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第３回会議結果 女性におこる事象・原因・対策に関する意見 

 (１)仕事に関する問題 

Ａ 結婚・出産 

事

象 

【産休・育休制度の認知】 

①職場の雰囲気や慣習により妊娠したら働き続けるのが難し

い。やめるのが普通と思い込んでいる。マタハラがある。 

②産休・育休について情報を知らない人が多い。ロールモデル

がいないことも原因のひとつ。 

原

因 

→①妊娠すると辞めるのが当たり前であるとの思い込み。     →③制度などの広報が行き届いていない。 

→①生活環境が違うことへの認識の違い。 

→②ライフステージに合わせた支援制度の認識不足。 

対

策 

→②ライフステージに合わせた制度を明確に情報提供。 

→②ロールモデルの紹介による意識啓発。 

※原因・対策の丸番号は事象番号に対応 

Ｂ 就労環境 

事

象 

【長時間労働】 

①サービス業は残業が多い。長時間労働は続けられない。 

②9時までの勤務は負担になる。不満がある。 

③時間外労働制限があっても結局残業はある。 

【立場による格差】 

④パートの時給が安い。女性はサブ。家庭の中でも立場が低い。 

⑤パートは解雇されやすい。保証がない。 

⑥派遣社員の雇用数がリーマンショック以降減り、これまでの派

遣社員は直接雇用になったが低い賃金の契約になった。 

⑦ひとり親は正規労働の職が見つからず、非正規のパートのかけ

もちでやりくりしている状況。 

 

原

因 

→①お客様対応など職種特有の問題。 

→①～③業務配分が適切でない。 

→①～③帰りにくい企業風土（職場の雰囲気）。上司が帰らないこ

とによる遠慮。 

→①～③選んだ職種により差が出る。 

→①～③権利主張型の意見。 

→①～③残業するかしないかは、本人の性格による場合がある。 

→①～③仕事量が多いため、残業せざるを得ない。 

→④～⑤パートの人事評価の未実施。 

 

対

策 

→①～③労働時間等条件にあった会社を選ぶ。 

→④～⑥パート従業員に対する適切な人事評価の実施。 

→⑪一時的に職場から抜けられる仕組みづくり。 

→⑪いつ頃まで時短が必要か聞くなど企業は面談等で事前に聞く

（個人のことを会社側に伝える担当者等の仕組み）。 

→⑪～⑬残業なしのフルタイム勤務制度の実施（時短勤務の一種）。 

→⑪～⑬時短制度に関する理解を促進するための普及・啓発（制度

利用者と業務を負担する側双方の意識改革）。 

※原因・対策の丸番号は事象番号に対応 

【周囲の負担対策】 

⑭時短取得者の労働分の穴を埋める人が雇われないため、周囲の仕

事量が増え、会社の雰囲気が悪くなる。 

⑮企業は時短勤務取得者の労働分を、周囲の人員のスキルアップで

補おうとするが実際不可能。そのため周囲の不満が強くなる。 

⑯短時間勤務、育休いろいろと利用すると周りの人に負担がかかり、

不満が出る。 

⑰時短制度があっても、社員への制度の周知や理解ができていない

ため、帰りにくい雰囲気になる。 

【ハラスメント】 

⑱営業職に女性が就けないなど、職種に関する女性差別がまだある。 

⑲女性の上司によるパワハラ。 

③法や条例ができたり変わったりしても、自分でしっかり調べない

とわからないため知らない人が多く活用できない。情報が届いて

いない。 

→⑭育休・産休・時短制度利用により発生する追加業務分の人員確保

や組織体制の見直しがない。 

→⑮⑯制度利用者の穴埋めをした社員への負担分の報酬がない。 

→⑰仕事の引継ぎ（交代）の仕組み・体制が組まれていない。 

→⑲人間関係がよくないと働きにくい。 

 

→⑦正規雇用のために介護等の資格取得が必要であるが、行政によ

る講座枠の定員数が少なく、講座を受講できない。 

→⑪～⑬本人の制度に対する理解不足。 

→⑪～⑬企業が制度を取得しやすくする配慮不足。管理職の制度に

関する理解不足。 

→⑫以前は効率的に仕事ができていなかったという認識。 

→⑬育休取得者の管理職登用枠がない。 

→⑮⑯制度利用者の穴埋めをした社員への負担分の時給を上げる。仕

事量による時給調整。 

→⑲パワハラに関する知識をつける。 

→⑲行政が事業を委託するときは労働環境を検査するなどして選定

する必要がある。 

→⑲コミュニケーションが大事。一方的に被害者の意識ではなく、自

分の考え方を変えることも必要。 

 

→⑬育休等利用者の昇進に関する人事評価を設ける。 

→③⑭育休利用者等の穴埋めをするための新たな人材確保の制度（育

休利用者がいればパートを募集する仕組みを作る。募集時には行

政が支援する）。 

→⑭～⑯時短取得による人員確保のための企業への補助金制度。 

→③⑭～⑯人員確保策としてシルバー人材などを活用する。 

→⑭～⑯企業の管理職が制度に関する認識を改める。 

→⑭～⑰育児だけでなく、介護の問題も含むため、他人事ではないと

いう認識が必要。 

⑧主婦は再就職をしたくても正社員の仕事がない。 

⑨30代で女性の賃金が低いまま格差が大きくなる。 

⑩昇任は女性ではなかなか難しい。格差が広がる。 

【利用しやすい時短制度】 

⑪時短制度が使いにくい。 

⑫短時間制度でも仕事量が前と変わらず、より効率的にこなしてい

るのに給料が減る。 

⑬ブランクで将来の立ち位置が変わることが心配。企業としても難

しい。 

 

【その他】 

④結婚出産で仕事を離れて、キャリアが絶える。 

⑤夫の転勤等の理由で退職せざるを得ない。 

 

→③「困ったら行政へ！」の合言葉を普及させる。 

→③制度などのアプローチをより積極的に実施する。 
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Ｃ ブランク 

事

象 

【求人条件】 

①子育てが落ち着いて再就職をしようとしても、年齢制限があるた

め難しい。 

②採用に要資格や経験者のみといった制限があり、再就職が難し

い。希望する条件に合う仕事がない 

③再雇用に必要なパソコンの技術をつけるためパソコン教室に通

いたいが、公共のものは人数枠が狭い。 

④企業としては即戦力がほしいため、再就職の際にスキルがない 

と採用されない。 

原

因 

→①人生経験の未評価（サービス業では年齢ではなく人生経験が生

かされるはず）。 

→②再雇用制度がある企業が少ない（銀行や看護師以外ではあまり

ない）。 

→②前職のキャリアが活かされる制度を持つ企業が少ない。 

→④企業が人材育成の強化を意識していない。 

→④中小企業が研修をするための行政支援が少ない。 

 

 

対

策 

→①～⑥主婦層向けの短時間業務のお仕事一覧のような仕事情報誌

の発行。 

→⑤安価な資格講座の定員の拡充。 

 

 

 

 

 

※原因・対策の丸番号は事象番号に対応 

 

 

Ｄ 介護 

事

象 

【家族の介護】 

①介護で離職する人が多い。                  ②介護については誰もフォローできない場合があり辞めざるを得ない。  ③フルタイムで働こうとしても、介護のためできない。 

 

 

Ｅ 控除 

事

象 

【就労意欲】 

①103 万円の壁があるため、働く時間に制限がでる。いっそのこ

とない方が思いっきり働けるかもしれない。 

 

【気持ち】 

⑦ブランクがあると、新しい仕事をしようとしても（年下の人に

教わるなど）プライドや周りの環境にも物怖じしてしまう。 

⑧育休などで休んだり、辞めたりして、一旦仕事から離れると戻

りにくい。 

 

⑤パソコンの技術スキルをすぐにあげるように要求される。 

⑥パートでも長時間勤務のものが多く、希望する短時間の時間設

定の就職ができない。 

 

→⑤育休中のスキルアップ講座の通信教育等の支援がない。 

→⑤行政が実施するスキルアップのための講座の枠が少ない。 

→⑤募集要件が不明確。（応募する本人自身も職種の向き不向きが

判断できない。） 

→⑥事業者は学童や保育所等の保育時間が分かっていない。 

→⑥保育などの手厚いフォローがある企業があまりない。 

→⑥ハローワークの検索が使い勝手が悪く、条件にあった企業を見

つけづらい。 

→⑥農業で 9～16時の希望日のみの勤務を実施しており、育児中の

方へも提供。 

→⑥残業時間や土日出勤日数を明確に表示した求人募集。 

→⑥（行政運営であると信用でき、企業として活用しやすいため）短

時間勤務希望者を集めた公的組織を作る。 

→⑥ワークシェアリングで勤務時間を午前と午後に分けて募集。 

→⑥勤務時間を小分けにした働き口の提供。 

→⑦⑧就労や資格等に関する勉強会といったさまざまな立場の人が

集まる場の創出。交流の輪づくり。 

→⑧育児明けの方の復帰の第一歩のために、農家のお手伝いのよう

な短時間労働のサービスの確立。 

→⑧育休中に簡単な仕事を依頼するなど復帰しやすい環境の整備。 

 

 

【必要性】 

③賃金が安いので配偶者控除がなくなると困る。→長期間労働は

身体的に困難である。 

②103万円の壁があるため、時給が上がるのに抵抗がある人もい

る。 



 

(２)要保育・介護に関する問題 

 

Ｆ 保育所・幼稚園等 

事

象 

【保育所・幼稚園等預け先の確保】 

①4月でないと保育所に入れない。預けられないと復帰できない。育児休業の延長

がなければ復帰できない。 

②希望の保育所入所に優位になるよう、入所前にいったん簡易保育所に預けたり他

市に勤務するなどしているのが実態。 

③就職先からは保育所の確保は大丈夫かと聞かれる。 

④無職では保育所へ入所申請もできない。就職したくても預け先がなければ就職活

動もできない。 

⑤待機児童が多いため幼稚園しか預けられないが、幼稚園では預かり時間が短いの

で働きにでることが難しい。 

⑥幼稚園へ朝に預けに行く時間があわず、働きにいくことができない。 

【その他】 

⑦高齢の祖父母が毎日子どもを預かるのは大変。 

⑧（祖父母の立場から）娘の子でも責任も出てくるので、毎日預かるのは大変。 

原

因 

→①～⑥保育所や幼稚園の制度に関する理解が不十分。 

→①～⑥異年齢児保育がない。 

対

策 

→①～⑥保育所や幼稚園の制度に関する情報提供、周知の徹底。 

→①～⑥異年齢児保育の実施（年齢が上の子どもが下の子どもの面倒を見ることの期

待）。 

※原因・対策の丸番号は事象番号に対応 

Ｇ 放課後児童室（学童） 

事

象 

【保育時間】 

①学童の開所・閉所時間が勤務時間・通勤時間と合わない。（17時まででは短い。

小 1の壁） 

②昔と違って治安が悪くなり、子どもを迎えにいかなければならないなど時間の拘

束が増えた。 

【入所要件】 

③学童は夏休み中だけの利用はできないので、午前中だけの仕事も短期しか選べな

い。 

④学童の保育環境（スナック菓子を与えるので太り気味）。 

 

Ｈ 介護施設 

事

象 

【介護施設確保】 

①介護施設が少ない。 

  

意見整理の様子 課題や課題解決に向けた提案について意見交換 



 

(３)家庭生活の両立に関する問題 

 

Ｉ 家庭と仕事の両立 

事

象 

【家事等分担】 

①夫も家事を分担すべき。女は家事も仕事もやらなければならない。 

②家事のシェアが難しい。 

③夫が家事をしないため仕事との両立が難しく、女性は仕事をやめざるを得ない。 

【勤務時間の自由度】 

④パートでも正社員でも責任が大きい仕事になると、勤務時間が増え、負担が大き

くなり、家庭との両立が難しくなる。子どもに寂しい思いをさせるのはつらい。 

⑤正職員よりもパートの方が自由度が高いので家庭との両立がしやすい。 

【子どもと仕事の比重】 

⑥受験を優先する等、家族とのかかわりの中で仕事を続けることができない。 

⑦仕事をしていると熱が出ている子ども一人でも留守番させないといけないよう

な時がある。 

⑧子どもの成長に応じて数年単位で労働時間が変化する（子育ても大事にしたい）。 

【周囲の理解】 

⑨男性を早く家に帰してほしい。父親の帰りが遅いため母子だけの暮らしになってい

る。 

⑩男性社会を変えないと難しい。 

⑪女性の管理職の方が、理解が得られにくい場合がある。 

⑫他社の取り組みなど情報が乏しい。 

【仕事と学校役員等との両立】 

⑬働く母親は仕事で平日の学校行事などに参加できないのがつらい。 

⑭PTAの当番について仕事があるためできないと言うと非難される。女性は仕事

を休めると思われている。 

⑮仕事と家庭に加え、地域活動を両立させることは難しい。 

原

因 

→①～③男性の帰宅が遅い。 

→⑨⑩女性は家に入るという男性の固定観念がある。 

→⑨⑩行政・企業のトップに固定観念が残っている。 

→⑨⑩50代以上の管理職の固定観念がある。 

→⑨⑩教育現場でのキャリア教育の認識不足。 

→⑩⑪女性自身が両立に関する意識が低い。 

→⑮仕事を続けられない事情に、八尾市の地域活動の豊かさがあり、雇用主が地域性

について理解していない可能性がある。 

対

策 

→①②③⑨⑩⑪ワーク・ライフ・バランスの周知徹底。 

→④家庭状況等を会社側に伝える担当者の仕組み。 

→⑨地域単位で地域時短制度の導入の提案（例：水曜日は八尾ではみんな残業せずに

帰る。家族や職場でコミュニケーションをとる発端になる。） 

→⑨⑩女性への固定観念を払拭。 

→⑨⑩教育現場でのキャリア教育の実施。 

→⑨～⑪企業のトップ向けの雇用環境を整える勉強会の実施。 

→⑩⑪本人が両立に関する意識を高くもつことが必要。 

→⑫利害関係がない業種の労働者同士の交流の場づくり。 

※原因・対策の丸番号は事象番号に対応 

  



 

（4）事業者が抱える問題 

 

Ｊ 雇用環境 

事

象 

【人事評価（各種支援制度利用者・パート等）】 

①パートから正規雇用にすることを提案しても断られることがある（社会保障を考

えると手取り額がパート給料もそこまで変わらないこともあり、正社員よりパー

トの方が自由であるのも一因）。 

②時短や育休制度利用者とその他の職員の人事評価が難しい。 

③男性で育休を取ろうとする人がおらず、制度利用者が少ない。 

④制度利用者のモラルの低下。入社すぐに育休の申請をする人もいる。 

【求人情報発信】 

⑤女性が働きやすい職場であるが、どこに情報発信すればいいかわからない。 

⑥製造業では適材適所で配置できる職種があり、その周知が必要。 

【その他】 

⑦社会保障制度の問題がある（農業等自営業の年金制度） 

原

因 

→③男性の育休利用ができない企業風土。 

→③男性の時差出勤制度利用ができない企業風土。 

→④雇われる側の働く意識が低い。 

対

策 

→③男性の育休取得、時差出勤が利用できる企業体制の構築。 

→④雇われる側の働く意識の向上。 

→⑤各事業所で「こんな女性が働けます」「採用の年齢制限の見直し」という情報発信。 

※原因・対策の丸番号は事象番号に対応 

 


