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幼 児をもつ 母 親の就業 と夫婦 のパ ート ナ ーシップ

お 茶の水女 大　牧 野カツ コ　 青葉学 園短大　 長津美 代 子　慶 旛義塾女 高

小 野瀬 裕子　 ○県 立平沼 高（ 非 ）　綿引伴 子

〔(社) 日本家 政学 会

目的　 幼 児を 持つ 母 親が就業 するこ とは 、夫婦 関係や 家族の まと まりに 、どのよ うに 影

響す るだろ うか 。夫 婦の パ ート ナ ーシ ップ と いう 概念を 用いて 、母 親の就業 状態 、共 働き

のタ イプ の 与え る影響 を明らか にす る。ま たその 他夫婦 のパ ート ナ ーシップ は 、夫 や妻 の

行動や 意識 のど のような 要因が 関連し てい るのか を明ら かにす る。

方 法　東 京都 全域の 公立保育 園 、幼 稚園に 在籍 する4 ～5 歳 児の園 児の父 親および 母 親、

約1800 組を 対象 に、白 記入に よる質町 紙調 査を行 っtz . 調査 期間は1990 年１ 月日 日～31 日 。

結 果　 ①「 私 たち夫 婦は助け 合って 生活し てい る 」な どの５ 項目につ いて そう思 うかど

うか の質問 で、夫 婦の パ ート ナ ーシップ の状 況を 尋ねた 。パ ート ナ ーシップ がよい 状況に

ある と判断し てい る人が もっと も多い のは内 職・ アルバ イト の 妻、自 営業の 妻、妻 が内職・

アル バイト の夫 、の順で あった 。良い 状況に ある と判断し てい る人が 少ない のは 、民 間企

業勤 務の妻 、パ ート ・臨 時就 労の妻 、無職の 妻、 妻が民 間企業 勤務の夫 。など であっ た.

②家 族のま とまり につ いて の意 識は 、夫 と妻 の就 労状況 による 大きな差 はなか った.

③家 族そろっ て夕 食をす ること が多い のは父 親が官 公庁 勤務の 場合 、も っとも 少ない のは

父 親が民間 企業 勤務の 場合で5 0％以上 の人が 週i ～2 日 か、ほ とんどな いと 答えてい る。

④妻 のパ ート ナ ーシップは 、妻 や夫の育 児や 家事の 分担の 現実や 意識 、育児不 安、家 庭内

役割 の配分 、夫の年 収と 関連が 見られ た。一 方夫の パ ート ナ ーシ ップ は 、夫の育 児や 家事

の分 担の現 実や 意識と関 連が見 られた が、分 担意 識が低い方 が パ ート ナ ーシップ の高 い人

の割 合が多 かった 。また夫 自身 の生活 領域や 家庭内 役割の 配分 、年 収と も関連し てjい た。

勤労者の転勤は家族にどのような影響をおよぼすか

お茶の水女大家政　三善勝代

【 目的】　 近年 、企業 にお ける労 働異動が 活発化 して いる。 勤労者がこ れ に「 単身 赴任」

で対 応しよ うが「 家族 帯同 転勤」 によろう が、転 勤は 勤労者本 人の生活 や意 識のみ ならず

家族 関係 にも影 響を 与え る。 それは どのよ うなも のか。 本研究 は、 大量 調査 によって これ

を明 らか にし、 企業の 転勤措 置に対 していさ さか の提言を 試 みようとす る ものであ る。

【方 法】　 従業 員数5000 人以上 の 企業 から52 社を 任 意抽 出。　１ 社につ き６事業 所、計312

事業 所に対 し調査 票（ 単身 赴任 者用、 家族帯同 転勤 者用、 各５票 ）を 発送。 各事業 所を 通

じて調 査対 象該当者 に配布 。本 人から の直接返 送に より 、単 身赴任 者493 票、家 族帯同転

勤者458 票を回 収し た（回 収率： 単身31.6 ％、帯 同29.3 ％) 。 調査時 期は1990 年 ７月。 な

お、本研 究は 財団法人 労働問 題 リサ ーチセンタ ー一委託 研究の一 部であり 、調 査実施機 関は

社会調査 研究所 であ る。

【 結果と 考察】　 転勤 によ る夫婦 関係の変 化につ いて のみ示 せば、こ れは単身 赴任 の場合

に大きく、 プラ ス変化 の指摘 もマ イナス変化 の指摘 も、 単身赴 任者の回 答率が 帯同転 勤者

の約 ２倍あ るいは ３倍であ っ た。 また、 単身 赴任を 経験し たこと のあ る帯 同転勤 者に、 夫

婦関係 のプラ ス変 化を 回答 して いる割 合が高 かった。 離 れて 暮らす という 夫婦関 係の一 大

試練 ないし非 常事 態を 乗り 越え た共通 体験が、 互い のきず なの強さを 痛感 させ るよう だ。

夫の 転勤へ の同 行は、と くに有 職妻 に多 大な 影響を与 え におかない。 夫 の転勤 前に有 職

であ っ た配 偶 者の ほと んどが 職の 継続を 断念して おり、 転居先 で仕事 が 見つ からず 悩んで

い る妻 もい た。 既婚女性の就労が増えて いる折、こ うした ケースへの施策が急 務であろ う。


