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香取市長　　宇　井　成　一

成　長
【努力と挑戦】

香取市には、国の重要伝統的建造物群保存地区に
も選定されている歴史的町並みや水郷地域の趣、豊
かな自然環境など、魅力的な観光・交流資源が多く
存在します。北総四都市の町並み群の日本遺産への
認定や佐原の山車行事のユネスコ無形文化遺産登録
など、これらの資源を生かし、多くの人が集う活気

あるまちづくりを進めています。
また、平成30年は郷土の偉人である伊能忠敬翁没

後200年の節目の年であります。伊能忠敬翁の偉大
な功績を後世に伝え、永く歴史にとどめるための記
念事業を行います。50歳で江戸に出た忠敬翁が、71
歳まで10回にわたり測量を行い完成させた日本地図
は、極めて精度の高いもので、明治以降、国内基本
図の一翼を担いました。これは、常に学ぶことを求
め、困難を乗り越えながら、愚直なまでに日々の努
力を積み重ねた結果であると思います。

近年、自治体を取り巻く状況は急激に変化し、地
域経済の低迷、急速な少子高齢化、人口減少、住民
ニーズの多様化など、さまざまな課題が次々に現れ
ています。これらに対応するため、自治体は効率的
な行財政運営を推進しながら、限られた人材で幅広
い業務に当たらなければならない状況となっていま
す。このような時代に求められるのは、前例にとら
われない柔軟な発想や中長期的な視野で仕事を進め
ていける職員であり、職員一人ひとりの日々の努力
の積み重ねが行政全体の成長を生み出していくのだ
と思います。毎日の成果を振り返り、明日へ一歩一
歩あゆみ続けることにより、重要な施策が推し進め
られることを期待します。
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ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて（下）特  集

PART １　「ダイバーシティ＆ワーク・ライフ・バランス」
内閣府地域働き方改革支援チーム委員（兼務　東レ経営研究所）　　渥美　由喜（あつみ なおき） 

1992年東京大学卒業。複数のシンクタンクを経て、2009年（株）東レ経営研究所に入社。これまでに
海外10数ヶ国を含む、ワークライフバランス・ダイバーシティ先進企業、国内950社、海外150社を訪問
ヒアリングし、4,000社の財務データを分析。

公職として、内閣府地域働き方改革支援チーム委員あるいは内閣府 少子化危機突破タスクフォース政
策推進チームリーダー、厚生労働省　政策評価に関する有識者会議委員等を歴任。

プライベートでは11歳と７歳の２児を共働きの妻とともに育てており、２回、育児休業を取得。９年
前から認知症、統合失調を患っている父の介護（要介護１）に奮闘しており、介護は介互と実感。

25年前から、週末に地元の公園で『子ども会』活動を継続し、約2000人の子どもたちと出会う。市民
の三面性＝職業人、家庭人、地域人が座右の銘。

PART ２　「ダブルケア」
一般社団法人ダブルケアサポート　代表理事　　東　恵子（あずま けいこ） 

1974年生まれ。出産を契機に独自で子育て情報発信に取り組む中、青少年支援に取り組んでいたシャー
ロックホームズと出会い、本格的に子育て情報発信事業を立ち上げ、2008年NPO法人化。2013年理事長
に就任。子育て支援・青少年支援として、居場所づくりと情報提供の２本柱で「地域を元気にする」を
モットーに活動中。近年では調査事業や企業との協働事業に力を注ぎ様々な企画運営に関わる。 ダブル
ケア調査研究には開始当初（2012年度）から関わっており、研究者と当事者・実践者をつなぎ、当事者
の共感の場づくりや役立つハンドブック作り、ダブルケアの社会的認知を広めるための勉強会・講座な
どの開催など具体的な支援に取り組む。横浜からはじまったダブルケア支援を全国へ普及させるため、
2016年９月に一般社団法人ダブルケアサポートを設立し代表を務める。

PART ３　「時代はイクメンからイクボスへ」
ＮＰＯ法人ＦＪファウンダー　代表理事　　安藤　哲也（あんどう てつや） 

1962年生。二男一女の父親。出版社、書店、IT企業など９回の転職を経て、2006年に父親支援事業を
展開するNPO法人ファザーリング・ジャパンを設立し代表に。「笑っている父親を増やしたい」と講演
や企業向けセミナー、絵本読み聞かせなどで全国を歩く。最近は、「イクボス」の養成で企業・自治体で
の研修も多い。厚生労働省「イクメンプロジェクト推進チーム」、内閣府「男女共同参画推進連携会議」、
東京都「子育て応援とうきょう会議」、にっぽん子育て応援団 共同代表等も務める。

著書に『できるリーダーはなぜメールが短いのか』（青春出版社）、『父親を嫌っていた僕が「笑顔のパ
パになれた理由」』（廣済堂出版）等。

PART ４　「男女の働き方とワーク・ライフ・バランス」
	 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社共生社会室室長　主席研究員

女性活躍推進・ダイバーシティマネジメント戦略室　　矢島　洋子（やじま ようこ） 

1989年　㈱三和総合研究所（現MURC）入社。2004年～2007年　内閣府男女共同参画局男女共同参画
分析官。少子高齢化対策、男女共同参画の視点から、ワーク・ライフ・バランスやダイバーシティマネ
ジメント関連の調査 ・研究・コンサルティングに取り組んでいる。

著作に、『ダイバーシティ経営と人材活用』東京大学出版会（共著）、『国際比較の視点から　日本のワー
ク・ライフ・バランスを考える』ミネルヴァ書房（共著）、『介護離職から社員を守る』労働調査会（共著）等。

特集 『ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて（下）』
平成19年12月に、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」が、仕事と生活の調和推
進官民トップ会議において策定され、約10年となることから、前号と今号の特集は、ワーク・ライフ・
バランスを取り上げます。
今号では、個人等の観点からみた取組み方を重点に、専門家の方に解説をいただきます。
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PART1ダイバーシティ＆ワーク・ライフ・バランス

ダイバーシティ＆ワーク・ライフ・バランス

内閣府地域働き方改革支援チーム委員（兼務　東レ経営研究所）　渥美　由喜

私は長年、ワーク・ライフ・バランス、ダイバーシティ─女性や外国人、障害者、非正規雇用の方々、高

齢者など多様な人たちが職場で多面性を発揮することで、職場を活性化させるという研究で国内外1100社（の

べ4000社）を訪問してきた。

国内外の自治体も800の事例を研究してきたが、千葉県の市町村は立地条件、生活環境に恵まれており、地

域戦略として取り組むに適した、全国でも有数の地域だと考える。私がボランティアで主催している「子ど

も会」は山武市に拠点の一つがあるので、私は子どもたちを引き連れて、年に10回前後、外房、内房に泊り

がけで遊びに来る。そのたびに、子どもたちは、なんて美味しい水！綺麗な空気！食べ物が絶品！と歓声を

あげながら、広大な海と砂浜を駆けまわっている。

・人口減少社会では、最低でも「一人三役」

人口減少社会では、誰もが最低でも一人三役、すなわち市民の三面性＝「職業人」「家庭人」「地域人」を

担うことになる。

特に、行政職員にとっては「地域人」としての役割が重要になる。民間企業の社員に比べると、行政職員

は地域活動に熱心な人が多い。しかし、総じてみると、現在、地域の課題解決の主要な担い手は行政が担う

ほかは、専業主婦をはじめとする女性、定年後の年配者となっている。今後は、働く人、特に男性が家庭で

の役割を果たしつつ、ささやかでも地域貢献する時間を持つことが重要だ。

私自身、地元の公園で週末に子ども会という、ささやかなボランティア活動を25年続けてきた中で、得た

ものは大きい。

一方で、これからは、ますます「企業にも三面性」すなわち、経済性、人間性、公共性のバランスが重要

になる。まず、「経済性」については、過去の業績を見ても千葉県をはじめとする首都圏に基盤を持つ企業は

大きな成果を上げており、その重要性は論ずるまでもない。

次に、「人間性」に関しては、仮に社員を使い捨てにする企業だとみなされると、ブラック企業という風評

が立つ。「社員を大切にしない会社だ」という風評が立てば、優秀な人材の確保は難しくなってしまい、経済

性に悪影響が及ぶだろう。

最後に、「公共性」は、社会に対する責任感の強さであり、企業の社会的信用度にかかわる。昨今は、世間

の目が厳しくなり、公共性への意識に欠けると判断されると、消費者に支持されないばかりか、ＳＲＩ（社

会的責任投資）を逃すリスクもある。

現状では、千葉県内でも都市部の市町村では、地方都市と比べると、地域のつながりが希薄化している現

状は否めない。しかしながら、企業が自ら「公共性」を図る新しい動きがある。2011年の東日本大震災を機に、
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ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて（下）

多くの企業がＣＳＲ（社会的責任）活動を、会社単位から社員個人単位へと転換している。かつてメセナや

フィランソロピーはたいてい会社単位であり、本業で得た利益を環境団体への寄付など本業以外の事業に使

うことを「社会貢献」と称しているケースが大半だった。それが最近では、社員一人ひとりに社会貢献意識

を持たせる、社会貢献の中で社員も成長するという考え方に変わってきている。

・中小企業の取り組みは二極化

「大企業はできるかもしれないけれども、中小企業は厳しいからできない」こういうことがよくいわれる。

中小企業だと導入しにくい、という通説は間違っている。私がこれまで回ってきた1100社は、半分以上が中

小企業だ。中小企業の取り組みは二極化しており、大里綜合管理株式会社（大網白里市）のような先進企業

がある一方で、大半はまだまだこれからという状況だ。先進企業の取り組みをいかに広げることができるか

というところがこれからのポイントだ。

私はこれまで国内外のべ1100社の先進企業を訪問してきたが、その大半は、地方の中小企業だ。地域に密

着しているからこそ、社員とその家族に配慮しつつ、地域の将来を担う「子どもたち＝未来の労働者・消費

者」を大切にしている。地域を支える様々な行事に社員の参加を促して、地域を大切にしている。そうした

人間性に富み、公共意識の高い経営者は千葉県内にはたくさんおられる。たとえば、私の「子ども会」の活

動拠点となっている宿泊スペースを管理していただいている大里綜合管理株式会社は、社員がわずか30人な

のに、年に200以上の地域貢献活動をなさっている。

そうした企業は、地域から支持され、労働人口が減少していく

中でも、人材確保に困らない。ワーク・ライフ・バランスや、

ダイバーシティは、企業がこれから生き残るためには重要な経

営戦略、また自治体にとっては自治体戦略として、極めて有効

な方策だ。他社に一歩先んじて取り組むと、大きな差別化要因

となり、人材を確保できるからだ。

自治体も同様だ。今後は、これから子育てしたいと思ってい

る人たちが、あそこに行こうという形で、納税者を確保できる。

好循環が生まれていく。

・職員の活動が自治体ブランド力向上に

逆に、行政職員が三面性を持てないような働き方をさせていると、大きく自治体の信用力を損ない、業績

悪化の原因になりかねない。経済性、人間性、公共性という三面性はそれぞれ独立した要素ではなく、相互

に関連性がある。

海外に事例はある。イギリスは国のみならず、自治体もワーク・ライフ・バランスのキャンペーンに取り

組んできた。そういう勝ち組自治体の筆頭がバーミンガムだ。私は、20年前に訪問する前は鉄のまち、非常

に保守的な地域という印象だったのだが、子育てしたければ、ワーク・ライフ・バランスしたければバーミ

ンガムへというキャンペーンをずっとやってきた結果、地域はめざましく活性化していた。ロンドンでコン

ピューターの前で疲弊した顔のワーカーと、バーミンガムの風光明媚の中で、太陽がサンサンと照る中でさっ

そうとしているポスターがある。そういう比較広告によって、どんどん若い人たちが、ロンドンからバーミ

ンガムに移住して、労働者がどんどん増えた。企業誘致も進み、産業活性化につながったという事例がある。
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ダイバーシティ＆ワーク・ライフ・バランス PART1
日本では、そうした成功事例になりえる筆頭候補が千葉県の市町村ではないかと思う。千葉県内には「子

育てしやすい地域」をアピールしている市町村は多いからだ。今後は、「週末二拠点生活の提案」をするなど、

地域の活性化という意味で、ワーク・ライフ・バランスは重要なキーワードになってくるはずだ。

・「ビジネスを創り出す力」の土台にあるライフのキャリア

今後、10年以内に団塊の世代が後期高齢者に突入すると、身内に要介護者を抱えながら働く社員は３人に

１人以上となる。加えて、子育てに携わる人などもいるから、誰もが、ライフステージのどこかで、時間制約・

場所制約を抱えながら働くことが当たり前になる。

そうした中、いかに社員のやる気を引き出すかは大きな経営課題となる。実は私自身、少子化対策、子育

て支援研究の傍ら、９年前から認知症と統合失調を患う父の介護をしながら、共働きの妻とともに２人の男

児の子育てをしている。そのうち１人は難病を抱えているので、看護もしている。自らの子育て・介護・看

護の経験で身に付けた「相手を主語にして考える」スキルは、職場で管理職として部下をマネジメントする

際に、非常に役立っている。

例えば、４ケ月と２ケ月の２回の育児休業を経験してからマネジメントの質が変わった。言葉は通じない

ものの、日々、成長していく乳幼児との格闘を経て、私には力を発揮できていない部下に対する「父性愛」

が芽生えた。私自身、20代の頃、仕事がうまくいかなかった時期を思い出しながら、「こうしたらいいんじゃ

ないか」と部下にアドバイスをしてみることにしたところ、彼は着々と成長を遂げるようになった。

「一人三役なんて大変だ」と思うかもしれないが、多面性を持つことで、いろいろな人たちと心の接点を持

つことができる。職場ではチーム力を高め、社外に幅広いネットワークを持つことができる。私はこれを「ラ

イフのキャリア」と呼んでおり、家事、子育て、介護などを経験すると、ビジネス創出力、業務効率・リス

ク管理能力・コミュニケーション力なども鍛えられると実感している。

一般には、プライベートで大変な思いをせずに、順風満帆な職業生活を送る方が良いと思われているが、

私はまったく逆の考えだ。育児・介護などを挟んでアップダウンの激しい経験を持つ人が豊かで実り多い人

生だと思っている。老若男女、幅広い市民と行政職員は、ライフのキャリアを磨くことで、生活者視点を深

めることができるのではないか。

チャイルドシート、ノンアルコールビール、センサー付きの自動でオンオフ

する照明、いずれも子育て中の女性社員が開発した商品だ。10年前、私はセン

サー付き照明を開発した女性社員と対談したことがある。彼女は育児休業から

復帰したての短時間社員。夜、お子さんがトイレに行く際に手探りで電気のス

イッチを探しながら進むのは危ないと感じ、自動で電気がついたら安全で便利

だという、製品の着想を得た。ライフのキャリアの充実は夢の商品創出の鍵に

なっている。育児・介護などによる「制約」とは、むしろ「成功を約束されて

いる＝成約」と考えるべきなのだ。

・取組の遅れは、不祥事の温床に

逆に、ワーク・ライフ・バランスやダイバーシティが進んでいない会社では「多面性」が少ないために、不

祥事などの問題が起きやすい。仕事ばかりしている男性中心という同質性の強い集団では異論が言いにくい。

これがまず問題だ。さらに、職業人の視点からしか物事を考えられない人が多いと、世の中の常識からかけ
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離れた組織の論理、業界の論理に絡めとられてしまいがちだ。例えば、食品偽装などはその最たるもので、

自分の子どもに胸を張って食べさせられるかどうかという「生活視点」さえあれば、あのような不祥事が起き

る可能性は低くなるはずだ。ワーク・ライフ・バランスやダイバーシティを進めることは、企業内のチェック

機能を回復し、コンプライアンスを強化することにもつながる。

現状では、日本は明らかにワーク・ライフ・バランス後進国だ。特に、大手企業・行政組織は、制度はか

なり整っているが、風土改革はこれからのところがほとんどだ。ワーク・ライフ・バランスで重要なのは、

制度よりも風土。今後は、風土改革をどのように進めるかがポイントとなる。

先進的な取り組みをしている中小企業の多くは、社員の満足度・やる気が上がると、必ず商品・サービス

の質が高まる、顧客満足度が高まるから、企業業績が上がっていく、というように社員よし、顧客よし、経

営よしの三方よしと考えている。

海外の自治体も同様だ。職員満足度が高い職場だからこそ、住民サービスの質を高めることができる。職

員よし、住民よし、自治体よしの三方よしと考えている。

日本の行政職員は、まじめで責任感が強いことが逆に足かせとなっている面もある。すなわち、住民のた

めに自己犠牲の精神を発揮して遅くまで頑張る姿勢を美徳とする傾向がある。しかし、今後はそうした風土

を変えていく必要がある。自分が納得のいくところまで仕事をしたいタイプは、考え方を変えないといけな

い。オフの時間に、自己研鑽・自己投資を図ったり、職場以外のネットワークの中で多業界の方々とのやり

とりの中で刺激を受けたり、仕事を別の角度からみる時間を増やすことが、オンの充実につながるのだ。

・仕事術は、ピラミッド式から、ジェンガ式に

これまで、日本の職場では、ピラミッド式の仕事の仕

方が主流だった。すなわち、仕事の質を高めていきたい

時に、裾野を広げて、隙間なくレンガを積み上げていく。

確実に高さは積み上がっていくが、多大な時間とエネル

ギーを使ってきた。こういうやり方は、人口減少社会で

はできない。今後は、人と時間が不足していくので、ピ

ラミッド式から「ジェンガ式」にやり方を変えないとい

けない。

ジェンガとは、積み木を一つずつ抜いて、積んでいく遊

びだ。これからは、働く人誰もが、職場で働く時間には

限りがあるという前提で、仕事の高さを引き上げたいならば、これからは積む前に「抜く」ことが大切になる。

「抜く」というと、手抜きはご法度だろうと思う方もいるだろう。やみくもに抜いていいということではない。

「抜く」というのは、非常にセンスが問われるものだ。高さを積み上げる前に、プロセスを検討し、効率的な

進め方を考える必要がある。ジェンガは基本的に、端っこを抜いて、重心がぶれないように、真ん中に積み

上げていく。すなわち、いかに周辺業務を減らして、中核業務に振り分けていくか、が重要だ。

仕事の減らし方の具体例を紹介したい。１つ目は、私が業務改善コンサルで使用している「やかましい」

の手法だ。やめる、かんたんに、まね、してもらう、いっしょにするの頭文字をとっている。「やめる業務は

ないか」「簡単にできないか」「真似できないか」「してもらえないか」「一緒にできないか」の５軸で徹底的

に業務を洗い出すと、効率化と簡略化を図ることができる。
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・あきらめずに、個人が一歩踏み出すことが共感の連鎖に

筆者は、部下に対しては「点、線、面」の考え方を伝えている。たいがい、残業の多い部下は常に目先の

業務だけを見ている。業務を「点」で捉えている。そこで、まず上司である私への報告業務などを減らし、

時には私がいくつかの仕事を引き受ける。その代わり、今週中の業務を前倒しで着手させる。すると、彼ら

は１週間のなかで、これまでは点だった仕事を「線」として考えるようになる。これを続けるといずれ「線」

が「面」になり、他のメンバーや関係者の業務などの全体をも意識しながら、業務改善に向けた行動ができ

るようになる。これで、確実に残業の多い部下を減らすことができる。

ワーキングマザーなど時間制約のある人は、このような生産性を上げる工夫を誰もが各自行っている。な

かには、職場全体の業務改善アイデアをもつ人も少なくない。組織が彼女ら・彼らの声に真摯に耳を傾ける

ことも、今後は重要になってくる。

職場によっては、生産性向上に向けて頑張っても報われないこともあるかもしれない。しかし、あなたの

頑張りは、きっと誰かが見ている。あなたが起こしたさざ波は、やがて職場全体、社会全体に波及するかも

しれない。風土を変えるのは、共感の連鎖だ。最初の一歩を誰かが踏み出すと、共感を抱いた誰かにも連鎖

していき、やがて新しい職場風土が形成される。

千葉県は、全国的にみても多くの優良企業が集積し、大学など教育機関も多く、有力ＮＰＯも多数、存在

している。今後は、そうした社会資源が有機的に結合するとともに、市民一人ひとりが地域人としての自ら

の役割に気付き、地域の課題解決に向けて活躍できるまち・千葉になることを強く期待したい。

もともと生活環境バツグンの千葉県はワーク・ライフ・バランスやダイバーシティの取り組みで、就労環

境にも磨きがかかるはず。「小さくともキラリと光る、働き甲斐のある企業」が千葉県にますます増えて、

千葉県がますます輝くことを房総ファンの一人として心から願っている。
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ダブルケア

一般社団法人ダブルケアサポート  代表理事　東　恵子

新たな課題「ダブルケア」

女性の晩婚化と高齢出産の増加にともない、子育てと親の介護に同時に直面する「ダブルケア」の問題が
表面化してきています。内閣府の平成27年（2015年）版少子化社会対策白書によると、日本人の平均初婚年
齢は、1980年は夫27.8歳、妻25.2歳でしたが、2013年には夫30.9歳、妻が29.3歳で、ほぼ30年間で夫は3.1歳、
妻は4.1歳、平均初婚年齢が上昇している、つまり、晩婚化が進んでいます。また、出生した時の母親の平均
年齢は、1980年は第１子26.4歳、第２子28.7歳、第３子30.6歳であったのが、2013年においては、第１子30.4歳、
第２子32.3歳、第３子33.4歳であり、上昇傾向が続いている、つまり、晩産化が進んでいることが分かります。

子育てと介護が同じ時期にやってくるようになる

　「ダブルケア」という言葉は、横浜国立大学院准
教授相馬直子氏及び英国ブリストル大学講師山下
順子氏が名付けました。そもそもダブルケアとは
突然現れた新しい現象ではなく、以前から子育て
と介護の同時進行は女性を主な担い手として行わ
れてきました。しかし、現在のダブルケアを取り
巻く状況は、兄弟数の減少や近所付き合いの減少
など、ダブルケアに直面している人を支える人々
との関係性が変わってきていたり、2000年前後に
介護支援・育児支援が相次いで制度化されたこと

により、公的な支援サービスを利用しながら子育てや介護をするようになってきた点で以前とは異なり、「ダ
ブルケア」という言葉で概念化されたことで、日本社会が抱える社会的リスクとして問題化されるようになっ
てきました。

私は横浜で子育て支援に取り組むNPOを運営しているご縁で、相馬氏らが取り組むダブルケア調査研究に
協力することになりました。実は最初にダブルケア調査研究への協力の打診を頂いた時に、子育てと介護を
同時にしている人のイメージが持てませんでした。というのも、私はNPOで「親と子のつどいの広場」とい
う、主に０歳～３歳までの親子が利用する居場所を運営しているのですが、その中で介護の話はほとんど聞
いたことがなかったからです。ただ、確かに晩婚化・高齢出産は増えているな、ということを現場で感じて
いたのでどんな調査結果になるのか興味がありました。

2012年～2014年、３回にわたって横浜市、静岡県、京都府、香川県、福岡県などで６歳未満の末子がいる
女性を対象にアンケート調査を実施しました。この調査で集まった1,894人の回答によると、ダブルケアに「現
在直面している」または「過去に経験がある」がそれぞれ約１割、「数年先に直面」が約２割で、計４割の
ダブルケア人口が見えてきました。「現在直面している」の平均年齢は41.13歳で団塊ジュニア世代にあたり、
約４割が仕事に従事していることが分かりました。

また、内閣府が平成28年４月に発表したダブルケア調査によると、ダブルケアの推計人口は約25万人で人
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口の割合的に見ると0.2％です。しかし私が協力したダブルケア調査研究では、日常生活のケアはできないけ
れども経済的にケアをしているケースや、電話で愚痴を聞くなどの精神的な支えも介護行為として捉えてい
るのに対し、内閣府の調査は、日常生活の着替えやトイレ、食事の手助けといった身体的ケアのみを介護行
為としているので、実際にはもっと多くの人がダブルケアを抱えていることが考えられます。

家族主義的な規範が根強い日本では介護や育児は家庭内で主に女性によって担われてきたことから、現在、
介護保険の導入や市場を活用した保育サービスの拡大がはかられ、介護や育児を「社会化」する動きが進行
してはいるものの、母であり娘である女性にかかるダブルケアの精神的・体力的・時間的・家族的負担はと
ても大きく、複合的な課題を抱えています。母であり娘である女性にかかるダブルケアの精神的・体力的・
時間的・家族的負担はどのようなものなのか調査結果から見てみましょう。

ダブルケア調査より

ダブルケアに直面中の方（以下、ダブルケアラー）の負担感についての回答を見ると、「精神的にしんどい・
体力的にしんどい」「両親や子どもの世話を十分にできない」との回答が約４～６割、「兄弟や親戚間での認
識のずれ」「経済的負担」「子どもの預け先不足」「遠距離介護」も担うというのが約３割でした。親・義理の
両親との関係で見ると、主な介護者である母親を支えながら父親の介護をしているケースで、より高いスト
レスを感じる傾向にあります。また、要介護度が高くなると施設入所しているケースも多く、それほど負担
感は高くないので、要介護度の高さは負担感の強さと必ずしも相関しません。

ダブルケアラーに与える一番の精神的負担は「夫の無理解」。そして、都市部では、介護サービスよりも
子育てサービス（一時預かりなど）の不足が負担感に影響することも分かりました。また、「あなたがダブルケ
アで大変な時、支えてくれたのは誰ですか？」という質問に対する回答を見ると、「夫や友人が支えてくれた」
という割合が高く、その次にケアマネージャーが続きます。このデータの中で注目するのは、「誰も助けてく
れなかった」という人が、現在直面している人で12.4％、過去に直面した人では16％もいるということです。
これは、大多数ではないですが、少なくない割合が孤立した状況でダブルケアをしていることになります。

厚生労働省の統計によれば、日本ではここ10年で主たる介護者の比率で、嫁と娘の割合が逆転し、娘介護
が配偶者介護の次に多くなりました。調査でも、娘であるがゆえのダブルケアの困難という局面も明らかに
なっています。そして、介護保険の施行によって支援サービス調整役割、すなわちケアマネージメントとい
う新たな役割が形成されました。このサービスの調整役割は、新たな介護労働の一部とも考えられるほどで
す。この介護の社会化における「支援サービスの調整役割」を、特に娘が一手に担うケースが多数ありました。
すなわち、ダブルケアをするとは、ケアマネージメント、子育て・介護にかかわる決断、精神的なサポート、
子育てと介護の異なるニーズを同時に満たすことを要求されるような状況にあることともいえるでしょう。

その中でも注目したいのは、ダブルケアに従事する人は常に子育てと介護どちらを優先させるかの選択を
せまられているところです。研究チームの相馬氏・山下氏によれば、子育てと介護の優先順位は規範、資源、
制度によって規定されるのではないかと考えられます。規範とは、子育てや介護は誰がすべきかという社会
的な通念であり、私たちの行動やあり方に影響を持ちます。資源とは、友人、親族や地域のネットワーク、
あるいは地域におけるサービスの利用可能性などであり、そのような資源の
多寡もダブルケアの状況や優先順位に影響します。そして制度も中性的ではあ
りません。制度にもそれぞれ意図があり、人々の生活や人生の選択を制限し時
には拡大します。たとえば、地域における保育供給不足のために、もっと介
護をしたくても子育てに集中せざるをえず、子育てがストレスになったり、
介護は身内がすべきだという親族の期待にこたえ、子育てを優先したいにも
かかわらず、介護をしているため負担感が強いなどかあります。
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ダブルケアの事例紹介

それではここで、ダブルケアラーへの聞き取り調査から事例を紹介します。
専業主婦のAさん（37歳）の父親（70歳）は、Aさんの長男が幼稚園年長・次男が１歳３か月の時に脳出

血で倒れ、左半身がまひになりました。病院の面会時間は午後３時から。子どもを預けたいが、幼稚園の延
長保育や保育園の一時預かりは時間が短くて使えず、子ども２人を連れて病院へ通っていました。退院後、
Aさんは、小学１年生の長男を毎日学校に送り出した後、２歳の次男を連れて徒歩約10分程度離れた実家へ
行き、父親がリハビリデイサービスへ出かける準備を手伝っています。動き回る次男を抱えて、父親の歩行
を介助し、両手はいつもふさがっているような状態。母親が主たる介護者ですがパート勤務をしていること、
また、頼りにしていた夫が要介護になったことへの動揺と不満から、介護の負担が娘であるAさんにのしか
かっています。

続いて、義理の両親と同居している会社員のBさん（41歳）。仕事をしながら３人の息子（７歳・３歳・
２歳）を育て、認知症の義父を介護しています。夫は早朝から深夜まで仕事で不在が多く、下の子２人は保
育園の空き不足から別々の保育園に通います。朝と夕、二つの保育園を回り、帰宅後は義父の世話。義母も
足腰が悪く、サポートが必要な状態です。

最後に、遠距離ダブルケアのケースを紹介します。９歳、６歳、３歳の３人のお子さんがいるパート勤務
のCさん。父親は脳梗塞の後遺症で、失語症・身体不自由の要介護度４です。施設入所を勧められています
が、在宅で過ごしたいという父親の希望を尊重。退院後は、Cさんの自宅から車で２時間離れた実家へ週２
回通っていましたが、毎日何かしらのサービスを受ける体制が整い、また、ガソリン代等の経済的負担もあ
り、現在は実家に行くのを控えています。もっと父親を支えてあげたいと思っていますが、経済的に困難。
父親との同居も考えたが、田舎のため仕事がなく無理と判断。現在３つのパートを掛け持ちするも今後の財
政が不安。夫は介護・子育てにまったく関与なし。義理の両親が子育てを助けてくれるけれども、離婚を検
討するに至っています。

ダブルケア支援の課題

多岐にわたるダブルケアラーのニーズに対応するには、ダブルケアラーと接点を持ち得る人・施設に「ダブル
ケア視点」が不可欠です。例えば、幼稚園や保育所とデイケアの送迎時間の関係、保育所の優先入所や緊急
時の一時保育の受け入れなど、ダブルケアの視点から見直さなければなりません。次に、縦割りの介護・子
育て支援の連携とダブルケア相談窓口や情報支援です。地域包括支援センターや子育て支援施設、地域団体
の連携がカギを握ります。ケアマネージャー、ヘルパーの役割も大きく、ケアプランにダブルケア視点は欠
かせません。

さらに高齢世帯の年金・医療・介護保障の重要性です。介護費のため学資保険の解約や教育費を抑える事
例があり、介護費が未来世代への投資を抑制しています。世代間の悪循環を断ち切るためにも高齢世帯への
保障は重要です。

団塊世代が75歳以上の高齢者になる、いわ
ゆる2025年問題に備えるためにも、社会的な
認知と子育て・介護が連携した対策が急がれ
ます。

これらの調査はダブルケアを「育児と介護
の同時進行」という狭義で概念化しています
が、広義では「家族や親族など、親密な関係
における複数のケア関係と複合的課題」とい
うように、「ケアの複合化・多重化」と捉えら

当事者の共感の場づくり
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れます。例えば、精神面で問題を抱える夫のケアと子育て、障害のある子どもと障害のないきょうだいの複
合的ケア、非正規シングルと親の介護など、多重なケア関係があります。

このように、家庭の中に複数のケアが生じることによる複雑なニーズに対応するには「子どもは子ども」
「高齢者は高齢者」と対象別に分けて考えることには無理が生じて来ます。その家庭の中にあるいろいろな形
のケアを考える視点、つまりダブルケア視点が大切です。

ワーク・ライフ・バランスとダブルケア

近年、女性の就業率が上昇し母親の就労においても、パート・アルバイト等も併せると年々増加しており、
共働き世代の割合が増えています。ダブルケア調査研究でも先述したとおり、仕事に従事しているダブルケ
アラーが多いことがわかります。

内閣府の調査で興味深いのが、ダブルケアに直面する前に仕事をしていた人のうち、ダブルケアに直面し
たことで「仕事の量を減らした」と答えた人は18％、「仕事を辞めた」と答えた人は８％で、４人に１人が
ダブルケアをきっかけに働き方の見直しを迫られていたことがわかったことです。「業務量や労働時間を変
えなくてすんだ」人は男性で約半数であるのに対し、女性では約３割に留まっています。また、「業務量や
労働時間を減らした」人は男性で約２割、女性で約４割、そのうち離職した人は男性で2.6％、女性で17.5％
となっています。ダブルケアに直面した場合の就業への影響は女性でより大きくなることが分かります。

ワーク・ライフ・バランスは、まず最初の段階として「子育てと働くことのバランス」、次に「介護と働く
ことのバランス」と続いてきました。国が介護離職ゼロを掲げるようになり、多くの企業が「子育てと働く
ことのバランス」から次のステップである「介護と働くことのバランス」に進み、社員への支援策を導入・
拡充し始めています。そしてダブルケアはさらにもう一歩、「育児・介護、その他、複数ケア（自分のケア
も含む）をしながら働くことが当たり前な社会設計・人生設計」をもとにした、更なる次の段階としての
ワーク・ライフ・バランスの問題なのだと思います。

介護休業法の改正に伴い、中小企業の経営者や人事労務の方のための研修や勉強会が行われています。
これを契機に、男性も女性も家族のケアなどをしながら働くことが当たり前になるように、社員のマネジメ
ントにダブルケア視点、つまり、育児と介護別々ではなく、包摂的なケアと働き方のバランスだと捉えて
ワーク・ライフ・バランスのあり方を考えていただきたいです。

男性の介護休暇取得率も高い現在、ダブルケアは、女性、男性、社会の問題です。

▲一般社団法人ダブルケアサポートのロゴ
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ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて（下）

時代はイクメンからイクボスへ

NPO 法人ファザーリング・ジャパン　ファウンダー／代表理事　安藤　哲也

「笑っている父親を増やす」「パパが変われば社会が変わる」というコンセプトで、2006年にNPO法人ファザー
リング・ジャパン（FJ）を設立して、男性の育児参画やワークライフバランスを応援する活動をやってきました。

自治体や企業等で講演・セミナーや職場での研修を10年間で3000回以上行ってきた結果、若い世代の男性
の「意識」はだいぶ変わってきたなと実感します。

また2009年から始まった厚生労働省の「イクメンプロジェクト」にも当初から関わり、男性の育児休業取
得率アップのための提言などをしてきた結果、2014年４月から父親も育児休暇が取りやすくなるよう育児休
業給付金の引き上げが決まりました。

こうした制度面での追い風もあって、子育て世代の男性たちの意識は変化しました。しかし個人の意識は
改革できても変わらないのが職場の風土で、父親が仕事をしながらも育児に主体的に関われる職場環境が
整っていないと感じるのです。そしてこれは裏返せば、育児や介護など家族のケア問題において女性への負
担が相変わらず多いことを物語っています。

2014年あたりから政府の方針として「女性活躍」が叫ばれ、実態はどうあれ推進のための法律も出来まし
た。その頃に私も財務総研の「女性活躍推進委員会」のメンバーになりましたが、そのとき総研の方に言わ
れたのが、「女性活躍を推進するには、男性の育児家事参画や男性の働き方の見直しも必要。だからファザー
リング・ジャパンの安藤さんに委員になって欲しかった」ということ。

つまり「女性活躍」を推進するには、女性だけでなく、「イクメン」も支援できる「イクボス」が必要で、
これらは３点セットだということです。

事実、平成28年に総務省統計局が行った「平成28年社会生活基本調査～生活時間に関する結果」（ http://
www.stat.go.jp/data/shakai/2016/pdf/gaiyou2.pdf ）でも、「家事関連時間は男性が増加傾向。男女差は縮小
しているが依然として大きい」。「男女別に平成23年と比べると、男性は44分で２分の増加、女性は３時間28
分で７分の減少となっている」という結果が出ました。共働きの家庭は増えているのに、男性の一日当たり
の家事時間はここ数年で微増したが、まだまだ女性と較べると７倍近い差があるということです。

ということは、意識面での「イクメン」は増えたけどまだ男性が育児家事に時間を費やせる環境が整って
いないということ。確かに講演後のアンケートを見ると、「自分の仕事が終わっても帰れる雰囲気ではない」

「育休どころか子どものことで有休すら取りづらい」「管理職世代の意識を変えて欲しい」「うちの頭の堅い上
司をなんとかしてほしい」という声がいかに多いことか。家庭で役割を果たしたい男性は増えましたが、「定
時退社」や「育休取得」など職場での男性の「やりづらさ」はあまり変わっていない。そのボトルネックになっ
ているのが40～50代の管理職たちの意識や価値観・働き方ではないでしょうか？

政府が成長戦略として掲げる「女性活躍」も企業ではなかなか進まない。原因は多様ですが、多くの会社
で相変わらず見られる「男性の長時間労働・休みづらい環境がデフォルト状態」が大きな原因の一つです。
核家族で子どものいる女性社員（ママ）は過度な残業や休日出勤は無理。でもその配偶者たるパパ（男性社員）
が家庭で機能すれば…。「女性活躍」と「男性の育児参画」。この２つはやはりセットなのです。そのことを
組織の上司・管理職たちは理解しているのでしょうか？そして管理職世代は「育児」はほぼ終わっているが、
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今度は老親の「介護」がやって来る確率が高い。「介護離職」も社会の今日的なテーマなのです。

だから満を持して、「イクボスの育成事業」を2014年から始めました。
「イクボス」とは、職場で共に働く部下・スタッフのワークライフバランス（仕事と生活の両立）を考え、

その人のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績も結果を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことが
できる上司（経営者・管理職）のことを指します（対象は男性管理職に限らず、増えるであろう女性管理職も）。
“イクボス”像をわかりやすく説明すると、子育てや介護をしながら働く部下の状況を正しく把握し、状況

に応じてフォローできる上司です。例えば職場で女性のスタッフから妊娠を告げられた時、「おめでとう」と
言わずに「困ったなあ」などと言ってしまう。あるいは部下の子どもが保育園で熱を出したと聞いた場合、
スタッフを再配置して難局を乗り切り、部下には「こっちは大丈夫だから、安心して迎えに行ってください」
と言えなければいけません。「もう帰るのか。これでは戦力にならないじゃないか」などと言ってしまうのは
ボス失格です。

また、部下に育児や介護がある場合はそのことに配慮して、業務の時間的効率を高めるスキルも“イクボ
ス”には求められます。夕方や夜からの会議はもちろんあり得ませんし、打ち合わせや管理業務で部下の時
間を余計に奪わない配慮も必要です。
「男は遅くまで働いて当然」「休日出勤も文句を言うべからず」「単身赴任は断る余地のない命令だ」。
そんな価値観をもって組織を統率するリーダーのもとでは、いくら一人ひとりのパパが「家事や育児も頑

張りたい」と思っても空回りするばかりです。それどころか上司から「意欲のないヤツ」というレッテルを
張られ、職場で居場所を失いかけているイクメンパパたちを何人も見てきたのです。育児家事は妻に任せっ
きりで仕事に没頭してきた50代の昭和の管理職たちの意識こそが、「夫婦で一緒に子育てしたい」という若い
世代の大きな壁になっているとハッキリわかったのです。

上司（部課長～管理職世代）の固定化した価値観・仕事のやり方や男女の役割意識が、社員のワークライ
フバランスつまり男性の育児休暇取得、女性の活躍推進、超長時間労働の是正などの妨げとなっています。
一方、少子化で労働人口が減りつつある中、子育て世代の出産育児時の離職や40～50代の介護での離職者を
いかに防ぐかは企業の喫緊の課題のはず。「男女問わず全て」の労働者の「育児、介護、その他私生活」など
スタッフの生活事情全般への理解を示す上司であるところの「イクボス」を育成することが、職員のワーク
ライフバランス推進にとどまらず、職員の満足度、健康度、ロイヤルティを上げ、生産性向上にも繋がって
いくはずです。

多様化時代の管理職の行動指針として、「イクボス十か条」を提唱します。
（１）理解：現代の子育て事情を理解し、部下がライフ（育児）に時間を割くことに、理解を示していること。
（２）ダイバーシティ：ライフに時間を割いている部下を、差別（冷遇）せず、ダイバーシティな経営をして

いること。
（３）知識：ライフのための社内制度（育休制度など）や法律（労基法など）を、知っていること。
（４）組織浸透：管轄している組織（例えば部長なら部）全体に、ライフを軽視せず積極的に時間を割くこと

を推奨し広めていること。
（５）配慮：家族を伴う転勤や単身赴任など、部下のライフに「大きく」影響を及ぼす人事については、最大

限の配慮をしていること。
（６）業務：育休取得者などが出ても、組織内の業務が滞りなく進むために、組織内の情報共有作り、チーム

ワークの醸成、モバイルやクラウド化など、可能な手段を講じていること。
（７）時間捻出：部下がライフの時間を取りやすいよう、会議の削減、書類の削減、意思決定の迅速化、裁量

型体制などを進めていること。
（８）提言：ボスからみた上司や人事部などに対し、部下のライフを重視した経営をするよう、提言していること。
（９）有言実行：イクボスのいる組織や企業は、業績も向上するということを実証し、社会に広める努力をし

ていること。
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（10）隗より始めよ：ボス自ら、ワークライフバランスを重視し、人生を楽しんでいること。
繰り返しますが「イクボス」とは、多様な働き方を応援し、リーダーとして組織の生産性を高めようと力

を尽くせる上司のこと。核家族化によって夫婦二人で協力しなければ子育てが成り立たない今の育児事情や、
これから団塊世代が老後を迎えて「大量介護社会」に突入しようとしている構造の中で、「職員の長時間労働
に頼る」という稼ぎ方はもはや通用しなくなることは明らかなのです。10 年後を考えると、イクメン世代の
30 代前半が管理職として活躍する時代になるので、組織風土はよりワークライフバランスを重視したものに
変わっていくはずです。

昨年開催した「イクボス・フォーラム」の参加者アンケートで「イクボスを増やすには何が必要ですか？」
という問いにも、
「ロールモデルの可視化」
「成功事例の共有」
「イクボスという言葉の普及」
「イクボス養成研修の実施」
「休みづらい職場の空気を変える」
「業務量を総体的に減らすこと」
「家庭のことを妻任せにしない」
「過去の経験、自分の知識を絶対としないこと」
「トップマネジメントの決断」
「女性経営者を増やすこと」
「人事担当者の考え方を変えること」
「部下と上司が話し合える機会を増やすこと」
「会社の評価制度を変えること」
「WLBマネジメントが人事評価にプラスとなること」
「イクボスがいる組織は長期的にみて企業パフォーマンスが向上するという理解」
「WLBと成果の両方を達成すること」
「自分自身がイクボスとなること」
などが挙がっていました。
また厚生労働省の「イクメンプロジェクト」でも、イクボスを増やすことが男性の育児参画を推進すると

いう観点から2014年度から「イクボスアワード」（ https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/case/ ）を
開催しています。

①部下に対する支援（部下の育児と仕事の両立への配慮と工夫）
②業務効率（業務効率を上げるための工夫）
③自分自身（自らの仕事と生活の充実）
こうした項目をクリアしている上司、活躍する「わが社のイクボス」を推薦してエントリーしてもらいま

す。毎年50～60の事業所から応募があり、2016年は公務員初のグランプリとして、青森県警・弘前署の所長
が授賞されました。

改めて「イクボス」の定義は、「職場で共に働く部下・スタッフのワークライフバランス（仕事と生活の両
立）を考え、その人のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績も結果を出しつつ、自らも仕事と私生活
を楽しむことができる上司（経営者・管理職）のこと」です。

イクボスは、「ワークライフ・コンフリクトの状態にある社員は仕事に意欲的に取り組めなくなること」が
判っているので、部下のライフ（子育てや介護その他事情）を尊重し会社がそれを支えることが社員のモチ
ベーションを高め、結局それが企業の収益にも繋がることが分かっているのです。また私はイクボスセミナー
などで、「イクボスの心得」として以下の３つのことを管理職の皆さんに伝えています。
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①Fairness（公平性）
②Humanity（人間性）
③Justice（正義・道理に適う行い）。
この３つは本来、上司であろうと部下であろうと大人は身に付け、日々実践しなければならないことです

が、これができていない人、管理職は少なからずいると思われます。だからこそ、イクボスのロールモデル
を見て知って欲しい。彼らから学んで欲しいのです。

そしてイクボスは今後、事業所内でも人事評価は高まっていくはずです。ダイバーシティ（多様性）を
経営戦略に取り入れている企業が増えているのでそれは必然なのです。「自分もそういう管理職を目指した
い！」と笑顔のイクボスを目指す人が増えて欲しい。そうすればきっと日本の会社はもっともっと楽しく、
もっとクリエイティブに、働ける場所になっていくに違いないと思います。

なぜ多くの自治体や企業がいま「イクボス」に関心を示すのか？まずは日本社会に「働き方改革」の大きな
流れが来ているということ。過労死やメンタルヘルスの問題もありますが、2014年の女性活躍における「資生
堂ショック」。2015年に起きた過労自殺事件の「電通ショック」。そして人手不足による企業経営の行き詰まり
を露呈した2017年の「ヤマト運輸ショック」。この３つのショックにより、政府は「働き方改革」とりわけ長
時間労働の是正や同一労働同一賃金の法制化まで一気に動き、「プレミアムフライデー」までできました。

この動きに呼応するかのように経済界・企業も「働き方改革」に舵を切りました。生産性向上という表向
きの理由もありますが、人手不足による新卒の超売り手市場に対応するため、つまり学生に選ばれる企業に
なるために労働時間の見直しや休暇取得促進に着手せざるを得ない情況になっています。女性活躍や男性育
休促進もその文脈で推進されています。

会社の働き手の中に「制約社員」が増えてきており、その多様な事情を抱える人材のライフとキャリアの
新しいマネジメントが必須だということ。加えて人手不足が深刻化する中、賃金をあげるだけではダメで、
職員のプライベートに配慮してその人が仕事と生活をバランスよく送れるような「労働時間と業務のスリム
化」が必須なのです。

いまの管理職世代は若い頃から無制限に働いてきた人が多く、部下が育児や介護、病気などで時間制約の
あることを理解し育成することに慣れておらず、また会社としてもそうした「制約社員」のマネジメントは
手さぐり状態です。そこで、同盟により企業の枠を超えて協力し合い、「イクボスのあり方（ロールモデル）」
や「養成のノウハウ」を共有することにより、企業社会におけるイクボスの増加を加速させることが可能と
なります。
「働き方改革」が、労働時間短縮というただの「働かせ方改革」になってはいませんか？
いま必要なのは企業の風土改革であり、上司も部下もそれぞれの「生き方改革」が求められているのだと

思います。イクメンが当たり前の時代、これからはケアメン（介護する男性）も必然的にも増えるであろう
時代に、まだ「女性活躍」という課題で止まっている会社に未来はあるのだろうか。

労働人口が減っていく中でこんな企業の生産性の低さでいいのだろうか。人生100年時代、年金も減ってい
く時代に「定年後のことは、定年になってから考える」でいいのだろうか。若者だってこれまでのように安
定志向で会社を選んでいて大丈夫なのだろうか。国や多くの企業で副業を認める流れがあるのに「毎日決まっ
た会社に働きに行って、言われたことだけやっていれば、給料がもらえて出世できるのだ」という考えでい
いのだろうか？

そう、だから女性だけでなくすべての人において、豊かなライフを送るために、自己研鑽や家族との時間を
増やすためにワークライフバランスが必要であり、そのために「働き方改革」や「イクボス」が必要なのです。

夫の家事時間が長くなれば、育児や介護を抱えた働く女性はどれだけ楽になるだろうか。
もう一度言います。「女性の活躍推進」と「男性の育児参画」、そして「イクボス」は３点セット。
イクボスが増えれば、社会は必ず変わる。あなたの職場に笑顔の「イクボス」はいますか？
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男女の働き方とワーク・ライフ・バランス

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社　共生社会室室長　主席研究員
女性活躍推進・ダイバーシティマネジメント戦略室　矢島　洋子

はじめに

ワーク・ライフ・バランスの課題は、近年、仕事と子育ての両立に限らず、仕事と介護の両立、仕事と傷
病治療との両立、仕事と地域活動との両立など、そのテーマが広がってきている。また、複数の仕事を持つ、
いわゆる「副業」を認めるための働き方や、従業員が健康的に働くことができる経営のあり方といった観点
からも、企業の関心事項となっている。これらのテーマは、いずれも男女双方が対象となるものである。し
かしながら、企業の問題認識や対策、職場の実態としては、男女が同じようにワーク・ライフ・バランスを
はかることができる状況にはない。特に、仕事と子育ての両立については、長年取り組まれており、近年では、
男性が自分の生き方として子育てに積極参加することを選択できる環境整備という視点も出てきているもの
の、実態においては、いまだ男女差が大きなテーマであろう。

本稿では、未就学の子を持つ男女の子育てや働き方の実態をもとに、ワーク・ライフ・バランスの課題に
おける男女の違いや共通点、企業の対応の方向性について考察する。本文中のデータは、以下の調査結果を
用いている。働く男女の個人調査としては、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「子育て支援策等2014」 、
企業調査としては、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「平成28年度仕事と家庭の両立に関する調査（企
業調査）」 である。

１．未就学の子を持つ男女の子育て

まず、子育ての役割や分担は、夫婦間でどのように行われているだろうか。男性で、「配偶者・パートナー
が主で自分が一部担っている」とする回答割合が最も高く、62.0％と６割強を占めている。次いで、「自分と
配偶者・パートナーが同程度に担っている」が24.1％である。一方の女性は、「自分が主で配偶者・パートナー
が一部担っている」が68.1％と最も多く、次いで「自分がすべて担っている」が23.1％である。「自分と配偶
者・パートナーが同程度に担っている」という選択肢への回答は、男性で24.1％、女性で8.4％と差が大きい。
ともに「母親」である女性の側が主に担っている、という認識は共通しているが、「父親」である男性たちは、
自分たちもある程度担っているという認識が、女性よりも強いようである。

子育ての中でも、特に、保育所や幼稚園への送り迎えの分担を正社員として働いている男女のみに聞いて
みると、女性では、「送り迎えとも本人のみ」が43.3％と最も高い。男性では、「送り迎えとも配偶者のみ」
が52.5％と最も多い（図表１参照）。この回答に、男女差が出るのは、正社員女性の場合夫も正社員の割合が
高いのに対し、正社員男性の場合、専業主婦の妻も少なくないことから、男性に聞いた方が、女性のみで送
り迎えをしている割合が高くなるとみられる。一方、「送り迎えとも夫婦どちらもしていない」や「送り迎え
とも夫婦で」という回答もそれぞれ１割以上ある。全体としてみれば、半数以上の家庭では、母親だけが送
り迎えをする状況にはないともいえる。近年では、保育所の送りについては、父親の姿も珍しくなくなって
きたとも言われ、まったく母親だけが担うという常識は変化してきているようだが、迎えについては母親の
割合が特に高く、子育て女性が退社時間に強い制約を受ける状況にあることには、変わりがないようである。
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では、こうした子育てへの関わりについての納得感はどの程度持たれているのであろうか。自身の子育て
への関わりについて、男性では、「不十分である」が8.0％、「あまり十分ではない」が28.8％と３割以上が十
分関われていないと認識している。女性では、「不十分」が2.4％、「あまり十分ではない」が11.7％となって
いる。

図表１　保育園・幼稚園等の送り迎えの役割分担

出所：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「子育て支援策等に関する調査
2014」

子育てに十分関われていない原因は何かと聞
くと、男性では、６割以上が「仕事が忙しすぎ
る」を上げている。女性の場合は、専業主婦も
含まれることから、男性ほどではないが、やはり

「仕事が忙しすぎる」という回答が３割以上で最
も多い。

２．子育て家庭の父母の働き方

では、このような子育て家庭の父母の働き方
の実態はどのようなものであろうか。まず、通常
働いている日に帰宅する時間をみると、男性で
もっとも多い時間帯は、19時から22時で55.4％
を占める。女性では、16時から19時がもっとも
多く51.6％を占める。2002年に類似の調査を行っ
ているが、その時点の結果と比べると、父親の
帰宅時間は全体に早くなっている。ただし、こ

の結果には正社員以外も含まれることや、全国調査であることに留意が必要である。都市部では、もっと遅
い帰宅時間帯の割合が高く、特に千葉のように１時間以上の通勤時間をかけて都心に出社している地域では、
さらに帰宅時間が遅いと考えられる。この調査では、父親の場合、正社員である割合は、約９割を占めるが、
正社員で働く父親の半数近くが「恒常的に残業あり」と答えている。ちなみに、母親は、約６割が専業主婦
であり、働いている場合でも正社員は、母親全体の15％に満たない。

父親の労働時間と育児時間との関係をみると、週労働時間が50時間以上の父親では、50時間未満に比べ、
平日１日に子どもと関わる時間が30分未満となってしまう割合が高い。労働時間の差が、すべてではないが、
まずは長時間働くことを止めなければ、子どもと関わる時間を持てないことは間違いないだろう。

３．ワーク・ライフ・バランスの理想と現実

これまで見てきたように、子育て家庭において、男女の役割分担や働き方の実態には大きな差がある。
それらは、なぜ生じているのだろうか。個々の家庭の夫婦間での役割分担意識に基づくものなのだろうか。

家事・育児と仕事等との優先度を聞いてみると、実は、男性も女性も、「仕事等と家事・育児を同等に重視
したい」という希望が最も多く、４割強を占める。子育てに関するワーク・ライフ・バランスの理想という
意味では、男女に差はないことがわかる。一方、現実をみると、男性では「どちらかと言えば仕事等が優先」
の割合が希望よりも高くなっており、女性では、「どちらかと言えば家事・育児が優先」「家事や育児に専念」
の割合が希望よりもかなり高くなっている。結果として、現実は「男は仕事、女は家庭」といういわゆる「固
定的役割分担意識」に寄る形で、希望とかい離している。男女で比較すると、希望と現実のギャップは、女
性の方が大きい。男性は、2002年の調査と比べても、希望と現実のギャップが縮まっている。女性のギャッ
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プが大きいのは、ワーク・ライフ・バランスをはかって働くことを希望しながらも専業主婦である母親が一
定数いることと、就業継続しているものの、子育てによる時間制約で思うように働けていない女性が一定数
いることによるとみられる。背景として、2009年の改正育児・介護休業法の施行により、育児休業取得後短
時間勤務制度を利用し、就業継続をはかる正社員女性は増えているが、本人の希望に寄らず、役割や仕事内
容が限定的になってしまうという課題が生じていることもある。

図表２　子育ての優先度に関する希望と現実

出所：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「子育て支援策等に関する調査2014」

子が未就学の時期だけでなく、ライフステージに応じた働き方の希望についてみてみると、図表３のよう
に、男女ともに、結婚・子育てのライフステージに応じて働き方の希望は変化している。ただし、女性は、
短時間勤務や在宅勤務等の大きな働き方の変化を希望する一方、男性は基本はフルタイムでの働き方を希望
している。そのため、男性の方が、働き方の希望が実現しやすい可能性がある。ただし、この働き方の希望
は、先にみた、家庭内の役割分担を踏まえたものであり、父親がより積極的に子育て役割を担うようになれ
ば、母親ももっとフルタイム勤務に近い形での両立を希望するようになる可能性もある。

図表３　ライフステージに応じた働き方の希望

出所：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「子育て支援策等に関する調査2014」

＜女性＞ ＜男性＞
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４．企業におけるワーク・ライフ・バランス推進

子育て中の男女を対象とした個人調査の結果からみると、現状では、母親の方が子育て役割を多く担って
おり、そのため大きな働き方の変更を必要としている。かつては、そのために就業継続が困難であったが、
短時間勤務等の働き方の変更が可能となったことで、就業継続できる女性が増えている。ただし、仕事と子
育ての優先度でみると、もっと仕事に注力したいと考える女性もおり、女性活躍の視点からも、父親の子育て
へのかかわりを強めることで、母親がもっと仕事にコミットできる状況を作ることが期待される。父親自身
の働き方の希望については、10年程前と比べれば、実現しやすくなってきているが、子育てへの関わりは
まだ不十分であり、今後はより積極的な子育て役割を担うことを前提に働き方を考える必要性が高まると考
えられる。

では、こうした労働者のニーズに対し、企業側の両立支援のための環境整備はどうなっているのだろうか。
企業の人事を対象とした調査で、「子どものための休暇取得や働き方を変えやすい雰囲気」があるかどうかを
聞いたところ、女性社員については76.4%がある（「ある」「まあある」）と答えている。しかし、男性社員に
ついては38.5％にとどまっており、男女で、子育てのための働き方の変更に対する許容度に大きな差がある
ことがみてとれる。育児休業についてみても、女性の場合、多くは長期の休業を取得するが、男性の場合は、
まだ１週間から多くても１か月程度の休みが多い。この期間の差自体も小さくなることが望ましいが、現状の
期間を前提として考えれば、男性の方がはるかに取得は容易であるはずである。しかしながら、男性の取得
率が女性に比べ、はるかに低い状況なのは、職場と家庭、双方において、子育ての固定的な役割分担意識が
根強くあるためといえよう。

おわりに

介護や傷病治療、地域活動、健康、副業等のテーマについては、企業内でも、男女関わりなく対応すべき
と認識されている。これら特定のワーク・ライフ・バランス事由に限らない、全社員の働き方改革について
も同様である。しかし、子育てにおいて、男性にはワーク・ライフ・バランスのための働き方の変更を認め
ないという風土が残っている企業では、子育て以外の取り組みの推進も困難であると推測される。一方で、
子育て以外のニーズへの対応が、企業において重視されるようになれば、男性も仕事以外の生活等のために
働き方を変えることが職場で許容される風土の醸成が進み、男性の子育て参加を後押しする可能性もある。
また、働き方改革を通じ、長時間労働から脱し、子育てに限らず多様なニーズに応じた柔軟な働き方を可能
とするためには、単に男性のワーク・ライフ・バランスに対する理解が醸成されるという風土の問題だけで
なく、これまでの一律の働き方を前提とした職場のマネジメントを見直すことも必要である。

企業の子育て支援の取り組みにおいては、子育てのための働き方を支援するにとどまらず、男性の子育て
参加意欲そのものを高めようとする取り組みもみられる。家庭内の役割分担も、男性の仕事優先という固定
観念から脱し、男女ともに「仕事と子育てを同時に重視したい」という希望があるという可能性を前提とし
て、家庭内で柔軟に話し合われ、見直されることが必要である。子育ての取り組みにおける男女差の解消を
通じて、男女が共にワーク・ライフ・バランスをはかることのできる社会の実現が期待される。

参考文献：
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「子育て支援策等に関する調査2014」

http://www.murc.jp/publicity/press_release/press_141208.pdf
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「平成28年度仕事と家庭の両立に関する調査」平成29年２月（厚生
労働省委託事業）

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172382.html
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伊藤綜合法律事務所　弁護士　伊藤　義文

情報公開条例中の「特定の個人を識別することができる情報」
（神戸地方裁判所平成28年（行ウ）第26号公文書非公開決定取消請求事件・

平成29年３月２日判決・判例集未掲載）

A は教育委員会総務課長、B は同課員

（事案の概要）
Ｘは、Ｋ市情報公開条例（以下「本件条例」という。）に基づき、本件条例所定の実施機関であるＫ市

教育委員会に対し、同委員会が保有している過去のＫ市立小学校等に関する体罰事故報告書の公開請求
をした。

Ｋ市教育委員会は、 同請求に対して131通の文書を公開する旨の決定をしたが、うち10通については、
事故を起こした教職員の氏名、具体的な発生場所、被害生徒所属の部活動名、被害生徒の言動の一部等

（以下「本件非公開部分」という。）を含む部分について非公開とした（以下、上記公開決定を「本件決定」
という。）。

Ｋ市教育委員会が、本件非公開部分を非開示としたのは、これらを公開することにより、被害生徒を
識別することが可能となるから、本件条例第10条第１号前段アに該当するというものであった。なお、
同条の規定（抜粋）は以下のとおりとなっていた。

第10条（公文書の公開義務）
実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情

報が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
１号　特定の個人が識別され、若しくは識別されうる情報（事業を営む個人の当該事業に関する情
報を除く。）であって次に掲げるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることに
より、なお個人の権利利益を害すると認められる情報（いずれの場合も、人の生命、身体又は健康
を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。）

ア　公にしないことが正当であると認められるもの
イ及び２号以下（省略）

Ｘは、本件決定のうち、本件非公開部分を非公開とした部分の取消しを求めて訴えを提起した。

B：本件条例10条１号では、個人の識別との関係でいえば、①特定の個人が識別される情報、②特定の個人が
識別されうる情報、③特定個人を識別することができない情報の３種類の情報が規定されていることになり
ますが、このうち、②の「特定の個人が識別されうる情報」というのは、どのようなものなのでしょうか。

A：本判決では、本件条例第10条第１号全体の趣旨を個人のプライバシーを保護する趣旨であると解して、「特
定の個人が識別されうる」情報とは、「直接個人を識別する情報には当たらないもの
の、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる場合を含
むもの」と解している。

B：そうすると、当市の条例や、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成
11年法律第42号）第５条第１号前段にある「他の情報と照合することにより、特定の
個人を識別することができることとなるものを含む。」という文言とほぼ同じように
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解釈されると言うことですね。
ところで、ここにいう、「他の情報」というのは、具体的にはどういった内容のものが含まれるのでしょうか。

A：例えば法務局で誰でも取得が可能な土地の登記事項証明書が典型的だろう。さらに、裁判所は、事件ごと
に「事件番号」を割り振っている（作成者注：本稿表題部分の「平成28年（行ウ）第26号」がこれにあたる）。
この事件番号だけでは特定の個人を識別することはできないけれど、誰でも裁判所へ行って、訴訟記録の閲
覧を請求することができるとされていることから（民事訴訟法第91条第１項）、記録の閲覧によって、その
訴訟に関与する個人の氏名、住所、場合によっては生年月日等を知ることができる。こうして特定の個人を
識別することができることになるから、この場合の訴訟記録が「他の情報」に該当することになる（東京地
裁平成28年11月29日（判例集未掲載））。

B：本件で非公開とされた情報、例えば事故を起こした場所や教職員の氏名、あるいは被害者所属の部活動名
などは、一般の人がこれを入手することができても被害生徒であると識別することはできませんが、学校関
係者、生徒やその親などがこれらの情報を知ることができれば、もともと知っていた情報、例えばどの教員
がどの部活の顧問であった等の情報から、被害生徒を識別することができると思います。このような、特定
の個人と特定の立場にある人が保有する情報についても「他の情報」ということができるのでしょうか。

A：本判決では、「特定の立場にある者が有する情報あるいは入手し得る情報との照合の結果、特定の個人が
識別され、当該個人のプライバシーにかかわる情報が開示されることにより、個人の人格的利益が著しく侵
害され、当該個人の社会的評価が著しく低下し、その回復が極めて困難な事態が生じる相当程度の蓋然性が
認められる場合は格別、そのような事態までには至らない場合には、特定の立場にある者が有する情報ある
いは入手し得る情報との照合により個人が識別されるかではなく、一般人を基準として、通常の方法により
入手しあるいは入手し得る情報との照合の結果、特定の個人を識別できることが相当程度の確実性をもって
可能と認められる場合に限り、非開示とすべき」とした。原則として、「他の情報」は、一般人が通常の方
法で入手しあるいは入手しうる情報をいい、例外的に識別された個人に回復が著しく困難な権利侵害等が生
じる場合には、特定の立場にあるものが有する情報あるいは入手しうる情報も「他の情報」に含む、という
考え方だと思う。そして、本件については、本件非公開部分は、本件条例第10条第１号前段アには該当しな
いと判断している。　

B：本件の判決では、「他の情報」の内容が、公開によって判明する特定個人に関する情報の内容や性質によっ
て異なる、という考え方なのでしょうが、一義的に決まらない点がどうも腑に落ちません。

A：もう一つの考え方として、本件条例でいえば、10条１号後段、すなわち「特定の個人を識別することはで
きないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害すると認められる情報」に該当させる解釈により
解決することが考えられる。一般人が入手しうる情報によっては特定個人の識別がなされない情報は、その
他の情報によって特定が可能でも、後段の規定が適用される。そして、特定の立場にある者の情報との照合
によって特定個人が識別されることとなる場合に、当該個人の権利利益を害すると認められる場合には、本
件条例第10条第１項後段により非公開情報にあたるとする方法だ（東京高裁平成15年５月16日・判例集未掲
載）。

B：いずれの考え方をとっても、①「他の情報」を、一般人が入手し、あるいは入手
することができる情報に限定して考えないこと、②公開されることによって明らか
となる情報が、個人の権利利益をどの程度侵害する結果となるのかを慎重に検討す
る必要があるということになりますね。
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明治学院大学法学部　准教授　山本　未来

地方独立行政法人法の改正～地方独立行政法人の業務への申請等関係事務の追加～

地方独立行政法人とは、地方公共団体が資本金額の２分の１以上を出資して設立する法人であり、住民生

活や地域社会のために確実に実施されるべき事務・事業のうち、地方公共団体が直接実施する必要はないも

のの、民間に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがある事務・事業を行うことを目的とする法人で

す。地方独立行政法人が行うことのできる業務は地方独立行政法人法により限定されており、例えば大学の

設置管理や水道、病院事業等が挙げられます（地方独立行政法人法第21条）。

今回の地方独立行政法人法改正により、地方独立行政法人が行うことのできる業務として、申請等関係事

務が追加されることになりました。地方公共団体では、限られた人的・財政的資源の下で多様な住民のニー

ズに効率的に応えるために、これまでも民間委託等の外部資源の活用が図られてきたところですが、例えば

指定管理者制度において指定法人となる私法人とは異なり、地方独立行政法人は、地方公共団体が財産的基

礎を出資して設立し、定款の作成や理事長の任免等にも関与する仕組みがとられているため、組織や運営の

適正を地方公共団体の責任において確保することができます。さらに、申請等関係事務については、市町村

長等に停止命令や直接処理等の権限を付与することにより、必要に応じて個別の事務処理にも関与すること

ができるようになります。

地方独立行政法人が行うことのできる申請等関係事務としては、定型的な事務である、戸籍謄本等の交付、

転居届の受理、住民票の写しの交付、国民健康保険被保険者証の交付、介護保険被保険者証の交付、児童手

当の支払い、母子健康手帳の交付、国民年金の資格取得等の届出の受付、納税証明書の交付等があります（地

方独立行政法人法別表及び平成29年総務省令第79号参照）。他方、個別事案に応じた判断が必要とされる非定

型的な事務については、対象業務から除外されています。

地方独立行政法人が申請等関係事務を行う場合には、当該市町村長等の名において処理し、当該市町村長

等が処理したものとしての効力を有することになります。また、地方独立行政法人を市町村等とみなし、そ

の役員や職員を市町村の職員とみなして、申請等関係事務に適用される法令が適用されます。そのため、住

民は、地方独立行政法人の申請等関係事務の処理に不服がある場合には、当該市町村長を対象に行政不服審

査法に基づく審査請求や行政事件訴訟法による救済手続を行うことができるため、市町村長等が事務処理を

した場合と同等に権利利益が保護されることになります。

なお、このような制度が整備されても、市町村の規模によっては単独での地方独立行政法人の設置が難し

い場合や複数の市町村による共同設立も現実的には困難な場合が考えられますが、市町村自らが地方独立行

政法人を設立することなく、連携中枢都市等が設立した地方独立行政法人と規約を締結することにより、申

請等関係事務を行わせることもできます。

この改正は平成30年４月１日に施行されますので、今後市町村において効率的な事務処理のために外部資

源活用を検討する際には、選択肢の一つとなり得るものと思われます。
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県内情報

山武市
地元の中小企業の取り組み
を支える！
さんむエコノミックガーデ
ニング（ＥＧさんむ）

経済環境部わがまち活性課

１．経緯及び背景
きっかけは、４年前の企業誘致調査。結果として、

山武市が企業誘致を政策的に進めていくには厳しい
状況だったことです。

そこで、まずは行政が地元企業のための経済振興
策を打ち出すことが重要ではないかという認識から、
市長と副市長が中心となって市内の企業に業況や今
後の見通し、要望などをヒアリングして回りました。

トップヒアリングとして、地元の企業の声を拾い
上げたことで、事業者の抱える問題が明らかになる
一方で、山武ブランドの開発など、意識の高い経営
者に出会う機会にもなり、企業誘致に変わる経済振
興策について検討を開始しました。

そんな中、日本のエコノミックガーデニングの第
１人者である拓殖大学の山本尚史教授の講演を機
に、「地元企業が成長する環境をつくる」ことで地
域経済が活気づくというエコノミックガーデニング
の考え方を市の政策に取り入れ、2014年に地元企業、
主に若手の経営者を中心に山武市エコノミックガー
デニング準備委員会を組織しました。

アドバイザーに山本教授を迎え、会議を開き、地
域のために何ができるか地元企業と一緒に探る日々
が続きました。活動当初は、市の主導でスタートし
ましたが、１年が過ぎたころ、結果を出したいとの
思いを強めた地元企業が主体となり事業を決め、地
域課題を解決するための取り組みを開始しました。

常に手探りで活動を進めた準備期間の２年を経て、
2016年には、さんむエコノミックガーデニング推進協
議会（EGさんむ）が設立されました。現在のEGさ
んむは、地元企業、農家、行政、商工会、JA、金融
機 関 等、50の 事 業 者・
団体で構成され、地域
課題を解決する取り組
みは５つのワーキンググ
ループを組織して、調
査研究や実証イベント
を進めるほか、人と人の
つながりを醸成する活
動にも繋がっています。

２．事業を実施して得られた効果
同じ地域に住みながら、これまで交流も連携もな

かった事業者や農業者がEGさんむを通じて出合い、
繋がり、市内に新しい交流が生まれています。

一番良かったのは、話し合ったこと。打開策を考
えるために、今まで知り得なかったお互いの商売や
地域的な課題を理解することで、本当の連携ができ
ています。

事業者が一堂に会することが、潜在的な取引先と
のマッチングとなり、お互いの利益につながった事
例も生まれています。

準備委員会からの模索続きだった活動の何よりの
成果は、若手企業家の目覚ましい成長。親の仕事を
引き継ぐ経営者が多く、商売をつつがなく行ってい
ればそれでよいという状態が、EGさんむの活動に参
加したことで、地域
のために奔走するな
ど、彼らの「自分が
やらなければ」とい
う精神的な変化が
主体性を発揮する
機会の創造につな
がっています。
３．今後期待される効果

エコノミックガーデニングは、すぐ成果の出る取
り組みではなく、長期的な視野に基づいて、継続的
に取り組むことが大切です。

地道な活動ですが、横のつながりが生むパワーは
次第に市の価値を高め、それに共鳴する人々を集め
るきっかけになります。

これから訪れる人口減少時代を乗り切るため、エ
コノミックガーデニングの取り組みにより、今ここ
にいる人材が情報を共有し、地域の資本、資源を活
用し、一つ一つ実績を作っていくことで、田舎の経
済振興に必要な点ではなく面での底上げにつながる
ものと信じています。
４．事業実施前及び実施後の課題点、問題点

事業実施前については、前例がなくどのようなこ
とをイメージするべきか、本当に苦慮しました。正
解の見えない日々、結果を出さないといけない使命
感、とてつもないプレッシャーに押し潰されそうな
毎日でした。

そのような中、若手企業の「自分がやらなければ」
という精神的な変化を培うことができたことが、何
よりの成果であったと思います。

山武市の企業風土に合ったエコノミックガーデニ
ング政策を成功させるため、まずは、企業のやる気、
頑張りを培い、情報共有、教育活動、コミュニティ
維持をキーワードに取組んでいきます。

【問い合わせ】
経済環境部わがまち活性課　☎0475-80-1202
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地域情報

静岡県藤枝市

市役所来庁者に
効果的に情報をお届け

～安価で手軽に！ガラス面を
活用した情報発信を展開中～

企画創生部広報課

静岡県のほぼ中央に位置し、JR東海道本線・新
幹線や東名高速道路、新東名高速道路、国道一号
バイパスといった日本の大動脈がまちを東西に
走っているほか、近隣には富士山静岡空港もある
など、交通の便が非常に良い藤枝市。多くの人が
訪れ、住みたい・住み続けたいと思っていただけ
るような「選ばれるまち藤枝」を目指し、安全・
安心な暮らしを実現するためのさまざまな施策を
展開しています。

併せて力を入れているのが「情報発信」です。
ホームページをすべての情報が集約されている
情報の着地点とし、広報紙やSNS、デジタルサイ
ネージ、マスメディアなど、ターゲットに合わせ、
さまざまな媒体で情報を発信しています。

情報発信媒体の一つ「デジタルサイネージ」に
ついて、本市ではJR藤枝駅の改札口に続く南北自
由通路に大型ビジョンを設置。視覚的に訴求力が
あり、効果的に情報を届けることができる媒体と
して一定の成果を上げている一方で、設置費が高
額なことや設置スペースが必要になることが課題
となり、他の場所での設置が進んでいないという
のが実情でした。

そうした中で、浮上したのが「ガラスサイネー
ジ」の活用です。ガラスサイネージとは、ガラス
面に特殊フィルムを貼り、プロジェクターで投影
して静止画や動画を映し出す仕組み。デジタルサ
イネージと比較して、飛躍的に設置・運用に係る
経費を抑えることができるほか、ディスプレイを
設置する必要がないため、設置スペースを確保す
ることなく、映像を表示することができます。

本市では、ICT（情報通信技術）事業などを展

開する株式会社フューチャーインとの共同による
パイロット事業として、まずは、日々、多くの市
民や事業者が訪れる市役所の玄関ホールに機器を
設置し、平成29年８月からガラスサイネージによ
る情報発信をスタートしました。

表示サイズは約70インチで、市内のイベント情
報や講座などの募集情報、市からのお知らせ、PR
動画などを表示。市役所を訪れる人に、来庁目的
以外の行政情報を効果的に届けることができるほ
か、イベント情報や各種PR動画などを表示して藤
枝の魅力を伝えることにより、郷土愛の醸成や定
住人口の拡大につながることを期待しています。

また、表示する内容を専用のシステムで職員自
らが容易に管理できるのも、この仕組みの特長の
一つです。この利便性を生かして、友好都市から
の来客の際に歓迎のメッセージを表示するなど、
各課からの依頼に柔軟に対応しています。

プロジェクターで投影していることもあり、表
示内容の鮮明度が空間の明るさに左右されるため、
設置場所を選ぶ必要はあるものの、費用対効果は
非常に高いものがあるため、今後、他施設での導
入も前向きに検討していきたいと考えています。

【問い合わせ】
企画創生部広報課　☎054-643-3108
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県外情報

高知県高知市

高知からご提案
「二段階移住のススメ」

総務部市長公室	
政策企画課	移住・定住促進室

「田舎暮らしに憧れるけれど、生活できるのか不安」
――。都市圏での移住相談会で、そんな相談を受け
ることがあります。
「だったら、高知で二段階移住をしてみませんか？」

県内の人口減少に歯止めをかける
現在、県内人口の約 46％を占めている高知市。平

成 2 年時点で 38.4％であったその割合は、県全体の
人口が減少するにつれて年々高まっており、日本国
内の都市圏への人口一極集中と同じ構造になりつつ
あります。

本市と県内市町村は、経済構造において相互補完
の関係にあり、県全体及び本市の経済基盤の弱体化
を防ぐためには、本市以外の市町村人口の減少を抑
制することが急務であると考えています。そのため
には、本市が県や各市町村と密接に連携し、課題解
決を図っていく必要があります。
「圏域全体の経済成長のけん引」「高次の都市機能

の集積・強化」「生活関連機能サービスの向上」の
ために、本市では現在、「連携中枢都市圏」を含む
県内全市町村による「れんけいこうち広域都市圏」
の形成に向けて取り組んでいます。平成 29 年度内
に県内全 33 市町村に加え、高知県とも連携協約を
締結し、産業・観光・防災・移住など様々な事業を
自治体間連携のもと、展開していく予定です。

平成 30 年度からスタートするこの「れんけいこう
ち広域都市圏」の枠組みを活用し、本市がリーダー
シップを発揮しながら「オール高知」で取り組んで
いく大きな柱の一つとなるのが「二段階移住」です。

移住者のミスマッチを防ぐ
豊かな自然に囲まれた暮らしは、都市部で暮らす

移住希望者にとって、非常に魅力的です。しかし一
方では、実際に生活するとなると、これまでの生活
スタイルとのギャップに不安を感じてしまい、「移住
への一歩がなかなか踏み出せない」といった声も聞
かれます。
「二段階移住」は、そういった移住希望者の不安

解消や移住先でのミスマッチを軽減し、そして、高
知県内への移住者を増やすことを目的に、まずは県
内で比較的都市部である高知市にいったん移住・滞
在（1 ステップ）してもらい、本市を拠点に県内を
巡りながら自分に合った場所を見つけ、最終的に安
心して移住（2 ステップ）してもらう、本市が提案
する移住方法の１つです。

昨年 5 月、県から職員住宅の 1 室をお借りし、県
内への移住を検討されている方が利用できる移住体
験施設「こうちらいふ体験滞在拠点『いっく』」をオー
プンしました。利用者への情報提供や移住相談に応
じるとともに、二段階移住を PR するためのハンド
ブック「すてっぷイズム（移住）」も作成しました。

平成 29 年度の「いっく」の稼働率は 90％以上で、
移住希望者からの問い合わせも多く、事業ニーズの
高さがうかがえます。現在、1 ステップ目のハード
ルを下げるために民間物件を活用した補助制度の創
設や、都市圏等に向けた効果的なプロモーション活
動なども検討しており、平成 30 年度からはさらに
事業を拡大し、県内市町村が一丸となって二段階移
住に取り組んでまいります。

【問い合わせ】
総務部市長公室 政策企画課 移住・定住促進室
☎088-823-8813

県職員住宅の1室を活用した「いっく」。利用料は月額35,000円程度で、
最長6か月まで利用可能（1か月単位）。家電や家具も備え付けています。

二段階移住をPRするための
ハンドブック。移住相談会や関
係機関等へ配布しています。
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研修センターだより

区　分 課　程

能
力
開
発
コ
ー
ス

新
し
い
時
代
に
対
応
し
た

政策法務研修

住民協働推進研修

ファシリテーション研修

財政政策研修

環境行政研修

データ活用向上研修

公
務
員
と
し
て
の
基
礎
能
力
開
発
コ
ー
ス

折衝・交渉能力向上研修

プレゼンテーション研修

女性リーダースキルアップ研修

女性活躍推進研修

クレーム対応（個人編）研修

クレーム対応（組織編）研修

タイムマネジメント研修

コンプライアンス研修

メンタルヘルス（セルフケア）研修

コミュニケーションスキルアップ研修

議会答弁対応能力向上研修

ロジカル・ライティング研修

モチベーションアップ研修

業務マニュアル作成研修

実
務
遂
行
能
力
開
発
コ
ー
ス

法制執務（基礎）研修

法制執務（応用）研修

人事評価者研修

給与事務研修

簿記研修

公会計研修

財務事務研修

契約事務研修

税務事務研修

個人住民税研修

固定資産税課税研修

区　分 課　程

実
務
遂
行
能
力
開
発
コ
ー
ス

固定資産税評価（土地）研修

固定資産税評価（家屋）研修

徴収事務（初級）研修

徴収事務（上級）研修

債権管理・回収（基礎）研修

債権管理・回収（実務）研修

行政広報研修

戸籍事務研修

災害危機管理研修

議会事務研修[偶数年度実施]

主任保育士研修

農政研修

用地事務研修

能
力
開
発
コ
ー
ス

管
理
職
に
必
要
な

係長研修

課長補佐研修

課長研修

管理者研修

危機管理・マスコミ対応研修

ハラスメント防止研修

コ
ー
ス

指
導
者
養
成

接遇研修指導者養成研修

ＪＳＴ基本コース指導者養成課程 
[偶数年度実施]

講
座
・
セ
ミ
ナ
ー

マイナンバー制度実務講座

面接試験技法講座

行政不服審査法講座

分限処分・懲戒処分講座

チラシデザイン講座

ＯＪＴ指導力向上講座

公開セミナー

研
究

政
策 行政課題調査研究

平成30年度　千葉県自治研修センター　研修課程等一覧

※　研修日程等は、『平成 30 年度市町村職員研修ガイド』、　『ホームページ（http://www.ctv-chiba.or.jp/jichi/）』（いずれも
平成 30 年３月下旬に発行・更新予定）でご確認をお願いします。
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一宮町はゆるやかに弧を描く九十九里浜の南端に位置し、東に太平洋の黒潮洗う美しい砂浜、

西に丘陵台地をひかえた、風光明媚で温暖な地域です。町の大半を肥沃な田や畑、山林が占めて

おり、四季を通してあふれる緑に囲まれています。

古くは上総一宮１万3000石の城下町として栄えた歴史をもち、その後は、日本一といわれるガ

ラス温室団地など、ハウス栽培を中心とした近郊そ菜果樹園芸を基幹産業にしています。緑と海

と太陽に恵まれた自然条件により東京近郊屈指のリゾート地として多くの観光客を集め、近年は

東京駅からJR特急で直通約60分、快速電車で直通90分という便利さにより、首都圏への通勤圏と

しても発展を続けています。

年間を通して良質な波が打ち寄せることから国内屈指のサーフポイントがあります。ハイレベ

ルな国際大会も開催され、2020年の東京オリンピックのサーフィン競技会場に決定しています。

緑と海と太陽のまち　  一宮町
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研修 Pick Up研修 Pick Up

上総国一之宮　玉前神社
1200 年以上の歴史がある格式高い古社で、町の名前の由来にもなってい
ます。女性を守護する神社として知られ、縁結びや安産などにご利益が
あるといわれています。

納涼花火大会（毎年8月第１土曜日に開催）
夜空を華やかに彩る約 5,000 発の花火は、九十九里浜
を彩る夏の風物詩です。

観光地引網
浜辺で漁師気分を味わった後、捕れた魚は持ち帰れます。
例年海水浴シーズンに開催します。

上総十二社祭り（毎年９月13日に開催）
一宮町を含めた 4 市町村から神輿が集まり、威勢のいい掛
け声と共に九十九里浜を駆け抜け、釣ヶ崎海岸に集います。

釣ヶ崎海岸
2020 年東京オリンピック競技大会のサーフィン会場釣ヶ崎海
岸。通称志田下とも呼ばれ、プロサーファーがしのぎを削る

『サーフィン道場』として有名です。また、上総十二社祭りの
祭典場であり、神聖な海岸です。

〒299－4396　長生郡一宮町一宮2457

一宮町役場
電話：0475－42－2111（代表）
http://www.town.ichinomiya.chiba.jp/
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― 研修生推薦書の締切日のお知らせ ―

◆ 30 年４月に締切日を迎える、11 研修２講座
締 切 日 研 修 名 期 　 間

4月	 6日（金） マイナンバー制度実務講座 4/23

行政不服審査法講座 4/27

4月13日（金） 課長補佐研修 第1次　5/8・9	 第2次　6/28・29
第3次　7/11・12	 第4次　7/25・26
第5次　8/21・22	 第6次　10/4・5

税務事務研修 第1次　5/9～11	 第2次　5/23～25
第3次　6/6～8	 第4次　6/20～22
第5次　8/6～8

簿記研修 5/9・10・15・16

法制執務（基礎）研修 第1次　5/17・18	 第2次　6/13・14
第3次　9/20・21

農政研修 5/17・18

4月20日（金） 議会事務研修[偶数年度実施] 5/21・22

課長研修 第1次　5/21・22	 第2次　5/29・30
第3次　6/4・5	 第4次　7/30・31
第5次　8/6・7

契約事務研修 第1次　5/30～6/1	 第２次　9/26～28

徴収事務（初級）研修 第1次　5/30～6/1	 第２次　6/27～29
第3次　8/29～31

4月27日（金） 行政広報研修 6/13～15

主任保育士研修 第1次　6/19・20・26
第２次　11/20・21・27

◆ 30 年５月に締切日を迎える、３研修１講座

締 切 日 研 修 名 期 　 間

5月15日（火） 面接試験技法講座 6/25

固定資産税課税研修 7/2・3

5月22日（火） 債権管理・回収（基礎）研修 7/5・6

管理者研修 7/6

＊＊＊＊	詳しくは、研修センターまでお問い合わせください。＊＊＊＊

編集後記 
特集では、前号から引き続き、「ワーク・ライフ・バランス」をテーマに、専門家の方々に課題に対す
る取組みなどについて解説をいただきました。
少子高齢化が進み、働く世代のワーク・ライフ・バランスが求められる中、職員一人ひとりの意識が
変化し取組みが進められると良いと思います。
ご執筆いただいた皆様には、ご多忙の中、ご協力をいただき心からお礼申し上げます。



今月の表紙（香取市）

◆ 佐原の大祭 ◆
「佐原の大祭」は、 ７月に行われる八坂神社祇園祭と、10月に行われる

諏訪神社秋祭りの総称です。 関東３大山車祭りの一つと称され、 約300
年の伝統があります。山車は24台あり、 夏祭りは10台、 秋祭りは14台
の山車が曳き廻されます。

日本三大囃子 「佐原囃子」の音を町中に響かせながら、 小江戸と呼ばれ
る町並み（国選定重要伝統的建造物群保存地区）の中を家々の軒先をか
すめながら進むさまは、 江戸時代の情景を彷彿とさせます。山車は、 総欅
造りの本体に関東彫りの重厚な彫刻が飾り付けられ、 上部に江戸・明治期
の名人人形師が制作した高さ ４mにも及ぶ大人形などが飾られています。

平成16年、国の重要無形民俗文化財に指定され、平成28年にユネスコ
無形文化遺産に登録された 「山・鉾・屋台行事」にも含まれています。
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