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内閣府 男女共同参画局

       取組事例 

働く男性の意識改革や

働き方の見直しに向けて
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少子高齢化 進展 共働 世帯 増加  育児 介護    家庭生活    男性 役割 増加 

          中  働 場面      長時間勤務等 依然   根付        生活 

場面         男性  家事 育児等  参画 必   十分           

働 方 暮  方 見直  進       経営者 管理職      働 一人    意識 行動

 変革 進     必要   

     内閣府  男性 意識改革 取組 一環    主 企業等 勤務    男性 対象  

平成  年  月              開催         男性 働 方 見直  進  家事 

育児参画 促進          取組 自 取 組    男性    取 組   考    男性

  自身 職場等 意識啓発 働 方 見直  先導         目的 開催       

  取組集      受講後  実際 各職場等 活動     取組 取          男

性 意識改革 働 方 見直  進              活用       考      

            概要
 平成   年   月    日開催  参加  日   

 講演

萩原  子氏 立教大学大学院  世紀社会    研究科 教授   数字   若手男性     

            題  登壇   諸外国                考 方 取組紹介 

後 日本                 関      男性 労働時間 家事育児関連時間    

 自身 経験談   踏    働 方 現状 課題    説明         

          

講演 後 古瀬正也氏 古瀬           事務所代表  進行             行 

       参加者 勤務先                 関  取組 課題 確認  後  明日

  職場等    具体的                   取組     思       題  

       取組         参加者相互 意見交換     

 小     席替  繰 返     話 合  発展     手法 
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      様子

  月  日

参加者 皆様

11月 6日
参加者 皆様
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