


 

京都市長

「真のワーク・ライフ・バランス」
　推進計画の改定にあたって

　「人間らしくいきいき働き，家庭・地域で心豊かに生活できる『真のワーク・ライフ・バラ
ンス』を実現するまち・京都」。
　これは，市民の皆様と共に作り上げた「はばたけ未来へ！京プラン（京都市基本計画）」にお
いて，京都を愛する若者たち「未来の担い手・若者会議U35」からの提案を受けて掲げた，本
市が目指すまちの未来像のひとつです。
　「真のワーク・ライフ・バランス」とは，仕事と家庭生活の単なる「時間のバランス」を超え，
人間らしくいきいきと効率的に働き，同時に育児や介護等の家庭生活も大事にする考え方。
また，地域活動や社会貢献活動が調和することで，人間力が高まり，心豊かな充実した人生を
送ることができるという考え方です。こうした理想を明確に示すため，あえて「真の」という
言葉を掲げました。
　平成24（2012）年3月に，この推進のための施策をまとめた「真のワーク・ライフ・バラ
ンス」推進計画を策定してから5年が経過しました。この間，企業の環境整備を促進するため
の支援，企業や市民の皆様の好事例の発掘・発信など，様々な取組を進めてまいりましたが，
多くの市民の皆様が「真のワーク・ライフ・バランス」を実現するには，更なる取組の充実が
必要です。
　このため，この5年間の成果や課題，社会情勢等を踏まえ，この度「真のワーク・ライフ・
バランス」推進計画（改定版）を策定いたしました。この計画では，これまでの基本的な考え方
を踏襲するとともに，新たに「働き方改革の推進」や「女性活躍推進」に係る取組等も進めてい
くこととしています。
　文化庁の京都への全面的な移転が決定し，本年4月から一部先行移転が実施されます。「真
のワーク・ライフ・バランス」は，社会の在り方や人々の生き方にも深く関わるものです。こ
の移転を機に，「真のワーク・ライフ・バランス」を更に推し進め，市民の皆様が大切にして
きた生活習慣や暮らしに根付いた文化など，京都ならではのライフスタイルを提案し，全国
へと広く発信してまいります。
　結びに，本計画の策定に当たり，貴重な御意見をお寄せいただきました各団体や市民の皆
様に，心から感謝申し上げます。
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計画策定の背景
1

【現代社会が抱える課題】

【ワーク・ライフ・バランス推進のための動き】

【京都市の取組】

未来の担い手・若者会議U35 とは？コラム
①

1　はじめに

に
め
じ
は
1

　我が国は，平成 20（2008）年をピークに人口減少社会に転じ，今後経済を
支える労働力人口が減少していく状況にあります。少子高齢化といった人口構
成の大きな変化やグローバル化による産業競争の激化などにより，経済社会
の構造が変化し，非正規労働者の増大をはじめとする雇用の不安定化，社会
保障の持続可能性など，様々な課題が生じている中で，家庭生活や地域社会
での活動等，仕事以外の生活に充てる十分な時間や機会を持つことができな
いなど，仕事と生活の間で問題を抱える人が多くみられる現状にあります。ま
た，少子高齢化による生産年齢人口の減少と景気回復による有効求人倍率の
上昇の中で，人手不足が顕在化しており，働き手の確保と労働生産性の向上を
実現するため，子育て・介護等と仕事が両立できる環境の整備や多様な働き
方の導入などにより，ワーク・ライフ・バランスを実現し，若者も高齢者も，女
性も男性も，ひとりひとりがその希望に応じて能力を発揮できる社会の実現が
求められています。

　我が国では，平成19（2007）年12月に「仕事と生活の調和（ワーク・ライ
フ・バランス）憲章（以下「憲章」という。）」（＊1）と「仕事と生活の調和推進
のための行動指針（以下「行動指針」という。）」（＊2）が策定されました。（その
後，平成 22（2010）年 6月29日に政労使トップによる新たな合意が結ばれ
ました。）
　京都においては，憲章と行動指針を受けて，平成 22（2010）年 8月にオー
ル京都体制で推進する行動計画「京都　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・
バランス）行動計画」が策定され，平成 23（2011）年11月には，オール京都体
制でワーク・ライフ・バランスに取り組む拠点として，「京都ワーク・ライフ・
バランスセンター」が設置されました。
　さらに，平成 27（2015）年 3月には，京都における女性の活躍を加速化させ
るため，経済団体等と行政が連携して取組を推進する「輝く女性応援京都会
議」を発足させ，女性の活躍推進についてオール京都体制で取り組んでいます。
（＊1，＊2の概要は，巻末の資料編Ｐ25 ～Ｐ26 参照。）

　国の憲章では，地方公共団体が果たすべき
役割として「仕事と生活の調和の現状や必要
性は地域によって異なることから，その推進
に際しては，地方公共団体が自らの創意工夫
のもとに，地域の実情に応じた展開を図る」
ことを定めています。
　こうした中，平成 22（2010）年度に策定し
た「はばたけ未来へ！京プラン（京都市基本
計画）」（以下「京プラン」という。）では，目指
すべき京都の未来像のひとつの柱として，人
間らしくいきいきと働き，家庭・地域で心
豊かに生活できる「真のワーク・ライフ・
バランスを実現するまち・京都」を掲げ，
この未来像を実現するために「真のワーク・
ライフ・バランス戦略」を11の重点戦略の
ひとつとして掲げました。
　これは，「京プラン」の第 2 次案に対する

市民意見を踏まえた「未来の担い手・若者
会議U35（＊下記コラム欄参照。以下「U35」
という。）」からの提案を受け，京都市基本計
画審議会において審議された結果，京都の未
来像及び重点戦略に追加されたものです。
　そして，この「京プラン」の実効性を確保する
ために，平成24（2012）年3月に「真のワーク・
ライフ・バランス」推進計画（以下「推進計画」
という。）を策定し，取組を進めてきました。
　また，平成28（2016）年3月には，京プラン後
半期に実施する具体的な事業等を示した京プラ
ン実施計画第2ステージを策定し，「真のワーク・
ライフ・バランス戦略」の重点プロジェクトとして，
働き方改革に向けた環境整備の推進や男性の主
体的な家庭生活等への参画，認知度向上に向け
た取組等を掲げ，更なる「真のワーク・ライフ・
バランス」の推進に取り組むこととしています。

　京都にゆかりのある様々な分野で活動する概ね35歳未満の若者で構成され，若者ならでは
の観点から「京プラン」に対する意見や，策定の過程で取り組む市民参加事業の実施に当たっ
ての支援をいただきました。
　平成 23（2011）年度には，「真のワーク・ライフ・バランス」の提案者として，様々な自主的取
組を行い ,「真のワーク・ライフ・バランス」の考え方を発信するとともに，当推進計画の素案に
対する市民意見募集活動にも協力していただきました。
　また，京都市職員で構成するプロジェクトチームやワーキンググループと活発な意見交換を
行って「真のワーク・ライフ・バランス」推進のための方策の検討に参画していただきました。
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《計画の体系》

「はばたけ未来へ！  京プラン（京都市基本計画）」(H23～ H32年度 )

6 つの未来像

11の重点戦略

　わたしたち京都市民は，人間らしくいきいきと働き，豊かな家庭生活
を築き，地域社会に積極的に参加・貢献するとともに，健康で文化的に
学び憩うときと空間を確保することを理想とする真のワーク・ライフ・
バランスが実現できる，ひとびとをひきつけるまちをめざす。
　企業・事業者や行政が率先して安定的かつ働きがいのある労働環境や，
子育て，介護など安心なくらしを支えるしくみを整えるとともに，社会
貢献の場や機会の充実を図る取組を推進する。また，市民ひとりひとり
が人生の段階に応じて，就労による経済的な自立，実りある家庭生活や
友人等との交わり，自己啓発，地域活動への参加等が行えるように努める。

人間らしくいきいきと働き，家庭・地域で心豊かに生活できる
「真のワーク・ライフ・バランスを実現するまち・京都」

　若者をはじめ，市民ひとりひとりが仕事や家庭生活，社会貢献などに
おいて，生きがいと充実感を得て人生が送れる真のワーク・ライフ・バ
ランスを定着させる。
　そのために，だれもがともに能力を発揮できる労働環境の整備，子育
てや介護などの負担軽減のための支援強化や男性の積極的な参加の促進，
地域社会における活動に参加しやすい条件の整備，生涯を通じて学び続
けられ，その学びを社会に還元することができる環境の整備などを行う。

真のワーク・ライフ・バランス戦略

実現のため

推 進 推 進

「はばたけ未来へ！ 京プラン」！
実施計画第2ステージ

（H28（2016）～H32（2020）年度）

「真のワーク・ライフ・バランス」
推進計画

（H24（2012）～H32（2020）年度）

計画の目的等
2

【誰もが心豊かな人生を送れるまちの実現を目指して】

◆ 計画の期間 ◆
平成24（2012）年度～平成32（2020）年度

＊社会情勢の変化等必要に応じて見直しを行います。

1　はじめに

本市の他の計画等で掲げる政策との連携について
～連携・融合による推進～

コラム
②

　「真のワーク・ライフ・バランス」推進のためには，京都市が進める他の計画や政策などとの
連携・融合が必要不可欠です。
　例えば，【重点項目 3：地域や社会とつながり生きがいを持って活動するための支援】の施策
の中には，「京都市地域コミュニティ活性化推進条例」に基づき策定した「京都市地域コミュニ
ティ活性化推進計画」の施策と関連するものが多数あり，これらを具体的に進めるための事業
は，「地域コミュニティ活性化」推進施策として進められるものでもあるのです。
　さらに，「きょうと男女共同参画推進プラン」，「京都市市民参加推進計画」，「京都市未来こど
もはぐくみプラン」，「京都市民長寿すこやかプラン」などの各政策分野別計画や施策について
も同様のことが言えますし，また，「子どもを共に育む京都市民憲章」の推進とも深く関連する
ものです。
　また，平成 29（2017）年 4 月に新たに創設する「子ども若者はぐくみ局」では，子育てへの負
担感や孤独感に対し，「子育て支援に皆で参画し，子育てを地域で支え合おう」という気運が市
全体に広がっていくよう，子どもを笑顔で温かく見守り大切に育む「はぐくみ文化」を市民ぐる
みで創造し，発信していくこととしており，「真のワーク・ライフ・バランス」推進計画に掲げ
る施策にも深く関わっています。
　このように，「真のワーク・ライフ・バランス」推進計画は，京都市の様々な計画や政策が横
断的に連携・融合し，関係局の共管によって進められています。

　この推進計画は，前述の京都の未来像にある「真のワーク・ライフ・バランス」を実現する
ことによって，人々の多様な働き方や生き方が受け入れられ，誰もが生きがいと充実感を持っ
て心豊かな人生を送れるまちの実現を目指すことを目的としています。
　このため，この推進計画では，まず，「真のワーク・ライフ・バランス」の基本的な考え方
を市民の皆様に提案いたします。そして，「真のワーク・ライフ・バランス」の実現を目指す
市民や企業等の皆様の取組を，京都市として応援するための支援施策をまとめています。
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　「ワーク・ライフ・バランス」という言葉は，
「仕事と生活の調和」という意味で用いられ
てきました。そして，それは「仕事か生活
かどちらかの時間を増やし，どちらかを削
る」という「時間のバランス」のイメージ
でとらえられていました。
　しかし，人々の生き方や働き方が多様化
した現在，会社等で働く人や自営業の人，
専業主婦（夫）や高齢者，学生など，若
者から高齢者まであらゆる世代のあらゆる
人々が心豊かに生活するために，「時間のバ
ランス」だけではない「心の調和」を得る
ための新しい視点が求められているのでは
ないでしょうか。
　そこで，京都市では，私たちを取り巻く

　この推進計画では，まず，京都市が目指す「真のワーク・ライフ・バラ
ンス」の特徴といえる「地域，社会への参加・貢献」について，その意義
や必要性をより深く考えたうえで，改めて，「真のワーク・ライフ・バラ
ンス」の実現とはどのような状態を目指しているのかを以下のように定義
し，提案いたします。

これまでの
「ワーク・ライフ・バランス」を超えて

～「時間配分」から「つながり」の再構築へ～

1

様々な「つながり」に着目しました。
　私たちは，「ライフ」＝「人生」の中で，
仕事，趣味や交友等の自分自身の生活，家庭，
そして地域や社会において，どのような「つ
ながり」に囲まれているのでしょうか。
　これらの「つながり」を見直して，それ
ぞれを深めたり新たな「つながり」を築い
たりして再構築するとともに，その「つな
がり」の中で求められる自らの役割や責任
は何かを考えたうえで，自分のライフスタ
イルやライフステージに合わせて「生き方」，
「働き方」を自ら選びマネジメントすること
で，「生きがい」のある充実した人生を送る
ことが「真のワーク・ライフ・バランス」
なのです。

●　ひとりひとりが，自らを取り巻く様々な「つながり」を再構築し，
その「つながり」の中で求められるそれぞれの役割や責任を踏まえて，
ライフスタイルやライフステージに合わせて多様な選択肢の中から「生
き方」，「働き方」を選びマネジメントすることができる。

）＊（」和調の心「たえ超を」スンラバ「の間時活生るな単，りよにとこのこ　　
を見い出し，「生きがい」のある充実した人生を送ることができる。

●　ひとりひとりが「真のワーク・ライフ・バランス」を実現してい
くことによって，まち全体が活性化し，さらに魅力的なまちへと発
展し続けることができる。

「真のワーク・ライフ・バランス」が実現した社会

＊「心の調和」…ひとりひとりの心の中で，自分自身のことや仕事，家庭生活，地域活動，
市民活動，そしてこれらの活動を通じての社会貢献などがバランス良く充実してい
る状態を想定しています。

２　京都市が目指す「真のワーク・ライフ・バランス」とは

す
指
目
が
市
都
京
2

「まち・ひと・しごと・こころ京都創生」総合戦略と
「真のワーク・ライフ・バランス」の関係について

コラム
③

　本市では，人口減少社会の克服と東京一極集中是正に挑戦するた
め，平成 27（2015）年 9月に「まち・ひと・しごと・こころ京都創生」
総合戦略（以下「総合戦略」という。）を策定しました。
　総合戦略では，「京都の知恵と力を活かした『まち』，『ひと』，『しご
と』の創生」に加え，「京都ならではの『こころの創生』」を本市の使命と
しており，「一人一人がそれぞれの希望を実現しながら，日本伝統の美
意識や価値観，家族や地域の絆など『日本のこころ』を大切に，安心し
て生き，働き，学び，暮らす。同時に，国内外から人々が集い，活発に交
流する。そのことを通じて，単に『人の数（人口）』だけではなく，『人々
の笑顔の数』が，より多く，将来にわたって持続する社会」を目指すべ
きまちの姿としています。
　このようなまちを実現するためには，単なる生活時間の「バランス」を
超えた「心の調和」を見い出し，「生きがい」のある充実した人生を送る
ことができる「真のワーク・ライフ・バランス」の実現をはじめ，文化，
教育，子育て，大学，健康長寿，ものづくり，伝統産業，観光，経済など，あ
らゆるまちづくりをしっかりと融合して推進していく必要があります。
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なぜ「真のワーク・ライフ・バランス」
の考え方が必要なのか

～「つながり」の再構築により家族の絆を強め，
地域コミュニティの活性化と安心して心豊かに

暮らせるまちづくりを目指す～

企業にとっての
「真のワーク・ライフ・バランス」

実現のメリット

2 3

２　京都市が目指す「真のワーク・ライフ・バランス」とは

　東日本大震災や熊本地震等の大規模災害
の発生をきっかけとして，家族の絆の大切さ
や，災害時においてお互いを支え合う地域コ
ミュニティの重要性など，「人とのつながり」
について考えた方も少なくないと思います。
　しかし，現状はどうでしょうか。「仕事」に
追われて家族や友人，地域の人々とつながる
時間が取れない，逆に働きたくても「仕事」と
つながれない場合もあるでしょう。退職して
「職場」と縁がなくなった途端，孤立を感じる
ケースもあるでしょう。
　また，近年，居住形態や生活様式の変化に
伴い，自治会，町内会その他の地域住民が組
織する団体に加入する住民の割合が低下し，
地域活動に参加する地域住民が減少したこ
とにより，地域住民相互のつながりが希薄に
なり，子育てや高齢者の生活の支援，災害時
の被害の軽減その他の地域社会において生
活するうえで重要な課題を解決するために

必要な地域コミュニティの活力が低下する
ことが危惧されています。
　このように，現代社会では，自分を取り巻
く様々な人や組織とのつながりが徐々に希
薄になりつつあり，こうした状況を克服し，
誰もが安心して心豊かに暮らすために，今，
価値観を見直す必要があるのではないで
しょうか。
　私たちひとりひとりが，職業人として，家
庭人として，あるいは社会の構成員として，
今一度自分たちを取り巻く様々な人や組織
とのつながりを再構築し，そのつながりの中
で求められる役割や責任を担うとともに，生
活の経済的基盤を安定させ，家族の絆を強
め，地域コミュニティを活性化して，誰もが
安心して心豊かに暮らせるまちづくりを目
指すことが求められているのではないで
しょうか。

　「真のワーク・ライフ・バランス」の推進は，
企業にとっても「明日への投資」として積極
的に取り組む価値があります。
　まず，業務配分の見直しや情報の共有化な
ど，働く人の職場環境に対する満足感を高め
て意欲と能力を引き出すことができ，生産性
の向上につながります。さらに，希望するラ
イフスタイルを実現できる環境は，優秀な人
材を惹きつけ，様々な人材の確保が可能とな
るでしょう。とりわけ人材確保が課題になり
がちな中小企業において，取組の利点は大い
に期待できます。

　また，特に地域に根差す中小企業において
は，事業活動の多くで立地する地域とつな
がっており，経営者や従業員は，その地域に
居住する生活者でもあります。こうした企業
や従業員が積極的に地域に貢献し，その地域
が活性化することで，企業の事業基盤の強化
や企業価値の向上に加え，経営者や従業員の
生活の質の向上を図ることができます。
　このように，企業の社会的責任（ＣＳＲ）の
一環として「真のワーク・ライフ・バランス」
の推進に努めることは，その企業の社会的価
値や従業員の満足度を向上させることにも
つながるのです。
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京都モデルとしての
「真のワーク・ライフ・バランス」

～京都のまちの強みを生かす
そして，より魅力的な京都のまちへ～

4

　京都には，「つながり」を再構築し「生き方」，
「働き方」をマネジメントするに当たって，京都な
らではの多様な「素材」＝「強み」があります。　
　京都は，1200 年を超える悠久の歴史を積み
重ねながら，伝統，文化，趣あるまち並みや自
然景観などを守り育てるとともに，新たなものを
創造する豊かな想像力を有してきました。
　こうした中で，京都には，「門掃き」や「打ち
水」といった生活習慣，四季の移ろいを大切に
する暮らしに根付いた華道や茶道などの文化
芸術，お互いに支え合う地域力などが根付い
てきたのです。そこで培われてきた，人との「つな
がり」を大切にする精神は，「人が主役の魅力
あるまちづくり」を目指す京都市の取組にもつ

ながっているのです。
　京都のまちが持つこれらの強みを生かしなが
ら，市民ひとりひとりが自分を取り巻く様々な人
や組織とのつながりを再構築して心豊かに充
実した人生を送ることができる，そのようなまち
づくりを目指すことが，京都モデルとしての「真
のワーク・ライフ・バランス」なのです。
　そして，私たちが「真のワーク・ライフ・バラ
ンス」の実現に向けて行動するとき，単なる「バ
ランス」を超えた様々な相乗効果が生み出さ
れ，ひとりひとりが人生をもっと楽しめるようにな
るだけでなく，京都のまち全体が活性化し，今よ
りもさらに魅力的な，世界に誇れるまちへと発展
を遂げるに違いありません。

京都の「強み」＝多様な「素材」とは（例）

京都（関西）に特有の伝統行事である地
蔵盆が受け継がれており，地域の人々が
共に集う機会となっている。

「地域の子どもは地域で育む」意識が高
く，地域で子育てを支援する様々な取組
が行われている。

山紫水明の自然環境に恵まれているだけ
でなく，京都議定書誕生の地であり，環
境モデル都市でもある。門掃きなどの良
き習慣があり，てんぷら油の回収などの
環境を守る取組が行われている。

大学のまち・学生のまちであり，若い人
材の宝庫である。

「観光」や「文化」，「歴史」など，京都が
世界に誇る資源において市民ボランティ
アの機会や需要がたくさんある。

地域でスポーツや自主防災，防犯等に取
り組む基盤がある。

地域で高齢者が交流する場や取組がたく
さんある。

公共交通の利便性向上，安心・安全で快
適な歩行空間の確保，「歩くこと」を大
切にするライフスタイルへの転換が進め
られることにより，市民が「歩くまち・
京都」憲章を実践できる。

豊かな「ものづくり」の伝統に支えられ，
特に地場産業においては「職住近接」が
今もなお残っており，多様な働き方を模
索できるチャンスがある。

文化・芸術，スポーツ，学術，生涯学習
など，個人の望みに応じて豊かな時間を
過ごすための機会が多数存在する。

２　京都市が目指す「真のワーク・ライフ・バランス」とは

文化を基軸とした施策の展開と
「真のワーク・ライフ・バランス」の関係について

コラム
④

　明治の初め，京都は，明治維新で都の地位を失い，人口が 3分の2に激減する，深刻な人口減少と
都市衰退の危機に直面しました。しかし，私たちの先人は「まちづくりは人づくりから」と，全国に先駆け
た番組小学校の創設による，子どもの育成をはじめ，教育，産業振興，都市の活性化，文化振興，農業
振興，女性の活躍推進など，今日の地方創生を先取りするような，50年後，100年後を見据えた先進
的・挑戦的な取組を重ね，危機を克服し，今日の京都の発展の礎を築いてきました。
　今後，少子高齢化や人口減少社会の急速な進展が危惧される中，平成 28（2016）年 3月に文化庁
が京都に全面的に移転することが決まりました。世界の文化首都を目指す京都が，文化の力で全国の
地方創生を牽引し，京都をひとつのモデルとして全国に示すためには，文化を横串として，京都市のあ
らゆる施策を推進し，京都のまちを活性化する必要があります。
　「門掃き」や「打ち水」などの生活習慣，暮らしに根付いた華道や茶道などの文化芸術，お互いに支え
合う地域力などを通して培われてきた人との「つながり」を大切にする精神など，京都が大切にしてき
たこうした文化を継承し，発展させるためには，「真のワーク・ライフ・バランス」の実現が不可欠です。
ひとりひとりが仕事と生活の調和に加え，地域活動や社会貢献活動に積極的に参加することにより，
京都のまちを活性化し，さらなる魅力的な，世界に誇れるまちへの発展につなげていきましょう。
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私たちひとりひとりが
「真のワーク・ライフ・バランス」の

体現者に

5

２　京都市が目指す「真のワーク・ライフ・バランス」とは

　「真のワーク・ライフ・バランス」は決して夢
物語や人ごとではありません。私たちひとりひと
りの意識的な取組の積み重ねにより実現が可
能なのです。様々な人とのつながりとさらにその
外側につながっている「社会」を意識して，想
像してみてください。その中で自分たちが果たす
べき役割を少しだけ意識し，想像して行動して
みることこそが「社会貢献」の第一歩であり，
「真のワーク・ライフ・バランス」を市民の皆
様と京都市が共に「ひとごと」とせず，「自分ご
と」，「みんなごと」と捉えて協働することにより
実現に一歩ずつ近づいていくはずです。
　今日から，あなたも「真のワーク・ライフ・バ
ランス」の体現者になってみませんか？

京都市役所における
「真のワーク・ライフ・バランス」の推進について

コラム
⑤

　京都市において，「真のワーク・ライフ・バランス」を実現するためには，市職員が率先して「真
のワーク・ライフ・バランス」を実践し，ひとつのモデルを示す必要があります。
　そのため，京都市では，次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく特定事業主
行動計画である「仕事と子育ていきいき活躍プラン」を策定し，職場全体の働き方の見直しなど
の「職場風土・職場環境の改革」と，子育ての負担を担いがちな「女性の職場での活躍の推進」，
それと対になる「男性の家庭での活躍の推進」を一体的に推し進めることにより，男女が共に，
仕事でも家庭でも活躍できる職場づくりに取り組んでいます。
　さらに，地域活動等に取り組む職員やグループを表彰するなど，地域活動に積極的に取り組
む職員を支援しています。その結果，市職員が消防団員や PTA の役員，町内会の役員になる事
例も増え，「真のワーク・ライフ・バランス」を実践する市職員も着実に増加しています。
　今後も「真のワーク・ライフ・バランス」のモデルを示せるよう，時間外勤務の縮減や，限ら
れた時間の中で成果を上げる生産性の高い働き方への転換等に取り組み，職員が地域活動に参
加しやすい職場環境づくりを進め，多くの市職員が地域の隅々で，率先して，いきいきと活躍で
きる市役所を目指していきます。

「真のワーク・ライフ・バランス」を実現できる
社会を目指しませんか？

◆ 「真のワーク・ライフ・バランス」とは……
　ひとりひとりが，仕事，家庭生活，地域生活など，自らを取り巻く様々な「つながり」の中で求めら
れる役割や責任を踏まえて，ライフスタイルやライフステージに合わせて多様な選択肢の中から
「生き方」，「働き方」を選びマネジメントすることにより，単なる生活時間の「バランス」を超えた
「心の調和」（＊）を見出し，「生きがい」のある充実した人生を送ることができるという京都市が提唱
する独自のワーク・ライフ・バランスの考え方です。
＊「心の調和」…ひとりひとりの心の中で，自分自身のことや仕事，家庭生活，地域活動，市民活動，そしてこれらの活動を通
　　　　　　　じての社会貢献などがバランス良く充実している状態

◆ 「真のワーク・ライフ・バランス」の実現のためには……
例えば……
○　従業員の仕事と家庭生活の両立支援のため，育児休業の対象となる子の年齢を法定以上の3歳
まで取得可能とするなど，従業員の多様なニーズに柔軟に対応するための環境整備を行っている。
○　夫婦共働き，子どもの急な発熱などで，急きょ仕事を休む必要が出ることも。だから，いつ休ん
でもいいように，複数の担当を置くなど職場の体制を整えるとともに，日頃から仕事の情報を職
場のチームで共有し，前倒しで仕事をするよう努めている。
○　「自分の家事動線を作る」，「毎日やることリストを書いて整理する」などの工夫をして，無駄を
省くことで効率化し家事時短に努めている。そうすることで，自分の時間を作り，趣味の楽器の
練習時間にしている。
○　ボランティア活動を通して知り合った仲間との何気ない会話の中から，仕事のアイデアが広
がった。
○　順番の回ってきた町内会役員を引き受けて自治会活動に関わったが，活動するうちに自分た
ちの暮らしを自分たちで守らなければと改めて感じるようになり，自主防災会の活動もやってみ
ることにした。
○　家族で転居してきたが，「地蔵盆」に誘われたことを機会に自治会に加入したことで，御近所と
のつながりができ，「門掃き」や「打ち水」などの京都特有の生活習慣を学ぶことができた。　など

◆ 「真のワーク・ライフ・バランス」が実現した社会では……
例えば……
○　家庭生活においては，趣味や学習，家族の団らん，男女が共に家庭生活に参画するなど，健康で
充実した心豊かな生活を送ることができる。
○　企業においては，CSR の推進による企業価値の向上，働きやすい職場風土と多様な人材確保に
よる生産性の向上，長時間労働解消によるコスト削減などが実現できる。
○　地域活動においては，地域コミュニティ活性化による安心・安全なまちづくり，地域活動にお
ける男女の協力や世代間交流による「門掃き」，「打ち水」，「地蔵盆」といった京都特有の生活習慣
や文化の継承などが実現できる。　など
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京都市役所における
「真のワーク・ライフ・バランス」の推進について

コラム
⑤
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「真のワーク・ライフ・バランス」を実現できる
社会を目指しませんか？
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　ひとりひとりが，仕事，家庭生活，地域生活など，自らを取り巻く様々な「つながり」の中で求めら
れる役割や責任を踏まえて，ライフスタイルやライフステージに合わせて多様な選択肢の中から
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○　家族で転居してきたが，「地蔵盆」に誘われたことを機会に自治会に加入したことで，御近所と
のつながりができ，「門掃き」や「打ち水」などの京都特有の生活習慣を学ぶことができた。　など

◆ 「真のワーク・ライフ・バランス」が実現した社会では……
例えば……
○　家庭生活においては，趣味や学習，家族の団らん，男女が共に家庭生活に参画するなど，健康で
充実した心豊かな生活を送ることができる。
○　企業においては，CSR の推進による企業価値の向上，働きやすい職場風土と多様な人材確保に
よる生産性の向上，長時間労働解消によるコスト削減などが実現できる。
○　地域活動においては，地域コミュニティ活性化による安心・安全なまちづくり，地域活動にお
ける男女の協力や世代間交流による「門掃き」，「打ち水」，「地蔵盆」といった京都特有の生活習慣
や文化の継承などが実現できる。　など
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「真のワーク・ライフ・バランス」が実現した社会
（イメージ図）

　個人の「真のワーク・ライフ・バランス」を中心に，働く場（企業・事業所），家庭，地域で好循環
が起こり，その相乗効果によって社会全体が活性化します。そして，多様性が受け入れられる，誰も
が心豊かな人生を送れる社会の実現に近づきます。

誰もが心豊かな人生を送れる社会

★ 「つながり」の再構築
★ 自らの役割・責任を担うことができる
★ 誰かの役に立つことができる

★ 心の調和
★ 「生きがい」，「自己実現」

「真のワーク・ライフ・バランス」の実現

★ CSRの推進による企業価値の向上
★ 働きやすい職場風土と多様な人材
確保による生産性の向上

★ 両立支援の推進や長時間労働解消
によるコスト削減　

企業における企業価値と
生産性の向上，コスト削減

★ ライフスタイル・ライフステージ
に合わせた働き方が可能

★ 働く意欲の向上　
★ 経済的基盤の安定

働く人にとっての
「多様な働き方」の選択可能性

働く場における好循環

★ 健康で充実した生活
★ 趣味や学習，友人との交流
★ 家族の団らん
★ 男女が共に家庭生活に参画
★ 家族・親族との交流・助け合い
★ 様々な活動を通じた自己実現

心豊かに過ごせる
個人の生活，家庭生活

★ 近隣の人々との支え合い・助け合い
★ 地域コミュニティの活性化による安心・
安全なまちづくり

★ 地域活動における男女の協力と世代間
交流

★ ひとりひとりが社会に目を向け，社会
のために何ができるかを考える社会気
運の醸成

お互いに支え合い助け合う
安心・安全な地域，社会

3
推
進
計
画（
前
半
期
）の
取
組
と

今
後
の
課
題

推進計画（前半期）の主な取組

（1）　企業向けの主な取組
○　仕事と家庭生活の両立支援や長時間労働の解消等の働き方改革に取り組む中小企
業を支援するため，平成 24（2012）年度に京都市「真のワーク・ライフ・バランス」
推進企業支援補助金制度や京都市「真のワーク・ライフ・バランス」推進企業表彰制
度を創設し，企業における環境整備を促進

（2）　市民向けの主な取組
○　ウィングス京都における家事・育児・介護等への男性の参画を促進するための講
座の実施
○　平成 25（2013）年度から，「仕事と生活の両立」，「地域活動」等の身近なテーマを設
定して，市民（個人・団体）の取組事例を募集し，応募作品の中からより詳しく紹介し
たい作品を選定し，「真のワーク・ライフ・バランス」実践エピソード表彰として表彰

（3）　ポータルサイトの開設
○　「真のワーク・ライフ・バランス」の推進を目指す企業等や市民のための総合的な
応援サイトとして，相談コーナーや情報掲示板，関係機関のホームページとのリンク
によりＷＥＢ版コーディネート窓口としての機能を有するポータルサイト「京都 style
『真のワーク・ライフ・バランス』応援WEB」を平成 26（2014）年 3 月に開設

（4）　オール京都の取組
○　「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」とい
う。）」の成立に先駆け，平成 27（2015）年 3 月に行政と経済団体等が連携して女性
の活躍を推進するための「輝く女性応援京都会議」を発足し，女性活躍推進法に基づ
く推進計画である「京都女性活躍応援計画」の策定や京都企業における女性活躍及び
ワーク・ライフ・バランス推進のための拠点である「京都ウィメンズベース」の開設
など，オール京都体制で「女性活躍」と「ワーク・ライフ・バランス」を推進

　平成 24（2012）年度から平成 32（2020）年度までを計画期間とした「真の
ワーク・ライフ・バランス」推進計画においては，「仕事」，「家庭」，「地域や社
会」，「啓発・教育・情報発信」の 4 つの分野における支援を重点項目として
設定し，以下のような「真のワーク・ライフ・バランス」の実現に向けた様々
な施策を実施いたしました。

今後の課題
　本市では「真のワーク・ライフ・バランス」の実現に向けた様々な取組を進め
てきた結果，企業においては，「真のワーク・ライフ・バランス」を推進している
企業の認定数が，目標値を大幅に上回り，企業における理解は一定の広がりを見
せています。しかしながら，「真のワーク・ライフ・バランス」という言葉の認知
度や実現度は，目標値を大幅に下回る結果となっており，「真のワーク・ライフ・
バランス」を実現するに当たり，認知度及び実現度の向上が喫緊の課題となって
います。
　今後，少子高齢化や人口減少社会が急速に進展する中で，個人，企業・組織，社会
全体が発展していくためには，長時間労働を前提とした働き方の見直し，中小企業
における女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定促進による女性管
理職の増加や女性の活躍推進，企業の活性化などにつながる取組が不可欠です。
　そのため，男女が共にやりがいと充実感を感じながら働き，仕事上の責任を果
たすとともに，家庭や地域活動においても，各人のライフステージに応じた社会
参加や社会貢献ができる「真のワーク・ライフ・バランス」の実現に向け，推進計
画の実効性の向上を図るための事業計画による進捗管理を行うなど，取組の更な
る推進に取り組んでまいります。

２　京都市が目指す「真のワーク・ライフ・バランス」とは
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4　推進計画（後半期）の取組の視点

　「真のワーク・ライフ・バランス」の理念においては，仕事と育児や介護等の
家庭生活の両立に加え，地域活動や社会貢献活動との調和が必要になります。
そのため，「真のワーク・ライフ・バランス」の実現には，「男女共同参画」，「働
き方改革」，「地域コミュニティの活性化」の視点をはじめ，京都市のあらゆる政
策と連携・融合し，取組を進めることが重要です。推進計画の後半期において
は，こうした視点に基づき，更なる「真のワーク・ライフ・バランス」の推進を
図ってまいります。

推
進
計
画（
後
半
期
）の
取
組
の
視
点

4
　近年，女性の就業率が年々増加してきているなど，様々な分野で女性の活躍が進んできていますが，ま
だ十分とは言えません。高度経済成長期を通じて形成されてきた「男は仕事，女は家庭」という固定的性別
役割分担意識や様々な社会制度・慣行等が女性の活躍を阻害する要因となっています。女性の活躍が進
むことは，女性に限らず，男女が共に仕事や家庭生活の両立ができる暮らしやすい社会の実現にもつなが
ります。育児や介護等と両立しつつ，能力を十分に発揮したい女性が働き続けることができ，男性が家事・
育児・介護等や地域活動等へ主体的に参画できるなど，これまでの男女が担ってきた役割の垣根を越え
ることで，「真のワーク・ライフ・バランス」が実現できるよう，取組を進めてまいります。

　「真のワーク・ライフ・バランス」を推進するには，長時間労働を削減するとともに，男女を問わず働く
人のニーズやライフスタイルに合わせた多様な働き方が選択できる働き方改革，環境整備が必要になり
ます。働き方改革の推進においては，法整備等の課題はありますが，経済団体や労働団体をはじめ，オール
京都の力を結集し，全ての方が人間らしくいきいきと働き，同時に家庭や地域とのつながりも大切にでき
る環境整備を進めてまいります。
　また，平成 28（2016）年 3 月の文化庁移転の決定を受けて，世界の文化首都を目指す京都が，文化の力
で全国の地方創生を牽引するという極めて大きな責任を担いました。働き方改革においても，日本のここ
ろのふるさとである京都から，文化に根付いた新しいライフスタイルを構築し，発信できるよう努めてま
いります。

「地域コミュニティの活性化」の視点
　地域コミュニティの活性化は，安心・安全のまちづくりにつながるとともに，個人においては，男女を
問わず，家庭生活や地域活動等での経験が，マネジメント力の向上や多様な価値観の醸成などを通じて，
職務における視野を広げるなど，仕事におけるキャリア形成にも還元することができます。単なる仕事と
家庭生活の調和だけでなく，自治会やＰＴＡ等の地域活動や社会貢献活動に積極的に参画することを薦
めている京都市独自の「真のワーク・ライフ・バランス」を市民ひとりひとりが実現できるよう，取組を
進めてまいります。

　保育所等の整備等の子育て支援施策をはじめ，「真のワーク・ライフ・バランス」の推進に当たっては，
京都市のあらゆる政策との連携・融合が必要不可欠です。各政策との連携・融合を推進することにより，
推進計画の実効性を高め，「真のワーク・ライフ・バランス」を実現する環境を整えてまいります。
　また，併せて，市役所においても，市職員が「真のワーク・ライフ・バランス」の実践者，先駆者となり，
市民の皆様に「真のワーク・ライフ・バランス」のモデルを示せるよう，取組を進めてまいります。

「働き方改革」の視点

「男女共同参画」の視点

あらゆる政策との連携・融合
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　重点項目を具体化するために次のような具体的施策に取り組んでいきます。

◆ 重点項目 1 ◆

仕事とつながりいきいきとした職業人としての
役割を担うための支援

　誰もがそれぞれのライフスタイル・ライフステージに応じた多様な働き
方ができ，能力を発揮できる「働く環境整備」の支援
〈関連する主な局〉文化市民局，産業観光局，保健福祉局，子ども若者はぐくみ局，教育委員会事務局

　企業等が，社会的責任を果たす活動であるCSR の一環として，「真のワーク・
ライフ・バランス」の考え方を積極的に取り入れていく取組を支援します。

①企業等の社会的責任（ＣＳＲ）の一環としての「真のワーク・ライフ・
バランス」の取組の促進

　企業等が男女を問わず働く人のニーズやライフスタイルに合わせた多様な働き
方が選択できるような取組に対して支援を行います。

②多様な働き方の取組支援〈充実〉

③企業等における長時間労働の解消等の働き方改革の推進や
　仕事と家庭生活等の両立支援の取組の促進〈充実〉

企業（事業者）等への支援

　雇用行政，労働行政を担う国や京都府との連携を図りながら，市民の雇用機会
の確保と就労のための支援を行います。

④雇用・就労支援

　就労するうえで様々なハンディがある方もいきいきと働けるように，就労のた
めの支援を行います。

⑤高齢の方，障害のある方等の就労支援

　若者が家庭生活も含めた人生設計と，生涯の仕事やキャリアについて学び考える
機会を提供し，「働くこと」を考える際に生かせるよう支援します。

⑥若者の「ライフプラン」学習の支援

⑦女性の活躍推進のための支援〈新規〉

働く人への支援

策
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る
け
お
に
目
項
点
重
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　男女が共に子育て・介護や地域活動等をしながらいきいきと働き続けられる
よう，長時間労働の解消等の働き方改革の推進，女性の能力の積極的な活用や管
理職への登用，仕事と家庭生活等の両立支援，男女が共に働きやすい職場づくり
に向けた取組などを企業等の管理職や経営者に働きかけるとともに，取組を推
進している企業の支援を行います。

6　京都市は，「真のワーク・ライフ・バランス」推進のために，国や京都
府とも連携しながら，「人々が働く場」，「家庭」，「地域や社会」の３つの
コミュニティにおけるつながりを再構築し，お互いに生きがいをもって活
動できるための支援を行います。
　また，「真のワーク・ライフ・バランス」を受け入れる社会の雰囲気づ
くりのための啓発と，実践のための教育及び情報発信を行います。

誰もがそれぞれのライ
フスタイル・ライフス
テージに応じた多様な
働き方ができ，能力を
発揮できる「働く環境
整備」の支援

◆ 重点項目 1 ◆
仕事とつながり

いきいきとした職業人
としての役割を
担うための支援

誰もが仕事や地域活動・
社会活動などと家庭生
活を両立できるための
子育てや介護等の負担
軽減の支援と，家庭生
活への男性の主体的な
参画の促進及び家族の
つながりを支える取組

◆ 重点項目 2 ◆
家族とつながり

いきいきとした家庭人
としての役割を担う

ための支援

誰もが生きがいを感じ
ながら地域活動や社会
活動などに参加できる
条件整備と，生涯学び
続けその学びを社会に
還元できる環境の整備

◆ 重点項目 3 ◆
地域や社会とつながり
生きがいを持って
活動するための支援

◆ 重点項目 4 ◆
啓発・教育・情報発信

誰もが「真のワーク・ライフ・バランス」を実践できる社会の雰囲気
づくりのための啓発活動と，実践のための教育及び情報発信

目
項
点
重
の
め
た
の
進
推
5

　オール京都で女性の活躍を推進するため，経済団体等と行政が連携して発足し
た「輝く女性応援京都会議」を中心に，積極的な人材発掘・能力開発，女性の再就
職等に向けた支援，女性の起業・創業に対する支援等に取り組みます。
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　オール京都で女性の活躍を推進するため，経済団体等と行政が連携して発足し
た「輝く女性応援京都会議」を中心に，積極的な人材発掘・能力開発，女性の再就
職等に向けた支援，女性の起業・創業に対する支援等に取り組みます。
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◆ 重点項目 2 ◆

家族とつながりいきいきとした家庭人としての役割を担うための支援
　誰もが仕事や地域活動・社会活動などと家庭生活を両立できるための子育てや介護等の負担
軽減の支援と，家庭生活への男性の主体的な参画の促進及び家族のつながりを支える取組
〈関連する主な局〉文化市民局，保健福祉局，子ども若者はぐくみ局，都市計画局，教育委員会事務局

　家事・子育て・介護等に関する男性の意識と能力の向上を支援するため，各種セミナー等の開催やNPOや市民活
動団体等とも連携を図り，親子参加型イベントへの男性の参加を促すほか，家事・子育て・介護等と仕事との両立に
取り組む男性のロールモデル（模範）を発掘し，顕彰，情報発信を行うなど，男性が主体的に家事・子育て・介護等
に関わる気運の醸成や環境づくりに取り組みます。

⑤家事・子育て・介護等家庭生活における男性の主体的な参画の促進〈充実〉
家庭生活への男性の主体的な参画の促進

　「真のワーク・ライフ・バランス」の実現に向け，本市職員が率先して仕事と家庭生活を調和させ，
地域で京都のまちづくりなどに取り組むことができる職場づくりを推進します。

⑧本市職員が率先して「真のワーク・ライフ・バランス」に取り組むための環境整備〈新規〉

　高齢の方や障害のある方等が地域で安心して暮らせるよう，市民の自主的な支援活動や在宅生活の支援等を行います。
⑥地域における高齢の方や障害のある方等への支援〈充実〉

安心して家庭生活を送るための支援

⑦家族のつながりを支える取組

◆ 重点項目 3 ◆

地域や社会とつながり生きがいを持って活動するための支援

　誰もが生きがいを感じながら地域活動や社会活動などに参加できる条件整備と，生涯学び続

　市民の社会への関心と参加意識を高めることができるよう，様々な学習・研修の機会を設けるとともに，
社会参加や社会貢献に活用できる能力の向上を支援します。

①社会参加，社会貢献意識の醸成

　地域活動や，NPO等の市民活動に関する情報の提供，ボランティア活動の普及等を行い，様々な地域
活動や市民活動等への市民の参加を促進するなど，京都ならではの地域力を活かしたまちづくりを推進します。

②地域活動や市民活動等への参加促進と活動支援

　従来の地域活動の枠を超えて，市民がお互いに支え合う自主的な市民活動を支援します。
⑤自主的な市民の「支え合い」活動の支援

　地域の住民同士のつながりを強化し，地域の活性化を図るため，生活安全，環境，防災など様々な地
域活動への市民の参加を推進します。

③地域コミュニティの活性化の推進

　高齢の方も含めたあらゆる年齢層の市民が，文化・芸術やスポーツに親しみ，また生涯学び続けること
ができる機会を提供するとともに，その学びを社会に還元できるような取組を支援します。

⑥生活に潤いを与え，また生涯学び続けることができる機会の提供と学びを社会へ還元で
きる機会の提供

　教育機関等とも連携を図り，学生が地域活動・ボランティア活動を通して社会人としての心構えや実
践経験を積むことを支援します。また，学生の参加により地域活動等の活性化を図ります。

⑦学生の地域活動・ボランティア活動への参加支援

　生活の知恵や仕事，人間関係，子育てなどの悩みを地域で支え合えるような相談活動を支援します。
④地域における支え合い相談の支援

子育てや介護等の負担軽減の支援

　社会的に困難な状況に置かれがちなひとり親家庭に対し，生活の安定と経済的自立に向けた支援や日常生活における
様々な支援を充実します。

③ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進

①子育てしながら働き続けられる条件整備〈充実〉
　保育所等の待機児童ゼロを継続するための取組を引き続き進めるとともに，幼稚園における預かり保育の充実等，就労
形態や子どもの状況等に応じたきめ細かな保育サービスを提供します。また，学童クラブ事業については，登録児童数や
昼間留守家庭児童の動向を見極めながら，必要に応じて実施場所の確保を図るとともに，放課後ほっと広場，地域学童ク
ラブ事業の実施を検討するなど，受入体制の確保に努め，子育てをしながら働き続けられる条件整備を進めます。
　さらに，子育てに当たる世代が，仕事をしつつ，同時に親の介護も担う「ダブルケア」について，様々な機会を通じて支
援の意義や必要性の浸透を図るとともに，関係機関との緊密な連携の下，子育てや介護等の複合的な課題を抱える市民
を支援する取組を推進します。

②地域における子育ての支援
　子育てしやすい地域づくりを目指し，身近な地域レベルから全市レベルまで，重層的な「子どもネットワーク」を構築
し，身近な地域における子育て相談への対応や子育て家庭が気軽に集い交流できる場の提供など，子育てをする親の不
安や悩みを解消し，子どもがいる生活に充実感を感じることのできる取組を推進します。

④介護者の負担軽減につながる介護サービスの実施及び高齢の方の生活や介護に関する
専門相談等〈充実〉
　高齢の方が安心して暮らせるよう，地域的なバランスを考慮した介護関連施設の整備と介護サービスの質的向上を
図るとともに，一人暮らしの高齢の方や家庭で介護を行う家族に対する支援を行います。また，男女それぞれのニーズ
に応じて高齢の方の生活や介護に関する専門相談に応じるとともに，介護技術の助言，指導等を行います。
　さらに，子育てに当たる世代が，仕事をしつつ，同時に親の介護も担う「ダブルケア」については，①と同様に，関係機関との緊
密な連携の下，子育てや介護等の複合的な課題を抱える市民を支援する取組を推進します。

6　各重点項目における具体的施策

　子どもや高齢の方も含め，誰もが安心して家庭生活が送れるよう，家庭生活の創出や家族のつながりを支援する取組
を行います。

けその学びを社会に還元できる環境の整備
〈関連する主な局〉環境政策局，行財政局，総合企画局，文化市民局，産業観光局，保健福祉局，子ども若者はぐくみ局，
　　　　　　　　都市計画局，消防局，教育委員会事務局
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◆ 重点項目 2 ◆
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⑧本市職員が率先して「真のワーク・ライフ・バランス」に取り組むための環境整備〈新規〉

　高齢の方や障害のある方等が地域で安心して暮らせるよう，市民の自主的な支援活動や在宅生活の支援等を行います。
⑥地域における高齢の方や障害のある方等への支援〈充実〉

安心して家庭生活を送るための支援

⑦家族のつながりを支える取組

◆ 重点項目 3 ◆
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◆ 重点項目 4 ◆

啓発・教育・情報発信
　誰もが「真のワーク・ライフ・バランス」を実践できる社会の雰囲気づくりのための啓発活
動と，実践のための教育及び情報発信
〈関連する主な局〉総合企画局，文化市民局，子ども若者はぐくみ局

①啓発活動

　「真のワーク・ライフ・バランス」を実践するための学習機会を提供します。
②学習機会の提供

　市民がそれぞれのニーズに合わせた支援を受けられるように，行政や地域団体，NPOなどが実施する各種
の取組について，ライフスタイルやライフステージに応じて，SNS 等を活用した分かりやすく，親しみやすい
情報発信を行います。
　また，市民や企業（事業者）等それぞれが主体的に「真のワーク・ライフ・バランス」を推進する社会気運
を盛り上げるため，ロールモデル（模範）となるような取組や活動を発掘し，広く社会に発信します。

③情報の発信 等
制
体
進
推

推進体制
1

数値目標
2

　計画の進ちょく状況を把握する目標値として，次の指標を掲げます。
　（中間時点である平成 27（2015）年度及び計画期間末の平成32（2020）
年度の目標値）

● 「真のワーク・ライフ・バランス」の推進を宣言している企業数
　

32（2020）年度
3,200社

27（2015）年度
1,618社

23（2011）年度
68社

●「真のワーク・ライフ・バランス」という言葉の周知度

23（2011）年度
̶

27（2015）年度
23.3％

32（2020）年度
50％

　（「真のワーク・ライフ・バランス」に関する市民アンケートで「言葉も意味も知っ
ていた」，「言葉は聞いたことがある」と回答した割合の合計）

32（2020）年度
50％

27（2015）年度
46.2％

23（2011）年度
14％

●「真のワーク・ライフ・バランス」を実現できているひとの割合
　（「真のワーク・ライフ・バランス」に関する市民アンケートで「実現できている」，
「どちらかといえば実現できている」と回答した割合の合計）

6　各重点項目における具体的施策

　市民ひとりひとりが自らの生活を見直して「真のワーク・ライフ・バランス」について考える機会を提供し，
また，ひとりひとりの多様性を認め合える社会意識を醸成するための啓発活動や支援を行うなど，ライフスタ
イル，ライフステージに応じた周知度の向上，理解の促進，更には実践の輪を広げる取組を進めます。

7

＊平成27（2015）年11月24日に開催された第12回京都雇用創出活力会議において，会議の
名称を「京都労働経済活力会議」に変更することが確認されました。

（1）　市役所における推進体制
　「真のワーク・ライフ・バランスの推進に関する庁内会議」において関係局が連携
を図り，本市が取り組むべき事項を協議し，相互に連絡及び調整を行うことにより円
滑かつ総合的に取組を進めるとともに，各局等に「真のワーク・ライフ・バランス」
推進員を設置して，全庁的に「真のワーク・ライフ・バランス」を推進します。
　また，推進計画の実効性を高めるため，毎年度の事業計画を新たに策定し，「真の
ワーク・ライフ・バランス」の推進状況の進捗確認を行います。

（2）　外部団体等との連携
　平成 20（2008）年度から「京都雇用創出活力会議」（＊）（構成：京都府知事，京都
市長，京都労働局長，連合京都会長，京都経営者協会会長）の下に設置されている
「ワーク・ライフ・バランス推進戦略本部」との連携により，オール京都体制で「ワー
ク・ライフ・バランス」を推進してきており，今後とも，これら各関係機関との連携
を図っていきます。
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ク・ライフ・バランス」を推進してきており，今後とも，これら各関係機関との連携
を図っていきます。
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行動宣言に基づく主な取組

【資料 1　オール京都の取組「京都女性活躍応援計画」概要】

「京都女性活躍応援計画」について
「輝く女性応援京都会議」の構成団体が，京都における女性の活躍を推進するために

連携して取り組むに当たっての基本的な考え方を示した計画を平成28（2016）年3月に策定
（計画期間：平成28（2016）年4月～平成38（2026）年3月）

※女性活躍推進法第6条第1項及び第2項に基づく京都市及び京都府の「推進計画」として位置付け

　京都では，平成 27（2015）年 8月の「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」
の成立に先駆け，平成 27（2015）年 3月，経済団体等と行政（京都市・京都府・京都労働局）が連携し，女性の
活躍推進組織として「輝く女性応援京都会議」を発足しました。
　「京都女性活躍応援計画」では，「輝く女性応援京都会議」において採択した 4つの行動宣言に取り組むこと
により，働きたいと希望を持ちながらも働くことができない女性や職場でのステップアップを希望する女性
等，自らの意思によって働き又は働こうとする女性がその思いを叶え，ひいては，男女が共に多様な生き方・
働き方を実現することにより，ゆとりがあり，豊かで活力にあふれ，「生産性が高く持続可能なまち・京都」を
目指します。

行動宣言 1：自主的な行動計画の策定推進
（対応する取組）
◆一般事業主行動計画について，特に同計画の策定が努
力義務とされている，常時雇用する労働者数が300人
以下の企業の自主的な行動計画の策定促進のための企
業の実情に応じた相談会や勉強会の開催
◆一般事業主行動計画を策定した企業に対する計画に掲
げた取組の実施や目標達成の促進及び先進事例の情報
発信
◆女性活躍推進に関する厚生労働大臣の認定取得企業等
の事例の情報提供や助成金の活用等による企業の取組
の促進

行動宣言 2：積極的な人材発掘・能力開発・
　　　　　　登用等の推進

（対応する取組）
◆若手社員，管理職予備層など女性社員のキャリアの各
段階に対応した企業を超えたステップアップのための
研修の実施及び就職・再就職を望む女性への就職支援
サービスや大学等を活用した教育機会の提供等

◆女性が結婚や出産等のライフイベントを経てもキャリ
ア形成しながら長く働き続けられるためのロールモデ
ルによるメンター事業の実施や企業を超えた女性社員
間のネットワークづくりの支援

◆京都企業における女性の活躍状況等，就職先の検討等
に有益となる情報の発信

行動宣言 3：「働き方改革」の推進による
　　　　　　環境づくり

（対応する取組）
◆長時間労働の削減に向け，業務の見直しや柔軟な労働
時間制度の導入等，各企業の実情に応じた取組の促進
◆職務，勤務地，勤務時間などを限定した「多様な正社員」
制度等の多様な働き方の普及や導入支援
◆非正規雇用労働者の処遇改善や正社員転換の促進に向
けた助成金等を活用した企業への支援
◆男性の家庭生活への主体的な参画に向けた労使の意識
改革の促進
◆各種ハラスメントの防止等，就業継続しやすい職場づ
くりの推進に向けた事業主や労働者等への意識啓発

行動宣言 4：起業・創業の推進
（対応する取組）
◆産業支援機関と連携した起業に係るあらゆる相談に応
える体制の構築

◆バイヤー等とのビジネス連携のためのマッチング機会
の提供や女性起業家同士の情報交換・交流の場の設定
など，女性起業家のネットワークづくりの支援

◆地域活性化につながる小規模なコミュニティビジネス
から世界の市場を視野に入れたビジネスモデルまで，
ターゲットごとの戦略的な女性起業家の支援
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〔前文〕
● 新たな決意の下，官民一体となり取り組んで行
くため，政労使の合意により策定

〔なぜ仕事と生活の調和が必要か〕
● 仕事と生活が両立しにくい現実
● 働き方の二極化等
● 共働き世帯の増加と変わらない働き方・役割分
担意識

● 仕事と生活の相克と家族・地域・社会の変貌
● 多様な働き方の模索
●「ディーセント・ワーク（働きがいのある人間
らしい仕事）」の実現

● 多様な選択肢の実現
● 時間価値を高め，安心と希望の実現に寄与
●「新しい公共」への参加機会拡大等による地域
社会の活性化

● 人や地域とのつながりを得る機会
● 取組は明日への投資

〔仕事と生活の調和が実現した社会の姿〕
① 就労による経済的自立が可能な社会
② 健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会
③ 多様な働き方・生き方が選択できる社会

〔関係者が果たすべき役割〕
労使を始め国民による積極的取組
国や地方公共団体による支援
※取組に当たって両立支援と併せ社会と家庭
双方における男女共同参画が必要

労使による自主的取組が基本
【総論】
・経営トップによる職場風土改革等
・労使による目標設定，計画的取組，点検
・労使による時間当たり生産性向上の取組
  雇用管理制度等の改革
  メリハリのある働き方の実現
・管理職の率先による職場風土改革
・関連企業や取引先への配慮
・将来を見据えた自己啓発・能力開発
・労使団体等の連携による民間主導の気運醸成
・就業の実態に応じた，均衡を考慮した労働契約
【就労による経済的自立】
・人物本位の正当な評価に基づく採用
・正規雇用へ移行しうる制度づくり等
・公正な処遇や積極的な能力開発
【健康で豊かな生活のための時間の確保】
・労働時間関連法令の遵守を徹底
・労使による労働時間等設定改善の取組と要員確保
・取引先への計画的な発注，納期設定
【多様な働き方の選択】
・柔軟な働き方を支える制度整備と利用しやすい職場
風土づくり

・男性の育児休業等取得促進に向けた環境整備等
・女性・高齢者等の再就職・継続就業機会の提供
・公正な処遇や積極的な能力開発

・個々人の多様性への理解，尊重
・理解を得つつ自らの仕事と生活の調和を実現
・家庭や地域での自らの役割を積極的に果たす
・消費者としてサービス提供者の働き方に配慮

【総論】
・国民の理解や政労使の合意形成促進
・雇用者以外も含めた仕事と生活の調和の推進
・生活の時間確保等を可能とする雇用環境整備の支援
・働き方に中立的な税・社会保障制度の在り方検討
・社会全体の生産性向上と中小企業対策
・取組企業への支援（情報の提供等）
・関係法令の周知，法令遵守のための監督・指導強化
・積極的取組企業の社会的評価推進（くるみんマーク等）
・公共調達における契約内容に応じた取組評価
・自己啓発や能力開発の取組支援
・労働者の健康確保・メンタルヘルス対策推進
・行政機関における率先した取組
【就労による経済的自立】
・学校段階を通じたキャリア教育・職業教育の体系的充実
・社会全体に通じる職業能力開発・評価制度構築
社会人の学習促進

・トランポリン型の第２のセーフティネットの確立
・フリーターの常用雇用化支援
・経済的自立が困難な者の就労支援
【健康で豊かな生活のための時間の確保】
・労使の労働時間等設定改善の取組支援
・改正労働基準法への対応等による長時間労働抑制及
び年次有給休暇取得促進

【多様な働き方の選択】
・多様な働き方推進とその条件整備
・長期的な視点による女性の人生設計支援
・女性の継続就業支援と育休を取得しやすい環境整
備，就業率向上

・多様な働き方に対応した多様な子育て支援
・在宅就業の環境整備のための枠組みの検討
・男性の子育てへの関わり支援・促進（「パパ・ママ
育休プラス」の活用促進，学習機会提供等）

・男性が子育てに関わるきっかけの提供
・地方公共団体等による育児・介護の社会的基盤づくり支援
・労働市場の社会的基盤整備（職業能力形成支援）

地域の実情に即した取組
・住民の理解や合意形成促進
　NPO等の活動を通じた中小企業経営者等の取組促進
・企業の取組の支援・促進

）等度制資融，彰表，度制定認・証認（  
・多様な働き方に対応した多様な子育て支援
・育児・介護等の社会的基盤形成

「憲章」
必要性，目指すべき社会の姿を提示

「行動指針」
各主体の取組方針，点検・評価方法を提示

● 政労使トップの交代を機に，仕事と生活の調和の実現に向
けて一層積極的に取り組む決意を表明

● 施策の進捗や経済情勢の変化を踏まえ，「憲章」・「行動指針」
（平成19（2007）年12月策定）に新たな視点や取組を盛込み

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
の新合意について

仕事と生活の調和推進官民トップ会議
平成22（2010）年6月29日

仕事と生活の調和推進官民トップ会議
　総理大臣ほか関係閣僚
　経団連，日商，連合等の労使代表
　知事会，有識者から構成

【資料2　国の憲章と行動指針（平成 22（2010）年 6月の新合意）概要】

企業，働く者の取組1

国の取組3 地方公共団体の取組4

国民の取組2

◆数値目標設定指標の動向
（内閣府「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）レポー
  ト2016」より）

【数値目標】
13項目，18指標，2020年の目標値
〔例（現状値→目標値）〕
・フリーター数約155万人〈2016〉→124万人
・週労働時間 60時間以上の雇用者の割合
7.7％〈2016〉→（10.0％〈2008〉から）5割減

・年次有給休暇取得率 48.7％〈2015〉→70%
・第１子出産前後の女性の継続就業率

53.1％〈2010-2014〉→55%
・男性の育休取得率 2.65％〈2015〉→13%
〔その他の項目〕
・就業率
・時間当たり労働生産性の伸び率
・労働時間等の課題について労使が話し合いの
機会を設けている割合

・メンタルヘルスケアに関する措置を受けられ
る職場の割合

・短時間勤務を選択できる事業所の割合（短時
   間正社員制度等）
・自己啓発を行っている労働者割合
・保育等の子育てサービスを提供している数
・6歳未満の子どもをもつ夫の育児・家事関連
時間※下線部が変更箇所
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〔前文〕
● 新たな決意の下，官民一体となり取り組んで行
くため，政労使の合意により策定

〔なぜ仕事と生活の調和が必要か〕
● 仕事と生活が両立しにくい現実
● 働き方の二極化等
● 共働き世帯の増加と変わらない働き方・役割分
担意識

● 仕事と生活の相克と家族・地域・社会の変貌
● 多様な働き方の模索
●「ディーセント・ワーク（働きがいのある人間
らしい仕事）」の実現

● 多様な選択肢の実現
● 時間価値を高め，安心と希望の実現に寄与
●「新しい公共」への参加機会拡大等による地域
社会の活性化

● 人や地域とのつながりを得る機会
● 取組は明日への投資

〔仕事と生活の調和が実現した社会の姿〕
① 就労による経済的自立が可能な社会
② 健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会
③ 多様な働き方・生き方が選択できる社会

〔関係者が果たすべき役割〕
労使を始め国民による積極的取組
国や地方公共団体による支援
※取組に当たって両立支援と併せ社会と家庭
双方における男女共同参画が必要

労使による自主的取組が基本
【総論】
・経営トップによる職場風土改革等
・労使による目標設定，計画的取組，点検
・労使による時間当たり生産性向上の取組
  雇用管理制度等の改革
  メリハリのある働き方の実現
・管理職の率先による職場風土改革
・関連企業や取引先への配慮
・将来を見据えた自己啓発・能力開発
・労使団体等の連携による民間主導の気運醸成
・就業の実態に応じた，均衡を考慮した労働契約
【就労による経済的自立】
・人物本位の正当な評価に基づく採用
・正規雇用へ移行しうる制度づくり等
・公正な処遇や積極的な能力開発
【健康で豊かな生活のための時間の確保】
・労働時間関連法令の遵守を徹底
・労使による労働時間等設定改善の取組と要員確保
・取引先への計画的な発注，納期設定
【多様な働き方の選択】
・柔軟な働き方を支える制度整備と利用しやすい職場
風土づくり

・男性の育児休業等取得促進に向けた環境整備等
・女性・高齢者等の再就職・継続就業機会の提供
・公正な処遇や積極的な能力開発

・個々人の多様性への理解，尊重
・理解を得つつ自らの仕事と生活の調和を実現
・家庭や地域での自らの役割を積極的に果たす
・消費者としてサービス提供者の働き方に配慮

【総論】
・国民の理解や政労使の合意形成促進
・雇用者以外も含めた仕事と生活の調和の推進
・生活の時間確保等を可能とする雇用環境整備の支援
・働き方に中立的な税・社会保障制度の在り方検討
・社会全体の生産性向上と中小企業対策
・取組企業への支援（情報の提供等）
・関係法令の周知，法令遵守のための監督・指導強化
・積極的取組企業の社会的評価推進（くるみんマーク等）
・公共調達における契約内容に応じた取組評価
・自己啓発や能力開発の取組支援
・労働者の健康確保・メンタルヘルス対策推進
・行政機関における率先した取組
【就労による経済的自立】
・学校段階を通じたキャリア教育・職業教育の体系的充実
・社会全体に通じる職業能力開発・評価制度構築
社会人の学習促進

・トランポリン型の第２のセーフティネットの確立
・フリーターの常用雇用化支援
・経済的自立が困難な者の就労支援
【健康で豊かな生活のための時間の確保】
・労使の労働時間等設定改善の取組支援
・改正労働基準法への対応等による長時間労働抑制及
び年次有給休暇取得促進

【多様な働き方の選択】
・多様な働き方推進とその条件整備
・長期的な視点による女性の人生設計支援
・女性の継続就業支援と育休を取得しやすい環境整
備，就業率向上

・多様な働き方に対応した多様な子育て支援
・在宅就業の環境整備のための枠組みの検討
・男性の子育てへの関わり支援・促進（「パパ・ママ
育休プラス」の活用促進，学習機会提供等）

・男性が子育てに関わるきっかけの提供
・地方公共団体等による育児・介護の社会的基盤づくり支援
・労働市場の社会的基盤整備（職業能力形成支援）

地域の実情に即した取組
・住民の理解や合意形成促進
　NPO等の活動を通じた中小企業経営者等の取組促進
・企業の取組の支援・促進

）等度制資融，彰表，度制定認・証認（  
・多様な働き方に対応した多様な子育て支援
・育児・介護等の社会的基盤形成

「憲章」
必要性，目指すべき社会の姿を提示

「行動指針」
各主体の取組方針，点検・評価方法を提示

● 政労使トップの交代を機に，仕事と生活の調和の実現に向
けて一層積極的に取り組む決意を表明

● 施策の進捗や経済情勢の変化を踏まえ，「憲章」・「行動指針」
（平成19（2007）年12月策定）に新たな視点や取組を盛込み

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
の新合意について

仕事と生活の調和推進官民トップ会議
平成22（2010）年6月29日

仕事と生活の調和推進官民トップ会議
　総理大臣ほか関係閣僚
　経団連，日商，連合等の労使代表
　知事会，有識者から構成

【資料2　国の憲章と行動指針（平成 22（2010）年 6月の新合意）概要】

企業，働く者の取組1

国の取組3 地方公共団体の取組4

国民の取組2

◆数値目標設定指標の動向
（内閣府「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）レポー
  ト2016」より）

【数値目標】
13項目，18指標，2020年の目標値
〔例（現状値→目標値）〕
・フリーター数約155万人〈2016〉→124万人
・週労働時間 60時間以上の雇用者の割合
7.7％〈2016〉→（10.0％〈2008〉から）5割減

・年次有給休暇取得率 48.7％〈2015〉→70%
・第１子出産前後の女性の継続就業率

53.1％〈2010-2014〉→55%
・男性の育休取得率 2.65％〈2015〉→13%
〔その他の項目〕
・就業率
・時間当たり労働生産性の伸び率
・労働時間等の課題について労使が話し合いの
機会を設けている割合

・メンタルヘルスケアに関する措置を受けられ
る職場の割合

・短時間勤務を選択できる事業所の割合（短時
   間正社員制度等）
・自己啓発を行っている労働者割合
・保育等の子育てサービスを提供している数
・6歳未満の子どもをもつ夫の育児・家事関連
時間※下線部が変更箇所

資料編
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【資料 3　「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」推進の動向】
　国，京都府及び京都市の「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」推進に関する取組をまと
めています。

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）のまちづくりに関する決議
　今，長時間労働は，社会全体にとって大きな課題であり，働く人たちの心身の健康への影響，家庭生活との両立の困難さ，地
域社会の担い手不足，少子化などの問題を投げ掛けている。
　そこで，「ワーク・ライフ・バランス」という観点から，働き方や暮らし方，地域社会の在り方を見直すことが求められている。
そうした中，目指すべきものは，一人一人が健康で生き生きと働き続けることができ，安心して妊娠，出産，育児，介護等の家
庭生活を充実させ，自らの職業能力開発を図り，地域活動にも参加できる「ワーク・ライフ・バランス社会」である。
　その実現に向け，本市においても，国で制定された憲章に沿って，地方分権にふさわしい行動指針の策定を目指すとともに，
仕事と生活の調和の実現に向けて取り組んでいる企業への支援，保育や介護サービスの充実など，より積極的な施策を推進し，
ワーク・ライフ・バランスのまちづくりに取り組むべきである。
　以上，決議する。
平成 20年 6月 5日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京　　都　　市　　会

年度 国 京都府 京都市
平成
17年度

「きょうと男女共同参画推進宣言」事業者登録制度創設
　「女性の能力の積極的な活用」や「仕事と家庭生活の両立支援」に取り
組む企業（事業者）を応援

平成
18年度

登録制度に基づく優秀企業への市長表彰と登録事業者
紹介冊子「パワーキャッチ　きょう」の発行開始

平成
19年度

「仕事と生活の調和（ワーク・
ライフ・バランス）憲章」及
び「仕事と生活の調和推進の
ための行動指針」（12 月 18 日）

登録事業者対象の情報交換会開始

「きょうと男女共同参画推進宣言」アドバイザー派遣制度開始

平成
20年度

京都雇用創出活力会議　ワーク・
ライフ・バランス専門部会（現：
京都雇用創出活力会議ワーク・
ライフ・バランス推進戦略本部）
の設置（8 月）

京都市会「京都市　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の
まちづくりに関する決議」（6 月 5 日） 下部参照

オール京都の取組を受け，「ワーク・ライフ・バランスの推進に関する庁
内連絡会議」を設置（10 月）

平成
21年度

京都市の取組が厚生労働省の「仕事と生活の調和推進宣言都市奨励事業」
に選定

平成
22年度

「憲章」及び「行動指針」の新
合意締結（6 月 29 日）

「京都　仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）行動計画」
の策定（8 月）

「はばたけ未来へ！ 京プラン」（京都市基本計画　平成 23 年度～ 32 年度）
の策定　（2 月）

「男女共同参画基本計画（第 3
次）」の策定（12 月 17 日）
　第 5分野に「男女の仕事と
生活の調和」掲載。

「第４次京都市男女共同参画計画」策定（3 月）
　重点分野の一つとして「仕事と家庭，社会貢献が調和できる「真のワー
ク・ライフ・バランス」の推進」を位置付け

平成
23年度

「京都ワーク・ライフ・バランス
センター」開設（11 月）

「真のワーク・ライフ・バランス推進プロジェクトチーム」を設置
「真のワーク・ライフ・バランス」推進計画策定（3 月）

平成
24年度

「京都 仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）行動計
画（第 2 次）」の策定（3 月）

「真のワーク・ライフ・バランス」推進企業支援補助金制度の創設
「真のワーク・ライフ・バランス」推進企業表彰制度の創設
「真のワーク・ライフ・バランス」推進員の設置

「きょうと男女共同参画推進宣言」事業者登録制度と京都府の「京都モデル」ワーク・ライフ・バランス推
進企業認証制度を統合

平成
25年度

「日本再興戦略」の中核に「女
性の活躍推進」を位置付け

「真のワーク・ライフ・バランス」実践エピソード表彰制度の創設
「真のワーク・ライフ・バランス」ポータルサイト開設（3 月）

平成
26年度

「日本再興戦略」改訂 2014 に
「『女性が輝く社会』の実現」
が掲げられる。

「輝く女性応援京都会議」発足（3 月）

平成
27年度

女性活躍推進法公布・施行 「KYO のあけぼのプラン（第 3
次）後期施策」策定 「真のワーク・ライフ・バランス」に関するアンケート実施（6 月）

「女性活躍加速のための重点方
針 2015」策定 「第 4 次京都市男女共同参画計画（改定版）」策定（3 月）

「男女共同参画基本計画（第 4
次）」策定 「京都女性活躍応援計画」策定（3 月）

平成
28年度 「京都ウィメンズベース」開設（8 月）
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【資料 4　「真のワーク・ライフ・バランス」に関するアンケート】

資料編

　本調査は，平成 27（2015）年度に，京都市における「真のワーク・ライフ・バランス」の実現に向け，
市民の皆様の意識及び取り巻く状況の変化等を把握するとともに，「真のワーク・ライフ・バランス」
推進計画に関する事業の在り方を考えるうえでの基礎資料として活用することを目的として，3,000
人の方を対象に実施しました。

＜調査結果の概要＞

「ワーク・ライフ・バランス」の認知度について
＜主な調査結果について＞

❶調査の対象
　市内在住の満 20歳以上の市民 3,000 人
❷抽出方法
　住民基本台帳（外国人データ含む。）から行政区別・年齢階層別人口割合に応じた無作為抽出
　（平成 27（2015）年 5月 1日現在）
❸調査方法
　郵送法，無記名方式
❹調査期間
　平成 27（2015）年 6月 10日（水）～平成 27（2015）年 6月 30日（火）
❺有効回答数
　1,111 件（有効回答率　37.0％）
※調査結果の詳細は，京都市文化市民局男女共同参画推進課ホームページで公開しています。
　【URL】http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000193057.html

あなたは，「ワーク・ライフ・バランス」について，ご存知でしたか。
【当てはまるもの 1つに○】
○　「ワーク・ライフ・バランス」について，「言葉も意味も知っていた」，「言葉は聞いたことはあ
るが，意味は知らなかった」と回答された方の合計が，全体で38.5%という結果となりました。
○　性別でみると，「言葉も意味も知っていた」，「言葉は聞いたことはあるが，意味は知らなかっ
た」と回答された方の合計は，男性（42.9％）が女性（35.5％）を上回っています。

全体（N=1,111）

男性（N=446）

女性（N=665）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

言葉も意味も知っていた  　言葉は聞いたことはあるが，意味は知らなかった　  全く知らなかった　  無回答

19.1% 19.4% 61.0% 0.5%

24.7% 18.2% 57.0% 0.2%

15.3% 20.2% 63.8% 0.8%
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資料編

◆ 計画への反映 ◆

「真のワーク・ライフ・バランス」の認知度について

○　「真のワーク・ライフ・バランス」について，「言葉も意味も知っていた」，「言葉は聞いたことは
あるが，意味は知らなかった」と回答された方の合計が，全体で23.3％という結果となりました。
○　性別でみると，「言葉も意味も知っていた」，「言葉は聞いたことはあるが，意味は知らなかっ
た」と回答された方の合計は，男性（26.9％）が女性（20.8％）を上回っています。

　京都市では，仕事と，家庭生活などの私生活だけでなく，町内会の活動やボランティア活
動などの「地域活動や社会貢献」も含めて，いきいきとした暮らしを送ることを“真のワー
ク・ライフ・バランス”と位置付けています。あなたは，「真のワーク・ライフ・バランス」
についてご存知でしたか。【当てはまるもの 1つに○】

　当推進計画では，「啓発・教育・情報発信」を重点項目のひとつに掲げ，「真のワーク・ライフ・バ
ランス」という考え方を広く周知するため，ライフスタイルやライフステージに応じた効果の高い
取組を検討しながら推進します。

◆ 計画への反映 ◆

家庭生活を充実させるうえでの課題

○　「仕事が忙しい」と回答された方が，男性では 55.0％，女性では 41.4％と最も多く，次いで，
「働く時間を減らすと，経済的に苦しくなる」が男性では 31.2％，女性では 37.9％という結果
となりました。家庭にもっと関わりたいと思っても，主に仕事の忙しさや経済的なことが課題
となって希望どおりにはいかないという現状が伺えます。

　現在のあなたの生活において，家庭生活の時間を充実させようと思うと，課題になるのは
どのようなことですか。【2つまでに○】

　当推進計画では，「仕事とつながりいきいきとした職業人としての役割を担うための支
援」を重点項目のひとつに掲げ，企業等における長時間労働の解消等の働き方改革の推進や
仕事と家庭生活等の両立支援の取組の促進について，雇用行政，労働行政を担う国や京都府
と連携を図りながら，市民の雇用機会の確保と就労のための支援等を行います。

◆ 計画への反映 ◆

「真のワーク・ライフ・バランス」の実現度について

○　「真のワーク・ライフ・バランス」の実現度（希望どおりに実現でき，満足している人の割合）をみると，
「どちらかといえばとれている」と回答された方が，全体で35.5％と最も多く，「とれている」と回答さ
れた方（10.7％）と合わせて46.2％と，半数近くの人が実現できているという結果となりました。
○　性別でみると，「とれている」，「どちらかといえばとれている」と回答された方の合計は，男
性（46.4％），女性（46.0％）ともほぼ同様の分布状況となっています。

　現在，あなたご自身の生活は，家庭生活，趣味の活動や地域活動など，仕事以外の活動のバ
ランスが，自分の希望どおりにとれていると思われますか。【当てはまるもの 1つに○】

　当推進計画では，「真のワーク・ライフ・バランス」実現のため，子育てや介護等の負担軽減
の支援や家庭生活への男性の主体的な参画を促進し，男女が家庭生活において協力し合える社
会気運を醸成するとともに，地域活動や市民活動等への参加促進と活動支援に取り組みます。

全体（N=1,111）

男性（N=446）

女性（N=665）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

言葉も意味も知っていた  　言葉は聞いたことはあるが，意味は知らなかった　  全く知らなかった　  無回答

6.6% 16.7% 76.1% 0.6%

10.8% 16.1% 72.9% 0.2%

3.8% 17.0% 78.3% 0.9%

全体（N=1,111）

男性（N=446）

女性（N=665）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

とれている  　どちらかといえばとれている　  どちらかといえばとれていない　  とれていない　  わからない　  無回答

10.7% 35.5% 22.5% 0.9%9.6%20.8%

21.3%8.7% 37.7% 21.7% 0.9%9.6%

12.0% 34.0% 23.0% 0.9%9.6%20.5%

仕事が忙しい

勉強，習いごと，趣味の活動などが忙しい

働く時間を減らすと，経済的に苦しくなる

家庭生活を大事にすることについて，
職場の上司や同僚の理解が得られない

働いている会社等で，育児休暇や
介護休暇などの制度が整っていない

働いている会社等で，育児休暇や介護休暇などの
制度はあるが，積極的にとろうという雰囲気がない

健康上の問題

その他

無回答

全体（N=249）
男性（N=109）
女性（N=140）

47.4%
55.0%

41.4%

7.6%
8.3%
7.1%

34.9%
31.2%

37.9%

5.6%
7.3%

4.3%

3.2%
5.5%

1.4%

6.0%
9.2%

3.6%

13.7%
6.4%

19.3%

15.3%
10.1%

19.3%

4.0%
5.5%

2.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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◆ 計画への反映 ◆

「真のワーク・ライフ・バランス」の認知度について

○　「真のワーク・ライフ・バランス」について，「言葉も意味も知っていた」，「言葉は聞いたことは
あるが，意味は知らなかった」と回答された方の合計が，全体で23.3％という結果となりました。
○　性別でみると，「言葉も意味も知っていた」，「言葉は聞いたことはあるが，意味は知らなかっ
た」と回答された方の合計は，男性（26.9％）が女性（20.8％）を上回っています。

　京都市では，仕事と，家庭生活などの私生活だけでなく，町内会の活動やボランティア活
動などの「地域活動や社会貢献」も含めて，いきいきとした暮らしを送ることを“真のワー
ク・ライフ・バランス”と位置付けています。あなたは，「真のワーク・ライフ・バランス」
についてご存知でしたか。【当てはまるもの 1つに○】

　当推進計画では，「啓発・教育・情報発信」を重点項目のひとつに掲げ，「真のワーク・ライフ・バ
ランス」という考え方を広く周知するため，ライフスタイルやライフステージに応じた効果の高い
取組を検討しながら推進します。

◆ 計画への反映 ◆

家庭生活を充実させるうえでの課題

○　「仕事が忙しい」と回答された方が，男性では 55.0％，女性では 41.4％と最も多く，次いで，
「働く時間を減らすと，経済的に苦しくなる」が男性では 31.2％，女性では 37.9％という結果
となりました。家庭にもっと関わりたいと思っても，主に仕事の忙しさや経済的なことが課題
となって希望どおりにはいかないという現状が伺えます。

　現在のあなたの生活において，家庭生活の時間を充実させようと思うと，課題になるのは
どのようなことですか。【2つまでに○】

　当推進計画では，「仕事とつながりいきいきとした職業人としての役割を担うための支
援」を重点項目のひとつに掲げ，企業等における長時間労働の解消等の働き方改革の推進や
仕事と家庭生活等の両立支援の取組の促進について，雇用行政，労働行政を担う国や京都府
と連携を図りながら，市民の雇用機会の確保と就労のための支援等を行います。

◆ 計画への反映 ◆

「真のワーク・ライフ・バランス」の実現度について

○　「真のワーク・ライフ・バランス」の実現度（希望どおりに実現でき，満足している人の割合）をみると，
「どちらかといえばとれている」と回答された方が，全体で35.5％と最も多く，「とれている」と回答さ
れた方（10.7％）と合わせて46.2％と，半数近くの人が実現できているという結果となりました。
○　性別でみると，「とれている」，「どちらかといえばとれている」と回答された方の合計は，男
性（46.4％），女性（46.0％）ともほぼ同様の分布状況となっています。

　現在，あなたご自身の生活は，家庭生活，趣味の活動や地域活動など，仕事以外の活動のバ
ランスが，自分の希望どおりにとれていると思われますか。【当てはまるもの 1つに○】

　当推進計画では，「真のワーク・ライフ・バランス」実現のため，子育てや介護等の負担軽減
の支援や家庭生活への男性の主体的な参画を促進し，男女が家庭生活において協力し合える社
会気運を醸成するとともに，地域活動や市民活動等への参加促進と活動支援に取り組みます。

全体（N=1,111）

男性（N=446）

女性（N=665）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

言葉も意味も知っていた  　言葉は聞いたことはあるが，意味は知らなかった　  全く知らなかった　  無回答

6.6% 16.7% 76.1% 0.6%

10.8% 16.1% 72.9% 0.2%

3.8% 17.0% 78.3% 0.9%

全体（N=1,111）

男性（N=446）

女性（N=665）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

とれている  　どちらかといえばとれている　  どちらかといえばとれていない　  とれていない　  わからない　  無回答

10.7% 35.5% 22.5% 0.9%9.6%20.8%

21.3%8.7% 37.7% 21.7% 0.9%9.6%

12.0% 34.0% 23.0% 0.9%9.6%20.5%

仕事が忙しい

勉強，習いごと，趣味の活動などが忙しい

働く時間を減らすと，経済的に苦しくなる

家庭生活を大事にすることについて，
職場の上司や同僚の理解が得られない

働いている会社等で，育児休暇や
介護休暇などの制度が整っていない

働いている会社等で，育児休暇や介護休暇などの
制度はあるが，積極的にとろうという雰囲気がない

健康上の問題

その他

無回答

全体（N=249）
男性（N=109）
女性（N=140）

47.4%
55.0%

41.4%

7.6%
8.3%
7.1%

34.9%
31.2%

37.9%

5.6%
7.3%

4.3%

3.2%
5.5%

1.4%

6.0%
9.2%

3.6%

13.7%
6.4%

19.3%

15.3%
10.1%

19.3%

4.0%
5.5%

2.9%
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資料編

◆ 計画への反映 ◆

「真のワーク・ライフ・バランス」の実現のために個人や家庭で必要なこと

○　全体では「真のワーク・ライフ・バランスの考え方について，理解を深める」が 33.5％と最
も多く，次いで「配偶者などの家族の希望に応じて，家事，育児，介護などを協力し合う」が
24.4％となっています。
○　性別でみると，「真のワーク・ライフ・バランスの考え方について，理解を深める」が男性
（34.5％），女性（32.8％）共に最も多く，次いで男性では「地域コミュニティに積極的に関わり
をもつ」が 24.9％，女性では「配偶者などの家族の希望に応じて，家事，育児，介護などを協力
し合う」が 26.2％となっています。

　誰もが，希望に応じて，「真のワーク・ライフ・バランス」を実現できる社会をつくるため
に，個人や家庭においてどのような取組が必要だと思われますか。【2つまでに○】

　当推進計画では，「家族とつながりいきいきとした家庭人としての役割を担うための支
援」を重点項目のひとつに掲げ，子育てや介護等の負担軽減の支援や家庭生活への男性の主
体的な参画の促進に取り組み，「真のワーク・ライフ・バランス」の実現のため男女が家庭
生活において協力し合える社会気運を醸成していきます。

◆ 計画への反映 ◆

地域活動・社会貢献を充実させるうえでの課題

○　全体では，「参加するきっかけがない，又は参加の方法がわからない」が 35.4％と最も多く，
次いで「仕事が忙しい」が 30.4％となっています。
○　性別でみると，男性は，「仕事が忙しい」が 37.0％と最も多く，女性は，「参加するきっかけが
ない，又は参加の方法がわからない」が 39.6％と最も多くなっています。

　現在のあなたの生活において，地域活動等の時間を充実させようと思うと，課題になるの
はどのようなことですか。【2つまでに○】

　当推進計画では，「地域や社会とつながり生きがいを持って活動するための支援」を重点
項目のひとつに掲げ，地域活動や市民活動等への参加促進と活動支援を行い，性別や各世代
のニーズに応じた情報発信や参加のきっかけづくりに取り組みます。

仕事が忙しい

家事が忙しい

育児が忙しい

介護が忙しい

勉強，習いごと，趣味の活動などが忙しい

参加するきっかけがない，
又は参加の方法がわからない

参加する魅力ややりがいがない

一緒に活動する親しい友人・知人がいない

活動に伴う人付き合いが，うまくできるか心配

健康上の問題

その他

無回答

全体（N=257）
男性（N=108）
女性（N=149）

30.4%
37.0%

25.5%

6.6%
1.9%

10.1%

4.7%
4.6%
4.7%

8.9%
9.3%
8.7%

13.2%
14.8%

12.1%

21.8%
22.2%
21.5%

14.8%
14.8%
14.8%

13.6%
8.3%

17.4%

8.2%
10.2%

6.7%

2.3%
1.9%
2.7%

35.4%
29.6%

39.6%

4.7%
1.9%

6.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

真のワーク・ライフ・バランスの考え方について，
理解を深める

仕事は夫，家庭のことは妻，というような
固定的な考え方を，人に押し付けない

配偶者などの家族の希望に応じて，
家事，育児，介護などを協力し合う

家事，育児，介護などへ男性が積極的に参加する

必要に応じて，別居の親族に協力を求めたり
民間の事業サービスを利用したりする

地域コミュニティに積極的に関わりをもつ

ボランティア活動に参加する

必要ない

わからない

その他

無回答

全体（N=1,111）
男性（N=446）
女性（N=665）

33.5%
34.5%

32.8%

20.8%
20.2%
21.2%

24.4%
21.7%

26.2%

15.0%
11.9%

17.1%

11.1%
7.4%

13.5%

21.2%
24.9%

18.6%

9.1%
11.0%

7.8%

3.2%
3.8%
2.9%

15.0%
16.8%

13.8%

3.2%
3.8%
2.9%

1.9%
1.6%
2.1%
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資料編

◆ 計画への反映 ◆

「真のワーク・ライフ・バランス」の実現のために個人や家庭で必要なこと

○　全体では「真のワーク・ライフ・バランスの考え方について，理解を深める」が 33.5％と最
も多く，次いで「配偶者などの家族の希望に応じて，家事，育児，介護などを協力し合う」が
24.4％となっています。
○　性別でみると，「真のワーク・ライフ・バランスの考え方について，理解を深める」が男性
（34.5％），女性（32.8％）共に最も多く，次いで男性では「地域コミュニティに積極的に関わり
をもつ」が 24.9％，女性では「配偶者などの家族の希望に応じて，家事，育児，介護などを協力
し合う」が 26.2％となっています。

　誰もが，希望に応じて，「真のワーク・ライフ・バランス」を実現できる社会をつくるため
に，個人や家庭においてどのような取組が必要だと思われますか。【2つまでに○】

　当推進計画では，「家族とつながりいきいきとした家庭人としての役割を担うための支
援」を重点項目のひとつに掲げ，子育てや介護等の負担軽減の支援や家庭生活への男性の主
体的な参画の促進に取り組み，「真のワーク・ライフ・バランス」の実現のため男女が家庭
生活において協力し合える社会気運を醸成していきます。

◆ 計画への反映 ◆

地域活動・社会貢献を充実させるうえでの課題

○　全体では，「参加するきっかけがない，又は参加の方法がわからない」が 35.4％と最も多く，
次いで「仕事が忙しい」が 30.4％となっています。
○　性別でみると，男性は，「仕事が忙しい」が 37.0％と最も多く，女性は，「参加するきっかけが
ない，又は参加の方法がわからない」が 39.6％と最も多くなっています。

　現在のあなたの生活において，地域活動等の時間を充実させようと思うと，課題になるの
はどのようなことですか。【2つまでに○】

　当推進計画では，「地域や社会とつながり生きがいを持って活動するための支援」を重点
項目のひとつに掲げ，地域活動や市民活動等への参加促進と活動支援を行い，性別や各世代
のニーズに応じた情報発信や参加のきっかけづくりに取り組みます。

仕事が忙しい

家事が忙しい

育児が忙しい

介護が忙しい

勉強，習いごと，趣味の活動などが忙しい

参加するきっかけがない，
又は参加の方法がわからない

参加する魅力ややりがいがない

一緒に活動する親しい友人・知人がいない

活動に伴う人付き合いが，うまくできるか心配

健康上の問題

その他

無回答

全体（N=257）
男性（N=108）
女性（N=149）

30.4%
37.0%

25.5%

6.6%
1.9%

10.1%

4.7%
4.6%
4.7%

8.9%
9.3%
8.7%

13.2%
14.8%

12.1%

21.8%
22.2%
21.5%

14.8%
14.8%
14.8%

13.6%
8.3%

17.4%

8.2%
10.2%

6.7%

2.3%
1.9%
2.7%

35.4%
29.6%

39.6%

4.7%
1.9%

6.7%
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真のワーク・ライフ・バランスの考え方について，
理解を深める

仕事は夫，家庭のことは妻，というような
固定的な考え方を，人に押し付けない

配偶者などの家族の希望に応じて，
家事，育児，介護などを協力し合う

家事，育児，介護などへ男性が積極的に参加する

必要に応じて，別居の親族に協力を求めたり
民間の事業サービスを利用したりする

地域コミュニティに積極的に関わりをもつ

ボランティア活動に参加する

必要ない

わからない

その他

無回答

全体（N=1,111）
男性（N=446）
女性（N=665）

33.5%
34.5%

32.8%

20.8%
20.2%
21.2%

24.4%
21.7%

26.2%

15.0%
11.9%

17.1%

11.1%
7.4%

13.5%
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24.9%
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9.1%
11.0%

7.8%
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2.9%
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資料編

◆ 計画への反映 ◆

「真のワーク・ライフ・バランス」の実現のために企業・職場で必要なこと

○　全体では「子育てや介護が必要な時期などに，育児休暇，介護休暇，短時間勤務制度，フレッ
クス勤務などの，社員が働きやすい制度を充実させる」が 30.2％と最も多くなっています。
○　性別でみると，全体と同様に「子育てや介護が必要な時期などに，育児休暇，介護休暇，短時
間勤務制度，フレックス勤務などの，社員が働きやすい制度を充実させる」が男女共に多く，次
いで「子育てや介護が必要な時期などに，育児休暇，介護休暇，短時間勤務制度，フレックス勤
務などの制度が，社員に積極的に活用されるよう取り組む」が多くなっています。

　誰もが，希望に応じて，「真のワーク・ライフ・バランス」を実現できる社会をつくるため
に，企業・職場においてどのような取組が必要だと思われますか。【2つまでに○】

　当推進計画では，「仕事とつながりいきいきとした職業人としての役割を担うための支
援」の取組として，企業（事業者）等の支援のため，補助制度の運用や企業等の好事例の発信
等により，企業の具体的な取組を支援します。

【資料5　計画策定までの経過（平成23（2011）年度以降）】
1 検討の進め方

2 市民意見の募集

●募集期間

平成 23（2011）年 11月8日（火）～
12月15日（木）

●御意見数

御意見をいただいた方の総数 180人（8団体含む。）
意見数 237件　＊趣旨不明・判読不能なもの等を除く。

◎　計画の策定を行うため，企画監の下，庁内の横断的な組織として「真のワーク・ライフ・バランス推
進プロジェクトチーム」を設置し，さらにその所属課から選出した若手職員によるワーキンググループを設
置しました。

◎　また，上記チームで外部講師を招いて，ワーク・ライフ・バランス先進国のスウェーデンとの比較から，
これまでのワーク・ライフ・バランスの考え方や課題について学びました。（1回開催）

◎　庁内のメンバーであるプロジェクトチーム，ワーキンググループで検討を重ねるだけでなく，「真のワー
ク・ライフ・バランス」を提案した「未来の担い手・若者会議U35」（Ｐ2コラム①参照）と意見交換
会を行いながら，検討を進めました。
　　　プロジェクトチーム会議 ……6回開催
　　　ワーキンググループ会議……2回開催
　　　意見交換会（全体会）  ……3回開催

＊　さらに，1月以降は，プロジェクトチーム，ワーキンググループ，U35混成のユニットに分かれて
　意見交換会をそれぞれ複数回行いました。

　「真のワーク・ライフ・バランス」推進計画の策定に当たって，市民の皆様の御意見をお伺いし計画
に反映させるため，11月に素案を発表して市民意見募集を行いました。
　市民意見募集に当たっては，「真のワーク・ライフ・バランス」の提案者である「未来の担い手・若者
会議U35」にも御協力いただき，本市のイベント会場や街頭で市民の皆様から御意見を伺う「出前パブ
コメ」も取り入れました。

【参考：Ｕ35の取組　≪ライフスタイルカフェにおけるアンケート≫】
　Ｕ35が，「真のワーク・ライフ・バランス」の考え方を広く発信するため，平成 23（2011）年 10月 27日～ 30日に岡崎公
園において「ライフスタイルの再考」をコンセプトとしたオープンカフェ「ライフスタイルカフェ」を開催しました。
　その会場において，U35が市政総合アンケートと同様の設問による来場者アンケートを実施し，296名（男 62名，女 150
名，男女無回答 84名）の方の回答が得られました。年代別では，市政総合アンケートと比較して，20歳代以下及び 30歳代の
方が多く，市外からの来場者にも回答をいただいた点が異なり，市政総合アンケート結果とともに，当推進計画の検討に当たっ
ての参考とさせていただきました。

社長や取締役が率先して
真のワーク・ライフ・バランスに取り組む

管理職の意識改革を行う

真のワーク・ライフ・バランスの意識が
社内に浸透するよう，社員の啓発等を行う

子育てや介護が必要な時期などに，育児休暇，
介護休暇，短時間勤務制度，フレックス勤務などの，

社員が働きやすい制度を充実させる

子育てや介護が必要な時期などに，育児休暇，介護休暇，
短時間勤務制度，フレックス勤務などの制度が，

社員に積極的に活用されるよう取り組む
ノー残業デーなど残業時間の削減など，仕事の
効率化を進め，規定の労働時間以外の労働を

減らす取組を進める

有給休暇の取得促進に積極的に取り組む

従業員のボランティア活動に対する
休暇制度などの支援を行う

必要ない

わからない

その他

無回答

全体（N=1,111）
男性（N=446）
女性（N=665）

18.5%
20.6%

17.0%

19.1%
20.6%

18.0%

13.8%
16.8%

11.7%

25.7%
18.2%

30.8%

16.1%
17.7%

15.0%

6.7%
7.6%

6.0%

1.9%
2.7%
1.4%

13.6%
14.1%
13.2%

3.8%
4.5%
3.3%

4.9%
4.9%
4.8%

13.2%
14.8%

12.2%

30.2%
25.3%

33.4%
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資料編

◆ 計画への反映 ◆

「真のワーク・ライフ・バランス」の実現のために企業・職場で必要なこと

○　全体では「子育てや介護が必要な時期などに，育児休暇，介護休暇，短時間勤務制度，フレッ
クス勤務などの，社員が働きやすい制度を充実させる」が 30.2％と最も多くなっています。
○　性別でみると，全体と同様に「子育てや介護が必要な時期などに，育児休暇，介護休暇，短時
間勤務制度，フレックス勤務などの，社員が働きやすい制度を充実させる」が男女共に多く，次
いで「子育てや介護が必要な時期などに，育児休暇，介護休暇，短時間勤務制度，フレックス勤
務などの制度が，社員に積極的に活用されるよう取り組む」が多くなっています。

　誰もが，希望に応じて，「真のワーク・ライフ・バランス」を実現できる社会をつくるため
に，企業・職場においてどのような取組が必要だと思われますか。【2つまでに○】

　当推進計画では，「仕事とつながりいきいきとした職業人としての役割を担うための支
援」の取組として，企業（事業者）等の支援のため，補助制度の運用や企業等の好事例の発信
等により，企業の具体的な取組を支援します。

【資料5　計画策定までの経過（平成23（2011）年度以降）】
1 検討の進め方

2 市民意見の募集

●募集期間

平成 23（2011）年 11月8日（火）～
12月15日（木）

●御意見数

御意見をいただいた方の総数 180人（8団体含む。）
意見数 237件　＊趣旨不明・判読不能なもの等を除く。

◎　計画の策定を行うため，企画監の下，庁内の横断的な組織として「真のワーク・ライフ・バランス推
進プロジェクトチーム」を設置し，さらにその所属課から選出した若手職員によるワーキンググループを設
置しました。

◎　また，上記チームで外部講師を招いて，ワーク・ライフ・バランス先進国のスウェーデンとの比較から，
これまでのワーク・ライフ・バランスの考え方や課題について学びました。（1回開催）

◎　庁内のメンバーであるプロジェクトチーム，ワーキンググループで検討を重ねるだけでなく，「真のワー
ク・ライフ・バランス」を提案した「未来の担い手・若者会議U35」（Ｐ2コラム①参照）と意見交換
会を行いながら，検討を進めました。
　　　プロジェクトチーム会議 ……6回開催
　　　ワーキンググループ会議……2回開催
　　　意見交換会（全体会）  ……3回開催

＊　さらに，1月以降は，プロジェクトチーム，ワーキンググループ，U35混成のユニットに分かれて
　意見交換会をそれぞれ複数回行いました。

　「真のワーク・ライフ・バランス」推進計画の策定に当たって，市民の皆様の御意見をお伺いし計画
に反映させるため，11月に素案を発表して市民意見募集を行いました。
　市民意見募集に当たっては，「真のワーク・ライフ・バランス」の提案者である「未来の担い手・若者
会議U35」にも御協力いただき，本市のイベント会場や街頭で市民の皆様から御意見を伺う「出前パブ
コメ」も取り入れました。

【参考：Ｕ35の取組　≪ライフスタイルカフェにおけるアンケート≫】
　Ｕ35が，「真のワーク・ライフ・バランス」の考え方を広く発信するため，平成 23（2011）年 10月 27日～ 30日に岡崎公
園において「ライフスタイルの再考」をコンセプトとしたオープンカフェ「ライフスタイルカフェ」を開催しました。
　その会場において，U35が市政総合アンケートと同様の設問による来場者アンケートを実施し，296名（男 62名，女 150
名，男女無回答 84名）の方の回答が得られました。年代別では，市政総合アンケートと比較して，20歳代以下及び 30歳代の
方が多く，市外からの来場者にも回答をいただいた点が異なり，市政総合アンケート結果とともに，当推進計画の検討に当たっ
ての参考とさせていただきました。

社長や取締役が率先して
真のワーク・ライフ・バランスに取り組む

管理職の意識改革を行う

真のワーク・ライフ・バランスの意識が
社内に浸透するよう，社員の啓発等を行う

子育てや介護が必要な時期などに，育児休暇，
介護休暇，短時間勤務制度，フレックス勤務などの，

社員が働きやすい制度を充実させる

子育てや介護が必要な時期などに，育児休暇，介護休暇，
短時間勤務制度，フレックス勤務などの制度が，

社員に積極的に活用されるよう取り組む
ノー残業デーなど残業時間の削減など，仕事の
効率化を進め，規定の労働時間以外の労働を

減らす取組を進める

有給休暇の取得促進に積極的に取り組む

従業員のボランティア活動に対する
休暇制度などの支援を行う

必要ない

わからない

その他

無回答

全体（N=1,111）
男性（N=446）
女性（N=665）

18.5%
20.6%

17.0%

19.1%
20.6%

18.0%

13.8%
16.8%

11.7%

25.7%
18.2%

30.8%

16.1%
17.7%

15.0%

6.7%
7.6%

6.0%

1.9%
2.7%
1.4%

13.6%
14.1%
13.2%

3.8%
4.5%
3.3%

4.9%
4.9%
4.8%

13.2%
14.8%

12.2%

30.2%
25.3%

33.4%

0% 10% 20% 30% 40%
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考えてみよう！自分にとっての「真のワーク・ライフ・バランス」

１ 身の回りに親しい友人がいて，交流の機会がある。 はい まあまあ いいえ

2
自己研鑚や趣味・娯楽，ボランティアの活動などの目的で，継続し
て学習している。

はい まあまあ いいえ

3 仕事や趣味など，自分の持っている才能や知識，技量などが十分に
発揮でき，やりがいと生きがいを感じることがある。 はい まあまあ いいえ

4 自分の将来のライフプランについて考えたり学習したりする機会が
ある。 はい まあまあ いいえ

5 自分またはパートナーが安定した仕事に就くことなどにより，経済
的に自立できている。 はい まあまあ いいえ

6 仕事において，自分のライフスタイルやライフステージに応じた働
き方ができていると感じている。 はい まあまあ いいえ

7 働いている職場において，子育てや家族の介護に対する理解や支援
が十分であると感じる。 はい まあまあ いいえ

8 仕事にやりがいや生きがいを感じている。 はい まあまあ いいえ

9 子育てや介護の負担を軽くしたり，仕事等と両立するためのサービ
スを利用できている。 はい まあまあ いいえ

10 身の回りに，子育てや介護の悩みを相談できる人がいる。 はい まあまあ いいえ

11 夫婦（家族）で家事や育児，介護を分担している。 はい まあまあ いいえ

12
1週間のうち，同居する家族と5回以上夕食を一緒に食べている。
または，離れて暮らしている家族や親族と，頻繁に連絡を取り合っ
ている。

はい まあまあ いいえ

13 住んでいる地域の自治会などのコミュニティ活動や，学校のＰＴＡ
活動などについて知っている。 はい まあまあ いいえ

14 過去１年の間に，地域の祭りや防犯・防災活動などのコミュニティ
活動や，学校のＰＴＡ活動に参加した。 はい まあまあ いいえ

15 困った時に頼れるご近所さんがいる。 はい まあまあ いいえ

16 様々な市民活動やボランティア活動に自分の意思で参画している。 はい まあまあ いいえ

A

）
人
個
（

）
事
仕
（
Ｂ

）
庭
家
（
Ｃ

）
域
地
（
Ｄ

採点方法：はい…2点　／まあまあ…1点　／いいえ…0点
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ（各 8点満点）のグループごとに集計してください。（総合計の満点は 32点です。）
そして，次のページの「現状」グラフに点数を記入し，バランスを確認してみてください。
さらに，ご自分の「理想」のグラフを作成し，二つを比較してみてください。

現　状

地域 仕事

家庭

個人

理　想

地域 仕事

家庭

個人

書いてみて
気付いたことは
何ですか？

理想に近づくために，
どんなことから
始められますか？

付録①

　まず，あなた御自身の日常を振り返ってみてください。
　振り返りのきっかけのひとつとして，以下のチェックリストを御自分の理想と現状を比べてみるツ
ールとして御利用ください。（このチェックリストは，点数で評価するものではありません。）
　理想と現状には，どのような違いがありますか。そして，理想に近づくためには，どんなことから
始められるでしょうか。
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考えてみよう！自分にとっての「真のワーク・ライフ・バランス」

１ 身の回りに親しい友人がいて，交流の機会がある。 はい まあまあ いいえ

2
自己研鑚や趣味・娯楽，ボランティアの活動などの目的で，継続し
て学習している。

はい まあまあ いいえ

3 仕事や趣味など，自分の持っている才能や知識，技量などが十分に
発揮でき，やりがいと生きがいを感じることがある。 はい まあまあ いいえ

4 自分の将来のライフプランについて考えたり学習したりする機会が
ある。 はい まあまあ いいえ

5 自分またはパートナーが安定した仕事に就くことなどにより，経済
的に自立できている。 はい まあまあ いいえ

6 仕事において，自分のライフスタイルやライフステージに応じた働
き方ができていると感じている。 はい まあまあ いいえ

7 働いている職場において，子育てや家族の介護に対する理解や支援
が十分であると感じる。 はい まあまあ いいえ

8 仕事にやりがいや生きがいを感じている。 はい まあまあ いいえ

9 子育てや介護の負担を軽くしたり，仕事等と両立するためのサービ
スを利用できている。 はい まあまあ いいえ

10 身の回りに，子育てや介護の悩みを相談できる人がいる。 はい まあまあ いいえ

11 夫婦（家族）で家事や育児，介護を分担している。 はい まあまあ いいえ

12
1週間のうち，同居する家族と5回以上夕食を一緒に食べている。
または，離れて暮らしている家族や親族と，頻繁に連絡を取り合っ
ている。

はい まあまあ いいえ

13 住んでいる地域の自治会などのコミュニティ活動や，学校のＰＴＡ
活動などについて知っている。 はい まあまあ いいえ

14 過去１年の間に，地域の祭りや防犯・防災活動などのコミュニティ
活動や，学校のＰＴＡ活動に参加した。 はい まあまあ いいえ

15 困った時に頼れるご近所さんがいる。 はい まあまあ いいえ

16 様々な市民活動やボランティア活動に自分の意思で参画している。 はい まあまあ いいえ
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人
個
（

）
事
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採点方法：はい…2点　／まあまあ…1点　／いいえ…0点
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ（各 8点満点）のグループごとに集計してください。（総合計の満点は 32点です。）
そして，次のページの「現状」グラフに点数を記入し，バランスを確認してみてください。
さらに，ご自分の「理想」のグラフを作成し，二つを比較してみてください。

現　状

地域 仕事

家庭

個人

理　想

地域 仕事

家庭

個人

書いてみて
気付いたことは
何ですか？

理想に近づくために，
どんなことから
始められますか？

付録①

　まず，あなた御自身の日常を振り返ってみてください。
　振り返りのきっかけのひとつとして，以下のチェックリストを御自分の理想と現状を比べてみるツ
ールとして御利用ください。（このチェックリストは，点数で評価するものではありません。）
　理想と現状には，どのような違いがありますか。そして，理想に近づくためには，どんなことから
始められるでしょうか。
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仕事の進め方，見直してみませんか？

① -1 会議を開く際，目的やゴールを示している。  （はい ・ いいえ）

① -2 会議の終了時間が守られている。 ）えいい ・ いは（ 

② -1 職場内で作成されている資料の分量は適切である。 ）えいい ・ いは（ 

② -2 作成した資料が無駄になることは少ない。 ）えいい ・ いは（ 

③ -1 共有キャビネットは整理整頓され，必要なものをすぐに探し出せる。 ）えいい ・ いは（ 

③ -2 ホワイトボードやスケジューラーを活用し，情報共有をしている。  （はい ・ いいえ）

④ -1 大きな仕事が終わった際には，概要報告をまとめている。 ）えいい ・ いは（ 

④ -2 業務の手順書やメモは，他人が見てもわかるように作成している。 ）えいい ・ いは（ 

⑤ -1 上司は部下の日々の労働時間を把握している。 ）えいい ・ いは（ 

⑤ -2 上司は，負荷が集中している部下のサポートをしている。  （はい ・ いいえ）

⑥ -1 業務分担に偏りがないか，常に見直している。 ）えいい ・ いは（ 

⑥ -2 特定の人のみが残業や深夜業を行うようなことはない。 ）えいい ・ いは（ 

⑦ -1 担当業務だけでなく，周辺の業務に関する知識を身につけている。 ）えいい ・ いは（ 

⑦ -2 意思決定に時間がかかり，業務が遅れることはない。 ）えいい ・ いは（ 

⑧ -1 上司と部下，部下同士で，日々，スケジュールを確認している。 ）えいい ・ いは（ 

⑧ -2 週間予定や月間予定を，職場で定期的に確認している。 ）えいい ・ いは（ 

⑨ -1 電話対応等に遮られず，担当業務に集中できる時間がある。 （はい ・ いいえ）

⑨ -2 上司と部下，部下同士で十分コミュニケーションをとれる時間がある。 ）えいい ・ いは（ 

⑩ -1 パソコンの得意な人の知識が，他の人の業務にも活かされている。 ）えいい ・ いは（ 

⑩ -2 仕事が早い人の仕事の進め方を，職場内で共有している。 ）えいい ・ いは（ 
（内閣府 仕事と生活の調和推進室「ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた「3つの心構え」と「10 の実践」」より）

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた仕事の進め方
「10の実践」チェックリスト

付録②

　内閣府の仕事と生活の調和推進室では，ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて，様々な取組を
行っています。下記のチェックリストは，仕事の効率化に取り組むための心構えと具体的なノウハウ
をわかりやすく紹介した内閣府のパンフレットワーク・ライフ・バランスの実現に向けた「３つの心
構え」と「10 の実践」から抜粋しました。
　あなたも一度，仕事の進め方，見直してみませんか？
（詳しくは⇒ http://wwwa.cao.go.jp/wlb/research/kouritsu/pdf/3point10jissen-1.pdf ）
　また，仕事と生活の調和ポータルサイト　http://wwwa.cao.go.jp/wlb/　もぜひ御参照ください。
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