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目指す活動を展開している。　

　あわせて、社会的気運の醸成を図るため、

2008年６月には、「ひとつ、働き方を変えて
みよう」とのキャッチフレーズの下、「カエ

ル！ジャパン」キャンペーンを展開している。

キャンペーンでは、親しみやすいカエルを

キャラクターとして設定し、ポータルサイト

の拡充や周知ポスター・チラシの作成・配布

等を通じて、各界・各層の国民に「働き方を

変えること」を呼びかけている。また、各界・

各層の個別事情に応じた取組を支援するた

め、企業や業界団体、労働者団体が主催す

る勉強会や、地方公共団体が主催するシン

ポジウム、セミナーにおいても、内閣府から

積極的に講師を派遣し、参加者の属性に応

じた講演・解説を行っている。さらに、地域

性を生かした取組を推進するべく、都道府県

における推進窓口の設置や、具体的取組事

例集（「地方公共団体における仕事と生活の

調和（ワーク・ライフ・バランス）取組事例

について」（2008年3月））の公表を通じて、
取組の裾野を拡大している。

　労働時間対策としては、単に労働時間の短

縮を図るだけではなく、労働時間等の設定を

労働者の健康と生活に配慮するとともに、多

様な働き方に対応したものへと改善を図るこ

とが重要である。近年、労働時間の長い者と

短い者の割合がともに増加する、いわゆる「労

働時間分布の長短二極化」の進展、年次有

　「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ

ランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進

のための行動指針」に基づき、その理念を広

く国民に伝え、社会全体としての数値目標を

達成するために、2008（平成20）年１月に
内閣府に設置された「仕事と生活の調和推

進室」を中心に、政労使・地方公共団体との

連携の下、様々な取組を展開している。また、

随時その進捗を確認・評価し、政労使の相

互連携によるＰＤＣＡサイクルを確立するた

め、政労使の実務者レベルにより構成される

「仕事と生活の調和連携推進・評価部会」及

び関係府省で構成する「仕事と生活の調和

関係省庁連携推進会議」を設置した。

　2008年1月からは、企業における具体的な
取組を推進・拡大するため、担当大臣自らが

企業や業界団体の経営幹部を訪問し、経営

幹部のリーダーシップに基づく積極的な取組

を要請する活動を行っている。2008年３月
から７月にかけては、「職場を変えよう！キャ

ラバン」と銘打ち、仕事と生活の調和と密接

な関係にある、男女共同参画、少子化対策に

ついても、相互連携の下に取り組んでもらう

べく、各々についての協力依頼事項を要望文

として取りまとめ、担当大臣から経営幹部に

手交した。同年11月からは、先進的な取組
を行っている企業を訪問し、経営幹部との意

見交換や、仕事と生活の調和の推進に取り

組む社員との懇談を行い、そこで得られた成

果を、優れたロールモデルとして収集・発信

することを通じて、全国的な取組の底上げを

仕事と生活の調和の考え方
の浸透のための取組
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５日分を限度として、時間単位での年休取得

を可能とすることとしている。

　近年、パートタイム労働者は増加し、2008
（平成 20）年には 1,407万人と、雇用者総数
の約 26.1％にも達し、従来のような補助的な
業務ではなく、役職に就くなど職場において

基幹的役割を果たす者も増加している一方

で、パートタイム労働者の待遇がその働き・

貢献に見合ったものになっていない場合もあ

り、正社員との不合理な待遇の格差を解消し、

働き・貢献に見合った公正な待遇を確保する

ことが課題となっている。

　このような公正な待遇を実現することは、

少子高齢化、大幅な労働力人口減少の中で

貴重な労働力を確保し、労働生産性を高め、

経済の成長を持続させるという点からも重要

である。

　こうしたことから、パートタイム労働者が

その能力を一層有効に発揮することができる

雇用環境を整備するため、働き方の実態に応

じた通常の労働者との均衡のとれた待遇の

確保や通常の労働者への転換の推進等を内

容とする改正パートタイム労働法が2008年4
月1日から施行されている。

【改正パートタイム労働法】

（1）労働条件の文書交付・説明義務
1）労働条件を明示した文書の交付等の義
務化

2） パートタイム労働者の求めに応じ、待
遇決定に当たり考慮した事項の説明の

義務化

（2）均衡のとれた待遇の確保の促進（働き・

給休暇の取得率の低水準での推移、長い労

働時間等の業務に起因する脳・心臓疾患に

係る労災認定件数の高水準での推移、育児・

介護や自己啓発などの労働者の抱える事情

の多様化などの課題が発生している。これら

を踏まえ、「労働時間等の設定の改善に関す

る特別措置法」（平成４年法律第90号）及び
同法に基づく「労働時間等設定改善指針（労

働時間等見直しガイドライン）」に基づき、

労働時間等の設定の改善に向けた労使の自

主的な取組を促進することにより、仕事と生

活の調和を推進している。

　また、2007（平成19）年12月に策定され
た憲章及び行動指針を踏まえ、仕事と生活の

調和に向けた社会的気運の醸成、長時間労

働の抑制、年次有給休暇の取得促進に取り

組むなど社会全体で働き方の改革を進めて

いる。

　具体的には、代表的な企業における取組

状況や成果を広く周知する「仕事と生活の調

和推進プロジェクト」の展開、年次有給休暇

の取得促進など職場意識の改善に積極的に

取り組む中小企業事業主に対する助成、憲

章及び行動指針の趣旨を踏まえて改正した

「労働時間等見直しガイドライン」の周知啓

発等に取り組んでいる。

　さらに、時間外労働の削減については、時

間外労働の限度基準が遵守されるよう、周知

徹底を図っている。

　2008年には、長時間労働を抑制するとと
もに、生活時間を確保しながら働くことがで

きるようにすることを目的として2008年12
月に「労働基準法の一部を改正する法律」

が成立し、2010（平成22）年度からは、１
か月60時間を超える時間外労働の割増賃金
について、現行の25％から50％に引上げる
こと、年休取得について、現行は日単位であ

るところを、労使協定を締結した場合には、

ライフスタイルに応じた
多様な働き方の推進3
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遇について差別的取扱いの禁止

（3）通常の労働者への転換の推進
通常の労働者への転換を推進するため

の措置を講じることの義務化

（4）苦情処理・紛争解決援助
1）苦情を自主的に解決することの努力義
務化

2）行政型ＡＤＲ（都道府県労働局長によ
る助言等・調停）の整備

貢献に見合った公正な待遇の決定ルー

ルの整備）

1）すべてのパートタイム労働者を対象に、
賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用

について、通常の労働者との均衡のと

れた待遇を確保するための措置を講じ

ることの義務化等

2）特に、通常の労働者と同視すべきパー
トタイム労働者に対しては、全ての待

短時間雇用者（週間就業時間35時間未満の者）数・割合の推移－非農林業－第2 -2 -4図

資料：総務省「労働力調査」
　注：雇用者は休業者を除き、週間就業時間不詳を含む。
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　また、パートタイム労働者の均衡待遇に取

り組む事業主や中小企業事業主団体を支援

するため、助成金を支給している。

　短時間正社員制度については、自らのライ

フスタイルやライフステージに応じた多様な

働き方を実現する制度として、そして、企業

にとっては、人材の定着や組織の活性化等に

効果が見込める人事制度として、その普及や

定着が期待されている。

　また、2007（平成19）年12月に仕事と生

活の調和推進官民トップ会議において決定

された「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・

バランス）憲章」では、国は、「短時間正社

員制度」等多様な働き方を推進するための条

件整備を行うこととされるとともに、「短時

間勤務を選択できる事業所の割合（短時間

正社員制度等）」を、2012（平成24）年には

10％、2017（平成29）年には25％とする数

値目標が設定されている（仕事と生活の調和

推進のための行動指針）。

　こうした中、厚生労働省では、制度を導入

した事業主に対する助成金の支給に加え、イ

ンターネット上に「短時間正社員制度導入支

援ナビ」を開設し、短時間正社員制度の概

要や取組事例等についての情報提供を行う

など、短時間正社員制度の導入支援を行っ

ている。

　短時間労働者への厚生年金の適用につい

ては、現在、労働時間及び労働日数がその

事業所の通常の労働者のおおむね４分の３

未満である者は、原則として厚生年金の適用

対象となっていない。

　しかしながら、短時間労働者が社会経済

においてその役割や比重を増していく中で、

その被用者にふさわしい年金保障を充実す

ることは、均衡待遇を確保するための労働政

策の展開とともに、将来の老後生活における

格差を拡大・固定化させないための喫緊の政

策課題である。また、現行の厚生年金の適

用基準が雇用形態等の選択に中立的でない

との指摘もあることからも、これらを踏まえ、

「週所定労働時間が20時間以上」、「賃金が月

額９万８千円以上」、「勤務期間が１年以上で

あること」等の要件を満たす短時間労働者に

厚生年金の適用を拡大するための「被用者

年金制度の一元化等を図るための厚生年金

保険法等の一部を改正する法律案」を第166

回通常国会に提出し、継続審議とされている

ところである。

　情報通信技術を活用した、時間と場所にと

らわれない柔軟な働き方であるテレワーク

は、職住近接の実現による通勤負担の軽減

のみならず、特に育児や介護、障害等の個々

の事情を抱える人にとって仕事と生活の調和

の実現に有効な働き方として、社会的な期待

や関心も大きいものとなっている。国土交通

省の推計によれば、テレワーカー（週８時間

以上情報通信技術を活用して、職場以外で

勤務した人）の就業者全体に占める割合は、

2002（平成14）年度に6.1％であったものが、

2005（平成17）年度には10.4％と増加してお

り、テレワークが着実に広まってきているこ

とがうかがえる。

　政府では、2010（平成22）年までにテレワー

カーを就業者人口の２割とする目標の実現に

向けて、2007（平成19）年５月に「テレワー

ク人口倍増アクションプラン」（テレワーク

推進に関する関係省庁連絡会議決定、ＩＴ戦

略本部了承）を策定し、政府一体となってテ

レワークの普及を推進している。

　このような中で、政府が自ら率先してテレ

ワークを導入する観点から、総務省がテレ

テレワークの推進4
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て、内容を明確化するための改正を行い、事

業主等への周知・啓発を行っているほか、事

業主・労働者等を対象としたセミナーを実施

している。

　さらに、在宅で自営的に、文章入力、テー

プ起こし等比較的単純・定型的な作業を行う

在宅ワークについて、契約をめぐるトラブル

の発生を未然に防止するため、契約に関する

最低限のルールを定めた「在宅ワークの適正

な実施のためのガイドライン」を策定し、周

知・啓発を図っている。さらに、在宅ワーカー

を対象に、インターネット上で能力診断や能

力開発、再就職・就業に役立つ情報を提供

するサイトを運用するとともに、セミナーの

開催、トラブル・健康相談等への対応などの

支援事業を実施している。

　次世代育成支援対策推進法に基づき、国

や地方公共団体の各機関においては、職員を

雇用する事業主の立場から、国が定める指

針（行動計画策定指針）に即して、仕事と

子育ての両立や働き方の見直し等に関する

具体的な方策や目標を掲げた行動計画を策

定しており、それぞれの機関の実情に応じて、

ワークを本格導入しているほか、経済産業省、

国土交通省など複数の省庁においてテレ

ワークを試行しているところである。また、

総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交

通省が呼びかけ人となり、産学官協働でテレ

ワークの普及促進を図ることを目的とする

「テレワーク推進フォーラム」（2005年11月

設立）と連携して、「企業のためのテレワー

ク導入・運用ガイドブック」やＤＶＤ等を活

用し、テレワークの意義やメリットを広く浸

透させるための普及活動を行っている。

　そのほか、テレワークのうち、事業主と雇

用関係にある者が、労働時間の全部又は一

部について自宅等で業務に従事する勤務形

態について、テレワーク試行・体験プロジェ

クト（多くの企業等に安心・安全で簡易なツー

ルにより、テレワークを試行・体験いただく

機会の提供）や先進的テレワークシステムモ

デル実験等の実施、「テレワーク環境整備税

制」による支援、セミナーの開催等を通じた

普及促進のための事業を実施している。また、

適正な労働条件下でのテレワークの普及促

進のため、主要３都市に相談センターを設置

するとともに、在宅勤務の適切な労務管理の

在り方を示した「在宅勤務ガイドライン（情

報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導

入及び実施のためのガイドライン）」につい

資料：国土交通省「平成17年度テレワーク実態調査」     

2005年
（平成17年）

2002年
（平成14年）

雇用型 自営型 合　計

テレワーク人口

雇用者に
占める割合

自営業者に
占める割合

テレワーカー比率

週8時間以上
週8時間未満
合　　計

週8時間以上
週8時間未満
合　　計

全　体

9.2％
26.8％
36.0％

5.7％
8.0％

13.7％

16.5％
37.5％
54.0％

8.2％
16.0％
24.2％

10.4％
28.5％
38.9％

6.1％
9.5％

15.6％

506万人
1,466万人
1,972万人

311万人
443万人
754万人

168万人
381万人
549万人

97万人
191万人
288万人

674万人
1,847万人
2,521万人

408万人
634万人

1,042万人

2005年時点における日本のテレワーク人口推計値（前回2002年と比較）第2-2-5表

公務員の働き方の見直し5
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総合的かつ具体的な取組が盛り込まれてい

る。

　さらに、少子化社会対策大綱においては、

公務員について、多様な勤務形態の導入に

ついて検討を進め、これを踏まえた適切な対

応を行うこととし、また、小学校就学始期ま

での子どもを養育する公務員に対する仕事と

子育ての両立支援策について検討することと

されている。

　国家公務員について、人事院は、2005（平

成17）年７月、国家公務員の勤務時間制度

の在り方について検討を行った「多様な勤務

形態に関する研究会」から最終報告「勤務

時間の弾力化・多様化への提言」を受けて、

小学校就学前の子を養育する職員の職業生

活と家庭生活の両立を支援するため、常勤

職員のまま１日４時間勤務や週３日勤務等、

１週間当たりの勤務時間を短くすることがで

きる育児のための短時間勤務の制度を設ける

こと、また、１日２時間まで休業することが

できる部分休業を育児時間に改称し、３歳未

満の子を養育する職員から小学校就学前ま

での子を養育する職員に対象を拡大すること

が適当と認め、2006（平成18）年８月、国

会及び内閣に対して意見の申出を行った。こ

れを受けて、2007（平成19）年５月、「国家

公務員の育児休業等に関する法律」（平成３

年法律第109号）が改正された（2007年８月

１日施行）。また、2008（平成20）年８月には、

勤務時間の短縮について勧告を行い、それを

受けて、2008年12月、「一般職の職員の勤務

時間、休暇等に関する法律」（平成６年法律

第33号）が改正され、国家公務員の勤務時

間は１日15分、１週１時間15分短縮された

（2009（平成21）年４月１日施行）。

　なお、防衛省においても同様に特別職の国

家公務員である同省職員の勤務時間を短縮

すべく関係省令等の改正を行った（2009年4

月1日施行）。

　超過勤務の縮減については、2008年の人

事院勧告時の公務員人事管理に関する報告

において、職業生活と家庭生活の調和の観

点からも、喫緊に取り組む必要のある重要課

題であり、政府全体として計画的に在庁時間

削減に取り組む必要があることについて言及

した。

　地方公務員については、多様な働き方を導

入するため、「地方公務員法及び地方公共団

体の一般職の任期付職員の採用に関する法

律の一部を改正する法律」（平成16年法律第

85号）により、任期付短時間勤務職員制度

を創設し、制度の周知を図っている。この制

度の活用により、任期付短時間勤務職員（非

常勤職員）が育児のための部分休業を取得

している職員の業務を代替することで職員の

育児のための部分休業の取得を推進し、子

育てを支援している。

　また、国家公務員と同様に、地方公務員に

おいても、職務を完全に離れることなく長期

にわたり仕事と育児の両立が可能となるよ

う、小学校就学前の子を養育する職員が、常

勤職員のまま育児のための短時間勤務をする

ことができる制度等を導入するとともに、あ

わせて１日２時間まで休業することができる

部分休業の対象となる子の範囲を３歳未満

から小学校就学の始期に達するまでに拡大

するため、2007年５月、「地方公務員の育児

休業等に関する法律」（平成３年法律第110

号）が改正された（2007年８月１日施行）。

　なお、国家公務員の勤務時間が2009年４

月１日より１日15分、１週１時間15分短縮

されることを踏まえ、各地方公共団体の勤務

時間についても国家公務員の勤務時間との

均衡を図るよう要請している
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　さらに、企業内の産業医等産業保健スタッ

フへの研修を行い、企業内の母性健康管理

体制の整備を図るとともに、2007（平成19）

年度から企業や働く女性に対して母性健康

管理に関する情報を提供するサイト「妊娠・

出産をサポートする　女性にやさしい職場づ

くりナビ」を開設し、制度の周知を図ってい

る。

○「妊娠・出産をサポートする　女性にやさ

しい職場づくりナビ」

　ＵＲＬ：http:/ / www.bosei-navi.go.jp/

　「男女雇用機会均等法」（昭和 47 年法律第

113 号。以下「均等法」という。）は、妊娠・

出産等を理由とする不利益な取扱いを禁止

するとともに、妊娠中及び産後１年以内の解

雇について、事業主が妊娠・出産等を理由と

する解雇でないことを証明しない限り無効と

すること等を定めている。同法に違反する事

業主に対し指導を行い、是正を図る等、働き

続けることを希望する者が就業意欲を失うこ

となくその能力を伸長・発揮できる環境の整

備等を進めている。

　均等法に基づいた母性健康管理の措置（健

康診査の受診等に必要な時間の確保及び医

師等の指導事項を守るために必要な措置を

講じること）及び「労働基準法」（平成22年

法律第49号）の母性保護規定（産前産後休業、

危険有害業務の就業制限等）について、事

業主、女性労働者、医療関係者等に対し周

知徹底を図っている。

　また、母性健康管理に関して必要な措置を

講じない等、均等法違反の企業に対し、行

政指導を行うと共に、事業主が母性健康管

理等の措置を適切に講ずることができるよう

に、女性労働者に対して出された医師等の指

導事項を的確に事業主に伝えるための「母

性健康管理指導事項連絡カード」の利用を

促進している。

　農山漁村の女性は、仕事に加え家事・育

児等の負担が大きいことから、出産・育児期

の女性の負担を軽減し、農林漁業経営及び

地域社会活動への参画を支援するため、シ

ンポジウム等の開催、農山漁村における子育

て支援活動の優良事例の紹介、子育て支援

に携わる担当者への情報提供などを行って

いる。

農山漁村での両立支援6

第 5 節●妊娠・出産しても安心して働き続けられる
　　　   職場環境の整備を進める

第5 節 ●●  妊娠・出産しても安心して働き続けられる職場環境の整備を進める


