
（参考資料）

各調査の結果データ

調
査
研
究
支
援
事
業

75



問１「回答者年齢」

問２「回答者居住区」

問３「回答者学歴」

ⅰ－１ アンケート調査集計結果

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

Ⅰ あなたや、あなたの現在の家族状況について伺います。
問１．あなたの年齢を教えて下さい

問２．あなたの住まいの地区を教えて下さい

問３．あなたの最終学歴を教えて下さい（○印は１つ）
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問４―１「子どもの数」

問４―２「子どもの年齢」

問５―１「配偶者の勤務時間」

問４．お子様の構成を教えて下さい。
子どもの数〔 人〕
〔第１子 才、第２子 才、第３子 才、第４子 才、第５子 才〕

問５．配偶者の平均的な勤務時間を教えて下さい（○印は２つまで）
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問５―２「配偶者の休日出勤」

問６「日頃の預け先状況」

問７「産前企業規模」

問６．日頃、お子様を預かってもらえる人はいますか。最もあてはまる番号に○をつけて下さい（○
印は１つ）

Ⅱ あなたが出産前に就いていた仕事について伺います
問７．勤務していた企業等の規模を教えて下さい（○印は１つ）
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問８「産前に就いていた職種」

問９「産前の雇用形態」

問１０―a「産前の勤務時間」

問８．どのような職種でしたか。あてはまる番号に○をつけて下さい（○印は１つ）

問９．どのような雇用形態でしたか。あてはまる番号に○をつけて下さい（○印は１つ）

問１０．勤務時間と通勤時間を教えて下さい（○印は各１つ）
（a）１日の勤務時間
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問１０―ｂ「産前の通勤時間」

問１１「産前の給与計算方法」

問１２「産前の年収」

（b）１日の通勤時間〔片道〕

問１１．勤務していた際、給与計算の方法は、以下のどれでしたか。あてはまる番号に○をつけて下さ
い（○印は１つ）

問１２．【問１１で１．または２．と回答された方のみご回答下さい】
退職する前年度の年収はどの程度でしたか。あてはまる番号に○をつけて下さい（○印は１つ）
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問１３「産前の時給勤務時の給与」

問１４「産前の職務年数」

問１５―a「産前の就職時に重視したこと」（複数回答）

問１３．【問１１で３．と回答された方のみご回答下さい】
時給×１日の勤務時間×１週間の平均勤務日数を教えて下さい

問１４．職務年数を教えて下さい

問１５．就職にあたり、重視したことは何でしたか
（a）あなたが重視していた項目すべてに○をつけて下さい（○印はいくつでも）
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問１５―ｂ「産前の就職で最も重視したこと」

問１６「退職した時期」

問１７「退職時の育児休業制度」

（b）○印をつけた項目の内、最も重視していた項目に◎をつけて下さい。（◎印は一つだけ）

問１６．退職した時期は、次のどの時期ですか。あてはまる番号に○をつけて下さい（○印は１つ）

問１７．【問１６で３．～７．と回答した方のみご回答下さい】
勤務先に（当時）育児休業制度はありましたか。あてはまる番号に○をつけて下さい（○印は１つ）
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問１８「育児休業の申請」

問１９―a「離職を決めた理由」（複数回答）

問１９―b「離職の最も決め手の理由」（単数回答 n＝９５）

問１８．【問１７で１．と回答した方のみご回答下さい】
育児休業の申請をしましたか。あてはまる番号に○をつけて下さい（○印は１つ）

問１９．最終的に離職を決めた理由は何ですか
（a）あなたが離職を決めた理由すべてに○をつけて下さい（○印はいくつでも）

（b）○印をつけた項目の内、最も決め手となった理由に◎をつけて下さい。（◎印は一つだけ）
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問２０「保有資格一覧」

問２０．現在保有している資格等を教えて下さい（あれば、で結構です）
上の段に出産前に取得した資格、下の段に出産後に取得した資格等を記入して下さい
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問２１「産前在職時の成果・業績等」

問２１．出産前に勤務していた企業での成果・業績等について、具体的に教えて下さい（あれば、で結
構です）
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問２２―a「再就職の理由」（複数回答）

問２２―b「再就職の最重視項目」（単数回答 n＝９５）

問２３「再就職を希望するようになった時期」

Ⅲ あなたの再就職に対するお考えについて伺います
問２２．再就職したいと思う理由は何ですか
（a）あなたが重視している項目すべてに○をつけて下さい（○印はいくつでも）

（b）○印をつけた項目の内、最も重視している項目に◎をつけて下さい。（◎印は一つだけ）

問２３．いつ頃から再就職したいと思いましたか（または思いますか）。あてはまる番号に○をつけて
下さい（○印は１つ）
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問２４―a「再就職の重視項目」（複数回答）

141
問２４―ｂ「再就職にあたって最重視すること」

問２５「再就職を希望する職種」

問２４．再就職にあたり、重視したいことは何ですか
（a）あなたが重視したい項目すべてに○をつけて下さい（○印はいくつでも）

（b）○印をつけた項目の内、最も重視したい項目に◎をつけて下さい。（◎印は一つだけ）

問２５．希望する職種は何ですか。あてはまる番号に○をつけて下さい（○印は１つ）
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問２６「再就職で希望する雇用形態」

問２７―a「可能な勤務時間」

201

問２７―b「可能な通勤時間」

問２６．希望する雇用形態は何ですか。あてはまる番号に○をつけて下さい（○印は１つ）

問２７．許容可能な最大の勤務時間、通勤時間はどの程度ですか。あてはまる番号に○をつけて下さい
（○印は各１つ）
（a）１日の勤務時間

（b）１日の通勤時間〔片道〕
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問２８―a「勤務を避けたい時間帯」（複数回答）

131

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）

問２８．勤務を避けたい時間帯はありますか
（a）あなたが勤務を避けたい時間帯すべてに○をつけて下さい（○印はいくつでも）

（b）○印をつけた項目の内、最も避けたい時間帯に◎をつけて下さい。（◎印は一つだけ）

（c）その時間帯に勤務を避けたい理由を教えて下さい（○印はいくつでも）
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問２９「再就職での希望給与計算方法」

問３０「希望年収（年俸・月給）」

問３１―１「再就職時の希望時給」（時給制希望の場合 n＝１１９）

問２９．再就職するにあたり、希望する給与計算の方法は、以下のどちらですか
あてはまる番号に○をつけて下さい（○印は１つ）

問３０．【問２９で１．または２．と回答された方のみご回答下さい】
希望する年収はどの程度ですか。あてはまる番号に○をつけて下さい（○印は１つ）

問３１．【問２９で３．と回答された方のみご回答下さい】
希望する時給×１日の勤務時間×１週間の平均勤務日数を教えて下さい
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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）

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）

問３２「実際の再就職活動」（複数回答）

問３２．実際に再就職に向けた活動を行いましたか。あてはまる番号に○をつけて下さい（○印は２つ
まで）
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問３３「再就職が決まらない理由」

問３４―１「安心の再就職に必要なもの３つまで」（複数回答）

問３４―２「安心の再就職に一番必要なもの」（n＝２０１）

問３３．再就職先が決まらない理由（または具体的な再就職活動を行っていない理由）は何だと思いま
すか。あてはまる番号に○をつけて下さい（○印は１つ）

Ⅳ 育児期主婦の再就職について、あなたのご意見をお聞かせ下さい
問３４．再就職にあたり、「これがあれば安心して再就職できる」と思うものは何ですか
重視する順番に、それぞれ１つ、該当する番号をご記入下さい
第一順位〔 〕 第二順位〔 〕 第三順位〔 〕
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問３５「育児等サービスに支払える月額利用料」（n＝７０）

問３６―a「サポートしてもらいたい人・サービス」（複数回答）

問３６―b「最も誰にサポートしてもらいたいですか？」

問３５．【問３４で、第一順位として４．～７．を回答した方にお伺いします】
提供されるサービスに、月にいくらまで支払うことができますか。
あてはまる番号に○をつけて下さい（○印は１つ）

→但し、実際の回答は第１順位で４～７以外を選択した方から寄せられたものも多かったため、全て
を集計している。

問３６．再就職にあたり誰に何をサポートしてもらいたいですか
（a）あなたがサポートしてもらいたい対象すべてに○をつけて下さい（○印はいくつでも）

（b）○印をつけた項目の内、最もサポートしてもらいたい対象に◎をつけて下さい。（◎印は一つ
だけ）
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問３６―c「具体的に何をサポートしてもらいたいですか」

（c）具体的に何をサポートしてもらいたいですか
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問３７．再就職にあたり、希望することは何ですか（自由記載）
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ⅰ－２ アンケート調査シート
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アンケート調査票
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ⅱ 企業インタビュー議事録

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

１．A社の人事担当者インタビュー：平成２２年１０月１４日（木）９：１０～

①出産・育児に関する企業サポートの方針
・年齢・男女に関わらず、社内外の皆が働けるような環境作りをしていきたい。様々なライフス
テージにおいてプライベートと仕事の両立ができるようなサポートを心がけている。

②具体的なサポート制度、及び③上記の利用実績（実際の復帰率、短時間勤務者の実績等）
・基本的には法定内での休業＋手当。
・（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
決定していくスタイル。

・復帰直後は「主担当」は持たずに、マッチングをするだけの仕事などの担当業務を検討する。チー
ム内に育児制限のあるスタッフがいるケースが少なくないため、当然配慮しながら仕事を進める
ようにしている。元々の企業風土が奏して、あえてロールモデルをつくる、ということはしてい
ない。

・東京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。そ
の他、企業のアウトソーシングとしての事務処理やテレマーケティングなどは、４～８時間のシ
フト制がとりやすいので、ワークシェアの対象となりやすい。また、キャリアカウンセリング等
その場で終わる仕事であり且つ経験が活かせるものについては、育児等の時間制限がある中でも
取り組みやすい。ただ、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。

・休業中には、社内報をメールで送り、情報を伝えるようにしている。
・２０１０年５月時点での社員数は約３，０００名（うち女性社員は約６割）育児休業後の復帰は９３％。育
児中のキャリアママは同年５月で２７０名（女性社員の１４％、かつ増加中）。ロールモデルが身近に
おり、「そんな人、見たことない」という人はいないレベルに達している。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。

・「時短勤務」は活用を控える傾向にある。理由としては、就業開始時間や終了時間が異なると現
場でのコミュニケーションがうまく進まず、仕事の範囲が減ってしまうので。

④上記のサポート期間中における評価の方針：短時間になる際の業務設計OR内容の再構築はある？
・育児休業からの復帰直後は、１年間「一般職能」に戻る。その後、ご本人の働きによって元に戻
るという形になっている。限られた状態でのパフォーマンスを評価。かえって、休業者も周りも
公平感がある。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。

⑤サポートがあるにもかかわらずやめていく社員へのアプローチ（再雇用等）
・復帰率が９３％なので、「出産・育児」でやめていくのではなく、「ご本人理由」（配偶者の転勤等
のタイミング等）の退職がほとんどだと認識している。
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⑥「出産・育児」理由による（他社を含む）退職者の採用実績（あるいは傾向）
・派遣スタッフには、「出産・育児」でのブランクを経ての再就職者が多い。現社員も、初めは契
約スタッフ→内勤（週３）→フルタイムにステップアップした４０～５０歳代も多い。珍しいことで
はない。

⑦現場（育児期の女性社員）からサポートの要望があるにもかかわらず、コストや組織上等の制限か
ら企業として取り組めないことがあれば、その課題
・在宅勤務があれば、職域が広がると思うが、顧客情報等のプライバシーの兼ね合いからあって、
あまり増やせないという課題がある。管理部門の一部で採用しているのみ。

・７月に本部内に保育所がオープン。特に復職期に地元で預け先が見つからなかった場合の利用だ
が、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。

・他にも ITを活用して、「時間・場所」に制限されない多様な働き方を進めてみたい。

⑧育児期女性の再雇用などに力を入れている企業、あるいは新しい働き方についての制度等で、個人
的に注目していらっしゃることについてご意見を頂戴できれば、と考えています。
・多様な働き方を応援したい。男性や高齢者も含めて、時間や距離を超えて働けるシステムを創っ
ていきたい。女性の働き方を多様化していくのも大事だし、働きがいのある職場を整えていくの
も大事だと思う。

・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。

・現在は、グローバル化や少子高齢化もあり企業にはダイバーシティーが求められている。多様な
働き方やフェアな処遇でより優秀な（優秀の定義もどんどん変化しているが）人材が集まり、活
躍できることが長期的な競争力に直結する。

・新しい働き方として、「インディペンデントコントラクター」としての働き方もママたちには合っ
ているのではと思う。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。小さなビジネスをはじ
めるのも良いのではと思うこともある。

■これから（１０年のブランク後に）再就職を目指す女性達に、一言エールをお願いします。
・個人的には、能力より「やる気」が大事とに感じている。ブランク期間があっても、その間にコ
ミュニケーション能力や経験力など、新しい能力をお持ちになっているはず。「どう仕事をした
いか」気持ちや意識を持つことが大事だと思う。そんな方々のサポートをできればと考えている。
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

２．A社勤務の女性インタビュー：平成２２年１０月２９日（金）１６：００～

①基礎データ
・お子さんの構成、年齢：娘１人・２歳
・祖父母の同居・近居：実家の祖父母が近居（マンションのすぐ近く）、ご主人方は熊本
・休業期間：１年
・復職後の勤務年数：１年
・現在の勤務時間・勤務内容⇔休業前との比較（職責など）：９：００～１７：３０
休業前 チーフコーディネーター（企業とスタッフの橋渡し）＋秘書
復帰後 ママになってチーフに復帰すると業務に支障が出ると判断し、両立のためにマイコー

チ役を引き受ける

②休業時の復職に対する不安や「あってよかったサポート」
・出産前に「ここまでやった」という達成感をもって育児休業に入ったため、休業後は仕事中心の
生活が始まるから今は育児に専念しようと「子どもに向き合う時間」とした。

・ときどき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った。育児休業後は、「マイコーチのポジションにて復
帰してください」との申し出があり、それを引き受けた形での復帰だが、元いる拠点に戻れただ
けでも安心感。

③復職直後の活用した制度やサポート
・企業内の制度：エリア限定の希望出している。時短の特別勤務は福岡で取得者なし。
・サポーター：祖父母（一人で全部しなきゃ、との感がなくて助かっている）＋実妹。パートナー
は頼れない。復帰後２カ月は「休むわけにはいかない」との思いで、子どもの病気時も実家や実
妹のサポートで休まず勤務。ただ、中耳炎が悪化した際には自分が構ってあげなかったのが悪
かったのかなと反省。おばあちゃん任せの自分に少し変化をもたらしたい。

・時短勤務や看護休暇は使ったことがない。
・有給休暇は、半日単位で取得できるので、病時にはそれを活用したりする。

④充実を希望する（社内外の）サポートあるいは、現在のワークライフバランス上の課題
・以前オフィス内で契約勤務の週３～４日＋時短勤務の方と働いていたが、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がなったらいい、と思う。

⑤再就職者へのエール
・「ママが元気だとおうちも元気！社会も元気！」「働くことで自分も成長がある」
・育児期に仕事があることで＋αになるので、人間としての成長があると感じている。
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３．A社勤務の女性インタビュー：平成２２年１０月２９日（金）１６：００～

①基礎データ
・子どもの構成、年齢：男児１人（４歳５カ月）
・祖父母の同居・近居：３人暮らし、義父母が近居、実家は遠方・休業期間：１年
・復職後の勤務年数：３年５カ月（１歳の誕生日に復帰）
・現在の勤務時間：９：００～１７：３０
休業前 マイコーチ→キャリアコーチ（＠東京）→ファシリテーター（４カ月）→妊娠→マイ

コーチ
復帰後 配偶者のUターンに伴い、福岡への異動を希望。福岡支社でのマイコーチ（登録）

となる。

②休業時の復職に対する不安や「あってよかったサポート」 … 特になし
③復職直後の活用した制度やサポート
・企業内の制度：時短勤務・フレックス・看護休暇等
・サポーター：祖父母（お願いできる時のみ）
・サービス：保育園（ある程度の具合が悪い時も預かってくれたり、病院に連れて行ってくれた
り）。病時は、自分がほとんどお休みをとって看病（中耳炎、水ぼうそう等）。配偶者が休めない
状況なので。

・支店長が育児期で理解があったので、職場の理解はあった方だと思う。独身時代は、自分も育児
者に寛容な理解はなかったから、そういうものだと割り切っている。１年間はきつかったけれ
ど、４歳の今は、風邪１つひかず元気。病児保育は、余り使っているという話を聞かない。薬が
時に必要な時は、遅刻出社して、通院してから出社している。

④充実を希望する（社内外の）サポートあるいは、現在のワークライフバランス上の課題
・病後児保育が、保育園の中など「いつもの環境」でできたらいいと感じる。
・会社に対しては、とても良くしてもらっていると感じるので、特段求めることはない。２人目が
できたら、このままの同じ条件（通勤片道１時間で自宅につくのは１９：００。遅いお迎え＋時折簡
易な夕食・子どもの睡眠時間確保の努力）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。

・少し余裕ができたらしたいことは、子どもの習い事。させてみたいことが平日の夕方が多く、行
かせてあげられていないという思いがある。文字の読み書きなどで言われる、幼稚園と保育園と
の違いを感じさせないで済むようにできればと思う。土日にすると、家族の時間が取れなくなっ
てしまうのが難点。帰って、遊んで寝るだけ、でいいのかな、と思うことも。地域のお友達もた
くさんいて、ママ友が息子を迎えてくれることもある。保育園の PTA活動に積極的に参加した
お陰かもしれない。

⑤再就職者へのエール
・仕事をしていると、母だけでない自分を感じる。大変なこともあるけれど、１社会人として「続
けていてよかったな」と思うので、頑張ってほしいと思います。ブランクあると復帰に消極的に
なるかもしれないけれど、頑張ってほしい！

・まわりの人にもいつか分かって頂けるから、独身者などに求めるのではなく、「子ども第一」で
無理しないで欲しい。いつか働いている私をみて、子どもが何か（誇りに）感じてくれたら、と
願っている。
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４．B社勤務の女性インタビュー：平成２２年１１月４日（木）１３：３０～

①基礎データ
・子どもの構成、年齢：男児２人（４歳、１歳７カ月） ・祖父母の同居・近居：義母と同居
・休業期間：一人ずつ満１歳の月末まで、第２子時は満１歳の４月に復帰
・現在の勤務時間・勤務内容⇔休業前との比較（職責など）：部署変わらず、短時間勤務（９：００～
１６：００）

②休業時の復職に対する不安や「あってよかったサポート」
・育児休業後の復帰で（半年以上）継続就業しているのは、管理部門では自分が初めて。部署的に
も推進していきたいとの思いから皆さんの理解も強く、「復帰してくださいね」とのお声をもらっ
ていた。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。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。

・アミカスでの託児付セミナーを受けて、リフレッシュと勉強しているという感じが自分への自信
につながった気がする。

③復職直後の活用した制度やサポート
・企業内の制度：時短勤務（９：００～１８：００までの間で最大２時間。３０分単位で勤務を短縮できる）
・看護休暇（すべて有給）、育児助成金（１万円／月／子ども一人～小学校入学まで）。早く仕事を
切り上げる時は、気が引ける部分があるが、嫌な顔はされない。

・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。

・サポーター：祖母：自宅で子どもを見ている 夫：幼稚園＆保育園の日々の送迎を担当

④充実を希望する（社内外の）サポートあるいは、これから目指したいワークライフバランス
・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と考えている。

・休業者６８名（今期）去年８０名←５年前は３０名以下。「働き続ける」選択が増えてきたのを実感する。
・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。短時間勤務者は４５名
程度。

⑤再就職者へのエール
・復帰して「仕事って好き！楽しい！」と幸せを感じたのを覚えている。一方で「中途半端かな」
と感じることもあったけれど、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。家の自分と仕
事の自分とがあることで、気持ちも切り替えられて、別の空間をもつ相乗効果を実感している。

・「働きたい」と思っている方が「働ける」選択ができるのは大切だと思います。会社側の理解も
とても大事なんだと思います。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Tさん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。
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５．C社勤務の女性インタビュー：平成２２年１１月１０日（水）１５：００～

①基礎データ
・子どもの構成、年齢：男児１人（１歳１１カ月）
・祖父母の同居・近居：なし、東京の出身で配偶者の転勤に伴い来福
・休業までの勤続年数：理学療法士（PT）として、６年半療養型病院に勤務
・休業期間：１１カ月
・復職後の勤務年数：来福後に育児しながらの再就職をし、勤続１年
・現在の勤務時間・勤務内容⇔休業前との比較（職責など）：訪問リハビリ担当で女性３名のチー
ムに所属
８：３０～１７：３０のフルタイム勤務

②休業時の復職に対する不安や「あってよかったサポート」
・小さな子どもがいての再就職活動のため、面接で（やんわりと）断られた経験も幾度か。
・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。

③復職直後の活用した制度やサポート
・看護休暇：１０月から時間単位での取得が可能に。
・残業なしの勤務時間
・サポーター：ファミサポは、登録しているが利用したことはない。
・サービス：保育園は１９：００まで。１８：３０にお迎えに行き、帰宅。５：００に起床して作り置きして
おいた夕食を子どもと食べて就寝する毎日。

・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。

④充実を希望する（社内外の）サポートあるいは、これから目指したいワークライフバランス
・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。
・再就職に限って言うと、活動開始時は保育園に入れず、無認可に預けていた。仮に入れたとして
も、１か月以内に再就職先が決まらないと認定が取り消されるということで板挟みになるケース
が多いのでは？

⑤再就職者へのエール
・仕事と育児両方があるから、両方全力でいける気がする。仕事のある生活は、家庭以外に自分の
居場所があることでの相乗効果があると実感している。
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６．D社代表取締役インタビュー：平成２２年１１月１１日（木）１０：００～

・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。

・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。

・ワークシェアや在宅勤務もできると思うが、今のところ希望が出ていないので、そのスタイルは
とりいれていない。原則新卒採用のみで２０年間通してきたので、再雇用の事例はないが、個別に
対応していきたいと考えている。

〔筆者感想〕代表自らが、社員の個人的な希望や意見を汲み取ろうとする意識、密なコミュニケー
ションのあり方が印象的だった。
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７．D社勤務の女性①インタビュー：平成２２年１１月１１日（木）１０：００～

①基礎データ
・子どもの構成、年齢：２人（小学２年・５歳） 保育園通園中・実家近居
・休業までの勤続年数：２年半
・休業期間：産前２カ月、産後は６カ月（左記産休を×２回）
・復職後の勤務年数：４年半
・現在の勤務時間・勤務内容⇔休業前との比較（職責など）：８：３０～１７：２０ のフルタイム（営
業事務） →２人目出産を経ての復帰後は経理に

②休業時の復職に対する不安や「あってよかったサポート」
・自分が仕事を忘れていないかが不安だった。新人に戻った気分。

③復職直後の活用した制度やサポート
・有給休暇でお休みも取れるし、急な休みもOK。「早く行ってあげたら」との声掛けには感謝。
行事の際には、前もって申請して休みが取得できる。病気の際の当日の迎えは自分でし、長期化
する場合はご実家にヘルプしてもらう。夫も送迎などサポートしてくれる。

④充実を希望する（社内外の）サポートあるいは、目指したいワークライフバランス
・特に冬場は、子どもたちが日が暮れてからのお迎えだと「もっと早く来て～」と言われる。少し
早く帰れるといいのかなと思う時もある。

⑤再就職者へのエール
・家にいるときは、不規則な生活になりがちだったが、社会人としての自分＋母としての自分がで
きて、今はバランスある生活ができている。
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８．D社勤務の女性②インタビュー：平成２２年１１月１１日（木）１０：００～

①基礎データ
・子どもの構成、年齢：３人（７歳・６歳・４歳） 実家＝市内
・休業までの勤続年数：４年
・休業期間：１人目＝１年、２人目＝６カ月、３人目＝９か月
・復職後の勤務年数：３年＋α
・現在の勤務時間・勤務内容⇔休業前との比較（職責など）：経理→復帰後設計図面に８：３０～
１７：２０

②休業時の復職に対する不安や「あってよかったサポート」
・仕事自体への不安や両立に対する不安を抱えていた。

③復職直後の活用した制度やサポート
・長期の病時には、何日かは実家に預けて勤務。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。

・小学校に入ってからの方が、先生との接点が少なく、学校での子どもの様子が分からず不安。自
宅に帰ってからは、宿題や食事の準備に追われて９時までに寝せると思うと、子どもとの会話時
間がなくて把握しずらい。また、小学４年生からは学童もなくなるので、その区切り目でサポー
トがなくなるのが、不安。

④充実を希望する（社内外の）サポートあるいは、これから目指したいワークライフバランス
・夕方の時間に、子どもとの時間が増えたらいいかな、と感じることがある。

⑤再就職者へのエール
・自分自身は、サポートのいい会社環境だからやっていけてると感じている。子育て中の働く女性
と情報交換しながら、社会人としての自分時間がとれるのが、満足のスタイルではないか。 調
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９．E社勤務の女性インタビュー：平成２２年１１月１２日（金）９：３０～

①基礎データ
・子どもの構成、年齢：女児１人（２歳半）
・祖父母の同居・近居：両親が近くだが働いているので、あまり頼れない状況。
・休業までの勤続年数：４年間
・休業期間：生後７か月で復帰（仕事を頑張りたいとの思いで）
・復職後の勤務年数：１年半
・現在の勤務時間・勤務内容⇔休業前との比較（職責など）：
業務は「賃金」を一貫してご担当。「頑張らなければ！」との思いが強い。ちょっと気を抜くと
「あの人たちは楽をしている（働く時間が短いので）…」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。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。

・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。定時は９：３０～１８：２０で自宅が離れているため、１時間短縮で勤務している。

②休業時の復職に対する不安や「あってよかったサポート」
・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。休業中に育児支援制
度が変わり、そのことについての説明連絡もあった。

・復帰後の生活を想像するだけで不安。例えば子どもにかけられる時間の少なさなど。９時までに
寝せる為に２時間でできることを考えると、子どもとの時間も取れないのではと不安。仕事も大
切、子どもも大切、となると現実どうなるのか困難を想像していた。

・復帰直後はコミュニケーション力が低下していて、周囲がとても賢く思えた。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。

③復職直後の活用した制度やサポート
・企業内の制度：時短勤務：１時間短縮で勤務している（～４時間まで可能。利用者もある）。昇
給・昇格についての評価への影響はない。

・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。

・サービス：保育園は、いつかちゃんとフルタイムに戻れるよう、２０：００まで預かってくれるとこ
ろを少し遠いが選んでいる。

・病児保育：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。
・１２月の復帰直後に子どもが連日病気に。病児保育はまだ（心理的に子どものことを考えると）利
用できず、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。

・ファミサポは登録しているが、利用したことはない。（母、配偶者、自分でやりくり）

④充実を希望する（社内外の）サポートあるいは、これから目指したいワークライフバランス
・保育園での教育を充実してほしい。近隣の幼稚園の特徴的な教育内容が紹介されて知っている
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が、知れば知るほど「差」を感じてしまう。情報に惑わされている部分があるので、自分の判断
基準をきちんと持ちたい。

・土曜日は家族の時間で使いたいので、平日に習い事ができればいいかなと思う時もある。ただ、
仕事が夕方まであるので週末にならざるをえないが、週末にするんだったら、親も一緒に取り組
めるものをやってみたい。

・保育園で教育内容を特色づけていても、自分の生活（保育時間や距離）の中で選ぶので、チョイ
スできない。選べる環境にあるといいと思う。

・病児保育の預かり時間を長くしてほしい。（子どもにとっては、良くないかもしれないが）
・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、とても便利だと考
える。

・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。
・事業所内託児所も議論されているが、天神まで子どもを連れてくることを考えるとあまり利用し
たいとは思わない。

・退職後に再雇用する制度を適用した方が、育児に専念できるかもと思う。育児休業は小学校就学
前まで利用できることになっているが、休業だと雇用関係が続いているので気を遣う。子どもも
仕事も大事でどっちつかずの状態が悩ましい時もある。

⑤再就職者へのエール
・自分の成長が育児とは別の場面で感じられるのが大切。認めてくれる（＝評価してくれる）人が
いることがモチベーションにつながる。家事はできて当たり前して当たり前で「返ってこない」。
子どもの成長もゆっくりだし。

・経済力を持つことが、心のゆとりにもつながっている。宅配食材を２人目以降は活用していきた
い。

・復帰直後の不安なことも、一歩進めば何とかなります！
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Ａさん Ｂさん Ｃさん
子どもの構成、年齢 ２人

（小１・３歳）
男児１人（３歳） 女児１人（２歳）

祖父母の同居・近居 実家近居 長崎出身で実家遠方 実家遠方
保育園の延長は１回当たりの延長
料金がかかるため、１８：００までの
定時にお迎え行くようにしている

基本、上司の協力を得
て保育園の延長はない
形でお迎えしている。

現勤務時間 （通常９：３０を）１０：００～１７：００

病時保育は、通園している保育園が併設
してくれているので、助かっている。病
時もセットで４５０００円／月・人、兄弟児
は＋２５０００円／月・人で負担が大きい。

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

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。
あてにできない。

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

１０．F社勤務の女性（３名）＋人事担当者インタビュー：平成２２年１１月１２日（金）１１：００～

①基礎データ

・休業期間：第１子出産時は最長３年まで育児休業が取得できるが、平均１年で復帰し、育児勤務
を選択するケースが多い（４月が保育園入園しやすく、それを機に復帰する人も多い）

・現在の勤務時間・勤務内容⇔休業前との比較（職責など）：復職時の面談で、原則元の職場に戻
ることになっている。社内結婚で配偶者の異動があった場合などは、近くの別の店舗に勤務する
よう調整をすることもある。

・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。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。

・この２年８ヶ月の間に１７９名が出産し、１６３名が育児勤務をしながら復帰している。ただ、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。

・有給休暇は半日単位で取れて、看護で必要な場合は活用している。

②休業時の復職に対する不安や「あってよかったサポート」
・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。（Aさん）
・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。できれば、復帰前面談の日程が、こちらから催促せずに決まれば更によ
かった。（Bさん）

③復職直後の活用した制度やサポート～企業内制度や外部サポート、民間サービス～

・社内のサポート情報などは、社員のプライベートのネットワークで情報共有している。
・リ・エントリー制度（再雇用）はあるが、まだ復帰例はない。コミュニティ社員（パートタイマー）
も雇用から６カ月したら育児休業等の全ての制度を利用できる状況。
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何とかなります。
自分の時間も大切に（平日の休
みは自分時間に使います！）
仕事より、育児の方が大変で
す。

あせると空回りします。
状況に応じて自分のペースで進
むことが肝要かと。頑張りすぎ
ると家庭にもしわ寄せが…。私
は仕事に復帰して、リフレッ
シュしました。

０～２歳児は、預かり先を見つ
けるのに苦労することも。一喜
一憂せずに気長に探してくださ
い。

④充実を希望する（社内外の）サポートあるいは、これから目指したいワークライフバランス
・学童保育に預けている間に地域のボランティアが協力してくれて習い事（そろばん・習字など）
ができると嬉しい。（Aさん）

・学童は空きがあれば、５年生まで預かりが可能なので安心。（Aさん）
・人事部側としては、配偶者の出産時休暇（２日有給）の活用が進んでくれればと考えている。
・会社の制度で前例がないから活用しにくい、という意識はない。（＝何でも活用できる雰囲気）
・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。

⑤再就職者へのエール

・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。（人事部管理職）
・女性多数の職場のため育休中、職場復帰後もプライベートなサポートがありがたいが、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も周知することも今後の課題。（人事
部管理職）

・次世代専門委員会の参加メンバーは、明るくざっくばらんに話してくれたが、それでも皆それぞ
れ大変な思いを抱えながらも育児と仕事を両立して、頑張っていらっしゃる方々です。（人事部
管理職）

〔筆者感想〕労使が共に「次世代育成」に取り組んでいらっしゃる姿勢が、終始感じられたインタ
ビューだった。
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

１１．C社勤務の女性インタビュー：平成２２年１１月１３日（土）１５：００～

①基礎データ
・子どもの構成、年齢：男児１人（１歳半）、実家が近居
・休業までの勤続年数：他施設で１０年勤務後、医院にて１年未満の勤務
・休業期間：配偶者の仕事の関係で一旦退職し、１年弱の主婦生活を経て復職
・復職後の勤務年数：８か月
・現在の勤務時間・勤務内容⇔休業前との比較（職責など）：８：３０～１７：３０の常勤パート
育児中で残業ができないと判断し、「常勤パート」を選択

②休業時の復職に対する不安や「あってよかったサポート」
・再就職にあたり、ブランクや保育園に入れるかどうか、仕事と育児が両立できるか、不安だっ
た。

③復職直後の活用した制度やサポート
・保育園は７：３０に預けて、１７：００のお迎え（迎えは実家が担当）。実家のサポートが大。両親が
近くいるから働けるようなもの。

・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。

・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。

・育児に優しい職場環境にいることに感謝している。具体的には、「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。

④充実を希望する（社内外の）サポートあるいは、これから目指したいワークライフバランス
・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。今は実
家の両親が６０代前半で全面サポートを受けてやっているが、送迎などしてもらうと結構疲れるみ
たいなので、この先子どもが増えてもその援助してもらえるかは未定。先々実家のサポート力の
変化も踏まえて、利用できる育児サポートの選択肢が増えるといいように思う。

・今後もずっと働きたいし、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。

⑤再就職者へのエール
・自分はとても恵まれた職場環境・プライベート環境にあるので、皆さん同じようにはいかないか
もしれませんが、いろんなサポートを活用して頑張ってください！
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

１２．G社勤務の女性インタビュー：平成２２年１１月１６日（火）１１：００～

①基礎データ
・子どもの構成、年齢：女児１人（３歳）、同居近居はなし
・休業までの勤続年数：１２年間（後半９年は人事部）
・休業期間：１年
・復職後の勤務年数：２年
・現在の勤務時間・勤務内容⇔休業前との比較（職責など）：短時間勤務（９：３０～１７：００）←３０
分単位で短縮できる（２時間まで）。
・定時は９：００～１８：００←本部で３名活用中。休業者は３名。元いた部署に戻ってきたが、産前の
仕事は出張が多く、かつ休業時の後任が頑張ってくれていたので、面談を通じて仕事内容を変更
しての復職となった（基本的には現職復帰）。
・配偶者の異動時は、近隣店舗に異動などの規程はないが、実質配慮。

②休業時の復職に対する不安や「あってよかったサポート」
・社内の移り変わり状況：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、面談制度がで
きた（６回シリーズ）。本人が休業中にできたので、自身は復職前と復職後の２回のみ経験。

③復職直後の活用した制度やサポート
・企業内の制度：時短勤務＋変形労働時間制の適用。変形労働についても、（対象社員が少ないこ
ともあり）運用ルールがガチガチではなく、各店舗・部署の業務に応じてで運用しているので使
い勝手がいいかも。

・看護休暇（５日中２日まで有給）で足りない時は、有給休暇で対応。また、平日にお休みのある
配偶者と連携して育児をしている。

・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。
・病児保育は、いつもいく病院にて紹介されて利用（抵抗があったが、試しに利用して、それから
開始）。病時も１７：３０まで預かってくれるので、終業後車で迎えに行くと間に合う時間。

・保育園は、通常が１８：００まで。延長して１９：００．
・自分が「もっと仕事がしたい」と葛藤することもあるが、部内で「もう帰らないと」との声掛け
があり、帰宅する雰囲気。

・量的に足りない時は、配偶者が休みの時に勤務時間を長くしたり、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。

④充実を希望する（社内外の）サポートあるいは、これから目指したいワークライフバランス
・ようやく育児が落ち着いてきたので、自分自身がこれからどんな風に仕事ができるかを模索中
（育児経験者として育児支援をどう充実するか？など）

・目下したいことは、休業中の面談を担当する店長が異動して、復帰後の上司と異なることがある
こと。そのことによる復帰者へのサポート体制の改善と男性社員の育児休業取得促進の取組をし
たい。

・権利だけを主張しない、など女性社員の意識付けも必要
・欲を言えば、もう一人子どもが欲しい。
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⑤再就職者へのエール
・実際に私が復職してみて実感しているのは、家族の理解・協力なしでは充実した仕事はできない
し、続けられないということです。「仕事がしたい」という意思はもちろん大切ですが、まずは
周囲の環境を整え、自身の能力にチャレンジしてほしいと思います。また、女性だからこそでき
る妊娠・出産、そして子育てという経験は財産であり、社会に貢献できる大きな武器になります
よ。
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子どもの構成、年齢 男児１人（３歳１０カ月） 男児１人（３歳４カ月）
祖父母の同居・近居 義母が近居（１５分程度で行ける）

病時のサポートあり
熊本在住の義母が月に１度は来
て、１週間滞在（病時もすぐ対
応）

休業までの勤続年数 １６～１７年 ８～９年
休業期間 １０カ月（繁忙期と判断して） １０カ月（４月入園に合わせて）
復職後の勤務年数 ３年 ３年
現在の勤務時間・勤務内容

休業前との比較（職責など）：
⇒変わりない

９：３０～１８：３０のフルタイム
（３歳になった時点で１時間の
時短を解除）休業前から人事の
給与を担当：緩やかに復帰した
ので、時短解除してもそう大変
と感じない。

９：００～１６：３０の１．５時間短縮。
人事グループの健康保険組合関
連業務を担当。

病時 基本元気だし、たまに早退があ
る程度

職場の雰囲気 お互いさま、で理解がある
保育園 ８：００～１９：００（延長何時まで

も可能）
８：００～１８：００

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

１３．H社勤務の女性（２名）インタビュー：平成２２年１１月１７日（水）

①基礎データ

②休業時の復職に対する不安や「あってよかったサポート」
・社内報が定期的に届けられた＋時折会社訪問していたので、不安はあまりなかった。

③復職直後の活用した制度やサポート～企業内制度や外部サポート、民間サービス～

・市のサポートは、登録しただけ。病児保育も聞いたことあるだけ。
・部署内で、育児経験者が多いので「お互いさま」で認め合えているのがありがたい。行事の時は、
事前申請して休みが取れる環境（前日でもOK）

④充実を希望する（社内外の）サポートあるいは、これから目指したいワークライフバランス
・小学校に上がると、学童が何時まで受け入れてくれるか不安。今通園中の園は、卒業した小学生
が学童後に遊びに来る雰囲気で、受け入れる場所があるのが嬉しい。小学校まで大人の足で１５分
以上かかるのが心配。

⑤再就職者へのエール
・仕事をしていると、忙しいけれど充実している。自分の使える時間＋お金をもらいたい度合いで
社会参加の度合いを決めてもいいのではないか。

・家事も少し手抜きになるが、育児から離れての充実感がある（通勤や昼休み等も実感）。自分に
あうサポートを選んで、ぜひ仕事も！
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

１４．H社の人事担当者インタビュー：平成２２年１１月１７日（水）１３：００～

①出産・育児に関する企業サポートの方針
・確たる方針はないが、人間味あふれる企業というのが特色。
・業績面ではマイナス効果もあるかもしれないが、コミュニケーションが潤滑で育児休業者等への
偏見が少ない社風。

②具体的なサポート制度
・休業中も利用できる通信教育（新製品情報＆接客技術等）←全社員が対象、就業時間内の活用可。
・育児短時間勤務（４時間以上の勤務で、原則３歳までだが、小学校入学まで延長も可能）その希
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る（どの時間帯でも
OK）。
・夫婦勤務者の場合、片方に異動があった場合は、近隣店舗に配属するケースが多い。

③上記の利用実績（育児休業者の何割が復帰しているか、短時間勤務者の実績等）
・育児の理由でやめるという雰囲気はなく、休業取得者は１００％の復帰。（結婚を機に退職するケー
スは時折ある）人事は、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、更に利
用者が広がってくる感がある。ただ、店舗勤務者は、育児勤務が店舗内で初ケースだったりする
場合もあり、その場合は（早く帰るのが忍びない、とか）第１陣としての苦労が多いようだ。ま
た、管理者もどう対応していいのか不安なこともある。

・育児短時間勤務は、実際は６時間勤務が多い。実情、小学校就学前までが多い。

④上記のサポート期間中における評価（賞与や昇進・昇格等）の方針：短時間になる際の業務設計OR
内容の再構築はある？
・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。また、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。

⑤サポートがあるにもかかわらずやめていく社員へのアプローチ（再雇用等）
（特になし）

⑥「出産・育児」理由による（他社を含む）退職者の採用実績（あるいは傾向）
・以前社員だった方を、採用枠があるばあいには優先採用としているが、パート勤務が多く、パー
トを経て正社員に復帰した方は少ない。この３年は、正社員の登用自体を控えていることも背景
にある。

⑦現場（育児期の女性社員）からサポートの要望があるにもかかわらず、コストや組織上等の制限か
ら企業として取り組めないことがあれば、その課題
・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

・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。
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⑧育児期女性の再雇用などに力を入れている企業、あるいは新しい働き方についての制度等で、個人
的に注目していらっしゃることについてご意見を頂戴できれば、と考えています。
・在宅勤務なども、店舗が多いため、採用は難しい。
・働く時間が極端に少ないのもNGだと考える。働くことで育児のストレスが減るという相乗効果
もあるのではないか。
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

１５． I社勤務の女性インタビュー：平成２２年１１月２９日（月）１３：００～

①基礎データ
・子どもの構成、年齢：男児１人（小学６年生）、女児１人（５歳）
・祖父母の同居・近居：近居だが、もうすぐ介護が必要になるくらいの高齢のため、２人目からは
支援を依頼していない。また、配偶者も単身赴任が長く、ようやくこの３月から同居という感
じ。

・休業までの勤続年数：１１年
・休業期間：初回１年、２回目半年
・復職後の勤務年数：４年半
・現在の勤務時間・勤務内容⇔休業前との比較（職責など）：休業前後の仕事は変わらないが、異
動はたびたび。勤務短縮はあったが、１人目で復帰した際は主任のため、フルタイムで２３：００～
２４：００頃の帰宅もざら。２人目の復帰時は、課長職のため、やはり時短勤務は利用していない。
２０時頃の帰宅。５時に起床して夕食まで準備しお迎え。

②休業時の復職に対する不安や「あってよかったサポート」
（特になし）

③復職直後の活用した制度やサポート
・企業内の制度：利用経験なし。
・サポーター：１人目の時は、実母＋妹のサポート大、ファミサポは登録のみ。
・サービス：保育園（～１９：００）・学童（１７：００までで集団下校）・病児保育は、前日の予約は×、
朝予約したら満員、弁当が必要、早いお迎えなど、制限が多くて使っていない

・習い事はバスのあるスイミングや公民館（空手）を利用し、１人で行けるものを続けている（時
間をつぶす）。

④充実を希望する（社内外の）サポートあるいは、これから目指したいワークライフバランス
・学童の整備：設備が古い＋生徒数に比して狭く、宿題も満足に広げられない有様。エアコンも故
障しがちなため、もう少し教育にお金をつぎ込んでほしい

・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。

⑤再就職者へのエール
・遠慮せずに踏み出した方がいいと思う。育児で培ったことは、必ず仕事で役立つ。ブランクがあ
ると、不安が募るが、勤めればそんなに心配することはありません。一歩踏み出すことが大事。

・最初はパートの方が時間的にいいと思う。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…。
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

１６． I社人事担当者インタビュー：平成２２年１１月２９日（月）１３：００～

①出産・育児に関する企業サポートの方針
・「頑張る人を応援する」のが基本スタンス。仕事を続けたい方が、会社の制度を利用して続けて
行けるようにサポートしたい。両立の環境は人それぞれですので、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。

②具体的なサポート制度（特に法定を上回る分。育児休業の期間や手当、休業中のサポート、代替要
員の配置、等）
・育児休職期間→満２歳到達後の４月末まで（ならし保育や入園のしやすさ等に配慮して）
・育児短縮勤務：小学３年生年度末まで利用可能、時間の変更も随時可能（学童の対象年齢と合わ
せて）

・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：１日自分自身の仕事の折り合い上
１時間長く勤務しても、次の日その分短くして退社できる（１カ月平均で清算）

③上記の利用実績（育児休業者の何割が復帰しているか、短時間勤務者の実績等）
・育児休職は、１年が最も多い
・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（平成２０年度から）。
短縮勤務期間は人それぞれ。

④上記のサポート期間中における評価（賞与や昇進・昇格等）の方針：短時間になる際の業務設計OR
内容の再構築はある？
・短時間の中での成果を評価するので、不利に働くことはない。

⑤サポートがあるにもかかわらずやめていく社員へのアプローチ（再雇用等）
・以前は３０～４０名の自己都合退職があったが、女性活躍推進の取組始まってから、この２～３年は
１０名を切る程度の退職者に。育児休業後の復帰率は１００％。
・平成２１年度から、退職者を対象としたアルバイト登録制度を開始。目下、以前（１０年以内）の退
職者にもアプローチしているが、育児進行形の対象者が多く、もう少し時間がかかりそう。

⑥「出産・育児」理由による（他社を含む）退職者の採用実績（あるいは傾向）
・なし

⑦現場（育児期の女性社員）からサポートの要望があるにもかかわらず、コストや組織上等の制限か
ら企業として取り組めないことがあれば、その課題
・制度はもう網羅しているとの認識。今は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。途中段階。
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

１７．J社勤務の女性インタビュー：平成２２年１１月１８日（木）１１：００～

①基礎データ
・子どもの構成、年齢：女児１人（小学３年）、男児１人（年中）
・祖父母の同居・近居：義母が車で１５分の距離に住んでおり、出張時にはお泊り。配偶者は東京に
単身赴任（２年前から１カ月に１度の来福）。社内結婚した場合、パートナー異動時は、やめて
ついていくか、単身赴任かの選択になる。

・休業までの勤続年数：７年
・休業期間：１回目（１月生まれ）は１年、２回目（１１月生まれ）は４カ月（４月入園がしやすかっ
たため、母乳は２月から混合にして、復帰後トイレで絞ることもたびたび）

・復職後の勤務年数：５年
・現在の勤務時間・勤務内容⇔休業前との比較（職責など）：２人目の出産前には会計を担当して
いたが、１時間の時短勤務だと会計の締めが担当できないため、店頭業務（予約制での応対窓口）
にて復帰。平成２２年２月から現営業課に配属となる（研修の立案＋システムの導入推進など）

②休業時の復職に対する不安や「あってよかったサポート」
・社内の移り変わり状況：業務内容の変化、新システムの操作変更等が知りたかったが、当時は
メールの活用などの連絡手段がなく会社の状況などを把握し続けるのは難しかったので不安なま
ま復帰した。

③復職直後の活用した制度やサポート
・企業内の制度：時短勤務（目下２０：００ギリギリのお迎えまで仕事をしていたりするが、短時間を
一度解除すると、再度の申請ができないため、続けている〔小学生終了まで ok〕）１回目の復職
時には、まだまだ復帰した先輩は２～３名といった感じ。しかも育児休業をしっかりとった人は
もっと少なく、産休のみで復帰という人が殆ど。（現在は少しずつ育休取得者が増えてきている）

・看護休暇：生後４カ月で復帰したため、２～３か月はずっと子どもの体調（下痢＋微熱）悪く、
度重なる呼び出し＋早退等できちんと働いていた記憶がない。インフルエンザなどで利用。３歳
を超えると、病気は減ってきて安定し、早退なども年間２～３回（流行性のインフルや嘔吐下痢
以外）

・サービス：保育園：８：００～２０：００
・学童：１７：００に集団下校。
・病児保育：自宅から遠くにしかないため、使ったことがない。休むか、義母の都合が合えば依
頼。

・習い事は２年生からスイミングとピアノを自宅近くで始め、１人で行き来させている。

④充実を希望する（社内外の）サポートあるいは、これから目指したいワークライフバランス
・希望する社内サポート：現職復帰だと、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。

・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。

・平日２０：００まで（最近は１９：００です）保育園に預けていることもあり、土日預けるのは気が引け
るので、子どもが楽しめるイベントに参加してくれる間に自分の用事をと思っているのだができ
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ていない。土日に疲れている気がする。
・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。あとは勤務時間内の効
率や優先順位など時間の使い方をより磨いていくことが自分の課題。

⑤再就職者へのエール
・仕事を通じて幅広い出会いが得られ、世界が広がるのが嬉しい。視野も広くなると実感していま
す。子育て経験や家庭のことが仕事に役立つ場面もあるので、ぜひ仕事に活かしてください！
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

１８．K社勤務の女性インタビュー：平成２２年１１月１８日（木）

①基礎データ
・子どもの構成、年齢：女児１人（２歳４カ月）
・同居・近居：実家近居、何かと助けに
・休業までの勤続年数：２０年強（テレホンサービス→フロント→有料老人ホーム受付５年）
・休業期間：１年８カ月（保育園に入れなかったため）
・復職後の勤務年数：半年
・現在の勤務時間・勤務内容⇔休業前との比較（職責など）：週５日勤務（水曜を休、＋土曜出勤）、
テレホンサービスに復帰（取次業８：３０～１５：００）

②休業時の復職に対する不安や「あってよかったサポート」
・育児中の同僚との情報交換はあってよかった。

③復職直後の活用した制度やサポート
・企業内の制度：時短勤務→２時間一律カットの勤務時間、シフトは調整
・サポーター：母＋夫：土曜日の育児担当
・サービス：幼稚園未就園児クラス（実家近く）、送迎は間に合わないため、実家のサポート（た
だ、現在実父が入院中のため、帰りは入院先の病院で娘を引き取る形に。母が頑張ってくれてい
る。）

・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。前日に仕事場
に電話を入れて状況報告しておく。

・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
・ホテルでは、いろんな職種があって、選ぼうと思うと（育児時間等融通のきく職種を）選べるの
が利点。今のところ子どもがいるから働けないとかいう状況はない。

・半数が女性の仕事場なので、これから先も育児支援を必要とするスタッフが増えてくるはず。
・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。思う存分に仕事ができないというのが、育児期の女性が抱える最大の葛藤だとも思う。以前
はやめるのが主流だったが、これからは変わっていくべき。

・業界的に、再雇用はしている。子どもが小学生となりアルバイト開始→正社員になった事例もあ
る。ホテル業界は、スペシャリスト集団の職場だと考えるので、一度そのスペシャリストの経験
をしていると、一旦育児期にやめたとしても、チャンスがあればまた復帰できると考える。

④充実を希望する（社内外の）サポートあるいは、これから目指したいワークライフバランス
・今は恵まれているので、余り求めるものはない。
・授業参観に年に○回は参加するように、との規定があればいいのに。PTAも大変。

⑤再就職者へのエール
・何でもかんでもしてしまおうと思わずに、その時その時に必要なことをしてしまえばいい、と思
う。完璧にしなくていい！
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子どもの構成、年齢 男児１人（１１歳）・女児１人（９歳） 男児１人（１歳半）
祖父母の同居・近居 実母と二世帯同居 家の立替中につき、実家にて同

居中
休業までの勤続年数 ５～６年 １０年
休業期間 １年×２回 １年
＋復職後の勤務年数 ８年 半年
現在の勤務時間・勤務内容⇔休
業前との比較（職責など）

フルタイムで８：５０～１７：３０
部門異動があった、当時は時短
なし

朝３０分、夕方３０分の時短勤務中
（１日２時間まで短縮可、１回
まで変更可能）

スキルアップ 弁護士対応の仕事も多かったた
め、「ビジネス実務検定」を受
けた。戻って仕事がないと居場
所がなくなる感があって…。

不安 長男のときは、子どもと離れた
くないと思ったが、二人目は不
安なく復帰。

保育園に慣れてくれるか、不安
があった。

休業時のつながり 昼休みに顔出しは幾度かして、
異動などの情報収集。

休業中の顔出しはしていた。

企業内の制度 １０月の改定で、小学校６年生ま
で看護休暇が使えることに。

時短勤務・看護休暇を利用（た
だ、有給休暇を使っていないた
め、看護休暇は利用したことが
ない）

サポーター 実母による病気時のヘルプ
サービス 保育園で７．５度まで預かってく

れて、それ以上は実母のヘル
プ。
フルタイムだと迎えも間に合わ
ないため、会社近くで駐車場を
借りて、車通勤をしていた。

病時保育は、利用するのにワン
ステップ（かかりつけに行って
から保育の申込）あって、使っ
ていない。

保育園（８：００～１７：３０）１８：００
には自宅に着くため（母がお迎
えも担当してくれて）今はゆと
りだが、実家から離れるとどん
なに大変かと思う。
病児保育は使ったことがない。

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

１９．L社勤務の女性（２名）インタビュー：平成２２年１１月１８日（木）１４：００～

①基礎データ

②休業時の復職に対する不安や「あってよかったサポート」

③復職直後の活用した制度やサポート
・時短勤務・フレックス・看護休暇等
・祖父母・夫・友人・地域（ファミサポなど）
・保育園・学童・病児保育・送迎代行・家事代行
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・現在子ども会の役員をしているが、子ども会
などの地域活動（ラジオ体操・プール当番等）
に親の参加を求められることが多いのが課題
（対応できないから）専業主婦が多かった頃
と同じ内容が母に求められる。

・中学になると、部活でキャプテンの親が保護
者会代表になるような学校があると聞く。学
校の方針が、親をもっとかかわらせようとい
う風潮に。しょっちゅう夜の呼び出しなどが
あるそうで、これも対応できるか不安。

・通院の際、一時間単位で有給休暇を取得でき
たら便利だと思う。

・学童のおやつが自然食系のものだとありがた
い

・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ありがた
い。・休業中の代替要員は確保してくれて、
復帰後も２ヶ月は引き継ぎ期間を設けてくれ
たのは有難かった。
・短時間勤務にするための業務分担をするのも
適正かと。社員でしか担当できない業務につ
いては、社員間で分担して担当。

・運動系の習い事をしているので、週に4日は
練習があり、母親と同じくらいに帰宅し、宿
題をしている間にご飯を整え、20時くらいか
ら夕食という毎日。送り迎えが必要な習い事
はできない。

・お母さんだからの視点、絶対社会で役立つは
ず。生かしてください

・働くお母さんが増えるといいなぁと思いま
す。

・再就職は厳しいところもあるかもしれないで
すが、頑張ってください。

④充実を希望する（社内外の）サポートあるいは、これから目指したいワークライフバランス

⑤再就職者へのエール
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Ａさん Ｂさん Ｃさん
職業 公務員 福祉職 医療従事者
子どもの構成、年齢 ３人（４・２・０歳） ２人（５・２歳）＋妊娠中 ２人（４・２歳）
祖父母の同居・近居 実家金沢病気時には、

飛行機でサポートに来
福

義父母長崎県壱岐
２ヶ月に３回×１週間
滞在

実家佐賀
実家のヘルプなし

休業までの勤続年数 ６年 現職場には３ヶ月 ６年
休業期間 １年・９ヶ月・１年４

ヶ月
１年２ヶ月×２回
今回は３月復帰を予定

１年・１１ヶ月

現在の勤務時間・勤務
内容⇔休業前との比較
（職責など）

復帰時８：３０～１７：００
（うち休憩３０分）外回
りから内勤に

９：００～１７：００（１時
間の時短）

９：００～１７：００時短を
取れるという話職場で
聞いたことがない

サポーター 友人同士の送迎＋たま
に夕食一緒で助け合
い。

友人同士の習い事送迎
で助かっている。

土曜の出張時にはファ
ミサポに依頼。

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

２０．育児後復帰女性インタビュー（３名）：平成２２年１１月１９日（金）１２：４０～

①基礎データ

・夕食時は、配偶者は仕事で戻らないため、母＋子ども達でとるのが通常。

②休業時の復職に対する不安や「あってよかったサポート」
・スキルアップについて、知識が思い出せるか不安があった。（Cさん）
・社内の移り変わり状況については、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。（Aさん）

・口実を見つけて、顔出しをしてつながりを保っていた。（Cさん）

③復職直後の活用した制度やサポート

・企業内の制度について、「時短を活用した」（Aさん・Bさん）
・育児休業と有給休暇があるだけ恵まれている（看護師＋技術士のみ利用、と理解）（Cさん）
・病気時には実家にヘルプを依頼してきた。（Aさん）
・保育園の送迎にはファミサポを利用。料理に関しては、シルバー人材センターに依頼したことも
あるし、ヨシケイに依頼したことも。（Cさん）

④充実を希望する（社内外の）サポートあるいは、これから目指したいワークライフバランス
・これまで時短勤務をしてきたが、自分の仕事上のステップを目指すなら、あまり続けられないと
思うことも。在宅やワークシェアなどを聞くが、自分の職場ではあまり導入されないと思う。

⑤再就職者へのエール
・本当に「働く気持ち」を明らかにしたら、道は開けると思います。
・言葉遣い等、社会人としてのマナー・流れを取り戻しましょう。
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

２１．M社インタビュー：平成２２年１１月２２日（月）１１：００～

①基礎データ
・子どもの構成、年齢：男児２人（３歳２カ月・生後１カ月）
・祖父母の同居・近居：実家、義父母共に関東在住
・休業までの勤続年数：５年（２００６年の出産前に福岡勤務に。２００６年～２００９年に配偶者が九州内の
県庁所在地（福岡県外）に異動。育児休業期間中は、主にそちらで過ごす）

・休業期間：初回１年４カ月、今回６カ月予定
・現在の勤務時間・勤務内容⇔休業前との比較（職責など）：復職していた折は、ほぼ毎日、９：３０
に保育園に送り、２０～２２時にお迎えに行くというスケジュールでやってきた。
・時短勤務を内勤者は使っているとも聞いたが、私は使っていない（どう使っていいか分からな
かった）。記者という職業柄、裁量制で定時がない。原稿を書き上げて成果を出せば、場所は問
わないので、制度を利用しなくても、育児との調整をすることができる面も。（どうしても今日
は無理、と思えば）在宅勤務も可能だし一度は子連れで取材に臨んだこともある。泊まりでの宿
直は月２回あるが、免除してもらっていた。

②休業時の復職に対する不安や「あってよかったサポート」
・スキルアップ：一時預かりを利用して、勉強会に参加などしてきた。
・社内の移り変わり状況：企業からのサポートはないが、復職前面談（所属長＋チーフ）があって
の復帰。

③復職直後の活用した制度やサポート
・サポーター：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、また、夕方熱が出て
次の日の休みの預かりなどの急な依頼ができないので活用できないまま。

・サービス：保育園＝夕食（しかも自然食）まで提供してくれるので、助かる
・病児保育＝お迎えが１７：００までなのがネック。回復期にはいいと思うが、最後の取材時間＋夜間
の記事の締め切りに対応できなくなるため、ベビーシッターを活用（病時も okのラビットクラ
ブ）。３０００円台／２時間程度の料金＋交通費。企業から８割補助がある（上限あり）。２歳過ぎる
とぴったり病気が減った！

・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。（自分が行かない取材は、別の人が担当することに…）
・そのため、家族と一緒にいられることを基本としつつ、①直接行けるところが減った分、法律や
制度等の勉強をするようになった、②土・日曜に仕事をしたり、知識を増やすための時間を確保
するようになったという働き方の変化も生じた。

・家事代行は、不在中に他人がしてくれることに抵抗があって、洗濯乾燥機、食洗機、ルンバ（掃
除ロボ）等の家電を全部買い換えました。他にも利用しているという声を聞いたことがない。

④充実を希望する（社内外の）サポートあるいは、これから目指したいワークライフバランス
・「制度」はあるけれども、使えていないし、言い出しづらい状況がある。使える状況になって欲
しい。

・母となってからの女性記者は①母として生きるために記者の道から外れる（＝事務方、或いは校
正記者への異動）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、という２者択一の
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大きな選択をしなければならない。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。

・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。ちゃんと１年休みをとって復帰している自分を見て、
後輩が「ああ、そんな風にやって行けるんですね」と言われるくらいの段階。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。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。

・介護のサポートも育児サポートも、女性が活用するものとされている間は、やはり「子どもを抱
えている女性」がそこに落としこまれるという問題が出てくる。

・育児でペースダウンするのは今だけ（＝ずーっとではない）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。

・社社内結婚＋同業のため、第１子の出産にあたっては、一緒に住めるように希望を出して、パー
トナーの九州内への異動がかなった。だが今回は、２番目で育児がなんとかやれると分かったこ
ともあり、敢えて希望は出していません。パートナーが仕事をより追究できることを優先したい
気持ちがあるので…。１人目と異なり、『先が見える』ようになったからの結論かも。また、後
輩達が『先が見えるよう』一歩先を歩んで見せるのも自分の役割かもしれない。

⑤再就職者へのエール
・できれば、やめないで続けた方がいいと思うが、再就職するのであれば、育児期に得られるタイ
ムマネジメント力・スケジュール管理力をスキルと捉えれば、道は開けるのでは。育児期をブラ
ンクと捉えるより、スキルを得た期間なのだと言い張る強さを！

・在宅ワークやワークシェアが進めば、育児期の就業環境は良くなるかもしれません。記者でも、
ワークシェアは行っていて、主担当の他に、数名で地域版のお知らせ記事をサブ担当している。
同僚が長期取材で不在になる期間は、残されたメンバーで担当をやりくりして対応している。現
在は、仕事上のカバーとなっているが、それが、男女問わず看護の休みだとか、育児の休暇など
でも対応できるようになっていけば、育児期の支援につながるのでは。
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

２２．N社勤務の女性（派遣社員）①インタビュー：平成２２年１１月２２日（月）１３：００～

①基礎データ
・子どもの構成、年齢：男児２人（１８歳・１６歳）、女児１人（１１歳）
・祖父母の同居・近居： なし
・休業までの勤続年数： ２年で退職
・復職後の勤務年数： ３６歳で復帰し、長男小学５年＋長女３～４歳
・現在の勤務時間・勤務内容⇔休業前との比較（職責など）：小学校高学年になり、少し貯蓄しよ
うかなと友人に話したら、流れで仕事が決まり、現在に至る。現在は保険証券のチェックや整理
を行っている。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。

・派遣社員が５０名の会社で、うち９０％が主婦。３か月毎の更新。

②休業時の復職に対する不安や「あってよかったサポート」
・ポジティブな心、堅苦しく考えないこと

③復職直後の活用した制度やサポート
・サービス：保育園・学童のみ
・１７：００までの勤務になってからは、夕食作りに少し手を抜くようになった。
・病気での休みが取りやすく、月に１～２日は加えての休みがあり、ありがたい。

④充実を希望する（社内外の）サポートあるいは、これから目指したいワークライフバランス
・地域の主婦の預かりあいがあると、豊か。
・母親同士のサポート（夜の送迎等）
・病児保育

⑤再就職者へのエール
・心配しすぎないこと。先のことを考えても助けがあることを信じて！
・育児を皆が経験している環境だと、必ず周りがサポートしてくれる。
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

２３．N社勤務の女性（派遣社員）②インタビュー：平成２２年１１月２２日（月）１４：００～

①基礎データ
・子どもの構成、年齢：男児１人（中１）、女児１人（小学１年生）
・祖父母の同居・近居：なし、配偶者単身赴任３年目
・休業までの勤続年数：４年（結婚退職）
・休業期間：各出産後に２年休職
・現在の勤務時間・勤務内容⇔休業前との比較（職責など）：９：００～１３：００（復帰時は１０：００～
１５：００）

②休業時の復職に対する不安や「あってよかったサポート」
・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。

③復職直後の活用した制度やサポート
・出張で夜遅い帰宅時に友人に預かってもらったり、送り迎えを上の子にしてもらったりしてき
た。

・パートタイマーになってからは、当日休みもOKで、病児保育も利用したことがない。

④充実を希望する（社内外の）サポートあるいは、これから目指したいワークライフバランス
・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。
・男性も長時間労働を解決しなきゃと企業も取り組んでいる。介護や病弱児を抱える家庭の為の家
族ヒアリングと行っているとも聞く。

⑤再就職者へのエール
・あまり気にせずやってみると、案外道が開けます。
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２４．O社勤務の女性インタビュー：平成２２年１１月２４日（水）１４：００～

①基礎データ
・子どもの構成、年齢：男児２人（５歳・１０カ月）～目下育児休業中で、平成２３年１月再復帰予定
・祖父母の同居・近居：実家福津市（中耳炎時には実家のヘルプで週２回の通院＋１回の通院は自
身で）、義父母は古賀市在住

・休業までの勤続年数：１４年
・休業期間：初回１年、今回１１カ月（現在は４歳まで休業できる制度）
・復職後の勤務年数：前回４年
・現在の勤務時間・勤務内容⇔休業前との比較（職責など）：前回の復職時は８：３０～１７：３０の本
部勤務で１８：００に退社。ほぼ毎日走ってお迎え。朝は７：３０に出発して保育園に送って通勤。駅
近くに駐車場を借りて約１時間の通勤。

②休業時の復職に対する不安や「あってよかったサポート」
・会社の変化（通達の一覧）を郵送で定期的に連絡してくれた。詳細が知りたいものは、個別に問
い合わせて確認した。

・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。

・保育園の結果や、次の配属先が直前にしか分からないので、１月からが具体的に予想できない。

③復職直後の活用した制度やサポート
・企業内の制度：時短勤務は、前回はなかったので、今回は使ってみたい。朝は情報伝達後の出勤
で気が引けるとのことも聞くので、夕方１時間を活用したい。

・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。

・サポーター：祖父母が主。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。今回の復帰時は、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。

・１人目の子の時から、「子ども一人につき大人３人（父母＋祖母）」と話していた。
・サービス：保育園（～１８：００延長して１９：００まで）・病児保育（○○小児科、最近近くにもう１
件できたので、安心感がある）

・もともと有給休暇は半日単位で取得できたので、行事の際には男女問わずに活用していると聞
く。

④充実を希望する（社内外の）サポートあるいは、これから目指したいワークライフバランス
・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。子どもがいない、とか結婚していない人たちだけに仕事のしわ寄せがいくのも問
題。夫婦でお互いにできることをする、感じでやって行けると思う。

・また、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
の面もあるのでしょうが。

・また、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
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う既にあるという職場も多いかもしれないが、仕事とは別に、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。例えば、一人目は保育園前に予防接種のスケジュール作りとか、ちゃんと出来なかった
し…。保育園ひとつとっても、実際に子どもが生まれてから復職までにどう動いてどこで手続き
するか幼稚園と保育園の違いすら知らなかったし。

・あと私見だが、例えば、待機児童問題も企業側に育児休業の延長を広めるなど柔軟な対応をして
もらうことで少しは解消できる部分もあるはずであり、企業との協力はもっと必要かと思う。表
彰だけじゃなくて行政と企業の連携を効果的に出来ないかとも思う。

⑤再就職者へのエール
・仕事をしていると、自分の為の時間を少しでも持つことができるのもメリットの一つ。私自身
は、心身共に一日ずっと家に居るのは無理に思えるタイプ。加えて「１人の大人として、１人の
社会人としてもありたい」との思いで仕事を続けている。

・育児はやめて放り出すことができないけれど、仕事は「究極的にはやめようと思えばいつでもや
めれる」と思えば継続できるもの。また、選択肢としてあれば「休めるなら休んで考える」のも
１つ。そんなゆったりした気持ちで始めてみるといいかも。

・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
席で通勤すること（子どもの病気等も含む）、第２目標は半年継続する（育児休業復帰者とみな
される期間だし）、という形のステップ。小さい目標の設定と、１人で完璧に全てをこなそうと
思わないことが仕事を継続する大事な要素かもしれない。スキルのある人は、やっぱりもったい
ないから、働けるんだったら戻ってもいいと思う。
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２５． P社人事担当者インタビュー：平成２２年１１月２６日（金）１０：００～

①出産・育児に関する企業サポートの方針
・もともと社員に占める女性割合が高い＋お客様が女性が多いという職場（パート含む２６００名中
７０％が女性、正社員だと１１００名中５０％）。育児支援の法整備される前から女性スタッフ支援を
行ってきた。企業文化として根付いている感。新卒採用の面接時点から、結婚・出産を経ての
キャリア志向で入社を希望する女性社員も多い。

②具体的なサポート制度（特に法定を上回る分。育児休業の期間や手当、休業中のサポート、代替要
員の配置、等）
・育児休業は、希望あれば４歳までで３年間可能。幼稚園試したけど合わなかったという場合等に
対応できるよう再度の育児休業申請も可能。その間の代替要員は派遣社員を採用している。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。社外託児所
を利用する人は５．５時間の方が多く、社内託児所を利用する場合は６時間を選ぶ社員が多い。以
前は４．５時間もあったが、利用頻度が高くないため変更した。小学３年生まで適用できる。
・社内託児所は、定員３０名で受け入れているが、昼間はバスで幼稚園まで送り、夕方にはバスで
帰って託児所内で預かるというシステム。教育面でも社員に安心感がある。

・育児休業時の代替要員は派遣社員を依頼。
・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。
・復職１か月前に人事にて面談を行っている。希望に応じた職場復帰。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。

③上記の利用実績（育児休業者の何割が復帰しているか、短時間勤務者の実績等）
・育児休業者は、ほぼ１００％の復帰。２～３年間で育児休業申請したけれどやめた方は、１名。ま
だ結婚＋異動や転居でやめる方は案外存在する。社内結婚した夫妻は、そのまま共働きする方が
多い。社内託児所があるため、夫が朝はお子さんを送って、帰りは時短の妻がお迎えというケー
スが多い。

・短時間勤務者は５０～６０名。男性も過去に１名取得。

④上記のサポート期間中における評価（賞与や昇進・昇格等）の方針：短時間になる際の業務設計OR
内容の再構築はある？
・短時間勤務だからと評価に制限を付けることはない。時間内での業務遂行に無理のある場合など
は、現場のマネージャーが業務設計を決める。時間が短いことをご本人が良く分かっているの
で、効率よく働き成果に繋げている。復職して時間が経つにつれ、業務量を多くしてフルタイム
に戻っていく傾向がある。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。

・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。本人希望が原則。回数制
限なく、１時間カット×１カ月だけの申請も可能。売り場が忙しいシーズンだけの適用もできる
が、周囲からの期待が大きくなるから、忙しいシーズンに１時間だけ延長したりするケースはや
めて下さいと言っている。

⑤サポートがあるにもかかわらずやめていく社員へのアプローチ（再雇用等）
・再雇用は２年以上の勤務者。結婚・出産・育児理由の退職については、退職から８年以内であれ
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ば再雇用を行っている。
・退職時の申請で登録しておき、本人の希望時に契約社員として受け入れる。現在契約社員での復
帰者は１名。１年後に希望すれば、業務状況等を評価して正社員に登用することもできる制度。

⑥「出産・育児」理由による（他社を含む）退職者の採用実績（あるいは傾向）
・もともと他社に勤めていた人で、契約社員→正社員になる社員は年間２～３名。かえって、給与
と働く時間が丁度いいとのことで、元社員で正社員希望は少ない。企業側としては以前の業績等
が分かるので、空きポストがあると手をあげてほしいと思っているのだが希望がない。

⑦現場（育児期の女性社員）からサポートの要望があるにもかかわらず、コストや組織上等の制限か
ら企業として取り組めないことがあれば、その課題
・短時間勤務の退社後の代替要員の確保が課題。特に夕方。
・育児期社員が増えていく今後、事業所内託児所の受け入れ数がこれ以上増やせない状況。
・看護休暇・有給休暇がこれまで１／４、１／２日単位で取れていたが、取得できなくなった。

⑧育児期女性の再雇用などに力を入れている企業、あるいは新しい働き方についての制度等で、個人
的に注目していらっしゃることについてご意見を頂戴できれば、と考えています。
・在宅やフレックスも検討してみたいが、業種上難しいと考える。

■これから（１０年のブランク後に）再就職を目指す女性達に、一言エールをお願いします。
・妊娠や育児等の経験がお客様への気遣い力UPにつながっているとも聞く。異なる視点をプラス
の材料として社会に積極的に出て頂きたいと思う。
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２６． P社勤務の女性インタビュー：平成２２年１１月２６日（金）１１：００～

①基礎データ
・子どもの構成、年齢：男児１人（小学２年）、女児１人（３歳）
・祖父母の同居・近居：なし、配偶者は単身赴任、時々実妹のサポート
・休業までの勤続年数：７～８年
・休業期間：１年×２回
・復職後の勤務年数：３年目
・現在の勤務時間・勤務内容⇔休業前との比較（職責など）：９：３０～１７：００（週２休）で原職復帰。

②休業時の復職に対する不安や「あってよかったサポート」
・スキルアップ：数字は常に見ておきたいと少しずつ簿記の勉強を始めたが、復帰後中断している。
・社内の移り変わり状況：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。

③復職直後の活用した制度やサポート
・企業内の制度：時短勤務を利用。小学３年生まで利用したいと考えている。小１の壁は感じる。
・サポーター：地域・ファミサポなどは利用したことない
・サービス：保育園：社内託児を利用しているが、元旦以外休みがないため助かっている。２歳児
になると、昼間は幼稚園で見てくれ、バスで社内託児所まで帰ってくる。保護者会活動も配慮し
てくれるし、園庭での外遊びもあるし満足している。小学校に上がった時にお友達があった方
が、と幼稚園のある地域に転居した。また、勤務のシフト情報が自動で託児所に伝達されるので、
シフト事情による休みの連絡もなくて便利。仕事が休みの日は自動的に幼稚園もお休みして子ど
もとの時間を優先するように言ってもらっているので子どもとゆっくり過ごすようにしている。

・病児保育：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。今は病気に強くなり、昨年のインフルエ
ンザ以外は休んでいない。託児所や幼稚園以外に預けていると働いている時に子どものことが常
に気になる。

・看護休暇は使ったことがない。

④充実を希望する（社内外の）サポートあるいは、これから目指したいワークライフバランス
・学童は、できれば４年生までの延長を希望している。今は放課後の「わくわく広場」への参加を
本人が希望しており登録しているが、月火金に参加すると学童より秋冬は１時間早い帰宅にな
る。親の都合で学童に行ってくれるように依頼する日もある。２年生から家の鍵を持たせてい
る。

・幼稚園のサッカー教室等、当番＆試合の付き添いができず、習わせられなかった。今年の５月か
ら空手を習い始めたが、一緒に通うお友達のご家庭が、軽食を取らせてくれて送りだしてくれる
ので助かっている。途中から見学・迎えに行っている。スイミングは休みの日に送迎・見学して
いる。

・ PTA活動（旗もち）などができていないが、来年は下の子も年少になるのでできることから取
り組みたいと思っている。また同じ学校地区で、仕事と PTA活動や地域活動を両立されてきた
女性の先輩の話も聞いてみたい。

⑤再就職者へのエール
・子育て、PTA活動や地域活動を通じて、人とのコミュニケーション力、調整力、情報収集力は
優れているはず！再就職先の確保も大変だと思うが、臆することなく自信を持って再スタートに
臨んでください。
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２７．Q社勤務の女性（派遣社員）インタビュー：平成２２年１１月２７日（土）１６：００～

①基礎データ
・子どもの構成、年齢：女児１人（６歳）
・祖父母の同居・近居：母没後父が近居だが、あまり育児支援は期待していない。
・休業までの勤続年数：６年間の勤務後、出産時に退職
・休業期間：２年
・復職後の勤務年数：派遣として２年（面接で幾度か断られ）
・現在の勤務時間・勤務内容⇔休業前との比較（職責など）：８：４５～１１：４５、コールセンター内
でパソコンで売り上げ計算などを担当。

②休業時の復職に対する不安や「あってよかったサポート」
・小さい子がいて、仕事が見つかるか不安だった。かつ、幾度か面接で育児中の為に断られた経験
あり。派遣社員だとメインでないため、育児中だとかは尋ねられずに勤務に入れた。３か月更新
で、この会社に勤務してもうすぐ１年。

③復職直後の活用した制度やサポート
・企業内の制度：看護休暇は使ったことがない。有給は、自分の用事では使えず、子の為に取って
おこうと考えると残ってしまう。

・サポーター：友人・保育園の仲間に、会社の飲み会時や遅くなる時のお迎えをお願いすること
も。

・サービス：保育園（８：００～１８：３０）・病児保育←小さい時のみ利用

④充実を希望する（社内外の）サポートあるいは、これから目指したいワークライフバランス
・保育園を卒園したら、今は２０：００まで預けられるが、留守家庭は１９：００まで。延長できなくなる
のが不安

・週末に遊ぶ場所（習い事できる場でもいい）が必要
・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

⑤再就職者へのエール
・仕事より、育児の方が大変。仕事をしていると、育児を客観視する余裕ができる。仕事と育児を
バランスよく行うと、自分も成長できるし、人生が楽しくなる。

調
査
研
究
支
援
事
業
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バランス・ママン

報告書作成者 田中 彩 田中健二郎
中村 洋子 廣瀬 朱里
藤井由起子 藤瀬 香織
松延 七重 山本 愛子

（５０音順）

本調査を終えて

私たち「バランス・ママン」は、産後女性が、子育て（＝母として）だけで
なく、女性として、地域人として、社会人としての役割も追求できる、「バ
ランスある生活」を創っていこうとしている団体です。

特に今回は「社会人として」の役割について「働く」あるいは「働きたい」
女性達に焦点を当てて調査を致しました。

小さなお子さんを抱えながらアンケートに答えて下さった方々、
貴重な業務時間を割いてインタビューに答えて下さった
ワーキングマザーの方々、人事担当者の方々、
座談会に参加して下さった女性起業家の皆さん、
そしてハローワークの方々のご協力を得て、
このような報告書にまとまりましたこと、
改めて感謝しています。

この調査を通じて、どんな経歴の女性達が育児等によるハードルの為に仕事
を通じた社会貢献ができていないのか、
その現状を広くお知らせする貴重なデータを得られました。
またこの報告書が、
これから出産を迎える世代の女性達（＝私たちの娘たちかも⁉）が
「どうしたら育児も仕事もバランス良く続けられるのか」
仕事をやめるかどうか悩んだ時に、
参考となる「ちょっと先ゆく先輩達」の体験談を提供できると考えています。

日々充実していく、企業や地域のサポートを得て、
「働きたい」母がもっと柔軟にもう一度社会人デビューできる、
その環境が整うことを願っています。

編集後記：

●私も子育てを機にやむを得ず退職

しましたが、何故女性は仕事と子育

てを両立することが難しいのだろう

と疑問を感じていました。

同じように感じている女性が大勢い

ることや上手く両立している女性達

も沢山いることを知り、社会復帰を

現実的に考える機会が持てました。

この報告が多くの方に見てもらえる

ことを願います。（A.H）

●この調査を通して、多くの育児期

の女性の生き方・考え方・思いなど

知ることができました。私にとっ

て、とてもいい刺激になり改めてこ

れから自分はどう輝いていきたいか

考えさせられました。

自分自身を見つめなおし、職場での

現状・育児期女性の思いを把握でき

る調査に参加できてよかったです。

（N.M）

●「女性は産後、産前より小さい働

き方を求めるようになる」という

メッセージを示したデータを探した

ところ、世の中には意外とキチンと

したデータとして存在していない、

という事実が当調査の発端でした。

調査では、女性側の視点だけでなく

（唯一の男性参加者として）企業側

の視点も入れていく中で、両者がど

うすれば融合・調和できるか色々と

考えさせられ、大変勉強になりまし

た。

“データを揃えて終わり”ではなく、

後は提言の方向性で関係者の方々と

共に実際に前に進めることを実践し

ていきたいですね。（K.T）
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