
令和２年令和２年令和２年令和２年 ２月２月２月２月 ６日６日６日６日

誰もが取れる育休ノカタチ誰もが取れる育休ノカタチ誰もが取れる育休ノカタチ誰もが取れる育休ノカタチ

三重県知事 鈴木 英敬

空気を変える！空気を変える！空気を変える！空気を変える！

～みえの育児男子プロジェクト～～みえの育児男子プロジェクト～～みえの育児男子プロジェクト～～みえの育児男子プロジェクト～
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令和元年１１月令和元年１１月令和元年１１月令和元年１１月 天皇皇后両陛下天皇皇后両陛下天皇皇后両陛下天皇皇后両陛下
即位諸行事後、初めての地方への行幸啓即位諸行事後、初めての地方への行幸啓即位諸行事後、初めての地方への行幸啓即位諸行事後、初めての地方への行幸啓

オバマ大統領オバマ大統領オバマ大統領オバマ大統領



【【【【生年月日生年月日生年月日生年月日】１９７４年８月１５日生まれ（４５歳） 兵庫県出身

【【【【学学学学 歴歴歴歴】】】】１９９３年 私立灘高校卒 １９９８年 東京大学経済学部卒

【【【【経経経経 歴歴歴歴】１９９８年通商産業省入省

２００６年 第一次安倍内閣時に官邸スタッフ

２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年 三重県知事就任（当時３６歳）三重県知事就任（当時３６歳）三重県知事就任（当時３６歳）三重県知事就任（当時３６歳）

２０１５２０１５２０１５２０１５年年年年･１９･１９･１９･１９年年年年 三重県知事再選三重県知事再選三重県知事再選三重県知事再選（（（（現在現在現在現在 ３３３３期目期目期目期目））））

【【【【家家家家 族族族族】】】】 妻 （武田美保：シンクロナイズドスイミング五輪メダリスト） 一男一女

育児休暇取得育児休暇取得育児休暇取得育児休暇取得（第一子第一子第一子第一子、、、、第二子とも取得第二子とも取得第二子とも取得第二子とも取得したのは現職知事で初めて現職知事で初めて現職知事で初めて現職知事で初めて））））

【【【【そそそその他の他の他の他】】】】・全国知事会全国知事会全国知事会全国知事会 地方創生対策本部地方創生対策本部地方創生対策本部地方創生対策本部 本部長本部長本部長本部長 （2019年9月～）

危機危機危機危機管理・防災特別委員会管理・防災特別委員会管理・防災特別委員会管理・防災特別委員会 委員長委員長委員長委員長（2016年10月～2019年9月）

・内内内内 閣閣閣閣 府府府府 少少少少 子子子子 化化化化 危危危危 機機機機 突突突突 破破破破 タスクフォースタスクフォースタスクフォースタスクフォース 委員委員委員委員（2013年３月～2014年9月）

・経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省 産業構造審議会２０５０経済社会構造部会産業構造審議会２０５０経済社会構造部会産業構造審議会２０５０経済社会構造部会産業構造審議会２０５０経済社会構造部会 委員委員委員委員（2018年９月～） ほか多数

・子ども子ども子ども子どもの家庭養育推進官民協議会の家庭養育推進官民協議会の家庭養育推進官民協議会の家庭養育推進官民協議会 会長会長会長会長（2016年４月～）

・全国全国全国全国海女文化保存・振興会議海女文化保存・振興会議海女文化保存・振興会議海女文化保存・振興会議 会長会長会長会長（2014年１月～）

・日本日本日本日本忍者協議会忍者協議会忍者協議会忍者協議会 会長会長会長会長（2015年10月～） ほか多数

・イクメンイクメンイクメンイクメン オブオブオブオブ ザザザザ イヤーイヤーイヤーイヤー ２０１５２０１５２０１５２０１５ 受賞（2015年10月）

・絵本絵本絵本絵本『『『『「パパ」はどうしてパパなの？「パパ」はどうしてパパなの？「パパ」はどうしてパパなの？「パパ」はどうしてパパなの？』』』』出版出版出版出版（2016年５月）

・ベスト・ファーザーベスト・ファーザーベスト・ファーザーベスト・ファーザー イエローリボン賞イエローリボン賞イエローリボン賞イエローリボン賞 受賞（2016年６月）

・2014年度世界経済フォーラム世界経済フォーラム世界経済フォーラム世界経済フォーラム ヤング・ヤング・ヤング・ヤング・グローバルグローバルグローバルグローバル・リーダーズ・リーダーズ・リーダーズ・リーダーズ選出

自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介
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（就任時）（就任時）（就任時）（就任時）歴代２番目の若さ歴代２番目の若さ歴代２番目の若さ歴代２番目の若さ

（現在も）北海道、大阪府に（現在も）北海道、大阪府に（現在も）北海道、大阪府に（現在も）北海道、大阪府に

次いで次いで次いで次いで ３番目に若い３番目に若い３番目に若い３番目に若い

森森森森 内閣府内閣府内閣府内閣府特命担当特命担当特命担当特命担当大臣大臣大臣大臣
（（（（少子化少子化少子化少子化対策対策対策対策 当時）当時）当時）当時）に次世代育成
支援施策の充実に関する提言

（2013年８月）



日本テレビ日本テレビ日本テレビ日本テレビ長寿バラエティー番組長寿バラエティー番組長寿バラエティー番組長寿バラエティー番組「深イイ話」「深イイ話」「深イイ話」「深イイ話」にににに家族家族家族家族でででで出演出演出演出演

妻（武田美保）の３足のわらじ妻（武田美保）の３足のわらじ妻（武田美保）の３足のわらじ妻（武田美保）の３足のわらじ深イイ？？？深イイ？？？深イイ？？？深イイ？？？

挙式から１か月後、知事パパから

『官僚をやめて政治家に立候補する』

と突然言われた武田さん。

立候補することを言われても全く否定全く否定全く否定全く否定

せず、信じてついていくせず、信じてついていくせず、信じてついていくせず、信じてついていくことを決めた

「知事の妻」「知事の妻」「知事の妻」「知事の妻」 「２児の母」「２児の母」「２児の母」「２児の母」 「仕事」「仕事」「仕事」「仕事」

妻の支えを得て知事になったパパも
「彼女の人生の大半が日の丸背負って
多くの人に支えてもらって
“子育てだけやっとけ”“子育てだけやっとけ”“子育てだけやっとけ”“子育てだけやっとけ” とかそんなのとかそんなのとかそんなのとかそんなの
もったいないもったいないもったいないもったいないですよね。」
オリンピアンとしての活動を全力で
応援

全てのトータルで今、かみ合って全てのトータルで今、かみ合って全てのトータルで今、かみ合って全てのトータルで今、かみ合って

すごいありがたいすごいありがたいすごいありがたいすごいありがたい。。。。

幸せだなって思います幸せだなって思います幸せだなって思います幸せだなって思います

何事も“できない”から入るのではなく、何事も“できない”から入るのではなく、何事も“できない”から入るのではなく、何事も“できない”から入るのではなく、
“できる”方法を考えてきたから“できる”方法を考えてきたから“できる”方法を考えてきたから“できる”方法を考えてきたから

実は、皆さんから一番反響が大きかったのは・・・実は、皆さんから一番反響が大きかったのは・・・実は、皆さんから一番反響が大きかったのは・・・実は、皆さんから一番反響が大きかったのは・・・

長女（３歳）ロックダンサー？長男（小１）ケンちゃんカルタ 県１位

ゲスト全員から「深イイ」の判定をいただきました
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１ 三重は男性の育児参画 先進県

（空気を変える！ ～三重の育児男子プロジェクト）

２ 隗より始めよ！ 三重県庁の取組

３ 首長や国会議員の育休取得について
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三重は男性の育児参画三重は男性の育児参画三重は男性の育児参画三重は男性の育児参画 先進県！先進県！先進県！先進県！

総務省「社会生活基本調査」総務省「社会生活基本調査」総務省「社会生活基本調査」総務省「社会生活基本調査」

＋＋＋＋18181818分！分！分！分！

合計特殊出生率合計特殊出生率合計特殊出生率合計特殊出生率

上昇幅が上昇幅が上昇幅が上昇幅が

全国全国全国全国１１１１位！位！位！位！

男性の育児時間男性の育児時間男性の育児時間男性の育児時間

三重県の平成30年の

合計特殊出生率は1.54で、

前年からの伸び幅前年からの伸び幅前年からの伸び幅前年からの伸び幅0.050.050.050.05は全国１位！は全国１位！は全国１位！は全国１位！

６歳未満の子どもがいる夫婦の

夫の育児時間は、５年間で全国平均５年間で全国平均５年間で全国平均５年間で全国平均
を上回り１０位にランクアップを上回り１０位にランクアップを上回り１０位にランクアップを上回り１０位にランクアップ



みえの育児男子プロジェクトみえの育児男子プロジェクトみえの育児男子プロジェクトみえの育児男子プロジェクト
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空気を変える空気を変える空気を変える空気を変える ～～～～ みえの育児男子プロジェクトみえの育児男子プロジェクトみえの育児男子プロジェクトみえの育児男子プロジェクト

男性の育児参画についての考え方男性の育児参画についての考え方男性の育児参画についての考え方男性の育児参画についての考え方

めざす姿めざす姿めざす姿めざす姿

職場や地域社会の中で、男性の育児参画が大切男性の育児参画が大切男性の育児参画が大切男性の育児参画が大切であるという

考え方が広まる

子育てに男性が積極的にかかわることにより子ども子ども子ども子どもの生き抜いていくの生き抜いていくの生き抜いていくの生き抜いていく力力力力がががが育まれている育まれている育まれている育まれている

男性の家事・育児参加時間が
長いと、第第第第2子以降の出生割子以降の出生割子以降の出生割子以降の出生割

合が増える合が増える合が増える合が増えるという調査結果

57.8 57.8 57.8 57.8 

64.264.264.264.2

33.2 33.2 33.2 33.2 

20.720.720.720.7

0.9 

1.6

18歳～39歳
※２

高校2年生
※1

父親も母親と育児を分担して、

積極的に参加すべき
父親は時間の許す範囲内
で、育児をすればよい

父親は外で働

き、母親が育児
に専念すべき

高校生は高校生は高校生は高校生は「「「「父親も父親も父親も父親も積極的積極的積極的積極的
に育児に参加すべき」に育児に参加すべき」に育児に参加すべき」に育児に参加すべき」がががが
６６６６割超割超割超割超

20代、代、代、代、30代も代も代も代も５割超５割超５割超５割超

○○○○普及・啓発普及・啓発普及・啓発普及・啓発

・ファザー・オブ・ザ・イヤー・ファザー・オブ・ザ・イヤー・ファザー・オブ・ザ・イヤー・ファザー・オブ・ザ・イヤーinみえみえみえみえ

・みえの育児男子・みえの育児男子・みえの育児男子・みえの育児男子HANDBOOK ななななどどどど

※１三重県子ども条例に基づく調査・子ども調査（H30） ※２結婚や妊娠・出産、子育てに関する県民意識調査（H29）

厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省

21世紀成年者縦断調査世紀成年者縦断調査世紀成年者縦断調査世紀成年者縦断調査

○イクボスの推進○イクボスの推進○イクボスの推進○イクボスの推進
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みえの育児男子プロジェクトみえの育児男子プロジェクトみえの育児男子プロジェクトみえの育児男子プロジェクト ～～～～ イクボスの推進イクボスの推進イクボスの推進イクボスの推進

みえのイクボス同盟みえのイクボス同盟みえのイクボス同盟みえのイクボス同盟

平成２８年４月 発足

６６６６２２２２３３３３企業・団体が加盟（R２年１月現在）

みえのイクボス伝道師の養成みえのイクボス伝道師の養成みえのイクボス伝道師の養成みえのイクボス伝道師の養成

イクボスに対する正しい認識や適切
な助言ができる人材。

社会保険労務士やコンサルタント、
銀行員など２７名を育成。

第１回イクボス自治体ランキング第１回イクボス自治体ランキング第１回イクボス自治体ランキング第１回イクボス自治体ランキング

（評価ポイント）

★ 男性の育児参画の推進男性の育児参画の推進男性の育児参画の推進男性の育児参画の推進
★ 女性活躍の推進女性活躍の推進女性活躍の推進女性活躍の推進
★ ダイバーシティ社会の推進ダイバーシティ社会の推進ダイバーシティ社会の推進ダイバーシティ社会の推進
★★★★ 事業主（三重県庁）としての取組事業主（三重県庁）としての取組事業主（三重県庁）としての取組事業主（三重県庁）としての取組

・全所属長によるイクボス宣言・全所属長によるイクボス宣言・全所属長によるイクボス宣言・全所属長によるイクボス宣言
・時間外勤務削減の・時間外勤務削減の・時間外勤務削減の・時間外勤務削減の取組取組取組取組
・男性の育児休業取得率ＵＰ・男性の育児休業取得率ＵＰ・男性の育児休業取得率ＵＰ・男性の育児休業取得率ＵＰ ↑↑↑↑ 等等等等

（ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン調査）
加盟企業等数加盟企業等数加盟企業等数加盟企業等数

全国１位全国１位全国１位全国１位※※※※

※NPO法人ファザーリング・

ジャパンHPより



大いに感じ大いに感じ大いに感じ大いに感じ

るるるる

13.0 13 .0 13 .0 13 .0 

やや感じるやや感じるやや感じるやや感じる

33.8 33 .8 33 .8 33 .8 
あまり感じあまり感じあまり感じあまり感じ

ないないないない

37.6 37 .6 37 .6 37 .6 

全く感じな全く感じな全く感じな全く感じな

いいいい

11.3 11 .3 11 .3 11 .3 

不明不明不明不明

4.3 4 .3 4 .3 4 .3 

全体(n=1,482)

『『『『感じる感じる感じる感じる』』』』

『『『『感じない感じない感じない感じない』』』』
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みえの育児男子プロジェクトみえの育児男子プロジェクトみえの育児男子プロジェクトみえの育児男子プロジェクト ～～～～ イクボスの推進イクボスの推進イクボスの推進イクボスの推進

部下部下部下部下の家庭と仕事の両立を応援し、成果を出しつつ自らも仕事と私生活を楽しむ上司の家庭と仕事の両立を応援し、成果を出しつつ自らも仕事と私生活を楽しむ上司の家庭と仕事の両立を応援し、成果を出しつつ自らも仕事と私生活を楽しむ上司の家庭と仕事の両立を応援し、成果を出しつつ自らも仕事と私生活を楽しむ上司

＝＝＝＝「イクボス」「イクボス」「イクボス」「イクボス」の普及・促進の普及・促進の普及・促進の普及・促進

★★★★従業員従業員従業員従業員が育児や介護等のが育児や介護等のが育児や介護等のが育児や介護等の休暇を利用しやすい風土か休暇を利用しやすい風土か休暇を利用しやすい風土か休暇を利用しやすい風土か

『『『『制度制度制度制度』』』』はあるがはあるがはあるがはあるが
『『『『風土風土風土風土』』』』がないがないがないがない

みえの労使協働による仕事と結婚・子育て等のみえの労使協働による仕事と結婚・子育て等のみえの労使協働による仕事と結婚・子育て等のみえの労使協働による仕事と結婚・子育て等の

両立促進に関する調査（両立促進に関する調査（両立促進に関する調査（両立促進に関する調査（H29H29H29H29）

『『『『風土風土風土風土』』』』を変えるを変えるを変えるを変える

イクボスが必要イクボスが必要イクボスが必要イクボスが必要

イクボス宣言イクボス宣言イクボス宣言イクボス宣言（（（（2015年年年年3月月月月））））

都道府県知事として都道府県知事として都道府県知事として都道府県知事として2番目番目番目番目

働き方改革キックオフセミナー働き方改革キックオフセミナー働き方改革キックオフセミナー働き方改革キックオフセミナー
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みえの育児男子プロジェクトみえの育児男子プロジェクトみえの育児男子プロジェクトみえの育児男子プロジェクト ～～～～ファザー・オブ・ザ・イヤーファザー・オブ・ザ・イヤーファザー・オブ・ザ・イヤーファザー・オブ・ザ・イヤーininininみえみえみえみえ

これまでの受賞例これまでの受賞例これまでの受賞例これまでの受賞例

受賞受賞受賞受賞事例の発信事例の発信事例の発信事例の発信

ステキステキステキステキな育児をしている男性や、職場で男性の育児参画などを応援するイクボスなどな育児をしている男性や、職場で男性の育児参画などを応援するイクボスなどな育児をしている男性や、職場で男性の育児参画などを応援するイクボスなどな育児をしている男性や、職場で男性の育児参画などを応援するイクボスなど、、、、

男性男性男性男性の育児参画に関わるの育児参画に関わるの育児参画に関わるの育児参画に関わるエピソードや写真を募集・表彰（エピソードや写真を募集・表彰（エピソードや写真を募集・表彰（エピソードや写真を募集・表彰（H２６～）２６～）２６～）２６～）

第４回第４回第４回第４回 大賞（パパの育休部門）大賞（パパの育休部門）大賞（パパの育休部門）大賞（パパの育休部門）

・県外から転勤で、出産時に上の子の育児をできる人がいなく、６か月の育児休業６か月の育児休業６か月の育児休業６か月の育児休業を取得。
・復帰後も、自分のペースではできない育児の経験を活かし、仕事の効率を上げ、

工夫して時間を生み出すことに取り組む。

・タブレット端末の貸与や職場訪問デーなど、職場も育休をバックアップ

大庭大庭大庭大庭 正寛さん正寛さん正寛さん正寛さん

第３回第３回第３回第３回 大賞（イクボスさん、いらっしゃい！部門）大賞（イクボスさん、いらっしゃい！部門）大賞（イクボスさん、いらっしゃい！部門）大賞（イクボスさん、いらっしゃい！部門）

・有給休暇とは別に育児や介護に使える「ファミリー時間休暇」制度を実施

・子どもの送迎や行事参加など１時間単位で利用可能

・自らも子育て中であり、経験に基づき創設。

（株）中部システムセンター代表取締役社長（株）中部システムセンター代表取締役社長（株）中部システムセンター代表取締役社長（株）中部システムセンター代表取締役社長 田中田中田中田中 裕司さん裕司さん裕司さん裕司さん

事例集

表彰式 企業との連携企業との連携企業との連携企業との連携

「料理」をテーマに味の素㈱と連携

「パパの料理部門」や「食」の写真を募集
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みえの育児男子プロジェクトみえの育児男子プロジェクトみえの育児男子プロジェクトみえの育児男子プロジェクト ～～～～ 知事トーク知事トーク知事トーク知事トーク

サンキュー育休トークサンキュー育休トークサンキュー育休トークサンキュー育休トーク イクボス推進トークイクボス推進トークイクボス推進トークイクボス推進トーク

従業員や管理職の皆さんと知事が男性の育児参画の促進に向けて意見交換従業員や管理職の皆さんと知事が男性の育児参画の促進に向けて意見交換従業員や管理職の皆さんと知事が男性の育児参画の促進に向けて意見交換従業員や管理職の皆さんと知事が男性の育児参画の促進に向けて意見交換

実際に育休をとった従業員の皆さん育休をとった従業員の皆さん育休をとった従業員の皆さん育休をとった従業員の皆さんと意見交換

住友電装㈱

百五銀行㈱

イクボスイクボスイクボスイクボスの皆さんと意見交換
㈱マスヤグループ

イオン㈱

イクボスの皆さんと
みえの育児男子トークみえの育児男子トークみえの育児男子トークみえの育児男子トーク

県内企業に勤務する子育て中の男性子育て中の男性子育て中の男性子育て中の男性と意見交換

井村屋グループ（株）

（株）東芝四日市工場

このほかにも多数の企業
で意見交換を実施！
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みえの育児男子プロジェクトみえの育児男子プロジェクトみえの育児男子プロジェクトみえの育児男子プロジェクト ～～～～ 普及・啓発普及・啓発普及・啓発普及・啓発

啓発冊子啓発冊子啓発冊子啓発冊子

企業等と連携したイベント企業等と連携したイベント企業等と連携したイベント企業等と連携したイベント

啓発冊子の作成・配布、企業や団体と連携したイベントなど普及・啓発を実施啓発冊子の作成・配布、企業や団体と連携したイベントなど普及・啓発を実施啓発冊子の作成・配布、企業や団体と連携したイベントなど普及・啓発を実施啓発冊子の作成・配布、企業や団体と連携したイベントなど普及・啓発を実施

みえの育児男子HANDHANDHANDHAND BOOK BOOK BOOK BOOK サンキュー育休HANDHANDHANDHAND BOOK BOOK BOOK BOOK イクボスのススメ

東邦液化ガス㈱と連携

パパのかんたん家事講座

父子アウトドア料理教室 父の日トークショー

味の素㈱
青川峡キャンピングパーク

と連携

育休取得者の声育休取得者の声育休取得者の声育休取得者の声を
多数掲載

県内の育児男子が育児男子が育児男子が育児男子が
編集に参加！編集に参加！編集に参加！編集に参加！
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１ 三重は男性の育児参画 先進県

（空気を変える！ ～三重の育児男子プロジェクト）

２ 隗より始めよ！ 三重県庁の取組

３ 首長や国会議員の育休取得について



隗隗隗隗（かい）（かい）（かい）（かい）より始めよ！～三重県庁の取組より始めよ！～三重県庁の取組より始めよ！～三重県庁の取組より始めよ！～三重県庁の取組

13

男性職員の男性職員の男性職員の男性職員の育児休業育児休業育児休業育児休業取得率取得率取得率取得率

過去最高過去最高過去最高過去最高をををを
更新中！更新中！更新中！更新中！

３年連続９０％３年連続９０％３年連続９０％３年連続９０％超超超超
他の休暇（家族看護休暇等）

を含めるとほぼほぼほぼほぼ100100100100%%%%

男性の男性の男性の男性の育児参加休暇育児参加休暇育児参加休暇育児参加休暇取得率取得率取得率取得率

平成３０年度男性職員育休業所得率平成３０年度男性職員育休業所得率平成３０年度男性職員育休業所得率平成３０年度男性職員育休業所得率 全国１位全国１位全国１位全国１位 （（（（総務省総務省総務省総務省調査調査調査調査））））

※※※※教育委員会、警察部門を含めても全国１位教育委員会、警察部門を含めても全国１位教育委員会、警察部門を含めても全国１位教育委員会、警察部門を含めても全国１位



③ワーク・ライフ・マネジメント

の推進に向けた人員配置

部下の両立支援の姿勢を評価
全部局長もイクボス宣言！

三重県庁三重県庁三重県庁三重県庁 男性職員の男性職員の男性職員の男性職員の育休育休育休育休取得率取得率取得率取得率 全国全国全国全国１１１１位！位！位！位！～４つの秘訣～４つの秘訣～４つの秘訣～４つの秘訣

三重県庁三重県庁三重県庁三重県庁 ４４４４つのつのつのつの秘訣秘訣秘訣秘訣

14

「必要なときに、必要なだけ、安心して」「必要なときに、必要なだけ、安心して」「必要なときに、必要なだけ、安心して」「必要なときに、必要なだけ、安心して」
育児のための休暇・休業を取得できる職場環境に！育児のための休暇・休業を取得できる職場環境に！育児のための休暇・休業を取得できる職場環境に！育児のための休暇・休業を取得できる職場環境に！

①トップの率先垂範

（知事自身の育休取得）

②管理職の目標設定

とコミットメント

④現場で浸透させるツール

（育児参画計画書）



現場で浸透させる仕組み（三重県庁のツール）現場で浸透させる仕組み（三重県庁のツール）現場で浸透させる仕組み（三重県庁のツール）現場で浸透させる仕組み（三重県庁のツール）

15

子どもが産まれてからの子どもが産まれてからの子どもが産まれてからの子どもが産まれてからの 時間時間時間時間
の流れの流れの流れの流れやややや経過経過経過経過などをなどをなどをなどを可視化可視化可視化可視化すすすす
る良いきっかけになったる良いきっかけになったる良いきっかけになったる良いきっかけになった

県では、中央労使協働委員会を設け、労使双方の納得のもと、労使双方の納得のもと、労使双方の納得のもと、労使双方の納得のもと、職員が意欲的
に働くことができる職場づくりに取り組み

労使が話し合って

コミュニケーションツールを作成！

育児参画計画書育児参画計画書育児参画計画書育児参画計画書

職員からの職員からの職員からの職員からの声声声声

県庁こども参県庁こども参県庁こども参県庁こども参観観観観

（（（（ＨＨＨＨ２６～）２６～）２６～）２６～）
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男性育休１００％宣言男性育休１００％宣言男性育休１００％宣言男性育休１００％宣言
「男性育休１００％「男性育休１００％「男性育休１００％「男性育休１００％宣言宣言宣言宣言」（株式」（株式」（株式」（株式会社ワーク・ライフライフバランスが会社ワーク・ライフライフバランスが会社ワーク・ライフライフバランスが会社ワーク・ライフライフバランスが提唱）に提唱）に提唱）に提唱）に

自治体の首長として初めて賛同！自治体の首長として初めて賛同！自治体の首長として初めて賛同！自治体の首長として初めて賛同！（令和２年１月２３日）（令和２年１月２３日）（令和２年１月２３日）（令和２年１月２３日）

県庁内の男性職員の

「育児のための休暇・休業の取得」が

１００％となることをめざす

県内の企業等においても

男性従業員の育休取得１００％を

めざす取組が進むよう働きかける

県内企業等に向けた取組県内企業等に向けた取組県内企業等に向けた取組県内企業等に向けた取組

県県県県庁内での取組庁内での取組庁内での取組庁内での取組
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１ 三重は男性の育児参画 先進県

（空気を変える！ ～三重の育児男子プロジェクト）

２ 隗より始めよ！ 三重県庁の取組

３ 首長や国会議員の育休取得について



首長や国会議員の「育休」
＝育児休暇っぽいもの

18

「育休」について議論する前に・・・「育休」について議論する前に・・・「育休」について議論する前に・・・「育休」について議論する前に・・・

議論議論議論議論する時にする時にする時にする時に注注注注意すべき意すべき意すべき意すべき２２２２つのつのつのつのポポポポイントイントイントイント

首長や国会議員は首長や国会議員は首長や国会議員は首長や国会議員は特別職公務員特別職公務員特別職公務員特別職公務員
なのでなのでなのでなので勤務時間も休暇制度もなし勤務時間も休暇制度もなし勤務時間も休暇制度もなし勤務時間も休暇制度もなし

「育休」「育休」「育休」「育休」＝＝＝＝「育児休業」「育児休業」「育児休業」「育児休業」？？？？or 「育児休暇」「育児休暇」「育児休暇」「育児休暇」？？？？

「育児休業」と「育児休暇」
は 似て非なるもの！

「育児休業」･･･「育児・介護休業法」に基づく制度

「育児休暇」･･･日単位や短い時間で育児目的の

休暇を取得できる独自の制度

「育休」＝何日も連続して公務を休む？？
皆さん、皆さん、皆さん、皆さん、誤解誤解誤解誤解していましていましていましていませせせせんか？んか？んか？んか？

私の「育児休暇っ私の「育児休暇っ私の「育児休暇っ私の「育児休暇っぽぽぽぽい」ものい」ものい」ものい」もの

取得した取得した取得した取得した３３３３つのつのつのつの動動動動機機機機

【１人目】細分化して取得（計３．５日計３．５日計３．５日計３．５日）

【２人目】細分化して取得（計５．０日計５．０日計５．０日計５．０日）
上の子の幼稚園入園と重なった
ことから、３月から７月までの
３か月、３か月、３か月、３か月、出勤時間出勤時間出勤時間出勤時間を３０分を３０分を３０分を３０分遅らせた遅らせた遅らせた遅らせた

知事が取ってくれたら知事が取ってくれたら知事が取ってくれたら知事が取ってくれたら社会社会社会社会が変わる！が変わる！が変わる！が変わる！

妻と妻と妻と妻と話話話話し合いし合いし合いし合い 『『『『下の子の下の子の下の子の下の子の夜泣夜泣夜泣夜泣きやきやきやきや

授乳授乳授乳授乳ももももああああって、って、って、って、朝朝朝朝が大変が大変が大変が大変』』』』

①①①①家家家家族族族族のことのことのことのこと

・そもそも私は子どもが大好き！

・子育てばかりに縛られず、オリンピアン

の妻に輝き続けてほしい

②リ②リ②リ②リーーーーダダダダーの仕事として「ーの仕事として「ーの仕事として「ーの仕事として「空気空気空気空気を変える」を変える」を変える」を変える」

③③③③特に特に特に特に女女女女性職員の性職員の性職員の性職員の後押後押後押後押しししし



小泉大臣からの相談小泉大臣からの相談小泉大臣からの相談小泉大臣からの相談

（（（（R1.12)育児男子レジ育児男子レジ育児男子レジ育児男子レジ
かごバッグの贈呈かごバッグの贈呈かごバッグの贈呈かごバッグの贈呈

①公務に支障をきたさない①公務に支障をきたさない①公務に支障をきたさない①公務に支障をきたさない

②危機②危機②危機②危機管理管理管理管理は万全は万全は万全は万全

③妻の不安払しょく③妻の不安払しょく③妻の不安払しょく③妻の不安払しょく

私の育休３原則私の育休３原則私の育休３原則私の育休３原則

☎大臣就任時（Ｒ１．９）のほか、お会いする度に意見交換しています

「環境整備」と「育休取得」を発表！「環境整備」と「育休取得」を発表！「環境整備」と「育休取得」を発表！「環境整備」と「育休取得」を発表！

１月１５日

待望の第１子誕生！「お・め・で・と・う」待望の第１子誕生！「お・め・で・と・う」待望の第１子誕生！「お・め・で・と・う」待望の第１子誕生！「お・め・で・と・う」

１月１７日

19
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まとめ・・・首長や国会議員の「育休」取得についてまとめ・・・首長や国会議員の「育休」取得についてまとめ・・・首長や国会議員の「育休」取得についてまとめ・・・首長や国会議員の「育休」取得について

首長や国会議員等は首長や国会議員等は首長や国会議員等は首長や国会議員等は「育児休暇っぽいもの」は取得した方がよい「育児休暇っぽいもの」は取得した方がよい「育児休暇っぽいもの」は取得した方がよい「育児休暇っぽいもの」は取得した方がよい

＝公務に支障をきたさず、危機管理を万全にするという範囲の中で、＝公務に支障をきたさず、危機管理を万全にするという範囲の中で、＝公務に支障をきたさず、危機管理を万全にするという範囲の中で、＝公務に支障をきたさず、危機管理を万全にするという範囲の中で、
柔軟に育児のために時間を空ける柔軟に育児のために時間を空ける柔軟に育児のために時間を空ける柔軟に育児のために時間を空ける。。。。

批判は必ず起きる批判は必ず起きる批判は必ず起きる批判は必ず起きる

○短かったら「短い」、○短かったら「短い」、○短かったら「短い」、○短かったら「短い」、
○○○○長かったら「長い」、長かったら「長い」、長かったら「長い」、長かったら「長い」、
○「そんなもの育休と呼ばない」○「そんなもの育休と呼ばない」○「そんなもの育休と呼ばない」○「そんなもの育休と呼ばない」

など、どんな取り方をしても色々言われなど、どんな取り方をしても色々言われなど、どんな取り方をしても色々言われなど、どんな取り方をしても色々言われ
る。る。る。る。

大切なのは、大切なのは、大切なのは、大切なのは、

・「育休」の後も、きちんと育児参画をすること・「育休」の後も、きちんと育児参画をすること・「育休」の後も、きちんと育児参画をすること・「育休」の後も、きちんと育児参画をすること

・社会変革のために、きちんと行動すること・社会変革のために、きちんと行動すること・社会変革のために、きちんと行動すること・社会変革のために、きちんと行動すること

価値観は押し付けない！価値観は押し付けない！価値観は押し付けない！価値観は押し付けない！

育児休業を育児休業を育児休業を育児休業を取る取らないは取る取らないは取る取らないは取る取らないは、、、、
当事者の判断が最優先されるべき。当事者の判断が最優先されるべき。当事者の判断が最優先されるべき。当事者の判断が最優先されるべき。

（１（１（１（１））））子どもの最子どもの最子どもの最子どもの最善善善善のののの利益利益利益利益をををを尊尊尊尊重する重する重する重する

（２（２（２（２）「家）「家）「家）「家族族族族」」」」形形形形成は成は成は成は当当当当事事事事者者者者のののの判断判断判断判断がががが

最最最最優先優先優先優先されるされるされるされる

（（（（３）３）３）３）人人人人や企業、や企業、や企業、や企業、地域社会地域社会地域社会地域社会のののの意意意意識識識識を変えるを変えるを変えるを変える

（（（（４４４４））））「家「家「家「家族族族族」の特性」の特性」の特性」の特性に応じてきめに応じてきめに応じてきめに応じてきめ細細細細かにかにかにかに
支支支支援する援する援する援する

（（（（５）子どもの育５）子どもの育５）子どもの育５）子どもの育ちちちち、子育て家庭を、子育て家庭を、子育て家庭を、子育て家庭を
地域社会地域社会地域社会地域社会でででで支支支支えるえるえるえる

三重県の少子化三重県の少子化三重県の少子化三重県の少子化対策対策対策対策に関するに関するに関するに関する

５５５５つのつのつのつの原則原則原則原則


