
　そうですね、直接的には要員不足も大きな課題です。でも実は課題はそれだけでは
ありません。（労働力）人口が減ってしまうと日本経済が悪くなってしまう
かもしれないのです。

次号では、女性の社会進出と少子化の関係について考えます

ワークいきいきライフいきいきワークいきいきライフいきいきワークいきいきライフいきいき

“Wi－Liプラン”特集①“Wi－Liプラン”特集①“Wi－Liプラン”特集①“Wi－Liプラン”特集①
　少子高齢化が急速に進み、育児・介護などに起因する課題は、今や誰にでも生じる可能性があります。そのような
状況の中、それぞれが抱える家庭の事情に影響されることなく、仕事でも家庭でもいきいきと活躍し続けるためには、
当事者だけでなく豊田自動織機で働く全員が意識と働き方を変えることがとても大切です。
　労働組合は2016年総合生活改善の取り組みで「意識変革・働き方改革」について会社に提言をして以降、みな
さんの声を聴く活動を行っています。また、この取り組みを今後の労働組合の重要な活動と位置付け、「ワークいき
いきライフいきいき“Wi－Liプラン”」と命名して、みなさんと一緒になって取り組みをスタートすることにしました。
ユニオンニュースでは今後、取り組みの背景をシリーズでお伝えします。まず第一回目は少子高齢化の課題につ

いてお伝えします。

ところで、少子高齢化が課題
って言うけど・・・結局何が課題なの？

　年金・医療・介護など少子高齢化から生じる課題はたくさんありますが、
働く者の視点で見ると働く人の数が減ってしまう、つまり「（労働力）人口の減少」
も、大きな課題の一つですね。

　それ以外にも国や自治体の税収が減りますから、公共サービスの質が低下する、例えば
道路の補修が進まなくなる、ことも考えられます。この課題を解決するには
○子供を産み・育てやすい環境（社会や会社）
○多くの女性や高齢者の方々が元気に働ける環境（社会や会社）
をつくり、労働力人口の減少を抑えることが大切です。

　働く人が少なくなるってことは・・・、要員不足が生じやすい
ということか・・・。それは困るなぁ。

　「景気が悪くなる」ということは・・・、物が売れなくなって・・・、会社の業績が悪くなって・・・、
賃金・一時金も下がってしまうかもしれないということ！？　それは困るわ！

人口が
減る

働く人が
減る

収入の
ある人が
減る

将来不安
で少子化
が進む

物が売れ
なくなる

景気が
悪くなる

人口減少の
悪循環



次号では、働く女性の思いについて考えます

ワークいきいきライフいきいきワークいきいきライフいきいきワークいきいきライフいきいき

“Wi－Liプラン”特集②“Wi－Liプラン”特集②“Wi－Liプラン”特集②“Wi－Liプラン”特集②
　少子高齢化が急速に進み、育児・介護などに起因する課題は誰にでも生じる可能性がある今。それぞれが抱える
家庭の事情に影響されることなく、仕事でも家庭でもいきいきと活躍し続けるためには、当事者だけでなく豊田
自動織機で働く全員が意識と働き方を変えることがとても大切です。
　労働組合は「意識変革・働き方改革」を重要な取り組みと位置付け、「ワークいきいきライフいきいき“Wi－Liプラ
ン”」と命名して、みなさんと一緒になって取り組みをスタートすることにしました。ユニオンニュースでは取り組みの
背景をシリーズでお伝えします。前回号（No.47）では「少子高齢化の課題解決のために必要なこと」について
お伝えしました。

でも働く女性が多くなると、結婚や
出産をしない人が増えるんじゃない？

　そう考える日本人、特に年齢の高い方も多いようだけど正反対よ。下のグラフを見て。横軸は
15歳から64歳の女性で働いている人の割合、縦軸は一人の女性が生涯に産む子供の数よ。
働いている女性の割合が高い国ほど、子供を産む数も多いことが分かるでしょう？

その通り！！！だからこそ、いま大切なのは
○子供を安心して預けて働ける社会、育児と仕事を両立できる会社　はもちろん
○男性も育児にしっかりと参加できる社会・会社　を
みんなが参加してつくっていくこと　これがとても大切なのよ

　　そんなこと言ったって・・・、「保育園落ちた日本・・・」のブログが話題になったように、
子供を預けられなければ働けないじゃない！それに育児や家事だって
ほとんど女性がやっているのよ。あれもこれも女性に押し付けようとしていない？

（前回のおさらい）
少子高齢化の課題解決には
○子供を産み・育てやすい環境（社会や会社）
○多くの女性や高齢者の方々が元気に働ける環境（社会や会社）
をつくり、労働力人口の減少を抑えることが大切です。ご理解いただけましたか？
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次号では、男性の育児参加について考えます

ワークいきいきライフいきいきワークいきいきライフいきいきワークいきいきライフいきいき

　少子高齢化が急速に進み、育児・介護などに起因する課題は誰にでも生じる可能性がある今。それぞれの家庭の
事情に関係なく、仕事でも家庭でもいきいきと活躍し続けるためには、当事者だけでなく豊田自動織機で働く全員
が意識と働き方を変えることがとても大切です。
　労働組合は「意識変革・働き方改革」を重要な取り組みと位置付け、「ワークいきいきライフいきいき“Wi－Liプラン”」
と命名して、みなさんと一緒になって取り組みをスタートすることにしました。ユニオンニュースでは取り組みの背景
をシリーズでお伝えします。前回号（No.48）では「女性の社会進出と少子化の関係、そのために必要なこと」に
ついてお伝えしました。

本当にそう思うわ。家事や育児を一人で担って、
しかも働くってことは本当に大変なんだから・・・

家庭でも、会社でも男性の理解と行動が必要よ

　仕事と家庭の両立を頑張っている女性達の思いを知るの
に良いデータがあるの。このグラフを見て。

　まぁまぁまぁ、でもそれはとても大切なことよ。両立支援制度が整っていても、職場に使いづら
い雰囲気があっては意味がないわね。
○両立支援制度を気兼ねなく使える職場の理解と雰囲気　はとても大切。もっと言えば、
○両立支援制度を男性も使っている職場　であれば言うことなしね。

　そう思ってもらえることは嬉しいけれど・・・、でもやっぱり「育児は女性の役割」
っていう先入観があるみたいね。そこがイマイチだわ。たまには奥さんの代わりに
お子さんの看病で会社を休んでみたらどうかしら？

へぇ～！
私と同じようなことを思って
いる女性って結構多いのね。

　そんな風に思わなくってい
いのに・・・。
　子育てをしているお母さん
ならよくあることだもんね。

（前回のおさらい）
女性がいきいきと元気に働くためには
○子供を安心して預けて働ける社会、育児と仕事を両立できる会社　そして何より
○男性も育児にしっかりと参加できる社会・会社　を
みんなが参加してつくっていくことが大切です。ご理解いただけましたか？

図表． 働く女性が職場で、家庭や育児の関係で心苦しく思うこと
　　　  出典：内閣府男女共同参画会議　基本問題・影響調査専門調査会　提出資料
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■職場で、家庭や子供の関係で次のようなことが
あった場合、あなたは心苦しく思うほうですか？

残業や出張などができない

仕事を量的・質的に思うように
仕上げられない
プロジェクトリーダーなど責任の大き
い仕事を引き受けられない
仕事と子育てを両立するための
会社の制度を利用する

後輩や部下の面倒までみられない

子供の都合で突然遅刻や早退、
休みなどを取らなければならない

“Wi－Liプラン”特集③“Wi－Liプラン”特集③“Wi－Liプラン”特集③“Wi－Liプラン”特集③

刷り色　スミ



ワークいきいきライフいきいきワークいきいきライフいきいきワークいきいきライフいきいき

　少子高齢化が急速に進み、育児・介護などに関連する課題は今や誰にでも生じる可能性があります。それぞれの
家庭の事情に関係なく、仕事でも家庭でもいきいきと活躍し続けるためには、当事者だけでなく豊田自動織機で
働く全員が意識と働き方を変えることがとても大切です。
　労働組合は「意識変革・働き方改革」を重要な取り組みと位置付け、「ワークいきいきライフいきいき“Wi－Liプラン”」
と命名して、みなさんと一緒になって取り組みをスタートすることにしました。ユニオンニュースでは取り組みの背景
をシリーズでお伝えします。前回号（No.49）では「育児と仕事を両立している女性の思い」についてお伝えしました。

日本ではイクメンという言葉がはやったけれど・・・、
日本の男性は育児や家事にどれくらい参加しているの？

　まずは男女の差を比べてみましょう

　海外との比較データもあるわ。6歳未満の子を持つ夫の家事・育児時間は北欧諸国はも
ちろん、アメリカやドイツと比べても1/3以下。男性の仕事と家庭の両立はまだまだね。
　男性が家事・育児に参加するほど、第2子の出生割合が高いことも分かっている
の。少子化対策は女性の問題だけではないということが良くわかるでしょう？

　でも、どうすればいいんだろう？
明日から突然「残業はできません」
とも言えないし・・・。正直、今まで
全く興味がなかったから、会社の
制度だってよく知らないし・・・。

　会社の両立支援制度を知らない男性は多
いと思います。仮に知っていても利用した
ことがない人が大半ではないでしょうか？
（編集人も記事と実生活とのギャップに苦しみながら、
このシリーズを連載しているみたいですよ）

　まずはみんなが会社の両立支援の
制度を知るところから始めましょうか。

（前回のおさらい）
　両立支援制度が整っていても、職場に使いづらい雰囲気があっては意味がないわ。
○両立支援制度を気兼ねなく使える職場の理解と雰囲気  はとても大切。もっと言えば、
○両立支援制度を男性も使っている職場  であれば言うことなしね。

図表．主な行動の種類別生活時間（平成18年）－週全体、末子が3歳未満の共働き世帯の夫・妻
出典：総務省統計局　夫と妻の仕事、家事・育児、自由時間の状況

“Wi－Liプラン”特集④“Wi－Liプラン”特集④“Wi－Liプラン”特集④“Wi－Liプラン”特集④

次号では、育児・介護に関する会社の支援制度をお伝えします
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次号では、4月に実施した育児・介護に関するアンケートの結果（一部）を紹介します

男性が利用できる両立支援制度
　【育児支援】

○ 妻出産公休
○ 育児休職
○ 勤務軽減措置
○ 時間外労働の制限
○ 時間外労働の免除
○ 深夜労働の免除
○ 子の看護のための公休
○ 短時間勤務制度
○ 託児所利用
○ ウェル・カムバック制度（再雇用制度）

　【介護支援】
○ 介護休職
○ 勤務軽減措置
○ 深夜労働の免除
○ 時間外労働の制限
○ 介護のための公休
○ ウェル・カムバック制度

ワークいきいきライフいきいきワークいきいきライフいきいきワークいきいきライフいきいき

“Wi－Liプラン”特集⑤“Wi－Liプラン”特集⑤“Wi－Liプラン”特集⑤“Wi－Liプラン”特集⑤
　少子高齢化が急速に進み、育児・介護などに関連する課題は今や誰にでも生じる可能性があります。それぞれの家
庭の事情に関係なく、仕事でも家庭でもいきいきと活躍し続けるためには、当事者だけでなく豊田自動織機で働く
全員が意識と働き方を変えることがとても大切です。
　労働組合は「意識変革・働き方改革」を重要な取り組みと位置付け、「ワークいきいきライフいきいき“Wi－Liプラン”」
と命名して、みなさんと一緒になって取り組みをスタートすることにしました。ユニオンニュースでは取り組みの背景
をシリーズでお伝えします。前回号（No.50）では「男性の育児参加」についてお伝えしました。

豊田自動織機で男性が
使える両立支援制度には
どんなものがあるの？

へぇ～
結構いっぱい

　どう？たくさん制度があるでしょう？詳しくは会社から配布された
「仕事と家庭の両立支援ハンドブック」を、
できれば夫婦一緒に見てください。
　これまで「少子化、出産・育児」などにスポットを当てて説明して
きましたが、「介護」はより多くの人に関係します。団塊の世代が75歳に
なる2025年に、日本は大介護時代を迎えると言われています。多くの
男性が仕事と介護を両立しなくてはならい時代はすぐそこです。

　私たちは今までと同じ考え方・働き方で本当に大丈夫なのでしょうか？
一人ひとりが自分のこととして考え、みんなで行動することが大切ですよね。

　男性が利用できる制度はとてもたくさ
んあります。折角の機会ですから育児だ
けでなく、より多くの人に関係する
「介護と仕事の両立支援制度」に
ついても合わせて確認してみましょう！

（前回のおさらい）
　会社の両立支援制度を知らない男性、仮に知っていても利用したことがない人が大半では
ないでしょうか？まずはみんなが会社の両立支援の制度を知るところから始めましょう！



ワークいきいきライフいきいきワークいきいきライフいきいきワークいきいきライフいきいき

　少子高齢化が急速に進み、育児・介護などに関連する課題は今や誰にでも生じる可能性がります。それぞれの家庭
の事情に関係なく、仕事でも家庭でもいきいきと活躍し続けるためには、当事者だけでなく豊田自動織機で働く
全員が意識と働き方を変えることがとても大切です。
　労働組合は「意識変革・働き方改革」を重要な取り組みと位置付け、「ワークいきいきライフいきいき“Wi－Liプラン”」
と命名して、みなさんと一緒になって取り組みをスタートすることにしました。ユニオンニュースでは取り組みの背景
をシリーズでお伝えします。前回号（No.51）では「男性が利用できる豊田自動織機の両立支援制度」について
お伝えしました。

　僕はなんとなく理解できたけれど・・・、
みんなはどう思っているの？

　ところであなたがイメージする
「社会全体」ってどんなものですか？

　では4月に労働組合が行ったアン
ケートの結果を見てみましょう。

　へぇ～！ 多くの人が社会全体での取り組みが
必要だと思っているんだね。

え～っと・・・、行政とか、会社とか、地域とか・・・かな

　そう、その通りですね。最後にアンケート後に行った懇談会でのコメントもいくつか紹介します。
ぜひ「自分の将来、会社の将来、社会の将来」を考えながら目を通して下さい。

　多くの人があなたみたいに「社会全体」のことを「行政や会社、自分以外
の他の人のこと」と思っているならば、たぶん職場も世の中は変わらないわ。
あなたも私も社会の一員としてちゃんと考えて、行動をはじめることが大切
なんじゃないかしら。

（前回のおさらい）
　豊田自動織機には両立支援制度がたくさんあります。大介護時代も目前に迫る今、私たちは今
までと同じ考え方・働き方で本当に大丈夫なのでしょうか？一人ひとりが自分のこととし
て考え、みんなで行動することが大切です。

“Wi－Liプラン”特集⑥“Wi－Liプラン”特集⑥“Wi－Liプラン”特集⑥“Wi－Liプラン”特集⑥

労働組合はWi－Liプランの取り組みを通じて、この課題に愚直に取り組みます！

Q あなたは社会全体で「子どもを産み、育てるための環境整備」に、取り組んでいく必要があると思いますか？

連載「Wi-Liプラン特集」は今回で終了です。ありがとうございました。

どちらかと言えば
そう思わない：3%

そう思わない：3%

どちらかと言えば
そう思う：21%

そう思う：73%

N=11,343

そうだった・・・
ついうっかり！

今は子供はいないが、
できたら育メンになりたい

障がいを持つ家族が
いる場合、本人からは
言い出しにくい

昔ながらの、
遅くまで
働いていると
評価されるという
風土がある

小さい子供がいる方は
早く帰宅する。
そのしわ寄せがくることがある

両立支援制度を利用する
男性が周りにいないので
利用しにくい

職場が忙しくて休みづらく、
不妊治療をためらっていた
人を知っている

男性を中心に早く帰ることが
許される雰囲気が
大切だと思う

こういうことは
国がやるべき
ではないか？
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