
 子育て女性と中小企業の人材ニーズのマッチングへの取り組み 

＊テレワークシステム 「マザーワーク」 (子どもとお母さんの時間を大切にする働き

方)への取り組み 
 

有限会社 フジカワ 代表取締役  

一般社団法人 マザーワークマネジメント 代表理事  

藤川立也 

1.弊社の事業紹介 
 ＊配布資料 南都経済センター様取材記事をご覧ください 
 
2. 「マザーワーク」という働き方 
 ＊配布資料 マザーワーカーの声 

2-1.なぜ? この取り組みをするようになったか？ 
2-2.マザーワークシステムの構築 
 

３.何故他の企業にひろめようと考えたか? 
＊配布資料 感謝状添付 
 

４．奈良県テレワーク導入企業モデル事業について 
 

５．テレワークを 普及してみての 感想 
 ＊コミュニケーションコスト添付資料 
 
６．企業導入事例紹介 
 ＊マサイチネット 様の導入事例紹介 辻森取締役発表 

＊マサイチネット マザーワーカーの作品集例 添付 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ディスカッション時間 １回目____________________ 
 
７.「マザーワーク」普及活動 その 1＝『マザーワークコンサルティング事業』 
＊マザーワークコンサルの流れ 添付 
 
８. 「マザーワーク」 普及活動 その 2『一般社団法人マザーワークマネジメントの

設立』 
 
９．マザーワークの可能性について 
＊幼稚園ママの力を活かす  添付資料 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ディスカッション時間 ２回目____________________ 
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○マザーワーカーの声 
十数年前、私がマザーワーカーとして仕事を始めた頃は、まだ数名の営業さんと事務職

の方のみでした。社長以外は全員マザーワーカーさんでした。 
当時は、会社が男性正社員を雇用することが難しい状況でしたので、子育て中の女性を

短時間雇用することで始めた仕組みです。 
事業も少しずつ安定し、男性正社員の雇用も出来るようになりましたが、社長としては

子育て中の女性の雇用を切り離して考えることはなかったのではないでしょうか。 
それだけ子育て中の女性が、過去における経験や技術を持っていて優秀だったからだと

思います。 
 
その後、自社開発のコミュニケーションシステムを導入し、業務の中にテレワークを取

り入れ始めました。 
私は、住まいが会社から離れていましたので、テレワークがなければ続けてくることが

難しかったと思います。 
システムはもちろん業務にも使用しますが、大半はコミュニケーションに使用していま

す。 
このコミュニケーションがとても重要で、システム以外にも週一回の顔を合わせてのミ

ーティング、この二つを大切にしてきたからこそ事業の拡大にも繋がってきたのではな

いかと思います。 
 
私は、事務職で主に経理を担当させていただき、営業も兼務していました。 
ただ、年々仕事量が増え、一人では抱えきれない状態にもなってきたので、テレワーク

での補助の女性をつけてもらうようになりました。 
ただ、コミュニケーションの部分が少なかったので、うまく業務が進まず失敗に終わり

ました。 
また自分の仕事が増えてしまったわけですが、そのときに社長から、仕事を抱え込むか

らしんどいので、回りに助けてもらうことを覚えたら楽になるよと言われました。 
自分の仕事に責任を持つのは大事なことですが、それでは会社全体のためになっていな

いことにやっと気付けました。 
自分が覚えたことは人に伝えて、またその人から次の人に伝えてと、一つのことをたく

さんの人が出来るようになれば、会社にとってこんな強みはないのだと。 
今では、社内のみんなで勉強会をしたり、情報を共有したりとフジカワとしての強みを

作るために前向きに頑張っています。 
 
会社の事業が広がりを見せ始めた頃、社長から経営に関しての意見を求められるように

なってきました。 



最初はパートの私にという戸惑いもありましたが、自分が勤めている会社の今後が係わ

る大切なことですから、自分なりに真剣に考え意見させていただいていました。 
時には、社長の考え方に否定的な意見をすることもあり、気分を害されることもあった

かと思いますが、そこは冷静に判断してもらうよい機会になっていたのかも知れません。 
ワンマン社長というのはどうかと思いますが、会社の将来を見据えての判断はワンマン

であってもいいと思います。 
そんなとき、社長の足元を照らす役目が私で、一呼吸置いてからの判断に持っていって

いただければ思っています。 
 
普 通だったら、パートが会社の経営に口を出すことはまずないと思いますが、弊社社

長の場合、正社員とパート(短時間雇用)の間に壁を作ることはなく同様に 扱っていた

だけ、尚且つ意見を聞くだけでなく、よいと判断できるものは取り入れてもらえました

ので、とても責任感とやりがいを持ちながら、仕事に取り組ん で来ることが出来まし

た。 
 
このように弊社には、業務においての正社員と短時間雇用との区別がありません。 
それが事業拡大へと繋がった、最大の要因だと思っています。 
 
勤め始めた頃小さかった子供も、上の子が成人するまでに成長しました。 
このマザーワークという働き方のお陰で、子供たちに寂しい思いをさせることなく勤め

てこられたことにとても感謝しています。 
 
今後は、このマザーワークを広めて、子育てしながら働きたいという女性の思いを叶え

るお手伝いをしていければと思っています。 
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詳しくはホームページをご覧ください。詳しくはホームページをご覧ください。




