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現在、育児休業の取得を希望しているが、取得できない男性正社員が約30％で、 

男性の育児休業取得率は、2～3%台を推移しています。 

育児休業とは、原則、『1歳になるまでの子どもを育てる男女従業員』を対象とした休業のことで、 

妻が専業主婦でも育休中でも、夫は育児休業を2回に分けて取得も可能。子どもとの時間を過ごすことに

よって、父親の役割を受容しやすくなり、育児を通じて、仕事に必要なスキルも獲得できます。 

ワーク・ライフ・バランスを意識し職場のロールモデルになることも可能です。 



1. 育児休業の必要性とメリットとは？ 
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1-1.育児休業の必要性とメリットとは？ 

子育て世代の男性社員は、希望と現実の乖離の中で、葛藤している。 
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出所：厚生労働省(2015) 平成27年度 仕事と家庭の両立に関する実態把握のための調査  
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出所：厚生労働省(2017) 平成28年度 雇用均等基本調査 
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1-2.育児休業の必要性とメリットとは？ 
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「父親の仕事と育児両立読本（平成27年度 厚生労働省委託事業）」P8・9抜粋 

男性が妻の出産後8週間以内に育児休業を開始し、 
かつ終了した場合、再度の取得が可能です。（パパ休暇） 

特例 
その① 

産後休業 

育児休業 育児休業 

育児休業 妻 

夫(特例の活用例) 

出産 8週間 1歳2か月 1歳 

妻が心身ともに大変な出産直後の時期に協力しあうことができます 必要に応じて期間内に再度、育休がとれます 

※パパ・ママ育休プラスも利用できます。 

取得例 

○両親で協力して育児休業を取得するための特例 

妻が専業主婦でも育休中でも、夫は育児休業を取得できます！ ポイント 

○育児休業とは：原則、『1歳になるまでの子どもを育てる男女従業員』を対象とした休業 

両親がともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に 
達するまでの間、取得可能です。（パパ・ママ育休プラス） 

特例 
その② 



 

男性の育児休業取得者 

1-3.育児休業の必要性とメリットとは？ 
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ライフの安定 

育休から継続して子育てにかかわることができれば、それだけ深い関係を築くことができます。 

メリット 
その① 

ワークの充実 

働きながら育児をすることで、限られた時間内で結果を出さなくてはいけなくなるため、より効率的 

な働き方へと見直すようになります。育児は「あれをしながら、これをして。すると子どもが泣き出し

て・・・」と大変ですが、これをこなすとことで段取り力が訓練され、仕事の段取りも良くなります。 

メリット 
その③ 

育児休業取得により、ライフが安定！ライフの安定により、ワークが充実！ 

「ライフの安定」が「ワークの充実」を促し、ライフとワークの「充実の好循環」を実現！ 

メリット 
その② 

産後の妻の不安のピークは、産後2週間！ 

妻の退院・里帰り後に、夫のサポートが特に必要 

第1子出産（妻が退院後の）産後～3か月 

第2子以降 (里帰りしていない場合)  入院中は、第1子の育児も 

 (里帰りの場合) 里帰りから妻が戻ってきてから 

 ※祖父母の協力が得られない人もいる 

2014年度 厚生労働科学研究事業 「妊産婦のメンタルヘルスの実態把握及び介入方法に関する研究」 



 

育児休業取得者の家族 

1-4.育児休業の必要性とメリットとは？  

夫のライフとワークの好循環は、家族にとっても良い影響をもたらす！ 

夫婦両方のライフとワークの充実が、ライフとワークの「充実の好循環」の鍵を握る！ 
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子ども 

 育児休業の取得による父親の育児参加により、父親への親近感が増加。 

メリット 
その① 

配偶者（妻） 

 育児不安、ストレスの軽減などに好影響。 

 就労継続、昇進意欲、社会復帰への意欲の維持。 

メリット 
その② 

夫婦関係 

 コミュニケーションが活発になる。 

 家事育児だけでなく、家計も二人で担うことで、経済的不安が軽減。 

メリット 
その③ 

妻の就労継続による家計のメリット 

  ■就業継続した場合（大卒平均） 

  ■出産退職後、子どもが6歳で、パート・アルバイトとして再就職した場合 

2億7,645万円 

4,913万円 

その差は 
2億2700万円！ 妻の生涯所得に 

大きな違い ※7 

※7 内閣府(2005),  



1-5.育児休業の必要性とメリットとは？  

自分の心の中で、育児休業を取得できない言い訳を並べてしまうのはもったいない！ 
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職場に男で育休取得者が、いないからな･･･ 

＜育児休業取得を阻む、心のハードル＞ 

評価が下がるだろうな･･･ 

異動させられるかもな･･･ 

職場に迷惑がかかるしな･･･ 

妻との賃金差を考えたら、 
妻だけが取れば済むよな･･･ 

妻は専業主婦だしな･･･ 

フロントランナーになれば、 
後輩たちにつながるかも！ 

＜育児休業取得者本人の意識啓発＞ 

評価や賞与の基準を確認して、 
上司と相談しよう！ 

復帰後は意欲的に、 
仕事に取り組むと伝えよう！ 

数ヶ月前から引継ぎ準備と対策！ 
職場への迷惑を極力減らす方法を考えよう！ 

私が育児家事スキルを上げれば、 
妻はもっと活躍できるかも！ 

父親として、今しかできない体験をしよう！ 

子どもが生まれる（生まれた）職場の仲間がいたら、 
「育休取るの？」ではなく、「育休はいつ取るの？」と聞いてあげてください。 
職場全体で育休取得の後押しをすることで、本人も育休取得に前向きになるでしょう。 

一番大切なのは「育休を取る」と決めること。 
決めてしまえば、心のハードルはポジティブな発想で必ず越えられます。 

育休取得 
検討中の方々へ 

職場の皆さんへ 



2. 育児休業取得の最適なタイミングとは？ 

９ 



2-1. 育児休業取得の最適なタイミングとは？ 
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2015年 育児情報誌『miku』調査 

理由② 

母子のみで過ごす時間が増え、 
育児不安が増える可能性がある 

産後、ママのカラダが、出産前の状態に、 
回復するまで、6～8週間はかかる！ 

理由① 
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3時間未満 4～6時間 7～9時間 10～12時間 13～15時間 16時間以上 

産後1～3か月の母子のみで過ごした時間 

1日あたり母子のみで過ごした時間が、 
10時間以上の割合が、61.4％ 

産後3か月まで育児不安が強くなる場合がある 

 →母子のみの時間が増える→母子孤立 →産後うつ 

産後の子宮の変化 

産後３ヶ月は、妻をサポートし、赤ちゃんと関わりが重要 

分泌直後 約15ｃｍ 約1000ｇ
1週間後 約13ｃｍ 約500ｇ
2週間後 約10ｃｍ 約300ｇ～350g
3～4週間後 約8～9ｃｍ 約200ｇ
6～8週間後 約7ｃｍ 約60ｇ



2-2.育児休業取得の最適なタイミングとは？ 

■パターン１：妻の産後8週のうちに育児休業取得 

「父親のワーク・ライフ・バランスハンドブック（平成26年度厚生労働省委託事業）」より抜粋 
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動機 出産後の妻をサポートするため（専業主婦の妻に代わって子の世話を中心に家事も） 

期間・タイミング 第2子：出産直後から、夫が3か月の育児休業取得 

出 産 

第1子 

妻 

第2子 

夫 

幼稚園 

家族で保育 

家庭で育児 

育児休業 

■パターン2：妻の出産直後と、妻の復職時の２回に分けて、育児休業取得 

動機 出産後、復職後の妻をサポートするため 

期間・タイミング 第1子：妻が1歳までの育児休業取得後、夫が2か月の育児休業取得 

産後休業 出 産 

第1子 家族で保育 

育児休業 

育児休業 

妻 

夫 

保育所入所 
慣らし保育 

育児休業 

職場復帰 

原則 『1歳になるまで』 希望する期間取得することができます。 



3. 育児休業での体験を職場で活かすためには？ 
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3. 育休での体験を職場で活かすためには? 

育休での体験を職場で活かせる例①～⑧ 
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リスク管理能力の向上 例② 

例③ 作業の同時遂行能力の向上 

例④ 子育て施設等のパパの孤独感 

例① 

子どもに対する愛情の深まり、 
父親としての責任感の強まり、 
家事・生活スキルの向上、 
子育てスキルの向上、 
パートナーへの感謝 

例⑥ 

例⑦ 

例⑧ 

例⑤ 

子育てスキルの向上 

大人と会話したい渇望感、 
仕事したい衝動 

社会問題への関心の高まり、 
未来志向や長期的視点 

忍耐力・適応力の向上 



4.  パパへのメッセージ 
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パパへのメッセージ 

 【家族にとって】 

  産む「性」ではないからこそ、男性には父親の自覚を養う特別な期間が必要です。 

  子どもの誕生で家族のあり方は変化します。パートナーや子ども同士には十分なケア時間が必要です。 

  長い人生の中で育児に専念できる貴重な父親時間として認められている育休制度。 

    「父親の権利」として活用してみませんか？ 

  育児休業の取得や期間について、まず、妊娠がわかった時点から、 

    夫婦でよく話し合い、出産後のライフデザイン戦略を立てましょう。 

 【職場にとって】 

  育児休業の経験は、働き方を見直し、中長期的に仕事と家庭の両立を考えるきっかけになります。 

  親族の介護や病欠と違い、育休は事前準備が可能です。 

 自分の育休をきっかけに職場全員が休みたいときに休める職場づくりを計画的に進めていきませんか？ 

  職場の後輩たちは先輩がライフステージを迎えたらどう行動するのかよく見ています。 

 育休取得はいいぞ！と後輩たちに新しいバトンを渡しませんか？ 

 【自分にとって】 

  短期間の育児休業でも多くの発見・気づきがあるでしょう。 

 また、長期の休業を取得すれば、地域でのパパ友・ママ友のつながりも強くなるでしょう。 

  仕事だけではなく、家庭での生活や趣味、地域活動も含めた、 

 「寄せ鍋型ワークライフバランス」によるキャリアづくりで充実した人生を！ 
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5.  職場のみなさんへのメッセージ 
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職場のみなさんへのメッセージ 

  育児休業取得は、職場の業務を見直し、風土を改革するチャンス 

  成果は落とさず職場メンバー全員が休みたいときに休める職場づくりに取り組みましょう。 

  職場内コミュニケーションを活性化し、お互い様の風土、取得しやすい雰囲気作りをしましょう。 

  新しい命を家族で迎えるために育休が取れる風土を作りましょう。 

  男女とも「育休をとっても大丈夫な職場」から、「育休が当たり前の職場」に。 

■育児休業取得者の業務のカバー対応例 

それぞれ1ランク上の業務を一時的に実施することで、それぞれのスキルの向上等につながる。 

また、業務の棚卸による効率化も想定され、復職時にはチーム全体がパワーアップ。 

Ａさん 

Ｂさん 

Ｃさん 

Ｄさん 

育児 
休業 

Ａさん 

Ｃさん 

Ｄさん 

Cさんが、Bさんの業務を、 
一時的に実施 

Dさんが、Cさんの業務を、 
一時的に実施 

Dさんの業務を他チームも含め、 
全体で実施 

業
務
の
難
易
度 

サ
ポ
ー
ト 
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