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“イクメン“が
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
を実践するカギ！

主催：内閣府、滋賀県

琵琶湖から発信！

父親の笑顔、母親の笑顔、

子どもの笑顔が社会を変える！

第３分科会

男女共同参画社会と男性の生き方

ワークライフバランス社会

に向かって

伊藤公雄

はじめに お父さんは透明人間？

とうめい人間

小学6年 福原武彦

このごろお父さんは／とうめい人間

ぜんぜん見えない／会社で／とうめい人間め
ぐすりをさす／そうすると体が消えて見えなく
なる／だいたい10時間ぐらいもつ／はやく目

ぐすりのききめが／きれてほしい／お父さん
のすがたがみたい

男性の帰宅時間の国際比較‘０７

ワークライフアンバランス社会

• 背景にある男性のワークライフアンバランス

• 仕事と家庭生活のバランスを欠いた日本の
男性の働き方

• 長時間労働（育児参加／家庭参画なんてで
きない働きかた）

週６０時間以上働く男性たち



実は女性たちも

• 女性たちのワークライフバランスはとれてい
るのか？

• 社会参画・労働参画・意思決定からのからの
排除

男女平等度 ９８位の日本

健康は一位／政治参加は１０１位 労働参画（１００位）教育（８０位）

大きい男女の賃金格差

• 世界で９３位の男女格差

• 管理職割合は１１２位

• 女性の非正規労働の多さ

さらに非正規労働の労働条件の悪さが重なる

女性の平均年収



男性の年収と比べてみると 背景にある女性の非正規労働

男性も若い非正規が急増 なぜこうなった日本社会

• 男性の長時間労働／女性の家事育児プラス
非正規労働の仕組みはいつ頃から本格化し
たのか

• １９７０年代の転換

経済先進国では頭抜けて女性の
働く社会だった日本

• OECD加盟諸国のなかでも頭抜けて女性が働

く社会だった日本

• 農業や自営業が中心の社会

• 若い女性の労働参加

女性の労働力率（長期比較）



育児は誰が担っていたのか

• 女性の働く日本社会で育児は誰が担ってい
たのか？

• 夫婦／祖父母／兄弟姉妹／近隣の同輩集
団／近隣の大人たち

• 高度経済成長と核家族化のなかの子育て

お母さんとテレビが子育てする社会

１９７０年代以後の日本社会

• 女性の（正規労働者としての）労働参加の抑
制／他方で男性の長時間労働

• 女性の社会参加の抑制／男性の家庭参加・
地域参加の機会の喪失

• 男女ともに人間としてバランスの悪い社会に

急激に進んだ男性の長時間労働

• １９７８年に３５０万程度だった週６０時間以上
働く男性が、１９８８年には７７７万人へ

• 経済成長とともに拡大した男性の長時間労
働

１９７０−８０年代
変化した国際社会

１９７０年代以後の家族と労働をめぐる国際的
変化

• 女性の急激な労働参加／参画

（性差別撤廃への動きの広がり）

• 他方での労働時間短縮の動き（人間らしい労
働の思想の拡大）

• 働く男女を支えるための家族政策の推進

女性の労働参加と少子化
１９７０−２０００

急激に拡大するOECD加盟国の女

性の労働参加

• １９７０年以後の各国の女性の労働参加の変
化

背景にある女性の人権への対応と７０年代国
際不況 男性稼ぎ型モデルの困難と女性の
労働参加の拡大



なぜ日本社会は国際的な動きに
｢乗らなかった」のか？

• 国際不況に対する日本型の対応

• 女性の活躍できる社会作りではなく、男性の
長時間労働で対応

１９７０年代以後の経済成長

• １９６０年代 所得倍増政策

• １９７０年代から８０年代

ジャパンアズナンバーワンの時代に

急激な経済成長 個人所得の急上昇

背景にあった人口ボーナス

男性稼ぎ型モデルの固定化

女性の「主婦化」（家事・育児労働および条件
の悪い非正規労働へ）の深化

少子化と女性の労働参加

• 少子化と女性の労働参加の関係

• １９７０年 女性の働く社会の方が少子化傾
向

• ２０００年 女性の働いていない社会の方が
少子化傾向に

女性の労働力率と少子化

低出生率の諸国の特徴

• 女性の労働力率の低さ

１９７０年にはむしろ女性の労働力率の高い
諸国で低出生率傾向が目立つ

しかし、２０００年では逆に

家族政策（保育所整備を含む）の不十分性

労働における柔軟性（働く男女の家族的責任
を支える諸制度の不備）

男性の家事・育児不参加

男性の家事・育児参加



男性の育児不参加と妻の夫離れ 変容する家族と労働と社会政策

• 少子化国

大きく変動した家族と労働の仕組みに対応
が遅れた社会政策

モデルとしての性別分業

／福祉の家族（女性）への依存の持続

家族サービスに関する社会保障 保育サービスの利用

男性のワークライフアンバランス

• 男性の長時間労働と女性の労働参加抑制が
もたらしたもの

• バブルまでの経済成長

• １９９０年代以後不安定化する日本社会

経済成長の一方で・・・

広がる社会のひずみ

• 環境破壊、地域文化の均質化

• 家族の絆／地域の絆の破壊

• 女性の社会参画の遅れ

• 男性の人間らしい生活の破壊

１９７０ー８０年型「成功体験」から抜けきれない
ままの「失われた２０年」



「男性問題」の顕在化

• 男性の過労死

• 中高年男性の自殺の急増と持続

• 熟年離婚・定年離婚

• ぬれ落ち葉の老後

• 夫在宅ストレス症候群

仕事の顔だけで、家庭の顔、地域の顔、趣味
の顔・・・を作れなかった男性たち

求められる日本社会の方向転換

• ジェンダー平等の視点にたった、公正な社会
構築（ジェンダー平等＝男女共同参画の実現
）

• 男女のワークライフバランスの実現

ウーマノミックス（女性参画が経済
の活性化もたらす）

急劇に広がる「女性の経済参画こそが経済 を
活性化する」という調査結果
2009年 マッキンゼーのEU調査

2010年 ワークライフポリシーセンター推計

女性の活用で世界の一人当たり所得は
2020年までに14％アップ

2010年 モルガンスタンレー調査

日本で男女平等が達成されるとGDP15％ア
ップ

少子高齢社会のなかで

少子高齢社会に対応するために

• 男女共同参画は必須の課題

現役世代の減少と高齢者の急増

財政と経済の不安定化

主に男だけで支えてきた１９７０年代以後の日
本社会を、男女で支える社会に転換すること
が何よりも必要（しかも、女性の参画は経済・
社会の活性化につながる）

共働きが主流の時代に



追いつかない保育所の増加 続く女性の就業継続の困難

進まない男性の育児参加

• なぜ男性の育児休業は広がらないのか

• 有給休暇ではない／所得に響く

• 同僚に迷惑かけたくない

• 周囲の視線という問題／男性のメンツ（男性
は育児なんてしない方がいい）

子どもの安定した成長のために

• （多くは孤立した）お母さんとテレビまかせの
育児から、家庭・地域（さらに職場）を貫く老若
男女共同の子育ての仕組み作りを

• 男性（お父さん）の育児参加支援

• おじいちゃん、おばあちゃんの育児の支援も
視野に入れつつ（２０１２年から団塊世代が「
高齢者｣＝６５歳以上に順次突入。しかも、孫
の近所に居住する祖父母の存在）

介護問題をどうするか

• ２０１２年から団塊世代が高齢者（６５歳以上
に）になる

• 老老介護問題

増加する介護による離職／転職



５０代６０代に多い介護退職・転職 退職の理由はWLアンバランス

ワークライフバランスに向かって

• 男女共同参画社会形成とワークライフバラン
スの同時進行の必要性

• 男女両性が仕事（社会参加）も家庭参加／地
域参加／自分つくりの時間をバランスよく運
営していくために

制度の活用を

• 制度はあるが使われない日本のワークライフ
バランス

• 高い有給休暇未消化の割合

• ワークライフバランスで家庭／地域の再生を

職場にとってのWLBのメリット 京都ワークライフバランスセンタ―

• ２０１１年１１月１４日

京都府／京都市／京都労働局／労働団体／
経営者団体の連携

地域団体や大学との連携視野に

２０１０年のマザーズジョブカフェに続き，ワー
クライフバランスセンタ―開所



働き方のモデルを職場から

• 転換が求められている日本社会

• 男女共同参画とワークライフバランスは２１世
紀日本社会の安心安全のキーポイント

ご清聴

ありがとうございました
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