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平成 26 年 8 月

内閣府から｢男女共同参画白書 平成 26 年版」が刊行されました。
今回の白書では、平成 12 年の発行以来はじめて「男性」をテーマにとりあげています。政府が掲げる
｢女性の活躍推進｣は、女性のみならず男性にも関わる問題であることから、特集では男性に焦点を置きな
がら世帯・家族、ワーク・ライフ・バランスや就業等の状況について、現状や変化が分析されています。
〈世帯の家族類型別割合の推移〉
100%

〔家族・世帯の変化〕
◇標準とされてきた｢夫婦と子供｣世帯の割合は｢単独｣世帯

単独（1,678万世帯）

80%
60%

非親族を含む（46万世帯）

に逆転(平成 12 年)され、｢夫婦のみ｣｢ひとり親｣世帯が増

3世代等（531万世帯）

加。｢3 世代等｣の世帯の割合は減少。もはや特定の家族類

女親と子供（386万世帯）

型をもって標準的な家族構成とすることはできない状況。

40%

男親と子供（66万世帯）

20%

夫婦と子供（1,444万世帯）
）

◇生涯未婚率上昇。男性 20.1％、女性 10.6％(平成 22 年)。
男性の未婚率を年齢別で非正規職員に限ると 30〜34 歳

夫婦のみ（1,024万世帯）

0%

昭和55

平成2
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（
22 (年）

）内は平成 22 年の世帯数

84.5％、35〜39 歳 70.5％と高い(平成 25 年）。

〔男性のワーク・ライフ・バランスの現状〕

〔就業状況の変化〕

・長時間労働や家事時間の短さに、変化は見られない。

・男女とも正規職員は減少。非正規職員の増加。非正規
の割合は男性 19.4％、女性は 53.9％(平成 25 年)。

・仕事と生活の調和について、
「「仕事」と「家庭生活」
をともに優先したい」と希望する男性に対し、現状

・平均勤続年数の減少。男性 13.3 年、女性 9.1 年(平成 25 年)。

は 3 分の 2 に留まっている。

・男性の 55 歳以上の労働力率は国際的にみても高い。

・育児休業取得率は、男性 1.89％（女性 83.6％）と低い

・平成 17 年〜25 年にかけて男性の給与額は減少。女性は

水準で、取得期間も約 4 割が 5 日未満（平成 24 年度）。

増加(一般労働者の男性を 100 とした場合女性は 71.3)。

〈父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業給付のイメージ〉
出産

育児休業開始

8週間

｢父親になる｣だけではなく
｢父親をする｣ことが可能な
社会が求められています。

母
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▼
出産手当金

▼

1歳2か月

▼

6か月
給付率 67％

給付率 50％

（給付率2/3）
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父

育児休業給付率は平成 26 年

給付率 67％

4 月 1 日から 50％→67％

給付率
50%

6か月
育児休業開始

〔幸福度と女性の意識〕

今後に向けて
男性の就業を取り巻く状況は大きく変化しており、

･ ｢現在幸せである｣は女性の割合が高い。妻の就業状態別

経済的な理由から女性が就業するという例が増えて

では、妻が｢自営業主・家族従業者｣の場合夫の幸福度が最

いくことが考えられます。家族類型、就業スタイル等

も高く、妻の幸福度も 4 割を超えている。妻が｢主婦｣の場

あらゆる面において変化や多様化が進み、特定のモデ

合妻の幸福度が最も高いが、夫の幸福度は低い。

ルは存在しなくなりました。個人、企業・行政等も、従

・女性の 3 分の 1 が「家庭生活」を優先したいと考えている。
・独身女性は結婚に経済的利点を感じる割合が増加。

来の考えに縛られることなく様々な施策 や制度の 検
討・実施を行うことが求められています。
参考資料：｢共同参画 7 月号｣内閣府
｢父親になる、父親をする｣岩波書店

図書紹介

女性の健康

オンナの病気を
お話ししましょ。

私たちの体は加齢とともに衰えていきますが、
井上きみどり著
集英社 2011

女性の場合は女性ホルモンと深くかかわってい
ます。日本の女性の平均寿命は 86.61 歳で、世
界一。更年期以降も長い年月を過ごします。
急激な社会の変化とともに多様化、複雑化して
いく現代女性の日常。女性であるがゆえに逃れら
れない疾患や病態に見舞われることも少なくあ

495

りません。自分の健康状態を把握することは大切
なことです。

冷え克服法

女 40 歳からの｢不調｣を感
じたら読む本

川嶋朗著
ｴｸｽﾅﾚｯｼﾞ

木村容子著
静山社 2010

495

40 歳を過ぎると何かと不
調を感じる日が多くなるのは
女性ホルモンの減少に体が慣
れようとする正常な反応。今
までの自分に戻そうと頑張る
のはやめて、ありのままの自
分と向き合おう。

子宮筋腫をはじめ女性特有
の病気について、経験者の心
の揺れも併せてマンガで解
説。産婦人科医によるコラム
もわかりやすく、病気に悩む
女性にも元気な女性にも読ん
でほしい一冊。

2010

たかが冷え、されど冷え。
冷えの症状に悩む人にとっ
ては深刻。本書では徹底的に
体を冷やさない、温めるコツ
を紹介。自ら気づき、自ら実
践することが健康の第一歩。
495

新着図書
分類

書

名

著者名

発行所

143

他人を攻撃せずにはいられない人

片田珠美

ＰＨＰ研究所

146

子どもを生きればおとなになれる

クラウディア・ブラック

アスク・ヒューマン・ケア

ハンナ・アーレント

矢野久美子

中央公論新社

304

だから日本はズレている

古市憲寿

新潮社

323

日本国憲法

「写楽」編集部

小学館

333

なぜ貧しい国はなくならないのか

大塚啓二郎

日本経済新聞出版社

366.7

小さな起業で楽しく生きる

ワーカーズ・コレクティブネットワークジャパン

ほんの木

367.1

ＯＥＣＤジェンダー白書

ＯＥＣＤ

明石書店

367.1

ジェンダー・クオータ

三浦まり、衛藤幹子

明石書店

367.1

女子の人間関係

水島広子

サンクチュアリ出版

367.21

女の子よ銃を取れ

雨宮まみ

平凡社

367.4

子づれシングルと子どもたち

神原文子

明石書店

367.7

定年が見えてきた女性たちへ

野村浩子

ＷＡＶＥ出版

379

思春期の子に、本当に手を焼いたときの処方箋３３

土井髙德

小学館

495

ＡＩＤで生まれるということ

非配偶者間人工授精で生まれた人の自助グループ

萬書房

911

たとへば君

河野裕子、永田和宏

文藝春秋

914 オ

「わたし」は「わたし」になっていく

落合恵子

東京新聞

915 ヤ

ベオグラード日誌

山崎佳代子

書肆山田

289 ハ

女性の健康と働き方
マニュアル

女性のための
漢方生活レッスン

女性の健康とメノポーズ協会編著

薬日本堂監修
主婦の友社 2011

SCICUS

2012

世界一長寿の日本女性た
ちが、生涯を通して健康に自
分らしく生きていくには、仕
事・生活・健康のバランスが
重要である。年代別女性ホル
モンレベルの変化とキャリ
アの関係を把握しませんか。

495

若さを保つ〈からだ〉の
バイブル

シルバーエイジの
健康 BOOK

マイケル・F・ロイゼン、メ
フメト・C・オズ著
ソフトバンククリエイティブ
2006

堀口雅子著
保健同人社

全米ナンバーワンの医師
による健康術。
身体の仕組み
を知ること、適切な食事、エ
クササイズの 3 点が健康を
維持するため秘訣である。

495

495

「だるい」「疲れやすい」
「手足が冷える」
「食欲がな
い」など、病気未満の状態を
改善し、予防するのを得意と
する漢方。体に良いものを食
べ、体をいたわることで自然
治癒力が高められる。

367.7 ヒ
495

2008

現代の 60 代、70 代は昔
よりも若々しく活動的であ
る。しかし肉体も精神も加齢
による不調は避けられない。
閉経後・更年期後の長い時間
をよりいきいきと、すこやか
に過ごすために。

『毎朝繰場に参るのが楽しみで夜の明け
わ

だ

和田

えい

英

るのを待ち兼ねるくらいに思いました。』
―富岡日記より―

安政 4 年(1857 年）〜昭和 4 年(1929 年)

明治 5 年、明治政府は群馬県富岡に、フランスの技術を導入して富岡製糸場を設立。当時生糸は日本の主要な輸
出品だった。富岡製糸場は、殖産興業を推進していた政府が最初に設置した模範器械製糸場であり、その規模は世
界最大級だったという。製糸技術を普及させるため全国から工女を募集し、伝習を終えた工女は出身地に戻り器械
製糸の指導者となるようにした。その年の 10 月から操業を開始したものの、外国人技師達がいたために｢油を絞ら
れる｣「血をとられる」などと噂になり、なかなか工女が集まらない。そこで政府は各府県に人数を割り当てて募
集した。この募集に応じたのが、のちに｢富岡日記｣を書く和田英(旧姓横田)である。
英は安政 4 年、信州松代の旧藩士横田数馬と亀代の次女として生まれる。明治 6 年、松代の区長をしていた数馬は
ひとりも応じるもののなかった工女に、英を率先して出すことにした。たとえ一人きりでも行きたいと思っていた英
は、祖父に「たとい女子たりとも天下の御為になることなら参るが宜しい。」と言われて大喜びする。英が行くこと
により志願者が増え、総勢 16 名となるが、その中には婚約者の姉もいた。英はこの時数え年 17 歳。3 月、富岡製糸
場に入場する。すべて真鍮でできた糸とり台に驚き、長州の工女たちが贔屓されることに怒り、ひたすら技術の習得
に努め一等工女となってうれし涙をこぼす等、｢富岡日記｣には当時の生活が生き生きと綴られている。英は明治４０
年頃に病気の母を慰めるためにこれを書いたという。明治７年７月、郷里で操業を始める民間の製糸場六工社で働く
ために帰郷する。その際、初代場長の尾高惇忠は、英に｢繰婦は兵隊に勝る｣と書いた書を渡したという。英の感激は
どれほどだったろうか。時代は富国強兵を推進していた。「御国のため」という使命を担って懸命に製糸技術を覚え
て伝えた無名の女性の記録は、100 年ののちも読み継がれ、英がレンガ造りの建物の美しさに驚いた富岡製糸場は平
成 26 年 6 月世界遺産登録となった。英はその後六工社に続き県営長野製糸場でも技術を指導する。72 歳で没。
参考資料：｢富岡日記｣みすず書房、富岡製糸場 HP ほか

にゅーすＢＯＸ
東京都 女性再就職窓口開設

老老介護 ５割超す

東京都は、東京しごとセンター（飯田橋）に女性再就
職支援窓口「女性しごと応援テラス」を 7 月 26 日から
開設した。家庭との両立を図りながら再就職を目指す女
性に、個別のキャリアカウンセリングから能力開発、職
業紹介などのサービスを提供する。
月曜日〜土曜日 開設
キッズスペース完備 無料託児室 設置

厚生労働省がまとめた平成 25 年の国民生活基礎調査
によると、介護保険法で要介護認定された人と介護する
同居人がともに 65 歳以上の高齢者である｢老老介護｣世
帯の割合が、51.2％と初めて 5 割を超えた。団塊世代の
約半数が 65 歳以上になっていることから、老老介護の世
帯は今後も増加し、同世帯の高齢化もより進むとみられ
ている。介護する人の 7 割は女性。

女性育休取得 7.3 ポイント低下
厚生労働省が発表した平成 25 年度の雇用均等基本調
査によると、女性の育児休業取得率は前年度に比べて
7.3 ポイント下がり 76.3％となった。29 人以下の小さ
な事業所に勤める女性の取得率が 14.8 ポイントと大幅
に低下し、58.6％となったことが影響しているという。
男性の取得率は 2.03％でわずかに上昇した。

子どもの貧困解消へ 12 指標
政府が公表した｢子どもの貧困対策に関する大綱｣の
原案では、貧しい家庭に育った子どもが成長後に自ら
も貧困に陥る｢貧困の世代間連鎖｣を断ち切ることを目
標に掲げる。具体的には、生活保護世帯の高校進学率、
ひとり親家庭の子どもの進学率と就職率、児童養護施
設の子どもの進学率と就職率など 12 の｢子どもの貧困
に関する指標｣を設定した。今後 5 年間、教育の支援、
生活の支援など 5 分野で具体的な取り組みを行う。子
どもの貧困率は平成 24 年に過去最悪の 16.3％だった。
また文部科学省の調査では、小中高校の児童の自殺で経
済的困難で将来を悲観した自殺(5％)がいじめ(2％)より
も多く、貧困問題が影を落としていると分析されている。

都内 待機児童最多
東京都は、保育所に入れない待機児童数（4 月 1 日現在）
が前年比 555 人増、過去最多の 8672 人になったと発表。
待機児童問題を解消するため各自治体で保育所整備を進
めたが、利用を希望する児童がさらに増え待機児童数は
減らなかった。一方保育サービスの利用者は前年より 1
万 1577 人増、過去最多の 23 万 4911 人に達した。

東京都「女性活躍推進」賞の創設
東京都は、女性が働きやすい社会を実現するために設
置された経済団体代表や教育関係者による「女性活躍推
進会議」で、女性の活躍を支援する団体を表彰する知事賞
の創設を発表。産業、医療、教育、地域の 4 分野で大賞を
決める。なお都内 2500 事業所対象の都の調査によると管理
職に占める女性の割合が 1 割に満たないことが分かった。

練馬区 郵便局で住民票の写しなど発行
7 月 1 日から練馬区内 11 カ所の郵便局で、住民
票の写しなどの証明書発行を開始した。
月曜日〜金曜日 午前 9 時から午後 4 時
委任状や第三者による申請は不可
図書･資料室利用案内

出生数 最少 102 万人、平均寿命 女性世界一
厚生労働省が発表した平成 25 年の人口動態統計
によると、出生数は過去最少の 102 万 9800 人、死
亡数は最多の 126 万 8400 人。合計特殊出生率は 1.43
で前年より 0.02 ポイント上昇。平均初婚年齢は男
性が 30.9 歳、女性が 29.3 歳。女性が第 1 子を産む
年齢も 30.4 歳といずれも過去最高で、晩婚化晩産
化の傾向が続いている。また、日本の平均寿命は男
性が初めて 80 歳代に達し、80.21 歳(世界 4 位)とな
った。女性は 86.61 歳で 2 年連続世界一だった。

女性の未婚 「自由でいたいから」
平成 26 年度版｢少子化社会対策白書｣によると晩婚化
晩産化が進んでおり、仕事と子育てを両立できる職場環
境の実現が必要だと指摘している。内閣府が昨年秋に行
った意識調査によると、若年層の未婚、晩婚化の理由つ
いて女性の回答は、｢独身の自由さや気楽さを失いたく
ないから｣(55.3％)が最も多く、男性は｢経済的余裕がな
いから｣(52.0％)が最も多かった。｢子どもを持つ場合の
条件｣については、20〜40 代の女性は｢働きながら子育て
できる職場環境｣という回答が最も多かった。

女性幹部 15 人に倍増
中央省庁の幹部人事が閣議決定し、法務、経済産業両
省で初の女性局長が誕生。外務、厚生労働両省でも女性
が局長に起用され、女性幹部はこれまでの 8 人から 15
人にほぼ倍増となった

女性支援の国連機関事務所 文京区に設置
女性の活躍を推進する国連機関｢UN Women｣の日本事
務所が、平成 27 年度に文京区の文京シビックセンタ
ー内に設置される予定となった。女性の地位向上や人
権問題を扱い、活動は日本全体を対象とする。

女性教員比率日本最低 39％
経済協力開発機構(OECD)が、平成 25 年に
34 か国・地域を対象に中学校教員の勤務や指
導の環境を調べた｢国際教員指導環境調査｣
(TALIS)によると、日本の女性校長の割合は参
加国中最も低く(6％、平均は 49.4％)、教員
に占める女性の割合は参加国の中で唯一平
均を下回っていた(39％、平均 68.1％)。

利用時間／午前 9 時〜午後 9 時 30 分

休館日／年末年始（12 月 29 日〜１月 3 日）

