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株式会社 東レ経営研究所
ダイバーシティ＆ワークライフバランス推進部

チーフコンサルタント
NPO法⼈ファザーリングジャパン理事

塚越 学

これから育児を担う世代の若手社員のための

イマドキ⼦育て世代の育休戦略

NPO法人ファザーリング・ジャパンとは？
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2021年6月3日国会通過
個別周知と意向確認の義務化（改正育児・介護休業法）

6月3日NHKニュース（https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210603/k10013065941000.html）

１ 新設！柔軟な産後パパ育休（出生時育児休業）
（子の出生後８週間以内に４週間まで取得可能な育児休業）

①休業の申出期限は、原則休業の２週間前（※現行は1か月前）
②分割して取得できる回数は、２回とする。
③労使協定・労使個別合意により、休業中に就業することが可能。

２ 事業主の措置義務化！
①育児休業の申出・取得を円滑にする雇用環境の整備措置
②妊娠・出産（本人又は配偶者）の申出をした労働者に対して事業

主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置
を事業主は講じなければならない。

3 大企業は公表義務！
常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取

得の状況について公表義務

4 改善！
①育児休業（１の休業を除く）について、分割して２回取得可能。
②有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業

主に引き続き雇用された期間が１年以上である者」であることと
いう要件を廃止（ただし、条件で除外も可）

改正（2022年4月から段階施行） 現行

１．（規程なし）
原則、子が1歳まで取得可能な育休のうち、産

後8週間内4週間は「パパ休暇」として取得推奨
①申請は1か月前
②分割取得は不可
③休業中の就業は原則、不可

２．個別周知の努力義務のみ

３．プラチナくるみん企業のみ公表
（次世代育成支援対策推進法）

４．
①分割取得は出来ない
②有期雇用労働者が育休取得するには「事業主
に引き続き雇用された期間が1年以上である者」
要件を満たす必要あり。

厚労省イクメンプロジェクト
（https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/#movie）
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父親は、産後8週間内の育

休（「パパ休暇」⇒「産後パパ
育休（出生時育児休業）」は
2回まで分割できる

＋
もう1回取れる育休も2回分
割できる

父親は、産後8週間内の育休
（「パパ休暇」）取得

＋
もう1回取得できる。

母親は、育休を2回まで分割
できる

母親は、育休は1回しか取得
できない。

延長の育休は、途中交代が
可能に



出産 育児休業開始

⺟
親

父
親

産後休業期間 給付率67％ 給付率50％

給付率67％

育児休業開始

← 8週間 → 180日

180日
給付率50％

1歳
1歳
2ヶ月

「パパ・ママ育休プラス制度」を
利用して子どもが1歳2ヶ月に達す
る日まで育休をした場合

給付率67％
父
親

育児休業開始
180日

給付率50％
出生時育児休
業給付金
給付率67％

給付金支給額＝
休業開始時賃金日額（原則、育休開始前6か月間の賃金を180で除した額）×支給日数×67％ or 50%

↓ 改正ポイント ↓

1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで、育児休業給付金を受けられる

育休中の経済支援（雇用保険「育児休業給付金」）

① ② ① ②

②´
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下記の一定の要件を満たしていれば、育児休業期間（出生時育児休業を含む）に
おける各月の月給・賞与に係る社会保険料が被保険者本⼈負担分及び事業主負担
分ともに免除されます。

①その月の末日が育児休業期間中である場合

②令和４年10⽉以降は
★①に加えて、同一月内で育児休業を取得（開始・終了）し、その⽇数が14

日以上の場合、新たに保険料免除の対象とする。

★ただし、賞与に係る保険料については連続して１か⽉を超える育児休業を取
得した場合に限り免除する（つまり、月末の数⽇取得では免除しない︕）

免除

免除

6月 7月

①

②
育休期間14日

月末

育休期間3日

改

正
ポ

イ
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育児休業期間中の社会保険料の免除



イマドキ子育て世代の取り巻く環境はこれだけ変った
昭和⇒平成 そして・・

（平成30年）
専業主婦世帯606万＜共働き世帯1,219万

図︓NPO法⼈ファザーリングジャパン著「新しいパパの教科書」（学研教育出版）

（参照︓総務省統計局、厚⽣労働省）

6歳未満児のいる夫婦の
夫の育児、家事時間（1日あたり）

夫の家事・育児時間が長いほど、
第2子以降の出生割合が高い

出展︓「平成30年度版男⼥共同参画⽩書」

夫の休日の家事・育児時間別にみた、第2子以降の出生の状況

出展︓「平成29年版 少子化社会対策⽩書」

国はなぜ男性育児参画推進に力を入れるのか



イクメンの幻想（乳幼児を持つ父親の現状）
育児・家事「行動」をしている人は3割程度

（平成29年10⽉内閣府男⼥共同参画局資料より）
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子どもがいない25～44歳の既婚者・未婚者のうち、子どもが欲しい気持ちがある・

あった男女に対し、「今後、子どもが生まれた場合に、育児休業を取得することに
ついての気持ち」をたずねたところ、「ぜひ育児休業を取得したい」と「できれば育
児休業を取得したい」を合わせると、男性７～８割・女性８～９割となっています
（明治安田総合研究所「25～44歳の子育てと仕事の両立-出産・子育てに関する調査より-2018年6月11日リリース）

「2017年度新入社員秋の意識調査」で
は、新入社員の男性の79.5％が「子供
が生まれたときには育休を取得したい」
と回答

（出典：公益財団法人日本生産性本部）

子どもが欲しい未婚者・既婚者の男性7割～8割は育休取得希望

新入社員男性8割は
育休取得希望

男性の育休希望者は増加傾向
新卒リクルートで重要項目の１つに



親（家庭）
50代
60代
70代
80代
90代

1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 2020年代

時代背景

現在（社内）
20代 10代 20代
30代 10代 20代 30代
40代 10代 20代 30代 40代
50代 10代 20代 30代 40代 50代
60代 20代 30代 40代 50代 60代

バブル経済 バブル崩壊 リーマン
ショック

東日本
大震災

ITバブル
＆崩壊CM「24時間働

けますか？」

育介休業法（91年〜）

WLB憲章（07年〜）

次世代法【くるみん】（03年〜）

女活法（16年〜）

男性推進（10年〜）

新型
コロナ
大流行

男女雇用均等法（86年〜）

中高で家庭科共修化（93年〜）

働き方改革法（19年〜）

子育て

世代
課長

部長
役員

ニッポン職場の構成員と時代背景の移り変わり

昭和 平成 令和

男女雇用機会均等法（85年〜）

育児・介護休業法（91年〜）

女活法（15年〜）

働き方改革法（18年〜）

【Q10】あなたが育児休業制度を利用するとした場合、利用しやすい条件・環境だと思うものを、
以下からひとつだけお選びください。
※ここでは、有給休暇や特別休暇（出産休暇など）など、育児休業制度の代わりに取得する休暇は含まないものとします。

ﾌｧｻﾞｰﾘﾝｸﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ隠れ育休調査2019 【結果】

1位 上司の後押し 30％（2015年・2019年）
『妻の妊娠を伝えると上司が必ず「育休はいつ取る？」と確認し、取得できる環境を整えてくれる。』

2位 会社の後押し 15％ （2015年・2019年）
『妻の妊娠を伝えると人事部（会社）が必ず「育休はいつ取る？」と確認し、取得できる環境を整
えてくれる。』

3位 男性の義務 12％ （2015年・2019年）
『子どもを授かった日本の男性は全員、希望の日数の育休（有給含む）を「父親時間」として取る
ことになっている。』

▼キャリア影響や経済負担の回避に関する設問の回答は1割未満
昇進・昇格・昇給にマイナス影響がない、8割の給付金がもらえる、1.3倍の給付金がもらえる
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2020年4⽉〜
国家公務員男性育休1か⽉取得推進スタート

令和2年より
本人と上司にて

「育休取得計画書」・
「業務引継ぎ書」を提出

適用対象者の例外は認めず
警察・消防・救急・自衛隊も対象

令和元年までの現状

令和2年の実績
令和3年8月27日内閣官房内閣人事局より公表

令和2年度第１四半期実績
取得率99％

平均取得日数50日

令和2年度第2四半期～
100％取得計画
平均取得日数50日

（現行）

これからの「育休」は、
パパは4回、ママも2回
まで分割可能なため、
保育園に入れるまで、
夫婦で交互に取得す
るものへ

これまでは、
ママが1年間丸々取得
し、パパが短い取得で
フォローするパターン
が多数

妻：あなたも育休取ってよ

夫：私も育休取るよ

育休は、
いつ、どっちが取る？
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https://www.youtube.com/watch?
v=KqJcqK5DC1U

企業版両親学級ダイジェスト動画
（12分58秒）

出典：東京都東京ウィメンズプラザ「パパとママが描く未来手帳」
https://www.twp.metro.tokyo.lg.jp/Portals/0/jigyou/wlb/curve.html

東レ経営研究所 渥美由喜氏

女性の愛情曲線の変移

[複製・転載禁止]

産前産後こそパパの出番！



妊娠〜出産時の分岐点 ママスイッチｖｓパパスイッチ

ママ パパ

①身体の変化 劇的に変わる

②心の変化 マタニティブルー

③職場 仕事を制限する

④周囲の目
マタニティマークで気
遣いされママを意識

⑤事前学習
妊娠・育児系の情報
に敏感になる

⑥出産時 安産でさえ激痛

⑦出産後 様々な痛み

産前産後こそパパの出番！

出典：「産前産後の妻を守るためのガイドブック」発行（横浜の産み育てを考える会）

なぜ産後なのか？
産前産後こそパパの出番！

出産直後の分岐点 産後を乗り切るためのヒント①



誕生
産後
1ヵ月

産後
2ヵ月

産後
3ヵ月

2週間

初妊産婦のメンタルヘルス ハイリスク率

1ヵ月検診 産後休暇
終了

2週間目をピークに産後3か⽉程度まで続く

参照：「妊産婦のメンタルヘルスの実態把握および介
入方法に関する研究（平成26年度）久保隆彦

Point!!

ママは産後ケアに集中する
パパは家庭時間をしっかり確保し、妻のメンタルフォローと

育児家事に軸足を移そう！

なぜ産後なのか？
産前産後こそパパの出番！

出産直後の分岐点 産後を乗り切るためのヒント②

子どもが好きな人とは？

1.「快」を与えてくれる人

食事・排泄などの、お世話をしてくれる人

2.「安心・安定」を与えてくれる人

いつもと一緒の関わり方、繰り返し同じことをしてくれる人

3.「興味・関心」を与えてくれる人

遊びや楽しさがある人 変化をもたらす人

⼦どもは⺟親が好き？！
乳幼児期の特徴

（大阪教育大学 准教授 小崎恭弘）

⇒男女とも育児「経験」によって脳に変化が生じ、子どもへの愛情
が強まり、育児スキルが向上していく。

（NHKスペシャル「ママたちが非常事態！？２最新科学で迫るニッポンの子育て」より）

子どもの発達に
大切なのは
愛情豊かな
大人との関わり

厚生労働省
「保育所保育指針解説（平成30年）」



キャリアデザインとは

キャリアに対する
自己イメージ
（キャリア意識）

職業能力相互に影響

実際のキャリア
（職業経歴）

キャリアデザインの
意識的側面

キャリアデザインの
能力的側面

（「キャリアデザイン入門」大久保幸夫著 日本経済新聞社）

△キャリアは給料や役職を上げていくこと（キャリアアップ）
○キャリアにはアップもダウンもない

①「キャリアの客観的側面」＝経験してきた職業（職務）の連続
②「キャリアの主観的側面」＝仕事上での自己イメージやアイデンティティ

主
観
的
側
面

客
観
的
側
面

職業能力とは
「基礎力」 「動機」「価値観」は職場だけで向上させるものではない。

ワークもライフも人生経験すべてが
「基礎力」 「動機」「価値観」を向上させる機会となる。



キャリア意識とは

会社・
職場

上司

教育・しつけ

社会・
慣習

家庭環境

外部環境

自分の意思でキャリアの自己イメージを描いたつもりでも
外部環境から潜在的・顕在的に大きな影響を受け、

ステレオタイプに縛られている場合がある

24

ライフデザインとキャリアデザイン

キャリアデザイン

ライフデザイン

人生の様々な場面で「自分の決意と覚悟で選択してき
た生き方・選択していく生きる指針」

労働時間は
年間2000時間前後

1年間は8760時間

仕事の割合
23％

ライフネット生命保険会⻑兼ＣＥＯ出⼝治明著『「働き方」の教科書』（新潮社）
★「仕事とは、人生の7割を占める最も⼤切な時間の兵糧を確保するための⼿段である」

＝

元東レ経営研究所社⻑佐々⽊常夫著『働く君に贈る25の⾔葉』（ＷＡＶＥ出版）
★「君は人生の主人公だ。何ものにもその座を譲ってはならない」



育キャリとは
「自分一人だけでなく⼦どもやパートナーと
一緒に成⻑していけるキャリアのあり⽅」

「仕事か家庭か」ではなく、「仕事も家庭も！」欲張る
「仕事×子ども×パートナー」

「育キャリ」を実現に導くマネジメントの
フレームワーク

マネジメント

自分

ワーク

ライフ

周り

ワーク

ライフ
例）職場の仲間・クライアント

パートナーや子ども など

自分の基本アクション変革

相手へのアプローチ変革



【Q8】 Q1で、 「妻の出産後に、妻のサポートや育児を目的として、育児休業制度、または、有給
休暇や特別休暇（出産休暇など）を取得したことがある」とお答えの方にお伺いします。取得
前と後では以下の項目について変化はありましたか？それぞれについてお答えください。

※複数回休暇を取得した経験がある方は、それぞれについて一番長く取った期間についてご回答ください。

ﾌｧｻﾞｰﾘﾝｸﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ隠れ育休調査2019 【結果】

ワーク面

ライフ面

残業時間削減に対する意識 （９８％）
業務効率化に対する意識 （９９％）
自分自身の仕事へのモチベーション （９３％）
職場の他の人への理解 （９７％）
職場における上司からの評価 （９２％）
職場における同僚からの評価 （９３％）

妻の今後のキャリアに対する意識 （９２％）
家事に対する意識（９７％）
育児に対する意識（９９％）
父親としての自覚（９９％）
子どもとの絆（９９％）
今後の家族のライフプランに対する意識（９９％）

「非常に向上した」「向上した」「変化なし」の回答はどの項目も9割超

育休取得したことによる「ワーク面」「ライフ面」で
「低下した」「非常に低下した」のネガティブ回答は1割未満

育休（育キャリ・アクションラーニング）の価値

• パートナーへの感謝
• 子どもへの愛情の深まり
• 父親としての責任感強化
• 家事スキルの向上
• リスク管理能力の向上
• 作業の同時遂行能力の向
上
• ストレス耐性の向上
• 未来志向・⻑期的視点

自分と家庭の例

NPO法人ファザーリング・ジャパン著「新しいパパの働き方（学研教育出版）」

職場の例

男性のロールモデル提示
育児社員への理解と人脈形
成

部下や後輩の育成方法の変
化

相互理解のある職場づくり
早帰りの工夫の試行錯誤
クライアントとの信頼構築の
強化

イクボスの必要性の実感
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男性育休推進施策例

詳しくはこちら

管理職養成事業 企業版「両親学級セミナー」

父親学校「パパスクール」 夫婦のパートナーシップ支援
詳しくはこちら詳しくはこちら

詳しくはこちら


