スイスでは仕事と家庭のバランスを取りたい父親が増えている。 - swissinfo

English | Deutsch | Français | Italiano | Español | Português | 日本語 | | 中文

2012年03月30日 金曜日 - スイスの時刻16:21

検索オプション

検索
ログイン | 登録する

トップ

ニュース

経済

社会

旅行＆文化

科学

スポーツ

特集

インタラクティブ

マルチメディア

サービス

現在位置 :swissinfo.ch » 社会 » お父さんだって子育てしたい！
いいね！ 承

7

フォトギャラリー

2012-03-26 11:00

お父さんだって子育てしたい！
鹿島田芙美（かしまだ ふみ）, swissinfo.ch
仕事は続けたいが、子どもとの時間も大切に
したい。スイスではそんな父親がここ１０年
間で増えてきている。しかし父親の育児休業
は今だに制度としてなく、時短労働もなかな
か難しいのが現状だ。
そこで、スイス各地の男性団体はイベントを
催したり国に働きかけたりして、父親にも子
育てがしやすい環境づくりを目指している。

仕事と育児を両立させたいスイス人男
性は多いが、実際キャリアをあきらめ
て家庭を優先する人は少ない
(Keystone)
関連記事
教育問題の権威が独自の見解 「学校は男
子には向いていない」

家族政策、総選挙を控え各政党の見解が分
裂
大切なのは家族と友人

男性の家事にかける時間が増加

こんなに違うスイスの
教育
家族－変遷と不変性をた
どる
過去２５０年間の歴史を物
語るスイスの家族像

「子どもの教育には自分も関わりたかっ
た」。４人の息子を持つマルセル・イナイ
ヒェン（４２）さんは子どもが生まれる前か
ら、父親になったら子育てに参加するのが当
たり前だと考えていた。
ルツェルン州で園芸関係の仕事をしており、
自営業なので自分で月曜日を休みと決め、週
４日働いている。４人の息子たちは長男が１
４歳、末っ子は４カ月。ほとんどの家事は妻
と分担するが、洗濯だけは妻の担当だ。その
分、土曜日は息子たちと一緒に掃除をする
「男の掃除デー」に決めて、マッサージ師と
して働く妻の負担を減らす。

フルタイムで週５日働こうとは思わない。「仕事をしなければ食べていけないので最低限は働
かなくてはならないが、家族と過ごす時間は大切。子どもと接するといろいろと勉強になる
し、仕事とは違った面で良い刺激になる」
イクメンを応援するイベント
イナイヒェンさんのように、仕事と家庭を両立させたい男性はスイス全体で多い。NGO「プ
ロ・ファミリア（Pro Familia）」が２０１１年、ザンクトガレン州の委託で行ったオンライ
ン調査によれば、回答者１２００人の男性のうち、もっとフレキシブルに働いて仕事と家庭を
両立させたいと答えた人は約９割にも上った。また３分の２の回答者が、時短労働のせいで給
料が減ったとしても構わないと答えた。
だが、男性はフルタイムで働くものという社会通念が今だに強いスイスでは、実際に時短労働
に踏み出す男性は少ない。また、男性の育児休暇制度も導入されていないため、子どものそば
にいたいのにそれができない男性は多い。
そこで、とりあえず父親同士が集まって何でも気楽に話せる場を持とうと、イナイヒェンさん
はルツェルンの男性団体「マンネ・ツェーハー（manne.ch）」を通して月に１度、「男の朝
食会」を開いている。これはとにかく女性抜きで楽しく話し合う男性の「しゃべり場」だ。
また、毎年６月の第１日曜日の「父の日」にはスイス各地の男性団体が父親と子どものための
さまざまなイベントを開催している。イナイヒェンさんが所属するマンネ・ツェーハーも２年
前からルツェルンでイベントを開いている。去年は、３０人のお父さんたちが子供たちと一緒
にペットボトルでいかだを作った。お母さんたちもこのイベントに参加しているのかと質問
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州の独立性が強いスイス。教
育制度もしかり。各州ばかり
か市町村でも異なる教育。そ
こから生まれる独自性に光を
当てた。

ゴッタルド、世界で一
番長いトンネル
「娘/息子の日」
両親の職場を子どもたちが
見学
スイスの育児休暇制度
母親の育児休暇は国の法律
で定められており、出産後
の１４週間、それまでの給
料の８割が支給される。
父親の育児休暇制度はな
く、各企業が自主的に男性
の育児休暇を規定してい
る。
スイスの母親育児支援ポー
タルサイト「スイスマム・
ツェーハー
（swissmom.ch）」によれ
ば、スイスで初めて男性の
育児休暇を導入したのは、
電話会社大手「スイスコム
（swisscom）」で、２００
６年に２週間の父親有給育
児休暇が導入された。
スーパー大手「ミグロ
（Migros）」も２００７年
から父親となる被雇用者に
２週間の有給育児休暇を認
めた。

世界最長のトンネル － アル
プス縦断トンネルで未来へ

東日本大震災と原発

地震、津波、福島第一原発事
故と、戦後最大の危機に直面
した日本。しかし、それはス
イスにとっても衝撃だった。
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に、イナイヒェンさんはいたずらっぽく笑ってこう言った。「お父さんのための日だから、女
性は参加はできないんだ。娘として来るのは別だけれど」
出世か、家庭か
労働時間をある程度自由に決めることができる人がいる一方で、会社員で労働時間が固定され
ている人もいる。チューリヒ在住で、現在３人の子どもがいるITスペシャリストのミヒャエ
ル・ゴールケさん（４２）は、最初の子どもが生まれる前は会社員としてフルタイムで働いて
いた。だが、子どもが生まれると分かってからは勤務先に時短労働を申請。しかし、会社の理
解は得られず、勤務日数が週３日だけの高校のIT職に転職を決めた。
高校の採用面接の際、担当者から「このポジションではキャリア形成はできませんよ」とはっ
きり言われた。しかし、出世なんかできなくてもいい。キャリアなどしょせん幻だとゴールケ
さんは考えた。家族が仕事よりも大事なのは当然だった。
前の会社を辞めて今の仕事に就くまでの１年間、ゴールケさんは妻と考えた末に専業主夫にな
り、妻はフルタイムで働きに出た。平日に子どもを連れて公園に行くと、そこにいるのは子供
に付き添う母親ばかりで、男性の姿はほとんどなかった。「週末は公園にも子供連れの男性が
いるのに、平日は男性は私１人だけ。孤独だった」
父親の集まりはないかと探してみたが、１１年前の当時、スイス全国を見渡してもそのような
集会や団体は見つからなかった。それならばと、育児をする男性を支援するオンラインサイト
「アヴァンティ・パピ（Avanti Papi）」を立ち上げた。メンバーは年々増え、今では会社員
の父親を中心に約６００人が会員になっている。
父親が育児しやすい制度
「男性も育児に関わったり、自分の希望する勤務体制で働けるようになるべきだ」。スイス全
国の男性団体や男女平等推進機関などを傘下に置く組織「メナー・ツェーハー
（männer.ch）」のマルクス・トイネルト会長は、男性の社会的地位の向上を求め政治家や国
に積極的に働きかけている。
メナー・ツェーハーが提案する育児制度は現在、国レベルで審議されている。「年を取れば働
けなくなる。だから年金制度で支える。それは親になる場合も同じだ。子どもが出来れば育児
のために働けなくなる。こうした家族を支えるのは社会の義務だ」
今後考えられる育児の制度案は以下の三つだ。一つは国民全員が対象で、日本でいう国民年金
制度に育児保険を組み込むこと。二つ目は日本でいう厚生年金に育児保険を組み込むこと。三
つ目は育児期間中の生活費を補うための個人育児預金制度で、預金額は所得税から控除される
というものだ。
特に個人育児預金制度案は経済界からも理解を得ている。スイス経済界を代表する団体の一
つ、スイス雇用主連盟（SAV/UPS）も個人で賄う育児制度には基本的に反対しないという声明
を発表している。今年末にはこの制度に関しての調査書が連邦内閣に提出され、その後連邦議
会で審議が行われる予定だ。
ところでトイネルト氏は、良い父親になるためには、男性は父親としてどうありたいか考える
ことが大事だと言う。「育児に親の性別は関係ない。子どもにとって父親は女性と同じくらい
重要な存在だ。家族の中で父親が余りものになるのは良くない」
鹿島田芙美（かしまだ ふみ）, swissinfo.ch

その後、大企業を中心に父
親の育児休暇を導入する企
業が増えている。
ヨーロッパの法定父親育児休
暇日数
ノルウェー：５０日
フィンランド、ブルガリ
ア：１５～１８日
スペイン、フランス：１１
～１４日
イギリス、ポルトガル、
ポーランド、スウェーデ
ン：７～１０日
オランダ、ベルギー：２～
３日
スイス、ドイツ、オースト
リア、イタリア、ハンガ
リー、ギリシャ：０日
ちなみに、日本では基本的
に子どもが１歳に達するま
で、父親も母親も１年間の
育児休暇が法律で認められ
ており、育児休業取得中は
雇用保険から月給分の５割
が給付される。
リンク

マンネ・ツェーハー
（manne.ch）（独語）
アヴァンティ・パピ
（Avanti Papi）（独
語）

プロ・ファミリア（Pro
Familia）：男性の仕事
と私生活の両立に関する
調査結果、PDFファイル
（独語）
メナー・ツェーハー
（männer.ch）（独
語）

スイス雇用主連盟
（SAV/UPS）（独/仏
語）

スイスマム・ツェーハー
（swissmom.ch）：ス
イスの父親育児休暇（独
語）
厚生労働省：育児・介護
休業法の改正について
（日本語）

フィードバック
コメントを書く
azko, Switzerland, 26.03.2012
私のスイス人の夫も同じです。育児が始まると必然的に両親の労働時間は減ります。そうなる
と、どのように効率的に収入を得るかが論点になります（これは子育てに意欲のあるお父さん
にだけでなく、母親にとっても同様です）。６０〜７０％の仕事で収入のよい仕事というの
は、やはりかなり限られているように思います。私の地域のプレイグループに参加しているお
父さんのほとんどが教員職だというのは偶然ではないと思います。職業、または役職によって
はフルタイム以外に選択肢がありません。このような点は、やはり政治的な働きかけがない
と、改善されないと思うのですが、もっと社会制度が進んでいるとされているスウェーデンな
どでは解決策が見いだされているのでしょうか．．．
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スイスワールド：男女平
等（日本語）
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あなたがお父さんだって子育てしたい！について「いいね！」と言っていま
す。 · コメントする · インサイト · エラー
あなたと他6人が「いいね！」と言っています。6人が「いいね！」と言って
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