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VII. （参考）これからのパパへのメッセージ 

 

 

Q42 属性

両親にも出来る限り  手伝ってもらい、息抜きをしながら、  ストレスを溜めない子育てをするよう
に。

(全ての期間で休んだ10日以上,休暇取
得あり/運輸業（鉄道、旅客運送、水運、
空運等）、郵便業,30～49人)

母親一人で育児は大変。  父親の育児は必要不可欠。

(全ての期間で休んだ10日以上,休暇取
得あり/情報通信業（通信、放送、情報
サービス、新聞・出版・広告等）,50～99
人)

母親の大変さは分かりにくいが凄くストレスを感じるのでまずは土日からでも積極的に関わってみ
ること。そして理解してあげること

(全ての期間で休んだ10日以上,休暇取
得あり/建設業,3000人以上)

父親は必要とてされています。しかし、母親は気持ちが不安定でこちらが大人の対応をしたり、望
ましい対応をしなければなりません。父親が母親の父になること。

(全ての期間で休んだ10日以上,休暇取
得あり/教育、学習支援業,30～49人)

夫婦で一緒に頑張れば、どんな困難でも乗り越えられる
(全ての期間で休んだ10日以上,休暇取
得あり/製造業,5～9人)

妊娠中の妻、つわりが酷く、ちゃんと労って、落ち着いて出産できるようにしたいと思いました。休
めてよかったです。

(産後2期間で休んだ10日以上,休暇取得
あり/製造業,3000人以上)

日々子供の成長を見守れるので積極的に育児参加したいです。

(全ての期間で休んだ10日以上,休暇取
得あり/情報通信業（通信、放送、情報
サービス、新聞・出版・広告等）,100～
299人)

二人で協力するのが１番
(産後2期間で休んだ10日以上,休暇取得
あり/卸売業、小売業,3000人以上)

男性でも思い切って休暇を取得して育児に積極的に参加するべき

(全ての期間で休んだ10日以上,休暇取
得あり/情報通信業（通信、放送、情報
サービス、新聞・出版・広告等）,3000人
以上)

男女関係なく、何でも助け合っていきましょう！
(全ての期間で休んだ10日以上,休暇取
得あり/製造業,1000人～2999人)

男は、外でも内でも常に強靱であれ！
(全ての期間で休んだ10日以上,休暇取
得あり/運輸業（鉄道、旅客運送、水運、
空運等）、郵便業,500～999人)

積極的に家事育児に参加するべき
(全ての期間で休んだ10日以上,休暇取
得あり/宿泊業、飲食サービス業,100～
299人)

初めは辛い時もあるけど、大きくなるにつれて育てて良かったと思えるので、がんばれー。
(全ての期間で休んだ10日以上,休暇取
得あり/電気・ガス・熱供給・水道業,1000
人～2999人)

出来ない理由を探さないければ、大概の事は出来てしまう
(産後1期間で休んだ10日以上,休暇取得
あり/その他サービス業,100～299人)

出産は立ち合ったほうが感動しますよ❗
(全ての期間で休んだ10日以上,休暇取
得あり/医療、福祉,300～499人)

時間があるときは、育児に関わるべき。少しでも時間を作らないと、子どもは父親から離れてしま
う。

(産後2期間で休んだ10日以上,休暇取得
あり/医療、福祉,30～49人)

私のように１年程度は強引にでも育児休業を取得して、世の中をよく見るといいと思います。子ど
もを連れて公園にいったりすると、孤独な老人たちや寒くもないのに子どもにさんざん厚着されて
あそばせている過保護な母親たち、禁止事項が多すぎて自由に遊ばせられない公園や施設、あ
るいは保育園や幼稚園、こんなことばかりしていたら少子化で子供が減るだけでなく、丈夫で元気
な子供は育たず、貧弱で内向きで、主体性のない子供が増えるばかりです。うちはないですが世
間にアトピーやアレルギーが多いのも納得しました。日本に帰ってきて３人目、4人目を育てていま
すが、ひどいものです。世の中の男性が仕事や社会に反旗を翻して、育児に十分に参加しないと
国の未来はないと思いました。

(産前は休んでいないが、産後は全て休ん
だ10日以上,休暇取得あり/教育、学習支
援業,その他の法人・団体)

思った以上にパパの関与が重要である
(全ての期間で休んだ10日以上,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)

子供を可愛がって下さい！
(産後2期間で休んだ10日以上,休暇取得
あり/運輸業（鉄道、旅客運送、水運、空
運等）、郵便業,3000人以上)

子供の成長はあっという間。今しかない。後でああしとけば良かったでは遅い。後悔しないように。
(産後2期間で休んだ10日以上,休暇取得
あり/医療、福祉,その他の法人・団体)

子育てに参加した方が子供を可愛く思えます。
(産後2期間で休んだ10日以上,休暇取得
あり/製造業,500～999人)

子育てには積極的に参加して子供の成長を実感して下さい。子供はあっという間に成長します、
知らずにいるのは勿体無いです。子育てを通じて夫婦の仲もやり良くなります。

(全ての期間で休んだ10日以上,休暇取
得あり/生活関連サービス業、娯楽業,20
～29人)
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妻への理解
(全ての期間で休んだ10日以上,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

今まで通り協力的に
(産後2期間で休んだ10日以上,休暇取得
あり/製造業,3000人以上)

協力しておこなうほうがよい
(産後2期間で休んだ10日以上,休暇取得
あり/教育、学習支援業,わからない)

頑張れ❗
(全ての期間で休んだ10日以上,休暇取
得あり/その他サービス業,官公庁など)

楽しんでください。
(全ての期間で休んだ10日以上,休暇取
得あり/教育、学習支援業,その他の法
人・団体)

楽しく子育てを
(全ての期間で休んだ10日以上,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)

家事をしながら子供を一日育児する方が仕事より大変です。  会社で仕事してる方が、間違いな
く楽です。

(産後2期間で休んだ10日以上,休暇取得
あり/運輸業（鉄道、旅客運送、水運、空
運等）、郵便業,3000人以上)

何があっても我慢することです。
(全ての期間で休んだ10日以上,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)

一緒に時間を過ごすのなら、邪魔モノになってしまわないよう、「できない」「やったことない」なん
て言わず、家事と育児を全部引き受けるようにしてください。

(全ての期間で休んだ10日以上,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

一回しかありません
(産前は休んでいないが、産後は全て休ん
だ10日以上,休暇取得あり/卸売業、小売
業,50～99人)

育児休暇を義務化してほしい。
(産後1期間で休んだ10日以上,休暇取得
あり/運輸業（鉄道、旅客運送、水運、空
運等）、郵便業,3000人以上)

育児は手伝うではなく父親なのだから共にやるのが当たり前。
(全ての期間で休んだ10日以上,休暇取
得あり/運輸業（鉄道、旅客運送、水運、
空運等）、郵便業,1000人～2999人)

育児でイライラすることもありますが、今日この日はもう二度と経験できません。貴重な育児経験
として受け入れています。

(全ての期間で休んだ10日以上,休暇取
得あり/製造業,100～299人)

やれることはやる
(全ての期間で休んだ10日以上,休暇取
得あり/卸売業、小売業,500～999人)

ママを一人にしない

(全ての期間で休んだ10日以上,休暇取
得あり/情報通信業（通信、放送、情報
サービス、新聞・出版・広告等）,3000人
以上)

パパが育児を手伝うことは必要だと思うが、仕事もあるので、何でもかんでも手伝うと身がもたな
い。言うべきことは言わないといけない。

(全ての期間で休んだ10日以上,休暇取
得あり/教育、学習支援業,50～99人)

なるべく参加して下さい。
(産後2期間で休んだ10日以上,休暇取得
あり/公務　（他に分類されるものを除く）,)

おまえがやらなきゃ誰がやる
(全ての期間で休んだ10日以上,休暇取
得あり/医療、福祉,1000人～2999人)

いかに家族が仲良くするかが鍵である
(全ての期間で休んだ10日以上,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)

里帰り出産を計画していても、急な容体変化のために計画変更を余儀なくされることがありまし
た。  まずは母親と子供の安全を第一に、父親が冷静に判断してあげてください。

(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/情報通信業（通信、放送、情報
サービス、新聞・出版・広告等）,3000人
以上)

命の温もり
(産後2期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/医療、福祉,1000人～2999人)

無理のない範囲で自分できる事を配偶者と相談しながらすれば良いと思う。
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/建設業,300～499人)

毎日幸せです
(産後2期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/建設業,30～49人)

父親の家事参画は難しいことですが、必要なことです。子どもが生まれて初めて、そこを考えるよ
うになりました。

(産後2期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/教育、学習支援業,30～49人)

夫婦で何事も話し合い、協力し合う事が大切。
(産後2期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/製造業,わからない)

夫も家事、育児には参加するべき。
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/その他　　具体的に：,100～299
人)

配偶者をサポートする事で、家族との絆が深くなったような気がします。
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/建設業,50～99人)

日頃から手伝いなどに関わったほうが絶対いいです。
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)
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大変でした
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/その他サービス業,500～999人)

大変
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/製造業,100～299人)

相手のお願いはできるだけ聞きましょう
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)

双生児でもあったので、父親の育児、家事の参加は重要であった。
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/運輸業（鉄道、旅客運送、水運、
空運等） 郵便業 500～999人)

積極参画すべき、と思います。楽しいので。
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

生まれる前から勉強しておいたほうがいい
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/教育、学習支援業,3000人以上)

生まれてから一年となるが、毎日の成長が目に見えて分かり、子供がかわいくてしかたがない。
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/運輸業（鉄道、旅客運送、水運、
空運等）、郵便業,1000人～2999人)

是非、育児に参加すべき
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)

人生で子育てほど充実感を得られるものはないと思います。産めよ、育てよ！
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)

職場には、いまだに産休・育休を取られると迷惑と考える人が、特に高齢層に多いこと。
(産前は休んでいないが、産後は全て休ん
だ6-9日未満,休暇取得あり/公務　（他に
分類されるものを除く）,)

出来るだけ、子供と触れあう事が大切だと感じました。
(産前は休んでいないが、産後は全て休ん
だ6-9日未満,休暇取得あり/卸売業、小
売業,500～999人)

手伝いは必須です
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/その他サービス業,わからない)

社会が進めようとしているイクメンの推進はなんかズレているので（ファッションに過ぎない）、騙さ
れないように、各家庭に応じた育児スタイルを確立しましょう。

(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/金融業、保険業,100～299人)

自分は外で働いているので家に帰ったらゆっくりしいけど、  子供のお風呂やオムツの交換、寝ぐ
ずりの相手を積極的に行うのと、  妻の負担軽減の為、茶碗洗いなどの協力や話し相手などとて
も大変ですが  振り返るととても良い思い出になります。  辛い時は苦しいけど人間は都合の良い
もので  楽しかった事の方が鮮明に記憶しているから  頑張りましょう。

(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/製造業,1000人～2999人)

自分の時間というものが本当に無くなります。その代わり、家族での大切な時間がやってきます。
(産後2期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/医療、福祉,50～99人)

自ら率先して家事や育児に参加することが重要。言われてからやるのではダメだと感じた。

(産後2期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/情報通信業（通信、放送、情報
サービス、新聞・出版・広告等）,500～
999人)

思った以上に大変。
(産後2期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/建設業,100～299人)

子供は夫婦揃って見守って育てていくべき

(産前は休んでいないが、産後は全て休ん
だ6-9日未満,休暇取得あり/情報通信業
（通信、放送、情報サービス、新聞・出版・
広告等）,500～999人)

子供は強い
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/その他サービス業,500～999人)

子供の成長はとにかく早くアッという間です。  沢山の家族の思い出を作ってください
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/建設業,1000人～2999人)

子供と一緒の時間を増やして
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/製造業,わからない)

子供が産まれたら、少しだけでも家事等を手伝った方が良い。  配偶者が少しでも1人になれる
時間を作ってあげる事。

(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/製造業,1000人～2999人)

子育てを趣味と言える父親になってください。、
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/運輸業（鉄道、旅客運送、水運、
空運等）、郵便業,10～19人)

子育ての大事な時期に子育てに集中できない。  男性子育てに対する考え方が低すぎる。  上
司が昭和の人間なので中々、現在の考えを受け入れない。

(産後2期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/その他　　具体的に：,わからない)

仕事は大変だが家事も同じぐらい大変。
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/製造業,わからない)

産後・子育て中のママは精神的にも体力的にも疲弊するので、パパは最大限、家事や育児を実
施すべき。

(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/情報通信業（通信、放送、情報
サービス、新聞・出版・広告等）,3000人
以上)

妻一人で家事、育児の両立は絶対にできません。
(産後2期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)
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妻への感謝の気持ち、思いやりの気持ちを持って、父親も積極的に育児に参加した方が良いと
思う。

(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

妻の精神安定剤になるよう心掛けを！
(産後2期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/不動産業、物品賃貸業,3000人
以上)

妻の家事などをサポートすることて良好な関係を築ける

(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/情報通信業（通信、放送、情報
サービス、新聞・出版・広告等）,その他の
法人・団体)

最低限、自分の事は自分でやらないとダメ。やってみるときっといいことがありますよ。
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/卸売業、小売業,100～299人)

最近は父親も積極的に家事、育児に参加されている家庭が多いと感じる
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/学術研究、専門・技術サービス
業,3000人以上)

今という時間は今しかないので大切にしてもらいたい
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/学術研究、専門・技術サービス
業,3000人以上)

今しかできないことがたくさんあるので、ぜひやった方が良い
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/教育、学習支援業,官公庁など)

協力しながらやらないと、気がもたない。いろいろあって大変。
(産後2期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/学術研究、専門・技術サービス
業,50～99人)

共働きの場合、家事、育児の分担、協力が必要だと強く感じます。また、パパに関しては、職場
の理解、ワークライフバランスにたいする会社の制度が世の中に広がり、男女ともに育児、仕事
がやりやすい環境になってほしい。

(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

共に協力すること
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/製造業,100～299人)

休暇はとりずらいし、周りに迷惑をかけることは間違いない。
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)

頑張って
(産前は休んでいないが、産後は全て休ん
だ6-9日未満,休暇取得あり/製造
業,3000人以上)

慣れないことが多くストレスを感じることがある。
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/製造業,500～999人)

完璧にやろうとしない
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/運輸業（鉄道、旅客運送、水運、
空運等）、郵便業,3000人以上)

楽しみが増えた
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/医療、福祉,30～49人)

我が子と密接に触れ合うことができるわずかな期間です。 イライラすることあると思いますが、
後々自分に返ってきますので楽しくやり過ごしましょう！

(産後2期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/宿泊業、飲食サービス業,500～
999人)

家庭第一
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/学術研究、専門・技術サービス業,
その他の法人・団体)

家事を率先して手伝ってあげてください。
(産後2期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/製造業,1000人～2999人)

家事も育児もするのが当たり前になってくると苦痛にはなりません。毎日続けていくなかで習慣化
します。    今は二人の息子がいますが、お陰でパパッ子です。

(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)

家事は、分担してやりましょう！
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/卸売業、小売業,10～19人)

家事、育児はやってみると楽しい！
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/金融業、保険業,3000人以上)

奥さんをできるだけたすけてあげてほしい。
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

奥さんと一緒に子育てを積極的に楽しんで欲しいと思います。ただ、子育てに費やす時間やエネ
ルギーと、仕事やキャリアアップとの兼ね合いが難しいことは事実です。私の場合、出世やキャリ
アアップは諦めて、家庭を重視することに決めましたが、やはり心残りもあります。

(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/教育、学習支援業,官公庁など)

育児は両親の共同作業
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)

育児は大変ですが、やりがいもあります。また、子どもの成長を毎日感じられることはとても有意
義なことです。もっと男性が育児参加し、家庭の負担を夫婦で共有できれば円満な関係を築け
るのではないでしょうか。

(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/教育、学習支援業,官公庁など)



107 

 

 

 

 

Q42 属性

育児は大変だが、子どもがかわいい
(産後2期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/医療、福祉,300～499人)

育児はパパの助けが絶対必要。

(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/情報通信業（通信、放送、情報
サービス、新聞・出版・広告等）,3000人
以上)

育児に関する正しい情報の入手は大切です。
(産後2期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

よく話し合って下さい。  細かい事でもケンカに発展する場合がありますので
(産後2期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

パパになると、パパになる前より、人生に対して、すごく前向きになることが出来ます。辛いときも、
子供の顔を思い出せば、頑張れます。

(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/製造業,10～19人)

とにかく無事に産まれてくれたことを感謝し、全てを受け入れて欲しい
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/製造業,100～299人)

とにかく失敗しても育児参加が必要
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)

できる範囲で、なるべく協力を
(産前は休んでいないが、産後は全て休ん
だ6-9日未満,休暇取得あり/卸売業、小
売業,100～299人)

その時その時で状況が目まぐるしく変わります    おろおろせずどっしり構えていれば難とかなる
(産後2期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/運輸業（鉄道、旅客運送、水運、
空運等）、郵便業,3000人以上)

その時が来てからでは遅いので、普段から家事などを積極的に関わっていく心がけが必要だと思
います。

(産後2期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/医療、福祉,1000人～2999人)

すべての企業に必ず、育休をさせなさいと言う、法律がない限り、ほとんどの男性は会社を休め
ないと思うよ

(産後2期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/その他サービス業,100～299人)

すべてがチャレンジ
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

かわいいだけではない
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/卸売業、小売業,50～99人)

かなり大変
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/運輸業（鉄道、旅客運送、水運、
空運等）、郵便業,1000人～2999人)

お互い良く話をして奥さんの状況をこまめに把握して必要なサポートが何かを言われる前にして
あげることで上手く進むと思います。  子供は勝手には育ちません。  今は父親が子育てをサポー
トしない時代ではありません。昔と違い子育てに参加しない方がダサい時代です。  イクメンという
言葉はもはや死語で育児に父親が参加する事は当たり前です。  子供が欲しいなら覚悟を持っ
て下さい。  でも、大丈夫です。生まれてきた子は死ぬ程可愛くて人生の配分が変わりますか
ら！

(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/製造業,300～499人)

あまり深く考えなくても何とかなると思います
(全ての期間で休んだ6-9日未満,休暇取
得あり/製造業,わからない)

2人で取り組むことで子供にも良いの影響を与えられると思います。
(産前は休んでいないが、産後は全て休ん
だ6-9日未満,休暇取得あり/製造
業,1000人～2999人)

様々な手続きが簡単にわかりやすくならないものかと思いました。
(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/製造業,20～29人)

平日は基本的に妻が子供をみてくれているので、大変だと思いつつ感謝している。  自分が仕事
から帰ってきて、ご飯のあとの皿洗いや、お風呂上がりのあとのタオル拭き･着替えなどをしている
が、少しは役に立ててるだろうか。  日々大きくなる子供を見ているのは楽しい。

(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

夫婦で、よく話し合えば理解をし合えると思う。
(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/金融業、保険業,3000人以上)

配偶者への負担がかなりあるため、休日には家事や育児を積極的に行ったほうが良いと思いま
す

(産後2期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

配偶者が安心して出産できる環境作りに男性の協力は必要です。
(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)

二人目は一人目のことが大変でした
(産後2期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/宿泊業、飲食サービス業,1000人
～2999人)

都心では保育園を探すのが大変なので出産前から情報収集する方がよい

(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/情報通信業（通信、放送、情報
サービス、新聞・出版・広告等）,3000人
以上)

大変になるけど、楽しいよ。
(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/製造業,300～499人)

大変だけど、楽しいこともたくさんあります。
(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/製造業,50～99人)
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積極的参加が家庭円満につながる。
(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)

生まれる前かは家事は分担していたので特に苦労を感じなくて済んでいます。日々当たり前のこ
ととして家事をやることが必要。

(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/情報通信業（通信、放送、情報
サービス、新聞・出版・広告等）,500～
999人)

人生の中で何度も経験できることではないので、積極的に育児に参加してください。数年後に後
悔しないためにも今を大切にしてください。私も今しかできない貴重な時間を家族と一緒に過ごし
ています。

(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/情報通信業（通信、放送、情報
サービス、新聞・出版・広告等）,3000人
以上)

小さいうちほどいっぱい遊んでいっぱい一緒の時間をつくったほうがいい。  あと絶対立会出産をお
すすめします。

(産後2期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/建設業,100～299人)

初めて尽くしの体験で喜び、大変さ両方あるかと思いますが夫婦で協力して乗りきってください
(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/学術研究、専門・技術サービス
業,300～499人)

出産直後は妻の体調や生活リズムがかわるのでサポートが必要です
(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/学術研究、専門・技術サービス
業,3000人以上)

出産前はそう思っていなくても、生まれてみれば子供がかわいくて早く帰りたくなるものである
(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

出産後2か月は家事全般を夫がするのが良い。ハイハイや歩き出して目を話せない、ママじゃな
いと泣きだす等の時期は大変。そんな時、夫が家事を出来なければママが大変なので、練習が
てら、比較的余裕がある出産直後はいい練習の機会と思う。

(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/卸売業、小売業,3000人以上)

子供はかわいい！
(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/医療、福祉,100～299人)

子供の世話は大変ですが自分の子供は可愛いから不思議な事に苦にならないですから大丈夫
ですよ。

(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/不動産業、物品賃貸業,3000人
以上)

子供が一才ならお父さんもお父さん歴一年なので、一緒に成長できるように頑張りましょう。
(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/電気・ガス・熱供給・水道業,3000
人以上)

子育ては協力することが大事
(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)

子育てはある程度、自分を犠牲にしないといけない。子供が中心である。
(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/医療、福祉,100～299人)

子どもはあっという間に成長します。  辛い時期もあるかも知れないが、すぐに過ぎ去っていきま
す。ママのフォローを重視すると良いです。

(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/建設業,3000人以上)

仕事も大切だと思いますが、一緒に過ごせば子供の（特に新生児～１、２歳？）成長具合がよく
わかります。  その時期は１回限りです。  しっかり考えてください。

(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/情報通信業（通信、放送、情報
サービス、新聞・出版・広告等）,20～29
人)

仕事は定年までずっと続きます。  産後子育てはその時しか出来ません。  あとでやったら良かっ
たはないのでその時にやっとかないと思い出に残りません。

(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/製造業,300～499人)

仕事の延長と考えないように。

(産前は休んでいないが、産後は全て休ん
だ5-6日未満,休暇取得あり/運輸業（鉄
道、旅客運送、水運、空運等）、郵便
業,10～19人)

嫌がらずに、先ずはやってみてから考える！
(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/医療、福祉,300～499人)

頑張って！
(産後1期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)

楽しんでください
(産後2期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/建設業,3000人以上)

家事は自分でやって当然だと思うこと
(産後2期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/建設業,1000人～2999人)

育児期間は大変ですが、こんなに素晴らしい期間はなく、また、あっと言う間に子供は大きくなる
ので、育児期間は大切にしてください。

(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)

育児には積極的に参加した方がいい
(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/教育、学習支援業,10～19人)

ママは育児でいっぱいいっぱいなので家事等をフォローしてあげてほしい
(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/製造業,500～999人)

ママの妊娠中、産後育児は精神的にも肉体的にもパパが思ってる以上に大変。  一つの行動や
一声でだいぶ変わります。

(産後2期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/その他サービス業,3000人以上)

ママの大変さが身に染みてわかりました。
(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/金融業、保険業,3000人以上)

ままならなは毎日大変と思うので、少しでも気が紛れることをさせてあげれる時間をつくったらいい
と思います

(産後2期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

パパは大変です。
(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/製造業,50～99人)



109 

 

 

 

 

 

Q42 属性

パパは子育てに積極的に参加すべき。楽しいし、喜びも感じれる。
(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/金融業、保険業,3000人以上)

パパになるからというよりは、普段から協力して生活していくことが大事だと思います。  子供をみ
ると今までと違ったことがたくさん学べて楽しくなると思います。

(産後2期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

できるだけ出産には立ち会った方が良いです。
(産後2期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/運輸業（鉄道、旅客運送、水運、
空運等）、郵便業,100～299人)

たまに家事をしてやった気にならないこと

(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/情報通信業（通信、放送、情報
サービス、新聞・出版・広告等）,3000人
以上)

お互いに助け合いの心を持ってがんばってください
(全ての期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/その他　　具体的に：,1000人～
2999人)

お互いに強力していかないとうまくいかない。
(産後1期間で休んだ5-6日未満,休暇取
得あり/医療、福祉,100～299人)

両家の両親を含めた家族全員で子供を育てるべきだと思いました
(産前は休んでいないが、産後は全て休ん
だ3-5日未満,休暇取得あり/電気・ガス・
熱供給・水道業,3000人以上)

命の尊さ
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/金融業、保険業,500～999人)

無理しない  父親ができることから、すれば良い
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

毎日子供と一緒でいらいらする時があるが、寝顔を見ると、そう思った自分は子供に対して悪い
なぁと思う事があるが、たまには息を抜いてもいいんだといいきかさながら過ごしています。

(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

母親はやることがおおくて大変
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/その他サービス業,30～49人)

父親としての自覚
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/卸売業、小売業,2～4人)

父親が積極的に育児すべきである
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/電気・ガス・熱供給・水道業,500
～999人)

父親が育児に参加すると家庭は幸せになります。
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/教育、学習支援業,50～99人)

夫婦間のコミュニケーション、協力が子育てには不可欠です。
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,1000人～2999人)

夫婦間でよく話をすること。できることやしてほしいことはないか、積極的に聞くこと。最初の1年の
子どもはあっという間に大きくなって、どんどん変わっていくので、特にその期間は積極的に関わ
り、子どもをよく見るようにするとよい。

(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/教育、学習支援業,官公庁など)

夫婦で助け合いが1番必要
(産後1期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/金融業、保険業,3000人以上)

不規則な仕事で呼び出しなどもあるのでできることだけをしていればよいかと思う。無理にやりすぎ
ると本職にも影響が出たり、事故を起こす可能性がるので無理は禁物！！  後でできることは後
回し、少々のことはかみさんにやっておらうといいよ。

(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/電気・ガス・熱供給・水道業,500
～999人)

必ず夫婦で一緒に育児を行うべき。
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

配偶者を積極的にサポートする
(産前は休んでいないが、産後は全て休ん
だ3-5日未満,休暇取得あり/製造業,30
～49人)

配偶者への気配りを大切に
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/運輸業（鉄道、旅客運送、水運、
空運等）、郵便業,30～49人)

配偶者、子供のためには、上司に嫌われても休みをとって子育てに参加する。職場は定年まで、
家族は一生付き合うもの。どちらを大切にするかをよく考えてください。

(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/その他　　具体的に：,わからない)

二人目以降は配偶者の協力がないと子育ては大変であるので、様々なサービスを利用するため
に情報を取り入れると、仕事も家庭も少しでも良い方向に進むと思います。

(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/不動産業、物品賃貸業,官公庁な
ど)

当たり前の事なので夫婦で育てましょう
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,30～49人)

電話相談窓口の充実
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/電気・ガス・熱供給・水道業,3000
人以上)

定時が決まっている仕事は子供と接する時間が少ないので、夕方には帰れるように時間調整し
たいと思った。

(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/情報通信業（通信、放送、情報
サービス、新聞・出版・広告等）,1000人
～2999人)
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男は働き、女は家事という考え方自体がもう古すぎる
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/その他サービス業,20～29人)

男の育児参画は必ず必要だと思います。  今だけしか体験できませんから。
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/建設業,50～99人)

男が、仕事、家事、子育てを妻以上に行うこと。
(産前は休んでいないが、産後は全て休ん
だ3-5日未満,休暇取得あり/教育、学習
支援業,10～19人)

大変な事の方が多いかもしれないけど、それ以上にかけがえのない時間を得ることができます。
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/教育、学習支援業,官公庁など)

大変だなぁ。
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

大変だが、楽しいこともある
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

全てを奥さんに任せるのではなく、男もできる限り協力しないといけない
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/建設業,5～9人)

先輩の経験を共有したい
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)

積極的に育児に参加してください。
(産前は休んでいないが、産後は全て休ん
だ3-5日未満,休暇取得あり/電気・ガス・
熱供給・水道業,3000人以上)

積極的な取り組みが必要
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

生まれてきた子供は宝物であり、我が子の笑顔を見ると、どんな辛いことも我慢できるものである
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,1000人～2999人)

是非家族の支援を求めて、無理せずやってくださたい。
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/医療、福祉,官公庁など)

睡眠不足
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,300～499人)

助け合い
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/卸売業、小売業,50～99人)

初めは、わからないことだらけですけど、色々楽しめると思います。何事も思いやりが大切かなと
思います。

(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/生活関連サービス業、娯楽
業,500～999人)

出来ないことも、積極的に協力してください！
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,1000人～2999人)

出産前に夫婦で勉強するとよい

(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/情報通信業（通信、放送、情報
サービス、新聞・出版・広告等）,100～
299人)

出産は大変なことなので、周りの協力が必要
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,50～99人)

出きることは率先してやること
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/学術研究、専門・技術サービス
業,3000人以上)

手伝って
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/医療、福祉,100～299人)

手荒れすごい！
(産前は休んでいないが、産後は全て休ん
だ3-5日未満,休暇取得あり/卸売業、小
売業,30～49人)

自分の時間は激減するが、別の楽しみが生まれる
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/学術研究、専門・技術サービス
業,1000人～2999人)

自分にとっては些細なことでも、[こんなこと]と思わずに、率先して行動した方が喜ばれる。
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/運輸業（鉄道、旅客運送、水運、
空運等）、郵便業,3000人以上)

時間をつくってでも子どもと接する時間をつくった方がよい。
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,1000人～2999人)
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時間のやりくりは大変ですが、充実しています。
(産前は休んでいないが、産後は全て休ん
だ3-5日未満,休暇取得あり/製造
業,1000人～2999人)

時にはイライラすることもあるにはあるが、それ以上に子どもの成長が嬉しく、また今後も楽しみで
ある。

(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/医療、福祉,わからない)

思った以上に育児の負担が大きく父親の参加も必要である事
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/その他サービス業,3000人以上)

思いがけない事が起こるが、冷静に対応しなければいけない。
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,1000人～2999人)

子供の成長を見る事で親のありがたさを感じた。
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,500～999人)

子供の成長は早く小さい時に触れ合う時間は貴重である
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,1000人～2999人)

子供の成長は早い。仕事は適度に、子育てを重視して、喜びを共有してほしい
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/不動産業、物品賃貸業,100～
299人)

子供の成長が楽しい
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

子供の世話をするなかで、徐々に父親になっていった気がする。子供が生まれてすぐは父親の
実感がわかなかったとおもう。

(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/学術研究、専門・技術サービス
業,300～499人)

子供のために休みを
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/医療、福祉,500～999人)

子供のためにも夫婦が協力し合うことが大切です
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

子供と向き合っていきましょう。子供の気持ちが見えてくることがあります。
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,100～299人)

子供が出来ると嬉しい😆😆 (全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,300～499人)

子供がなかなかなつかなくても、根気よく愛情を注ぐこと。そのうち必ずそれは報われます！
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,100～299人)

子供がいると不自由なようで、そんなことはなく、どんなことでも楽しくなります。
(産後1期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)

子育てを趣味にできることが大事なこと
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)

子育ては想像以上に大変で手間がかかる。母親一人では、出来る事にも限界がある。父親の参
加は思っている以上に重要。  ちょっとの手伝いや気遣いでも、助けになれると思う。

(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/卸売業、小売業,300～499人)

子育ては自分の成長につながると思う。
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)

子育て、仕事、家事を全てこなすのは大変、それは配偶者も同じことですので、ともに支えあって
取り組まないと乗り越えられません。

(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)

子どもは母親だけではなく、父親も一緒に育てるものだと思うのです、積極的に手伝える事はして
いったほうが良いと思います。

(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/情報通信業（通信、放送、情報
サービス、新聞・出版・広告等）,1000人
～2999人)

子どもが生まれてから、赤ちゃんがいる家庭の人との付き合い、出会いが始まる。  今までと友人
関係がガラリと変わる感じ。

(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,300～499人)

仕事を理由に育児に参加しないのは良くないことだと思います。  育児は両親が平等に行うもの
だと思います。

(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

仕事は誰かが代わりにやってくれます。子供のパパは、あなただけです。家族を大切にしましょう。
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/教育、学習支援業,官公庁など)

仕事に熱中するあまり家庭をないがしろにするのはやめましょう
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/卸売業、小売業,1000人～2999
人)

仕事と子育ての両立が非常に大変で、特に時間を自分の思い通りに使えない事には困ってし
まった。公私ともに時間の使い方に工夫が必要だと思う。

(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/医療、福祉,500～999人)

仕事と家庭のバランス
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/生活関連サービス業、娯楽業,10
～19人)

仕事で疲れてしまうと、家庭の何事も上手くいかない。子供にイライラしてしまうことが多くなる。
下の子が生まれてからすぐに職場が変わったが、新しい職場は、土曜日勤務、日曜日に出勤で
も代休、賃金なしなので、かなり職場環境が悪い。家で子供にイライラすることも増えてしまった。
職場の考え方が重要な気がする。

(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/教育、学習支援業,3000人以上)

産後の一ヶ月間は、妻を休ませてあげてください。
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,500～999人)

妻の体調面の問題や、保育園の空き、入れた場合の保育料の問題もあり、妻に育児、家事に
専念してもらっています。私は出来る範囲で手伝いをしている形ですが、それでも育児に参加する
ことで我が子の成長を間近で見るのは非常に楽しいです。

(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/学術研究、専門・技術サービス
業,20～29人)
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妻の考えていること、感じていることは時には理解できない、気づかないことがある。理解を超えた
対応が必要になる。

(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/情報通信業（通信、放送、情報
サービス、新聞・出版・広告等）,100～
299人)

妻の気持ちを第一に考える事が大事。
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/その他サービス業,1000人～
2999人)

妻のケアが大変
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)

最初は大変かもしれないが、妻を支えるという気持ちで頑張ってほしい
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)

今の所ない

(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/情報通信業（通信、放送、情報
サービス、新聞・出版・広告等）,50～99
人)

結構大変ですが子供の成長の変化がみられていいです。
(産前は休んでいないが、産後は全て休ん
だ3-5日未満,休暇取得あり/卸売業、小
売業,100～299人)

業務と家事の両立は想像以上に大変です。ただ、支える家庭がある誇りや子供の成長はとても
支えになります。

(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/教育、学習支援業,その他の法
人・団体)

強制的に休める制度がほしい
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/その他サービス業,3000人以上)

共働き家庭ではお互いの協力と感謝の気持ちが大切
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

共働きだと、1才前後には保育園。帰ってきてからの限られた時間は、家事で怒濤のように過ぎ
ていく。  愛情や家族の関わり度合いが十分なのか、すごく不安だ。我々の親世代は幼稚園まで
はほぼ24時間一緒にいたのではないか。  女性の社会参画が騒がれる中、子への愛情、その後
の子供の心の成長に不安を感じる。

(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/宿泊業、飲食サービス業,3000人
以上)

共に色々な事を経験する事で、家族愛が高まる。
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,300～499人)

貴重な時間であるからぜひ育児に参加してもらいたい。
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/卸売業、小売業,1人)

気合いだ！
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/電気・ガス・熱供給・水道業,3000
人以上)

頑張って下さい
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/建設業,3000人以上)

頑張ってください！
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,500～999人)

頑張ってください
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/建設業,10～19人)

完璧に出来なくても、積極的にいろいろ体験してほしい。
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/その他　　具体的に：,50～99人)

会社の理解を得られるとは思わない方がよい
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,300～499人)

会社の理解が必要。
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

家事を分担する
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,300～499人)

家事を分担しながら、上手に生活を送ることが大事
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

家事を手伝いしょう
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/卸売業、小売業,50～99人)

家事や負担は半分  幸せは２倍
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/教育、学習支援業,官公庁など)

家事や育児の大変さをわからずに偉そうな態度を取るな。皆んな母から産まれてきてる。女性を
大切に。

(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)

家事はたいへんなので、夫婦で分担してやってください。
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/運輸業（鉄道、旅客運送、水運、
空運等）、郵便業,3000人以上)

家事のやり方は話し合って統一した方がいい。洗濯物の畳み方など。小さいことが積み重なって
ストレスになる場合がある。

(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,500～999人)

家事に性別はありません。
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/医療、福祉,100～299人)
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家事が仕事のアイデアやヒントになることもあります。
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/電気・ガス・熱供給・水道業,3000
人以上)

家事、育児は積極的に関わるべき。そうすることでワークライフバランスは自然とできると思いま
す。

(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/不動産業、物品賃貸業,1000人
～2999人)

家事、育児は協力してやってくものだと思う。
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/運輸業（鉄道、旅客運送、水運、
空運等）、郵便業,3000人以上)

何事も積極的に経験
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

奥さんへの配慮を最大限にしてください。文句を言われても言い返さない。
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/金融業、保険業,300～499人)

育児中心になり家事に時間が割けにくくなる。
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/その他　　具体的に：,500～999
人)

育児休暇を、取得し子供の成長を感じることができたことと、取得したことで職場の反応もよかっ
た。

(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,500～999人)

育児をしながら家事を行う事は、かなり大変な事なので是非手伝ってあげてほしいと思います。
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/学術研究、専門・技術サービス
業,300～499人)

育児は大変でストレスが溜まるので、嫁さんに配慮してください。
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/教育、学習支援業,わからない)

育児は大変だけど楽しいよ
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/建設業,500～999人)

育児は楽しんでやるもの
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/医療、福祉,500～999人)

育児は我慢と忍耐ができる人でないとできないから、よく覚悟をもって頑張るべし！
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,500～999人)

育児は家族でやるものです。

(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/情報通信業（通信、放送、情報
サービス、新聞・出版・広告等）,1000人
～2999人)

育児の予行演習をやるべき
(産後1期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/卸売業、小売業,3000人以上)

育児に手がかからなくなったらお金持ちがかかる。
(産前は休んでいないが、産後は全て休ん
だ3-5日未満,休暇取得あり/製造業,50
～99人)

育児、家事も仕事だと思えるかどうか。自分の役割を認識することが重要。
(産前は休んでいないが、産後は全て休ん
だ3-5日未満,休暇取得あり/製造
業,3000人以上)

やはり妻に携わっていると感じさせる事で安心感を感じて貰えるので必要な事である
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/宿泊業、飲食サービス業,3000人
以上)

やはり愛情を持って子供と接する事が大切です。
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,30～49人)

ママは偉大です。でも産まれてからは喧嘩も増えます・・・
(産前は休んでいないが、産後は全て休ん
だ3-5日未満,休暇取得あり/その他サー
ビス業,10～19人)

パパ向けの料理教室
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

パパも家事や育児をやるべき。  ママの負担を軽減
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,30～49人)

パパは全力で家事育児に参加すべし
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

パパになる自覚はママのそれより10ヶ月遅れています。  でも一緒に子育てしていくと子どももな
ついて、しんどいことも乗り越えられると思います。

(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/情報通信業（通信、放送、情報
サービス、新聞・出版・広告等）,1000人
～2999人)

なるべく子供と配偶者と一緒に共有する時間を作れると良いと思います。
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/卸売業、小売業,500～999人)

しっかり休んで、女性の助けを行った方がよいと思います
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

しっかりフォローするとその後が円滑。
(産前は休んでいないが、産後は全て休ん
だ3-5日未満,休暇取得あり/教育、学習
支援業,官公庁など)

こどもを産んでくれた、奥さんに感謝を
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/建設業,500～999人)

こどもの面倒をみてくれる、安全なベビーシッター。
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/教育、学習支援業,3000人以上)

がんばってください
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)
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お互いに出来ることは協力し合う
(産後2期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,30～49人)

お金がかかりますね
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/その他サービス業,500～999人)

イライラしないこと。全てを楽しむ
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/製造業,500～999人)

イクメンと言う言葉が早くこの世の中から消えてなくなりますように…その言葉の存在がある限り、
育児は母親のやるべき事。と言う概念が無くならないと思います。

(産後1期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/電気・ガス・熱供給・水道業,100
～299人)

いいことです
(全ての期間で休んだ3-5日未満,休暇取
得あり/卸売業、小売業,3000人以上)

本気で少子化対策を行っている効果はあまり感じられず、個人の活動に頼る部分が多いので、
周囲への期待半分で頑張ることが大切かと思います。

(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/その他サービス業,50～99人)

忙しい
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/卸売業、小売業,1000人～2999
人)

保育園を充実させることと、税金の免除をもう少し厚くして欲しい
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/建設業,100～299人)

父親の協力が不可欠です。
(産後1期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/製造業,30～49人)

認可保育所は 空きがない。
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/医療、福祉,その他の法人・団体)

地域で相談・支える仕組みがほしい
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/卸売業、小売業,1000人～2999
人)

男女平等と言えど私の住んでる地域では、やはり男は仕事と言う観念で妻の妊娠から出産して１
年なりますが休日出勤しながらも出来る限りの育児や家事のサポートはしてるつもりです。  しかし
妻も自分も疲れが溜まり、つまらないことでの喧嘩は何度かあり育児ノイローゼ寸前までなりまし
た。  私の職場は社長のワンマンスタイルなので残業を月に30時間しても給料の手取りは20万
も貰えません。  育児の大変さや大切さは理解してやってますが今の子供手当ての金額だけでは
私の世帯収入と足しても子供の物を揃えるとマイナスなってしまうのが現状です。  父親の育児
休暇も大事かと思いますが、その前に低所得世帯への対応がしっかりしないと育児どころか子供
が欲しくても産めない人たちもたくさんいるのではないかと思います。  育児は大変ですが楽しい面
もあります。  しかし経済的な理由で二人目は無理ではないかと思ってます。  ただただ少子化が
進んでいくのが心配です。

(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/生活関連サービス業、娯楽業,20
～29人)

大変だけど楽しみながらできる
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/宿泊業、飲食サービス業,100～
299人)

大変
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/医療、福祉,3000人以上)

大変
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/製造業,5～9人)

積極的に手伝いましょう。
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/教育、学習支援業,100～299人)

積極的に参加する
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/卸売業、小売業,30～49人)

積極的に妻のサポートをしてあげて妻の負担を減らしてあげた方がよい。
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/製造業,1000人～2999人)

積極的に関わって欲しいですね
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/卸売業、小売業,20～29人)

積極的に育児に参加して下さい。
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/製造業,1000人～2999人)

積極的な育児、家事サポートが必要。
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/建設業,1000人～2999人)

生活スタイルが子供中心に変化

(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/情報通信業（通信、放送、情報
サービス、新聞・出版・広告等）,50～99
人)

政府が本気で少子化問題や子育て支援等について考えてくれないから今後も何も変わらない。  
本人達で頑張るしかない。

(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/製造業,わからない)

色々大変です
(産後1期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/製造業,わからない)

出来るだけ早く準備していただきたい
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/教育、学習支援業,官公庁など)

出産後パパが家事育児を率先して行わないとママの体力精神力が回復出来ない。
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/製造業,300～499人)

出産や育児には協力が必要です
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/宿泊業、飲食サービス業,500～
999人)
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出産は母親も新生児も命懸けです  命懸けで産まれてきたのですから父親として出来る限りのこ
とはした方がよいと思います。  子供が産まれなければ、父親にならなければ経験できないことも
ありますので、子供の為にも、自分が父親となった実感を感じるためにも良いことですね。

(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/製造業,5～9人)

自分の時間は家事育児の合間に
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/運輸業（鉄道、旅客運送、水運、
空運等）、郵便業,10～19人)

思ってる以上に大変であり、若い方が良いと感じた。
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/電気・ガス・熱供給・水道業,1000
人～2999人)

子供のために頑張ろうと思います。
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/医療、福祉,300～499人)

子供が生まれる前に比べて  これほどまでに自分の時間が取れなくなるとは思わなかった  これ
からパパになる人には  経験者の体験談などを積極的に聞くなど  情報収集をたくさんした方がい
いと伝えたいです

(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/建設業,5～9人)

子育ては両親がともに区別差別なくやるべき。  第二子以降も当然に。  第一子の時だけ頑張る
ことのないように。

(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/学術研究、専門・技術サービス
業,30～49人)

子育ては大変ですが積極的に参加してみると人生が大きく変わります。
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/医療、福祉,500～999人)

子育ては大変です。
(産後1期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)

子育てにたいする行動は気持ちの問題
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/学術研究、専門・技術サービス
業,3000人以上)

仕事と家庭の両立がむずかしい。
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/教育、学習支援業,官公庁など)

産前、産後の家事は想像以上に大変そうなのでぜひ協力してあげてほしい
(産後1期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

妻の精神的な負担から、喧嘩になりがちだが、我慢すること

(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/情報通信業（通信、放送、情報
サービス、新聞・出版・広告等）,20～29
人)

現在二人の男の子の父親だが長男の出産時は仕事の関係で立ち会えなかった。次男の時は休
暇を取得し立ち会うことができ、何とも言えない感動があったと思います。子供たちをがこれから
大きくなるのには両親の力が大切であることや、仕事と家庭の両立が大切であると思います。そう
いう事を改めて気付かされたのが良かったと思っています

(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/医療、福祉,500～999人)

経験できることはした方が良い。子供はすぐ成長するので。
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/製造業,1000人～2999人)

頑張ってください
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/製造業,5～9人)

楽しんで！

(産後1期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/情報通信業（通信、放送、情報
サービス、新聞・出版・広告等）,3000人
以上)

我が子の大切さ
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/運輸業（鉄道、旅客運送、水運、
空運等）、郵便業,20～29人)

家族が元気でいる喜びを感じてほしい
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/卸売業、小売業,5～9人)

家事は大変なので、普段から手伝ってあげてください
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)

家事の大変さ
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/運輸業（鉄道、旅客運送、水運、
空運等）、郵便業,3000人以上)

家は賃貸では狭い。
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/建設業,3000人以上)

奥さんを労るために、仕事をいかに調整して家族との時間を持つかが大切です。
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/生活関連サービス業、娯楽
業,100～299人)

育児は配偶者の睡眠不足など、体調管理が大切。核家族化が進む現代では、サポートは必要
不可欠。

(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/運輸業（鉄道、旅客運送、水運、
空運等）、郵便業,1000人～2999人)

育児は積極的参加すべし。
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/建設業,100～299人)

育児により日々自分自身も成長させてもらっています。
(産後1期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

もともと子供好きだったが、自分の子供がこんなにかわいいもんだとは!予想以上だった。
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/製造業,1000人～2999人)

まずは育児参加を意識してやってみる。
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/運輸業（鉄道、旅客運送、水運、
空運等）、郵便業,1000人～2999人)
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とりあえず、夫は子育てに積極的に参加し、黙って、妻の言動に関して静観し、黙ってフォローす
れば妻のストレスも軽減し、夫婦喧嘩もなく、子供も何気なく見ているので、教育上でもいい影響
がある。

(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/卸売業、小売業,3000人以上)

できることはやる
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/卸売業、小売業,50～99人)

できるかぎり嫁さんの言葉に耳をかたむけましょう
(産後2期間で休んだ2-3日未満,休暇取
得あり/教育、学習支援業,100～299人)

立ち会い出産を経験して、子供への愛情が、とても強く感じられました。
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/製造業,10～19人)

頼まれなくても自分から配偶者に声をかけるようにする
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/教育、学習支援業,その他の法
人・団体)

本当に愛してあげて下さい。  何があろうとも、守ってあげて下さい。  あなたがいたから生まれるこ
とができた子です。  忘れてあげないで下さい。

(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/教育、学習支援業,3000人以上)

配偶者は想像以上忙しくなるので、家事は出来た方が良い
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/製造業,3000人以上)

配偶者が育児ノイローゼにならない程度に育児などに協力をしていかなければならないと思う。
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/その他　　具体的に：,30～49人)

怒るだけではいけない
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/建設業,10～19人)

徹底的にサポート役に回るようにしましょう。
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/教育、学習支援業,100～299人)

男性も積極的に育児に関わるべき。
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/教育、学習支援業,500～999人)

男も家事を分担して手伝うべきだ。
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/製造業,300～499人)

大変な事が多いが、それ以上に子どもの笑顔と成長は楽しい。  嫁のケアを忘れずに。  以外と
周りが助けてくれるので頼れるときは頼ったほうが良い。

(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/建設業,2～4人)

大変だけど充実してます
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/運輸業（鉄道、旅客運送、水運、
空運等）、郵便業,3000人以上)

大変
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/建設業,30～49人)

体験あるのみ
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/建設業,100～299人)

赤ちゃんを寝かしつけるベッドは電動のを買うべき。
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/製造業,わからない)

昔とは違い、父親も子育てに積極的に参加すべきと実感しました。
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/医療、福祉,50～99人)

成長の過程を目の当たりにすることで、よりいっそう子供への愛情が湧く。
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/建設業,30～49人)

睡眠不足
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/教育、学習支援業,わからない)

心に余裕が出来ない状況では父性は育たず、安全な育児が続けられない。
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/医療、福祉,300～499人)

女の人は子供が一番になるので見捨てられないように家事も手伝うように
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/学術研究、専門・技術サービス
業,5～9人)

出来るだけ手伝いをしたほうが良い。
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/卸売業、小売業,10～19人)

手伝えることは積極的に。
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/その他サービス業,20～29人)

社会情勢や周辺の地域の環境の変化から、子育てに父親が参加しなければ母親はより大変に
なるため、少しずつ参加していくことが大切だと思う。

(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)

子供の為に頑張りましょう。

(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/情報通信業（通信、放送、情報
サービス、新聞・出版・広告等）,10～19
人)

子供と一緒に自分達も成長していくもの。何かと不安や戸惑いもあるけれど、気負わずにやって
欲しい

(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/製造業,100～299人)

子育ては大変なので一人では無理。夫婦で協力して行う必要がある。
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/製造業,300～499人)

子育ては楽しい！
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/製造業,100～299人)
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仕事だけしていて、帰りが遅いのはおかしい。残業時間を減らし育児に参加するべきと思う。

(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/情報通信業（通信、放送、情報
サービス、新聞・出版・広告等）,わからな
い)

産前と産後では、考え方がかわると思うので、配偶者を第一に考えてのサポートが必要。
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/不動産業、物品賃貸業,50～99
人)

産まれるまで奧さんとの時間を大切にするほうがいい。うまれたら二人の時間がなくなるから。
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/製造業,わからない)

勤務後に手伝う場合、自分の睡眠時間を必ずとるように。
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/不動産業、物品賃貸業,20～29
人)

頑張りましょう
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/建設業,100～299人)

家事、育児は男もやるべき。配偶者は希望があれば、働きに出るべき。
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/医療、福祉,300～499人)

家事、育児は思ってた以上に負担が大きいこと
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/製造業,500～999人)

価値観をどこに置くかだと思う。仕事は生活の糧であり、自己表現。表現にとらわれないことが必
要では。

(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/製造業,100～299人)

何事も経験で、みんな初めてなのでまずはやってみることが大事だと思います。
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/生活関連サービス業、娯楽
業,300～499人)

奥さんに息抜きとして自由にできる時間を作ってあげることが大事
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/卸売業、小売業,30～49人)

一生で何度もできることではないので、ぜひ体験してください。
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/教育、学習支援業,官公庁など)

育児や家事は参加するやしてあげるのではなくて、するのが当たり前で生活の一部であってほし
い。

(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/医療、福祉,50～99人)

育児は夫婦で協力仕合ながらたのしくおこなってください。いろいろ大変なことがありますが奥さん
をしっかりとサポートして奥さまのストレスを少しでも和らげるように頑張ってほしいです。

(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/生活関連サービス業、娯楽業,わ
からない)

育児は大変ですが、幸せを感じることもあると思います。

(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/情報通信業（通信、放送、情報
サービス、新聞・出版・広告等）,30～49
人)

育児は大変ですが、その分子供の成長を目の当たりにしたときの感動は大きいです。乳児期は
特に子供母親中心の生活になりますが、「そういうもの」と心にゆとりを持って接して挙げてくださ
い。

(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/製造業,100～299人)

育児は大変
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/建設業,5～9人)

育児は思ってる以上にすごく大変なので旦那さんは積極的に育児、家事を手伝ってあげるように
しましょう。

(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/製造業,20～29人)

育児は協力してやることが大切。掃除、洗濯。
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/その他サービス業,10～19人)

やってみたら大変だけど、可愛いから我慢出来る。
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/その他サービス業,50～99人)

なるべく育児に関わること  特に出産には立ち会いを

(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/情報通信業（通信、放送、情報
サービス、新聞・出版・広告等）,50～99
人)

できる範囲で手伝って下さい
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/生活関連サービス業、娯楽業,官
公庁など)

たくさん話し合いをして双方の考えの共有をしておくとイライラしない。
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/その他サービス業,3000人以上)

それぞれの家庭で考え方が違って良いと思う。
(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/建設業,5～9人)

30歳後半以降の出産は、収入判断でどう考えても待機児童になる。二次で遠くの保育園に入
れても体力的に若い親よりしんどい。

(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/公務　（他に分類されるものを除
く）,)

○子育ては、なかなか自分の思い通りにいかなかったり、日々の夜泣きなんかで体力的にも精
神的にも疲れ切ってしまいますが、夫婦で協力していくことがとても重要だと感じました。  もし両親
をはじめ家族のサポートが得られるなら、可能な限りお願いするのもいいと思います。    ○おかげ
さまで我が子は元気に育っております。成長を振り返ると、ねんねの頃やハイハイの頃が懐かしく
あります（最近は歩くのが楽しいのかハイハイが見られなくなり、もっと見たかったなぁと切に感じて
います）。皆様仕事でお忙しいと思いますが、子供の日々の成長を側で見る時間は大切にしてほ
しいと思います。

(産後1期間で休んだ1-2日未満,休暇取
得あり/学術研究、専門・技術サービス業,
その他の法人・団体)


