
平成最後の１年を振り返ると、昨年は特に会社の抱える課題が表

面化した年だったように思います。そこで、相談件数の多かった事

例を取り上げ、取り組む際に押さえるべきツボ！をご紹介します。 

浪越徳次郎先生“指圧の心は母心 おせば生命の泉わく” をひととき流に・・・“ひととき視点は人視点 人は企業の泉たる” 

主婦力 『探究心』      中井 

 

まだまだ手のかかる保育園児２人の子そ

だて真っ只中です。子ども達が病気の時

には、『病児保育』を利用します。 

 子どもの病気は急なうえ、受け入れ枠も限定されてい

るので、受け入れてもらえないこともあります。そこで、

複数の施設を探して、１つの施設がダメなら、もう一つの

施設・・・と、まさに探究心を発揮しています。 

仕事も同様に、自身が納得できるまで調べつくすの

で情報の信用度も高く、質問しても返ってくる答えに

安心感があり、メンバーの信頼も得ています。 

主婦力 『情報収集力』  

            三上 

 

子どもが欲しがる仮面ラ

イダーのおもちゃは、基

本的に段ボールと紙とクレヨンなど家に

ある材料で作っているそうです。これは

ネットやママ友から得た知恵です。 

 仕事でも、主に研修やレター等の作成

に携わることが多く、情報収集が肝にな

るので、通勤の電車内でも常にスマホで

ネタになりそうな記事を探してます。こ

うして、常に「面白そう！」をキーワード

にアンテナを張り巡らせ、メンバーと雑

談しながらも情報を収集しています。 

主婦力？ 

『おもてなし力』 水野 

 

１５時を過ぎるとメン

バーにオヤツを配り始

めます。それまでは仕事に集中してい

たメンバーも、ここで一旦コーヒーブレ

イクで糖分を補給します。 

決して仕事は甘くないので、ここで甘

さを投入です。集中して業務をこなして

いる中に、こうしたホッと一息の時間が

あることでメリハリができます。 

 あくまで仕事は真剣に緊張感を持っ

て取り組みますが、同時に心地よさを

感じられることも大切ですから。 

 「経済成長なき社会」を迎えているとも言われ、成長こそが人間の進歩と思わ

れてきた概念を考え直す必要があると唱える経済学者もいらっしゃいます。 

 視点を組織に移した時、組織に成長を求め続けることは正しいだろうか、と考えることがあります。

子供が大人になっていくような成長ではなく、より良いほうに進んでいくという進歩の方が近いような

気がしています。働く人たちの現場では、仕組みづくりに重きをおき過ぎたり、自走できる組織を目指

すという名目のもとの放置状態から疲弊している社員をみかけることもあります。そうではなく、働く

人の個性を生かし、認めることで人も組織も少しずつ進歩していくのではないでしょうか。 

 成長なき社会、人口減少時代だからこそ、「人」が大切であることを進歩している組織では気づき、

実践しています。平成の次の時代はすべての企業で待ったなしなのかもしれません。 

 皆さまのおかげで満10年を迎えることができたひとときも、組織の進歩を目指される皆さまの伴走役

が果たせるよう、笑顔を忘れず変化に柔軟に対応していきたいと思っています。 

 本年もどうぞよろしくお願いいたします。 ２０１９年1月  
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主婦採用のススメ ～ひととき実践型『主婦活』のご紹介～ 

労働人口が減少、人材確保として、最近注目される「主婦」の採用について、今回裏面で詳しくご紹介していますが、ひとときも 

スタッフ全員が主婦という肩書を持っています。そこで、仕事で発揮している『主婦力』をご紹介します。 

主婦力 『エビデンス力』 

         中西 

 

 中一の子どもを見ている

と、ネットの情報を正しいの

かどうかも確認せずに、鵜呑みにして学校

の課題などに使おうとしていることがあり

ます。そこで、資料を引用するときには、必

ず出典を確認することと、学校に提出する

ものには公的な機関の資料を使うように、

口すっぱく注意するそうです。 

 それは仕事でも同様です。根拠は何

か？情報は正確か？こうしたエビデンスに

こだわる仕事のやり方はとても周囲にい

い刺激を与えてくれます。 

主婦力 『コミュニケーション力』  増田 

 

保育園児と小学生の２人の子育て真っ只

中であり、前職が英会話教室の先生とい

う異色の経歴の持ち主です。 

 子どもが小学生だと習い事の送迎など母親業の時間も

必要になりますが、持ち前のコミュ力でご近所さんの支援

を引き出し、送迎を依頼したり子供を預かってもらったりと

絶妙なワークライフバランスを実践中です。 

 それは仕事も同様で、慣れない事務の仕事でもコミュ

力を発揮しメンバーの支援を引き出したり、事務所の

ムードメーカー役までこなす仕事っぷりです。 

メンバーのうち３名が、保育園児を育てながら働いているため、子どもの病気などで突発的に仕事を休むこともあり、予定通

りにいかないことも度々です。それをどうカバーしていくのか、まだまだ課題もあります。そんな中、何より一人ひとりが、自

分の仕事に責任を持ち、残業せず限られた時間の中でどう効率よくこなすべきかを考えつつ過ごしています。今後のひとと

きの主婦力にもぜひご期待下さい！ 

=２０１８年のひととき活動実績= 

有休取得促進 

労働時間の短縮 

社外人事部 

解雇・退職 

＜背景＞ 
 

働き方改革関連法の 

成立により２０１９年４月～ 

有休５日取得の義務化が 

スタート 

＜各社の取組み紹介＞ 
 

[計画有給の導入] 

土曜の出勤日を計画有休

にすることで、有休取得の

促進で法改正に対応 
 

[労働時間の短縮] 

顧問先の企業様でも完全週

休２日制の導入が増加 

＜ココがツボ！＞ 
 

[有休管理の厳密化] 

今回の法改正では、違反した場合に

は罰則規定もあり、厳密な法令遵守

が求められます。そこで、有休管理

簿が重要な書類となります。 
 

  しっかり有休を消化しリフ 

  レッシュして、生産性の向上

を目指します。 

＜背景＞ 
 

組織戦略をより効果的

にするために、社内の

会議にひととき

が参加する、社外

人事部のニーズ

が増す 

＜各社の取組み紹介＞ 
 

[定例会議に出席] 

問題が起こってから対応ではなく問

題化する前に対応できるように役員・

人事メンバーと一緒に労務管理に携

わることで早めに会社の課題を把握 
 

[経営計画策定に参加] 

計画が有効に実行されるため

に、計画策定の段階からコンサ

ルとして参加 

＜ココがツボ！＞ 
 

[会社の課題を明確化] 

今までは問題が起こってからご相

談頂くことも多かったのですが、こ

うして問題化する前に、会社の課題

を共有できることで、迅速な対応が

可能になります。 
 

働く人にとっても、不満の芽を

早く摘む組織体制は、精神的

な安定感をもたらします。 

＜背景＞ 
 

服務規律違反の社員の存

在、社員に悪影響を与える

パワハラ・セクハラ言動の

社員の存在が増加 

＜各社の取組み紹介＞ 
 

[就業規則の整備] 

就業規則の服務規律に社員に 

求める行動規範を明記し、また 

禁止するべき言動も明記 

 

[●●ハラスメント相談窓口] 

様々なハラスメントが発生した場

合の対処方法・相談窓口の周知

と弁護士への相談・裁判に発展

する前に社内で解決できる仕

組みを整える 

＜ココがツボ！＞ 
 

[会社の規則・体制の整備] 

就業規則は作ってあっても、その中

身を確認するのは、いざ問題が起き

た後ということが多くあります。 
 

そこで、従業員を１人でも採用したら

迅速に作成し、従業員が増えたら随

時見直しすること、そして周知

することです。また、各種相談

窓口も設置で終わらず、実際に

活用されることが重要です。 

ひとときでは働くスタッフの労働時間に合わせて、対応時間(平日９：３０～１７：３０へ)を短縮 

リーダー研修 

＜背景＞ 
 

働き方や価値観の多様化が

進む中で、組織がまとまるた

めには、意志の統一、指示系

統の明確化、そして部下の

フォローなど、リーダーに求

められる役割が増す 

＜各社の取組み紹介＞ 
 

[リーダー研修で心理学] 

人間関係における問題の原因が心の理解

不足という場合もあるため、リーダー研

修で心理学を学ぶ 
 

[フォロワーシップ研修] 

リーダーにリーダーシップを求めるばかりで

は、組織運営は一方通行で終わる場合もあ

り、全員のフォローワーシップ（リーダーへの

自立的支援・組織への主体的貢献）がカギ 

＜ココがツボ！＞ 
 

[組織の理念と行動指針] 

全員が同じ方向を向いて仕

事をするために、柱となる理

念が必須です。そして、それ

を具体的な行動事例に落とし

込み、個々が常に意識できる

仕組みが重要です。 
 

理念も絵に描いた餅になら

ぬよう、が重要です。 

2018年は、立ち上げまもない、あるいは労務管理ができていない企業も就業規則や体制を整えようという動きが

多かったように思います。働き方改革の影響もあります。働く環境の整備が進み、そして、従業員の意識と生産性向上も図

ることができれば、企業の未来は明るいでしょう。今や、企業利益確保同様に労務管理も重要視されてきています。 



 
文責： 
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ご覧いただき、ありがとうございます。 

2019年のひとときにも乞うご期待下さい。 

これからも宜しくお願いいたします。 
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ＨＰリニューアルしました！ 

2019年 シュフ活 元年 

 昨年、鈴木保奈美主演のNHKドラマ「主婦カツ！」が放送されまし

た。専業主婦の主人公が夫の突然の退職を機に20年振りに社会復帰

を果たす物語です。近年の女性の社会進出の流れの中で、特に注目

されている“主婦力”をテーマにしています。 

 このドラマの原作と言われているのが、薄井シンシアさんが書いた

「専業主婦が就職するまでにやっておくべき８つのこ

と」の本です。その中に書かれていたのは、主婦の経験

が仕事で活かせること（以下は抜粋）でした。 

 

「家庭は１つの会社と考える」→マネジメント能力 

「ちょこちょこ勉強」→タイムマネジメント能力 

「PTAやボランティアに参加」→企画力や調整力 

≒ 

ヒト 

モノ カネ 

マネジメントマネジメント  

家を１つの会社と捉

えて、主婦は家の経

営者とも言えます。 
 

また、その果たす役

割は、家族のモチ

ベーションコントロー

ル、日々の家事、家計

の管理と多岐に渡

り、それらのバランス

を取る・・・まさにマネ

ジメントです。 

主婦のある日の1日・・・ 

スキル１ 朝の密室の60秒トーク スキル２ 複数の家事を同時進行のマルチタスク 

近年、女性の社会進出を国を挙げて後押ししていますが、その中でも注目を浴

びているのが“主婦力”です。主婦の日々の生活の中で培った様々な能力が、仕

事でも活かせることに企業も気づき始めています。 

 主婦の求人サイト「しゅふJOB」なども出始め、和歌山

県では行政と企業がタッグを組んで「シュフ活はたら

コーデ」という女性（主婦）の人材発掘から紹介定着まで

をコーディネートする事業も立ち上がっています。 

 そこで主婦の能力は仕事にどう活かせるのか？まとめてみました。 

AM7：30 AM8：30 

コミュニケーション力 

 朝のゴミ出しの時にエレベー

タ内で、同じマンションの住人と

の限られた時間での会話は、朝

忙しい中で眠気も残る時間帯、

会話するのも億劫になりがちです。 

 しかし！会話力の高い主婦は「おはよう

ございます」の挨拶＋ひと言のプラスαが

絶妙です。密室での気まずい沈黙も解消さ

れ、アナウンサーも驚愕の秒単位での会話

のまとめ方は、神業レベルです。 

 夫や子ども達を送り出したら、ここからが最大の能力発

揮です。複数のタスクを同時並行で進めます。その時間の

組み方は、無駄がなく、流れ作業です。 

洗濯 
洗濯物

投入 

洗濯機 

スタート 

洗濯機 

ストップ 

洗濯物 

を干す 

掃除 
キッチン 

洗い物 

犬の 

散歩 

掃除機 

がけ 

アイロン 

がけ 

布団 

干す 
他 

タイムマネジメント力 

スキル３ PTA活動で鍛える 

AM10：00 

調整力・交渉力 

 PTAの仕事は、運動会、夏祭

りなどの学校行事に、学校施設

にかかわる業務、校区内パト

ロールなど多岐にわたります。 
 

 会議では、様々な意見をまとめ上げる

調整力や外部との交渉が必要になる場

合もあります。仕事でも求められるコンセ

ンサス（合意形成）のスキルは、こうした

経験で磨かれることも。 
 

 また、PTA活動は学校行事の企画や当

日の運営などにも携わり、業務遂行に必

要な多くの能力が発揮される場です。 

スキル４ ランチで貴重な情報もGet 

PM0：30 

情報収集力 

 主婦の情報ネットワークは、

生活に密着したお得な情報が

満載です。主婦力の源がそこ

に集約されています。 
 

 最近では、情報操作されるネッ

トの口コミ情報よりリアルな口コ

ミ情報が有効な時代です。 
 

 家計を管理する主婦ならではのシビア

な顧客目線での様々な情報は日々の生活

に活かせるだけではありません。こうした

情報の収集・分析・活用の流れは業務遂行

する上で貴重なスキルです。 

スキル5 家族のモチベーションUP 

PM6：00 

傾聴力・見守り力 

疲れて帰宅してきた夫に労う言葉がけ・態度によって、

夫がモチベーションを高めて、稼ぎが増える・・・これは

妻も間接的に稼いでいることにもなります。 

■リモートワーク（在宅勤務型） 
 

東京オリンピック開催期間中の

交通機関の混雑に備え、政府の

「テレワークデイズ」の声掛けに

賛同し、在宅勤務体制を試験的

に導入の企業が続々と増えています。 

 また鉄道各社のピーク時の混雑率は１５０％

前後でここ１０年横ばいと言われています。こ

うした通勤ストレスは、働く意欲や健康にも影

響し生産性向上の妨げにもなりま

す。これを機に働き方改革として、

在宅など通勤（痛勤）の改善を更に

進めるべきです。 

■スマートキャリア（短時間労働型） 
 

大きな時代の流れとして、「長く働く

こと」から「成果を出すこと」が評価

される方向に向かっているようで

す。そこで、今後注目されるのが『時

短正社員』です。 

 そしてその前身が、ハイキャリア主婦と言わ

れる専門知識やスキルを持った労働者層で

す。平均時給２３００円で一般的なパー

トの倍以上とか。現在は、IT・教育・サー

ビス業での採用が多いようですが、

今後さらに幅広い業界へ展開されそ

うです。 

●専門性 
 

前職での専門的な知識や経

験は多少のブランクがあっ

ても企業では即戦力として

ニーズも高く、短時間勤務

でも重宝されます。 

●メンタルコントロール 
 

短い時間で集中して様々な

タスクをこなすためには、気

持ちの切り替えも重要なス

キルです。精神面も業務の

質に影響します。 

主婦はビジネスキャリアから脱線したと言われていた時代もありましたが、実は家事などをこなすことで日々の業務遂行にも活かせる様々なビジネススキルを磨いていたのです。そして、一言で主婦力といっても、そのスキルの幅広さ、質の高さ

には個人差がありますし、活かすためには環境整備も必要です。そこで、ひとときの考える『主婦力』の活かし方は・・・実際の取組み事例も含め、以下に紹介します。 

＋ 挨拶 ひと言 会話力＝ 妻の傾聴力 → 夫のやる気UP → 夫の稼ぎUP 

母の見守り力 → 子どものやる気＆成績UP 

つい口を出したくなるのをグッと我慢して、子どもの後

ろに立ち支える姿勢と、相談された時には一緒に考え

る姿勢です。子どもの可能性を信じることで、子どもが

本来持っている能力を最大限に引き出せます。 

■企業事例■ 
 

バディ制度（岐阜県アースクリエイト㈲） 

普段からペアを組んで仕事をすることで、従業

員間での信頼関係が醸成されたり、また子ども

の学校行事や病気などであれば無期限に有給

休暇が取得できる制度もあるそうです。 
 

多能工を発展させた一人三役（三州製菓(株)） 

１人が３種類以上の業務を担当することで、お

互いにフォローし合える制度です。人事評価も

メイン業務だけでなくサブ業務の業

務遂行度の評価基準を公表し、助け

合いの重要性を浸透させています。 

企業側の取り組み方法 主婦側に求められるスキル 

●決断力 
 

働くことへの決意が固い人は、慣れるまでは大変ですが、

年上年下関係なく周囲から学ぼうという姿勢があり、素直

に『教えてください』が言えることで新しい職場でも受け

入れられやすいのです。また離職率も低く定着します。 

主婦の活躍 
 

企業側の環境整備・社内の受け入れ体

制を整えることと、働く主婦側の要素

がマッチして初めて主婦力が最大限

に発揮されるの

です。 
 

日本マクドナルド

の主婦採用に特

化した募集サイトのキャッチコピーは、

主婦力を高く評価している証です。 
 

家事や育児で培われる 

気配りや視野の広さ、 

お客様をおもてなしする 

マックで活かせます。 

主婦、大歓迎！！ 

＝ 

業務スキルに変換すると・・・ 

× 

経営者 

家族 

家事 家計 

バランスコントロールバランスコントロール  

主婦 


