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育児中の専業主婦の就業についての理想と現実

バランス・ママン
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１．はじめに
福岡市が男女共同参画基本計画（平成１８年策定）において目標として掲げている６つの社会、中で
も「男女が共に家庭と仕事、地域活動などの両立ができる社会」「働く場において男女が対等に参画
できる社会」を実現するためには、“女性が男性並みに（＝男女が均等に）仕事ができる環境の整備”
が必要と考えられます。
男女均等の就業機会の確保に大きな影響を与えているのが、女性の「出産」というイベントです。

「出産」は、男女双方に対し「育児」という新たに対応すべき負担をもたらします。この負担を男女
が等しく分担すれば、「仕事」など社会に接する機会も男女間で等しくなりますが、現実は「育児」
という負担の多くは女性にのしかかり、女性は「育児」と「仕事」の両立に悩むこととなります。そ
の結果、「育児」を選んだ女性は「仕事」という社会と接する機会が減少し、「仕事」を選んだ女性は
「育児」と「仕事」の両立で忙殺され、「生活」する余裕に欠けることになります。片や男性は「仕
事」に没頭する結果「育児」と接する機会が減少しているという偏りが生じています。

ワークライフバランスが広く知られるようになった現在、約６割の女性は仕事と家事・育児の両立
を望んでいるにも関わらず、実際には約８割の女性は両立ができず、仕事より家事・育児を優先させ
ています（※１）。法令上男女の性差を理由とした不当な扱いは禁じられていますが、現実は第１子
出産を期に３分の２（６７．４％）の女性が無職となっているのが実態です（※２）。

出産に伴い離職する女性が多いという現実の中で、女性の就業機会を拡大するには、育児休業後の
スムーズな仕事への復帰、育児が一段落ついた主婦の再就職機会の拡大が大きな足がかりとなると考
えます。「子どもが一人で外出できるようになる学童期になると働きたい」「でも、子どものことを考
えると育児に必要な時間は確保したいから、長時間の仕事は避けたい」という声をよく耳にします。
育児期間中の女性たちは、具体的にどのような働き方を求めているのでしょうか。どのような動機で
働こうとしているのでしょうか。どのような事を不安に思っているのでしょうか。こうした“育児期
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女性が求める働き方の形” を明らかにしたいと考えています。
一方、こうした女性の再就職（又は産後復帰）願望に対する企業側からの視点も重要です。再就職

が困難という現状は、即ち女性側のニーズと企業側のニーズ間にギャップが生じていることを意味し
ます。このギャップを解消できれば、個々の女性が育児と仕事を両立できるようになるだけでなく、
有能な女性が再就職を通じ労働市場に流入することにより、将来的な労働力不足（若者や高齢者を含
む新たな労働人口が増えない限り、２０５０年には現在の約３分の２になるとの予測（※３））への対応
にも繋がると考えています。

今回、私たちは再就職に対する女性側の視点を把握するために、再就職を希望する女性へのアン
ケートを実施し、育児に専念している女性達がどうして仕事を辞めることになったのかという背景に
加え、再就職に求める“理想の働き方”を明らかにしました。また、企業側の視点を把握するために、
再就職（又は産休後復帰）した女性及び企業人事担当者へのインタビューを実施し、育児と仕事の両
立を叶える為には実際どういった制度やサポートが重要であるか、を明らかにしました。これに加
え、マザーズハローワークへのインタビューでは再就職労働市場の現状を、女性起業家との座談会で
は起業という新たな働き方について話を伺いました。その上で、“理想の働き方”を実現するには、
具体的にどのような方針で取り組むべきなのかを分析し、提言を行っています。
今回の調査結果は、育児期女性の仕事と育児の両立をより円滑なものとするための施策を検討する

上で重要な示唆を与えてくれるものと考えています。調査結果を踏まえた種々の施策を実施していく
ことで、福岡市が「男女共同参画社会実現のトップランナー」というブランドを確立すると共に、女
性に優しい街として一層活気が溢れる街となるよう変えていきたいと心より願っています。

※１ 厚生労働省「子育て支援策に関する調査研究」（２００３年）
※２ 厚生労働省「第１回２１世紀出生児縦断調査結果」（２００１年）
※３ 独立行政法人労働政策研究・研修機構「平成１９年労働力需給の推計－労働力需給モデルによる将来推計の結果」

（２００８年２月）
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２．調査主体
本調査は、市民団体バランス・ママン（Balance☆Maman）が主体となり実施しました。バランス・
ママンは、以下の活動を通して産後女性のバランスある生活を支援しています。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■バランスボールエクササイズ（カラダの健康）
出産・育児を経た女性の体はダメージを受けています。
身体的に出産前よりマイナス地点にいるのに、子どもと一緒の育
児期間は、自分のことは二の次になりがち。
そんな時期だからこそのバランスボールを使ったエクササイズ。
自分のカラダと向き合い、筋力を整えていきます。

お子さん連れの方は、母親同士が互いに子どもを預けあって、母だけの
健康づくり時間を創り出しています。
預かりあいの場は、育児情報を交換する場にもなっています。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■NECワーキング・マザーサロン＠福岡の共催（ココロの健康）
子どもと一緒の生活。普段共に過ごすママ友同士での会話は、子
ども主眼のものが中心。
日常的に限られた、「母となった私」を主体に「はたらく」を語
り合う会。「自分がどうありたいか」、自分への思いを深める機会
を提供しています。

育児休業中の方、いつか働きたいと思っている方、
妊娠中の方からすでに社会復帰している方まで、
さまざまな母が集っています。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■アンケート＆インタビュー調査（生き方探求）《本調査》
どんな働き方が子どもにも母にもHappy なのか？「仕事も育児も大事」にできる環境とは？
その理想と現実をアンケートやインタビューを通して明らかにしたのが、この報告書です。

バランス・ママンとは…

バランスボールで弾むママたちという意味と併せて、
いろんな役割をバランスよく、自分らしくあわせ持つ、
輝くママになりたいという願いを込めています。

母であると同時に職業人であり、地域人であり、
趣味人でも学習者でもありたい！

育児も大切だけど、他にも大切なものを抱えているママも素敵だと思いませんか？
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３．各調査の概要
今回、４種の調査（アンケート調査・企業インタビュー・マザーズハローワークへのインタ
ビュー・起業家座談会）を実施した。それぞれの目的及びその関連性は以下のとおり。

３－１ アンケート調査
調査目的：女性の視点から再就職にあたっての動機・希望・不安等を明らかにする
調査対象：再就職の希望を持つ育児期女性３５０名（幼稚園保護者会、小学校 PTA等ネットワークを

通じて、郵送または手渡し）
調査期間：平成２２年１０月中旬～１２月上旬
調査項目：再就職を希望する動機、希望する職種・年収など
回収結果：回収数 ２３７ うち、有効回答数 ２０１
《尚アンケート項目の検討にあたり、NPO法人福岡ジェンダー研究所倉富氏の協力を得た。》

３－２ 企業インタビュー
調査目的：企業の視点から育児期女性支援制度の現状・取組・課題等を明らかにする
調査対象：再就職（又は育休後復帰）した女性、企業の人事担当者

具体的なヒアリング先（公表の了承を頂いた企業）は、イオン九州㈱、大木整形リハビリ
医院、㈱JTB九州、㈱ニューオータニ九州、㈱ミスターマックス、拓新産業㈱、西日本
技術開発㈱、㈱ベスト電器、など。

調査期間：平成２２年１０月上旬～１１月下旬
調査項目：出産・育児期のサポート制度・利用実績、今後の課題など
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３－３ マザーズハローワークへのインタビュー
調査目的：再就職労働市場の現状・傾向をヒアリングし、アンケート調査で示された希望する仕事内

容とのギャップを明らかにする
調査対象：マザーズハローワーク天神担当者
調査期日：平成２２年１２月１０日
調査項目：ハローワークに来訪する女性の傾向、再就職女性に対する求人の現状など

３－４ 起業家座談会
調査目的：出産を契機に会社を興したり、自宅で教室を開くなどしている育児経験のある起業者等に

話を聞き、起業という「働き方」でのワークライフバランスを明らかにする
調査対象：育児経験がある女性起業家６名
調査期日：平成２２年１１月２５日
調査項目：「起業」を選んだ理由、その経緯、現在のワークライフバランスとその満足度など
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問４―１「子どもの数」

問４―２「子どもの年齢」

４．各調査結果から
今回実施した４つの調査（アンケート調査・企業インタビュー・マザーズハローワークへのインタ

ビュー・起業家座談会）から判明したポイントは以下のとおり。

４－１ アンケート調査

ポイント①：再就職にあたり、各人のサポート環境や再就職への想いは人それぞれである。

・回答者の子どもの数は、２人が５５％、１人が３２％、３人が１２％であった。

・子どもの年齢は、第１子、第２子、第３子共に４～６歳を頂点にして０歳～１８歳まで分散してい
る。
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問５―１「配偶者の勤務時間」

問５―２「配偶者の勤務出勤」

・配偶者の勤務時間は、「１０～１２時間」が３４％、「１２時間以上」が３３％、「８～１０時間未満」が２９％と
なっている。

・休日出勤は、２９％の回答者が「ある」と回答している。
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問６「日頃の預け先状況」

問２３「再就職を希望するようになった時期」

・日頃の預け先状況は、「緊急時・用事の際に親族に預けられる」との回答が４１％、「緊急時・用事の
際に友人・知人に預けられる」との回答が２５％、「いずれもいない」との回答が２２％になっている。
「日常的に預けられる」との回答は１０％にすぎない。

・各人が希望する再就職したい時期は、「末子が小学校に入学した時」が４７％、「末子が幼稚園に入園
した時」が２８％で多く、「末子が○○歳になった時」との回答も１６％となっている。入園・入学の
節目での再就職希望も多いが、個人個人の再就職希望時期は異なっている。

・これらのデータから、今回のアンケート対象者は「再就職を希望する育児期女性」であるが、彼女
等を巡る環境、例えば、子どもの数、日頃の預け先状況、配偶者の勤務時間・休日出勤の有無、再
就職希望時期は人により異なっていると言える。
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問１５―ｂ「産前の就職で最も重視したこと」

問２４―ｂ「再就職にあたって最重視すること」

ポイント②：産休前後で求める仕事内容は大きく変化し、産後は短時間・緊急時対応など「時間」
を最優先する働き方を求めるようになる。食事作りや子ども送迎の為に夕方の時間帯
は確保したいと強く思っている。

・産前は、就職にあたり重視する項目として「自分がやりたい仕事である」が３３％、「資格・職業経
験を発揮できる」が１４％、「長期間安定して働ける」が１１％を占めていたが、産後の再就職にあた
り重視することは、「緊急時に休むことができる」が４２％でもっとも多く、「自分がやりたい仕事で
ある」が１８％と続く。
・産前は「自己満足」「安定性」志向が強かったのが、産後は「時間確保」志向が多くなるといえる。
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問１０―a「産前の勤務時間」

問２７―a「可能な勤務時間」

・産前の勤務時間は「８～１０時間」が５１％と多数を占めていたが、産後は「４～６時間未満」が６５％、
「４時間未満」が２２％。産前の通勤時間は「３０分以内」が４６％、「１時間以内」が３３％だったが、
産後は「３０分以内」が６８％となっており、産前に比べて、産後は勤務時間・通勤時間いずれも短い
時間を希望する。
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問１０―b「産前の通勤時間」

問２７―b「可能な通勤時間」
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問３１―２「再就職時の希望勤務時間／日」（時給制希望の場合 n＝１１９）

・再就職にあたって希望する給与計算方法は、「時給制」が７２％（P９０．問２９）を占めているが、時給
制希望の場合で希望する１日の勤務時間について、５０人が「４時間」、４１人が「５時間」と回答し
ている。また、週当たりの希望勤務日数は５９人が「３日」、２９人が「５日」と回答している。

問３１―３「再就職時の希望勤務日数／週」（時給制希望の場合 n＝１１９）
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問９「産前の雇用形態」

問２６「再就職で希望する雇用形態」

・産前の勤務形態で最も多かったのは「正社員」で８３％であったが、産後に希望する勤務形態では
「パートタイム・アルバイト」が８２％と最も多い。
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問８「産前に就いていた職種」

問２５「再就職を希望する職種」

・産前の職種で最も多かったのは「事務職・営業職」で６１％であったが、産後に希望する職種では「事
務職・営業職」の３７％に加え、「販売・サービス業」も３７％と多くなっている。
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問２８―a「勤務を避けたい時間帯」（複数回答）

問２８―ｂ「勤務を最も避けたい時間帯」

問２８―c「勤務を避けたい理由」（複数回答）

・なお、「勤務を避けたい時間帯」を複数回答で尋ねた質問には、「午後６時～８時」の回答者が１８７
人、「午後４時～６時」の回答者が１４０人、「午前８時～１０時」の回答者が１２３人と続く。
・そのうち、「勤務を最も避けたい時間帯」は「午後６時～８時」が７９％と最も多くなっている。そ
の理由としては１６０人が「食事作り」と回答し、１４人が「子どもの送迎」と回答している。
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問２２―a「再就職の理由」（複数回答）

ポイント③：再就職を希望する最大の動機は「収入の確保」であるが、「時間」を最優先する働き
方を求めており、産前の水準の収入を望んでいるわけではないことが分かる。

・再就職する動機で最も多いのは「収入の確保」、そして「社会とのつながり」である。具体的には、
「世帯収入の増加」との回答者が１２７人、「自分の収入／自立」が１０２人、「社会とのつながり」が８９
人、「子育てが一段落」が８３人と続く。
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問１１「産前の給与計算方法」

問２９「再就職での希望給与計算方法」

・産前は「月給制」が８７％であったのに対して、産後は、７２％の人が「時給制」を希望するようにな
る。
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問１２「産前の年収」

問３０「希望年収（年俸・月給）」

・また、年収も産前は「３～５００万円」が４０％、「２～３００万円」が３２％を占めていたが、産後は「１０３
万円以下」が３９％で最も多く、続いて「１０４～２００万円」が２５％と多かった。年収は、産前に比して
大幅にダウンする。
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問３２「実際の再就職活動」（複数回答）

問３３「再就職が決まらない理由」

ポイント④：一方、多くの人は自分の希望条件にあう仕事は中々見つからないと思っており、再就
職に向け、具体的な活動に至っている人は少ない。結果、多数の優秀な人材が、再就
職希望を持つにも関わらず、実際に働けていない。

・実際の再就職活動については、「具体的な活動は行っていない」との回答が１１６人で最も多く、「イ
ンターネットや就職雑誌で職を探した」との回答が５０人で、実際に再就職に向けた具体的な活動を
している人は少ない。

・再就職が決まらない理由としては「希望条件にあう仕事は中々見つからないから」との回答が３８％
と最も多かった。
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問１４「産前の職務年数」

・今回のアンケート対象者のうち、約３分の２の人たち（６５％）は産前に５年以上の勤務経験がある
人材。また複数の資格も保有する人も多いが、実際に再就職希望を持っているにも関わらず働けて
いない。
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問２０「現在保有している資格等」

・２０１人中１２４人が資格を保有する（資格保有率６１．７％）。出産後に新たな資格を取得する意欲的な女
性も存在する。
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４－２ 企業インタビュー
郵送及び電話でのインタビュー協力依頼を行い、企業１３社の協力を得てインタビューを行った。人
事担当者５名、代表取締役１名、育児期の復職者（再就職者）３０名の意見を伺った。以下に、そのイ
ンタビュー結果を述べる。

ポイント①：育児期女性にとって、短時間勤務やフレックスタイムは大変有難い制度。制度面の
整備において、奇をてらう必要はなく、むしろ制度の柔軟な運用や職場の意識向上
などソフト面での対応が重要。
制度の運用にあたっては、個々人により子どもの数・成長度合いや親の介護など必
要とする対応は異なることから、制度を画一的に適用するのではなく、個人個人の
希望にあう形で実施することが求められている。その為には現場で柔軟に対応でき
る環境作りが重要であり、本人・現場の上司・人事（労組）の３者が関与し創り上
げていくことがポイント。

再就職した女性に対し、企業側からの具体的なサポート制度について聞いたところ、短時間で働け
る制度面の整備は大変有難いが、個々人の状況は祖父母・夫等のサポートの有無、保育園の受け入れ
態勢などにより大きく異なることから、個々人の状況に応じた形で、柔軟に運用することを求める声
が多かった。
企業の人事担当者も、最近は、制度面の整備より、柔軟な運用や細やかな配慮を行う環境整備・雰

囲気の醸成などに取り組んでいることが判った。

・育児期女性にとって、短時間勤務やフレックスタイムは大変有難い制度。

“フレックスタイムの導入や時間単位での有給休暇の取得ができると育児期には有り難い。”
〔L社勤務の女性〕

“皆育児勤務を選択し、２時間の勤務時間カットの条件で復帰している。”〔F社勤務の女性〕
“子育て支援特例勤務（＝短時間）と併せてフレックスタイムが適用されるととても便利”
〔E社勤務の女性〕

“育児短時間勤務は、７時間、６時間、５．５時間の選択（＋１時間の休憩時間）ができる。遅刻や早
退が合算して７．５時間／月なければノーカウントになるのは案外使い勝手がいい。”
〔P社人事担当者〕

“育児・介護短縮勤務期間者へのフレックスタイム勤務の適用は人気がある。”〔I 社人事担当者〕
“休業者（中）は約５０名。２７０名中１１４名が残業なし・時短あり等の「特別勤務制度」をとっている。”
〔A社人事担当者〕

“妊婦短時間勤務も自分の経験談を活かして強く推した結果今春から実施中。”〔B社勤務の女性〕

・制度面の整備において、奇をてらう必要はなく、むしろ制度の柔軟な運用や職場の意識向上などソ
フト面での対応が重要。

“基本姿勢は、「労働基準法を守る」こと。育児・介護休業も有給取得等も「法を守る」ことをモッ
トーとしているだけ。有給休暇の消化もほぼ１００％。取得していない社員は年に３回名前を呼びあ
げる等で取得させている。残業も基本０。”〔D社代表取締役〕

“会社の制度充実より、男性も当たり前に育児ができる、人間らしく働ける環境が普通になってくれ
ればと思う。制度は既に整った感があるので、あとは運用で、復職前の説明や、後に周囲の理解を
得られるようにすることとか、評価の問題をクリアにしていく段階にある。”〔O社勤務の女性〕
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“制度自体はととのっているのだが、まだ利用して働く人の気持ちがついていっていないようにも思
う。”〔E社勤務の女性〕

“制度の整備に加えて、具体的にどう運用していくか、ソフトの充実が必要なように思う。女性の多
い職場だが、上司は男性が多いのが現状。上司が育児支援の視点を持てるように変わる（変える）
必要がある。育児支援の認知度アップが課題。委員会で頂いた意見を元に改善すべきは変えて行き
たいと思う。”〔F社人事担当者〕
“どのような制度があり、どう利用したらよいのかなどを男性上司に周知することも今後の課題。”
〔F社人事担当者〕

“制度はもう網羅しているとの認識。現場の声は全部吸い上げている。あとは、いかに働きがいのあ
る仕事を女性が持てるかどうか、女性の活躍実績が求められるところ。”〔I 社人事担当者〕

・制度の運用にあたっては、個々人により子どもの数・成長度合いや親の介護など必要とする対応は
異なることから、制度を画一的に適用するのではなく、個人個人の希望にあう形で実施することが
求められている。

“２人目ができたら、このままの同じ条件で勤務ができるか不安も残る。今は敢えて自分の希望で短
時間勤務を希望していないが、将来的に時間制限したらいいかもしれない。”〔A社勤務の女性〕

“子どもが二人になった時、勤務時間を短縮したりして働ける環境になったらいいと思う。”
〔A社勤務の女性〕

“今は自立してくれているからいいが、将来的に両親の介護が気にかかる。”〔I 社勤務の女性〕
“委員会組織で、社内での制度活用状況を調査したり、社外の情報を勉強したりしている。働きやす
くとは考えているが、「制度化する」というよりは個人の希望に沿った形で働けるように調整を図
りたいと考えている。”〔D社代表取締役〕

“個人によってサポート体制も異なるので、０～３時間までの勤務時間短縮を個人の希望に沿って
行っている”〔F社勤務の女性〕

“両立の環境は人それぞれなので、個人個人がサポートを選べるよう、選択肢を増やすという柔軟な
対応ができるようにしたい。”〔I 社人事担当者〕

・その為には現場で柔軟に対応できる環境作りが重要であり、本人・現場の上司・人事（労組）の３
者が関与し創り上げていくことがポイント。

“時短勤務＋変形労働時間制の適用。変形労働についても運用ルールがガチガチではなく、現場で運
用しているので使い勝手がいいかも。”〔G社勤務の女性〕

“（育児短時間勤務においては）希望時間に応じてシフトを現場で編成している。３０分単位で時間短
縮でき、どの時間帯でもOK。”〔H社人事担当者〕

“本社の受付に正社員をシフト制で配置するようにした。すると、お子さんが病気の時などは、自分
たちでシフトを組み替えて対応できたりして、ワークシェアができるようになった”
〔A社人事担当者〕

“お子さんがいる社員だけがカウンセリング窓口担当になると夜が手薄になり、同僚に負担が集中し
てしまうので、配置には配慮が必要。”〔A社人事担当者〕

“（当社で特徴的なサポートとしては）本人・上司・人事の３者間での細やかなインタビュー。休業
前、復帰前、復帰後３か月以内に行うインタビューで本人希望に応じた仕事の内容・時間等を決定
していく。”〔A社人事担当者〕
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“２週間前の申し出で短時間勤務の時間区分等を変更することができる。売り場が忙しいシーズンだ
けの適用もできるが、本人希望が原則。マネージャーの意向が強くならないよう、人事＋組合と協
議して適用することにしている。”〔P社人事担当者〕
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ポイント②：育児と仕事を両立している女性は、短時間勤務という制約の中で効率よく働き、成
果が出るように工夫をしている。本人からも人事担当者からも同様のコメントを得
た。企業側も“休む権利” だけを主張せず、一生懸命頑張っている人は評価してい
る。
子どもの数や成長度合いにあわせ、仕事の配分を段階的に増やすことができる働き
方が求められている。

育児と仕事を両立している多くの女性が、自分が育児中であることを踏まえつつ、その制限をでき
る限り補おうと、短い時間で成果を出す努力をしている姿が印象的であった。

・育児と仕事を両立している女性は、短時間勤務という制約の中で効率よく仕事を進めている。企業
側も“休む権利” だけを主張せず、一生懸命頑張っている人は評価している。

“限られた中で一生懸命仕事をすることが今のワークライフバランスなのかなと思っている。以前よ
り仕事も家事も効率を考えてするようになった。”〔B社勤務の女性〕
“自分が「もっと仕事がしたい」と葛藤することもある。量的に足りない時は、ご主人が休みの時に
夕方残業をしたり、土曜日に保育園を活用して仕事をしたりする。祝日が多い月は特にそうかも。”
“権利だけを主張しないなど女性社員の意識付けも必要。”〔G社勤務の女性〕
“ちょっと気を抜くと「あの人たちは、働く時間が短いし楽をしている」と言われるように感じるの
で、「もっと頑張らなければ」と思う先輩方も多いように思う。”〔E社勤務の女性〕
“権利を主張するだけでなく、限られた時間だからこそより＋αの仕事をしようと頑張る姿も見受け
られる。男性も効率よく仕事ができるよう短時間勤務してもいいかもしれない。”
〔H社人事担当者〕

“時間が短いことをご本人が良く分かっているので効率よく働き成果へ繋げている。”
〔P社人事担当者〕

・子どもの数や成長度合いにあわせ、仕事の配分を段階的に増やすことができる働き方が求められて
いる。時短の長期間継続や極端な時短は、企業側にとって望ましいものではない。

“母となってからの女性記者は大きな選択をしなければならない。①母として生きるために記者の道
から外れるか、②女性であることを封印して男性と全く同一に働くかの２者択一。６：４でも８：
２でもいいから、もっとグラデーションのある選択ができるのが理想。”〔M社勤務の女性〕

“育児でペースダウンするのは今だけだから、一定期間だけスローダウンする働き方があってもいい
と思う。”〔M社勤務の女性〕

“最初はパートでなさった方が時間的にいいんじゃないかと思う。自分自身を振り返ると、「子ども
に寂しい思いをさせてきたかな」との思いも心の中にあるので…。”〔R者勤務の女性〕
“早くフルタイムに戻りたいが、夕方の時間が一番大変なので戻れるか不安。正規の就業時間が早い
時間帯に移動して、８時半～１７時等の時間帯でいいのであればフルタイムに戻れるかも。通常業務
にすぐ戻る前にワンクッションおいた働き方があっても良かったかも、と思う。”
〔E社勤務の女性〕

“この先もずっと仕事を続けたいが、子どももあと３人くらい欲しいという気持ちがある。今後も
ずっと働きたいと思っているし、仕事は責任をもってやっていきたいと考えている。正社員だと給
料はいいが、残業があり子どもに迷惑をかけてしまうので、パートのままでの勤務を今のところ考
えている。”〔C社勤務の女性〕

調
査
研
究
支
援
事
業

55



“育児勤務は小学校終了まで適用できるため、限度まで活用する予定で、子どもの成長に応じてカッ
ト時間を変更することもあると考えている。”〔F社勤務の女性〕

“１０：００～１５：００→９：００～１３：００→９：００～１７：００と、子どもが成長するステージごとに勤務時間
を変更してきた。”〔N社勤務の女性〕
“復職して時間が経つにつれ、業務量が多くなり、徐々にフルタイムに戻っていく傾向がある。”
〔P社人事担当者〕

“まだ、対象者の年齢が低いため、ニーズが明らかになっていないが、短時間勤務可能期間を小学校
低学年までしてほしいというニーズが出てくる気がする。”〔H社人事担当者〕
“私は、最初の復帰にあたり、小さい目標を自分に課して、１つクリアしたらもう一つ課題を与え
る、という繰り返しで仕事と育児を継続することができた。例えば第１目標は１週間無遅刻無欠席
で通勤する（子どもの病気等も含む）、第２目標は（育児休業復帰者とみなされる期間でもあり）
半年継続する、という形のステップ。”〔O社勤務の女性〕
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ポイント③：休業中、多くの女性は、「会社とのつながりの希薄化」や「仕事と育児の両立の実
現可能性」など様々な不安を抱えている。休業中においては、会社との “つながり
感” を保つフォローが重要。特に育休前に勤務していた元の職場に戻ることは安心
感に繋がっている。
復帰後は、職場の上司や同僚に育児中であることを理解してもらい、一言声がけを
してもらうと女性は心理的に相当楽になる。現場が上手く回るためのキーワードは
“お互いさま”。但し、“お互いさま” を実現するためには、職場にある程度の人的
余裕感がないと困難。
同じ職場にロールモデルや同じ境遇の人がいると女性は心理的に楽になるし、ま
た、育児女性サポート制度の周知も進む。育児中の女性に対して勤務時間が短い中
での仕事の成果をしっかりと評価することは、職場の他の人々との間における公平
感を保つことに繋がる。

多くの女性は、休業中に多くの不安感を抱えており、また復職してからも育児中であることに対す
る周りからの評価・批判などを気にしている様子が多く見てとれた。企業の人事担当者は、そうした
心理面での不安感を払拭するために、「公平感のある気配り」ができる運用に注力している。

・休業中、多くの女性は「会社とのつながりの希薄化」や「仕事と育児の両立の可能性」など、様々
な不安を抱えている。

“復帰後の生活を想像するだけで不安だった。”〔E社勤務の女性〕
“変化の伝達なく、仕事の内容が変わっていたらどうしよう？との不安があった”
〔育児後復帰女性〕

“出向の２年を経て産休に入ったため、次がどんな配属になるのか、対応できるのか、不安は否めな
い。”〔O社勤務の女性〕

“子どもが小さいから、と採用で落とされた経験もあり、病気の時はどうしようと心配だった。”
〔N社勤務の女性〕

“再就職にあたって、ブランクがあることや保育園に入れるかどうか、そして仕事と育児が両立でき
るかも不安だった。”〔C社勤務の女性〕

“休業から半年は育児に追われて感じなかったが、後半になると「仕事に戻れるか、自分自身が前の
ようにできるのか」との不安が強くなった。復帰した先輩もなく相談もできない。「待ってるから
早く来て欲しい」と言って頂いたけれど、やはりブランクがあるしご迷惑おかけしてしまうのでは
と不安だった。”〔B社勤務の女性〕
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・休業中においては、会社との“つながり感” を保つフォローが重要。

“定期のメールや社内報等での会社とのつながり感を今後はもっと伝えることが必要だと思う。”“つ
ながりを感じる回数が少ないなと実感したので、休職前あるいは復帰前の面談あるいは研修がある
と安心して休業できる”〔B社勤務の女性〕

“時々社内ニュースのメールが入り、確認はしていた。福利厚生についての冊子お届もあった。４か
月に一度、本社の福利厚生担当から電話があり、「そろそろ保育園の申込時期ですが、進んでいま
すか？」などのサポートがあり嬉しかった。”〔A社勤務の女性〕

“社内報やメールなどが時折届けられたり、復帰前の面談があってサポートされていた。出産後に
は、上司＆同僚の訪問を受け、気にかけてもらってるんだと嬉しく感じた。”〔E社勤務の女性〕

“原則育児休業後は元の職場に戻れることになり（その旨店長から休業中に説明もあったので）、安
心して休業できた。人事からの情報提供があり、プライベートで店舗にも頻繁に行ってたので不安
なし。”〔F社勤務の女性〕
“休業中は、女性の上司が自宅まで様子を見に来てくれたり、送別会に誘ってくれたりして、復帰し
やすい環境だと認識”〔F社勤務の女性〕

“同期入社の友人たちも同時期に取得し交流も有り、戻れる安心感があった”〔P社勤務の女性〕
“少し不安はあったが、人事部ということもあり、何かあったらすぐに電話で確認ができた。休業中
は、会社とのつながりが薄くなるので、復帰が不安になるという声を頂き、６回シリーズの面談制
度ができた。”〔G社勤務の女性〕
“商品やキャンペーン情報、システムの変化等を休業中も情報取得できるようなサポートがあると復
職への不安が小さくなると思う。”〔J社勤務の女性〕

“７月に本部内に保育所がオープン。保育所イベントで来たついでに、復職前に（３か月に一度程度
で）社内での顔見せなどをしており、心理的な復職の壁を緩和している気がする。”
〔A社人事担当者〕

・特に育休前に勤務していた元の職場に戻ることは安心感に繋がっている。

“原則育児休業後は元の職場に戻れることになり、（その旨店長から休業中に説明もあったので）、安
心して休業できた。”〔F社勤務の女性〕

“元いる拠点に戻れただけでも安心感。”〔A社勤務の女性〕
“元職復帰だと、心強く（休業に）送り出してもらった同僚の元に戻ることになるので、育児期で早
退などが多くても、快く対応してもらえるように思う。新しい職場＋人間環境の中では大変。”
〔J社勤務の女性〕

“主に内勤になるが、元の職場に戻るケースが多い。外勤はむずかしいが、仕事が変わる場合も以前
経験したものを再び、という形になる。”〔A社人事担当者〕
“復職時の面談で、原則元の職場に戻ることになっている。”〔F社勤務の女性〕
“元職の方が、育児経験スタッフが多く、制度にはないサポートを周囲がしてくれることが多いと聞
く。”〔P社人事担当者〕

・復帰後は、職場の上司や同僚に育児中であることを理解してもらい、一言声がけをしてもらうと女
性は心理的に相当楽になる。現場が上手く回るためのキーワードは“お互いさま”。

“現職場からは「子どもがいても大丈夫」と言ってもらい、本当に心強かった。子どもの急な体調変
化にも対応できている。職場全体が子どもを気にかけてくれているのがありがたい。”
〔C社勤務の女性〕
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“時間になったら「時間だよ」と言ってもらえて、「帰りにくい雰囲気は全然ない」ので助かる。逆
に「もうちょっとしたい」という時でも「帰らなきゃ」と諭される感じ。仕事を気にしつつ休んだ
時に「そんな時は子どもを大切にせないかんよ！」と言ってくれた上司に助けられた。一言の声か
けだけで違う。”〔E社勤務の女性〕

“「早く行ってあげたら」との声掛けには感謝。”〔D社勤務の女性〕
“職場内は育児経験者が多く、「早く帰り～」などの言葉がけをたくさんもらっている”
〔F社勤務の女性〕

“子どもが病気の時は傍にいてあげたいけど、職場の現場の人のことを考えると（現場の人も理解は
してくれているものの）実際申し訳なく思うので休めない。そんな時は両親に預けており、看護休
暇を利用したことはない。”〔C社勤務の女性〕
“１歳までは、月に３～４日は欠勤。誰もそのことをとがめる人はいないが、「○○の取材に行って
もらえる？」との誘いに「行けません」と言わないといけない、自分の中での折り合いが付けられ
なかった。”〔M社勤務の女性〕
“病時や行事の際に休みやすいのが助かる。皆でフォローしてくれる。独身者や男性が多い職場では
難しいと思うが、「お互いさま」が伝わる職場だと働きやすい。”〔N社勤務の女性〕
“職場の雰囲気は「お互いさま」で理解がある”〔H社勤務の女性〕
“「熱が出た」と保育園から職場に連絡が来たら、「早く帰ったら！」「そんな時には早く行ってあげ
なきゃ」とかえって諭されることも。妊娠時には入浴介助や運転の担当は進んで代わってくれる同
僚の姿が。独身者でも気配りをしてくれていて、とても感謝している。職場の人が理解してくれて
いるとしないとでは全然違うと思う。”〔C社勤務の女性〕

“現在は情報応援窓口もあるが、私は人事の関係者を直接知っていることもあり、直接尋ねている。
利用したことはないが、「自分の休業中という立場を分かってくれている人が話を聞いてくれる」
ことはとても大事なサポートだと思う。”〔O社勤務の女性〕

“あったらいいなと思う仕組みとして、社員間の情報交換の場とかネットワークがある。もう既に存
在する職場も多いかもしれないが、仕事とは別途、同じような立場－子育てやうつや介護など－同
じ会社で共通の悩みを話したり、経験者に話を聞く機会があると心強いのでは、と思う。”
〔O社勤務の女性〕

・“お互いさま” を実現するためには、職場にある程度の人的余裕感がないと困難。

“社員数が増えていき、休業前まで３人→５人→今１０人。サポートしてもらえる体制になっている。
周りの皆が仕事でパンパンでない状態だというのも一因。”〔B社勤務の女性〕
“１人前のシフトではなく＋αの人員として配置されているのがありがたい”〔K社勤務の女性〕
“以前は社宅同士の助け合いで、小学校に入ってからの習い事の送迎や預かりもしてきた。今は皆が
精一杯働いているので、その余力がなくなっている感がある。”〔H社人事担当者〕

“現在は、代替要員の確保がない業務内容（研修時の講師）も担当しているので、子どもの体調の変
化には敏感に注意を払っているが、万一朝具合が悪かったら…とこの点には常に不安を感じる。講
師以外の業務内容も基本的には担当が分かれていて各担当一人で行うため、他の同僚に迷惑をかけ
る部分を最小限に抑えるためにも、なかなか時短での帰宅は難しい。”〔J社勤務の女性〕
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・同じ職場にロールモデルや同じ境遇の人がいると女性は心理的に楽になるし、また、育児女性サ
ポート制度の周知も進む。

“現在の職場は、派遣社員→正社員のモデルがあるので、やりがいがある。”〔Q社勤務の女性〕
“環境整備と併せて、育児期の第１陣となる女性達が、手本となって頑張ってくれるといいと思う。”
〔K社勤務の女性〕

“子育てを経験・終えた方がコミュニティ社員（パートタイマー）には多いので、育児について相談
したりできるのも心強い。”〔F社勤務の女性〕
“出産が同時期の同僚に相談ができるのも育児しやすい環境で良かった。”〔D社勤務の女性〕
“１つ上の世代に、目指すべきロールモデルがいない。４０代以上の管理職は、「親と同居して育児色
なし」「主夫のサポートで何とか」のような「鉄」と思われるような女性が多く、理解していると
は言い難い状況であり、意識が違う。後輩からは、「休みもちゃんととって、かつ復帰してちゃん
と仕事もしてください」なんて言われてしまう。現在の職場で育児期の女性は２名のみ。”
〔M社勤務の女性〕

“来春に２人育児休業から復帰する後輩がいるが、同じ立場の人が増えることで、理解をしてくれる
人が増え、雰囲気も変わるのでは、と人数が増えることを心強く感じている。”〔E社勤務の女性〕
“自分に続いて、後に皆が続いてくれるのが嬉しい。自分がロールモデルにならなきゃ、との思いも
あり、「結婚しても出産しても先輩みたいに働き続けたい！」と後輩に言われることも励み。「私で
も役に立ってるんだな」と思う。”〔B社勤務の女性〕

“人事としては制度の周知を進めてきたが、次第に休業取得者が増えてくると次第に続々と利用者が
広がってくる感がある。”〔H社人事担当者〕

・育児中の女性に対して短時間の中での仕事の成果をしっかりと評価することは、職場の他の人々と
の間における公平感を保つことに繋がる。

“限られた状態でのパフォーマンスを評価している。かえって、休業者も周りも公平感がある。”
“企業側も、１０時間の勤務で高いパフォーマンスを出す女性が、育児期に８時間しか働けないので
あっても、時間当たりで同じ成果が出せるのであれば、勤務を継続してほしいはず。成果と能力を
きちんと測って、そのスタッフを残していくという流れが大事。”
“雇う雇われるという関係ではなく、仕事や商品などのアウトプットを通して社会と関わるほうが、
時間や場所に束縛されないのではないかと思う。”〔A社人事担当者〕
“将来的には、時短勤務も育児休業も男女ともに活用でき、かつ多様な勤務制度でも平等な評価が行
われる環境になれば、とも考える。”〔M社勤務の女性〕

“制度は既に整った感があるので、あとは運用で、復職前の説明や、後に周囲の理解を得られるよう
にすることとか、評価の問題をクリアにしていく段階にあると思う。もちろん本人次第の面もある
が。”〔O社勤務の女性〕

“短時間勤務でも、評価時の特別取り扱いなどはない。管理者の理解があり、時間が短い分、部署内
で業務の担当を少なくしたりして、その時間でできる業務を設定している。”〔H社人事担当者〕
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ポイント④：現状働いている女性達は、祖父母など身内のサポートで病時や残業などを乗り切っ
ているケースが多いが、祖父母の高齢化に対する不安の声も多い。特に、福岡に多
い転勤族の配偶者は、身内が遠方であるため預かり先が見出しにくく、外部サービ
スに対するニーズは高いと思われる。
外部サービスについては、ファミリー・サポート・センターには、とりあえず登録
はしているものの、他人に預ける事に対する抵抗感、提供者との調整難等を理由に
実際に利用していない女性も多い。一旦利用すれば、預けることへの抵抗感は和ら
ぐ。病時保育については、預り時間の延長など制度面の改善を求める声が多い。

働いている女性達は「今は祖父母等の“身内” に預けることで何とか両立できているが、今後祖父
母が高齢になると頼れないし（逆に介護の必要も）…。」との想い。また、インタビュー対象者には
福岡特有の転勤族の配偶者も複数含まれていたが、彼女達からは、外部サポートの拡充・地域のサ
ポートを求める声も多くあった。
仕事と育児を両立する為に必要な外部サポートについて話を聞いたところ、保育園・幼稚園・学童

については、実際に十分に活用している（したい）との声が多数である一方、ファミリーサポートや
病時保育については、意外と活用できていないとの声が多かった。

・ファミリー・サポート・センターには、とりあえず登録はしているものの、他人に預ける事に対す
る抵抗感、提供者との調整難等を理由に実際に利用していない女性も多い。一旦利用すれば、預け
ることへの抵抗感は和らぐ。

“ファミリーサポートは制度としては知っているが、子どもを慣れない環境に預けることに不安があ
るし、また預け先がどういう人かわからないから利用してない。仮に預けたとしても子どもが気に
なってしまうと思う。１回体験してこんなものだからと分かればいいのかもしれない。”
〔C社勤務の女性〕

“ファミサポは利用しようとしたが、中央区は提供者が少なく、急な依頼（夕方熱が出て、次の日の
休みの預かり）もできないので活用できていない。”〔M社勤務の女性〕

“ファミリーサポートは、依頼しても提供会員の都合が合わず、依頼に至ったことがない。”
〔F社勤務の女性〕

“ファミサポは登録しているが、母、ご主人、自分でやりくりし、利用したことはない”
〔E社勤務の女性〕

“ファミサポは登録しているが（出張時や病時に備えて）まだ活用したことがない。”
〔G社勤務の女性〕

“ファミサポは、上の子のお迎えなどで依頼する。他人の手を借りるなんて、との思いがあったが、
一回使ってみると安心感があった。両親も年を重ねているので、今後お迎えはファミサポにお願い
すると思う。”〔O社勤務の女性〕

・病時保育については、預り時間の延長など制度面の改善を求める声が多い。

“近くの病院で預かってくれるが、泣くので忍びない面があるのは事実。預かり時間が１７：３０まで
で、その際は早退（時間あたりで減額）をしてお迎えに行かざるを得ない。子どもにとっては良く
ないかもしれないが、病児保育の預かり時間を長くしてほしい。”〔E社勤務の女性〕
“病児保育はお迎えが１７：００までなのがネック。”〔M社勤務の女性〕
“病児保育は、この制度がないと仕事は続けられなかったと思っている。一方で、預かりが１７時３０分
までなので終業前１０分に会社を出ないと間に合わない。”〔P社勤務の女性〕
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“病児保育は、小児科付属の保育に預けているが、預かり時間が１７：３０まで。勤務を早退しないと間
に合わないため、担当の業務のうち最後の１件は免除してもらっている。”〔C社勤務の女性〕
“病児保育は、前日の予約が×、朝予約したら満員、お弁当が必要、早いお迎えなど制限が多くて
使っていない”〔I 社勤務の女性〕

“病時保育は、かかりつけの病院に行ってから保育を申込、など利用するのにワンステップあるの
で、使っていない”〔L社勤務の女性〕

“月に１～２回は発熱して、休みを取っていたが、病児保育は利用したことがない。”
〔K社勤務の女性〕
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４－３ マザーズハローワークへのインタビュー

マザーズハローワークは、子ども連れでも安心して利用できる環境（キッズルーム）を整え、託児
付きセミナーの実施や就職実現プラン（担当者予約制の職業相談）の実施、子育て応援求人の提供、
保育情報、職業訓練の情報を提供して、子育て女性の就職活動をサポートする機関。マザーズハロー
ワーク天神は、エルガーラ内の交通アクセスの良い立地にあり、子育て中以外の女性や父子家庭の方
も利用できる施設である。

ポイント①：再就職にあたり、育児期女性は「現実的」になる必要がある。

・アンケート調査の問２５において、再就職にあたっての希望職種は「事務職・営業職」が約４割、「販
売・サービス業」が約４割と両方で全体の８割を占めた。しかし、実際の求人状況を伺うと、事
務・営業職は求職者の数に比して求人が少ないため、極めて厳しい状況。また、販売・サービス職
は夕方以降・土日出勤が求められる職であり、育児期女性に最適な職と言えるかどうかは疑問。

“産前は正社員で事務職で勤務していて、産後も同じように土日休みで月給２０万の正社員を探した
いっていらっしゃる方もあるのですが、現実的にはなかなか厳しい。”
“事務系の求人倍率は、平均すると１人の求職者当たり０．１件分しか求人がない非常に狭き門。なの
で残業等ができないとなると、余計に厳しいものがある。”
“育児期の再就職で希望なさる職種では、大体事務職が多いです。営業・販売サービスは殆どありま
せん。夕方以降の勤務があったり、土日の出勤が求められたりして、時間的に希望に合わないこと
が多いので。”
“希望職種が販売・サービス業というのは、私たちが考えている層とは少しずれるように思います。”
“働くことの意識が（うちに登録なさってる方と）アンケート対象者とで少し異なるかもしれません。
もっとより「現実的」なんです。”

“「働くこと」はイメージしているよりも体力が必要だったりするので。子育てが加減してくれるも
のではありませんから。”

“セミナーを受けたり、担当者制のカウンセリングを受けたりする中で、ニーズ（希望）はあっても
現実には厳しい、ということがだんだんわかって、だんだんもっと現実にあう勤務条件になって就
職なさっているケースもあります。”

・専門的な職種については求人も多く、短時間勤務や子育てと両立しやすい働き方（＝以下、小さな
働き方と呼ぶ）が実現できる可能性あり。

“（「小さな働き方ができる労働市場はあるのか」との問いに対し、）専門的資格・スキルが必要なも
のについてはあると思います。看護師・介護職・歯科衛生士・情報処理技術者・保育士とか…。そ
んな職種は人手不足感もあるので。従業員の方にお子さんがいらっしゃる事業所で育児に理解のあ
るところに正社員として就職する、とかハードルが低いところもいくつかあります。”
“サービス業やタクシーの運転などの車の運転の職業、医療系については求人が多いですし、事務系
は求職者の数に比して求人が少ない傾向ですね。”
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ポイント②：「現実的」になるためには、まず自分を巡る環境などについて整理し、「自分は仕事
に何を求めているのか」を明確にすることが必要

・再就職にあたっての各人を巡る環境は人それぞれ。また、仕事に何を求めるかも一概には言えない
ため、まずは個々人の中での整理が必要。

“環境が整っていれば、最初からフルタイム（で働く）という方もいらっしゃいます。その方の環境
によって異なりますので、一概には言えませんね。ご両親がすぐそばにいらっしゃるとか、ブラン
クもそんなにないとか…。”
（子どもの預け先等、緊急時にサポートするところがないケースは、どう対応していらっしゃるの
か、という問に対して↓）

“お一人ずつ事情が違うと思いますが、大きいお兄さんお姉さんがいらっしゃるところは、お子さん
達だけでかぎっ子で大丈夫、とおっしゃる方もありますし。ママ友をたくさん作ってお互い預かっ
ている等、人によってケースは違うので…。”

“子どもさんを預ける機関や病気のときのサポート体制などによって働き方が異なってくるので、そ
のような状況（＝環境）を整理していただいて、その後で具体的な提案に移らせていただく、という
カタチになります。その辺の確認をした上でになりますので、お一人ずつ状況が異なってきます
ね。”

“初めていらっしゃる方には、こんなことを伺っています。
「何のために働くのか、生きがいのためなのか、家計のためなのか？」
「ご本人が何を大切にしていらっしゃるのか？何に重きを置いて働きたいのか？例えば働くことに
重きをおくのか、家庭やお子さんとのことに重きをおきたいと思っていらっしゃるのか？」”

“働ける環境といっても、人さまざまですから、ご要望を伺いながら、それだったらこんな選択肢が
ありますよ、っていろんな情報を提供するのが私たちの役割だと思っています。選ばれるのはご本
人になりますから。主役はご本人様。”

“定期的にハローワークに相談にこられる方には、「（担当者制による職業相談の）就職実現プラン」
というサポートを行っています。あくまでご本人が主体的に動くのが原則ですが、約３ヶ月間ご本
人に寄り添いながら、一緒に就職に結びつくまでのお手伝いをしていきます。カウンセリングを継
続する中で、ご本人が前向きになって、就職につながっていくことになります。お話をしていくう
ちにご本人がご自身で気づかれて、ご自身で整理がつかれるようになっていきます。そうすると、
優先順位づけだとか取捨選択ができるようになってまいりますので、それが一番のメリットです
ね。また、必要に応じてセミナーの受講をお勧めしています。”
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ポイント③：再就職にあたってのポイントは
－まずは小さく働くこと（※１）。その中で自信もついてくる
－求める仕事の間口を広くすること
－「子どもの緊急時対応」は育児期女性にとって最重要ではあるが、それを前面に
出すことはNG。
“お互いさま” の気持ちを大事に。

－資格取得は絶対的なものではなく安心・サポート材料。セミナー等の活用も有効。

※１ マザーズハローワークにおいては、「小さい働き方」という言葉は通常用いず、「パート等の短時間勤務や子育
てと両立しやすい働き方」とのこと。バランス・ママンにおいては、１日に占める育児時間とのバランスから、
それらを含めた総称として「小さい働き方」という文言を用いている。

・いきなり「フルタイムで精一杯」ではなく、まずは小さい働き方で自分に自信をつけることも重要。

“子どもさんが小さいうちはパートや契約社員等で残業が少ない形で働いてみましょう、子どもさん
の手が離れてから正社員を目指しましょう、とかそういう風になさる方も多いですし、こちらから
もこのような方法もありますよ、とご提案差し上げることもあります。”

“「低空飛行もあるよ」ってお話差し上げることもあります。いきなり高いところでなくって、様子
を見ながらって。”

“（「期間限定の仕事で、働く自信がついて次のステップに進まれる方もいらっしゃいますか？」との
問いに対し、）いらっしゃいますね。「できる�」と…。相談の中で「自信をもってもらうこと」に
ついてお話しすることはよくあります。「大丈夫よ、皆さん同じよ！」って…。不安をたくさん抱
える方が多いですから。”

“企業によっては、パート・契約社員から正社員への登用制度があるところもありますので、そうい
うところに応募する、という方法もありますよ、とお話しています。”

・仕事を選ぶ際に条件には拘らないこと。

“まだ一歩も踏み出していない方で相談にいらした方には、いろんなニーズ（時間や賃金等）はある
けれども、「今できること」からスタートして、ステップを踏みながら社会に出ることを始めましょ
う、とお話しすることがありますね。最初から週５ではなくて、週３とか４とか…。その方が、比
較的お子さんにも無理が行かないですし、ご自分にも体力的に無理がないと思うんですね。”

“時給にもこだわらない、就業時間にもこだわらず残業もできる、というのがもちろん就職には有利
だと思うのですが、子育てと両立しようと思うとそこは難しいところです。それでも、就業時間と
かお休みとか給与額とか、選択を広げた方が就職はしやすいと思います。
例えば医療事務だと土曜日お休みっていう求人はほとんどないんです。なので「土曜日も働ける」
と勤務可能日の範囲を広げると、応募できるところは広がりますね。保育園に預けられる時間は、
融通できる、とするとか。ご主人の協力は必要かもしれませんが、そういう体制作りをしていた方
が、就職には有利になりますね。”

“（通勤時間は）やはり３０分を希望する方が多いですが、地域の求人状況によっては、少し条件を広
げられた方がいい場合もあります。子どもの預け先の状況によって、マイカー通勤がいい方なんか
もありますし。”
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・アンケート調査（問２４―b）において、育児期女性が再就職にあたり最重視することは「緊急時に
休むことができる」 が最上位。しかし、それを再就職の際に前面に出すことはNG。“お互いさま”
の気持ちを大事に。

“「緊急時に休めること」を応募のときに前面に出される方もありますが、そうするとちょっと就職
にはつながりにくいです。いつでも休んでいいよ～って企業はそうそうありませんので…。「一生
懸命働いていたら、“お互いさま” ってことが出てくるよね」とお話しすることがあります。”

“私たち大人だってインフルエンザになったりしますから、普段の働き方で信頼関係を創るのが大事
かもしれませんね。”

・資格取得は、絶対的なものではなく安心・サポート材料。セミナーの活用なども有効

“資格取得＝就職は保障されないので、あとはご本人の努力次第。訓練を受けても、試験に合格しな
ければ資格にはならず、履歴書に書けません。１つのステップアップにはなると思いますが。最
近、面接の前に書類選考なさる企業さんも多いですので、その際には有利に働くかもしれません。”
“（色々な資格が）できることでご自分の自信もつきますし、応募できる範囲も広がります。”
“マザーズハローワークでは、キッズルームや授乳室など子ども連れでも安心して利用できる環境
で、子育て応援求人の各種求人情報の提供、就職実現プランの作成（担当者予約制による職業相
談）、託児付きセミナーなどを実施して、就職活動をサポートしています。託児付きセミナー（６
カ月から３歳未満までの託児付き）等が好評で、このセミナーは、仕事のブランクの長い方向けの
「仕事はじめセミナー」⇒「就職準備セミナー」⇒「応募書類の作成セミナー」とステップアップ
形式のセミナーになっています。
職業訓練で何らかのスキルを身につけましょう、とやっています。試験を受ける必要があります
が、職業訓練の受講料は無料。ただ、最低３カ月の期間が必要になり、託児付きの職業訓練はない
ため、託児先は自分で見つけて頂く必要があります。そんな風にセミナーや職業訓練で、スキルを
身につけて就職活動を行う、ということもできます、とお話しています。”
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ポイント④：マザーズハローワークでは、育児と仕事の両立がしやすい「子育て応援求人」を促
進している。子育て応援宣言企業等に働きかけ、「子育て応援求人」を拡大してい
くことは、育児期女性の再就職促進に有効な手段であると考えられる。

・マザーズハローワークでは育児と仕事の両立がしやすい「子育て応援求人」を促進中ではあるもの
の、求人数はまだ少なく、１件でも多く確保することが課題である。

“うちでは「子育て応援求人」というもの
をやっています。まだ数は少ないんです
が、要は「子育て」と「お仕事」が両立
しやすい求人を紹介するというもので
す。”

“福岡県の「子育て応援宣言企業」登録の
事業所さんだとか、ハローワークに求人
を出していらっしゃる事業所さんに「子
育て応援求人にしてみませんか？」とお
声掛けして登録して頂くこともありま
す。具体的には、小学生以下のお子さん
のいる従業員さんに対して、「何らかの支援を行っている」ということを一般企業と比べたらやっ
ていますよ、ということを求人で明らかにしていただくことです。”

“こちらが、現在求人中で有効期間中のものに対して声がけをしていっていますので、月によって変
動があります。登録といったカタチではありませんが、掲示板に貼りだしてある数、ということに
なります。現在は数十件というところでしょうか。検索機でも見ることはできます。”

“事務系だと、２０件未満くらいですね。ご自分の方から「子育て応援求人」を希望なさる事業所さん
は、子育てに理解のある事業所さんが多いように感じます。医療・介護系のお仕事が多いようで
す。”

“「いつでも休めますよ」ということではなくて、「相談していただけたら、保育園・学校行事の時に
休めますよ」とか、内容は事業所さんによって異なるのですけど。そういうところに応募してみる
方が、より理解は得やすいのではないでしょうか。”
“「子育て応援求人」は総量を確保するのが難しい。条件的に土日休みであるとか、学校行事理由の
休みが取れる、とかなので…。課題として、「子育て応援求人」をもっと確保したい、というのが
ありますので、それに向かって今と同じように取り組みたいと考えています。”
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氏名 事業内容 お子さんの構成等

①
Y.Oさん わたしのトッポンチーノ「あいのひ＆」代表：９

年前に趣味から出発。
中学1年の女の子、小学3
年・4歳の男の子

②
R.Kさん R.K 行政書士事務所代表：半年前に事務所を開

業、実務について勉強中。
小学1年生と年中のお子さ
ん

③
Y.S さん 英会話研修講師：月に２～3回、企業での英会話研

修を実施。4年目。春から子ども向け英会話教室
を開始するため、準備中。

1歳4カ月の女の子

④ M.Tさん アクセサリーデザイナー：10年目。 大学2年と高校1年の女の子
⑤ S.N さん パン教室主宰：2年前から自宅で教室を開催 小学3年生・1年生の男の子

⑥
M.Mさん 人材請負業・広告デザイン業、代表取締役：4年

前に開業
大学生の20歳の女の子

４－４ 起業家座談会
業種も様々な、６名の起業家に集まって頂き、起業への経緯やワークライフバランスについてのご

意見を伺った。
６名の方の事業内容、お子さんの構成等は以下の通り。

・起業することになった経緯は、「やりたいことやっていた結果、起業という形になった」「人の役に
たちたいという思いで会社を立ち上げた」「仕事と育児のバランスを保つライフスタイルを実現す
るために起業した」など多種多様。起業した時期も「出産前」「出産直後」「子どもが幼稚園に通園
してから」など様々。

“１０年前に趣味から始めてアクセサリーを作っていました。起業するという形ではなかったのです
が、展示会を１０年くらいしていくうちに自分のブランドを立ち上げました。ずっと展示会でしてい
てお客さんがつきまして、２年前にアトリエをひらいて展示会中心でやっています。”（M.Tさん）

“現在している仕事は、週末、月の２回か３回、２、３時間の英会話レッスンをしています。はじめ
たきっかけは、もともと英会話スクールに勤務していて、同僚が英会話を教えていたので引き継ぎ
ました。”（Y.S さん）

“下の子が１歳、上の子が幼稚園に入るくらいのときに、子連れでを受け入れてくれているパン作り
の先生のところに習いに行っていました。もともとパン作ったり料理したりするのは好きだったの
ですが、なによりも子どもを連れていけて、いろいろと子育ての悩みなども話しながら一緒にみん
なでパンを作って食べて、というのがすごく私には息抜きになっていて、それがうれしくて行って
いたようなものだったので、もし私がパン教室をするなら子連れで来てもらえるような教室にしよ
うと思って始めました。とりあえずはじめてみようという感じでした。”（S.N さん）

“真ん中の子が生まれた９年前に、（トッポンチーノを）作って使ってみてすごくよかったので、は
じめは知り合いにこうゆうのがあるよと一緒に作ったりしていました。広めたいなと思いつつ、ぼ
ちぼちほかの仕事もしながら趣味でやってる感じだったのですが、親しくしている保育園の先生か
ら、ちゃんとやったほうがいいんじゃないかと背中を押されて始めました。”（Y.O さん）
“起業する前、水着売り場にいた時は私も一販売員でした。その時にすごくよく働く、一人に１３点
売る１９歳の子がいました。その子は時給６８０円で働いていました。「今日うれないね、だって商品が
悪いもん」なんて言っている世慣れした年配の方は一日一万円で働いていました。そこに理不尽さ
を感じました。それから力量のある子を集めて、できるだけ私の熱意を伝えて、ついてこないかと
言いました。スキルがあるのに仕事がない人たち、またスキルがある人を探しているのに遠方にい
てなかなか探せないという人のために、私の人脈が役にたてばという、人の役にたちたいという思
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いで会社を立ち上げました。”（M.Mさん）
“行政書士は独立開業しやすいということです。子どもをカギっ子にしたくない、子どもの行事には
参加したい、病気の時はそばにいたいという思いがあります。今は法律などがよくなって休みやす
くなっているとしても、どこかに勤めていて、子どもが病気だから休ませてくださいとは言いたく
ない、それが社会で働くことかなという認識があります。自分のライフスタイルが変わっても続け
られるというのは自分ですることかなというのがことの発端です。”（R.K さん）

・起業のメリットは、「仕事の進め方が自分で管理でき育児時間の調整がつけやすいこと」「好きなこ
とを仕事にできるやりがい」「大人として社会と触れ合えること」など。

“子どもがいない時間にできる、帰ってくる時間には家にいられる、とにかく家族に影響のないとこ
ろでできる、時間の融通がきく。”（S.N さん）

“やりがいのある仕事をしているし、充実した生活をしていると思っています。今まではお金のため
に働いていたことが多かったのですが、今は好きなことができて幸せだなと思います。”（Y.O さ
ん）

“仕事は生きがいです。それだけです、はい。好きなことをやれて幸せです。”（M.Mさん）
“わたしにとっては社会人の方とお話したり、レッスンに時事問題を取り入れたりと大人としての会
話ができるのがすごくうれしいことです。昔から英語を勉強するのが趣味と言えるほど好きなの
で、好きなことをやってお金が得られるというのが、楽しみにつながるんじゃないかな。”（Y.S さ
ん）

・起業のデメリットは、「家事・育児と仕事のメリハリがつきにくい」「事業の全てに自分で責任を持
たなければならないプレッシャー」など。

“自宅でなくても起業していると、いつも頭に仕事のことがありますよね。”（M.Tさん）
“家族の協力があってこそ、外に出られるのですから、家にいる時は子どもの相手をしてあげないと
いけないと思いながらもパソコンを開いたりしてしまうので、反省しています。”（Y.O さん）

“自宅でやっていたときは、仕事と生活のメリハリがつかなかったことが後ろめたかったです。”
（M.Mさん）

“ほんとに家でしているとメリハリがなくて、休みの日でもどこか仕事の事を考えていたり、テレビ
見ていても思いついたらやっていたり。”（R.K さん）
“私も仕事と家事、育児のメリハリがないです。教室の準備は自分の家事の時間にすることになるの
で、子どもの事や家事と重なって忙しくなるとイライラしたりして子どもに迷惑をかけたり、すぐ
できるような仕事も、ほかの家のことで中断したりですごく時間がかかったりすることもある。”
（S.N さん）

“責任は伴っていくもの…。責任っていうのは、人に謝ったりと辛いことだと思いますが、どうして
もついてくることだと思います。”（M.Mさん）

“みなさんに聞きたいのですが、ひとりでされてると責任はひとりで背負うわけですが、その恐怖心
みたいのはないですか？”（R.K さん）

“わかります。だからなかなかふみだせなかったのもあります。子どももいる中で、主人もそう協力
的ではないという状況で一人で不安を背負っていくと思うと心配です。”（Y.S さん）

“「この線でやってやろう」と決めたら、やはり敵も作りながらも自分も変わってガンガンやってい
かなきゃいけない部分もあるので。優しいばかりじゃやってられない…。”（S.N さん）

調
査
研
究
支
援
事
業

69



・育児期の女性起業家の特徴は「無理せず小さく働く」「収支はそれほど追及していない」こと。

“今は子どもも大きくなったので楽ですが、無理せずにできる範囲でと思っています。”（M.Tさん）
“私もできないことはしないようにしています。子どもが病気になったらその日の教室は中止させて
もらっています。来られる方も同じように子どものいる方なので、当日のキャンセルもあり、お互
いさまという感じで理解していただいています。今でも私は専業主婦のような気持ちでやっている
ので、ほんとに起業家とはいえない感じです”（S.N さん）

“家族の協力を得ていることなので、できる範囲でと思っています。”（Y.O さん）
“今は月２日というゆるいペースだからいい。”（Y.S さん）
“ライフスタイルの変化に合わせて対応できる、というのでこの仕事を始めたので、徐々に仕事が軌
道に乗ってくると思うんです。私もゆくゆくは悠々自適な生活へ、なんて思ってます”（R.K さん）

“収支については、できれば収入はほしいのですが、私のパン教室の会費は、世間の相場や普通の主
婦で出せる値段でと思って決めたので、そんなに利益もなければ損もない感じ。来てくれる方のこ
とを考えたら値上げすることはできないので、収入重視で考えるならこの仕事では無理かなと思い
ます。”（S.N さん）

“収支については、儲かっていけないような意識があって、そのへんは打破したいと思っているとこ
ろですが、私の一番の目的はトッポンチーノを広めることなので、それに収支がついてきたらそれ
はそれでいいじゃないかと思いたいです。”（Y.O さん）
“そんなに儲からんでもいいかな、と心に余裕を持っていたいんです”（R.Kさん）

・夢と目標を持ちながら、「好き」な仕事を継続できることは大きな満足感に繋がっている。

“年齢に関係なく、いろんな人につけられるアクセサリーを作りたいというのがあって。お年寄りに
も使ってもらえるよう、簡単につけられたりとか、肌にやさしいとか…。そんな感じでいろんなお
客様につけてもらえたら…。広げていきたい。将来的には、自分で自由に使えたり、他の好きな方
の作品を展示したりできるギャラリーができればと思っています。いろんな才能を持った方に空間
を提供できるようになりたい。”“赤ちゃんに壊されない頑丈なものとか、アレルギーの方のために
肌が負けない素材のものとか…。メガネチェーンでおしゃれにしたいけどなかなか無いわとか。そ
んなアクセサリーを作っていきたい。”（M.Tさん）

“トッポンチーノが「当たり前」「皆が使うもの」ということになるのが目指すところなんですが、
トッポンチーノだけが広がるというのではなく、それに付随した、（私が話す）「子育てのヒント」
で楽になる人が増えたらいいな、と思ってます。「子育てにはこんな考え方もあるんですよ！」と
お知らせするのが自分の役割かと。”（Y.O さん）
“自分がいろいろと経験した中で「これはいい！」と思うものは、やはり伝えたい。それで「楽になっ
た」という人の話を聞くと嬉しい。”（Y.O さん）
“パン教室を大きくしたい、株式になんてのは思っていない。教室の場が楽しければいい、と思って
始めたので、息抜きの場になってくれればと思っている。だけれど、おしゃべりの場だけで終わっ
てしまっては、お金をせっかく払ってもらってるのに、との思いもあり、おしゃべり＋美味しいも
のを食べられたという満足を得てほしい。”（S.N さん）

“１人１人のライフスタイル、輝ける場所を作っていきたいな、と思っています。”（R.K さん）
“昔から英語を勉強するのが趣味と言えるほど好きなので、好きなことをやってお金が得られるとい
うのが、楽しみにつながるんじゃないかな、と思っています。クレイムなどもあるかもしれないけ
れど、充実感等のプラスを楽しみにやっていきたいですね。”（Y.S さん）

“責任っていうのは、人に謝ったりと辛いことだと思いますが、どうしてもついてくることだと思い
ます。でもそれでもやりたいことは曲がらない。好きなことをやらせてもらっていることを喜びに
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座談会参加の皆さん

されたらそう苦ではないと思います。”（M.Mさん）

・また、仕事と育児のバランスをとりながらやっていけることも満足感に繋がっている。

“仕事と子育てと家庭はトライアングルだと思っていて、バランス良くしていくものだと思ってま
す。私は「ほめられたい」症候群なので、仕事をすることによって良くも悪くも評価がある（専業
主婦している時には評価がなかった）、して当たり前のところから出て、他人の評価を得ることが、
求めていることなのかな、と思ったりします。家のことは、して当たり前、できて当たり前なの
で。”（R.K さん）

“私は仕事をすることで、ちょっとした「達成感」や「満足」を得ることができると思うんですね。
充実感を得て、家事や育児もバランス良く廻るかな、と思っています。経済的な余裕も気持ちの余
裕につながるし、自分が向上することでの満足を得る為にもこれからも仕事をしていきたいな、と
思っています。”（Y.S さん）
“育児は気にし出すときりがない性格だと思うけれども、気にしないように気にしないようにしてき
た。よく「子どもの話しないよね」と言われたけれど、愛情がないんじゃなくて…。（過干渉に）
ならないですんだのは、こうやって仕事があったからだと思います。”（M.Mさん）
“育児に関しては口も出したくなるけれど、程良い感じで見守っていられる人になりたい。どちらか
と言えば、仕事にウェイトを置いておきたい。仕事をしていると、子どものいろんなことも気にな
らない。でも、母親でないといけないときには出ていきたいとおもっています。”（Y.O さん）
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５．調査結果からのポイント（まとめ）・提言
【アンケート調査】
○ 再就職にあたり、各人のサポート環境や再就職への想いは人それぞれである。
○ 出産の前後で求める仕事内容は大きく変化し、産後は短時間・緊急時対応など「時間」を最優

先する働き方を求めるようになる。再就職を希望する最大の動機は「収入の確保」であるが、
産休前の水準の収入を望んでいる訳ではない。

○ 多くの人は自分の希望条件にあう仕事は中々見つからないと思っており、再就職に向けた具体
的な活動に至っている人は少ない。結果、多数の優秀な人材が、再就職希望を持つにも関わら
ず、実際に働けていない。

【企業インタビュー】
○ 育児支援は、制度面の整備に加え、制度の柔軟な運用や職場の意識向上などソフト面での対応
が重要。
制度の運用にあたっては、制度を画一的に適用するのではなく、個人個人の希望にあう形で実
施することが求められている。その為には現場で柔軟に対応できる環境作りが重要であり、本
人・現場の上司・人事（労組）の３者が関与し創り上げていくことがポイント。子どもの数や
成長度合いにあわせ、仕事の配分を段階的に増やすことができる働き方が求められている。

○ 休業中、多くの女性は、「会社とのつながりの希薄化」や「仕事と育児の両立の実現可能性」
など様々な不安を抱えている。休業中においては、会社との“つながり感” を保つフォローが
重要。復帰後は、職場の上司や同僚に育児中であることを理解してもらい、一言声がけをして
もらうと女性は心理的に相当楽になる。現場が上手く回るためのキーワードは“お互いさま”。

○ 外部サービスについては、ファミリー・サポート・センターには、とりあえず登録はしている
ものの、他人に預ける事に対する抵抗感、提供者との調整難等を理由に実際に利用していない
女性も多い。一旦利用すれば、預けることへの抵抗感は和らぐ。病時保育については、預り時
間の延長など制度面の改善を求める声が多い。

【マザーズハローワークインタビュー】
○ 再就職にあたり、育児期女性は「現実的」になる必要がある。「現実的」になるためには、ま
ず自分を巡る環境などについて整理し、「自分は仕事に何を求めているのか」を明確にするこ
とが必要

○ 再就職にあたってのポイントは
・フルタイムに拘ることなく、パート等の短時間勤務ででもまずは育児と仕事が両立できる働き
方を始めてみること。その中で自信もついてくる。

・求める仕事の間口を広くすること
・「子どもの緊急時対応」は育児期女性にとって最重要ではあるが、それを前面に出すことは
NG。“お互いさま” の気持ちを大事に。

・資格取得は絶対的なものではなく安心・サポート材料。セミナー等の活用も有効。
○ マザーズハローワークでは、育児と仕事の両立がしやすい「子育て応援求人」の拡大を促進中。

子育て応援宣言企業等に働きかけ、「子育て応援求人」を拡大していくことは、育児期女性の
再就職促進に有効な手段であると考えられる。
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【起業家座談会】
○ 起業することになった経緯は、「やりたいことをやっていた結果」「人の役にたちたいという思

い」「仕事と育児のバランスを保つライフスタイル」など多種多様。起業した時期も「出産前」
「出産直後」「子どもが幼稚園に通園してから」など様々。

○ 起業のメリットは、「仕事の進め方が自分で管理でき育児時間の調整がつけやすいこと」「好き
なことを仕事にできるやりがい」「大人として社会と触れ合えること」など。
起業のデメリットは、「家事・育児と仕事のメリハリがつきにくい」「事業の全てに自分で責任
を持たなければならないプレッシャー」など。

○ 育児期の女性起業家の特徴は「無理せず小さく働く」「収支はそれほど追及していない」こと。
夢と目標を持ちながら、「好き」な仕事を継続できることは大きな満足感に繋がっている。ま
た、仕事と育児のバランスをとりながらやっていけることも満足感に繋がっている。

○ （起業後、仕事を自分１人でこなしてきた人が多く）「信頼して任せられるスタッフをどう確
保するか」が共通の課題として存在する。

【調査からの提言】

● 「再就職労働市場の活性化」
有能な育児期女性が労働市場に参加することなく、家庭に埋もれているのは“もったいない”

状況。育児期女性自身を巡る環境や、再就職への意欲・求めるものは人それぞれではあるもの
の、再就職労働市場の活性化を目的として、求職（育児期女性）側、求人（企業）側の両面から
「働くこと」について積極的に働きかけることとしてはどうか。
具体的には、求職側に対しては、①育児期に女性が集まる機会（育児指導・予防接種など）を

活用し、再就職労働市場の現実を知らしめる一方で、再就職している育児期女性の満足感・再就
職にあたってのポイント（まずは小さく働くこと、“お互いさま” の気持ちを大事にするなど）
を情報提供していくことが大切だと思われる。育児期の働き方が身近にイメージできる、イベン
ト的アプローチも有効に思う。
一方、求人側に対しては、（マザーズハローワーク以外も含めた）行政が子育て応援宣言企業

等に対し、子育て応援求人の提供を促すようアプローチする。また、企業のみならず、起業家と
育児期女性をマッチングする場を、例えばマザーズハローワークなどで提供することも求職数の
増加に繋がるものと考えられる。
育児期女性は再就職前・就職後を問わず心理面での不安を抱えており、心理的ケアが必要と考

えられる。再就職希望・再就職中を問わず、「育児」と「仕事」に関し女性同士が支えあう交流
会などを一層活性化していくことが重要。既に復職している女性達も、同僚への配慮、地域活動
や育児について等の悩みを抱えており、身近な地域で「育児しながら働くこと」を話し合える機
会を提供してはどうか。

● 「企業内育児支援制度の運用実態の見える化」
企業インタビューにおいては、育児支援の制度（ハード）面はある程度整備されてきたが、今

後は、個々人の環境に合わせた運用（ソフト面）の拡充が重要視されていることが判明した。運
用面は制度面と異なり、目に見えにくく実態把握が難しいが、その拡充を図るためには、まずは
企業の運用面の拡充度合いを評価する、育児支援制度の「運用度指標」を設定する必要があるの
ではないか。
仕事と育児の両立支援が上手く運用されている企業の特徴、具体的には①ロールモデルの形成

→②ロールモデルの普及→③現場の理解／声がけ→④現場の上司／人事／本人による個別事情を
勘案した柔軟な運用、のステップ順に特徴的な要素を抜き出し、各要素を企業（経営層・人事担
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当者）側・従業員側の両側面からのアンケート調査により数値化すれば、運用面での実態をより
正確に把握することが可能になろう。
また、当該指標の利用を拡大するにあたっては、企業に対し、再就職制度の整備に対する指導

及び助言を行う伝道師のような仕掛けも有効と考えられる。

● 「育児期女性ワークシェアリングの促進」
育児期女性が働きやすい環境を整備するにあたっては、「育児期女性のニーズは短時間勤務・

緊急時対応など時間を最優先する働き方にあること」、「実際再就職するにあたり、フルタイムに
拘ることなく、まずはパート等の短時間勤務ででも育児と仕事を両立できる働き方を始めること
が有効であること」、「育児と仕事を両立するためには職場における“お互いさま“の関係が重要
であること」を念頭に置く必要がある。
これらを踏まえると「１人分の仕事を、育児期を中心としたスタッフ２～３名で役割を分担し

て（＝ワークシェアして）業務を遂行する」という形のワークシェアリングが、育児期女性の新
しい働き方となり得ないだろうか。いわゆる一般的なワークシェアリングは緊急雇用確保が主眼
だが、育児期女性を支援するシステムとしてのワークシェアリングには以下のメリットがあると
考える。
・育児期女性同士のシェアであるため、育児に対し相互に理解があり、時間的制約を当事者同
士でカバーし合うことができる。

・育児経験者同士での交流を日頃から持つことができるため、育児期勤務のロールモデルを共
有することができ、育児と仕事の両立や育児そのものに係る心理的不安を軽減できる。

実際、企業インタビューにおいて、育児期女性に適している業務の部門にワークシェアリング
を導入している実例、業務の見える化を実践する中で担当業務を複数名のスタッフで運用するよ
うになった実例、育児期女性の一部業務は代替可能なように部門でのフォロー体制を整備してい
る実例もあった。
ワークシェアリングの導入にあたっては、①仕事をシェアするための業務の見える化及び細分

化、②短時間勤務でも情報共有が可能な社内体制の整備、③仕事をシェアしている人々に対する
評価手法の確立、といった企業側の具体的対応方法を検討する必要がある。

● 「ファミリーサポートサービスの体験拡大による利用促進」
育児期女性にとって外部サービスに対するニーズは高いものの、ファミリーサポートサービス

については、とりあえず登録はしているが、他人に預ける事に対する抵抗感、提供者との調整難
等を理由に実際に利用していない女性も多いことが判った。
利用者からの声には「一旦利用すれば、預けることへの抵抗感は和らぐ」など解決策へのヒン

トもあることから、例えば定期健診等の際に、ファミリーサポートサービスを体験する場を増や
すといった取組は利用促進に有効と考えられる。
また、再就職希望者からは、長期休暇中のみの子どもの預け先確保や、病時・緊急時の育児サ

ポートを求める声が依然として非常に高い。全国的にはNPO法人フローレンスやラビットクラ
ブなど企業的要素を組み入れ上手く回している事例もあることから、これらの取組も参考にしつ
つ、予算・人員等の制約がある中、どのようにして柔軟性を持った運用を確保していくのかを検
討していく必要がある。

調査研究支援事業

74


