
 

イクメン企業同盟の活動状況について 

 

１ 要 旨 

平成 26 年 3 月 25 日にイクメンを応援する企業経営者が集まって結成したイクメン企業同盟は，イクメンを 

増やす取組を加速させ，男性も育児に積極的に参加する社会を作っていくための活動を実施しています。 

結成当初，20 名だったメンバーは，28 名に増え，様々な活動を行っています。（別紙１参照） 

 

 ２ 活動状況    

                      

（１） 同盟の趣旨，活動のＰＲ                        【名刺】       【ピンバッジ】 

① 名刺，ピンバッチ 

イクメン企業同盟を紹介する名刺やピンバッチを使い， 

メンバーが他の企業経営者等へ同盟の紹介を行っています。 

 

 

② ホームページ，フェイスブック 

活動の様子や企業の取組事例などの情報を発信する同盟のホームページを本日，開設します。 

また，６月に，フェイスブックを開設して情報発信を行っています。 
 

【ホームページトップ画面】                   【fａｃｅｂｏｏｋトップ画面】 

 

 

 

 

 
 

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/ikumen/   https://ja-jp.facebook.com/ikumen.kigyoudounei 
 

③ プロモーションビデオ 

同盟ホームページで紹介しています。メンバーが配布する  
名刺にかざして AR 動画としても活用します。           
シャレオのビジョン等で放映を予定しています。 

 

 

 

④ 経営者の集まりでのキャラバン 

     メンバーが所属する経営者の集まり等で，同盟の紹介を行っています。 
8 月下旬には，企業のイクメン応援の取組事例などを掲載したチラシを 
作成して，配布します。 
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蟹瀬誠一氏 

青野慶久氏 

⑤ 個々のメンバーの活動 

    メンバーそれぞれが，他の企業経営者などに同盟の趣旨を普及したり，自社内でのイク 
メン応援の取組を充実させたりする活動を行っています。 

    
～取組の一例～ 

ア．株式会社中和商会代表取締役村上健一氏の取組 
会長を務められている広島商工会議所青年部内に， 
イクメン・女性の活躍促進について検討する， 
「ニューマネジメント委員会」を設置されました。 
男性の育児参画に企業が取り組む重要性について 
の講演を実施するなど，積極的に活動されています。 

 
 
 

イ． 広島県庁内での取組 
ファザーリング・ジャパン代表の安藤哲也氏が作成された 
「イクボス十カ条」を管理職全員に配布しました。 
イクボス（部下の育児参画に理解のある経営者や上司のこと） 
度のチェックなどを通じて，管理職の意識を高めています。 

 

 

(４)今後の活動 

 ひろしまイクメンサミット 2014 

 メンバーによる取組事例の発表，基調講演などを行い，企業経営 

者・企業の意識改革，行動変容を促します。 

 本日より参加者の募集を開始します。 

と き：10 月 19 日（日）13：30～16：40 ※父さん（10）育児（19）の日 

ところ：サテライトキャンパスひろしま（広島市中区大手町 1 丁目 5-3） 

対 象：企業経営者，企業の人事労務担当者など 

内 容：基調講演 

    蟹瀬誠一氏（国際ジャーナリスト・キャスター） 
青野慶久氏（サイボウズ株式会社代表取締役） 

パネルディスカッション 

     蟹瀬氏，青野氏，広島県知事，同盟メンバー 

定 員：120 名（先着） 

広 報：メンバーから知人へ招待状を手交，同盟ホームページへの掲載 

参加申込：メールまたはＦＡＸで。詳細はホームページから。 

 

 

                        

 

 

 

 

 



イクメン企業同盟について 

1．同盟の趣旨 
  女性の社会参画を促進し，安心して仕事と子育てを両立できる環境を整備するためには，男性の育

児参加が欠かせません。しかしながら，子育て期の男性の労働時間は長く，育児・家事時間は短いの

が現状です。そこで，男性の育児参加を応援し，働き方の見直しに取り組む企業経営者で構成する「イ

クメン企業同盟（イクメンを応援する企業経営者の同盟）」を結成し，企業ぐるみでイクメンを増や

す取組を加速するとともに，社会全体の男性の意識改革や行動変容を促すことにより，男性も積極的

に育児に参加する社会をつくっていきたいと考えています。 
２．発足日 

平成２６年３月２５日（火） 
３．活動内容 

・企業経営者の意識改革や職場の働き方の見直しを行うための広報活動 
・自社のイクメン推進の取組紹介や県内企業への普及 
・男性の育児休業取得促進など自社のイクメン推進の取組実施 
・社会全体の男性の意識改革や行動変容を促すための活動など  

４．メンバー 
同盟の趣旨に賛同し，広く活動する意欲のある企業・法人経営者（子育て中か否かは問わない）。

随時募集。                      （50 音順，敬称略，Ｈ26.8.7 現在 28 名） 

 

経営者名 企業名 役職 所在地 事業概要

浅原 利正 国立大学法人広島大学 学長 東広島市 教育

池田 晃治 株式会社広島銀行 代表取締役頭取 広島市 金融業

遠地 謙介 アーチ広島社会保険労務士法人 代表社会保険労務士・行政書士 広島市 社会保険労務士業

加藤 修司 株式会社加藤組 代表取締役 三次市 建設業

川田 昭司 株式会社ビストロ・フーズ 代表取締役ＣＥＯ 東広島市 飲食業

甲田 良憲 マツダロジスティクス株式会社 代表取締役社長 広島市 物流業

小飼 雅道 マツダ株式会社 代表取締役社長兼ＣＥＯ 府中町 製造業

佐々木 健一 一般社団法人広島青年会議所 理事長 広島市

佐竹 利子 株式会社サタケ 代表 東広島市 食品産業機械製造

下永 和洋 医療法人永和会 理事長 福山市 医療，介護

白井 考司 株式会社みづま工房 代表取締役社長 広島市 総合広告代理店

宅味 義博 株式会社サンキ 代表取締役社長 広島市 医薬品商社

田㞍 浩 有限会社ＧＵＴＳ 代表取締役 東広島市 自動車部品設計

中冨 元 第一タクシー株式会社 代表取締役 広島市 輸送業

中山 文宣 株式会社日本パーカーライジング広島工場 代表取締役社長 広島市 金属表面処理，道路安全施設等

長田　克司 オオアサ電子株式会社 代表取締役社長 北広島町 液晶表示装置製造

西井 裕昭 株式会社西井製作所 代表取締役社長 海田町 金属製品製造業

平石　朗 社会福祉法人尾道さつき会 理事長 尾道市 障害者，高齢者介護

福島 省三 フクシマ社会保険労務士法人 代表社員 広島市 人事労務管理業

細川 喜一郎 三次貨物運送有限会社 代表取締役社長 三次市 一般貨物自動車運送事業

細川 匡 デリカウイング株式会社 代表取締役会長 廿日市市 食品製造

松坂 晃太郎 ヒロボー株式会社 代表取締役社長 府中市 製造業

椋田 昌夫 広島電鉄株式会社 代表取締役社長 広島市 鉄軌道事業

村上 健一 株式会社中和商会 代表取締役社長 広島市 外装建材

山下　江 山下江法律事務所 所長 広島市 法律事務所

山本 千曲 株式会社山豊 代表取締役社長 広島市 食品製造

湯﨑 英彦 広島県 知事 広島市

吉本 卓生 特定非営利法人キッズＮＰＯ 理事長 廿日市市 保育

別紙１ 
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