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笑って考えよう 家庭のこと、
仕事のこと、
未来のこと

講演会の
お知らせ

～男の家事・育児が社会を救う！～
日

東京大学 教授
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員

育

手話通訳
要約筆記

主催

14:00 ～ 16:00（開場 13:30）
狭山市市民交流センター１階
コミュニティホール
お子さま連れも大歓迎！
240 名（入場無料）

講師プロフィール
10 年間 2 人の子供の保育園の送迎を一手に担い、今でも毎日の夕食作りを担
当するジェンダー論の研究者。子連れで渡米し、父子家庭も経験した。日本テ
レビ「世界一受けたい授業」の東大生 100 人へのアンケートで東大の人気講義
No.1 に選ばれたジェンダー論の講義は毎年 500 人以上で立ち見が出る。

狭山市（男女共同参画センター）・狭山市教育委員会（富士見集会所）

令和元年度 事業紹介（一部抜粋）
６月

令和 2年 3 月 17 日（火）

受付中 狭山市男女共同参画センターへ（電話・FAX 可）
電 話 ０４－２９３７－３６１７（土曜・日曜・祝日を除く８:30 ～ 17:15）
F A X ０４－２９３７－３６１６（住所・氏名・FAX 番号を記入）
※１回の申込みにつき、４名まで受付（先着順）
保育付き
先着９名 ２歳～就学前のお子さんをお預かりします。
手話通訳
※申込み時に受付 ３月３日（火）まで
要約筆記あり
必要な方は、申込み時に受け付けますのでお申し出ください。
※申込み時に受付 ３月３日（火）まで

申込み
保

氏

時

～第４次狭山市男女共同参画プラン（市 HP に掲載）に基づき、
さまざまな事業を実施しています～

●男女共同参画パネル展示（市役所エントランスホール）
●映画会『六月燈の三姉妹』

７月～９月

●パパとチャレンジクッキング
●目指せ未来のリケジョ講座
●起業セミナー（女性向け）
●パパ・ママへの育休復帰応援セミナー（全２回）

10月～12月
１月～２月
３月予定
狭山市公式ホームページ

●在宅ワーカー育成セミナー（全３回）
●男性の料理教室

▲ パパとチャレンジ
クッキング
◀ 目指せ未来のリケジョ講座

●女性のためのステップ・アップ・セミナー（全３回）
●デート DV 防止講座
●男女共同参画講演会【講師 瀬地山 角 氏】
http://www.city.sayama.saitama.jp/

▲ パパ・ママへの育休復帰応援セミナー

特

仕事と育児の問題に直面したとき ・ 性別による役割分担意識とは？

集

2

育児休業を取得したパパに
お話しを伺いました。

少子高齢化が進む中、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法などの
勤労者を支援する法律の整備が進み、育児・介護の問題に直面しても
仕事を継続する人が増えてきました。しかし、制度の周知が進まず、
支援を受けることもなく離職を選ぶケースもあります。
「家事・育児」の担い手の変化や現状を知り「男女共同参画社会」に
ついて考えてみましょう。

共働き世帯の増加
昭和 55 年以降、共働き世帯は年々増加しています。平
成９年以降は共働き世帯数が男性雇用者と専業主婦から成
る世帯を上回っており、特に平成 24 年頃からその差は急
速に拡大しています。平成 30 年には男性雇用者と専業主
婦から成る世帯が 606 万世帯で共働き世帯は 1,219 万世
帯とその差は約２倍となっています。
【図１グラフ参照】

第１子出産前後も就業継続する女性が増加

【高梨将利さん：２か月間取得】

★育児休業を取得したきっかけは？
３年前、会社の育児・介護休業の説明会で「当社
もダイバーシティ推進の観点から、社員は積極的に
この制度を利用しましょう。」という説明を受けまし
た。１人目の時には取得できませんでしたが、２人
目の時には取得しようと思いました。

★育児休業を取得し、意識はどのように変化した？

【図１】共働き世帯数の推移（全国）
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総務省労働力調査（基本集計）平成 30 年より

第１子出産前後も女性が就業を継続する割合は、これ
までは４割前後で推移していましたが、最新の調査では
53.1％まで上昇しています。
就業継続者の状況は、育児休業制度を利用している割合
が大きく上昇しています。また女性の社会進出が進む一方
で、第１子出産を機に離職する女性の割合は依然として高
く 46.9％あり、仕事と子育ての両立への負担が女性の就
業継続の「高い壁」となっています。
【図２グラフ参照】

子育て期にある男性の家事・育児時間
日本では、平成 28 年における６歳未満の子を持つ夫の家
事・育児関連に費やす時間（１日あたり）は 83 分です。
【図
３グラフ参照】平成 23 年の 67 分と比べて時間は伸びてい
るものの諸外国に比べ低水準にとどまっています。
「家事」については約８割、
「育児」については、妻の就
業状態にかかわらず、約７割の夫が行っていません。また
男性の育児休業取得率は、近年、上昇傾向にあるものの、
いまだ低水準です。女性の就業の有無に関わらず家事・育
児の大半を女性が担っています。

鍵は性別による役割分担意識の解消！
共働き世帯が増加する中で、女性が職場において活躍
するためには、男性の家事・育児参加の促進が重要な課
題です。まずは「男は仕事、女は家庭を守る」という性
別による固定的役割分担意識を解消しましょう。家庭の
責任が女性に偏ることなく、男女が共に家庭での責任を
果たすことが大切です。一方職場では、
性別にとらわれず、
業務の効率化を図り、長時間労働を是正し、柔軟な働き
方の選択ができるなど、労働環境の改善を図ることが必
要です。男性の家事・育児参加を促進する取組みは身近
な男女共同参画社会実現のための第一歩です。

１人目の時には、仕事をしつつ子どもを見ていた
ので、断片的にしか子育てしていませんでした。２
人目で実際に育児休業を取得し、１日一緒にいて、
育児がどんなに大変か、よくわかりました。自分の
ためにもなり、一緒にいるので下の子は上の子より
も早くなついてくれました。育児休業を取って本当
に良かったです。

★会社に申請した時の反応は？

H30（年）

H28

◆高梨さんご夫婦は今年度開
催された「パパ・ママへの
育休復帰応援セミナー」に
も参加してくださいました。

制度への申請には、多少不安がありましたが、会
社側は快く受け入れてくれ、丁寧に手続きの説明を
してくれました。

笑顔がステキです♪♪

☆ママから見たパパの育児休業は？
結婚して 7 年、初めてこんなに長く休ませても
らい、次は会社に恩返しをしたいという気持ちが
沸き、結果、仕事に対するモチベーションが上がっ
たように見えました。会社にとっても育児休業制
度は、効果があると思いました。

高梨さんから
これからパパになる方へメッセージ♪
家族と長く接することで、幸せ度も上がって
きます。子どもに見返りを求めず、ぜひ貴重な
時間を一緒に過ごしてください。

【図２】第１子出産前後の妻の就業経歴

今回の取材を通じて、育児休業を取得することは、家庭内だけでなく、会社にとっても
メリットがあるということを感じました。お子さんの成長は、あっという間です。これからパパになる方も
高梨さんのように育児休業を取得し、家族のカタチについて話し合えるご夫婦が増えるといいですね♪♪

～取材を終えて～
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内閣府男女共同参画局「男女共同参画白書」令和元年版より

「仕事と子育ての両立」まずは、知ることから始めよう！
☆制度や仕組みについて

どんな支援制度が
あるのかな？
アクセス先を確認
してみよう！

◎内閣府「子ども・子育て支援新制度」
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/index.html
◎厚生労働省「雇用環境・均等」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/

☆仕事と家庭の両立について
【図３】６歳未満の子を持つ夫の家事・育児時間
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総務省「社会生活基本調査」平成 28 年より

◎厚生労働省「女性の活躍・両立支援総合サイト」
http://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/
◎埼玉県「仕事と生活の両立支援相談窓口」
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/rodo/seikatsu-ryouritsu/index.html
◎埼玉県「仕事と子育て・介護の両立支援のためのガイドブック」に詳細が掲載されています。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/rodo/seikatsu-ryouritsu/documents/guidebook3.pdf

☆妊娠・出産・子育て支援情報、子育て支援サービスについて
◎狭山市公式ホームページ
http://www.city.sayama.saitama.jp/
⇒ 狭山市公式ホームページから「さやまし子育てガイドブック」と検索してください。
◎埼玉県のホームページ
https://www.pref.saitama.lg.jp/kenko/jidofukushi/kosodateshien/index.html
◎埼玉県「結婚・妊娠・出産・子育て応援公式サイト」
http://www.saitama-support.jp/
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相
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相

談

女 性 生 活 相 談（ 予 約 制 ）

ら

談

窓

口

市役所市民相談室
０４－２９５３－１１１１

内線１１４０

月～金曜
９：００～１６：００
（年末年始・土曜・日曜・祝日を除く）

市役所市民相談室
０４－２９５３－１１１１

内線１１４０

第１金曜・第３火曜・第４火曜
１０：００～１５：００

生 き 方・ 家 族・ 夫 婦・ＤＶ
人 間 関 係 な ど の 相 談

埼玉県配偶者暴力相談支援センター
１０：００～２０：３０
月～土曜
（埼玉県男女共同参画推進センター With You さいたま）
（年末年始・日曜・祝日・第３木曜を除く）
０４８－６００－３８００（相談専用）

男性のための電話相談

埼玉県配偶者暴力相談支援センター
（埼玉県男女共同参画推進センター With You さいたま）
０４８－６０1 －２１７５（相談専用）

ドメスティック・バイオレンス
（ＤＶ） に 関 する 電 話 相 談

埼玉県配偶者暴力相談支援センター
（埼玉県婦人相談センター）
０４８－８６３－６０６０（相談専用）

チャレンジ＆
お 仕 事 相 談・ お 仕 事 紹 介

埼玉県女性キャリアセンター
０４８－６０１－５８１０

生活困窮者自立支援相談

社会福祉法人 狭山市社会福祉協議会
くらし・しごと支援センターさやま
０４－２９５６－７６６９

毎月第４日曜
月～土曜
日・祝日

１１：００～１５：００

９：３０～２０：３０
９：３０～１７：００
（年末年始を除く）

月～土曜
９：３０～１７：００
（年末年始・日曜・祝日・第３木曜を除く）
月～金曜
８：３０～１７：００
（年末年始・土曜・日曜・祝日を除く）

男女共同参画に関する情報コーナーを
ご利用ください

デート DV って知っていますか？
配偶者やパートナーなど親密な間柄で行われる暴力行為
を「ドメスティック・バイオレンス＝ＤＶ」といいます。
DV は、大人だけでなく、大学生や中・高校生など、交
際する者同士の間でも起きています。
この交際相手からの暴力を「デートＤＶ」といい、男性
も女性も被害者になる可能性があります。

狭山市駅西口にある狭山市市民交流センター２階の男女
共同参画センターには「情報コーナー」があります。
情報コーナーは、男女共同参画に関する図書やＤＶＤの
貸出などの他、内閣府や埼玉県、県内の男女共同参画関
連の行政資料があります。
ぜひご利用ください。

デート DV 早期発見チェックリスト

図書・ＤＶＤの貸出、行政資料の閲覧

□殴ったり、蹴ったり、髪の毛を引っ張ったりされる
□バカにされる
□大声でどなられる
□無視される
□ほかの人と仲良くしていると責められる
□メールの返事をすぐに返さないと言って怒られる
□メールをチェックされる
思いあたることは
□常に行動をチェックされる
ありませんか？
□性的行為を強要される
ひとりで悩まないで、
□彼（彼女）に会うのが怖い
まずはご相談ください。
□怖くて自分の気持ちが言えない
□デートのお金をいつも負担させられる

図書・ＤＶＤ等の貸出は、１回につき３点以内（組み
合わせ自由）で、貸出期間は１５日以内です。
こども向けの図書もあります。
【情報コーナー利用時間】
８時３０分から２２時まで（年末年始を除く）
※土曜日・日曜日・祝日と
平日の１７時１５分から
２２時は、 市民 交 流セ
ンター２階の 総 合 案 内
で貸出及び
返却ができ
ます。

編集後記

市民編集委員

○ 当メンバーになり男女共同参画動向を注視するようになりました。 （木下）
〇 男女共同参画、まずは家庭から！ 男性の家事・育児参加応援します。（金野）

4

せ

〇 男女共同参画社会実現の難しさを実感しています。

（新藤）

○ 立派な法律ができても行使することの難しさを痛感しました。

（中村）

○ 刷り込まれた役割意識を越えるのは難しいけど少しずつ。

（西宮）

○ 編集に参加させていただきありがとうございました。

（百瀬）

狭山市公式ホームページ http://www.city.sayama.saitama.jp/

○木下 修

○金野 久江

○新藤 治男

○中村 真理子

○西宮 努

○百瀬 晃子

発行  狭山市市民部市民文化課男女共同参画センター
〒350-1305 狭山市入間川１-３-１
TEL ０４-２９３７-３６１７
FAX ０４- ２９３７-３６１６（代表）
E-mail：danjyo@city.sayama.saitama.jp

