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トモニ家はススムさん、ヒ
カルさん夫妻と、３歳にな
る双子のアユちゃん、キラ
ちゃんの４人家族。ススム
さんはものづくり企業の
営業担当、ヒカルさんは
食品会社の商品企画を
担当しています。2人で働
きながら子育て真っ最中
の「トモ活」家族です。

　少子高齢化の進展をはじめとする社会経済情勢の変化に対応し、活気と
潤いのある社会を築くためには、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も
分かち合い、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現が
重要です（男女共同参画社会基本法より）。しかし、男女共同参画に関する意識は
十分に浸透していないのが実情です。
　県が令和2年度に実施した「男女共同参画に関する県民意識調査」によると、
社会全体で男女の地位が平等だと感じている人は約１割にとどまる一方で、「男は
仕事、女は家庭」という固定的性別役割分担意識の解消傾向がみられます。とり
わけ、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行に対応した新しい生活様式に
おいては、男女の協力・協働が一層求められます。
　県では、「男女がトモ（共）に活躍する」という意味を込めた「トモ活」を推進し、ともに
意識をチェンジ（Change）し、あらゆる分野にチャレンジ（Challenge）するとともに、
活躍するチャンス（Chance）を広げるための取り組みを進めています。「職場」
「家庭」「地域」で、3つの“C”を実現していくために重要なことは何でしょう
か―。ある夫婦の会話から、そのヒントを探っていきましょう。

トモ活－男女がトモ（共）に活躍－の推進で

3つのC（Change Challenge Chance）を実現
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労働力人口が減少する中、女性は産業を支える人材として一層の活躍が
期待されます。女性が働きやすく、その能力やアイデアを発揮しやすい
職場づくりが、これからを見据えた会社経営では欠かせない視点と
なっています。 H17　　　　　H22　　　　　H27　　　　 　R2

（2020）

男女共同参画推進の具体的な取り組みを宣言する企業
などを石川県が認定する制度。県内614社（平成24～
令和3年度累計）が認定を受けています。

将来像を描いたり、自分のキャリア形成を考える際に
参考とする手本となる人をいいます。

出典：「国勢調査」（総務省統計局）
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　女性には、これまでのような「仕事か
子育てか」ではなく、「仕事も子育ても」が
求められ、また、それを可能にする社会
状況が整備されてきました。社会に出て
仕事の基礎をつくる大切な時期と、出
産・育児期が重なってしまうところに、
女性のライフサイクル（人生周期）の
大きな特徴があります。
　この一時期に、社会的な支援を利用し
ながら、身近な家族が出産・育児期の
責任を共有し合うことこそ、女性が仕事
を継続して能力を発揮し、活躍すること
につながりますよ！

　いや～、最近の学生はしっかりしているね。
仕事内容や待遇面だけでなく、結婚・出産
後の働きやすさについても聞かれたんだ。
　すごいね。でも、それはとても重要な視点
だと思う。出産や育児など、生活環境が
変わっても、キャリアを重ねられる環境は
魅力的だわ。
　その点、石川県は恵まれているよ。県の
子育てサポートや女性の再就職支援は手
厚く、女性の就業率は全国３位！ 年齢別の
就業率を見ても、M字カーブが以前に比べて
解消されて、結婚・出産後も働ける環境が
整っているんじゃないかな。【図1参照】もち
ろん、まだまだ改善するところはあるけれど。
　学生時代の友達の話だと、今でも結婚・

出産時に女性社員に退職を促すところも
あるらしいよ。
　ヒカルのところは大丈夫だね。いしかわ
男女共同参画推進宣言企業になっている
くらいだから。
　確かに。私のところは恵まれていると思う。
育児休暇や時短勤務などの制度は充実して
いるよ。女性のキャリアアップ研修も積極
的で、直属の上司も女性なの。子育てを
しながらばりばり働く姿は、女性社員の
お手本（ロールモデル）で、私の目標でも
あるんだ。
　ただ、まだまだ女性の管理職は少ない
よね。【図2参照】女性がリーダーになるのを
歓迎しない会社が多いのかな。
　そうとは言い切れないわ。仕事と家庭の
両立や長時間勤務などに不安を感じ、女性
自身が昇進を断念させられているケース
も案外あるみたい。
　そうなんだ。働きやすい環境整備と同
時に、女性自身のやる気を育てていくこと
も大切だね。
　女性の視点を生かした商品やサービス
で成長している会社も多いよね。私もいつ

か起業したいな。事業を広げチャンスが
あれば、海外へも出て行きたいな。お互い
がともに頼れるパートナーになろうね！



赤ちゃんのかわいらしさや子どもの大
切な成長を見守るゆとりもなく、仕事一
筋なのは父親としてあまりにももったい
ないことでしょう。男性が仕事中心の長
時間労働になりがちになる背景にあるの
は、家族を支えるための「責任感」や「義
務感」の強さですね。
それはそれでとても大切なことです
が、男性一人の肩にだけ、重荷を負わせ
続けて良いのでしょうか。同様に、家庭
の責任は女性だけが負うものなのでしょ
うか。「女性はもっと社会へ、男性ももっ
と仕事以外の活動へ」について、ぜひ話し
合ってみましょう。

１カ月以内の一定期間の総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者
はその枠内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定し働く制度の
ことをいいます。

フレックス
タイム

仕事と仕事以外の活動（家庭・地域での生活等）を自ら希望する割合で
調和させることにより、いきいきと充実した日々を送ることができる状態の
ことをいいます。

ワークライフ
バランス

　まだ起きてこない。昨日の同僚との飲み
会から何時に帰ってきたんだろう。
　おはよ～。どうした？怖い顔してるけ
ど・・・。
　最近、仕事や飲み会で帰りが遅くない！？ 
結婚する時は、「お互いに働いているんだから
家事も半々だよ」って、言ってたのに。
　ご、ごめん。付き合いもあって・・・。でも
僕もフレックスタイムを使って子どもを
保育園に送ったり、休日にご飯を作ったり、
できるだけがんばっているんだ。このことを
昨日の飲み会で話したら、「イクメンですね」
って後輩が褒めてくれたよ。
　私がどれだけ家事・育児をしても、だれも
褒めてくれないけどね。そもそも、育児に

取り組むパパを「イクメン」と持ち上げる
こと自体、社会全体で男性が家事や育児に
関わっていないことの表れだと思う。ちなみ
に、日本の男性が1日に育児や家事に取り
組む時間は平均1時間30分ほど。アメリカ
やヨーロッパでは1日3時間くらいは男性が
家事・育児をしているのに。【図３参照】
いまだに「男は仕事、女は家庭」という固定的
性別役割分担意識が根強いんだわ。
　そう言われると返す言葉もないよ。確かに、
僕の会社では、女性社員は育児休業を
取るのが当たり前だけど、男性ではほとんど
いないな。【図４参照】なんだか取りにくい
雰囲気があるんだよね。
　有給休暇さえ取りにくい会社も少なく
ないよね。
　ボランティア休暇やリフレッシュ休暇等の
独自の休暇を導入している取引先の人は、
生活も充実し、仕事への意欲も高まるって
話していたよ。こんな好循環につながると
いいと思う。
　何事にもメリハリが大事だよね。ワーク
ライフバランスが実現できる会社がもっと
増えるといいね。

　よし、育児も家事ももっとがんばるよ！
　ほんとう！？なら、まずは子どもたちと公
園で遊んで、午後からは庭の草むしりに、
洗車、床のワックスがけをお願い。晩ご飯は
ビーフシチューが食べたいな～。
　ハードな1日になりそうだ・・・。

ワークライフバランス
に向けた話し合いを!

出典：｢男女共同参画白書 令和2年版｣

15.0

10.0

5.0

0.0

（2020）

職場や地域での女性活躍を進めるには、勤続年数を重視する年功
序列制、長時間勤務や転勤が当たり前とされるこれまでの男性中
心の働き方を見直すとともに、男性が家事・育児・介護へ積極的
に参画することが必要です。

 H27        H28        H29        H30         R1         R2



（令和2年度）

私」の３人から、新たな挑戦を始めましょう。

社会のさまざまな場で防災力を高める活動が期待され、そのための十分な意識と一定の
知識・技能を修得したことを日本防災士機構が認めた人。

H27 H28 H29 H30 R1 R3
（2021）
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人口比女性防災士数
全国4位

女性が方針決定の場に参画するために必要なこと
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さまざまな立場の人が参加しやす
いよう活動時間帯を工夫すること

女性自身の参画意識を高めるため、
リーダーを養成する研修を行うこと

地域活動のリーダーは男性が務め
るという性別による役割分担意識
を改めること

男女が交代でリーダーを務める、役
員の男女比を設定するなど、女性
がリーダーとなる仕組みを普及さ
せること

女性が地域活動でリーダーを務め
ることについて、社会的に高く評価
すること

その他・特にない・わからない

　今日は勉強になったな～。やっぱり防災は
大事だよ。そう言えば、訓練を指導してくれた
のは女性だったね。
　あ～、ノリコさんのことでしょ。アユムの
友達のお母さんよ。自主防災組織のリー
ダーとして活躍する「防災士」の資格を
持っているんだ。
　えっ、そうなんだ。地域の防災活動に
関わっている人は、男性が多いイメージだった
から。
　そうでもないみたいよ。石川県では女性
防災士がすごく増えていて、人口比率や
防災士に占める女性の割合は、全国トップ
クラスなんだって。【図５参照】
　知らなかったな～。
　災害時に女性の視点が役立つケースは
多いんだよ。例えば、避難所に授乳や着替

えの場所を設置するとか。私も婦人会の
活動で、ノリコさんに段ボールでトイレを
作る方法を教えてもらったよ。
　それはいいね。非常時だからって、女性も
男性と同じにとはいかないから。こんなふうに
女性が地域の活動でリーダーシップを発揮
することで、よりよいアイデアがいろいろ
見つかるかもね。
　同感だけど、町内会長やＰＴＡ会長に
就く女性は、まだまだ少ないよね。
　うん。女性が指導的立場になることが
受け入れられない風潮でもあるのかな。そ
れはなんだかもったいないね。女性・男性に

関係なく、いろいろな人の声が反映された
方が絶対にいいよ。それが、性別や年齢、国
籍などに関わらず、だれもが暮らしやすい地
域をつくることになっていくと思う。
　そうね。女性が地域活動に参加しやすい
ように、活動時間帯を工夫することも必要に
なるね。【図６参照】私も尻込みせず、ボラン
ティアや地域活動に積極的に参加していこ
う！もちろん、これからは、わが家でもススム
さんに負けず、どんどん意見を出していき
ますからね。
　わが家は、もう十分だよ・・・。



いしかわパパ子育て応援キャンペーン

多様な働き方の一つとしての起業のノウハウや将来設計等についての
相談窓口

女性のための起業チャレンジ応援相談

石川県県民文化スポーツ部男女共同参画課　TEL076-225-1376

職業能力開発プラザにおける相談事業の実施

マタニティハラスメント・労働相談の実施

石川県職業能力開発プラザ　TEL076-261-1400

企業で働く女性の意識改革・能力開発を図るための管理職、中堅社員、
若手社員の階層別講座

女性人材育成プログラム

（公財）いしかわ女性基金　TEL076-234-1112

結婚・出産等で退職した女性を対象とした再就職を支援するための
相談・セミナー等を実施

女性の就業支援

女性ジョブサポート石川　TEL076-231-3149

講師の助言や参加者同士の意見交換を通して不安解消を図り、育休からの
円滑な職場復帰・再就職を目指すセミナー

育休からの職場復帰・再就職支援セミナー

石川県健康福祉部少子化対策監室　TEL076-225-1494

災害時に女性の視点を取り入れた救助活動や避難所の運営を行うための
防災士育成講座の開催など

女性防災士の育成

石川県危機管理監室危機対策課　TEL076-225-1483

地域における女性の活躍を推進するため、テーマを絞った実践的な連続
講座により、課題解決や目標達成に必要なスキルの習得を図る研修

女性町活ゼミナール（地域版女性人材育成プログラム）

（公財）いしかわ女性基金　TEL076-234-1112

幅広い世代の女性を対象としたビジネスや生活の場でキラッと輝かせる
ヒントやスキルを学ぶ講座

煌めく☆あすなろ塾

（公財）いしかわ女性基金　TEL076-234-1112

NPO活動やボランティア活動への参加促進のための普及啓発活動や人材
の養成、活動支援

NPO活動・ボランティア活動への支援

石川県NPO活動支援センター　TEL076-223-9558

中高生対象の「トモ活推進 企業取材ツアー」や、大学生対象の「男女共同
参画推進ワークショップ」の実施など

若者向けライフキャリア形成支援

家庭におけるトモ活推進キャンペーン
男性の家庭参画に関する川柳とエピソード・アイデアを募集し、表彰する
コンテストの実施など

石川県県民文化スポーツ部男女共同参画課　TEL076-225-1378

石川県県民文化スポーツ部男女共同参画課　TEL076-225-1378

育児中の男性等を対象とした家庭での父親の役割や子どもとの接し方
などを学ぶ出前講座

パパ子育て講座

石川県健康福祉部少子化対策監室　TEL076-225-1494

家庭教育出前講座
企業内研修等における、働く保護者を対象とした子育てや家庭教育に
関する出前講座
石川県教育委員会事務局生涯学習課　TEL076-225-1839

いしかわパパ子育て応援キャンペーン
育児・家事の分担を夫婦で話し合うための「育児・家事シェアシート」
の募集や、父親を対象とした「育児・家事実践ワークショップ」の開催
（公財）いしかわ結婚・子育て支援財団　TEL076-255-1543

パパぢからアップセミナー
これから父親になる男性等を対象とした、父親になる心構えや育児休
業制度などを学ぶセミナー
石川県健康福祉部少子化対策監室　TEL076-225-1494


