
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

第 68 号 ２０１７年７月発行 

☆近鉄名張駅東口を出て、市役所方面へ徒歩 5分 

 

 

（参考）男女共同参画白書 平成 29 年度版 

http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h29/zentai/index.html（内閣府ホームページ） 

男性の育児休業取得状況  

平成 27 年度における男性の育児休業取得率は、民間企業が 2.65％、国家公

務員が 5.5％、地方公務員が 2.9％で、上昇傾向にあります。しかし、いずれも

女性（民間企業 81.5％、国家公務員 100.3％、地方公務員 97.5％）と比較す

ると、依然として低水準にあり、男女間で大きな差があります。 

男性の配偶者出産休暇取得率は、国家公務員が 73.1％（平成 27 年度、前年

度は 70.1％）、地方公務員が 64.3％（26 年度）であり、男性の育児参加のための休暇取得

率は、国家公務員が 43.5％（27 年度、前年度は 36.1％）、地方公務員が 21.7％（26 年

度）でした。経年比較可能な国家公務員について見ると、いずれも前年度より増加しました。 

政府は「２０２０年までに男性の育児休業率を 13％とする」ことを目標にしています。 

http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h29/zentai/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「パパ・ママ育休プラス」とは、両親がともに育児休業を取得する場合に、育児休業の対

象になる子の年齢について「原則 1 歳まで」となるところを「原則 1 歳 2 ヶ月まで」に延

長する制度のことです。平成 27 年度の「パパ・ママ育休プラス」利用割合は、育児休業後

の復職者のうち、女性は、1.9％、男性は 3.0％でした。 

「パパ・ママ育休プラス」 

 

 

☆ 男 性 の 育 休 取 得 率 が 低 い の は ど う し て で し ょ う か ？ 

○「職場が育休を取得しづらい雰囲気だったから」 

○「育休中の収入が下がる」 

○「上司・同僚からパタハラ（パタニティ―・ハラスメント）を受ける」 

 ※平成 29 年 1 月 1 日施行された「育児・介護法の改正」により、パタハラを防止す

る措置を講ずることが事業主へ新たに義務付けられました。 

厚労省が始めたイクメンプロジェクト 

「イクメン企業アワード」・「イクボスアワード」 

 毎年、厚生労働省では、男性の仕事と育児の両立を積極的に促進し、業務改善を図る企業を

表彰する「イクメン企業アワード」と、部下の仕事と育児の両立を支援する管理職＝「イクボ

ス」を企業などからの推薦によって募集・表彰する「イクボスアワード」を実施しています。 

☆「イクメン企業アワード 2016」グランプリ受賞された 2 社を紹介します。 

 【株式会社丸井グループ】 

  2012 年度に最大 7 日間有休を取得できる短期育児休職制度を導入。2014 年度にグル

ープ幹部参集の会議で男性の育児休職取得促進を呼びかけ、育児休職取得率が大幅に上昇

しました。   

2013 年度 13.8％ ⇒ 2015 年度 65.5％！ 

 【リコーリース株式会社】 

  2015 年度より育児休業を一部有給化し、「育メン・チャレンジ休暇制度」を導入した 

  結果、育児休業取得率が大幅に上昇しました。 

        2013 年度 20％  ⇒ 2015 年度 76.5％！ 

参考：http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000137957.html（厚生労働省ホームページ） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000137957.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６月は「みえの育児男子推進月間」 

 平成28年度三重県内の10人以

上の企業の男性育児休業取得率は

3.9％で、31 年度までに 14％引き

上げる目標設定をしています。 

 このため、県では率先して県庁内

の取得率向上に努めており、県職員

の取得率は、24 年度は 4.9％だっ

たが、28 年度は 22％と大きく伸

ばしています。 

 県では、少子化対策の重点的な取

組の一つである男性の育児参画を

推進する「みえの育児男子プロジェ

クト」として、第 4 回「ファザー・

オブ・ザ・イヤーin みえ」を平成 29

年 6 月 1 日（木）から平成 29 年

8 月 31 日（木）まで、「みえの育児

男子親子キャンプ」参加者を 6 月 1

日（木）から 7 月 31 日（月）まで

募集しています。 

詳しくはこちらから↓（三重県ホームページ） 

ファザー・オブ・ザ・イヤーin みえ http://www.pref.mie.lg.jp/D1KODOMO/000117896_00003.htm 

みえの育児男子親子キャンプ http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0016300082.htm 

男女共同参画週間の啓発を行いました！ 
 去る６月２３日から２９日までは、男女共同参画週間でした。名張市では、街頭啓発やパ

ネル展を行いました。 

街頭啓発は、６月２３日（金）に市内の駅やスーパー８か所で実施し、「男女共同参画」に

ついて知っていただくために作成したポケットティッシュを配布しました。パネル展は、や

なせ宿と市役所ロビーで開催しました。 

 

≪パネル展の様子≫ 

市役所ロビー（左） 

やなせ宿（右） 

≪街頭啓発の様子≫ 

http://www.pref.mie.lg.jp/D1KODOMO/000117896_00003.htm
http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0016300082.htm


「参加」とは 

 目的をもつ

集まりに仲間 

として加わる

ことです。 

 

 

 

 

女性のための相談 

※祝日はお休みです。 

毎月 第１・第３週 木・金・土曜日 午後 1時～４時 予約優先 

電話相談可     第２・第４週 水・木・金曜日 午前９時～正午 

女性弁護士による 

法律相談 
毎月 第１ 金曜日 

午前１０時～正午 要予約 

面談 午後１時～３時 

男性のための相談 毎月 第２ 木曜日 午後５時～７時 
予約優先 

電話相談可 

メンタルヘルス相談 

（男女共） 

毎月 第３ 木曜日 午前１０時～正午 要予約 

面談     第４ 火曜日 午後１時～４時 

人権相談 
毎月２回 

※詳しくは、名張市人権センター（☎６３-００１８）へお問い合わせ下さい。 

要予約 

面談 

ご意見・ご感想をお聞かせください。 

 

名張市男女共同参画センター 
 

三重県名張市希央台 

５番町１９番地 

Navarie2 階 

名張市市民情報交流センター内 

 

Tel  0595-63-5336 

Fax   0595-63-5326 

e-mail danjo-center@emachi-nabari.jp 

http://www.emachi-nabari.jp/danjo-center/ 

    「参画」とは 

 政策、事業など 

の計画づくりや 

意思決定の段階 

から加わるという 

意味をもっています。女性が社

会に参画するということは、し

っかりと自分個人の考えを持ち

意思を示せることが大事です。 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

女性弁護士

による法律相談

10：00～12：00

13：00～15：00

女性のための相談 女性のための相談 女性のための相談

13：00～16：00 13：00～16：00 13：00～16：00

6 7 8 9 10 11 12
人権相談 男性のための相談

13：30～16：00 17：00～19：00

女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 9：00～12：00

13 14 15 16 17 18 19
人権相談 メンタルヘルス相談

13：30～16：00 10：00～12：00

女性のための相談 女性のための相談 女性のための相談

13：00～16：00 13：00～16：00 13：00～16：00

20 21 22 23 24 25 26
メンタルヘルス相談

13：00～1６：00

女性のための相談 女性のための相談 女性のための相談

9：00～12：00 9：00～12：00 9：00～12：00

27 28 29 30 31

●予約電話　６３－５３３６

休館日

休館日

休館日

休館日

名張市男女共同参画センター

「参画」と「参加」は違います！ 

mailto:danjo-center@emachi-nabari.jp
http://www.emachi-nabari.jp/danjo-center/

