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第3章　仕事と生活の調和の推進

１　働き方をめぐる問題点
○　急速な少子化の進行の背景には、就労と出産・子育てとが二者択一となっている状況が

ある。その原因として、共働き世帯が増加する中、多様な働き方の選択ができていないこ

とや非正規労働者の増大、長時間労働など、国民一人ひとりにとって、自身の望む生き方

の実現を困難にしている「働き方をめぐる様々な課題」が存在している。

○　まず１つ目の問題点として、出産前後の女性の就業状況をみると、出産する１年前には

仕事を持っていた人（有職者）のうち約７割が、出産半年後には無職となっている。

○　日本労働研究機構「育児や介護と仕事の両立に関する調査」（平成15年）によると、出産

前後で仕事を辞める理由としては、「仕事と育児の両立の難しさでやめた」（24.2％）、「解

雇された、退職勧奨された」（5.6％）となっており、約３割が両立環境が整わないことを

理由に辞めている。

第1節 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の重要性
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○「出産1年前には雇用者で現在は無職」で 
 　就学前の子供がいる女性が仕事をやめた理由 
 

○両立が難しかった具体的理由 
   （「仕事を続けたかったが仕事と育児の両立の難しさで 
    やめた」と回答した者） 

（％） 

自分の体力がもたなそうだった 
（もたなかった） 

育児休業をとれそうもなかった 
（とれなかった） 

子どもの病気等で度々 
休まざるを得ないため 

つわりや産後の不調など妊娠・ 
出産に伴う体調不良のため 

 
会社に育児休業制度がなかった 

育児に対する配慮や理解 
のない職場だった 

家族がやめることを希望した 

その他 

保育園等の開所時間と勤務 
時間が合いそうになかった 

（合わなかった） 
 

保育園等に子どもを 
預けられそうもなかった 
（預けられなかった） 

 

資料：日本労働研究機構「育児や介護と仕事の両立に関する調査」（平成15年） 
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その他 
特にない 

52.8

24.2％ 

仕事仕事を続けたかった 
が仕事仕事と育児育児の両立の両立 
の難の難しさでやめた 

仕事を続けたかった 
が仕事と育児の両立 
の難しさでやめた 

図　両立が難しかった理由
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○　働き方の２つ目の問題点としては、仕事優先の働き方による長時間労働や休暇が取りづ

らいことにより、男性が家事や育児の時間が十分に確保できないということがある。

○　男女共同参画会議の下に置かれた「少子化と男女共同参画に関する専門調査会」による

「少子化と男女共同参画に関する意識調査」（平成18年）によると、約８割の男性が家事・

プライベートを仕事と同等以上にしたいとする希望があるにもかかわらず、現実には、５

割以上の人が「仕事優先」となっており、希望と現実の間に大きなかい離がみられる。

○　働き方の３つ目の問題点としては、両立支援制度は着実に整備されてきているものの、

職場において仕事と生活の調和を実現できるような仕事の仕方になっていないため、実際

には利用しにくいといった問題がある。

2 働き方の改革に向けた提言
○　仕事と生活の調和の実現を目指した働き方の改革は、我が国が少子化の流れを変えると

ともに、若者、女性、高齢者などの労働市場への参加を促進し、社会経済の長期的安定・

持続可能性の確保を目指す上で最優先の課題であるため、少子化対策の観点のみならず、

企業経営や経済の生産性の向上、男女共同参画の推進の観点からも重要性が指摘されている。

資料：Eurostat "How Europeans Spend Their Time 
Everyday Life of Women and Men" （2004）. 
Bureau of Labor Statistics of the U.S. " 
America Time-Use Survey Summary" （2006）, 
総務省「社会生活基本調査」（平成18年） 

注１：日本の家事関連時間は、「家事」、「介護・看護」、「育
児」、「買い物」の合計である。 

　２：日本の数値は「夫婦と子供の世帯」に限定した夫
の時間である。 

日本 

アメリカ 

イギリス 

フランス 

ドイツ 

スウェーデン 

ノルウェー 

0：00 1：00

0:33 1:00

1:05 3:13

1:00

0:40

0:59

1:07 3:21

1:13 3:12

3:00

2:30

2:46

2：00 3：00 4：00

うち育児 
家事関連時間全体 
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16

資料：内閣府「企業における子育て支援とその導入効果に関する調査研究」（2006年3月） 

0 20 40 60

代替要員の確保が難しい 
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図　両立支援策を利用促進する上での問題

○　経済財政諮問会議の下で開催された労働市場改革専門調査会の第１次報告（2007年４月）

では、年齢や性別にかかわらず働きたい人が働けるような弾力的な労働市場を目指すとと

もに、特にワーク・ライフ・バランスを実現するための取組の基本的な在り方を明らかに

し、そのための10年後の数値目標が示された。

○　男女共同参画会議の下に設置された「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

に関する専門調査会」の報告（2007年７月）では、仕事と生活の調和実現に向けた社会基

盤づくりの取組や、多様な人材から高付加価値を生み出す企業・組織のマネジメント改革

の在り方が整理された。

○　重点戦略検討会議の中間報告（2007年６月）では、関係府省や地方公共団体が一体とな

って、総合的に体系的な施策の展開を図っていく必要があるとされた。

○　「経済財政改革の基本方針2007」（2007年６月）においては、年内を目途に「ワーク・ラ

イフ・バランス憲章」（仮称）及び「働き方を変える、日本を変える行動指針」（仮称）を

策定することが明記された。
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1 憲章及び行動指針の策定経緯
○　2007（平成19）年７月、内閣官房長官を議長とし、関係閣僚、経済界・労働界、地方公

共団体の代表等からなる官民トップ会議が設けられ、同年８月には官民トップ会議の下に

「働き方を変える、日本を変える行動指針」（仮称）策定作業部会が設けられて議論・検討

がなされた。同年12月18日に憲章及び行動指針が決定され、同日とりまとめられた「子ど

もと家族を応援する日本」重点戦略にも反映されている。

2 憲章及び行動指針の性格及び意義
○　憲章は、仕事と生活の調和の実現に向けての国民的な取組の大きな方向性を提示するも

のであり、行動指針は、憲章を受けて、企業や働く者、国民の効果的な取組、国や地方公

共団体の施策の方針を数値目標なども交えて具体的に示している。

3 憲章の概要
○　憲章においては、今、我々に求められているのは、国民一人ひとりの仕事と生活を調和

させたいという願いを実現するとともに、少子化の流れを変え、人口減少下でも多様な人

材が仕事に就けるようにし、我が国の社会を持続可能で確かなものとする取組であり、仕

事と生活の調和の実現に向けた取組が必要であるとしている。

○　憲章は、仕事と生活の調和が実現した社会とは、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を

感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育

て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」で

あるとしている。

○　憲章は、目指すべき社会の実現のためには、まず労使をはじめ国民が積極的に取り組む

ことはもとより、国や地方公共団体が支援することが重要であり、仕事と生活の調和の促

進に積極的に取り組む企業における取組をさらに進め、社会全体の運動として広げていく

必要があるとし、企業と働く者、国民、国、地方公共団体の果たすべき役割をそれぞれ示

している。

4 行動指針の概要
○　行動指針は、憲章が「仕事と生活の調和が実現した社会の姿」として掲げる社会を実現

するために必要な諸条件を示すとともに、これを実現するため、企業や働く者、国民の効

果的な取組、国や地方公共団体の施策の方針を定めている。

○　仕事と生活の調和の実現の取組は、個々の企業の実情にあった効果的な進め方を労使で

話し合い、自主的に取り組んでいくことが基本であるが、国と地方公共団体も、企業や働

く者、国民の取組を積極的に支援するとともに、多様な働き方に対応した子育て支援や介

護などのための社会的基盤づくりを積極的に行うこととしている。

第2節 「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」の概要
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Ⅰ　意　義　・　緊　要　性 

【従来】働き方の見直しは個々の企業の取組に依存　　→　一部が先進的に取り組み、社会的広がりが欠如 
【今般】経済界、労働界、地方のトップで協議、合意　→　社会全体を動かす大きな契機に 

Ⅱ　「憲章」及び「行動指針」 

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」（国民的な取組の大きな方向性の提示） 
「仕事と生活の調和推進のための行動指針」（企業や働く者等の効果的取組、国や地方公共団体の施策の方針） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を策定 

国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活な
どにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会 

【働き方の二極化等】 

○競争の激化、経済低迷や産
業構造の変化　→　正社員
以外が大幅に増加、正社員
の労働時間の高止まり 

○かつては専業主婦。現在は
過半数が共働き世帯。 
→働き方や子育て支援などの
社会的基盤は従来のまま 

→男女の固定的な役割分担
意識が残存 

【仕事と生活の間で問題
を抱える人の増加】 

○正社員以外の働き方の
増加→経済的に自立で
きない層 

○長時間労働→「心身の
疲労」「家族の団らん
を持てない層」 

○働き方の選択肢の制約 
→仕事と子育ての両立
が困難 

○個人の生き方や
人生の段階に応
じて多様な働き
方の選択を可能
にする必要 

○働き方の見直し
が、生産性の向
上や競争力の強
化に＝「明日へ
の投資」 

【少子化対策や労働力確
保が社会全体の課題に】 

○結婚や子育てに関する
人々の希望を実現し
にくいものにし、急
速な少子化の要因に 

○働き方の選択肢が限定。
女性、高齢者等の多
様な人材を活かせな
い 

仕事と生活の調和が実現した社会の姿 

関係者が果たすべき役割 

社会全体としての進ちょく状況を把握・評価し、政策に反映 

各主体の取組を推進するための社会全体の目標を設定 
（代表例） 

○就業率（②、③にも関連） 
＜女性（25～44才）＞ 
　64.9％ → 69～72％ 
＜高齢者（60～64才）＞ 
　52.6％ → 60～61％ 
○フリーターの数 
　187万人→ 144.7万人以下 

○週労働時間60時間以上の 
　雇用者の割合 
　10.8％ → 半減 
○年次有給休暇取得率 
　46.6% → 完全取得 

○第1子出産前後の女性の継続就業率 
　38.0％ → 55% 
○育児休業取得率 
（女性）72.3% → 80% 
（男性）0.50% → 10% 
○男性の育児・家事関連時間 
　（6歳未満児のいる家庭） 
　60分／日 → 2.5時間／日 

（いずれも　現状 → 10年後） 

企業と働く者 
協調して生産性の向上に努めつつ、職場の意識や職
場風土の改革とあわせ働き方の改革に自主的に取り
組む 

国・地方公共団体 
国民運動を通じた気運の醸成、制度的枠組みの構築
や環境整備などの促進・支援策への積極的な取組、
地域の実情に応じた展開 

①就労による経済的自立が 
　可能な社会 

②健康で豊かな生活のための 
　時間が確保できる社会 

③多様な働き方・生き方が 
　選択できる社会 

図　仕事と生活の調和の推進
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○　行動指針は、数値目標の設定や、「仕事と生活の調和」実現度指標の活用により、仕事と

生活の調和した社会の実現に向けた全体としての進ちょく状況を把握・評価し、政策への

反映を図ることとしている。

○　行動指針は、社会全体の目標として、政策によって一定の影響を及ぼすことができる項

目について、10年後の数値目標を設定している。

○　「仕事と生活の調和」実現度指標は、「個人の実現度指標」と「環境整備指標」を数量的

に把握するものであり、仕事と生活の調和が実現した社会として憲章が掲げる社会の実現

状況を把握できるように作成されている。

5 憲章及び行動指針に基づく取組
○　憲章及び行動指針に基づき、仕事と生活の調和を推進していくため、2008（平成20）年

を「仕事と生活の調和元年」と位置づけ、憲章及び行動指針の理念を国民一人ひとりに理

解を求めることとしている。

○　政府として憲章及び行動指針を推進していく中核的組織として、2008年１月、内閣府に

「仕事と生活の調和推進室」を設置し、官民トップ会議の事務局、関係省庁、労使、地方

公共団体などとの連携・調整等を行うこととしている。


