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「男性の育児休業取得促進セミナー ～経営に活かそう、男性の育児休業～」ほか 
 
《地方公共団体等の動き》 10 件 
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■□■1．コラム                     ■□■ 
働き方改革は、子ども虐待防止にもつながる 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
「カエル！ジャパン通信」にはちょっと異質かもしれませんが、虐待防止の話を書かせてい
ただきます。 
 
子ども虐待のニュースが後を絶ちません。 
 
ニュースになる子ども虐待の加害者は、内縁の夫や義理の父親、そして子どもの年齢はさま
ざま。でも、実は虐待死の 8 割が 3 歳以下の子どもたちで、加害者で一番多いのは実母で
例年 5～6 割、実父の加害は 1～3割です（※1）。 
※1：厚生労働省「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第 15 次報告)」に
よる。 

 
この数字が何を物語っているかと言うと、乳幼児期の子育てが、いかに母親に偏っているか
ということです。父親の育休取得率は 6.16％（※2）、世界的に見ても乳幼児期の家事育児
時間は、日本の場合「ワンオペ育児」と言われるように母親への比重がとても大きくなって
います。 
※2：厚生労働省「平成 30 年度雇用均等基本調査（確報）」による。 

 
父親不在の中、日々の子育てに疲れ、子どもに思わず手を挙げてしまう。それがエスカレー



トして、子どもの体や心を傷つけてしまっているケースもあるのです。また、日本の父親は
家事育児にあまり参加していないというケースが多くみられ、その割合からしてみると、加
害の 1～3 割を父親が占めているというのはとても大きな数値です。これも仕事などのスト
レスの爆発が、子ども（虐待）やパートナー（DV）に向かってしまっている要因の一つに
なっているとみることができます。 
 
北欧では「家族と夕食を食べ楽しく過ごすために、残業せずに早く帰る」と聞きました。夫
婦で家事育児をシェアし、家族とコミュニケーションを楽しむことは、虐待防止になるばか
りか、子どもの成長発達にも大変良い効果をもたらします。 
 
令和 2 年は、笑顔があふれる家族（私）でいるために、どんなふうに生き、どんなふうに働
くかを、ぜひ自分軸で考えてみませんか。 
 
子ども虐待防止「オレンジリボン運動」 
http://www.orangeribbon.jp/ 
 
＜プロフィール＞ 
NPO 法人ファザーリング・ジャパン理事 
子育てアドバイザー/キャリアコンサルタント 
高祖常子（こうそときこ） 
 
資格は保育士、幼稚園教諭 2種ほか。認定NPO 法人児童虐待防止全国ネットワーク理事ほ
か、各 NPO の理事や行政の委員などを務める。子育て支援を中心とした編集・執筆ほか、
全国で講演を行っている。著書は『こんなときどうしたらいいの？感情的にならない子育て』
（かんき出版）ほか。3児の母。 
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■□■ 2．最新情報                     ■□■ 
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《お知らせ》 
 
【内閣府】 
「ダイバーシティ・マネジメントセミナー（大阪会場）」申込受付中！（経団連共催） 
→本セミナーでは、「ダイバーシティマネジメント for SDGs～投資家の視点もふまえて
～」をテーマとし、先進企業の経営者からダイバーシティに関する問題意識や取組、成果、



今後の課題等について話を聞くとともに、企業・投資家からの事例紹介を通じて、企業にお
けるダイバーシティ推進への理解を深めます。皆さまの御参加をお待ちしております。 
 
大阪会場：令和 2年 2月 10 日（月）14:00～15:30 リーガロイヤルホテル大阪 2 階ペリド
ット 
※事前申込制、参加費無料 
詳細・申込はこちらから 
http://wwwa.cao.go.jp/wlb/event/meeting.html 

 
 
【厚生労働省】 
「男性の育児休業取得促進セミナー ～経営に活かそう、男性の育児休業～」  
→男性の育児休業取得のメリットや企業の取組事例などを紹介するセミナーを実施します。
企業の人事労務担当の方が社内研修にも使用できる資料を使い、育休取得のポイントを分
かりやすく解説します。 
https://www.tokiorisk.co.jp/seminar/2019/ikumen2019.html 
 
□広島県 
日時 令和 2年 2 月 13 日(木) 14:00～16:00   
会場 RCC 文化センター 7階 702 号室／定員：100 名／参加料：無料 
 
 
《地方公共団体の動き》 
 
【北海道】 
働き方改革支援員によるハンズオン支援について 
→企業からの要請に応じて、働き方改革に関する専門的知識や経験を有する専門家を「働
き方改革支援員」として派遣し、道内中小企業の働き方改革の取組を支援します。 
対象：常時雇用する従業員が 300 人以下の道内に事業所を有する企業／派遣料：無料／派
遣回数：取組の状況や内容に応じて最大 3回まで派遣 
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/shien.htm 
 
【茨城県】 
「時代を踏まえて起業しよう！」～“いま”にマッチしたビジネスとは？ 
→多様な働き方が求められている“いま”、女性やシニアの活躍、外国人の雇用、さらには AI・
IoT の導入等を視野に入れた新たなビジネスや起業スタイルについて一緒に考えてみませ
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んか。 
日時・場所：令和 2 年 2 月 21 日（金）13 時 30 分～15 時 30 分 女性プラザ男女共同参画
支援室／対象：県在住又は在勤の方／定員：30 名（先着順）／参加費：無料／申込方法：
電話又は FAX 
http://www.pref.ibaraki.jp/bugai/josei/danjo/documents/challenge4.pdf 
 
【栃木県】 
就職活動準備講座 in佐野市 
→現在職に就いていない女性や高齢者等の方を対象に、就職活動のきっかけとなるような
セミナーや相談会などを実施します。 
日時・場所：令和 2 年 2月 4日（火）10 時 30 分～12 時 佐野市役所 702 会議室／対象：女
性／定員：10 名程度／申込方法：TEL、FAX 又はメール 
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/work/koyou/koyou/jyoseikoureisyasinkisyuugyou.html 
 
【東京都】 
今、悩んでいる働く女性に～対人関係におけるストレス対処法～ 
→女性がいきいきと活躍できる社会やライフ・ワーク・バランスの実現のため、働く女性が
抱えるストレスや悩みを解消し、女性が元気に前向きに仕事を続けられることを目指した
「働く女性のメンタルヘルス講演会」を開催します。 
開催日・場所：令和 2 年 1 月 31 日（金）19 時～20 時 30 分（受付開始 18 時 30 分）東京
ウィメンズプラザ ホール／定員：200 名／参加費：無料／申込方法：WEB又は FAX にて 
http://www1.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp/seminar/tabid/374/Default.aspx 
 
【神奈川県】真鶴町・湯河原町 
男女共同参画講演会「～私らしく、自分らしく、ありのままで～」 
→落語の世界は完璧な男社会であると同時に、身分制度が非常に厳しい縦社会。そんな中で
真打にまで上り詰めた春風亭鹿の子氏の生き方を、面白く、おかしく、落語を交えながら講
演します。 
日時・場所：令和 2 年 1 月 25 日（土）14 時～15 時 30 分 真鶴町民センター3 階講堂／定
員：80 名（先着順）／参加費：無料／申込方法：TEL、FAX 又はメールにて 
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2t/kouza_event/yugawara_manazuru_2019.html 
 
【長野県】高森町 
プチ在宅ワーク座談会 
→働くかたちは「ひと」それぞれ。自宅で、自分のペースでできるお仕事をしている方との
座談会で、プチ在宅ワークについての生の声を聞いてみませんか。 
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日時・場所：令和 2 年 2 月 19 日（水）10～12 時 あったかてらす 2F／定員：12 名／参加
費：無料／問合せ・申込：TELにて 
http://nagamama.jp/takamoriseminar-5/ 
 
【愛知県】 
「女性創業セミナー」の参加者を募集します！ 
→創業を考えている女性や創業して間もない女性、創業や経営に興味のある女性を対象に
した、創業セミナーを開催します。 
日時・場所：令和 2 年 1 月 25 日（土）13 時～16 時 15 分（受付開始 12 時 30 分～）／対
象：創業を考えている女性、創業して 5 年未満の女性、創業・経営に興味のある女性／定
員：30 名／参加費：無料 
https://www.pref.aichi.jp/site/womenomics/011209.html 
 
【京都府】（主催：輝く女性応援京都会議） 
「WORK & WOMEN IN INNOVATION SUMMIT（WIT）Kyoto 
  Breakthrough！～次世代の「女性活躍」と「働き方」を京都から～」 
→各界の第一線で活躍する方々に登壇いただき、女性活躍の推進の追い風となる働き方や
実践的な取り組みを全国に発信します。この機会にぜひ「女性活躍」や「働き方」につい
て考えてみませんか。 
日時・場所：令和 2 年 1月 31 日（金）10時～17 時 京都経済センター／参加費：無料
（懇親会は別途参加費必要）※無料託児あり（１月 22 日水曜日までに要申込み）／申込
方法：ＷＩＴ専用ホームページから 
https://workwomen-summit.jp/ 
 
【香川県】 
「認め合うことで まちはもっと輝く」開催 
→社会のあらゆる分野で、性別にかかわらず個性と能力を発揮できる社会の実現に向けた
男女共同参画の推進を目的として、県の男女共同参画における課題解決活動支援事業「認め
合うことで まちはもっと輝く」を開催します。 
日時・場所：令和 2 年 1月 26 日（日）13時 30 分～16 時 30 分 ハイスタッフホール（観音
寺市民会館）小ホール／定員：330 名／参加費：無料 
https://www.pref.kagawa.lg.jp/danjo/sankaku/R1kadaikaiketsu-iimachi.html 
 
【熊本県】 
女性活躍サミット 2020 Higo ROCKa 開催 
→あらゆる分野における女性の社会参画を加速化するため、「女性活躍サミット 2020 Higo 
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ROCKa（ヒゴロッカ）」を開催します。就業の有無や職種・職位、活動分野にかかわらず、
様々な方に有意義なプログラムを御用意しています。 
日時・場所：令和 2年 1月 25 日（土）10 時～17時 20 分 ※交流会（希望者のみ）17時 30
分～ 熊本城ホール シビックホール／定員：300 名（先着順）／参加料：無料／申込方法：
WEB にて申込 
https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_29962.html 
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【編集後記】 
受験シーズンも本番に入りました。我が家にも大学受験の娘がいます。子どもたち
の体調管理はもちろん、ストレスをできるだけ軽減しベストな状態で試験に臨める
ようフォローしたいものです。そのためにはサポートをする自分たちも頭を整理し
なければいけません。まさに、ワークとライフの調整能力が試される時期だと感じ
ています。受験生を持つ保護者同士で情報交換を行いながら、なんとかこの時期を
乗り越えていきたいと思います。 
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このメールは送信専用メールアドレスから配信されております。 
このまま御返信いただいてもお答えできませんので御了承ください。 
 
配信中止・配信先変更は、こちらから 
http://wwwa.cao.go.jp/wlb/e-mailmagazine/tetsuzuki.html 
 
バックナンバーはこちらから 
http://wwwa.cao.go.jp/wlb/e-mailmagazine/backnumber/index.html 
 
このメールマガジンへの御意見・御要望はこちらから 
https://form.cao.go.jp/gender/opinion-0086.html 
 
内閣府「仕事と生活の調和」推進サイトはこちらから 
http://wwwa.cao.go.jp/wlb/ 
 


