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2016 年 5 月 13 日、プラスグループ初の取り組みとして、
都内 3 拠点および全国 8 支社の社員による「プラス全国一斉
清掃活動」を実施しました。
当日は、虎ノ門オフィス・市ヶ谷オフィス・赤坂オフィス・
各支社より、総勢 160 名の社員が参加し、概ね 8 時から 10
時の間の 30 分間、オフィス周辺の清掃活動を行いました。
併せて、1993 年より続けている「神沢川クリーン計画」も
本清掃活動の一環として同日開催し、プラスファニチャーカ

ンパニー役員、前橋工場や PL 物流センター、音羽倶楽部な
どの PLUS LAND で働く社員をはじめ、前橋市役所、地元自
治会の皆さまなど約 250 名にご参加いただき、15 時から
17 時まで、約 450kg のごみを回収しました。
当日はどの地域も天候に恵まれ、つい夢中になってごみを拾
い、予定時間をオーバーするなど、全国の社員が意欲的に取
り組みました。

プラス全国一斉清掃活動

2015 年 3 月より、CSR 地域貢献活動の一環として、当社オフィス周辺の清掃活動を行ってい
ます。清掃活動を通じて、近隣企業・地域住民の皆さまとのコミュニケーションの活性化を図
りながら、「社会・環境への貢献」「周辺地域の美化」「社員の CSR への参加意識向上」を目的
として取り組んでいます。

地域社会の一員として
～地域清掃活動の実施～
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201６年度 虎ノ門オフィス・赤坂オフィス清掃活動日程

2016 年度は 5 月 13 日に行った「プラス全国一斉清掃活動」
のほか、プラス本社がある虎ノ門オフィス、プラスジョイン
テックスカンパニーがある赤坂オフィスにて清掃活動を行い
ました。

地域清掃活動

「芝地区クリーンキャンペーン」は、東京都港区を「安全で
きれいなまち」にすること、地域に暮らす人がお互いに助け
合えるまちをつくることを目的に芝地区生活安全・環境美化
活動推進協議会が主催している活動です。
年間を通して港区東部各地（新橋駅・内幸町駅周辺、虎ノ門駅・
神谷町駅周辺、浜松町駅・大門駅周辺など）交代で開催され、

地域の事業所・町会・自治会・小学校 PTA から総勢 400 名
以上の参加者が集まって路上の清掃活動を行っています。プ
ラスは、2015 年度より同キャンペーンに参加しています。

『芝地区クリーンキャンペーン ～路上禁煙ゼロのまち︕～』への参加

「千代田区一斉清掃」は、毎年 6 月 6 日、11 月 6 日（当日が土曜・
日曜日の場合は、翌日）に、千代田区、区民等、事業者及び
団体が一体となって行っている、清掃活動や環境美化に関す
る啓発活動の一環です。毎回、千代田区内の区民・事業者・
学校・地域の団体などから 8,000 人以上の人が参加していま
す。プラスは、2016 年度より市ヶ谷オフィスの社員が参加
しています。

千代田区一斉清掃活動

201６年度 芝地区クリーンキャンペーン 参加日
6 月 3 日 ( 金 )  　虎ノ門駅・神谷町駅周辺
11 月 17 日 ( 木 )　 虎ノ門駅・神谷町駅周辺

201６年度 千代田区一斉清掃 参加日
6 月 6 日（月）　12 名参加
市ヶ谷オフィス～市ヶ谷駅にかけての靖国通り沿い
11 月 7 日（月）　16 名参加
市ヶ谷オフィス～市ヶ谷駅、
市ヶ谷オフィス～靖国神社南門にかけての靖国通り沿い

10 月 14 日（金）　赤坂オフィス
10 月 19 日（水）　虎ノ門オフィス
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プラスは、2013 年より、文具事務用品の基幹製造拠点を置くベトナムの大学生および小学生
を対象とした奨学金制度を設立し、2 つのプログラムをスタートしています。

ベトナムにおける長年のご支援に感謝を込めて
～ベトナム学生を対象とした奨学金制度～

1995 年、プラスグループは業界に先駆けてベトナムに
進出し、全額出資のベトナム現地法人・プラスベトナム工業
(PLUS VIETNAM INDUSTRIAL CO., LTD. : 以下 PVI) を
設立しました。以来、PVI 社は、文具事務用品の製造拠点
として、1996年のビエンホア工場（ドンナイ省）を皮切りに、
2010 年、2012 年に次々と新工場を稼働させました。現在
では 3 工場 2,500 名を超える現地社員と共に、ステーショ
ナリー事業の成長を製造面で支えてきました。
このように順調にベトナムでの事業展開を進めることが
できたのは、ひとえに地元関係各位より寄せられたご理解、
ご協力の賜物と考えています。

折しも本制度を創設した 2013 年は、「日越友好 40 周年」
の節目の年でした。ベトナムにおける長年のご支援に対す
る感謝の気持ちを込めて、ベトナムの若い優秀な人材の輩
出に少しでもお役に立ちたいとの願いから奨学金制度を創
設しました。
本奨学金制度は、留学生の受け入れに熱心に取り組まれて
いる青山学院大学との提携により、青山学院大学のベトナ
ム人留学生を支援する『PLUS・AGU ベトナムスカラーシッ
プ』と、PVI 社を窓口にベトナム国内の小学生を支援する

『PLUS Vietnam Scholarship』の 2 つのプログラムを実
施しています。
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これからもプラスグループは、未来を担うベトナムの若い優秀な人財の輩出に少しでもお役に立てるよう、
引き続き、取り組んでいきます。

『PLUS・AGU ベトナムスカラーシップ』奨学金授与式

2016 年度は前年に引続き、100 名の奨学生を決定し、2016
年 8 月 26 日に Thong Nhat（トンニャット）県、31 日に
Trang Bom（チャンボム）県にて奨学金授与式を行いました。
ドンナイ省の 1 年生から 5 年生までの奨学生に対し、奨学金
証書と当社製品の修正テープやファイル等をセットにした文
房具ギフトセットと、昨年より現地スタッフの発案で追加さ
れたお菓子の詰め合わせを贈呈しました。
会場では子どもたちの歌や踊りが披露され、子どもたちの代
表からお礼の言葉もいただきました。また、本活動は現地の
新聞やテレビでも取り上げられました。

2016 年度は、ハノイ国家大学外国語大学から 2 名、ホーチ
ミン市人分社会科大学から 1 名、計 3 名の奨学生を決定し、
11 月 15 日（火）、赤坂にある弊社ショールーム「＋PLUS」
にて奨学金授与式を行い、奨学金証書を授与しました。
奨学生 3 名より、プラスグループに対する感謝の気持ちだけ
ではなく、日本への興味や関心、完璧な日本語はもとより、
日本の文化や日本の社会の知識を深く学び、日本の人びとの
生活をもっと知りたいなど、さらなる学習への意欲について
お話していただきました。
奨学生の皆さんが１年間の日本での生活で得た、たくさんの
知識や経験をベトナムに持ち帰って今後に活かしていただき
たいと思います。

ホアン・ティ トゥイ クインさん（ハノイ国家大学外国語大学）
「留学決定の通知をもらったときはと
てもうれしかったです。私は将来、
通訳者になることを目指しています。
高校生の頃から一生懸命日本語を勉
強していますが、ベトナムで勉強し
た日本語ではまだ足りないと感じ、
ぜひ日本に行って勉強したいと思っ
ていました。ベトナムから留学している他の友達は生活費を
稼ぐために毎日授業のあと、アルバイトをしています。それ
を思うと私はとても幸せだと思います。
最近、日本の企業が奨学金支援を良くしていると聞いています。
こういった奨学金支援は、両国の友好関係をますます促進し、
支援を受けた学生達は両国に貢献できると信じております。改
めてどうもありがとうございました。」（原文のまま、一部抜粋）

青山学院大学のベトナム人留学生支援 
『PLUS・AGUベトナムスカラーシップ』
対象人数：3 名（留学期間︓1 年間）
対象者：青山学院大学ベトナム人留学生

※青山学院大学との学生交換協定締結校「ハノイ国家大
学外国語大学」および「ホーチミン市人文社会科大学」
からの留学生

支給金額：3,000,000 円（1 名あたり 1,000,000 円支給）
支給開始：2016 年 9 月

ベトナム国内の小学生支援
 『PLUS Vietnam Scholarship』
対象人数：2016 年度　100 名
対象者：ドンナイ省の小学生

※毎年、ドンナイ省の 2 県の選定された県の全小学校へ
教育推進協会を通じて、奨学金制度について通知し、
PVI 社で制定した本制度運用ルールに基づき、授与対象
奨学生を選定し、教育推進協会と協力の上で奨学金授
与式を開催しています。

支給内容：200 万ドン / 名（日本円換算︓約 10,000 円）
プラス文房具ギフトセット（修正テープ、ファイル等）、
お菓子

支給開始：2016 年 9 月

『PLUS Vietnam Scholarship』奨学金授与式
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プラスグループでは 2008 年より男性社員も育児休業を取得しており、女性社員だけではなく、
男性社員にも子育てしやすい環境づくりに取り組んでいます。本日は育児休業を取得した経験
のある 4 名の男性社員に育児休業についてお話ししていただきました。

プラスグループ 男性社員育休取得者座談会
～プラスにもっと育メンを︕～

育児休業（以下、育休）を取 
        得しようと思ったきっかけ
を教えてください。
中川　もともと子どもができたら育休
を取りたいと思っていました。既に
２名の男性社員が育休を取得していた
のも知っていましたし、鵜名山さんから
直接お話もお伺いしていたので、プラス
で育休を取るのは大丈夫だろうと思って
いました。

鵜名山　私は出産予定日の約半年前か
ら育休を取ることについて意識し始め
ていました。ある講演会で「女性が活
躍できる社会のためには、男性が育休
を取ることが重要だ」という話を聞い
たのをきっかけに興味が湧き、いろい
ろと本を読んだり調べたりしていく中
で、「自分も育休を取ろう︕」と思うよ
うになりました。

畠山　私が育休を取ったのは 3 人目の
子どもが生まれたときでした。上の
子どもは小学校に入学していたので、
里帰り出産をすることになっても一緒

に連れて行けない。それなら自分が育
休を取って子どもの面倒を見ようと思
いました。そのときに同じ部署で働い
ていた松村さんが育休を取得されてい
たので、育休を取りやすい環境だった
というのもあるかもしれません。

鵜名山　やはり、前例があるのは心強
いですよね。

松村　そのとき、私は畠山さんの上司
だったしね。自分が育休を取っておい
て、ダメとは言えないよね。

私が育休を取ったのは 4 人目の子ども
が生まれたときで、一番上が小学校
2 年生、その下に 2 歳の双子がいました。
本当はその双子が生まれるときに育休
を取りたかったのですが、育休を取得
することはできるが会社からは給料が
出ないということを生まれる１～２か

月前になって知ったので（※１）、育休
を取ることは断念して 2 か月間在宅勤
務をさせていただきました。そういった
経験があったので、4 人目が生まれる
ときには育休を取るためにずいぶん前
から準備しました。
※１ 育児休業期間中、賃金が支払われないな
ど一定の要件を満たす場合には、雇用保険から

「育児休業給付金」が支給されます。支給割合は、
平成 26 年 3 月までは育児休業開始前賃金の
50% でしたが、同年 4 月より 67% に引き上
げられ、手取り賃金で比較すると、休業前の約
8 割が支給されるようになっています。

育休中の生活について

中川　出産直後、女性は極力動かない
方がいいということで、ミルクもあげ
るし、おむつも替えるし、掃除も洗濯
も食事も…家事全般を全部やりました。

鵜名山　私も中川さんと一緒で、最初
の１か月間は食事の支度から、洗濯、
掃除と全てやりました。産褥期（※２）
が明けて家事と育児が分担ができるよ
うになってからは、保育園活動が大変

だということを聞いていたので、保育
園探しをしました。日中に説明会が
あったり、市役所に行かなければなら
なかったりで、これはひとりではとて
も無理だなと感じました。
※２ 出産後 1 ～２か月の安静期間

畠山　私はだいぶ前なので忘れ気味で
すが、同じように家事です。想像してい
た以上に家事に時間がとられて、一日が
ほぼそれで終わっていた気がします。

松村　私は生まれた子どもではなく、
上の 3 人の子どもの面倒をみていまし
た。一番上の子が夏休みに入ってから
は 3 人を連れて遊びに行ったりしまし
た。母親だけだと、どうしても動けな
い赤ちゃんに合わせた生活になってし
まうので、子ども達もストレスが溜ま
らず、良かったと思っています。

育休取得前と取得後で働き方
　　  に変化はありましたか ?
中川　何もない日はすぐに帰るように
なりました。極力時間内に仕事をおさめ
ようという意識が強くなりました。

鵜名山　私も同じです。

畠山　早く帰って家事を手伝ってあげ
ようというのはもちろんですが、子ども
に会いたいというのも大きいですよね。
子どもが寝てしまう時間までに帰れそ
うならがんばりますが、間に合わないと

なると仕事を続けてしまいます。

松村　私は、1 人目が生まれたのをきっ
かけに通勤時間を短くしたいという希
望があってプラスに転職したんです。起
きてから出勤するまでの育児を担当し、
早く帰れる日は帰って手伝うし、帰れな
い日は妻にお願いするという生活が当
たり前だったので育休を取ったから変
わったということはありませんでした。

プラスの男性社員の育休取得  
　　  者が増えるためにはどのよ
うにすればいいと思いますか︖

鵜名山　育休を取ると収入がゼロに
なってしまうと思っている人が多いと
思うので、その部分は「育児休業給付金」

があるから大丈夫だと伝えてあげるこ
とが良いのではないかと思います。

中川　私も収入はゼロになる覚悟でし
た。育休を取ると決めてから「育児休
業給付金」が出るということを知りま
した。私と同じように「育児休業給付金」
のことを知らないで育休を取るのを諦
めている人は結構いるのではないかと
思います。

鵜名山　育休取得には職種も関係して
くるかもしれません。私の所属する部
署ではお客様を持っていないので比較
的取得しやすいと思います。
営業職の人は自分が担当しているお客
様のことを考えると、なかなか育休取
得という決断はしづらいのではないで
しょうか。ぜひ会社にも対策を考えて
もらいたいと思います。
制度としては認められているのに、仕
事の兼ね合いで休むことができないと
いうのはあまりにももったいないです。

畠山　長期で取るのが難しいのであれ
ば、もう少し時期を区切って取ること
ができるようになればいいと思います。
女性が仕事に復帰するときが大変なの
で、男性が代わりに育休を取って分担
できたらいいですよね。

松村　子どもが生まれるという報告を
するときの上司側の応対マニュアルの
中に「育休を取得するのか」という確
認事項を設けるといいと思います。

中川　女性の場合は必然的にそれがあ
るので、男性にも確認手続きがあると
いいですね。

次に機会があったら同じよう 
        に育休を取得したいと思い
ますか︖
中川　もちろん︕次は 3 か月から半年
は取得したいと思っています。

鵜名山　私も取得したいと思います。
今回は生まれた直後から育休に入りま
したが、次があれば妻がスムーズに職
場に復帰できるように、タイミングを
考えて取りたいです。育休中、平日の
晴れた日にベビーカーに子どもを乗せ

て家族で公園に出かけることは、宝物
みたいな時間でした。ああいう感覚を
周りの人にもぜひ感じて欲しいですし、
私もまたあのような時間を過ごせたら
いいなと思います。

畠山　次の機会はなかなかないと思い
ますが、上の子がいる場合、仕事をして
いたら一緒にできないことをするチャン
スにもなるので、ぜひ取得したいですね。

松村　私も機会があればですが、ぜひ
取得したいです。これから育休を取得
される人はどんどん取って、できるだ
け家族と一緒の時間を過ごした方がい
いと思います。

最後に、これから育休取得を         考えている男性社員の方へ
メッセージをお願いします。
松村　育児はもちろん、育休を取るこ
と自体どうしていいか分からないこと
がたくさんあると思うので、まずは相
談してみるといいと思います。

「家族の代わりは誰にもできない」と
割り切って自分だけができることを
やってみてもいいと思います。がんばっ
てください。

畠山　子育ては長く続く大変なことな
ので、夫婦で協力して行わなければい
けません。協力という部分についても、
育休を取ればしっかり話し合う時間が
できると思いますので、ぜひ取得され
たらいいと思います。

鵜名山　育休を取得するかどうか迷う
のであればぜひ取得してほしいと思い
ます。これは子どものためでもありま
すし、パートナーである妻のためでも
あります。そしてそれは女性が輝ける
社会にも繋がってくるはずです。プラ
スは育休取得に関して土壌が整ってい
るので、あとは本人次第だと思います。

中川　「迷うな。取りたいなら、取れ︕」
ですね（笑）仕事上厳しいと考えてし
まう気持ちもわかりますが、「制度」と
してあるのだから、なんとかなるはず
です。育休を取りたいと思うなら迷わ
ず取っていいと思います。

さんじょくき

ステーショナリーカンパニー 
ビジョン事業部 ソフト設計課 

松村 晃男（まつむら あきお）
育休取得期間 2009 年 6 月～ 8 月（3 か月）

コーポレート本部 
管理部 法務・知財室 

中川 萌（なかがわ もゆる）
育休取得期間
2016 年12 月～2017 年 1 月（1 か月半）

ファニチャーカンパニー 
マーケティング統括部

鵜名山 裕貴（うなやま ひろたか）

育休取得期間
2016 年 3 月～ 9 月（6 か月）

ステーショナリーカンパニー
ビジョン事業部 マーケティング部 

畠山 勝信（はたけやま まさのぶ）
育休取得期間 2013 年 3 月～ 4 月（１か月）
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育児休業（以下、育休）を取 
        得しようと思ったきっかけ
を教えてください。
中川　もともと子どもができたら育休
を取りたいと思っていました。既に
２名の男性社員が育休を取得していた
のも知っていましたし、鵜名山さんから
直接お話もお伺いしていたので、プラス
で育休を取るのは大丈夫だろうと思って
いました。

鵜名山　私は出産予定日の約半年前か
ら育休を取ることについて意識し始め
ていました。ある講演会で「女性が活
躍できる社会のためには、男性が育休
を取ることが重要だ」という話を聞い
たのをきっかけに興味が湧き、いろい
ろと本を読んだり調べたりしていく中
で、「自分も育休を取ろう︕」と思うよ
うになりました。

畠山　私が育休を取ったのは 3 人目の
子どもが生まれたときでした。上の
子どもは小学校に入学していたので、
里帰り出産をすることになっても一緒

に連れて行けない。それなら自分が育
休を取って子どもの面倒を見ようと思
いました。そのときに同じ部署で働い
ていた松村さんが育休を取得されてい
たので、育休を取りやすい環境だった
というのもあるかもしれません。

鵜名山　やはり、前例があるのは心強
いですよね。

松村　そのとき、私は畠山さんの上司
だったしね。自分が育休を取っておい
て、ダメとは言えないよね。

私が育休を取ったのは 4 人目の子ども
が生まれたときで、一番上が小学校
2 年生、その下に 2 歳の双子がいました。
本当はその双子が生まれるときに育休
を取りたかったのですが、育休を取得
することはできるが会社からは給料が
出ないということを生まれる１～２か

月前になって知ったので（※１）、育休
を取ることは断念して 2 か月間在宅勤
務をさせていただきました。そういった
経験があったので、4 人目が生まれる
ときには育休を取るためにずいぶん前
から準備しました。
※１ 育児休業期間中、賃金が支払われないな
ど一定の要件を満たす場合には、雇用保険から

「育児休業給付金」が支給されます。支給割合は、
平成 26 年 3 月までは育児休業開始前賃金の
50% でしたが、同年 4 月より 67% に引き上
げられ、手取り賃金で比較すると、休業前の約
8 割が支給されるようになっています。

育休中の生活について

中川　出産直後、女性は極力動かない
方がいいということで、ミルクもあげ
るし、おむつも替えるし、掃除も洗濯
も食事も…家事全般を全部やりました。

鵜名山　私も中川さんと一緒で、最初
の１か月間は食事の支度から、洗濯、
掃除と全てやりました。産褥期（※２）
が明けて家事と育児が分担ができるよ
うになってからは、保育園活動が大変

だということを聞いていたので、保育
園探しをしました。日中に説明会が
あったり、市役所に行かなければなら
なかったりで、これはひとりではとて
も無理だなと感じました。
※２ 出産後 1 ～２か月の安静期間

畠山　私はだいぶ前なので忘れ気味で
すが、同じように家事です。想像してい
た以上に家事に時間がとられて、一日が
ほぼそれで終わっていた気がします。

松村　私は生まれた子どもではなく、
上の 3 人の子どもの面倒をみていまし
た。一番上の子が夏休みに入ってから
は 3 人を連れて遊びに行ったりしまし
た。母親だけだと、どうしても動けな
い赤ちゃんに合わせた生活になってし
まうので、子ども達もストレスが溜ま
らず、良かったと思っています。

育休取得前と取得後で働き方
　　  に変化はありましたか ?
中川　何もない日はすぐに帰るように
なりました。極力時間内に仕事をおさめ
ようという意識が強くなりました。

鵜名山　私も同じです。

畠山　早く帰って家事を手伝ってあげ
ようというのはもちろんですが、子ども
に会いたいというのも大きいですよね。
子どもが寝てしまう時間までに帰れそ
うならがんばりますが、間に合わないと

なると仕事を続けてしまいます。

松村　私は、1 人目が生まれたのをきっ
かけに通勤時間を短くしたいという希
望があってプラスに転職したんです。起
きてから出勤するまでの育児を担当し、
早く帰れる日は帰って手伝うし、帰れな
い日は妻にお願いするという生活が当
たり前だったので育休を取ったから変
わったということはありませんでした。

プラスの男性社員の育休取得  
　　  者が増えるためにはどのよ
うにすればいいと思いますか︖

鵜名山　育休を取ると収入がゼロに
なってしまうと思っている人が多いと
思うので、その部分は「育児休業給付金」

があるから大丈夫だと伝えてあげるこ
とが良いのではないかと思います。

中川　私も収入はゼロになる覚悟でし
た。育休を取ると決めてから「育児休
業給付金」が出るということを知りま
した。私と同じように「育児休業給付金」
のことを知らないで育休を取るのを諦
めている人は結構いるのではないかと
思います。

鵜名山　育休取得には職種も関係して
くるかもしれません。私の所属する部
署ではお客様を持っていないので比較
的取得しやすいと思います。
営業職の人は自分が担当しているお客
様のことを考えると、なかなか育休取
得という決断はしづらいのではないで
しょうか。ぜひ会社にも対策を考えて
もらいたいと思います。
制度としては認められているのに、仕
事の兼ね合いで休むことができないと
いうのはあまりにももったいないです。

畠山　長期で取るのが難しいのであれ
ば、もう少し時期を区切って取ること
ができるようになればいいと思います。
女性が仕事に復帰するときが大変なの
で、男性が代わりに育休を取って分担
できたらいいですよね。

松村　子どもが生まれるという報告を
するときの上司側の応対マニュアルの
中に「育休を取得するのか」という確
認事項を設けるといいと思います。

中川　女性の場合は必然的にそれがあ
るので、男性にも確認手続きがあると
いいですね。

次に機会があったら同じよう 
        に育休を取得したいと思い
ますか︖
中川　もちろん︕次は 3 か月から半年
は取得したいと思っています。

鵜名山　私も取得したいと思います。
今回は生まれた直後から育休に入りま
したが、次があれば妻がスムーズに職
場に復帰できるように、タイミングを
考えて取りたいです。育休中、平日の
晴れた日にベビーカーに子どもを乗せ

て家族で公園に出かけることは、宝物
みたいな時間でした。ああいう感覚を
周りの人にもぜひ感じて欲しいですし、
私もまたあのような時間を過ごせたら
いいなと思います。

畠山　次の機会はなかなかないと思い
ますが、上の子がいる場合、仕事をして
いたら一緒にできないことをするチャン
スにもなるので、ぜひ取得したいですね。

松村　私も機会があればですが、ぜひ
取得したいです。これから育休を取得
される人はどんどん取って、できるだ
け家族と一緒の時間を過ごした方がい
いと思います。

最後に、これから育休取得を         考えている男性社員の方へ
メッセージをお願いします。
松村　育児はもちろん、育休を取るこ
と自体どうしていいか分からないこと
がたくさんあると思うので、まずは相
談してみるといいと思います。

「家族の代わりは誰にもできない」と
割り切って自分だけができることを
やってみてもいいと思います。がんばっ
てください。

畠山　子育ては長く続く大変なことな
ので、夫婦で協力して行わなければい
けません。協力という部分についても、
育休を取ればしっかり話し合う時間が
できると思いますので、ぜひ取得され
たらいいと思います。

鵜名山　育休を取得するかどうか迷う
のであればぜひ取得してほしいと思い
ます。これは子どものためでもありま
すし、パートナーである妻のためでも
あります。そしてそれは女性が輝ける
社会にも繋がってくるはずです。プラ
スは育休取得に関して土壌が整ってい
るので、あとは本人次第だと思います。

中川　「迷うな。取りたいなら、取れ︕」
ですね（笑）仕事上厳しいと考えてし
まう気持ちもわかりますが、「制度」と
してあるのだから、なんとかなるはず
です。育休を取りたいと思うなら迷わ
ず取っていいと思います。


