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そろそろ︑働いてみようかな
でも・・・
結婚や出産をきっかけに
いったんお仕事をお休みしていたあなた
﹁そろそろ︑また働きたいな﹂
そんな気持ちになっているかもしれません

でも・・・

まだ子どもが小さい
あずけて働いて︑本当に大丈夫？
両親に介護が必要になるかも
育児や介護をしながら働けるかな
ブランクがあって勇気が出ないな

暮らしのなかで働く

でも

この冊子では︑自分らしい働き方探しのヒントをたっぷりお伝えします

今すぐにでも働きたいと考える人は少なくないはず

こんな思いが叶うなら︑

﹁ブランクが長いから
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人それぞれに﹁でも﹂はある

知るってとっても大事！「自分らしく働くための３つのヒント」
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知るってとっても大事

自分らしく働くための３つのヒント
自分らしく働くために何よりも大切なのは “ 知る ” こと。
「今の暮らしにあった働き方って？」「そんな働き方ができる職種は？」
「そもそも、自分らしさって何だろう？」知れば知るほどどんな行動を
すればいいかがわかり、「これ！」という仕事にめぐり会いやすくなります。

1

まず、
どんな働き方がしたいのか知りましょう

2

今、どんな仕事・働き方があるのか
知りましょう
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「以前の仕事の経験を活かしたい」「幼稚園のお迎えに行ける時間にはあがり

ＩＴの進化も手伝って、今、働き方のカタチはとても豊富。在宅ワーク OK、ウェ

たい」「自転車で通勤できる範囲がいいな」etc. …、やりたいこと、できること、

ブで会議に参加可能、副業推奨といった具合に、プライベートを大切にしなが

ライフスタイルをふまえて、働く自分をイメージしてみましょう。

らでも働きやすい環境が整いつつあります。一方で、事務職のようにニーズが

少し欲張りかな？と思うことでもまずは書き出すことが大切。自分の条件がわ

減ってきている職種も。ニュースをチェックしたりハローワークに相談したり

かっていれば、チャンスもつかみやすくなります。

して、アンテナを張っておきましょう。

3

自分が住んでいる地域・エリアを
知りましょう

育児や介護などで働き方に制約のある人にとくにおすすめしたいのは、自宅

近くで仕事を見つける “ 職住近接 ” です。通勤が楽チンで、時間を有効活用で
きるのが魅力。地元を知っているからこその働きやすさもあるでしょう。
求人情報に載らないお宝求人に遭遇することもあるので、地域にどんなお店や
会社があるのか、こまめに情報収集してみましょう。
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暮らしのなかで働く

「暮らす」と「働く」はつながっています。
ワーク・ライフ・バランスという言葉が知られるようになりましたが、
ワークとライフは、本来は切り分けて考えられないもの。
この特集では、家族も仕事も自分の暮らしも大切にした結果、
「職住近接」という働き方にたどりついた女性たちのエピソードを紹介します。
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「こんなに多様で充実した働き方が、叶うんだ！」
そんな発見ができれば、地域に向けるまなざしがちょっぴり変わるかもしれません。
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〈株式会社 東旗〉

村山で越えていく時間 ・ 場所 ・ 国境

・所在地

東京都武蔵村山市残堀 4-17-8

・電話

042-510-2593

・創業

2012 年

・事業内容

オーガニック・無添加食品と化粧品
キッチン用品のインターネット通販

・URL

https://kawashima-ya.jp/

地元にいながら 、 グローバルにク リエイティブに
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2012 年、自宅の冷蔵庫を倉庫代わりに河

北海道、ベルリン、インドネシアでリモート

島酉里さんがスタートさせたインターネット

ワークをするメンバーも。彼らは、全国にい

通販会社、“ かわしま屋 ”。当初は、厳選し

る生産者さんの取材や商品撮影、また英語、

た発酵食品がわずかに 6 品。それが 8 年経っ

中国語サイトの構築などに各人のスキルを発

た現在は、取扱品目が 1000 を超えるまでに。

揮しているといいます。

全国を探し歩いて出会った作り手の無添加食
品や自然派化粧品が人気を呼び、オリジナル
商品の開発も手がけています。

川口あけみさん

７

ゆうり

コンテンツチーム

河島酉里さん

代表取締役

美術大学卒業後、販売職として就職。働きながら

映像制作会社で CM の制作に携わり、仕事にまつわる

ウェブ制作の勉強をし、ウェブ制作会社に転身。

市場調査で全国の醸造蔵の作り手と出会う。その窮乏

e コマース事業（通信販売）に魅力を感じ、育児をし

を知り、2012 年 1 月 1 日よりネットショップ “かわし

ながら長く働き続けられる環境を模索していた。契

ま屋” オープン。2015 年に父親の事業会社「東旗」を

約社員を経て 2016 年 2 月にかわしま屋の求人に応募

継ぎ、事業所を武蔵村山に移転。2018 年には海外向け

し、入社。現在は正社員として週 5 日出社している。

通販サイトもスタートした。

ワーク・ライフ・バランスと事業成長の実
現。生まれ育った地元・武蔵村山にいながら、
グローバルかつクリエイティブな仕事を作り

「僕自身、子どもが 2 人いるのでムリな働

出すことができたのは、ｅコマースという時

き方はしないスタンス。家事育児は妻と分担

流のビジネスに着目したことも大きかったで

しています。だから残業は無し、定時は 16 時

しょう。けれど、他の通販サイトと差別化が

30 分なので 17 時には誰も会社にいませんよ」

できた決定的な理由は、河島さん自身が生活

パパである河島さんが働きやすい環境は、
ほかの子育てファミリーにとっても働きやす

者としての時間を大切にし、その経験を仕事
に還元してきたからといえそうです。

い環境。現在、16 名まで増えたスタッフは、
9 割が女性で、うち 7 割近くが会社の近隣に
住む育児真っ最中のママ。一方で、大阪や
８
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憧れの “ ずっと働き続けられる会社 ” に地元で出逢えた

2017 年 11 月から第二子出産の育休に入り、
翌年 4 月から在宅ワーカーとして復帰、2019
年 4 月からオフィスに本格復帰しました。
「子ども 2 人を抱えて仕事ができるのか不
安でしたが、この会社では在宅ワークで収入
を得ながら様子を見ることができた。出産か
ら 1 年半かけて、ムリのないペースで本格的
な復帰ができたのはありがたかったです」
主な仕事はサイトの制作ですが、記事の取
材・執筆、撮影にとどまらず、商品ラベルや
パッケージの制作、動画制作やマーケティン
グなど、実際の業務は多岐にわたります。

間的に難しいときは受け入れてもらえるの
で、ムリもありません。お互いの状況を共有
しながら、気軽に意見が言い合える雰囲気な
ので働きやすいんです」
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川口さんがデザインしたオリジナル商品

もともとが通販サイト好き。ユーザー層と年
代が近いこともあって、
「こうしてみたら？」
という提案がどんどん採用されるのもやりがい
につながると川口さんは話します。
「自然豊かな多摩エリアが好き。そこに暮らし、
通勤も楽しみながら地元企業に貢献できている
のもうれしい。家の中は平日は散らかっている
けれど、仕事と育児、両方あることがそれぞれ
のリセットになっています」
大学卒業後、3 回の転職を経験した川口さん。
理想だった「ずっと働き続けられる会社」は、

業務は、撮影・執筆・商品デザインと多岐にわたる
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あけみさんは、4 歳と 1 歳の子どものママ。

「いろいろな経験ができるので刺激的。時

０で
も

かわしま屋のコンテンツチームで働く川口

川口あけみさんは



時間に占める仕事の割合は 70。

でも、とても楽しく「仕事が趣味」と言えるほどなので、
気持ちに占める割合は 90 です。

働くことが心地よく、ずっと仕事のことを考えています！

ウェブを使って起業する、 ウェブの会社で働くためには ?

ＩＴ分野の急速な発達で、以前は難しかった働き方が柔軟に実現できる世の中になりました。
出社したり出張したりしなくても会議や商談ができるため、プライベート（育児、介護など）
優先でリモートワークをしても OK という企業も増えています。また、店舗を持たずに商品販
売ができるので、かわしま屋のようなｅコマースサイトを運営したり、個人がホームページか
ら作品などを提供する事業を始めるケースも。
ウェブの恩恵を受けながら仕事をするためには、まずある程
度のＩＴ知識が必要です。イチからスタートするなら、スクー
ルや職業能力開発センターなどで基礎を身につけるのも良いで
しょう。日進月歩の世界なので、就業後も情報収集やスキルの
アップデートを続ける継続力と好奇心が必要です。

身近なところにありました。
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社会医療法人財団 大和会
・所在地

東京都武蔵村山市榎 1-1-5

・電話

042-566-3111

・開院

2005 年

・標榜科目

村山で女性リーダーになるということ

武蔵村山病院

内科・消化器内科・小児科・産婦人科・外科・乳腺外科・整形外
科・眼科・耳鼻咽喉科・放射線科・リハビリテーション科・泌尿
器科・麻酔科・皮膚科・病理診断科・歯科（入院のみ）・健診科

・URL

http://www.yamatokai.or.jp/musasimurayama/

男性も女性もいる職場だから、
支え合って輝ける
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小栁貴子さんと木村敦子さんは、いずれも

２人の子どもを育てながら武蔵村山病院で働

事情は個々人で違います

く看護師。認知症疾患医療センターの “ 師長 ”

から、しっかりと話を聞く。そのうえで小栁

という肩書きを持つ木村さん。看護部長の小

部長と情報を共有し、『この人はどういうカ

栁さんは、木村さんのような師長 15 人を束

タチなら働きやすいのか』と話し合い、その

ねるのが役目。院内で働く約 270 人の看護

環境が提供できるように考慮しています」

師のトップの立場です。

小栁「年に 2 回、上司と面談する機会もあり

実は武蔵村山病院の看護師は、ママ率が高
め。育児と仕事を両立して働くロールモデル

木村敦子さん
武蔵村山病院 認知症疾患医療センター師長

小栁貴子さん
武蔵村山病院看護部長

25 歳で看護師資格を取得し、介護福祉士から転身。

武蔵村山病院の開院にともない東大和病院より異動。

2008 年より武蔵村山病院で働きはじめる。外来、

現在、看護部のトップとして全 15 人の師長を束ねて

病棟双方の勤務を担当後、2019 年４月より現職。

いる。プライベートでは 19 歳と 13 歳の子どものママ。

15 歳と 12 歳の子どものママ。日本糖尿病療養指

糖尿病看護認定看護師。

導士、西東京糖尿病療養指導士。
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左から、中山明侑美さん・岡本真侑さん・木村敦子さん・小栁貴子さん・山本加奈さん

木 村「抱 え て い る

ますが、『いつでも相談に乗るよ』という雰
囲気作りも大切だなと感じています」

が身近に多いため、相談がしやすく、「困っ

一方で、男性看護師も積極的に採用。育児

たときはお互いさまだよね」という雰囲気が

休業取得の実績もあることが若手男性看護師

日常的にあるといいます。認知症疾患医療セ

への刺激になり、男性でも育休が取りやすい

ンターのリーダーである木村さんは、看護師

風土の醸成につながっているといいます。

一人ひとりに目を配り、
「悩みを抱え込んでしま

小栁「看護師は女性が多いイメージがありま

う前に情報をキャッチ

すが、男性も女性もいてお互いに支え合うか

アップするように心が

らこそ、一人ひとりが活躍し、輝ける職場に

けている」そうです。

なるのではないかと私は思います」
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武蔵村山病院は 65 歳定年ですが、希望すれば

異動して日が浅く、やれること、やりたいこと、

可能性もたくさん残っていると思いたい。

看護師としての私、母としての私、そして自分

70 歳まで働けます。私はまだまだ働けるし、

看護師のスキルがあがれば、 村山の QOL があがる
※

※QOL＝人生の質。
「クオリティ・オブ・ライフ」の略。



常にニュートラルでいたいという思いを込めて
50 です。でも満足感は感じています。

やるべきことがまだまだあるという意味で 30。
自身それぞれが 1/3 ずつでバランスが取れてい
るという意味も込めてみました。

一人ひとりの人生の質のこと

木村「子どもが小さい頃は『友だちが病院に
行ったのに話しかけてくれなかった』と不満
そうでしたが、家のママと職場のママは違う
んだと、最近は子どもたちも理解してくれた
ようです」
とはいえ、仕事自体は地元密着型。とくに
木村さんが働く認知症疾患医療センターで
は、市や地域の人たちと協力して、介護予防
の活動に取り組む場面なども多く、病院の職
員以外と交流する機会が増えているそう。

木村「武蔵村山はとくに地域活動が活発で、
オープン。公助だけでは足りない部分を地域

のみんなで支え合える土地柄と感じます。
私たちも地域の病院として、地域に目を向け、
地域に出て行くことが大切。自己研鑽を続け
て エ リ ア の 底 上 げ を し て い き た い」
小栁「地域のみなさんからは講師の依頼など
もいただきますが、こうして新たな活躍の場
をいただけることも、武蔵村山で看護師とし
て働くやりがいになっています」

木村敦子さんは
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働き続けるために 「資格」 でライフイベントに強くなる

結婚、出産後も働き続けることが、女性にとって当たり前になってきました。けれど、出産

後に体調を崩したり、育児と介護が重なるなどして女性がキャリアを中断しなければいけなく
なるケースは少なくありません。働き手不足とされる昨今でも、一度退職した人がフルタイム
正社員として再就職するハードルは高いもの。終身雇用制度も崩壊しつつある今、ライフイベ
ントや世の中の変化に対応できるよう先手を打っておくことは誰にとっても大切です。
おすすめなのは、比較的難易度の高い資格を取得し、なるべく早いうちに実務経験を積んで
おく作戦です。例えば、武蔵村山病院で働く小栁さんと木村さんが持つ看護師資格は、人材不
足気味なうえ、医療機関は全国どこにでもあるため、育児・介護で退職しても、家族の転勤な
どで引越をともなう転職を余儀なくされても、仕事を継続しやすいのです。
同様の理由で、助産師や介護福祉士などの医療福祉資格、保育士

「もっと地域に求められる人になりたい」と

や教員といった子ども分野の資格、社会保険労務士などの士業資格

口を揃える小栁さんと木村さん。リーダーに

も安定感のある資格。手に入れるにはそれなりの努力が必要ですが、

を続けるその姿が、職場のモチベーションも

13

0 でもないチ
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COPY
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なった後も新しい経験をいとわず、自分磨き

2015 年に「東京都女性活躍推進大賞」大賞を受賞。女性医師も多数

０で
も

０で
も

の顔をのぞかせず看護師に徹します。

を 公 に し た く な い 人 も い ま す か ら ね」

働き方



なくありません。けれど、２人はあえてママ

小栁「医療者には守秘義務があります。通院

小栁貴子さんは

働き方

ート
ャ

ちや家族が患者として病院を訪れることも少

0 でもないチ
10
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職場と生活の場が近いから、子どもの友だ

地域の暮らしも引き上げてくれるのでしょう。

最近は育休期間を資格の勉強にあてる女性が増えているとか。一方
で、男女とも、育児が一段落した 40 代、50 代から大学（通信制大学、
社会人大学院）に入学し、資格の取得を目指すケースも多いそうです。
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多摩冶金 株式会社



・所在地

東京都武蔵村山市伊奈平 2-77-1

・電話

042-560-4331

村山から世界へ。

・創業

1951 年

もの作り最高水準を支える舞台裏

・事業内容

金属熱処理加工

・URL

http://www.tamayakin.co.jp/

「100 年続く会社」 を目指す
老舗のベンチャー
金属の熱処理加工を行う “ 多摩冶金 ” は、
この分野では指折りの技術を持つ会社です。

COPY

クライアントは世界の航空、宇宙関連企業と
いうビックスケール。村山に根ざしながらも、
つねに技術の熟練と時代技術への対応力が求
められるグローバルな職場なのです。

平岡恵美子さん

15

総務グループ長
マネージャー

秋山芽依さん

間もなく創業 70 年を迎える多摩冶金。こ
れまで中途一辺倒だった採用を新卒中心に切
り替えたのは、この先もずっと続く “100 年

ここに、女性新卒第一号として採用された

企業 ” を目指したいから。採用を担う総務グ

のが秋山芽依さん。もの作りが好きで、最初

ループ長の平岡恵美子さんは、「会社が大切

から “ 工場 ” に就職したいと考えていたそう。

にしている理念に共感してくれる人、『この

「そうしたら、こんな身近にうってつけの求

仕事が好き、カッコいい！』と誇りを持って

人が（笑）。通勤は自転車で 7 分。17 時に退

働いてくれる人を一から育てる必要があると

勤すると、10 分後には自宅でお風呂に入れ

考えました。やはり企業は人。仕事の醍醐味

る距離感。大好きな多摩エリアの自然を感じ

も技術も、良い人材に継承していきたいです

ながら働ける、最高の環境です！」

から」と話します。

加工グループ
真空熱処理ショップ

実は、同じ 2017 年に入社した２人。年齢
や担当部署は異なるものの、社内ではたびた

ベンチャー企業で制度設計からリストラまで一連の人

大学でメディア学を専攻し、経営、マーケティング、

事実務を経験。キャリアコンサルタントとしてキャリ

プログラミングなどを広く学ぶ。「長く働き続けるため

び息が合った様子を見せています。そして、

ア相談業務に 7 年携わった後、2017 年に多摩冶金に入

にも現場での経験を大切にしたい」と工場にこだわっ

社。人事、総務、採用等一連のスタッフ業務を一手に

て就活。2017 年、女性新卒採用第 1 期生として多摩冶

２人の入社以降、とくに活性化したのが採用

引き受ける。多摩エリアの地域活性化活動にも貢献中。

金に入社。正社員の育休取得第 1 号も目指している。

航空機の部品など世界基準の熱処理を行っている

というわけなのです。
16
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アップデートする大切さを、
職場が気づかせてくれる

働き始める前にチェック！保育の多彩なバリエーション

仕事をしている間の子どもの預け先は、今ではいろいろな選択肢

「園から指示されて参加した研修で、発達

つむぎ保育園の開園当初から働く原嶋はる

サポーターという資格を取得しました。これ

えさんは、現在、年長さんを担当するフルタ

が大変勉強になる良い機会で、『少し手のか

イム正社員。幼稚園の先生になるか保育士に

かるお子さんを専門的にみていきたい』と思

なるか迷った末、「幼稚園はすぐに降園時間

うようになりました」

が来てしまう。少しでも長く子どもたちと過
ごしたい」と保育士を選びました。一緒に遊

60 代、70 代になるまで女性も働き続ける

んでお昼寝をして、子どもたちの 1 日すべて

時代になるといわれる昨今、知識とスキルを

を見られるのが保育士の醍醐味なのだとか。

があります。知っていれば、家族のライフスタイルに合わせた保育
を実現することが可能。また、いくつかの預け先を確保しておけば、
いざという時のセーフティーネットにもなって安心です。
バラエティ豊かということは、保育の仕事をしたい人にとっても
ワークスタイルの選択肢が多いということ。子どもを預ける人、預
かる人双方にとって、ますます良い環境が整うといいですね。

認可保育所

認可外（無認可）保育所

自治体から認可された保育園。都道府県が

自治体の基準を満たしていなくても良い保

COPY

アップデートし続けることは不可欠。つむぎ
保育園では、そんな機会もどんどん提供して

以前の職場から数えると、すでに経験 20

くれるのです。さらに上位の資格を目指す原

年を超えるベテラン。自身の 2 人の子どもも

定めた基準を満たしているので、一定水準
の安心安全が保たれています。公的資金補
助があり比較的安価で利用できます。

育をしている施設は少なくありません。広
さ、設備、営業時間、料金などがまちまち
なので、必ず事前に見学を。

嶋さんは、保育の質と保育士の地位向上のた

それぞれ大学生、高校生となり、仕事もだい

めに、日々、工夫と提案をしてくれる事務長・

ぶ手慣れてきた原嶋さん。実はここへ来て、

笹本さんの存在は大きいと言います。

新たな目標が生まれたのだそう。

「これからは保育士も、自ら学んで変わっ
て行く時代。成長する自分が感じられるから

認定こども園

ベビーシッター

幼稚園の教育と保育園の長時間預り、双方

シッター会社から派遣された保育士が、自

の良さを取り入れた幼保一体型の施設。親
の就労義務がないのがうれしい。子育て相
談等、地域の子育て支援施設の機能も。

宅 や 指 定 場 所 で 保 育 を す る シ ス テ ム。
保育中に習い事が受けられたり、送迎サー
ビス付きなどさまざまなスタイルが。

こそ、『可能な限り働き続けたい』という意

0 でもないチ
10

働き方
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０で
も

欲もわいてくるのだと思います」

原嶋はるえさんは



ファミリーサポート

病児・病後児保育

自治体が仲立ちとなり、子どもを預かれる

病気や病気の回復中など集団保育ができな

家族と預けたい家族をマッチングする相互
援助システム。まずは自治体に相談を。

い期間に子どもを預かってくれる施設。自
治体、病院、NPO などが実施しています。

子どもも成長したので、自宅で過ごす時間はほぼ自分のもの。
ママの経験が活かせる仕事。つむぎ保育園でも多くのママが活躍

21

保育園では全力で仕事をし、家では犬と一緒にボーッとテレビ
を見る。メリハリある 50：50 のバランスの良い毎日です。
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株式会社 杉本組

オトコマエと女子力が共存する建設土木の未来

・所在地

東京都立川市一番町 4-17-1

・電話

042-520-8818

・創業

1980 年

・事業内容

総合建設業（土木・水道・ガス）

・URL

https://www.sugimotogumi.co/

国家資

格にも

土木＝スコップ持って力仕事

トライ

という時代じゃない
木材を多用したセンスの良い社屋。2 階の

「男性主力のイメージですが、実は女性の

オープンスペースでは時折クラフト教室が開

細やかさが活かせることも多い。子どもがい

催され、武蔵村山の女性たちの関心を集めて

て時間の制約がある女性に適した面もあるん

います。BBQ に流しそうめん、貸し切りバ

です」と、創業者でもある和子さん。

COPY
左から、上川悠子さん・上川和子さん・佐藤つぐみさん・伊藤小百合さん

創業以来 40 年、夫と二人三脚で杉本組を運営。今で
は一緒に会社をもり立てる長男、次男、つぐみさん
の母であり、従業員からも母のように慕われている。
恒例の忘年会旅行や BBQ など社内イベントも考案。

上川悠子さん

二級土木施工監理技師 他

タイルで働く。オープンスペースで消しゴムはんこ
の作家として女性向けクラスの先生を務めることも .。
23

るなど、何やら今ドキのベンチャー風で楽し

業界が変化していくおもしろさも実感できる

そうなこの会社、実は主たる事業は建設土木。

と思います」と仕事の魅力を語ります。

写真の女性たちは教室の講師を務めることも

ＳＮＳで積極的に発信するなど先取性も抜

ありますが、普段は事務方として約 20 人の

群、オトコマエでありながら女子力の高い

男性職人をフォロー。抜き打ちで現場に視察

” 杉本組 ”。地元で中身濃く働きたいという女

に行くこともあるのだそう。

性にはうってつけの職場かもしれません。

専門学校で製図を学び、結婚後家業のサポートに。
小学 6 年生、4 年生のママ。昨年は悠子さんと学校
に通い、土木施工監理技師資格を取得。今後は資格
を活かして現場にもでる予定。

ずっと 9 割で仕事をしてきたので身体に染みつ

いています。いつも仕事のことを考えています。
みんなが楽しく働けるのが一番だから。

暮らしより仕事のウエイトが少しだけ高い。自

分 が ニ ュ ー ト ラ ル で い ら れ る バ ラ ン ス で す。
常に 60 でいられるので働きやすいです。

伊藤小百合さん
現在は 16 時までの時短勤務。どんな質問をしても即
解決してくれることから、通称「杉本組のドラえもん」
と呼ばれる、杉本組勤続 10 年のスーパー事務職。男
女問わずメンバーからの信頼も厚い。

0 でもないチ
10
上川和子さんは



働き方

働き方

0 でもないチ
10
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子ども会や学校の PTA 活動をこなしながら柔軟なス

一級土木施工監理技師 他

たくさん取得できますし、女性が増加中の今、

ート
ャ

和子さん長男の妻。中学 3 年生と小学 6 年生のママ。

佐藤つぐみさん

働き手同士のコミュニケーションにも心を配

０で
も

取締役

娘のつぐみさんも、「長く活かせる資格を

０で
も

上川和子さん

スで温泉旅行と、イベントも盛りだくさん。

佐藤つぐみさんは
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株式会社 アスティーク



“ 生きること ” に前向きな人が集う、
人の暮らしを創る会社

・所在地

東京都立川市幸町 1-21-1

・電話

042-538-1068

・創業

1997 年

・事業内容

住宅・宅地販売、注文受託建設

・URL

https://www.asteeq.co.jp/

社内の

インテ

“ 私 ” という人間の

リアが
おしゃ
れ

人生の軸が見つかる仕事
自社の商品である建売住宅を購入した顧客

COPY

の元を回り、不具合はないか、住まいへの不

左から、木下輪香子さん・代表取締役 宮谷 祐介さん・志儀春菜さん

「パートではありますが、会議にも参加し

ルーは、“ アスティーク ” が独自にはじめた

てもらっています。彼女たちの生活者目線

ユニークなサービスです。この少し目新しい

の意見は他の社員の刺激になっています」

求人に同時期に応募をしたのが、木下さんと

と話すのは、社長の宮谷祐介さん。それを

志儀さんでした。

受けて二人も「職域に関係なく意見が言い

オリジナルの作業着に身を包み、工具を

工事部 スマイルクルー

20 代で結婚出産し、現在は中学 2 年生、小学 6 年生、

専門学校を卒業後、医療事務職、販売職などを経験。

4 年生のママ。家庭の状況とバランスを取りながらコー

第二子が保育園に入るタイミングで「子育て中でも

ルセンター、レジャー施設などの仕事を経験。第三子

歓迎」というアスティークの求人に出会い専業主婦

の手がかからなくなったことから、正社員登用も視野

を返上。現在、3 人のメンバーでシフトを回し、週 3

にアスティークの住まいクルーに応募した。

日程度お客様の元を訪問している。

えます。
いずれは正社員にと、意欲を燃やしている

と修理をするのが好き」という木下さん、
「人

木下さんと志儀さん。
「地元で自分の生き方

と話すのが得意」という志儀さんにとって、

が確立できるのは幸せ」と話してくれました。

働き方

０で
も

志儀春菜さん

やすいのでやりがいがあるんです！」と応

ら、勝手知ったる道ばかりで安心。「もとも

0 でもないチ
10
志儀春菜さんは

ート
ャ
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工事部 スマイルクルー

事」だったといいます。

安や疑問はないかヒアリングするスマイルク

持ってクルマで出発。生活圏内での移動だか

木下輪香子さん

「想像していたよりずっとやりがいがある仕

今はまだ子どもが小さいので３割ですが、
これから子供の成長に合わせて少しづつ増
やしていければと思っています。
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どんなことしてるの？

座談会
レポート

武蔵村山の「働き方改革」応援事業
武蔵村山市では、すべての人が活躍できる社会を実現するために「働き方改革」の推進を全面

的にバックアップ。2018 年には武蔵村山市長自らが「イクボス・ケアボス宣言」を行いました。
仕事と家庭を両立し、どちらにも楽しんで向き合える人を増やすために、そして武蔵村山エリ
アの中小企業活性化のために、市が実施している支援事業の一部を紹介します。
こんなことしてます①

働く女性向け事業
今はパートだけれどいずれ正社員になるため頑張

仕

事で

輝く連続講

座

託児付き

参加費無料

働く女性のための「ビジネス・メイク術」
2019 年 11 月 24 日 ( 日 )［講座］10:00 〜 12:30［ランチ交流会］12:45 〜 14:45
清潔感・信頼感のあるメイクはビジネスマナーのひとつ。
自分に似合う色や素質を活かして、理想の自分に近づこう。
①信頼感は目元に宿る
②顔型別チーク、活かすも殺すもあなた次第
③眉頭の理想の位置知ってますか？

ם

ランチ
交流会

講師・MANAMI氏

「カードを使ったワークでわたしの強み発見！」ランチ交流会
潜在する強みを発見し、自信をもって強みを仕事に活かしましょう。
[講師］㈱シーズプレイス 代表取締役社長 森林育代 氏

ଐ

働く女性のための「心をつかむ仕事術」
2019 年 11 月 30 日 ( 土 )［講座］10:00 〜 12:30
ビジネスで魅せる「立ち居振る舞い術」を身につけよう。
①親近感→信頼感へつなげるコミュニケーション
②猛烈に印象をよくしてキャラ立ちするには？
③予想外価値を提供するって？

参加費

無料（11/24 のみランチ付き）
※両日とも保育付き（講座中のみ・無料・要予約・先着３名）

対象・お申込み方法
（育休など休職中も含む） ※先着 30 名

TEL 042-512-9958
平日 10 :00 〜 17:00 シーズ立川（担当 齊藤）

講師・大神 賀世子氏

武蔵村山市立

会場アクセス

緑が丘ふれあいセンター

武蔵村山市緑が丘 1460 番地 1111 号棟 1 階
TEL 042-590-0755 ※駐車場あり
・多摩都市モノレール桜街道駅から徒歩約 12 分
・西武拝島線／多摩都市モノレール玉川上水駅より

[ 対象 ] 武蔵村山市及び周辺市町で働く女性従業員
[ お申込み］電話または申し込みフォームからお願いします。
申込フォーム QR

りたい、職場の人間関係を円滑にしたい、リーダー

ϑζϋηʀϟέढ़

ৼ Ν͖ͯࣆढ़

武蔵村山及び周辺市町で働く女性の皆さまへ

立川バス「玉 12-1 イオンモール行」「玉 12-2 村山病院行」
乗車約 5 分「団地中央」バス停下車徒歩 2 分
・JR 立川駅北口４番乗り場より立川バス
「立 22、立 23 村山団地（玉川上水）行」乗車約 30 分
「団地入口」バス停下車徒歩 4 分
ǳȊǀǂȰɨȴɭ

多摩モノレール

★
・ ・
村山学園

シップを身につけたいといった理想を叶える「はた

men
For working wo

らく女性のためのステップアップ塾」
（2018 年度）、
「仕

COPY

チつきで異業種の女性とのつながりも作れます。

玉川上水駅

武蔵村山市

企業・経営者向け事業
武蔵村山で人材確保や人材育成に取り組む経営者

ンプロジェクト」
。実際に参加した 3 人のママから、参加して良かったこと、実感した変化などを伺いました！

るメリット、誰もが働きやすい環境作りに関するセ

行っています。

ママのはたらく一歩を応援する

「不安をなくしてくれた」
「迷っていた背中を押してくれた」と参加した女性たちから大好評の「ママインター

のみなさんに向けた事業です。多様な人材を雇用す

に働いている女性たちの声が聞ける交流会なども

たです！

ママインターンプロジェクト
参加者座談会

こんなことしてます②

ミナーを開催するほか、経営者同士、あるいは実際

参加して良かっ

事で輝く連続講座」（2019 年度）を開催。交流ラン

桜街道駅

■お問い合わせ先
西武拝島線
㈱シーズプレイス（担当：齊藤）042-512-9958 saito@csplace.com
武蔵村山市 産業振興課 商工係（担当：太田・奥住）
［特設 WEB サイト］http://murayama.csplace.com/
042-565-1111（内線 227）sangyo@city.musashimurayama.lg.jp 武蔵村山市地域人材確保・育成支援事業（東京都補助金事業）

ました！

背中を押され

For managers

ママインターンプロジェクトとは？
「育児や介護等で仕事から離れていたけれど再就職したい」そう考える女性のために、地域とのつながりの

こんなことしてます③

就職・再就職したい
女性向け事業
家の近くで働きたい

ずっと働いていないけど、大丈夫？

参加費無料

働きたいけど、ちょっと不安なママ・女性のためのお仕事体験

ࡑࡑࠗࡦ࠲ࡦ

るものの、いずれは仕事を再開したいと考えている

託児あり

Әѣዧѽ

「地元の会社で働きたい」「しばらくお仕事から離れているけど大丈夫かな」「子育ても大切にしながら短

女性向けに「ママインターン」を実施（参加者はマ

時間だけ働きたい」そんな女性の再就職をサポートする企画です。
実際に職場体験や、お仕事講座を受けていただき、自分にあった仕事や働き方を見つけていきます。
地元の会社で、あなたにピッタリな働き方を一緒に探してみませんか？

働く女性に理解がある会社で、仕事と「働く生活」をおためししてから働ける

仕事をするまでの準備運動。
職場体験の要望もうかがい
ます。

こんなお仕事ができる
なら、就業時間を調整
して任せてみようかな。

不安だったけど、
やってみたら意外とできるかも！
幼稚園の送迎も間に合いそう。

3 日間の
講座＆
ワークショップ

お仕事講座でお仕事前の準備運動

職場体験（インターン）

託児あり（無料・要予約・定員あり）

T さん
小２女子・年長男子の母。専業主婦を経て、
現在、立川市内の会社で経理を担当
出産・育児でブランクがあり、再就職をずっと躊躇していたなか、
ひとあし先にママインターンで再就職していた幼稚園のママ友の勧
めで応募しました。
職場体験では、始めは緊張していましたが、担当者に勇気づけても
らって、心強かったです。職場の雰囲気も分かり、心配していた仕
事もやってみると「意外とできるかも！」と不安が消えました。
現在は、学校の行事や、子どもの帰宅時間などにも柔軟に対応して
もらいながら、気持ちよく働いています。

ƖǈժǂӿȍǙϋ
ɰȬɭȯɌɡșȮ᭭ࡿ᭑ᓀ᭮VDLWR#FVSODFHFRP
ೕᒌ୬ེߴޏਇ᎕ᘩըߥ͈᭭ࡿྀټɬ̟ڕ᭮
᭭ϧቒ ᭮VDQJ\R#FLW\PXVDVKLPXUD\DPDOJMS
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Real Voice

マッチングした会社があれば
お仕事決定！
参加者の声

ネットでは見つからない情報を得られた
転職サイトの情報は23区内ばかり。
自分にあう仕事場を地元で見つけられてよかった！

育児と仕事の両立ができると分かり自信になった
その後の就職活動でも自信をもって面接に臨むことができました。

育児中を理解してくれる職場に出会いました。
職場体験中に自分のスキルを知ってもらうことができたので、

時間の融通とやりがいを両立して働いています。
Ɩ໗ᗲ :(% ȪșȽKWWSPXUD\DPDFVSODFHFRP
Ɩೕᒌ୬˨ؑשߴޏ୫႓͔ɬጥওઘˍ᭭ˢᖍѥᠸˍ᭮
武蔵村山市

②お仕事講座で再就職に向けての準備をしたりキャリア設計を考えたり。最後は武蔵村山エリアの企業で③
お仕事体験（インターン）に挑戦。3 ステップで新たな一歩をふみだします！

妊娠・出産・育児や介護などで仕事から離れてい

短時間だけ働きたい

就職
地元で再

中からライフスタイルに合った活躍ができる場を探る武蔵村山市の事業です。①事前説明会ののち、計 3 回の

For job seeker

マに限定しません）。キャリア講座や職場体験を経て、

3 日間の
講座＆
ワークショップ

一歩踏み出すきっかけ作りをしています。参加者の
声は次ページから始まる座談会をご覧下さい。

お仕事講座でお仕事前の準備運動

職場体験（インターン）

マッチングした会社があれば
お仕事決定！
28

座談会
レポート

Mom Intern Project

ママインターンに

事前説明会でお伝えした ママインターンならではの

参加しようと思った理由は？

仕事に対する考え方について どう感じましたか？

勝亦：以前、自分で履歴書を作って就活し

浅見：3 人の子どもが全員小学校に上がって

浅見：年の近い 3 人の子どもを育てること

勝亦：専業主婦歴が長いのですが、幼稚園

たこともあったのですが、上手く行きませ

自分の時間ができたから。中学受験も視野に

に注力していましたが、彼らをきちんと育

でも小学校でも、PTA の役員としていろい

んでした。他の人はどうしているのか知り

入っていたので、今後の教育費を考えると「そ

てて、ある程度マネージできるようになる

ろな価値観の人の意見をまとめてきました。

たかったし、村山にどんな仕事があるのか

ろそろ仕事をしたいな」と思っていたところ

過程は、まさに講義でも言われていた「育

それがコミュニケーション能力として認め

にも興味がありました。なにより講義つき

でした。

児経験を仕事にスライドする」ということ

られるならうれしい。地元なら、PTA 経験

で無料なのが魅力的（笑）。学校から子ども

大石：できれば自転車で通える範囲で働きた

だと思いました。家事や育児の経験を評価

のあるパパが働く会社もあるので、私の活

が持ってきたチラシで知ったので、信頼度

かったのですが、村山に引っ越したばかりで

も高かったです。

知り合いも少ないし、良い企業や求人がどこ

COPY

してくれる会社があるのなら、今からでも

動を知って評価してくれている人に出会え

良い仕事ができるかもしれない、と希望を

る可能性も少なくないですよね。

持つことができました。

にあるのかわからなかった。また、講義を受

けて、「今後のプラスになることがあればい
いな」と思って申し込みました。

浅見久美子さん

勝亦圭子さん

大石和美さん

小学 6 年、4 年、2 年生のママで結婚・

小学 6 年生、2 年生のママで現在

高等専門学校卒業後 SE に。ママイン

ン体験後、NPO 法人でパート事務

ンではネット通販系企業と社会保

（P15）に 1 日 4 時間のパート職とし

出産後は育児に専念。ママインター
職の仕事をはじめました。
29

は PTA 活動に注力。ママインター
険労務士事務所を体験しました。

ターンで職場体験した多摩冶金

て就職が決まりました。3 歳のママ。
30

最後に、ママインターンでの
一番の収穫を教えてください
勝亦：PTA の仕事が忙しくなり、本格的な
仕事復帰は少し先になりそうです。ただ職
場体験の際、久しぶりに再会したママ友の

浅見：まず、「日中家をあけても大丈夫なん
だ！」という発見がありました。日中家を
あけられるように、（出勤時間までに）家事
を終え、家を整えられた。「私、できるじゃ

実際に職場体験（インターン）をしてみていかがでしたか？

ん！」と自信を持てるようになりました。

COPY

大石：変化というより気づいたことですが、

浅見：今までは子どもを送り出した後に家

勝亦：「子どもに鍵を預けて仕事に行く」と

事をしていたので、出勤までにどこまで片

いう経験を初めてしました。初日はとても

付けられるかもチャレンジでした。夕方の

不安でしたが、案外子どもたち同士でも何

家 事 も「疲 れ た か ら」と 残 し て し ま う と、

とかなるものなんですね。タイプの違う 2

翌日の自分に降りかかってくる。いつもよ

つの会社を経験して、「会社との相性って結

り少し頑張ってタスクをこなす経験が、両

構あるんだな」と実感。良い悪いではなく、

立へのシュミュレーションになりました。

合う合わない。そのフィット感に敏感になっ

私も一番の課題は子どもでした。職場体験
の時は一時保育をお願いしたのですが、親
の心配をよそにキャッキャと楽しそうだっ
たので、再就職に前向きに
なれました。

て、納得するまで仕事探しをする大切さを
感じました。

０で
も

勝亦圭子さん
PTA 活動と育児の両立が、今は
ベストバランスでできていま
す。これが将来、実際の仕事に
置き換わるとうれしいですね。

31

安心できました。また、これまでの私の職
場でコミュニケーションスタイルに改善点
が見つかり、「次に活かそう」と思えたのも
良かったです。
勝亦：自分に向いている職種が前よりはっ
のようなポイントに気をつければいいのか
がわかりました。

働き方

0 でもないチ
10



浅見久美子さん
仕事にも慣れてきてもう少し働
けそう。収入も増やしたいと欲
が出てきたので、仕事の割合を
もう少しあげたいです！

て、子どもの成長やライフスタイルの変化
に合わせて（働き方を）柔軟に変えていい
んだとわかったので、気持ちがとても楽に
なりました。
浅見：やはり今現在、再就職できていると
いうことですよね。仕事に行き、家の外に
出るということ。町を歩いていると、いろ
いろな人の働き方が目に付
き ま す。子 育 て に 専 念 し
ていたときにはなかった
視 点。新 鮮 だ し、刺 激 に
なります。
大石：職場体験で伺った多摩冶金さんに就
職できたこと。雑談ぽくいろいろ話をする
中で、先方のニーズと私のこれまでの経験
がマッチすることがわかり、出勤時間の変
更にも快く対応していただきながら働いて
います。今はアルバイトですが、ちゃんと
履歴書に書ける経験をさせてもらっている
のがありがたいです。

働き方

0 でもないチ
10
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「自分だけじゃないんだ」とわかり、とても

ート
ャ

0 でもないチ
10

な多かれ少なかれ葛藤を持っているんだ」

きりしたことで、実際に就活するときにど

Mom Intern
Project
働き方

ことで、「育児をしながら働くことに、みん

０で
も

大石：夫とは家事分担ができているので、

講義で同じような状況の方たちと話をする

働き方が変わっていたのを目の当たりにし

０で
も

ママインターンに
参加してから実感した変化は？

大石和美さん
仕事と家庭のバランス、インプッ
トとアウトプットのバランスが
ちょうどいい。もう少し収入を
上げたいという願望ありです。

32
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頼れる相談窓口
経営者のみなさんへ

武蔵村山市
子ども家庭支援センター

女性の採用・働き方改革にまつわる助成金

子どもと家庭に関する
総合的な支援

住 武蔵村山市学園４-５-１ 市民総合センター内２階

住 武蔵村山市本町 2-5-1

武蔵村山市

電 042-590-1152

営 平日 8:30〜17:00

営 月〜土（年末年始、祝日を除く）

Career up

男女共同参画についての相談
コミュニティスペース等

緑が丘ふれあいセンター
男女共同参画センター「ゆーあい」

住 武蔵村山市緑が丘 1460-1111

両立支援等助成金

厚生労働省

厚生労働省

有期契約、短時間、派遣といったいわゆる非正

育児や介護などの家庭生活と仕事との両立支援

をした事業主への助成。

コース」
「介護離職防止支援コース」
「育児休業

規雇用労働者のキャリアアップ促進の取り組み
「正社員化コース」「処遇改善関係コース（賃金
規定等改定コースなど複数あり）
」がある
金額 「正社員化コース」で
1 人あたり 28.5 万円〜57 万円等

株式会社

シーズプレイス

COPY

に取り組む事業主への助成。「出生時両立支援

等支援コース」
「再雇用者評価処遇コース」の他、

電 042-590-0755

住 立川市錦町 1-4-4 2 階 電 042-512-9958

ＮＰＯ法人

ArrowArrow

ママインターン事業・産育休取得に関
するサポート事業などをおこなう団体

問 info@arrowarrow.org

営 平日 10:00 ~ 17:00

る助成など様々な取り組みに対応している。

東京都女性相談センター 緊急保護や自立援助が必要
多摩支所
な女性への相談・援護
営 平日 8:00 ~ 20:00( 年末年始、祝日を除く )

シェアオフィスや起業・事業を
サポートする保育園併設の施設

女性活躍推進加速化や事業所内保育施設に対す

電 042-560-1327

住 多摩市関戸 4-72 7 階 電 042-522-4232

営 9:00-22：00( 年末年始、毎月第一月曜日を除く )
民間運営

キャリアアップ助成金

地域の商工業全般の改善・
発達を行う団体

武蔵村山市
商工会

知っておきたい

〈改正〉女性活躍推進法

金額 コースにより異なる

「女性活躍推進法」が、令和元年（2019 年）5 月に改正されました。働く女性にも女性を雇用
する企業にも密接なつながりのあるこの法律の概要をあらためてチェックしてみましょう。

テレワーク活用助成金

時間外労働等改善助成金

東京しごと財団

厚生労働省

働き方改革推進に向け、テレワーク環境の整備

労働時間の短縮、休暇取得促進などに取り組む

導入が対象の「テレワーク機器導入事業」
、民

設定コース」
「テレワークコース」「勤務間イン

に取り組む事業主への助成。情報通信機器等の

会サテライトオフィス利用にかかる経費が対象
の「サテライトオフィス利用事業」の 2 事業で
男女従業員とも対象になる。

金額 250 万円を上限に 1/2 の助成率

事業主への助成。現時点では「時間外労働上限

ターバル導入コース」
、WLB 促進の「職場意識

改善コース」
、3 事業主以上の事業主団体対象の

「団体推進コース」の 5 コースがある。
金額 コースにより異なる

POINT

1

女性の活躍を推進するための「行動計画」

企業は自社の女性採用比率や平均勤続年数の男女差等の状況を把握し、改善に向けた具体的
な行動計画を立てなければいけません。令和元年の改正により、従業員数 101 人以上の事業

主はすべて策定した行動計画を労務局へ提出、さらに従業員数 301 人以上の事業主はその内
容を公表することも義務づけられました。
POINT

2 「プラチナえるぼし」（仮称）の創設

女性活躍推進が優良な企業に発行される認定マーク「えるぼし」の制度にさらに上位認定と
して「プラチナえるぼし」が創設される予定です。ワークライフバランスを重視する求職者

が増えている昨今、行動計画を実行してよりランクの高いえるぼしを獲得することは優良な
人材の獲得にもつながります。
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はたら
きすぎ

武蔵村山市地域人材確保・育成支援事業として「０でも１００でも
ない働き方で人も企業も幸せに」をコンセプトに、企業に女性の処
遇改善を推進し、働く女性・働きたい女性の意識改革を行うことに
より、暮らす地域で働ける「職住近接」を目的とした、ワーク・ラ
イフ・バランスの実現を応援するプロジェクトです。

URL：http://murayama.csplace.com/
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