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情報交換検討会への質問事項アンケート及び集計結果

１.あなたについて

Q1.家族環境・生活環境など（お子様がいらっしゃる場合は人数・学年など）

学生 祖母１人（無職）、両親（父母とも地方公務員）、別の場所に住んでる姉（正社員）、弟２人

（東京の大学まで実家から通う私立大学１年生、公立高校２年生）、自活は弟２人がいる

ので無理

20 代独身 母、兄

20 代既婚 夫と二人

30 代独身 単身

30 代ママさん 男の子二人。3 年生、５年生。

40 代既婚 配偶者有り

40 代ママさん 家庭環境：義母、義弟、娘（２歳２ヶ月）

50 代ママさん 夫、子供（2 人、社会人と学生）、母

2.お仕事についての希望など

Q2.お仕事において、他の世代にはこれだけは負けないという点はありますか

学生 フレッシュさ、つぶしが効く

20 代独身 バランス感覚

20 代既婚 パソコンには抵抗がない。

まだ社会人経験が少ない分、固定概念にとらわれずに仕事ができる。

30 代独身 臨機応変な対応／忍耐強さ／責任感の強さ

30 代ママさん 辛抱強さ。

40 代既婚 前向きな向上心

40 代ママさん 普通の仕事経歴が短いものですから、素直で謙虚な気持ちだと思います

50 代ママさん 社会的経験でしょうか
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Q3.逆に他の世代にはかなわないと思う点はありますか

学生 仕事に対する基礎的な経験

20 代独身 年上の世代に関しては経験値。

20 代既婚 人脈、経験（トラブル対処能力）、電話対応や接客対応時の話し方

30 代独身 活気

30 代ママさん 若い世代の方に対しては、前進する強さ。 上の世代の方に対しては、経験の工夫、知

恵。

40 代既婚 特にありません

40 代ママさん どの年代の方にも言えますが、ビジネススキル

50 代ママさん 新しい言葉、ＰＣへの抵抗のなさ。

Q4.業務上、得意な仕事はなんですか

学生 デザイン、話を聞いて意見をまとめる

20 代独身 事務処理。

20 代既婚 パソコンでの集計など。周囲とコミュニケーションをとりながら作業すること。

30 代独身 顧客対応

30 代ママさん データ入力、接客。

40 代既婚 OA操作、クラーク業務全般、テレサポート業務

40 代ママさん こつこつ同じ作業でも苦にならず出来る事

50 代ママさん ＰＣ作業。業者応対。
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Q5.苦手な仕事はなんですか

学生 仕切って人を動かすこと

20 代独身 特になし。

20 代既婚 電話対応や接客対応。

30 代独身 テレマーケティング

30 代ママさん 営業。

40 代既婚 特にありません

40 代ママさん 何も教えて頂けない業務

50 代ママさん ＰＣの新しい分野。

Q6.今一番身につけたいスキルは何ですか、またその理由

学生 秘書技能検定、どこでもあれば通用するから

20 代独身 簿記 2 級。 仕事で経理を少し経験したこともあり、興味を持ちました。

20 代既婚 電話対応や接客対応。

→敬語などは知識はある程度あるが、場馴れしていないのでスムーズに言葉が出ない

ので。聞き取りも訓練が必要だと感じています。

30 代独身 これから仕事をしていく中で必要なスキルを見つけていきたいと思いますので、現時点で

は明確なものはありません。

30 代ママさん パソコン、英会話。 パソコンはどの企業にも必要不可欠。英会話は高時給の仕事が多

い。来年、受験したい資格に関係がある。

40 代既婚 薬学（医療関連の業務に携わりたい為）

40 代ママさん 通常言われているビジネススキル

理由は今の社長がかなり出来る女性で、周りも離婚経験して子育てしてバリバリ働いて

来た方か独身の方ばかりなので自分の弱点が痛いほど判った為

50 代ママさん イラストレーターなど。ＨＰつくりに必要。
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Q7.希望の職種（営業・事務・販売等）はありますか、またその理由

学生 クリエイティブ職、マーケティング、広報など（自分の手で流行をつくり、世の中を動かした

いから）

20 代独身 広報事務、またはプランニングアシスタント。

20 代既婚 事務。→自分のペースで仕事が進められるので。

30 代独身 営業職＝今まで経験した事がない職種であり、企業の第一線の職種である為

30 代ママさん 事務。長期に渡り自分が働ける自信がある。

40 代既婚 事務全般、PC 操作業務（スキルを生かせる事ができるため）

40 代ママさん 裏方がしたいので事務

50 代ママさん 現在技術補佐、秘書業ですが、ＰＣにかかりきるよりも対人関係がある仕事を希望。

Q8.希望の業界などありますか、またその理由

学生 広告、デザイン業界（自分の手で流行をつくり、世の中を動かしたいから）

20 代独身 マスコミ、エンターテイメント企業。広告業界。

20 代既婚 独立行政法人や公益法人など。

→やはり一般の企業よりほかの職員の方も落ち着きがあり、今までも比較的じっくりと仕

事に取り組めることが多かったので。

30 代独身 特にありません

30 代ママさん 貿易関係。貿易に関する資格を取得していきたいため。

40 代既婚 特にありません

40 代ママさん 知らない事を覚えるのが好きなので芸能意外であれば特にありません

50 代ママさん 現在、公的機関なので同じような業界がいいです。
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Q9.どのような勤務体系ではたらきたいですか（正社員・派遣・パートなど）

学生 正社員、希望業界で働けるなら派遣社員でも構わない

20 代独身 正社員

20 代既婚 パートや派遣など

30 代独身 正社員

30 代ママさん 正社員、パート（社員登録がある場合）

40 代既婚 派遣（短期・単発）もしくは、パートでのシフト業務

40 代ママさん 正社員

50 代ママさん 派遣、パートなど

Q10.どのようなワークスタイルではたらきたいですか（週３日勤務・フルタイム・

長期・短期など）

学生 フルタイムかフレックス制

20 代独身 フルタイム

20 代既婚 週３日が一番望ましいです。

30 代独身 フルタイム

30 代ママさん フルタイム、長期

40 代既婚 週３～４日もしくは、短期・単発

40 代ママさん 子育てに障害のないフルタイム

50 代ママさん 週 3－4 日、長期。
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Q11.残業や休日出勤はできますか

学生 できます

20 代独身 考慮します。

20 代既婚 基本は難しいと考えています。

30 代独身 可能

30 代ママさん 多少の残業は出来る。休日出勤は出来かねる。

40 代既婚 case by case

40 代ママさん 個人的には出来ますが、子供の事を考えたら出来ません

（してはいけない風習が有ると思います）

50 代ママさん 残業可能、休日出勤可能。

Q12.通勤時間はどのくらいまで可能ですか

学生 １時間まで可能（電車、徒歩など含める）

20 代独身 ４５分。

20 代既婚 ドア to ドアで１時間～１時間半前後

30 代独身 1 時間以内

30 代ママさん ４０分。

40 代既婚 -

40 代ママさん 漠然ですが、自分の体力までと思っていましたが、子供が出来てからは子供の許容

範囲まで

50 代ママさん 1 時間くらい。
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Q13.希望時給とその時給を希望する理由

学生 時給1000円以上（これくらいでないとアルバイトと変わらない額の収入になってしまう

から）

20 代独身 １６５０円。これまでの時給が１６５０円だった為。

20 代既婚 パートの場合は交通費が別で出るなら 1000 円位でも最低よいと思うが、交通費で実

費が生じるなら 1300 円以上はほしいです。派遣の場合は市場の平均をみるともう少

し頂けると嬉しいです。

→最寄りの路線が非常に高いため、交通費の分時給に上乗せしないと苦しいので。

30 代独身 月収 25 万以上＝これまでの年収はキープしたい

30 代ママさん １５００円以上。生活のため

40 代既婚 １２００円～ （交通費込みの時間給の為）

40 代ママさん 一人で子供を育てて行けるだけの収入

50 代ママさん １２００円。今がそのくらいだから。

Q14.希望として後何年、またはいつまで働きたいですか

学生 60 歳 定年までできれば働きたい

20 代独身 ２５年は、働きたいです。

20 代既婚 まずは出産前まで。その後は子供がある程度大きくなったら50歳くらいまでは働きた

いです。

30 代独身 可能な限り長く働きたい

30 代ママさん 定年を越えても働きたい。

40 代既婚 10 年

40 代ママさん 子供が独り立ちするまでは頑張らないといけないと思ってます

50 代ママさん あと 10 年くらい。
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3.就職活動・就業について

Q15.何社くらい応募されましたか、またその手応えはどうですか

学生 約 25 社。なかなか書類が通らずに面接までいけない

20 代独身 ５社。面談のレスポンスの評価は良かったです。

20 代既婚 前回の仕事から今回の仕事が決まるまでは、約１カ月で３社に履歴書を送り、そのう

ち２社から面接の連絡が、１社は書類で落ちました。今の会社は、面接の連絡が早

かった方になります。

30 代独身 1 年間で 14 社＝うち書類通過 4 社／採用 1 社

30 代ママさん ２０社以上。面接までたどりつけることもある。

40 代既婚 ５社のうち遂行業務４社

40 代ママさん ３０社位

ほとんどダメでした

50 代ママさん -

Q16.仕事より優先度が高いもの、または優先せざるを得ない事例はなんですか

学生 自分の健康。心も体も両方

20 代独身 家族の病気、また自己の病に遭遇した際の対応。

20 代既婚 家庭。家事。やはり、夫の仕事が家庭の主であるため、家事は自分がしないといけ

ないので、仕事はやりたくてもセーブせざるを得ないです。

30 代独身 業務内容

30 代ママさん 子供の体調。

40 代既婚 通院

40 代ママさん 子供

50 代ママさん 子供の病気（特にインフルエンザなど）
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Q17.男性の就職活動者がうらやましいと思うときはどんなときですか？

学生 総合職に優先的に就くことができるとき

20 代独身 収入が高いこと。良い仕事に就きやすい。

20 代既婚 特にありません。ただ、くだらないことですがあえて言うなら、男性はスーツさえ着れ

ば良い点。パートになってからは、仕事の際にスーツかオフィスカジュアルかで初期

投資の要・不要が変わってくるので、職場の雰囲気も考えて応募先を選ぶことがあり

ます。

30 代独身 結婚や出産によってキャリアが中断される事がない

30 代ママさん 自分自身のことをほぼ優先に考えて就活が出来るから。

40 代既婚 特にありません

40 代ママさん 手枷足枷が無いから

50 代ママさん -

Q18.就職・仕事全般において女性は有利だと思いますか？不利だと思いますか？ま

たその理由

学生 キャリアアップという意味なら不利。有利かどうかは業界による。保守的な業界（金

融、マスコミなど）は男性有利だし、美容などは女性が優遇されている

20 代独身 職種業態によっては不利になることもあると思います。

20 代既婚 不利。→せっかく新卒で正社員になっても、結婚や出産でやめないといけなくなるの

は女性側。育給などがあっても、仕事と家庭の両立はかなりのエネルギーが必要に

なると思うので。自分だけの都合でなく、家庭とのバランスで仕事を決めないといけ

ないので。

30 代独身 年齢における価値が女性の方が不利

30 代ママさん 不利。特に子供がいると。

40 代既婚 不利な場合が多く感じられます。（総合的な業務に就く場合など）

40 代ママさん 不利です。子供を身ごもって出産間近まで働きましたが、やはり子育ては女の仕事

みたいに思われてて仕事復帰する時も今も子供が居る事で「無理でしょ」と思われて

しまうし、現実子供も会社以上に母親を求めますから厳しいと思います。

50 代ママさん -
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Q19.企業で女性が男性より下位に見られていると思いますか？またその理由

学生 主に一般職の女性は「お茶くみと電話番しかできない」と男性に思われがちだと思

う。

20 代独身 女性は出産や結婚などがあるため。

20 代既婚 特に感じたことはありません。

→今までの職場では女性の課長さんとかもいらっしゃったので。

30 代独身 近年ではあまり下位に見られているとは感じません。

30 代ママさん その企業によりけり。

40 代既婚 特にありません

40 代ママさん 女性上位の職場しか経験ないので判りません。

50 代ママさん 補助的役割に回ることが多い。

Q20.現在の就職活動において壁になっていることはなんだと思いますか

学生 学生時代での経験価不足。インパクトのあることをやっておけば良かった

20 代独身 雇用問題が解決されていない。

20 代既婚 時間の制約。フルタイムなら求人数もまだある感じはしますが、家事と両立と考える

と週３回程度の制約ができて、求人数が少なくなってしまいます。

30 代独身 自分のやりたい仕事が明確でない／応募したいと感じる求人が少ない

30 代ママさん 子供のこと。

40 代既婚 通院

40 代ママさん やはり子供

50 代ママさん 配偶者の枠
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Q21.面接などでよく聞かれることは何ですか

学生 御社を志望した理由、将来何がやりたいか、今まで頑張ってきたこと

20 代独身 これまでの職務内容。

20 代既婚 赤ちゃんは考えているの？とよく聞かれます。勿論そう聞きたくなる企業の気持ちは

わかりますが、プライベートなことな上、できるかできないかは神のみぞ知ることなの

で、非常に答えにくいです。

30 代独身 志望動機／これまでの成功例

30 代ママさん 子供が具合悪い時に面倒をみてくれる人がいるか。子供の夏休みはどうするのか。

学童にはいれているのか。残業はできるのか。また残業があった場合、子供は大丈

夫なのか。

40 代既婚 スキル

40 代ママさん 年齢的に家族構成

50 代ママさん -

Q22.企業側が自分に心配していることはなんだと思いますか

学生 結婚したり子供を産んだら退職するのではないか、ハードな業界なので女性が仕事

をこなせるのか

20 代独身 仕事をこなすことができるかどうか、またコミュニケーションスキル等。

20 代既婚 出産を機に辞めるのではないか、すぐ辞めてしまうのではないかということ。

30 代独身 企業風土や業務スキルにマッチしている人材かどうか

30 代ママさん どれだけ出勤できるか。

40 代既婚 業務遂行

40 代ママさん 子育てや急に子供が発熱して休んだり早退する事

50 代ママさん 年齢？
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Q23.就業後に不安・心配に思っていることは何ですか

学生 プライベートな時間はどの程度とれるのか

20 代独身 人間関係の和に馴染めるかどうか。

20 代既婚 実際の雰囲気は行ってみないとわからないので、人間関係が良好な職場かどうかは

気になります。ちゃんと引き継ぎ、指導をしてくれるかなど。

30 代独身 職場環境や人間関係が良いかどうか

30 代ママさん やむを得ず休んだ場合、自分では出社した日から挽回しようと思っていても周囲との

違いがある。

40 代既婚 業務を通院の為に休む事

40 代ママさん 遅番や残業が出来ない事

50 代ママさん 現在は非常勤職員だが、研究にたいする予算が減ったときには仕事がなくなるので

はないかと心配です。

Q24.企業や派遣会社に採用に当たって希望すること、就業後に希望・期待すること

学生 産休育休がとりやすく、復職しやすい職場の雰囲気をつくってほしい。学歴フィルター

を廃止してほしい

20 代独身 長期的就業が見込めること、また自分にあった職業を紹介してもらえること。

20 代既婚 採用に当たっては、将来の私（出産どうこう）を考えるのではなく、今の私を見てほし

いです。そして就業後、もし妊娠しても、その時は柔軟に対応して頂けると嬉しいで

す。

30 代独身 企業と社員とのコミュニケーションが密であること。社員を大切にしてくれる風通しの

良い企業であることを期待します。

30 代ママさん 面接で伝えたことに関して理解をして下さり採用した場合、後から嫌がらせをしない

でほしい。

40 代既婚 ３日／月のお休みが無理なくとれる環境

40 代ママさん 理解

50 代ママさん -
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4.はたらくということについて

Q25.派遣というワークスタイルはあなたにとってメリットはありますか

学生 ある。残業しなくてすむのでプライベートをしっかり確保できる

20 代独身 本来は正社員希望なので、就職活動中はメリットを感じられることもあるかと思いま

す。

20 代既婚 あります。就業時間などで制約がある身にとっては、企業との間に入って交渉をして

くださる派遣のシステムは非常に助かっています。

30 代独身 やりたい仕事のみに特化できること

30 代ママさん 派遣会社による。

40 代既婚 常時新しい業務、人脈を得る事ができる利便性

40 代ママさん 急な休みに対応して下さるだろうという事

50 代ママさん 今は派遣ではありません。

Q26.ワークシェアリングについてどう考えますか

学生 労働時間とリンクして給料も減るので複業、派遣のスタイルが増えると思う

20 代独身 悪くないと思います。

20 代既婚 とても良いことだと思います。ワークシェアリングする相手との相性が悪かった場合

は難しいと思いますが、週２，３勤務を希望する主婦は多いと思うので、私は歓迎し

ています。

30 代独身 雇用が増えるという意味では今のご時世にあっているのかもしれません。また、様々

な仕事を抱えすぎてストレス社会となっている昨今において、ワーキングシェアが何

かしらの解決策に繋がる可能性があるのではと感じました。日本社会にあったワー

キングシェアの導入をしてほしいと思います。

30 代ママさん 求職中の方々にとって助けとなると思います。また現在、職のある方々も、残業が減

ることにより、家族との時間、自分の時間が増えて良いと思います。ただ、残業代が

関わってくる場合はただワークシェアリングが良いとは言いがたいです。

40 代既婚 case by case

40 代ママさん 収入を得たい人にはメリットが無いけど、お互いの都合が良くて成立出来るのであれ

ば良いのではないのでしょうか

50 代ママさん 必要。
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Q27.派遣村やホームレスは圧倒的に男性です。この理由は何故だと思いますか

学生 男性のほうが仕事における責任が重い場合が多く、女性よりも厳しい目標やノルマ

が設定されやすく、ストレスがたまりやすいと思う

20 代独身 分かりません。

20 代既婚 女性もいるが、人目もあってなかなか出てこれないのだと思います。また、女性は友

人宅や実家に帰るなど、普段から横のつながりを持っている人が男性より多いのか

な、とも思います。

30 代独身 治安的に女性が野外生活をすることは考えにくい。そうなる前に男性などに頼るなど

の逃げ道が女性にはあるのかもしれません。

30 代ママさん 男性社会での弱者に対して世間が厳しいのではないでしょうか。

40 代既婚 雇用条件、本人の希望が各々厳しいため

40 代ママさん 弱いんじゃないですか。税金が使われる事に気分を害します

50 代ママさん 男性は中途半端な就職はできないからかと思います。

Q28.女性の就業・社会進出・社会復帰についてどう思いますか

学生 社会復帰はまだハードルが高い。復帰できてもパートが多く正社員は厳しいと思う。

少し論点がずれるが、キャリアアップを目標に仕事に熱中する女性と、結婚相手を見

つけるために一般職に就いて家事を磨く女性と二極化が激しくなると思う。社会進出

については女性議員が増えれば解消される兆しがみえるかも。

20 代独身 好感度が持てます。

20 代既婚 大いに良いことだと思います。ただし、やはり家の仕事は女性がしている場合が多い

と思うし、出産は女性にしかできないことなので、もっと社会・男性の理解、協力が必

要だと思います。

30 代独身 女性が社会進出することは、一個人としてあらゆる可能性を広げる事ができて良い

とは思いますが、本来人間が持っている男性らしさ（男性の役割）、女性らしさ（女性

の役割が）が崩れていくと世の中のバランスはどうなるのだろうと懸念されます。

30 代ママさん 女性も普通に働いて良いと思います。

40 代既婚 もっと積極性をアピールすべきだと思う

40 代ママさん 子育てに関しては好ましく無いと思いますけど、現実問題あってしかるべき事だと思

います

50 代ママさん これからはどんどんそうなるべきだと思います。
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Q29.あなたにとって仕事とはなんだと思いますか

学生 自己表現のうちの一つ

20 代独身 人生そのものです。

20 代既婚 社会とのつながりを持てる場。仕事があると、大変だけど、新たな知識の習得もあっ

たり、仲間もできたり、自分の視野が広がる感じがします。

30 代独身 自分を成長させてくれる糧

30 代ママさん 生活のため、社会への繋がり。

40 代既婚 自己向上心を高める事のできるもの

40 代ママさん 自分の居場所＆生活。私が働かなくては子供のおむつを買ってあげる事も保育園に

も行かせてあげる事も出来ないので子供の為でもあります

50 代ママさん 自分の目で社会を見る手段。

5.特定の世代へのご質問

＜独身の方へ＞

Q30.結婚しても働きますか？またその理由

学生 働きます。老後の分のお金を今から貯蓄しておきたい

20 代独身 働きたいです。

働くことの大切さを忘れたくないから。

30 代独身 働きたいと思う＝生活を豊かにするため（精神的にも、経済的にも）

＜既婚の方へ＞

Q31.子どもが出来ても働きますか？またその理由

20 代既婚 働きたいです。

→子供とずっと一緒だと、自分の世界だけになってしまうし、やはり社会との接点は

ほしい。それにやはりママになってもオシャレはしたいし、お小遣いは必要なので。

40 代既婚 働きます。（生活支援の為）
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＜ママさんの方へ＞

Q32.育児と仕事の両立をどう思うか、またその際のメリットデメリットについてど

う思いますか

30 代ママさん 両立はとても大変です。働くことによって孤独を感じない。子供との時間がほとんどな

くなる。

40 代ママさん 私の場合は主人からの入金が無いので、私が頑張って働かなくては子供を守ってあ

げれないので何ともいえません

50 代ママさん 子供が小さい時は、やはり母親が触れる時間が長いほうが望ましいのではと思う。

子供の心のサインなどを見過ごさずに済む、などから。しかし、仕事を持って社会と

も触れている母を見て育つのも、良いこととは思うし、これからはそうなるべきと思い

ます。

Q33.現在、お子様を面倒見ることが出来る（見てくれる）家族（親戚）が、近くに

いますか。また、その方々は、就職活動に全面的に賛成ですか

20 代既婚 いません。あえていえば、彼の親族の方が一組いらっしゃいますが、遠い親せきなの

で、なかなか頻繁にはお願いできないと思います。

30 代ママさん いません。

40 代ママさん 姑と同居しています

姑も働いていますので全面的ではありませんが、私の働く必要性は理解しています

50 代ママさん 母です。全面的に賛成ではないようです。（世代的に主婦が働くのはあまり好かな

い）が、現在は協力的です。

＜既婚・ママさんの方へ＞

Q34.育児休暇中（ないしは、結婚、育児、出産のため未就労時）に自分のビジネス

スキルを磨いていましたか（磨かれた場合はどんなことをしましたか）

40 代既婚 語学勉強

40 代ママさん ４ヶ月で復帰しましたのでスキルは全く磨いてません

そんな時間ありませんでした

50 代ママさん していませんでした。育児にかかりきっていました。
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＜全世代の方へ＞

Q35.これでまでの勤務（またはアルバイト等）において習得されたビジネススキル

を低下させないための対策は実施されてきましたか（された場合、どんな対策をと

りましたか）

学生 特になし

20 代独身 常に勉強し続けセミナーなどの受講をしております。

20 代既婚 結婚後に会社を辞めてからは、しばらくブランクは空いてしまいましたが、一度就業

を再開してからは、長期のブランクは空けずに仕事を続けるようにしています。今後

出産を機にブランクが長くなると思うと、不安に感じます。

30 代独身 あまり深く考えたことはありませんでしたが、常にこれまでの仕事のスキルを思い出

しながらより良い仕事ができるように心がけています。

30 代ママさん パソコンでのタイピングが劣らないように、自宅のパソコンで練習をしていました。

40 代既婚 常に何かの仕事に就く事

40 代ママさん 忘れない事

50 代ママさん 特になし

Q36.現在の就職活動を行う中で、仕事に役立つような自分磨きとしてどのようなこ

とに取組んでいますか

学生 さまざまな物事に対して「自分ならこうする」と意見をしっかり持つこと

20 代独身 新聞を読むことです。

20 代既婚 自分磨きは必要とは思いつつ、なかなか特別にはできていないのが現状です。た

だ、今の職場では色々な世代の方と、今までの仕事の情報をシェアすることができる

ので、今後の参考にはしています。

30 代独身 セミナーへの参加／職業訓練学校への入学／定期的にキャリアカウンセリングを受

ける

30 代ママさん ペン字の練習。

40 代既婚 会話力の向上

40 代ママさん 資格が無かったので資格を取りました

役には立ってませんが

50 代ママさん -
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Q37.就職するに当たって、ご家族には今後どういった変化を求めますか

学生 今は地元に残って欲しいと言われているが、地元は職種が少なく働きづらいことをわ

かってもらうこと

20 代独身 変化は特に求められておりません。結婚がテーマになるのでしょうか。

20 代既婚 自分のことは自分でやる、を徹底してほしいです。夫は仕事には協力的ですが、私

は親元と離れていて親には協力をお願いできないので、子供ができると今まで以上

に夫の協力が必要だと感じています。

30 代独身 -

30 代ママさん 子供たちにはもう少し身体が丈夫になってほしい。

40 代既婚 特に求めません

40 代ママさん 特にありません

50 代ママさん 朝食くらいは自分で用意して食べてくれたら助かります。

Q38.他の世代の人へ聞いてみたいこと（年代を指定しても構いません）

学生 キャリアアップの機会と結婚や妊娠のタイミングが重なったらどうしますか（ex.どちら

か諦める、今は少し待ってもらうなど）

20 代独身 なぜ、雇用を増やす対策やコンセプトを増やす為の努力を

せずスリム化で経費を補おうとするのかの価値観が理解は出来ても受け入れがたい

のですが、若い世代をどのように活用し、導かれてゆきたいのか聞いてみたいです。

20 代既婚 ママさんへ

→子育てとの両立のポイントを知りたいです。また、子供が何歳くらいの頃から就業

されたのかも知りたいです。

30 代独身 働く上で大切に思っている価値観を全世代の方にお聞きしたいです。

30 代ママさん -

40 代既婚 ２０代の方へ 就業にあたり何か自分磨きを行っておりますか？

40 代ママさん 様々な意見を聞きたいです

50 代ママさん -


