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第１章 計画策定の背景と基本的な考え方 

 
１ 国及び愛知県の動き 

 

国においては、国際的動向に配慮しながら男女共同参画社会の実現に向けて体

制の充実・強化、男女共同参画基本計画に基づく取組等の推進がされています。

平成25年に閣議決定された日本再興戦略では、女性の活躍推進を成長戦略の中核

と位置付け、女性が働きやすい環境を整えるために経済団体や企業への働きかけ

がされています。 

愛知県においても、平成25年の女性副知事就任後、あいち女性の活躍促進プロ

ジェクトチームが設置され、女性が元気に働き続けられる愛知を目指して様々な

取組が行われています。 

 

年 国 愛 知 県 

平成11年 

(1999) 

・男女共同参画社会基本法成立、施行  

平成12年 

・ストーカー行為等の規制に関する法律（以

下「ストーカー規制法」という。）施行 

・「男女共同参画基本計画」策定 

 

平成13年 

・男女共同参画会議設置 

・配偶者からの暴力の防止及び被害者の 

保護に関する法律（以下「ＤＶ防止法」

という。）成立、一部施行 

・「あいち男女共同参画新プラン21～個性

が輝く社会をめざして～」策定 

平成14年 ・ＤＶ防止法完全施行 ・愛知県男女共同参画推進条例施行 

・愛知県男女共同参画審議会発足 

平成15年 

・男女共同参画推進本部決定「女性のチャ

レンジ支援策の推進について」 

・次世代育成支援対策推進法成立 

・少子化社会対策基本法成立 

 

平成16年 

・ＤＶ防止法一部改正 

・育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律（以下

「育児・介護休業法」という。）一部改

正 

 

平成17年 

・「男女共同参画基本計画（第２次）」策定

・「女性の再チャレンジプラン」策定 

・「あいち子育て・子育ち応援プラン」策

定 

・「配偶者からの暴力防止及び被害者支援

基本計画」策定 
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年 国 愛 知 県 

平成19年 

・ＤＶ防止法一部改正 

・「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ

ランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推

進のための行動指針」策定 

・愛知県女性総合センターの施設管理に指定

管理者制度を導入 

・「あいち男女共同参画プラン21～個性が輝

く社会をめざして～」改定 

平成20年 

(2008) 

 ・「配偶者からの暴力防止及び被害者支援基

本計画（第２次）」策定 

平成22年 ・「男女共同参画基本計画（第３次）」策定  

平成23年 

 ・「あいち男女共同参画プラン2011-2015～

多様性に富んだ活力ある社会をめざして」

策定 

平成24年 
・閣議決定「女性の活躍促進による経済活性

化」行動計画 

 

平成25年 

・閣議決定「日本再興戦略」女性の活躍を成

長戦略の中核と位置付け 

・ＤＶ防止法一部改正 

・「配偶者からの暴力防止及び被害者支援基

本計画（第３次）」策定 

・前厚生労働省職業能力開発局総務課長の吉

本明子氏が愛知県で初の女性副知事に就

任 

・吉本副知事をリーダーに「あいち女性の活

躍促進プロジェクトチーム」設置 

平成26年 
 ・組織改編で男女共同参画室を課に格上げ 

新ポスト「女性の活躍促進監」を創設 
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２ 大府市の動き 

 

本市では、男女共同参画社会基本法（平成11年）が成立する以前から、様々な分野に

おいて女性による地域活動が盛んでした。行政も国や県に先駆けて男女共同参画を推進

する施策に取り組み、男女共同参画社会の実現に向けて、市民、事業者、教育関係者と

の協働により様々な施策を推し進めています。 

 

年 出  来  事 

昭和63年 

(1988) 

・教育委員会社会教育課青少年婦人係（のちに青少年女性係に改称）を設置し、女性行

政施策への取組を開始 

平成元年 

(1989) 

・第１回おおぶ女性のつどい（平成10年第10回から「あなたとわたしのつどい」に名称

変更）を開催 

平成3年 ・「女性の自立と社会参加の推進」を市の第３次総合計画に位置付け 

平成4年頃 

・女性団体が、アスパやエコバックの普及活動など環境問題への取組を本格化させたり、

高齢者福祉の分野で市民団体が設立されたりするなど、女性を中心にした市民活動が

活発化 

平成6年 ・大府市女性登用推進要綱を施行し、審議会等への女性の登用推進の取組を開始 

平成7年 
・本市の最初の男女共同参画を推進する個別計画として、「男女の自立と健康都市への

共同参画」を基本目標に掲げ「大府女性行動プラン」を策定 

平成8年 

・市の担当を企画部青少年女性室に移管し、総合的かつ計画的な女性行政施策の推進体

制を整え、石ヶ瀬会館に男女共同参画行政専門員を配置するなど、市民の主体的な活

動や学習への支援が充実 

平成9年 ・女性団体の連携の強化や情報交換を目的におおぶ女性連絡会が発足 

平成11年 ・大府女性行動プランを改定し、「おおぶ男女共同参画プラン」を策定 

平成15年 ・おおぶ男女共同参画推進条例（以下「条例」という。）を制定 

平成17年 

・おおぶ男女共同参画プランを改定し、「おおぶ男女共同参画プランⅢ（以下「プラン

Ⅲ」という。）」を策定 

・「大府市次世代育成支援対策行動計画」を策定 

平成21年 

・大府市石ヶ瀬会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正し、石ヶ瀬会館の設置の

目的に「男女共同参画の推進」を追加 

・石ヶ瀬会館の管理及び運営に指定管理者制度を導入し、男女共同参画社会の実現を目

的とするＮＰＯを管理者に選定 

平成23年 
・プランⅢを改定し、「おおぶ男女共同参画プランⅣ（以下「プランⅣ」という。）」を

策定 

平成25年 
・おおぶ女性連絡会が、男性も団体の活動に参加できるようおおぶ男女共同参画ネット

ワークへ名称を変更 
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＜参 考＞ 男女共同参画に関する出来事 

年 出  来  事 

昭和50年 

(1975) 

・国連が、「国際婦人年」と定め、1976年～1985年を「国連婦人の10年」と制定 

昭和55年 ・国が、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約に署名 

昭和60年 

・国会で女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約を承認、批准 

・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（以下「男女雇用機

会均等法」という。）成立 

昭和62年 ・国が、「西暦2000年に向けての新国内行動計画」を策定 

平成2年 

(1990) 
・合計特殊出生率が1.57に急落し、少子化傾向が本格化、国が少子化対策を強化 

平成3年 ・育児休業等に関する法律成立 

平成4年 
・「家族手当」の支給をめぐり、「世帯主＝男性」という概念は、差別的であるとして争っ

た「岩手銀行事件」で、提訴した女性行員が勝訴（仙台高裁） 

平成5年 
・中学校の家庭科の男女必修開始。翌年には、高等学校も家庭科の男女必修開始 

・短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律成立 

平成7年 ・育児・介護休業法成立 

平成8年 ・国が、「男女共同参画2000年プラン」を策定 

平成11年 

・男女雇用機会均等法が改正され、募集・採用、配置・昇進などに男女差をつけることを完

全に禁止。同時に、積極的改善措置（以下「ポジティブ・アクション」という。）を除き、

女性のみの募集など女性優遇制度も廃止。また、「保母」「看護婦」など女性を示すよう

な職名ではなく、「保育士」「看護師」など男女を問わない職名で募集するよう規定 

・男女共同参画社会基本法成立 

平成12年 
・ストーカー規制法成立 

・国が、「男女共同参画基本計画」を策定 

平成13年 
・国が、男女共同参画会議を設置 

・ＤＶ防止法成立 

平成14年 

・交通事故で死亡した女児の逸失損益に男女格差をつけず、全労働者の平均賃金により算定

する判決が最高裁で下される。一方、同時期、同様の裁判において、男女格差をつけた判

決も下される。 

平成15年 

・国の男女共同参画推進本部決定「女性のチャレンジ支援策の推進について」により、ポジ

ティブアクションなどの推進開始 

・次世代育成支援対策推進法及び少子化社会対策基本法成立 

平成16年 

・ＤＶ防止法改正。「配偶者からの暴力」の定義の拡大や被害者の自立支援の明確化 

・育児・介護休業法改正。一定の範囲の期間雇用者も育児休業が取得できるなどの規定を追

加 

・給与収入が103万円以下の配偶者に対する配偶者特別控除を廃止 

平成17年 

・国が、「男女共同参画基本計画（第２次）」を策定 

・国が、「女性の再チャレンジプラン」制定、マザーズハローワークにおける再就職支援な

ど開始 

平成18年 

・男女雇用機会均等法改正。男女双方に対する差別の禁止、セクシュアルハラスメント対策

措置の義務化など追加 

・国が、「女性の再チャレンジプラン」を改正。再就職を目指す子育て中の女性が安心して

求職活動ができるよう、再チャレンジに必要な子育て支援などを充実させるなどの施策を

追加 



 

 6

 

年 出  来  事 

平成19年 

(2007) 

・離婚時の厚生年金の分割制度施行 

・ＤⅤ防止法改正。被害者の保護範囲の拡大 

・国が、「仕事と生活の調和憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」策定。

男性の育児休業等取得促進に向けた環境整備などの具体的な取組を提示 

平成20年 
・短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律改正。雇い入れの際の労働条件の明文化の

義務付けなど追加 

平成21年 
・国連女性差別撤廃委員会が日本に対し、民法第733条（女性に対し、離婚後６か月間の再

婚を禁止する規定）の撤廃などを勧告 

平成22年 

・顔などに著しい傷が残った際の労災補償で、男性よりも女性に高い障害等級を認めている

のは違憲として国に障害保障給付処分取り消しを求めた訴訟で、原告が勝訴 

・児童扶養手当法改正。父子家庭にも児童扶養手当を支給 

・育児・介護休業法改正。子育て中の短時間勤務制度の義務化や父親の育児休業取得促進を

追加 

・湯崎英彦広島県知事が、都道府県知事で初の育児休暇を取得 

・国が、「男女共同参画基本計画（第３次）」策定 

平成 23 年 ・ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関「ＵＮ Ｗｏｍｅｎ」発足 

平成 24 年 
・第56回国連婦人の地位委員会にて、「自然災害におけるジェンダー平等と女性のエンパワ

ーメント」決議案採択 

平成25年 
・ＤＶ防止法改正。新たに、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者に対

しても適用。「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」と名称改正 

平成26年 

・東京都議会本会議中に、質問をしている女性議員が「早く結婚したらいいじゃないか」と

いったセクシュアルハラスメント的なやじを受けたことから海外にも報道される騒動に

発展 
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３ プラン策定の趣旨 

 

 本市は、平成 15 年 10 月１日に「おおぶ男女共同参画推進条例」を施行しました。

この条例に先駆けて、平成７年に策定した「大府市女性行動プラン」を平成 11 年

に「おおぶ男女共同参画プラン」に改定し、その後「プランⅢ」、「プランⅣ」と

改定を重ね、市民、事業者、教育関係者及び行政が協働して男女共同参画社会の

実現に向けた様々な施策を推進してきました。 

 しかしながら、本市が平成 25 年に行った男女共同参画に関する市民アンケート

（以下「市男女共同参画アンケート」という。）では、性の違いによる不平等感が

根強く残っていることがわかりました。 

 プランⅣの計画期間が平成 27 年度で終了するに当たり、条例で明らかにした本

市が目指す「男女共同参画社会」の実現に向けて、国の女性活躍推進政策や社会

の動向及び本市の現状を踏まえ、課題を明らかにし、今後進めるべき施策を取り

まとめた「おおぶ男女共同参画プランⅤ（以下「プランⅤ」という。）」を策定し

ました。  

 

４ 基本理念 

 

本プランでは、性別、出身地、障がいの有無、国籍にかかわらず、すべての人

を対象とし、条例第２条に定める６つの基本理念を具体化していきます。 

 (１) 男女の人権を尊重すること。 

 (２) 政策等の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。 

 (３) 社会における制度又は慣行によって、活動が制限されないよう配慮がさ

れること。 

 (４) 家庭生活における活動と、他の活動との両立ができるように配慮がされる

こと。 

 (５) 性と生殖に関する健康と権利への配慮がされること。 

 (６) 国際的な理解や協調の下に推進されること。 
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５ 計画の位置付け 

 

 (１) 本プランは、条例第９条第１項に規定する「男女共同参画施策を総合的

かつ計画的に実施するための行動計画」であり、市、市民、事業者、教育

関係者の責務、市の施策の基本的事項などを具体的に示すものです。 

 (２) 男女共同参画社会の推進は、平成 22 年４月スタートの第５次大府市総合

計画の分野別の計画に位置付けられているものであり、本プランは、総合

計画に沿ったものとしました。 

 (３) 本プランの基本課題７「女性に対するあらゆる暴力の根絶」にかかる施

策をＤＶ防止法第２条の３第３項に基づく本市における「配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画」と

みなします。 

 (４) 本プランの基本課題１「政策・方針決定過程への女性の参画拡大」、基本

課題２「男女共同参画の視点に立った意識の改革」、基本課題４「男女が働

きやすい職場環境の整備への支援」、及び、基本課題５「仕事と家庭の両立

支援」にかかる施策を女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第

６条第２項に基づく本市における「女性の職業生活における活躍の推進に

関する施策についての計画」とみなします。 

 

 

６ 計画の期間 

 

本プランの計画期間は、平成 28 年度から平成 32 年度までの５か年とします。 
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７ 施策の体系 

★重点的に取り組む施策の方向 

  基本課題  施策の方向 

    

   
1 市政運営への女性の参画拡大 

1 政策・方針決定過程

への女性の参画拡大

性
別
に
関
わ
り
な
く
お
互
い
を
尊
重
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
の
形
成 

 
2 企業・各種団体における女性登用 

  

 
3 女性の活躍に向けた意識改革 

 

    

   4 男女共同参画意識の啓発★ 

 2 男女共同参画の視点

に立った意識の改革

 5 男女平等と自立を目指す学校教育 

  6 男女共同参画についての学習の場の

提供  

    

   
7 地域活動での男女共同参画の促進 

3 地域における男女共

同参画の促進   8 地域団体等の男女共同参画に関する

活動の支援と協働  

    

   9 職場における男女の均等な機会と待

遇の確保 4 男女が働きやすい職

場環境の整備への支

援   
10 女性の就業機会の拡大 

 

    

   11 ワーク・ライフ・バランスの推進★

 5 仕事と家庭の両立支

援 

 12 仕事との両立のための子育て支援策

の充実  

   13 仕事との両立のための介護支援策の

充実 

    

 6 生涯を通じた男女の

性に関する健康支援

 14 生涯を通じた男女の性に関する健康

支援の充実  

    

   15 ＤＶ相談体制の充実と相談窓口の周

知 

 
7 女性に対するあらゆ

る暴力の根絶 

 16 ＤＶ被害者の安全確保と自立支援の

充実 

  17 連携機能の強化 

   18 ＤＶ防止のための教育と啓発の充実

     

  
8 国際的動向への配慮

 19 国際的な視点に立った男女共同参画

への取組  
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８ 重点目標、重点プロジェクト 

 

本市は、「性別による固定的な役割分担を解消し、女性も男性も性別にかかわり

なく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を

図ること」を目的として、条例を平成 15 年 10 月 1 日に施行しました。 

 プランⅤでは、条例で明らかにした「本市が目指す男女共同参画社会」を実現

するために、本市の現状を明らかにし、プランⅤの計画期間内に実施すべき施策

を明らかにしています。  

 いずれの施策も実施が可能な施策ではありますが、目標を達成できる程度や期

間は同じではありません。  

 そこで、プランⅤでは、「本市が目指す男女共同参画社会」を実現するために、

「重点目標」を定め、特にプランⅤ中に達成しておきたいと考える施策を「重点

的に取り組む施策の方向」と位置付け、その中で計画期間内に重点的に取り組む

「重点プロジェクト」を設定します。  

 

（１） 重点目標 

「本市が目指す男女共同参画社会」を実現するためには、条例の目的に明記さ

れているように、まずは「性別による固定的な役割分担の解消」に向かって、「意

識を変える」ことと、「具体的な行動につなげる」ことが重要です。  

 そこで、「意識を変える」という点では、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき

である」という「固定的性別役割分担意識」を持つ人を少なくしていくことを重

点目標とします。  

 「具体的な行動につなげる」という点では、家庭生活における夫婦の役割分担

が妻に偏っている現状を改善すること、つまり、「夫の家事・育児参加を促進する

こと」を重点目標とします。  

 

重点目標１：固定的性別役割分担意識の解消  

重点目標２：夫の家事・育児参加の促進  
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重点目標１：固定的性別役割分担意識の解消 

 

数値目標：固定的性別役割分担意識にとらわれない率 

 現状値の 52.2％に対し、目標値を 60.0％とします。 

 

市男女共同参画アンケートの結果では、前回調査（平成 19 年）に比べて、固定的性

別役割分担意識（夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである）にとらわれない率が、

47.4％から 52.2％と 4.8 ポイント高くなりました。この結果は、国が平成 24 年に行っ

た調査結果の 45.1％よりも高いものです。本市の市民意識は固定的性別役割分担意識

の解消の方向に変化しております。 

しかしながら、固定的性別役割分担意識は、男女共同参画社会の実現に大きな障害で

あり、本市の男女共同参画を一層推し進めるため、「固定的性別役割分担意識にとらわ

れない率」の更なる向上を目指します。 

 

 

（国：男女共同参画社会に関する世論調査） 

（大府市：市男女共同参画アンケート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 

5.9 

12.9 

28.3 

36.4 

38.7 

30.8 

25.9 

27.9 

21.4 

21.5 

17.2 

12.8 

9.5 

3.3 

1.0 

0.8 

大府市（H25年）

大府市（H19年）

国（H24年）

夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである

賛成 どちらかというと賛成 どちらかというと反対 反対 わからない 未回答

（％）

45.1

47.4

52.2
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重点目標２：夫の家事・育児参加の促進 

 

数値目標：家事メン率（家事を夫と妻が同程度分担している率） 

イクメン率（育児を夫と妻が同程度分担している率） 

 
  家事メン率：現状値の 9.5％に対し、目標値を 20％とします。 

イクメン率：現状値の 26.5％に対し、目標値を 35％とします。 
 

市男女共同参画アンケートで、家庭生活での夫婦の役割分担について 11 項目にわた

って聞いたところ、ほとんどの項目で「主に妻の役割」との答えが多く、妻に負担が掛

かっていることがわかりました。 

家庭生活における夫と妻の役割分担は各々の家庭でさまざまであり、一概にこの結果

が低いと断定することはできません。しかし、本市が目指す男女共同参画社会を実現し

ていく過程で、女性の社会進出が更に進み、共働き世帯が増えれば、家事・育児につい

て夫と妻が同程度分担していくことが必要です。 

そこで、代表的な家事である、家庭での食事のしたく、育児（乳幼児の世話）の２項

目を取り上げ、この２項目について、「家事・育児を夫と妻が同程度分担している率」

の向上を目指します。 

 

 

 

（平成２５年 市男女共同参画アンケート） 

 

70.3 

89.3 

26.5 

9.5 

0.0 

1.0 

3.2 

0.2 

育児（乳幼児の世

話）

食事のしたく

家事メン率（家事を夫と妻が同程度分担している率）

イクメン率（育児を夫と妻が同程度分担している率）

主に妻の役割 夫と妻と同程度 主に夫の役割 その他 （％）
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（２） 重点プロジェクト 

 

 重点目標に掲げた「固定的性別役割分担意識の解消」と「夫の家事・育児参加の促進」

を達成するために、重点プロジェクトを設定して、重点的な取組を行います。 

 重点プロジェクトの具体的な取組については、「施策の体系」で明らかにした 19 の「施

策の方向」のうち、これら２つの重点目標の達成に寄与する度合いが大きいと考えられ

る「施策の方向」の中で取り組んでいきます。 

重点的に取り組む施策の方向 

○男女共同参画意識の啓発 

○ワーク・ライフ・バランスの推進 

 

１ 固定的性別役割分担意識の解消プロジェクト 

70 歳以上の女性と 50 歳以上の男性を対象とした、固定的性別役割分担意識を

解消するための啓発活動を行います。 

  市男女共同参画アンケートで、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」との

考え方に「賛成又はどちらかというと賛成」と答えた人は全体で 34.0％、「反対又は

どちらかというと反対」と答えた人は全体で 52.2％でした。 

  性別年齢別では、「反対又はどちらかというと反対」と答えた人が、全体の 52.2％

を下回ったのは、70 歳以上の女性と 50 歳以上の男性であることがわかります。 

  したがって、重点目標１の「固定的性別役割分担意識の解消」の目標数値である「固

定的性別役割分担意識にとらわれない率」を向上させるには、70 歳以上の女性と 50

歳以上の男性を対象とした意識改革を行うための施策を実施していくことが有効で

す。 

 

 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」との考え方に対する回答  

  賛成又はどちら
かというと賛成 

反対又はどちら
かというと反対 

わからない 回答なし 

比

較 

大府市(25 年度) 34.0％ 52.2％ 12.8％ 1.0％ 

大府市(19 年度) 42.3％ 47.4％ 9.5％ 0.8％ 

国(24 年度) 51.6％ 45.1％ 3.3％ 0.0％ 

性

別

年

齢

別 

 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 

全体 31.9％ 36.5％ 54.0％ 49.7％ 12.5％ 13.2％ 1.5％ 0.5％

20 歳代 26.9％ 8.0％ 53.8％ 84.0％ 19.2％ 8.0％ 0.0％ 0.0％

30 歳代 26.0％ 12.9％ 59.4％ 61.3％ 14.5％ 25.8％ 0.0％ 0.0％

40 歳代 26.7％ 31.4％ 55.5％ 54.3％ 17.8％ 14.3％ 0.0％ 0.0％

50 歳代 28.2％ 34.4％ 58.9％ 46.9％ 12.8％ 15.6％ 0.0％ 3.1％

60 歳代 34.0％ 64.8％ 60.0％ 29.7％ 2.0％ 5.4％ 4.0％ 0.0％

70 歳以上 51.1％ 55.5％ 32.5％ 36.1％ 11.6％ 8.3％ 4.7％ 0.0％

 ※表中の網掛け部分は、「賛成又はどちらかというと賛成」にあっては全体値の 34.0％より高い年代を、

「反対又はどちらかというと反対」にあっては全体値の 52.2％より低い年代を表す。 
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２ 夫の家事・育児参加の促進プロジェクト 

企業や事業所を対象に、労働時間の短縮や育児休暇を取得しやすい環境整備

を行うよう働きかけます。 

  市男女共同参画アンケートで、男性が育児に参加することについて、「是非必要で

ある」又は「ある程度必要である」と回答した人は、男性で 86.3％、女性で 90.8％

でした。 

  しかしながら、「育児（乳幼児の世話）について、家庭生活での夫婦の役割分担は

どうか。（していたか。）」を見ると、実際の役割分担は「主に妻の役割」が 70.3％で

した。 

つまり、性別にかかわらず男性の育児参加が必要であるとの意識は高いものの、実

際の行動にはつながっていないことがわかります。 

したがって、実際の行動につながるための施策を実施していく必要があります。 

なお、「夫と妻と同程度」との回答を見ると、現在育児中と思われる 20 歳代から

40 歳代までの女性と男性の認識に大きな乖離が見られましたので、育児参加してい

ると思っている男性の更なる育児参加を促す必要もあります。 

 

 育児（乳幼児の世話）についての家庭生活での役割分担  

  主に妻の役割 夫と妻と同程度 主に夫の役割 その他 

 大府市(25 年度) 70.3％ 26.5％ 0.0％ 3.2％ 

性

別

年

齢

別 

 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 

全体 72.7％ 66.2％ 24.1％ 30.5％ 0.0％ 0.0％ 3.2％ 3.3％

20 歳代 57.1％ 25.0％ 28.6％ 62.5％ 0.0％ 0.0％ 14.3％ 12.5％

30 歳代 72.5％ 50.0％ 19.6％ 42.3％ 0.0％ 0.0％ 7.8％ 7.7％

40 歳代 80.6％ 55.6％ 16.7％ 40.7％ 0.0％ 0.0％ 2.8％ 3.7％

50 歳代 73.5％ 63.6％ 26.5％ 36.4％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％

60 歳代 76.6％ 83.3％ 23.4％ 13.9％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 2.8％

70 歳以上 65.8％ 80.6％ 34.2％ 19.4％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％

 

  市男女共同参画アンケートで、男性が育児に参加することについて「是非必要であ

る」又は「ある程度必要である」と回答した人に対して、「男性の育児参加を促すた

めに重要と思うこと」を聞いたところ、「男性自身が育児に取り組む意識を持つこと」

については、男性と女性で認識に乖離が見られたものの、20 歳代から 40 歳代までの

人は性別にかかわらず、「男性が育児休暇制度を利用しやすくなること」と、「男性の

育児参加を妨げるような社会通念が変わること」が重要であると考えていることがわ

かりました。 
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男性の育児参加を促すために重要と思うこと（3つまで）   

 女性 男性 

20 歳代 30 歳代 40 歳代 20 歳代 30 歳代 40 歳代

男性が育児休暇制度を利用しやすくなること 42.3％ 40.6％ 37.8％ 56.0％ 71.0％ 51.4％

労働時間の短縮や在宅勤務、フレックスタイム

などが進むこと 
34.6％ 42.0％ 31.1％ 44.0％ 51.6％ 34.3％

男性のための育児講座を充実すること 15.4％ 7.2％ 6.7％ 4.0％ 3.2％ 8.6％

男性自身が育児に取り組む意識を持つこと 76.9％ 53.6％ 48.9％ 28.0％ 38.7％ 48.6％

子どもの病気や急な残業に対応できる保育施

設・サービスが整備されること 
34.6％ 37.7％ 26.7％ 24.0％ 48.4％ 34.3％

家族間で育児について十分に話し合うこと 30.8％ 37.7％ 26.7％ 36.0％ 12.9％ 17.1％

男性の育児参加を妨げるような社会通念が変

わること 
42.3％ 55.1％ 46.7％ 44.0％ 64.5％ 51.4％

※表中の網掛け部分は、年代別性別の上位 3つを表す。 

 

  したがって、企業や事業所を対象に、男性が育児に参加しやすい環境を整えるよう

働きかけていくことが必要であり、そのための取組を行うことによって、育児だけで

なく、夫の家事への参加が促進されることが期待できます。 
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