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１．はじめに

成長戦略である「日本再興戦略 2016―
第４次産業革命に向けて」では、2020 年
までに指導的地位に占める女性の割合を
30%、25 歳～ 44 歳の女性就業率を 77% に
するなど、女性の活用・登用を積極的に進
めることとしている。またそのためには、
2017 年度までに保育の受け皿を約 50 万人
分、保育人材を約９万人確保するなど、子
育て世代の女性が働きやすくなるための環
境を整備することを目標に掲げている（厚
生労働省平成 28 年度保育対策関係予算の
概要）。

しかし、現実は、就業を希望しているも
のの育児・介護等を理由に働いていない女
性が約 300 万人いるとされ、さらに第１子
の出産を機に女性労働者の６割が離職して
いるなど、仕事と子育て（家庭生活）が両
立できているとは言えない。

こういった状況を踏まえ、国においては
子育てを支援するために「次世代育成支
援対策推進法」を施行（2005 年４月）し、
次代の社会を担う子供が健やかに生まれ、
かつ育成される環境の整備を行うことにし
ている。この法律に基づいて国や地方自治
体、民間企業等が行動計画を策定し対策を
講じてきたが、少子化に歯止めがかかって
おらず、同法は 2014 年４月に 10 年間延長
されることになった。

２．北九州市の女性活躍推進の現状－製造
業を例に－

北九州市立男女共同参画センター・ムー
ブが、2014 年 10 月に市内企業を対象に実
施した調査結果によれば、製造業、運輸業、
建設業において、女性の管理職への登用や
活躍推進の取り組みなどに改善が必要であ
ることが分かった。

こういった状況を踏まえ、2015 年度、
北九州市に集積する「製造業」にターゲッ
トを絞って、企業の女性活用の実状を調査
した（吉村・林 2016）。その結果、次のよ
うなことが分かった。
・�正規社員の多くは総務や人事、経理など

の「管理」部門で「事務」を担っている。
一方、非正規社員の多くは「製造」部門
で組立や梱包、検査などの「軽作業」に
従事している。

・�女性の雇用を阻害する要因には、「結婚
や出産による退職のリスク」や「需給の
アンマッチ（女性は事務職を希望してい
るが、企業が必要としているのは製造や
設計 ･ 技術、営業に従事できる人）」、「男
性中心の職場では女性への接し方が分か
らない」などがある。また子育て中の女
性は、子育てが生活の中心であり、正規
社員になることを避ける人も多い。

・�女性の管理職は、主に総務や人事、経理
といった管理部門にいるが、これまで
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リーダーを育てるといった観点で育成し
てこなかったため、多いとは言えない。
また昨今、あえて総合職ではなく、一般
職や職種 ･ 勤務地域限定職を志向する女
子学生も増えている。

こういった状況にあって、北九州市内の
企業はさまざまな取り組みを実施してきて
いる。産休や育休制度はすでに多くの企業
で導入されており、その活用促進に努めて
いる。とくに子育てに配慮した取り組みに
ついては、個人の事情を反映した勤務体系
の導入や、半日もしくは１時間単位の年休
制度の導入、一旦退職した人が復職できる
制度の導入、急な欠勤や遅刻、早退を可能
にする多能工化⑴の推進などがある。また
転勤を嫌う女性が多いことから、エリア専
門職を導入した企業もある。

このように企業においては、すでにさま
ざまな取り組みを実施しているものの、こ
れらの多くは残念ながら知られているとは
言えない。そこで、まずは知ってもらうこ
とが重要であることから、2016 年度、北
九州市立男女共同参画センター・ムーブが
主催する「女性のための就職応援講座」に
おいて、製造業で働くことの魅力を紹介し、
企業２社を訪問した⑵。実施後のアンケー
トによれば、「汚いと思っていた工場のイ
メージが変わった」、「部品を磨いたりする
仕事をやってみたいと思った」、「女性でも
働けることが分かった」、「長く働けるよう
で魅力を感じた」など、肯定的な感想が多
かった。製造業のことを知らないが故に、
これまで避けていたが、実際に製造現場で
女性が働いている姿を見ることで、これま
での固定観念を変えることができたと言え
る。

また、そもそも製造業に対して、若い女
性は関心があるのかどうか、文系女子大生

を対象に調査（吉村・林 2017）を行った。
その結果、製造業に興味がある学生が、強
弱はあれ４割を超える。その中でもゆる
キャリ⑶を志向している学生は、半数が製
造業に興味を持っている。これは製造業が
他の産業に比べて企業規模が大きく、また
世界で活躍している企業も多いことから、
安定性を求めるゆるキャリ志向の学生に
とっては魅力的に映ったのかもしれない。
さらに製造現場で働くことの意向を聞いて
みると、全国のデータではあるが、「働い
てもよい」という学生が 2 割近くもおり、

「どちらともいえない」という学生を含め
ると半数近くに上る。「働きたくない」学
生の多くは「製造現場の３K（きつい、汚い、
危険）環境」や「そもそも関心がない」こ
とを理由に挙げており、前述のとおり、ま
ずは知ってもらうことが必要であることが
分かる。

３．研究の目的と方法

前項のとおり、まずは女性に製造業のこ
とを知り関心を持ってもらわなければなら
ないが、そのためには女性が働きやすい職
場になっているのか、またどういった職場
が求められているのか、把握する必要があ
る。本研究では、製造業の職場の中でも女
性の就労が進んでいない製造現場をター
ゲットとし、またさまざまな制度の主たる
対象である子育て中の女性をターゲットと
して、働きやすい製造現場のあり方を検討
する。

調査研究にあたっては、まず文献資料、
企業ヒアリング、先進地調査により、取り
組みの実情を把握し、次にこれらの結果を
もとに子育て中の女性を対象にアンケート
調査を行ってニーズを把握する。最後に子
育て中の女性にとって働きやすい製造現場
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を提言としてまとめる。なお、製造現場に
は生産管理や品質管理といった製造管理部
門を含む。

４．文献等調査結果

政府が発行している以下の文献資料等を
もとに、子育て中の女性従業員を支援する
企業の先導的な取り組みを調査した。
［文献資料等］
・�経済産業省（2013）「平成 24 年度�ダ

イバーシティ経営企業 100 選�ベスト
プラクティス集」

・�経済産業省（2016）「平成 27 年度�新
ダイバーシティ経営企業 100 選�ベス
トプラクティス集」

・�経済産業省（2017）「平成 28 年度�新
ダイバーシティ経営企業 100 選�ベス
トプラクティス集」

・�厚生労働省（2017）「両立支援のひろば」
http://ryouritsu.mhlw.go.jp/bn02.html

・�厚生労働省（2017）「ポジティブ・ア
クションの取組事例集」

　�http://www.mhlw.go.jp/bunya/�koyo�
ukintou/seisaku04/04.html

・�（公財）ちゅうごく産業創造センター
（2017）「中国地域における女性の活躍
に向けた方策検討調査報告書」

・�（財）21 世紀職業財団（2012）「ポジティ
ブ・アクション実践的導入マニュアル」

以下に、まず「制度の創設・改善」の視
点から見た取り組み事例を列挙する。
・子どもが１歳未満で復職した場合、週 20

時間勤務を選択することが可能で、その
場合、１日の就業時間を自由に設定する
ことができる。さらに育児時間を１日に
２回、30 分まで取得可能（法定どおり）。
また子どもが１歳以降でフルタイム勤務

が難しい場合には、短時間正社員制度（１
日６時間勤務）を選択することができる。

・子どもの体調不良等、急な対応が必要な
時には、上司の許可により勤務時間を必
要に応じてずらすなど柔軟な対応が可能
である。また 30 分以内の外出も認めら
れている。これにより、育児・介護など
に有給休暇を利用せずに対応することが
できる。

・育児休業期間を最大３年に延長したほ
か、復職後の短時間勤務は子どもが小学
３年生を終了するまで利用可能とし、さ
らに朝夕 30 分単位でいつでも勤務の開
始・終了時間を変更することができるな
ど、個々の事情に合わせてフレキシブル
に働くことができる環境を整備してい
る。

・フルタイム勤務に戻った後も、子どもの
学校の長期休暇中（夏休みなど）は短時
間勤務を利用できる。

・子どもの祖父母が利用できる短時間勤務
制度を導入している（二世帯同居が多い
北陸ならではの活用例）。

・子の「看護休暇」（１人年間５日間、２
人以上は 10 日間）を有給休暇とは別に
導入しており、１時間単位で取得可能で
ある。

・子どもの授業参観、運動会や入学式、卒
業式などの行事に参加するために取得で
きる「子育て支援休暇」を有給休暇とは
別に導入している。

・失効した年次有給休暇を、妊娠中の定期
検診や通院、体調不良等のために利用で
きる（失効有休は 60 日まで積立可能）。

・家庭生活と職業生活の両立のためには長
時間労働を排除する必要があると考え、

「20 時までの退社運動」から始めて、「18
時までの退社運動」に発展させ、現在は
全員が 18 時までに退社している。
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・全社員の職業能力のマルチ化を図り、約
５年ごとに配置転換を実施している。さ
らに人材配置やプロジェクトへの人員割
り当てに際しては、余裕を持たせた柔軟
な勤務体制にしている。その結果、子育
て中の女性でも安心して働ける環境とな
り、多くのワーキングマザーが活躍して
いる。

・産休・育児休業取得後、スムーズに職場
に復帰できるように、休業期間中に会社
の情報を定期的に送るほか、定期的に面
談の機会を設けることで、不安を抱える
ことなく職場復帰ができるようにしてい
る。

・育休取得予定の女性社員に対して、毎月、
総務女性社員が面談を実施している。

・ライフステージに合わせてパート社員、
短時間正社員、正社員を行き来できるよ
うにし、キャリアが途切れることのない
ようにしている。

・出産や子育て、介護を理由に退職した人
を対象とした再雇用制度を導入してい
る。従来は退職者に対して個別に復帰を
打診していたが、育児・介護退職者雇用
規程を制定することにより、安定的に再
雇用できるようになった。

次に「施設・設備の整備・改善」の取り
組み事例を挙げる。
・機械の自動化や設備の改善を推進し、安

全性も向上させることにより、男性社員
に混じって女性従業員が第一線で活躍で
きるようになった。

・メーカーによる機械の操作講習に女性社
員を積極的に参加させ、新しい機械の操
作方法の習得を奨励し、OJT も実施し
ている。

・トップダウンで女性技能職育成を開始し
た。

・事務職から現場作業への配置転換を嫌が
る傾向があったため、事務服を廃止して
作業服を全員着用することとした。服装
による障害が取り除かれ、配置転換がス
ムーズに行われるようになった。

・休憩所を美化し、さらにデザイン性の高
い作業服・安全服に変更した。

・女性専用の明るく清潔な作業部屋を新設
するとともに、清潔な女子トイレの整備
やポーチ置場のある洗面所を設置した。

・女性社員でプロジェクトを立ち上げ、ト
イレのデザイン、機器、照明などを全て
企画・立案した。その結果、トイレは女
性社員が世代を超えて交流する場とな
り、さらにチャレンジを歓迎する風土が
芽生えてきた。

・事業所内託児所を開設した。施設をより
使いやすいものとするため、幼稚園降園
後の保育の受け入れや、夏休み等の長期
休暇期間における一時預かり、１日・短
時間での預かり等を可能としている。さ
らに事業所内託児所を利用する従業員に
ついては、託児所の保育士との面談を業
務時間中に実施できるようにしている。

・地域で子育てや家庭と仕事の両立を支援
するため、特定非営利活動法人を立ち上
げ、主に母親と子ども向けの教室やプロ
グラムなどを行っている。今後は、保育
士を核としながら、子育て中の親が時間
のある時に他の子どもの保育をし合う相
互保育を目指している。

その他、社長自らが両立支援制度の整備・
拡充の取り組みが単なる福利厚生制度では
なく、経営戦略であることを繰り返し社内
に発信したり、家庭生活や私生活の充実が
仕事のやりがいを高める上で重要であるこ
とを朝礼等で積極的に伝えたりするなど、
従業員の意識改革を進めている。
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以上の取り組みを総括するならば、まず
柔軟な短時間勤務制度や有給休暇制度など
により、子育てを物理的に支援しているこ
と、次に面談等により精神面のケアにも注
力し安心して働ける環境を提供しているこ
とが挙げられる。また女性の製造現場、ひ
いては製造業への関心を高めるために、設
備の機械化や自動化を進めるとともに、ト
イレなどの施設や作業服などの改善を図っ
ている。これらの企業の中には数百人規模
でありながら、託児施設を整備したり、地
域と連携して子育てを支援するなど、先導
的な取り組みも見られる。

このような取り組みを実践することによ
り、出産や育児を理由に退職する従業員が
減少し、育児休業取得後に復帰して働き続
けることが当たり前の風土が醸成されるほ
か、復帰直後には短時間勤務制度を利用す
るケースが増加し、従業員の定着率が向上
するなどの効果が生まれている。また製造
現場で活躍する女性が増えるだけでなく、
営業や品質管理などの部門にも職域が拡大
し、主任などのリーダーの職に就く女性も
増加している。

５．企業ヒアリング調査結果

北九州地域に立地する企業７社（大企業
３社、中小企業４社）と、前項の文献資料
に取り上げられ、その中でもとくに積極的
に取り組んでいた企業１社を対象にヒアリ
ング調査を行った。それぞれの企業の取り
組み状況及び課題は次のとおりである。

［Ａ社：大企業］
・女性を対象にしたモチベーション・サー

ベイの結果を踏まえ、「キャリアアップ
支援」、「育児期の働き方支援」、「職場の
風土改革」を実施している。キャリアアッ
プ支援では、女性が自分らしいキャリア

を主体的に描けるよう、「キャリアデザ
イン研修」を実施し、ワークライフバラ
ンス（仕事と生活の調和）ではなく、ワー
クライフシナジー（仕事と生活の相乗効
果）を意識させるようにしている。育児
期の働き方支援では、妊娠初期から育児
期までの働き方とサポート施策をまとめ
たガイドブックを作成・配布している。
また職場の風土改革では、ダイバーシ
ティの考え方や女性への期待について、
経営トップから役職者・女性社員に説明
する場を設けるとともに、管理職のマネ
ジメント研修を実施している。なお管理
職には性差を意識し過ぎないように指示
しており、女性が悩みを相談しやすいよ
うに女性担当者による相談窓口を開設し
ている。

・班長などのリーダーとなる女性を育成し
たいと考えて、育成計画を立てているが、
多くの女性が目立つことを避けて「最初
の 1 人」になることを嫌がるので、なか
なか難しい。

・休職期間が長くなるほどモチベーション
が低下する傾向が見られるため、出産・
育児によるキャリアの断絶をできるだけ
短くしたいと考えている。そこで、育児
期の女性社員を支援するため、土曜・祝
日に社内託児所を設置するとともに、短
時間勤務制度を導入している。なお短時
間勤務は、原則として元の職場での 6 時
間勤務とし、不足する分を夜間専門の派
遣社員で補っている。

［Ｂ社：大企業］
・ダイバーシティディベロップメントオ

フィスを設置し、ワークライフマネジメ
ントの向上を推進している。とくに子育
て支援については、妊娠後の保護休職、
産前産後休暇、育児休職のほか、年間最
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大 12 日（うち５日は有給）のファミリー
サポート休暇がある。また子どもが小学
校６年になるまで就業時間短縮制度があ
り、最大で１日３時間まで短縮できる。

・女性の得意な工程、女性ができる工程を
調査し、女性の強みを活かした配属を心
掛けている。工程内検査をはじめ、組立
工程では比較的小さい部品を取り扱う工
程に女性を配置している。

・製造現場に女性が少ない（約２%）とい
うこともあって、女性のためのインフラ
が整っていない。そのため女性従業員に
聞き取り調査を行い、トイレとロッカー
ルームを増設するなど、改善を図ってい
る。

・ロールモデルがいないことも課題であ
る。とくに製造部門では、女性従業員は
妊娠すると辞めていく。以前から先輩た
ちがそうしてきたため、出産後に復帰す
るという意識がほとんどない。また製造
部門が完全２交代制であることが、女性
を活用するうえでの最大の課題となって
いる。２交代勤務では子育て中の女性が
働くことは困難である。昼勤務だけなら
復帰したいという声があることから、昼
勤務固定の制度を検討しているが、他の
社員にしわ寄せがいくのではないかと負
い目を感じてしまうため、そこをどうク
リアするかが課題である。

・休日出勤日の保育が課題である。両親に
預けざるを得ないのが現状であり、かな
り遠方に住んでいる両親に預けて休日出
勤する社員もいる。女性が少ないことも
あって、企業内託児所を要望する声はあ
まり多くない。なお、同社の他事業所に
は事業所内託児所を設置しているところ
もある。

［C 社：大企業］
・育児中の女性は短時間勤務（6 時間）を

多様なバリエーションで選択することが
できる。有給休暇も 1 時間単位で取得で
きる。なお午前のみまたは午後のみの勤
務もあるが、給与が大幅に減ってしまう
ため、選択する人はあまりいない。短時
間勤務の人は分業のラインには入れられ
ないため、部品の供給作業などの独立し
た作業に当てている。短時間勤務の人だ
けで分業のラインを設けてはどうかとい
う意見もあるが、子どもの病気で突発的
に休む場合があることが課題となってい
る。子育て中の女性を支援する制度につ
いては、他の従業員にしわ寄せがいかな
いようにすることがポイントである。な
お、こういった取り組みを行ってきたこ
とで、子育てを理由に辞める人はほとん
どいなくなった。

・子育て中の女性は土曜日や祝祭日は出勤
したくてもできないため、会社の中に土
曜日や祝祭日だけの保育施設があるとよ
い。会社内に保育園を併設してほしい、
市内に病児保育を受け入れてくれる施設
を増やしてほしいという声があり、今後
の課題である。

［D 社：中小企業］
・午前のみ、午後のみ、週３日勤務などの

パートが多い。多様な働き方を可能にし
なければ採用が難しい。

・製造現場では、大型の製品を女性でも運
べるように補助機器を導入したり、トイ
レや更衣室をきれいにしたりしている
が、製造現場は暑く立ち仕事が多いこと
から敬遠する女性が多い。

・「ハラスメント防止宣言」を作成してマ
タハラの防止に力を入れている。結婚や
出産を機に退職した正社員やパートを退
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職前と同等の待遇で再雇用する「カム
バック制度」についても検討していると
ころである。

・育児休業規定に基づき、これまで数名が
産休や育児休暇を取得しており、今後増
加すると思われる。短時間勤務の制度も
あるが、今のところ利用した従業員（正
社員）はいない。

［E 社：中小企業］
・製造現場は冷暖房を完備し、女性は重量

物ではない部品などの組立を担当してい
る。

・子どもの学校行事や病気のときには、半
日単位の有給休暇で対応し、他の社員が
カバーしている。ただし、大企業で 50
人の職場で 1 人が抜けるのと、中小企業
の 2 ～ 3 人の職場で 1 人が抜けるのとで
は、影響度合いがまったく異なる。パー
トは子育てが一段落した女性（40 代が
中心）を採用するようにしており、親の
サポートがなければ、子育てしながら仕
事を続けるのは難しいのではなかろう
か。

・産休・育休を使って仕事を継続する女性
従業員が増えており、人員の調整が難し
くなった。例えば 1 ～ 2 か月の休業なら
既存の社員で何とかカバーできるが、1
年となると派遣社員などで代替の人員を
補充せざるを得ない。そうすると育休が
終わって復帰する時期にその代替要員は
不要となるが、1 年も一緒に仕事をして
いると情が移るので、仕事を続けたいと
言われると、対応に苦慮することになる。

［F 社：中小企業］
・個々人の事情に応じて、勤務時間や１週

間の勤務日数を柔軟に変えられるように
している。子育て中の女性は、15 時～

16 時頃に退社して保育所に子どもを迎
えに行くことが多い。このような柔軟な
勤務体制にしないと人集めが難しい。

・子育て中の女性は学校行事や子どもの突
然の発熱などで休んだり早退することも
あるが、男性従業員がうまくカバーして
本人が引け目を感じないようにしてい
る。

・女性が多い職場なので、女性用のトイレ
や更衣室を完備している。

・社内に託児所を設置できるとよいのだ
が、なかなか難しく課題となっている。
また土曜日は子どもの昼食を作らなけれ
ばいけないために勤務できないという女
性が多い。地域で子ども食堂のような取
り組みができないか検討している。高齢
者が子どもたちの昼食を用意するなど、
世代を超えた取り組みができれば良いと
思っている。

［G 社：中小企業］
・家庭第一主義の経営方針の下、比較的人

員に余裕を持たせている。そのため子ど
もが病気などのときには、すぐに帰宅さ
せるようにしており、急な休暇も認めて
いる。

・シルバー人材センターからパートタイ
マー（男性、10 名程度）を受け入れて
おり、午前または午後のみ勤務してもら
い、短時間勤務の穴埋め的な役割を果た
している。

・製造現場では班長の役割が大きい。班長
は従業員の家庭環境も把握しながら班を
まとめており、団結力を高めている。班
長会議を毎週開催し、働きやすい職場づ
くりを進めている。

［H 社：中小企業］
・女性従業員は育児休暇を 100％取得して
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おり、Ｍ字カーブは無い。従業員の助け
合い精神が醸成されており、子育てして
いる社員を周囲がうまくサポートできて
いる。女性従業員の居場所をつくること、
居心地を良くしてあげることが重要であ
る。また女性に配慮はするが遠慮はしな
いことが大事だと思う。女性に実際にや
らせてみて問題があれば改善していくこ
とが大事。多くの企業は女性にやらせて
いない。

・育児休暇中の従業員を対象に、毎月「健
康相談」を実施しており、何も問題がな
くても来てもらっている。月に一度対話
をすることが重要であり、「何か問題が
あれば来て下さい」という仕組みでは形
骸化してしまう。制度を作ればよいとい
うわけではなく、工夫してうまく運用す
ることが重要である。中小企業では制度
は後追いでもよいので、臨機応変にやる
べきである。

・「募集をしても女性が応募してくれない」
と言っている企業は、本気で取り組んで
いないのではないか。「女性にも門戸を
開いている」というだけでは駄目。継続
して毎年採用するのがポイントである。
毎年採用していると、学校（工業高校等）
と良い関係をつくることができ、人材の
マッチングを学校がしてくれるようにな
る。

以上、8 社の事例から現状の取り組み及
び課題をまとめてみると、昨今の人手不足
の影響から、女性をはじめ、高齢者、外国
人の活用を進めなければいけないという認
識は、すべての企業にあり、一般的な子育
て支援制度である「産休・育休」はもとよ
り、「短時間勤務」、「１時間単位の有給休
暇」、「トイレやロッカールームの改装」な
どは程度の差はあれ、すべての企業で実施

している。その中でも、とくに企業規模が
大きく、かつ女性への依存度が高い企業ほ
ど、取り組みが充実し活用されており、事
業所内に独自に託児所を完備しているとこ
ろもある。

企業を４つのカテゴリーに分けて見てみ
ると、まず「大企業」（A ～ C 社）におい
ては、自社の人事・労務管理の一環で今後
も充実強化していくものと思われる。次に

「女性依存度の高い中小企業」（F 社、G 社、
H 社）においては、比較的企業規模が大き
く（200 人以上）、資金力もある企業であ
れば、大企業同様、女性の意見を取り入れ
ながら、適宜推進していくものと思われる。
また企業規模が大きくなくとも、女性目線
で制度や施設をできるところから充実させ
ている。このように、これら２つのカテゴ
リーの企業については、大きな問題はない
と予想される。３つ目のカテゴリーである

「比較的規模の大きな中小企業」（D 社）に
ついては、制度は整備されたものの、まだ
活用が始まったばかりで、実績が少ない。
比較的企業規模が大きく、資金的にも比較
的余裕があることから、今後地道に活動を
続けることが重要である。中核的な制度で
ある短時間勤務を普及し定着させるために
は、誰が短くなった時間をカバーするのか、
シルバー人材センターや派遣社員を活用す
るなど、具体的な方策がなければ、気兼ね
して取得することになり、その結果、活用
が進まないことになる。これは二交代勤務
を導入している企業において、常昼勤務に
切り替える時でも同様である。H 社が指摘
するとおり、制度を作ればよいというわけ
ではなく、工夫してうまく運用することが
重要である。最後の４つ目のカテゴリーは、

「企業規模が小さな企業」（E 社）である。
産休や育休、早退や遅刻などに対して、残
された少ない従業員で何とかやりくりして
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いるのが現状であり余裕がない。その結果、
できれば子育てがひと段落した女性を採用
したいというのが本音である。

また製造業は、通常土日は休むものの、
設備稼働等の関係から祝祭日は稼動してい
るところが多い。このとき保育所は子供を
預かってくれないことから、有給休暇を取
得したり、祖父母に預けたりすることで対
応している。

６．地方自治体（福井県）の事例

福井県⑷は、三世代同居 ･ 近居率が 90%
を超え、保育施設等が充実しており待機児
童がいないなど、母親が働きながら子育て
をする環境が整っている。こうしたことか
ら女性の就業率及び共働き率ともに全国第
１位⑸であり、M 字カーブ問題をすでに克
服している。仕事と子育ての両立が他の都
道府県に比べて比較的上手くできていると
言える。

同県において、女性自身に出産＝退職と
いう考えはなく、女性＝働くという風土が
醸成されている。担当者の個人的な意見で
はあるが、福井県の女性の就業率が高いの
は地域特性・風土も影響しているようであ
る。例えば、ムラ社会における周囲の視線
が厳しく、常に監視されており、仕事をせ
ずに専業主婦をしていると、周囲から「遊
んでいる」といわれ、小馬鹿にされるとい
う。

また眼鏡や繊維といった軽作業を主とす
る製造業が集積しており、むしろ女性が得
意とする分野であることも後押ししている
ものと思われる。なおこれらの産業は家内
工業として発展してきたものであり、これ
まで女性が担ってきた。

ただしリーダーを目指す女性は少なく
（２割程度）、多くはリーダーになりたいと

思っていない（６割程度）。量的にはある
程度進展しているが、女性管理職の登用な
どを目指す中で質的には改善の余地がある
と言える。

同県が実施する主な施策として次のもの
が挙げられる。
・「ふくい女性活躍推進企業」登録制度：

現在登録企業＝ 180 社
・ふくいグッドジョブ女性表彰：ロールモ

デルに成り得る有能な女性を表彰
・製造業女性リーダー養成研修
・家事代行サービスモデル事業
・小学校における男女共同参画モデル授

業：家庭における仕事の分担を普及する
出前講義

一方、帝国データバンク福井支店が県内
企業を対象にした女性の活用と登用に関す
る調査結果⑹によれば、約半数の企業が女
性の活用・登用を進めるなど、社会的な関
心が高まりつつあり、企業としては就業規
則の見直しや拡充のほか、「長時間労働の
是正」をはじめとする働き方改革に取り組
む必要があるとしている。とくに子育て世
代の女性が働きやすい環境を整備すること
が、女性登用の広がり、ひいては持続的な
企業の成長に欠かせないと考えている。ま
たそのためには、「保育・幼児養育等の量的・
質的向上」や「待機児童の解消」が喫緊の
課題であり、小学生以下の子供がいる女性
従業員には時短勤務や育児休業等を積極的
に推進し、安心して産休を取り、職場復帰
ができるようにすることが求められている
という。

７．アンケート調査結果

ここでは、当事者である「現在製造現場
で働いている子育て中の女性」が、どう
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いった支援制度を求められているのか、前
項までの調査結果をもとにアンケート調査
を行った。

⑴　アンケート調査の方法と回答者の属性
調査対象は、現在、生産管理や品質管理

といった製造管理業務を含む製造現場で働
いている同居の末子が小学生以下である子
どもを養育している女性とし、インター
ネットを用いて調査 (7) を行った。

回答数は 309 件であり、回答者の属性は
以下のとおりである。自動車産業が集積す
る中部地方（33%）に居住する人からの回
答が多く、年代は 30 代（55%）が過半数
を占めた。正社員と非正規社員では非正規
社員（56%）がやや多く、勤続年数は 1 年

未満から 10 年以上まで満遍なく存在した。
子どもの就学状況は小学生が40%、保育園・
幼稚園が 36%、未就学児が 24% であった。

図２. 年代

図３. 雇用形態

図４. 勤続年数

図５. 子どもの就学状況

図１. 居住地
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⑵　製造現場の働きやすさ
現在の職場及び仕事に満足しているのか

どうか、見てみたところ、雇用形態に関係
なく、約８割の方が「働きやすい」「どち
らかといえば働きやすい」と回答しており、

「働きにくい」「どちらかといえば働きにく
い」（約１割）を大きく上回っている。ま
たこういった状況から「今すぐにでも辞め
たい」「できれば転職したい」と考えてい
る人は約１割しかおらず、85% 以上の方
が「できれば今の仕事を続けたい」「よい
条件のところがあれば転職してもよい」と
回答しており、ある程度現状に満足してい
ることが分かる。製造現場は子育て中の女
性にとって働きやすいと言える。

また一般的に非正規社員の就労環境は正
社員に比べて劣るため、多くの非正規社員
は正社員への雇用形態の変更を希望してい
るといわれている。しかし今回の調査結果

によれば、正社員になるように勧められた
とき、約４割の方が「断る」と回答してお
り、さらに約４割の方が「条件次第」と回
答するなど、正社員への登用を全面的に望
んでいるとは言えないということが分かっ
た。正社員への登用を拒む理由は、「定時
に帰宅できなくなる」「夫の扶養から外れ
る」「責任が重くなる」「早退や遅刻がしに
くくなる」「子育てに集中したい」という
ものであり、仕事よりも子育て重視である
ことがうかがえる。

⑶　子育て支援制度の要否
①　短時間勤務

通常の８時間勤務に対して、例えば、９
時から 16 時までの６時間勤務といった短
時間勤務については、半数の方が「ぜひ必
要」と回答しており、「どちらかといえば
必要」を加えるならば、正社員において約

図６．製造現場は働きやすいか

図７．今の仕事を続けたいか

図８．正社員になりたいか

図９．正社員への登用を断る理由
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８割、非正規社員において約９割が必要と
している。

②　多様な勤務体系
子どもの夏休みの期間だけ短時間勤務に

就くといった多様な勤務体系については、
正社員、非正規社員に関係なく、前項の短
時間勤務同様、過半数の方が「ぜひ必要」
とし、「どちらかといえば必要」を加えると、
約 85% に上る。

③　多様な（自分に合った）時間帯の選択
これは、個人の都合を優先した勤務時間

を可能とするもので、例えば、早起きが得
意な高齢者が仕出し屋で 6 時から 9 時まで
働くようなケースである。

これも前項同様であり、過半数の方が
「ぜひ必要」とし、「どちらかといえば必要」
を加えるならば、正社員において約 8 割、
非正規社員において約 9 割が必要としてお
り、必須の制度であると言える。

④　一週間あたりの勤務日数の削減
これは、例えば週 3 日勤務を可能とする

もので、「ぜひ必要」を考える方が約 25%、
「どちらかといえば必要」という方を加え
ても半数程度である。「必要ない」「どちら
かといえば必要ない」と考えている方も 2
割程度おり、前述の 3 つの制度に比べて
ニーズは低い。なお、非正規社員に比べて
正規社員のニーズが低いのは、給料が下が
ることを懸念しているからではないかと思
われる。

⑤　残業や休日出勤がない
前項①②③同様、正社員、非正規社員に

関係なく、過半数の方が「ぜひ必要」とし、
「どちらかといえば必要」の方を加えると
約 85% にのぼる。これもまた必須の制度
であると言える。

図 11. 多様な勤務体系
図 13. 一週間あたりの勤務日数の削減

図 10．短時間勤務

図 12. 多様な（自分に合った）時間帯の選択
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⑥　1時間単位の有給休暇制度
全体では７割の人が程度の差はあるもの

の必要であるとしている。ここで注目すべ
きは、正社員においては約８割が必要とし
ているのに対して、非正規社員は６割に止
まっていることである。とくに「ぜひ必要」
と回答する方の差が大きい（15 ポイント）。
これは正社員の立場であるが故に、非正規
社員に比べて有給休暇を取りにくい（後述）
からではないかと思われる。

⑦　子育て有給休暇制度
これは、子どもの運動会や入学式、卒業

式などの行事のときに、通常の有給休暇と
は別に取得できる有給休暇制度である。

2/3 の方が「ぜひ必要」であるとし、「ど
ちらかといえば必要」を加えると、９割に
のぼる。これもまた必須の制度であると言
える。

⑧　企業内託児所
程度の差はあれ、半数が必要であるとす

る中で、正社員の 3 割が「ぜひ必要」であ
ると回答しているのに対して、非正規社員
は２割に止まっており、正社員の方にニー
ズがあると言える。これは正社員において
は短時間勤務を取りにくいといった気兼ね

（後述）が影響しているのではないかと思
われる。

⑨　相談窓口
これは子育てに関する総合的な相談窓口

であり、専門家の他に人事部門の女性が
担っているケースが多い。

調査結果を見る限り、前術の他の制度に
比べてニーズが高いとは言えない。これは
相談窓口自体が新しく、十分に機能してい
ないことが影響しているのではないかと思
われる。

図 15. １時間単位の有給休暇制度
図 17. 企業内託児所

図 14. 残業や休日出勤がない 図 16. 子育て有給休暇制度
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⑩　産休・育休後に元の職場へ復帰できる
程度の差はあれ、8 割が必要であるとす

る必須の制度である。前述の働きやすさの
回答にもあったとおり、現在の職場や仕事
に満足している方が多いことから、できる
だけ元の職場に戻りたいのだと思われる。
なおその中でも、正社員の 2/3 が「ぜひ必
要」であると回答しており、非正規社員（半
数）に比べてニーズがあると言える。

⑪　再雇用制度
これは育児等で離職した人を再雇用する

制度であり、これも前項同様、程度の差は
あれ、8 割が必要であるとする必須の制度
であると言える。正社員の方が「ぜひ必要」
であるとする割合が高く、前項の結果と併
せて、正社員の就労環境が非正規社員より
も良いことがうかがえる。

⑫　非正規社員から正社員への登用
非正規社員のうち 6 割強が必要であると

しているのに対して、正社員は 8 割が必要
であると考えている。これは正社員の方が
雇用条件が優位であり、その優位にある正
社員が一種の正義感もしくは親心から有能
な非正規社員を正社員として引き上げるべ
きと考えているのではなかろうか。

以上の制度に加え、例えば、配偶者への
子育て支援制度の活用促進や、子育て支援
に積極的に取り組む会社への支援、また製
造現場の仕事では難しいと思われるが在宅
勤務などを挙げる方がいた。

⑷　子育て支援制度の取得しやすさ
①　産休

全体では「気兼ねする」が約５割、「気
兼ねしない」が約３割となっている。正社
員と非正規社員では差があり、非正規社員
の方が取得しにくいことが分かる。

図 19. 産休・育休後に元の職場へ復帰できる 図 21. 非正規社員から正社員への登用

図 18. 相談窓口
図 20. 再雇用制度
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取得しにくい理由は、正社員、非正規社
員に大きな差はなく、「職場の人に迷惑を
かける」が圧倒的に多く、「上司や同僚の
理解や協力」はほとんど問題になっていな
い。

②　育休
産休とほぼ同じ傾向であるものの、産休

に比べて取得しづらいことが分かる。その
理由として「職場の人に迷惑をかける」が
もっとも多い点は変わらない。

③　子どもの病気等による早退・遅刻
８割以上の方が「気兼ねする」としてお

り、取得しづらいことが分かる。その理由
も「職場の人に迷惑をかける」が圧倒的に
多く、「そもそも職場の人数が少ない」が
続く。

図 22. 産休の取得しやすさ

図 23. 産休を取得しにくい理由

図 24. 育休の取得しやすさ

図 25. 育休を取得しにくい理由

図 26.�子どもの病気等による早退・遅刻の取
得しやすさ
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⑤　短時間勤務
全体では、約半数の方が「気兼ねする」

とし、一方、約２割が「気兼ねしない」と
している。雇用形態別に見てみると、正社
員の方が気兼ねしていることが分かる。そ
の理由は、正社員では「前例がない」、「取
得しづらい雰囲気がある」、「上司や同僚の
理解・協力が不十分」が非正規社員に比べ
て多い。

⑸　まとめ
子育て中の女性は、何よりもまず、製造

現場を働きやすいと認識している。
次に彼女らは、子育てをきちんとやり遂

げたいと思っており、そのためには、子ど
もの病気などによる急な早退や遅刻が認め
られることはもとより、残業や休日出勤が
なく「定時」で帰宅できること、またでき
れば「短時間勤務」を望んでいる。ただし

④　有給休暇（子供の病気等による早退・
遅刻を除く）

全体では、約半数の方が「気兼ねする」
とし、一方、約 3 割が「気兼ねしない」と
している。雇用形態別に見てみると、非正
規社員の方が「気兼ねする」割合が低い。
正社員の方が周りを気にしているようすが
うかがえる。

図 28. 有給休暇の取得しやすさ

図 29. 有給休暇を取得しにくい理由

図 30. 短時間勤務の取得しやすさ

図 31. 短時間勤務の取得しにくい理由

図 27.�子どもの病気等による早退・遅刻を取
得しにくい理由
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これらの支援制度は、未だ全体的に取得し
づらい状況にある。その中でも、「産休」
や「育休」といったある程度確立している
制度は、正社員の方が非正規社員に比べて
取得しやすいようである。一方、「有給休
暇」や「短時間勤務」は、正社員の方が周
りを気にしており、取得しづらいようであ
る。なお「子どもの病気等による早退・遅
刻」は突発的なものであり、職場に迷惑を
かけることから、いまだ多くの人が気兼ね
している。

８．提言－子育て中の女性が働きやすい製
造現場

提言については、さまざまな考え方があ
ると思われるが、ここでは働く側の「子育
て中の女性のニーズ」と雇う側の「企業が
提供するシーズ」のマッチングの視点から
検討したい。

まず前提として、子育て中の女性は、現
在働いている製造現場の職場環境や仕事に
対して極めて好意的である。多くのこれら
女性は働きやすい現在の仕事を継続したい
と考えている。

子育て中の女性は子育てと仕事を両立し
たいと考えており、そういった彼女らに
とって重要なことは、「子育てをする時間
の確保」である。そのためには「短時間勤
務」が必要であり、「残業や休日出勤がない、
もしくは少ない」ことが求められる。仮に
残業や休日出勤があったとしても、前もっ
て連絡し、事前に対応策を講じることがで
きるようにすることが大切である。また子
どもの病気などに対して「急な申し出によ
る早退や遅刻が可能である」ことも重要で
ある。さらに入学式や卒業式、運動会など
のイベントに対して、通常の有給休暇とは
別に有給休暇を制度化することも期待され

ている。
こういったニーズに対して、比較的大き

な企業は「制度」としてすでに対応してい
るところが多い。ただし、これらの制度が
定着しているかといえば、大企業は別とし
て、中小企業においては少なく、どちらか
といえば制度を導入したばかりで、少しず
つ実績を積みながらノウハウを蓄積してい
るといった企業が多い。こういった状況で
はあるが、多くの企業はこれら子育て中の
女性のニーズを理解しており、企業が存続
するためには適切にかつ早期に対応しなけ
ればいけないと考えている。

このように子育てをする女性社員が働き
やすい環境は整いつつある。しかし一方、
今回のアンケート調査で明らかになった
が、上司や同僚の理解や協力が得られてい
るものの、多くの女性は産休や育休、残時
間勤務、有給休暇などの諸制度を取得する
のに気兼ねするという。その最たる理由は、

「職場の人に迷惑をかけるから」というも
のであり、日本人特有とも言える「気遣い」
をしているようすがうかがえる。これらの
制度が定着している企業によれば、秘策が
あるわけではなく、お世話になった社員は
子育てが一段落したならば、今度はお世話
をする立場に回ってサポートを行う、それ
を繰り返していくうちに、社内に “ お互い
さま ” の風土が醸成され、みんなが気兼ね
することなく取得できるようになるとい
う。そのために大切なのは、経営者はもと
より、幹部社員や先輩女子社員が温かく接
する姿勢を絶やさないことであり、また根
気よく続けることだという。制度を導入し
て間がない企業にとって、経営者が信念を
持って取り組むことが何よりも重要である
と言える。

次に、短時間勤務や有給休暇を取得した
時のバックアップを他の社員に過度な負担
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をかけることなく実施できるようにしなけ
ればならない。そうしないと、前述の “ お
互いさま ” が掛け声に終わってしまう。調
査した企業によれば、派遣社員で対応した
り、部品の移動・運搬の職場に配置転換す
るなどして対応している。なおヒアリング
企業にもあったが、一人で何役もこなして
いる小規模事業所はなかなか対応が難し
く、すべての企業が対応できるというもの
ではない。

最後に、公的機関はこれらの取り組みが
定着するまで、経営者や人事担当者に対し
て、適宜、成功事例等の情報を提供したり、
セミナーを開催したり、さらには相談窓口
を開設するなど、きめ細かく対応すること
が望まれる。

９．おわりに

これまでどちらかといえば、製造現場は
女性に敬遠されてきたが、アンケート調査
によれば、大半の方が働きやすく続けたい
と回答している。今後とも人手不足が予想
される中、有能な女性の確保は、企業の存
続を左右するものと思われる。まだまだ試
行錯誤の段階ではあるが、よい方向に進ん
でいるのは間違いなく、今後とも官民が一
体となって取り組んでいくことが期待され
る。

注
⑴�多能工化とは、１人で複数の異なる作業や工

程を遂行する技能を身につけた作業者を増や
すこと。

⑵�2017 年 2 月 15 日・16 日実施、工場見学 12 名
参加

⑶�ゆるキャリとは、家庭生活を大切にし、自分
の趣味や交友を楽しみながらマイペースで働
く生き方である。これに対して、バリキャリ

があり、私生活の充実よりも職場での成功や
キャリアアップを優先するバリバリ働くキャ
リアウーマンを目指した生き方である。

⑷�面積 4,190km2、人口約 78 万人、人口密度 186
人／ km2、主な産業は繊維、眼鏡、漆器、刃物、
楽器など、とくにメガネフレームは国内シェ
ア 90%、業務用漆器は同 80%

⑸�「福井県女性活躍推進計画」、2016 年 3 月
⑹�「女性登用に対する福井県企業の意識調査」、

実施期間 2016 年 7/15 ～ 7/31、調査対象企業
数 249、有効回答企業数 94（37.8%）

⑺�実施期間：2017 年 10 月 6 日（金）～ 2017 年
10 月 10 日（火）
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