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○○○○改正改正改正改正育児育児育児育児・・・・介護休業法介護休業法介護休業法介護休業法がががが２０１７２０１７２０１７２０１７年年年年 1111 月月月月 1111 日施行日施行日施行日施行されましたされましたされましたされました！！！！    

育児・介護休業制度は子育て・介護と仕事との両立を可能にし、離職する

ことなく働き続けるための大切な制度です。この制度をより利用しやすく、

また利用できる人の拡大を図ろうと、昨年法律の改正が行われ今年1月 1日

に施行されました。主な改正点を次のようなことです。 

介護⇒☆介護休業(対象家族1人につき93日)が 3回まで分割取得できるようになった。 

☆介護のための所定外労働の免除が新設された。 

育児⇒☆育児休業等の対象となる子の範囲が追加された。 

介護・育児とも⇒☆介護休暇(年5日)、及び子の看護休暇(年 5日)が半日(所定労働時間 

の 2分の1)単位でとれるようになった。 

☆介護休業及び育児休業について有期契約労働者の取得要件が緩和された。 

また、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする、上司・同僚による就業環境を害

する行為を防止するため、雇用管理上必要な措置が事業主に義務付けられました。 

総務省の就業構造基本調査（H24 調査、5 年ごとに実施）によると、育児

をしている雇用者は665.4万人、このうち育児休業等制度の利用があるのは

141.3 万人、過去 5 年間に出産育児のために前職を離職した人は 125.6 万人

でした。また、介護をしている雇用者は239.9万人、このうち介護休業等制

度の利用があるのは 37.8 万人、過去 5 年間に介護・看護のために前職を離職した人は 48.7

万人（このうち女性が約8割）でした。誰にとっても親の介護、子どもの育児は大きな問題

です。あびこ女性会議では昨年10月にこの問題を考える講演会を開催しました（2.3頁で内

容紹介）。そこでも、いろいろな制度はあっても利用されない、できない実態があることが

紹介されました。 

今回の改正が制度の有効性を高め、両立を可能にすることに繋がってほしいものです。 

○○○○女性女性女性女性のののの就業継続就業継続就業継続就業継続をををを支持支持支持支持するするするする考考考考ええええ方方方方がががが男女共男女共男女共男女共にににに初初初初めてめてめてめて 50505050％％％％超超超超ええええるるるる            

  男女共同参画社会に関する世論調査（H28・内閣府実施）の結果が昨年10月に公表されま

した。「子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい」との質問に、これを支持する回

答が 24 年調査では 47.5％で、26 年調査では 44.8％と減少していましたが、今回は 54.2％

となりました。男女別にみても女性 55.3％、男性 52.9％となり、全体でも男女別でも 50％

を超えたのは初めてとのことです。このことから、女性が職業を持つことを肯定的にとらえ

る考え方が広まっていることが表れているといえるのでしょう。 

しかし、就業継続といっても女性が厳しい現状の中で「頑張って働いている」状況ではい

けません。誰もが働きやすく報われる環境整備が一層求められます。  （佐竹 
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なんでこんなになんでこんなになんでこんなになんでこんなに大変大変大変大変なのなのなのなの？！？！？！？！    「「「「日本日本日本日本のののの子育子育子育子育て・て・て・て・介護介護介護介護のゆくえのゆくえのゆくえのゆくえ」」」」            

あびこ女性会議は,我孫子市と共催で2016年 10月 22日実践女子

大学准教授の山根純佳先生を講師にお招きし講演会を開催しまし

た。私たちの暮らしの中の大きな心配事である子育てや介護につい

て改めて考える場となりました。講演内容の概要をご紹介します。 

 

◆行き詰まる日本の子育て、介護  

今年は待機児童問題が注目を集めました子 

どもを生み育てやすいかどうか、といった国際

意識調査を見ても日本はあまり良い結果が出

ていません。子育て支援策を見ても、産前産後

休暇や育児休業制度のように、正規労働者（ま

たそれに准ずる人）しか使えない制度も多く、

保育所は入りたくても入れない、男性の父親休

暇取得率も低い状況です。 

また、介護離職者が年間 10 万人もいて、児童

虐待も 10 万件もあります。介護や子育てに困

難を抱えている方たちが多い現状があります。 

◆近代家族とジェンダー  

家族像は歴史的に変化します。私たちが思い

浮かべる家族像、核家族で父と母がいてその異

性カップルの間に子があり、男性は稼ぎ手、女

性は家事・育児という性別分業があり、子ども

は愛情の対象であるとされるいわゆる「近代家

族」は、産業化や職住分離によって生まれまし

た。それまではかつての農家をイメージすると

わかりやすいと思いますが、家族の中で生産労

働が行われ、家族は非血縁の者も含まれる共同

体で、子どもも労働力でした。近代家族の中は

社交が衰退したプライベートな空間となり、子

育ては母親一人で背負うものとなりました。こ

こに母性愛神話も加わり、母親が育児に専念す

べきということが植え付けられていったので

す 。 

◆家事労働は再生産労働との認識へ 

近代家族における家事は「家事労働」といい

ますが、この言葉も自然に出てきたわけではあ

りません。 

なぜ家事には対価が支払われないのか、なぜ

それを女性がしなければならないのかという

女性たちの違和感が出され問いかけがなされ

るようになりました。従来の経済学では、市場

は生産・労働の場、家庭は消費の場で、家庭の

中に労働はないとされていたため議論が起こ

りました。 

フェミニズム運動の中で、家庭は市場に労働

力を供給する役割、労働者が明日も働くための

衣食、未来の労働力（子ども）の世話、つまり

労働力再生産の場であると主張されました。や

がて家事や育児は「消費」ではなく「再生産労

働」であると納得され、市場は家族がなければ

成立しないということになりました。こうして

家事労働という言葉が生まれたのです。 

さらに再生産労働は無償労働であるが、これ

を評価しようという動きが出てきました。1995

年国連世界女性会議で女性の無償労働（農業な

どにおける女性の貢献。育児、介護、家事、環

境保護、ボランティア活動）の価値について数

量的に把握することが課題とされました。 

※日本では経済企画庁が、貨幣換算額は 99

兆円、1991 年の GDP の 21％相当）と試

算した。 

◆進まない育児の社会化～3 歳児神話、男性の長

時間労働、子育て支援の少なさ～ 

近年では「再生産労働」は「ケア労働」とい

われその社会化が進められています。 

育児の社会化についてはなかなか進みませ

ん。その要因として 3 歳児神話、すなわち 3 歳

になるまでは母親が家庭で子育てすべきとい

う規範があります。科学的根拠はないと 1998

年厚生白書に書かれたにもかかわらず、今も日

本人の 8割が支持しているといわれます。保育

園に預けられる子どもはかわいそうという思

いは強く、保育園は親のケアの代替であり、必

要悪と思われている面もあります。 

男性の長時間労働は相変わらずで、育児期の

30代男性の平均労働時間は 12 時間です。育児

と仕事の両立支援は少なく、特に保育サービス 

については預け先が見つからず、母親が就労を

あきらめて離職せざるをえないというについ

ては預け先が見つからず、母親が就労をあきら

めて離職せざるを得ないというようなことも

少なくありません。 

仕事を持たない女性にとっても育児不安は

深刻です。この背景には子育てに対するプレッ

シャー、夫の非関与があります。プライベート
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な空間である近代家族の中で、一人での子育て

は無理なのに頑張っているお母さんが多いと

いうことです。第 2子の出生は夫の家事時間次

第とのデータも出ています。一人で抱え込んで

いては次の子がほしいという気持ちがもてな

いというのもわかります。 

◆介護の社会化も不十分～介護は低賃金、サー

ビスの抑制、費用負担の増大～ 

介護の社会化は介護保険制度以降進んでい

るといわれます。でも介護は低賃金で十分に労

働として評価されているかという問題があり

ます。 

介護保険の改正ごとに家族の介護責任が増

えています。国の方針はサービスの抑制、費用

負担の増大という方向です。介護のための離職

者は年間 10 万人に達し、そのうち 8 割は女性

です。家族介護者に対する支援もありません。 

近年では晩婚化、晩産化などもあり子育てと

介護のダブルケアに直面する人も 25 万人と推

計されていて、これへの対応も求められていま

す。 

◆男性稼ぎ手型の日本社会はもう限界 

日本社会は男性稼ぎ手型です。男性は妊娠し

ない体を持ち、賃労働をして経済的に自立、社

会保障も個人単位です。女性は家族の世話や家

事労働をし、経済的にも社会保障の面からも依

存しています。それは分業として合理的に見え

るという意見もありますが、男女の賃金格差や

女性の貧困などの問題を生んでいます。男性も

長時間労働で過労死に追い込まれることもあ

ります。男性稼ぎ手型の日本社会は限界にきて

いるのです。 

◆両立支援型を進めた諸外国では 

 男性稼ぎ手型から両立支援型に転換を図っ

ている外国の例をお話ししたいと思います。 

スウェーデンでは、家庭と仕事の両立支援を

最重要課題として取り組んできました。育児休

業について見れば、期間は 480日、所得保障は

給料の 80％、パパクオ－タ制、平等ボーナス制

度（育児休業の取得が夫婦平等であるほど加算

される）が導入されています。保育園は親のケ

アの代替ではなく、「子どもの最善の利益」の

理念により１歳半以上の子どもは公的保育と

なっています。このスウェーデンの取り組みは

二重の解放といわれます。すなわち男性の開放

なくして女性の解放はないとして、雇用の柔軟

化、女性の就労率アップが図られました。この

結果、男女賃金格差は 100：88、平均勤続年数

は男性 9.7年、女性 10.3年（ともに 2013）と

なっています。 

介護については、高齢者の 93％は在宅で生活

していて在宅介護が充実しています。介護労働

者は公務員で安定した賃金により人材確保が

図られています。また、家庭介護者支援が自治

体の義務となっており 2万円前後の給付がなさ

れています。 

ノルウェーではすべての子どもが保育所に

通う権利を保障しており、保育所利用率は 3～5

歳は 9.5割、1～2 歳は 8割となっています。 

ドイツも 2013 年には同じような制度を導入

し、3 歳児神話を制度としてなくしています。 

オランダでは 1980 年代の失業率の高まりに

対応し、「パートタイム経済」というオランダ

モデルが採用されました。一人当たりの労働時

間の短縮、賃金抑制により雇用の創出を図った

のです。男性稼ぎ手構造からあらゆる個人がニ

ーズに合った働き方をするようになり、パート

タイム（週 35 時間未満）労働者が 3人に 1人

となりました。パートタイムといっても短時間

正社員で、時間当たりの賃金や福利厚生などで

差別されず、管理職の 5人に 1人はパートタイ

ムであるというから驚きます。この変革は女性

を労働市場から締め出すことにはならず、3 歳

未満の子のいる母親の就労率が約 7割へと大幅

にアップしたのです。 

◆求められる両立支援型への移行 

女性も男性もそれぞれが生きづらさを抱え

ている日本社会、その状況を変えていくために

は、男性稼ぎ手型から両立支援型に移行してい

くことが望ましい方向だろうと思います。その

ためには、労働時間の短縮、同一価値労働同一

賃金、ケアの社会化の促進、子どもの保育を受

ける権利の保障、男性の育児

参加、ケアと社会参加の両立

を進めることが求められてい

ます。 

山根純佳先生：実践女子大学人間 

社会学部准教授 1976 年横浜市 

生まれ。東大大学院人文社会系研 

究科博士課程修了。社会学博士 
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我孫子で生きる女性たち我孫子で生きる女性たち我孫子で生きる女性たち我孫子で生きる女性たち    そのそのそのその３３３３    

それぞれの場所でいきいきと活動している我孫子の女性を紹介します。 

 

「「「「最期最期最期最期までまでまでまで自宅で」を支えたい自宅で」を支えたい自宅で」を支えたい自宅で」を支えたい    

西柳 和嘉子（にしやなぎ わかこ）さん 

訪問看護ステーションまど 管理者 

 

子育ての期間中、看護師の仕事を継続

できる環境がなく、いったん仕事をやめ

て専業主婦だった西柳さん。ある時当時

住んでいた東京で、区が重症障害者の訪

問看護のための看護師を募集しているこ

とを知りこれに応募、訪問看護師として

働き始めました。 

訪問看護師として実績を積む中で、高

齢者の在宅療養に、より関心を持つよう

になってきていました。20 年程前我孫子

市内の病院に勤務するようになり、病院

が設置する在宅高齢者の看取りなども行

う市内初の訪問看護ステーションに開設

時から関わりました。 

自宅で最期を迎える方を見て感じるの

は、「本当にいいお顔」だということ。病

気であっても最期まで自宅で過ごしたい

と思う方の力になりたい、その思いは強

くなり、ついに９年前市内で在宅での看

取りを中心とした訪問看護ステーション

を自ら立ち上げました。「まど」の名前に

は西柳さんが目指す新しい看護への思い

が込められているようです。 

ステーションは24時間対応が基本です。

通常の訪問は日中行いますが、連絡があ

ればいつでも患者さんのもとへ駈けつけ

ます。患者さんは、高齢者、がんの方な

どが中心です。また多くは家族と同居で

すが、独居の方もいます。最期まで自宅

でとは言っても、本人にとっても、また

本人の意思を受け入れて支える家族にと

っても、不安もあり容易なことではあり

ません。夜間は特に心細く不安を感じる

ことが多いようです。そうした本人と家

族を医療面ばかりでなく、精神面からも

西柳さんとスタッフは日々支えています。 

在宅医療といっても、医療の技術・器

具の進歩により高度化しているとのこと。

病院で見放された患者さんが在宅で快方

に向かった例もあるそうです。在宅であ

っても「その方に適した医療を医師との

連携で提供することが基本です」。 

在宅の良さはなんといっても「本人主

体」であること。本人の意向に沿いなが

ら最期まで生きることを支える西柳さん。

悩んだ時は、自分を本人の立場に置き換

えて、どうしてほしいかを考えるように

していると話していました。  （佐竹） 

“あびこ女性会議“で一緒に活動しませんか！ 

あびこ女性会議は、だれでも自分らしく生きられる社会を目指して活動する市民グループです。 

 定例会：毎月第 1 木曜日 午後 1 時 30 分から 市民活動ステーション（けやきプラザ 10 階） 

   ※年会費 1,000 円       連絡先：あびこ女性会議代表・濱田 ℡ 7183－2789 


