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エ　地方公共団体

仕事と生活の調和の現状や必要性は地

域によって異なることから、その推進に

際しては、地方公共団体が自らの創意工

夫のもとに、地域の実情に応じた展開を

図る。

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３つの社会

（３の①～③）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。

また、社会全体として達成を目指す数値

目標を14項目にわたって定めるとともに、

仕事と生活の調和の実現状況などを測る指

標等も示し、これを活用して仕事と生活の

調和した社会の実現に向けた全体としての

推進状況を点検・評価していくこととして

いる。

（「仕事と生活の調和が実現した社会」
に必要とされる諸条件）
憲章で示した「仕事と生活の調和が実現

した社会の姿」の具体的な３つの社会が実

現するために必要な条件はそれぞれ次のと

おりである。

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

①就労による経済的自立が可能な社会

・若者が学校から職業に円滑に移行できること。

・若者や母子家庭の母等が、就業を通じて経済的自立を図ることができること。

・意欲と能力に応じ、非正規雇用から正規雇用へ移行できること。

・就業形態にかかわらず、公正な処遇や能力開発機会が確保されること。

②健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会

・企業や社会において、健康で豊かな生活ができるための時間を確保することの重要

性が認識されていること。

・労働時間関係法令が遵守されていること。

・健康を害するような長時間労働がなく、年次有給休暇の取得が促進されていること。

・メリハリのきいた業務の進め方などにより時間当たり生産性も向上していること。

・取引先との契約や消費など職場以外のあらゆる場面で仕事と生活の調和が考慮され

ていること。

③多様な働き方・生き方が選択できる社会

・子育て中の親、働く意欲のある女性や高齢者などが、子育て期、中高年期といった

人生の各段階に応じて多様で柔軟な働き方が可能となる制度があり、実際に利用で

きること。

・多様な働き方に対応した育児、介護、地域活動、職業能力の形成等を支える社会的

基盤が整備されていること。

・就業形態にかかわらず、公正な処遇や能力開発機会が確保されること（再掲）。
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（各主体の取組）
仕事と生活の調和の実現に向けた取組は、

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、我が国の社会を持

続可能で確かなものとすることに関わるも

のであることから、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。以下

では、行動指針に掲げられた各主体の取組

例を要約して紹介する。

ア　企業、働く者の取組

企業、働く者の取組として、企業にお

いては、経営トップがリーダーシップを

発揮し、職場風土改革のための意識改革、

柔軟な働き方の実現等に取り組むことや、

管理職は率先して職場風土改革に取り組

み、働く者も職場の一員としてこれに努

めることとしている。

また、労使で働き方を見直し、業務の

進め方・内容の見直しや個人の能力向上

等によって、時間当たり生産性の向上に

努めることとしている。

さらに、経営者、管理職、働く者は、

自らの企業内のみならず、関連企業や取

引先の仕事と生活の調和にも配慮するこ

ととしている。

加えて、就労による経済的自立、健康

で豊かな生活のための時間の確保、多様

な働き方の選択についても、それぞれ具

体的な取組を掲げている。

イ　国民の取組

国民の取組として、国民一人ひとりが、

個々人の多様性を理解し、互いに尊重し

合うことや、消費者の一人として、サー

ビスを提供する労働者の働き方に配慮を

求めている。

ウ　国の取組

国の取組として、全国や地域での国民

の理解や政労使の合意形成を促進するこ

ととしている。

また、次世代育成に対する企業の取組

促進、働き方に中立的な税・社会保障制

度の在り方の検討、中小企業等の生産性

向上のための支援、働く者等の自己啓発

や能力開発の取組を支援など多岐にわた

る取組をあげている。

さらに、先進企業の好事例等の情報の

収集・提供・助言、中小企業等が行う労

働時間等設定改善の支援等、仕事と生活

の調和の実現に取り組む企業を支援する

こととしている。

加えて、就労による経済的自立、健康

で豊かな生活のための時間の確保、多様

な働き方の選択についても、それぞれ具

体的な取組を掲げている。

エ　地方公共団体の取組

地方公共団体の取組としては、地方の

実情に即した、仕事と生活の調和の実現

に向けた住民の理解や合意形成を促進す

るとともに、仕事と生活の調和を実現し

ている企業を社会的に評価することとし

ている。

また、多様な働き方に対応した保育サ

ービスの充実等多様な子育て支援や育

児・介護等を行う家族を支える社会的基

盤を形成する。
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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

（仕事と生活の調和の実現の進ちょく
状況の点検・評価）
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。

また、この点検・評価を行うための検討

の場を設けるとともに、数値目標や「仕事

と生活の調和」実現度指標についても必要

に応じて見直すこととしている。

（数値目標の設定）
行動指針は、仕事と生活の調和した社会

の実現に向けた各主体の取組を推進するた

めの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

いて数値目標を設定している（第1-3-13表）。

なお、取組が進んだ場合に達成される水

準として10年後の目標値を設定するととも

に、その中間年の目標も設定している。

（数値目標の考え方）
仕事と生活の調和した社会の実現に向け

た国民、企業、政府等の取組を推進するた

めの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

いて目標値を設定している。この数値目標

は、社会全体として達成することを目指す

目標であり、個々の個人や企業に課される

ものではない。

10年後の目標値は、取組が進んだ場合に

達成される水準として、個人の希望が実現

した場合を想定して推計した水準、または、

施策の推進によって現状値や過去の傾向を

押し上げた場合を想定して推計した水準等

を設定することを基本としている。また、

その実現に向けての中間的な目標値として

５年後の数値目標を設定している。

具体的な項目ごとの考え方は次のとおり

である。

①就業率

総務省「労働力調査」等を基に、計量モ

デルを用いて推計した、労働力需給推計

（就業率の将来見通し等）の結果を参考とし

て設定した５年後及び10年後の水準である。

ただし、他の目標の進ちょく状況やマク

ロ経済状況等によって、目標の達成は左右

されるものである。

②労働生産性の伸び率

労働生産性の伸び率については、1996

（平成８）年～2005（平成17）年の10年間平

均1.6％を現状の数値とした。また、将来の

目標値として、「経済財政改革の基本方針

2007～「美しい国」へのシナリオ～」（平成

19年６月19日閣議決定）及び「成長力加速

プログラム～生産性５割増を目指して～」

（同年19年４月25日経済財政諮問会議）に基

づき、５割増の目標値2.4％（2011年度）と

したものである。

③フリーターの数

総務省「労働力調査（詳細集計）」（平成

18年平均）に基づき、15歳から34歳までの

国民について、男性は卒業者、女性は卒業

で未婚の者のうち、①雇用者のうち「パー

ト・アルバイト」の者、②完全失業者のう

ち探している仕事の形態が「パート・アル

バイト」の者、③非労働力人口のうち希望

する仕事の形態が「パート・アルバイト」

で家事も通学も就業内定もしていない「そ

の他」の者の合計を現状の数値とした。10

年後の目標値は、計量モデルを用いて推計

した、労働力需給推計（就業率の将来見通
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第1-3-13表　行動指針で設定された数値目標

 

 

 

就業率 

（Ⅱ、Ⅲにも関わるものである） 

 

 

 

時間当たり労働生産性の伸び率 

（Ⅱ、Ⅲにも関わるものである） 
 

 

フリーターの数 

 

労働時間等の課題について労使が

話し合いの機会を設けている割合 

 

週労働時間60時間以上の雇用者

の割合 
 

 

年次有給休暇取得率 

 

メンタルヘルスケアに取り組んでい

る事業所割合 
 

 

テレワーカー比率 

 

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） 
 

自己啓発を行っている労働者の割

合 
 

第１子出産前後の女性の継続就業

率 

 

 
 

保育等の子育てサービスを提供し

ている割合 

 

 

 

男女の育児休業取得率 

 

6歳未満の子どもをもつ男性の育児・

家事関連時間 

25～34歳　男性　　90.3% 

 

25～44歳　女性　　64.9% 

 

60～64歳　男女計　52.6％ 

 

65～69歳　男女計　34.6％ 

 

1.6％ 

（1996年～2005年度の10年間平均） 

 

187万人 

（平成15年にピークの217万人） 

 
 

41.5％ 

 

 

10.8% 

 

 

46.6% 

 

 

23.5% 

 

 

10.4% 

 

 

（参考）8.6%以下 

 

46.2%（正社員） 

23.4%（非正社員） 
 

 

38.0％ 

 

保育サービス（３歳未満児） 

20.3％ 
 

放課後児童クラブ（小学１年～３年） 

19.0％ 

 

女性：72.3％ 

男性：0.50％ 

 

1日当たり 

60分 

93～94％ 

 

67～70％ 

 

56～57％ 

 

37％ 

 

2.４％（５割増） 

（2011年度） 

 

ピーク時の3／4に減少 

（162.8万人以下） 
 

 

60% 

 

 

2割減 

 

 

60% 

 

 

50% 

 

20% 

（2010年まで） 

 
 

10% 

 

60%（正社員） 

40%（非正社員） 

 
 

45% 

 

 

29% 

 

 

40% 

 

女性：80％ 

男性：  5％ 

 

 
1時間45分 

93～94％ 

 

69～72％ 

 

60～61％ 

 

38～39％ 

 

 
ー 

 

ピーク時の2／3に減少 

（144.7万人以下） 

 

 
すべての企業で実施 

 

 

半減 

 

 

完全取得 

 

 

80% 

 

 

－ 

 

 

25% 

 

70%（正社員） 

50%（非正社員） 

 
 

55% 

 

 

38% 

 

 

60% 

 

女性：80％ 

男性：10％ 

 

 
2時間30分 

5年後（2012年） 10年後（2017年） 
数値目標設定指標 現　状 目標値 

Ⅱ
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活
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可
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な
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⑨ 
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⑬ 
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し等）の下で、フリーター比率（フリータ

ー数／労働力人口（15～34歳））が2006年の

水準（8.9％）より約１％低下するものとし

て設定した水準、５年後はその中間的な目

標値として設定している。

なお、「再チャレンジ支援総合プラン」

（平成18年12月25日「多様な機会のある社会」

推進会議）等において、2010 年までにフリ

ーターをピーク時（2003年）の８割に減少

させる、という目標を設定している。

④労働時間等の課題について労使が話し合

いの機会を設けている割合

厚生労働省「平成19年労働時間等の設定

の改善の促進を通じた仕事と生活の調和に

関する意識調査」に基づき、企業規模30人

以上の農林漁業を除く全業種から無作為に

抽出した企業における、「労働時間等設定改

善委員会をはじめとする労使間の話し合い

の機会」を「設けている」と回答した企業

の割合を現状の数値とし、10年後の目標値

は、取組が進んだ場合に達成される理想的

な水準、5年後はその中間的な目標値として

設定している。

なお、労働時間等設定改善委員会での話

し合い以外にも、例えば、プロジェクトチ

ームの組織化、労働組合との定期協議の実

施、労使懇談会の開催等が含まれる。

⑤週労働時間60時間以上の雇用者の割合

総務省「労働力調査」（平成18年）に基づ

く、非農林業雇用者（休業者を除く）総数

に占める週間就業時間（年平均結果）が60

時間以上の者の割合を現状の数値とし、10

年後の目標値は、取組が進んだ場合に達成

される理想的な水準、５年後はその中間的

な目標値として設定している。

なお、「少子化社会対策大綱に基づく重点

施策の具体的実施計画について」（子ども・

子育て応援プラン）（平成16年12月24日少子

化社会対策会議）において、2009年の目標

として、2003年の週労働時間60時間以上の

雇用者の割合（12.2％）を１割以上減少と

いう目標を設定している。

⑥年次有給休暇取得率

厚生労働省「就労条件総合調査」（平成19

年）に基づく、企業規模30人以上の企業に

おける、「全取得日数／全付与日数（繰越日

数を含まない。）」を現状の数値とし、10年

後の目標値は、取組が進んだ場合に達成さ

れる理想的な水準（「完全取得」とは、労働

者が自ら希望する留保分を考慮したもので

ある。）、５年後はその中間的な目標値とし

て設定している。

なお、「子ども・子育て応援プラン」にお

いて、2009年の目標として、2003年の企業

全体に係る労働者一人平均年次有給休暇の

取得率（47.4％）を少なくとも55％以上に

という目標を設定している。

⑦メンタルヘルスケアに取り組んでいる事

業所割合

厚生労働省「労働者健康状況調査」（平成

14年）に基づき、10人以上規模事業所にお

ける「心の健康対策（メンタルヘルスケア）

に取り組んでいる」と回答した事業所割合

を現状の数値とし、10年後の目標値は、取

組が進んだ場合に達成される理想的な水準、

５年後はその中間的な目標値を設定してい

る。

⑧テレワーカー比率

国土交通省「テレワーク実態調査」（平成

17年度）に基づく、就業者人口（総務省

「就業構造基本調査」（平成14年）の有業者

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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ついて、第１子妊娠前に就業していた者に

占める第１子１歳時にも就業していた者の

割合を現状の数値とし、10年後の目標値は、

両立環境が整わないことを理由に退職した

女性が、仮に継続就業できたとして設定し

た水準、５年後はその中間的な目標値とし

て設定している。

⑫保育等の子育てサービスを提供している

割合

子どもを持つ女性の就業希望が実現する

とした場合に必要な子育てサービスを提供

している割合である。なお、他の目標の進

ちょく状況によって目標の達成は左右され

るものである。

⑬男女の育児休業取得率

厚生労働省「女性雇用管理基本調査」（平

成17年度）に基づき、５人以上規模事業所

における2004年４月１日から2005年３月31

日までの１年間の出産者又は配偶者が出産

した者に占める育児休業取得者（2005年10

月１日までに育児休業を開始した者）の割

合を現状の数値とし、女性については、職

場の雰囲気を理由として育児休業を取得し

なかった者が取得できたものとして設定し

た水準を目標とし、男性については、育児

休業の取得希望が実現するものとして設定

した水準を10年後の目標値、その中間的な

水準を５年後の目標値として設定している。

なお、「子ども・子育て応援プラン」にお

いて、目指すべき社会（2014年）の姿とし

て、女性80％、男性10％という目標を設定

している。

⑭6歳未満の子どもをもつ男性の育児・家事

関連時間

総務省「社会生活基本調査」（平成18年）

総数）に占める「テレワーカー」の割合で

ある。ここでいう「テレワーカー」とは、

週に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をいう。「テレワーク

人口倍増アクションプラン」（平成19年5月

29日テレワーク推進に関する関係省庁連絡

会議）において「2010年までに2005年比で

テレワーカー人口比率倍増を図り、テレワ

ーカーの就業者人口に占める割合２割を達

成する」という目標を設定している。

⑨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）

現在、育児、介護のための短時間勤務制

度を導入している事業所割合が、それぞれ

50.1％、54.6%（30人以上規模事業所）（厚

生労働省「女性雇用管理基本調査」（平成17

年度））であることを踏まえ、10年後の目標

値は、育児・介護に加えて地域活動等の理

由による場合についても短時間勤務を認め

るという取組がその半数程度の企業におい

て進んだ場合に達成される水準、５年後は

その中間的な目標値として設定している。

⑩自己啓発を行っている労働者の割合

厚生労働省「職業能力開発基本調査」（平

成18年度）に基づき、従業員規模30人以上の

企業から無作為に抽出した事業所の従業員に

おける「自己啓発を行った」と回答した者の

割合を現状の数値とし、10年後の目標値は、

自己啓発についての労働者の希望が実現する

ものとして設定した水準、５年後はその中間

的な目標値として設定している。

⑪第１子出産前後の女性の継続就業率

国立社会保障・人口問題研究所「出生動

向基本調査」（平成17年）に基づき、2000年

から2004年の間に第１子を出産した女性に
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に基づく６歳未満の子どもをもつ男性の１

日当たりの「家事」、「介護・看護」、「育児」、

「買い物」の合計の時間を現状の数値とし、

10年後の目標値は、これを先進国のうちフ

ランス（1998～1999）並みにするものとし

て設定した水準である。

なお、「子ども・子育て応援プラン」にお

いて、目指すべき社会（2014年）の姿とし

て、「育児期の男性の育児等の時間が先進国

並みに」という目標を設定している。

（「仕事と生活の調和」実現度指標の在
り方）
行動指針においては、仕事と生活の調和

の進展度合いを測る「仕事と生活の調和」

実現度指標を作成することが明記されてお

り、これを受けて、男女共同参画会議「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」において検討を

行い、2008（平成20）年３月にとりまとめ

られた。

「仕事と生活の調和」実現度指標は、我が

国の社会全体でみた、①個人の暮らし全般

にわたる仕事と生活の調和の実現状況（個

人の実現度指標）と、②それを促進するた

めの官民の取組による環境の整備状況を数

量的に把握し、その進展度合い（環境整備

指標）を測定するものである。

①個人の実現度指標

個人の実現度指標は、「Ⅰ 仕事・働き方」、

「Ⅱ 家庭生活」、「Ⅲ 地域・社会活動」、「Ⅳ

学習や趣味・娯楽等」、「Ⅴ 健康・休養」の

５分野から構成され、それぞれの分野ごと

に仕事と生活の調和の実現度を代表すると

考えられる構成要素を抽出し、合成して５

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

第1-3-14図　個人の実現度指標の推移（2002年＝100）
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分野ごとの実現度指数を算出している。

５分野ごとの指標の推移を1997（平成9）

年から2006（平成18）年までの10年間につ

いてみると、「仕事・働き方」は上昇してい

る。これは、育児休業取得者が増えるなど、

働き方の柔軟性が高まっていることによる

ものである。また、「家庭生活」も男性の家

事・育児等への関わりが増加したことから

上昇している。他方、「地域・社会活動」は

2002（平成14）年まではほぼ横ばいで推移

していたが、近年、交際・つきあいが希薄

になっていることを反映して低下している。

「学習や趣味・娯楽等」は、このところわず

かながら低下している。「健康・休養」は、

仕事量を理由とするストレス等を持つ人が

増えていることなどで低下してきたが、近

年は横ばいで推移している。

②環境整備指標

環境整備指標は、分野を設けず１つの指

標として算出した。その推移を、1997年か

ら2006年までの10年間についてみると、

2002年まで概ね横ばいで推移していたが、

その後、保育サービス等の充実や収入面で

の自立する機会の改善等を反映して上昇し

ている。

今後、「仕事と生活の調和」実現度指標は、

官民トップ会議の下の「「仕事と生活の調和」

連携推進・評価部会」において、仕事と生

活の調和実現の阻害要因や取り組むべき施

策の把握に資するものとなる。

第1-3-15図　環境整備指標の推移（2002年＝100）
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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

第1-3-16図　仕事と生活の調和の推進

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 


