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序．はじめに 

 

１．調査の背景と目的 

結婚・出産後も継続して働く女性が増え、また厳しい経済情勢のもと、非正規社員・職員が増

える一方で正規社員を中心に長時間労働が増える傾向がみられる。こういった状況の中、仕事と

生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）について働く側の関心が高まりつつあり、企業側にお

いても人材確保や福利厚生面の充実の観点から、仕事と生活の調和について年次有給休暇制度や

育児・介護休業制度など制度の導入が進みつつある。 

しかしながら、制度の導入は一定進みつつあるものの、実際には制度を利用しにくい雰囲気が

あったり、正規社員・職員の長時間労働化がある中で、女性自身が時間的・体力的に継続就労を

断念したりすることも多い。また、大手企業では制度面での整備が進みつつあるが、中小企業で

は制度導入が進んでいない場合も多く、出産や子育て時に仕事を辞めることが当たり前だと考え

る女性も多いとされている。 

このため、本調査では、今後の滋賀県における仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

の推進に向けて、企業と労働者双方の観点から労働環境等の実態を調査し、女性の離職や継続就

労の実態や意向、子育て世代の長時間労働化の実態、さらには男性の育児参加の意向や実態につ

いてアンケート調査で把握するとともに、県民インタビューと企業へのヒアリングを実施するこ

とで、アンケートで把握しきれない内容を補足し、全国や他府県との比較も踏まえて滋賀県の特

性を明らかにしながら、今後の滋賀における仕事（就労）をめぐる課題解決のための施策の検討

資料を得ることを目的に実施した。 

 

２．調査の視点 

本調査では今後の仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けて、鍵を握る

と考えられる女性の継続就労等の状況と影響を及ぼすとみられる環境・要因の分析、正規社員の

長時間労働化等にみられる働き方の二極化の状況、男性の育児参加の状況の３点に特に着目して

調査を実施し、得られた調査結果の分析を行った。分析にあたっては、全国や他府県との比較や、

地域別・業種別の特徴の把握等も意識して実施した。 

なお、これまでの調査等から予想される傾向や、男性の育児参加の状況に関する「平成 21 年度 

滋賀県労働条件実態調査」で把握された結果等は以下の通りである。 

 

（１）女性の継続就労とキャリアアップ 

・全国に比べて結婚や子育て等で離職する女性が多い。 

・女性の管理職比率が低い。 

（２）働き方の二極化 

・正社員以外の労働者の増加。 

・正社員の長時間労働。特に子育て期の男性に長時間労働が多い。 

（３）男性の育児参加 

・就労しながら出産する女性の約 9 割（88.7%）が育児休業を取得。 

・一方、男性の取得率は 1．4％にすぎない。
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３．調査の内容および方法 

(1)県民における意識や現状の把握 

・県内在住の 25～44 歳の男女を対象としたアンケート調査（配布数 男女計 3000）  

・県内在住および在勤の子育て中の男女、求職中の女性、子育て世代の子どものいる女性等 

 を対象としたインタビュー調査※１（実施対象 13 男女計 68 人） 

(2)企業における雇用環境等の実態把握 

・常用労働者 10 人以上の民営事業所を対象としたアンケート調査（配布数 計 1000）  

・仕事と生活の調和を推進している企業を対象としたヒアリング調査※２（実施数 計 17） 

(3)滋賀県の特性分析と課題解決のための阻害・促進要因の解明 

・アンケート調査のクロス集計、県民インタビュー調査、企業ヒアリング調査、全国および 

 周辺府県との労働環境等の統計データの比較をもとに、仕事と生活の両立を可能とさせる 

 労働環境等について、課題解決および阻害・促進要因を整理 

(4)課題解決に向けた今後の方向性と施策の提案 

・課題解決のために求められる取組の方向性と具体策について提案 

 

※１ 県民インタビュー 調査概要 

滋賀県内に在住・在勤する子育て中の男女、求職中の女性、祖母世代を対象に、地域バランス

を加味してグループインタビューを実施し、仕事に対する意識や、仕事と生活との両立に向けた

個人・家庭・地域での取組み状況など、労働環境や仕事と生活の両立に対する意識等の実態を把

握した。 

①調査対象  計 68 人にインタビューを実施。 

          対象者※順不同 対象者居住地域 女性 男性

子育て中の ○彦根市北老人福祉センター内「子育てひろば」利用者 湖東 １１ ４

男女 ○「女性のチャレンジ支援講座」受講生 大津、湖南、 

東近江、湖東 

１０

 ○大手企業（大津市） 研究員 大津、滋賀県外 ２ ４

 ○大手企業（大津市） 男性の育休取得者 湖南 ２

 ○大津市内 新興住宅地居住者 大津 ５ ４

 ○滋賀県学童保育連絡協議会 大津、湖南、 

東近江、甲賀 

３ ２

 ○大阪府内 団体職員 湖南 １

 ○社会保険労務士 湖西 １

 ○料亭 従業員 湖西 １ １

求職中の女性 ○高等技術専門校（草津市、米原市）受講生 大津、湖南、湖東 ７

 ○母子家庭の母集合型職業訓練コース 受講生 大津、湖東 ３

祖母世代 ○滋賀県地域婦人団体連合会 大津、湖南、 

東近江、湖北 

６

 ○彦根市社会福祉協議会ボランティア（子育て支援） 湖東 １

 計   ５１ １７

②調査方法、調査期間 

1)調査方法  現地訪問により、個人もしくは 3～9人のグループでインタビュー調査を実施。 

2)調査期間  平成 22 年 12 月 ～ 平成 23 年１月 
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③調査項目 

○就労状況や就労経験等について 

○配偶者等の就労形態、家事・子育ての分担状況について 

○仕事と生活の両立についての理想、現状、今後の希望 

○男性の育児参加について 

○仕事と生活の両立の実現に向けて、期待すること 

 

※２ 企業ヒアリング 調査概要 

アンケート回答企業より、仕事と生活の両立支援の取組みやポジティブ・アクションなどを進

めている企業を対象に、業種および地域のバランスを加味してヒアリングを実施し、取組み推進

のねらいやきっかけ、取組みに対する企業内外の評価、取組み成果などを、雇用状況や労働環境

等の実態とあわせて把握した。 

①調査対象   業種および地域のバランスを加味して、17 社にヒアリングを実施。 

対象者 業種 従業員数 企業の所在地域 備考 

Ａ社 教育、学習支援業（学校教育） 300～999 人 湖南（本部は滋賀県外）  

Ｂ社 卸売・小売業（各種商品小売業） 300～999 人 湖南  

Ｃ社 卸売・小売業（その他の小売業）  10～ 29 人 大津  

Ｄ社 製造業（家具・装備品製造業）  30～ 99 人 湖東  

Ｅ社 製造業（一般機械器具製造業） 300～999 人 湖南  

Ｆ社 製造業（食料品製造業） 100～299 人 東近江  

Ｇ社 医療、福祉（病院） 300～999 人 湖東  

Ｈ社 製造業（食料品製造業） 300～999 人 大津（本社は滋賀県外）  

Ｉ 社 建設業（総合工事業）  30～ 99 人 湖南  

Ｊ社 製造業（木材・木製品製造業） 1000 人以上 東近江（本社は滋賀県外） 男性の育休取得者あり

Ｌ社 卸売・小売業（その他の小売業）  30～ 99 人 湖西  

Ｍ社 飲食店、宿泊業（一般飲食店）  10～ 29 人 湖西  

Ｎ社 飲食店、宿泊業（宿泊業）  10～ 29 人 湖北  

Ｏ社 運輸業（道路貨物運送業）  10～ 29 人 湖北  

Ｐ社 製造業（食料品製造業） 100～299 人 東近江  

Ｑ社 製造業（繊維工業） 1000 人以上 大津（本社は滋賀県外） 男性の育休取得者あり

Ｒ社 製造業（窯業・土石製品製造業） 1000 人以上 大津 男性の育休取得者あり

※業種については、日本標準産業分類の大分類および中分類で表記統一している。 

※なお、ヒアリングを実施しなかった業種を中心に、滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業実践事例集（平成 22 年

度）も参考として整理・分析している。 

 

②調査方法、調査期間 

1)調査方法   企業訪問により、ヒアリング調査を実施。 

2)調査期間   平成 22 年 10 月 ～ 平成 23 年１月 

③調査項目 

○ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた両立支援策の取組み状況について 

○ポジティブ・アクションについて 

○雇用、労働環境の実態（女性の雇用状況、残業および時短の取組みについて） 

○仕事と家庭の両立支援など、労働環境の向上に向けたご意見など 
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注記：アンケート調査結果の集計対象、利用上の注意について 

◇集計対象について 

＊ 回答者全員を対象とした設問については、以下の例外を除き、回答者全員を集計対象とし、無

回答を加えたかたちで構成比を算出した。 

（例外１） 企業アンケート調査のうち、問 34（両立支援策の有無）については、各設問への回

答記入があるものを集計対象とし、無回答を除いたかたちで構成比を算出した。 

＊ 回答対象を限定する設問については、以下の例外を除き、各設問への回答記入があるものを集

計対象とし、無回答を除いたかたちで構成比を算出した。 

（例外２） 県民アンケート調査のうち、女性１（離職・再就労の状況）については、女性全員

を集計対象として、無回答を加えたかたちで構成比を算出した。 

（例外３） 企業アンケート調査のうち、問 17（女性管理職が少ない理由）については、問 16

（管理職の人数）において女性管理職が多い企業からの回答が多数あったため、回答

記入のあるもののうち、女性管理職が１割未満であることが確認された事業所のみを

集計対象とした。 

＊ 県民アンケート調査の標本抽出において、湖西地域の抽出ウェイトを２倍にしている。（誤差率

を少なくするため） 

 

◇調査結果の利用上の注意について 

＊ 本調査結果集計の構成比（％）は、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、内訳

の合計が必ずしも 100.0％とならない場合がある。 

＊ サンプル数が少ないデータについては、誤差が大きいものがあると考えられるため、利用によ

っては注意を要する。 

＊ 企業アンケート調査は、「平成 18 年事業所・企業統計調査」の抽出時に常用労働者 10 人以上で

あった民営事業所より無作為抽出しているため、今回の調査時点で常用労働者 10 人未満に従業員

が減少した企業も含まれている。 

＊ 平成 21 年度までの労働条件実態調査では各事業所の従業員数であったが、今回の企業アンケー

ト調査では全事業所の従業員数を示している。 

 


