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2009年度報告

平成 21年 9月 10日(木) 参加者 28名

仕事とプライベートの上手なバランスについて(1)

1)仕事と育児の両立について

・保育園などに子供を預けている場合、役職につきプロジェクトの責任者という立場だと、なかな

か仕事を終わらせることが出来ず、時間内に子供を迎えに行くことが出来ない。ただ、預けてい

る間は安心できる。

・夫が協力してくれないと両立は難しい。

・子供が大きくなるにつれ、残業時間が増えていっている。

2)在宅勤務について

・在宅勤務が出来るのは良いが、合間合間に家事を行うため、仕事とプライベートの境界線がな

い。プライベートって何？

・在宅勤務を取り入れてくれる会社が増えると良いと思う。

3)育児休暇について

・育休を取得する期間を選択できるようにして欲しい。

→3才まで取得可能、ではなく、6年生までの間に最大3年間取得できる。

4)仕事について

・長時間労働や休日出勤が当然のように求められる。

→会社の考え方が変わってくれないとツライ・・。

・毎日仕事をやめたいと思っているが、会社が楽しいので今も続けている。

5)仕事と家庭を両立するために工夫していることは？

・家事の負担を軽減する＝家族に協力してもらう

・夫を誉めながら、手伝いをしてもらう

・余暇を大事にして、自分自身の時間をつくる

・仕事の内容を家族に理解してもらう

・明日の準備をしておく（お弁当の下ごしらえや洗濯など）

・休日出勤はしない

6)何故働き続けてきたのか?

・義務

・お金

・仕事がおもしろかった

・自分のライフスタイルを会社が認めてくれて、社内転職が出来た

・家族の協力があった

・仕事があったから家庭にも良い影響が与えられてきた

7)その他

・女性は納期を守る

・家庭をもっている・子育てしているスタッフへの配慮について

・どうしたらよいかわからない（独身女性より）



仕事とプライベートの上手なバランスについて(2)

1)独身時代

・仕事＝プライベート

・仕事とプライベートを上手に使いわけている。

・趣味などを自分のために時間を使うことができる。

・仕事も集中してすることが可能である。

2)結婚後（子供なし）

・仕事＝プライベート

・共働きをしながら旦那様に助けてもらいながら、独身時代と同様な仕事をこなすことができる。

・プライベートは家事が中心となる。

3)出産後

・仕事＜プライベート

・産休を取得し子育てに専念する。

・プライベート＝子育て

4)子供が０歳～小学生

・仕事＜プライベート

・子供の幼稚園、学校行事＝プライベート

・定時退社しなければならないため、責任ある仕事は難しい。

5)子供中学生～学校卒業

・仕事＝プライベート

・子供が自分から手が離れることにより仕事に専念できる。

・プライベート＝家族（一緒に趣味を見つけられれば最高！）

6)子供就職

・仕事に専念する。

・プライベートも仕事が絡んでくる。

・旦那様＝プライベートにはならない？！

→この頃から仕事に専念して退職を迎えていきたいが。「介護問題」が発生する！！！！

・介護＝プライベート

7)まとめ

・この内容ではプライベートは独身までになり、自分のために生活していないのではないかと男性は

思うかもしれない！しかし、女性にとっては家族のために生活すること（子供の成長）は苦ではな

いものである。

  その時代を楽しみ、充実した仕事とプライベートがある。もちろん、男性のように仕事だけの人生

はおくれないが配分を調整して働くことが必要であり、理解をしてくれる会社、家族が必要である。

8)結論

・その時々で割合は変化する！結婚後は「家族＝プライベート」

・女性は男性より変化することに対応ができる！

・仕事については会社、家族の協力が必要



若手女性社員の育成について

・今の若手社員はやる気がなさそう（見えない）。

・コミュニケーションのとれる人材になってほしい。

・入社した会社に「骨をうずめる」ではなく、「技術を身につけたい」という感じ。

・「結婚」「出産」を転機に考えている女性が多数。

・転機で仕事継続を選んだ理由は「仕事が好き」「人と接していたい」

・みんながみんな仕事継続するのがいいのか？

・結婚もせずに仕事一筋でもいいのか？

・仕事と家庭の両立を考えている人、家庭に入って仕事を辞める人、仕事一筋の人、さまざまなタイ

プの人がいるので、タイプによって育成方法も考えていかなくてはいけないのではないだろうか。

・最近、ＩＴ技術者は『デジタルドカタ』と言われているらしい・・・

・女性の働き方についての理解が足りないと感じる面が多い。

・特に、上司の奥様が働いていない場合に感じる。（妻が働いている男性は理解度が高い）

・女性のキャリアアップを考えてくれている上司が少ない。従ってキャリアアップには繋がらない。

・男性、女性としての教育ではなく、その人にあった教育を考えるべきだ。

・結婚している女性の働き方は変わらないが、子供を持ってからは周囲の理解が必要となる。

・神情協の教育なども、人事や会社側の事務局が社員に必要と考えないと周知されない。

・女性活用の教育、セミナーについては聞いたことがないという方が殆どであった。

・会社内でも女性だけの委員会組織を設置しているところもあった。但し活動内容はこれからが殆ど。

・夜はムリなので、ママさんランチと称して昼間情報交換会を開催している。

→この会については賛同する女性が多かった。困っていることなども経験者から意見が聞く

ことが出来、効果的。

・女性が上司となって、女性社員を教育する場合は、年が離れていると注意するのも難しくうまく話

せない。怖い。

・ある会社では、女性が長続きせず、３年くらいで辞めて行ってしまう。

・若手社員は、働く気があるのか腰掛け気分なのか、分りにくく、扱いづらい。上手に怒れない。

→しかし、自分も、最初は、長く続けるつもりはなく腰掛けのつもりで働き始めた。

・年数とともに目標をきちんと与え、仕事の責任と面白さを分り始めると急に伸びる人もいる。

・男女に関わらず、上司がきちんと評価してくれていると感じるのが成長に繋がる。

・目標とする先輩がいないのは問題だ。

・チーフクラスなのに若手に教えず成長を邪魔するものがいる。

→上司がきちんと掌握し、若手が伸びるよう良い先輩を付けることが教育を受講させるよりも

重要となる。

以 上



2010年度報告

平成 22年 9月 22日(水) 参加者 16名

私のキャリアプラン

1)キャリアアップとは？

・信じる力

・技術を高める

・”楽しむ””リラックス”

・楽しむ、人に教える、向いている、挑戦、線を引かない

・面白い！と思うことを大切にしたい

・楽しく思おう！と意識→習慣にする

2)どのようしてキャリアアップする？

・新しい出会いがキャリアアップにつながる⇒人とのつながり（＝縁）を大事にしていきたい

・職種が変わること自体がキャリアアップになる

・どのようにして目標を見つけていくか？きちんとした目標を持つこと

・資格を取ることは大事

・0からのスタート→毎日がキャリアアップ

・人に教えることで自分もキャリアアップしていく

・新しいチャンスと出会ったら、まずチャレンジしてみる

・最初はイヤイヤ（？）取り組んだことも自分に向いていることを発見

・ひとつの事の成功が次につながる

3)キャリアアップした後は？

・キャリアアップした後の楽しさを見つけること

・部下から目標にされるようにしていく

・女性は身近に目標となる人がいない

→なっていかないといけない

→楽しくやらないと、”あの人みたいになりたくない”と言われる

オフタイムの過ごし方

1)勤務時間中（職場での“息抜き”）

・喫煙者

→喫煙による気分転換もさることながら、喫煙ルームに集う方々で部署を超えたコミュニケーシ

ョンを図る事ができ、よい息抜きの場となっている。（時には、社内企画のイベントに関する

事や、仕事に関する思わぬ情報交換も有り。）

・非喫煙者

→専用スペースが無い場合も多く、喫煙者ほどメリハリのある気分転換は難しい状況だが、自席

を離れてお茶を飲んだり、休憩中の方々と暫し会話を楽しんだり、工夫を凝らしている。



・その他

→社内では、定期的にランチタイムにおける交流会を企画し、気軽な会話を通じてコミュニケー

ションを図り、リラックスして午後の仕事に臨んでいる。

→社外では、外出時は、時間に余裕を持って現地へ到着して一息つく、または移動中に景色を眺

めて季節を感じる等、ささやかな事ではあるが、気持ちを落ち着かせる事が出来る。

2)勤務時間外

・社内関係者との交流（仕事抜き）や、職場を離れた習い事等の活動を通してオン・オフの切り替え

を行い、気分転換を図っている。

・社内関係者との交流

→クラブ活動（フットサル、野球等）

  →万歩計による歩行距離競争

    関連会社を含めて会社より万歩計の支給があり、その歩行距離を競う事や上位入賞時に表彰

される事を楽しみつつ、健康を増進出来ると共に仕事を抜きにして社内関係者とコミュニケー

ションを図る事が出来る。

・社外

→文化系（華道、茶道、コーラス、バレエ鑑賞等）、スポーツ系（バレーボール、ジム、フラダン

ス、スキューバダイビング等）に関わらず、習い事やクラブ活動を通じて「非日常的な世界」

あるいは「自分だけの世界」に浸る事により、生活にメリハリをつけ、良い気分転換に繋げて

いる。

・纏め

→IT業界での仕事は、心身共にタフでないと務まらない事を各自認識している中、日々のちょっ

とした工夫でオン・オフの気分転換を図り、ストレスと上手く付き合っている。また、結婚あ

るいは子供の有無等により、1個人として 自由になる時間に差異はあるものの、その時間

帯・時間数に応じ、前述の様な方法で日々の緊張状態を解している。

女性が元気に働く秘訣は…「オフタイムの上手な過ごし方」にあると言える。

そ の 他

1)寿退社をすると宣言してきた女性スタッフにどこまで仕事を教えたら良いのか？

・本音はどうかわからないですよね。

・男性もいますよ。

・女性は、自分の意思だけではどうにもならないことがある。

・いつ退職するかわからないけれど仕事だから教える

・露骨に退職する話しをしないでほしい

2)働き続けるために家族の協力を得るためにしていることは？

・子どもには、仕事は大変と教育している

・家事を一緒に行って、なるべく手伝いをさせる

・大変なときは、我慢をしないではっきりと手伝いを求める。

・女の子の方が見方になる

・家族に弱いところを見せる

・相手の両親の事も大きい



・手伝ってもらったらオーバーアクションで誉める

・会社でプライベートの話しをした方が良いのか？

・仕事に支障が出る恐れがあるときは、話しをしておいた方が良いと思う。

・休めない環境は、会社の体制にも問題があるのかも？

3)働いて～

・仕事が好きだから働いている

・生活のために

・バランスよく生きたい

・母親であっても自分でいたい

・仕事と子育てを天秤にかけたくない

・ねばならない主義はいけない

・いろいろなキャリアを積んだ人の方が人間味がにじみでている

4)仕事との両立は難しい？

・なるようになる

・子育ては一時であるから大丈夫

・仕事も家庭も100%を求めない

5)その他今仕事で感じていること

・若い子が問題に立ち向かわず逃げ道を探す

・20代と 30代では仕事や結婚に対しての価値観が違う

・30代で結婚をすると仕事を辞めないのは何故か→仕事がおもしろくなってきている年代

・20代で結婚をすると仕事を辞めるケースが多い→女性として考えるあいまいな年代

・女性だけのプロジェクトは偏る

・男性の方が女性よりも精神的に弱いのではないか？

以 上



2011年度報告

平成 23年 10月 25日(火) 参加者 15名

私の仕事スタイル

1)休みついて

・現状、仕事は減少傾向にあるので、自然と早く帰宅できる。

・開発に比べ、管理は休みを取りやすいと思う。

・開発も前もって言えば休める。

・子供がいると、残業もあまりなく早めに帰宅できることが多い。

2)仕事について

・開発するだけでなく、自分が開発したものがお客様にどのように使われているのかが気になるよう

になってきた。

・お客様に対して奉仕の気持ちがあるから頑張れる。

→“ありがとう”などの言葉を言ってもらえると、嫌な気持ちせず頑張れるし、また一緒に仕事

したいと思える。

→コミュニケーション重視＝サービス

3)どうして仕事をするのか

・今の仕事そのものが好き。

・今の仕事をやめて再就職できるかが不安なので、今の仕事を続けている。

・結局は生活費のために働かないといけない現状がある。・・・子供にもお金がかかるし。

4)人間関係大事

・困ったときの助け合い（子供が熱を出した時等）     

→申し訳ないと思い一人で仕事を抱え込む。仕事が止まる。

→上司の理解が必要である。

・先輩へのお願いは言葉を選ばないと空気が悪くなる。

・復帰したい時、元の職場（特に客先）に戻りにくい。

・男の上司は女性の部下に強く言えない。

→他の部署の女性に言ってほしいとお願いしてくる（自分の範囲外の仕事？）

5)学力はあるが知恵がない？

・若い子は扱いが難しい。

→強く言うと病気になってしまうのではないか？と考えてしまう。

→昔は忙しくて病気。今は忙しくないのに･･･

→「聞いてない」をすぐ言う。

6)仕事に責任感を感じ始めるのはいつからか？

・年齢に関係なく本人の自覚の問題

・与えられた仕事をこなしているだけ

・「プレッシャー」を感じるのは 長く勤めていると出てくるもの。分らない・出来ないと焦る（勝手

に思い込んでいるのかも？？）

・経済環境の変化 リーマンショック以降会社が社員に求めている内容が変って来ている。



7)出産後、短縮勤務の為このまま会社に居て良いのか葛藤がある

・自分自身で出来る事として、気持ちよく働けるように周りにも良くする。

・今後は出産だけではなく介護で短縮勤務をする人も増える。

・会社の中の出産後のケースとして今後の女性社員の為にも頑張って欲しい。

8)納得いくまで仕事をしてしまうので 残業･月末超過が増えてしまう。

・仕事の効率化を考える仕事の見直し（ステップが5あったら4ステップに変えてみる等）

9)その他

・正解の無い仕事（総務系）は、求められことが多い

・割り込み（雑用）が入り仕事が計画通りに進まない

・評価されにくい仕事である

・周囲の協力が得たい（空気を読んで手伝って欲しい）

・女性ならではの出来る事として 声掛け･挨拶を心がけると社内の雰囲気がよくなるのでは？

・手伝えなくても一言あると嬉しい

私のライフスタイル

1)独身

・普段、人との関わりが多い仕事なので、週末は一人の時間を作りリフレッシュしている。

→一人酒、一人カラオケ、一人スケート、一人旅行

・一人でお寺巡りをすることがお気に入り。賑やかな所から静かな所へ行くと、気分が落ち着く。

・疲れた体にスイーツやお酒で自分にプチご褒美を与えている。

・楽団に所属し、毎週末は楽器を吹いている。気分転換にもなりストレス発散にもなる。

・週末の楽しみは友人と登山に行くこと。

→仕事がうまくいっていなかった時は、週末になるとイライラし、ついつい衝動買いに走ってい

た。しかし、“このままではいけない”，“現状を打破しなければいけない”と思い、登山を始め

た。登っている時はつらいが、頂上から見下ろす景色や、眼下に広がる雲を見ると疲れも吹き

飛ぶ。今は色々な山に挑戦中。

・（夫、子供がいないので）自分のためだけにお金を使い、体力・精神をリフレッシュさせている。

・アクティブな方が多い。

・自分なりの気分転換方法を持っている。

2)主婦・子供あり

・仕事しているので学校での委員・役員を受けるのが難しい。

→打ち合わせの時間

→専業主婦との歩み寄り難しい

→風当たりキツイ

・子供のこと（病気だった場合など）で仕事が身に入らない。

→しかし、辞めようと思ったことはない

→普段の人間づきあい・仕事態度が大切

→困ったときにフォローしてくれることになる



・会社の各種制度について会社毎に様々である。

→特別休暇

→短時間勤務

・復帰時の保育園の確保が難しい。

→費用

→助成金

・復帰後の勤務

→SEは時短での勤務において客先に戻れない。

→客先の理解が得られない。社内作業となる可能性が高い。

→チームでのフォロー体制が大切

→普段のコミュニケーションが大切

・子供に仕事を理解してもらうには？

→帰宅後に仕事が辛いことをアピールしてみる

→子供に甘えてみる

→メール等で子供との距離を縮めて理解してもらう

→お金の為だと理解してもらう

・子育て中の『自分の時間』の取り方

→子育てに忙しくてまだ余裕がない

   →自分の為の時間はなかなかない

   →家事が終わった後に TVを見る

→海外ドラマなどで現実逃避している

→家を空ける事が出来ないので、自分のペースで出来る事をしている

・働いている親と専業主婦とでは、子育てや仕事に対して感覚が違う？

→専業主婦からは 何故そこまでして働くのと疑問に思われる

   →働きながら子育てしているお母さんの方が話やすい

・その他

   →子供の年齢によって悩みは変る。小さいうちは肉体的・大きくなると精神的に疲れる。

→子育てには終わりがありません

→子育てとの両立は、家族の理解が必要

以 上



2012年度報告

平成 24年 9月 19日(水) 参加者 16名

スキルアップのために必要な支援について

1)現在どのような社内教育・規定があるか？

・スキルあるSEが先頭に立ち、2～3ヶ月に一回勉強会実施。（内容：ネットワーク）

→土曜日に開催しているので集まりにくい。出勤扱いではない。

・3ヶ月一回、技術者会議がある。そこでプロジェクト進捗報告を行う。

・週一回、事業部でミーティングを行う。

・ジョブローテーション

→（特に若手）案件の途中でも、スキル向上のため別の案件に移動する。

・平日の勉強会やセミナーに参加OK。（有料も可）出勤扱いになる。

・宿題を出して、勤務時間内にその発表会を開く。学んだ技術は仕事に生かせる。

・定期購読や技術の書籍は会社負担。

・資格取得手当てがつく。

・個々に上司・先輩に質問するので、これといった社内教育は行っていない。

・忙しいので、スキルアップは個人に任せている。土日に新しい技術を身につける。

2)困っていることは？

・業務が忙しいと時間が取れない。勉強会やりたいが、業務で手一杯で出来ない。

・出来る人に頼ると個々が伸びない。出来ない人は伸びないまま。

・社内に全員いるが、抱えている案件が大変で勉強する時間がない。

→土日しか集まれないが、実際は集まれない。

・自主性に任せるとエンジニアのレベルに差がつく。

・常駐だと現場でやることが忙しいので、みんなで集まっての勉強会は難しい。

3)どのようなものがあると良いか？

・資格よりも月一回の勉強会を開いてほしい。ex）スマホアプリ開発

・資格支援が欲しい。

・一斉帰社日で勉強会を行う。

・Web上で勉強出来る仕組みをつくる。

・社内で映像教材を作り、自社内のHPにスキルマップを作って自分の弱いところを補強する。

・資格取得すると給与がアップする制度あり。(取得しないと給料が安く生活にひびく)

・昔は給与がアップする制度だったが、今は一時金(合格時にしか出さない)になった。

・給与がアップする制度があれば死に物狂いに勉強するかも。

4)研修制度について

・最近では予算が厳しく、高い研修を受けるのは難しくなってきた。

・Excelを 1回だけ受けてもなかなか身につかない。

・資格/研修は抽象的

・仕事に関係するような研修は役立つ。それ以外は微妙。(品質管理の研修→見方などが変わった)

・研修は講義形式でやるが、参加者があまりない。



5)資格を取得したいか。

・新卒は受けろと言われるが、段々言われなくなる。勉強意欲が湧かない。仕事が忙しく出来ない。

・やる気がある人は忙しくてもやる。

・スキルアップという意味では実務を経験する中で、技術力が磨かれる。 資格や研修は抽象的で実

際にやっている仕事のことではないことが多く、身につくかというと難しい。

6)資格取得(スキルアップ)に対してやる気が出ないのはなぜなのか。

・こうなりたいという目標がない。

・日常に流される。

仕事を長く続けるためには

1)モチベーションのあげ方は？

・土日に休みオン・オフのメリハリをつける。（寝る、買い物、マンガ、ゲーム、など）

・いつも全力は無理なので、必要なところだけ力を入れる。

・土日に肩の力を抜く。どちらか一日休み、もう一日はアクティブに遊ぶ。

2)オン・オフの切り替えの仕方は？

・家では仕事の話をしない。子供を見るとオフになれる。

・子育ては仕事のレベルを超えている。ある意味あきらめる。

・帰ってから寝るまで分刻みの生活。→実家の協力が必要かも。

・家に帰っても家事があるので、それまでが仕事という感じ。

・人間関係で嫌なことがあると、家に帰っても引きずる。

・特に考えていない。

・繁忙期はあきらめる。考えてもキリがないことは考えない。

・時間がある時に自分のことをやる。

・目標を決めて頑張る。平日に年休とってディズニーに行く、など。

3)心に残った上司の言葉・行動

・人の気持ちを汲み取れる。

・失敗してもやってみろ。

→自分自身で結果をフィードバックさせてくれる。（他人から言われてもなかなか受け入れられ

ない）

・新人の時、ひとつの機能を最初から最後まで任せてもらった。

→今は納期が短く、新人はここまで任せてもらえない。テストだけとか。実践は大事！本来は過

程があって完成させるもの。

→一連のつながりが見えないので、今の新人は原因がわからない。

4)モチベーション/やりがい

・客が喜んでくれる。

・もめたけど、最後にわかりあえる。次の仕事がもらえたら信頼してもらえたと嬉しくなる。

5)総務はゴールがない。

・ありがとう言われない。悪い人を採用すると怒られる。良い人を採用すると褒められない。

・上司(女性)が気を使ってくれる。目標にしている。モチベーションが上がる。

6)コミュニケーション

・早帰りの日に、全社員に向けてメールを送る。(その日にあったことなど)

・会ったことない人でもメールで近況を知れるため、身近に感じる。

7)客は偉そう。バカと言われる。前に言われたことと違う。わがまま。(暴力発言)。

・客だから仕方ないと思う。

・反論できず、モチベーション下がる。

・どういう人か、何を求めているのかを知ることが大事。

・手玉に取れた時は嬉しくなる。客が喜んでくれるから嬉しい。

8)男女体力の差



・2連続の徹夜した時に体力の差を感じた。

・生理休暇で休む際、上司が分かってくれてないと休みにくい。(本当にひどい人は動けない。)

・風邪という理由で休むと、体調管理が出来ていないといわれる。それが嫌で無理して会社に来る。

・今後、女性が働く機会が増えてくるのでそういうことを理解してほしい。

9)男性は「ありがとう」をあまり言わない。

・言う人もいるが、やって当たり前という感じ。

・女性の扱いがわかっていない。何回かに1回くらい言われたい。それだけでモチベーションが上が

る。

・女性の扱い方の研修があってもいいだろう。

10)女性が多い現場

・トラブルが多いのでは?

・おこりっぽい人がいるが、ああいう人だと思うことにしている。

11)仲間意識は大事。

・1人で仕事をしている事に限界。みんなで協力すべき。(目も前に居るのに、メールでやり取りする。

コミュニケーション不足。)

・仲間意識を持たせるために、リーダーが重要!!人の好みをせず、下から信頼される事が大事。

・リーダー教育や研修は必要である。

12)信頼関係

・社内報作成時、インターネットでネタを集めているが、遊んでいると勘違いされる。信用してほし

い。

・風通しよくするために、個別メールの返信で、他の人をCcに入れたら怒られた。

・自分がいっぱいいっぱいで接してほしくないオーラを出す。

・聞きたいことがあるのに、露骨に態度にだしてほしくない。モチベーション下がる。

13)その他

・今の新人は驚くほどマイペース。任せた仕事が期限までに出来ないなど。

・学校の先生のように教育しないといけない。忍耐力が必要。

・新人でも、お金をもらっているからには結果を出さないといけない。

以 上



2013年度報告

平成 26年 2月 6日(木) 参加者 10名

報告書を作成しておらず掲載できません、何卒、ご了承願います。



2014年度報告

平成 26年 7月 16日(水) 参加者 26名

私のキャリアプラン

・若手のキャリアプラン

→しっかりキャリアについて考えている人と考えていない（分からない）人とどちらも存在して

いる。

・派遣という労働体系ではキャリアプランを考えるのが難しい。特に 30 代からのキャリアプランを

整理しておきたい。

・社外で見本となる人を探す

  →社内で身近に結婚、出産をして働き続けている女性がいないため見本になる人がおらず、自分

のキャリアについて想像しづらい。

   →社外の人にも目を向けて見本となる人を探し、話を聞いてみるなど積極的に動くことも大事で

ある。

・キャリアプランは会社に提示してもらうのではなく、自分で立てることを考えた方が良い。

→自分で立てる目標であるため、辛いことがあっても励みに頑張ることができる。

   →結婚や出産と言った人生の節目や仕事内容に変更があった時には柔軟にキャリアプランの見

直しを行うことが必要である。

・出向先のお客様に気に入られるようにして自社のメンバーを増やしていけるようにする。

・研修はやる気のある人に受けてほしい。やる気のない人に研修受けてと言っても身につかない。こ

んな研修を受けたい！と言ってきてくれる人の方が会社側としても嬉しい。

・自分のやりたい仕事の希望を伝えることも大事であるが与えられた仕事を行うことも大事である。

→自分のキャリアに結びつけられるものはどんなことからも吸収する！くらいの前向きさが必

要である。

・パワハラ、セクハラを乗り越える   

→言っている本人に悪気が無いのだろうと受け流せる人もいるがそうでない人もいる。強い心を

持つことが大事である。

・資格は取得しておいた方が良い。

→この業界の資格に限らず、色々な資格は取得しておくと困らない。

→出向先で奨励されている資格を取得しても、自社では全く評価されない。それでは仕事に対す

るモチベーションも下がってしまう。

結婚、出産後の女性雇用について

・10年前と比較して産休切り・育休切り等少なくなり、保育所も新たに創設されたりして働く女性に

優しい社会になりつつあると感じている

・育休制度が会社にあっても取得実績はなく、取得希望者に「取りたければどうぞ」と丸投げされ困

ったことがある

・初の育休取得者を輩出した会社には助成金が出る制度があるが、その助成金で何かできるほどの金

額ではない。

・保育園に入れるために出産を何月にするか、育休からの復帰を何月にするか等、前もって計画して

おかないとスムーズに事が運ばない

・時短がある会社は良いが、裁量労働制をとっている会社なので仕事が終わらないうちは時間が来よ

うが帰れない現状がある。子育て中は業務量を減らしてほしい

・労働者不足を解消するには、現時点で職についていない女性をひっぱり出す必要があると思うが、

保育園に子どもが入れていないと雇用してもらえない、雇用されていないと保育園に入れない、と

いう卵と鶏の問題がある。



・女性雇用という局面から見ると、勤労女性の抱える問題として子育て以外にも介護の問題があるこ

とも忘れてはならない。

・介護問題は男性も介護休暇を取得したいという申し出もあり、近年男性の介護休業取得問題も顕著

化しつつある。

・少子化問題対策として保育園はだいぶ拡充されては来ているが、技術者が抱える残業問題に対応し

てもらえる保育園はまだ少ない

・大手の企業の様に自社内保育所は設置できないが、こういった IT 事業が出し合って技術者に優し

い保育所が創設されたら良い←技術系労働者の中には保育士の資格を保有している者もいる。業務

の手が空いている時や持ち回りで助け合えたら良いなと思う。

・結婚、出産後も働き続けるには周囲(家庭・職場)の協力や理解、また、仕事量の調整が必要である。

・結婚を期に退職される方が少ない。

→職場結婚が多く、仕事への理解がある。

→産休制度を利用している前例が多い。

→勤務体系が考慮されている。

・結婚を期に辞める方が多い。

→残業が多く続けられない。

→前例がなく会社の制度がよくわからない。

→派遣業務での復帰は、派遣先の勤務条件等によって戻れない可能性がある。

・自社の育休制度等が周知されず、取得する人が少ない。男性にも育休があるのに使用していない。

男性も育休をとれば全体的に育休が取りやすい環境になる。

→制度も大切だが、社員への周知と取得促進も大切。

・復帰後の仕事、職場を会社として環境を調えることも必要。

→勤務体系(時短勤務・フレックス勤務)、内勤業務への異動等。

・産休、育休を取りたい人がいないと会社の制度が整わない。

・出産、育児経験のある女性が会社役員におり、制度がしっかりできている。

→出産前の通院時の休暇等。妊娠後の各制度の手続きを会社から教えてくれる。

・幼児は体調を崩しやすく、急な休みを取らざるを得ない。

→職場が理解し、仕事をフローする体制がないと働き続けられない。

・出産後仕事に復帰する意思がある場合は、退職してはだめ。

→保育園は０才から預けないと、入園が難しい。(年齢が上がるほど入園可能枠が狭まる)

就職している方が、入園審査において優先順位が高い。保育園に預けないと就職活動は困難。

・出産後残業が出来ない等の理由で職種を変更しなければならなくなってしまった。いずれは前の職

種に戻りたいという希望がある。

・保育園の数が地域によってかなり違い、入りやすい保育園がある地域に引っ越しをする人もいるよ

うな状況で、働くお母さん達にはまだまだ厳しい状況である。

・子育てしなから働く場合周りの協力が必須(ご主人、親、ママ友)

・時短勤務をしている人の場合会社からの評価が解りづらく、正規の勤務時間の方に比べて評価が低

く感じる。

・事務系の人は産休をしている間に代わりの人を入社させる場合があり、復職した場合仕事がなく復

帰出来ないというケースもあるので産休することに不安を感じる。

・自分の会社は産休後復帰して勤務しているという前例がないので、初の試みということで会社自体

が協力的なので今のところ不都合を感じない。

以 上



2015年度報告

平成 27年 7月 29日(水) 参加者 23名

働く女性として

・子育てしながらのキャリアアップの道筋がわからない、模索中

・管理職になりたい訳ではないけど、高度技術者の道は難しそうなので、（消去法で）将来は管理職

を目指すことになるだろう

・管理職にチャレンジしたいけど、できるのだろうか

・いつまでこの仕事、この会社の社員を続ける（続けたい）のだろうか・・・

・時短だから、子育て中だからとキャリアアップをあきらめている（その人の能力内で収まる仕事だ

けに徹する。ゆえにその成果物の精度は素晴らしい）人もいる。できるのにもったいないと思うこ

とも。

・時短制度に腰かけている（時短だから生産性はそれなりです、という開き直った雰囲気を醸し出す

人、男女問わず）人もいる。

・時短や子育て中でも仕事を一生懸命やる、向上するという気持ちがあればそれは買ってやりたい

・女性ならではの良さもある。（コミュニケーション能力が高い女性は男性より多いのでは、との意

見）

結婚、出産後の女性雇用について

1)実際に困っている点、問題点

・会社からの評価において性別で判断され評価してもらえない

→上司は、女性は結婚、出産してやめてしまうため、評価して育てても意味はないから評価でき

ないといわれる。

→仕事を任される上で結婚してやめないか、出産予定はないか散々聞かれており辟易している方

もいる。

・旦那様が協力的ではない

  →共働きにも関わらず家事・育児は妻の仕事となることが多い

  →突発的に子供が体調を崩した場合、迎えにいくのは妻の場合が多い(そもそも初めの連絡が妻

に来る)

・育休中に会社とのつながりが薄くなるため、復帰に不安がある

  →産休中、会社の情報が入ってこないため状況がわからない

  →復帰後に部署がなくなっていたという方も

・妊娠した際、切り出しにくい

  →妊娠発覚等、安定期に入るまではどうなるかわからない

  →長期プロジェクトに組み込まれそうになるなどの際にどのタイミングでいうべきか困る

・2人目を産もうか考えた時、もう一度産休を下さいとは言いにくい

2)解決策・必要と感じること

・キャリアプラン・仕事方法を変える

  →仕事量をある程度自分で制御できるような職種に変更する

  →在宅勤務、アルバイト契約などある程度時間の自由がきくような雇用形態にしてもらう

・定期的に会社と連絡を取って状況は知る仕組みを作る

  →実際に在宅勤務していた方も月に一回程度は出社して仕事はしていたとのこと

  →上司や総務から会社の情報を定期的にメールする取り組みを行っているところもある

・周囲の理解をえる

  →職場、親、旦那様等

・本人の心持ち



  →旦那さんに「生活費ください」といいたくない、対等でありたいので産後1年未満で復帰さ

れた方、会社の情報がなくとも1年後に再就職して新しい職場にいった気分で復帰されたと

いう方もおり、本人の強い意欲も必要なのではという意見もありました

3)その他

・男性が育休を取り易い社会制度・会社制度

→会社に男性が取れる制度があっても、周りの目があり取りにくい。

→社会の制度として、女性と男性の育休期間を半々で取る制度を作る！

→男性が育休を取る事により育休に対しての理解が深まり、女性も育休を取り易くなる

・時短を取れる期間を長くする

・時短を使っても、リーダー職に就く

→本人のやる気があれば出来る！

→家族（旦那さん）の理解

→会社で男性の教育を積極的に行う。育児をする男性がかっこいい。

・結婚はまだしも、出産後も働き続けたいと考えると難しい面が多い。一度は退職を考える。

・結婚では生活や仕事にあまり変化がないケースがあるが、子供が産まれると生活が子供中心になる

ので環境が激変するのでは

・専業主婦はストレスたまってしまうのでは。できれば仕事は続けたい

・仕事は続けたいが、保育園が見つからない等の問題で結局やめてしまうケースあり。また産休後に

所属している部署がなくなっていて行き場をなくすケースもあり

・産休から復帰するまでの期間は人や会社によってまちまち。

・在宅に切り替えるケースもあったが時間を作るのが大変とのこと

・時短で働いている方もいる

・結論

→出産後の生活は子供主体になる

→保育所はもっと増えると良い

→また家族や会社のフォローは不可欠

以 上



2016年度報告

平成 28年 7月 25日(月) 参加者 32名

結婚、出産後の女性雇用について

・お客様先で仕事していると、会社に育児フレックス制度があっても使いづらい。使えていない。

・同僚に育児フレックスを使っている人がいる。その人が帰宅すると、 周りが「早く帰っちゃった

ね」とい会話になる。 自分も結婚して子供が欲しい気持ちがあるが、同じように言われてしまう

と思うと子供を持つことに躊躇してしまう。

・子供が出来て、転属になった。自分はもっと設計の部署で働きたかった。

・子供が出来て、採用の部署へ転属になった。採用活動で地方出張が多く、体力的にきつい。また、

学生のスケジュールに合わせて仕事をしているので、絶対に休めない日が多く、休めないことへの

プレッシャーがある。

・主人の残業が多いので、平日の育児は頼めない。

・子供が病気の時は、自分が休むのが普通。

・プロジェクトリーダーの仕事に挑戦したいのだが、時短で働いている手前、やりたいと言い出しづ

らい。

・子供がいると、リーダーは無理という暗黙のルールがある。ありがたいような、迷惑のような。

・職場に男性しかいないので、ワーキング・ウーマンである私をどのように扱ったらいいのか、困っ

ているように感じる。

・フレックス制度を導入してほしい。（働き方の多様化）

・家族や自分の両親の協力がなければ、とても続けることは出来ない。

・「時短勤務は○歳まで」ではなく、本人の希望にしてほしい

・リモート環境で仕事が出来たらいいのに。

・現在妊娠中だが、出産前後のギャップがあるのではないか。

→同じように働きたいが、働けるのか。

→同じように働きたいと会社に行ったら、会社も迷惑なのではないか。特に少人数の企業だと、

ポジションを空けておけないので同じ仕事に戻るのは難しいし、いなくてもまわっていたのな

ら復帰後戻りしたりしないのではないか

・女性活躍推進法は女性が働く環境が整った前提での法律。実際は同じ仕事に戻すのは難しい。

・小学3年生くらいまでは大変だ。

  →横浜市は学童が18:00までのところもあるので時短制度は小学3年くらいまでは欲しい。

・政府の目の付け所がずれていると感じる

→育休男性が出た中小企業が申請すると助成金が出るが、どう計算しても女性が育休したほうが

金額的におトク

・育児だけでなく介護もだ。働き方を変えなければならないのはいつも女性ばかり。

→夫に現実味がなく、話し合おうとしても「そうなってからいいでのは？」というスタンス

・男性も働き方を変えるべきだ！

キャリアプランやスキルについて

・現状特になにも考えてはいないが、このままの流れにのっていた場合、10 年後、20 年後も大丈夫

なのか不安はある。

・今の会社がなくなったり、転職や業務改変などで、今までのスキルが活用できなくなるかもしれな

い不安もある。

・会社もいくらかの補助はしてくれるが、最終的には自分でスキルアップに励むしかない。体力、気

力がいつまで持つのか、年齢を考えると不安である。

・新しい技術や、知識が豊富な若手が増えてくると、なかなか作業現場のメンバーとしてやっていく

のは辛くなる。ある時点からマネジメントにまわる方向で考えていったほうが良いのではないか。



・「後輩ができる」「先輩が外れる」「試練を経験する」といったことで自分主体で勉強したり問題解

決努力をすることが多いため、スキルアップにはそのような環境をつくることが大事ではないか。

・チーム最年少が勤続年数5年目だったので、まずは5年目くらいで考えていたことを振り返る

  →やりたいことがいっぱいあった

・勤続年数10、20年目の今、「考えていない、考えられない」という現状

  →子育て・介護など先が見えないので考えにくい

→働きたくても、時短勤務中なので積極的に仕事に関われず、キャリアアップを考えにくい

→キャリアアップによって働きにくくなる可能性も大きい（急激な負担増／今やっている仕事か

ら離れたくないなど）

・時短勤務中だけど、キャリアアップしたいという意見を持った方がいたので、会社に求めることを

聞いてみる

  →昇給・評価制度が基準を明確にして欲しい、それによって時短勤務などのハンディが合っても、

実力でキャリアアップができる

→残業当たり前の業界なので、皆が定時で上がれる環境づくりが必要

・女性のキャリアと特別扱いは別

  →会社で女性管理職を推奨するあまり、実力が伴わないままキャリアアップさせてしまったと言

う

  →時短勤務でも一生懸命働く人がいる一方、時短勤務だからと言って仕事を避ける人もいるので  

作業分担が難しい

・女性がライフプランに左右されず、時短勤務でもキャリアアップを目指す！

・モチベーションを高く持つ

  →働きやすさは自分で作るしかない

・「この人にいて欲しい」と思える存在になる

  →技術力や専門知識、周囲へ働きやすい環境を提供できる存在であれば、時短勤務などでも仕事

を続けられる

・周りの意識は「修行中」と思ってサポートをする

  →時短勤務において周囲からのサポートはとても必要なので、作業分担が難しくても理解する環

境が必要

・「女性のため」から「社員のため」への意識改革

  →ますます増えるであろう介護による時短勤務に備え、男女問わず、社員が働きやすい環境づく

りに取り組んでもらえるよう意識を変えていく

・そもそも男女は、生物的な違いもあり同じようには働けない。

・社内にひとりパワフルなワーキング・ウーマンがいると引きずられる

→最近はいろいろな人が増えてきたが、その人が管理職になった。当初は「ああはなれない」と

ざわついた

→会社の数値目標としての「女性管理職育成」ではなく、正当な評価をしてほしい

→やっぱり女性で管理職になっているのは残業が多い人ではないか

・管理職の立場として、育児時短の女性の仕事の割り振り方をどうしたらいいのかわからない。

→特に常駐の場合は、客先との調整ができない。

会社に求めること

・自分の希望が通り、営業に異動になったが、「子供がいるから」という理由で、補佐的なことしか

させてもらえない。気遣いがあるのかもしれないが、覚悟の上でのチャレンジをしている。このま

まずっとルーティンワークではキャリア的にも満足できない、子供がいても、いろいろな働き方が

できるということを分かってほしい。

・子育てや介護をしながら働くことは難しい。在宅勤務や時短勤務等、働き続けることができる環境

づくりは必要。  

・後継者が育たない

→若手に仕事を断られる

→思った通りにやってくれない。



→感覚が若手とベテランで違うと思うことがある

  →個人プレーが多い。仕事を手伝ったりしない。いろいろ指示をわかっているかわからない。

・休みがとりづらい

  →何かを言うと「不満を言う人」になる。悔しいので言わない。女性が感情的だと思われている

からか。

・人がいないので同じ部署の人が倒れても、代わりの人が入らない。「あと 1 ヶ月頑張って」と言わ

れてはや数ヶ月・・・・

子育てと仕事の両立について

1)職場環境について

・子育てに理解のある環境とそうでない環境の違い

→子供の急病などで休まなければならなくなったときの対応に差がある

・理解がある職場

→共感してくれる同僚（上司）がいる（子供がいる人など）

→急な休みなどのリスクに備えて、負担を分散してある

→作業を複数メンバーで共有している

・理解されづらい職場

→ワーキングマザーが少なく、共感されない

→ワーキングマザーの人材が定着しない

・ワーキングマザー自ら、周囲を啓蒙する手段もあるのではないか？

・子供がいない人

→時間が自由になるので残業もできてしまう

→仕事に制限・制約がない

・子供がいない人（上司含む）からみたワーキングマザーのいる職場

→人の命が大事なので、急な休みなどがあっても仕方ない

→出社できるときに精一杯カバーしてほしい

→人格・スキルで信頼を得ることで職場内で融通を利かせられるようになる

→負荷の高い仕事などに関して本人が「大丈夫」といっても、本当の状況がどうかわからないの

で、気を使ってしまう。

・職場におけるワーキングマザー

→仕事の前倒しを徹底して行い、急な休みなどに備えている

→復職後の環境・システムの変化で、効率的な作業が難しい場合もある

2)子育てのサポート環境について

・子育てのサポート環境（保育園以外）

・実家または夫の親

・公共または私設の子育てシェアサークル等

・夫か自分が交代で休みを取る

・急病にも対応するには、夫婦だけでなくそのほか周りのサポートも不可欠

3)子育てと仕事の境界線

・自分の中で考える子育てと仕事との線引き

→宿泊の出張はしない

→現時点でできる作業に注力し、キャリアアップは子育て後と割り切っている

→線引きはなく仕事に全力投球したいが、意思に反して、周囲が負荷をかけないよう気遣う

・子育て環境も線引きも人それぞれなので、既成の概念にとらわれずに意思を尊重してほしい

4)職場内でのコミュニケーション

・ワーキングマザーとのコミュニケーションや、周囲の見方

→時短のため話をする時間がゆっくり取れない

→暗黙の了解

→積極的に育児との両立ができるような環境づくりをしてくれる同僚がいる

→時短勤務中、仕事の手を抜いている人がいると、時短勤務の人自体の評価が下がってしまう。



・男性の育児について

→男性の育児休暇は社内よりも社外（近所等）の目が気になる

→女性が育児休暇をとるよりも男性がとるほうがハードルは高い

→親会社が大企業の場合は男性の育児休暇が業務命令的に推進される場合がある

・育児には父親の協力が不可欠。ワーキングファザーの座談会もあると悩み相談や情報交換になるか

もしれない

5)会社に求めること

・現行の時短勤務の制度について

→3歳まで

→小学校入学前まで

→小学校卒業まで

・これからの時短勤務制度に求めること

→保育園・小学校の位置関係や預かってもらえる時間などの状況の変化があるため、子供が小さ

い時よりも短縮時間を長くしたい場合もある。よって、個人の状況に応じて、フレックス勤務

の利用や、短縮時間帯のフレキシブルな対応など、選択できる制度をお願いしたい。

それぞれの立場で、女性が働くときの悩みについて

1)お子さんがいる方

・再就職に大変苦労した（面接すらしてもらえない現実）

→理解のある社長に拾われた

・育休後の復帰は常駐先で時短勤務が使えず綱渡りの毎日

  →夫と残業や有給を調整してなんとか乗り切った

・育休から復帰後、同じ部署、同じ作業から動けず、スキルアップできない

  →気を使ってくれているのか能力が不足しているのか、理由がわからない不安

・時短を子供が大きくなっても認めてほしい

・育休直後に時短できなかった分、落ち着いてから子供との時間をとりたい

・在宅勤務を認めてほしい

・育休後の悩みは介護の悩みにも通じる

→だれにでも発生すること

2)これから結婚・出産を望む方

・結婚して子供を持ちたいが、仕事が続けられるか不安

・出産したら、管理職（チームリーダー）を続けられるのか、続けていいのか（出産後のメンバーは

担当者になるしかないのか）

・時短勤務を希望すると、顧客先には出られないのではないか

・子供ができたら、同じ職場にもどれないのではないか

・協力会社社員は育休をとってもいいのか

・通勤時間が長い、残業が多いなどで、結婚・出産したら続けられない

・夫の理解と協力が必要。

・産休前からの顧客との調整も大事。

・女性が多い職場とか、理解のあるユーザーだと制度が使いやすい。

その他

・親に「子供は？」と言われる。考えてはいるが産み時を失っている

・専業主婦はすごい。私たちはああなれない。

・IT企業の男性(同僚たち)は仕事の調整ができるからか、子育てに平等な人が多い。お迎えや入学式

など子育てに積極的に参加している。

以 上


