講座に来ていただくのが一番いいでしょうし、そう思われている奥さ

まが多いでしょうから、勝手に申し込んでいるのだろうと思います。

　　私も去年結婚して思うのは、計量化して取っているわけではないので、本当に夫婦どちらが

家事をするかという問題は大変難しいと思います。わが家では、主観的に私の方が２倍ぐらい

やっているのですが、彼女は自分の方がやっていると言います。けんかになるので言いません

が、きちんと時間をつければ僕の方がしているに決まっています。というのは、向こうは週５

日フルタイムで働いているので、家にいないから役所や銀行に行くのは全部私です。でも「あ

んたはやってない」と言うのです。

　　ですから、人間の主観は恐ろしいのです。ただ、それを客観視してデータ化した場合、もっ

といさかいがひどくなることもあります。グラフをつけてみたけれども、あなたは３分の１

しかしていないという説得も、家庭内では大変難しいですよね。ですから、夫婦でバランスを

作っていくことです。その家庭にふさわしいバランスというのが個性によって出てくるのは致

し方ないので、他の家庭ではこうだよみたいな話をするのが多分一番いいのではないかと思い

ます。やはり主観でしか人間はものを見ていないことが結婚してよく分かりました。

（Ｑ６）私は男女共同参画とは全然違う職場から来ているのですが、第３次男女共同参画基本計

画の成果目標で気になるところがあります。労働時間週60時間以上の労働者の割合などの数字

は年々上下すると思いますが、自殺死亡率は結局、命を落とされることになるので、次の年に

数字に表れることは絶対にありません。ですから、２割減という目標を掲げていることに対し

て、実際に死んだ方たちは帰ってこないという視点が抜け落ちているように思うのですが、そ

の辺はどうなのでしょうか。

（田中）ここからどういう教訓を得るかということだと私は思います。こういった方を出さない

ためにこの数字から何を学ぶかということが非常に重要だと思います。遅ればせながら自殺対

策の法律などもできて、調査や相談事業等もされています。先ほども申しましたように、男性

にとってと言いながら、何が問題なのかという指摘すらされていない現状があります。ですか

ら、これは男性の問題としてしっかり捉えて、未然に防ぐにはどうしたらいいかという視点を
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しっかり盛り込んでいただきたいのはそのとおりだと思います。

　　こういった数値目標は、男女共同参画の計画を立てるときに、市区町村レベルでも立てられ

ると思います。今ご指摘していただいた話は、ぜひ盛り込んでいただきたいと思います。単に

減らすのではなく、そこから何の学びがあり、それをどうしていくかというビジョンが必要で

す。最近は男性にとっての男女共同参画がよくいわれていますが、これは入れておかなければ

いけないということで付けられていると思います。もっと理念やビジョンを持ってほしいと本

当に思います。

（Ｑ７）先生にお聞きしたいのですが、性差、個体差の部分を私たちはどう考えていけばいいの

でしょうか。つまり、人間は社会的動物なので、役割分担や男性・女性というジェンダーで生

まれる差も、社会の後付けなのか、それとも個体として性差がある以上、生まれるものなのか

という部分は、すごく悩ましいところです。それは女性だから、男性だからなのか、むしろ教

育や社会的な後付けで女性らしさ、男性らしさが生まれたのかを突き詰めていくと、答えがな

いのです。両方交じり合っているのでしょうか。男女共同参画と言って、性別にとらわれない

ところはどうとらえていけばいいのかについて、ご意見を伺いたいです。

（田中）それは非常に悩ましい問題であって、例えば妊娠、出産を考えた場合、男性は妊娠でき

ないので、女性だけに割り振られている役割だと思います。ただ一般的に言われている性差

は、それ以外のものも含めて、男女がぱっくり分かれているかのように認識してしまっていま

す。ここに事実誤認があると思います。

　　例えば、男性が女性より上回っていることで言えば、徒競走のタイムがあると思います。た

だ、女子のトップよりもはるかに遅い男の子もいます。多くの人の認識は、女性がいて、男性

がいて、ぱっくり分かれていると考えているのです。ただ子どもを産む・産まないということ

だけを考えればそうかもしれませんが、それ以外のことは能力の面でもかぶっていたり、女性

の方が男性よりも上回っていることはたくさんあると思うのです。

　　ですから、男と女は違うとよくいわれますが、現実としては統計的に交わっている部分もあ

りますし、学力についていえば女性の方が上回っています。そういったこともあるので、ぱっ

くり分かれている考え方さえしなければいいのではないでしょうか。実際にここにいる男性の

中で、レスリングの吉田沙保里選手に勝てる人は多分いないと思います。われわれが束になっ

てかかっても全員やられると思います。ということは、吉田沙保里選手の方が強いわけです。

そういう単純な事実を見逃して、｢男は」｢女は」となりがちなところに、いかにブレーキを掛

けるかです。ジェンダーは、生物学的な性差を否定しているわけではないと思います。にもか

かわらず、その二つに分かれていることで、いろいろなものを二つに分け過ぎています。そこ

に不平等があることが問題だと思っています。
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◆平成27年度第４回「女性の活躍促進研究会」公開講座

　開催日　平成27年８月20日（木）

　講　演　「日本における女性のポジティブ・アクション」

　講　師　古久保 さくら 氏（大阪市立大学大学院創造都市研究科　准教授）

今日はポジティブ・アクションという議論がなぜ起こってきたのか、どういう正当性があるの

か、そしてこの政策にはどんな落とし穴や危険性があるのかという話をしたいと思います。

まずは、今、日本では男女共同参画社会が推進されていることになっていますが、これがどれ

ぐらい実現されたのか、なぜこんなことが始まったのかといったことをしっかり理解しておく

必要があります。その上で、積極的格差是正策と表現されることもある「ポジティブ・アクショ

ン」が起ころうとしてきているわけですが、これをめぐって日本は法制上どういう状況にあるの

かを説明し、日本におけるポジティブ・アクションの取り組みを簡単に紹介して、ポジティブ・

アクションがもたらすものをプラス面とマイナス面から指摘したいと思います。

１．日本における男女共同参画社会化の現状
（１）背景にあるもの

男女共同参画社会基本法が1999年に全会一致で国会を通ってから15年以上がたちますが、

これが浸透したのかどうか、どのように進んでいるのかを確認することが非常に重要だと思

います。これは誤解がしばしばバックラッシュの方から起こるのですが、フェミニズムとい

われるような、女性の権利を高めたい、女性の運動のみによって男女共同参画社会化が進ん

できたわけではありません。私自身はフェミニストと呼ばれても全く構いませんし、女性の

権利がもっと擁護されて立場も強くなった方がいいと思っていますが、私の運動によって男

女共同参画が進んだとは微塵も思っていません。

それでは、なぜ男女共同参画社会化が1999年の段階で必要とされてきたのでしょうか。そ

れまでの「男性は外で働き、女性は家で家事・育児をする」という近代的性別役割分業に決

別して、｢男女ともに外で働き、家庭の仕事をする」という自分の能力に見合った仕事がで

きる、性別役割分業にとらわれない社会をつくっていかざるを得なくなった理由には、まず

人口問題があります。むしろ人口問題だけでほとんど語ることができるのではないかと思い

ます。

厚生労働省が５年に１度行う出生動向基本調査（夫婦調査）の第14回の調査結果によれば、

夫婦の完結出生児数は1940～2010年の間で減少傾向にあります。完結出生児数とは、妻が

50歳になった時点での子どもの数です。日本の場合は、最近ようやく非嫡出子の相続権利が

嫡出子と平等になりましたが、それまではずっと非嫡出子の相続権利が嫡出子の２分の１で、
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非常にあからさまな非嫡出子への差別があったために、結婚の中でしか子どもが生まれない

状況にありました。それは今でもそうです。例えばヨーロッパでは50％以上の子どもが結婚

外で生まれている国も珍しくないのに対し、日本では結婚外で生まれた子どもは5％にも満

たないのです。つまり、結婚の外では子どもは生めず、妊娠したら結婚という形を取って出

産することが非常に盛んになっているということです。

1940年の完結出産児数は4.27人でした。これが1972年になると2.20人まで一気に減ってい

きます。そして、2.2人という水準が2002年まで続きます。全ての人が結婚して2.2人生んで

いれば人口は無事に循環するのですが、一方で結婚率はこの30年間で下がっているので、人

口は徐々に減っていきました。ただ、結婚さえすれば2.2人の子どもが生まれるので、あま

り問題だとは認識されていなかったのです。

それが1990年代初頭になると、2.2人生まれているのに人口が減っているという事実に気

づき、何とか人口を増やさなければいけないという議論が出てきました。かつて1940年の時

点でも、国家が戦争のために「産めよ増やせよ」をスローガンとした人口増加政策を掲げた

ことがありますが、子どもが兵隊になるまでには18年かかるわけですから、1940年に生んだ

子どもが兵隊になれるのは1958年です。ですから、人口政策というのは非常に長いタームで

考えないといけないのですが、非常に近視眼的に考えてきた歴史がありました。

多くの2.2人生み続けていることに甘え切った政策を展開してきましたが、1990年段階で

実はあからさまに少子化であるということが問題化してきました。そして、夫婦にさえなっ

てくれれば2.2人生んでくれていましたが、2002年以降になると、夫婦になっても子どもを

あまり生んでくれなくなりました。最新の2010年の調査結果では、夫婦になっても1.96人し

か子どもを生まないことが分かっています。未婚化・非婚化が進み、子どもの数が非常に

減ってきているのが現状なのです。そして、人口が減ると労働力が不足するので、この労働

力不足をどう補っていくのかという労働力政策の問題として女性の活用が議論になりました。

また、先進資本主義諸国といわれているOECD加盟国の24か国では、合計特殊出生率

(一人の女性が一生のうちに生むと推定される子どもの数）と女性の労働力率（女性が家

庭の外に働きに行く割合）には相関があるのではないかという議論がなされるようになり

ました。これは1990年代半ば以降に非常に強調されたのですが、アイスランド、アメリカ、

ニュージーランドで見られるように、女性たちが働き続けられるような社会になると、子ど

もをたくさん生んでくれるのではないかということが喧伝されるようになったわけです。そ

れを受けて、日本の場合は女性があまり働いておらず、それと関連して子どもがあまり生ま

れてないから、女性が働きやすい社会をつくれば、もっと子どもが生まれるのではないかと

いう論理展開になっていきました。つまり、少子化問題がこういう議論を構築していったわ

けです。人口が減少しているので労働力が必要であること、また、女性が働くことと出生率

には相関関係がありそうなことから、政府は働くことと産むことの両方を女性に期待する
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ようになりました。

また、男女共同参画化には他にも必然性があっただろうと思います。もともと近代的な性

別役割分業の中で一番強調されたのは何かというと、国民をつくるためのお母さん役割でし

た。学校教育のバックアップをしてくれるような母親であることが非常に強調され、女性の

教育方針として喧伝されていきました。それがいわゆる良妻賢母主義です。そこにはある種

のフィクションがありました。それは、国民の母として学校教育を支援しながら子どもの教

育に専念することこそが、女性の役割として最も重要だという考えです。

これを実行するには、二つの条件がありました。一つは、教育を受けた女性が子どもの教

育をするのにふさわしいということです。家庭での教育、あるいは乳児から幼児までの育

児・家庭教育を女性に任せておくことが最も有効であるという社会的信頼がひつようでした。

こういう女性の母役割に対する信頼がないと、性別役割分業は成り立たなかったわけです。

もう一つは、夫が子どもと妻を養うだけの賃金水準を獲得できることです。女性が働かずに

良妻賢母に専念するには、女性が働かなくても食べていける賃金を男性がもらえなければい

けません。つまり、女性の生き方として専業主婦を選択するには、夫に妻子を養うだけの賃

金が必要だということです。従って、母役割に対する社会的信頼と男性の家族賃金制の二つ

が実行できて、ようやく近代的な性別役割分業が成り立つわけです。

実は良妻賢母的に生きるというのは、明治政府がつくり出したジェンダーの再編だったの

ですが、これが実行できたのは戦前期ではいわゆる高等女学校を出た女性に限られていまし

た。非常に階層が高い人だけが良妻賢母的に生きることを選択できたわけです。逆に言えば、

良妻賢母的に生きることは階層の上昇を意味したので、庶民にとってはある種の憧れでした。

ですから、例えば満州移民に農村の女性たちを送り出すときは、｢満州に行ったら専業主婦

になれますよ」｢ペチカの前で編み物をしていればいいのですよ」｢子どもを育てるだけでい

いのですよ」といったうたい文句が使われました。このように、ある意味では階層の上昇を

専業主婦に、あるいは近代的なジェンダーにイメージづけてきたわけです。

ですが、戦前で高等女学校を出た女性の実際の生活はどういうものだったかというと、実

は専業主婦でありながらお手伝いさんがいて、子どもの世話も母親一人ではなくお手伝い

さんと一緒にやっていました。また、当時の完結出生児数が4.27人だったということは、母

親の姉妹が３人もいるわけです。兄弟だったとしても、彼らが妻を持てば義姉妹がたくさん

できます。ですから、女性の親族ネットワークが非常に大きかったと考えられます。敗戦後、

高度経済成長期になると専業主婦化が非常に進んでいくのですが、ここでの大衆的規模での

主婦化において、どうやって母親が一人で子どもを育てるというフィクションを演じること

ができたかというと、それは女性の親族ネットワークがあったからです。要するに、兄弟姉

妹と一緒に育てたり、伯母さんに知恵をもらったりと、親族に手伝ってもらっていたので、

保育園にも預けずに、専業主婦で子どもを育てることができていたわけです。
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ところが、完結出生児数が2.2人になって30年ですから、今は親族ネットワークがものす

ごく小さくなってしまって、専業主婦だと母親だけで子ども２人を育てなければならなく

なっています。ですが、それにはどう考えても無理があります。その無理が明らかになった

のは、1999年に文京区音羽地区で起きた事件がきっかけでした。専業主婦の母親が幼稚園児

の子どもの友達の妹を殺害するという事件で、当時はお受験殺人などといわれたのですが、

親族ネットワークもなく、周りに助けてもらえず、母親だけが子育てをしろと言い続けられ

る中で起こったこの事件に、専業主婦の母親たちが共感を示しました。子どもを育てるのに

お手伝いさんがいたような階層の高い人たちの文化が一般に下りてきて、それでも親族ネッ

トワークを使って何とかやり繰りしていましたが、にっちもさっちもいかなくなり、女性だ

からというだけで子育てを任せられて社会的支援もないという中で起こったこの事件をきっ

かけに、女性自身が専業主婦の困難さを表明できるようになりました。それまでも誰しもが

この困難さを感じてはいたのですが、｢３歳までは母の手で」という母親イデオロギーのよ

うな、母親が家庭の中で子どもを育てるのが一番いいのだという良妻賢母に基づく基本理念

がずっと続いていたために、なかなか言えなかったわけです。それを言えるようになってき

たのが1990年代末でした。従って、男女共同参画社会化の背景にあるものは、専業主婦が子

どもを育てることを是としていてはとてもやっていけないような人口動態の現実です。

また、家族賃金を捨てたいという企業側の思惑があります。ちょうど1980年代終わりにベ

ルリンの壁が崩れ、共産諸国が開かれたことで安い賃金体系の下で製造業が成り立つよう

になりました。企業は日本で高い賃金水準を維持することをやめ、1995年に日経連から出さ

れた「新時代の『日本的経営』」という報告書の中で、家族賃金制を縮小してフレキシビリ

ティの高い労働力を使っていくということがいわれました。今、現実にはまさにそのとおり

のことが起こっています。いわゆる非正規雇用の家族賃金をもらえない人たちが増えてきて、

家族賃金制が崩壊するとともに、今まであった近代的なジェンダーが維持できないことが

はっきりしました。

ですから、振り返って冷徹に見るならば、母親だけに子育てを任せることができなくなっ

た状態、それからグローバリゼーションによって男性に家族賃金という高レベルの賃金を支

払い続けることをやめた企業の戦略があってこそ、男女共同参画社会化が始まったと言える

のではないかと思います。

（２）男女共同参画社会基本法の制定

ただ、男女共同参画社会化にフェミニストたちが関わってきたことも確かです。近代的な

ジェンダー秩序、つまり「男性は外で働き、女性は家で家事・育児をする」という性別役割

分業が維持できないのであれば、どういう社会をつくるべきかということで、男女共同参画

社会基本法の制定には東京大学の大沢真理先生をはじめ、さまざまなフェミニストが関わり
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ました。そこで男性であっても、女性であっても、自分の能力に見合った人生を自分の意思

で選べるような社会をつくるための法律がつくられたわけです。

この法律では、男女の人権の尊重、社会における制度または慣行についての配慮、政策な

どの立案および決定への共同参画、家庭生活における活動と他の活動の両立、国際的協調の

五つが基本的理念に位置付けられています。男女差別をなくすということ、そして公的な場

面に女性たちも参画していくということです。参画という言葉は、意思決定の場に入ってい

くということを意味します。つまり、公的な場面に女性たちがより一層参画でき、男性たち

がより私的な家庭生活の場に参画できるような社会を目指すということで基本法が制定され

ました。

ただ、男女共同参画社会化にはさまざまなベクトルがあります。企業には家族賃金を捨て

たいという思いがあり、国には人口動態的に女性にも働いてもらいたいという思いがあり、

女性には今の人口動態では母親だけに子育てを任せるのは無理だという思いがあります。そ

れに国連を中心にした男女平等を目指す動きに加わるという国際協調のベクトルも加わって、

それぞれ目指す方向が違うものが合わさって男女共同参画社会化が起こりました。

（３）どこまで男女共同参画化は進んだのか

2015年現在で、男女共同参画化は一体どこまで進んだのでしょうか。人間開発指数

(HDI）は平均寿命や教育水準、成人識字率などから測った人間開発の水準を示す指標で、

ジェンダー・エンパワーメント指数（GEM）は国会議員や専門職などにおける女性の割

合と男女の推定所得から女性のエンパワーメントの達成度を測る指標ですが、HDIを横軸、

GEMを縦軸に取って相関関係を見ると、人間開発指数が高くて女性と男性の差異が少ない

国にはノルウェー、スウェーデン、オランダ、アイスランド、オーストラリア、カナダ、ス

イス、フランス、アメリカなどがあります。一方、日本は平均寿命が長くて経済的にも発展

しており、教育水準も高いのですが、女性が男女格差の中で低迷している状況があることが

分かります。

また、毎年公表されるジェンダー・ギャップ指数（GGI）をみていると、2014年で日本は

142か国中104位で、多くの国々の中でも特に日本は圧倒的な男女格差があることが示されて

います。最近はGGIが一番よく使われるのではないかと思いますが、このGGIでも非常に差

が出ていて、日本の女性たちの社会進出が遅れていることが分かります。なぜ日本はそん

なに遅れているのかというと、政治参加と経済格差の二つがその要因です。この二つにおい

て、日本では女性と男性のギャップが大きいことが示されてしまっています。国際的に見る

と、他の先進資本主義諸国の動きに比べて日本はこのギャップの是正が全く進んでいないこ

とがはっきり分かってしまうので、女性のポジティブ・アクションをやらざるを得なくなっ

てきているのが現状です。
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政治参加について考えてみると、『男女共同参画白書』に載っている昭和21年から平成26

年までの衆議院議員総選挙候補者・当選者に占める女性の割合の推移を見てみると、候補者

は昭和61年ごろから徐々に上がってはいるものの、それでも16.6％です。人口は女性が半

数以上であるにもかかわらず、国会議員の候補者には16.6％しか女性がいないのです。また、

これが当選者だと9.5％しか女性がいません。この25年間で明らかに上がってはいるのです

が、他国と比べると非常に遅れていることが分かります。

地方議会における女性議員割合も、東京は26.2％まで上がってきているのですが、政令指

定都市で16.6％、市議会で13.2％、都道府県議会で8.9％と、都会においては少しずつ女性

たちの政治参加が進んできていますが、都道府県レベルだと10％にも満たない状況です。女

性たちの政治参加が非常に遅れていると言えます。

政治分野における女性の参画状況マップでは、市町村議会の女性議員の比率が20％以上

のところは東京と神奈川だけです。他の関東地域の都道府県と関西地域は15～20％で、5～

10％未満というところも東北あるいは九州を中心に数多くあります。女性の政治「参加」だ

けであれば投票率で見ることができるかもしれませんが、女性が議会に出て行って政策を議

論し、意思決定するという意味での「参画」となると、低い状態にあることがよく分かりま

す。

ただ、議会への参画ではなく、政策を決定する国の審議会などにおける女性委員の割合は

上昇してきています。平成26年度の国の審議会における女性委員の割合は35.4％です。男女

共同参画社会基本法によって行動を義務づけられるものに国と行政も含まれますから、国と

してどうやって女性の参画を進めるのかを考えたときに、一番やりやすかったのが審議会に

女性委員を入れることだったと言えるのではないかと思います。

まとめると、審議会に女性委員を入れて、女性の意見もくみ入れながら政策を決定してい

くことは割とできてきたわけですが、最終的に議会で決めていくところには女性の参画が

完全に遅れているのが現状です。また、女性が働くことに関して日本の場合はジェンダー・

ギャップが非常に大きく、世界での順位は下から数える方がはるかに早くて、世界水準と比

較すると遅れが目立つということです。

もう一つ、どういう仕事に就いて幾らの賃金をもらっているのかということがポイントに

なりますから、昭和50年から平成26年の女性の年齢階級別労働力率の推移を見たいと思い

ます。これは外で働いて収入を得ている人の割合です。1975年の25～29歳の女性が日本史上

一番働かなかったといわれていますが、この人たちは団塊の世代で、高度経済成長期に子ど

もを生みはじめた人たちです。仕事をいったん結婚・出産で退職して、子どもの手がかから

なくなったら仕事に復帰していたので、この時代の年齢階級別労働力率グラフはＭ字型カー

ブになっています。ですが、このカーブの谷間は年代が進むにつれてだんだん上がってい

き、平成26年にはどの年代の女性も７割が働くようになりました。女性が非常によく働く



112 おおさか市町村職員研修研究センター

平成27・28年度「女性の活躍促進研究会」報告書

ようになったと言えます。これほど女性たちがよく働くようになったにもかかわらず、ジェ

ンダー・ギャップ指数が非常に悪いのはどういうことなのでしょうか。他国と比較しても、

日本の女性はよく働いていると言えます。日本の就業率は62.5％で、１位のアイスランドが

79.9％、最下位のトルコが30％程度ですから、日本は世界の中でも女性が中位程度に働いて

いる国だと言えます。

ですが、実は賃金をあまりもらっていません。正規職員、パート・アルバイト、派遣・契

約社員といった雇用形態の割合を見ると、昭和60年から平成26年までの間に正規職員の割合

はどんどん減っており、代わりにパート・アルバイトや派遣・契約社員の割合が増えていま

す。平成26年は女性の56.7％がいわゆる非正規という不安定な雇用に就いているという結果

でした。ちなみに、男性の場合も非正規職員の割合が7.4％から21.8％まで膨れ上がってお

り、これは家族賃金を与えるポストを減らしていったことのある種の証左でもあると思いま

す。

非正規職員の男性が増えているといっても、日本の労働法制は労働者に非常に有利になっ

ていて、一回雇うとなかなか解雇しにくくなっています。ですが、一方でフレキシブルな労

働市場をつくりたいという企業の要請があることから、若年労働者の間で非正規が非常に拡

大しました。15～24歳のときに非正規雇用だった人たちが、25～34歳になってもやはり正規

雇用になれず、非正規雇用者の割合が上がってきているのです。ちなみに中高年といわれる

55～64歳も多いのですが、ここには正規職を定年退職した人も含まれているので、やはり若

年層が非常に大きいです。女性の場合も、動きが激しいのは若年層です。15～24歳で働いて

いる人には非正規雇用者が多く、ここには学生アルバイトだけではなく、学歴があまり高く

ないがゆえに非正規でしか働けないような人も含まれています。また、25～34歳でも非正規

雇用者は42.1％、子育てが終わった後の中年層である45～54歳でも59.8％と、非正規雇用の

拡大が非常に進んできてしまっています。

また、日本は労働力率だけならOECD諸国の中でも中位ぐらいなのですが、就業者お

よび管理的職業従事者に占める女性の割合は、働いている女性の割合が43.0％であるのに

対して11.3％です。管理職に就いている女性が非常に少ないということです。日本だけを

見ていると、この20年で変わってきているので良い方に変わっているようにも見えますが、

マレーシア、フィリピン、シンガポール、オーストラリア、ドイツ、イギリス、アメリカ、

ノルウェー、スウェーデン、フランスは管理職業従事者のうちの女性の割合が３割近くある

ことを踏まえると、随分な格差があることがよく分かります。これだけ格差があるというこ

とは、何かしらの政策や雇用の在り方に違いがあるのだろうと思われますし、逆に国によっ

てこれだけ違いがあるということは、政策努力によって変わっていく可能性があるというこ

とが分かります。

日本も全く変わっていないわけではなく、平成26年の階級別役職者に占める女性の割合は、
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民間業の係長が16.2％、課長が9.2％、部長が6.0％です。推移を見ると、平成元年からの25

年間で随分変わってきていることが分かります。つまり、ある程度努力はしているのですが、

国際比較してしまうと、どう考えても努力が足りないということが見えてくるのです。そし

て、その努力が足りないだろうという国際的な圧力の中で、ポジティブ・アクションが出て

きたわけです。

最後に、大阪市立大学の島和博先生が作成したグラフを基に1978～2010年の民間給与の格

差の推移を見ていきたいと思います。ジニ係数というのは格差を示す数字ですが、1990年代

後半から格差社会だといわれるように、1978年から日本全体の給与水準の格差はどんどん拡

大しており、リーマンショックからは若干小さくなっていることが分かります。そして面白

いことに、男性の格差以上に女性の格差が拡大しています。これは、恵まれた立場の女性は

管理職にも就けるようになってきている一方、多くの女性たちが非正規雇用として低賃金就

労にとどまっているからです。給与格差が特に女性において広がってきているということで

す。

２．日本の法制上の積極的格差是正策
政治参画において男女の格差が非常に大きく、また、労働においても管理職に就くという意

味では男女格差が非常に大きくなっているのが、日本の現状です。ですが、成功している女

性もいないわけではありませんから、その人たちだけにスポットライトを当て、｢このように

成功した素晴らしい女性がいます」という雑誌記事はいくらでも作れます。そうしてきた結果、

国際比較すると日本における男女格差は大きく拡大しており、日本は女性の地位の向上が遅れ

ているといわれてしまっています。日本は女子差別撤廃条約を結んでいますが、この条約に基

づいた５年に１度の国連への進捗報告では、日本は格差を埋めるために、もっと積極的な政策

を取るようにという勧告が出されるようになりました。その結果、日本でも積極的格差是正策

を考えなければいけないのではという議論が出てきたのです。

女子差別撤廃条約の第１条は、差別とは「性に基づく区別、排除又は制限であって、政治的、

経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、女子（婚姻をしているか

いないかを問わない｡）が男女の平等を基礎として人権および基本的自由を認識し、享有し又

は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう」と定義づけています。

そして、これが一番大事なのですが、第４条では格差是正案とは「締約国が男女の事実上の平

等を促進することを目的とする暫定的な特別措置をとることは、この条約に定義する差別と解

してはならない」ものと定義づけており、明らかに格差があるとき、格差を埋めるためにどち

らか一方に配慮した政策を取ることは差別ではないとしています。ただし、その結果として不

平等な、あるいは別個の基準を維持し続けてはならず、格差がある程度なくなって機会および

待遇の平等が達成された場合は、この暫定的な特別措置は廃止しなくてはいけないとも定めら
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れています。従って、大きな格差があるとき、その格差を是正するために期間限定で行うもの

は差別とは見なさないというのが、条約上の格差是正策の定義です。

また、日本の国内法である男女共同参画社会基本法の第２条においても、積極的改善措置は

｢男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会

を積極的に提供することをいう」と定義づけられています。日本でも積極的格差是正策があり

得ることが示されているわけです。ここで確認したいのは、大きな格差を是正するために期間

限定で行う積極的な是正策は差別にならないというのが、国際基準の考え方だということです。

日本の場合、ジェンダー・ギャップ指数を改善するためにしなければならないのは、政治参画

を進めること、それから女性を労働現場での管理職に就かせることです。この二つを全うしな

ければ格差は是正されません。こういう考えに基づいて、政策的にポジティブ・アクションを

行わなければならないという議論が起こっています。

３．日本におけるポジティブ・アクションの取り組み
ポジティブ・アクションは、男女共同参画局の用語集では積極的改善措置と定義づけられて

います。ポジティブ・アクションということばは1999年の男女共同参画社会基本法制定時から

あったのですが、現実的に対応を始めたのは2005年以降です。ポジティブ・アクション研究会

が立ち上がって、世界中のポジティブ・アクションの手法が調べられました。

まず、非常に積極的な意味を持つ方法としてクォータ制（割当制）があります。女性は２分

の１だから、議員も２分の１、あるいは３分の１を女性にしようという方法です。これが非常

に強く出てきたのはフランスではないかと思います。フランスにはパリテ法という法律があっ

て、政党が候補者を出すときは女性と男性の数を同じにしなければならないと定められていま

す。議員を男女半数に初めから決めてしまうのは、国民の意思をねじ曲げ、自由を保障しなく

なってしまうことになるのですが、自由・平等・博愛という近代の理念を最初に訴えたフラン

スが、議員の候補者に関しては割当制を採用しています。

次に、ゴール・アンド・タイムテーブル方式という手法があります。達成すべき一定の目標

と一定の期日を決めて、その実現に努力するという方法です。この実現を果たすために、例え

ば道路を造る公共事業の入札を行うとき、女性を活用している企業にポイントを付けて入札で

勝ちやすくすることによって、女性の活用を企業が積極的に行うという取り組みも行われまし

た。これらの手法を踏まえて、政府は2005年12月の男女共同参画第２次基本計画と2010年12月

の第３次基本計画においてポジティブ・アクションの推進を掲げました。

一方、日本の場合は法の下の平等が憲法で保障されているので、議員数に割当制を採用する

ことはできません。もちろん政党が自発的に女性候補者を増やすように勧めることはできるの

ですが、企業には男女共同参画基本法の責務がないので、あくまでお願いだけになっているの

が現状です。
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国は随分早い時期にゴール・アンド・タイムテーブル方式を採用し、2020年までに管理職あ

るいは意思決定部門における女性の割合を30％にまでしていくという2030運動を始めました。

ですが、2030運動は恐らくここ１～２年でようやく聞こえてきた話で、10年前から行われてい

るにもかかわらず、実はあまり大きくは喧伝されていません。2030運動という目標は設定した

のですが、なかなか実行できていない状況なので、厚生労働省を中心に女性の活用を一生懸命

やりはじめたのだろうと思います。

政治参画については政党の候補者を2030運動で改善していくのが精いっぱいのところですが、

一方で、厚生労働省は企業に対してポジティブ・アクションによって企業成績が良くなるこ

とをアピールしています。これからはダイバーシティによってさまざまな考えを持った人が集

まって商品開発をする、あるいは売り込みをしていく方がはるかに企業にとってメリットがあ

ることを言って女性の活躍を推進しています。ただ、ゴール・アンド・タイムテーブル方式で

目標は立てているのですが、優れた取り組みをした企業を表彰するとか、女性の活用を熱心に

している企業を「なでしこ銘柄」とよんで証券市場でもアピールすることしかできず、企業に

命ずることは政策としてはできていないのが現状です。

厚生労働省がポジティブ･アクション推進事業のホームページで紹介している、大阪ガス事

例を紹介します。大阪ガスでは、女性たちが何に困って管理部門に入っていけないのかについ

て個別にヒアリングを実施し、他社との比較調査や男性上司の意識変革を目的とした研修、育

児支援などを行っています。このように各大手企業ができる範囲のことを進めていき、その取

り組みをアピールすると、優秀な女性はその企業を受けるようになります。そういう意味では、

これは雇用の入口管理として非常に有効だろうと思います。むしろ現実にどれだけ進んでいる

のかということより、こういう取り組みをしようとしていること自体が新入社員を集めるとき

に企業にとって非常に有効に働きます。私が教えている女子学生たちは、こういう取り組みが

どれだけ進んでいるのか、女性でも登用されるような会社なのかということを、就職先を選択

する際の重要なポイントとして認識しています。そういう意味では、ポジティブ・アクション

に企業が取り組む意味は非常に大きくなりつつあると思います。

ただ、ポジティブ・アクションの議論では、フランスのパリテ法のような割当制が真っ先に

出てきますが、そういうことは日本ではほとんどされていないので、良く言えば穏当な、悪く

言えば実効性のないポジティブ・アクションしかできていないということだと思います。

４．ポジティブ・アクションのもたらすものとは
実際にポジティブ・アクションが行われることによって何が起こってくるのかというと、そ

れが全ての女性に有利に働くようなものなのか、あるいはごく一部の人に有利に働くような

ものなのかによって全く違います。例えばクォータ制だと、割り当てられて恩恵にあずかる

のは個人になってしまいますから、全体の底上げに通じるのかという問題があります。ただ、
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｢ポジティブ・アクションをやっています」と言うことによって、入社希望者を集めることに

は非常に有効に働いていくと思います。

また、ポジティブ・アクションを推進する企業にとっては、有能な女性を活用したいという

ことをアピールできる機会になるので、ぜひ活用してくださいという話になってくるのですが、

その波に乗れる人と乗れない人がいます。いくら管理的部門に女性を登用すると言ったところ

で、なぜ女性たちがここまで非正規雇用になるのかという背景を踏まえないと、なかなか全員

がポジティブ・アクションに手を挙げることはできません。非正規雇用になってしまう背景と

して、家事や育児や介護といったアンペイドワークが女性の肩に大きくかかっていることが挙

げられます。現実に、結婚前に働いていた女性のうち、第１子を出産した時点で同じ職で働き

続けられる人は、今でも３分の１といわれています。３分の２は元の職場では働き続けられな

いのです。それには家事や育児の重荷があるとか、通勤が負担だとか、夫に合わせて引っ越さ

なくてはいけないとか、あるいは子どもを見てもらう人がいないといったさまざまな理由があ

ります。もしかすると、子どもは母親が育てないといけないという意識もあるかもしれません。

いずれにしても、３分の１しか元の職場にい続けられない現状を踏まえると、ポジティブ・ア

クションをやっても、それに乗れる人というのはごく一部に過ぎないということが分かります。

ただ、一方で私が期待しているのは、2030運動で示されたように、指導的地位に女性が占め

る割合を30％まで増やし続けていく中で、どさくさに紛れてといったら少々語弊がありますが、

さまざまな背景を持った人たちが管理職に就くことです。そうすると、そこで職場の文化が変

わる可能性があります。｢私も子育てで大変だったから、もっと子どもを持っている人に配慮

しよう」｢介護はすごく大変だから、配慮した職場文化をつくろう」といった形で、職場文化

全体を変えるチャンスが出来上がってくる可能性はあると思います。

私のスタンスとしては、現在の日本のポジティブ・アクションはあまり効果がないのではな

いかと思っています。達成が明確でなく強制力がないこと、それから今も残っている性別役割

分業の根っこを断つことなく進めようとしているために、ポジティブ・アクションに参加でき

る人が非常に限定的にならざるを得ないことがその理由です。ですから、効果が本当にあるの

か、積極的に評価できるのかということに関しては、私はあまり積極的に評価しにくいと思っ

ています。ただ、これが進んで30％が実現されれば、社会がドラスティックに変わる可能性が

あります。それは多くの研究者が言っています。そこに期待するという意味では、ポジティ

ブ・アクションの可能性というのは十分あるのではないのかと考えます。従って、ポジティ

ブ・アクションは両義的に捉えられるのではないでしょうか。



117おおさか市町村職員研修研究センター

６．参考資料

6

質疑応答

（Ｑ１）ポジティブ・アクションはこれまでアメリカでも結構行われていて、女性問題だけでな

く、人種問題についても取り組みがありましたが、バックラッシュもあって、ポジティブ・ア

クションやアファーマティブ・アクションに対して反対という世論もあったかと思います。今

の男女共同参画の流れを見ると、そういう流れはあるけれども、一方で保守回帰のような大き

な流れもあります。日本のポジティブ・アクション政策に対してそういう反応も十分予想され

ると思いますが、そういう現状とその対応についてお話しいただければと思います。

（古久保）アメリカは、大学進学時にアジア人枠や黒人枠を設けていた時代がありました。しか

し、今ではむしろそれが白人学生にとって逆差別ではないかと判決上でもいわれるようになっ

てきています。ですから、ポジティブ・アクションは時期を限定して行い、ある程度格差がな

くなったら廃止するということは、一つ押さえておかないといけません。また、そういう意味

では、日本においてはクォータ制だとすぐに逆差別だという批判が出るでしょうから、恐らく

馴染まないだろうと思います。ただ、格差があるからできる対策なので、この格差をどうやっ

て埋めたらいいかというところを説明していかなければ仕方がないと思います。現実にこの

格差を埋めている国や社会はあるのですから、何かすれば埋められることは分かっていますし、

埋めるようにと国際的にも言われていますから、私たちは何かしようと考えているわけです。

　　私が一番いいと思うのは、ポジティブ・アクションの中で女性だけに何かをするというより

も、労働時間を減らして、男性でも女性でも家事や育児をしても構わないようにするというこ

とです。有休を全て使っても職場が回っていくように人員を配置し直して、子どもが熱を出し

たら父親でも母親でも両方でも休めるような仕組みができれば、その中で女性は管理職になる

ための競争に参加していけると思います。長期的にそのようなことを進めていって、女性が職

場で自分の能力を発揮し、管理職に就けるチャンスが広がっていく方が私はずっといいと考え

ます。それは1980年代からいわゆるフェミニズム潮流の人々の研究者たちがずっと言い続けて

きたことでもあります。女性たちが管理職あるいは正規職になれないのはなぜかというと、家

庭責任を負わされているからです。従って、これをどのように社会と男性が負担してくれるの

かという点を考えて変えていかない限り、世の中は変わらないと言い続けられています。

　　しかし、企業はメリットがないと動きません。それでは企業にアピールできるメリットは何

かというと、｢女性に対して配慮する企業です」とアピールすることによって、有能な女性た

ちを入社させることができるということです。企業にメリットを訴えるときは、時短や人員増

よりも、収益が上がるとか、有能な人材が集まるといったことを言う方が、聞こえも良くて企

業活動との親和性が高いです。だからこそ、厚生労働省はそのようにポジティブ・アクション

を推進しているのだと思います。

　　もしポジティブ・アクションが逆差別だと言われたらどうするかというと、この格差が埋ま
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らないと国際社会で笑い者なのだということを伝えることが一つです。そして、逆にどうし

たらいいかを一緒に考えてもらうチャンスにするのが一つの戦略だろうと思います。もしくは、

格差を放ったらかしにした報いとしてそのような政策を今やらざるを得ないことを説明して、

もう少し根本的にジェンダー平等を実現できる政策へと変えていけるようなきっかけを使って

いくことが非常に重要ではないかなと考えます。

（Ｑ２）研究会のメンバーからは、生の声も含めて、｢女性が家庭の役割を果たさなければいけ

ないという義務感がある」｢テレビで『専業主婦 VS 働く女性』という分かりやすい構図の議

論があることによって、女性たちもすごく苦しめられているのではないか」｢早くお迎えに行

かないといけないから、職場の人に悪いのではないかという意識があって両立が大変だ」と

いった意見がありました。この男女共同参画社会を本当に実現していくために、そういう呪縛

にとらわれている女性たちに何か一言頂きたいと思います。また、男女共同参画社会をつくる

ことが、もしかしたら男性にとっても面白い社会になるかもしれませんから、男性たちに向け

てもメッセージをお願いします。

（古久保）女性に対しては、｢60点か70点でいこう」とお伝えしたいと思います。私の父はいわ

ゆるモーレツ社員で、平日に父の顔はついぞ見たことがありませんでした。その父が「会社の

中で真面目に働いているのは２割だな」と言っていました。高度経済成長期はおっとりした

時代でもあったのですが、実は今でもあまり働いていない人が社会にはいるのです。ですから、

私は「家事や育児で忙しくて本務において思い切り働けないのは、働いていない方の役になっ

ているのだ。いつかばりばり働けるときもやってくるのだから、後で取り返そう」と思ってや

り過ごしてきました。逆に、自分がばりばり働けるときは、家庭や介護の問題で働けない人を

一人前ではないと見なすのはやめようとも思っています。いろいろな人がいてこその職場で

すから、｢今は仕方がない」とみんなが許してくれることをありがたく思うことにしています。

大学や大学院での経験から、基本的には点数が高いことが良いことだと心から思っているので

すが、母親としては65点ぐらい、職業人としては70点ぐらいで頑張っていこうということです。

ここを変えない限り持続はできません。そこで、親として70点、研究者として70点だったら、

持ち点140点だと考えることにしています。そのあたりは非常に個人的な戦略ですが、その瞬

間の勝ち負けしか考えていないと、仕事を辞めてしまうことになるのではないかと思います。

　　ですから、長期的に見て自分はどうしたいのか、短期的に見て自分はどうしたいのか、社会に

とって自分がやっている仕事は何なのか。自分にとって自分の仕事は何なのかという四つを組み合

わせながら、持続できるように工夫してきたわけです。その意味では、職場に対する感謝の気持ち

ももちろんありますし、それから職場で寛容な文化を自分も積極的につくっていきたいと思います。

　　また、無謀なことを一つやると、自分自身を縛る呪縛は結構解けていきます。私は京都に

住んでいるのですが、子どもと夫を置いて北海道大学に３年間単身赴任したことがあります。
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そこではお手伝いさんを雇ったり、私の母に時々来てもらったりしました。母の新幹線代とお

手伝いさんへの支払いで私が稼いだお金はゼロになりましたが、どうしてそんな生活に耐えら

れたかと言ったら、長期的な自分の仕事のイメージがあったからです。また、私がいないこと

によって、子どもが明らかに成長していった部分もありました。

　　いざとなれば辞めるしかないという思いがもちろんあって、そういう意味ではずっと綱渡り

状況ですが、メリットとデメリットを見ながら、無謀なことに対してできるところまでやっ

ていくと、別な展開が見えてくるということはあるだろうと思います。同時に、その無謀なこ

とをできない人が出てくるのも非常によく分かります。できなかった人を間近で見ているので、

運の問題もあると思います。そういう意味では、能力によって生き延びる人と生き延びられな

い人がいるのではなく、運の問題で生き延びる人と生き延びられない人がいると学習しました。

そういうことはすごく重要ではないかと強く思います。ちなみにデメリットとして、毎週飛行

機で通勤してきたせいではないかと思うのですが、私の耳は完全に駄目になりました。聞こえ

てはいますが、ずっと耳鳴りのようなものがあります。ただ、その犠牲と得たものを比較すれ

ば、得たものは大きいと思います。女性が生き延びる戦略としてそういうものがあるだろうと

いうお話でした。

　　それでは、夫はどうだったかというと、結局はそれで良かったと言っています。夫しかいな

いのですから、夫が責任を持って子どもと関わらざるを得ないので、子どもと夫の関係が濃密

になりました。そこで人間が育つ、親として育つということを経験することができたといいま

す。夫も研究者なので、研究上にあまり不利益がなかったということもあるのですが、子ども

と長く接することで、子どもの目線から見た社会や地域の在り方が見えたりして、得るものが

たくさんあったそうです。また、夫婦の紐帯がどうしても強くなるので、共に戦わざるを得な

いパートナーシップが構築され、引退しても90歳ぐらいまで２人で仲良く生きていけるような

関係性ができたという意味でも、非常に良かったのではないかと思います。

　　一般的に言えば、あまり頑張らなくていい、自分を追い詰めなくていい生き方を、男性が選

べるようになるのではないかと思います。男女共同参画社会化によって、女性は家事や育児、

介護などいろいろなものとのバランスを取りながら、自分のやりたい仕事を続けるための時間

をマネジメントしていくようになります。男性も同じようなことをしていきながら、少なくと

も自分が病気になってしばらく休んだぐらいで家が立ち行かなくなるわけではないと思えるよ

うになることは、男性の人生の選択の幅を広げるのではないかと思います。そういう意味では、

女性がしっかり働いて、しっかり休んで、有給休暇を全部取れて、いつ消化しても構わない職

場文化ができるような人員配置がされ、それができる寛容な職場ができていくことは、男性に

とっても非常に楽なことです。女性として自分の妻も働けるような環境になったら、夫である

自分たちがどんなに楽になるのかということを体感してもらえたら、男女共同参画社会も良い

と思えるのではないでしょうか。
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◆平成28年度第１回「女性の活躍促進研究会」公開講座

　開催日　平成28年４月20日（水）

　講　演　「男性にとっての育児・子育て＆ワークライフバランス ～子育て期の働き方と応援体制～｣

　講　師　小崎　恭弘 氏（大阪教育大学教育学部准教授、NPO法人ファザーリング・ジャパン関西顧問)

大阪の市町村には、ファザーリング・ジャパンやファザーリング・ジャパン関西の関係で、大

体のところに行かせていただいたと思います。ファザーリング・ジャパン関西は３年前にNPO

となり、去年は関西を中心に240本の講座を開きました。｢笑っているパパ」をつくるための支援

を中心に活動しています。

女性活躍推進は男性とセットで考えていかなければなりません。行政の施策はバランスが大事

なので、何か一つだけ行うと、そのときはうまくいっても結局、後で負担が増えたり、時には禍

根を残したりすることがよくあります。

私は３人の男の子の父親です。西宮市の男性保育士第１号で、行政には12年間お世話になりま

した。行政の文化はよく分かっているつもりです。そして、西宮市で初めて育児休暇を取りま

した。今日は男性の方も来られていますが、この中に育児休暇を取ったことがある方はいますか。

いらっしゃいますね。どれくらい取られましたか。

（Ａ）一か月です。

仕事は大丈夫でしたか。

（Ａ）大丈夫でした。

男性の育児休暇の90％は一か月以内です。私は、長男、次男、三男が生まれたときに計３回

取得し、そのことを朝日新聞でずっと連載していました。西宮市の人口が約50万人、職員が約

3,000人という中で、育児休暇取得がその後も続いたかどうかをデータで見ると、男性の育児休

暇取得者３人とありました。結構いるなと思ったら、私のことでした。行政はすぐにデータを重

ねて、延べ人数で数えるのが好きなのです。これは昔の話ですが、その後は育児休暇取得者が結

構出ています。

それから、大阪教育大学に来て現在３年目です。それまでは神戸常盤短期大学にいて、兵庫県

を中心にいろいろなことをしていました。兵庫県の子ども・子育て会議委員や尼崎市や西脇市な

どの委員は務めたのですが、大阪は不慣れで、地政学的にもよく分かっていませんので、また教

えていただけたらと思います。研究テーマは父親の育児支援で、父親・男性が育児に関わってい

くことができる社会システムを目指しています。

最近、男の子本を書きました。教育的に男女を分けるのはあまりよくないので、断っていたの

ですが、｢タイトルに『男の子』と付けると売れますよ」と言われ、一昨年に書いたらとても売

れました。Amazonランキングの全体で２位です。この１年半で、男の子本を６冊書きました。
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子どもは必ず大きくなるという話をよくします。子育て中の人は一生懸命過ぎて、それが分か

らないのです。今日は男性の働き方、生き方について、女性のことや家族のことも絡めて、お話

しさせていただきます。

１．イクメンブーム
今、イクメンという言葉がはやっています。私が現在顧問を務めるファザーリング・ジャ

パン関西の代表は以前、大阪府庁に勤めていたのですが、辞めてNPOの代表をしています。

｢今日の講座に行きたい」と言っていたのですが、子どもの授業参観で、｢すみません。どうし

たらいいですか」と言うので、｢ファザーリング的には授業参観やろう」と言っておきました。

最近、授業参観や運動会、卒業式、入学式のために休みを取りたいと、男性部下が言ってくる

ことがあると思いますが、10～20年前は考えられないことでした。そういう意味では、社会の

中で父親が育児をすることがかなり一般的になってきました。

例えばテレビドラマで取り上げられるようになったり、海外セレブといわれる人たちが父親

アピールをしたり、父親グループが多く作られたりしています。私は、NHKの「すくすく子

育て」という番組によく出ていて、日本の父親サークルを調べたことがあるのですが、当時は

ほとんどありませんでした。ところが最近、学生が調べたところ100ぐらいありました。これ

は「おやじの会」とは別です。乳幼児のパパたちを対象としたグループができています。大阪

にも結構にぎやかに活動しているところがあります。

父親の行事への参加も増えました。まちなかでは、赤ちゃんを抱いたり、ベビーカーを押し

たりしているパパがとても増えました。昔も父親の育児はあったのですが、その概念はありま

せんでした。それがイクメンやファザーリングという言葉ができた途端に概念が生まれ、一般

化していきました。育児は以前から皆さんしていたわけです。特に、関西のおじいちゃん世代

の人たちは結構しておられます。ただ、その概念がなかったのだと思います。

父親の変遷を見ると、｢頑固カミナリ親父時代」という家父長制が強かった頃は、圧倒的な

権力がありました。権力とは、経済力と知識・経験の二つです。つまり、親の言うことを聞い

ていれば、それでうまくいっていた時代でした。私は西宮市出身で、現在は宝塚市に住んでい

て、西宮市と宝塚市が同じ総合学区です。長男が高校受験でどの高校へ行こうか考えていたと

きに、私は自分の経験で「あの高校がいいのではないか」｢あそこはあまりよくないのではな

いか」と話しました。そうしたら、その経験は全て変わっていました。私が知っているあまり

よろしくない学校は現在、国立大学にとても多くの生徒を送り込んでいて、３年ほど前には

サッカーで全国大会ベスト４まで進出するような、文武両道の学校になっていました。つまり、

社会の変化があまりに早過ぎて、従来の知識や経験が陳腐化しているのです。これは職場でも、

社会全体でも同じです。昔の親は、経済力や知識・経験があって権威がありましたが、その権

威が崩れていっています。
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もう少し分かりやすく言うと、中高生や大学生のお子さんがいる方は、携帯電話やLINEの

設定で分からないことがあれば、子どもに頼むと思います。その方が早いし、確実です。こう

いったさまざまなイノベーションが速い社会では、過去の経験・知識が非常に早い段階で陳腐

化していきます。

どれぐらいの間で社会が変わっているかというと、今では10年ひと昔ではなく、個人的には

３年ほどだと思います。中高生が３年で変わっていくと考えれば、３年１クール、10年では３

世代のイメージです。私が教えている３年生に「１年生を見てどう思うか」と聞くと、｢若い

です」と答えます。私が保育所で０歳の担任をしていたときには、４歳の女の子が「いいわね、

若くて」と言っていました。

その頃は、親の言うことをよく聞いていて、星一徹の大リーグ養成ギプスに象徴されるよ

うな時代でした。バブルの頃はリゲインのCMの「24時間戦えますか」に代表される「モーレ

ツ・サラリーマン時代」で楽しい時代でした。しかし、今の学生たちには浮かれた時代が一回

もありません。バブル期は、女の子に財布を出させたら負けという男女共同参画的にはおかし

な時代でしたが、今の学生たちは割り勘です。男の子が10円多く出してくれただけでも、女の

子は「ありがとう」と言います。私たちの時代は一回も言ってもらったことがないのに、10円

ですごいなと思います。

私は家政教育講座に所属しているのですが、今モテる男の子は「お弁当男子」で、しかも彼

女のお弁当も作ってきます。そして、彼女がそのお弁当に文句を言っています。それぐらい男

女共同参画が生活の中に行き渡っているのかなと思ったりもします。

現在はイクメン時代で、ワークライフバランスや仕事と家庭の両立で、イクメンといわれる

男性の育児が社会の中で認められるようになりましたが、まだまだ概念先行です。先ほど、こ

の研究会の調査で育児休暇の取得率は5.3％という話がありました。全国平均よりは高いです

が、皆さんは特定事業主として行動計画に男性の育児休暇の数値目標を立てていますか。行動

計画が最初に出た頃は、多くは10％の目標を立てていました。しかし最近、特定事業主の行動

計画には数値目標を入れず、取りたい人が取ることになっています。目標を立てても達成でき

ないから入れないのです。しかし、数値目標をあやふやにしてしまうと、目標の意味合いがな

くなってしまうと思います。

厚生労働省でも、男性の育児を推進しています。育児・介護休業法を改正し、男性の育児を

推進していくタイミングでイクメンプロジェクトを始め、社会全体の意識改革をしています。

最近、NHKで偽イクメンが取り上げられ、イクメンブームの陰で、格好だけで本当は育児

をしていない男性が多いのではないかという特集を組んでいます。私自身は、イクメンは育児

をするだけでなく、主体的に子育てを楽しみ、ママと子どもと一緒に家族をつくっていく責任

と覚悟がないと駄目だと思っています。しかし、なかなかここまで到達していません。

例えば６歳未満の子どもを持つ男性が最もよく行う家事・育児は、｢風呂に入れる」｢子ども
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と遊ぶ」｢ごみを捨てる」です。しかし、｢ごみを捨てる」はごみ捨てとは違います。朝、ごみ

を収集所まで持っていくのは、｢ごみ移動」です。ごみ捨てとは、収集日を分かっていて、ご

みを全部集めて分別まで行うことですが、そこまではしません。それから、パパが子どもを風

呂に入れるにしても、｢連れてきて」と言って風呂に入れて、｢おい、上がるぞ」と言って渡す

だけです。お風呂に入れるのが大変なのは、寒い日に一人で入れなければならないときです。

ママは、子どもが風邪をひいてはいけないからといって、裸のまま一人で風呂に入れています。

その大変さが分からずに、おいしいところだけを取るのは駄目だと思います。そういう意味で

責任と覚悟が必要です。

２．相次ぐ首長の育児休暇取得
首長の育児休暇は、大阪府内では箕面市長が取られました。育児・介護休業法ができたのは

平成３年ですが、首長は特別職なので、対象者ではありません。

日本で初めて育児休暇を取った首長は、東京都文京区の成澤廣修区長で、2010年に２週間

だけです。自分でも「なんちゃって育休だ」と言っており、『なんちゃって育児休暇でパパ修

行』というとても面白い本を書いています。成澤さんはファザーリング・ジャパンのメンバー

で、何度もお話しさせていただいているのですが、とてもよくできる首長です。

彼は、｢育休を取って初めて分かったのは、文京区の道路行政が非常に悪いことだ。自分で

ベビーカーを押して初めて、道路ががたがたであることがよく分かった。そんなことを僕は今

まで気づかなかった」と言っていました。考えてみれば、成年男子は社会の中で非常に優遇さ

れたポジションにいます。弱き者・幼き者のしんどさや大変さを感じたことがありません。育

休を取ることによって、第三者がそれに気づき、復帰して道路行政を見直しました。住民感覚

が全ていいとは思いませんが、そういうことを今まで感じることがなかった彼らが育児の経験

を経て行政に関わっていくことは、私は非常に重要なことだと思います。行政の皆さんも、子

育てや地域の活動で、より良き住民としての経験・体験を得ることは重要ではないかと思いま

す。

面白いのは、その後、佐久市、龍ケ崎市、伊勢市、箕面市の市長、広島県知事、それから最

近は三重県の鈴木英敬知事も取られました。彼らは特別職なので、議会の承認や条例の改定ま

で行って取っています。ここで思うのは、育休を取る首長が若いことです。従来の首長はかな

り高齢のイメージでしたが、かなり若い育児に関わっていく方々が首長になっているのです。

それから、日本の文化は一点突破全面展開です。特に行政はそうで、この研究会で実施した

というアンケートでも、７割以上の人は取りたいけれども取れる雰囲気や環境ではないと答

えています。私が育休を取ったとき、公務員だから取れたのだろうとよく言われました。私は

逆だと思います。公務員ほど保守的な職場はありません。前例主義であったり、周りとの協調

性が非常に強く問われる職場ムードがある中で、変わったことはしてはいけないし、なかなか
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取りにくい状況で、特に西宮市役所はそうでした。

そう考えると、誰かが初めの一歩を踏み出すのがとても大事です。最近は「ファーストペン

ギン」とよく言われますが、最初に飛び込むにはいろいろなリスクがあったり、もしかした

ら崖があったりするかもしれないけれど、その一歩をどう踏み出すかです。まさに、これから

の行政や社会に変革を起こすときに、皆さん一人ひとりがいかにファーストペンギンになるか。

それは別に育休を取れということではなく、職場の何かを変えていくということです。

私が西宮市役所で働いていた時に、市長の名言だと思ったのは「停滞は後退である」です。

社会の変化がこれだけ早い時代に、前年踏襲をしている時点で既に後退していると言われまし

た。ワークライフバランスの話をするとき、皆さんの初めの一歩は何かを考えてほしいと思い

ます。

もう一つ面白いのは、女性の首長が増えていることです。兵庫県には３人います。大阪府に

女性首長はいませんが、知事が一時期女性でした。女性首長の育児休暇取得者はいません。尼

崎市の稲村和美市長はまだ若いので、保育所に預けたりしていますが、育児休暇は取得してい

ません。

３．イクボス宣言
堺市長は、日本で初めてイクボスになりました。イクボスはファザーリング・ジャパンが非

常に推奨していますし、われわれだけでなく、国が「イクボスアワード」などを実施してい

るので、フォーマルな言葉になっています。それから今年スタートした子ども・子育て新シス

テムの中の「子ども・子育て会議」でもイクボスという言葉が使われているので、行政用語に

なっています。イクボスとは、職員の育児参加を理解し、後押しする上司、首長自らがイクボ

スになることで、市内にイクボスを増やし、子育てしやすい環境づくりを目指すものです。

なぜできたかというと、個人が育休を取るといっても結局は取れないのです。それは職場の

雰囲気であったり、上司からのいろいろな期待、時には違反であったり、人事評価もあります。

ひどい企業では、育休を取るとマイナス評価になるのです。そのようなシステムの中では個人

の努力は無理なので、管理者も含めて組織全体が考えていくことが大事です。

非常に面白いのは、子どもが生まれて育休を取ろうと思って、上司に「子どもが生まれた

んです」と言うと、｢そうか。では、倍頑張って働かないといけないな」と言われるわけです。

｢いや、子どもが生まれたから大事にしたいのですけれど｣。それは別に悪いわけではなく、そ

ういう時代の文化があったということです。

パパたちも大変ですが、ママたちも「うちの旦那はそこそこイクメンだけど、平日は帰って

こないので、休日が待ち遠しい」｢共働き中で、なぜ母親だけが子どもの病気で休まなければ

ならないのか」と悩みがあります。私が保育士だった頃、子どもが熱を出したら、まずママに

電話します。別に保育所がママに電話すると決めているのではなくて、どちらに電話するかと
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聞いたら、ママが優先になっています。しかし最近面白いのは、女性も活躍していろいろな役

職に就くようになって、同じ会社で奥さんが部長で旦那さんが係長など、奥さんが上位職であ

ることが時々あります。会社にすれば、時給単価で考えたらどちらに休んでもらう方がいいか

というと、旦那さんでしょう。そういう事案もあるのに、やはり女性が休まなくてはならない

というのが現状です。

私たちがワークライフバランスの活動をしている中で、結局は管理職や上司をどうにかして

ほしいと言われて、イクボスプロジェクトという活動をしています。イクボス企業同盟には今

までに、一部上場企業が68社参加しています。それも生命保険会社や銀行が多く入っていま

す。銀行が多いのは女性社員が非常に多いからで、女性の働き方を考えるには男性の生き方を

一緒に考えなければなりません。これは企業戦略です。ぜひ興味・関心があれば、イクボスプ

ロジェクトを見ていただけたらと思います。

企業同盟の加盟社はどんどん増えていて、そうそうたるところが並んでいる一方、中小企業

はまた別に作っています。最近は自治体も入ってくれています。例えば日本の国立大学で初め

て行ったのは千葉大学です。千葉大学は千葉市と連携して、千葉市イクボス同盟をつくってい

ます。自治体でそういうお考えがありましたら、ぜひ声を掛けていただければ手を挙げさせま

す。

それから、北九州市、広島県、三重県、滋賀県といった自治体の首長がイクボス宣言をして

います。特に滋賀県はすごくて、知事以下、県の管理職全員です。つまり県管轄である県立高

校の校長先生や警察署長も全員がイクボス宣言をしています。これからは、いろいろな組織に

おいて、ワークライフバランスが必要になります。それから、イクボスは育児だけでなく、介

護なども含めて、より働きやすさをにらんでおり、今後大きな話題になっていくと思います。

残念ながら、大阪府では、大阪市の区長さんがこの前３人ほど出していただいたところなので、

もし皆さんのところでご興味・関心があれば、こちらも進めていただければと思います。

４．イクボスが必要とされる背景
イクボスが求められる背景には、一つ目に人材不足、労働人口の減少があります。二つ目に、

いびつな組織構造によるダイバーシティマネジメントの必要性があります。団塊世代が抜けた

中で、どの自治体も人口構成が非常にいびつになっていると思います。私は保育経営の研修を

いろいろなところで担当させてもらい、公立保育所長の研修を行っているのですが、団塊世代

が一気に抜けた後の所長たちのマネジメントは苦労しています。40歳ぐらいの層が薄く、次の

所長のなり手がいないのです。これは多分、皆さんのところの管理職もそうだと思います。

最近は降格願というものがあります。西宮市役所には昇級試験がないのです。これも自治体

によっていろいろです。そうすると、人事査定や考課のときに「絶対に管理職になりたくな

い」という人がたくさん出てきます。そのようになったら、組織として持たなくなることが
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大きな課題になっています。

それから、時間制約職員マネジメントです。これは臨時職員だけでなく、非正規の問題もあ

れば、介護や育児の問題もあります。従来の労働者モデルは、先ほどのバブル世代のように、

24時間働ける男性というイメージがまだまだ残っていませんか。そうではなくて、本当に多様

な人材が職場の中にいるという形でうまくマネジメントしていくためには、例えばワークライ

フバランスやダイバーシティ（多様性）が大事になってくると思います。

５．これまでの前提が壊れていく社会
そう考えると、これまでの社会の前提が壊れていくことになります。女性活躍推進という文

脈も突然現れたのではなく、前提が壊れていく中で労働力を求め、社会のシステムや体制を変

えていくことが求められているのだと思います。前提とは、男性なら仕事、女性なら家庭でし

た。しかし今は専業主婦モデルはとても厳しいと思います。

最近は言わないかもしれませんが、昔の男性は「誰が食わせてやっているんだ」｢男子厨房

に入るべからず」で、｢風呂、飯、寝る」で生きていけたのです。しかし今は、家へ帰って

｢風呂」と言ったら「洗っておいて｣、｢飯」と言ったら「作っておいて｣、｢寝る」と言ったら

｢布団敷いておいて」と言われ、全部自分でしなければならなくなるので、言わないようにし

ています。でも、いい時代だと思います。男性だから、女性だからということで生き方、働き

方が決められるのではなく、より個人を意識する時代になっているのです。

それから、公務員の場合、終身雇用や年功序列といった日本型雇用慣行がある程度残ってい

ると思います。しかし、昔に比べると、そうでもありません。昔のような上がり方はもうない

と思います。

それから、一家の主としての父親というのもだいぶ揺れ動いてきたと思います。また、水と

安全はただというのも、今回の震災や近年のいろいろな事件を見ると、社会の中で本当に崩れ

てきたと思います。子どもたちの生活や育ちを見ていると本当に実感することです。

それから、明るい未来、希望にあふれる社会はどうでしょうか。私のゼミでは豊中市と一緒

に、次の世代の親を育てることを目的として国の地域少子化対策強化事業を行いました。豊中

市内の高校生2,000人にアンケートを行い、そのときのワークショップで「あなたたちが親に

なるとき、今の社会より良くなっていると思いますか」と聞きました。すると、みんな「悪く

なっている」と答えるのです。これは、ちょっとつらくないですか。皆さんの自治体でも、ぜ

ひ調べてほしいと思います。子ども・子育てのニーズ調査で住民調査を行ったときも、多くの

人が「悪くなっている」と答えました。先日、香川県の子育て支援の研修会に出て、支援者に

聞いたのですが、香川県では８割の人が「良くなっている」と答えました。なぜかと聞くと、

｢これ以上悪くならないから」と言っていました。結局、こういう前提が壊れた中で、新しい

生き方や働き方、家族の在り方が求められているのです。
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昭和55年ごろは、共働き世帯は専業主婦世帯の半分ぐらいで、｢小さい子を預けて、余裕が

なくてかわいそうに」と言われた時代だったと思います。それでもママたちは歯を食いしばっ

て、保育所などの支援もあって、1995年あたりから同数になって、今では専業主婦世帯より

共働き世帯の方が多くなっています。今の社会は「共に働き、共に育てる」のが一つのスタン

ダードになっています。別に専業主婦が駄目というわけではありません。ただ、専業主婦の数

はどんどん減っており、それだけ経済状況、社会状況が大変なのだと思います。

男女間の給与格差を見ると、男性の給与を100とした場合、平成元年ごろの女性の給与は60

でした。それが最近は70ぐらいになっています。70でも低いですが、以前に比べると上がって

いるといえます。男性よりも給与が低い背景として、女性労働者全体における非正規の割合が

高いということもあるのですが、７割に近づいてきています。

男女別の可処分所得、いわゆる税金や保険料を除いた手取り分の所得を見てみましょう。

｢誰が食わせていると思ってるんだ」と言えるような状況を支えていた時代背景、社会システ

ムは、男性の所得の方が上で、男性が養っていることが前提となっています。しかし、2010年

になると、女性の方が可処分所得が多くなっています。今まで男性の給与の方が上という前提

で組み立てられていた社会システムは、このあたりで崩れてきています。

つまり、女性が従事していた業種の労働環境が改善したのです。分かりやすく言うと、看護、

介護、保育です。特に看護は、かつて３Ｋ、５Ｋ、７Ｋ、11Ｋなどと非常に大変な職場だとい

われていましたが、まだまだ改善の余地はあるものの、最近はあまり言われません。それなら

介護や保育の方がまだ大変だといわれています。女性はシャドーワーク（ノンペイドワーク)

といわれる家庭内のケアを仕事としていた部分が大きいのですが、その労働条件が上がったこ

とが一つ言えます。しかし、これをひっくり返すと見えてくるのは、若年男性の雇用・労働環

境、働き方が非常に大変だということです。

６．女性の活躍を考える
そんな中で制定されたのが女性活躍推進法です。男女の人権が尊重され、急速な少子高齢化

の進展、国民の需要の多様化、その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会

を実現することを目的としています。これは女性だけでなく、｢男女」ときちんと言っていま

す。

面白いのは、女性は社会進出していないのかというと、しています。今、市役所から女性職

員がいなくなれば、当然市役所は回りません。女性活躍推進法はあって、男性活躍推進法が

ないのはなぜかというと、考え方が二つあります。男性は既に活躍しているという考え方と、

男性に活躍は無理だという考え方です。私は、後者ではないかと思います。

つまり、女性活躍推進法とは女性を労働雇用の場に誘導するための政策です。社会とは労働

だけでなく、地域の活動であったり、婦人会の活動であったり、ボランティア活動やPTA活
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動であったり、もっと言えば専業主婦の活動や家庭内の活動も含まれます。なので、女性は社

会の中で既に活躍しているのですが、そういう活動だけでなく、働く場に出ていきなさいとい

うことです。これは、労働人口が減り、国の活力が低下する中で、最後の砦だと思うのですが、

女性が気を付けなければならないのは、この政策がこのまま進んでいくと、家事、保育、介護、

仕事を全て女性だけに押し付けられてしまうということです。実際にそうなっています。だか

ら、セットで考えなければならないのは、男性の家庭進出です。

私が兵庫県の会議などで、冗談半分で言っているのは「男性の家庭進出推進法」の制定です。

６歳未満の子どもがいる男性には、１日３時間の家事・育児を義務付け、残業を禁止するので

す。それだけの強制力がないと、日本は変わらないと思います。だから、女性の問題は男性の

問題と表裏一体です。

イクメンやカジメン（家事をする男性）は、社会の要請や社会全体のムードで生まれている

わけではありません。イクメンでなければ、これからは結婚もできないし、家庭生活もできな

いと思います。イクメンとは、男性の生き残り戦略なのです。

７．働き続ける男性
その中で、男性はどうかというと、とても大変です。特に30～40代の働き続ける男性は長時

間労働、長時間通勤という問題があります。日本、スウェーデン、フランスの３か国で、６歳

未満の子どもがいる男性の帰宅時間を比べると、スウェーデンは男性の７割が午後６時までに

帰宅しています。この話を女性ばかりの講演会ですると、｢たまにはいいけど、毎日は嫌」と

言われます。６時までに帰宅する割合が次に高いのはフランスです。フランスも一番多いのは

６時までです。日本で一番多いのは８時以降です。東京都の調査によると、サラリーマンの帰

宅時間のボリュームゾーンは23時です。

日本とスウェーデンで大きく異なるのは、合計特殊出生率（女性が一生に生む子どもの数）

です。パパとママが結婚して子どもが生まれるので、基本的に2.1を超えると人口を維持しま

す。これを人口置換水準といいます。2.1以上であれば人口が増え、2.1以下であれば人口が減

ります。日本は現在1.3くらいです。東京都は５年ほど前は0.99でした。１位は沖縄県で2.0ほ

どあります。スウェーデン、フランスは2.1、2.2で、人口が増えるレベルです。

イクメン登場を期待しても、仕事が忙しくて育児時間が取れません。１週間の育児時間は、

日本は６歳未満の子どもがいる父親の平均で39分、母親は202分です。全国調査をしてとても

面白かったのは、47位が和歌山県、46位が京都府、二つあけて大阪府、兵庫県が続き、関西広

域連合は全滅です。関西広域連合に入っていない奈良県だけが少し上です。ファザーリング・

ジャパン関西でこんなに頑張っているのに、なかなかうまくいきません。

日本における有休消化率は、公務員は高いといわれていますが、日本全体では４割ぐらい

といわれています。カナダとドイツの研究者と話をしたときに、有休消化率が４割だと言う
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と、彼らはとても驚いていました。数値に驚いているのではなく、そんなデータがあることに

驚いているのです。簡単に言うと、関西でたこ焼き器を持っていますかと聞くようなものです。

カナダやドイツは100％に決まっていると言うのです。仕事があるから休みがあるし、休みが

あるから仕事も頑張れるのです。日本は、そうではありません。私のいた保育所では、有休を

取ると次の日の朝礼で「昨日はすみませんでした。ご迷惑をおかけしました」と全員に謝らな

ければなりません。結局、日本では、休むことが悪なのです。それから、体調が悪くなったと

きのために、皆さん有休をためていませんか。しかし、有休というのは、そういうものではあ

りません。

その中で、子どもとどう向き合っていいか分からなくなったり、子どもが生まれて夫婦関

係が悪化したりすることもあります。よく言われるのは、家庭が「ホーム」ではなく「ア

ウェー」になってしまうというものです。日曜になると月曜からの仕事を思ってブルーになる

｢サザエさんシンドローム」という言葉がはやりましたが、最近はパパたちの間で「しんちゃ

んシンドローム」がよくいわれます。『クレヨンしんちゃん』は金曜夜の放送なので、金曜に

なると「育児をしなければならない」というパパたちがいるそうです。

８．ワークライフバランスとは
そう考えると、本当に新しい時代が来ています。新しい時代の新しい生き方が求められ、変

化のスピードが恐ろしく速く、変化の幅が恐ろしく大きく、変化の方向性があまりにも多様

です。私が初めて携帯電話を見たのは大学２年生のときで、ハンドバッグ型でした。若い人に

言っても意味が分からないかもしれません。コンピューターが初めて家に来たのは、大学３年

生のときでした。つまり、子どもの頃に携帯やコンピューターはなかったのです。

そう考えると、今の子どもたちが大きくなって就く職業は、今はない職業かもれしません。

それなのに、職業教育やキャリア教育で「就きたい仕事は何？」と聞いても、今の社会にある

仕事しか選びません。とてもナンセンスです。これは役所の業務も同じだと思います。自分が

入ってきたときにあった課がなくなり、新しい課が生まれていると思います。社会の変化の速

さは現実にあるのですが、お風呂と同じで、中にいる人間には分からないのです。

だから、何が起こるか分からない、何でもありの時代になってきたのだと思います。これに

はいろいろな理由があると思います。例えば価値観の多様化と個人主義の台頭です。これは

形態の問題、生き方の問題、プライバシーの問題です。私はそれが駄目だとは思いません。今

進んでいる社会を後ろに戻すのは難しいことです。進みながら、それらをより良くしていくの

です。なぜなら、それらの恩恵をとても受けているからです。こういう話をすると、｢昔は良

かった」という話になりますが、そうではなくて、今の変化と昔の良さをうまく融合していく

ことが大事だと思います。そのためには、柔軟性が必要です。だから、私はワークライフバラ

ンスが非常に大事だと思います。ワークライフバランスを考えることは、単に自分の生き方だ
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けでなく、仕事や組織など全体を考えるときに必要な考え方だと思います。

ワークライフバランスとは、仕事と生活の調和だといわれています。日本人にとってワーク

ライフバランスが難しいのは、ワークとライフは50：50と考えるからです。ワークライフバラ

ンスではなく、この研究会で用いている「ライフ＆ワークバランス」という考え方は、私は非

常に素晴らしいと思います。まず生活があって、その一部としての仕事であるのです。

日本には納税、教育、勤労の三大義務があります。このうち教育と勤労の二つは権利でもあ

ります。日本では、義務ばかり教えます。私は、仕事はすごく楽しいものだと思っています。

仕事は悪であるというふうによく言われるのですが、そうではなくて、お金だけでなく、やり

がいや人とのつながり、自分の思いを形にするという点で、権利としての仕事も考えてほしい

と思います。

ワークライフバランスで大事なのは、自分が主体的に選んでいるということです。だから、

とても忙しくてもいいのです。特に若い方で仕事がとても面白いというなら、仕事をがんがん

やれと言います。そのとき、１：99でも、０：100でも構いません。そういうときもあってい

いと思います。ただ、それがずっと続くとつらいです。そこで、自分が選べているかどうかを

考えるといいのです。例えば時短であったり、仕事を辞めて育児や介護、趣味を自分で選んで

いる分にはいいと私は思うのです。問題なのは、例えば育休切りであったり、働きたいけど辞

めさせたりするような、他人の意志や社会の圧力、会社の思いだけで個人の生き方を左右して

しまうことです。女性がすごく仕事したがっているのに、周りが変に気を使って、仕事をさせ

ないことがあります。そうではなく、｢あなたはどうしたいの」と聞いて、調整していくこと

が大事だと思います。

ただ残念なことに、男性はワークライフバランスをあまり意識していません。長時間労働で、

会社中心主義です。｢ワーク＆ワークバランス」となり、明日働くために今日働くというふう

に終わりがありません。行政の場合は、異動があったりして、新たな気持ちで仕事ができるの

はいいことかなと思いますが、人生の主人公にはなっていません。

皆さんは今、自分の人生の主人公になっていますか。特に管理職の方は、部下が人生の主人

公になるような生き方をしていますか。それを支えるマネジメントや組織づくりがイクボスに

つながっていくと思います。

９．なぜ男性の育休は増えないのか
その中で、私は自分自身が大事にしたい生き方があると思い、育児休暇を取りました。

「『育休父さん』の成長日誌」を朝日新聞に半年ほど連載していました。６人の育休者の体験

談からなり、６人中２人は公務員です。日本のマスメディアとして最初に男性の育児休暇を正

面から取り上げたものですが、私にはいまだに男性の育児休暇に関する仕事が来ます。
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２年前は防衛省から来ました。防衛省は男性の育児休暇取得率が省庁の中で２番目に低いそ

うです。一番低いのは内閣官房です。日本で一番忙しい省庁ですから、育休など取れないと思

います。防衛省は自衛隊を抱えているため、人がとても多いです。自衛隊は男性職場で、育休

や育児に対して否定的な意見が多い一方、女性職員がとても増えています。防衛省が育休取得

推進に取り組むのは、女性が活躍できるように男性の働き方を考えていくことが目的です。西

日本総司令部がある兵庫県伊丹に行き、200人を前に、「皆さんが国を大事に思い、国を守る

のと同じぐらい、奥さんや子どもを大事にしてほしい。家族を守れない人が国を守れるとは思

えない」と話してきました。

女性の育児休暇取得率は、一番高いときで９割、現在は大体８割です。ただ、結婚・出産で

仕事を辞める女性が全体の６割ほどいます。だから残りの４割の中で、子どもの生まれた方の

８割なので、絶対数で言えばさほど多くありません。一方、男性は２％です。ただ、国家公務

員の中でも厚生労働省では13％が取っています。だから、13％の数値目標を変更しようという

話もあるのですが、10％でも天文学的数字だと思います。

なぜ男性の育児休暇が増えないのでしょうか。私が19年前に初めて取ったときは、西宮市立

の障がいのある方の授産施設の指導員をしていました。55歳ぐらいの課長補佐に直接言いに行

くと、｢育休取って何すんねん。子どもの下の世話をするだけだろう」と言われました。私も

大人げなかったので、｢子どもの下の世話がしたいのです」と言いました。彼は別に悪い人で

はなく、本当に意味が分からなかったと思うのです。

次は、本丸の課長です。課長は58歳、定年の２年前で、夏休を取らないような人です。帰っ

ても居場所がないらしく、ずっと職場におられます。課長には係長や課長補佐から話は行っ

ています。その課長に「育児休暇を取らせていただきたいのです。本当にご迷惑をおかけする

ので、引き継ぎもきちんとしますし、何かあったら出てきますので、どうかお願いできないで

しょうか」と言うと、課長は前を向いたまま、私の方を一度も向かずに「はい、どうぞ」と言

いました。後で聞いた話ですが、課長はなぜ男が仕事を休んで子どもを育てるのかという考え

方で、｢男の本懐は働くことだ」とおっしゃったそうです。彼は別に嫌な人でもなく、尊敬す

べき上司でしたが、そういう価値観の中で生きておられたのでしょう。彼のように、育児は女

性がするものという固定的な性別役割意識が、男性の育休取得が増えない原因になっていると

思います。

それから、男性自身にスキルや知識がないことです。それは男性が悪いのではなく、社会に

そういうものがないのです。だから、ファザーリング・ジャパンや自治体のプレパパ・ママ教

室やセミナーを生かしていただいています。結局は、出産から子育てが始まります。さらに言

うと、最近の国の少子化対策では結婚・妊娠・出産・子育ての四つの切れ目のない施策を打つ

と言っています。だから、若い層の結婚についても攻めていくのです。

職場の雰囲気も大きいです。それから、所得の減少もあります。私は長男のとき、給付が
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25％しかありませんでした。社会保障費は負担していましたから、赤字です。次男のときは

50％でした。ただ、育休中は40％、復帰して半年後に10％という施策でした。その状況で社会

保障費を払っていたので、とんとんです。今は、社会保障費は免除です。厚生労働省の試算は

80％の給付と言っています。

最近では、日本生命が男性は100％育児休暇を取得させることにしました。それから、広島

県三次市は条例で、子どもが生まれた職員は全員、育児休暇を取らなければならないことにし、

男性の取得率は100％です。また、父親自身の意識の変化も要因としてあると思います。

10．父親が家事・育児できない社会
父親が家事・育児をできなくなると、子どもと触れ合う時間がなくなり、パートナーが本当

に苦労します。そういう男性の多くは「僕は仕事していればいいんですよ」と言うのですが、

奥さんや子どもは本当にそれでいいと思っているのでしょうか。それを確認してほしいと思い

ます。

父親不在が日常化していくと、父親は家族を構成する力がなくなり、家族の問題行動にも対

応できなくなります。私は最近、『思春期男子の育て方』という本を書き、講演会もやりまし

た。子育ての話は100％面白いのですが、思春期の場合は２割がきつい話です。参加者の２割

はお子さんがつらい状況だからです。本当に多いのは不登校で、他にも子どもがいろいろな問

題を抱えている方が多いです。そのとき、本当に父親は出てきません。これは大きな問題だと

思います。家事・育児が母親だけに偏っています。

そんな中で、男性はつらい生き方をしています。自殺、過労死、ホームレスは全て男性の問

題です。最近は自殺者が３万人を切って、２万6,000人台です。昭和40年代は自殺と交通事故

で１万人ずつが亡くなっていましたが、現在は交通死者が半減した一方、自殺者は増えてい

ます。８割が男性で、そのうちの８割が40代以上です。これは成年男子の問題です。過労死は

95％が男性、ホームレスは98％が男性です。

男性は、すぐに追い詰められてしまうからです。ですから、女性の柔らかさ、コミュニケー

ション能力の高さをしっかり意識する必要があると思います。仕事しかない生き方、プライド

という価値観、上下関係や勝ち負けという非常に単純化された中で、いとも簡単に折れていく

ようなワークライフバランスの悪さが、男性を追い詰めています。

もっとつらいのは児童虐待です。大阪府の児童虐待件数は日本一です。児童虐待は昨年９万

件近くありましたが、そのうち16％は大阪府で起きています。大阪市の子育て支援の担当者と

話をすると、｢大阪市の少子化対策は、児童虐待予防です」と言い切ります。そんな自治体は

大阪だけです。本当に大変な地域です。虐待しているのは、多くは実母です。

では、母親が悪いのでしょうか。育児をしているのは母親しかいません。そう考えると、母

親たちはとても頑張っています。それでも虐待せざるを得ない状況に追い込まれているのです。
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最近は実父も増えています。父親が育児に関わらないことも問題なのですが、もう一方で高齢

者虐待もあります。最近、高齢者虐待防止法ができましたが、高齢者虐待をしているのは、圧

倒的に息子です。２番目が旦那さんです。

虐待は複雑な要因があるため、一要因で語るのは危険なのですが、私が思う一つの要因は、

男性が育児をしていないことです。育児と介護は、人をケアするという意味で非常に親和性が

高い行為ですが、育児を一切していない男性がいざ自分の奥さんや母親が倒れたとき、介護な

どできるわけがありません。赤ちゃんのおむつを取り替えたことのない人が、おばあちゃんの

おむつを替えられるわけがないと思います。

つまり、子どもを育てるということは、世代を超えて、人の生き方に大きく影響を与えるこ

とだといえると思います。一生懸命おむつを替えて育ててきた子に殴られるのは悲劇です。こ

ういう社会構造を変えていくには、男性が育児をすることです。男性が育児をすると、子ども、

母親、父親、企業、社会の全てにとっていいのです。男性が育児をすることのマイナス要因は

ありません。その代わり、社会の変革が前提になければなりません。イクボスというのは、個

人の責任ではないのです。

11．男性の育児は行政課題解決の道しるべ
男性の育児は、さまざまな部署において課題解決の大きな道しるべになっていくと思います。

まず、児童虐待の抑止です。次に、男性のメンタルヘルスや自殺予防、家庭内暴力・ＤＶの減

少につながります。子どもの健全な育ちを進め、地域活動、住民ネットワーク、住民活動を活

性化させます。最近増えているパパネットワークが、まさにそうです。成年男子が地域で集ま

るような青年会、祭り、自治会などが崩壊する中で、私たちのような父親のネットワークは形

成されています。そこでいろいろな相談を受けたり、モデルになったりしています。

それから、ワークライフバランスや男女共同参画社会を推進します。当団体のメンバーが自

治体の委員になったり、男女共同参画の話をするときにはまず、男女共同参画センター利用

者の男女比率を聞きます。男女比が１対９では、女性センターです。さらに、１割の男性の年

齢構成を聞くと、９割が65歳以上です。なぜなら、男女共同参画センターの65歳以上の料理教

室にしか男性は来ないからです。関西で最初にパパスクールを開いてくれたのは、摂津市の男

女共同参画センターでした。30～40代のパパが大勢来たときに、男女共同参画センターの人は

｢こんなに男性を見たのは初めてです」と言ったそうです。やり方次第で男性の利用者を増や

せるのに、そのアンバランスをよしとしてしまっている点が問題だと思います。

それから、少子化、人口維持・増加への意識を高めます。私はここに非常に力を入れていま

す。私は去年から、全国市長会が設置しているシンクタンクの日本都市センターで研究員をし

ています。保育・少子化対策が人口に与える影響はとても興味深いです。少子化対策や保育施

策によって、はっきりと勝ち組、負け組が出ています。それをいろいろなところで調査してい
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ます。兵庫県の西宮市と尼崎市はいずれも中核市で、人口はそれぞれ42万人、45万人なのです

が、この５年間で尼崎市はマイナス5,000人、西宮市はプラス6,000人です。大きな違いは、市

のブランディング施策、イメージ戦略です。それ以外にもいろいろな施策の違いがあります。

日本都市センターで全国を調査していますが、同一都道府県で、施策によって人口比や流出・

自然増・社会増などが異なるので、ぜひ大阪でも調べてみてください。日本で人口が増えてい

る自治体は全体の８％ぐらいです。維持していれば、それだけで御の字です。

最後に、市民的成熟の促進があります。

男性が育児をすることは、皆さんの仕事においてもいい方向につながるのではないかと思い

ます。そう考えると、多様な生き方・働き方・育て方を認めることです。皆さんの仕事もそ

うですし、施策の中でもそうだと思います。これまでの常識の変化に気づき、スピードの速さ、

大きさを理解することです。最近よく言っているのは、私たちはモデルのない時代を生きてい

るということです。社会の変化の中で、生き方のモデルはなかなか見つかりません。そうなっ

たとき、皆さん一人ひとりが生き方のモデル、働き方のモデルになる必要があります。新しい

チームの中でどうするかを考えていくことが大事です。過渡期という言葉は便利な言葉で、考

えてみるとここ20年ほど過渡期と言っています。例えば議会の答弁で「過渡期」と言うのは楽

です。しかし、過渡期なのではなく、ずっと動いているのです。ゴールが見えにくい社会の中

で、流動的な変化がずっと続いていると思った方がいいのではないかと思います。

家族の多様性（子育て)、企業の多様性（働き方)、社会の多様性（生き方）を考えると、自

分たちで考え実践する覚悟と責任が必要です。ワークライフバランスも実はモデルがなくて、

皆さん一人ひとりがカスタマイズしてコーディネートすることが求められていると思います。

12．男性が育児する意味
私が育休を取ったときに思ったのは、わが手でわが子を育てることはそれほど特別なことで

はないということです。そうすることが称賛される社会の方が不自然だと思います。そう考え

ると、子どもや子育ては社会の中で非常におとしめられている文化だと思います。例えば市川

市の保育園設置に地域住民が反対したという問題にしても、申し訳ないですが、原因は行政の

調整能力のなさです。あんなことは、行政マンとしてとても恥ずかしいことだと思います。子

どもや子育てへの意識を社会の中でいかに高めていくかが重要です。

男性の育児は、単なる象徴です。今までなかったから象徴になっていますが、それを経て男

性も女性も豊かに子どもを育てていく社会になればいいと思います。そのために、今は皆さん

自身の生き方、働き方、仕事の在り方を考えるタイミングではないかと思います。
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質疑応答

（Ｑ１）先生の３か月間の育休の中で、一番良かったことは何ですか。

（小崎）たくさんあります。今思えば、すごく人間らしいと思いました。本当に何もできずに、

何をするわけでもなく、一日が終わるのです。でも、子どもと生きていくというのは、こうい

うことなのだなと思いました。今は分刻み、秒刻みで生きているので、あんな時間はもうあり

ません。幸い、家族の関係性がまあまあうまくいっているのも、そういう経験があるからだと

思います。たかが３か月ですが、私はその時間を経て、父親になることができたことが一番良

かったと思います。

（Ｑ２）今後自治体として、今日お話ししてくださったようなことを推進するに当たって必要と

される視点は何ですか。先ほど打ち合わせのときに、さいたま市の方から、実は行政が何も

しないから、かえって地域で男性の育児参加の取り組みが進んでいるというお話も聞きました。

そのあたりをもう少しお話しいただけますか。

（小崎）男性の育児を進めていくのは、女性活躍推進と同じで、男性だけが進めていく必要はな

いと思います。ダイバーシティやワークライフバランスを考えたとき、職場全体のチームとし

てどう動くかを前提とすると、重要なのはトップの判断だと思います。行政組織の中で、トッ

プがどう判断し、ワークライフバランスやイクボスという理念に共感して実施するか。企業が

イクボスに参加するのは経営戦略だと考えると、皆さん自治体がこれからいかに働き、職員の

モチベーションを上げていくかを経営戦略として考えていく必要もあるのではないかと思いま

す。

　　先ほどのさいたま市の話は、行政が手厚い施策を打つことで、動かない住民、口を開けて

待っている住民をつくってしまっていないかということです。これは住民の問題だと思います。

兵庫県は、県民活動を充実させるために県民局をつくって、いろいろなことに一生懸命取り組

みました。すると、なかなか活動しない県民が増えたような気がします。分かりやすく言うと、

関西には子育て支援の中核になるような大きなNPOがありません。NPOは、民意や住民活動

の成熟度を示す一つのバロメーターだと思います。

　　埼玉県は父親支援が非常に活発で、NPOのインタビューでなぜこんなに活発なのかと聞く

と、みんな口をそろえて「県が何もしてくれないから」と答えます。しかし、それは県の行政

としては丸だと思いませんか。県が最低限のことをうまくコーディネートすることで、住民活

動の活性化につながっています。例えば、埼玉県は広域行政として父親支援の支援者研修を

行っている唯一の県です。基礎自治体はそこまで余力がないと思うのですが、支援者を養成す

るのは、行政としてとても目鼻の利いた施策だと思います。何かイベントを打って、わっと騒

いでおしまいではありません。そのような作戦をうまく立てていくという点では、関東の方が
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力のあるNPOがたくさんあります。

　　当然ですが、行政で全てのことはできません。そうなったときに、対等にパートナーシップ

を組める企業、NPO、住民の活動が必要です。しかし、そこに対する信頼度や実践度は、関

西はまだまだ弱い気がします。それは皆さんがこれから育てていく必要があります。子育て支

援を通じて、住民を育てていく行政マンになってほしいと切に願っています。

（Ｑ３）若い職員が少ない中で、男性の育児休暇取得は推奨しても、女性の活躍は難しい面があ

ります。育休取得以外の方向性で、｢女性は男性と違って家庭があるから、私はこういう仕事

でいいんだ」というスタンスもありますし、われわれ男性側からしても「女性だからここまで

の仕事でいいよ」というスタンスがあるのは事実だと思います。その特効薬はないと思うので

すが、育児休暇以外のものがあれば、ご教示ください。

（小崎）非常に大事な視点だと思います。男女雇用機会均等法制定後、女性の昇級や働き方がと

ても普遍化していったのですが、適切な女性のモデルがいないのです。制定後にできたモデル

というと、サイボーグみたいな人ばかりです。例えば横浜市長の林文子さんや経済評論家の勝

間和代さんはどうやってあんなに動いているのだろうと皆さんよく言われます。｢あんなに頑

張って、全てを投げ打たなければならないのであれば、仕事はもういいわ」となります。そう

思うと、組織の中で普通に働いて、普通に昇級するような一般モデルを意識しないと、適切な

女性のモデルは組織の中で少ないままだと思います。資生堂から独立したワークライフバラン

スコンサルタントの小室淑恵さんは、そういう意味で女性のモデルをつくっていますが、女性

のモデルをつくることは男性のモデルにもつながっていくわけです。

　　先ほど保育所の話で、降格願も出てくると話しましたが、今の職員は本当に管理職に昇進し

たがりません。こんな人ばかりの組織は、とても弱いです。今の管理職の人たちに話を聞い

ても、恩返しをしたいという気持ちや、自分自身はここで育ったので次は自分の番だと理解し

て、この組織を良くしたいと思う愛社心を持った人が多い組織の方が絶対に強いです。働き方

も含めて、皆さんが働いている役所に対する皆さん自身の思いやモチベーションが重要です。

「やってられへんな」とずっと悪口を言っていても、人は育ちません。そう考えると、そのあ

たりの意識を変えていって、最初のモデルをかなり意識的につくらないと駄目だと思います。

女性活躍推進の中で、女性管理職の数値目標を定めるのもいいですが、そこへ向かうプロセス

はかなり恣意的、意識的、計画的に作っていく必要が人事サイドにあると思います。

（永田）今の質問に対して、研究会の結果を少しご紹介したいと思います。先生がおっしゃった

ように、研究会では結果的にライフ＆ワークバランスを取ることがやりがいにつながるとい

う議論があります。アンケート調査でも、やりがいを持って仕事をする上で必要なこととして、
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「仕事と私生活のバランスが取れている」を挙げる人が「職場の人間関係が良好」に次いで多

かったです。管理職に手を挙げる女性がいないこともアンケート結果に出ていて、なぜ管理職

になることを希望しないかというと、一番の理由は「家庭と仕事の両立が困難だから」で、次

いで「責任が重くなるから」でした。

　　私は、責任のある職場は面白いという意味付けをしていくことも大事なことだと思います。

私自身は海上保安庁で初めての女性キャリアで、最近よく女性の活躍推進で呼ばれるのですが、

ロールモデルは要らないのです。時代の変化が激しいので、仮に私が海上保安庁の男性社会で

いかにやってきたかをお話ししても、あまり意味がありません。だから、サンプルとして私が

感じたことをお伝えすることはあっても、モデルを求めること自体がナンセンスだと思うので

す。

　　確かに今は、管理職ですてきに働いている女性は少ないから、若い人は手を挙げません。

ロールモデル自体が無理で、自分たちで新しいモデルをつくる時代です。こういうことを推進

していくことが結果的に多様な生き方を認めることになるし、次の若い人が管理職に手を挙げ

るようになると思うので、ぜひ新しいモデルを作るというメッセージを組織の中で出していっ

てください。それがあるからこそ、勇気を持って育児休業を取得しようと思うことができます。

だから、制度を推進するだけでなく、そういうメッセージを同時に発信していこうということ

を昨年１年間、研究員のメンバーと共に議論してきました。

（小崎）そうだったのですね。そういう時代だと思えば、生き方が多様に選べることはすてきな

ことです。40年前、私が保育士になろうと思っても、男性は法律的になれませんでした。そう

いう時代を経て、今は本当にしたいことを自由にできる時代ですので、やらないのはもったい

ないと思います。
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ⅱ．先進事例調査記録

１．民間企業視察
社会で取り上げられている女性活躍について、男性の問題を含めさまざまな側面から議論し、

課題解決に向けた研究を行っている中で、今後、民間企業での視点を取り入れた議論を展開

していくため、企業での現状や課題、課題解決に向けた取り組みを調査・研究することにより、

さらなる知識の習得と自治体における課題解決の一助とすることを目的として、大阪府内の先

進企業の視察を行いました。

【日　時】平成27年12月10日（木）　午前11時～午前12時

【視察先】大阪ガス株式会社

　　　　　（本社最寄駅：地下鉄御堂筋線・京阪電車京阪本線「淀屋橋」駅）

【視察者】池田智子（摂津市)、藤井紫津子（茨木市)、岸本美香保（茨木市)、

　　　　　吉田依子（四條畷市)、安田美有希（四條畷市)、田伏真由美（門真市)、

　　　　　水野千恵（八尾市)、村田恵実（八尾市)、八木千尋（高石市）

【日　時】平成27年12月10日（木）　午後３時～午後４時15分

【視察先】ダイキン工業株式会社

　　　　　（本社最寄駅：地下鉄御堂筋線・阪急電車各線「梅田」駅ほか）

【視察者】池田智子（摂津市)、藤井紫津子（茨木市)、岸本美香保（茨木市)、

　　　　　吉田依子（四條畷市)、安田美有希（四條畷市)、田伏真由美（門真市)、

　　　　　水野千恵（八尾市)、村田恵実（八尾市)、八木千尋（高石市）

【日　時】平成28年１月20日（木）　午後３時30分～午後５時

【視察先】日本生命保険相互会社

　　　　　（本店最寄駅：地下鉄御堂筋線・京阪電車京阪本線「淀屋橋」駅）

【参加者】藤井紫津子（茨木市)、岸本美香保（茨木市)、吉田依子（四條畷市)、

　　　　　安田美有希（四條畷市)、水野千恵（八尾市)、村田恵実（八尾市)、

　　　　　八木千尋（高石市）
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２．先進自治体等の視察
平成28年９月には、とりわけ「公務員を取り巻く女性の活躍」について、先進的に女性の活

躍を推進されている埼玉県の取り組みを視察・研究しました。また、｢行政の手によらない男

性の育児支援」と「地域活動」に対する考察を深めるため、認定NPO法人ハンズオン埼玉と

NPO法人新座子育てネットワークを視察しました。

【日　時】平成28年９月27日（火）　午後１時～午後２時

【視察先】埼玉県産業労働部ウーマノミクス課　企画・企業内保育所担当

　　　　　（本庁最寄駅：JR東北本線・高崎線・京浜東北線「浦和」駅）

【参加者】永田潤子氏（大阪市立大学大学院創造都市研究科准教授)、

　　　　　池田智子（摂津市)、藤井紫津子（茨木市)、岸本美香保（茨木市)、

　　　　　吉田依子（四條畷市)、安田美有希（四條畷市)、水野千恵（八尾市)、

　　　　　八木千尋（高石市）

【目　的】 埼玉版ウーマノミクスプロジェクトを2012年に開始以降、女性の就業率は上昇傾向

にあり、総務省調べの労働力についても2012～2014年３年連続で上昇している。

　　　　　 ｢多様な働き方実践企業認定事業」や「埼玉県働く女性応援メンター｣、｢Smile 

Womenフェスタ」など、さまざまな取り組みを展開しており、その取り組みの最

終的な目標を経済活性化ととらえ、単に女性のステップアップにとどまらず、経済

活性化・地域活性化へとつなげていくものとしている。

　　　　　 そのような先進的視点をもった取り組みを調査することにより、研究会の議論に深

みを持たせ、研究員の知識の向上と今後の研究に生かすこととする。

【日　時】平成28年９月28日（水）　午前10時～午前11時

【視察先】認定特定非営利活動法人 ハンズオン埼玉

　　　　　（最寄駅：JR東北本線・高崎線・京浜東北線「浦和」駅）

【参加者】永田潤子氏（大阪市立大学大学院創造都市研究科准教授)、

　　　　　藤井紫津子（茨木市)、岸本美香保（茨木市)、吉田依子（四條畷市)、

　　　　　安田美有希（四條畷市)、水野千恵（八尾市)、八木千尋（高石市）

【目　的】 認定NPO法人ハンズオン！埼玉は、2005年設立以降、市民が地域で地域のことを

考えるための道具として、コミュニティシンクタンクをつくり、市民参画型のまち

づくりやひらかれたコミュニティづくりに関する調査研究と政策提言、市民参画型

のプログラム開発と推進など、さまざまな活動を実施している。

　　　　　 特に、父親の地域活動支援に取り組んでおり、｢おとうさんのヤキイモタイム」事

業は、年間に県内100か所以上で実施した実績を持っている。
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　　　　　 ｢女性の社会進出と男性の家事進出は表裏一体」という観点からも非常に重要な役

割を担っていると考えられ、さまざまな事業を通じて共助がどのようになされてい

るのか、視察を通じて理解を深める。

【日　時】平成28年９月28日（水）　午後１時30分～午後３時

【視察先】特定非営利活動法人 新座子育てネットワーク

　　　　　（最寄駅：JR武蔵野線「新座」駅）

【参加者】永田潤子氏（大阪市立大学大学院創造都市研究科准教授)、

　　　　　藤井紫津子（茨木市)、岸本美香保（茨木市)、吉田依子（四條畷市)、

　　　　　安田美有希（四條畷市)、水野千恵（八尾市)、八木千尋（高石市）

【目　的】 NPO法人新座子育てネットワークは、地域の子育て中の家族とそれを支援する地

域住民や関係機関等に対し、子育て・子育ち環境の向上に資する活動を幅広く行い、

社会全体の子育て・家庭教育支援の充実および次世代育成に寄与することを、事業

の目的としており、人材育成・教育研修事業、調査・研究・開発事業ほかさまざま

な活動を実施しておられる。

　　　　　 特に、父親支援にも取り組まれており、｢女性の社会進出と男性の家事進出は表裏

一体」という観点からも非常に重要な役割を担っておられると考えられ、行政が取

り入れやすい市民向けの講座、なかまほいく事業など魅力的な子育てネットワーク

について、視察を通じて理解を深める。
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３．八尾市副市長講話及び意見交換会
平成28年度第５回研究会において、大阪府八尾市における女性の活躍状況を参考にさせてい

ただくため、同市副市長の平野 佐織氏から、｢女性がその時々を『自分らしく生きる！』」を

テーマにご講話いただきました。

副市長就任まで八尾市職員として仕事をされてきたご経験をもとに、キャリア形成、仕事と

家庭の両立、男性社会でのご経験、リーダーとしてのご経験及び最近の女性活躍について思う

ことをテーマにお話しいただきました。

また、ご講話終了後、同市における女性活躍推進の取り組み、女性活躍を切り口として見た

時の組織課題や男性のライフワークバランスの重要性等について議論を深めるため、本研究会

研究員との意見交換を行っていただきました。

【日　時】平成28年８月29日（月）　午後３時～午後５時

【訪問先】八尾市役所

　　　　　（本庁最寄駅：近鉄大阪線「近鉄八尾」駅）

【参加者】女性の活躍促進研究会

　　　　　　永田潤子氏（大阪市立大学大学院創造都市研究科准教授)、

　　　　　　池田智子（摂津市)、藤井紫津子（茨木市)、岸本美香保（茨木市)、

　　　　　　吉田依子（四條畷市)、安田美有希（四條畷市)、水野千恵（八尾市)、

　　　　　　八木千尋（高石市）

　　　　　八尾市

　　　　　　浅川昌孝氏（女性活躍促進プロジェクトチーム理事)、

　　　　　　京谷寛子氏（同プロジェクトチーム課長補佐)、

　　　　　　高橋美沙紀氏（同プロジェクトチーム副主査)、

　　　　　　魚住哲氏（総務部人事課長)、田中久雄氏（同課係長）
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ⅳ．研究活動記録・研究員名簿

 平成27年度研究活動記録

研究会 ⽉  ⽇ 内       容

第１回 ５⽉２２⽇
（⾦）

①オリエンテーション、研究員⾃⼰紹介
②基調講演
 「研究会のスタートにあたって」「ライフ＆ワークバランスとは」
 ⼤阪市⽴⼤学⼤学院創造都市研究科 准教授 永⽥ 潤⼦ ⽒
③意⾒交換

第２回 ６⽉１８⽇
（⽊）

①基調講演「できること咲かせましょう〜頑張るママを応援します〜」
 ふらっとスペース⾦剛 代表理事 岡本 聡⼦ ⽒
②討  議

第３回 ７⽉２２⽇
（⽔）

①公開講座「男性学から⾒た⼥性の活躍」  
 武蔵⼤学社会学部 助教 ⽥中 俊之 ⽒
②討  議

第４回 ８⽉２０⽇
（⽊）

①公開講座「⽇本における⼥性のポジティブ・アクション」
 ⼤阪市⽴⼤学⼤学院創造都市研究科 准教授 古久保さくら ⽒
②討  議

第５回 ９⽉１５⽇
（⽊） アンケートについて意⾒交換

第６回 １０⽉２１⽇
（⽔）

①アンケートについて意⾒交換 
②研究員所属の団体における⼥性活躍の取組状況の発表

第７回 １１⽉１０⽇
（⽕）

①視察先について検討
②研究員所属の団体における⼥性活躍の取組状況
③討  議

第８回 １１⽉２４⽇
（⽕）

①視察に向けて意⾒交換
②アンケート集計作業

視 察 １２⽉１０⽇
（⽊） 府内企業の視察（⼤阪ガス株式会社、ダイキン⼯業株式会社）

第９回 １⽉１４⽇
（⽊）

①アンケート集計の議論
②視察所感
③報告書の討議

視 察 １⽉２０⽇
（⽔） 府内企業の視察（⽇本⽣命保険相互会社）

第１０回 ２⽉１０⽇
（⽔）

①視察所感
②報告書の討議及びまとめ
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 平成27年度研究員名簿

研  究  員

市町村名等 所        属 名   前

摂 津 市 保健福祉部 国保年⾦課 池 ⽥ 智 ⼦

茨 ⽊ 市 市⺠⽂化部 ⼈権・男⼥共⽣課 藤 井 紫津⼦

茨 ⽊ 市 市⺠⽂化部 市⺠⽣活相談課 岸 本 美⾹保

四 條 畷 市 市⺠⽣活部 ⼈権政策課 吉 ⽥ 依 ⼦

四 條 畷 市 総務部 ⼈事課 安 ⽥ 美有希

⾨ 真 市 まちづくり部 ⼟⽊課 ⽥ 伏 真由美

⼋ 尾 市 建築都市部 審査指導課 ⽔ 野 千 恵

⼋ 尾 市 ⼈権⽂化ふれあい部 ⼈権政策課 村 ⽥ 恵 実

⾼ ⽯ 市 総務部 ⼈権推進課 ⼋ ⽊ 千 尋

指 導 助 ⾔ 者

⼤阪市⽴⼤学⼤学院 創造都市研究科 准教授 永 ⽥ 潤 ⼦

事  務  局

おおさか市町村職員研修研究センター
（マッセ OSAKA）

辻   康 之

曽 我 夏 樹

⽯ 本 友 美

上塩⼊ 有 紀
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 平成28年度研究活動記録

研究会 ⽉  ⽇ 内       容

第１回 ４⽉２０⽇
（⽔）

①公開講座「男性にとっての育児・⼦育て＆ワークライフバランス 
 〜⼦育て期の働き⽅と応援体制〜」
 ⼤阪教育⼤学教育学部 准教授                
 ＮＰＯ法⼈ファザーリング・ジャパン関⻄ 顧問 ⼩崎 恭弘 ⽒
②討  議
③今年度の⽅向性について

第２回 ５⽉１８⽇
（⽔）

①平成27年度ライフワークバランスに関する実態調査結果の分析
②視察先に関する意⾒交換

聴 講 ６⽉２３⽇
（⽊）

関⻄経済同友会 サイバー適塾 グローバル⼒養成講座
第２回講義「グローバルに活躍するためのリーダーの資質とは

〜国際機関の⼈事専⾨家の経験から〜」
 キャリア・コーチ（元世界銀⾏本部 ⼈事マネージャー）中野 裕⼸ ⽒
 ファシリテーター（⼤阪市⽴⼤学⼤学院創造都市研究科）永⽥ 潤⼦ ⽒

第３回 ７⽉６⽇
（⽔）

①基調講演「ワーク・ライフ・バランスと妻の夫婦関係満⾜度」
 独⽴⾏政法⼈経済産業研究所 客員研究員           
 シカゴ⼤学ラルフ・ルイス記念特別社会学 教授 ⼭⼝ ⼀男 ⽒
②討  議

第４回 ７⽉２６⽇
（⽕）

①討  議
②視察先について検討

第５回 ８⽉２９⽇
（⽉）

講話「⼥性がその時々を『⾃分らしく⽣きる！』」及び意⾒交換会
  ⼋尾市副市⻑ 平野 佐織 ⽒

第６回 ８⽉３１⽇
（⽔）

①⼋尾市副市⻑講話及び意⾒交換会所感
②視察に向けて意⾒交換
③今後について

視 察

９⽉２７⽇
（⽕）

〜９⽉２８⽇
（⽔）

視察（埼⽟県産業労働部ウーマノミクス課、
認定特定⾮営利活動法⼈ハンズオン埼⽟、
特定⾮営利活動法⼈新座⼦育てネットワーク）

第７回 １０⽉１２⽇
（⽔）

①視察後の考察
②成果報告会に向けての討議

第８回 １１⽉１１⽇
（⾦） 成果報告の内容の検討

第９回 １１⽉３０⽇
（⽔） 研究会提⾔に向けての討議

第１０回 １２⽉１９⽇
（⽉） 成果発表に向けての討議

第１１回 １⽉１６⽇
（⽉） 成果発表の内容確認

第１２回 １⽉２３⽇
（⽉）

①成果報告会の最終確認
②報告書の内容確認

成 果
報告会

１⽉２６⽇
（⽊）

シンポジウム「⼥性活躍を⾃分・組織・地域にいかす
〜⼥性も男性も⾃分らしく輝くために〜」開催

第１３回 ２⽉８⽇
（⽔） 報告書のまとめ
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 平成28年度研究員名簿

研  究  員

市町村名等 所        属 名   前

摂 津 市 保健福祉部 国保年⾦課 池 ⽥ 智 ⼦

茨 ⽊ 市 市⺠⽂化部 ⼈権・男⼥共⽣課 男⼥共⽣センターローズＷＡＭ 藤 井 紫津⼦

茨 ⽊ 市 市⺠⽂化部 市⺠⽣活相談課 岸 本 美⾹保

四 條 畷 市 市⺠⽣活部 ⼈権政策課 吉 ⽥ 依 ⼦

四 條 畷 市 総務部 ⼈事課 安 ⽥ 美有希

松 原 市 市⻑公室 ⼈事課 堀   友 美

⼋ 尾 市 建築部 審査指導課 ⽔ 野 千 恵

⾼ ⽯ 市 総務部 ⼈権推進課 ⼋ ⽊ 千 尋

指 導 助 ⾔ 者

⼤阪市⽴⼤学⼤学院 創造都市研究科 准教授 永 ⽥ 潤 ⼦

事  務  局

おおさか市町村職員研修研究センター
（マッセ OSAKA）

曽  我  夏  樹

岡 元 まゆり

川  崎  有  紀
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