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はじめに

は　じ　め　に
　日弁連は，2008 年 10 月に富山で開催された第 51 回人権擁護大会において「労働と貧
困―拡大するワーキングプア」をテーマとしてシンポジウムを開催し，それを受けて「貧
困の連鎖を断ち切り，すべての人が人間らしく働き生活する権利の確立を求める決議」を
採択した。しかし，2008 年のシンポジウムの開催及び決議の採択から 7 年後の現在，我
が国の非正規雇用は更に増加し，経済格差は更に拡大し，貧困は更に増大している。そし
て，女性の貧困化が深刻な社会問題として顕在化している。
　今年は，我が国が女性差別撤廃条約を批准してから 30 年の節目の年に当たる。男女雇
用機会均等法を制定してから 30 年目の年でもある。この 30 年間で我が国の女性の地位は
向上したのだろうか。男女格差は解消に向けて前進したのだろうか。労働分野での男女差
別は是正の方向に向かっているのだろうか。残念ながら素直に肯定できない状況である。
　30 年前に 1509 万人であった女性労働者は，2436 万人にまで増加した。しかし，増加し
た労働者の大多数が，パート・派遣・契約社員等の非正規労働者であって，正規労働者は
微増にとどまる。30 年前は 3 分の 1 であった女性労働者に占める非正規労働者の割合が
現在では 5 割を超え，経済的自立が困難な年収 200 万円以下で働く女性労働者は 4 割を超
えている。女性就業者の過半数を占める女性非正規労働者は，性別による差別に加え，雇
用形態の違いによる差別も重なり二重の差別を受けている。
　男性の非正規労働者の割合が男性労働者全体の 2 割程度であるのに，なぜ女性だけ非正
規労働者が急増しているのか。その原因の一つが性別役割分担の問題である。「男は外で
働き，女は家庭を守る。」といった性別役割分担の意識が現在でも社会的に強い影響力を
持ち，多くの家庭で女性が家事・育児・介護等の家庭内労働を担っているという現実があ
る。家庭内労働の時間を確保するため，時間外労働が当然視される正規労働者として働く
ことが難しい女性は，結婚や出産，育児を契機に離職せざるを得ず，その後，再就職をす
るにしても，身分が不安定な上に低賃金である非正規労働者として働くしかない状況にお
かれている。また，主たる男性稼ぎ手とその妻子で構成された世帯をモデルとする税・社
会保障制度は，性別役割分担の固定化を招き，しかも，モデル世帯を構成しない個人に対
しては不利に働き，単身女性や母子世帯を経済的に困窮させる要因になっている。
　日弁連は，2006 年，2008 年，2010 年，2013 年の人権擁護大会において，生活保護，労
働（ワーキングプア），子どもの貧困，税制・財政（所得再分配）を取り上げてシンポジ
ウムを開催し，貧困問題の背景・要因について検証し，貧困問題解決に向けた提言を行っ
てきた。
　今回のシンポジウムでは，深刻化している女性の貧困問題とりわけ女性労働の問題を取
り上げ，どのような法改正が必要なのか，どのような施策が有効なのか，わたしたちは何
をすべきなのか，みなさまと一緒に考え，今後の研究・提言につなげたい。
　

日弁連第 58 回人権擁護大会　　　 　
シンポジウム第 1 分科会実行委員会　

実行委員長　中　村　和　雄　　　
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第１章　女性の貧困と女性の労働問題

第１章　女性の貧困と女性の労働問題
　　

第１節　総論

第１　はじめに
　日本国憲法では，前文において「われらは，全世界の国民が，ひとしく恐怖と欠乏から
免れ，平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と欠乏からの自由をうたい， 
25 条では「すべて国民は，健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」「国は，
すべての生活部面について，社会福祉，社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなけ
ればならない。」と全ての人に生存権を一般的に保障し，27 条は「すべて国民は，勤労の
権利を有し，義務を負う。」「賃金，就業時間，休息その他の勤労条件に関する基準は，法
律でこれを定める。」「児童は，これを酷使してはならない。」と定める。つまり，憲法
は，勤労は権利であることを明言した上，法律によって労働者が人たるに値する生活を営
むために必要十分な賃金等を保障する勤労条件についての基準を作らなければならないと
定め，もって，労働者らの健康で文化的な生活を保障している。このような，素晴らしい
日本国憲法は，言うまでもなく，政府が守り実施するためのものである。しかしながら，
労働法制は，規制緩和の名の下，労働者に厳しい方向へ変えられつつある。この流れが変
わらなければ，行きつく先は社会全体の労働条件の悪化，そして，経済格差の拡大であろ
う。このような労働条件の悪化の背景には，多くの女性を低賃金の非正規労働者として，
言わば雇用の調整弁として利用することを許容し続けたことにより，労働者全体の待遇引
下げにつながってしまったことなどが挙げられる。そこで，今，労働と貧困の問題が集約
しているといっても過言ではない女性の労働問題をとおして，その解決に向けて必要な取
組を考えることは，社会全体の労働問題を解決するためにも大きな意義がある。
　以下，貧困を克服し，男女ともに人間らしく豊かに生活するために，女性と労働につい
て詳しい報告をする。

第２　貧困が引き起こす事件
　最初に，労働と貧困が引き起こした，一つの悲しい事件を紹介したい。これは，千葉県
で起きた，2014 年 9 月当時，広く報道された事件である。
　Ａ子さんは，中学生のＢさんと二人で県営住宅に暮らしていた。Ａ子さんの元夫には結
婚前から借金があり，Ａ子さんはその返済と生活のため，消費者金融（いわゆるサラ金）
からお金を借りるようになった。やがてＡ子さんは離婚し，時給 850 円のパートでの収入

（月収 4 万円から 8 万円）と児童扶養手当等で家計を遣り繰りしていた。Ａ子さんの勤務
先では時期によっては仕事がないこともあり，極端に減収となる月もあった。そのため，
Ａ子さんは比較的低額だった県営住宅の月額 1 万 2800 円の家賃すら支払えないことがあ
り，数か月分を滞納してしまった。このころになると，Ａ子さんはＢさんの制服や体操着
等を買うためにヤミ金融からお金を借りなければならないほどに困窮し，国民健康保険料
も支払えなくなっていた。Ａ子さんが保険料の滞納により失効してしまった保険証の再発
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行について役所に相談に行くと，窓口の職員は生活保護の相談をするよう勧めた。しか
し，Ａ子さんは社会福祉課で「仕事をしているなどという理由で断られ，頼ることができ
なかった」ため，生活保護の申請はしなかった。社会福祉課は，メディアの取材に「制度
の説明を聞きに来ただけだったので，詳しい事情の聞き取りはしなかった」と述べてい
る。千葉県は，事情によっては県営住宅の家賃の減免，徴収の猶予ができると条例で定め
ているが，Ａ子さんはどちらの適用も受けていなかった。
　家賃の滞納が続くうち，県は，Ａ子さんに対し，住宅の明渡請求訴訟を提起し，裁判所
はＡ子さんに明渡しを命じた。次に，県は，不動産の明渡しの強制執行を申し立てた。引
っ越すだけの経済的余裕などないＡ子さんは，もはやどうすることもできなかった。強制
執行の日，執行官が部屋に入るとＡ子さんは座り込んでＢさんの体育祭のビデオを見てお
り，執行官に「ビデオを見終わったら自分も死ぬ。」と話したそうである。このとき，Ａ
子さんは既にＢさんを殺してしまっていた。
　刑事裁判の公判で，Ａ子さんは，「お金がなく相談する人もいない。（自分も）死ぬこと
が一番いいと思った。」と述べたという。
　この事件を紹介した理由は，Ａ子さんの刑事責任を考えるためではない。しかし，Ａ子
さんに少しでも支援の手が伸びていればこの悲しい事件を防ぐことができたのではない
か，事件の責任はＡ子さんを孤立させた社会にもあるのではないか，と考えずにはいられ
ない。
　離婚後に養育費が受けられないこと，パート労働者が社会保険の適用を受けられていな
いこと，政府による住宅供給が進んでいないこと，無償で受けられるはずの義務教育を受
けるためにですら保護者に相当額の費用負担が当然とされていること，違法な高金利業者
が平然と活動していること，経済的困窮者が生活保護を受けることができないこと，公営
住宅の家賃の減免や徴収猶予の制度が必要のある人に適用されていないこと，行政が経済
的困窮者の情報を共有して支援につなげる仕組のないことなど， この事件からは多くの社
会問題が見えてくる。これらの問題が一つでも解決していればＡ子さんは違う選択をでき
たかもしれない。また，この事件の背景には，社会保障の問題だけでなく，女性の労働の
問題も見えてくる。離婚後，収入が不安定なパートではなく，母子二人が安定して生活で
きる収入が得られる仕事があれば，Ａ子さんは追い詰められなかったかのではないだろう
か。これはＡ子さんだけの問題ではない。婚姻や出産をきっかけに離職する女性は多い
が，その後，再就職しようとしてもパートや短期雇用あるいは派遣労働といった形態でし
か就職できないという事例は多く，女性全体の問題といえよう。
　一人の働く女性が追い詰められていった末に引き起こした痛ましい事件の背景には，社
会全体の問題ともいえる女性の労働問題，貧困問題がある。私たちはこの問題を直視し，
その解決に全力を尽くして取り組んでいかなければならない。

第２節　女性の貧困の実態

第１　はじめに
　これまで女性の貧困問題は「母子世帯の問題」として取り上げられることが多かった。
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しかし，実際には，母子世帯に限らず，多くの女性が貧困問題に苦しんでいることが明ら
かになってきた。その実態を報告する。なお，これまで女性の貧困問題が可視化されにく
かった背景には，貧困問題についての調査が十分されてこなかったこと，男性稼ぎ手の存
在を前提とする社会の中で男性の貧困問題の陰に隠されてしまっていたこと，男性に比べ
路上生活という形でホームレスとなる人が少ないことなど様々な原因があり，今後はこれ
らの問題を踏まえ，更なる調査研究を進める必要がある。

第２　女性の貧困の実情
１　日本の相対的貧困率
　日本における相対的貧困率（国民の所得を順番に並べて，中位数の人の半分に満たない
所得しかない人の割合）は上昇傾向にあり，2012 年の相対的貧困率は 16.1％であった。
同年の子どもの相対的貧困率はこれを上回り，16.3％であった。

２　女性の貧困
　女性の貧困率に関する詳細な公的な統計は発表されていないが，阿部彩教授（首都大学
東京）の分析等から，女性の貧困の実情が明らかとなってきた。相対的貧困率が 50％を
超える母子世帯の貧困問題の深刻さはこれまでも社会問題として広く知られていたが，世
代にかかわらず単身女性の相対的貧困率は高く，勤労世代（20 歳から 64 歳）では 33.3％

（約 3 人に 1 人），65 歳以上では 44.6％（約 2 人に 1 人）が貧困状態にあると報告されて
いる。男性と比較すると，15 歳から 29 歳までは男性の相対的貧困率が高いが，これは進
学や就職等のための単身生活が影響していると推測され，この年齢層を除けば女性の相対
的貧困率の方が男性に比べて高い。また，ワーキングプアは女性の方が多い。2006 年と
2012 年で比較すると，男性高齢者の貧困率は改善しているが，女性高齢者の貧困率はさ
ほど改善がない。親であれ夫であれ，「男性稼ぎ手」の存在する世帯に属する女性の貧困
は単身世帯や母子世帯に比べて見えにくいが，社会全体の貧困率が上昇する中，その世帯
に属する女性に影響がないとは考えられない。フラン・ベネット教授（オックスフォード
大学）の家計に占める女性のための支出の割合は夫や子どものための支出に比べて低いと
の指摘，親と同居する子の完全失業率が高いことや，親と独立する理由として経済的な問
題を挙げる者が少なくないことからすれば，世帯としてみれば貧困ではなくとも，女性本
人の経済力を考えれば貧困状態にあるという場合も相当数あると考えられる。貧困問題の
解決のためには，実態を踏まえての問題点の分析が必要不可欠である。そこで今後は，女
性の貧困の実態につき，世帯単位，個人単位での詳細な調査・分析が必要である。
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（厚労省「国民生活基礎調査」より作成）
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（阿部彩（2014）「相対的貧困率の動向：2006，2009，2012 年」貧困統計ホームページよ
り作成）

（労働力調査特別調査，労働力調査詳細集計より作成）

３　諸外国との比較
　女性に限らず日本の相対的貧困率は他の先進国に比べて高いが，日本では女性は働いて
も貧困から抜け出せずにいることが大きな特徴である。また，日本における女性の地位は
決して高いものではないことが，各種指標より明らかである。このような状況の背景の一
つには，日本では「男が働き，女は家を守る」といった性別役割分担が根強く残り，女性
を男性と平等の労働者と見ていないという実態がある。
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４　女性の貧困問題に取り組む必要性
　貧困に陥ることは辛いことであり，社会全体でその解決に取り組むべき課題である。し
かも，貧困状態が 2 年続くと貧困から離脱する確率が急速に下がるとの調査報告があるこ
とからすれば，その対策に早急に取り組むべきである。とりわけ，女性は男性に比べ慢性
的な貧困に陥るリスクが常に高いとも言われていることからすれば，女性の貧困問題は喫
緊の課題である。

第３節　女性の貧困と社会保障のつながり

第１　見えにくい女性の貧困
　女性の貧困が見えにくいのは，性別役割分担を前提とした標準モデル世帯を基準に，賃
金体系，社会保障制度が設計されているからではないだろうか。また，根強く残る性別役
割分担の意識により，「女性は男性が食べさせてくれるはず」という偏見が，「女性は賃金
が安くても困らない」「失業しても困らない」という思い込みを招き，女性の貧困を「改
善すべき重要課題」と捉えにくくしている。
　しかし，女性の生涯未婚率は 2015 年に 13.6％に達すると推計されており（国立社会保
障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）（平成 20 年 3 月推計）」），生
涯において標準モデル世帯に属すことのない女性が増加している。また，上昇傾向にある
離婚や死別によって，一度，標準モデル世帯に属した女性であっても，標準モデル世帯か
ら外れる確率は，決して低いものではない。仮に標準モデル世帯に属し続けていたとして
も，男性の完全失業率も非正規雇用率も共に上昇傾向にあり，「女性は男性が食べさせて
くれる」という性別役割分担の構造自体が崩壊しつつある。
　さらに，女性労働者については，生計を維持するに足る収入のない，低賃金の非正規雇
用の女性が圧倒的に増加している。2014 年，女性の雇用者数（役員を除く）のうち，
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56.7％が非正規雇用であり，その賃金は，男性正規労働者の 52.2％でしかない（総務省
「平成 26 年労働力調査」，厚労省「平成 26 年賃金構造基本統計調査」）。女性の方が貧困に
陥りやすい状態が確実に深刻化している。

第２　既存の社会保障制度
１　賃金依存度が高い社会保障制度
　性別役割分担を前提とした上述のような賃金体系の下では，住宅や教育といった支出が
賃金や手当によってカバーされることが多く，その領域における社会保障制度がそもそも
充実してこなかった。その結果，日本の住宅，教育等の賃金依存度は，諸外国に比べても
高くなっている。
　社会保障制度自体も，性別役割分担を反映し，女性による無償労働を前提とした，主た
る正規雇用の男性稼ぎ手と，その妻子で構成された世帯を標準モデル世帯として制度設計
されている。これまで，正規雇用の給与所得者は，職域保険（健康保険，厚生年金）に，
家族のその他の者は地域保険（国民健康保険，国民年金）に加入することで，皆保険・皆
年金を達成し，社会保障制度が機能してきた。

2　非正規化による社会保障制度の機能不全
　そもそも，非正規労働者の増加によって，賃金の水準自体が全体として低下した上，非
正規雇用の賃金は，正規雇用の労働者と異なり，原則として，年齢に応じて引き上げられ
ていく性格のものではない。さらに，非正規労働者に対して会社が提供する福利厚生も，
正規雇用の労働者のように手厚いものではない。賃金水準の低下，福利厚生の縮小・不存
在は，全体として，住宅や子育てにかかる負担が直接に労働者の家計を圧迫する状況を導
く。
　その上，非正規化という労働形態の変容によって，社会保障制度の前提が崩壊し，機能
不全が深刻化している。男性に経済力を集中させ女性を扶養させる仕組みによって，男性
が「働いていれば家族全員がまっとうな生活ができる」と考えられていたが，その仕組み
が機能しなくなっている。
　つまり，非正規雇用においては，被用者保険の適用を受けられない労働者や，適用を受
けても極めて低い水準の給付しか受けられない労働者が発生しており，非正規雇用への就
労率の高い女性労働者が，そのしわ寄せを受けている。
　その結果，国民皆年金，国民皆保険の制度が崩れ，国民健康保険の社会保険料を支払え
ない人が急増し，近年，国民年金に至っては，約 4 割の人が支払っていない状況である

（厚労省年金局・日本年金機構「平成 26 年度の国民年金保険料の納付状況と今後の取組等
について」）。

3　生活保護捕捉率の低さ
　このような状況の中，労働者は雇用を失うと直ちに生活保護を必要とする状況となるこ
とも多いが，生活保護制度の厳格な運用が，適時の受給開始を妨げることもしばしば見ら
れる。
　社会保障制度の中核をなす生活保護制度は，法的には全国民の低生活を保障する役割を
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担っているにもかかわらず，稼働能力のある者にはいわゆる「水際作戦」によって申請を
思いとどまらせるなど，極めて限定的に運用されてきた。
　その結果，生活保護を利用する資格のある人のうち現に利用している人の割合を表す生
活保護捕捉率は，2 割に満たない程度にとどまっているため，貧困に対するセーフティネ
ットとして機能しきれていないのが現状である。
　また，その他のセーフティネットの多くは，貸付金であったり，一時的な免除制度であ
り，セーフティネットとして機能しているとは言い難い。

第3　社会的排除による貧困状態の長期化
1　社会的排除とは
　社会的排除とは，人々の社会参加を可能とする様々な条件を前提としつつ，そうした条
件が欠如する状態が継続することにより，福祉制度や労働市場等，社会の様々な領域にお
いて，社会参加が阻害され，社会的に孤立していくことをいう。
　社会的排除状態に陥り孤立化すると，適切な援助，社会保障につながることができず，
貧困状態から抜け出すことも困難になる。生活苦から県営住宅を強制退去となった母子世
帯の母が，中学生の子を殺して自身も自殺しようとした千葉県の事件なども，適切な社会
保障につながれば，このような悲惨な事態にならずに済んだはずである。
　上述のように，雇用形態の変容によって貧困状態に陥った後，社会的排除によって貧困
状態から脱却するための適切な情報等へのアクセスが阻害されると，貧困から脱すること
は困難になる。

2　非正規雇用の高い排除率
　非正規雇用の社会的排除率は，正規雇用と比して高く，前述したように女性労働者の
56.7% が非正規雇用であるから，女性労働者の排除率は必然的に高まる（内閣府男女共
同参画会議　基本問題・影響調査専門調査会第 2 回女性と経済 WG　阿部彩委員提出資料

「女性の貧困と社会的排除」）。
　つまり，雇用の非正規化により女性の非正規雇用が圧倒的に増加した上，社会的排除に
よって，必要な社会保障制度へのアクセスも阻害されうる可能性が高まったことで，女性
の貧困状態がますます深刻化するという悪循環が起きている。

第4節　女性の貧困と労働問題のつながり

第1　女性の貧困の深刻化
1　日本の女性労働者の収入
　日本の女性労働者の低収入は明らかである。国税庁の平成 25 年民間給与実態統計調査
結果（下記グラフ参照）では，年収 200 万円以下の働き手は女性の 43.7% にのぼる。一
方，男性の貧困も増えているものの，年収 200 万円以下は 10.7％に過ぎない。
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（出典）年収ラボ　統計元：国税庁　平成 25 年　民間給与実態統計調査結果

2　女性の貧困の深刻化
　上記 43.7% の中には，世帯主男性の扶養下にあって，日々の生活には困らない女性も
含まれている。女性の貧困が見えにくい理由の 1 つである。しかし，パートナーからの暴
力や離婚の激増，男性の貧困化，非婚男女の増加で，こうした従来型の「結婚による安全
ネット」では，問題の解決を図れなくなっている。それにもかかわらず，自立できる経済
力を持てる女性が，極めて少ないことが，女性の貧困の深刻化を招いている。

第2　女性労働の非正規化
　竹信三恵子氏（和光大学教授・ジャーナリスト）は，「女性の労働～貧困の現状と課
題」（国際基督教大学ジェンダー研究センターニュースレター13 号，2010 年 9 月）と題す
る記事の中で，女性の貧困の深刻化について，次のように指摘する。
　背景にあるのは，女性労働の非正規化の急速な進展である。1985 年に男女雇用機会均
等法が制定されて以降，女性の社会進出は進んだようにみえる。高い役職に就く女性や所
得の高い女性も出てきた。しかし，男女雇用機会均等法以後に増えた働く女性の 3 分の 2 
は，パートや派遣等の非正規労働に流れ込み，非正規労働者はいまや女性の 56.7％に達
している。
　非正規労働者の賃金を時給換算すると，女性パートは男性正社員の 52.2％でしかない。
これでは，週 40 時間の法定労働時間働いても，年収 200 万円程度しか稼げない。男性正
社員主体の企業内労働組合が主流の日本では，パートや派遣労働者は組合の支えがなく，
賃金は低く抑えられたままである。最低賃金に近い時給でボーナスも手当も昇給もないと
いう安さに加え，短期雇用なので，次の契約を更新しなければ削減も簡単という「便利
さ」が企業にうけて，1990 年代後半からの不況では人件費削減のため，非正規労働は，
女性から，新卒者や男性，公務労働にまで及んだ。働き手の 3 人に 1 人が非正規という社
会では，親や夫がいない生計維持者も非正規労働となり，生存を脅かされ続けている。

「日本の貧困は女性発」といわれるゆえんである。
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第２章　女性労働（者）をめぐる様々な問題
　　

第１節　女性労働の問題

第１　女性労働をめぐる歴史・政策
1　憲法の労働に関する規定
　（1）憲法で勤労権等を規定
　　憲法第 25 条は「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を規定するとともに，

第 27 条において勤労の権利・義務を定め，賃金・労働時間等の労働条件については法
律で定めること，第 28 条では「勤労者の団結権，団体交渉権，その他の団体行動権」
を定めている。これを受けて，1947 年 4 月 7 日に労基法が制定・公布され，同年 9 月 1
日に施行された。

　　制定された労基法は，第 1 条第 1 項で，「労働条件は，労働者が人たるに値する生活
を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」と定め，第 2 項で，「この法
律で定める労働条件の基準は最低のものであるから，労働関係の当事者は，この基準を
理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより，その向上を図るように努
めなければならない」と規定した。労基法は最低の労働条件を定めた法律であり，その
違反に対して刑罰を定め，その実効性を確保している。「人たるに値する生活」を充た
す水準については，行政解釈は「標準家族」の生活を含めて考えるものとしており（昭
22．9．13 発基 17 号），「標準家族」とは，「その時の社会の一般通念」によって理解さ
れるべきものとされている（昭 22．11．27 基発 401 号）。家族のいる労働者を想定した
労働基準が「人たるに値する生活」の水準であることを確認している。

　（2）労基法の女性の労働基準に関する規定
　　労基法では，女性労働について様々な規定があった。主な規定は以下のとおりであ

る。
　　①　男女同一賃金の原則

　　労基法第 4 条は，「使用者は，労働者が女性であることを理由として，賃金につい
て，男性と差別的取扱をしてはならない。」と定める。特に，女性が差別的低賃金を
押しつけられてきた歴史的経過からして，労基法第 4 条は，憲法第 14 条の「法の下
の平等」を賃金について具体化し，女性労働者の生存権を保障しようとするものであ
る。女性であるが故の差別には，行政解釈では，「当該事業場において，女子労働者
が一般的，又は平均的に能率が悪いこと，知能が低いこと，勤続年数が短いこと，扶
養家族が少ないこと等の理由によって」女性労働者の賃金について差別的取扱いをす
ることは，違法である（昭 22．9．13 基発 17 号）。また，労基法第 3 条の均等待遇の
原則には，「性別」が含まれていないが，憲法の定める法の下の平等原則の趣旨から
して，賃金以外の労働条件についても，女性であることを理由とする差別は許されな
い。

　　②　母性保護と一般女性保護
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　　戦後の労基法は，女性を生理的にも体力的にも弱い面のある労働者として捉え，時
間外労働の制限，休日・深夜労働の禁止（これらを，以下「一般女性保護規定」とい
う。），危険有害業務の制限，産前産後休暇，育児時間，生理休暇等の，広範な保護を
規定していた。これらの保護は，妊娠・出産という母性機能を有することからくる母
性保護規定と，その他の一般女性保護規定に大別される。

　　労基法は，当初 1 日 8 時間・1 週 48 時間の法定労働時間の原則を定め，それを超
える労働については，三六協定の締結と労働基準監督署への届出を義務付けて，例外
的に許す規定であった。ただし，その場合でも，女性労働者については，1 日 2 時
間，1 週 6 時間，1 年 150 時間を超えて時間外労働は許されず，また休日（1 週に 1
日）及び深夜（原則午後 10 時から翌朝午前 5 時）労働も禁止されていた。法定労働
時間は，その後 1 日 8 時間・1 週 48 時間制から 1 日 8 時間・1 週 40 時間制に 10 年を
かけて移行し，1997 年 4 月 1 日から完全実施になった。

　　上記の一般女性保護規定については，後述する女性差別撤廃条約の批准及びそのた
めの国内法の整備に当たり，その廃止をめぐって労使で論争になった。労働者側は，
人間らしい生活と労働の実現のためには，男女ともに長時間労働を規制することが必
要で，一般女性保護規定は男女共通規制として男性にも適用が検討されるべきであ
る，と主張した。他方，使用者側は「保護か平等か」という選択を迫り，結局その後
男女雇用機会均等法の改正と同時に一般女性保護規定は廃止され，他方妊娠・出産に
かかわる母性保護規定は拡充される方向で，法整備がなされた。

2　高度経済成長を支えた女性労働者
　（1）女性労働者の増大
　　日本は，1960 年代の経済の高度成長期に入り，目を見張る経済成長を遂げ，1968 年

には，国民総生産（GNP）が，当時の西ドイツを抜き，アメリカに次ぐ世界第 2 位の
「経済大国」となり，女性労働者の数も飛躍的に増大した。女性労働者は不足する若年
労働力の補完として歓迎され，また女性労働者自身も雇用継続の意欲や経済的な自立を
図りたいという要求も高まり，結婚・出産しても働き続ける女性たちが増えていった。
1960 年には女性労働者は 738 万人であったところ，1985 年には 1548 万人，全労働者の
35.9％を占め，就業分野も拡がりをみせた。既婚者の数も 1972 年には未婚者の数を上
回るようになった。

　　しかし，こうした女性に対し，企業や経済界はあくまでも女性労働者を不足する男性
若年労働力の補完として捉え，結婚適齢期までの労働力としか考えていなかった。その
時期になると一旦退職させ，結婚出産の時期には家庭で家事育児に専念し，子育てにめ
どがついた頃に，今度はパートタイマー，臨時や嘱託等の不安定雇用労働者として採用
し，正規労働者としての採用には消極的であった。あくまでも，家庭の主たる稼ぎ手は
男・夫であり，妻は主婦として家庭を支え，主たる稼ぎ手である夫に扶養されるという
家庭が，標準モデル世帯とされていった。結婚，妊娠，出産しても働き続ける女性もい
たが，男性に適用していた年功賃金・終身雇用の日本型雇用慣行からは無縁の存在とさ
れる女性が多かった。女性はあくまでも低賃金で，補助的な仕事に固定化しようという
のが，女性の労働力政策であった。そのためには，制度として若年定年制や結婚・出産
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退職制を就業規則に，ときには労働協約で定める企業もあった。
　（2）男女差別の是正を求める裁判の提起と ｢男女平等法」の制定を求める運動
　　職場に労働組合があっても，女性組合員の要求を積極的に取り上げる組合は少なく，

女性は働き続けるために，労基署に申告したり，裁判に訴える等の方法をとらざるを得
なかった。仕事も，家事も，裁判もという負担は，女性にとっては過酷であった。それ
でも，一つ一つの事件での司法判断が，女性に対する差別の違法性を明らかにし，女性
が働き続ける道を拓いていった。

　　他方で，結婚しても，妊娠・出産しても働き続ける女性は，「ポストの数ほど保育所
を」と，働くための社会的な条件の整備を求めて運動も行なうようになっていった。

　　憲法第 14 条は，法の下の平等を定めているが，雇用の分野では，女性労働者に対す
る差別については，公務員を除いては（国家公務員については国家公務員法第 27 条，
地方公務員について地方公務員法第 13 条），労基法第 4 条以外に規定はなく，差別から
の救済を求めようとしても，その根拠となる法律が整備されていなかった。労基法第 3
条は「均等待遇の原則」を定めているが，「性別」の文言を欠いていた。そのため，例
えば，女性だけを対象とした 30 歳定年制や結婚退職制で辞めざるを得ない場合に，そ
のような退職における女性差別を直接禁止する法律はなかった。しかし，憲法は法の下
の平等（第 14 条），婚姻の自由（第 24 条），勤労の権利（第 27 条）を，男女ともに規
定している。女性だけが，若年定年や結婚退職を強いられることは許されるはずがな
い。そのような怒りや思いを受けとめた弁護士と共に，女性労働者は，民法 90 条の公
序良俗違反を理由として，女性に対する差別的取扱いを無効とする法理論を構築し，司
法判断を求めていった。

　　結婚退職制について争った住友セメント事件の東京地裁判決（昭和 41 年 12 月 20 日
労民集 17 巻 6 号 1407 頁）は，結婚退職制は性別を理由とする差別であり，かつ憲法が
保障する結婚の自由を制限するものであり，民法第 90 条の公序良俗に違反し無効であ
ると，明確に判示した。

　　この判決をリーディングケースとして，結婚退職制，若年退職制，若年定年制，差別
定年制など，雇用の終了段階において女性が差別され，「働き続ける権利」を侵害され
ることの無効を認める労働者側勝利の判決が続いた。1981 年には，男女で定年に 5 歳
差を設ける差別定年制の効力が争われた日産自動車差別定年制事件で，それを無効とす
る最高裁判決が出され（最三小判昭和 56 年 3 月 24 日判例時報 998 号 3 頁），「労働条件
において合理的な理由なく女性であることを理由に差別的に取扱うことは民法第 90 条
の公序に反し無効である」，という判例法理が確立した。

　　このような男女平等原則を貫く高い理念をもった司法判断が先行して，男女平等法の
制定を求める機運が高揚していったことは，特筆に値する。

3　女性差別撤廃条約の批准及び男女雇用機会均等法の制定と改正
　（1）女性差別撤廃条約の採択
　　国際的にも，あらゆる分野で女性に対する差別を根絶し，男女の平等を求める運動が

展開されるようになった。1975 年には，メキシコで第 1 回の世界女性会議が開かれ，
76 年から 85 年を「国連女性の 10 年」と定め，「平等・開発・平和」をテーマに，219
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項目にわたる「世界行動計画」を採択した。1979 年には，国連第 34 回総会で女性差別
撤廃条約が採択された。

　　この条約は，あらゆる分野での女性差別を禁止するものであり，「世界の女性の憲
法」といわれる。条約は，男女平等は基本的人権であること，女性の出産における役割
が差別の根拠となるべきではないこと，育児は男女及び社会の責任であること，完全な
男女平等を達成するためには男女の固定的役割分担の変更が不可欠であること等を謳い

（前文），締約国に女性に対するあらゆる形態の差別をなくすことを求めている（前文）。
　　雇用については，第 11 条に「全ての人間の奪い得ない権利としての労働の権利」を

女性に保障すること，そのために締約国は，同一価値労働同一賃金を受ける権利をはじ
め，同一の雇用機会の権利，職業を自由に選択する権利，昇進，雇用保障，労働にかか
わるすべての給付及び条件の権利，職業訓練・再訓練の権利等が確保されるようにしな
ければならないことを定めている。条約では，労働の権利を基本的人権として確保すべ
きとしているのであり，そのためには立法措置など実効性を確保する措置が求められて
いる（第 2 条）。

　（2）条約の基本的な考え方・理念
　　条約は，それまでの女性の役割と労働に関する考え方を根本的に変革するものであっ

た。それ以前は，国際的にも，家事・育児の責任はあくまでも女性が担うものとして，
そのような責任がある女性をいかに保護し，労働できるようにするかという考え方が主
流であった。しかし，家族的責任は女性が担うものとして，母性や健康を損なわずに，
長時間労働や深夜労働等が当たり前の男性と同じ基準で平等に働くことは困難である。
女性の出産や役割分担が差別の原因となってはならない，という考えが拡がり，国連女
性の 10 年は女性の差別撤廃に向けて大きな実践の歩みとなり，女性差別撤廃条約の理
念に結実した。性別役割分担を前提とする「平等論」を，条約は明確に否定している。
女性に対しては，母性を保護し，家族的責任に対する保護は男女共通の保護として，男
女平等を実現するというのが，条約の基本原則である。労働によって健康が損なわれな
いようにすることについては，条約第 11 条第 1 項に定め，第 3 項では保護法令は必要
に応じて適用を拡大することを定めている。

　（3）条約の批准と「男女平等法」の制定を求める国民の声
　　女性差別撤廃条約を知り，その内容を理解して，日本での男女平等法を求める機運は

高まった。各労働団体が雇用平等法の制定を求める運動方針を決め，積極的に運動を展
開し，また各種の女性グループが「私たちの法案づくり」を行ない，それをもって国会
に陳情するなど，活発な運動が展開された。日弁連も，1980 年 11 月に男女雇用平等法
要綱試案を発表して，提言した。集会やデモも行われ，国会での審議では傍聴者が溢
れ，国会や労働省（当時）への陳情が継続的に行われるなど，活発な立法運動が展開さ
れた。

　　他方，これに対する使用者側の抵抗も大きかった。東京商工会議所は「企業の活力低
下をもたらさないように法制化は慎重に」，関西経営者協議会は「平等は機会の平等に
限る。女子保護規定の見直しを」という内容の声明を出し，日経連では反対声明を公表
する動きまであった。特に女子保護規定に関し，使用者側は，「平等をいうのであれ
ば，女子保護規定を廃止し，女性も男性と同じ働き方を」と男性に合わせることを強調
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し，「保護か平等か」と選択を迫った。これに対し，労働者側は，男女ともに健康や家
庭は大事なのだから，女性と同様に男性にも保護をという「保護と平等を」と要求し，
労使は意見が対立した。

　（4）「小さく産んで大きく育てよう」といわれた男女雇用機会均等法の成立
　　1985 年には，ナイロビで第 3 回の世界女性会議が開催されることになっていた。日

本は，この年に女性差別撤廃条約批准のための国内法整備の一環として，勤労婦人福祉
法の改正という形式で，男女雇用機会均等法（制定時の正式名称「雇用の分野における
男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」）を制定し
た。労使の激しい意見対立の下で，とにかく法律を制定するという妥協の下に成立した
男女雇用機会均等法は，女性たちが求めていた男女平等法からみると，福祉法の性格が
強く，人権保障規定として不十分であること，雇用における性差別を生み出す募集・採
用，配置・昇進に対する差別規制が努力義務にとどまっていること，女子保護規定の廃
止に向けた方向が打ち出されたこと，差別からの救済について実効性を欠くことなど，
本来の「男女平等法」には及ばず，不十分なものであった。しかし，ともかく，不十分
とはいっても雇用の分野で女性差別を禁止する法律が制定されたことは，画期的なこと
であり，｢小さく産んで大きく育てよう」という声もあり，男女雇用機会均等法時代が
はじまった。

　（5）男女雇用機会均等法の改正
　　1997 年（1999 年施行）に男女雇用機会均等法は改正された。85 年制定法では努力義

務にすぎなかった募集・採用，配置・昇進段階の差別が禁止規定に改正され，ようやく
雇用の入口から出口まで，女性差別を禁止する規定となった。同時に，女性に対する労
基法上の時間外・休日労働の制限や深夜業原則禁止の一般女性保護規定が廃止された。
前述のとおり，男女雇用機会均等法制定の段階から，保護と平等をめぐっては，労使の
意見が分かれていた。労働者側は健康で仕事と家庭の両立を図ることは男女共通の要求
なのだから，「保護と平等」は両立するとして，労働時間や深夜労働の男女共通規制を
要求し，その実現までは女性に対する保護規定を廃止すべきではないとして全国的な運
動が展開された。女性団体，法律家団体などからも，男女ともに規制を強める意見等が
出された。しかし，改定された労基法は，男性の基準に女性をあわせ，女性の保護規定
を廃止するという，規制緩和の方向であった。さらに , 男女雇用機会均等法は 2006 年

（2007 年施行）に，現行法に改正され，そのときに採択された附帯決議に基づき，2013
年には「見直し」作業がおこなわれたが，省令・指針の改正のみで，男女雇用機会均等
法自体の改正には至らなかった。

　（6）現行の男女雇用機会均等法の内容
　　現行男女雇用機会均等法（現在の正式名称「雇用の分野における男女の均等な機会及

び待遇の確保等に関する法律」）の主な内容は，次のとおりである。男女雇用機会均等
法に違反した場合に，どのように差別の是正措置を採るかについての規定を欠くなど，
現行男女雇用機会均等法は，女性差別撤廃条約の規定からするならば不十分なものであ
り，国連の女性差別撤廃委員会からも数次にわたり，勧告等が出されているが，それに
ついては後述する。

　　①　女性差別の禁止から男女双方に対する差別の禁止へ
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　　片面的な立法から両面的立法へ変更となり，男女双方を対象とする。
　　②　性別による差別禁止の範囲の拡大（禁止される差別項目の追加・明確化）

　　従来，募集・採用，配置・昇進・教育訓練，福利厚生，定年・解雇を規制していた
が，これを拡充して，「降格，職種変更，正社員からパートへなどの雇用形態の変
更，退職勧奨，雇止め（労働契約を更新しないこと）」についても差別を禁止してい
る（第 6 条）。

　　③　間接差別の禁止
　　労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち，業務遂行に特に必要であるなど

合理的な理由がない場合に，実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置
として厚労省令に定める三つの措置を採ることが「間接差別」として禁止されている

（第 7 条，施行規則第 2 条）。
　　省令により限定列挙された，非常に限られた範囲での間接差別の禁止であり，間接

差別全般を禁止するものではない。
　　④　妊娠・出産等を理由とする解雇その他の不利益取り扱いの禁止（第 9 条第 3 項）

　　妊娠・出産にかかわる保護規定については，拡充されてきた。
　　⑤　妊娠中や産後 1 年以内の解雇の無効（第 9 条第 4 項）

　　この期間内の解雇は，原則無効であり，他の正当な理由による解雇であることを事
業主が立証しない限り解雇は無効とされる。立証責任が，事業主に転換されている。

　　⑥　母性健康管理措置（第 12 条，第 13 条）
　　⑦　セクシュアルハラスメント対策の措置義務（第 11 条）
　　⑧　ポジテイブアクション（第 8 条，第 14 条）

　　事業主の自主性に任せられ，事業主が取り組もうとするときに，国が一定の援助を
するにとどまる。

　　⑨　実効性の確保措置（第 15 条，第 17 条，第 18 条等）
　　苦情の自主的な解決，都道府県労働局長の紛争解決の援助（必要な助言，指導又は

勧告），紛争調整委員会による調停制度。

4　男女雇用機会均等法制定後の職場での女性の働かせ方
　不十分とはいえ，男女雇用機会均等法制定の意義は大きかった。少なくとも，女性であ
るからという理由でストレートに女性を差別することは，許されなくなった。男女別の求
人広告や，性別を示す用語も廃止された（例えば，「看護婦」は「看護師」へ，「保母」は

「保育士」へ）。事業主は，就業規則や内規を男女雇用機会均等法に適合するように見直し
を迫られた。
　こうした時期に，大企業を中心に導入されたのが，コース別人事管理制度であり，労働
者派遣の解禁であった。
　（1）コース別人事管理制度
　　男女雇用機会均等法制定前後から，大企業を中心に導入されたのが「コース別人事管

理制度」といわれる人事制度である。典型的なのは，職務と転勤の有無で区分し，賃
金・処遇の異なる複線型の人事制度である。いわゆる「総合職」は，基幹的な業務に従
事し，全国転勤があり，昇進も原則上限がなく，賃金も高い。「一般職」は，定型的・
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補助的業務に従事し，転勤も転居を伴わず，昇進も一定の地位までで，賃金水準も低
い。企業によっては，総合職と一般職との間に，「中間職」をおく例もある。ところ
で，男女雇用機会均等法施行前は，「男女別」の雇用管理を行っている企業・団体が多
かった（例えば，男女別の定年制とか男女別賃金）。男女雇用機会均等法以前に採用さ
れた男女間には，明らかな賃金・処遇格差があり，男女雇用機会均等法が施行されても
格差は解消されなかった。しかし，一律の男女別処遇は男女雇用機会均等法違反であ
る。そこで，導入されたのがコース別人事管理制度であり，男女いずれも一人ひとりが
コースを選択でき，「意欲と能力のある女性が差別されずに活躍できる制度」であると
宣伝された。賃金や処遇が異なるのは，性別によるのではなく，本人の選択による仕事
の違いや雇用管理の違いによるものであると，使用者側は説明するようになった。しか
し，実情は導入に当たり，はじめから「男性は総合職，女性は一般職」と振りわけ，あ
るいは他のコースに転換するハードルを高くして（特に「一般職」から「総合職」への
転換について），コースに固定するものもあった。結果的には，事実上男女別雇用管理
制度として機能し，「男女差別の温床」と言われる職場も少なくなかった。このような
事態を重視して，労働省（現厚労省）は，2006 年 6 月に「コース等で区分した雇用管
理についての留意事項」という通達を出し，さらに，2014 年に改めて「コース等で区
分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する指針」を定め，「留
意事項」にそって企業の指導も行なわれている。しかし，後に詳述するように，管理職
コースであるいわゆる「総合職」については，採用数でも明らかに男女差がある。ま
た，総合職として採用された女性が長く勤務せずに離職する割合は高く，総合職として
働き続ける女性の数は，それほど多くはない。コース別人事制度を採っている企業で
は，女性は，賃金も低く，昇進も下位ポストまでにとどまる一般職に，圧倒的に多い。

　（2）労働者派遣法の制定
　　男女雇用機会均等法の制定と同じ年，労働者派遣法が成立した。派遣労働は，派遣元

に雇用された労働者が派遣先の指揮命令の下に働く雇用形態である。雇用主と使用者が
異なることから，労働者の雇用や権利の保護に欠けるとして，職業安定法第 44 条で禁
止されてきた。しかし，実態としては，既に労働者の供給が行われているとして，労働
者側の反対はあったものの，政府は，規制緩和の方向へ踏み出し，労働者派遣法が成立
した。当初は，常用代替防止のために，あくまでも臨時的・一時的に専門性の高いとさ
れる 13 業務に限定して認められた。しかし，その後，1996 年には 26 業務に広げられ，
1999 年には対象業務を原則自由化する改定が行われ，さらに 2003 年には，製造業にま
で拡大された。派遣されているときだけ雇用関係が認められる「登録派遣」や，究極の
不安定雇用である「日雇派遣」なども認められ，派遣労働者は，使用者側の ｢使い勝手
のよい」労働者として導入されるようになった。男女雇用機会均等法が制定された同じ
年に労働者派遣法が制定されたことは，その後間接雇用を拡大し，女性労働者の非正規
化を進める基盤を使用側に与える結果になった。

　（3）「一般女性保護規定」の廃止と進まぬ長時間労働の男女共通規制
　　1997 年の男女雇用機会均等法の改正（1999 年施行）にともなう労基法の改正によ

り，女性の時間外・休日労働の制限と深夜業の禁止規定が廃止された。現行法では，女
性に対する保護は，女性の妊娠・出産に関する母性保護が中心で，女性一般に対する保
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護は，女性特有の身体・生理機能を理由とする保護（生理休暇，危険有害業務）等に限
定されている。

　　他方，男女ともに長時間労働を規制する共通規制は，結局男性の基準に女性を合わせ
ることになった結果進んでいない。労働時間については，労基法の改正により，1997
年には，1 日 8 時間・1 週 40 時間制に完全に移行した。しかし，三六協定を締結し労働
基準監督署に届出れば時間外労働は可能である。時間外労働については，厚生労働大臣
が限度基準を定めているが（労基法第 36 条第 2 項），後掲のとおり，限度基準それ自体
の時間数が長い。また，「特別条項付き協定」（特別の事情が生じたときは，限度時間を
超えて労働時間を延長することができることを定める協定のこと）が認められているの
で，上限規制としては極めて緩やかである。その上，度重なる労基法の改正で，変形労
働時間制や裁量労働時間制なとの弾力的労働時間制度の導入により，長時間・不規則労
働の問題が発生している。一般労働者の労働時間は，厚労省の「毎月勤労統計調査」に
よると，2014 年には年間 1741 時間まで減少しているが，より実態をあらわしていると
思われる総務省の「労働力調査」では 2003 時間であり（2014 年度）であり，この差は
いわゆるサービス残業と推量される。日本は依然として長時間労働の国である。このよ
うな労働の在り方は，健康を損ね，家庭や個人の生活と仕事の両立を阻む要因となって
いる。

5　女性非正規労働者の急増
　（1）主婦パートの急増－専業主婦から兼業主婦へ
　　前述のとおり，1960 年代から 1970 年代の経済の高度成長期に，主婦パートが増えて

いったが，主婦パートという働き方を完成させたのは，主婦をめぐる税・社会保障制度
であった。1981 年に導入されたサラリーマンの配偶者控除制度では，妻や子ども等の
扶養家族がいれば，夫の収入から一定額が控除される。夫が配偶者控除を受けるため
に，妻は年収 103 万円を超えないように，就業調整を行うようになった。更に決定的で
あったのは，1985 年に行なわれた年金制度の改革である。政府は，国民年金法を改正
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し，「妻の年金権の確立」という名目で，保険料を負担しないで基礎年金が受給できる
「第 3 号被保険者」を設定した。この第 3 号被保険者は，厚生年金や共済年金に加入し
ている第 2 号被保険者の被扶養者であることが要件で，かつ年収制限（130 万円未満）
があり，それを超えると，自ら年金保険料を負担しなければならないことになる。この
制度の下で，社会保険料の負担で手取り収入が下がるのを防ぐため，年収を抑えて働
く，「130 万円の壁」ができあがった。

　　しかし，この額では経済的に自立した生活はできないから，主婦は家族的責任を担い
ながら家計補助的に働くという方向に向かうことになった。また，このような働き方
は，1970 年代後半からの，福祉の多くを自助努力や家族に委ねる「日本型福祉社会政
策」にも都合のよいことであり，歓迎された。企業にとっても，主婦パートが「130 万
円の壁」内で働く限り，社会保険料の負担を免れるので，コストを節減できる。こうし
て，大量の主婦パートが生み出されていき，2007 年には 800 万人を超えた。ところが，
パート女性労働者（「短時間労働者」）の賃金水準は，2014 年の 1 時間当たり平均所定
内給与でみても，男性一般労働者を 100 として，男性パートは 55.7，女性パートは
50.4 となっており，男性正社員の約 2 分の 1 程度の低い賃金である（厚労省「賃金構
造基本統計調査」）。こうして，家事責任を担いながら働く大量の低賃金女性労働者が生
み出されてきた。

　（2）総人件費の抑制と非正規労働者の拡大
　　1990 年代，とりわけ 1995 年以降は，女性の非正規雇用が激増し，2000 年代に入って

からも増加の一途をたどった。その背景には，経済不況の下，企業・財界の低賃金労働
力活用政策とそれを支えた政府の労働者派遣法の制定，度重なる改正など，労働法の規
制緩和政策がある。

　　1995 年に日経連（当時）は，21 世紀に向けた「新時代の『日本的経営』」という文書
を発表した。日本の雇用慣行は，「年功賃金」「終身雇用」「企業別組合」が特徴といわ
れ，それが労使関係を安定してきたと言われる。しかし，日経連は，年功賃金と終身雇
用を廃止し，労働者を 3 つのグループに分け，第 1 グループの終身雇用の正規労働者を
できるだけ減らし，専門職（第 2 グループ）でも有期雇用として，一般職（第 3 グルー
プ）もパートや派遣等にして，安く使い，総人件費を徹底的に抑える企業戦略を打ち出
した。これに基づき，労働力の ｢流動化」や労働時間の「弾力化」が進み，大企業は低
賃金の非正規労働者を大量に導入し，正規労働者と置き換えていった。

　　女性労働の非正規化も急速に進んだ。既に，1960 年～1970 年代の高度成長期以降，
働く女性は増えつづけ，共働きも増え，1997 年以降は，共働き世帯数が男性雇用者と
無業の妻からなる世帯数を上回っている。1985 年に 1000 万人台に入っていた女性労働
者は， 2014 年には 2436 万人に増加している。しかし，圧倒的に増えているのは，パー
ト・派遣・有期・契約・嘱託社員等の非正規労働者で，この間に 470 万人から 1332 万
人へと約 3 倍になり，女性の雇用者数に占める割合にして 32.1％から 56.7％（男性は
21.8％）にまで増加した。他方，女性正規労働者数は約 25 万人ほどの微増で，1019 万
人にとどまっている（総務省「労働力調査特別調査」，2014 年「労働力調査」）。女性の
非正規雇用が増大した原因・背景には，1990 年代のバブル経済の崩壊にともない，賃
金の切り下げが続くなかで世帯収入が減り，家計の維持のためにも女性の収入が必要に
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なった事情がある。30 代後半以降の主婦層がパートの中心であったことから（いわゆ
る「主婦パート」），「家計補助のためなのだから低賃金でよい」ということで低賃金が
定着し，それが非正規労働のみで経済的な自立を図らなければならない労働者の賃金水
準を引き下げる結果になっている。主婦パートだから，あるいは家計補助だから低賃金
でよいという合理性は，全くない。

　（3）不安定で低賃金の非正規拡大とそれを支えた規制緩和路線
　　非正規労働者は，臨時，嘱託，パート，アルバイト，派遣，契約社員など名称は様々

であるが，法律上は，①期間を基準に，「期間の定めのない労働契約」（無期労働契約）
に対する「期間の定めのある労働契約」（有期労働契約），②労働時間を基準に，「フル
タイム労働契約」に対する「パートタイム労働契約」，③雇用関係を基準に，「雇用主と
使用者が同じ直接雇用」に対する「雇用主と使用者が異なる間接雇用（＝派遣労働）」，
の三つの雇用形態に大別される。

　　1990 年代，とりわけ 1995 年以降の非正規女性労働者の急増は顕著である。雇用の流
動化の下で，女性労働者の過半数がパート・派遣労働者・有期雇用労働者等の非正規労
働者となり，その大半は身分が不安定で低賃金等の劣悪な労働条件の下にある。男女共
に非正規労働者化は進んでいるが（とくに若者の非正規化が進んでいることは深刻な社
会問題である），別表のとおり，女性雇用労働者の非正規割合は急増し，近く 6 割に達
しようとしている。非正規労働者が拡大した背景には，以下で述べるとおり，それを支
持する，労働法の規制緩和政策がある。

　　①　有期労働契約
　　雇用期間の定めがある有期労働契約は，雇用の安定性を欠く。かつては，労働契約

は期間の定めがないのが原則であり，期間を定める場合も 1 年（専門職は 3 年）に限
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定されていた。2003 年（2004 年 1 月施行）の労基法の改正により，3 年（専門職は 5
年）まで延長された。日本の法制度では，有期雇用については期間の上限の規制があ
るだけで，有期労働契約を締結すること自体について制限はない。ヨーロッパの幾つ
かの国では常用を原則とするので，有期であることに合理的な理由があるときにのみ
有期労働契約が認められている。また，有期契約が更新され一定期間を過ぎると無期
契約とみなされる。つまり，有期雇用については，入口と出口で規制されている。

　　日本では，2008 年 4 月から施行された労働契約法が 2012 年 8 月 10 日（公布）に
一部改正され，不十分ではあるが有期労働契約の雇用の安定と待遇改善を目的に改正
された。ⅰ有期労働契約から有期労働契約への転換権（第 18 条），ⅱ「雇止め」（＝
契約更新の拒否）を許さないルールの法定化（第 19 条），ⅲ不合理な労働条件の相違
の禁止（第 20 条）である。有期雇用の入口規制は依然としてなく，また無期転換権
も更新されて通算期間が 5 年という長期間を超えなければ発生しないという点で，不
十分ではあるが，これらの規定を活用して雇用の安定を図る取組が始まっている。ま
た，有期契約労働者と無期契約労働者（正社員）の労働条件について，有期労働契約
であることを理由に不合理な相違があってはならないという労働契約法第 20 条を活
用して，正規労働者との格差是正を求める，有期労働契約者の裁判も提起されてお
り，その結果が注目される。

　　②　パートタイム労働
　　パート労働者の圧倒的多数は，女性が占める。そして，多くは有期雇用である。な

かには，更新を繰り返し，10 年を超えるような長期間働いている女性も少なくない。
しかし，有期である限り，雇用が打ち切られる不安は常にある。パート労働者だから
といって単純あるいは定型的な業務に従事するとは限られず，基幹的な業務に従事す
るものも少なくない。ところが，その賃金や雇用保障が，働きに見合っていない。不
公平感は，働く意欲を削ぐ。賃金も，現行法では最低賃金法による地域別最低賃金し
か，歯止めがない。

　　このような状態を改善するために，2003 年にパートタイム労働法が制定されたが，
ほとんどが努力義務規定であり，肝心の正規労働者とパート労働者との賃金格差や処
遇格差の是正については，実効性のある措置は規定されなかった。パートタイム労働
法は更に改正され，2008 年 4 月から施行された。同法では，初めて正規労働者（法
律では，「通常の労働者」）とパート労働者（法律では，「短時間労働者」）との間の賃
金等の差別を禁止する規定が設けられた（旧第 8 条）。この規定は，日本で初めて

「同一価値労働同一賃金の原則」を実定法に明記したものとして評価されたが，適用
条件が厳しく，対象となる労働者は , ごく限られていた。パート法は，更に 2014 年
に改正され，2015 年 4 月から施行されている。主な改正点は，次のとおりである。

＜パートタイム労働者の公正な待遇の確保のために＞
　ア　パートタイム労働者の待遇の原則を新設（改正法第 8 条）。事業主が雇用する

パートタイム労働者と正社員の待遇の相違は，ⅰ職務の内容，ⅱ人材活用の仕組
み，ⅲその他の事情を考慮して，不合理と認められるものであってはならない。

　イ　正社員との差別的取扱いが禁止される労働者の範囲の拡大（改正法第 9 条）。
有期労働契約を締結しているパートタイム労働者にも拡大し，有期雇用契約を締結
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している労働者でも，ⅰ職務内容が正社員と同じで，ⅱ人材活用の仕組み（配転や
昇進等）が正社員と同じ場合には，賃金，教育訓練，福利厚生施設の利用などすべ
ての労働条件について，正社員との差別的取扱いを禁止。

　ウ　職務の内容に密接に関連して支払われる通勤手当は均衡確保の努力義務の対象
になること（施行規則第 3 条）。
＜パートタイム労働者の納得性を高めるための措置＞

　パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設（改正法第
14 条第 1 項）

　　③　派遣労働の拡大につながる労働者派遣法の「改正」
　　労働者派遣法の数度にわたる「改正」により，業種が原則自由になり，製造業にま

で拡大した経緯は既に述べたとおりである。登録型派遣は，派遣先に派遣されている
期間だけ派遣元との労働関係が成立するもので，非常に不安定な身分であり，その極
めつけは，「日雇い派遣」といわれるものである。派遣先は，必要なときだけ，派遣
労働を使うことが可能になり，派遣労働者は，「細切れ労働」に従事することにな
る。登録型の派遣労働者の場合，派遣先への派遣が終われば雇用関係も終了する。派
遣労働法が施行されたとき，専門的派遣の中に，「OA 機器の操作」や「ファイリン
グ」と呼ばれる業務が専門業務であるということで含まれ，法律上の期間制限がなく
派遣可能となった。商社や，銀行等の金融機関等では，自ら派遣会社を子会社として
創り，そこに社員を移動し，あるいは新たに採用した派遣社員に，従来女性正社員が
担当していた一般事務の仕事をやらせるようになった。派遣先は，社会保険料の負担
や退職金等の雇用責任を負わないで済むので，コスト管理もしやすく，女性正社員が
担当していた一般事務について，正社員から派遣労働に切り替えていく方向に誘導す
ることになった。  

　　2008 年のリーマンショック後の経済不況の下で，大量の「ハケン切り」が行われ
た。住む所もお金もなくなった派遣労働者を越年させるために急遽開設された「派遣
村」は，派遣労働がいかに不安定で劣悪な労働であるかを可視化するものであった。
2012 年には，政権を交代した民主党政権の下で，派遣法の改正法案が提出され，「登
録型派遣の原則禁止」など抜本的な改正が期待された。しかし，政府は，結局自民党
と公明党と妥協し，十分な改正はなされなかった。それでも，派遣法の改正で，違法
な派遣労働に就労させられている派遣労働者の派遣先の直接雇用義務を定める条項が
2015 年 10 月に施行されることになっていた。ところが，第二次安倍内閣は，その施
行前に，派遣法の更なる改正案を，二度廃案になったにもかかわらず，2015 年国会

（常会）に 3 度目の上程をし，成立させようとしている。「改正」案では，業種による
期間制限を全廃し，派遣期間の上限を全て 3 年にして，3 年毎に派遣労働者を入れ替
えれば，派遣労働者を永続的に使用可能とする内容である。常用代替防止の趣旨は一
応規定されているが，実効性のある措置は規定されず，正社員は減らされ，他方派遣
労働者の正社員化の道は閉ざされ，不安定な派遣労働者が拡大することは必至であ
る。

　　現状でも，派遣労働者の 7 割は女性である。女性の正社員はほとんど増えず，採用
されても管理職への登用が進んでいない現状では，このような派遣法の改悪が実施さ
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れれば，女性正社員の派遣労働者への置き換えは，一層進むことが懸念される。
　（4）女性の貧困化の下で必要な施策
　　ここまで非正規労働の法的な問題を整理してみた。使用者側が非正規労働者を活用す

るのは，雇用調整しやすく，賃金を抑制する効果のある労働者だからである。
　　賃金を例にとっても，同じ正規労働者であっても，女性の所定内給与は男性の 74.8

％にとどまる。非正規労働者の場合，更に格差は著しく，女性短時間労働者の 1 時間当
たり平均所定内給与は，男性一般労働者を 100 とした場合，50.4 である（男性短時間
労働者は 55.7）（厚労省 2014 年「賃金構造基本統計調査」より）。非正規女性労働者
は，女性であることと雇用形態の違いで，二重の差別を受けているといえる。

　　このような低賃金で，しかも不安定な身分で働く女性が女性雇用者の約 6 割を占める
ことは，女性が貧困化する大きな要因となっている。民間給与所得者を対象とする調査
では，女性の 43.7％は年収 200 万円以下で働いており（国税庁「2013 年民間給与実態
統計調査」），その大半は非正規のワーキングプアである。これまでも，母子世帯では母
親の 80％以上は就労しているにもかかわらずその過半数以上が，相対的貧困（等価可
処分所得が全人口の中央値の半分未満）にあるということが，深刻な社会問題として指
摘されてきたが，それだけにとどまらず，20 歳から 64 歳までの勤労世代の単身女性の
約 3 人に 1 人，高齢単身女性はその 4 割超が，相対的貧困にあると言われている。税金
や社会保障による所得の再分配機能も，消費税のアップや社会保障の切り下げにより，
ほとんど効果なく，現状では，女性の貧困化が一層深刻になることが危惧される。

　　正社員になることを希望する労働者にはそれを促進させるために実効性のある措置を
採ること，また，これだけ増加している非正規労働者の雇用を安定し，賃上げと処遇の
改善を図ることは，早急に取り組まなければならない課題である。

6　少子高齢化・人口減少社会を迎えて
　（1）崩壊しつつある標準世帯モデル
　　高度経済成長期を通じて，社会では，男性を主たる稼ぎ手とし，女性は主婦として家

事・育児を担い，主たる稼ぎ手である夫に扶養される家庭・家族が標準モデル世帯とし
て構築された。男性は，長時間労働や転勤が当たり前とされ，女性はあくまでも結婚・
出産までの働き手であった。男女雇用機会均等法制定後，女性を女性なるが故に差別す
ることは表面上はなくなったように見えたが，男女雇用機会均等法世代は，標準モデル
世帯の男性並の労働を求められ，長時間労働に耐えることができる条件の整った一部女
性は活躍するようになった。しかし，結婚，妊娠，出産して働き続ける女性の多くは，
仕事と家事・育児等の多重の役割を担わなければならず，女性が子どもを産み育てなが
ら働くことの困難は変わらなかった。

　　ところが，その標準世帯モデル自体が，崩壊しつつある。賃金は下がる一方であり，
今では夫婦共働きで，ようやく生活している家族や，低収入で生活ができず生涯結婚で
きない，あるいはしない人も増えている。家族構成が多様化している現在，改めて，真
のワークライフバランスを実現するには，労働条件はどうあるべきかが問われている。

　（2）人口減少社会
　　日本の人口は，2010 年の 1 億 2806 万人をピークに減少を続け，2030 年には 1 億
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1662 万人を経て，2048 年には 1 億人を割ると推計されている（国立社会保障・人口問
題研究所「日本の将来推計人口（平成 24 年 1 月推計）」）。合計特殊出生率（1 人の女性
が一生のうちに出産する子どもの平均数）は，1974 年以降継続して「人口置換水準」

（人口維持のための合計特殊出生率のことで，2.07 から 2.08）を割り込む値となり，
1989 年，丙午の年の 1966 年を下回った，「1.57 ショック」をきっかけに，政府も少子
化問題に真剣に取り組むことになった。しかし，遅すぎたと言わざるを得ず，その後も
低下は続き，2014 年の出生数は過去最低の 100 万 1000 人であり，また，婚姻数も 64
万 9000 組と過去最低である。人口減少社会に入り，労働力不足時代を迎えることは，
必至である。

　（3）真のワークライフバランスの確立を
　①　1995 年には，日本は ILO156 号条約を批准し，締約国として，職業上の責任と家

族的責任の両立を図るための措置を採ることになった。同条約は家族的責任を有する
男女労働者が家族的責任と職業上の責任を調和させて働けるようにすることを目的と
するもので，第一には，家族的責任を有する男性労働者と女性労働者の平等を，第二
には，家族的責任を有する労働者とその他の労働者の平等を，実現することを目的と
している。条約は，そのために，家族的責任を有する労働者の特別のニーズに応じた
特別措置とともに，一般労働者の全般的な労働条件を改善する措置を採るべきである
ことを述べている（前文）。保育施設の充実や，妊娠・出産・育児に係わる権利など
は特別措置である。一般的な措置としては，165 号勧告が掲げている「1 日の労働時
間の漸進的短縮，時間外労働の短縮」（第 18 項）等である。

　②　日本では，1991 年，男女ともに育児休業を認める育児休業法が制定され（翌年 4
月施行），その後改正され，介護休業も法制化されて，育児・介護休業法へ改正され
た。育児・介護休業法は , その後も改正され，現在では，短時間勤務制度の採用も事
業主の義務とされ，子の看護休暇制度が設けられるなど，企業規模を問わず，全ての
事業主に適用されるようになった。育児休業期間中の所得保障についても，雇用保険
からの給付がなされるようになり，公的な助成金制度なども設けられ，整備されてき
ている。

　③　さらに，1999 年には，男女共同参画社会の形成を 21 世記の最重要課題と位置付
け，国，地方自治体，国民の責務を定める男女共同参画社会基本法が制定された。さ
らに，2003 年には，次世代育成支援対策推進法が制定され，仕事と子育ての両立を
はかれるように，国，地方自治体，事業主，国民の担うべき義務を明記した。

　④　以上のとおり，法整備は相当程度整備されてきたといえる。ところが，依然とし
て家事・育児は女性が負担すべきものとする固定的な役割分担意識は根強い。最近，

「マタニテイハラスメント」という用語で社会的な問題になっている妊産婦に対する
嫌がらせにみられるごとく，法律で認められている権利も行使できず，行使すれば不
利益を受けるというような状況がある。育児休業は男女ともに認められているにもか
かわらず，男性の取得率はいまだ 2％台と低い。父親の育児休業取得率が低い理由
は，育児は女性が担うものとの伝統的な性別役割分担の意識が払拭されていないこ
と，男性が育児休業をとりやすい職場環境が整備されていないこと等を示している。
また，男女賃金格差がある限り，夫婦で収入が低い人（多くは妻）が取得せざるを得
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ないという理由もある。
　⑤　これでは，女性は働いても，経済的に自立することはできない。働いても，年収

200 万以下の女性労働者が過半数に近いという現状では，女性たちが貧困から脱け出
すことができない環境に置かれていることを示している。

　　男女ともに，人間らしく働くことができる，真の意味でのワークライフバランスが
確保される施策が求められている。

7　政府の女性労働力政策
　（1）安倍内閣の成長戦略での女性の位置付け
　　2012 年に発足した，第二次安倍内閣の成長戦略では，女性の活躍を中核に位置付け，
「すべての女性が輝く社会」を実現するとしている。「アベノミクス」と呼ばれる政府の
経済政策では，「我が国最大の潜在力である『女性の力』を最大限発揮できるようにす
ることが不可欠」として，女性の力を日本企業の「稼ぐ力」を取り戻す中心的な「担い
手」として位置付け（「『日本再興戦略』改訂 2014―未来への挑戦」），「指導的な地位を
占める女性の割合を 3 割に」「女性の就業率は 5％アップ」など，政策項目毎に明確な
成果指標（KPI ＝ Key Performance Indicator）を定めている。2015 年通常国会には，

「女性活躍推進法」案も上程されている。同法案は，国，地方自治体，企業等に，女性
の採用比率や女性の管理職比率のいずれかについて目標設定を義務付け，情報公開等を
含む行動計画を作成する事などを内容とするものであり，それ自体は望ましいことであ
るから，成立するものと思われる。しかし，女性の活躍を阻んでいる「男女賃金格差」

「身分が不安定で，低賃金の非正規雇用」「長時間労働」「仕事と子育てとの両立の困
難」等の問題の実効性のある解決策については，具体的な施策が示されていない。

　（2）成長戦略で女性は「輝く」か？
　　男女雇用機会均等法制定から 30 年を経ても，第 1 子出産後約 6 割の女性が離職し，

待機児童の問題やマタハラ被害が社会問題となっている現実をみれば，施策の遅れは明
らかであるといえよう。それどころか，安倍内閣は，常用代替を一層強め「生涯ハケ
ン」「正社員ゼロ」になると労働者側の反対意見が強い労働者派遣法の改正，解雇しや
すい「第二正社員」をつくる「限定正社員制度」，労基法の労働時間の規制を全面的に
外し「過労死を促進」しかねない「高度プロフェッショナル制度」，残業代打ち切りの

「企画型裁量労働時間制の拡大」を内容とする労基法の「改正」など，労働法の根本原
則を変更するような労働法制の規制緩和を進めようとしている。女性の約 6 割を占める
に至っている非正規労働者の劣化した雇用をそのままに放置して女性の「活用」が進め
ば，男性並に働くことが可能な女性と，その他大勢の低賃金で劣悪な条件で働く女性に
二分され，男女間での格差に加え，女女間格差が拡がることが懸念される。

　　女性の活躍を阻んでいる問題の解決を図らなければならない。もっとも，安倍内閣
は，「世界で一番企業が活動しやすい国」をつくる目的で，「日本が世界的な競争力を保
つためには，世界中の人材と投資を呼び込む」ことが必要で，そのための「規制改革」

（＝規制緩和）であると言っているのであるから，女性についても，「少子高齢化による
人口減少社会への突入という」問題に直面し，｢日本経済を本格的な成長軌道に乗せる
ことは容易ではない」と認識し，そのため「我が国最大の潜在力」である「女性の力」
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を最大限「活用」しようとしているのではないかと思われる。そうなれば，「輝く」の
は，一部の女性であって，圧倒的多数の女性は，低賃金のまま「活用」されることにな
る危険が大である。

　　働く女性は多くの問題を抱えている。真に全ての女性が輝くには，女性の現状を分析
し，これまで女性が活躍できなかった理由や制度の不備等の問題点を克服し，ジェンダ
ー平等の視点に立った，人権としての「労働権」の確立を目指し，実効性のある施策が
不可欠である。

　　改めて労働の在り方を国民が考えるときがきている。

第2　性別役割分担（意識）の問題
1　性別役割分担とは
　性別役割分担とは，いわゆる「男は外で仕事，女は家で家事・育児」という性別に基づ
く分業形態を指す。
　具体的には，家庭生活を維持するために不可欠な仕事を，生活に必要なものを買うため
に外で仕事をしてお金を稼ぐ人，家の中で料理や洗濯や掃除といった家事，育児，介護等
をする人に分割し，それぞれ夫（男性）と妻（女性）に割り当てるという分業形態である

（江原由美子，山田昌弘『ジェンダーの社会学入門』（岩波書店，2008 年））。

2　性別役割分担がもたらすもの
　本来，性別にとらわれず自己の職業や経済活動，家事育児の分担は自由に決せられるべ
きものである。性別役割分担は，自己決定権の阻害要因である。それにもかかわらず，日
本の社会には性別役割分担の実態と意識が根強く残っている。女性の自立を阻む様々な社
会構造に加え，この性別役割分担の意識が，女性の就業に対する差別意識を生み，女性自
身にも自立を躊躇させ，女性の社会進出を阻んでいる。
　近年，女性差別撤廃条約の批准から現在に至るまで，女性労働者は飛躍的に増加した。
しかし，女性労働者のうち半数以上がパート・派遣・契約社員等の非正規労働者として勤
務している。女性の経済活動はあくまで家計補助であり，非正規雇用として女性は低賃金
化する傾向にある。家庭内労働に従事する時間を確保するため，職場において長時間の労
働をすることを選択することができない女性は，結婚や出産をきっかけに離職せざるを得
ない。
　また，もっぱら女性が家事・育児に従事するという意識の下では，妊娠・出産に関する
嫌がらせ，いわゆるマタニティハラスメントを受けて離職を決意せざるを得なくなるケー
スも存在する。
　妊娠・出産を機に正社員の職を離職した女性は，夫との死別や離別により単独で子ども
を養育する場合など，経済的に非常に困窮する。
　他方，「女性を養う」ことを義務付けられてきた男性たちは，家事や育児，地域から切
り離され，その結果，経済活動は人間の生活を無視して行われがちである（竹信三恵子

『女性を活用する国，しない国』（岩波ブックレット，2010 年））。
　さらに，性別役割分担の影響として，「家庭内労働は女性が家庭において無償で行う労
働」という意識が生じ，これが家庭内労働の価値を不当に低く評価する一因となり，家庭
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内労働の延長線上にある保育・介護労働等のケアワークが，女性に適した，さほど専門性
の高くない職業であるかのごとくみなされ，他の職種と比べ低賃金となっていることも看
過できないことである。
　詳しくは，次節以降で種々の問題について触れる。

3　性別役割分担の歴史的背景
　（1）性別役割分担が生まれた背景
　　性別役割分担が生まれたのは，近代産業社会以降のことである。
　　社会が産業化される前は，多くの庶民の仕事は農業や自営業であって，女性も家業を

維持するために生産労働に従事していた。一方，貴族等の上流階級では育児は乳母に，
料理等の雑事は使用人にさせていたのであり，上流階級に属する女性は，家事・育児等
にはほとんど関わっていなかった。

　　17～18 世紀頃，ヨーロッパの中産階級に専業主婦が誕生したといわれている。欧米
では，第一次世界大戦と第二次世界大戦の戦間期（1920～30 年代）に専業主婦が増大
した（前掲・ジェンダーの社会学入門）。

　　農業等の自営業が衰退し，社会が産業化されると，外で働くのは男性，家事をするの
は女性という性別役割分担が形成されていった。

　（2）日本における性別役割分担
　　日本において，原始的な社会での男女の意味は，生物学的な差異としての雌雄性に基

づくもので，上下関係や優劣を含んでいなかった。男女の意味が，男性が主役で女性が
脇役という意味に変化してきたのは，武家社会や近代産業社会以降のことである（青野
篤子，森永康子，土肥伊都子『ジェンダーの心理学』改訂版（ミネルヴァ書房，2004）。

　　未婚期には正社員，結婚・出産を機に退職し，子どもの手が離れたらパートという女
性特有の働き方が生まれてきたのは，戦後の高度経済成長期以降のことである。それ以
前は，日本においても農林漁業等の第一次産業従事者の比率が現在とは比較にならない
ほど高かった。農林漁業においては，生産単位が家族単位であることが多く，女性も不
可欠な労働力であった。高度経済成長により，日本に第二次産業，第三次産業従事者が
飛躍的に増え，家族単位で生産活動を営む自営業者率が低下し，雇用労働者率が増大し
た。

　　戦後社会において企業は，労働運動への対処と労働力の定着のために，労働者の企業
への忠誠心を高めるような雇用管理の仕方を模索していた。そこで形成されたのが日本
型雇用慣行といわれる「終身雇用制」「年功序列型賃金」「企業内組合」等の雇用慣行で
ある。この雇用慣行は，労働者家族にとって，生活の安定性を保障するものとして受け
止められた。しかし，「終身雇用制」を維持するためには，企業の都合に合わせた働き
方をせざるを得なくなり，労働者が家族責任を担うことを困難にしてきた。結果，日本
型雇用慣行の恩恵に浴する労働者は，妻が家庭責任を一手に引き受けてくれる男性労働
者のみであった（前掲・ジェンダーの社会学入門）。

　　こうした雇用慣行がさほど大きな抵抗もなく受け入れられていった背景には，宗教的
価値観や武家社会の男尊女卑を背景とした，妻が「奥さん」として，家事・育児のみに
従事することを理想とする当時のジェンダー観があったためと考えられる。
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　　このような日本型雇用慣行の中で，我が国の税・社会保障制度は，性別役割分担を反
映し，主たる男性稼ぎ手とその妻子で構成された世帯をモデルとして構築されており，
その世帯に属する女性が優遇されているという問題がある。税制についても詳しくは次
章以降で述べる。

　（3）ジェンダーステレオタイプの形成
　　現在の我々の社会生活の中には，「男らしさ」「女らしさ」といった，ジェンダーステ

レオタイプ（人々が共有する男性と女性についての構造化された思い込み）が存在す
る。「女らしさ」と言われる特徴は，優しさ，繊細さ，気配り，世話好き等がある。他
方，「男らしさ」と言われる特徴は，野心的な，競争心のある，危険を冒すことをいと
わない等がある。

　　この内容は，近代産業社会で「男は仕事，女は家庭」の性別役割分担をスムーズに効
率よく遂行するために必要とされるパーソナリティ特性から成っている。すなわち，職
務遂行，業績達成のための行動力，決断力，指導力等は男性的な性格特性として，家族
員の，親密で安心できる心地よい生活のための心配り，繊細さ，感受性，献身等は女性
的な性格特性としてステレオタイプ化されるようになった（前掲・　ジェンダーの心理
学）。

4 　家事労働負担の実態や人々の意識（内閣府「平成 25 年男女共同参画白書」
から）

　（1）家事の分担の実態

　　有業・有配偶者の平均家事関連時間を見ると，圧倒的に女性の家事関連時間が多い。
妻が経済活動をしている家庭であっても，家庭内労働については依然として妻の負担と
いう家庭が多く，女性が家庭内労働と経済活動の二重負担を強いられるようになってい
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る。また男性たちは家事や育児から切り離されているという現状がある。
　　総務省「2014 年労働力調査」においても，同調査に回答した 2014 年の女性非正規労

働者のうち，「自分の都合のよい時間に働きたいから」と回答した割合は 26.3％（332
万人），「家事・育児・介護等と両立しやすいから」と回答した割合は 16.3％（206 万
人）に上っており，現実に女性が家庭内労働の負担を担う前提で就業形態を選ばざるを
得ない実態がうかがえる。

　（2）性別役割分担に関する人々の意識

　　性別役割分担の意識について，1979 年の調査時から見ると，年々減少傾向にある。
しかし，2012 年調査では「賛成」「どちらかといえば賛成」が以前より増加しており，
いまだに日本のおける性別役割分担の意識は根強い。また，若い女性に性別役割分担を
肯定する人が増えてきていることも読み取れる。女性が経済活動に進出してもなお，家
事や育児が女性に集中することが多い現状からすると，家事を一手に引き受けた上での
経済活動が大きな負担であることの表れであるとも思われる。

5　性別役割分担からの脱却を目指して
　我が国は，1985 年に女性差別撤廃条約を批准し，1999 年に男女共同参画基本法が制定
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された。
　女性差別撤廃条約では，社会及び家庭における男性の伝統的役割を女性の役割とともに
変更することが男女の完全な平等の達成に必要であるとしており，性別役割分担の撤廃を
求めている。
　男女共同参画基本法は，男女が性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮するこ
とができる社会の実現を前文で掲げている。
　しかし，条約の批准から 30 年を経過した現在も，我が国内では性別役割分担の意識と
実態が根強く残っている。いまだ家事，育児は女性の仕事とされ，短時間で単純・低賃金
の非正規雇用として多くの女性が勤務せざるを得ない。
　長時間労働を前提とした経済活動では，家事・育児をしながら経済活動に参画すること
が困難になり，男性が経済活動のみを行い，女性が家事・育児を行うという悪循環が生じ
る。性別役割分担を解消するためには，男女労働者の労働時間は 1 日 8 時間，週 40 時間
を上限とすることが原則であって，これを超える時間外労働は例外的なものであることを
改めて確認する必要がある。男性に対し単に家事労働の分担を求めるだけではなく，正規
労働者の大部分を占める男性の働き方を変え，家庭内労働を分担し合えるように労働条件
を整えなければならない。
　そして，性別役割分担の意識そのものを解消するためには，学校，職場，家庭，地域に
おけるジェンダー平等の教育制度を整える必要がある。
　長時間労働を基盤とする日本の経済活動を見直し，男性が家事，育児等の家の中の仕事
を分担するとともに，女性も経済活動に参画する，それができる社会を作っていくことが
必要である。

第3　無償労働と女性の地位
1　無償労働の評価の目的
　無償労働とは，家事，育児，介護，地域活動等，対価を得ていない労働をいう。人が生
存し，生命や労働力を再生産する上で必要不可欠な労働であるにもかかわらず，対価が支
払われず，アンペイドワークと言われ，主に女性が担ってきた。
　アンペイドワークは，国連の世界女性会議がスタートした 1975 年以降，注目されてき
た。1995 年，北京で開かれた第 4 回世界女性会議で採択された「行動綱領」において，
政府のとるべき行動として，無償労働をどのような層が何時間，国内総生産（GDP）の
どのくらいの割合で行っているか等を統計上明らかにすることが求められた。アンペイド
ワークの評価の目的は，有償労働と無償労働の性によるアンバランスな配分を是正すると
ころにある。

2　日本における初めての「無償労働の貨幣評価」の発表
　（1）「無償労働の貨幣評価」の発表
　　日本では，北京女性会議の行動綱領を受け，1997 年 5 月，経済企画庁（2001 年 1 月

内閣府に統合）が家事，育児，ボランティア等の無償労働を貨幣価値に置き換えた試算
「無償労働の貨幣評価について」を初めて発表した。無償労働の範囲は，「社会生活基本
調査」（総務省統計局）に分類されている家計の活動の種類のうち，「家事（炊事，掃
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除，洗濯，縫物・編物，家庭雑事），介護・看護，育児，買物，社会的活動」となって
いる。

　　経企庁の発表により無償労働の 90％を女性が担っていることが明らかとなった。
　　1991 年の無償労働時間は男性が 30 分，女性が 3 時間 57 分であり，家庭内労働部分

は他の諸国に比べて男性の担い方が極めて少ない。そして，有償労働時間は，男性は 5
時間 46 分，女性は 2 時間 59 分である（表 5）。

　　有償労働と無償労働を合計すると，女性が 52.5％，男性は 47.5％であり，無償労働
を含めれば，女性は男性より多くの労働を担っていることが明瞭となった。

　（2）「無償労働の貨幣評価」の方法
　　一つは，機会費用法（OPPORTUNITY COST―OC 法）で，無償労働をする時間に

有償労働をしていたらどれだけ稼ぐことができたかを示す数字である。
　　もう二つは，代替費用法（REPLACED COST―RC 法）といい，家事サービス等を

外部のサービス業が代行したらどれだけかかるか，例えば清掃，クリーニング等，各ス
ペシャリストが代行する場合（RC―S）と，家政婦等家事全般を行うジェネラリストが
代行する場合（RC―G）とがある。

　（3）「無償労働の貨幣評価」の結果
　　三通りの無償労働の総額で，1991 年当時もっとも高かったのは，OC 法で測った約

99 兆円，一番低いのが RC―G 法で測った約 67 兆円となり，GDP の 21.6％にも当たる
無償労働が行われていたことが分かった。

　　しかし，この無償労働の貨幣評価額の GDP 比は，世界各国からみて非常に低い。
　　日本は，無償労働の貨幣評価は機会費用法（OC 法）で GDP 比の 21.6％であるが，

カナダは 54.2％，他の国も 50～60％台である（表：諸外国における貨幣評価と無償労
働時間）。

　　その原因は，女性の平均賃金が低いことが一因と考えられる。女性が 9 割もの無償労
働を担い，そのために，外で働く時間が削られて，時間給の低いパート労働や，長時間
労働ができないために昇格できず賃金が低いという，無償労働と有償労働の両面におい
て，値切られているという実態が明らかとなった。

　（4）「専業主婦の家庭内労働の評価」と問題点
　　また，女性間では，既婚の働く女性の無償労働平均額は年間 177 万円に対し，既婚で

無業，つまり専業主婦は 276 万円と試算され，経企庁の発表の際「専業主婦の働きは，
女性の平均市場賃金約 235 万円を上回っている」と説明された。

　　これをマスコミの多くは，「専業主婦の家庭内労働の評価」として取り上げ，「専業主
婦の家庭内労働は働く女性の賃金よりも高い」との誤解を生じさせた。また，「主婦の
値段が 276 万円」という誤った認識が一人歩きすることにもなった。

　　女性たちからは異論が続出し，「経済企画庁の評価には，ジェンダーの視点が初めか
ら欠けていた」（矢沢澄子東京女子大学教授）「無償労働の価値が二重に低く抑えられ
た」（北沢洋子国際問題評論家）等，指摘された。　

　　経済企画庁の発表は，無償労働を女性の仕事と前提し，専業主婦の家庭内労働を評価
した点で，ジェンダーバイアスがかかった評価であるし，さらに，試算の結果を，アン
ペイドワーク評価の目的である，有償労働と無償労働の性によるアンバランスな配分を
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是正するジェンダー平等政策立案に反映させていないとの批判があり，今後の課題であ
る。

　　（下記の各表は，内閣府 HP・経済企画庁経済研究所国民経済計算部発表「無償労働
の貨幣評価」（1997 年 5 月 15 日）より抜粋）

　　
表 5　男女別一人当たり年間評価額（OC 法）　　　　　（単位 : 万円，％）

無償労働評価額 性比 市場賃金 評価額の対市場賃金比
男性 女性 女性 / 男性 男性 女性 男性 女性

1981 11.6 103.8 9.0 282.4 156.6 4.1 66.3
1986 17.4 128.7 7.4 337.0 190.7 5.2 67.5
1991 29.2 160.7 5.5 408.7 234.8 7.2 68.4

注） 市場賃金 :「賃金構造基本調査」（産業計）の「きまって支給する現金給与額」の 12 倍
　　

（参考）無償労働時間 （参考）有償労働時間
男性計 女性計 男性計 女性計

1981 0 時 17 分 4 時 01 分 6 時 04 分 3 時 11 分
1986 0 時 22 分 4 時 02 分 5 時 58 分 3 時 02 分
1991 0 時 30 分 3 時 57 分 5 時 46 分 2 時 59 分

注）一日一人当たり時間（週平均）
　　
諸外国における貨幣評価と無償労働時間

貨幣評価（GDP 比） 日本
（注１）

カナダ オーストラリア ノルウェー ドイツ フィンランド ニュージーランド

調査年 1991 1992 1992 1990 1992 1987－88 1991
調査人口 15歳以

上
15歳以
上

15歳以
上

16－79 12歳以
上

10歳以
上

12歳以
上

無償労働 /GDP（単位：％）
機会費用（税引き前） 21.6 54.2 69 63 59 66
代替費用（スペシャリスト） 18.3 43 58 37 46 51
代替費用（ジェネラリスト） 14.6 34 54 38 44 45 42
有償労働時間と無償労働時間（一日当たり）
有償労働時間 4:20 2:35 3:17 3:37 3:16 3:33
無償労働時間 2:16 3:11 4:07 3:36 4:05 3:28

（住宅メンテナンス+園芸） 0:38 0:26 0:46 0:15
① 計 6:36 5:46 7:24 7:13 7:21 7:01
② = ①－（住宅メンテナ
ンス+ 園芸）

6:36 5:46 6:46 6:47 6:35 6:46
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出典：
カナダはカナダ統計局編「HOUSEHOLD'S UNPAID WORK:MEASUREMENT AND 
VALUATION」
より作成
ドイツはドイツ統計局編「The Value of Household Production in the Federal Republic 
of Germany, in Germany,1992」より作成
カナダ，ドイツを除く諸外国例は国連開発計画（UNDP）編「Occasional Paper」より作
成

3　「無償労働の貨幣評価」の前進
　（1）日本では，1976 年以来 5 年ごとに全国規模の生活時間調査（社会生活基本調査）

を実施しているが，旧総務庁統計局は北京行動綱領採択後，アンペイドワーク統計研究
会（1998 年～1999 年）を発足させた。研究会の成果の一つは，無償労働の概念，定義
範囲について，世界的に採用されている第三者基準（アンペイドワークを，そのサ－ビ
スを第三者に代わってもらうことができ，市場でもそのサービスが提供されうる行動と
定義する）により，無償労働とは，余暇等の自由時間や睡眠等の個人的ケアとも，市場
での有償労働とも区別される生産的活動（ワーク）と定義されたことである。

　　成果の二つは，2001 年度以降の社会生活基本調査で，無償労働の詳細行動分類表を
備えた調査が実施されるなど，無償労働の時間量を把握する新しい取組が始まったこと
である。

　（2）内閣府は，1997 年と 1998 年において，1981 年から 1996 年までの 5 年ごとの四時
点について，社会生活基本調査に基づく無償労働の貨幣評価額を推計し発表した。

　　さらに，2009 年，内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部は，1997 年以降約 10 年
ぶりに，「無償労働の貨幣評価の調査研究報告書」を発表した（内閣府 HP 掲載 2009 年
8 月 24 日発表）。社会生活基本調査の 2006 年版が公表されたことを受け，2001 年，
2006 年の二時点において推計を行ったものである。

　（3）2010 年には，無償労働に関する二つの取組があった。一つは第 54 回国連女性の地
位委員会（CSW）北京＋ 15 で採択された決議―女性の経済的エンパワーメントが，ジ
ェンダーの視点を社会・経済政策につなげることを強調し，「経済計算の外に置かれて
いる無報酬労働の量的・質的な計測を提言したことである。

　　もう一つは，日本において，第 3 次男女共同参画基本計画に「ジェンダー統計の充
実，ジェンダー予算の実現に向けた調査研究」とともに第 2 次基本計画で消えた「無償
労働の把握」を盛り込んだ（しかし，現在策定中の第 4 次基本計画素案には，「無償労
働」との言葉は見当たらない）ことである。

　（4）2013 年 6 月，内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部は，2011 年社会生活基本
調査のデータに基づき，「家事活動等の評価について―2011 年データによる再推計」を
発表した（図表 1，2，6，11）。性別・活動種類別に見ると，家事合計のうち，男性は
10～12％程度であり，女性が 9 割程度を占めている（図表 6）。女性の無償労働時間は，
男性の 4.9 倍であり（図表 11），依然として女性が家庭内労働の 9 割を担っている状況
が続いている。
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4　日本における専業主婦優遇政策による無償労働への女性の囲い込み
　日本では，男は仕事，女は家事育児という，性別役割分担の意識が根強いばかりでな
く，構造的に無償労働を主婦の労働として，女性を家庭にとどめる専業主婦優遇政策が
1980 年代に進められた。
　税制度は個人単位であるが，サラリーマンの妻が働く場合は家族単位となっていて，妻
が働いても給与収入が 103 万円以下であれば，所得税は払わなくてよいだけではなく，夫
の所得から配偶者控除をうけられ，更に 1987 年には配偶者特別控除が作られた。妻は
103 万円の枠内で働くことを促進され，女性は税制上からも無償労働の担い手として囲い
込まれている。
　1985 年には，厚生年金の第 3 号被保険者は，働いても年収が 130 万円を超えなければ，
保険料が免除される制度が作られた。「130 万円（国民年金保険料免除の上限額）の壁」
といわれるように，社会保険制度上も，妻が 130 万円を超えない範囲で働くことを促進
し，家庭での無償労働の担い手として囲い込まれている。
　こうした政策は，無償労働を女性の負担とする構造をつくり，維持するものといえる。
さらに，賃金制度そのものが，夫を稼ぎ手とするモデルが基本となっていて，女性の賃金
は家計補助という位置付けとされ，低賃金に抑えられている。

5　今後の課題
　無償労働の「認識」は，男性の働き方の見直しも含めて急務の課題であることを示す重
要な手がかりである。一方で，グローバル規模での市場競争の激化，金融経済の不安定化
が進み，経済的，社会的環境が厳しく，先進国においても，無償ケア労働の女性への負荷
が強められている。無償労働の視点を持つことがジェンダー平等の実現につながるのであ
り，アンペイドワークの視点を政策立案につなげる必要がある。
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　既存の法律や制度は，性別役割分担世帯を標準につくられている。したがって，家族単
位の現行制度から，ジェンダーバイアスを除去していくことが必要であり，税や社会保険
制度上の専業主婦優遇政策を見直していくことや，標準世帯モデルを改め，個人単位とし
ていくことが課題である。

第4　有償労働における男女格差
1　男女の賃金格差の存在
　（1）正社員・正職員の男女格差
　　厚労省の賃金構造基本統計調査によると，2014 年の民営事業所及び公営事業所にお

ける女性一般労働者（正社員・正職員）の所定内給与（労働契約，労働協約あるいは事
業所の就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件，算定方法によって支給
された現金給与額から，超過労働給与額を差し引いた額）は，男性労働者の 74.8％で
ある（厚労省 2014 年「賃金構造基本統計調査の概況・第 6 表」）。

　　また，男性は年齢階級が高くなるとともに賃金も上昇し，50～54 歳で 422.6 千円（20
～24 歳の賃金を 100 とすると 209）と賃金がピークとなるが，女性は，45～49 歳の
263.5 千円（同 137）がピークとなっている。女性は，もともと賃金が低い上に，賃金
はほとんど上昇せず，横ばい状態であることがわかる（厚労省 2014 年賃金構造基本統
計調査の概況・結果の概要・12（2））。

　（2）雇用形態別の男女格差
　　このように，正社員・正職員であっても男女間には明確な賃金格差があるが，パート

やアルバイト等の非正規雇用に従事する女性が多いことも，女性の賃金が男性に比して
低くなっていることの大きな要因である。総務省の 2014 年の労働力調査（詳細集計）
によると，役員を除く雇用者のうち女性は，「正規の職員・従業員」が 1019 万人（構成
比 44.2％），「非正規の職員・従業員」が 1296 万人（構成比 55.8％）となっており，女
性の半数以上が非正規雇用者として働いている。

　　そこで上記の厚労省の賃金構造基本統計調査の 2014 年の結果から雇用形態別の賃金
をみると，正社員・正職員が 317.7 千円（年齢 41.4 歳，勤続 13.0 年）であるのに対
し，正社員・正職員以外は 200.3 千円（年齢 46.1 歳，勤続 7.5 年）となっている。こ
れを男女別にみると，男性では，正社員・正職員 343.2 千円，正社員・正職員以外
222.2 千円，女性では，正社員・正職員 256.6 千円，正社員・正職員以外 179.2 千円と
なっている。正社員・正職員の賃金を 100 とすると，正社員・正職員以外の賃金は，男
女計で 63，男性で 65，女性で 70 である（厚労省 2014 年「賃金構造基本統計調査の概
況・結果の概要・1（6）」）。

2　賃金格差の要因
　賃金格差の要因は何か。厚労省よれば，男女間賃金格差の主要な要因は，①女性は男性
に比べて年齢とともに賃金が上昇しないこと，②男女の平均勤続年数や管理職比率の差異
である。そして，これらの要因をもたらす企業の賃金・雇用管理の実態については，①制
度設計の段階では性の要素は入っていないが，基準等が曖昧であるため性別役割分担の意
識をもって運用されることが必ずしも排除されない制度，家庭責任を持つ労働者にとって
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困難な働き方を前提とした制度が採用・配置等の面での男女差を生んでいること，また，
②賃金・雇用管理の運用の段階で，採用，配置や仕事配分，育成方法の決定，人事評価や
業務評価等の側面で，男女労働者間に偏りが生じていると，それらが男女間の経験や能力
差に，さらには管理職比率の男女差につながっていることが指摘できるとしている（厚労
省「変化する賃金・雇用制度の下における男女間賃金格差に関する研究会報告書の公表に
ついて・結果のポイント」）。

3　賃金格差の国際比較
　世界経済フォーラム（WEF）によれば，2014 年日本の経済分野におけるジェンダーギ
ャップ指数は，完全不平等を 0，完全平等を 1，として 0.618（142 か国中 102 位）であ
る。かなり低い位置にあることは明らかである。
　なお，経済分野の中でも特に不平等度が高いのは，管理職比率（0.12，112 位）であ
る。なお他の項目は労働参加率（0.75，83 位），同一労働の賃金格差（0.68，53 位），収
入の格差（0.6，74 位），専門職就業（0.87，78 位）といずれも低い位置にある（World 
Economic Forum  Gender Gap Ranking/Japan より抜粋）。

第2節　女性労働者をめぐる様々な問題

第1　就職の場面における問題
1　女性と非正規雇用
　雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（男女雇用機会均
等法）は，労働者の募集及び採用について，その性別にかかわりなく均等な機会を与えな
ければならないと規定している（同法第 5 条）。
　しかし，労働市場の非正規化は顕著であり，特に女性の場合は，過半数が非正規労働者
として就労しており，女性の貧困の大きな要因になっている。
　総務省「就業構造基本調査」（2012）によると，学校卒業後，初めて就いた仕事（初
職）の雇用形態を見ると，雇用者のうち「非正規の職員・従業員」として初職に就いた人
の割合は，1987 年 10 月から 1992 年 9 月に就業した人では，男性は 8.0％，女性は 18.8
％だったが，2007 年 10 月から 2012 年 9 月に就業した人では男性 29.1％，女性 49.3％に
まで上昇しており，女性の過半数が初職の段階で非正規として就職している。
　このような男女間の格差は，高等教育の女子の進学率が大学の学部 47.0％（男子 55.9
％），大学院 6.0％（男子 14.8％）となっている（内閣府「男女共同参画白書」2015 年）
ことの影響も考えられるが，それだけでは説明できない。
　初職に限らず，全ての女性の就業希望者のうち非正規の職員・従業員としての就業を希
望している者の割合は 72.6％にのぼる。そして，求職していない者の求職しない理由と
しては，34.6％が出産・育児のため，14.7％が勤務時間・賃金等が希望に合う仕事があり
そうにないと回答している（内閣府「男女共同参画白書」2015 年）。
　これらの統計結果からも，女性の就業が常に出産や育児というライフステージの変化を
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前提にしなければならないという実情が浮かび上がる。
　このような現状は，女性は出産や育児といったライフステージの変化により働き方の変
更を余儀なくされる存在であるという採用する側の認識（思い込み）につながり，女性を
正規の職員・従業員として採用することを抑制することにもつながっていると思われる。
　また，出産，育児に対する社会的支援が極めて不十分な現状で，現実に妊娠，出産を機
に離職を余儀なくされる女性も多く，多くの女性にとって，妊娠，出産を経てなお働き続
ける女性のロールモデルも見いだせないという現実は，女性を正規の職員・従業員として
働くことから遠ざけていることも考えられる。
　女性にとって，キャリアを形成しながら，結婚，出産，育児を無理なく行えるだけの社
会的な支援は用意されておらず，また，周囲の無理解は解消されていない。そのことは，
男女雇用機会均等法が制定されて 30 年を迎える現在においてですら，マタニティハラス
メントが社会問題として取り上げられていることからも明らかである。

2　コース別雇用管理制度
　コース別雇用管理制度とは，雇用する労働者について，労働者の職種，資格等に基づい
て複数のコースを設定し，コースごとに異なる配置・昇進，教育訓練等の雇用管理を行う
システムをいう。
　コース別雇用管理制度が導入される以前は，多くの企業で男女別の雇用管理制度が採ら
れていた。労基法第 4 条は，「使用者は，労働者が女性であることを理由として，賃金に
ついて男性と差別的取扱いをしてはならない」と規定するが，採用，配置，昇進，教育訓
練等について，男性と女性を差別して取扱う雇用管理体系の下において，その結果として
生じる賃金の差については，労基法第 4 条の規制の対象外だからである。
　しかし，日本が女性差別撤廃条約を批准するに当たり，条約の規定，とりわけ雇用の分
野における女性に対する差別の撤廃を求める第 11 条と矛盾しない国内法の整備が求めら
れたため，1985 年に男女雇用機会均等法が制定された。同法は，制定当時は，募集・採
用や配置，昇進について，女性と男性に均等な機会を与える努力義務にとどまってはいた
が，同法制定以降，男女別の雇用管理制度に代替する，性別とは関係がない雇用管理制度
として多くの企業でコース別雇用管理制度が採用されるようになった。
　ところが，コース別雇用管理制度の運用状況を見ると，「性別とは関係がない」とは言
い切れない実情が浮かび上がってくる。
　厚労省の「コース別雇用管理制度の実施・指導状況」（2010 年 4 月～2011 年 3 月調査）
によると，調査時点での総合職に占める女性の割合は僅か 5.6％に過ぎない。また，総合
職採用者のうちの女性の割合は 11.6％（2011 年）であり，総合職応募者のうちの採用者
の割合は，男性応募者の 5.8％が採用されるのに対し，女性応募者の 1.6％しか採用され
ていない。
　反対に，一般職採用者のうちの女性の割合は 86.0％であるが，一般職応募者のうちの
採用者の割合は，男性応募者の 13.3％に対し，女性応募者は 5.8％であり，男性の方が採
用者の割合は大きい（2011 年）。
　さらに，10 年前に採用された女性総合職の 65.1％が既に離職しており，10 年前に男女
の総合職を採用した企業のうち 48.9％の企業が既に女性の総合職がゼロになっていると
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回答している（2011 年）。
　このように，総合職の大多数を男性が占め，一般職の大多数を女性が占めている実態か
らすると，コース別雇用管理制は，従前の男女別雇用管理制度と実質的には異ならない。
　また，総合職として採用された女性の離職率の高さは，総合職として働くことと結婚，
妊娠，出産にともなう家庭責任の両立が困難であることを物語っている。
　企業は，コース別雇用管理制度を利用し，総合職には昇進や昇給で優遇する代わりに長
時間労働，転居を伴う転勤等の加重負担を与え，一般職には勤務時間や勤務地等を柔軟に
取り扱う反面，昇進，昇級の機会を制限し，結果として低賃金の処遇を行ってきた。
　その結果，男女の賃金格差は固定化され，女性は，ライフステージの変化にかかわらず
男性と同等に働き続けるという選択をことごとく奪われることになる。そのことが，女性
の未婚化，晩婚化，晩産化を招くとともに，妊娠，出産のための離職を余儀なくされる多
くの女性の非正規化を招いている。
　コース別雇用管理制度は，結果として男女の賃金格差を許容する制度であるとともに，
形式的に男性と同じ処遇を与えられた総合職女性の雇用の不安定さをもたらし，高学歴女
性をも貧困に追いつめる要因ともなっている。

3　貧困な再就職市場
　国立社会保障・人口問題研究所「第 14 回出生動向基本調査（夫婦調査）」（2010 年）に
よると，出産前に有職だった女性の 62％が出産後に離職している。
　正社員として働く女性のうち，34.5％は，「家事・育児に専念するため自発的に辞め
た」と回答しているが，26.1％が「就業時間が長い，勤務時間が不規則」，21.2％が「勤
務先の両立支援制度が不十分だった」と回答し，その他にも「体調不良などで両立が難し
かった」（15.2％）「解雇された，もしくは退職勧奨された」（13.9％）「夫の勤務地，転勤
の問題で継続困難」（9.7％）など，継続勤務を希望しながら離職を余儀なくされた女性が
多数であることが分かる。
　しかし，いったん退職してしまうと，再就職は容易でない。
　また，再就職の際に用意されている仕事の多くはパートやアルバイトといった非正規職
であり，退職前のキャリアを生かせる仕事に就けることは稀である。
　制定当初の男女雇用機会均等法は，第 25 条に，再雇用の特別措置として，「妊娠，出
産，又は育児を理由として退職した女子」を対象とする女子再雇用制度の実施を事業主の
努力義務としていた。その後，1995 年 10 月の同法改正により当該条項は削除されたが，
再雇用特別措置は育児・介護休業法 27 条に引き継がれた。
　しかし，再雇用制度を導入している企業の割合は大きくはなく（1998 年女子雇用管理
基本調査によると全事業所のうち再雇用制度を採用しているのは 16.6％），女性の再就職
のための受け皿になっているのかは疑問である。
　また，三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングによる「育児休業制度等による実態把握
のための調査（企業アンケート調査）」（2011 年度）によると，中途採用者の採用基準に
考慮される事項として，63.4％の企業が「一定期間の継続的な就労が見込めること」と回
答し，「フルタイムでの勤務が可能なこと」（58.4％），「残業や出張等柔軟な対応ができる
こと」（27.5％），「就業期間のブランクが短く，訓練に時間がかかりそうにないこと」
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（24.5％）等がこれに続いている（複数回答）。
　このように，日本の企業の多くが，継続的に就労することや，フルタイムでの勤務に加
え，相応の残業や出張等ができることを中途採用の要件としており，そもそも家庭責任を
担いながら女性が働くことを支援するような状況にはない。
　一方で，女性を安価な労働力として活用しようというパートやアルバイトといった非正
規雇用の市場は豊富であり，妊娠，出産によりキャリアを中断した女性の多くが，非正規
の職に再就職している。
　女性が非正規の職に就くことは，女性が夫に扶養されることを前提とした税・社会保険
制度によっても助長されている。
　女性を安価でかつ雇用の調整弁となり得る非正規労働者として雇用することは，女性を
採用する企業にとって有利であり，女性に家庭責任を担わせることによって自らは企業の
求める長時間労働に従事できる男性にとっても好都合であった。
　しかし，その結果として男女のライフスタイル選択の幅を狭め，女性から生活の糧を奪
うことで女性の貧困化を招き，一方で男性の自死や，長時間労働による過労死，過労自殺
など，命すら守れない事態を招いている。

第2　雇用形態－非正規雇用の問題
1　正規雇用と非正規雇用
　雇用形態の分類においては，「正規雇用」「非正規雇用」という言葉が一般に用いられ
る。これらの用語は，法的概念ではなく，社会学的概念である。これらの用語の定義は定
まっているわけではないが，一般的に，「正規雇用」とは，無期雇用・フルタイム勤務・
直接雇用の三つの特徴を全て兼ね備えた雇用形態とされる。逆に「非正規雇用」は，有期
雇用，パートタイム勤務，間接雇用という特徴のうち一つでもあてはまれば該当するとさ
れる。
　非正規雇用には，大きくは，①その地位が非常に不安定であり，簡単に雇用を失いやす
い，②正規雇用の者に比べて差別的な扱いを受け，賃金が低廉であるなど，低い労働条件
を強いられやすいという問題点がある。そして，その地位が非常に不安定であるが故に，
個別交渉や労働組合の結成等を通じて使用者に対しものを言うことも困難となり，より一
層差別的な待遇を強いられやすいという悪循環な構造を有している。

2　統計数値に表れる女性の非正規雇用の現状
　非正規雇用者の総数は，1990 年代から増加傾向が続いている。総務省「労働力調査」
によれば，1990 年においては正規雇用が 3488 万人，非正規雇用が 881 万人で，非正規雇
用率は約 20% であった。それに対し，総務省「労働力調査（詳細集計）平成 26 年（2014
年）平均」（2015 年 5 月）によれば，正規雇用は 3278 万人，非正規雇用 1962 万人であ
り，非正規雇用率は 37.4% となっており，1990 年に比べ非正規雇用者数は約 2.22 倍と
なっている。特に，「労働力調査（詳細集計）平成 26 年（2014 年）10～12 月期平均」

（2015 年 5 月）においては，非正規雇用者数は 2003 万人と，初めて 2000 万人を突破して
いる。2014 年平均の正規雇用・非正規雇用者数のうち，女性の占める数は，正規雇用が
1019 万人，非正規雇用が 1332 万人である。すなわち，女性においては，非正規雇用率は
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約 57% となっている。
　非正規雇用のうち，勤め先での呼称による分類による各就労形態の数は，「パート・ア
ルバイト」は女性 1042 万人，男性 304 万人，「労働者派遣事業所の派遣社員」は女性 71
万人，男性 48 万人，「契約社員・嘱託」は女性 177 万人，男性 235 万人，「その他」は女
性 42 万人，男性 43 万人となっている。
　これらの統計データから言えることは，我が国全体で正規雇用が減少し非正規雇用が顕
著に増えている中，特に女性の非正規雇用率が男性よりはるかに高いという点である。ま
た，非正規雇用のうち，有期雇用の特徴を持つ「契約社員・嘱託」においては男性の方が
むしろ多い一方で，パートタイム労働や派遣労働においては顕著に女性の方が多いという
点である。
　上記労働力調査においては，非正規雇用者に対して，現職の雇用形態についた主な理由
についても調査がなされている。そのデータにおいては，非正規雇用者が現職の雇用形態
についた主な理由として，「自分の都合のよい時間に働きたいから」とした者は女性 332
万人，男性 130 万人であり，「家事・育児・介護等と両立しやすいから」とした者は女性
206 万人，男性 5 万人である。
　収入については，女性非正規雇用の約 85% が年間所得 200 万円未満となっている。
　これらのデータから言えることは，女性の非正規雇用率が男性に比べ顕著に高い背景に
は，男性が家事・育児・介護等の家庭内での労働の必要に迫られて非正規雇用形態を選ぶ
という傾向が非常に薄い一方で，女性がそれらの必要に迫られて非正規雇用形態を選ばざ
るを得ない状況にあるという点である。そして，その結果として，女性の方が男性より
も，不安定な地位と差別的待遇を強いられやすいという点である。

3　法的観点からみた非正規雇用の地位の不安定
　（1）有期雇用労働者
　　非正規雇用の過半数は有期雇用労働者である（総務省「就業構造基本調査」（2012

年））。有期労働契約は期間の満了により原則的に終了するが，判例は契約の実質に着目
し，雇止めに解雇権濫用法理を類推適用する雇止め法理を確立した。すなわち，当該雇
用の臨時性・常用性，更新の回数，雇用の通算期間，契約期間管理の状況，雇用継続の
期待をもたせる使用者の言動の有無等を総合考慮して，契約更新に対する合理的期待が
有期雇用労働者にあるといえる場合には，当該雇止めに解雇権濫用法理が類推適用され
るとし，雇止めに客観的合理性・社会的相当性が認められない場合には，従前と同一の
労働条件・契約期間にて労働契約は更新されるとした。

　　この雇止め法理は，2012 年 8 月 10 日の労働契約法改正において，「実質無期型」（同
法 19 条 1 号，東芝柳町工場事件・最判昭 49 年 7 月 22 日民集 28 巻 5 号 927 頁）及び

「期待保護型」（同条 2 号，日立メディコ事件・最判昭 61 年 12 月 4 日労判 486 号 6 頁）
の類型に分けて明文化された。

　　また，上記 2012 年の労働契約法改正においては，5 年を超えて契約更新を受けた有
期雇用労働者に対し，形成権としての無期雇用転換権を付与する規定が新設された（同
法 18 条 1 項）。

　　これらの規定は，本当は長期間の雇用によって労働者を使用する意図があるにもかか
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わらず，無期雇用労働者であれば直接適用される解雇権濫用法理（同法 16 条）を潜脱
するために，細切れの有期雇用契約を締結し，労働者が必要な限りは更新を繰り返し，
不要となれば期間満了を理由に契約を打ち切るという手段によって不安定雇用を強いら
れやすい有期雇用労働者の地位の安定を図ることが趣旨である。

　　しかし，雇止め法理において，前掲の日立メディコ事件最高裁判決は，採用手続きが
比較的簡易で，短期的有期契約が前提であることを理由に，期間の定めのない労働者の
解雇とは合理的な差異があり，希望退職者の募集に先立ち臨時員の雇止めが行われても
やむを得ないとして雇止めを有効としており，その適用があっても依然有期雇用労働者
の地位は無期雇用労働者よりも不安定であるといえる。また，雇止め法理を潜脱するた
めに，更新回数・年数の上限を契約にあらかじめ定めたり，不更新条項を設定したりす
る事例も多く見られる。これらの条項がある事例について裁判例においても判断が割れ
ているが，いずれにしても，有期雇用労働者の場合，契約更新に対する合理的期待があ
ることの主張立証責任を負うため，無期雇用労働者に比べ地位の安定を得ようとするに
当たり高いハードルが存在する。

　（2）パートタイム労働者
　　パートタイム労働者は，同時に有期雇用労働者であることが多く，その場合は上記で

述べた有期雇用労働者の地位の不安定さと同じ問題が生じる。
　　また，パートタイム労働者は，女性・とりわけ既婚女性が多く，非正規雇用の典型と

考えられており，期間の定めがないのにパートタイム労働者であることを理由に容易に
解雇される「パートタイマー差別」があった。裁判例では，パートタイム労働者である
ことを理由に容易に解雇することはできないとしており，現在ではパートタイム労働者
の解雇・雇止めについて，パートタイム労働者独自の判断基準はない。

　（3）派遣労働者
　　派遣労働者は，契約上の使用者（派遣元）と実際に指揮命令を受ける就労先（派遣

先）が異なる。それにより，派遣労働者と派遣元との間の派遣労働契約の存続とは無関
係に，派遣先と派遣元との間で締結されている労働者派遣契約が打ち切られることによ
って，当該派遣労働者は実際の就労先である派遣先での就労を継続できなくなるため，
非正規雇用の中でも特に地位の不安定を強いられる。

　　労働者派遣には，「常用型派遣」と「登録型派遣」がある（2015 年 8 月現在）。
　　「常用型派遣」とは，派遣労働者が派遣元に常時雇用されて派遣先で働く場合であ

る。常時雇用とは，期間の定めがないか，有期雇用であっても 1 年を超えて継続雇用さ
れたか，その見込みがある場合であるとされる。常用型派遣の場合，労働者が派遣先に
派遣されていない期間も労働者と派遣元との間に労働契約が存在している。したがっ
て，派遣元との間の派遣労働契約が無期契約である場合には，事業主間の労働者派遣契
約が打ち切られた場合でも，派遣元が当該派遣労働者との間の派遣労働契約の打ち切
り，すなわち解雇が行われない限り，派遣労働契約は存続することになり，派遣元が解
雇した場合は解雇権濫用法理（労働契約法第 16 条）の適用を受ける。また，有期の派
遣労働契約の中途解約の場合には，「やむを得ない事由」がなければ派遣元は解雇する
ことができない（同法第 17 条）。この点で，常用型派遣においては，雇用の安定の点に
おいて一定の保護が働いているとはいえる。もっとも，派遣労働者にとっては，日々の
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就労において直接の人間関係を形成するのは派遣先においてであって，派遣元ではない
ので，派遣労働者自身のニーズは派遣先での就労継続にあることが多い。したがって，
いくら派遣元との関係で法的に契約の終了が認められないとしても，実質的には派遣労
働者のニーズに合った法的保護とはいえない場合が多い。また，労働者派遣契約が打ち
切られた後に，派遣元が派遣労働者が就労できる新たな派遣先を確保できなかった場合
には，整理解雇されやすくなってしまい，結局雇用の安定につながらない事例も多い。
この点，2015 年通常国会に提出されている労働者派遣法改正法案では，派遣元で無期
雇用とされる派遣労働者については派遣可能期間の制限が撤廃されることになるが，事
業主間の労働者派遣契約が打ち切られた場合に就労先がなくなってしまうという根本的
な問題は解決されない。

　　また，派遣元との間の派遣労働契約が有期である場合においては，その期間満了と同
時に事業主間の労働者派遣契約が打ち切られた場合には，派遣先での就労が認められな
くなることはおろか，派遣元に対する雇止め法理（労働契約法第 19 条）による保護を
認めた裁判例は存在せず，「常用型派遣」といいながら，その地位はやはり極めて不安
定である。

　　他方，「登録型派遣」とは，あらかじめ派遣元に氏名や遂行可能な業務を登録してお
き，派遣元と派遣先が労働者派遣契約を締結している期間のみ，その期間だけ派遣元と
の間でも派遣労働契約が存在するものとする形態の労働者派遣である。この場合，労働
者派遣契約の期間満了とともに派遣元との間の派遣労働契約も当然終了とされるので，
常用型派遣よりも更に派遣労働者の地位は不安定となる。

　　このように，派遣労働者は，契約関係の存在する派遣元に対してすら，雇用の安定を
望めない地位にある。まして，契約関係の存在しない派遣先に対し雇用の安定を求める
ことは絶望的状況にある。派遣労働者の実際のニーズは，直接の人間関係を形成してい
る派遣先での就労継続にあることが多いが，違法派遣事案等で派遣労働者が派遣先に対
し雇用責任を果たすことを求め地位確認を求めた訴訟においては，圧倒的多数の裁判例
が実態に即した検討を行うことなく地位確認を認めない判断を行っている。

　　なお，2012 年改正労働者派遣法においては，四つの類型の違法派遣，すなわち①派
遣禁止業務への労働者派遣，②無許可・無届の事業主からの労働者派遣，③派遣可能期
間を超えた労働者派遣，④偽装請負等による労働者派遣法の規制潜脱のいずれかに該当
する場合には，派遣先から違法就労させられた派遣労働者に対し，その時点における当
該派遣労働者の労働条件と同一の労働条件を内容とする直接雇用の労働契約の申込みを
したものとみなすとする規定が新設され（同法第 40 条の 6），2015 年 10 月 1 日施行予
定となっている。今後は，この規定がどこまで活かされるかが注目される。

4　法的観点から見た非正規雇用の差別的待遇
　非正規雇用と正規雇用の均等待遇に係る問題は，有期雇用，パートタイム労働，派遣労
働に共通する問題である。均等待遇原則に関しては，労基法第 3 条（社会的身分等を理由
とした差別的取扱いの禁止），同第 4 条（男女同一賃金の原則）がもともと存在したが，
裁判所は雇用形態の違いを理由とする差別については契約自由の原則の問題であり，これ
らの規定の対象外であるとの見解をとってきた。
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　そんな中，2008 年 4 月施行のパートタイム労働法改正により，①職務内容の同一性，
②配置変更の範囲の同一性，③無期契約又はそれと同視できること，という要件の下で，
通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者に対する差別的取扱いが禁止された（2008
年 4 月施行改正における第 8 条）。しかし，同規定は適用要件が厳しすぎるために，施行
から 7 年が経っても裁判例において適用を認めた事例は 1 例しか存在せず，差別的待遇の
是正に資しているとは言い難い。なお，2015 年 4 月施行のパートタイム労働法の改正に
より，前記③の要件は撤廃されたが（改正法第 9 条），それでも依然要件は厳しく，上記
②の要件も撤廃すべきといえる。
　有期雇用については，2012 年（2013 年 4 月施行）の労働契約法改正により，有期契約
労働者と無期契約労働者との間で，期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違
を設けることが禁止された（労働契約法第 20 条）。この規定によりどこまで有期雇用労働
者に対する差別的待遇が是正されるかは，施行から日が浅く今後の裁判所の判断にかかっ
ているが，労働契約法 20 条を根拠とする正規雇用との差額賃金に係る損害賠償請求等を
求める訴訟は既に複数提起されている。
　上記のとおり，パートタイム労働者と有期雇用労働者については，その実効性は格別と
しても，一応私法的効力を有する差別是正の規定が存在する。それに対し，派遣労働者に
おいては，派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者
の賃金水準との「均衡を考慮した待遇の確保」という配慮義務が派遣元及び派遣先にある
旨を規定するのみで（法第 30 条の 2，同第 40 条第 3 項），差別是正のための私法的効力
のある規定が存在しない。

5　小括
　以上をまとめると，我が国においては非正規雇用労働者に対する法的保護は非常に弱
く，有期雇用，パートタイム労働，派遣労働にて就労する非正規雇用労働者の地位の不安
定，差別的処遇の状況は深刻であるところ，男性が家事・育児・介護等の家庭内での労働
を行わないことを許容され，女性がそれらの負担を押しつけられるという社会的背景の存
在から，女性が非正規雇用形態を選ばざるを得ない状況にあり，女性の非正規雇用率が男
性に比べ顕著に高くなる状況にある。その結果として，女性の方が男性よりも，非正規雇
用であるが故の地位の不安定と差別的待遇というデメリットを強いられる傾向が顕著であ
る。
　これらの状況を改善するためには，女性のみが家事・育児・介護等の家庭内での労働を
強いられるような社会状況を転換することと，司法判断の進展や法改正を通じて非正規雇
用労働者の法的保護の強化をより一層図っていくことを，同時に進めていく必要があると
いえる。

第3　就労条件における男女格差
1　女性の待遇の実態
　男女雇用機会均等法は，①労働者の配置，昇進，降格及び教育訓練，②福利厚生の措置
の一部，③職種及び雇用形態の変更，④退職の勧奨，定年及び解雇並びに労働契約の更新
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について，性別を理由とする差別的取り扱いを禁止している（同法第 6 条）。
　さらに同法は，性別以外の要件に基づく措置であっても，結果として性別を理由とする
差別につながるような措置（間接差別）をも禁じている（同法第 7 条）。
　ところが，現実には，女性は男性に比較して，平均して賃金が低い。その原因として
は，女性の方が男性より勤続年数が短いことや，管理職への昇進，昇格の機会が少ないこ
とがあげられている。
　実際に，女性一般労働者の平均勤続年数は 9.3 年と男性の 13.5 年に比して短くなって
いる（厚労省「平成 26 年賃金構造基本統計調査」（2014 年））。
　また，管理職に占める女性の割合は上昇しているとはいえ，民間企業の係長相当職で
15.4％，課長相当職で 8.5％，部長相当職に至っては 5.1％と極めて僅かである（内閣府

「平成 26 年男女共同参画白書」（2014 年））。
　国際的に見ても，日本では就業者全体に占める女性の割合が 42.8％であるのに対し，
管理的職業従事者に占める女性の割合は 11.2％と，アメリカ（それぞれ 47.0％，43.7
％），フランス（47.6％，39.4％），スウェーデン（47.6％，35.5％）などと比較して格段
に低い（下図）。

　　
　このように，女性の管理職割合が極端に低い理由としては，根強く残る性別役割分担に
より，結婚，出産というライフステージの変化に伴い離職する女性が多いという実情があ
るのは確かであるが，それ以上に，企業の側で女性に昇進，昇格の機会を与えていないと
いう実態がある。
　その背景には，長時間労働のできる従業員のみをフルメンバーとみなすという雇用慣行
が大きく影響していると思われる。
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　女性は，職場内で十分な能力開発の機会を与えられず，また，プライベートを犠牲にせ
ずに昇進，昇格して働く女性のモデルケースを見いだすこともできず，その結果，昇進や
昇格に対する意欲，更には継続勤務の意欲すら失わされることが多く，女性の労働市場か
らの退場，貧困へとつながっているものと思われる。以下に詳述する。

2　賃金
　（1）男女の格差
　　厚労省の賃金構造基本統計調査によると，平成 25 年の女性一般労働者（正社員・正

職員及び正社員・正職員以外の計）の所定内給与額は，女性が 23 万 2600 円，男性は
32 万 6000 円であり，男女間の賃金格差（男性を 100 とした場合の女性の給与額）は
71.3 となっている。この格差について，学歴や年齢，勤続年数，職階（部長，課長，
係長等の職階）の違いによって生じる賃金格差生成効果（女性の労働者構成が男性と同
じであると仮定して算出した女性の平均所定内給与額を用いて男性との比較を行った場
合に，格差がどの程度縮小するかをみて算出）を算出すると，職階の違いによる影響が
10.3 と最も大きくなっており，職階の違いを調整すると男女間の賃金格差は 83.8％と
なる。勤続年数の違いよる影響も 5.0 と大きくなっており，勤続年数の違いを調整する
と格差は 76.3％となる（下図）。

　　
　　このように，男女間の賃金には明確な格差が存在するが，その原因のうちの大きなも

のは職階と勤続年数の違いである。しかし，それだけでは男女の賃金格差を説明するこ
とはできない。
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　　初任給についての男女間賃金格差をみると，高校卒で 95.2，高専・短大卒で 98.3，
大学卒事務系で 96.9，大学卒技術系で 99.3 となっており，初任給の段階でも男女間に
は賃金の格差が存在する。

　　1947 年に制定された労基法第 4 条（男女同一賃金の原則）には「使用者は，労働者
が女性であることを理由として，賃金について，男性と差別的取扱いをしてはならな
い。」と定められており，その後の国際条約（ILO100 号条約等）を批准していることか
らすれば，労基法 4 条は，本来「同一価値労働同一賃金」の原則を宣言したものと解釈
すべきである。したがって，例えば，男女別賃金表が存在すること，女性であることを
理由に手当が支給されないこと等「女性であることを理由とする不利益取り扱い」が明
白な事例は，使用者が合理的理由を証明できない限り，直ちに労基法第 4 条違反とな
る。判例上も，量と質が同じ仕事をしている場合に同じ賃金を支払うべきであるという
判断は，一定程度定着しているものと思われる。しかし，労基法第 4 条は，同一価値労
働同一賃金の原則を明文化しておらず，また，実定法上これを明文化した規定がないこ
とで，様々な不都合が生じている。

　　1985 年には男女雇用機会均等法が制定されるが，募集・採用，配置・昇進について
の均等取扱いを努力義務にとどめていたため，雇用管理そのものを男女別にする男女コ
ース別雇用管理制度などにより，男女が同じ質と量の仕事をしていないかのような状況
を作出し，男女間の賃金格差を合法化しようとする企業が出てくる。

　　1997 年の改正男女雇用機会均等法では，昇進・昇格等も含む女性に対する差別的取
扱いが明確に違法とされるが，今度は，男女別ではない総合職，一般職というコース別
雇用管理制度により，実際には総合職の大半が男性，一般職の大半が女性という雇用管
理制度を採用する企業が増え，男女間の賃金格差が完全に解消されるには至っていな
い。

　　なお，男女間の賃金差別が争われる訴訟の場合，①差別がなかったら得られたであろ
う賃金の差額について債務不履行に基づく賃金請求が認められる場合，②賃金について
客観的な支払基準がないとして不法行為（民法第 709 条）に基づく損害賠償請求が認め
られる場合がある。また，慰謝料も認められることがある。しかし，昇進・昇格につい
ては使用者に広範な裁量が認められており，昇進・昇格請求は否定されることが多く，
将来にわたる昇進・昇格差別の救済としては不十分である。

　（2）低賃金の女性労働者
　　次に，厚労省「平成 26 年賃金構造基本統計調査」（2014 年）より，実際の女性労働

者の賃金額（2014 年 6 月分の所得税控除前の所定内給与額）を見てみると，正規の職
員・従業員であっても，年収 300 万円未満の労働者は男性では 21.7％に過ぎないが，
女性では 51.5％と半数を超える。

　　また，女性の過半数を占める非正規の職員・従業員の年間収入は，100 万円未満が
46.2％と最も多く，次いで 100～199 万円が 39.0％となっており，実に約 85％が年収
200 万円に満たない収入で就労している（総務省「労働力調査（詳細集計）」）。（次頁図
4）
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　　このように，大半の女性が低賃金での労働に従事しており，単身で生活する場合であ
っても，自らの勤労収入だけで生活することが困難な賃金水準の女性が多数存在する。
まして，シングルマザーなど，扶養する子のいる女性の場合は更に深刻であり，母の勤
労収入だけで家族が生活できる状況にない家庭が多数存在する。

　（3）最低賃金と女性の貧困
　　最低賃金法は，賃金の低廉な労働者について，賃金の最低額を保障することにより，

労働条件の改善を図り，もって，労働者の生活の安定，労働力の質的向上及び事業の公
正な競争の確保に資するとともに，国民経済の健全な発展に寄与することを目的に，
1959 年に制定された。地域別最低賃金は，全国各地域についてあまねく決定されなけ
ればならない（同法第 9 条第 1 項）。使用者は，最低賃金の適用を受ける労働者に対し
ては，最低賃金以上の賃金を支払わなければならず（同法第 4 条第 1 項），これに違反
した場合には，50 万円以下の罰金に処せられる（同法第 40 条）。

　　このように，最低賃金法は，労働者の最低賃金のラインを，刑事罰により保護すると
いう重要な役割を担っている。特に，多くの女性が非正規の職員・従業員として働いて
いる現状からすれば，最低賃金の果たす役割は大きいと言える。しかし，現実に定めら
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れている地域別最低賃金額は，労働者に「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する
ものになっているとは言い難い。

　　地域別最低賃金額は，東京都の 888 円を最高額とし，最低額は鳥取県など 7 県の 677
円である（2014 年 10 月改訂額）。例えば，最低賃金額で 1 日 8 時間，月に 25 日間就労
したとして，得られる賃金は，最高額の東京都でも 17 万 7600 円，最低額の地域では
13 万 5400 円と，極めて低額である。女性の過半数が非正規の職員・従業員として就労
している状況からすれば，最低賃金の引上げにより，女性の賃金の底上げが望まれる。

　　しかしながら，経済学者の中には，最低賃金の引上げが労働市場から排除される労働
者を生み，貧困対策として有効ではないという者も多い。独立法人経済産業研究所によ
る研究論文「最低賃金と貧困対策」（大竹文雄）では，貧困対策として経済学者の多く
が有効だと考えている政策は，最低賃金の引上げよりも給付付き税額控除や勤労所得税
額控除である。給付付き税額控除は，所得税の納税者に対しては税額控除を与え，控除
しきれない者や課税最低限以下の者に対しては現金給付を行うというものである。給付
付き税額控除制度は，カナダで消費税逆進性対策として導入された他，米国，英国，オ
ランダ（児童税額控除）で導入されている。一方，勤労所得税額控除は，勤労所得が低
い場合には，勤労所得に比例して給付額が得られ，勤労所得額が一定額以上になれば，
その額が一定になり，更に勤労所得額が増えれば，給付が徐々に減額されて消失してい
くという制度である。この制度は，給付付き税額控除よりも，労働意欲の刺激効果が強
いとされており，米国と英国で導入されている。このように，貧困対策としては，最低
賃金額の引上げだけでなく，税や社会保障を総体的に貧困対策につなげていく政策も求
められる。

3　均等待遇
　（1）勤続年数
　　厚労省「賃金構造基本統計調査」により，2014 年の一般労働者の平均勤続年数を見

ると，男性の平均勤続年数が 13.5 年であるのに対し，女性は 9.3 年とその差は縮小さ
れつつあるが，依然として大きい（次頁付表 4）。

　　また，男性の場合は，65 歳以上を除いて，企業規模が大きいほど有意に平均勤続年
数が長くなっているが，女性の場合は，企業規模による差異が大きいとは言えない。

　　このように，女性の方が男性より明らかに勤続年数が短いのは，多くの女性が出産に
伴って離職を余儀なくされていること，及びその後不安定な雇用形態である非正規の職
員・従業員として再就職することが理由と考えられる。
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　具体的に，女性が結婚や出産によ
ってどの程度退職しているのかにつ
いて，国立社会保障・人口問題研究
所の「第 14 回出生動向基本調査（結
婚と出産に関する全国調査）―第Ⅰ
報告書―我が国夫婦の結婚過程と出
生力」2010 年報告書によると，結婚
によって退職する女性は，1985 年頃
に比べれば減少してはいるものの，
2005 年から 2009 年の間でも 25.6％
の女性が結婚を機に退職している（左
図）。
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　　次に，第 1 子の出生前後の妻の
就業変化を見てみると，2005 年か
ら 2009 年であっても，妊娠前に有
職だった妻のうち，62％が出産を
機に退職している（右図）。

　　この結果より，第 1 子出産後も
就業を継続できる女性が，全体の 3
割にも満たないことが分かる。

　　いまだ女性にとって，結婚や妊
娠，出産は就業継続の大きなハー
ドルとなっている。

　　これを，妊娠判明時と第 1 子 1
歳時の従業上の地位別に，第 1 子
を産んだ妻の就業異動，育児休業
制度の利用について見てみると，
妊娠前に正規の職員だった妻のうち，第 1 子が 1 歳時においても正規の職員であった割
合は 46.0％，うち育児休業を利用した割合は 41.3％であった（正規職員継続者に占め
る育児休業取得率は 89.9％）。また，妊娠前に正規の職員だった妻の 6.6％は，出産後
パート・派遣として就業している。

　　第 1 子妊娠前にパート・派遣として働いていた妻については，82.0％が第 1 子が 1 歳
時，職に就いていない。職に就いているのは 18％であるが，うち 16.7％はパート・派
遣として働いている。さらに，その中で育児休業制度を利用した者は 4％と，パート・
派遣継続者の 4 人に 1 人を下回る（育児休業取得率は 24.0％）。（下図）

　　
　　このとおり，いまだ多くの女性が結婚や妊娠，出産といったライフステージの変化に
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伴い，就業の継続を断念している。
　　そして，女性の就業継続を支援する制度として，育児休業制度が一定の成果を上げて

いると思われるが，これについても，正規の職員と非正規の職員とでは取得率が大きく
異なっている。特に，非正規の職員として働く女性の多くは，第 1 子の出産に伴って離
職しており，不安定雇用が女性から就労継続のインセンティブを奪っていることも考え
られる。

　（2）昇進・昇格
　　次に，男女の賃金格差の大きな要因である昇進・昇格について見てみたい。
　　2014 年男女共同参画白書によると，民間企業の係長相当職のうちの女性割合は 2013

年で 15.4％，同様に課長相当職で 8.5％，部長相当職で 5.1％と極端に低い。

　　
　　このように女性の管理職が少ないことについて，女性に管理職登用の意欲がないと

か，女性の側が敬遠しているということが言われているが，果たしてそうであろうか。
　　男性に比べて女性の昇進・昇格が大きく遅れている理由は，日本の企業の多くが，長

時間労働ができない労働者をフルメンバーと見なさない傾向があるからではないかと思
われる。日本の企業では長時間労働が常態化していることから，勤務時間内（定時）に
仕事を終えることよりも，会社のために無制限に時間が使えることがより高い評価につ
ながるという実態がある。

　　固定的な性別役割分担が根強く残る中，家事や育児といった家庭責任を主に担ってい
る女性は，仕事優先に時間に制限なく働くことができる同僚と同じように働くことがで
きないという理由で，フルメンバーではないという扱いを受けてしまう。

　　独立行政法人経済産業研究所が発表した研究論文「職場における男女間格差の動学的
研究：日本大企業の計量分析的ケーススタディ」（加藤隆夫，川口大司，大湾秀雄）に
は，「同じ年齢，勤続年数，学歴の社員を比較した分析では未婚社員で 16％，既婚社員
では 31％の男女間賃金格差があったが，その大部分は女性の昇進の遅れと少ない労働
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時間で説明することができた。長時間労働の人が昇進しやすいという関係は，女性では
かなり強く表れるものの，男性では有意な関係は見られなかった。また，出産に伴うキ
ャリアの中断は，男女間格差の拡大に大きく寄与しており，将来の給与所得の最大 2，
3 割の減少をもたらしていることが分かったが，短期間で育児休業から戻る場合には，
出産ペナルティは極めて限定的となる。こうした結果は，女性がキャリアを高めていく
には，長時間労働を厭わず，育児休業から速やかに復帰して仕事へのコミットメントを
示すことが要求されている現状を示唆している」と述べられている。

　　また，同論文では，労働時間と昇進率の関係を男女で比較し，下図のように，女性の
場合は，長時間労働が昇進確率を高める大きな要因となっているが，男性の傾きは極め
て緩やかであり，長時間労働が昇進の条件とはならないことが報告されている。

【図の説明】
　縦軸が昇進確率，横軸が年間
労働時間（単位：時間），点線は
95％信頼区間を示す。
　図の下の表は，それぞれの労
働時間区分の男女それぞれの分
布を表している。例えば，年間
総労働時間が 1800 時間に満たな
いものは，男性では 6.8％しかい
ないが，女性では 43.3％と半数
近い。

　　このように，女性の昇進・昇格にとって，長時間労働と家事・育児の負担が大きな壁
になっていることが明らかになっている。

　　また，そもそも女性の過半数が非正規の職員・従業員として就労している状況では，
女性の人材供給パイプも細く，管理職候補の人材が育ちにくいという問題もある。非正
規の職員・従業員として働く女性たちは，いかにその業務のスキルを高めたとしても，
そのことが昇給や昇格につながることはほとんどなく，そのスキルが正当に評価されて
いるとは言えない状況にある。

　　さらに，妊娠中や育児中の女性が働く上での職場の無理解や，モデルケースの不存
在，家事や育児負担の不均衡，女性の就労を支援する制度の不備等，働く女性個人の努
力では到底超えられない課題も多く残されている。

4　「マミートラック」の問題
　女性の過半数が非正規の職員・従業員として就労している現実は，多くの女性から職場
でのスキルアップの機会を奪っている。また，正規の職員・従業員として働く女性であっ
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ても，妊娠，出産，育児によるキャリアの中断の影響は大きい。この点，育児休業制度や
短時間勤務制度は，女性の就業継続に大きな役割を果たしたが，その反面で，女性を，そ
れまでのキャリアトラックではなく，「マミートラック」というキャリア形成の見込めな
い比較的軽易な業務に就かせるという問題を生み出した。
　マミートラックとは，子どもをもつ女性のキャリアコースのことで，ワーキングマザー
を責任の大きい仕事から外したり，残業の少ない職場に配置したりすることを意味する。
マミートラックには子育てと仕事の両立をしやすくするという側面はあるものの，一旦，
マミートラックに乗ってしまうとその後の昇進・昇格の機会を得にくくなってしまうとい
う問題がある。育児中であっても仕事に意欲をもち，「やりがいのある仕事」を続けてい
きたいと考える女性は多く，昇進意欲も高いという調査結果もある（公益財団法人 21 世
紀職業財団「育児をしながら働く女性の昇進意欲やモチベーションに関する意識調査」
2013 年）。女性労働者が望んでいないにもかかわらず，女性が育児中であることを理由に
仕事の内容や責任を出産前よりも軽いものとすることは，厳に慎むべきである。
　マミートラックは子育てと仕事の両立を目指す女性への「配慮」とされ，「ワークライ
フバランス」，「柔軟な働き方」などという言葉により肯定的に評価されがちである。しか
しながら，上野千鶴子名誉教授（東京大学）は，「配慮」はともすれば「差別」となり得
ると指摘する。マミートラックは子育て中の女性労働者に対する配慮という大義名分の
下，女性労働者を「長時間働くことのできない，会社に対する貢献度の低い労働者」と評
価することを正当化し，女性労働者に対する昇進・昇格を差別する制度の構築につながる
危険をはらんでいる。女性の就労を支援するに当たっては，女性労働者が時間的に家庭内
労働と仕事を両立できるようにするだけでなく，女性のみが家庭内労働を負担せずにすむ
よう，男性労働者の長時間労働を制限し，また，女性労働者が育児等のために短時間勤務
を望む場合であっても，補助的業務のみでなく，その能力を発揮できる仕事を担当できる
ようにすることが重要である。
　マミートラックは，女性たちに，それまでとは違う業務に従事させられる精神的負担
と，職場の中で先に昇進・昇格していく同僚を傍目に見ながら働くことへの不満感を与え
かねず，次第に働く女性たちから就業継続の意欲を奪い，結果的に離職へと導きかねない
ものであることを認識しなければならない。
　特に日本の企業では，女性の就労について，出産・育児との両立支援に重きが置かれ，
それ以上に女性の就業継続へのインセンティブを高めるための方策はほとんど採られてこ
なかった。また，企業側にある，女性は結婚や出産で退職してしまうとか，難しい仕事や
責任の重い仕事を敬遠しがちであるという思い込みが，女性に対して積極的に人材育成の
ための投資を行わなかったり，やりがいのある仕事や責任のある仕事を任せなかったりと
いう差別（統計的差別）の根拠となり，その結果意欲を失った女性が退職することで，企
業のそのような統計的な差別がますます正当化されるというデススパイラルに陥っている
ということも見過ごせない。
　実際に，結婚や出産・育児のために自発的に退職したとする女性の中には，仕事にやり
がいが感じられなかったとか，キャリアの将来性に疑問を感じたという，仕事面での不満
や不安が内在していたことは十分に考えられる。そうであれば，女性のスキルアップの機
会を確保するためには，就業を継続するための支援だけではなく，統計的差別を排除し，
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女性に正当に機会を与える就業環境を整えることが不可欠である。

第4　長時間労働の問題
1　長時間労働の問題
　（1）はじめに
　　正規雇用労働者には，長時間過密労働，成果主義賃金による成果達成への圧力が課さ

れており，週労働時間が 60 時間以上の労働者の割合は増加する一方である。長時間過
密労働の結果，労働者の脳・心臓・精神疾患の労災事案は増加している。

　　このような正規雇用労働者の多くは男性労働者であり，男性労働者の長時間過密勤務
はワークライフバランスを困難にするとともに，特に家庭責任を担うことを伝統的に期
待されてきた女性労働者の正規雇用化の障害となっている。

　　家事・育児，介護等の家族的責任は本来，男女が共に担うべきものであるが，男女共
に適用される労働時間の共通規制は進んでおらず，逆に変形労働時間制や裁量労働制の
導入等によって男性の長時間・過密労働はますます過酷なものとなっており，育児・介
護休業法の改正による育児休業期間の延長や子の看護休暇等の制度の拡充がなされてい
ても，実際に家族的責任を男女が共に担うことは困難な状況にある。

　　保育所や介護支援体制等の整備，保育料の軽減等の経済的支援も不十分なままであ
る。男女共に働きながら家庭生活を豊かに過ごせるよう男女雇用機会均等法を改正し，
男女労働者が共に仕事と生活の調和を実現できるようにすることを法の目的・理念に明
記するとともに，その実現のために，労基法の改正により，労働時間の男女共通の上限
規制や勤務間隔時間の導入，長時間労働の規制等の具体的な施策を講じるべきである。
以下，日本の長時間労働の現状について見ていく。

　（2）日本における長時間労働の現状
　　①　依然として多い長時間労働

　　日本の長時間労働は世界的にも知られているが，特に男性労働者の長時間労働が問
題となっている。雇用者 1 人当たりの年間総実労働時間は，厚労省「毎月勤労統計調
査」（企業回答）によれば，2014 年には 1741 時間まで減ったと言われるが，これは
非正規労働者も含めた統計となっており，非正規労働者の割合が高まったために，一
見すると時短が進んだかのように見えるにすぎない。また，企業が賃金台帳に基づい
て回答しているため，当然のことながら，サービス残業は含まれない。

　　労働者からの聴き取りによるサービス残業も含めた実態に近い統計といわれる総務
省統計局「労働力調査」（労働者回答）によれば，年間総労働時間は，2012 年には
2095 時間，2013 年には 2064 時間と大きなかい離がある。特に男性の年間労働時間は
2300 時間で推移しており，長時間労働はまったく改善されていない。

　　2014 年の同データを見ると，週 60 時間以上働いている就業者は 566 万人にものぼ
る（その内訳は，60～69 時間が 352 万人，70～79 時間が 141 万人，80 時間以上が 74
万人）。

　　年齢別でみると，25～44 歳の男性ではおよそ 4 人に 3 人が週間 43 時間以上就業し
ており，2 割程度が週に 60 時間を超えて働いている。特に，30 代男性で，週労働時
間 60 時間以上の者は，2012 年において 18.2％，2013 年では 17.6％と，以前より低
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下したものの，高水準で推移している状況にある。
　　OECD が 2014 年に発表した国際比較によれば，休日を含む 1 日当たりの男性の平

均労働時間は，日本が 375 分と OECD26 か国中最長で，平均の 259 分を大きく上回
っており，時短先進国のフランス（173 分）の約 2 倍以上となっている。

　　また，総務省「就業構造基本調査」によると，2012 年時点で正規の職員・従業員
で，かつ，年間就業日数が 200 日以上の雇用者は 3101 万人いるが，そのうち週間就
業時間（週労働時間）が 43 時間以上の雇用者は 1971 万人と 63.6％を占めている。
中でも，週間就業時間（週労働時間）が 60 時間以上，すなわち，1 か月の時間外労
働時間に換算すると，いわゆる過労死ラインである 80 時間を超える約 86 時間という
長時間労働をしている人が 434 万人で全体の 14.0％に上る。以上のことから，正規
労働者は依然として長時間労働に従事しているといえる。

　　②　事実上，無制限な時間外労働限度基準
　　このようにいまだ長時間労働が横行しているのは，現行の労働時間法制度におい

て，労基法第 36 条に定める労使協定の締結による時間外労働，休日労働が容認さ
れ，かつ，最長労働時間，拘束時間，休息時間に関する規制が設けられていないとい
う問題があることが指摘されている。

　　確かに，長時間の時間外労働を抑制するため，1993 年の労基法の改正を受けて，
「労基法第 36 条第 1 項の協定で定める時間外労働の延長の限度に関する基準」（平成
10 年労働省告示第 154 号）が定められ，労使協定で認められる労働時間の延長の限
度が 1 週 15 時間，1 か月 45 時間などとされているが，これには，工作物の建設等の
事業，自動車の運転の業務，新技術，新商品等の研究開発の業務，厚労省労働基準局
長が指定する事業又は業務といった適用除外業務があり，また，そもそも告示にとど
まり，法的拘束力を持っていない。

　　さらに，上記限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない「特別の事情」
が生じた場合は，事前に限度時間を超える一定の時間（特別延長時間）まで労働時間
を延長できる旨を協定・届出することにより，限度時間を超える時間の延長ができる
が，こうした特別条項付き労使協定では，限度に関する基準はなく，事実上，時間外
労働時間の上限は無制限となっている。

　　厚労省が 2013 年 10 月 30 日に労働政策審議会労働条件分科会に提出した「平成 25
年度労働時間等総合実態調査」（全国の労働基準監督署の労働基準監督官が事業場を
臨検監督して把握した労働時間等の実態）によれば，特別条項付き時間外労働の労使
協定締結事業場は 40.5％で，前回，同調査が行われた 2005 年の 27.7％から大幅に増
えており，また，大企業 63.3％，中小企業 26％と圧倒的に大企業が多いことが分か
る。さらに，同調査によれば，特別条項の延長時間の 1 か月平均時間は 77 時間 52
分，1 年間の定めがある事業場ではその延長平均時間が 650 時間 54 分となっている
ほか，1 年間で 800 時間超の延長時間を定めたものの割合が 15％，1000 時間超の延
長時間としたものも 1.2％あることが明らかとなっている。

　　③　諸外国と比べて際立つ長時間労働と低い年次有給休暇の取得率
　　こうした我が国の長時間労働は，諸外国と比べても明らかである。OECD
「Library」によれば，2012 年の労働者 1 人当たりの年間平均労働時間は，イギリス
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1654 時間，フランス 1479 時間，ドイツ 1397 時間にすぎない。また，年次有給休暇
について見てみると，法定付与日数は，イギリス最長 28 日，フランス最長 30 日，ド
イツ最長 24 日と，日本の最長 20 日と比較して多い。さらに，日本では，年次有給休
暇の取得率が 5 割を下回る低水準で推移しているという問題もある。

　　諸外国の労働時間法制を概観しておくと，ヨーロッパ諸国は 1993 年に採択された
EU 労働時間指令によって，原則「週 48 時間労働制」が採択されており，時間外労
働も含めて上限 48 時間としている。さらに，11 時間の勤務間隔時間（休息期間）を
置くなど，EU 指令はとにかく労働者を「休ませよう」とする点で徹底しており，労
働者の「休む権利」を重視している点に特徴がある。一方，アメリカは先進諸国の中
で日本と並んで長時間労働の国として知られるが，労働時間についての直接規制がな
く，時間外労働賃金さえ支払えば何時間でも働かせることができる。また，一定の管
理職・専門職等を時間外労働賃金の支給対象としない「ホワイトカラーエグゼンプシ
ョン」という制度があり，低所得層を含めて何らの労働時間規制の保護がない労働者
も多数生まれている。

　　④　過労死の実態
　　以上のように，多くの労働者が依然として，年次有給休暇も取得せず，長時間労働

に従事するなか，とりわけ近年においては，過労死や精神疾患等に関する労災補償請
求件数・支給決定件数が高水準で推移するなど，労働者の健康確保について深刻な状
況が明らかになっている。厚労省「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」によれ
ば，脳・心臓疾患についての労災請求件数は，1997 年度以降徐々に増加し，2006 年
度の 938 件をピークに，その後は 700 件台後半から 800 件台後半で推移し，高止まり
の状況にある。支給決定件数も，2001 年度に初めて 3 桁台となった後，翌 2002 年度
には前年度と比べて倍増し，その後，200 件台後半から 300 件台中頃を推移し，2013
年度は 306 件，2014 年度は 277 件と高水準で推移している。

　　他方，精神疾患の労災請求件数は，1997 年度以降増加し，2014 年度は 1456 件で過
去最多を更新した。認定件数も，増加傾向が続き，2014 年度は 497 件，このうち自
殺（未遂を含む）の請求件数は 213 件，認定件数は 99 件とともに過去最高となって
いる。

　　⑤　女性労働者の長時間労働
　　日本では性別役割分担の意識が強く，これまで長時間労働は男性正規労働者の問題

として捉えられることが多かったが，男女共通の労働時間規制がないままに，女子保
護規定が撤廃され，女性労働者にも長時間労働が広がっている。

　　例えば，女性労働者が多数を占める看護師の現場では，人員削減のため 2 交代制が
広がる中で 16 時間連続勤務が増えており，看護師の健康や医療ミスへの不安等が社
会問題となっているが，こうした連続勤務自体を直接規制する法的な仕組みがないこ
とが深刻な問題となっている。連続勤務や深夜業の規制強化が喫緊の課題である。

　　週 60 時間以上働く女性の長時間労働者の割合は，90 年代からおおむね 3～4％で推
移しているが，女性の就業率が増加していることから考えれば絶対数では増加してい
ると見られる。

　　また，男女の生活時間について調査した総務省の社会生活基本調査（5 年ごと）の
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過去 3 回分を比較してみると，就業している人が平日，仕事した時間を見ると，男女
共に法定労働時間である 1 日 8 時間未満だった割合は低下している。11 時間以上働
いたとする割合は男性で毎回増加し，2011 年で約 25％であった。女性も 2001 年の
4.7％から 6.5％に増加した。また 10 時間以上働いたとする割合も同じ傾向で，男女
共に長時間労働が増えていることが分かる。

　　週 60 時間以上の長時間労働をしている人のうち，平日に働いた人について見る
と，2013 年の仕事の平均時間は，男性で 11 時間 44 分（2006 年比 10 分増），女性で
10 時間 46 分（同 5 分増）であった。

　　フルタイムで働いているとしても，男性で 3 時間 44 分，女性で 2 時間 46 分も残業
していることになる。育児や介護を除いた家事時間を見ると，男性が 50 分，女性が
1 時間 40 分で，仕事と家事時間を合わせると男女に差はない。

　　女性は，長時間労働した上で家事負担をこなしていることになる。また，パートの
約 9 割は女性が占めているため，女性について，正社員とパートで 2013 年の仕事時
間を比較してみると，正社員は 8 時間 53 分，パートは 6 時間 11 分である。家事時間
は正社員 1 時間 54 分，パート 3 時間 14 分であった。パートで働く女性は正社員より
1 時間 20 分多く家事を行っていた。

　　⑥　貧困と長時間労働
　　非正規労働者の多くが女性労働者であり，低賃金故にダブルワーク，トリプルワー

クを余儀なくされて，長時間労働に陥っている女性労働者が増えている。最低賃金の
大幅引上げや男女賃金格差の解消を実現しない限り，非正規かつ長時間労働というも
っとも過酷な労働条件で働かざるを得ない女性は今後も増加していくであろう。

　（3）小括
　　以上のとおり，日本の正規労働者の長時間労働はまったく解消されておらず，特に男

性労働者の長時間労働は国際的に見ても突出している。他方で，女性の労働時間も長時
間化する傾向がみられる。また，女性労働者は，フルタイム，パートともに家事に費や
す時間が男性よりも長く，仕事と家事を含めた時間でみると，女性労働者は残業の多い
男性と同じ時間を費やしていることになる。また，過労死でも女性労働者が増加傾向に
ある。

　　男性の長時間労働を解消しないことには，女性に家庭責任が押し付けられる状況を改
善することはできないし，男女共通の労働時間規制を導入しないと，女性の長時間労働
や深夜労働，不規則労働がますます男性並みに増えていくという悪循環に陥ることは明
らかであろう。

第5　ハラスメント
1　ハラスメント総論
　（1）ハラスメントの現状
　　職場でのいじめや嫌がらせ，適正な範囲を超える業務命令等のいわゆるパワーハラス

メントが社会問題化し，労働相談の数は年々増加している。
　　都道府県労働局総合労働相談センターに寄せられた「いじめ・嫌がらせ」の相談件数

は，2002 年度には約 6600 件であったものが，2010 年度 3 万 9405 件，2011 年度 4 万
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5939 件，2012 年度 5 万 1670 件，2013 年度 5 万 9197 件と大幅に増加している。
　　次いで相談件数が多い解雇や，労働条件の引下げ，退職勧奨にもパワーハラスメント

が伴うことが想定できる。

　　出典：厚労省「パワーハラスメント対策導入マニュアル」（2014 年度）3 頁

　　2012 年，厚労省が実施した職場のパワーハラスメントに関する実態調査（以下，「実
態調査」という）によると，過去 3 年以内にパワーハラスメントに該当する事案のあっ
た企業は回答企業全体の 32.0％で，従業員に関しては，過去 3 年間にパワーハラスメ
ントを受けた経験がある者は回答者全体の 25.3% と 4 分の 1 にのぼる。

　　また，パワーハラスメントの中には，セクシュアルハラスメント，マタニティハラス
メントに該当するものが含まれることがあり，セクシュアルハラスメントやマタニティ
ハラスメントに抵抗したり，勤務先に告発するなどしたことで，加害者からの嫌がらせ
や職場からのパワーハラスメントともいうべき二次被害を受けることもある。これらの
ハラスメントは，被害者の精神・身体に影響を与え労働能力を低下させるだけでなく，
職場における労働環境を悪化させ，職場の能率をも低下させることから，被害者を含む
職場の労働者が良好な環境で労働する権利を侵害するものである。

　　セクシュアルハラスメント及びマタニティハラスメントについては，後記 2，3 にお
いて記述することとし，本項においては，パワーハラスメントについて記述する。

　（2）パワーハラスメントによる被害
　　①　定義

　　厚労省は，パワーハラスメントを「同じ職場で働く者に対して，職務上の地位や人
間関係等の職場内の優位性を背景に，業務の適正な範囲を超えて，精神的・身体的苦
痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義した。

　　②　具体的な行為類型
　　厚労省は，パワーハラスメントの行為類型について，以下のとおり分類している。

ただしこれらが，職場のパワーハラスメントの全てを網羅するものではないことに留
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意する必要がある。
　　　ア　身体的な攻撃（暴行・傷害）
　　　イ　精神的な攻撃（脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言）
　　　ウ　人間関係からの切り離し（隔離・仲間外し・無視）

　エ　過大な要求（業務上明らかに不要なことや遂行不能なことの強制，仕事の妨
害）

　オ　過小な要求（業務上の合理性なく，能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を
命じることや仕事を与えないこと）

　　　カ　個の侵害（私的なことに過度に立ち入ること）
　　実態調査では，男女ともに「精神的な攻撃」が 55.8％と最も多く，「過大な要

求」（28.7％），「人間関係からの切り離し」（24.7％），「個の侵害」（19.7％），「過
小な要求」（18.3％），「身体的な攻撃」（4.3％）と続くが，女性では，挨拶をして
も無視され，会話してくれなくなった。報告した業務への返答がない。職場の食事
会に誘われないといった「人間関係からの切り離し」（29.0%），や交際相手の有無
について聞かれ，過度に結婚を推奨されたといった「個の侵害」（23.2%）の比率
が高くなっている。

　　加害者との関係では，「上司から部下へ」が男女とも最も多いが，続く「先輩か
ら後輩へ」（男性 13.2％，女性 19.2％），「正社員から正社員以外へ」（男性 6.8％，
女性 15.8％）では女性の比率が高く，女性が被害者となる場合では管理職以外が
加害者となるケースが男性に比べて多くなる傾向が見られる。

　　③　被害の内容
　　パワーハラスメントは，いじめや退職強要等により就労継続を断念することを余儀

なくされるなど労働者としての地位に関わる被害や人格権（名誉権）侵害による精神
的苦痛，パワーハラスメントによるストレスから精神障害を発症するといった深刻な
被害を生じさせる。

　　実態調査によれば，「パワーハラスメントを受けてどのような行動をしたか」とい
う質問に対して，全体では，「何もしなかった」という回答が多いが（男性 53.5％　
女性 37.3％），「会社を退職した」は男性よりも女性（男性 10.1％　女性 18.1％），
正社員よりも正社員以外に多い（男性正社員 9.5％　女性正社員 12.6％　男性正社員
以外 24.8％　女性正社員以外 25.4％）。

　　労働者が，業務に起因するパワーハラスメントにより，精神疾患を発症し，休業・
療養を要したり，自死するに至った場合に，業務上災害の認定を受けると，労災法の
適用により，療養給付や休業損害等の保険給付と労働者福祉事業の保護を受けること
ができる。

　　パワーハラスメントによる精神障害の労災認定件数は増加し，「（ひどい）嫌がら
せ，いじめ，又は暴行を受けた」の件数が 55 件となるなど，被害は深刻化している。
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　　出典：厚労省「パワーハラスメント対策導入マニュアル」（2014 年度）2 頁

　厚労省は，精神障害の認定基準について，2011 年，いじめやセクシュアルハラスメン
トのように出来事を繰り返されるものについては，繰り返される出来事を一体のものとし
て評価し，また，「その継続する状況」は，心理的負荷が強まるものとした。また，パワ
ーハラスメントによる心理的負荷について，次のように評価することとした。
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　　出典：基発 1226 第 1 号　別表 1　業務による心理的負荷表

2　セクシュアルハラスメント
　（1）現状
　　厚労省によると，2014 年度に全国の雇用均等室に寄せられた相談件数 2 万 4893 件の

うち，セクシュアルハラスメントの相談が最も多く 1 万 1289 件（45.4％）であった。
労働者からの相談だけでも 7343 件あり，労働者からの相談総数 1 万 2504 件のうち
58.7％を占める（厚労省「平成 26 年度雇用均等室における法施行状況」，以下「施行状
況」という。）。

　　労働局長による紛争解決の援助（男女雇用機会均等法第 17 条）の申立受理件数 396
件のうち，セクシュアルハラスメントは 182 件（46.0%）となっている。
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　　機会均等調停会議による調停（男女雇用機会均等法第 18 条）申請件数は，セクシュ
アルハラスメントが 44 件（64.7％）と最も多い。調停の実施結果を見ると，調停を開
始した 65 件（前年度申請受理案件を含む）のうち調停案の受諾勧告を行ったものは 28
件で，そのうち 24 件が調停案を双方受諾し，解決に至っている。

　　均等室の雇用管理の実態把握により，何らかの男女雇用機会均等法違反が確認された
5356 事業所（77.8％）に対して 1 万 3253 件の是正指導（男女雇用機会均等法第 29 条）
が実施されているが，そのうち，8021 件（60.5％）の指導事項がセクシュアルハラス
メントに関するものである。

　　セクシュアルハラスメントによる精神障害の労災認定件数は，以下のとおり，年々増
加傾向にある（厚労省「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」）。

　　

セクシュアルハラスメント　労災認定件数
2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度

支給決定件数 6 件 24 件 28 件 27 件
うち自殺 1 件 0 件 0 件 0 件

　　
　（2）セクシュアルハラスメントの定義
　　セクシュアルハラスメントは，最も広義では相手方の望まない性的な言動を意味す

る。男女雇用機会均等法では，セクシュアルハラスメント防止に関する措置義務を規定
し，次のとおり，事業主にセクシュアルハラスメントに対して雇用管理上必要な措置を
講ずることを義務付けている。

　　すなわち，「事業主は，職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働
者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け，又は当該性的な言動に
より当該労働者の就業環境が害されることのないよう，当該労働者からの相談に応じ，
適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければ
ならない（男女雇用機会均等法第 11 条第 1 項）。「事業主が職場における性的な言動に
起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」2006 年厚労省告示第
615 号）は，前者を対価型セクシュアルハラスメント，後者を環境型セクシュアルハラ
スメントとしている。

　　国家公務員の服務規律に関わる人事院規則 10―10 は，これよりも広い概念として，
セクシュアルハラスメントを，「他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他
の職員を不快にさせる職場外における性的な言動」と定義し，性別により差別しようと
する意識等に基づく言動もセクシュアルハラスメントになりうるものとし（指針），公
務職場の内外において，広くセクシュアルハラスメント防止・排除の責務を職員・各省
庁の長・人事院の三者にそれぞれ負わせることとし，これらの責務に違反した場合には
懲戒処分もあり得ることを規定している。

　（3）セクシュアルハラスメントの特徴
　　セクシュアルハラスメントは，支配従属関係，上下関係にある人間関係で起きやす

く，性差別・性別役割分担の意識が背景になっている。そして，被害者が被害を訴える



― 73 ―

第２章　女性労働（者）をめぐる様々な問題

ことが困難な場合が多く，被害が表面化しにくいこと，被害者の被害が深刻な場合が多
いこと，二次被害が起きやすいといった特徴がある。

　　前記のとおり，多くの職場において，男性労働者に比べて，女性労働者の地位や労働
条件は低く，セクシュアルハラスメントの被害者となりやすい。つまり，多くの場合は
セクシュアルハラスメントの被害者は女性であるところ，女性を性的対象と見る社会環
境，職場環境において，構造的な格差の下で女性労働者を対等な働き手と見ないこと
が，セクシュアルハラスメントを発生させる一因となっている。

　　そして，特に女性が男性よりもはるかに高い非正規雇用率の下では，女性はその地位
の不安定さゆえに，セクシュアルハラスメントの被害者となりやすく，かつ，被害に対
して声をあげ，被害を表面化することが困難である。そのためセクシュアルハラスメン
トは，女性の就労環境を著しく悪化させ，就労し続けることを困難にする要因ともなっ
ている。

　（4）セクシュアルハラスメントによる被害
　　セクシュアルハラスメントは，相手の性的自己決定権（人格権）や労働権を侵害する

重大な人権侵害であり，被害者は，精神的にも身体的にも経済的にも被害を受け，その
被害は甚大である。

　　①　身体的・精神的被害
　　厚労省の精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書（2011 年 11 月 8

日）では，セクシュアルハラスメントの態様は様々であるところ，その大半は反復継
続して行われるため，その心理的負荷は多大であること，セクシュアルハラスメント
以外に，行為者からの嫌がらせ等の別の被害を同時又は近接して受けることが少なく
ないこと，さらには，セクシュアルハラスメントによる心理的負荷を評価するに当た
っては，行為者が上司であり被害者が部下である場合，行為者が正規職員であり被害
者が非正規労働者である場合等，行為者が雇用関係上被害者に対して優越的立場にあ
る事実は心理的負荷を強める要素となり得ることといった特徴が指摘されている。

　　このように被害者は，セクシュアルハラスメントによって強い心理的負荷を受け，
精神的苦痛を被ることはもちろん，うつ病や適応障害，PTSD 等の精神疾患の発病に
よる精神的被害を受ける。

　　また，強姦や強制わいせつなど物理的手段によるセクシュアルハラスメントの場合
は，精神的被害のみならず傷害等の身体的被害を受ける。

　　②　経済的被害
　　上記のような身体的・精神的被害に対する治療費や被害回復のための費用など直接

の金銭的損害の他，降格・配転・休職による減給・休業損害や昇進の機会の喪失，退
職を余儀なくされた場合の逸失利益といった間接的な経済的被害も発生する。

　　特に女性の場合，通常でも中途での就職は困難であることから，セクシュアルハラ
スメントによって退職した場合，退職前と同等の職に就くことは著しく困難である。
セクシュアルハラスメントによって精神疾患に罹患した場合，人との接触が困難とな
ったり，女性被害者が男性のいる職場で就労することができなくなるなど，再就職の
条件も限られることとになる。

　　すわなち，セクシュアルハラスメントが，女性労働者にとって貧困の引き金となる
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こともあるなど，その被害は甚大である。
　（5）セクシュアルハラスメントによる精神障害の労災認定
　　労働者が，業務に起因するセクシュアルハラスメントにより，精神疾患を発症し，休

業・療養を要する場合や自死するに至った場合に，業務上災害の認定を受けると，労災
法の適用により，療養給付や休業損害等の保険給付と労働者福祉事業の保護を受けるこ
とができる。

　　厚労省は，2011 年，このような心理的負荷による精神障害の認定基準を新たに定め，
いじめやセクシュアルハラスメントのように出来事を繰り返されるものについては，繰
り返される出来事を一体のものとして評価し，また，「その継続する状況」は，心理的
負荷が強まるものとした。そして，セクシュアルハラスメント事案については留意事項
を設けた。

　　出典：基発 1226 第 1 号　別表 1　業務による心理的負荷表

　（6）裁判におけるセクシュアルハラスメント被害の救済と事実認定の問題点
　　判例は，被害者の人格権や「働きやすい職場環境の中で働く利益」を不法行為上の保

護法益と認め，加害者の不法行為責任の他使用者の使用者責任を認め，更に発展して雇
用契約上の債務不履行責任（職場環境配慮義務違反），セクシュアルハラスメントを防
止しなかったことに対する使用者固有の不法行為責任を認めてきた。ただし，セクシュ
アルハラスメントは重大な人権侵害であり，性的自己決定権や労働権を違法に侵害する
ものであって，その被害は極めて深刻なものであるにもかかわらず，認容される慰謝料
額が高額とは言い難いことは問題である。

　　なお，セクシュアルハラスメント事件は，密室における事件が多く客観的証拠に乏し
い。また，しばしば加害者側から「合意」の存在や「恋愛感情」が主張されることがあ
り，事実認定は容易ではない。

　　事実認定に当たっては，無意識のうちにジェンダーバイアス（性に基づく偏見）が含
まれている「経験則」が適用され，また，性犯罪におけるいわゆる強姦神話にみられる
ようなステレオタイプな被害者観に基づいた不当な判断がなされることがあるが，被害
者の多くは女性で，加害者は男性であることから，男女の経験則の違いを理解し，特に
被害者のきめ細やかな心理分析が必要である。

　　この点，先の精神障害の認定基準においても，セクシュアルハラスメント事案の留意
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事項として，セクシュアルハラスメントを受けた者（この項において以下「被害者」と
いう。）は，勤務を継続したいとか，セクシュアルハラスメントを行った者（この項に
おいて以下「加害者」という。）からのセクシュアルハラスメントの被害をできるだけ
小さくしたいとの心理などから，やむを得ず加害者に迎合するようなメール等を送るこ
とや行為者の誘いを受け入れることがあるが，これらの事実がセクシュアルハラスメン
トを受けたことを単純に否定する理由にならないこと，としていることが参考になる。

　（7）今後の課題
　　①　男女雇用機会均等法

　　2006 年改正男女雇用機会均等法は，セクシュアルハラスメントに対する事業主の
「配慮」義務を防止等「措置」義務に強化し，具体的な事業主の対処について指針に
明記した。また従来対象外であったセクシュアルハラスメントを調停等の紛争解決援
助及び企業名公表の制度の対象とした。そして，厚生労働大臣（都道府県労働局長に
委任できる）は，事業主に対して報告を求めることができ，報告をせず，又は虚偽の
報告をした場合には過料の制裁がある（男女雇用機会均等法第 33 条）。また，法違反
がある場合には助言，指導，勧告が行われ，勧告に従わない場合には事業所名が公表
される制度がある（男女雇用機会均等法第 30 条）。

　　施行状況は前記 2（1）のとおりであるが，調停によって解決する割合は 4 割にも
満たない。また，セクシュアルハラスメントに関して，8021 件の是正指導がなされ
ているが，2007 年度から 2014 年度まで，事業所名の公表件数は 0 件である。労働局
均等室の人員拡大などにより，男女雇用機会均等法の実効性を担保することが必要で
ある。

　　まず，男女雇用機会均等法は，セクシュアルハラスメントに対する事業主の措置義
務を定めたものに過ぎない。

　　そこで，セクシュアルハラスメントが重大な人権侵害であり，性的自己決定権や労
働権を違法に侵害するものであって，その被害は極めて深刻なものであることに鑑み
て，事業主のみならず全労働者に対して，「セクシュアルハラスメントを行ってはな
らない」と，その違法性を明確にし，禁止する条文を制定すべきである。またセクシ
ュアルハラスメントの定義として，対価型セクシュアルハラスメント及び環境型セク
シュアルハラスメントに止まらず，人事院規則 10―10 指針に示されているように，
性別により差別しようとする意識等に基づく言動もセクシュアルハラスメントになり
うることを明示すべきである。そして，民事訴訟等でセクシュアルハラスメントが認
定されたとしても，慰謝料しか認められない場合が多いことから，セクシュアルハラ
スメントにより，解雇，降格，減給，労働契約の更新拒否，昇進・昇格からの対象か
らの除外等の不利益を受けた場合には，効果的な回復措置を採ることができるよう，
禁止規定に違反した場合の法的効果を定めるとともに，裁判所が命じることができる
救済措置を明記すべきである。

　　②　司法におけるジェンダー平等
　　社会規範として浸透し，可視化・意識化されにくいジェンダーバイアスの介在によ

って，セクシュアルハラスメントに対する司法の判断が公平・公正を欠くことのない
よう，また，司法に対する国民の信頼を害することのないよう，司法関係者に対する
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ジェンダー平等の研修や啓発を継続して実施する必要がある。

3　マタニティハラスメント
　（1）マタハラに関する情勢
　　マタニティハラスメント，略して「マタハラ」をめぐる，ここ 1 年の情勢の変化は目

まぐるしい。
　　2013 年 6 月の日本労働組合総連合会（以下「連合」という。）の非正規労働センター

が実施した，第 1 回「マタニティハラスメント（マタハラ）に関する意識調査」で認知
度 6.1% だった「マタハラ」というワードは，2014 年 6 月の第 2 回調査では 63.2％と
なり，2014 年 12 月 1 日ユーキャン「新語流行語大賞」ではトップ 10 に選ばれるまで
に世間に浸透した。

　　2014 年 7 月には，日本初のマタハラ当事者（被害者）による「マタハラ Net」（正式
名称「マタニティハラスメント対策ネットワーク」2015 年 6 月 30 日に NPO 法人化。）
が立ち上がり，2015 年 3 月 3 日には，同代表小酒部さやか氏が，米国国務省より，日
本人で初めて「国際勇気ある女性賞」を授与され，日本の「マタハラ」は海を越え世界
レベルで注目されるに至った。

　　しかし，我が国のマタハラ問題は，決して「新しい」問題ではない。男女雇用機会均
等法施行前からほとんど実態的是正がされぬまま（第一子妊娠前有識者のうち，第一子
出産後「出産退職」者の割合は，1985～89 年「60.9％」，2005～2009 年「62.09%」と，
男女雇用機会均等法施行前からむしろ増加している。国立社会保障・人口問題研究所

「第 14 回出生動向基本調査（夫婦調査）」（2010 年）「第一子出生年別にみた，第一子出
産前後の妻の就業経歴」より算出。），言わば労使双方の多数派から「捨て置かれた」問
題だったといっても過言ではない。

　　そこへ大きく一石投じたのが，2014 年 10 月 23 日に出された最高裁判決（広島中央
保健生活協同組合事件最高裁第一小法廷（櫻井龍子裁判長））（以下「広島事件」とい
う。）である。厚労省も，同判決を受け，間髪入れず，新たな通達（厚労省 2015 年 1 月
23 日雇児 0123 第 1 号。以下「改正通達」ないし「通達」という。）を出した。

　　少子高齢化・労働力不足の時代を踏まえ，政府も，必要に迫られる形で，同年 6 月
26 日，「女性活躍加速のための重点方針 2015」を閣議決定した。同重点方針では，その
一つにマタハラ撲滅を掲げ，マタハラ防止のための法整備を 2016 年の通常国会で検討
すると記している。

　　「女性活躍」という点では追い風と言える状況下ではあるものの，「マタハラ」を「流
行語」で終わらせず，法令，運用面含め，着実に実を取る，地に足をつけた運動が今後
ますます求められている。

　（2）相談状況・是正指導件数等
　　2015 年 2 月連合調査（同月 23 日付け「働く女性の妊娠に関する調査」）では，約 5

人に 1 人（20.9％）がマタハラ経験者（「不利益な取扱いや嫌がらせを受けた人」）とさ
れる。 厚労省「平成 26 年度都道府県労働局雇用均等室での法施行状況の公表」でも，
マタハラ関連の相談件数，調停申請受理件数，是正指導件数は，全て増加している。

　　まず，第 9 条関係（婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い）について，その
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相談件数は全体で 4028 件（2012 年度 3186 件，2013 年度 3663 件），うち労働者 2251 件
（2012 年度 1821 件，2013 年度 2090 件），調停申請受理件数は 18 件（2012 年度 15 件，
2013 年度 11 件），是正指導件数は 30 件（2012 年度 19 件，2013 年度 28 件）となって
いる。次に，第 12 条，第 13 条関係（母性健康管理）については，相談件数全体で
3468 件（2012 年度 2950 件，2013 年度 3416 件），うち労働者 1281 件（2012 年度 1081
件，2013 年度 1281 件），調停申請受理件数は 30 件（2012 年度 19 件，2013 年度 28
件），是正指導件数は 4908 件（2012 年度 1957 件，2013 年度 4101 件）となっている。

　　山形労働局では，第 9 条関連の相談件数が前年度の約 2 倍に急増したと発表し，これ
を「マタハラが周知された結果」と説明している（2015 年 6 月 9 日付け毎日新聞など）
マタハラ問題や周辺分野（著名人男性による育児休業取得報道など）への関心はますま
す高まっている上に，改正通達が発令されたことで，是正指導件数をはじめとする各件
数は来年度以降，更なる増加が見込まれるところである。

　（3）マタハラの特徴
　　①　貧困に陥りかねない深刻な被害（被害の特徴）

　　就労に関する被害として，最も多いのが就労継続の断念である。前掲 2015 年 2 月
の連合調査では，妊娠後に仕事を「辞めた」人は 61.2％と 6 割を超えた。その理由
として，最も多いのは「家事育児に専念するため自発的に」の 55.2％であるものの，
それに続き，「仕事を続けたかったが，仕事と育児の両立の難しさから」が 21.1％，

「仕事を続けたかったが，職場で安心して出産まで過ごせないと考えたから」が 16.8
％，「仕事を続けたかったが，妊娠を機に不利益な取り扱いを受けたから」が 7.2％
となっている。

　　マタハラ Net には，どうにか就労継続できても原職・原職相当職復帰はかなわず
労働条件が切り下げられたり，労働条件が維持されたとしてもその後マミートラック
に乗せられモチベーションダウンとなり結局は離職となるケースなども多数寄せられ
ているとのことである。政府が唱える「女性活躍」の前に，そもそもその土台を欠い
ている状況が今も続いている。

　　母体の心身面や新たな生命への影響も深刻である。因果関係はさておき，マタハラ
を受けたことで妊産婦がストレスを募らせ，その後，流産，切迫流産・早産等の妊娠
トラブル，精神疾患発症などに至るケースも少なくない。

　　通常労働者でも，職場追放後原職もしくは原職相当職レベルの職に就くのは困難な
状況の下，職場追放された妊産婦ないし幼い子を抱えての労働者が従前レベルの職に
就くのは極めて厳しい。そもそも幼い子を抱えて就職するには通常労働者のように

「手ぶら」とはいかず，保育園等の子の預け先の確保から始めねばならない。しかし
ながら，未就労者は認可保育園選考に当たってのポイントが低く，選考対象から外れ
てしまうというのが多くの自治体の現状である。その点の未整備に加え，採用側の理
解不足もあり，再就職そのものが極めて厳しい状況である。マタハラを受け精神疾患
になった場合などは，就職活動もままならず，生活保護に至るケースも珍しくない。

　　マタハラを契機として貧困に陥るメカニズムは決して異例なものではなく，マタハ
ラは「女性の貧困の入口」，マタハラを防ぐことが女性の貧困対策にも資するといえ
る。
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　　②　声を挙げること自体が極めて難しい（被害者の特徴）
　　2015 年 2 月連合調査でも 5 分の 1 超が経験者とされるにもかかわらず，なぜこれ

まで社会問題化しなかったのか。それは，「声を挙げられない」妊産婦特有の諸々の
事情がある。そもそも，同調査によれば，マタハラに限らずハラスメント一般を受け
た際の対応（複数回答可）として，「我慢した」が 31.4％，「諦めて仕事をやめた」
が 25.2％，「裁判・労働審判など司法制度を利用した」が 0.7％と，その大半が泣き
寝入りである。マタハラ被害者の場合，更に泣き寝入りになりがちな諸々の制約が存
する。出産育児による身体的時間的制約のほか，家族や社会の無理解などである（例
えば，広島事件原告に対し，第 29 代航空幕僚長田母神俊雄氏は，「妊娠で軽い業務し
か出来なくなった女性を降格したとか言って裁判に訴えるような女性はどんな女性
か。『貴女を愛してくれる男性はいますか』と聞きたい」と発言している（2014 年 10
月 24 日付け同氏のツイッターより））。

　　③　マタハラを引き起こす要因の根深さ
　　マタハラを引き起こす主な要因としては，法や法の趣旨の不知・未整備のほかに，

我が国特有の根深い二つの意識・価値観があるといえる。それは，「女性は家庭に入
り，産み育てに専念すべし」などとする「性別役割分担の意識」，そして，「長時間労
働できなくば一人前の労働者にあらず」という価値観である。

　　しかし，少子高齢化・労働力不足時代が到来する中，かような旧態依然とした意識
のままでは，我が国の失速は必至である。

　（4）マタハラの定義と類型
　　①　厚労省，連合らの定義

　　「マタハラ」そのものについては，「パワハラ」同様，法律の定めがなく，定義も含
めた早期の網羅的な法整備が待たれるところである。

　　　厚労省らの定義は以下のとおりである。
　　厚労省：「 妊娠・出産・育休等を理由とする，解雇・雇い止め・降格等の不利益な

取扱い」
　　連　合：「 働く女性が妊娠・出産を理由とした解雇・雇止めをされることや，働く

女性が妊娠・出産にあたって職場で受ける精神的・肉体的なハラスメン
ト」

　　なお，「マタニティハラスメント」の生みの親であり前掲流行語大賞受賞者である
埼玉学園大学大学院専任講師杉浦浩美氏（『働く女性とマタニティ・ハラスメント』

（大月書店，2009 年））は，「妊娠を告げたこと，あるいは妊婦であることによって，
上司，同僚，職場，会社から何らかの嫌がらせやプレッシャーを受けること」と定義
付けている。

　　②　マタハラ Net の類型と定義
　　　ア　マタハラの類型

　　マタハラ当事者団体であるマタハラ Net（前掲）では，マタハラのタイプを 4 つ
に分類している。
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　　　イ　マタハラ Net による定義付け
　　厚労省は，事業主を主体（名宛人）とする男女雇用機会均等法第 9 条第 3 項，育
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児・介護休業法第 10 条の範囲を超えない定義付けをするにとどまり，同僚らによ
るマタハラが対象とならない。一方，連合は前段で男女雇用機会均等法第 9 条第 3
項の一部を記載するにとどめる一方，後段の内容は漠としたものとなっている。

　　そこで，マタハラ Net の白書では，次の 2 つのタイプの定義付けをしている
（2015 年 3 月 30 日付け「2015 年マタハラ白書抜粋版」）。

　　Ａ「事業主型マタハラ」…「職場における女性に対する，妊娠・出産等を理由と
する解雇・雇止め等の不利益取扱い」）

　　Ｂ「同僚ら型マタハラ」…「職場における女性の妊娠・出産等にあたり，精神
的・身体的苦痛を与えること又は職場環境を害する言動」

　　定義設定に当たっては，復帰後の育児をめぐるハラスメント，男性に対する育休
取得妨害といったパタニティハラスメント，不妊治療をめぐるハラスメントなど，
周辺部分の扱いをどうするか，という問題がある。しかし，「マタニティ」という
言葉による逃れ難い縛りから，現状このように定義付けられている。これらはいず
れも，「人間らしく安心して働き続ける環境の整備」という一本のテーマで改善さ
れるべきものであり，併せて取り組むべき重要課題であることはいうまでもない。

　（5）マタハラ関連の法律
　　①　不利益取扱い禁止の定め
　　　ア　男女雇用機会均等法第 9 条が核

　　妊娠，出産をめぐる法は，労基法，男女雇用機会均等法，男女雇用機会均等法施
行規則，告示（2006 年 10 月 11 日厚労省告示 614 号。この項において以下「指針」
という）など，あちこちに分散し，大変わかりづらいものとなっている。主なもの
として，労基法第 64 条の 3，同法第 65 条～第 67 条，男女雇用機会均等法第 9 条
第 3 項が挙げられるが，マタハラに関し核となる規定は，男女雇用機会均等法第 9
条第 3 項である。そこで，2006 年男女雇用機会均等法改正経緯含め，以上の関係
を図に明示したものが以下の一覧表である。
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　　上記一覧表のとおり，妊娠出産をめぐり，法は妊産婦に特別に様々な権利を保障
し，その権利行使を理由とする不利益取扱いを網羅的に禁止している。

　　一覧表の，左列の「事由」「①～⑫」が妊産婦に認められている権利等であり，
そうした権利行使を理由とする，「右列の『不利益取扱い』」「イ～ル」が禁止対象
となる，という構造である。なお，育休等の申出・取得等を理由とする不利益取扱
いは，育児・介護休業法第 10 条等にて，男女雇用機会均等法第 9 条第 3 項と同様
の構造で禁止されている。

　　　イ　左列①～⑫（妊産婦に認められている権利等）
　　妊産婦には，権利として，産前産後休業，育児時間の請求・取得（③，⑪）が認

められている。
　　事業主は，妊産婦の保健指導や健診受診に必要な時間確保のため，勤務時間変更

や軽減等の措置を採るよう義務付けられており，妊娠出産に伴う身体的トラブルが
生じ医師等から指導を受けた妊産婦については，かかる指導に基づき，通勤緩和，
妊娠中の休憩，症状等に対応する措置（作業軽減，時短，休業など）を採らねばな
らない（⑤）。

　　妊産婦は，特定業務（坑内業務，一定の危険有害業務）につき就労制限がある
（⑥，⑦）ほか，その他の業務でも，簡易な業務への転換を請求でき，事業主はそ
れを拒めない（⑥）。

　　時間外，休日深夜労働をさせないでほしいなどと請求でき（⑨，⑩），事業主は
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これを拒否できない。
　　⑫は権利ではないものの，これを理由とする不利益取扱いを禁ずることにより，

妊産婦の労働条件を守るものといえる。なぜなら，つわり等妊娠・出産に起因する
症状は妊産婦自身がコントロールできるものでなく，同人の責に帰すことはできな
いからである。

　　　ウ　右列「不利益取扱い」は例示列挙
　　上記「不利益取扱い」は，同法第 9 条第 3 項の「解雇その他の不利益取扱い」の

例示とされ，「ここに掲げられていない行為についても個別具体的な事情を勘案す
れば不利益取扱いに該当するケースもあり得る」とされる。例として，「長時間の
昇給停止や昇進停止」，「有期雇用者の更新後の労働時間の期間短縮」等が該当する
と考えられるとされている（通達）。 

　　　エ　有期労働者も派遣労働者も対象
　　そもそも，労基法はもとより男女雇用機会均等法も全労働者を対象としており，

有期契約労働者も派遣労働者も対象となることを忘れてはならない。右列の「ル」
で「派遣労働者として就業する者について，派遣先が当該派遣労働者に係る派遣の
役務の提供を拒むこと」が禁止される不利益取扱いに含まれる点も注意を要する。

　　②　解雇に関する保護規定
　ア　労基法第 19 条との重畳適用
　　「産前産後休業期間及びその後 30 日間」の解雇については，男女雇用機会均等法

第 9 条第 3 項のほか，労基法第 19 条でも禁止とされ，この重なり合う部分につい
ては両規定が適用される（通達）。したがって，男女雇用機会均等法に関する実効
確保規定に加え，労基法上のそれ（例えば，労基法第 19 条違反を「6 か月以下の
懲役又は 30 万円以下の罰金に処する」とする同法第 119 条など）が適用されるこ
とになる。 

　　　イ　男女雇用機会均等法第 9 条第 4 項
　　さらに同条項は，「妊娠から出産後 1 年を経過しない」期間に行った解雇につい

て，「理由とする」（因果関係）部分の立証責任を事業主側に課すとしている。
　　従前の裁判例をみても，労働者側の権利救済に当たり最後に高く立ちはだかって

いたのは，裁判所による「因果関係立証」の壁であった。同条項は，上記期間の解
雇につき，その壁を取り払うことを明言したものといえるところ，これ以外の同条
第 3 項の「不利益取扱い」について，裁判所が労働者側に「因果関係立証」の高い
壁を課し続けるのか，その問いに画期的な答えを出したのが，広島事件最高裁判決
であるといえる。

　（6）広島事件最高裁判決・通達の意義
　　①　同判決の意義と今後の実務への影響

　　広島事件とは，10 年の勤続を経て副主任の職位に就いた理学療法士の女性が，第
二子妊娠中の，労基法第 65 条第 3 項に基づく簡易な業務への転換に際して，副主任
を免ぜられ（「本件措置 1」），育休後も同職位に任じられなかった（「本件措置 2」）こ
とから，本件措置 1，2 は妊娠等を理由とする不利益取扱いの禁止（男女雇用機会均
等法第 9 条第 3 項，育児・介護休業法第 10 条）などに違反する無効なものであるな
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どとして，副主任手当，慰謝料等の支払を求めたものである。
　　地裁，高裁はいずれも「不利益取扱い」には当たらないとして女性の請求を棄却し

たところ，最高裁は，妊娠中の軽易業務への転換を「契機として」降格させる事業主
の措置は，原則，同条項の禁止する不利益取扱いに当たり無効と断ずる判断及び具体
的な判断基準を示し，審理を広島高裁に差し戻した。男女雇用機会均等法第 9 条第 3
項を，男女雇用機会均等法第 1 条で定める「目的及び基本的理念を実現するためにこ
れに反する事業主による措置を禁止する強行法規」と捉え，その効果を端的に違法無
効とした点が重要なポイントである。

　　同判決は，労働者が，自らに不利益取扱いがなされ，それが，妊娠・出産を「契
機」とすることさえ立証すればよく，逆に，その取扱いが妊娠・出産を理由としない

「特段の事情」に当たるとの立証責任を使用者側に負わせるものであり，実質，裁判
所として，「理由とする」（因果関係）部分の立証責任の転換を図ることを宣言したも
のである（同判決については，第 1 編第 2 章第 4 節第 5・2（2）②も参照）。

　　同判決が，男女雇用機会均等法 9 条 3 項の趣旨から遡って，かかる判断を導き出し
ていることからすれば，同基準は，「降格」のみならず，前掲一覧表記載の「不利益
取扱い」にも広くあてはまるものといってよい。これにより，使用者側は，前掲一覧
表の不利益取扱いをしようとする際には，同判決が示した，「特段の事情」等がある
か否か，そして，その点の立証ができるかどうかを含め，慎重な検討が欠かせなくな
ったといえる。

　　また，同伴決については，桜井龍子裁判長による補足意見において，職場復帰後の
不利益取扱い判断等についても，示唆に富む重要な言及が複数なされている。

　　②　「改正通達」（前掲）
　　2015 年 1 月 23 日，上記判決を受け，厚労省は全国の労働局に対し，改正通達を出

した。同通達は，これまでの法解釈を見直し，妊娠出産から近い時期に解雇・降格等
の不利益取扱いがなされた場合は原則として違法とみなすよう現場に求めるものであ
る（同通達の解釈の詳細については「妊娠・出産・育児休業等を契機とする不利益取
扱いに係るＱ＆Ａ」も参照されたい。）。もっとも，上記最高裁判決が男女雇用機会均
等法第 9 条第 3 項を「強行法規」としたにもかかわらず，厚労省自身が解説パンフ

（「妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関する解釈通達について」）にて「例
外」と表現した点などについては批判等も寄せられている。

　　最高裁判決と異なり，「特段の事情」とされた二つの順番を逆にした点は置いてお
くとしても（「退職強要」などにつき「同意」取りのマタハラも横行する中，厚労省
関係者によれば，安易な「同意」取りに走らぬよう，その順番をあえて後にしたとの
ことである。），同通達は，上記最高裁判決の述べた男女雇用機会均等法第 9 条第 3 項
の趣旨を受け，判決独特の言い回しを市民に分かりやすいよう噛み砕いた表現で工夫
しながら，それを忠実に反映しようとしたものといえる。よって，「男女雇用機会均
等法の趣旨・目的に実質的に反しないと認められる特段の事情が存在するとき」に当
たることを事業主側が示せなければ，「契機とする」ものは全て違法無効と扱われる
ことになろう。

　　同通達は，各労働局に対し，今後，積極的に事業主に対し助言・指導・勧告を実施
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するよう求めており，これが今年度以降の「是正指導件数」に具体的にどのように反
映されるかが注目される。

　（7）マタハラ対策として求められるべきこと
　　①　マタハラに対する関心の高まり

　　マタハラに対する世論の関心の高まりを受け，声を挙げる者は確実に増えてきたと
いう実感はある。しかし，とりわけマタハラ被害者特有の身体的時間的制約はいかん
ともしがたく，今後も司法制度を利用できるのはごく一握りに限られよう。また，同
制度をもってしても，マタハラを受ける前と全く同様の被害回復の道はたやすくな
い。よって，マタハラ問題の場合，「未然防止こそが肝要」といえる。また，政府の
いうように，マタハラを根絶することは経済合理性にもかなうところである。

　　②　法整備・法及び趣旨の周知の徹底
　　冒頭述べたとおり政府もついにマタハラ法整備の方針を打ち出した。法には，前掲

のごとき同僚らによるマタハラを含む網羅的な定義設定，マタハラは性差別，人権侵
害に当たり許されないこと，使用者として講ずべき義務とその具体的内容，義務違反
の場合の罰則等の規定は必須といえる。真のマタハラ撲滅のためには，基本的理念と
して主な要因とされる上記二つの意識の転換とそのための施策が急務であることもう
たわれなければならない。そして，何よりマタハラ撲滅に欠かせないのは，当該女性
のみならずそのパートナー，同僚を含めた長時間労働そのものに対する法規制であ
る。

　　今国会では女性活躍推進法が成立したほか，また，労基法改正という形で労働時間
の規制「緩和」がされようとしているが，女性活躍推進との関係で「完全なる矛盾・
逆行」という見方も根強い。さらに，今年度は育児・介護休業法改正も予定されてい
る。全ての女性の活躍を掲げる以上，非正規労働者労働者の育休取得要件緩和なども
欠かせないものといえる。

　　③　運用の徹底
　　　ア　国による広報

　　2014 年 11 月 15 日，厚労省は，マタハラ・セクハラについて防止策を策定すべ
く，2015 年に実態把握のための初の本格調査を行うことを発表しており，同調査
結果が待たれるところである。

　　　イ　均等室の実効化
　　国による広報も重要であるが，むしろ欠かせないのは，現場への行政指導権限を

有する均等室の実効化である。
　　改正通達において，「その端緒を問わず」「問題があると考えられる場合は」「積

極的に事業主に対して報告を求め，又は助言，指導もしくは勧告を実施されたい」
とうたっておきながら，実際の現場は，前述のとおり，均等室には，同法第 9 条関
連の労働者相談が 2251 件寄せられる中，調停申請受理件数は 18 件（同相談件数の
0.7％），是正指導件数は 30 件（同相談件数の 1.3％）にとどまり，十分機能して
いない様子が容易にうかがわれる（残念なことに，「伝書バトのような」と揶揄す
る声もある（2014 年 10 月 31 日読売新聞））。2015 年 9 月 4 日，厚労省は，均等法
9 条 3 項を違反事項とする初の企業名公表に踏み切ったが，これは同時に，2009 年
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制度創設以来，企業名公表の実績が 1 件もなかったことを示すものであり，今後も
こうした厳正な対応が続くのか，厳しく見守っていかねばならない。

　　そうした実態のゆえんは，人員不足，研修不足といえる。人員は，各室正職員 4
名体制（＋プラスアルファ）であり，統一的研修も室長どまり，非正規職員も含む
現場の担当者レベルへ行き届いているとはとても言い難い。

　　相談件数は今後ますます増加することが見込まれる上に，女性活躍推進法も同室
管轄としようとするなか，均等室の整備，とりわけ人員補充，相談担当者の質の向
上が真っ先になされねばならず，この点に取り組むかどうかが政府の本気度の試金
石であるといえる。

第6　女性労働者の再就職・就労支援
　この項では，女性労働者が失業した場合，あるいは専業主婦等で相当期間仕事をしてい
なかった女性が再就職を求める場合の方策と問題点について述べる。

1　雇用保険
　雇用保険に加入していた者が失業した場合は，失業等給付を受けて生活の安定を図りな
がら，ハローワーク等で再就職の機会を探す。また，資格や検定など主体的な能力開発の
ため教育訓練を受ける場合その費用の一部（一般教育訓練の場合は費用の 20％で，10 万
円が限度）が訓練終了後に給付される。
　従来パート労働者の雇用保険加入は，週の所定労働時間等の厳しい要件のため加入者は
少なかったが，2010 年 4 月より雇用保険の適用範囲が拡大され，現在は 31 日以上の雇用
見込みがあることと，一週間当たりの所定労働時間が 20 時間以上である場合は雇用保険
の対象となり，約 220 万人が新たに雇用保険に加入するとの試算があり，女性に多いパー
ト労働者のかなりの部分も雇用保険の対象者になったと思われる。
　しかし雇用保険の一般被保険者数（年度平均）は下記のとおりであり順次増加している
が，景気の回復による被保険者の増加もあり，パートの増加分についてはっきりした数字
がない。
雇用保険一般被保険者数（年度平均）

2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年
3661 万人 3719.5 万人 3756.4 万人 3781.6 万人 3814.5 万人 3862 万人

出典：厚労省「雇用保険事業年報　長期時系列表」（2015 年 6 月）
　　
　雇用保険料は事業主も負担するのでそれを避けるため，労働時間を週 20 時間未満にす
る等の事例が報告されており，また加入申請は事業主が行うので，本来強制保険であるに
もかかわらず，零細企業等で加入手続を怠っている事例も見られる。労働者の立場から
は，自らの雇用保険加入の確認照会票をハローワークに提出し，確認することができる。
　失業手当を受給するには，パートの場合，①過去 2 年間に働いた期間の合計が 1 年以上

（なお会社の倒産等による失業の場合は短期雇用特例被保険者として 6 か月に短縮され
る）及び②働く意思があることが要件であるので，ハローワーク等で就職活動をすること
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が必要となる。
　支給額は，離職 6 か月前の間の平均賃金日額の 50％から 80％で，給付日数は，被保険
者であった期間が 10 年未満だと 90 日，20 年未満だと 120 日，それ以上だと 150 日であ
る。ただ会社の倒産等による特定受給資格者の場合は，当人の年齢，被保険者であった期
間等によってより細かく分かれ，支給される所定日数も長くなっている。

2　求職者支援制度
　雇用保険の失業給付を受けられない求職者に対し，無料の職業訓練を実施し，受講中は
本人収入が 8 万円以下，世帯収入が月 25 万円以下，世帯の金融資産が 300 万円以下，居
住不動産以外に不動産を所有していないこと等の一定の要件の下に職業訓練受講給付金と
して月 10 万円と交通費を最大で 1 年間又は 2 年間支給する制度である。雇用保険の受給
終了者も対象である。訓練と同時に，ハローワークで，訓練受講者ごと個別に就職支援計
画を作成し，就職支援を行う。訓練への厳しい出席要件とハローワークへの来所が条件で
ある。
　就労経験が少なく，離婚等で就労が必要になった女性等については，この制度の活用が
期待される。ただし，訓練は一日かかるので，月 10 万円の給付金だけでは生活できない
者にとっては休日や夜間のアルバイト等が必要となろう。また，給付金が後払いであるこ
とも生活困窮者にとっては問題である。

3　マザーズハローワーク
　子育てをしながら就職を希望している人に対し，子ども連れで来所しやすい環境を整備
し，担当者制によるきめ細かな職業相談や保育所情報の提供，育児と両立しやすい求人情
報の提供等を実施している。
　東京や近郊の県では，本来のマザーズハローワークとハローワークのマザーズコーナー
をあわせると 1 県に 7～9 か所ぐらいあるが，地方ではいまだ 1 県に 2～3 か所という地域
もあり，身近とはいえない点がある。また雇用保険の受給手続きや職業訓練の相談・手続
きは行っておらず，ワンストップ・ワンサービスとなってないという問題がある（なお，
第 2 編第 2 章第 2 に掲載のマザーズハローワ－ク東京の聴取り調査報告も参照。）。

4　職業訓練
　（1）公共職業訓練
　　職業を転換しようとする者や職業能力の開発に特に援助を要すものに対し公共職業訓

練が行われている。そのうち離職者訓練は，ハローワークの求職者を対象に，受講が必
要・可能と判断された離職者に対し斡旋され，無料で，3 月～1 年の，施設内訓練（金
属加工や電気設備等）や民間委託訓練（介護サービスや情報処理等）がなされ，70%
～80％の就職率とされる。

　（2）求職者支援訓練
　　上記 2 の求職者支援制度の下で行われ，基礎コースと実践コースがある。
　　実践コースにおいては訓練実施機関に対し，訓練終了者の就職実績に応じた奨励金が

支給されている。いずれのコースも，終了者のうち単純就職率では 80％代，雇用保険
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適用就業者としての就職率は 50％代半ばとなっている。このことは就労時間数の短い
パート等としての就職が多いことを物語る。

　（3）ジョブカードによる職業訓練
　　正社員経験の少ないフリーター等が，ハローワークでジョブカードを活用してきめ細

かなキャリアコンサルティングを受け，企業での実習と職業訓練機関での座学等を組み
合わせて行い，その評価をジョブカードにまとめて就職活動に活用し，キャリア形成を
図る。有期の実習型訓練を実施する企業との間で雇用契約が結ばれ，賃金も支払われ
る。企業に対しては訓練の経費や賃金の一部に対しキャリアアップ助成金が支払われ
る。

　　仕事経験のない女性も，家庭での介護・育児経験等をジョブカードに記載し，キャリ
アコンサルティングを受けて職業訓練を経て就職につながる可能性がある。

　　上記（1）から（3）いずれの場合も，中年以後の女性の就業は介護分野等に偏る傾向
がある。

5　中間的就労支援
　生活困窮者自立支援法が 2013 年 12 月に成立し，一般就労が難しい人を対象に，本格的
就労への準備として，日常生活の自立や社会参加の為に働くことを目的に就労訓練事業

（中間的就労）等が実施され始めている。NPO や NGO 等が，それぞれに独自の活動に取
り組んでいるが，まだ数は少ない。
　中間的就労を通して，DV 等の被害女性等が自己の尊厳を取り戻す試み等もなされてい
る（第 2 編第 2 章第 5 に掲載のインクルいわての調査報告も参照。）。

第7　職務上氏名（通称・旧姓使用の問題）
1　はじめに
　我が国では，婚姻後の姓は，「婚姻の際に定めるところに従い，夫又は妻の氏を称す
る。」（民法第 750 条）と定められ，夫婦別姓は認められていない。条文上は，男女いずれ
の姓を選択するかは自由であるが，実態上，婚姻による女性の改姓率は，2013 年で 96.58
％に上る（厚労省「人口動態調査」（2013 年））。かかる割合は，傾向としては微減してい
るものの，大半の女性が改姓している実態に変わりはない。
　夫婦同姓の強制は，国連女性差別撤廃委員会の一般勧告（1994 年）が，女性の姓の選
択権を否定する制度であることを明示し，市民的及び政治的権利に関する国際規約（自由
権規約）委員会も，同規約の男女平等（第 3 条）並びに婚姻中及び婚姻の解消の際におけ
る配偶者の権利の平等を規定する条項（第 23 条第 4 項）について採択した一般的意見に
おいて，婚姻前の姓の使用を保持する権利がある旨明示している。
　国連女性差別撤廃委員会は，日本に対し，2003 年以降，日本の法や行政上の措置を条
約に沿ったものとするよう要請してきた。日弁連も，20 年にわたり，選択的夫婦別姓の
導入を訴えている。しかしながら，現在に至るまで，我が国において選択的夫婦別姓は実
現していない。
　そうした中，女性の社会進出が進み，キャリアの途中における婚姻による改姓が職業上
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不利益を招くとして，別姓の導入を求める声が高まり，職場における旧姓使用が広がりを
見せている。
　そこで，旧姓使用の現状と問題点について検討する。

2　歴史的背景
　1898 年 6 月 21 日に公布された民法第 4 編，第 5 編旧規定第 788 条には，「妻ハ婚姻ニ
因リテ夫ノ家ニ入ル」と定められ，同第 746 条が「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」と定
められていたことから，入夫，婿養子とならない限りは，原則妻が婚姻前の姓を改め，夫
の戸籍に入ることが制度化された。同規定は，1947 年 12 月 22 日に公布された改正民法
により，「夫婦は，婚姻の際に定めるところに従い，夫又は妻の氏を称する。」（民法第
750 条）と改められ，これまでの，妻が婚姻により夫の家に入り夫の家の氏を称する制度
は廃止され，婚姻後の姓は，男女いずれの姓であっても，同意に基づき自由に選択できる
制度が整えられた。
　もっとも，夫婦同氏の制度が維持された結果，“女性が婚姻により姓を変更する”とい
う一般的な慣行はそのまま残り，2012 年においても，女性の改姓率は 96.17％に上る。

3　改姓により生じる問題点
　婚姻後に姓を改める大半の割合を女性が占める状況が続く中，男女平等意識が広がりを
見せ，また，女性の地位向上に伴う職場進出が進み，婚姻後もキャリアを継続させる女性
が増加する中で，夫婦同氏制度のもたらす弊害が着目されるようになった。
　具体的には，婚姻前から，研究発表を行うなどして実績を積み重ねてきた場合に，婚姻
後，改姓して活動を継続するためには，婚姻前に発表してきた成果が自身の成果物である
ことを，その都度説明しなければならない。また，そのような特定の職業についていなか
ったとしても，婚姻により改姓したというプライベートな情報を，職場や取引先に告げざ
るを得ず，離婚した場合も，婚氏続称をしない限り，同様の状況に陥ることとなる。ま
た，改姓に伴い，銀行口座，登記，株式等の名義変更，名刺やＩＤカード，タイムカード
等，氏名が記載されている全ての書類を再作成する必要が生じる。かかる状況に，女性の
不平等感が高まり，1988 年 11 月には，国立大学に勤める教員が，職場での旧姓使用を求
めて，提訴するという事件も起こっている。
　婚姻後の改姓が，女性労働者のキャリア形成の障害となっている状況を改善するため，
1991 年から，民法第 750 条の見直しが法制審議会で進められ，1996 年 2 月には，「民法の
一部を改正する法律案要綱」を決定し，法務大臣に答申した。しかしながら，立法化には
至らず，その後も民主党が 1997 年に夫婦別姓の導入を柱とした，民法改正案を提出した
が廃案となり，現在に至るまで実現には至っていない。
　そのような中，夫婦別姓には反対ではあるが，職場での改姓による不利益を軽減する目
的で，旧姓使用の拡大を進めるという方法を取る企業や団体が増加するようになった。都
道府県では，1997 年に埼玉県が初めて婚姻後の旧姓使用を正式に認めた。また，2001 年
に中央省庁の人事担当課長会議で，国の行政機関の職員は本人から申し出があった場合，
呼称や職員録，人事異動通知書などで旧姓が使えることとされた。この申し合わせを受
け，旧姓使用の範囲を要綱で定める自治体や教育委員会が広がった。
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4　旧姓使用の実態
　現在，国家公務員，一部の地方公務員，弁護士，司法書士，税理士等が，旧姓使用に関
する規則を作成し，旧姓使用を認めている。また，一般企業においても，正確な統計は作
成されていないが，民間の産労総合研究所が 2010 年に行った調査によると，回答があっ
た民間企業 192 社のうち旧姓使用を認めているのは 55.7％。従業員 1 千人以上の企業で
は 71.8％に上っている。同研究所の 1994 年調査によれば，旧姓使用を認める企業は 22.3
％であったことに鑑みると，旧姓を認める企業は大幅に増加している。
　また，商業登記簿の役員欄においても，旧姓を併記できるようになるなど，旧姓が使用
できる範囲も拡大している。

5　旧姓使用における問題点
　旧姓使用が認められる場合であっても，職場で旧姓を一貫して使用することはできな
い。すなわち，金融機関や，国がかかわる公的な書類においては，戸籍姓が要求されるか
らである。賃金台帳，健康保険証は戸籍姓のみしか認められず，その他の書類，例えば，
社員名簿や身分証明書，出勤簿，住所録，給与明細票等の社内文書については，企業によ
って様々の扱いがなされているものの，労働者は，場面によって姓を使い分ける必要性に
迫られることとなる。
　二つの姓の使い分けによって，雇用主には，管理コストが生じ，旧姓使用をする労働者
は二つの姓を使い分ける煩雑さを抱え，周囲の人に混乱が波及する事態が生じることにも
なりかねない。例えば，弁護士は，旧姓使用が認められている士業ではあるが，後見登記
手続及び後見人として不動産取引を行う場合，任意後見契約締結の際の公正証書の作成，
一部金融機関での口座開設等には戸籍姓を使用しなければならず，通常使用している弁護
士名と，書面上の姓が異なることについての依頼者への説明が必要となり，作成書類も多
くなる。

6　小括
　夫婦別姓が認められない現状においては，二つの姓を使い分けなければならない煩雑さ
が生じてしまうことは避けがたい。また，法律上の制度として通称の使用が確立している
わけではないため，使用者により不公平も生じる。
　本来は選択的夫婦別姓の導入によって解決されるべき問題であるが，キャリアの分断等
を避けるために，旧姓使用が認められる範囲が拡大することは，現時点においては歓迎す
べきであろう。もっとも，上記の通り，事実上，女性に不平等な状況は決して解消されて
おらず，旧姓使用が（限定的に）認められていることが，法制度としての夫婦別姓を認め
ないことの理由とされるべきではない。

第3節　女性労働者の労働環境・労働条件に関する具体的な実態

第1　福祉職（介護・保育）
　介護・保育労働等のケアワークは，「家庭内労働は女が家庭において無償で行う労働」
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という性別役割分担の意識の影響を受け，他の職種と比べそもそも低廉な賃金となってい
る。

1　介護労働者
　2000 年 4 月に介護保険法が施行され，その後，2006 年までの 6 年間で，介護労働者は
約 55 万人から約 117 万人へと約 2.1 倍に増加しており，今後も更に増加が見込まれてい
る
　介護労働者の約 80％は女性であることから，介護労働者の労働環境・労働条件の問題
は，女性労働者の労働環境・労働条件の問題でもある。
　2007 年賃金構造基本統計調査（厚労省）によると，女性の福祉施設介護員の現金給与
額（基本給，職務手当，精皆勤手当，通勤手当，家族手当等が含まれるほか，超過労働給
与額も含む）は約 277 万円，女性の訪問介護員（通称ホームヘルパー）は約 263 万円であ
り，全労働者平均の現金給与額である約 453 万円と比べると，女性の福祉施設介護員で
61％，女性のホームヘルパーで 58％である。また，女性の福祉施設介護員，女性のホー
ムヘルパーの現金給与額は，女性労働者平均の現金給与額である約 328 万円の 8 割強にと
どまっている。このように，介護労働に従事している女性労働者は，他の産業に従事して
いる労働者に比べ，非常に低廉な賃金となっている。
　そして，低廉な賃金については，介護労働者も「将来性への不安，他産業との明らかな
賃金格差，キャリアアップできない不安感，社会的評価の低さ」と離職・転職の理由とし
て指摘しているところである。実際，2012 年 10 月 1 日から 2013 年 9 月 30 日の離職率は
16.6％と高い（公益財団法人介護労働安定センターが実施した 2013 年度介護労働実態調
査）。
　また，介護労働では非正社員の割合が高く，非正社員の割合は，入所施設で 35.4％，
訪問系で 72％と高い数値となっている。そして，正社員と非正社員では労働条件には大
きな差がある。すなわち，正社員のホームヘルパーのうち年収 300 万円以上の者の割合は
15.9％，非正社員のホームヘルパーの場合，年収 103 万円未満の者の割合は 45.1％であ
る（公益財団法人介護労働安定センターが実施した 2007 年度介護労働実態調査）。
　非正社員の割合が高いホームヘルパーの労働環境・労働条件についての調査報告書（ゼ
ンセン同盟「ホームヘルパーの職業能力と就業の実態に関する調査報告書」2002 年 6 月）
によると，女性が 94.3％を占め，年齢構成では 50～54 歳が 20.2％，45～49 歳が 17.3
％，55～59 歳が 14.6％となっている。賃金の支払形態は時給が 75.5％であり , 時給 1000
～1299 円が 4 分の 3 を占めている。問題であるのは，「訪問先への移動時間」，「訪問先ま
での交通費」，「待機の時間」，「業務報告書等の作成時間」に関して賃金が支払われていな
い者が 6～7 割に上っていることである。
　また，札幌市ホームヘルパー労働条件白書（連合北海道札幌地区連合会，2000 年 1 月）
によると，「空き時間をどのようにして過ごすことが多いか」（複数回答）との質問に対し
て，「自宅に戻る」（47.0％），「スーパーなど」（31.3％），「喫茶店」（27.9％），「公園，地
下鉄のベンチなど」（24.5％），「公共施設」（17.7％），「事業所」（11.4％），「その他（車
中他）」と，「食事（昼食等）をどこでとることが多いか」（複数回答）との質問に対し，

「自宅」（47.3％），「喫茶店など」（37.3％），「公園や地下鉄」（26.5％），「その他（車中，
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スーパー等）」（18.5％），「公共施設」（16.0％），「事業所」（14.3％）とそれぞれ回答して
いる。これらの回答からは，ホームヘルパーが空き時間や食事をとる場所も確保されてい
ない労働環境にあることが分かる。
　以上のとおり，介護労働者の労働環境・労働条件は劣悪であり，そのことが離職を促進
する大きな要素ともなっていることから，その改善は喫緊の問題である。この点について
は，厚労省労働基準局長も，都道府県労働局長宛 2009 年 4 月 1 日付け「介護労働者の労
働条件の確保・改善対策の推進について」と題する通知の中で，「介護労働者の労働条件
については，介護労働者の数が大きく増加している中，これまでもその確保・改善に努め
てきたところであるが，依然として，労働時間，割増賃金等を始めとした労働基準関係法
令上の問題が認められるところである」と指摘しているところである。

2　保育士
　高まる保育の需要に人材確保が追いつかないため，現場は空前の保育士不足に陥ってい
る。その背景には，保育士の処遇があまりにも悪いことがある。厚労省によると，保育士
の資格を持ちながら実際に保育士として働いていない「潜在保育士」は 60 万人に上ると
いう。
　東京都の「東京都保育士実態調査報告書」（2014 年 3 月）によると，正規職員の勤務実
態は，週当たり日数「6 日以上」が 31.2％，1 日当たり勤務時間「9 時間以上」が 47.6％
となっている。年収で最も多い幅は「200 万円～300 万円未満」で，正規職員の 46.2％，
フルタイムの有期契約職員の49.2％がこれに当たる。保育士として働いている人のうち，
離職を考えている人の割合は 16.0％と約 6 人に 1 人に上る。退職を考える理由は，1 位が

「給与が安い」，2 位が「仕事量が多い」となっている。同調査によると，約半数が賃金に
不満を覚えている。
　また，厚労省の 2013 年「賃金構造基本統計調査」によれば，全産業の平均賃金は年
295 万 7000 円で勤続年数が 11.9 年であるが，保育士は年 207 万 4000 円で勤続年数が 7.6
年となっている。
　厚労省は，「保育士の関わりは重要であるばかりでなく，保護者との連携を十分に図る
ためにも，今後とも最低基準上の保育士定数は，子どもを長時間にわたって保育できる常
勤の保育士をもって確保することが原則であり，望ましいこと」として，非正規職員は最
低基準上の保育士定数の 20％以内としていた（厚労省児童家庭局通知「保育所における
短時間勤務の保育士の導入について」1998 年 2 月 18 日児発第八五号）が，保育士の非正
規化も進んでいる。全国自治体労働組合の「自治体臨時・非常勤等職員の賃金・労働条件
制度調査結果報告」（2012 年度）では，加盟労働組合のある全国の 1349 自治体に調査

（845 自治体から回答）をしたところ，保育士の 52.9％が臨時・非常勤となっている。
　低賃金・長時間労働の中で，保育士の心身の状況も，深刻な状況に陥っている。全国福
祉保育労働組合が実施した「福祉に働くみんなの要求アンケート」（2015 年）の保育所保
育士版では，「普段の仕事での心身の疲れについて」を尋ねているが，「とても疲れる」が
46.7％，「時々疲れを感じる」が 49.7％となっており，「仕事や職場でストレスを感じま
すか」の問いには「常に感じる」が 18.8％，「時々感じる」が 61.8％で，ストレスの原因
は「責任や業務量の増加」が突出して 39.4％となっている。
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　流産を経験する保育士も少なくない。全国労働組合総連合（全労連）女性部が 2012 年
に行った「妊娠・出産・育児に関する実態調査報告」によれば，保育士の場合，流産の経
験がある女性は正職員で 28.3％，非正職員で 33.3％と 3 人に 1 人に上る。一般的な流産
率が 15％であることから，保育士の流産が多いことがうかがえる。
　このような保育士の労働環境の背景に，保育等のケアワークが，女性に適した，さほど
専門性の高くない職業であるかのようにみなされていることがあるとすれば，見過せない
問題である。保育士の仕事は，極めて専門的で豊かな経験が求められる職業であり，長く
勤められる労働条件や労働環境を整えることは，喫緊の課題である。

第2　専門職（教員・婦人相談員・看護職員）
1　小・中学校教員
　文科省は，第 7 次定数改善計画（2001 年から 2005 年）で少人数による授業に非正規の
教員を配置することを可能とした。また，2004 年からは，義務教育費国庫負担法の改正
により公立小中学校の教職員給与の国庫負担率を従前の 2 分の 1 から 3 分の 1 へと変更
し，義務教育費国庫負担金の総額の範囲内で，給与額や教職員配置に関する地方の裁量を
大幅に拡大する仕組みが導入され，地方自治体は非正規教員の採用を加速させた。その結
果，公立小・中学校教員の非正規率は，2005 年 5 月には 12.3％であったが，2011 年には
16．0％に上っている。非正規教員には，常勤講師である臨時的任用教員と時間講師であ
る非常勤講師が存するが，その割合， 数ともに増加傾向にあり，2012 年には，正規教員
約 59 万人に対し，臨時的任用教員は約 6 万 2000 人，非常勤講師は約 5 万人であった（文
科省初等中等教育局財務課調べ「学級編制・教職員定数改善等に関する基礎資料」）。
　そして，非正規教員の賃金は非常に低廉である。奈良県の公立中学校で 10 年目の臨時
的任用教員の年収は 300 万円前後であり，正規教員の半分未満であった。また，さいたま
市の小学校で非常勤講師として働いてきた 50 歳代の女性の時給は 1210 円であり，月収は
約 11 万円であった。さらに，北海道内の非正規教員へのアンケート調査によると，年収
200 万円未満の教員が 14％に上っている（連合北海道「北海道非正規労働者白書 2009～
均等・均衡待遇を目指して」）。
　非正規教員の増加については，文科省も「正規の教員採用選考を経ず，体系的な研修を
受けていない非正規教員の割合が過度に大きくなることは，学校運営面や教育内容の質の
維持・向上の面で問題である」としており，早急に改善される必要がある。なお，総務省
の 2013 年 3 月 29 日付け「臨時・非常勤職員に関する調査結果について」によると，地方
公務員の臨時・非常勤職員のうち，教員・講師の女性の割合は 64.8％であった。

2　婦人相談員
　婦人相談員は，売春防止法第 35 条第 4 項で非常勤として規定されており，「要保護女子
につき，その発見に努め，相談に応じ，必要な指導を行い，及びこれらに付随する業務を
行う」こととされていた。その後，いわゆる DV 法の制定により，婦人相談員は，「被害
者の相談に応じ，必要な指導を行うことができる」ことになり，婦人相談員の業務内容
は，相談業務，裁判所・婦人保護施設等への同行，ハローワークへの就労支援等の援助，
福祉事務所 ･ 児童相談所等への連絡等と大幅に拡大した。
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　しかし，2012 年における婦人相談員のうち 79％は非常勤である（厚労省家庭福祉課調
べ）。2007 年に高知県が全国の都道府県に依頼してまとめた「婦人相談所における婦人相
談員及び心理担当職員の状況調査結果」によると，賃金も月額 16 万円以上と少ない状況
にある。
　また，東京都が 2007 年に非常勤職員設置要綱を改定し「雇用期間を 4 回までに限り，
改定することができる」する等，非常勤職員の任期の更新回数を制限する自治が増えてき
ている。
　このように，婦人相談員の賃金は業務内容に照らして極めて低く，雇用期間も不安定で
あるが，被害女性の自立を支援する婦人相談員の業務は，行政上も重要な位置を占めてい
ることから，婦人相談員の労働条件を向上させる施策が求められるところである。

3　看護職員（保健師・助産師・看護師・准看護師）
　就業している看護師の 93.2％（准看護師は 93.3％）が女性であり（厚労省「衛生行政
業務報告例（就業医療関係者）の概況」2014 年），女性労働者の 20 人に 1 人が看護職員
であることから（総務省「労働力調査」2009 年），看護職員の労働環境・労働条件の問題
は，まさに女性労働者の労働環境・労働条件の問題である。
　しかし，看護職員の労働環境は，深刻な過重労働や健康悪化の問題が改善されておら
ず，厳しい環境にある。日本医療労働組合連合会が実施した「看護職員の労働実態調査

『報告書』」（2013 年）によると，「疲れが翌日に残ることが多い」が 51.7％，「休日でも回
復せず，いつも疲れている」が 21.9％となっており，これらの合計は 73.6％に上ってい
る。また，健康不調は 35.4％であり，全産業（女性）の 17.1％（厚労省「労働者健康状
況調査」2007 年）の 2 倍を超えている。さらに，妊娠時が順調と回答した者は 27.1％し
かなく，女性労働者の 34.4％（全労連女性部「妊娠・出産・育児に関する実態調査」
2011 年）より 7％低くなっており，切迫流産は看護職員が 29.9％と女性労働者の 17.1％
より 2 倍近く高い数字となっている。
　また，交代制勤務については，1951 年の完全看護承認基準以降，三交代制が基本とさ
れてきたが，1992 年の通達により「なるべく三交代制であることが望ましいが，保険医
療機関の実情に応じて二交代制の勤務形態があっても差し支えない」とされた。その結
果，二交代制の場合，標準的な夜勤の時間設定が 16 時間以上の割合は 87.7％（日本看護
協会「病院看護職の夜勤・交代制勤務等実態調査」2010 年）と長時間勤務を招来してお
り，二交代制の夜勤で休憩が取得できていない場合，「休日でも回復せず，いつも疲れが
残っている」と回答した者は 47.6％に達している（日本医療労働組合連合会「2013 年看
護職員の労働実態調査」）
　さらに，仕事を辞めたい理由として 30％を超える回答があった項目は 4 項目あり，44.
2％が「人手不足で仕事がきつい」，33.9％が「賃金が安い」，33.1％が「休憩が取れな
い」，31.6％が「夜勤がつらい」を挙げている（日本医療労働組合連合会「2013 年看護職
員の労働実態調査」）。
　このように，看護職員は，交代制勤務を含む深刻な過重労働，労働内容に見合わない賃
金，切迫流産等の健康不調の問題等を抱えており，早急な改善が必要である。なお，日本
看護協会では，健康・安全・生活への影響を少なくする観点から，2013 年に「看護職の
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夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」を作成している。

第3　サービス業について
1　サービス業の概況
　厚労省「平成 26 年版労働経済の分析」（2014 年）10 頁によれば，2013 年の産業別・職
業別雇用者数の前年比は，産業別にみると，宿泊業，飲食サービス業での増加が顕著とさ
れている。また同分析によれば，円安方向への動きを背景に外国人観光客が増加したこと
等を背景とする増加とされているが，これら増加は主に非正規雇用労働者によるものであ
る。これを職業別にみると，介護サービスや飲食物調理といったサービス職業従事者数が
増えている，とされる。
　それでは，これらサービス業に就く者の生活不安がないかというと，そうではない。
　そこで，サービス業カテゴリ内の典型例として「宿泊業・飲食サービス業」「生活関連
サービス業，娯楽業」を取り上げて，サービス業に関する状況分析として以下論じる。
　まず，賃金については，厚労省「平成 26 年賃金構造基本統計調査の概況」第 8 表によ
れば，男女計・産業計の正社員平均賃金が 317.7（千円），正社員・正社員以外の平均賃
金が 200.3（千円）であるのに対し，「宿泊業・飲食サービス業」の男女計，正社員平均
賃金は 263.6（千円），正社員・正社員以外の平均賃金は 179.6（千円）であり，「生活関
連サービス業，娯楽業」の男女計，正社員平均賃金は 278.9（千円），正社員・正社員以
外の平均賃金は 198.8（千円）と，相対的に低い。「宿泊業・飲食サービス業」の男女計
平均賃金は，統計表中，他の産業に比して最下位の数字である。
　これらサービス業については，産業別にみた場合の，非正規職員の割合の高さが各統計
から指摘されている。厚労省「平成 20 年度版労働経済の分析」（175 頁）によれば，1982
年以降，非正規職員の割合は右肩上がりであり，2002 年時点において 35.6％を示し，そ
の後もその割合は上昇を続け，2007 年時点では約 4 割となっている。
　また，総務省統計局「平成 24 年就業構造基本調査　結果の概要」によれば，産業大分
類，雇用形態別の割合をみるに，「正規の職員・従業員」の割合は，「宿泊業，飲食サービ
ス業」が 26.7％と，最も低い数字となっている。
　同統計中，「パート」の割合を産業別にみると「宿泊業，飲食サービス業」35.1％，「卸
売業，小売業」28.1％，「生活関連サービス業，娯楽業」26.9％の順となっており，サー
ビス業においてパート雇用の割合が高いことが示されている。
　さらに，同統計中「アルバイト」について同じく産業別にみると，「宿泊業，飲食サー
ビス業」31.2％，「生活関連サービス業，娯楽業」17.8％となっており，やはりサービス
業においてアルバイト雇用の割合が高いことが示されている。
　このような状況を反映して，サービス業においては全般的に，離職率，入職率いずれも
他産業に比べて高い。厚労省「平成 25 年雇用動向調査の概要」（2013 年）中の統計によ
れば，「宿泊業，飲食サービス業」における入職率，離職率の割合は各 31.8％，30.4％，

「生活関連サービス業，娯楽業」における入職率，離職率の割合は各 24.9％，23.7％，「サ
ービス業（他に分類されないもの）」の入職率，離職率の割合は各 25.4％，23.2％となっ
ており，分析対象の他産業がいずれも 10～15％であるのに比して，高い割合であること
を示している。
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　なお，同統計内付属統計表 3 によれば，全体統計として一般労働者のうち 12.6％，パ
ートタイム労働者の 15.0％の者が，契約期間の満了を離職理由に挙げている。
　以上の統計を基にすると，男女問わずサービス産業従事者のうち相当数が，非正規職員
等の不安定な立場で労働せざるを得ない等の事情から，職場において安定して働き続ける
ことが難しい状況にあることが推測される。

2　サービス業従事者における女性の数，割合
　前記総務省統計局「平成 24 年就業構造基本調査」（2012 年）8 頁によれば，2012 年時
点で，「宿泊業，飲食サービス業」に就業する女性はおよそ 231 万 2000 人（女性有業者総
数中 8.4％），「生活関連サービス業，娯楽業」に就業する女性はおよそ 141 万人（女性有
業者数中 5.1％）とみられている。
　これらサービス業については，厚労省「平成 25 年版　働く女性の実情」（2013 年）の
統計分析によれば，「宿泊業，飲食サービス業」64.1％「生活関連サービス業，娯楽業」
58.6% と，「医療，福祉」77.3% に次いで，他職業と異なり女性のほうが割合の多い職業
である。
　2003 年 4 月に総務省統計局が行った分析によれば，女性の「サービス職業従事者」で
は 20～24 歳が一つのピークとなっており，その後，30～34 歳が谷となり，年齢が高くな
るにしたがって就業者数が増加し，50～54 歳が最も多いという，顕著なＭ字型を示して
いる（総務省統計局統計トピックス No.1「女性が多い『サービス職業従事者』，平均年齢
の若い『専門的・技術的職業従事者』（平成 12 年国勢調査の結果から）」（2003 年 4 月）
参照）。

3　サービス業に関する賃金格差について
　当該業種における男女間の賃金格差についてみるに，厚労省「平成 26 年賃金構造基本
統計調査（全国）の概況」中の統計によれば，「宿泊業・飲食サービス業」に関する男性
賃金・年齢計は 272.3（千円），女性賃金・年齢計は 195.4（千円）とされる。また「生活
関連サービス業・娯楽業」の男性賃金・年齢計は 291.2（千円），女性賃金・年齢計は
213.7（千円）となっており，いずれの業種においても，女性平均賃金は男性平均賃金の
7 割程度の数字にとどまり，男女間における賃金格差があることが分かる。
　次に，女性における正規，非正規労働者間の賃金格差についてみるに，同統計によれば

「宿泊業・飲食サービス業」につき，正社員・正職員の平均賃金額に対し，それ以外の雇
用形態の者の平均賃金額は 78%，「生活関連サービス業・娯楽業」については同じく 86%
となっている。
　これら統計からすれば，正社員・正職員以外の雇用形態につく女性の場合，正社員・正
職員雇用形態に就く男性と場合と比べて，相当程度の賃金格差があると推測できる。

4　サービス業に就業する女性の状況
　サービス業については，求人誌等をみても女性にとって比較的求人を探しやすい分野で
あるが，上記のとおり，有業者女性のうち，約 1 割の者がサービス業に従事しており，主
なサービス業従事者の過半は女性労働者である。
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　しかし，前述のとおり，サービス業に従事する女性の大半は，正社員雇用ではなく，非
正規雇用であり，労働者として不安定な地位におかれている。また，そもそもサービス業
の賃金自体が低い上，男女間，正規・非正規雇用間においても賃金格差は存在しており，
結果，非正規雇用の女性の賃金は，非常に低い結果となっている。
　これに加え，例えば小売販売業のうちアパレル産業について，若年層のアルバイト店員
や契約社員への労働時間，販売ノルマ等の厳しさから，労働者を経済的にも精神的にも追
い詰めることがあると指摘されることがある等，上記に挙げた各種統計だけからは読み取
れない問題もあるものと推測される。
　低賃金をめぐる状況については，日弁連としても 2014 年 7 月 24 日付け「最低賃金額の
大幅な引上げを求める会長声明」を出すなどしているが，これを含め，女性をとりまく上
記状況の速やかな改善が望まれる。

第4　専従者
1　専従者に関する問題点
　自営業主の妻は，働いていないのに賃金を水増しして，自営業主の節税の手段とされて
いるという偏見がある。たしかに税務上，専従者控除のためだけに名目上，専従者である
妻に対価を渡したことにしつつ，実際には帳簿上の記帳だけして金銭のやりとりをしない
例はあると思われるが，これはむしろ，妻にとって経済的独立を阻害される状況と捉えら
れるべきものである。なお，このような場合には，次項に挙げる審判例のように，婚姻費
用算定の際，その支給名目額の扱いが争点となりうる。
　しかし，このような事例があるにしても，実際には自営業主の妻は，人件費削減のため
に，家事と仕事の両立という，専業主婦に比しても重い負担をしていることが多いとみら
れる。それにもかかわらず，実際には労働について正当な評価がされず，労働条件も厳し
くなりがちである。主には，以下の 3 項にあげるような問題点が指摘される。

2　専従者給与の名目支給額の扱い－婚姻費用の分担額算定に関する審判例
　専従者給与を受け取る妻が別居を始めたことを機に，従前受給していた専従者給与の支
給が打ち切られた場合，婚姻費用の分担額算定をするに当たり，専従者給与相当額をどう
取り扱うかについて，那覇家庭裁判所 2004 年 9 月 21 日審判（家庭裁判月報 57 巻 12 号
72 頁）が，専従者給与の支給の実態に即した判断をしている。
　当該事案では，相手方たる夫は，医療法人を設立し，医療法人代表者である理事長兼院
長として働く歯科医であった。また，夫は申立人たる妻に対し，設立当初から理事として
の報酬（専従者給与）名目金を支払っており，同給与は，当事者の婚姻費用として費消さ
れてきていた。そして，妻が理事を辞職し，転居したことを機に，当該給与は支払われな
くなったという経緯がある。なお，当該事案では夫側が，妻は実際にはいわゆる専業主婦
であり，稼働することはなかった旨主張した経緯があった。
　当該事案で，裁判所は，概要，妻が受給していた月額 60 万円（年額 720 万円）の専従
者給与額については，その額を夫の収入額に加算するのが相当と判断した。また，その理
由について，裁判所は，「この専従者給与額に相当する利益は，平成 16 年 5 月以降，医療
法人に帰属しているところ，同医療法人は，相手方により設立され，自ら理事長となって
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業務を総理していることからすると，医療法人の財産は，現在，実質的に相手方に帰属
し，最終的にも相手方が取得する可能性が高いと評価できること，その上，これまで専従
者給与は婚姻費用として費消されてきたことも考慮すると，これを婚姻費用の分担額を定
める収入とするのが相当と考えられるためである。」と述べた。
　当該審判は，専従者給与の名目受給分について，妻との同居時までは婚姻費用分として
の費消，別居後は同額分を夫帰属利益と認め，結局妻の専従者給与の名目額一年分相当額
について，夫側の収入算定に当たりこれを加算したことを認めた。妻の専従者給与名目
金，夫の収入額について，実態に即し柔軟に算定しようと試みた点において参考になると
いえる。

3　所得税法第 56 条の問題点と対策
　（1）所得税法第 56 条
　　自営業主の妻は，原則として賃金支払の対象とはなっていない。所得税においては，

事業主と生計を一にする親族が事業から対価の支払を受ける場合には，その対価の額
は，原則としてその事業主の事業所得の金額の計算上必要経費に算入しないこととして
いる。つまり，いくら妻が夫たる自営業主のために労働をしたとしても，その対価とし
ての賃金は必要経費とされないこととなる。

　（2）専従者控除
　　しかし，（1）の原則に対し例外的な取扱いとして，専従者控除がある
　　これが認められるのは，次の場合である（ただし，他にも要件がある。）。
　　①　青色申告者の場合

　　一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の
特例により，労務の対価として相当額が必要経費となる。

　　②　白色申告者の場合
　　事業にもっぱら従事する家族従業員の数，配偶者かその他の親族かの別，所得金額

に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例により，事業専従
者が事業主の配偶者であれば上限 86 万円，配偶者でなければ専従者一人につき上限
50 万円が必要経費となる。

　　白色申告の場合，自営業主の控除がされるという形で，その控除分が事実上配偶者
の給料という扱いをされる。そもそも自営業主に対する「控除」という扱いをしてい
ること自体，妻の労働に対する評価をしないことに繋がり，問題である。

　　また，上限額が低い金額で固定されていることも問題である。妻が時給 800 円で月
20 日稼働したと計算しても，86 万円では 1 日 4.5 時間働いたという評価に過ぎない。

　　さらに，例えば，自営業主が妻の専従者控除をしていたが，自営業主がその息子に
交代した場合，その妻の控除は 86 万円から 50 万円になる。実態は全く変わらないの
に，妻の労働の評価が低下し，税負担が増えることになる。また，上限を超えた賃金
を支払っても，自営業主の必要経費にはならないにもかかわらず，妻の確定申告では
実際の賃金額を申告しなければならず，かえって税負担が増えるという不合理なこと
にもなる。

　　では，相当額が必要経費とされる青色申告にすればいいのではないか，ということ
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も考えられる。しかし，青色専従者になると，月額 8 万 8000 円以上の賃金を支払う
と所得税が発生するなど，妻の賃金を抑える要因も存在する。

　　　結局，専従者控除の制度があっても，所得税第 56 条の問題は解消されていない。
　（3）対策
　　所得税法第 56 条や専従者控除が改善されない限り根本的な解決は見られないが，現

状を前提にすると，農家の女性や後継者らが，経営者である夫や父と結ぶ家族経営協定
が参考になる。ここで，家族経営協定とは，家族農業経営に携わる各世帯員が，意欲と
やりがいをもって経営に参画できる魅力的な農業経営を目指し，経営方針や役割分担，
家族みんなが働きやすい就業環境などについて，家族間の十分な話し合いに基づき取り
決めるもの，とされる（農林水産省ホームページ「家族経営協定」参照。）。

　　農林水産業特別試験研究費実績報告書として 1992 年にだされた，上村協子ほか『家
族農業経営における労働報酬の適正な評価手法の開発』では，農家の労働を①農業労働

（農作業・農業労働，経営管理労働，家事労働的営農関連労働），②育児・介護労働，③
地域見守り労働の三つに分けている。家事労働的営農関連労働が，自営業の女性の専従
者控除の対象に相当するところ，ここでは，女性職の評価が低くなる従来型の賃金評価
を避けることを強調し，「同一価値労働同一賃金」に似た評価方法を採用することを提
案している。例えば，家事・育児に極端に低いポイントを付けないこと，育児にかかる
費用の支給と労働報酬とを混合しないこと等である。

　　また，どの家族の報酬も一律に労働時間×同一の時間単価とすること，職務遂行能力
や貢献度は評価が恣意的になり家族間の格差が大きくなることから導入しないこと，農
家の経営はトップダウンというより水平的であることから，特定の誰かを管理的業務者
としないことを報酬の決め方の基本線としている。

　　他の産業においても，この手法は応用可能と思われる。家庭内労働の評価，家庭内労
働と労働の区別の明確化，実態に見合った家庭内労働の評価の見直しが必要である。

第5　シングルマザーを利用する職場について
1　総論
　女性がいわゆるシングルマザーになるきっかけについては，死別・生別（主に離婚），
未婚での出産等様々な事情はあるが，以下述べるとおり，シングルマザーになった女性
は，全般的に育児による負担等をかかえて，安定しない非正規雇用等の立場において，低
い収入額で働かざるを得ない状況にある。下記 2 記載データのとおり，相当数のシングル
マザーが，生活意識として「生活が苦しい」と答えている。かつ，シングルマザーの中で
も特に低学歴，未婚のまま出産するに至った者には，収入額の低さもあいまって貧困の度
合が深刻な者が相当数いると推測される。
　貯蓄額についても，シングルマザーの世帯の場合，下記 2 記載データのとおり，全国世
帯の平均貯蓄額に対し遠く及ばず，相当数のシングルマザーは貯蓄がないか，あっても
50 万円以下という状況であり，子どもの病気等の緊急時の出費に対する備え，又は，今
後子どもが成長するにつれてかかる学費等の諸負担への備えができているとは，およそ言
えない状況におかれている。
　諸外国においては，養育費の回収方法の工夫や社会福祉制度利用により，シングルマザ
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ーがこのような貧困状態に陥ることを防ぐ方策がとられていることがあるが，日本では，
養育費回収の手間や費用，生活保護利用の壁が事実上厚い等の事情により，シングルマザ
ーについて適切なフォローがなされていない状況がある。
　結果，シングルマザーは，不安定な立場かつ低賃金であり，企業側にとって都合のいい

「使いやすい人材」とわかっていても，生活のために働き続けざるを得ない，という状況
がある。

2　シングルマザーに関する経済状況の概観
　シングルマザーの総数を把握することは困難であるが，厚労省の「国民生活基礎調査」
が「死別・離別・その他の理由（未婚の場合を含む）で，現に配偶者のいない 65 歳未満
の女（配偶者が長期間生死不明の場合を含む。）と 20 歳未満のその子（養子を含む。）の
みで構成している世帯」と定義付ける「母子世帯」数の統計数が参考になる。
　2013 年同調査の統計によれば，2013 年における 5011.2 万世帯のうち，母子世帯は
82.1 万世帯（約 1.6％）とされている。
　そして，2013 年同調査統計によれば，2013 年において，全世帯総所得平均が 537.2 万
円であるのに対し，母子世帯の総所得平均は 243.4 万円である。また，その所得の内訳
は，稼働所得が 73.5％，年金以外の社会保障給付金が 20.2％を占めるとされている。つ
まり，母子世帯においては，その所得の 4 分の 3 が，母親自身の労働賃金で占められてい
る。
　さらに，世帯貯蓄の状況をみるに，全世帯では「貯蓄がある」は 79.5％，「1 世帯あた
り平均貯蓄額」は 1047 万円となっているのに対し，母子世帯では「貯蓄がある」は 60.6
％，「1 世帯あたりの平均貯蓄額は 263.8 万円とされる。また，その「貯蓄がある」と答
えた母子世帯のうち 12.7％は，貯蓄額が「50 万円未満」と回答しており，母子世帯のう
ち 23.8％が「借入金がある」と回答している。
　世帯の貧困率については，「大人が 1 人，子供がいる現役世帯」の貧困率は 54.6％であ
り，母子世帯もこれに含まれる。
　結果，生活意識については，全世帯平均のうち 59.9％が「苦しい」（内訳：「大変苦し
い」が 27.7％，「やや苦しい」が 32.2％）と答えたのに対し，母子世帯のうち 84.8％も
の世帯が「苦しい」（内訳：「大変苦しい」49.5％，「やや苦しい」が 35.2％）と回答して
いる。なお，OECD“Society At A Glance2009”によると，日本における有業母子世帯
の貧困率は 58％であり，OECD30 か国平均が 23％であるのに対し，相当に高い数値であ
る。
　さらに，死別・離婚・非婚母子世帯間で比べると，死別か生別では，所得保障（遺族基
礎年金等）の有無や持ち家率の差異（死別の方が比較的高い傾向にある）等により，更に
離婚・非婚母子世帯間では，非婚母子世帯が母子世帯になることによる失職率が高い傾向
にある等の事情により，非婚母子世帯が最も経済的にひっ迫しているというデータがあ
る。日本労働研究機構の調査研究報告書によると，社会保障給付を含む全ての収入を表す
平均年間収入（1998 年）では死別 288.1 万円，離婚 219.5 万円，非婚 171.1 万円と，非
婚が最も低収入であることが指摘されている（西本佳織「『寡婦』控除規定から見る非婚
母子世帯への差別」立命館法政論集第 6 号 203～205 頁（2008 年）参照。日本労働研究機
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構「調査研究報告書 No.156 母子世帯の母への就業支援に関する研究」358，626，208 及
び 406 頁。）。
　これらの統計からは，社会的な給付に頼らず賃金でなるべく生活をまわそうとしている
が，就業収入額自体が低いためになかなか生活状況が好転しない，という状況に陥ってい
るシングルマザーが相当数いることがうかがえる。

3　シングルマザー世帯間における格差
　では，シングルマザーは実際にどのような状況で労働しているのか。
　厚労省「平成 23 年度全国母子世帯等調査結果報告」（2015 年）によれば，母子世帯の
母，いわゆるシングルマザーの 80.6％が就業しており，うち「パート・アルバイト等」
が 47.4％と最も多く，ついで「正規の職員・従業員」が 39.4％，派遣社員が 4.7％と続
く。
　さらに，就業者である母について最終学歴別にみると，最終学歴が中卒の場合には「パ
ート・アルバイト等」が 66.4％に対し「正規の職員・従業員」の割合は 19.7％であるの
に対し，最終学歴が大学・大学院の場合には「パート・アルバイト等」が 25.3％に対し

「正規の職員・従業員」の割合が 52.6％となっており，統計上は本人の意思がどのような
ものかまでは読み取れないものの，シングルマザーの中でも，最終学歴に応じて，雇用形
態に影響している可能性が示されている。
　また，最終学歴別に仕事内容を整理した場合，中卒の場合には「サービス業」（27.6
％）「販売業」（9.9％）「事務」（7.9％）の順となる一方，大学・大学院卒の場合には「専
門的・技術的職業」（36.8％）「事務」（29.5％）「サービス業」（11.6％）の順となってい
ることから，統計上は本人の意思がどのようなものかまでは読み取れないものの，最終学
歴が仕事内容に影響している可能性が示されている。
　上記統計によれば，就業している母のうち，「正規の職員・従業員」の平均年間就労収
入は 270 万円，「パート・アルバイト等」では 125 万円となっている。また就労する母の
年間就労収入平均額を職業別にみると「専門的・技術的職業」が 277 万円，「事務」が
215 万円，「販売」が 141 万円，サービス職業」が 149 万円となっている。
　また，同報告内統計によれば母子世帯の世帯収入平均額は 291 万円，母子世帯の母によ
る就労収入平均額は 181 万円となっているが，うち最終学歴が中学の場合には平均年間就
労平均額が 129 万円，高校の場合 169 万円，短大の場合 186 万円，大学の場合 297 万円と
順次収入額が上がっており，結果，母子世帯間においても学歴等の事情が収入状況に影響
を与えていることが読み取れる。
　上記 1 項の状況も踏まえれば，シングルマザーのうちでも最も立場の弱い立場，例えば
最終学歴が中卒であり養育費を十分受け取ることのできない状況にある女性は，働きにで
ても仕事内容も限られ，正社員・従業員の立場にはたどり着けずにパート・アルバイト等
といった，労働者としては極めて不安定な地位に立ち，低い賃金で家計を切り盛りしなけ
ればいけないといった状況に陥る可能性がある，と言える。
　上記年度「母子世帯等調査結果報告」は，母子世帯について調査客体数 2257 世帯に対
し，実際の集計数が 1648 世帯にとどまるものであるため，結果分析に当たっては，その
統計資料数の少なさについても留意しなければならないが，その内容は示唆に富む。
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4　シングルマザー自身の意識
　このように，シングルマザーについて経済的な貧困状況に苦しむ者が相当数いることを
示す統計が各種あることに照らせば，シングルマザーの大半は，収入アップや地位の安定
性を求めて，いますぐの正社員化を望んでいるのではないか，と思われるが，これに対し
て必ずしもそうではない，という報告もある。
　独立行政法人労働政策研究・研修機構が 2007 年に実施した調査（調査対象 6226 人，有
効集計回答数 1311 人）によれば，「今後 3～5 年の間に正社員就業を希望している母親
は，無職者で 22.2％，パート・アルバイトで 30.3％，派遣・契約等では 33.3％程度であ
り，シングルマザーの半数程度は正社員就業を希望していない，という結果となった（労
働政策研究・研修機構 2012 年労働政策研究報告書 No.140「シングルマザーの就業と経済
的自立」61～64 頁）。ただし，同報告書は，このように回答したシングルマザーについ
て，単に現状に満足していると述べているわけではない。
　同報告書によれば，「今後 3～5 年の間に」という条件を外した場合に，「将来」正社員
として働きたいと答えている者は，シングルマザーのうち 78.3％に上っている。貧困状
態にあるシングルマザーが「今後 3～5 年の間に」正社員就業を希望しないと回答した理
由について，同報告書は，回答者が単に現状に満足して正社員就業を希望していないとい
うわけではなく，①年齢が高い，本人の健康状態が悪い，学歴・職業経験の不十分さ等の
理由で正社員就業が不可能であろうと本人が判断し，そもそも正社員就業を断念している
ため，若しくは②育児に忙しく，夜間・休日勤務，残業や出張といった要求に応じにく
く，結果，正社員勤務と育児の両立が難しいと本人が感じているためであると分析してい
る。

5　小括
　シングルマザーのこのような希望や意思があるにもかかわらず，上記で述べたとおり，

「3～5 年」が経過した以降においても，望む者が正社員という安定した地位に就けている
とは言い難い状況がある。
　法制度や社会制度の構造不備，機能不全がシングルマザーに関する上記の状況を生んで
いるが，裏返せば，使用者側にとっては多数のシングルマザーを低賃金，かつ場合によっ
ては非正規社員等不安定な地位の労働者として，会社の利益をあげるために利用し続けら
れる状況があると言うことができる。これら状況の早急な改善が求められる。

第6　性産業
1　性産業とは
　性産業は，風営法の性風俗関連特殊営業という呼称で規制され，届出制となっている

（風営法第 27 条，第 31 条の 2，第 31 条の 12，第 31 条の 17 等）。
　性風俗関連特殊営業は，主として，異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役
務（以下「性的サービス」という。）を提供する営業である。性的サービスは，必ずしも
売春行為を伴うわけではないが，性を売る仕事に変わりはなく，女性の性的自由と尊厳を
損なうものである。しかし，国は，このような女性の尊厳を害するような性的サービスの
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提供を内容とする営業を届け出制とすることで合法化し，放置している状況にある。
　2010 年（平成 22 年）～2014 年（平成 26 年）の性風俗関連特殊営業の営業所数の推移
は，次の表の通りである。

年次
22 23 24 25 26

区分
総数（件） 25,102 29,391 30,133 30,969 28,864

店舗型性風俗特殊営業 6,208 8,835 8,685 8,501 8,373
第１号営業（ソープランド等） 1,238 1,246 1,235 1,218 1,224
第２号営業（店舗型ファッションヘルス等） 836 822 824 813 810
第３号営業（ストリップ劇場等） 139 125 116 110 98
第４号営業（ラブホテル等） 3,692 6,259 6,152 6,027 5,940
第５号営業（アダルトショップ等） 303 272 252 232 206
第６号営業（出会い系喫茶等） － 111 106 101 95

無店舗型性風俗特殊営業 16,983 18,336 19,257 19,986 20,491
第１号営業（派遣型ファッションヘルス等）15,889 17,204 18,119 18,814 19,297
第２号営業（アダルトビデオ等通信販売） 1,094 1,132 1,138 1,172 1,194

映像送信型性風俗特殊営業 1,554 1,888 1,879 2,187 2,380
店舗型電話異性紹介営業 174 151 138 127 107
無店舗型電話異性紹介営業 183 181 174 168 163

出典　 警察庁生活安全局保安課「平成 26 年中における風俗関係事犯の取締り状況につい
て」を加工

　風俗営業であるキャバクラは，風営法上の性産業には該当しないが，一部のピンクサロ
ンがキャバクラとして届け出ているなど，実態と乖離している場合もある。さらに，無届
けの違法業者も存在するが，その数については把握が困難である。
　風営法が規定する性風俗関連特殊営業のうち，女性が性的サービスを提供する営業に
は，次のものがある。
　（1）店舗型性風俗特殊営業（風営法第 2 条第 6 項）
　　①　1 号　浴場付きの個室で性的サービスを提供する営業（ソープランド等）

　②　2 号　個室で性的サービスを提供する営業（店舗型ファッションヘルス，ピンク
サロン，性感マッサージ，イメージクラブ等）

　　③　6 号　店舗を設けて行う性風俗に関する営業（出会い系喫茶等）
　（2）無店舗型性風俗特殊営業（同条第 7 項）　

　①　1 号　住居やホテルに派遣して性的サービスを提供する営業（デリバリーヘル
ス，ホテルヘルス等）

　（3）店舗型電話異性紹介営業（同条第 9 項）
　　店舗を設けて，面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する

者に対し，電話通信設備を利用して異性を紹介する営業　（テレホンクラブ）
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　（4）無店舗型電話異性紹介営業（同条第 10 項）
　　前項と同様の営業で店舗を設けない場合（出会い系サイト）

2　性産業に従事している労働者
　（1）実態調査の欠如
　　性産業で働く女性は，国による実態調査が実施されておらず，その人数は営業所数な

どから推計するほかない。女性労働者が性的サービスを行っている性産業の営業所数
は，2014 年度は 2 万 1696 か所であり，1 つの営業所で働く女性労働者の数を平均 20 人
と仮定すると，40 万人以上が働いていることになる。また，性産業で働く女性の労働
環境及び労働条件の実態も明らかにはされておらず，労基法や労災法に規定された労働
者の最低限の権利さえ保障されていない可能性が高い。

　　性産業における性的サービスは，女性の性的自由と尊厳を損なうものであるととも
に，女性の生命・身体に危害を及ぼすリスクが，他の職業とは比較にならないほど高い
特殊な労働である。

　（2）雇用形態と収入
　　性風俗関連特殊営業で働く女性労働者の労働条件については，国による調査が行われ

ておらず，その実態は把握しようがない。一般的には，ピンクサロンは時給制である
が，それ以外の形態では歩合制が多数を占めていると言われており，最低保証額も設け
られていない場合がほとんどで，収入は極めて不安定である。人気のある限られた女性
については，一般の仕事に比べ，一時的に高い収入を得られる場合もあるが，長期間働
くことができる職場ではなく，一定の年齢を超えるとやめざるを得ない。

　　ソープランドで働く女性は個人事業主とされ，店との間に雇用契約はなく，本人の意
思による売春行為が常態化しているとも言われている。店が女性の売春行為を知らない
はずはなく，売春防止法 11 条に違反する疑いが濃厚である。

　（3）労働者が負うリスク
　　性風俗関連特殊営業は，粘膜接触を伴うサービスを提供することが多く，性感染症へ

の感染リスクが他の職業と比べてはるかに高い。売春行為を伴う場合は，更に高い感染
リスクが生じる。性感染症とは，クラミジア，尖圭コンジローマ，ケジラミ，淋病，梅
毒，性器カンジダ症，トリコモナス症，Ｂ型肝炎，性器ヘルペス，HIV 等であり，中
には生命に関わる場合もある。

　　また，女性労働者が性的サービスを提供する中で，強姦被害に遭うリスクも他の職業
と比べてはるかに高い。特に無店舗型のデリバリーヘルス（デリヘル），ホテルヘルス

（ホテヘル）等の場合，密室で性的サービスを提供することになるため，強姦被害に遭
うリスクは非常に高いと言われている。売春行為や強姦被害を受けた場合には，望まな
い妊娠をすることもあり，堕胎又は出産によるリスクも負うことになる。

　　さらに，暴力団関係者との接点も生じやすく，違法薬物を使用する者とのつながりか
ら自ら薬物使用に至るケースも多い。

　　そして，年齢や容姿の衰えによって，容易に失業することになるが，雇用保険なども
整備されていないことが多く，失業すれば，直ちに貧困に直面することになる。そのた
め，より条件の悪い店や違法店で働かざるを得なくなったり，路上で売春の勧誘を行
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い，売春防止法第 5 条違反で逮捕，処罰されるに至る者もいる。
　（4）救済の困難性
　　性産業を営む業者は，労基法や労災法を遵守する意識に乏しく，自ら雇用する女性労

働者に対し，労働者としての最低限の権利さえ保障していない場合が多い。性感染症
は，本来労災に当たるが，雇用主が労災申請に協力する例は極めて少ないと思われる。

　　また，強姦被害を受けても，差別や偏見から，また，自分が処罰されるのではないか
という恐れもあって，被害者自身が被害を訴えられなかったり，声を上げづらい風潮が
あり，その点からも救済が困難である。実際に強姦被害を訴えても，デリヘルやホテヘ
ルのように密室内で受けた被害については，立証が困難な場合も多い。

3　女性が性産業で働く理由
　このように自らの性的自由と尊厳を損なうものであるとともに，生命・身体に対し高リ
スクのある職業に就くことを，女性が積極的に望むことは考えられず，性産業で働く女性
の多くが，経済的理由によって性産業で働くことを選択せざるを得なかったものと推測さ
れる。すなわち，性産業が貧困女性の受け皿となっている。具体的には個々人の抱える事
情は様々であるが，以下に典型的な例を挙げる。
　（1）非正規雇用が理由の低収入，失業，借金
　　非正規労働者としての賃金は，年収 200 万円に満たない場合がほとんどであり，非正

規労働者として働く単身女性や母子世帯の母親の貧困は深刻な状況にある。その中で，
非正規労働者としての賃金だけでは生活していくことが困難であったり，生活苦から借
金がかさみ，その返済のために性産業に従事するケースが多いと言われている。非正規
労働者の場合，貯蓄もなく，雇用保険にも加入していないことが多く，一旦失業する
と，次の仕事が決まるまでの間の食費すらもなく，借金をするか，日払いの性産業を選
択せざるを得ない場合もある。非正規労働者や正規労働者として働いていても，賃金が
低いため，医療費や子の学費など，臨時の支出を工面する必要に迫られたり，借金の返
済のために，副業として性産業で働くケースもある。

　　同様の理由で，性産業ではなく風俗業であるキャバクラ等で働く女性労働者も多い
が，キャバクラ等では，会話能力等が要求されるため，採用されずに性産業で働くこと
を選択せざるを得ない女性も存在している。

　（2）軽度知的障害及び軽度精神障害のある人
　　婦人保護施設の内部調査によれば，性産業や売春に従事し，婦人保護施設に保護され

た女性の中で，軽度知的障害ないし軽度精神障害のある人（以下「軽度障害のある人」
という。）の占める割合がかなり高いことがわかっている。療育手帳（愛の手帳）4 級
に該当すると思われる人でも，手帳を取得していない女性も多い。重度知的障害や重度
精神障害のある人には公的支援があるが，軽度障害のある人には公的支援はほとんどな
く，頼れる家族がいない場合には，社会の中で自立していかなければならない。これら
の軽度障害のある人にとっては，職業選択の幅は著しく狭く，特に低賃金のパート等の
職しか得られない場合が多い。その結果，生活に困窮し，住む場所も失い，女性の場合
には，性産業で働く以外に選択肢がなくなり，性産業に取り込まれるという構図が存在
する。障害の程度や種類によっては，性的サービスを提供することで自身の性的自由と
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尊厳が損なわれているという認識が乏しい場合もあり，そこから抜け出すことは容易で
はない。

　（3）児童関係施設経験者
　　婦人保護施設の内部調査によれば，性産業や売春に従事し，婦人保護施設に保護され

た女性の中で，児童関係施設（児童養護施設，児童自立支援施設，自立支援ホーム等）
経験者の占める割合がかなり高いことがわかっている。これらの施設を出ても，すぐに
安定した仕事に就き，社会の中で自立していくことは困難を極める。低学歴の場合も多
く，低賃金のパート等の職しか得られない場合が多い。その結果，容易に失業し，ネッ
トカフェや知人宅を転々とした挙げ句，性産業に取り込まれるという構図が存在する。

　（4）家族との関係性が希薄な女性
　　施設経験者以外にも，幼少期に家族から十分な愛情を受けられず，その中で暴力や性

虐待を経験し，自尊心を奪われた女性が少なからず存在する。家を出て，家族や地域と
も縁が途絶え，困窮して行き場のない女性は，一時的にでも宿泊場所と食事を確保でき
る性産業に容易に取り込まれていく。自身の性的自由や人間としての尊厳を尊ぶという
意識を奪われているため，性産業で働くことに対する抵抗感が薄く，また，性産業に関
わる男性やその周辺にいるホストなどから，経験したことのない優しい言葉をかけら
れ，よりどころのように感じ，そこから抜け出すという発想を持てないケースもある。
このような女性にとって，性産業が最も身近な受け皿となっている。

　（5）学費を得るために働く学生
　　我が国では，学費の奨学金制度は償還が原則で，償還義務のない奨学金は限られてい

る。そのため，高額な学費を工面するために，女性の場合，性産業に従事する学生が相
当数存在すると言われている。

　　実家の貧困や親の失業により，親からの援助が受けられない学生は，償還義務のない
奨学金を得られなければ，学費と生活費を自ら稼ぐ必要がある。アルバイトの時給では
学業との両立は困難であり，キャバクラ等の場合には，時給は比較的高いが，飲酒や深
夜に及ぶ稼働が求められるため，やはり学業と両立させるのは困難である。そのため，
学業を続けるために，短時間で高収入が得られる可能性のある性産業を選択する者も出
てくる。

4　売春防止法の問題点
　生活に困窮し，行き場のない女性を保護するのは，本来，婦人保護の役目である。とこ
ろが，婦人保護事業の下で保護される女性は一部にとどまり，その多くが，性産業に取り
込まれ，性産業が女性保護に代わって貧困女性の受け皿になっている実情がある。その原
因の一つに，売春防止法の規定の問題がある。
　（1）売春防止法の保護更正規定
　　売春防止法は刑事特別法であるが，第 4 章のみは，要保護女子（売春を行うおそれの

ある女子）の保護更正を規定し，婦人相談所の設置（同法第 34 条），婦人相談員（同法
第 35 条），婦人保護施設の設置（同法第 36 条）等を定めている。婦人保護施設は，こ
の規定を根拠に設置され，要保護女子を収容保護する施設であったが，現在では，家庭
破綻や生活困窮等，様々な事情による生活困難者も保護の対象としている。また，DV
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法により，DV 被害者の保護を行うことも明確化された。しかし，婦人保護施設は，い
まだに「売春防止法の施設」であり，法令と実態とが乖離し，保護を必要とする女性が
利用をためらう原因にもなっている。また，対象者の拡大に見合う運営体制になってお
らず，人員配置基準も従来のままで，生活困窮者，DV 被害者，知的障害や精神障害の
ある人，日本語が不自由な外国人，女性の同伴児など，様々な事情を抱える入所者に
24 時間 365 日かかわるには人員が大幅に不足している。婦人相談員も，対象者の拡大
に伴い，職務内容も複雑化し，到底非常勤では対応できないにもかかわらず，売春防止
法で非常勤と規定され（同法第 35 条第 4 項），実際にもその 8 割が非常勤である。婦人
相談員自体，身分が不安定であるため，長期間働き続けられる環境になく，保護の必要
な女性の発見，相談，指導等の業務を遂行するために不可欠な経験者が育ちにくい。

　　したがって，性産業に取り込まれる前に，生活困難者を実効的に保護するためには，
売春防止法を改正し，婦人保護事業を社会保障法制の中に組み入れ，人権保障，自立支
援，福祉の視点を入れた独立した法制度を構築し，制度に見合った婦人相談所，婦人相
談員，婦人保護施設の体制を整備することが不可欠である。

　　全国婦人保護施設長等研究協議会（全婦連）も，人権保障，自立支援の視点での売春
防止法改正の必要性を訴え，2014 年末，厚労省，法務省，内閣府に意見書及び要望書
を提出している。

　（2）売春防止法の処罰規定
　　売春防止法 3 条は，売買春を禁止しているが，刑事処分の対象となるのは，勧誘，周

旋，場所の提供等，売春行為の一部のみである。買売春を法の明文で禁止することは，
女性を性的搾取から保護するために必要であるが，売春の勧誘に及んだ女性は，様々な
社会的に不利な状況から売春を行わざるを得なくなった被害者である。それを救済の対
象とするのではなく，社会の善良な風俗を乱すものとして刑事処分や補導処分の対象と
することは，性的搾取の被害者の救済を遠ざけ，買売春現場での人権侵害を潜在化させ
るものである。

　　日弁連も，2013 年 6 月 21 日に「刑法と売春防止等の一部削除等を求める意見書」に
おいて，売春防止法 5 条（勧誘等）及び第 3 章（補導処分）を削除すべきことを求めて
いる。

5　まとめ
　以上の通り，性産業は，女性の尊厳を害するサービスの提供を内容とする営業であるに
もかかわらず，国は届出制とすることで合法化し，性産業に従事する女性労働者の人数や
労働条件についての実態調査も行わないまま，様々な人権侵害の危険を放置している状況
にある。
　風営法の規制対象であるアダルトビデオ（AV）業界やストリップ劇場で働く女性労働
者も，同様に性を売る仕事であり，性サービスを行う女性労働者と同様の人権侵害にさら
されている状況にあることが推測される。近時，風営法の規制外の女子高校生をアルバイ
トとして使う JK 産業（JK リフレと称する高校生による個室マッサージや JK お散歩と称
する高校生とのデート等を営業内容とする）も，女子高生が性的搾取の対象とされ，人権
が脅かされているとして問題視されている。
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　このような性産業をはじめとする女性の性を売る産業の存在が，女性の貧困をより顕在
化しづらくしている。
　女性が性産業に従事せざるを得ない事情には，非正規雇用の地位の不安定さや低賃金の
問題，介護や保育等の家事周辺労働（ケアワーク）の低賃金の問題，高額な学費といった
様々な問題があり，経済的な理由から性産業に従事する女性をなくすためには，これらの
問題を解決することが重要である。
　また，本来，貧困女性のセーフティネットの役割を担うべき生活保護や女性保護制度が
十分に機能しておらず，性産業が生活に困窮した女性の受け皿になっている実態がある。
したがって，本来のセーフティネットである婦人保護が機能するよう，対象者の拡大に見
合った法整備と保護体制の整備を急ぐ必要がある。

第7　障がいのある女性と労働
1　 障がいによる不利益・差別
　（1）「障がい」「障がい者」とは
　　「障がい」に関しては，古くは，当該「障がい者」が有する欠損を指していた。「障が

い」は正されるべきものであり，障がいのある人は，健常者の社会に適応するよう訓練
する対象，あるいは，保護の客体と認識されており，障がいのある人が権利の主体であ
るという認識は薄かった。しかし，1970 年代に入り，ようやく「障がい者問題は人権
問題である」との認識が芽生えた。

　　また，「障がい」の概念も，当該障がいのある人個人の問題ではなく，何らかの機能
障害と環境の相互作用によって生じるものであるという考え方に変わっていった（社会
モデル）。「障がい」によって生じる不利益は社会の側の責任であり，当該障がいのある
人ではなく，社会の側を変えていくべきであるという発想である。

　　このような「障がい」概念の変化に伴い，日本においても 2011 年の障害者基本法改
正により，社会モデルの考え方が取り入れられ，「身体障害，知的障害，精神障害（発
達障害を含む。）その他の心身の機能の障害がある者であつて，障害及び社会的障壁に
より継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」と
定義付けられた（障害者基本法第 2 条第 1 号）。また，同法改正前は，障がいに関し，
身体障害，知的障害及び精神障害に限られていたところ，発達障害が明記された上「そ
の他の心身の機能の障害」が付け加えられたことから，難病等による心身の機能の障が
いも含まれることとなった。

　（2）障がいのある人の差別の禁止
　　上述のように，障がいのある人の人権に関しては，歴史が浅く，世界人権宣言（1948

年），国際人権規約（1966 年）に障がいに関する言及はない。そして，国連において，
人権侵害を受けやすい立場にいる者に関する個別の人権条約が検討され，1965 年に人
種差別撤廃条約が，1979 年女性差別撤廃条約が，1989 年に子どもの権利条約が，それ
ぞれ採択されるなかで，障がいのある人の人権に関する条約は残された課題とされてい
た。

　　そのような状態のなか，2001 年にメキシコの提案により，障害者権利条約に関する
特別委員会が設置され，様々な検討を経て 2006 年 12 月，障害者権利条約が採択され
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た。
　　障害者権利条約においては，あらゆる場面における障がいのある人に対する差別が禁

止されており，差別の中に，障がいのある人に対し，「合理的配慮」を提供しないこと
も含むことが明言された。日本は，2007 年に署名し，2014 年に批准した。また，批准
に先立ち，障害者基本法に差別禁止規定が盛り込まれ，これを具体化する法律として障
害者差別解消法が制定された。

　（3）労働の場面における障がいのある人の現状
　　①　障がいのある人の雇用に関する現行法制度

　　障害者権利条約は第 27 条において，障がいのある人が他の者と平等に労働につい
ての権利を有することを認め，あらゆる形態の雇用にかかる全ての事項に関して障が
いを理由とする差別を禁止すること等を規定している。

　　国内法においては，2013 年に障害者権利条約の批准に向けて障害者雇用促進法が
改正され，障がいのある人に対する差別の禁止，合理的配慮提供の義務及び苦情処
理・紛争解決援助の規定がおかれた（改正部分は 2016 年 4 月 1 日施行）。

　　同法は，障害者雇用を促進する方策として雇用率制度等を規定している。これは，
事業主に雇用率に相当する人数の雇用を義務付け，これを達成していない企業から納
付金を徴収し，これを達成した企業に調整金，報奨金を支給するものである（従前は
身体障がいと知的障がいのみであったが，2003 年法改正により精神障がいも対象に
なった。ただし，施行は 2018 年 4 月 1 日から）。

　　障害者雇用促進法は，いわゆる「健常者」と同様に働くことができる障がいのある
人を対象とするものであるが（いわゆる「一般就労」），それが困難な障がいのある人
を対象とした代替雇用として，いわゆる福祉的就労があり，障害者総合支援法に規定
されている。

　　福祉的就労は，福祉サービスとして提供されるものであり，原則としてサービス利
用料が徴収される。類型としては，2 年以内に一般就労につなげることを目的とした
就労移行支援事業と，期間を区切らず福祉的就労の場を提供する就労継続支援事業が
あり，さらに就労継続支援事業は，福祉サービス利用契約とともに雇用契約を締結す
るＡ型と，雇用契約によらない就労・生産活動の機会を提供するＢ型に分かれる。

　　②　現状
　　上述のように，障がいのある人の雇用に関しては，法律によって障がいによる差別

禁止が明言され，障がい者雇用促進の取組の下，年々障がい者雇用率が伸びているこ
とは確かである。

　　もっとも，民間企業及び公的機関の中でも教育委員会は法定雇用率を達成していな
いところが多いのが現状であり，2014 年 6 月 1 日現在，民間企業における達成割合
は 44.7％，都道府県教育委員会における達成率は 46.8％にとどまっている（厚労省

「平成 26 年障害者雇用状況の集計結果」）。
　　また，2013 年度に，特別支援学校から一般企業に就職した割合は約 28.4％にすぎ

ず，残りの約 71.6％は上記いずれかの福祉サービスを利用している。また，福祉的
就労から一般就労に移行した割合は，4.6％（就労移行支援からは，24.9％）にとど
まっており，障がいのある人にとって一般就労の壁は依然として高いといわざるを得
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ない。
　　一般就労が困難な障がいのある人の働く場として福祉的就労があるものの，2013

年度の平均工賃（賃金）は，就労継続支援Ａ型が 6 万 9458 円，就労継続支援Ｂ型が
1 万 4437 円である。2013 年 10 月時点のそれぞれの事業の利用者数は，就労移行支援
が約 2.4 万人，就労継続支援Ａ型が約 3.0 万人であるのに対し，就労継続支援Ｂ型が
約 16.2 万人と非常に多く，障がいのある人の労働による収入の低さは顕著である

（以上，数字は厚労省「障害者の就労支援対策の状況」より。）。
　　このような一般就労の道の狭さや福祉的就労の待遇の悪さなどから，一旦就職でき

た場合に職場を失いたくないという意向が強く働きやすい。また，障がい特性によっ
ては自らの被害を適切に訴えることが難しかったり，又は周囲の障がいへの無理解や
偏見にさらされるなど，障がいのある人は労働の場面で一般労働者よりも弱く，権利
侵害を受けやすい立場にある。こうした力関係を背景に，給料を支払われず労働力を
搾取される，身体的，精神的暴力を受ける，性的な被害に遭う危険もあり，実際，過
去に悲惨な虐待事件が発生している。2011 年に障害者虐待防止法が制定され，雇用
主による虐待もまた，同法の対象とされたが，力関係や被害を訴える力の弱さ等か
ら，表に出てくる虐待案件は氷山の一角と思われる。

2　女性ゆえの困難，差別
　（1）障がいのある女性の複合差別と現行法制度
　　障がいのある女性は，障がいがあることによる差別や不利益のみならず，女性である

がゆえの差別等を受けてしまう立場にいる。こうした実態に鑑み，障害者権利条約第 6
条は，「障害のある女子」の項目を挙げ，「障害のある女子が複合的な差別を受けている
ことを認識する」とした上で，締約国に対し，障がいのある女性の人権及び基本的自由
を完全かつ平等に保障することを確保する措置等を求めている。従前，障がいのある女
性の複合差別の問題が取り上げられることは決して多くなく，障害者権利条約にジェン
ダーの視点が取り入れられたことは非常に画期的なことである。

　　日本国内においても，やはり障がいのある女性の複合差別の問題は，明確に認識され
て来なかったが，2011 年の障害者基本法改正に当たり，第 10 条（施策の基本方針）
に，施策の実施に当たって障がいのある人の性別を考慮すべきことが盛り込まれるな
ど，3 か所に「性別」の文字が規定された。決して十分な規定とは言い難いものの，障
害者基本法に初めて「性別」の文字が規定されたことは，複合差別の問題に関する意識
が一歩前進したものと評価してよい。

　　また，2013 年 6 月に成立した差別解消法は，障がいのある女性に対する複合差別の
問題について，行政機関等における障害を理由とする差別の禁止の項目及び事業主にお
ける障がいを理由とする差別の禁止の項目において，「当該障害者の性別」を合理的配
慮の一要素と定めている。

　（2）現状
　　以上のように，現状は各法令において，ようやく「女性」や ｢性別｣ の視点が認識さ

れてきた段階である。
　　現時点では，障がいのある人に関する公的な統計に男女別の集計がほとんど公表され
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ていないなど，複合差別の実態を調査分析するための基礎的データすら存在しない状況
であり，全体的な状況を明らかにすることはできない。以下，断片的ではあるが，障が
いのある女性の困難について挙げることとする。

　　臼井久実子氏らは，2005 年度から 2006 年度にかけて東京都稲城市と静岡県富士市で
行われた「障害者生活実態調査」を基に，障がいのある女性の就労状況及び経済的状況
について以下のとおり報告している。

　　すなわち，障がいのある男性の一般就労の割合が 42.4％であるのに対し，障がいの
ある女性は 28.4％にすぎず，年間の就労収入（福祉的就労を含む）に関しては，障が
いのある女性は 99 万円未満の人が 7 割を占めているのに対し，障がいのある男性は，
50 万円未満の層こそ 35.3％であるものの，200 万円以上の層が 39.3％存在するなど男
女間の就労収入の格差が顕著であるという。また，単身世帯の年間所得（年金・手当等
を含む）の平均は，障がいのある男性が 181.39 万円であるのに対し，障がいのある女
性は 92.00 万円であるとのことである（松井彰彦・川島聡・長瀬修編『障害を問い直
す』（東洋経済新報社，2011 年））。もちろん，障がいのある男性も一般男性及び一般女
性と比べると困難な状況にあるが，障がいのある女性は，更に困難な状況におかれてい
ることが，上記報告から明らかである。

　　また，DPI 女性障害者ネットワークは，2011 年に障がいのある女性の生きにくさに
関する調査活動を行っており，その結果が『障害のある女性の生活の困難　複合差別実
態報告書』（認定特定非営利活動法人 DPI 日本会議，2012 年）に報告されている。

　　同報告書によると，回答数 227 件のうち就労に関するものは 19 件あり，障がいのあ
る女性は働く必要がないという趣旨のことを言われる，出産後の復職に際し健常者より
も不利な扱いを受けたなど，性別役割分担の意識に基づく差別，しかも障がいゆえに一
般女性よりも更に過酷な差別を受けていることが窺える。また，就労分野に限らず性的
被害の報告が多く，回答者 87 人のうち 31 人，実に 35％もが性的被害を経験している
ことが明らかとなっている。

　　このように，数少ない研究や調査結果からも，障がいのある女性が深刻な貧困・性的
被害にさらされていることは明らかである。

　　上記は，障がいのある女性の困難のごく一部であり，表面化されていない差別事例が
多々生じているものと思われる。障がいのある女性が受ける複合差別が深刻な問題であ
ることを認識し，まずは障がいのある人に関する基礎的統計調査を男女別にとるなど，
複合差別の実態を把握することが急務である。

第8　外国人女性
1　日本に滞在する外国女性
　日本に滞在する外国人の内，在留資格のある外国人の総数は，2014 年 12 月末現在で
247 万 6103 人であり，その内女性は 132 万 8328 人である。このほか，在留資格のない外
国人も，5～6 万人が滞在している（法務省「在留外国人統計表（2014 年 12 月末）」）。
　外国人が日本で働くためには，就労が可能な在留資格を取得する必要がある。就労が可
能な在留資格には，日本人と同様に就労することが可能な，「永住者」，「日本人の配偶者



― 111 ―

第２章　女性労働（者）をめぐる様々な問題

等」，「定住者」等の在留資格と，一定の範囲内の職種，業種，勤務内容に限って就労が可
能な，「人文知識・国際業務」，「興業」，「技能」，「技能実習」，「特定活動」等の在留資格
がある。また，留学生は，資格外活動の許可を受けることにより，1 週 28 時間以内であ
ればアルバイトが認められる。このような日本での就労が可能な中長期在留者と特別永住
者の合計は，2014 年 12 月末現在で 212 万 1831 人であり，その内，女性は，114 万 1860
人である。
　何らかの形で就労が可能な在留資格を持つ男女別の人数は表 1，地域別（アジアについ
ては主な国籍別）の人数は表 2 の通りである。
　　　　 表 1　外国人労働者の在留資格　男女別人数

在留資格 総　　数 男 女
総　　　　　　　数 2,121,831 979,971 1,141,860
技　　　　　　　術 45,892 38,120 7,772
人文知識・国際業務 76,902 41,541 35,361
企　業　内　転　勤 15,378 12,317 3,061
興　　　　　　　行 1,967 1,169 798
技　　　　　　　能 33,374 30,147 3,227
技 　 能 　 実 　 習 167,626 82,991 84,635
留　　　　　　　学 214,525 118,477 96,048
家 　 族 　 滞 　 在 125,992 41,949 84,043
特 　 定 　 活 　 動 28,001 15,168 12,833
永　　　住　　　者 677,019 255,033 421,986
日本人の配偶者等 145,312 48,316 96,996
永住者の配偶者等 27,066 11,966 15,100
定　　　住　　　者 159,596 74,182 85,414
特　別　永　住　者 358,409 178,543 179,866

出典　法務省 「在留外国人統計表（2014 年 12 月末）14－12－03」を加工

　　　 表 2　主な国籍・地域別　男女別　在留外国人

国籍・地域 総　　数 男 女
総　　　　　　　数  2,121,831  979,971  1,141,860 
ア　　　ジ　　　ア  1,731,896  753,308  978,588 
中　　　　　　　国  654,777  277,085  377,692 
台　　　　　　　湾  40,197  11,930  28,267 
イ ン ド ネ シ ア  30,210  19,876  10,334 
韓　国　・　朝　鮮  501,230  229,867  271,363 
ネ 　 パ 　 ー 　 ル  42,346  28,044  14,302 
フ　ィ　リ　ピ　ン  217,585  52,508  165,077 
タ　　　　　　　イ  43,081  10,887  32,194 
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ベ 　 ト 　 ナ 　 ム  99,865  57,854  42,011 
ヨ　ー　ロ　ッ　パ  62,752  37,761  24,991 
ア 　 フ 　 リ 　 カ  12,340  9,368  2,972 
北　　　　　　　米  64,486  43,007  21,479 
南　　　　　　　米  236,724  127,102  109,622 
オ　セ　ア　ニ　ア  13,035  9,117  3,918 
無　　　国　　　籍  598  308 290 

出典　法務省「在留外国人統計表（2014 年 12 月末）14－12－02－1」を加工

　日本に滞在する外国人女性の状況は，それぞれの抱える社会的背景や日本で置かれてい
る状況により著しく異なり，外国人女性労働者の労働条件や労働環境も在留資格によって
異なるため，一概に論ずることはできない。外国人労働者については，技能実習制度にお
ける人権侵害等，様々な問題はあるが，一般的には女性特有の問題とはいえない。
　そこで，以下では，過去に興行ビザや人身取引で来日した後に定住化した外国人女性の
問題と，外国人女性が多く就くことになる新たな制度の問題点についてのみ取り上げるこ
ととする。

2　1980 年以降に興行ビザ，人身取引で来日した外国人女性
　（1）日本に滞在する外国人女性の内，1980 年以降に来日したニューカマーと呼ばれる

人々の中で，女性に特有なのは，2005 年頃までは，「興行ビザ」で来日し，実際には風
俗産業や性産業に従事していたフィリピン人女性の存在，また「短期滞在ビザ」などで
入国する人身取引の被害者であるコロンビア人，タイ人をはじめ東南アジア諸国の外国
人女性の存在であり，このような人身取引の被害は，規模は縮小しつつも現在も続いて
いる。

　　1990 年代からは，国際結婚が増加し，これらの外国人女性の中にも日本人男性と婚
姻することで「日本人の配偶者等」の資格を取得し，その後，「永住者」の資格を取得
したり，離婚後，「定住者」の資格を取得して引き続き日本に滞在するなど，定住化が
進んでいる。

　（2）日本人男性と結婚した外国人女性は，日本人と同様に就労することが可能な在留資
格を有しているが，実際に働く場合には，日本人女性と同様，労働条件や賃金につい
て，男性労働者との格差に直面するほか，言葉の問題や学歴の問題があり，パート等の
低賃金の仕事にしか就けないことが多い。

　　そのため，夫である日本人男性との死別，離別によって，単身，又は母子世帯となっ
た場合には，深刻な貧困に陥るケースが多い。外国人女性の場合には，滞在期間によっ
ては公的年金も受けられず，高齢になってからも貧困状態が継続する可能性が高い。

3　EPAに基づく看護師・介護福祉士候補者
　（1）インドネシア（2008 年～），フィリピン（2009 年～），ベトナム（2015 年～）との

間の二国間の経済連携協定（ＥＰＡ）に基づき，日本で看護師・介護福祉士の国家資格
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取得を目指す候補者の受け入れが行われている。この制度で来日する外国人の大部分は
女性である。

　　この制度は，看護，介護分野で，一定の要件（母国の看護師資格等）を満たす外国人
が，日本の国家資格の取得を目的として，一定の要件を満たす病院，介護施設におい
て，看護については 3 年，介護については 4 年間，就労，研修することを特例的に認め
るものである。この制度の在留資格は「特定活動」であり，国家資格取得後は，在留期
間の更新回数に制限がなくなる。

　　看護師は 1 年目から受験が可能であるが，介護福祉士は 4 年目に初めて受験資格を得
る。不合格であっても，一定の成績以上であれば，更に 1 年間滞在を延長することがで
き，再度受験の機会が得られるが，それでも合格できなければ帰国しなければならな
い。

　（2）2014 年度までに実際に受け入れた人数は，3 カ国合計で看護師 839 人，介護福祉士
1501（就学コース 37 人）の合計 2377 人に留まり，受け入れ最大人数（各国とも看護師
が年間 200 人，介護士が年間 300 人）を大幅に下回っている。また，2014 年度までに
国家資格を取得した者は，看護師 154 人（厚労省 2015 年 3 月 25 日公表），介護福祉士
320 人（厚労省 2015 年 3 月 26 日公表）に過ぎない。

　　その原因の一つとして，国家資格取得の困難性が指摘されている。すなわち，試験は
日本人と同じ内容の試験がルビ付きの日本語で行われる。そのため，技術や知識があっ
ても日本語が苦手な場合は合格できない。その結果，看護師国家試験の合格率は 10％
程度で，全体の合格率約 90％を大きく下回り，介護福祉士の合格率は約 44.8％で，全
体の合格率約 65％を大きく下回る。

　（3）また，国家資格を取得しても，賃金や休暇等の労働条件に不満を持ち，本国へ帰国
した者も多い。賃金については，日本人と同水準とされているが，特に介護福祉士は，
日本人の賃金水準自体が低く，有給休暇も自由に取れない勤務実態等の問題がある。看
護師候補者については，現地で 2～3 年の実務経験が必要とされているため，経験の浅
い看護師は，介護福祉士候補者として来日するほかなく，その点でも問題のある制度で
ある。

　（4）政府は，介護福祉士の国家資格を有する者を対象とする新たな在留資格を創設する
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案を今国会に提出し，審議中である。

　　国は，EPA に基づく看護師・介護福祉士候補者の受け入れを看護，介護分野の労働
力不足への対応ではないとしてきたが，介護の現場では，団塊世代が 75 歳を迎える
2025 年までに，介護職員が数十万人単位で不足する。政府も，法案の背景に高齢化を
あげており，将来の介護分野の働き手を外国人に頼らざるを得ない状況にあることを認
めたものである。

4　国家戦略特別区域における外国人家事支援人材の受入れ
　（1）国家戦略特別区域において，家事支援サービスを提供する企業に雇用される外国人

家事支援人材の受入れを含む国家戦略特別区域改正法が，2015 年 7 月 8 日に成立した。
この法律は，国家戦略特別区域を利用することにより，地方自治体による一定の管理体
制の下，家事支援サービスを提供する会社に雇用される外国人に対して，入国・在留を
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認めるものである。しかし，同法には反対意見も根強く，日弁連からも，2014 年 10 月
31 日，国家戦略特別区域における外国人家事支援人材の受入れについて，外国人の人
権保障等の観点から，その是非及び条件について慎重な検討を行うよう求める会長声明
が出された。

　（2）国は，同法の目的として，女性の活躍推進や家事支援ニーズへの対応等を掲げてい
るが，家事支援サービスは，最も支援が必要な低所得層の女性が利用できる制度ではな
く，利用できる経済力を持つ一部の女性の活躍につながるのみで，利用できない多くの
女性の活躍には繋がらず，経済格差が更に広がる恐れがある。

　　日本は，OECD 加盟国の中で男性の家庭内労働時間が最も短く，男性の長時間労働
が標準とされてきたために，家事負担は女性だけにのしかかり，平等な就労を妨げてき
た。男性の家事や育児・介護への積極的参加を支援する取組や数値目標が具体的に示さ
れていない中での，外国人家事支援人材の受け入れは，男女の長時間労働や女性の家事
負担の固定化につながる恐れがある。

　（3）この制度で来日が見込まれる外国人の大部分は女性である。家庭内労働が過小評価
され，その周辺労働である介護や育児分野の労働者の低賃金が問題となっている中で，
外国人家庭内労働者が家庭内労働に従事するとすれば，その賃金も低額に押さえられる
恐れが大きい。

　　また，家庭内労働は，家庭内の閉鎖的な環境の中で行われることから，勤務時間や労
働内容があいまいになりやすく，虐待，セクハラ，パワハラ等の問題にも対処しにくい
という特徴がある。外国人の場合には，更にそのリスクが高くなると考えられ，家庭内
労働者を受け入れる場合には，労働者が差別や虐待等の被害を受けないよう，特別な配
慮が必要である。

　　「家事労働者の適切な仕事に関する条約」（ILO189 号条約）は，家庭内労働が過小評
価され，軽視され，主として女性によって行われており，特に雇用条件及び労働条件に
ついての差別及び他の人権侵害について被害を受けやすい外国人女性などによって担わ
れていることを指摘して特別な対策を定めているが，日本は同条約を批准していない。
したがって，外国人家事労働者を実際に受け入れる前に，国内法を整備した上で，前記
条約を批准する必要がある。

　　また，外国人家事労働者が，在留資格を継続するために雇用主との関係で従属的な立
場になるのを防ぐためには，受入れ企業からの職場移転の自由が実質的に保障されてい
る必要がある。また，技能実習制度のような送出し機関による保証金徴収等の問題を防
止する措置や監督体制の確保等の外国人家事労働者の権利保護の体制の構築が必要であ
る。

第4節　女性の労働問題と裁判の到達点

第1　賃金差別
1　裁判例の概要
　（1）男女別の賃金
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　　秋田相互銀行事件（秋田地判昭和 50 年 4 月 10 日労民集 26 巻 2 号 388 頁）は，二つ
の賃金表を男女別に適用したことについて労基法第 4 条違反と判断し，差額賃金の支払
を命じた。

　　内山工業事件（岡山地判平成 13 年 5 月 23 日労判 814 号 102 頁，広島高判平成 16 年
10 月 28 日労判 884 号 13 頁，最判平成 19 年 7 月 13 日）は，2 つの賃金表を男女別に適
用したとし，男性従業員と女性従業員は同価値と評価される職務に従事しているといえ
るので労基法第 4 条に違反する不法行為に該当すると判断し，差額賃金相当損害金の支
払を命じた。

　　三陽物産事件（東京地判平成 6 年 6 月 16 日労判 651 号 15 頁）は，「非世帯主」・「勤
務地限定」基準に該当する従業員の本人給（年齢給）を 26 歳相当額に留め置く賃金規
定について，性中立的な基準であっても女性従業員に不利益になることを容認して制定
したものとして労基法第 4 条違反により無効とし，差額賃金の支払を命じた。判決後に
実年齢に基づく本人給を全従業員に支給する内容に賃金規定が変更され，控訴審で和解
が成立した。

　（2）手当の差別
　　家族手当等の諸手当について，女性にのみ男性よりも支給条件を厳しくすることは労

基法第 4 条に違反するが，性中立的な解釈運用がなされていれば，女性差別に当たらな
いとされている。

　　岩手銀行事件（盛岡地判昭和 60 年 3 月 28 日労判 450 号 62 頁，仙台高判平成 4 年 1
月 10 日労民集 43 巻 1 号 1 頁）では，夫婦が共に就業している場合の併給調整をする趣
旨の規定は合理的であるが，支給対象を「世帯主」として，配偶者の年間の収入が扶養
控除対象限度額を超える場合に「夫たる行員」と定めていたことが違法とされた。同じ

「併給調整」がなされた事案であっても，日産自動車事件（東京地判平成 1 年 1 月 26 日
労判 533 号 45 頁ほか，東京高裁和解平成 2 年 8 月）では，家族手当の分割申請を認め
ない特別の支給方式の下では，家族手当受給者を「世帯主」とする旨の規定及びこれを
一家の生計の主たる担い手（夫婦で収入の多い方）とする解釈運用は，必ずしも不合理
とはいえないとして女性差別に当たらないとされた。

　（3）男女賃金差別と同一価値労働
　　日ソ図書事件（東京地判平成 4 年 8 月 27 日労判 611 号 10 頁）は，原告が入社後にお

ける社内事情の変化に応じて男性社員と質及び量において同等の労働に従事するように
なったにもかかわらず，初任給格差を是正せずに放置してきたのは労基法第 4 条に違反
する賃金差別であると判断し，差額賃金相当損害金の支払を命じた。

　　塩野義製薬事件（大阪地判平成 11 年 7 月 28 日労判 770 号 81 頁ほか）も，入社当時
は補助職で採用された女性がその後男性と同じ職種に変更した場合は，同じ職務を同じ
量及び質で担当させる以上賃金格差の是正義務があり，是正義務を果たさない場合は男
女同一賃金原則に違反する不法行為であるとし，差額賃金相当損害金と慰謝料の支払を
命じた。

　　なお，前掲内山工業事件の判決は「同一の労働とは，形式的に職務内容及び職責を同
じくする労働のみならず，職務内容，職責などに関して職務評価を通じて同価値と評価
される職務をいうと解すべきである」として，職務内容や職責が異なる点があっても同
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一価値労働と評価され得る旨を判断している。
　　京ガス女子従業員賃金差別事件（京都地判平成 13 年 9 月 20 日労判 813 号 87 頁，大

阪高裁和解平 17.12.8）は，事務職の原告と同期入社・同年齢の監督職の男性社員との
職務評価に基づき，①両者の職務が就業規則で同じ事務職員に含まれている，②監督職
が男性に限られ女性が監督職になれない状況がある，③二つの職務の価値には，知識，
技能，責任，精神的負担と疲労度の点で格別の差はないとして，賃金格差は女性である
ことを理由とする差別であり，労基法第 4 条に違反し不法行為に基づく損害賠償義務を
負うと判断し，差額賃金相当損害金と慰謝料の支払を命じた。

　　最近の裁判例として，フジスター事件（東京地判平成 26 年 7 月 18 日労判未掲載）
は，一審で，営業職と企画職の職務の違いや企画職の中で原告より賃金が低い男性が存
在すること等を理由に基本給・賞与の従業員間の差異は性別に由来するものでないと
し，主任手当の男女での差別的取扱いのみ違法と判断して慰謝料の支払を命じたが，控
訴審で和解が成立した。

　（4）コース別人事制度
　　日本鉄鋼連盟事件（東京地判昭和 61 年 12 月 4 日労判 486 号 28 頁，労民集 37 巻 6 号

512 頁）は，男女別コース制は，原告らが採用された 1969 年ないし 1974 年当時におい
ては，憲法第 14 条の趣旨には反するが，民法第 90 条の公序に反していたとはいえない
として，採用差別に基づく男女の賃金格差を違法ではないと判断し，基本給の引上げ率
及び一時金の支給係数を男女別に定めた労使協定についてのみ民法第 90 条に違反して
無効であるとした。

　　1986 年の男女雇用機会均等法施行前後に，主に金融機関・商社その他の大手企業に
おいて，それまでの男女別の雇用管理制度を改め，採用からその後の処遇を，総合職＝
基幹的業務，一般職＝定型的補助的業務等のコースに分け，コース別に雇用管理を行う
コース別人事制度が実施された。しかし，男女雇用機会均等法施行前に入社して一般職
とされた女性から，男性は総合職，女性は一般職とすることで男女別賃金体系を維持す
るコース別人事制度は違法であるとする訴訟が 1990 年代に相次いで提訴された。

　　住友電工賃金差別事件（大阪地判平成 12 年 7 月 31 日労判 792 号 48 頁ほか，大阪高
裁和解平 15 年 12 月 24 日）及び住友化学工業事件（大阪地判平成 13 年 3 月 28 日労判
807 号 10 頁，大阪高和解平成 16 年 6 月 29 日）は，一審では，原告ら採用時の 1965 年

（昭和 40 年）頃の社会意識等を前提にすると，採用差別による男女間の処遇の違いは公
序良俗に反しないとして請求棄却判決が出されたが，いずれも控訴審で一定の差別救
済・是正の和解が成立した。

　　なお，住友金属事件（大阪地判平成 17 年 3 月 28 日労判 898 号 40 頁，大阪高裁和解
平成 18 年 4 月 25 日）は，一審で，男女のコース別取扱いは公序良俗に反しないと判断
したが，人事資料による評価・査定で差別的取扱いをして昇給・昇進の運用をしてきた
ことは公序良俗に反して違法とし，それと因果関係を有する差額賃金相当損害金と慰謝
料の支払を命じた。

　　野村証券事件（東京地判平成 14 年 2 月 20 日労判 822 号 13 頁，東京高裁和解平成 16
年 10 月 15 日）は，一審で，配置差別を禁止する改正男女雇用機会均等法が施行された
1999 年以降は男女のコース別処遇は違法であり公序に反すると判断し，その差別によ
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る賃金格差の損害額の確定は困難であるが慰謝料の算定で考慮するとして各原告の
1999 年以降の勤務年数に応じて約 300 万円～500 万円の慰謝料の支払を命じ，控訴審
で，一審判決を上回る差別救済・是正の和解が成立した。岡谷鋼機事件（名古屋地判平
成 16 年 12 月 22 日労判 888 号 28 頁）でも，同内容の判決が出され，控訴審で和解が成
立した。

　　兼松事件（東京地判平成 15 年 11 月 5 日労判 867 号 19 頁，東京高判平成 20 年 1 月
31 日労判 959 号 85 頁，最判平成 21 年 10 月 20 日）は，一審で，配置差別を禁止する
改正男女雇用機会均等法が施行された 1999 年以降は，その時点までに相当な職掌転換
制度が実施されていたから違法な配置差別と認められないとして請求棄却判決が出され
た。しかし，控訴審では，原告 6 名のうち 4 名について，その職務内容や困難度を截然
と区別できないという意味で職務に同質性のある入社 8 年目の男性（総合職）との間に
すら相当な賃金格差があることに合理的な理由が認められず，男女により賃金を差別す
る状態を形成・維持した措置は，労基法第 4 条や雇用関係についての私法秩序に反する
不法行為であるとして，差額賃金相当損害金（1 か月当たり 10 万円）及び慰謝料の支
払を命じた。

　　最近の裁判例である東和工業事件（金沢地判平成 27 年 3 月 26 日未掲載）は，2002
年に導入された総合職・一般職のコース別雇用制度について，男性は総合職，女性は一
般職にそのまま移行させたのが実態であり，少なくとも合理的なコース転換制度が就業
規則上明記された 2012 年 6 月（原告の定年退職後）までは実質的に男女別賃金表が適
用されていたとして，労基法第 4 条違反と判断し，差額賃金相当損害金と慰謝料の支払
を命じた。

　（5）昇格差別
　　昇格は賃金上昇と連動しており，男女間の賃金格差（賃金差別）は昇格差別に関係す

ることも多い。
　　鈴鹿市役所昇格差別事件（津地判昭和 55 年 2 月 21 日労判 343 号 10 頁，名古屋高判

昭和 58 年 4 月 28 日労判 408 号 27 頁）は，一審は一律昇格した男性との昇格差別があ
ったとして地方公務員法違反の不法行為による慰謝料等の支払を命じ，控訴審は男性の
一律昇格の事実を認定せず裁量権の範囲として一審判決を取消したが，その後の和解に
より原告への昇格辞令が出された。

　　社会保険診療報酬支払基金事件（東京地判平成 2 年 7 月 4 日判タ 731 号 61 頁）は，
男子従業員と女子従業員の昇格差別を違法として差額賃金相当損害金，慰謝料の支払を
命じた。

　　商工中金事件（大阪地判平成 12 年 11 月 20 日判タ 1069 号 109 頁，労判 797 号 15
頁）は，女性であることを理由に低い人事考課査定がされたとして裁量権濫用の不法行
為による慰謝料支払を命じた。

　　昭和シェル石油事件（東京地判平成 15 年 1 月 29 日労判 846 号 10 頁，東京高判平成
19 年 6 月 28 日労判 946 号 76 頁，最判平成 21 年 1 月 22 日）は，職能資格の取扱いの
男女差別があったとし，慰謝料等の支払を命じた。

　　昇格請求権を認めた唯一の裁判例は， 芝信用金庫事件（東京地判平成 8 年 11 月 27 日
判時 1588 号 3 頁，東京高判平成 12 年 12 月 22 日判時 1766 号 82 頁）であり，昇格した
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職能資格の地位を確認して差額賃金や慰謝料の支払を命じた。控訴審は，資格の付与が
賃金額に連動しており，かつ職位に就けることと分離されている場合にはその差別は賃
金差別と同一視でき，労基法第 13 条の類推適用により，差別を受けた労働者は昇格し
たのと同一の法的効果を求める権利（昇格請求権）を有すると判断した。

　　最近の事例である中国電力事件（広島地判平 23 年 3 月 17 日，広島高判平成 25 年 7
月 18 日労旬 1804 号 76 頁，最判平成 27 年 3 月 10 日）は，人事考課制度の客観性や女
性に管理職就任を敬遠する傾向があったこと等を理由に男女による昇格差別と認めず，
原告の請求を棄却した。

2　裁判における差別救済と今後の課題
　（1）男女の賃金格差と差別の立証
　　近年は，実質上の男女別賃金表や実際上男女別に適用されることになることが容易に

分かる賃金・手当等の規定は少なくなっており，昇給や昇格の規定自体ではなく，人事
評価・査定や昇格における運用や取扱において，男女差別が問題となるケースが多い。

　　これまでの裁判例では，男女間の賃金格差の存在を原告労働者が立証すれば，その格
差が男女の差に基づいたものではなく合理的なものであることを被告企業が反証しなけ
れば，男女による差別と判断されることが多い。

　　しかし，従業員全体の賃金や昇格やその推移についての資料なしに，原告労働者が男
女間の賃金格差の存在を立証することは困難である。そして，原告労働者は，職場の労
働組合の協力や文書提出命令による被告企業からの提出がなければその資料を入手する
ことはできない。

　　また，男女間賃金格差の存在を原告労働者が立証したとしても，被告企業が，当該格
差を人事考課による昇給・昇格の結果であると主張しば場合，男性上司による女性従業
員の人事考課にジェンダーバイアスがなかったかどうかの観点も考慮して慎重に検討し
なければ，男女差別と認められることが困難になる可能性がある。

　　さらに，男女が異なる職種に従事している場合や職務分担が異なる場合には，同一価
値労働同一賃金の原則から男女賃金差別かどうかを検討する観点がなければ，男女差別
と認められることが困難になる。

　（2）差別の救済内容
　　男女賃金差別について裁判所が命じる救済内容としては，これまでの裁判例では，原

告労働者の請求やその事案に応じ，また，担当裁判官の法解釈によって，①労働契約に
基づく差額賃金の支払，②不法行為による差額賃金相当損害金の支払，③差別による賃
金格差の損害額の確定は困難であるが慰謝料の算定で考慮するとした慰謝料の支払，④
精神的苦痛の慰謝料の支払等が命じられている。

　　また，昇格差別については，労働者にとっては，判決後に発生する差額賃金を繰り返
し請求するのは大きな負担であり，昇格した地位の確認が認められなければ紛争の根本
的な解決にならないが，これまでの裁判例でこれを認めたのは前掲の芝信用金庫事件だ
けである。

　（3）立法上の課題
　　労働者が男女賃金差別についてより実効的な救済を受けるためには，賃金差別につい
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て同一価値労働同一賃金の原則を明文化すること，賃金差別（労基法第 4 条）や昇格差
別（男女雇用機会均等法第 6 条第 1 号）についての労働者の立証責任を軽減する内容で
立証責任を分配する規定を定めること，賃金差別や昇格差別について裁判所が昇格を含
む相当な救済措置を命じることができることを労基法ないし男女雇用機会均等法に定め
ること等が考えられる。

第2　非正規雇用
1　雇止めに関する裁判例
　伊予銀行・いよぎんスタッフサービス事件（松山地判平成 15 年 5 月 22 日労判 856 号
45 頁，高松高判平成 18 年 5 月 18 日労判 921 号 33 頁，最判平成 21 年 3 月 27 日労判 991
号 14 頁）では，1987 年から 13 年間にわたり派遣労働者として伊予銀行に派遣された労
働者の雇止めが問題となった。当該労働者は，1996 年から為替担当のオペレーターとな
り，端末操作等の事務用機器操作に従事すべきものとされていたが，実際にはその範囲を
超えて伊予銀行の一般職員と同様の業務も担当していた。当該労働者の雇用主であった派
遣会社は，伊予銀行の 100％出資子会社であり，その従業員は全て伊予銀行人事部付の出
向社員であり，実質的には正規職員の業務を派遣労働者が代替する状態にあった。しかし
判決は，当該労働者に解雇権濫用法理を類推適用することを否定し，雇止めを有効と判断
した。
　マイスタッフ（一橋出版）事件（東京地判平成 17 年 7 月 25 日労判 900 号 32 頁，東京
高判平 18 年 6 月 29 日労判 921 号 5 頁）では，派遣労働者として一橋出版に派遣され，
2001 年から教科書編集担当者として教科書と副教材の全てを単独で担当していたが，教
科書検定に合格した 2003 年に雇止めとされた。当該労働者が担当していた教科書編集業
務は，一橋出版の基幹的業務であり，本来は正規職員が担当するべき業務であるが，出版
業界でのキャリアを有する派遣労働者が担当させられていた。本件においても，当該労働
者に解雇権濫用法理を類推適用することが否定され，雇止めが有効とされた。
　このように従来は直接雇用の労働者が担っていた業務を，派遣労働者に代替させている
ような事案であっても，雇止めの判断に当たっては派遣法の枠組みに則って形式的に判断
され，解雇権濫用法理の類推適用（労働契約法の改正後は労働契約法第 19 条の雇止め法
理の適用）が否定されている。

2　非正規雇用と均等待遇
　（1）概観
　　非正規労働者と正社員の均等待遇に係る問題については，1996 年の丸子警報器事件

判決以降，主に労基法第 3 条（社会的身分等を理由とした差別的取扱いの禁止）違反，
同第 4 条（男女同一賃金の原則）違反及び同一（価値）労働同一賃金の原則に係る公序
良俗違反（民法第 90 条）が，不法行為に基づく損害賠償請求権の根拠とされていた。
その後 2008 年施行の改正パートタイム労働法及び 2013 年施行の改正労働契約法によ
り，差別的取扱いの禁止に係る規定が導入され，不法行為に基づく損害賠償請求権の根
拠規定とされている。

　（2）裁判例と法改正
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　　①　丸子警報器事件及び以後の裁判例
　　非正規労働者の均等待遇に関するリーディングケースとされる丸子警報器事件（長

野地上田支判平成 8 年 3 月 15 日労判 690 号 32 頁）では，2 か月間の有期雇用契約が
反復更新され 4 年間から 25 年間勤続してきた女性臨時社員 28 名が，同一職務に従事
する正社員との賃金格差について，労基法第 3 条，同第 4 条，及び同一（価値）労働
同一賃金の原則（公序良俗）違反等を根拠に，不法行為に基づく損害賠償請求を行っ
た。

　　判決は，同一（価値）労働同一賃金の原則につき，これに反する賃金格差が直ちに
違法となるという意味での公序とみなすことはできない，とした上で，労基法第 3
条・第 4 条の根底及び同一（価値）労働同一賃金の原則の基礎にある均等待遇の理念
は，賃金格差の違法性判断において，ひとつの重要な判断要素として考慮されるべき
ものであると述べ，当該臨時社員らの賃金が，同一労働に従事し同じ勤続年数の正社
員の 8 割以下になるときは，均等待遇の理念に違反する格差といえ，使用者に許容さ
れる賃金格差の範囲を明らかに超えており，公序良俗違反として違法となる，とし
て，上記賃金差額について，損害賠償請求を認容した。

　　これに対して，日本郵便逓送事件（大阪地判平成 14 年 5 月 22 日労判 830 号 22
頁）においては，同一労働でも雇用形態が異なる場合の賃金格差は契約自由の範疇の
問題であるとして，また京都市女性協会事件（京都地裁平成 20 年 7 月 9 日労判 973
号 52 頁）においては，一般論としては均等待遇の理念を根拠とした不法行為の成立
の可能性を認めつつ，事案の結論としては職務内容が同じとはいえないこと等を理由
として，各々請求は棄却された。

　　②　パートタイム労働法の 2008 年改正とニヤクコーポレーション事件
　　2008 年 4 月施行のパートタイム労働法改正により，ⅰ職務内容の同一性，ⅱ配置

変更の範囲の同一性，ⅲ無期契約又はそれと同視できること，という要件の下で，通
常の労働者と同視すべきパートタイム労働者に対する差別的取扱いが禁止された

（2008 年 4 月施行改正後の第 8 条。なお 2015 年 4 月施行改正後の第 9 条。）。当該規
定が適用されたニヤクコーポレーション事件第一審判決（大分地判平成 25 年 12 月
10 日労判 1090 号 44 頁）は，有期のパートタイム雇用契約を 8 年間以上にわたり更
新してきた原告が，正社員の賞与・休日割増賃金との差額に係る損害賠償等を求めた
ものである。判決は，当該差別的取扱いの禁止に違反する待遇が不法行為を構成する
ものとし，賞与・休日賃金の正社員との差額分に係る損害賠償請求を認めた。

　　ただし，同条項に基づく，正規労働者と同一の待遇を受ける地位確認請求について
は，同条項が差別的取扱いを禁止するにとどまること等を理由に，否定されている。
この点については，厚労省通達（平成 24 年 8 月 10 日基発 0810 第 2 号）が，「法第
20 条により，無効とされた労働条件については，基本的には，無期契約労働者と同
じ労働条件が認められると解される」とし，また，厚労省通達（平成 26 年 7 月 24 日
基発 0724 第 2 号）が，パートタイム労働法における差別的取扱い禁止規定について
も同様として，各々補充的効力が認められる旨の見解を示しており，上記裁判例の結
論については議論の余地があるものと考えられる。

　　なお，2015 年 4 月施行のパートタイム労働法の改正により，前記ⅲの要件は撤廃
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された。
　　③　労働契約法の改正

　　2013 年 4 月施行の労働契約法改正により，有期契約労働者と無期契約労働者との
間で，期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることが，禁止さ
れた（労働契約法第 20 条）。当該規定については，前記ニヤクコーポレーション事件
においても，その違反が不法行為を構成するものと明言されている（ただし事案の結
論としては，上記法改正施行後に生じた損害が認定されないとして，同法に基づく請
求を否定。）。

　　なお，非正規労働者から使用者に対して，労働契約法第 20 条を根拠として，正社
員との差額賃金に係る損害賠償請求等が行われている案件として，メトロコマース事
件及び日本郵便事件その他複数の事案につき， 2015 年 7 月現在第一審訴訟が係属中
である。

　（3）今後の課題
　　以上のとおり，パートタイム労働法及び労働契約法に，順次法改正により差別的待遇

の禁止が明記され，非正規労働者の均等待遇に係る損害賠償請求権の法的根拠が明確化
された（なお，前記のとおり，2015 年 4 月施行のパートタイム労働法改正により，正
社員との差別の禁止について，無期契約又はそれと同視できる有期契約である，という
要件が撤廃され，労働者側の主張立証の負担が軽減されている。）。今後は，これらの法
的根拠に基づく裁判例の蓄積が待たれる。

第3　配置転換（配転）
1　判例の判断枠組み
　配転とは，従業員の配置の変更であって，職務内容又は勤務地が相当の長期間にわたっ
て変更されるものをいう。使用者は，次の場合に労働者の個別的同意なく配転を命ずるこ
とができる。労働協約や就業規則に配転がありうる旨の定めが存在し，実際にも配転が行
われていたことと，採用時に勤務場所や職種を限定する合意がなされていなかったこと，
である。
　ただし，配転命令につきａ．業務上の必要性がない場合，ｂ．不当な動機・目的が認め
られる場合，ｃ．労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるもの
である場合には，当該配転命令は権利濫用として無効になる（東亜ペイント事件・最二小
判昭和 61 年 7 月 14 日労判 477 号 6 頁）。

2　育児・介護などワークライフバランスに関連する事情が考慮された裁判例
　権利濫用の判断にあたりｃ . 労働者が「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」を
負わせるものであるか否かについて，労働者側が転勤命令に関して家庭生活への影響が著
しいと主張するものがある。
　例えば，ケンウッド事件（東京地判平成 5 年 9 月 28 日労判 774 号 7 頁）では，子ども
を保育所に預けて働く女性への転勤命令について，事業所への長時間通勤となるため幼児
の保育に支障が生じることは認めながらも，転居すれば解決できるとして，転勤命令を有
効とした。
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　また，帝国臓器製薬事件（東京高判平成 8 年 5 月 29 日労判 694 号 29 頁）では，乳幼児
3 人の子を育てる共働き夫婦の夫に対する東京から名古屋への転勤命令について，業務上
の必要があり有効とした。こうした夫婦別居をもたらす転勤命令は，業務上の必要性があ
り，かつ労働者の家庭の事情に配慮があれば（例えば住宅手当，別居手当，旅費補助等），
有効とされる傾向がある。
　そうしたなか，明治図書出版事件（東京地判平成 14 年 12 月 27 日労判 861 号 69 頁）
は，共働き夫婦における重症のアトピー性皮膚炎の子の育児を理由に，改正育児・介護休
業法第 26 条を引用した上で，東京から大阪への転勤命令を通常甘受すべき程度を著しく
超えるとして無効とした。
　老親の介護を理由とするものもあり，例えばネスレ日本事件（大阪高判平成 18 年 4 月
14 日労判 915 号 60 頁）では，要介護の母親と非定型精神病の妻と同居している労働者に
対する姫路から霞ヶ浦までの転勤命令が，通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負
わせるとして無効とした。また，NTT 東日本事件（北海道・配転）（札幌高判平成 21 年
3 月 26 日労判 984 号 44 頁）も，高齢の両親の介護を理由に配転命令を無効とし，さらに
これにより転勤を余儀なくされたことを不法行為として慰謝料 150 万円を認定した。

3　今後の課題
　上記東亜ペイント事件の枠組みに立つ以上，単身赴任が一般化している現在の労働現場
の実態においては，ほとんどの転勤命令は権利濫用にならないことになってしまう。しか
し，育児・介護休業法第 26 条で使用者の配慮義務が定められ，労働契約法第 3 条 3 項に
おいても仕事と生活の調和への配慮を労働契約締結の基本理念と定められたこと，そして
今日においてはワークライフバランスや男女共同参画の社会的要請もますます高まってい
るため，最近の幾つかの下級審判決では，不利益の有無の判断において家庭生活への配慮
義務を重視し，配慮を欠く転勤を無効と判断している。東亜ペイント事件は 1973 年の転
勤に関する判断である。今日の社会的要請に応えるべく，今後ますますワークライフバラ
ンスを考慮する方向へ判例の見直しが求められる。

第4　セクシュアルハラスメント（セクハラ）
1　裁判例の判断の枠組み
　「セクシュアルハラスメント」とは相手方の望まない性的な言動をいう。したがって，
セクシュアルハラスメントは性的自己決定権という個人の尊厳に関わる人格権侵害である
から，行為者に対する損害賠償請求が認められる。基本的には直接の行為者に対する不法
行為責任と使用者に対する使用者責任，使用者固有の不法行為責任，債務不履行責任（職
場環境配慮義務違反，男女雇用機会均等法改正後は，男女雇用機会均等法上の措置義務違
反として）の追及がありうる。

2　裁判例
　（1）直接の行為者に対する判断について
　　①　裁判例
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　　セクハラに関する裁判例は静岡事件（静岡地沼津支判平成 2 年 12 月 20 日労判 580
号 17 頁）が嚆矢とされている。本件の原告は，上司である被告の勤務後の食事の誘
いに応じたところ，ホテルに誘われる，腰を触られる，キスされる等のセクハラをさ
れたと主張し，裁判所はこれを当然セクハラに当たると認めた（しかし，被告は実質
的に答弁しなかったため自白が成立している事案であることに留意が必要である。）。

　　その後，キュー企画事件（福岡地判平成 4 年 4 月 16 日労判 607 号 6 頁）で，セク
ハラの行為者による被害者の異性関係等の私生活に関する非難が，被害者放逐の手段
として用いられたということに不法行為性が認められている。

　　また，上下関係を利用した性的関係の強要・拒絶等に関する事件や行為者の反論が
被害者の名誉を侵害する方法で行われた場合等で，行為者の不法行為責任を前提と
し，比較的高額の慰謝料等を認める裁判例がみられる（東北大学大学院事件・仙台地
判平成 11 年 5 月 24 日判タ 1013 号 182 頁，マンション管理会社セクハラ事件・東京
地判平成 12 年 3 月 10 日判時 1734 号 140 頁，大阪府知事セクハラ事件・大阪地判平
成 11 年 12 月 13 日判タ 1050 号 165 頁，岡山派遣会社セクハラ事件・岡山地判平成
14 年 5 月 15 日労判 832 号 54 頁）。

　　しかし，職場でのセクハラ発言，軽微な身体的接触等に関する慰謝料は低額にとど
まるものが多い（市議セクハラ事件・千葉地松戸支判平成 12 年 8 月 10 日判タ 1102
号 216 頁，市役所セクハラ事件・横浜地判平成 16 年 7 月 8 日労判 880 号 123 頁等）。

　　②　立証について
　　立証方法として原告の供述の信用性が争点となることが多い。地裁で不法行為を認

めなかった横浜事件（横浜地判平成 7 年 3 月 24 日労判 670 号 20 頁）では，原告が
20 分もされるがままになっていたのは不自然であり，当時相談した同僚にそのよう
な内容を話してもいないとして，原告の供述の信用性を認めず棄却したが，控訴審で
は，原告が抵抗しなかったことは，上下関係があること等による抑圧などに鑑みれば
不自然ではないし，男性同僚に詳細を語ることも抵抗がある等の点を重視し，原告の
供述の信用性を認めた（同控訴事件・東京高判平成 9 年 11 月 20 日労判 728 号 12
頁）。このように地裁と高裁で判断の変更が見られる事件がある（ほかに秋田県立農
業短期大学事件・秋田地判平成 9 年 1 月 28 日判時 1629 号 121 頁，同控訴事件・仙台
高秋田支判平成 10 年 12 月 10 日労判 756 号 33 頁，銀三事件・東京地判平成 24 年 1
月 31 日労判 1060 号 30 頁，東京高判平成 24 年 8 月 29 日労判 1060 号 22 頁等）。

　　③　「合意の抗弁」について
　　セクハラ行為が何度も繰り返されていると「合意があった」として請求が棄却され

ることが一般的には多い。しかし，上記の横浜事件，東北大学大学院事件，銀三事件
のほか，熊本バトミントン協会セクハラ事件（熊本地判平成 9 年 6 月 25 日）におい
て，継続的な関係があった事案につき性暴力被害者についての心理の専門家の意見等
も参考に，原告の供述の信用性を認め，合意の下での関係と認めなかった。しかし，
上司に性的関係を強要された事案において衣服の損傷が大きくなかったことから女性
側が「断固として拒否する態度に出たならば性的関係には至らなかった」として，地
裁での判決より慰謝料金額を減額した事案も見られる（東北生活文化大学事件・仙台
地判平成 11 年 6 月 3 日未掲載，同事件控訴審・仙台高判平成 13 年 3 月 29 日判時
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1800 号 47 頁）。

3　使用者の責任について
　（1）使用者責任
　　男女雇用機会均等法改正前より，キュー企画事件等において，会社に職場環境を調整

する義務があることを認め，会社に使用者責任を認めている判例がある。また，使用者
側に相談があった場合に担当者により適切な対応がなされなかった事例等で使用者固有
の責任は認めず，使用者責任により責任を認める事例もある（市役所セクハラ事件・横
浜地判平成 16 年 7 月 8 日労判 880 号 123 頁，京都セクハラ事件・京都地判平成 18 年 4
月 27 日労判 920 号 66 頁）。

　（2）使用者固有の不法行為責任を認める例
　　もっとも，鹿児島事件（鹿児島地判平成 13 年 11 月 27 日公刊物未掲載）のように，

医師会の研修旅行での懇親会の 2 次会でのセクハラ行為につき，使用者の責任について
は，本件懇親会が偶然に行われた等の事情により，事業の執行を契機としていないとし
て，使用者責任は否定したが，職場環境の維持等についての注意義務を怠ったとして民
法第 709 条に基づく責任は認めるような事例もある。

　　当該判決は，事業主の民法第 709 条責任を認めるにあたり，1992 年頃からのセクハ
ラ判決の蓄積及び 1999 年 4 月施行の男女雇用機会均等法第 21 条に事業主のセクハラ防
止のための配慮義務が規定されたことを公知の事実として，会社が雇用管理上必要な配
慮を行う義務を有するとして，事業主がこのような義務を怠っていたと認定し民法第
709 条に基づく責任を認めており，この点で特色があると言える。この法改正や社会の
変化が，加害者の不法行為責任を認める前提としての「社会通念」にも影響すると思わ
れる。

　（3）懲戒処分の有効性に関する裁判例
　　セクハラ加害者に対する懲戒処分の有効性が争われた事案としてコンピューターメン

テナンスサービス事件（東京地判平成 10 年 12 月 7 日労判 751 号 18 頁）等があった
が，近時，海遊館事件（最判平成 27 年 2 月 26 日労判 1109 号 5 頁）において，セクハ
ラ発言に対する事業主の懲戒処分が有効とする最高裁判決があり，セクハラ加害者に対
する使用者の対応についての重要な参考事例となる。

3　今後の課題
　直接の行為者に対する責任追及について，不法行為責任構成を前提とする以上，被害事
実につき立証が必要となるが，事案の特質上密室で行われることも多く，証拠が被害者の
証言のみである事案が多いため，必ずしも容易ではない。横浜事件のように，被害者の供
述の信用性について，セクハラ事案の特質を踏まえた認定が広がることが期待される。
　また，損害額の認定についても，セクハラ行為により，被害者は退社や進路の変更等を
余儀なくされる場合も多く，慰謝料自体の額や逸失利益の認定について更に検討の余地が
あろう。
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第5　マタニティハラスメント（マタハラ）
1　育児休業の取得の妨害
　（1）育児休業制度の対象者
　　1 歳に満たない子どもを養育する労働者が，育児休業制度の対象者となる（育児・介

護休業法第 5 条第 1 項）。ただし，一定の適用除外が定められている（育児・介護休業
法第 2 条第 1 号，同法第 5 条第 1 項但書）。

　　労働者がその対象者であるにもかかわらず，使用者が労働者の育児休業の取得を妨害
したりその付与を拒否したりした場合には，それらの行為は違法となる。

　（2）育児休業の取得の妨害をめぐる裁判例
　　2005 年の改正により，育児・介護休業法上，一定の条件に該当すれば有期雇用労働

者も育児休業の対象となる。また，上記条件に該当するか否かにかかわらず，有期雇用
労働者の労働契約が実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態となっている場合
には，育児休業の対象となる。

　　日欧産業協力センター事件（東京高判平成 17 年 1 月 26 日労判 890 号 18 頁）では，1
年の有期雇用契約が 5 回更新されていた労働者が育児休業の取得を請求したところ，使
用者は 1 年の有期雇用契約であるから育児休業を取得することはできないと説明した。
裁判所は，育児・介護休業法第 1 条の趣旨に照らせば，同法の適用から排除される労働
者の範囲は限定的に解すべきであるから，労働契約が期間の定めのない契約と実質的に
異ならない状態となっている場合には適用除外には該当しないとし，本件では，期間の
定めのない契約と実質的に異ならない状態になっており，育児休業の対象者に当たると
した上で，使用者による育児休業の取得拒否を違法と判断した。

2　妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い
　（1）不利益取扱いの禁止
　　2006 年の改正により，男女雇用機会均等法第 9 条第 3 項は，妊娠・出産・産前産後

休業取得だけではなく，妊娠中の簡易業務転換の請求及び取得，妊産婦の時間外・休
日・深夜労働の制限の請求及びそれらをしなかったこと，育児時間の請求及び取得，妊
娠・出産に起因する症状による労務提供不可，労働能率の低下等の理由を追加し，さら
に，解雇だけではなく，契約更新拒絶，更新回数の引下げ，退職強要又は労働契約内容
の変更の強要，降格，就業環境を害すること，不利益な自宅待機命令，減給や賞与等の
不利益な算定，昇進・昇格の人事考課における不利益な評価，不利益な配置変更等の不
利益取扱いも禁止するものとした。

　（2）妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いをめぐる裁判例
　①　コナミデジタルエンタテインメント事件（東京高判平成 23 年 12 月 27 日労判

1042 号 15 頁）では，育児休業取得後の復職時になされた業務内容の変更，降格，賃
金減額という不利益取扱いが問題となった。裁判所は，復職した労働者の成果報酬の
査定に当たり，労働者が育児休業等を取得したことを合理的な限度を超えて不利益に
取り扱うことのないよう代替的な方法を検討することなく，機械的にゼロと査定した
ことは人事権の濫用として違法と判断した。ただし，使用者の行為が育児・介護休業
法第 10 条違反と正面から判断することはなかった。
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　②　広島中央保健生活協同組合事件（最一小判平成 26 年 10 月 23 日労判 1100 号 5
頁）では，出産により軽易業務への転換を希望したところ，副主任の地位を免じら
れ，休業明けにも副主任の地位に復帰できず，これらの不利益取扱いが問題となっ
た。最高裁は，男女雇用機会均等法第 9 条第 3 項は強行規定であり，女性労働者につ
き妊娠出産や産前産後休業の請求又は軽易業務への転換等を理由として解雇その他不
利益な取扱いをすることは違法・無効であるとした。そして，妊娠中の軽易業務への
転換を契機としての降格は原則として許されないが，自由意思による承諾があると認
められる合理的な理由が客観的に存在する場合，又は，降格なしの軽易業務への転換
が業務上の必要性から支障がある場合であって，その業務上の必要性の内容や程度等
の諸事情に照らして降格の措置が男女雇用機会均等法第 9 条第 3 項の趣旨及び目的に
実質的に反しないものと認められる特段の事情がある場合には許されるとし，本件で
は，承諾もなく，特段の事情の存在も認めることはできないと判断した。

　　このように最高裁は，妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させた使用者の
措置に関して，原則として男女雇用機会均等法第 9 条第 3 項の禁止する取扱いに当た
ると断じた上で，例外についても極めて限定的な判断枠組みを示している。さらに，
最高裁は，労働者は自らに不利益取扱いがなされ，それが妊娠・出産を「契機とす
る」ことさえ立証すればよいとし，実質的に立証責任の転換を図っている。本判決を
受けて，男女雇用機会均等法第 9 条第 3 項の「理由として」については「契機」であ
ればよく，基本的に育児休業の申出又は取得をしたことと時間的に近接して当該不利
益取扱いが行われたか否かをもって判断するとの通達が発出された（厚労省「雇児
0123 第 1 号通達」（2015 年 1 月 23 日））。

　③　また，マタハラは女性だけの問題ではない。医療法人稲門会いわくら病院事件
（大阪高判平成 26 年 7 月 18 日労判 1104 号 71 頁）では，3 か月間の育児休業を取得
した男性看護師に対する不利益取扱いが問題となったが，裁判所は，育児休業を遅刻
や早退よりも不利益に取り扱う就業規則は違法であると判断した。

3　賃金制度等による間接的な不利益をめぐる裁判例
　賃金制度や休暇制度が間接的に産前産後休業や育児・介護休業を取得した者に不利益を
もたらす場合には，当該制度が不利益取扱いの禁止を定めた法の趣旨に反して無効である
と判断される。
　東朋学園事件（最一小判平成 15 年 12 月 4 日労判 862 号 14 頁）では，賞与の支給要件
として支給対象期間の出勤率が 90％以上であることを要求する 90％条項は，労基法第 65
条及び育児・介護休業法第 10 条の趣旨に照らすと，それぞれ産前産後休業を取る権利及
び勤務時間の短縮を請求しうる法的利益の行使を抑制し，法の保障した趣旨を実質的に失
わせると認められる場合に限り公序に反して無効となるとした上で，本件では，90％条項
のうち，出勤すべき日数に産前産後休業の日数を算入し，出勤した日数に産前産後休業の
日数及び勤務時間短縮措置による短縮時間分を含めないとしている部分は公序に反し無効
であると判断した。ただし，賞与を全額支払う必要はなく，産前産後休業の期間に比例し
て減額することはかまわないとした。
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4　裁判例の傾向
　裁判所は，妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関しては，使用者側の裁量を狭め
る方向で判断してきている。広島事件判決は，妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いを
原則許さないと断じ，妊娠・出産・育児をしながら誇りをもって働き続けたいと願う労働
者を大きく励ますものであるのみならず，性別役割分担の意識に基づく無理解な社会に対
し，価値観の大きな転換を迫るものといえる。
今後の課題としては，解雇や降格といった明確な不利益取扱いは行われていないが，産前
産後休暇や育児休業を取得した労働者に対する上司や同僚による嫌がらせが行われるとい
った環境型マタハラが問題となった場合に，裁判所がどのような判断を下すのかという点
があげられる。男女雇用機会均等法第 9 条第 3 項に定められている「就業環境を害するこ
と」に該当すると考えられるが，男女雇用機会均等法第 9 条第 3 項違反を明言するのかが
問題となる。
　また，私傷病休業と産前産後休業及び育児休業が同等に取り扱われる限りは違法とはな
らないというのが裁判所の判断であるが，ワークライフバランスの観点からみた場合に，
妊娠・出産による休業の取扱いが私傷病による休業と果たして同等でよいのかという点も
あげられる。

第5節　労働組合の中の女性

第1　女性労働者をめぐる労働組合の組織率等
1　女性労働者の労働組合への組織率
　2014 年の国の調査によれば，女性の労働組合員数は 305 万 4000 人で，前年よりも 2 万
人増加はしたが，推定組織率は 12.5% で，前年よりも 0.1 ポイント低下し，男性の推定
組織率 17.5% よりも低い（厚労省「平成 26 年労働組合基礎調査」2014 年）。
　女性労働者の 3 分の 2 以上が非正規労働者であり，非正規労働者の組織率は，正規労働
者に比べて低いところから，労働組合に組織されている女性労働者は男性に比べて低い状
況になっている。

2　パートタイム労働者の労働組合への組織率
　2014 年調査によれば，非正規労働者のうちのパートタイム労働者については，約 97 万
人が労働組合員であり，前年よりも 5 万 6000 人増加し，全体の労働組合員数の 9.9% を
占める。パートタイム労働者の推定組織率は 6.7% である。このうち女性労働者は約 75
万 5700 人であり，パートタイム労働者の労働組合員の 78% 近くを占める。パートタイム
労働者の労働組合員の 80% 以上は 1000 人以上の企業規模の労働者である（厚労省「平成
26 年労働組合基礎調査」2014 年）。

3　労働組合の非正規雇用労働者についての組織化等の対応
　企業別労働組合が主流を占める日本において，非正規労働者については，既存の企業別
労働組合においては規約上組織対象とされていない場合が多い。
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　2010 年の国の調査では，パートタイム労働者がいる事業所は 68.4% だったが，そのう
ちの 68.7% で組合加入資格がなく，パートタイム労働者に関する取組があるところは
47.1% にすぎなかった。同じくフルタイムの非正規労働者がいる事業所は 68.9% だった
が，そのうちの 66.9% で組合加入資格がなく，フルタイムの非正規労働者に関する取組
があるところは 50.3% にすぎかった。派遣労働者がいる事業所は 64.6% だったが，その
うちの 93% で組合加入資格がなく，派遣労働者に関する取組があるところは 23.9% にす
ぎなかった（厚労省「平成 22 年労働組合活動等に関する実態調査」2010 年）。
　2013 年の国の調査によれば，非正規労働者を組織拡大の取組対象としている労働組合
は，有期契約労働者（45.9%），パート労働者（34.4%）にすぎない（厚労省「平成 25 年
労働組合活動等に関する実態調査」2013 年）。
　また，正社員以外の労働者の賃金制度の改定に当たって関与した労働組合の割合は
57% であり，正社員以外の労働者に関して，使用者側と話合いが持たれた事項（複数回
答）は「正社員以外の労働者（派遣労働者を除く。）の労働条件」38.3%，「有期契約労働
者の雇入れに関する事項」24.1%，「パートタイム労働者の雇入れに関する事項」22.9%
などとなっている。正社員以外の労働者への労働協約の適用状況は，「全部又は一部が適
用される」64.5%，「全く適用されない」17.7%，「労働協約はない」14.0% である（厚労
省「平成 25 年労働組合活動等に関する実態調査」）。
　非正規労働者は，既存の労働組合においてそもそも規約上加入資格がないために組織対
象にもなっていない実態があり，労働協約の適用も十分にはなされていない。

4　労働組合における女性労働者の執行委員率
　組合執行委員のうち女性が占める割合は，増加はしてきているものの平均執行委員数の
17.1% にとどまっている（厚労省「平成 25 年労働組合活動等に関する実態調査」2013
年）。
　連合における役員は 26.4% であり，傘下の組合における女性の割合は 32.3% であると
ころ，中央執行委員の割合は 9.3％にとどまっている（連合調査・平成 26 年 10 月時点）。

第2　女性労働者と労働組合の活動
1　労働組合を通じた女性労働者の権利の実現
　女性労働者は男性に比べて労働組合への組織率は低いものの，労働組合は，女性労働者
の要求を実現する上では一定の役割を果たしてきた。前述のとおり労働組合の役職者への
女性の関与は少ないが，組合内には女性部等の組織が設けられ，労基法上の母性保護規定
等による権利の取得やそのための環境整備等について要求をまとめ，それを組合の交渉事
項として団体交渉によって実現することは行われてきた。育児休業や介護休業について
も，女性労働者らの要求を労働組合の活動を通じて事業所内で実現し，社会的な運動にも
結びつけて法制化の実現にも至った。
　一方で，女性労働者の就労についてはＭ字型雇用の傾向がある下で，女性労働者は，日
本型雇用の特徴と言われた年功序列賃金体系と終身雇用制による保障から除外されてき
た。女性が継続的に働く権利は，結婚退職制や若年定年制の是正等によって実現されては
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きたものの，企業別労働組合が主流を占める状況では，賃金や労働条件における男性労働
者との平等の実現は，労働組合全体の要求として位置付けられにくい。
　男女雇用機会均等法制定後，女性労働者に対する新たな差別の手段としてコース別人事
制度が導入されたが，既存の企業別労働組合が就業規則の変更等について同意をして導入
された場合も多い。
　そもそも組織化された女性労働者が数においても組織率においても男性よりも低いとこ
ろで，女性労働者の権利の実現を労働組合全体の要求として位置付ける上では，女性が，
女性部の活動だけではなく労働組合の執行委員等に関与することが重要である。しかし，
労働組合の会議が時間外や休日等を用いて行われる等，家族的責任を有する女性労働者が
執行委員として組合活動に関与することは困難が伴う。このような中で前述のとおり，労
働組合における女性の執行委員の割合は徐々に増えているものの，いまだ低い割合に留ま
っている。

2　女性労働者における非正規労働者の増大と労働組合
　企業別労働組合は，自らの労働組合に組織された女性労働者の要求に取り組むことはあ
っても，非正規労働者が増大した下では，前述のとおり，非正規労働者が規約上組織対象
となっていないところも多く，非正規労働者の賃金や労働条件について使用者との交渉を
行ったり，労働協約を適用している割合は低い水準に留まっている。
　非正規労働者が増加している女性労働者は，この点においても，労働組合に加入して権
利や要求を実現することが困難な状況にある。
　このような状況において，ナショナルセンター（労働組合の全国中央組織）自らが女性
労働者の平等の実現や非正規労働者の権利の実現についての政策を持って取り組む動きが
ある。非正規労働者の組織化や要求の実現に重点的に取り組んでいる単産（単位別産業労
働組合）もある（第 2 編第 2 章第 4・生協労連調査報告参照）。一方，規約上企業別労働
組合に加入資格がない非正規労働者は，単独でも入れる地域ユニオン等の労働組合に加入
して団体交渉等を通じて要求の実現を求める動きもある。

第3　ナショナルセンター等の取組
1　連合（日本労働組合総連合会）
　連合は男女平等の実現について，第 4 次男女平等参画推進計画を制定し，女性の組合活
動への参画についての具体的な数値目標を掲げて取組を行っている（第 4 章第 3，5（4）
参照）。
　2007 年 10 月に非正規労働センターを本部内に開設して，非正規労働者の労働実態の把
握，インターネットを利用した情報発信や組織化，非正規労働者を組織している他の労働
組合や NGO とのネットワークづくりなどに取り組んでいる。

2　全労連（全国労働組合総連合）
　全労連は，加盟組織の女性組織や組合員による女性部を設け，不安定雇用労働の女性の
組織化や産業別組合への結集，男女差別を許さない闘いを母性保護の闘いと結合して進め
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ること等に取り組んでいる。
　2008 年に非正規雇用労働者全国センターを設置し，非正規労働者の要求実現と労働組
合への組織化をサポートし，広範な世論に広げるために「政策提言活動」「労働相談」「実
態調査」「情報発信」等の取組を行っている。

3　全労協（全国労働組合連絡協議会）
　全労協は女性委員会を設置し，女性労働者の権利闘争を支援し，情報発信を行ってい
る。
　非正規の女性労働者について，組織化や労働契約法第 20 条を用いた差別是正の裁判闘
争の支援，非正規労働者を対象とした大集会の開催などに取り組んでいる。

4　女性労働者の権利の実現に関わる労働組合
　既存の企業別労働組合が必ずしも非正規労働者の加入を認めていなかったり，女性労働
者や非正規労働者の要求の実現等に十分に機能することが期待できない場合において，女
性労働者は，一人でも入れる地域ユニオンや，女性のみが入れる各地の女性ユニオンなど
に加入をして，格差の是正，セクシュアルハラスメント等の被害の救済，その他女性労働
者の権利の実現について，使用者との団体交渉等や要求の実現に取り組んでいる状況もあ
る。
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第１節　女性差別撤廃条約の実施状況

第１　女性差別撤廃条約
　「女性差別撤廃条約は，1979 年に国連総会において採択され，1981 年に発効した女性の
権利に関する包括的な条約である。
　日本は，女性差別撤廃条約を 1985 年に批准した（締約国では 72 番目）。批准までに，
国籍法の改正（父親が日本人の場合のみ，日本国籍を取得できるとされていたが，改正に
より父母いずれかが日本人の場合に日本国籍を取得できることとなった。），男女雇用機会
均等法の制定（「勤労婦人福祉法」が「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の
確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」へ改正された後，1997 年に現在の名称で
ある「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」へ改正され
た），高等学校における家庭科の男女必修化など，国内法が整備された。
　女性差別撤廃条約の実施に関する進捗状況を検討するため，条約第 17 条に基づき女性
差別撤廃委員会が設置されている。同委員会は，締約国により選ばれた 23 人の個人資格
の専門家により構成され，2015 年 8 月現在，日本から選出された林陽子委員が委員長を
務めている。
　個人通報制度について規定する女性差別撤廃条約選択議定書は 1999 年に国連総会にお
いて採択され，2000 年に発効した。個人通報制度は，条約の人権保障条項に規定された
人権が侵害され，国内で手段を尽くしても救済されない場合，被害者個人等がその委員会
に通報し，委員会の見解を求めて救済を図ろうとする制度である。日本はまだ選択議定書
を批准していないが，日本の裁判所は人権条約の適用について消極的であり，特に個人通
報制度の意義が大きいため，個人通報制度を早急に導入することが求められている（日弁
連第 61 回定期総会「我が国における人権保障システムの構築及び国際人権基準の国内実
施を求める決議」（2010 年 5 月 28 日））。

第2　条約の概要
　女性差別撤廃条約は，その名称からも分かるとおり，女性に対するあらゆる形態の差別
を禁止し，撤廃するための国際条約である。
　前文で，女性に対する差別は，平等原則，人間の尊厳の尊重に反し，女性が男性と同等
の条件で自国の様々な活動に参加する障害となることを指摘している。同じく前文では，
出産における女性の役割が差別の根拠となるべきではなく，子の養育には男女及び社会全
体が共に責任を負うことが必要であること，社会及び家庭における男女の伝統的役割を変
更することが，男女の完全な平等の達成に必要であること等を指摘した上で，女性に対す
るあらゆる形態の差別を撤廃するための必要な措置を採るとしている。
　女性差別撤廃条約の各条文では，差別の定義（第 1 条），締約国の差別撤廃義務（第 2
条），暫定的特別措置（第 4 条），固定的役割分担観念等の撤廃（第 5 条）等を規定し，ま
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た公的生活に関する権利（第 7 条～第 9 条），社会生活に関する権利（第 10 条～第 14
条），私的生活に関する権利（第 15 条～第 16 条）等の具体的規定を設けている。
　女性差別撤廃条約が撤廃を求める「女性対する差別」とは，「性に基づく，区別，排除
又は制限」であり，女性が「男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し，共有
し又は行使することを害し又は無効にする目的又は効果を有するもの」である（第 1 条）。
　締約国は，「女性に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他の措置（適当な場
合には制裁を含む）をとること」（b），「遅滞なく」「女性に対する差別となる既存の法
律，規則，慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当な措置（立法を含む。）
をとること」（f），「個人，団体又は企業による女性に対する差別を撤廃するためのすべて
の適当な措置をとること」（e）等が義務付けられている（第 2 条）。
　また，「男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的特別措置」を採ること
を差別と解してはならないとして（第 4 条），男女の法律上の平等だけでなく，事実上の
平等の実現が求められている。そして，女性に対する差別撤廃のためには，差別意識の根
幹にある男女の固定的役割分担の意識を変えていくことが不可欠であることから，締約国
に対し「男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行の撤廃」のた
めの措置を求めている（第 5 条）。
　労働に関する具体的規定としては，第 11 条は締約国に対し，雇用分野における女性差
別撤廃のためのすべての適当な措置をとることを求め，第 1 項（d）において同一価値の
労働についての同一報酬（手当を含む。）及び同一待遇についての権利並びに労働の質の
評価に関する取扱いの平等についての権利を明記している。また同条第 2 項では，婚姻や
母性を理由とする女性に対する差別の防止，女性に対する実効的な労働の権利を確保する
ためとして，妊娠又は母性休暇を理由とする解雇や婚姻しているかいないかに基づく差別
的解雇を，制裁を課して禁止すること（a）や　親が家庭責任と職業上の責務及び社会的
活動への参加とを両立させることを可能とするために必要な補助的な社会的サービスの提
供を，特に保育施設網の設置及び充実を促進することにより奨励すること（c）等を規定
している。

第3　一般勧告について
　一般勧告は，条約の解釈等に関する委員会の見解を示したものである（条約第 21 条）。
これまでに，女性の権利に関する様々な分野にわたり，33 の勧告が出されている（http://
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx）。
　一般勧告 25 号は，「男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的特別措置」
について差別と解してはならないと規定する条約第 4 条第 1 項の性質や意味を明確にすべ
く，条約における暫定的特別措置の意味と適用範囲を明らかにしている。同勧告は，条約
第 6 条から第 16 条に関わる女性の実質的平等のために必要かつ適切である場合締約国に

「暫定的特別措置を採用・実施する義務がある」 と明記している。
　一般勧告 28 号は，締約国の差別撤廃義務を定める第 2 条の範囲及び目的を明確にする
ものである。同勧告は，締約国は，女性が差別を受けることのない権利及び平等を享受す
る権利を保護・達成しなければならないこと，作為又は不作為による女性差別を起こして
はならず，女性に対する差別に積極的に対処する義務があること，条約第 4 条及び一般勧
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告 25 号の暫定的特別措置を実施する義務があること，女性が，国家機関や司法だけでな
く，企業や個人からも公共及び私的範囲で差別を受けないよう努める義務があること等を
明らかにしている。また第 2 条の「遅滞なく」についても，締約国が全ての適切な手段を
利用して政策を推進する義務が差し迫った性質であることを明確に表しているとして，締
約国が条約上の義務を履行する際，いかなる遅れや意図的に選択された漸進的な方法も許
容されないこと，遅滞はいかなる理由によっても正当化されないとしている。
　女性の無償労働について，一般勧告 16 号は「無償労働は条約に反する女性の搾取の一
形態である」ことを確認し，締約国に対し，家庭や会社において無報酬で働く女性の法的
社会的状況を委員会報告に含めることを求めている。また一般勧告 17 号でも，女性の無
償の家庭内活動の測定と数量化が，女性の事実上の経済的役割を明らかにすることに役立
つとして，締約国に対し，女性の無償の家庭内活動の測定・評価，国民総生産において女
性の無償家庭内活動を数量化し含めること等を求めている。
　一般勧告 27 号は，女性高齢者を取り上げ，「女性高齢者は社会にとって重要な財産とみ
なされるべきであり，締約国は女性高齢者に対する差別を撤廃するために法制化を含めた
あらゆる適切な処置を取る義務がある」として，ステレオタイプ，暴力，公の生活への参
加，仕事と年金，健康，など様々な分野において具体的取組をすべきことを勧告してい
る。
　

第4　女性差別撤廃条約の履行確保
　締約国が女性差別撤廃条約に定められた締約国の義務を誠実に履行すれば，締約国にお
ける女性差別もいずれは撤廃されるはずであるが，残念ながら，完全に男女平等が実現し
ている国はない。また多くの締約国においても今なお，様々な形態での女性に対する差別
が存在している。
　そこで，条約の履行を確保するためのメカニズムの一つとして報告制度が設けられてい
る。締約国は，4 年に 1 回，女性差別撤廃条約の実施状況について報告書を提出しなけれ
ばならず（条約第 18 条），委員会は，提出された報告書に基づいて，締約国の実施状況に
関する審査を行う。審査は，締約国と委員との間の対話形式（建設的対話）で行われ，委
員会は，審査の結果，女性差別撤廃条約の実現に向け締約国の取り組むべき課題等を明記
した総括所見を公表する。
　日本は現在までに 8 回報告書（ただし，7 回と 8 回については，合わせて 1 つの報告書
が作成された）を提出し，提出した報告書を基に 4 回審査が行われた。直近の審査は，第
6 回報告書を対象として，2009 年に行われた。2014 年に提出した第 7，8 回報告を対象と
する第 5 回審査は 2016 年 2 月に行われる予定である。

第5　日本における女性差別撤廃条約の実施状況
　日本は女性差別撤廃条約の締約国ではあるものの，国内では条約の内容が十分に実現さ
れておらず，今なお，様々な形での女性差別が根強く残っている。これらの女性差別に関
し，これまでに数多くの訴訟が提起され，司法判断がなされているが，残念ながら，訴訟
の場で女性差別撤廃条約が十分に活用されているとは言い難いのが現状である。
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　日本において条約が十分に認知されておらず，法曹関係者にも十分活用されていないこ
となどについては，下記で詳述する第 6 回報告書審査における総括所見においても指摘さ
れている。すなわち，条約の法的地位について，「（条約が）拘束力のある人権関連文書と
して，また締約国における女性に対するあらゆる形態の差別撤廃及び女性の地位向上の基
盤として重視されていない」ことや「条約の規定は自動執行性がなく，法的審理に直接適
用されない」ことに懸念が示されている（パラグラフ 19）。
　そして，条約が法的拘束力を有することを十分認識し，国内法に十分取り入れられるよ
う早急な措置をとることを要請し，また法曹関係者に条約が十分に認識され，裁判におい
て活用されるよう，条約や委員会の一般勧告に対する裁判官，検察官，弁護士の意識啓発
の取組を強めることを勧告している（パラグラフ 19，20）。
　さらに，裁判所の手続に関しても「雇用問題に関する法的手続きが長期にわたる」こと
について懸念が示され，「（条約第 2 条（ｃ）の規定する）法廷における救済を妨げるもの
である」と指摘されている（パラグラフ 45）。そして，「法的支援や迅速な事案処理を含
めて女性の救済手段へのアクセスを確立するため」に「女性差別に対し，制裁措置を設け
る」ことが奨励されている（パラグラフ 46）。
　このように，女性差別撤廃条約が活用されているとは言い難い現状を変えていくために
は，まず代理人を務める弁護士自身が女性差別撤廃条約の内容を正しく理解し，積極的に
条約違反を主張するなどして条約を活用していく必要があり，そのためには条約に関する
研修が不可欠である。
　もっとも，当事者及び代理人が条約を活用した主張をしても，裁判所がその主張を真摯
に受け止め，条約の内容を十分に理解した上で判断を下さないと，司法を通じた救済は実
現できない。この点，前回第 6 回報告書審査時の質問事項（「4　女性差別撤廃条約が，国
内の裁判で援用され，又は言及されたことがあるか。ある場合，その結果はどのようなも
のだったか」）に対する回答として，日本政府は 7 つの裁判例を紹介している（「第 6 回報
告審査に関する女性差別撤廃委員会からの質問事項に対する回答」）。すなわち，日本の裁
判所は，1985 年に条約を批准した後，上記回答時である 2009 年までの間，僅か 7 件しか
条約に関する判断をしておらず，しかもいずれも条約の適用を否定している。
　したがって，上記総括所見でも勧告されているとおり，条約を積極的に活用するために
は，弁護士だけでなく，裁判官に対する研修も不可欠であることは明らかである。

第6　女性差別撤廃委員会による勧告内容
　日本の第 6 回報告書審査の結果に関し，2009 年に採択された総括所見は，日本政府の
取組に対し一定の評価を示しつつも，女性差別撤廃条約に基づく締約国の義務及び今回の
総括所見で示された勧告内容の履行を強く求めている（http://www.gender.go.jp/
international/int_kaigi/int_teppai/pdf/CEDAW6_co_j.pdf）。
　総括所見で指摘された勧告内容は多岐にわたるが，まず雇用に関しては（パラグラフ
45，46），女性差別撤廃条約や ILO100 号条約に沿った同一労働及び同一価値労働に対す
る同一報酬の原則と認識できる条項は，労基法にはないと指摘している。
　また，男女雇用機会均等法に基づく行政ガイドラインの「雇用管理区分」により，女性
差別的なコース別制度が導入されていること，性別に基づく賃金格差（フルタイム労働者
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間で時間当たり 32．2％の格差があること，パートタイム労働者では更に格差が大きくな
っていること），有期雇用やパートタイム雇用の多数を女性が占めていることに懸念を示
し，垂直的・水平的職務分離の撤廃をすることや性別に基づく男女間の賃金格差是正のた
め具体的措置を講ずることを勧告している。
　セクシュアルハラスメントに関しても，規定はあるものの法令遵守のための制裁措置が
十分でないことを指摘し，セクシュアルハラスメントを含む女性差別に対する制裁措置を
設けることを奨励するとしている。
　差別の定義については（パラグラフ 21，22），男女雇用機会均等法に条約第 1 条に沿っ
た差別の具体的定義が欠けており，間接差別の定義が狭いことについて遺憾であるとし
て，女性に対する差別の定義を国内法に十分に取り入れるために早急な措置を講ずべきこ
とを要請している。
　家庭と仕事の両立については（パラグラフ 47，48），家庭や家族に関する責任を主に女
性が担っていること，それにより男性の育児休業取得率が著しく低いこと，女性がキャリ
アを中断したり，パートタイム労働に従事せざるを得ないことに懸念を示した上で，子育
てや家事の適切な分担に関する男女の意識啓発や教育のための取組，男女の家庭及び職場
での責務の両立支援の取組の拡充を奨励している。
　固定的性別役割分担の意識については（パラグラフ 29，30），固定的性別役割分担の意
識の存続が，女性の伝統的な選択に影響を与え，家庭や家事の不平等な責任分担を助長
し，更に労働市場における女性の不利な立場や政治的・公的活動や意思決定過程への女性
の低い参画をもたらしていることに留意し，メディアでもこのような固定的性別役割分担
の意識に沿った描写が浸透していることに懸念を示している。そして，これらの意識にと
らわれた態度を解消するための積極的な取組を要請している。
　暫定的特別措置についても（パラグラフ 27，28），上記条約第 4 条第 1 項や一般勧告 25
号に従い，あらゆるレベルでの意思決定過程へ女性の参画を拡大するための数値目標とス
ケジュールを設定した暫定的特別措置を導入するよう，要請している。
　なお，暫定的特別措置は，通常の報告とは別に，2 年以内に書面による詳細な情報を提
出するよう求められた 2 項目（フォローアップ項目）のうちの一つであり（パラグラフ
59），日本政府に対し，実効性がありかつ具体的結果の伴う暫定的特別措置の速やかな実
施が求められているといえる。

第2節　ILO条約

第1　ILOの活動と組織
1　ILOの目的と任務
　ILO（国際労働機関。International Labour Organization）は，「労働問題を解決するこ
とが世界の平和につながっていく」という強い信念から，1919 年に創設された労働社会
問題を担当する国連の専門機関である。
　ILO の目的と任務は，ILO 憲章前文とその付属書である「国際労働機関の目的に関する
宣言」（1944 年フィラデルフィア宣言）に記されている。
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　目的は，多数の人々に貧困をもたらす労働条件を改善して社会不安を予防し，社会正義
を基礎とした世界の恒久的平和を実現することにある。
　そのためには，労働時間規制，妥当な生活賃金，同一価値労働同一賃金の原則等の改善
策を進めていく必要があるとし，また，労働は商品ではないこと，一部の貧困は全体の繁
栄にとって危険であること，ディーセントワークの確保など，以下のとおり，女性が人間
らしく働き生活するために重要な事項が，ILO 憲章等に定められている。
　（1）ILO 憲章前文
　　ILO 憲章前文は，「世界の永続する平和は，社会正義を基礎としてのみ確立すること

ができる」とし，「世界の平和及び協調が危うくされるほど大きな社会不安を起こすよ
うな不正，困窮及び欠乏を多数の人々にもたらす労働条件」が存在する場合にはその改
善が急務だとし，次の 11 項目の具体的な改善策を示している。

　　ⅰ　1 日及び 1 週の最長労働時間の設定を含む労働時間の規制
　　ⅱ　労働力供給の調整
　　ⅲ　失業の防止
　　ⅳ　妥当な生活賃金の支給
　　ⅴ　雇用から生ずる疾病 ･ 疾患 ･ 負傷に対する労働者の保護
　　ⅵ　児童 ･ 年少者 ･ 婦人の保護
　　ⅶ　老年及び廃疾に対する給付
　　ⅷ　自国以外の国において使用される場合における労働者の利益の保護
　　ⅸ　同一価値の労働に対する同一報酬の原則の承認
　　ⅹ　結社の自由の原則の承認
　　ⅺ　職業的及び技術的教育の組織並びにその措置
　（2）フィラデルフィア宣言
　　また，フィラデルフィア宣言は，ILO の基礎をなす根本原則として，次の 4 項目を打

ち出している。
　　ⅰ　労働は，商品ではない。
　　ⅱ　表現及び結社の自由は，不断の進歩のために欠くことができない。
　　ⅲ　一部の貧困は，全体の繁栄にとって危険である。

ⅳ　欠乏に対する戦いは，労働者及び使用者の代表が，政府の代表者と同等の地位に
おいて遂行する。

　（3）ディーセントワーク
　　ILO は，グローバル化の中で失業，貧困，格差の拡大等が世界的な問題となっている

ことを背景に，1999 年，ディーセントワークの確保を 21 世紀の最重要目標とした。デ
ィーセントワークとは，自由，平等，安全，人間的尊厳が確保された条件の下で行われ
る，生産的で人間的な働き方を意味する。

2　ILOの活動
　ILO には，その目的実現のために，「国際労働基準の設定とその適用監視」「技術協力」

「調査研究・情報提供」の三つの事業活動がある。
　このうち，もっとも重要な活動は，国際労働基準の設定である。
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　（1）国際労働基準の設定
　　国際労働基準には，条約と勧告の二つの形式がある。
　　条約は，国際的な最低の労働基準を定め，批准国に義務を創設する。
　　これに対し，勧告は，批准を伴わず，拘束力はなく，加盟各国が国内法や労働協約な

ど自国の状況に適した方法で採用できる国際基準であり，勧告に定まる基準は，義務規
定である条約との妥協点に近く，進歩のプログラムを示す指針でもある。

　　近年は，条約と勧告が二本立てで採択されることが多く，条約は原則的な規定を内容
とし，勧告は条約を更に詳細に規定するのが通例となっている。

　（2）適用監視
　　ILO は，これらの国際労働基準の実効を図るため，条約の遵守状況を，調査，監視，

監督しており，条約違反について調査して結論を出し，必要があれば国際世論にアピー
ルして違反の是正を実現する活動を行っている。

　　そのための監視機構や手続として，条約勧告適用専門家委員会，基準適用総会委員
会，結社の自由委員会，ILO 憲章第 24 条申立手続がある。

　　なかでも，よく活用されているのが，条約勧告適用専門家委員会と結社の自由委員会
である。このうち，条約勧告適用専門家委員会は，20 人の法律専門家が，批准された
条約の適用状況について，各国政府や労働団体から出される報告書を審査し，その結果
を報告書としてとりまとめ，各国政府に送付している。日本についても，女性差別等に
関して，数回にわたっての検討を経て是正勧告が出されている。

　　ILO では，これらの委員会が出した是正勧告が本当に尊重されて事態の解決がなされ
ているかどうか，当事者から情報の提供を受けて検討しており，この手続をフォローア
ップという。

3　ILOの組織
　ILO は，総会，理事会，国際労働事務局などから構成されている。
　最高機関である総会は，加盟国がそれぞれ政府代表 2 人，労働者代表 1 人，使用者代表
1 人を選出して構成され，条約と勧告の採択，加盟国の承認等を行っている。執行機関で
ある理事会は，政府代表 28 人，使用者と労働者の代表各 14 人の合計 56 人で構成され，
全ての活動を調整し，条約違反についての審議と勧告を行っている。ILO 全体の活動を担
う事務局の下に，労働者活動局，使用者活動局，国際労働基準人権局など 30 局があり，
各々の分野の国際的調整に関する調査等を行っている。

第2　主な条約と勧告
　ILO には，189 の条約と 202 の勧告がある。
　以下，女性の貧困と労働の問題に関わる条約のうち重要と思われるものについて概説す
る。なお，以下，条約名に続く括弧内の年数は，当該条約の採択年と日本における批准の
有無ないし批准している場合の批准年の表記である。

1　雇用及び職業における差別の撤廃
　（1）100 号条約「同一価値労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約」
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　（1951 年採択，1967 年批准）
　　同一の価値の労働に対しては性別による区別を行うことなく同等の報酬を与えなけれ

ばならないとする条約である。同時に採択された同名の勧告（第 90 号）が，同一報酬
原則の実施方法についての詳細な指針を示している。

　　報酬を同一労働に対して男女同等に支払うという原則を確立する方法として，国内法
令，法令によって設けられ又は認められた賃金決定制度，使用者と労働者との間で締結
された労働協約，これらの各手段の組み合わせのいずれによることもできる（同条約第
2 条第 2 項）。

　　また，「行なうべき労働を基礎とする職務の客観的な評価を促進する措置がこの条約
の規定の実施に役だつ場合には，その措置を執るものとする。」とし，客観的な職務評
価の促進について規定している（同条約第 3 条第 1 項）。

　　勧告は，政府が直接，間接に規制しうる分野での措置を細部にわたって示し，この原
則の実際上の適用の態様（職務分析，職業指導，雇用相談，職業訓練，職業紹介，福
祉・社会サービス，一般の理解の促進，調査等）を示している。

（2）111 号条約「雇用及び職業についての差別待遇に関する条約」（1958 年採択，未批
准）

　　この条約は，雇用と職業の面で，どのような差別待遇も行われてはならないことを規
定する。人種，皮膚の色，性，宗教，政治的見解，国民的出身又は社会的出身に基づく
すべての差別を除去することを政府の義務としている。

　（3）100 号及び 111 号条約と中核的労働基準
　　1988 年の ILO 総会は，「労働における基本原則及び権利に関する ILO 宣言」を採択

した。この「宣言」は，「経済のグローバル化」への対応の一つとして採択されたもの
であり，差別是正に関する 100 号，111 号条約を含む，4 分野（結社の自由及び団体交
渉の効果的承認，あらゆる形式の強制労働の禁止，児童労働の実効的な廃止，雇用及び
職業における差別の撤廃）の 8 条約を ILO の「中核的労働基準」として，「ILO 加盟国
は加盟の事実によって」「未批准の場合でも，その原則を誠実に尊重，推進，実現する
義務がある」とされた。この宣言によって，ILO 加盟国は，これらの条約の遵守義務を
課され，この原則の実行について 8 条約の進捗状況を毎年 ILO に報告することを義務
付けられた。

2　労働時間関係
　ILO は，人間の尊厳に実質的な価値を与えるために労働時間をはじめ労働者の安全と健
康について数多くの条約を採択しており，労働時間・休暇関係の条約は，以下の条約を含
め合計 18 にのぼる。日本は，18 の条約をいずれも批准していない。
（1）1 号条約「工業的企業に於ける労働時間を 1 日 8 時間かつ 1 週 48 時間に制限する

条約」（1919 年採択，未批准）
　　労働時間は，1 日 8 時間，週 48 時間を超えてはならないことを規定した ILO 条約の

第 1 号であり，言わば ILO の原点である。
（2）47 号条約「労働時間を 1 週 40 時間に短縮することに関する条約」（1935 年採択，

未批准）
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　　批准国は，「生活水準を下げることなく，1 週 40 労働時間の原則を維持し，その目的
を達成するために適当と思われる措置」をとらなければならない。

（3）153 号条約「路面運送における労働時間及び休息期間に関する条約」（1979 年採
択，未批准）

　　貨客の路面運送に携わる運転者の運転時間は，時間外労働を含め 1 日につき 9 時間，
1 週につき 48 時間を超えないものとし，休息期間は，24 時間中に少なくとも連続した
10 時間なければならないこと，運転者は，休息なしに 4 時間を超えて連続運転するこ
とを許されてはならないこと等を定める。

　（4）14 号条約「工業的企業に於ける週休の適用に関する条約」（1921 年採択，未批准）
　　工業で働く労働者が 7 日ごとに 1 回少なくとも継続 24 時間の休暇を受ける権利を定

めたものである。
　（5）132 号条約「年次有給休暇に関する条約」（1970 年採択，未批准）
　　労働者は 1 年勤務につき 3 労働週（5 日制なら 15 日，6 日制なら 18 日）の年次有給

休暇の権利をもつこと，休暇は原則として継続したものでなければならないが，事情に
より分割を認めることもできること，その場合でも分割された一部は連続 2 労働週を下
らないこと等を定める。

　（6）140 号条約「有給教育休暇に関する条約」（1974 年採択，未批准）
　　有給教育休暇とは，一般の有給休暇に含まれない，教育を目的として所定の期間労働

者に与えられる有給休暇であり，加盟国は，有給教育休暇の付与を促進するための政策
を策定し，適用すること等を定める。

　（7）171 号条約「夜業に関する条約」（1990 年採択，未批准）
　　1980 年代以降，夜間労働に従事する労働者が増加してきたこと等を背景に，男女労

働者共に適用される夜業に関する一般的条約として当条約が採択された。健康上の理由
による類似業務への配置転換，原則 8 時間以内の夜間の労働時間規制，時間外労働の規
制，深夜業から深夜業の間隔を最低 11 時間とする規制等が規定されている。

3 　家族的責任－156 号条約「家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の
均等に関する条約」（1981 年採択，1995 年批准）

　子どもや近親者の面倒を見るために職業生活に支障をきたすような男女の労働者に対し
て，各種の保護や便宜を提供し，家族的責任と職業的責任とが両立できるようにすること
を目的とした条約である。条約は原則的な規定のみだが，同時に採択された「男女労働者
特に家族的責任を有する労働者の機会均等及び均等待遇に関する勧告」（165 号勧告）が，
詳細な具体的措置を規定している。
　1965 年の「家庭責任をもつ婦人の雇用に関する勧告」（123 号勧告） は，女性のみを対
象としていたが，男女平等の気運が高まるなかで，家族的責任を負うのは女性だけではな
く，家庭における育児や家事は男女が共に担うべきであるという意識が広がり，156 号条
約では，家族的責任を有するのは男女に共通であることが明示され，家族的責任を有する
労働者と有しない労働者の間で，また，家族的責任を有する男性労働者と女性労働者の間
で，差別的取扱いがあってはならないことを定めている。
　そのための国の義務として，育児その他の家族的責任を果たすために必要な公私の社会
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サービスや職業訓練を充実させること（同条約第 5 条，同勧告第 9 項），家族的責任を果
たしながら働き続けられるように，家族的責任を有する労働者のための特別のニーズに応
じた措置（特別措置）とともに，労働者の置かれている状況を全般的に改善することを目
的とする措置（一般的措置）が必要だとし，一般的措置として，1 日あたりの労働時間の
漸進的短縮及び時間外労働の短縮（同勧告第 18 項ａ）が必要であること等を規定してい
る。

4 　雇用形態による差別－175 号条約「パートタイム労働に関する条約」（1994
年採択，未批准）

　パートタイム労働者の労働条件が比較可能なフルタイム労働者と少なくとも同等になる
よう保護すると同時に保護が確保されたパートタイム労働の活用促進を目的とする条約で
ある。増加するパートタイム労働者に対する差別的取扱いが世界的にも問題とされ，1994
年に採択された。条約は，パート労働者の団結権，団体交渉権等の権利を保障するととも
に，賃金については，「労働時間，業種，出来高ベースで比例的に計算されパート労働と
いう理由のみで差別されない」こと（第 5 条）等を規定している。

5　最低賃金等
　（1）26 号条約「最低賃金決定制度の創設に関する条約」（1928 年採択，1971 年批准）
（2）131 号条約「開発途上にある国を特に考慮した最低賃金の決定に関する条約」（1970

年採択，1971 年批准）
　　131 号条約は，最低賃金の水準の決定に当たって考慮すべき要素として，「労働者と

家族の必要であって国内の一般的賃金水準，生計費，社会保障給付及び他の社会的集団
の相対的生活水準」を挙げている。同時に採択された 135 号勧告は，最低賃金決定の目
的について，「貧困を克服すること並びにすべての労働者及びその家族の必要を満たす
ことを企図」し，「賃金労働者に対し，賃金の許容される最低水準に関して必要な社会
的保護を与えること」としている。

　（3）94 号条約「公契約における労働条項に関する条約」（1949 年採択，未批准）
　　この条約は，公の機関を一方の契約当事者として締結する契約においては，その契約

で働く労働者の労働条件が，団体協約又は承認された交渉機関，仲裁裁定あるいは国内
の法令によって決められたものよりも，有利な賃金，労働時間その他の労働条件に関す
る条項を，その契約の中に入れなければならないとし（第 2 条），関係労働者に対する
公平にして合理的な健康，安全及び福利の条件を確保するため充分な措置を講じなけれ
ばならない（第 3 条）として，公契約における労働者の労働条件の底上げや労働者保護
を図るものである。

　6　女性保護
　（1）3 号条約「産前産後に於ける婦人使用に関する条約」（1919 年採択，未批准）
　（2）103 号条約「母性保護に関する条約」（1952 年改正，未批准）
　　3 号条約を改正した 103 号条約は，産前産後 6 週間，休暇中は公の基金あるいは保険

制度の方法により本人及び子の十分かつ健康な生活を維持するに足る給付が支払われる
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ものとすること，妊娠に起因する疾病についての追加休暇の権利保障，育児時間を有給
で保障すること等を定めている。

第3　日本の批准，履行状況
1　条約の批准状況
　条約のうち，日本が批准しているのは 49 条約にすぎず，未批准が 140 条約にものぼ
り，全体の 75％を批准していない。ＯＥＣＤ諸国の平均批准数 74 よりも明らかに少な
く，日本は，ILO 条約の批准に消極的な国であるといわざるを得ない。
　「中核的労働基準」とされている 111 号の「雇用及び職業についての差別待遇に関する
条約」をはじめ，労働時間・休暇に関する 18 の条約，175 号の「パートタイム労働に関
する条約」，94 号の「公契約における労働条項に関する条約」，103 号の「母性保護に関す
る条約」など，性別や雇用形態による差別を是正し，就労と家族的責任の両立を実現する
ための重要な条約の多くを，日本はいまだに批准していない。

2　履行状況
　批准済みの条約についても，日本は，これを十分に履行しているとはいえない。性別や
雇用形態による差別を是正し，就労と家族的責任の両立を実現するために重要な条約であ
り，日本が既に批准している 100 号条約及び 156 号条約についても，以下のように，ILO
は，日本政府に対して是正を求めてきている。
　（1）100 号条約「同一価値労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約」
　　ILO は，100 号条約について，各国政府に 2 年に 1 度報告を求め，100 号条約勧告適

用専門家委員会において審査を行っており，日本の女性差別は常に問題視されてきた。
　　条約勧告適用専門家委員会は，1992 年には，日本政府に対して「男女間の賃金格差

の維持の原因の一部となっていると思われる募集・雇用・配置・昇進に関して追加的な
改善の処置を求める」とし，差別の是正を要請した。1999 年には，「一部の企業が総合
職として男性のみ，あるいは大部分，男性を採用することによって，女性を差別するよ
うなやり方でコース別人事制度を採用している」「男性のみを昇進の早い総合職に採用
し，女性を通常の事務職である一般職として採用するという採用制度が，差別禁止に違
反する措置」であると指摘していた。

　　野村證券労働組合は，2001 年，野村證券が実施している男女別のコース制人事管理
が 100 号条約に違反していると申し立てた。これに対し，条約勧告適用専門家委員会
は，2003 年，野村證券における女性差別は 100 号条約に違反するとして，「本委員会
は，日本政府に対し，コース別人事制度が女性を直接あるいは間接に差別するような方
法で使用されないことを保障するために必要な措置をとる」ことを要請するという是正
勧告を出した。

　　また， 全石油昭和シェル労働組合らが行った申立てに対して，2011 年 11 月の理事会
において，「日本政府が，労基法第 4 条は ILO100 号条約の要請を充足しており，異な
る仕事や雇用管理区分にあってもこれを適用して賃金格差を是正することができるとい
う公式の回答をしているにもかかわらず，実際の司法救済や労働監督はそうした政府の
姿勢をふまえたものとは言い難い」として，「100 号条約第 2 条により同一価値労働に
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従事する男女の同一報酬を法令と実践において促進し，確保し，更に労働の相対的価値
を決定する措置を含めた，既存の法令と措置の履行と監督を強化するために，労働者組
織と使用者組織の協力の下，一層の取り組みが必要であると」の結論に基づき，100 号
条約に関して詳細な情報の報告を日本政府に求めた条約勧告適用専門家委員会の「結論
と勧告」が確認された。

　（2）156 号条約「家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約」
　　156 号条約と同時採択された 165 号勧告の第 20 項は，「労働者を一つの地方から他の

地方へ移動させる場合には，家族的責任及び配偶者の就業場所，子を教育する可能性等
の事項を考慮すべきである。」と規定し，「移動」（配転処分）にあたり，男性も女性も
家庭と仕事を両立できるよう考慮すべきとしている。

　　NTT が，千葉県銚子無線局を廃止し，そこで働いていた労働者を一斉に配転させ，
なかには片道 2 時間半という長時間通勤を求められた労働者も出たという事案につい
て，通信産業労働組合らが，このような配転の強行は 156 号条約に違反すると申し立て
た。これに対し，条約勧告適用専門家委員会は，2002 年，「労働は仕事に対する義務と
家族に対する義務とが両立するように経営者は配慮しなければならない」として，具体
的に，「日本はその 156 号条約を批准している以上，そのことが守られなければなら
ず，当該配転は見直すべきである」との是正勧告を出した。

第3節　諸外国における女性と労働の状況と日本との比較

第1　統計からみる各国における女性と労働の状況
1　女性の労働力率
　労働力率とは，15 歳以上の人口に占める労働力人口の割合をいう。労働力人口とは「労
働の意思と能力を有する者（就業者＋求職中の失業者）」の人口である。
　各国の性別・年齢階級計労働力率（2013 年）は，次のとおりである（出典：労働政策
研究・研修機構『データブック国際労働比較 2015』）。
　　日本　　　　　男性 70.5％，女性 48.9％（男女計 59.3％）
　　アメリカ　　　男性 69.7％，女性 57.2％（男女計 63.2％）
　　イギリス　　　男性 69.5％，女性 57.2％（男女計 63.3％）
　　ドイツ　　　　男性 66.3％，女性 54.6％（男女計 60.3％）
　　フランス　　　男性 61.7％，女性 51.8％（男女計 56.5％）
　　スウェーデン　男性 74.2％，女性 68.7％（男女計 71.5％）
　　韓国　　　　　男性 73.2％，女性 50.2％（男女計 61.5％）
　年齢階級計で女性の労働力率は，日本（48.9％），韓国（50.2％），フランス（51.8％）
が低めであり，ドイツ（54.6％）もそれほど高くはないが，アメリカ（57.2％），スウェ
ーデン（68.7％）は高い。
　男性より女性の労働力率が低いことは各国で共通しているが，欧米諸国の差は，最小は
スウェーデンの 5.5 ポイント，最大はアメリカの 12.5 ポイントの差であるのに対し，日
本と韓国は 20 ポイント以上の差である。
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　各国の年齢階級別の女性労働力率（2013 年）は，グラフ 2－5（出典：労働政策研究・
研修機構『データブック国際労働比較 2015』）のとおりである。

　　
　日本の女性労働力率は 30～39 歳の比率が落ち込むいわゆるＭ字型カーブを描いている
が，欧米は台形型である。Ｍ字型カーブは，結婚・出産・育児のための退職とその後の就
労を反映している。欧米では 1970 年代に見られたが現在では消失している。
　日本のＭ字型カーブも，共働きの増加や晩婚化を反映して，1970 年代に比べてトップ
とボトムの位置と年齢が次のように上昇している。
　　20～24 歳　1975 年 66.2％（トップ）　2013 年 70.3％
　　25～29 歳　1975 年 42.6％（ボトム）　2013 年 79.0％（トップ）
　　30～34 歳　1975 年 43.9％（ボトム）　2013 年 70.1％（ボトム）
　　35～39 歳　1975 年 54.0％　　　　　 2013 年 69.6％（ボトム）
　　40～44 歳　1975 年 59.9％　　　　　 2013 年 73.1％
　これをみると，ボトムの位置は 42.6％から 69.6％へ 27 ポイント上昇し，トップの位置
も 12.8 ポイント上昇し，カーブが以前より緩やかなものになっている。1975 年にボトム
であった 25～29 歳が 2013 年にトップになっているのは，晩婚化の影響と考えられる。



第１編　女性労働者をめぐる日本の労働問題

― 144 ―

2　女性の就業率
　就業率とは，生産年齢人口（一般には 15～64 歳）に占める就業者の割合である。
　各国の性別・年齢階級計就業率（2013 年）は，次のとおりである（出典：労働政策研
究・研修機構『データブック国際労働比較 2015』）。
　　日本　　　　　男性 80.8％，女性 62.4％（男女計 71.7％）
　　アメリカ　　　男性 72.6％，女性 62.3％（男女計 67.4％）
　　イギリス　　　男性 76.1％，女性 66.6％（男女計 71.3％）
　　ドイツ　　　　男性 77.7％，女性 68.8％（男女計 73.3％）
　　フランス　　　男性 67.9％，女性 60.4％（男女計 64.1％）
　　スウェーデン　男性 76.3％，女性 72.5％（男女計 74.4％）
　　韓国　　　　　男性 74.9％，女性 53.9％（男女計 64.4％）
　日本の男女計就業率は高いが，男性の就業率が 80.8％と高い水準で，女性の就業率は
62.4％と低めの水準であり，女性の年齢階級別就業率（2013 年）も，次のようにＭ字型
カーブになっている。
　　25～29 歳　74.9％
　　30～34 歳　67.2％
　　35～39 歳　66.9％
　　40～44 歳　70.2％

3　就業者及び管理職に占める女性の割合
　各国の就業者及び管理職に占める女性の割合（2013 年）は次のとおりである（出典：
労働政策研究・研修機構『データブック国際労働比較 2015』，グラフ 3－3）。
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　　日本　　　　　就業者の 42.8％　管理職の 11.2％
　　アメリカ　　　就業者の 47.0％　管理職の 43.4％
　　イギリス　　　就業者の 46.5％　管理職の 33.8％
　　ドイツ　　　　就業者の 46.3％　管理職の 28.8％
　　フランス　　　就業者の 47.9％　管理職の 36.1％
　　スウェーデン　就業者の 47.6％　管理職の 35.4％
　　韓国　　　　　就業者の 41.9％　管理職の 11.4％
　　シンガポール　就業者の 44.4％　管理職の 33.7％
　　フィリピン　　就業者の 39.3％　管理職の 47.1％
　就業者に占める女性の割合は，欧米各国に比べて，日本と韓国は約 5 ポイント低い。
　管理職に占める女性の割合は，アメリカ（43.4％），フランス（36.1％）など欧米各国
に比べて，また，フィリピン（47.1％），シンガポール（33.7％）のアジア諸国と比べ
て，日本（11.2％）と韓国（11.2％）は非常に低い水準である。

4　就業者に占める短時間労働者の割合
　通常の労働時間が週 30 時間未満の労働者を「短時間労働者」と定義した場合の各国の
就業者に占める短時間労働者の性別・男女計の割合（2013 年）は次のとおりである（出
典：労働政策研究・研修機構『データブック国際労働比較 2015』，グラフ 3－5）。
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　　日本　　　　　男性 11.3％，女性 36.2％（男女計 21.9％）
　　アメリカ　　　男性 8.2％， 女性 16.7％（男女計 12.3％）
　　イギリス　　　男性 12.0％，女性 38.7％（男女計 24.5％）
　　ドイツ　　　　男性 9.1％， 女性 37.9％（男女計 22.4％）
　　フランス　　　男性 6.2％， 女性 22.5％（男女計 14.0％）
　　スウェーデン　男性 10.6％，女性 18.4％（男女計 14.3％）
　　オランダ　　　男性 19.3％，女性 61.1％（男女計 38.7％）
　　韓国　　　　　男性 7.5％， 女性 16.2％（男女計 11.1％）
　各国とも，就業者に占める短時間労働者の割合は女性の方が高い。
　男女計でみると，日本（21.9％）は，ドイツ（22.4％）と同水準で，アメリカ（12.3
％），フランス（14.0％），韓国（11.1％）を上回っている。
　性別にみると，女性の就業者に占める短時間労働者の割合は，日本（36.2％）は，イギ
リス（38.7％），ドイツ（37.9％）に次いで高い水準であり，韓国（16.2％），アメリカ

（16.7％），フランス（22.5％）を上回っている。
　なお，オランダは，1982 年に政労使三者の「ワッセナー合意」が締結されて以降ワー
クシェアリングを促進し，男性の割合（19.3％）も高く，女性の割合（61.1％）は顕著に
高い。

5　短時間労働者に占める女性の割合
　各国の短時間労働者（通常の労働時間が週 30 時間未満の労働者）に占める女性の割合

（2013 年）は次のとおりである（出典：労働政策研究・研修機構『データブック国際労働
比較 2015』）。
　　日本　　　　　70.3％
　　アメリカ　　　65.5％
　　イギリス　　　73.8％
　　ドイツ　　　　78.2％
　　フランス　　　76.9％
　　スウェーデン　61.2％
　　オランダ　　　73.2％
　　韓国　　　　　60.5％
　各国とも女性の割合が多いが，日本（70.3％）は，韓国（60.5％），スウェーデン　

（61.2％），アメリカ（65.5％）より高く，フランス（76.9％），ドイツ（78.2％）より低
い。

6　テンポラリー労働者の割合
　各国のテンポラリー労働者の割合（2000 年～2013 年）は第 3－9 表，性別・年齢階級別
テンポラリー労働者の割合（2013 年）は第 3－10 表のとおりである（出典：労働政策研
究・研修機構『データブック国際労働比較 2015』）。
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　なお，テンポラリー労働者の定義は国により異なる。日本は，非農林業で 1 年以内の契
約で雇われている者（臨時雇・日雇）を対象としている。
　性別・男女計のテンポラリー労働者の割合（2013 年）は，次のとおりである。
　　日本　　　　　男性 5.8％， 女性 11.7％（男女計 8.4％）
　　アメリカ　　　男性 4.2％， 女性 4.2％ （男女計 4.2％）※ 2005 年
　　イギリス　　　男性 5.8％， 女性 6.7％ （男女計 6.2％）
　　ドイツ　　　　男性 13.4％，女性 13.5％（男女計 13.4％）
　　フランス　　　男性 15.7％，女性 17.3％（男女計 16.5％）
　　スウェーデン　男性 14.7％，女性 19.1％（男女計 16.9％）
　　オランダ　　　男性 19.8％，女性 21.5％（男女計 20.6％）
　　韓国　　　　　男性 20.5％，女性 25.0％（男女計 22.4％）
　　EU －21　　　男性 14.0％，女性 15.0％（男女計 14.5％）
　これをみると，女性労働者の中でのテンポラリー労働者の割合は，日本（11.7％）は，
アメリカ（4.2％），イギリス（6.7％）より多いが，ドイツ（13.5％），フランス（17.3
％），スウェーデン（19.1％）より少ない。男性での割合と女性での割合は，欧米各国
は，ドイツではほぼ同じ，その他の国では女性での割合がやや多いが，その差は 5 ポイン
ト未満である。これに比べて，日本は，女性の割合は男性の割合の 2 倍であり，その差も
5 ポイントを超える。
　なお，テンポラリー労働者の男女計の割合の 2000 年～2013 年の数字の推移をみると，
次のとおりである。
　　日本　　　　　00 年 12.4％，05 年 14.0％，10 年 13.8％，13 年 8.4％
　　イギリス　　　00 年 6.7％， 05 年 5.8％， 10 年 6.1％， 13 年 6.2％
　　ドイツ　　　　00 年 12.7％，05 年 14.2％，10 年 14.7％，13 年 13.4％
　　フランス　　　00 年 15.5％，05 年 13.9％，10 年 14.9％，13 年 16.5％
　　スウェーデン　00 年 15.2％，05 年 15.8％，10 年 16.4％，13 年 16.9％
　　オランダ　　　00 年 14.0％，05 年 15.5％，10 年 18.5％，13 年 20.6％
　　韓国　　　　　05 年 27.4％，10 年 23.0％，13 年 22.4％
　　EU －21　　　00 年 13.0％，05 年 14.6％，12 年 14.4％，13 年 14.5％
　オランダを除く欧州諸国はテンポラリー労働者の割合はほぼ同水準（10 数％）で推移
し，韓国は減少している（05 年 27.4％→ 13 年 22.4％）。日本は，12 年まではドイツやフ
ランスと同じ水準である。13 年に数字が急減している理由は不明。

7　従業員の勤続年数
　各国の勤続年数別雇用者割合及び性別・年齢階級別平均勤続年数（2013 年）は，第 3－
12 表のとおりである（出典：労働政策研究・研修機構『データブック国際労働比較
2015』）。
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　各国の勤続年数別雇用者割合（2013 年）は，次のとおりである。
　　日本　　　　　～5 年 33.1％，5～10 年 22.6％，10～20 年 21.6％，20 年～22.6％
　　アメリカ　　　～5 年 49.5％，5～10 年 21.5％，10～20 年 18.5％，20 年～10.6％
　　イギリス　　　～5 年 40.9％，5～10 年 25.2％，10 年～33.3％
　　ドイツ　　　　～5 年 37.6％，5～10 年 17.8％，10 年～42.2％
　　フランス　　　～5 年 31.6％，5～10 年 19.8％，10 年～46.7％
　　スウェーデン　～5 年 43.6％，5～10 年 19.8％，10 年～35.9％
　　オランダ　　　～5 年 38.2％，5～10 年 22.1％，10 年～38.6％
　　韓国　　　　　～5 年 65.8％，5～10 年 14.5％，10 年～19.7％
　これによれば，日本は，ドイツやフランスと似た割合になっており，勤続年数 10 年以
上の割合（44.2％）は，ドイツ（42.2％）とほぼ同じで，フランス（46.7％）は日本より
多い。アメリカは，5 年未満の割合（49.5％）が高く，10 年以上の割合（計 29.1％）は
低い。韓国は，5 年未満の割合（65.8％）が顕著に高い。
　各国の性別・男女計平均勤続年数（2013 年）は，次のとおりである。
　　　日本　　　　　男性 13.3，女性 9.1 （男女計 11.9）
　　　アメリカ　　　男性 4.7， 女性 4.5 （男女計 4.6）



第１編　女性労働者をめぐる日本の労働問題

― 150 ―

　　イギリス　　　男性 9.2， 女性 8.7 （男女計 9.0）
　　ドイツ　　　　男性 11.9，女性 10.8（男女計 11.4）
　　フランス　　　男性 12.3，女性 12.2（男女計 12.2）
　　スウェーデン　男性 9.7， 女性 10.3（男女計 10.0）
　　オランダ　　　男性 11.3，女性 9.6 （男女計 10.5）
　　韓国　　　　　男性 6.6， 女性 4.1 （男女計 5.5）
　これによれば，女性労働者の平均勤続年数（日本 9.1）は，欧州各国（イギリス 8.7
年，スウェーデン 10.3，ドイツ 10.8，フランス 12.2）と大差はない。平均勤続年数が非
常に短いアメリカと韓国を除き，男女計の平均勤続年数は，日本（11.9）はドイツ

（11.4）やフランス（12.2）とほぼ同じである。しかし，性別勤続年数の男女の差は，日
本（4.2 ポイント差，男性を 100 とした格差 68.4）はドイツ（1.1 ポイント差，格差
90.6）やフランス（0.1 ポイント差，格差 98.8）などより大きい。スウェーデンは，男性
より女性の平均勤続年数が長い（0.6 ポイント，格差 105.4）。

8　勤続年数別賃金格差
　各国（日本＝ 2013 年，イギリス，ドイツ，フランス，イタリア，フィンランド＝ 2010
年）の勤続年数 1～5 年の賃金を 100 としたときの勤続年数別賃金指数（格差）を男女別
に示したのが，グラフ 5－4 である（出典：労働政策研究・研修機構『データブック国際
労働比較 2015』）。
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　男性は，各国でも勤続年数が長くなるにつれて勤続年数別賃金指数が上昇し，勤続年数
30 年以上では，日本は約 1.7 倍，ドイツは約 1.6 倍，フランス，イタリアは約 1.4 倍に
なり，イギリスは約 1.3 倍，フィンランドは約 1.1 倍である。
　女性も，各国でも勤続年数が長くなるにつれて勤続年数別賃金指数が上昇し，勤続年数
30 年以上では，ドイツは約 1.7 倍，日本は約 1.6 倍，フランス，イタリア，イギリスは
約 1.4 倍になり，フィンランドは約 1.1 倍である。

9　男女間賃金格差
　各国の男女間の賃金格差と勤続年数格差（2013 年）は，第 5－10 表のとおりである（出
典：労働政策研究・研修機構『データブック国際労働比較 2015』）。

　　
　各国の男女間賃金格差（2013 年）は，産業計の賃金額（日本は一般労働者の 1 か月当
たり所定内給与額）から算出し，男性を 100 として次のとおりである。
　　日本　　　　　71.3
　　アメリカ　　　82.1
　　イギリス　　　80.9
　　ドイツ　　　　81.3
　　フランス　　　84.6
　　スウェーデン　88.0
　　韓国　　　　　69.8
　また，各国のフルタイム労働者の中位所得における男女賃金格差（2000 年～2013 年）
は，後掲第 5－11 表のとおりである（出典：労働政策研究・研修機構『データブック国際
労働比較 2015』）。
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　これは，フルタイム労働者の男女の中位所得の差を男性中位所得で除した数値であり，
数値が大きいほど格差が大きい。2000 年以降の数値は，次のとおりである。
　　日本　　　　　00 年 33.9％　05 年 32.8％　10 年 28.7％　13 年 26.6％
　　アメリカ　　　00 年 23.1％　05 年 19.2％　10 年 18.8％　13 年 17.9％
　　イギリス　　　00 年 26.3％　05 年 22.1％　10 年 19.2％　13 年 17.5％
　　ドイツ　　　　00 年 20.1％　05 年 17.1％　10 年 16.9％　11 年 16.6％
　　フランス　　　00 年 14.6％　05 年 14.4％　10 年 14.1％
　　スウェーデン　00 年 15.5％　05 年 14.4％　10 年 14.3％　12 年 15.1％
　　韓国　　　　　00 年 41.8％　05 年 39.6％　10 年 39.6％　13 年 36.6％

10　一人当たり平均年間総実労働時間
　各国の就業者一人当たり平均年間総実労働時間（1980 年～2013 年）のグラフは，グラ
フ 6－1 である（出典：労働政策研究・研修機構『データブック国際労働比較 2015』）。
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　各国の一人当たり平均年間総実労働時間（2013 年）は，次のとおりである。
　　オランダ　　　1380 時間
　　ドイツ　　　　1388 時間
　　フランス　　　1489 時間
　　スウェーデン　1607 時間
　　イギリス　　　1669 時間
　　日本　　　　　1735 時間
　　アメリカ　　　1788 時間
　　韓国　　　　　2163 時間（2012 年）
　韓国（2163 時間）は時間数が顕著に多く，アメリカ（1788 時間），日本（1735 時間）
が続いている。スウェーデン（1607 時間）との差は 128 時間，フランス（1489 時間）と
の差は 246 時間，ドイツ（1388 時間）との差は 347 時間である。
　なお，この平均労働時間は，短時間労働者も含んだ全就業者の平均時間であり，フルタ
イム労働者の平均年間労働時間はこれより多いことになる。前記 4 の「就業者に占める短
時間労働者の割合」をみると，日本（21.9％）は，アメリカ（12.3％），韓国（11.1％）
の 2 倍近い割合であるから，フルタイム労働者の平均年間労働時間と全就業者の平均年間
労働時間との差は，日本ではアメリカや韓国よりも大きくなると考えられる。日本がアメ
リカより長時間労働者の割合が多いことは，後記 11 のとおり。
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11　長時間労働者の割合
　各国の長時間労働者の割合（2000 年～2013 年）は，第 6－3 表のとおりである（出典：
労働政策研究・研修機構『データブック国際労働比較 2015』）。
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　長時間とは週 49 時間以上を指し，原則，全産業の就業者を対象とする。
　各国の性別・男女計の長時間労働者の割合（2013 年）は，次のとおりである。
　　日本　　　　　男性 30.5％，女性 9.8％ （男女計 21.6％）
　　アメリカ　　　男性 21.8％，女性 10.2％（男女計 16.4％）※ 2012 年
　　イギリス　　　男性 17.7％，女性 6.1％ （男女計 12.3％）
　　ドイツ　　　　男性 15.5％，女性 4.8％ （男女計 10.5％）
　　フランス　　　男性 15.2％，女性 6.0％ （男女計 10.8％）
　　スウェーデン　男性 10.5％，女性 4.3％ （男女計 7.6％）
　　オランダ　　　男性 13.3％，女性 3.1％ （男女計 8.6％）
　　韓国　　　　　男性 41.0％，女性 27.6％（男女計 35.4％）※ 2012 年
　これをみると，日本の長時間労働者の割合（男女計 21.6％）は欧米諸国に比べて非常
に多く，ドイツ（10.5％）やフランス（10.8％）の約 2 倍である。男性での割合も，日本

（30.5％）は，ドイツ（15.5％）やフランス（15.2％）の約 2 倍である。女性での割合
も，日本（10.2％）は，欧州各国（スウェーデン 4.3％～イギリス 6.1％）に比べて非常
に多い。日本は，短時間労働者を含めた就業者一人当たり平均年間総実労働時間数はアメ
リカより少ないが，男性での割合（日本 30.5％）はアメリカ（21.8％）より 8.7 ポイン
トも多い。女性就業者の中での短時間労働者の割合は，日本（36.2％）はアメリカ（16.7
％）より著しく大きいが，女性労働者の中での長時間労働者の割合は，日本（9.8％）は
アメリカ（10.2％）とほぼ同じである。

12　一日当たり生活時間配分
　各国の男性と女性の一日当たり生活時間配分（調査年月は各国により異なる）は，第 9
－16 表のとおりである（出典：労働政策研究・研修機構『データブック国際労働比較
2015』）。
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　これによれば，各国の一日当たり生活時間配分のうち「家事と家族のケアの時間」は，
男性と女性では次のとおりである。
　　日本　　　　　男性 1 時間 8 分　 女性 4 時間 2 分
　　アメリカ　　　男性 2 時間 19 分　女性 3 時間 39 分
　　イギリス　　　男性 2 時間 8 分　 女性 3 時間 47 分
　　ドイツ　　　　男性 2 時間 10 分　女性 3 時間 50 分
　　フランス　　　男性 2 時間 16 分　女性 4 時間 12 分
　　スウェーデン　男性 2 時間 33 分　女性 3 時間 44 分
　　韓国　　　　　男性 39 分　　　　女性 3 時間 9 分
　これをみると，韓国（39 分）と日本（1 時間 8 分）の男性の「家事と家族のケアの時
間」は欧米諸国と比べて顕著に少ない。アメリカは一人当たり平均年間総実労働時間が日
本より長いが，男性の「家事と家族のケアの時間」は，一人当たり平均年間総実労働時間
がはるかに少ない欧州各国と同じ水準である。
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第2　欧米諸国と比較しての日本における特徴
1　欧米諸国と日本の状況比較の概観
　統計による欧米諸国と日本の状況比較を概観すると，次のとおりである（数字は原則と
して 2013 年のもの）。
　女性の労働力率（就業者＋休職中の失業者）では，日本（48.9％）は，欧米諸国（スウ
ェーデン 68.7％，アメリカ・イギリス 57.2％，ドイツ 54.6％，フランス 51.8％）と比べ
て低く，男性の労働力率（日本 70.5％）との落差（21.6 ポイント）も欧米諸国の落差

（最小はスウェーデン 5.5 ポイント，最大はアメリカ 12.5 ポイント）と比べて大きい。
　そして，女性の年齢階級別労働力率をみると，欧米諸国では台形型であるのに対し，日
本では欧米各国でも 1970 年代に見られたＭ字型カーブが現在でも残存している。ただ
し，以前よりボトムの位置とトップの位置は上昇し，かつＭ字型カーブが穏やかなものに
なっている。これは，欧米諸国では見られなくなった女性の結婚・出産・育児のための退
職が日本では現在も少なくないが，その割合は減少していることを示している。就業者に
占める女性の割合は，日本（42.8％）は，欧米諸国（ドイツ 46.3％～フランス 47.9％）
に比べてやや少ない程度である。しかし，管理職に占める女性の割合は，日本（11.2％）
は，欧米諸国（アメリカ 43.4％，フランス 36.1％，スウェーデン 35.4％，イギリス 33.8
％，ドイツ 28.8％）と比べて著しく少なく，極めて遅れた水準になっている。
　なお，女性就業者に占める短時間労働者の割合（日本 36.2％）は，欧米各国間で大き
な違い（アメリカ 16.7％～イギリス 38.7％，オランダは 61.1％）がある。短時間労働者
に占める女性の割合（日本 70.3％）も，欧米各国間で大きな違い（スウェーデン 61.2％
～ドイツ 78.2％）がある。
　また，女性労働者の中でのテンポラリー労働者の割合（日本 11.7％）も，欧米各国間
で大きな違い（アメリカ 4.2％，イギリス 6.7％，ドイツ 13.5％，フランス 17.3％，スウ
ェーデン 19.1％）がある。
　女性労働者の平均勤続年数は，日本（9.1）は欧州各国（イギリス 8.7 年，スウェーデ
ン 10.3，ドイツ 10.8，フランス 12.2）と大差はない。ただし，性別勤続年数の男女の差
は，日本（4.2 ポイント差，男性を 100 とした格差 68.4）は，ドイツ（1.1 ポイント差，
格差 90.6）やフランス（0.1 ポイント差，格差 98.8）などより大きい。
　男女間賃金格差を示す男性を 100 とした女性の賃金指数は，日本（71.3）は，欧米各国

（イギリス 80.9～スウェーデン 88.0）より非常に低い。フルタイム労働者の男女の中位所
得の差を男性中位所得で除した数値も，日本（26.6％）は，欧米各国（フランス 14.1％，
スウェーデン 15.1％，ドイツ 16.6％，イギリス 17.5％，アメリカ 17.9％）より大きく，
フルタイム労働者でも欧米諸国に比べて賃金格差が大きいことを示している。
　長時間労働者の割合（男女計）は，日本（21.6％）は，欧米諸国（スウェーデン 7.6
％，ドイツ 10.5％，フランス 10.8％，イギリス 12.3％，アメリカ 16.4％）に比べて非常
に多い。男性での長時間労働者の割合も，日本（30.5％）は，欧米諸国（スウェーデン
10.5％，フランス 15.2％，ドイツ 15.5％，イギリス 17.7％，アメリカ 21.8％）に比べて
著しく多い。女性での長時間労働者の割合も，日本（10.2％）は，欧州各国（スウェーデ
ン 4.3％，ドイツ 4.8％，フランス 6.0％，イギリス 6.1％）に比べて非常に多い。
　各国の男性と女性の生活時間配分における「家事と家族のケアの時間」への配分時間で
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は，女性は日本と欧米諸国でほぼ同水準であるのに対し，男性は，日本（1 時間 8 分）は
欧米諸国（イギリス 2 時間 8 分，アメリカ 2 時間 19 分，ドイツ 2 時間 10 分，フランス 2
時間 16 分，スウェーデン 2 時間 33 分）に比べて顕著に少ない。

2　欧米諸国と比較しての日本の特徴
　欧米諸国と比較しての日本の特徴として，①欧米諸国では消失した女性労働者の結婚・
出産・育児のための退職によるＭ字型カーブが緩くなりつつも残存していること，②管理
職に占める女性の割合が非常に少ないこと，③フルタイム労働者の男女賃金格差が大きい
こと，④男性労働者における長時間労働者の割合が顕著に多いこと，⑤女性労働者におけ
る長時間労働者の割合も非常に多いこと，⑥男性の生活時間配分における家事と家族のケ
アの時間への配分が顕著に少ないことが指摘できる。
　なお，短時間労働者の割合，テンポラリー労働者の割合，平均勤続年数の統計では，欧
米諸国でも各国によってそれぞれ違いがあり，日本と同水準の国もあることから，欧米諸
国との比較で日本の特徴として有意な点を指摘することは難しい。

第3　欧米諸国の雇用平等法
1　アメリカ合衆国
　（1）公民権法第 7 編（雇用）
　　①　包括的な雇用差別の禁止

　　1964 年に制定された公民権法の第 7 編（雇用）は，雇用差別を包括的に禁止する
連邦法である。

　　第 703 条（a）は，採用，賃金，労働条件，解雇等の雇用の全ての局面での「人
種，皮膚の色，宗教，性，又は出身国」を理由とする差別を使用者が行うことを包括
的に禁止し，第 703 条（b）は，雇用斡旋機関による差別を禁止し，第 703 条（c）
は，労働組合による差別を禁止する。

　　差別に関しては，判例によって，「差別的取扱い」の類型と，「差別的効果」の類型
が認められた。前者は，使用者が意図的に差別を行う類型である。後者は，それ自体
としては差別を含まない中立的な制度や基準であっても人種や性別などによって差別
的な効果を生じる場合は違法な差別となり得るというもので，使用者の差別意思の有
無は問わない。そして，1991 年公民権法により，どのような場合に「差別的効果」
による法違反が成立するかについて第 703 条（k）（1）の規定が新設された。また，
差別的効果の認定の目安として，EEOC（雇用機会均等委員会）は，「5 分の 4 ルー
ル」を採用している。

　　②　差別救済手続と EEOC
　　第 7 編の差別の被害者が救済を受けるためには，EEOC に申立を行い，EEOC は，

調査の結果，申立てに理由がある場合には，当事者との協議や説得による調整を行
い，調整が成立すれば，書面による協定が締結される。申立後 30 日を経過しても調
整が成立しない場合，EEOC は，自ら原告として被申立人に対し差別の救済を求め
る民事訴訟を連邦地方裁判所に提起することができ，申立人は訴訟に参加することが
できる。EEOC が訴訟を提起するのは，重大な事案に限られる。
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　　申立人は，EEOC が訴訟を提起しない場合，EEOC から「訴権付与状」を得て，
自ら原告として被申立人に訴訟を提起することができる。EEOC は，申立を却下し
た場合，調整が成立せず訴訟を提起しない場合，申立てから 180 日経過後に申立人が
請求した場合に，申立人に「訴権付与状」を与える。この訴訟では，連邦民事訴訟規
則第 23 条に基づくクラスアクションが可能である。

　　③　裁判所の救済権限
　　第 703 条（g）（1）は，裁判所は，第 7 編違反の差別に対し，①差別行為の差止め，

②バックペイ付きの復職や採用を含む適切な積極的是正措置（アファーマティブアク
ション），③その他裁判所が適切と考えるあらゆるエクイティ上の救済を命じること
ができる旨を定めている。

　　また，1991 年公民権法により，第 7 編に違反する救済として，意図的な差別の場
合には，補償的損害賠償と懲罰的損害賠償を認める規定が定められた。なお，損害賠
償の請求がなされた場合は，陪審による審理を求めることができる。

　　第 706 条（k）は，裁判所は，合理的な範囲で，勝訴した当事者の弁護士費用を相
手方に支払わせることができる旨を定めている。連邦最高裁は，原告が勝訴した場合
は，特別の事情がない限りは原告の弁護士費用の支払を被告に命じなければならない
とし，原告が敗訴した場合は，その訴訟が不合理等と言える場合でなければ被告の弁
護士費用の負担を命じることはできないと解している。

　（2）州の雇用差別禁止法
　　多くの州では，公民権法第 7 編に相当する雇用差別禁止法を制定し，救済機関を設置

している。そのような州では，差別の被害者は，まず州の救済機関に申立をすることに
なるが，その手続終了時又は申立てから 60 日を経過したときは，EEOC への申立がで
きる。

　（3）政府との契約締結条件として求められるアファーマティブアクション
　　1965 年大統領命令 11246 号は，一定の要件を満たす事業主に対し，連邦政府との契

約の中に，差別を禁止する規定とともに，マイノリティや女性の雇用・昇進の目標設定
やその実現の努力について定めることを命じている。

　　その実施のために労働省に連邦契約遵守局が設置され，違反した事業主には，氏名公
表，契約解約，今後の契約からの排除等の措置をすることができる。司法省は，違反し
た事業主に対し，契約の履行強制を求める訴訟を提起することもできる。少なくない州
では，連邦政府と同様に，事業主に対し，州政府との契約締結の条件としてアファーマ
ティブアクションを実施することを求めている。

2　EU
　（1）EU 法
　　EU 法の法源としては，基本条約，規則，指令，決定等がある。
　　EU 法は，EU 加盟国の国内法に組み込まれ，国内法に対して優位を保つ法秩序であ

る。直接適用される EU 法に国内法が抵触するときは EU 法が優先し，EU 法に抵触す
る国内法はその国で適用することはできず，裁判官はその国内法を適用しない義務があ
る。
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　　ローマ条約（基本条約）の規定は，加盟国の私人に直接適用され，規則も直接適用さ
れる。指令は，加盟国が国内法制定等の義務を負うことになる。

　（2）ローマ条約
　　ローマ条約第 141 条は，男女労働者間の同一価値労働同一賃金，雇用・職業に係る男

女の機会均等と待遇均等，ポジティブアクションについて定めている。
　（3）男女同一賃金指令
　　1975 年「男女同一賃金原則の適用についての加盟国間法制の接近に関する指令」は，

同一価値労働同一賃金原則に反する全ての法令等を加盟国が廃止し，同原則を保障する
ための手段を導入することを定めた。

　（4）男女均等待遇指令
　　1976 年「雇用，職業訓練及び昇進へのアクセス並びに労働条件についての男女均等

待遇原則の実施に関する指令」は，男女の均等待遇を実現するために，加盟国が，同原
則に反する法令等を廃止すること，労働者が司法手続で同原則による権利を主張できる
ことを可能にすること等を定めた。

　（5）性差別事件における挙証責任の転換指令
　　1997 年「性に基づく差別事件における挙証責任に関する指令」は，「…差別が存在す

ることが推定される事実を立証すれば，男女均等原則の違反が存在しなかったことを立
証すべきは被告とする」と定め，加盟国はこのような法制度を採用しなければならない

（これよりも更に原告に有利な規則を導入することは妨げない）。
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第１　性別役割分担の意識の解消に向けた継続的な取組
　日弁連は，1976 年 5 月 1 日に女性の権利に関する委員会（1993 年 6 月に両性の平等に
関する委員会に改称）を設置し，労働分野はじめ様々な分野において性別役割分担の意識
を解消し，真の両性の平等を実現するため積極的に活動してきた。特に労働分野において
は，男性労働者を中心とした労働実態の改革なくしては真の両性の平等を実現することが
困難であるため，女性労働者のみに関わる問題としてではなく，男性労働者を含めた労働
者全体の労働実態の改革・改善に向けて，様々に提言し，その実現を図ってきたところで
ある。
　しかし，我が国に根強い性別役割分担の意識等もあって，家庭内労働の負担が女性に偏
っている実態があり，多くの女性にとっては正規社員として就業を継続することすら不可
能である。男女の平等とは，男女が共に人間らしい生活を営み得る労働条件を保障するも
のでなければならず，そのためには，女性の働き方のみを問題とするのではなく，男性を
含めた全労働者の時間外・休日・深夜労働の規制を問題とすべきである（「婦人少年問題
審議会婦人部会における公益委員案に関する会長声明（1996 年 12 月 6 日）」）。また，働
く意欲をもつ女性が，働きたくとも働けないということは，単に，家庭内において男女が
その責任を分担するということのみで解決されるものではない。我が国における保育所等
の社会施設の整備や，社会保障が十分になされていないことにも大きな原因がある。家族
的責任を有する労働者が，他の労働者と同じ様に働き続けるためには，単に家庭内におけ
る男女の分担にとどまらず，社会施設の整備，社会保障の充実，職場環境，労働条件の向
上が必要とされる（「家族的責任を有する男女労働者の平等実現に関する決議（1982 年 10
月 30 日）」，「人間らしい労働と生活を保障するセーフティネットの構築を目指す宣言

（2009 年 5 月 29 日）」，「希望社会の実現のため，社会保障のグランドデザイン策定を求め
る決議（2011 年 10 月 7 日）」，「貧困と格差が拡大する不平等社会の克服を目指す決議

（2013 年 10 月 4 日）」等）。
　日弁連は，これまでこのような認識の下で，国及び地方自治体等に対し，男女労働者の
労働時間の短縮を含む労働条件の整備・向上，非正規労働者の労働条件に関する同一価値
労働同一賃金の原則の実現，母性保護の充実と男女労働者を対象とした育児休暇等の制度
化，社会保障の充実と保育所等の社会施設の整備等を具体的に提言してきたところであ
る。
　以下では，日弁連のこれまでの取組ないし提言内容の一端について紹介する。

第2　女性労働者の就労環境の改善に向けての具体的な提言
1　労働条件等の全般に関する提言
　日弁連は，労働者全体の就労環境の改善を目的として，労働条件等の全般について様々
な具体的提言をしてきており，例えば，「『雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇
の確保等に関する法律』の改正に向けた意見書（2013 年 11 月 22 日）」においては，特に
男女雇用機会均等法に関して，次の諸点につき詳細な理由を付けて提言している。
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　すなわち，①男女賃金格差の解消のために，現行男女雇用機会均等法第 6 条の差別禁止
に「賃金」を加えると同時に，第 2 項に「同一価値労働同一賃金の原則」を明記するこ
と，②男女雇用機会均等法第 7 条が規定している「厚労省令で定める」という間接差別の
限定列挙を廃止すること，③実効性のある積極的差別是正措置を設けること，④禁止規定
違反の有無に関する立証責任を事業主に負わせること，⑤禁止規定違反の法的効果を明記
すること，⑥苦情処理機関の設置を義務付けること，⑦男女雇用機会均等法第 2 章第 2 節

（第 18 条以下）の調停制度を廃止し，独立した行政委員会である男女雇用平等委員会を設
置すること等である。

2　長時間労働の是正
　女性労働者の就労環境の改善のためには，男女雇用機会均等法による規制のみならず，
男性労働者も含めた働き方の改革も必要である。
　長時間労働や深夜労働が，人体に有害であること，家庭生活と職業生活の両立に障害と
なっていることは，男女共に共通している。そこで，日弁連は，労働時間短縮に向けて，
時間外労働については，1 日 2 時間，年間 120 時間，休日労働は禁止，深夜労働は原則禁
止とし，公益上必要な範囲に限定する，例外的に認める場合についても，間隔制限，時間
外労働の禁止など，健康保持，家庭及び社会的責任遂行のための規制が必要との提言を発
表している （「女性の労働権確立に向けての意見書（1996 年 3 月）」，「時間外・休日・深
夜労働について男女共通の法的規制を求める決議（1997 年 10 月 23 日）」）。
　また，我が国も批准した ILO156 号条約（家族的責任（家庭責任）を有する男女労働者
の機会均等及び平等待遇に関する条約）は，家族的責任を持つ労働者への特別措置ととも
に一般労働者の労働基準の改善を求めており，同時に採択された同第 165 号勧告は，男女
労働者が仕事と家庭の調和をはかり，平等に働ける労働条件を確立するために，「1 日の
総労働時間の漸進的短縮及び時間外労働の短縮」を求めている。日弁連は，同条約も念頭
に，長時間過密労働の実態に拍車をかけることのないよう労働時間規制の緩和には反対し
てきた（「労働法制の規制緩和に反対し，人間らしく働ける労働条件の整備を求める決議

（1998 年 5 月 22 日）」，「『日本再興戦略』に基づく労働法制の規制緩和に反対する意見書
（2013 年 7 月 18 日）」，「労働時間法制の規制緩和に反対する意見書（2014 年 11 月 21 日）」
等）。

3　非正規労働者の労働条件の改善
　1985 年に男女雇用機会均等法が制定されたものの，その後，労働者全体の非正規化が
進み，男女の賃金格差も縮小していないなど，改善されたとは言い難い実態がある。さら
に近年では，「マタニティハラスメント」が社会問題化するなど，依然として妊娠・子育
てをする女性が働き続けることが困難な状況がある。男女雇用機会均等法は，男女差別を
実効的に是正していくためにはいまだ不十分であり，今後も同法の実効性を確保する取組
が求められる。また，パートや派遣等の非正規雇用はその約 7 割が女性であり，パートタ
イム労働者の平均時給は男性正規社員の半分にも満たず，生きていくためにダブルワー
ク，トリプルワークで長時間働かざるを得ない状況が生じている。雇用における男女の平
等の実現のためには非正規雇用制度の抜本的見直しと，均等待遇や同一価値労働同一賃金
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の原則の確立が不可欠である（「人権のための行動宣言 2014（2014 年 10 月）」，「パートタ
イム労働者の権利保障に関する決議（1989 年 9 月 16 日）」，「パートタイム労働研究会の

『最終報告』に対する意見書（2002 年 12 月 19 日）」，「『職業安定法及び労働者派遣事業の
適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律
案』に対する意見書（2003 年 3 月 14 日）」，「有期労働契約研究会中間とりまとめに対す
る意見書（2010 年 7 月 15 日）」等）。
　女性差別撤廃条約が批准され , また , 男女雇用機会均等法や男女共同参画社会基本法が
制定されて以降 , 法の理念に反して , 男女賃金格差は縮小することはなく , かえって , 女性
労働者の非正規労働者化が拡大している。男女の人権の尊重 , 社会における制度又は慣行
についての配慮等 , 男女平等に関する法の理念を具体的に実現するためには , 女性労働者
のおかれた現状を直視し , 男女賃金格差や女性労働者の非正規労働者化の原因や背景事情
を労働法制の議論の過程で意識的に取り上げなければならない（「労働政策審議会労働条
件分科会『有期労働契約に関する議論の中間的な整理について』に対する意見書（2011
年 10 月 18 日）」）。
　全ての人が人間らしく働き生活する権利を確立することは，人権擁護をその使命とする
弁護士に課せられた責務である。しかし，ワーキングプアの問題は，従前から，女性労働
者，特に母子世帯に典型的に現れていたにもかかわらず，これまで日弁連の取組は必ずし
も十分なものではなかった（「貧困の連鎖を断ち切り，全ての人が人間らしく働き生活す
る権利の確立を求める決議（2008 年 10 月 3 日）」）。日弁連は，これまでも，最低賃金の
大幅な引上げを求め，賃金の引上げにつながる公契約法・公契約条例の制定を求めてきた
ことに加え，女性労働者の多い非正規雇用（パートタイム，派遣等）の労働者の待遇改
善，特に同一価値労働同一賃金の原則の法制化等を求めてきたところであるが（「最低賃
金制度の運用に関する意見書（2011 年 6 月 16 日）」，「公契約法・公契約条例の制定を求
める意見書（2011 年 4 月 14 日）」等），今後より一層，その実現に向けて積極的に取り組
む所存である。

4　性差別・ハラスメント防止
　男女雇用機会均等法は，女性の結婚・出産退職制を女性差別として禁止している。しか
し，慣行は根強く残っており，それを解消するためには，固定的な性別役割分担の意識を
解消し，育児を男女と社会の責任とする女性差別撤廃条約の趣旨に則って，女性も男性も
それぞれが家族的責任と仕事上の責任を両立しうるような職場及び社会での条件を整備し
ていかなければならない（「男女雇用均等法案に関する決議（1984 年 10 月 20 日）」，「女
性差別撤廃条約に基づく第 5 回日本政府報告書に対する日弁連の報告書（2003 年）」）。こ
の点からも，男女平等の観点から性による差別は許されないものとして，男女双方に対す
る差別的取扱いを禁止する法律を早急に制定すべきである（「『雇用の分野における男女の
均等な機会及び待遇の確保等に関する法律』の改定に関する意見書（2005 年 6 月 16 日）」）。

第3　ポジティブアクションの提言
　日弁連は，くり返し，労働時間規制を強化すること等とともに，ポジティブアクション

（積極的差別是正措置）の実現についても提言してきた（「男女雇用機会均等法等の見直し
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に関する決議（1991 年 5 月 24 日）」等）。
　ポジティブアクションが機能するためには，その前提として女性が働き続けられるため
の社会基盤の整備が不可欠である。女性の過重な家族的責任の負担を軽減し，国，自治
体，企業が協力し合って，男性も家族的責任を共に担えるような社会のシステムを構築し
なければならない。また，女性の就業面における実質的平等の実現のためには，労働者が
育児・介護をしながらも働き続けられる環境整備が不可欠であり，労働時間の男女共通の
適正な規制，男女雇用機会均等法の一層の整備と差別救済制度の確立，保育所と学童保育
の整備，深夜業に従事せざるを得ない場合のための延長保育，夜間保育等の質的な充実と
公的負担の拡大が必要である。
　また，我が国では，公的分野の意思決定過程への女性の参画の割合は極端に低く，最近
は増加しているとは言うものの大きな変化はない。したがって，今後，クオータ制等のポ
ジティブアクションの導入を具体的に義務付け，それらについて，国や公共団体としての
目標値と期限を定め，達成度と評価と分析等の実効性を伴う積極的政策が必要である。

（「女性差別撤廃条約に基づく第 4 回日本政府報告書に対する日弁連の報告書（2002 年 7
月）」）。

第4　日弁連内における男女共同参画の取組
　日弁連は，司法の分野における性差別を解消するべく，国や裁判所に対し，ポジティブ
アクションを含む必要な措置の実現を求めてきた。また，日弁連は，自らの襟を正すた
め，弁護士会内における男女共同参画の実現を推進してきた。すなわち，人権擁護と社会
正義の実現を標榜する弁護士の集団である弁護士会こそ，両性の平等という憲法の理念を
実現すべく，男女共同参画を積極的に推進し，社会のモデルとなるべきであるという認識
の下，日弁連も様々な取組を実施してきたところである（「第 53 回定期総会・ジェンダー
の視点を盛り込んだ司法改革の実現をめざす決議（2002 年 5 月 24 日）」，「日弁連男女共
同参画施策基本大綱（2007 年 4 月 20 日）」）。
　日弁連は，2007 年 6 月 14 日，男女共同参画推進本部を設置し，会内における男女の実
質的な平等を図るとともに，ジェンダーに基づく性別役割分担の意識・固定観念・偏見を
排除し，女性会員の積極的な政策・方針決定過程への参画の拡大をはじめとする男女共同
参画の実現をめざす活動を継続してきた（「日弁連男女共同参画推進基本計画（2008 年 3
月 13 日）」，「第二次日弁連男女共同参画推進基本計画（2013 年 3 月 14 日）」）。
　日弁連の取組は，いまだ十分なものではないが，今後も，会内そして国内における男女
の実質的な平等を図るため，実効的な取組を続けていく所存である。
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第１節　国・地方自治体に求められる取組

第１　はじめに
　女性の貧困をもたらしている主な要因として，女性や子どもに対する社会保障給付が貧
弱であるという社会保障の問題と，働いても十分な生活ができないという労働の問題があ
る。
　これらの主な要因は，社会的な構造に起因する問題であり，各個人の自助努力によって
克服できるようなものではない。したがって，貧困の問題を個人の責任に転嫁することは
許されない。貧困に陥り，人間らしく生活する個人の権利が社会構造に起因して侵害され
ている以上，社会全体の問題として，その問題解消に取り組んでいく必要がある。そのた
めには，まず，国，地方自治体が上記のような女性の貧困問題をもたらしている各要因に
対して，積極的に是正措置に取り組むことが求められる。
　したがって，国，地方自治体の役割として，まずは社会保障給付の充実を図ることが求
められる。後述のとおり，我が国においては，特に稼働年齢層における税と社会保険の所
得再分配が十分に機能していない。そのため，稼働年齢層における社会保障給付を充実さ
せ，所得再分配機能を強化していく必要がある。特に子育て世代に対しては，子育てを親
の個人責任として各親に任せてしまうのではなく，子どもを育てることは社会全体の責任
であることを自覚し，子育てにかかる種々の負担を社会全体で平等に負担するという考え
方に基づき社会の諸制度を構築すべきである。
　また，働いても生活できるだけの賃金が得られないという問題に対し，これを是正する
ための各種方策を構築することが，国，地方自治体の役割として求められる。我が国にお
いては，多くが長時間労働を強いられる正規雇用か低賃金の非正規雇用に従事せざるを得
ない現状がある。そのため，特に長時間労働ができず非正規で働かざるを得ない多くの子
育て中の女性は，働いても子どもを育てるに十分な収入を得ることが難しい。また，正規
雇用の男性も長時間労働により家事や子育てに従事する時間が確保できず，家事や子育て
の負担が女性に集中してしまう問題もある。したがって，各個人が一定の収入を確保しつ
つ，かつ自分のライフスタイルに応じて柔軟な働き方を選択できるような労働環境を整え
ることが必要である。そのためには，現在の労働環境を大きく変える必要があり，そのよ
うな大きな変化は各企業や労使交渉等に委ねるだけでは期待できない。したがって，この
ような大きな変化を伴う制度構築は，国や地方自治体が積極的に主導していく必要があ
る。国や地方自治体が主導的に労働条件を底上げするため，公契約条例ひいては公契約法
の制定が求められるところである。

第2　新たな法制度の構築
1　総論
　今までで述べてきたとおり，女性労働者には，非正規雇用，有期雇用，低賃金，育児と
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の両立，社会保障給付の貧弱性等の多様な問題が存在している。非正規雇用の問題でいえ
ば，正社員に比べて基本給が安い，諸手当・賞与・退職金がない，昇給・昇進がない，社
会保険・労働保険に加入できないなどといった割合が非常に高く，社会的・経済的に不安
定で，非正規雇用労働者が劣位に立たされている状況にある。加えて，非正規雇用の場
合，ほとんどが有期雇用であり，雇い止めの不安が常につきまとっている。そして，雇い
止めを免れたとしても，期間満了により職を失う場合もあり，いずれの場合も失職の不安
を払拭することができない。
　一方で，妻は家庭に入り家事・育児・介護を担うべきという性別役割分担の意識によ
り，女性は，家庭内労働や子育て等の無償労働の負担が男性に比べ格段に重くなってお
り，非正規労働を選択せざるを得ない者も少なくない。また，賃金の問題でいえば，男性
に比べ，女性の方が低賃金での労働を強いられているという大きな賃金格差がある。
　さらに，育児との両立，すなわち，仕事と出産・育児との両立困難によるＭ字型就労の
問題でいえば，とりわけ女性の出産・育児期の労働力率の低さが目立つ。かかる労働力率
を上げるためには，保育所を増やす必要があるが，いまだ多数の待機児童が存在している
のが現状である。
　最後に，女性や子どもに対する国，地方自治体による社会保障給付が貧弱であるという
社会保障の問題も存在している。
　上記の女性の労働問題を解決するためには，女性労働者の正社員雇用，男女の賃金格差
の是正，仕事と出産・育児との両立を企業側において支援する体制作りが必要となる。ま
た，社会保障給付の問題については，国，地方自治体が女性の貧困問題の各要因に対応す
べく積極的な是正措置に取り組むことが不可欠である。

2　正規雇用原則の重要性
　憲法第 27 条第 1 項は「すべて国民は，勤労の権利を有し，義務を負う」と規定し，労
働権（勤労権）の保障を宣言した。「労働権の保障は，生活の手段であり同時に労働者の
生きがいでもあるという労働の二面性に対応して，二重の性格をもつ。すなわち，それは
生活手段としての労働機会の保障と，労働そのものの権利の保障を含むものである。この
いずれの側面においても，『労働』は働きがいがあり，正当な報酬を伴うもの，一言でい
えば人間の尊厳に値する労働でなければならない。」（西谷敏『労働法』第 2 版（日本評論
社，2013 年））のである。この「人間の尊厳に値する労働」を正規雇用と考えるべきであ
る。したがって，正規雇用とは本来あるべき雇用の形態であって，①労働者が賃金を支払
う使用者の指揮命令の下で労務に従事する直接雇用，②期限が区切られていない安定した
雇用，③生活するのに必要な賃金を確保できる十分な労働時間の確保，④人間らしい生活
を営むことができる労働，という四つの要件を満たした雇用のことを言うと考えるべきで
ある。
　正規雇用を働き方の原則としてあまねく労働現場に行き渡らせていくための立法的課題
について，以下言及する。

3　均等待遇（同一価値労働同一賃金の原則）
　（1）憲法第 14 条は性別による差別を禁止し，労基法第 4 条は男女同一賃金の原則を定
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めている。また，国は，1967 年に同一価値労働についての男女労働者に対する同一報
酬を定めた ILO100 号条約を批准しており，同じく国が批准している女性差別撤廃条約
第 11 条第 1 項（ｄ）及び社会権規約第 7 条（ａ）（ⅰ）号は締約国の義務として同一価
値労働同一賃金の原則を掲げている。それにもかかわらず，男女間の賃金格差はいまだ
大きく，労基法第 4 条が規定する男女同一賃金の原則には同一価値労働同一賃金の原則
が明記されていないため，同法の解釈上も不明確となり，我が国では同一価値労働同一
賃金の原則はいまだ確立されているとはいえない。

　　EU では，全ての加盟国において，パートタイム労働指令，有期労働指令，派遣労働
指令等が適用され，非正規労働者にも同一価値労働同一賃金原則に基づく賃金制度が整
備されている。我が国においては，正規雇用労働者と非正規雇用労働者との賃金をはじ
めとする処遇の格差が著しいのであり，その是正を図る実効的制度の実現が急務であ
る。

　（2）1951 年に制定された ILO100 号条約（「同一価値の労働についての男女労働者に対
する同一賃金に関する条約」第 2 条第 1 項は「各加盟国は，賃金率を決定するため行わ
れている方法に適した手段によって，同一価値の労働についての男女労働者に対する同
一賃金の原則のすべての労働者への適用を促進し，及び前記の方法と両立する限り確保
しなければならない。」と規定し，同一価値労働同一賃金原則を規定している。同条第
2 項は，国内法令，法令に基づく賃金決定制度，労使協定，あるいはこれらの手段の組
み合わせのいずれかによってこの原則を適用することを規定し，さらに第 3 条第 1 項
は，職務を客観的に評価する措置が，条約の実施に役立つ場合には，その措置をとるべ
きことを規定している。100 号条約は ILO の基本 7 条約のひとつであり，批准国も現在
171 カ国に及んでいる。

　　我が国も 1967 年に本条約を批准したのであるが，男性と女性，正規と非正規の賃金
格差が先進諸国の中でも極めて大きく更に拡大傾向にある。そのため，ILO の条約勧告
適用専門委員会がたびたび日本政府に説明を求め続けており，2007 年 6 月には総会委
員会が日本政府に対して，国内法の整備を含む本条約の積極的促進のための政策を要請
している。同一価値労働同一賃金原則は，日本が 1979 年に批准した国連人権委員会社
会権規約第 7 条にも「公正な賃金及びいかなる差別もない同一価値労働についての同一
賃金」として定められている。

　　派遣やパートなど正社員と雇用形態の異なる労働に従事する者が急増し，こうした雇
用形態の労働者の賃金が正規雇用労働者の賃金と比較して著しく低い状況を是正してい
くためには，早急に同一価値労働同一賃金原則実現のための国内法の整備が必要であ
る。

　（3）我が国においては，労基法第 3 条に国籍，信条又は社会的身分を理由とする賃金そ
の他の差別的取り扱いを禁止する規定が置かれ，同法第 4 条に女性であることを理由と
する賃金差別の禁止が規定されている。政府は，ILO100 号条約批准に当たって，同条
約の国内法規定として労基法第 4 条が存在すると説明していた。しかし，これまで我が
国の裁判所においては，これらの規定は同一価値労働同一賃金の原則を規定したものと
は解釈されていない。

　　我が国では，近年に労働契約法の改正やパート労働法の改正などによって正規雇用労
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働者と非正規雇用労働者の格差を是正する方向での一定の規定が新たに盛り込まれたの
であるが，同一価値労働同一賃金の原則の実施に向けた法整備はいまだなされていない
状態である。

　　労働契約法及び労基法において，同一価値労働同一賃金の原則の規定を創設すべきで
ある。条文の文言としては，例えば「使用者は同一価値労働の職務に従事する労働者に
対しては同一の賃金を支払わなければならない。ただし，異なる賃金を支払うことに合
理的な理由が存する場合はこの限りではない。異なる賃金を支払うことの合理性につい
ては使用者が立証しなければならない。」とすることが考えられる。

　（4）職務分析・職務評価の制度確立の必要性
　　同一価値労働同一賃金の原則を実施していくためには，何が同一価値労働であるかを

客観的に評価する基準の確立が不可欠である。すなわち，「職務」の価値評価基準の確
立が必要である。

　　職務評価は同一価値労働同一賃金の原則を実施するためのツールであり，国際的には
「得点要素法」に基づき，ジェンダー平等の視点で①知識・技能，②負担，③責任，④
労働環境の四大ファクターを用いて客観的に評価する手法が確立されている。仕事は，
どのような職種，職務であっても，四大ファクターを活用しなければ遂行できない。と
りわけ，女性職の大半が対人サービス業であることから，負担（精神的，肉体的，感情
的）のファクターが重要である。

　　職務評価とは，職務内容を比較し，その大きさを相対的に測定する手法であり，人事
管理上よく用いられている人事評価とは異なる。職務評価方法には幾つかの分類がある
が，要素別点数法が優れている。職務の大きさを構成要素ごとに評価する方法である。
評価結果を，ポイントの違いで表すのが特徴であり，要素別にレベルに応じたポイント
を付け，その総計ポイントで職務の大きさを評価する。厚労省は，要素別点数法の一つ
である学習院大学が開発した「GEM Pay Survey System」をモデルとして説明をして
いる（厚労省「要素別点数法による職務評価の実施ガイドライン」2015 年 4 月）。「GEM 
Pay Survey System」 では，八つの評価項目（「人材代替性」，「革新性」，「専門性」，「裁
量性」，「対人関係の複雑さ（部門外／ 社外）」，「対人関係の複雑さ（部門内）」，「問題
解決の困難度」，「経営への影響度」）を挙げている。この八つの側面から職務の大きさ
を測定し，それぞれの評価項目ごとのウェイトを決定する。重要な「評価項目」であれ
ば，ウェイトは大きく設定される。ウェイトを大きく設定することで，職務評価ポイン
トが大きく変化することになる。職務評価に当たっては，これらの職務評価項目の設定
及びウェイトについての客観性・公平性をどう担保するかが課題である。

　　2008 年に国際労働機関（ILO）が発行したガイドブック「公平の促進：平等な賃金実
現のためのジェンダー中立的な職務評価（Promoting equity: Gender-neutral job 
evaluation for equal pay: A step-by-step guide）」では，①知識・技能（職務知識・コ
ミュニケーションの技能・身体的技能），②負担（感情的負担・心的負担・身体的負
担），③責任（人に対する責任・物に対する責任・ 財務責任），④労働条件（労働環境・
心理的環境）を職務評価項目として掲げている。我が国において，更なる研究と検証作
業の積み重ねによって，早期に客観的で公平な職務評価制度が確立されることが必要で
ある。
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　　なお，我が国では格差是正のアプローチとして，「均衡」処遇という考え方が唱えら
れ，労働法制にもたびたび登場するが，「均衡」処遇は「同一価値労働同一賃金の原
則」からは導き得ないものである。また，同一価値労働の評価基準要素として「人材活
用の仕組み」を加えるべきであるとの見解がある。しかし，「人材活用の仕組み」は労
働者が現在従事している職務とは別の要素である。同一価値労働同一賃金原則における
評価の対象である職務は労働者が現に従事している職務のはずであり，将来従事する可
能性のある職務ではない。評価基準要素に加えることは賛成しかねる。また，仮に将来
の職務の可能性すなわち「人材活用の仕組み」が異なるとしても，そのことによる全体
の要素に占める割合が過大であることは許されない。現在従事している職務が同一であ
れば同一の処遇とすべきことが大原則である。

　　均等待遇の実現には，法整備はもちろんであるが，労働審判申立て等を活用して速や
かに是正するための独立専門機関が必要である。また職務評価を職場で具体的に実践す
るためには，企業側のコンサルタントではなく，都道府県労働局が職務評価のスキルを
会得するために人材育成を行い，スキルを持つ人が職務評価専門委員会を設置すること
が有効である。

　　この専門委員会は労働組合や企業の労務担当者及び労働者自身が活用できる機関とし
て機能しなければならない。企業の利益を優先する職業能力評価制度ではなく，国際基
準に則った公正で性に中立的な職務評価制度の確立こそが，男女賃金格差や雇用形態に
よる賃金格差を是正する道である。そして，同一価値労働同一賃金の原則の確立は，何
よりも，労働組合の正しい認識と積極的な取組がなければ実現できないことを付言して
おく。

4　男女雇用機会均等法の改正
　労働における女性に対する差別をなくすためには，様々な法律の改正が必要であるが，
とりわけ男女雇用機会均等法の改正が重要である。
　まず，男女雇用機会均等法第 6 条の差別禁止に「賃金」を加えるべきでる。性別による
賃金差別を規定する法文は労基法第 4 条のみであるところ，同条の解釈では職務内容や職
務遂行能力又は勤続年数を理由として男女労働者間で異なる扱いをすることは禁止されて
いないとされ，女性であることを理由とする不利益取扱いであることが明白な事例以外の
性別による賃金差別の救済が困難となっている。しかし，性別役割分担が解消されない日
本において，家庭内労働の大部分を担う女性労働者が長時間労働を前提とする男性労働者
と同じ働き方をすることは困難なため，女性労働者は就職時から又は就職後に結婚や出産
をきっかけに，男性と異なる働き方を選択せざるを得ない状況にあるところ，この選択が
男女労働者間の異なる職務内容や勤続年数，雇用形態につながっている。このような，女
性の働き方の選択肢が制限されている実情を考慮せず，賃金について職務内容や勤続年数
を理由にして安易に男女労働者で異なる取扱いをすることは許されない。そして，男女労
働者間で家庭内労働の分担が進んでも，出産等の女性特有の身体的負担があることからす
れば，一定期間であれ，女性労働者が男性労働者と異なる働き方を選択せざるを得ない状
況が変わることはない。そこで，男女賃金格差のある現状を解消するため，労基法 4 条に
定める男女同一賃金の原則に加え，女性労働者の男性と異なる側面を尊重しつつ，充実し
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た職業生活を営むことができるようにすることを基本理念とする男女雇用機会均等法にお
いても，男女の賃金差別を明確に禁止することが必要である。
　また，男女雇用機会均等法第 7 条の「厚生労働省令で定めるもの」とした規定を改正
し，女性に対する間接差別となる事項が，それに限定されるものではないことを明記する
ように改正すべきである。男女雇用機会均等法が，間接差別を限定的にしか禁止していな
いことやコース別雇用管理によって，女性の多くは，長時間労働や転勤を伴う基幹的労働
や，昇格・昇進の機会から排除されている実態がある。そこで，立法の仕方として不適切
な間接差別の限定列挙を廃止し，事実上，女性に対する差別につながる事項を広く性差別
として認め，これらが禁止されるようにすべきである。

5　長時間労働の規制
　（1）諸外国の規制
　　我が国のフルタイム労働者の総実労働時間は過去 20 年ほど変わっていないところで

あり，労働者の健康保持のため，ワークライフバランス保持のために，総実労働時間を
適切な範囲内に規制する制度を直ちに法制化すべきである。どのように規制すべきか。
参考のために，諸外国における労働時間規制について紹介する。

　　①　EU 法による労働時間規制
　　EU（欧州連合）における労働時間規制は，基本的に労働時間指令により行われ

る。現在は，2003 年の労働時間規制により労働時間が規制されているが，そこでの
規制内容の概要は以下のとおりである。

　　　ア　24 時間当たりの休息時間の規制
　　24 時間について最低でも 11 時間の休息時間を求めている。その結果，1 日の拘

束時間（労働時間と休憩時間を合わせた時間）の上限は 13 時間になるとともに，
不規則な労働時間（例えば，午後 11 時から翌日午前 8 時までの勤務をした後，そ
の日の午後 5 時から勤務に入る等。）も規制されることになる。

　　　イ　週当たりの休息時間
　　7 日ごとに原則として連続 35 時間の休息時間を求めている。この場合，変形制

も認められているが，その算定基礎期間は 14 日間である。例えば，2 週間のうち，
11 日間連続して勤務されることは可能だが，その場合には必ず 3 連休を与えるこ
とになる。

　　　ウ　週労働時間 
　　7 時間外労働を含めた 7 日当たりの労働時間が 48 時間を超えないことを求めて

いる。この場合も変形制が認められているが，その算定基礎期間は 4 か月である。
例えば，3 か月間，週の労働時間を 40 時間にした場合には，1 か月間だけ週の労働
時間 64 時間にすることができる。ただし，前記のとおり，休息時間の原則がある
ので，実際に週に 64 時間の労働時間を適法に行うことができるかはかなり疑問で
ある。

　　　エ　加盟国の労働時間の状況
　　前述の EU 指令を受けて，法定の最長労働時間は，週当たりで，フランス，ドイ

ツ，イギリス等は 48 時間であるが，フィンランド，ノルウェー，スペイン，スウ
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ェーデン等は 40 時間であり，ベルギーは 38 時間である。
　　１日当たりでは，フランスが 10 時間，ドイツが 8 時間，イギリスが 13 時間，フ

ィンランドが 8 時間，ノルウェーが 9 時間，スペインが 9 時間，スウェーデンが
13 時間，ベルギーが 8 時間である。週平均の実労働時間もフランスが 38 時間，ド
イツが 40.5 時間，イギリスが 40.5 時間，フィンランドが 37.8 時間，ノルウェー
が 37.5 時間，スペインが 39.4 時間，スウェーデンが 39 時間，ベルギーが 38.6 時
間である。

　　これらの国にも，一定の厳格な要件の下，労働時間規制の適用除外となる労働者
がいるが，そのような労働者は，ドイツで数％，フランスでも 20％程度にとどま
り，このような労働者について，日本のように「過労死」が問題となることもな
い。

　　②　アメリカにおける労働時間規制
　　アメリカの場合，EU のような直接的な労働時間の規制はなく，日本と同様に，一

定の労働時間を越えて労働をさせる場合には，時間外の割増賃金の支払が必要にな
る。アメリカの場合，40 時間を超えて時間外労働をさせる場合には，通常の賃金の
1.5 倍の賃金を支払う必要がある。

　　アメリカの場合，ホワイトカラー・エグゼンプションという規定により，ホワイト
カラーの相当な範囲の労働者が時間外賃金の支払対象から除外されている。この規定
は，日本において労働時間の規制緩和を進める際に，参考対象とされている。

　　ホワイトカラー・エグゼンプションについて，まず確認すべきことは，ブルーカラ
ーの労働者，具体的には，非管理的生産ライン被用者や保守・建設及びそれに類する
職務に従事する非管理的な被用者には適用されないということである。また，ホワイ
トカラー労働者がエグゼンプトと認定され，時間外賃金の支払対象から除外されるた
めには，以下の要件，①一定水準以上の俸給額が支払われること（俸給水準要件），
②時間給ではなく俸給基準で賃金が支払われること（俸給基準要件），③職務内容が
管理能力や専門的知識を発揮する性質のものであること（職務要件）を全て充足する
ことが必要である。これらの要件については，法律レベルでもかなり細かく規定され
ているが，規則レベルまで見るとかなり詳細な規定となっている。

　　アメリカで実施されているホワイトカラー・エグゼンプション制度は適用対象が広
範に広がりすぎているとの批判があり，現在規則の改正作業中である。米労働省より
現行週 455 ドルである俸給基準を週 970 ドル（年間 5 万 440 ドル）に引き上げるなど
の改正案が提案されている。アメリカのホワイトカラーイグゼンプション制度が多く
の問題を含んでいることは確かである。 

　（2）労働基準法改正法案について
　　政府は，2015 年 4 月「労働基準法等の一部を改正する法律案」を国会に提出した。

同法案は，「特定高度専門業務・成果型労働制（高度プロフェッショナル制度）」を創設
し，高度専門的知識を要する業務において，年収が平均給与額の 3 倍の額を相当程度上
回る等の要件を満たす労働者については，労働基準法で定める労働時間並びに時間外，
休日及び深夜の割増賃金等に関する規定を適用しないものとしている。この制度は，我
が国の長時間労働の蔓延，過労死及び過労自殺が後を絶たない深刻な現状において，更
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なる長時間労働を助長しかねない危険性を有するものである。また，同法案は，企画業
務型裁量労働制について，対象業務を拡大するとしている。裁量労働制によれば，労働
の量や期限は使用者によって決定されるため，命じられた労働が過大である場合，労働
者は事実上長時間労働を強いられ，しかも労働時間に見合った賃金は請求し得ないとい
う問題が生じる。よって，長時間労働が生じる恐れのある裁量労働制の範囲の拡大は慎
重に検討されるべきである。

　　なお，政府は，上記制度の創設や見直しと同時に，働き過ぎ防止のための法制度の整
備を同法案の目的として掲げている。しかし，同法案には，労働時間の量的上限規制や
休息時間（勤務間インターバル）規制のように，直接的に長時間労働を抑止するための
実効的な法制度は定められていない。政府の法改正の進め方は，長時間労働に対する実
効的な法規制を何ら用意しないままに，労働時間法制の規制緩和のみを先行して導入し
ようとするものであり，本末転倒である。労働者の命と健康を守る観点からすれば，政
府の議論の進め方そのものにも大きな問題があるといわざるを得ない。

　（3）あるべき労働時間規制
　　我が国では，一般労働者（フルタイム労働者）の年間総実労働時間が 2013 年時点で

2000 時間を超え（第 103 回厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会資料及び厚生労
働省「毎月勤労統計調査」から），他の先進国と比較して異常に長く，労働者の生命や
健康，ワークライフバランス保持，過労自殺及び過労死防止の観点から，長時間労働の
抑止策は喫緊の課題であるが，これに対する実効的な制度が定められていないことは大
きな問題である。

　　早急に長時間労働を是正するための実効的な法制度を構築することが必要である。例
えば，日，週，月及び年ごとの時間外労働時間も含めた総労働時間の上限を確定するこ
とが考えられる。また，１日の最終的な勤務終了時から翌日の勤務開始時までに，一定
時間の間隔を保つことを保障するいわゆるインターバル規制も導入を検討すべきであ
る。さらに，年次有給休暇の最低付与日数の引上げや年次有給休暇の取得促進に向けた
施策等，長時間労働削減に向けた休暇制度を構築すべきである。 

6　最低賃金・公契約条例
　（1）最低賃金引上げの重要性

　①　我が国における最低賃金額は，2014 年全国加重平均 780 円であり，依然として
先進諸外国と比較しても低い水準である。同年の改定において，2008 年の改正最低
賃金法施行後，初めて全ての都道府県において，最低賃金で働いた場合の手取り収入
額と生活保護費（生活扶助＋期末一時金＋住宅扶助実績）とのいわゆる逆転現象が解
消された。しかし，逆転現象の解消は，生活保護基準引下げの影響があることを見逃
してはならない。生活保護基準はナショナル・ミニマム（国家的最低保障）が現実化
したものであるところ，憲法第 25 条第 2 項が国に社会福祉，社会保障及び公衆衛生
の向上増進義務を課していることからすれば，その引下げが，最低賃金の引上げに負
の影響を及ぼすことがあってはならないというべきである。

　　また，最低賃金の地域間格差が依然として大きいことも問題である。2014 年の最
低賃金時間額の分布は 677 円（鳥取県，高知県，長崎県，熊本県，大分県，宮崎県，
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沖縄県）から 888 円（東京都）と実に 211 円もの格差が生じている。地域経済の活性
化のためにも，地域間格差の縮小は喫緊の課題である。

　　最低賃金の引上げは，同制度の主な適用対象者である非正規労働者の賃金面におけ
る待遇改善及び生活と健康の確保の点からも重要である。最低賃金の引上げにおいて
は，本来，1 日 8 時間，週 40 時間の労働で，経済的な心配なく暮らしていけるだけ
の賃金を確保できるようにすることを目指すべきである。しかるに，全国加重平均の
時給 780 円で 1 日 8 時間，月 22 日間働いた場合，月収は 13 万 7280 円に過ぎず，こ
の水準では労働者個人の生活は安定しない。

　　政府は，2010 年 6 月 18 日に閣議決定された「新成長戦略」において，2020 年まで
に「全国最低 800 円，全国平均 1000 円」にするという目標を明記し，2015 年 6 月 30
日に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂 2015」等においても，中小企業・小規模
事業主への支援を図りつつ最低賃金引上げに努めるべきことを明記している。この目
標を今後 5 年間で達成するためには，1 年当たり 44 円以上の引上げが必要であり，
最低賃金の大幅引上げを実現することが必要である。

　②　ちなみに，アメリカ合衆国では連邦最低賃金（7 ドル 25 セント）とは別に州法
のレベルで州に適用されるべき最低賃金を定めることができる。現在，約 30 州が連
邦最低賃金を上回る州最低賃金を定めている。この 30 州のうちほとんどは，ここ 2
年くらいで引き上げたところが多い。現状ではマサチューセッツ州が最低賃金を時給
11 ドルと定めており，一番高い。また，10 州で，インフレ率に伴って最低賃金を引
き上げるという規定を持っている。さらに，幾つかの州では，市に独自の最低賃金を
決める権限が与えられている。そういう規定を持っているのは西海岸に集中してお
り，カリフォルニア，ニューメキシコ，ワシントン等の州である。2010 年の段階で，
市レベルの最低賃金を定めていたのは 3 市あった。しかし，ここ 2 年間の内に，18
の市が新たに市の最低賃金を設定し，あるいは引き上げた。現在，合計 18 市が市独
自の最低賃金を定めている。これらは，連邦よりもかなり高い基準を設定している。
最高は，シアトル市，サンフランシスコ市の時給 15 ドル。シカゴ市は，時給 13 ド
ル。その他にカリフォルニア委州の幾つかの市では，現在，15 ドルまでの引上げを
見込んだ提案をしている。

　　アメリカでは，最低賃の引上げが地域経済に好影響をもたらしていることの検証論
文が多数発表されている。中小零細企業に対する支援対策をしっかりと取りながら最
低賃金大峰幅引上げを図ることが，拡がる貧困と格差の是正のための重要な政策と位
置付けられている。

　（2）公契約条例による最低賃金規定の意義
　①　ILO94 号「公契約における労働条項に関する条約」が公契約規制に関する条約で

ある。1949 年に成立し 59 か国が批准しているが，日本は未批准である。
　　同条約は，契約の一方当事者が公の機関である場合や公の機関による資金支出がな

されている場合において，契約の他方当事者により労働者が使用されるものであっ
て，土木建設，各種装置など製造，サービス提供等を契約目的とするものである場合
には，地方レベルでの労働協約や法令などで定められている賃金・労働時間等の労働
条件を労働者に確保することを各国に義務付けている。



第１編　基調報告

― 174 ―

　　国や地方自治体が労働者の賃金引上げに向けて率先して行動すべきことを規定して
いる。現在，国や地方自治体が行う事業のかなりの部分が民間に委託されており，そ
の発注は競争入札によって行われるのが原則である。しかし，受注者が自ら事業を遂
行するのではなく下請，孫請といった重層下請構造で受注事業を遂行する場合が多
い。その際，下請，孫請の業者，労働者は，元請の圧力によって，極めて劣悪な労働
条件で働かざるを得ないことが多い。本来発注に当たって基準に基づき算定され税金
から支出される労務費が，現場で働く労働者に払われていない実態が存在する。こう
した実態を改善し，公契約に携わる労働者の賃金を底上げすることによって，地域の
賃金を底上げし，地域経済の活性化を図ろうとするのが公契約規制である。

　②　最低賃金法に基づく地域別最低賃金が極めて低い我が国においては，国や自治体
が労働者の賃金を底上げするために公契約規制をかけて公契約に従事する労働者の最
低賃金を相当額に引き上げることが，拡がる貧困と格差を解消するための極めて有効
な政策である。

　　2009 年 9 月の千葉県野田市での条例成立を受けて，その後，川崎市，多摩市，相
模原市，東京都渋谷区，国分寺市，厚木市など全国に条例制定が広がりつつある。更
に一層，全国各地で条例が制定されることを望むとともに，国においても公契約法の
制定がなされることが必要である。

7　労働者派遣法の改正
　（1）派遣という働き方は，使用者と雇用者が分離され労働者にとって好ましくない働き

方である。労働は直接雇用が原則とされるべきであり，派遣という間接雇用は例外とさ
れなければならない。1985 年に導入された労働者派遣制度は，こうした考え方に基づ
き「常用代替防止」を遵守すべきであるとしてきた。しかし，2015 年の派遣法改正法
案は，この原則を葬り去り，派遣という働き方を直接雇用と並ぶ多様な働き方の 1 つと
して広く認めるという方向に転じた。企業は，派遣労働者の入れ替え等を通じて恒常的
に派遣労働を利用することができるようになろうとしている（2015 年 7 月現在）。

　　しかし，派遣労働者が，継続雇用の保障がない極めて不安定な身分であり，多くが劣
悪な労働条件であることに変わりはない。派遣労働は例外的なものであり，直接雇用を
原則とする法改正が必要である。　　

　（2）具体的には，まず，派遣対象業務を専門的業務に限定するポジティブリストに戻す
ことである。職業安定法は，事業主が雇用する労働者を他人の指揮命令下で就労させる
労働者供給形態を禁止して直接雇用形態こそが原則であることを示している。

　　次に，登録型派遣の廃止である。登録型派遣は，労働者が予め派遣会社に派遣スタッ
フとして登録しておき，派遣先からの仕事があるときだけ派遣元会社に雇用されて一定
の派遣期間のみ派遣先企業で働くという雇用形態であって，極めて雇用が不安定であ
り，安定した賃金収入が得られる見込みもない。登録型派遣の廃止を含む労働者派遣法
の抜本的改正を行うべきである。

8　有期労働契約の規制
　（1）有期労働契約が増大した背景
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　　有期労働契約の増大は，恒常的業務における労働力を安価な非正規雇用へ転換すると
いう企業のニーズに基づくものであることは明らかである。契約締結に当たって優越的
地位にある使用者が，有期労働契約の自動終了という機能の獲得を目的として有期労働
契約を労働者に押しつけているというのが現実である。使用者は，とりあえず有期労働
契約を締結し，必要なだけ更新を繰り返して不要になれば更新せず，期間満了で辞めて
もらおうとするのである。労働者は期限の定めのない労働契約の確保が困難なことから
やむを得ず，有期労働契約を選択せざるを得ないという実情にある。従来，有期労働契
約については「臨時的雇用」であり「景気の調整弁」としての役割が強調されてきた。
しかし，現在では，景気の動向に関わりなく，多くの企業が，従来は期限の定めのない
正規雇用労働者に従事させてきた職務を有期雇用労働者によって賄うように変化してい
る。このような有期労働契約の実態に即した法解釈や立法政策が展開されなければなら
ない。

　（2）有期労働契約の規制について
　　有期労働契約の規制の方法としては，入口である締結行為を規制する方法（入口規

制）と出口である終了（雇止め）を規制する方法（出口規制）があり，諸外国において
は様々な規制がなされている。フランスでは有期労働契約を締結できる場合を法律で限
定列挙している。ドイツでも二年を超える有期労働契約については法律に列挙する客観
的な正当理由が必要とされている。イギリス，フランス，デンマーク，韓国では有期雇
用の最長期間や更新回数が制限されている。

　（3）有期労働契約の締結自体について規制が図られるべきである。有期労働契約には人
　身拘束機能，雇用保障機能，自動終了機能の三つの機能があるとされるが，労働者に
とってのメリットであるはずの雇用保障機能は，期限の定めのない労働契約について解
雇権濫用法理が確立したことからもはや有利なものではなくなった。労働者の権利保護
の観点からすれば，労働契約は期間の定めのない契約が本来の姿なのであって，契約自
由の原則を根拠とする自由な有期労働契約の締結を野放しにすることを認めるべきでは
ない。

　　我が国では，労働契約法の改正により，5 年を超える有期雇用の無期雇用への転換申
込規定が創設されたが（労働契約法第 18 条），有期労働契約は合理的な理由がある場合
にのみ締結できるとする入口規制を早期に確立すべきである。

第3　ポジティブアクション（積極的差別是正措置）の創設
1　はじめに
　（1）女性の活躍推進に関する政策
　　政府は，2010 年 12 月に閣議決定した第 3 次男女共同参画基本計画において，政策・

方針決定過程への女性の参画を広げるため，「2020 年 30％」の目標達成に向けて，政
治，司法，行政，雇用，農林水産，教育，科学技術・学術，地域・防災の分野における
成果目標（24 項目）等を設定した。内閣府男女共同参画局基本問題・影響調査専門調
査会は，2011 年 3 月から，ポジティブアクションワーキンググループを設置して，日
本におけるポジティブアクションの推進方策を検討し，同年 12 月に「政治分野，行政
分野，雇用分野及び科学技術・学術分野におけるポジティブアクションの推進方策につ
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いて」と題する最終報告書を政府に提出した。同報告書において，ポジティブアクショ
ンは，男女に均等な機会を与えるという制度的対応に加え，女性を取り巻く社会的状況
及び職場環境の現状を理解し，女性の活躍を阻害している要因を取り除いて能力発揮に
つなげるための積極的な措置であり，社会のあらゆる分野における男女の格差を是正す
る上で不可欠の制度であると指摘されている。

　　その後，2014 年 6 月に閣議決定された『「日本再興戦略」改訂 2014―未来への挑戦
―』では，「女性の活躍推進に向けた新たな法的枠組みの構築」が提言され，2015 年 8
月 28 日，「女性が活躍できる社会環境の整備の総合的かつ集中的な推進に関する法律案

（いわゆる女性の活躍推進法案）」が成立した。
　（2）政策に対する疑念の声
　　しかしながら，これまで見てきたとおり，多くの女性労働者にとっては，まず，就労

継続や正社員就業等が困難であるという問題が立ちはだかっているのであり，「活躍」
どころか「自活」さえ難しいのが現状である。

　　このような現実を踏まえると，女性管理職の積極的登用という政策は，それ単独で
は，女性労働者間の格差を拡大することに寄与してしまうだけであり，かつ，一部女性
労働者の管理職登用によって，男女労働者間に生じている格差があたかも解消したかの
ように解釈される危険性すらある（内藤忍「企業の差別是正の取組を促進する法的なし
くみのあり方－イギリスの規制手法を参考に－」生活経済政策 2014 年 10 月）。

　　とすれば，多くの困難な状況に置かれた女性たちが置き去りにされ，真の意味で必要
な格差の是正や支援の在り方が歪められる危険があるのではないか。このような視点か
ら，ポジティブアクションとは何か，関係する法律や政策にはどのようなものがあるの
かについて確認し，各分野におけるポジティブアクションの手法はどのようなものが想
定されるか，導入されているあるいは導入が検討されている政策にはどのような課題が
あるのか，ポジティブアクションによる差別是正に伴い女性の貧困は解決されるのか等
について，検討する。

2　ポジティブアクションとは
　（1）ポジティブアクションの定義
　　ポジティブアクションとは，一義的に定義することは困難であるが，一般的には，社

会的・構造的な差別によって不利益を被っている者に対して，一定の範囲で特別の機会
を提供すること等によって，実質的な機会均等を実現することを目的として講じる暫定
的な措置のこと（内閣府男女共同参画局基本問題・影響調査専門調査会最終報告より引
用）をいう。

　（2）ポジティブアクションに関する条約・法律
　　ポジティブアクションに関連する主な条約，法律の規定は，以下のとおりである。
　　①　女性差別撤廃条約

　　女性差別撤廃条約第 4 条第 1 項では，暫定的特別措置について規定している。具体
的には，「締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措
置をとることは，この条約に定義する差別と解してはならない。ただし，その結果と
していかなる意味においても不平等な又は別個の基準を維持し続けることとなっては
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ならず，これらの措置は，機会及び待遇の平等の目的が達成された時に廃止されなけ
ればならない」としている。

　　②　男女共同参画社会基本法
　　男女共同参画社会基本法（この項において以下「基本法」という。）第 2 条第 2 号

では，積極的改善措置につき「前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するた
め必要な範囲内において，男女のいずれか一方に対し，当該機会を積極的に提供する
こと」と規定している。当該積極的改善措置は，女性だけでなく男性も対象とする
が，個別の措置については男性か女性のいずれか一方が対象となる。

　　③　男女雇用機会均等法
　ア　男女雇用機会均等法では，第 8 条において，女性労働者に係る措置に関する特

例として「前三条の規定は，事業主が，雇用の分野における男女の均等な機会及び
待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的として女性労働者に関し
て行う措置を講ずることを妨げるものではない。」としている。これは，過去の女
性労働者に対する取扱い等が原因で雇用の場において男性労働者との間に事実上の
格差が生じている場合，その状況を改善するために女性のみを対象とした措置や女
性を有利に取り扱う措置を行うことが法違反にならないことを定めたものである。

　イ　同法第 14 条は，事業主が，雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の
確保の支障となっている事情を改善することを目的とし，一定の措置を講じる，又
は講じようとする場合には，当該事業主に対して国が援助できることを定めてい
る。しかし，同規定は，あくまでも事業主によるポジティブアクションへの自発的
取組を奨励するという程度に止まっており，事業主に対して，男女間格差の積極的
是正に取り組むことを義務付けるものではない。

3　ポジティブアクションの必要性
　なぜポジティブアクションが必要なのか。その理由には，以下に述べるとおり，実質的
平等の確保，民主主義の要請，そして国際社会からの要請という三つの視点がある。
　（1）実質的な機会の平等の確保
　　日本では，性別役割分担の意識の根強さや過去からの経緯等によって，現状では男女

の置かれた社会的状況において個人の能力・努力によらない格差が存在する。このよう
な中で実質的な機会の平等を担保するためには，単に形式的な機会の平等を与えるだけ
では困難である。

　（2）民主主義の要請
　　女性をはじめとする多様な人々が参画する機会を確保することは，社会のルールや資

源配分を意思決定し，これらを実施する場である政治・行政分野において，多様な構成
員が意思を公平・公正に反映させ，共に責任を担うとともに均等に利益を享受すること
ができる社会の実現という民主主義の要請でもある。

　（3）国際指標における著しい低位
　　世界各国の男女平等の度合いを指数化した世界経済フォーラム（WEF）の 2014 年版
「ジェンダー・ギャップ指数」において，日本は，政治への関与において 129 位，経済
活動の参加と機会において 102 位，教育において 93 位，総合すると調査対象 142 カ国
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のうち 104 位と主要先進国
の中で最下位という結果に
なった。調査が始まった
2006年には80位だったが，
順位は毎年のように落ちて
おり，近年は停滞してい
る。諸外国が女性の参画を
拡大している中でこの 10 
年余りの間に格差は拡大し
ている。
　日本がランクを下げてい
る大きな原因は，「経済活
動への参加と機会」及び

「政治への関与」における
男女格差の大きさにある。

（4 ）女性差別撤廃委員会に
よる度重なる勧告

　こうした状況に鑑み，国
連の女性差別撤廃委員会
は，女性差別撤廃条約に基
づき，下記一般勧告のほか
に，日本政府に対して，ポ
ジティブアクション等の措

置を講じるよう勧告を繰り返している。具体的には，以下のとおりである。
　　①　一般勧告 25 号（2004 年）

　　事実上の男女平等を促進するための措置を導入することにより，条約を完全に実施
するための行動をとる必要がいまだなおあることが明らかになった点に留意し，条約
第 4 条第 1 項を想起し，締約国が，教育，経済，政治，及び雇用の分野への女性の統
合を促進するために，ポジティブアクション（積極的参画措置），優遇措置，あるい
はクオータ制（割り当て制）等の暫定的な特別措置を一層活用することを勧告する

　　②　日本政府による第 4 回第 5 回報告に関する最終見解（2003 年）
　ア　委員会は，国の審議会等における女性の登用拡大のための指針及び社会のあら

ゆる分野において，2020 年までに指導的地位に女性が占める割合を 30％にすると
いう数値目標が設定されたことを歓迎する一方，国会，地方議会，司法，外交官等
のハイレベルの，選挙で選ばれる機関において，また市長，検察官，警察官への女
性の参加が低いことについて懸念を有する。

　イ　委員会は締約国（日本）が，公的活動のあらゆる分野，特にハイレベルの政策
決定過程に女性が参画する権利を実現するため，なかでも条約第 4 条第 1 項に基づ
く暫定的特別措置の実施を通じ，政治的・公的活動における女性の参加を拡大する
ための更なる取組を行うことを勧告する
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　　③　日本政府による第 6 回報告に関する最終見解（2009 年）
　　委員会は，締約国（日本）において，特に職場における女性や政治的・公的活動へ

の女性の参画に関して，実質的な男女平等を促進し，女性の権利の享受を向上させる
ための暫定的特別措置が講じられていないことに遺憾をもって留意する。委員会は，
本条約第 4 条第 1 項及び委員会の一般勧告第 25 号に従って，学界の女性を含め，女
性の雇用及び政治的・公的活動への女性の参画に関する分野に重点を置き，かつあら
ゆるレベルでの意思決定過程への女性の参画を拡大するための数値目標とスケジュー
ルを設定した暫定的特別措置を導入するよう締約国（日本）に要請する。

　（5）小括
　　以上のように，ポジティブアクションの導入は，真の意味での男女の平等及び民主主

義の実現に必要なものであり，かつ国際社会からの要請でもあることが繰り返し確認さ
れている。

　（出典）内閣府男女共同参画局ホームページより
　（http://www.gender.go.jp/policy/positive_act/pdf/positive_action_002.pdf）

4　ポジティブアクションと能力主義との関係
　（1）能力主義に反するという意見
　　企業，大学等における採用・登用は，いわゆる「能力主義」の下で行われるのが一般

的であるとされており，しばしばポジティブアクションと矛盾するといった意見もあ
る。能力主義とは，採用・登用に当たって，本人の能力に基づく評価を徹底し，性別，
信条等の要素を考慮することを排除するという考え方である。一般的に能力主義の下で
採用・登用が行われる分野においては，女性も男性と同一の基準で評価されるので，女
性に不利に働くことはなく，ポジティブアクションは不要であるという意見もある。

　（2）能力主義の限界
　　しかし，実際には，能力の評価基準が必ずしも客観的であるとは限らない。固定的性

別役割分担の意識が根強く残っていること等によって能力以外の要素も考慮されること
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や，能力の評価基準は客観的であっても，固定的性別役割分担の意識が根強く残ってい
ることなどから評価基準が女性と男性とで同じように適用されない場合が多々あるのが
現状である。 また，長時間労働を前提とした評価基準では時間制約のある人は評価さ
れないという問題も大きい。このような場合には，採用・登用を決めるプロセスの中で
固定的性別役割分担の意識を解消する取組を進めるとともに，女性に対する実質的な機
会の平等が確保されるよう評価方法の見直しの取組を進めることが必要である。とはい
え，こうした取組は，直ちに効果を発揮し，又は直ちに実施することができるものばか
りではないため，女性に対する機会の平等を実質的に担保するポジティブアクションの
導入なくして，現に存在する格差を是正することができないという実状がある（内閣府
男女共同参画局基本問題・影響調査専門調査会「政治分野，行政分野，雇用分野及び科
学技術・学術分野におけるポジティブアクションの推進方策について」2011 年 12 月）。

5　諸外国のポジティブアクションに関する取組と日本の現状
　（1）政治分野
　　①　諸外国における女性議員の増加

　　列国議会同盟（Inter-Parliamentary Union, 以下「IPU」という。）の発表による
と，世界の議会における女性議員の割合は 22.2％（2015 年 6 月 1 日現在）であり，
2000 年の 13.1％，2005 年の 16.3％と比較して着実に増加している（2011 年版男女
共同参画白書）。諸外国における女性議員の増加の要因には，各国の社会的状況の変
化のほか，女性の政治参加の拡大に向けたポジティブアクションの導入がある。

　　②　クオータ制
　　政治分野におけるポジティブアクションの手法の一つとしてクオータ制がある。

IPU，民主主義・選挙支援国際研究所（The International Institute for Democracy 
and Electoral Assistance, 以下「IDEA」という。）とスウェーデンのストックホルム
大学が共同で行うクオータ制に関する各国の情報を集めたプロジェクト（以下「クオ
ータ・プロジェクト」という。）では，政治分野におけるクオータ制の種類を次の三
つに分類の上，各国におけるクオータ制の導入状況を調査し，世界地図に各国が導入
するクオータ制の種類を記号で書き入れた図を作成・公開している。同プロジェクト
では，クオータ制は以下のように分類されている。

　　　ア　議席割当制（Reserved seats）
　　議席割当制とは，議席のうち一定数を女性に割り当てることを憲法又は法律のい

ずれかにおいて定めているもの。
　　　イ　候補者クオータ制（Legislated Candidate Quotas）

　　候補者クオータ制とは，議員の候補者名簿の一定割合を女性が占めるようにする
ことを憲法又は法律のいずれかにおいて定めているもの。

　　　ウ　政党による自発的なクオータ制（Voluntary Political Party Quotas）
　　政党による自発的なクオータ制とは，政党が党の規則等により，議員候補者の一

定割合を女性とすることを定めるもの。
　　上記の分類に基づいた調査（2011 年 3 月現在）によると，世界で国政レベルに

おいてクオータ制の導入が判明している国の数は 87 か国（議席割当制：17 か国，
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候補者クオータ制：34 か国，政党による自発的クオータ制のみ：36 か国の合計）
となり，政党による自発的クオータ制のみを導入している国が最も多い。また，国
政レベルにおけるクオータ制の導入状況を世界地域別に見ると，アフリカでは 53
か国中，政治分野におけるクオータ制を導入している国は 24 か国であり，そのう
ち 12 か国では議席割当制が導入されている。世界全体で議席割当制を導入してい
るのは 17 か国であるから，議席割当制を導入する国の約 7 割がアフリカに位置し
ていることになる（2011 年版男女共同参画白書）。

　　③　各国におけるポジティブアクション
　　　ア　スウェーデン

　　2015 年 6 月現在，スウェーデンの国会議員（一院制）に占める女性割合は 43.6
％であり，国会議員に占める女性割合の順位は世界 5 位である（列国議員同盟「世
界の議会における女性議員の割合」2015 年 6 月発表）。

　　1970 年代から 1990 年代にかけて国会議員に占める女性割合は大きく増加し，近
年は 50％に近い水準で推移している。女性国会議員増加の背景には，多くの政党
が議会に男女が均等な割合で参加することを目標に掲げ，女性候補者を多く擁立す
る方針をとっていたという経緯がある。また，スウェーデンの国会議員選挙では政
党名簿式比例代表制がとられており，1990 年代以降，政党による候補者名簿にお
けるクオータ制の導入が進んだ。1993 年，社会民主党が候補者名簿を男女交互と
するジッパー制を導入し，左翼党では候補者名簿のうち最低 50％を女性とするク
オータ制を導入した。1997 年には，環境党が候補者名簿の女性数を候補者全体の
50％± 1 名の範囲内とするクオータ制を導入した。また，2009 年，穏健党では候
補者名簿の上位 4 名を男女 2 名ずつとするクオータ制を導入した（2011 年版男女
共同参画白書）。

　　　イ　ノルウェー
　　2015 年 6 月現在，ノルウェーの国会議員（一院制）に占める女性割合は 39.6％

であり，国会議員に占める女性割合の順位は，モザンビークと並んで世界 12 位で
ある（列国議員同盟「世界の議会における女性議員の割合」）。ノルウェーでは，
1970 年代から 1980 年代にかけて国会議員の女性割合が 10％未満から 30％以上へ
と大きく増加している。これは，国会議員選挙では政党名簿式比例代表制がとられ
ており，1970 年代から 1990 年代にかけて，政党による候補者名簿におけるクオー
タ制の導入が進んだからである。左派社会党は，1975 年に候補者名簿における男
女の割合をそれぞれ 40％以上とするクオータ制を導入した。

　　1983 年に，労働党が候補者名簿における男女の割合をそれぞれ 50％とするとと
もに，上位 2 名には男女双方が含まれるようにするというクオータ制を導入し，
1989 年には，中央党が候補者名簿における男女の割合をそれぞれ 40％以上とする
クオータ制を導入した。その後，1993 年にキリスト教民主党が候補者名簿におけ
る男女の割合をそれぞれ 40％以上とするクオータ制を導入した（2011 年版男女共
同参画白書）。

　　　ウ　ドイツ
　　2015 年 6 月現在，ドイツの国会議員に占める女性割合は 36.5％であり，国会議
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員に占める女性割合の順位は世界 19 位である（列国議員同盟「世界の議会におけ
る女性議員の割合」）。1970 年代から 1980 年代中盤にかけては，国会議員に占める
女性割合は 10％を下回る数値であった。しかし，1985 年には 9.8％だった女性割
合は 2000 年には 30.9％と約 3 倍に増加している。ドイツの下院議員選挙では小選
挙区比例代表併用制がとられており，比例代表部分につき 1986 年に緑の党が候補
者名簿を男女交互とすること，奇数順位を女性とすることという内容のクオータ制
を導入した。その後，1990 年代にかけて他の政党も候補者名簿におけるクオータ
制を導入した。社会民主党では，1970 年代から党内においてクオータ制導入に関
する議論が始まり，1990 年に候補者名簿に占める女性割合を 25％とするクオータ
制が導入された。その後，候補者名簿に占める女性の割当比率は引き上げられ，
1994 年からは 33％，1998 年以降は 40％となっている。1996 年には，キリスト教
民主同盟が候補者名簿の 3 分の 1 を女性とするクオータ制を導入した。また，左派
党では候補者名簿の上位 2 名を女性とし，それ以降は男女交互となるようにするク
オータ制を導入している（2011 年版男女共同参画白書）。

　　　エ　イギリス
　　2015 年 6 月現在，英国の国会議員（下院）に占める女性割合は 29.4％であり，

国会議員に占める女性割合の順位は世界 36 位である（列国議員同盟「世界の議会
における女性議員の割合」）。1970 年代から 1980 年代中盤までは，国会議員に占め
る女性割合は 4％前後で推移していたが，1990 年代に入ると大きく伸び始め，2000
年には 18.4％となり，以降も増加傾向は続いている。英国の下院議員選挙では，
小選挙区制度がとられており 1992 年に労働党が候補者名簿におけるクオータ制を
導入した。これは，労働党が引退議席の半分と，労働党が有利な選挙区のうち半分
について，候補者を女性のみとする女性単独候補者名簿制であり，1996 年に裁判
所によって性差別禁止法に照らし違法との判断が示された。しかし，その後 2002
年の性差別禁止法の改正により，候補者名簿における女性割合を従前より高いもの
にすることが可能になったことから，労働党は 2005 年の選挙において 1996 年以前
に導入していた女性単独候補者名簿制を再び導入した。また，2001 年には自由民
主党が候補者名簿における女性割合を 40％とするクオータ制を導入している（2011
年版男女共同参画白書）。

　　　オ　フランス
　　2015 年 6 月現在，フランスの国会議員に占める女性割合は 26.2％であり，国会

議員に占める女性割合の順位は世界 44 位である（列国議員同盟「世界の議会にお
ける女性議員の割合」）。フランスでは，2000 年に，選挙の候補者を男女同数とす
ることを定める法律（パリテ法）が成立し，法律による候補者クオータ制が導入さ
れた。パリテ法により，小選挙区制がとられている下院議員選挙では政党の候補者
を男女同数とすること，比例代表制がとられている上院議員選挙では候補者名簿の
登載順を男女交互とすることが定められている。なお，小選挙区制がとられている
下院議員選挙につき，男女の候補者の比率の差が 2％を超えた政党は助成金が減額
される。1990 年代中盤までは国会議員に占める女性割合は 10％を下回っていた
が，パリテ法の導入後の 2000 年代には大きく増加している（2011 年版男女共同参
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画白書）。2012 年 5 月 16 日には，オランド大統領の下，「女性を半数に」という公
約どおり閣僚 34 名のうち女性が 17 名の新内閣を発足し，女性比率が一気に高まっ
た。

　　　カ　米国
　　2015 年 6 月現在，米国の国会議員に占める女性割合は 19.4％であり，国会議員

に占める女性割合の順位は世界 71 位である（列国議員同盟「世界の議会における
女性議員の割合」）。米国の女性議員割合は 1970 年代から現在まで比較的緩やかに
一定の速度で増加を続けている。政治分野におけるクオータ制は導入されておら
ず，政治活動委員会（Political Action Committee, 以下「PAC」という。）と呼ば
れる民間の選挙支援組織のうち女性候補者の支援を目的とする団体が女性候補者に
対する資金援助，女性候補者への投票の呼びかけ等を行っている。また，PAC の
中には，女性の州議会議員を対象に，議員活動や政策策定のための学習機会の提供
等の支援や，若い女性を対象とした研修等を行っているものもある（2011 年版男
女共同参画白書）。

　　　キ　韓国
　　2015 年 6 月現在，韓国の国会議員（一院制）に占める女性割合は 16.3％であ

り，国会議員に占める女性割合の順位は，アイルランドなどと並んで世界 83 位で
ある（列国議員同盟「世界の議会における女性議員の割合」）。1990 年代半ばには
2.0％だった国会議員に占める女性割合は 2000 年には 5.9％，2005 年には 13.4％
に増えている。韓国の国会議員選挙では小選挙区比例代表併用制がとられており，
2000 年，政党法の改正により比例代表候補における女性クオータ制が法律により
導入された。当初，割当比率は 30％であったが，その後の 2004 年の法改正により
50％に引き上げられた。2005 年には候補者名簿の奇数順位に女性を割り当てるこ
とが定められ，これに違反する候補者名簿は無効となる。2004 年には，政党に対
し小選挙区の候補者のうち 30％を女性とする努力義務が政党法により課された。
政党法は，2005 年に公職選挙法に移管されたことから，これらのクオータ制は，
現在公職選挙法において規定されている。また，政党に対しては小選挙区における
女性の候補者の比率に応じて補助金が支給される。クオータ制の導入に加え，2004
年には政治資金法により，各党は国庫からの政党助成金の 10％を女性政治家の育
成・発展のために使うことが規定された（2011 年版男女共同参画白書）。

　　④　日本の現状とポジティブアクション導入の動き
　　　ア　日本の現状

　　政治分野における女性の参画の拡大は，政治に多様な民意を反映するという民主
主義の要請からも，男女共同参画の推進に向けた政策・方針を政治的な優先課題に
反映させるためにも極めて重要である。

　　しかしながら，2015 年 6 月現在，国会議員に占める女性の割合は，衆議院 9.5％
（前回は 8.1％），参議院 15.7％（前回は 16.1％）で，南部アフリカの内陸に位置
するボツワナ共和国と並んで世界 190 か国中 114 位である（列国議員同盟「世界の
議会における女性議員の割合」）。国会議員に占める女性割合の推移は，衆議院総選
挙当選者においては，戦後の一時期を除いて，1～2％台で推移し，その後，1996
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年（第 41 回選挙）に小選挙区比例代表並立制が導入されて以降増加したものの，
著しく低い割合に止まっていることは明らかであり，特に先進諸外国との格差は大
きい。しかも，この格差は年を経るごとに拡大する傾向にあり，その背景には，諸
外国が積極的にクオータ制等のポジティブアクションを実施してきたことがある。

　　都道府県議会，市議会，町村議会及び特別区議会の女性議員の割合を見ても，
2014 年 12 月末現在，女性議員の割合が最も高い特別区議会で 26.2％，政令指定都
市の市議会は 16.6％，市議会全体は 13.2％，都道府県議会及び町村議会は 8.9％
となっており，都市部で高く郡部で低い傾向にある。なお，2014 年 12 月末現在，
全ての都道府県議会に女性議員がいる一方，4 割近い町村議会ではいまだに女性議
員がゼロとなっている（2014 年版男女共同参画白書）。

　　にもかかわらず，先進諸外国に比較して日本の女性の政治参画は異例と言えるほ
ど低いことや，諸外国においてポジティブアクションが有効な手段として広く実施
され成果を挙げていること等について，一般市民の認識は薄い。

（出典）内閣府男女共同参画局ホームページより
（http://www.gender.go.jp/policy/positive_act/pdf/positive_action_006.pdf）

　　　イ　ポジティブアクション導入への動き
　　こうした状況を中で，2012 年 3 月に行われた第 40 回男女共同参画会議では，政

治分野における女性の参画の拡大に向け，基本問題・影響調査専門調査会で整理を
行った諸外国の事例を活用し，ポジティブアクションの導入を検討するよう政党へ
の働きかけを行うことが決定された。これを受け，同年 4 月 24 日より，内閣府特
命担当大臣（男女共同参画）から，各政党幹事長等に宛てて，各政党の役員等に占
める女性の割合や，衆議院議員及び参議院議員の選挙，地方自治体の議会の選挙に
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おける女性候補者の割合が高まるようポジティブアクション導入の検討を要請する
文書を発出している。 

　　その後，民間団体「クオータ制を推進する会」の国会への働きかけにより，2015
年 2 月に，超党派で，女性国会議員の割合を高めることを目指す「政治分野におけ
る女性の参画と活躍を推進する議員連盟」（会長＝中川正春民主党代議士会長）が
発足した。同議員連盟は，同年 6 月 30 日，各政党の公認候補が「原則として男女
同数となるよう配慮する」との「クオータ制」に沿った規定を公職選挙法に新設す
ることや，衆院選の比例代表名簿の登載方法を変更して比例復活当選者の半分程度
を女性とすること等を盛り込んだ中間報告をまとめ，今後「女性の政治参画推進法
案」として，国会提出を目指している。

　　　ウ　小括
　　政治分野におけるポジティブアクションへの取組は，始まったばかりであり，今

後の取組を注視しなければならない。
　　内閣府男女共同参画局基本問題・影響調査専門調査会ポジティブアクションワー

キンググループ委員でもあった辻村みよ子教授（明治大学）は，著書『ポジティブ
アクション「法による平等」の技法』（岩波新書，2011 年 9 月）のなかで以下のよ
うに指摘している。

　　「女性の『数』を増やしたうえで，同時に，あるいは順次，エンパワーメントを
めざすことが必要である。また，男女共同参画の意志を持った議員を増やさなけれ
ばこれに反対の保守系女性議員ばかりを増やしても，日本の民主主義にとっても，
またジェンダー平等（男女共同）社会と共生社会の形成にとっても不幸である」。

　（2）行政分野
　　①　行政分野における男女共同参画の必要性

　　多様な行政ニーズや経済社会の課題に的確，柔軟に対応し，バランスのとれた質の
高い行政の実現を図るためには，政策決定過程における男女共同参画を通じて，新た
な発想や多様な価値観を行政に組み込むことが不可欠である。

　②　諸外国におけるポジティブアクション
　　　ア　ドイツ

　　ドイツでは，連邦公務員について，1994 年から女性の地位向上のための取組が
行われていたが，2001 年の連邦平等法制定により，女性の割合が少ない領域では，
適性，業績，能力が同等であることを条件として，競争相手の男性の個人的事情が
当該女性よりも重大でない場合に限り，職業訓練生の受入れ，採用，昇進の際に，
女性を優先することができるという「プラス要素方式」のポジティブアクションを
実施してきた。また，同法では，公務員を採用する際，採用面接の一次審査に男女
同数を招かなければならず，候補者に対して，家族構成や妊娠の可能性等に関する
質問をすることができないと規定されている（2011 年版男女共同参画白書）。

　　2015 年 3 月には，連邦公務員の管理職，連邦が各種委員会のために指名する委
員及び民間企業の監査役会にクオータ制を導入する法律が成立した（独立行政法人
労働政策研究・研修機構国別労働トピック「女性クオータ法，成立」2015 年 6 月）

　　　イ　米国
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　　1978 年の公務員改革法により，連邦政府におけるマイノリティや女性の雇用の
機会均等を進めるため，連邦機会均等採用計画が設けられ，連邦政府におけるマイ
ノリティや女性の雇用割合が，労働力人口におけるマイノリティや女性の雇用割合
を下回らないことが求められている。同計画に基づき，省庁ごとに政策と計画等を
策定することとなっており，人事管理庁は，各省庁の報告書を毎年議会に提出して
いる（2011 年版男女共同参画白書）。

　　　ウ　韓国
　　韓国では，公務員において女性の上位職進出を図ることを目的として，1996 年

から女性国家公務員の採用目標（10 人以上採用する試験において 10％，その後引
上げ）を設定し，追加合格を認める「女性公務員採用目標制」を導入した。当初
は，女性の参加が少ない分野において，合理的な範囲内で女性の参画を促進するた
めにとられる暫定的な優遇措置であったが，2003 年からは「両性平等採用目標制」
となり，選抜予定人員が 5 名以上の採用試験において，いずれかの性が各級ごとに
3 割を下回らないこととされ，片方の性の合格者の比率が 30％未満の場合，合格線
の範囲以内で該当する性（男性・女性）の応募者を目標率まで追加合格させること
となった。同目標は 2008 年から 2012 年まで 5 年延長されている。

　　また，管理職の女性公務員を養成するため，2002 年からは，2001 年末現在で
4.8％の課長補佐相当職（5 級）以上の女性国家公務員について，2006 年末までに
10％以上とする努力目標を設定した「女性管理者任用拡大計画」を推進し，2006
年現在で 9.6％となった。その後，2006 年末現在で 5.4％の課長相当職（4 級）以
上の女性国家公務員について，2011 年末までに 10％以上とする努力目標を設定し
た「女性管理者任用拡大計画」に 2007 年から取り組んでいる　（2011 年版男女共
同参画白書）。

　　③　日本の現状とポジティブアクション導入の動き
　　　ア　日本の現状

　　日本の女性国家公務員の採用・登用については，各府省の採用者や管理職に占め
る女性の割合は着実に増加しているものの不十分な現状にある。とりわけ職務段階
が上がるにつれて女性職員の在職割合は低い水準にとどまっている。

　　具体的には，国家公務員採用試験からの採用者のうち女性は 1993 名で，総数に
占める割合は 26.7％である（2014 年 4 月現在）。そのうち，総合職試験の事務系区
分の採用者に占める女性は 92 名で，総数に占める割合は 27.5％であるが，国家公
務員の本省課室長相当職以上に占める女性の割合は 3.3％に過ぎない（2014 年 9 月
現在）。また，審議会等における女性委員の割合は 35.4％，女性の専門委員等の割
合は 22.4％である（2014 年 9 月現在）。そのほか，独立行政法人，特殊法人及び認
可法人において，全常勤職員に占める女性の割合は 37.0％，管理職は 13.1％，う
ち課長相当職に占める女性の割合は 14.1％，部長相当職に占める女性の割合は 8.0
％。女性管理職（課長相当職及び部長相当職）がいない法人は 23 法人（16.2％）
である（2014 年 9 月現在）。（以上，2015 年 1 月 内閣府「女性の政策決定参画状況
調べ」）。

　　　イ　ポジティブアクション導入の動き
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　　第 3 次基本計画においては，女性国家公務員の採用について，国家公務員採用試
験からの採用者に占める女性の割合を，試験の種類や区分ごとの女性の採用に係る
状況等も考慮しつつ，2015 年度末までに，政府全体として 30％程度とすることを
目標とすることを盛り込んでいる。これを受け，女性国家公務員の登用について
は，2015 年度末までに政府全体として，国の地方機関課長・本省課長補佐相当職
以上に占める女性の割合について 10％程度，国の本省課室長相当職以上に占める
女性の割合について 5％程度，国の指定職相当に占める女性の割合について 3％程
度とするよう努め，女性職員の登用を積極的に進めるとしている。

　　人事院は，第 3 次基本計画を踏まえ，「女性国家公務員の採用・登用の拡大等に
関する指針」を策定（2011 年 1 月改定）し，これに基づき，各府省は 2015 年度ま
での目標を設定した「女性職員の採用・登用拡大計画」を策定し，これに基づく具
体的な取組を進めている。

　　2014 年 6 月，国家公務員法（昭和 22 年法律第 120 号）の改正を踏まえた「採用
昇任等基本方針」（2009 年 3 月閣議決定）の改定が閣議決定され，女性職員の採
用・登用の拡大や職員の仕事と生活の調和を図るための取組の促進が盛り込まれ
た。また，同月，内閣官房内閣人事局長と全府省の事務次官級で構成する「女性職
員活躍・ワークライフバランス推進協議会」を設置した。2014 年 10 月，この協議
会において，「働き方改革」，「育児・介護等と両立して活躍できるための改革」及
び「女性の活躍推進のための改革」という三つの改革を柱とした「国家公務員の女
性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」（以下「取組指針」とい
う。）を策定・公表した。取組指針は，第 3 次基本計画の定める目標の達成に向け
た取組とともに，2020 年度末までを視野に入れた取組内容について定めている。
各府省は，取組指針に基づき，女性国家公務員の登用に関する 2015 年度末までの
新たな目標数値等を盛り込んだ取組計画を策定・公表することとなっている。

　　内閣官房内閣人事局及び人事院では，共同で，各府省における女性国家公務員の
採用・登用の拡大等の取組状況についてのフォローアップを実施し，その結果を
2014 年 9 月及び 12 月に公表した。また，内閣官房内閣人事局では，2014 年 9 月 1
日現在の指定職における女性国家公務員の登用状況及び同年 10 月 1 日現在の国家
公務員採用総合職試験による女性の採用内定状況を取りまとめ，同年 10 月に公表
した。

　　内閣府では，「女性の政策・方針決定参画状況調べ」において，国家公務員にお
ける女性の登用状況等について取りまとめて公表するとともに，内閣府ホームペー
ジ上で，国家公務員の府省別の女性の参画状況について分かりやすい形式で公表を
行っている。

　　④　小括
　　行政は，税や社会保障など国民の生活に密着している分野も多く，性別や家族に関

する価値観が変化していく中で，女性の参画は必要不可欠である。策定された計画や
取組指針が形骸化することのないよう今後の進捗を注視していかなければならない。

　（3）民間企業
　　①　民間企業における女性の活躍促進の効果
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　　内閣府男女共同参画会議基本問題・影響調査専門調査会は，「～女性が活躍できる
経済社会の構築にむけて～」と題する報告書（2012 年）の中で，女性の活躍促進は
活力ある日本を再生するための重要な鍵であると指摘する。

　　すなわち，「経済社会における女性の活躍促進は，女性の希望する生き方の実現に
つながり，ひいては結婚や子どもを持つことなど家族形成等に関する男女の希望の実
現にもつながる。 女性を始めとする多様な人々が，経済社会に参画する均等な機会
を確保し，その能力を十分に発揮することは，生産年齢人口が減少する中で労働力の
量的拡大という観点もさることながら，グローバル化や消費者ニーズの多様化に対応
して持続的に新たな価値を創造するために不可欠である。女性の経済的エンパワーメ
ントは，成長の恩恵がより多くの人々の及ぶ機会を高めることにつながり，世帯収入
を増加させ，人々が生活困難に陥るリスクを低める。男女共同参画・女性の活躍が促
進されなければ，人口構造変化に伴う課題への対応や少子化の流れを変えることが困
難であって，経済成長や生産性向上も図れないということや，活力ある地域社会の構
築もままならない，言い換えれば我が国の持続可能性が脅かされる，という危機感を
持たなくてはならない。待ったなしの状況である。」と述べている。

　　②　諸外国におけるポジティブアクション
　　諸外国において管理職や取締役における女性の参画促進に向けた新たな取組を導入

する動きが見られる。
　　　ア　取締役会におけるクオータ制

　　法律により，個々の企業に対し，取締役会の構成メンバーについて男女双方が一
定の割合以上になることを求める取締役会におけるクオータ制を導入した国とし
て，イスラエル，ノルウェー，スペイン，オランダ，アイスランド，フランスがあ
る。具体的には，上場企業や従業員数が一定以上の企業を適用対象とする国が多
い。
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（出典）　2011 年版男女共同参画白書より

　　一方，ノルウェーでは，全ての株式会社を対象とした上で，取締役の人数に応じ
た割当を行っており，取締役が 2～3 人の場合は取締役に男女両方含まれること，4
～5 人の場合は一方の性が 2 人を下回らないこと，6～8 人の場合は一方の性が 3 人
を下回らないこと，9 人の場合は一方の性が 4 人を下回らないこと，10 人以上の場
合は男女双方がそれぞれ 40％以上とすることが定められている。法律で定められ
た割合を遵守しない場合，オランダでは，企業に対し遵守しない理由の説明が求め
られている（なお，日弁連によるオランダ調査では，この点について，ほんの一部
の企業しか理由の説明を行わず，また説明を行った場合でも，その理由があまりに
形式的で中身のないものであったため，法に実効性がないとして，2016 年 1 月 1
日をもって廃止されるという残念な報告をうけた。）。また，ノルウェーでは，割当
を遵守しない企業に対しては，企業名の公表，企業の解散という制裁を課すことを
定めている。一方，スペインでは，割当を遵守しない企業に対する制裁は定められ
ていないが，スペイン政府は法律で定められた割合を遵守している場合，その点を
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公共契約において考慮することを発表している（2011 年版男女共同参画白書）。
　　　イ　EU クオータ指令

　　EU は，2011 年 3 月，加盟 10 か国の企業代表を集めた会合において，欧州の上
場大企業取締役会における「過少代表的な性（事実上女性）を 2020 年までに 40％
に引き上げるための自主的な取組」を企業に要請し，1 年後の 2012 年 3 月までに
その努力が認められない場合には，一定割合の女性の取締役会の登用義務を加盟各
国に義務付けるクオータ制に関する「指令」を検討する予定との決意を表明した
が，女性比率 40％実現に努力すると制約署名した企業は僅か 24 社に過ぎなかっ
た。そこで立法によって義務化する方向で調整した結果，域内の上場企業等を対象
に社外取締役の女性クオータ制を導入する指令案（EU クオータ指令案）が 2012
年 11 月に提出された。同指令案は，従業員規模が 250 人以上，年間売上高が 5000
万ユーロ以上の企業に対して，社外取締役（非常勤）の女性比率を 2020 年（公企
業は 2018 年）までに 40％以上とするよう求めている。ただし，各国・企業の個別
事情に配慮し，上記にかわり，社内取締役（常勤）の女性比率に関する自主的な目
標設定を認めたり，罰則内容も各国に委ねるなど，比較的柔軟な内容となってい
る。同指令案は，EU の立法機関である欧州議会及び閣僚理事会に送付され，欧州
議会本会議で 2013 年 11 月に賛成多数で可決した（柴山恵美子「2020 年までに上
場大企業の非業務取締役会の女性比率を 40% へ－深化・拡大する EU クオータ戦
略」労働運動研究復刊第 39 号 2014 年 12 月）。2015 年 7 月現在，役員会の承認待
ちであり，間もなくその承認も得られ EU 域内の法制化が正式に決まるとの見通し
もある。

　　　ウ　女性管理職に関する諸外国の取組
　（ｱ）アイスランドでは，2010 年，従業員 25 名以上の企業に対し，男女別の従業

員数と管理職数の公表を求める法律が制定された（2011 年版男女共同参画白書）。
　（ｲ）デンマークでは，2008 年に政府と企業等の団体の連携により，女性の管理

職を増やすための憲章が作成された。大企業，中小企業，大学，政府機関等がこ
の憲章に署名しており，署名した団体は女性管理職数の目標とその達成期限を設
定し，女性管理職の増加に向けた自主的取組を行う。さらに，署名団体は取組の
進捗状況に関する報告書を 2 年ごとに提出することとなっている（2011 年版男
女共同参画白書）。

　（ｳ）ドイツでは，2015 年 3 月 27 日，女性クオータ法が承認された。同法の成立
に伴い，大手企業 108 社は，2016 年 1 月から監査役会の女性比率を 30％以上と
することが義務付けられる。さらに大手企業 3500 社には，役員や管理職の女性
比率を高めるための自主目標の設定，具体的措置，達成状況に関する報告義務が
課される（2011 年版男女共同参画白書）。

　（ｴ）韓国は，2005 年 12 月に「男女雇用平等及び仕事・家庭の両立支援に関する
法律」（男女雇用平等法）を改正し，2006 年 3 月 1 日から積極的雇用改善措置制
度を導入した。2013 年現在，常用労働者 500 人以上の民間企業及び 50 人以上の
公共機関等が対象となっている。積極的雇用改善措置の内容は，対象事業所に男
女別雇用者数と女性管理職比率の提出を義務付け，規模別産業別に平均値を算定
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すること，女性従業員や女性管理職比率が各部門別平均値の 60％に満たない企
業に対し，改善計画を策定・履行するよう指導することなどである。対象事業所
は毎年 3 月末に雇用改善の目標値や実績，雇用の変動状況等を雇用労働部に報告
するよう義務付けられている。しかし，同制度を導入してから 6 年が経過した
2013 年の調査においても，女性の雇用比率と管理職比率は依然として横ばいで
推移しており，特に従業員 1000 人以上の大企業では 2012 年に女性の雇用比率が
低下するなど苦戦を強いられている（独立行政法人労働政策研究・研修機構労働
トピック「女性の雇用比率，依然として足踏み―積極的雇用改善措置の導入から
6 年」2013 年 10 月）。

　　③　日本の現状とポジティブアクション導入の動き
　　　ア　日本の現状

　　雇用の場における男女共同参画の実現は，働く意欲と能力のある人が性別にかか
わりなくその能力を十分に発揮することができる社会を作り，多様な人材の活用等
による企業の競争力の強化や経済社会の活性化等にも貢献するものである。しか
し，総務省「2014 年労働力調査（基本集計）」によると，管理的職業従事者に占め
る女性の割合は，2014 年は 11.3％であり，諸外国と比べて低い水準となってお
り，職場における女性の地位は，全体的に低いといえる。そして，賃金について
は，同じ正規労働者であっても，女性の所定内給与は男性の 74.8％にとどまり，
女性非正規労働者に至っては女性正規労働者の 69.8％，性非正規労働者の 80.6
％，男性正規労働者の 52.2％でしかない（厚労省「平成 26 年賃金構造基本統計調
査」）。

（出典）内閣府男女共同参画局ホームページより
（http://www.gender.go.jp/policy/positive_act/pdf/positive_action_006.pdf）
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　　雇用分野におけるポジティブアクションとは，男女雇用機会均等法第 14 条の定
義によれば，「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっ
ている事情を改善することを目的とする」措置をいう。さらに，厚労省「雇用均等
基本調査」によれば，固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から，営業職にほ
とんど女性がいない，課長以上の管理職は男性が大半を占めているなど，男女労働
者の間に事実上生じている差があるとき，このような差を解消しようと企業が行う
自主的かつ積極的な取組をいう。すなわち，ポジティブアクションの導入は，事業
主の自主性に委ねられており，法によって，事業主に対し，ポジティブアクション
を義務付けるまでには至っていない。

　　　イ　ポジティブアクション導入の動き
　（ｱ）第 3 次男女共同参画基本計画では，基本的考え方として「ポジティブアクシ

ョンの推進等による男女間格差の是正」に取り組む必要があることを指摘し，成
果目標として，民間企業の課長相当職以上に占める女性の割合を 2015 年までに
6.5％（2009 年）から 10％に，ポジティブアクション取組企業数の割合を 30.2
％（2009 年）から 40％超にすることを掲げている。具体的施策として，ポジテ
ィブアクションの好事例の収集，情報提供等の支援，公共調達における評価化や
条件化をすること，その他の税制等を含む支援策を検討するとしている。支援策
として報告されているのは，ポジティブアクションに関する総合的な情報提供や
企業における女性の活躍状況の「見える化」，推進企業の表彰，経営者団体との
連携（女性の活躍推進協議会），中小企業両立支援助成金（経済的インセンティ
ブの付与）などである。

　（ｲ）厚労省「平成 25 年度雇用均等基本調査」（2013 年）によれば，過去の雇用
慣行や性別役割分担の意識等が原因で男女労働者の間に事実上生じている格差の
解消を目的として行う措置，すなわち「女性の能力発揮促進のための企業の自主
的かつ積極的取組（ポジティブアクション）」について，「取り組んでいる」企業
割合は 20.8％，「今後，取り組むこととしている」企業割合は 14.0％，「今のと
ころ取り組む予定はない」とする企業割合は 63.1％であった。ポジティブアク
ションに「今のところ取り組む予定はない」とした企業の，取り組まない理由

（複数回答）としては，「男女にかかわりなく人材を育成しているため」が 50.9
％と最も高く，次いで「女性が少ないあるいは全くいない」29.5％，「既に十分
に女性が能力発揮し，活躍しているため」23.6％，「女性の意識が伴わない」
21.0％の順となっている。

　　また，ポジティブアクションに「取り組んでいる」と回答した企業について，
具体的に取り組んでいる事項を見ると「人事考課基準を明確に定める（性別によ
り評価することがないように）」というものが 68.0％と最も多くなっている。こ
の点，性別による評価をすることは当然禁止されるべきであり，このような取組
をもって積極的かつ実効的な差別是正措置とは評価し得ないであろう。

　（ｳ）独立行政法人労働政策研究・研修機構が実施した「採用・配置・昇進とポジ
ティブアクションに関する調査結果」（2015 年 5 月）では，係長相当職以上の役
職につき，女性の割合が 30％未満のものがある企業について，その理由（複数
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回答）をみると，「管理職世代の女性（管理職登用の可能性のある職種）の採用
が少なかった（30% 未満）」（24.0％），「管理職世代の女性（管理職登用の可能
性のある職種）の継続就業率が低く，管理職になる以前に辞めてしまっている」

（18.8％），「管理職世代の女性（管理職登用の可能性のある職種）の配置・育成
が同世代の男性と異なっており，必要な知識・経験・判断力を有する女性が育っ
ていない」（17.8％）といった「採用・育成・継続就業の課題」を回答する企業
が多い。

　（ｴ）上記（ｳ）の結果から，これまで長年の間，使用者は，女性に対し，積極的
に採用したり，管理職登用に必要なスキルを身に付けさせて来なかったことが分
かる。企業の中には，これから女性労働者の育成に着手するところも多く存在す
ることから，全ての企業内における女性比率を上げるためには，相応の時間を要
することは否定できない。

　　しかし，上記（ｲ）のような具体的取組の内容を見ると，積極的な差別の是正
とはいえないものが多く，その実効性に疑問がある。現実に民間企業における管
理職に占める女性の割合をみると，これらの支援策等は管理職の女性割合を増加
させるには至っていない。このような現状からすれば，職場の現状と企業の認
識・評価との間に相当の乖離があることは否定できない。

　　　ウ　今後の課題
　（ｱ）事業主の措置義務
　　日本では，根強い性別役割分担の意識等もあって，男女間の格差・差別の存在

に無自覚な使用者が多い。使用者に取組の契機を与えることが難しいため，法律
によって具体的な積極的是正措置を事業主に義務付けることが必要である。男女
雇用機会均等法第 14 条各号に定める措置は，雇用に関する状況の分析（第 1
号），計画の作成（第 2 号），計画で定めた措置の実施（第 3 号），措置の実施の
ために必要な体制の整備（第 4 号），措置の実施状況の開示（第 5 号）であり，
企業規模にかかわらず，十分実施可能な内容であり，むしろ雇用・経済分野にお
ける性差別を解消し，男女平等を実現する上で，必要最低限の措置である。した
がって，少なくとも同条各号に定める措置については措置義務の内容とすべきで
ある。

　（ｲ）また，上記措置義務の実効性を確保するためには，以下のような施策が必要
である。
　a　男女雇用機会均等法第 14 条に関する事項を同法第 15 条の苦情の自主的解

決の対象とするとともに，国が履行状況の調査を行うなど，積極的違反に対し
て厳しい制裁を設けるべきである。したがって，措置の実施についても，同法
第 29 条の報告徴収，助言・指導及び勧告，同法第 30 条の公表，同法第 33 条
の過料の対象とすべきである。 

　b　公的機関に対し，公共調達の際に，相手方事業主が差別是正の取組を行っ
ているかどうかを評価項目にすることを義務付けることが考えられる。

　c　男女雇用機会均等法上の調停制度は廃止し，新たに，独立した行政救済機
関として公労使委員で構成される男女雇用平等委員会を設置し，差別是正の取
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組の企画を協議し，運用状況をモニタリングするほか，男女雇用機会均等法
15 条等（苦情の自主的解決）で要請されている苦情処理機関としての任務，
具体的には，救済申立ての受理，調査・諮問，斡旋・調停・仲裁の試み，差別
に当たるか否かの判定，事業主に対する勧告・救済命令を行うという制度を創
るべきである。

　d　男女雇用平等委員会による調査を拒否しもしくは虚偽の回答をした事業主
に対し，企業名・違反行為の公表の他，国・地方自治体に対する公共融資・入
札参加の停止・制限の勧告，公共職業安定所に対する一定期間の求人不受理・
紹介停止の勧告等の制裁規定を設けるべきである。また，男女雇用平等委員会
による差別是正命令に違反した事業主に対しては，過料ないし罰金の制裁規定
を設けるべきである。

　　　エ　小括
　　以上のように，真の女性の活躍には，女性管理職登用にとどまらない，性差別や

格差の是正を目指す幅広い取組が重要であり，法的には，これを促進する義務付
け，罰則，法的インセンティブ，社会的評価への影響等の様々な規制戦略が必要と
なる（内藤忍「企業の差別是正の取組を促進する法的なしくみのあり方 ‐ イギリ
スの規制手法を参考に ‐ 」生活経済政策 2014.10）。

　（4）労働組合
　　①　労働組合に期待される役割

　ア　使用者による積極的な差別是正の取組の実施に当たっては，労働組合や従業員
の代表の関与を組み込むことが重要であり，労使が共同で取り組むという観点が必
要である。そうでなければ，たとえ使用者に措置義務を課したとしても，その後の
取組を促す主体がおらず，取組の実施に結びつかない。また，職場の問題の解決に
労使で取り組むことで内容の公正性を保つこともでき，かつ，労使の事後の紛争を
予防することもできる。

　イ　しかしながら，日本の労働組合のナショナルセンター（中央労働団体）である
連合では，その組合員の約 3 割が女性であるにもかかわらず，女性役員は 1 割にも
満たず，皆無の組合も存在する。多くの労働組合は男性化した，ともすれば男性正
社員中心の運営になっているのが現状である。それは，非正規労働者への対応の遅
れや組織率の低下とも無関係ではない。様々な立場の労働者が同じ組織にいる現実
において，労働組合には，女性の活躍推進を阻む多様な課題に目を向け，現場の実
態に即した対応を提案していく役割が期待されている。

　　②　諸外国におけるポジティブアクション
　ア　国際的な労働組合における取組

　（ｱ）国際労働組合総連合（ITUC）は，規約における原則の宣言の中で，「あら
ゆる形態の差別は，各個人が生まれながらにして持ち，かつ生きる権利として人
間の尊厳及び平等に対する侮辱であり，これを非難すると共に，職場並びに社会
において多様性を尊重することを誓う」とした上で，その目標において，「働く
女性・男性とその家族の労働と生活条件を改善し，人権，社会的公正，ジェンダ
ー平等，平和，自由，民主主義のために戦うことは，労働組合の歴史的役割であ
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る」とし，あらゆる労働者のニーズに対応できるようにするための活動の推進の
柱として，「女性の諸権利とジェンダー平等を促進させ，労働組合への女性の全
面的統合を保障し，労働組合のリーダーシップ機関と，あらゆる段階での完全な
ジェンダーパリティ（男女同数化）を積極的に推進する」としている。そして，

「大会代議員について，2 人以上の代議員を有する組織は半数を女性とすること」
「最低目標を 30％とすること」等を規約に定めている。

　（ｲ）また，多くの国際産業別労働組合組織（GEF）も規約に大会代議員のクオ
ータ制を導入するなどして，ジェンダーパリティを推進している。

　　　イ　イギリスの平等代表制度
　　イギリスでは，2006 年，男女の賃金及び機会における格差の原因を探るために

首相が招集した独立の「女性と雇用委員会」が，労働組合の平等代表が各職場の平
等達成に果たす役割の大きさについて指摘した上で，政府に対し，平等代表に対す
る教育訓練の機会を与えるために 500 万ポンドを提供することを勧告した。これを
受けて政府は 8 労組が実施した訓練プロジェクトに資金を提供し，2009 年半ばま
でに 500 人の平等代表が訓練を受け，各職場で活躍している（内藤忍「企業の差別
是正の取組を促進する法的なしくみのあり方 ‐ イギリスの規制手法を参考に ‐ 」
生活経済政策 2014.10）。

　　③　日本の労働組合の現状
　ア　連合は，2006 年に決定した「第 3 次男女平等参画推進計画」（2006 年から

2012 年）において，本部・構成組織・単位組合・地方連合会のそれぞれが全体と
して取り組む統一目標として，ⅰ運動方針への男女平等参画の明記，ⅱ女性組合員
比率と同じ比率の女性役員の配置，ⅲ女性役員がゼロの組織をなくすという三つを
定めた。

　イ　しかしながら，第 3 次計画については，上記統一目標の未達と前進の少なさか
ら，連合全体で理念と問題意識を共有化できず，取組を徹底できなかったことや，
計画的な運動展開と点検が不十分であったこと等が反省されている。現状では，日
本の労働組合における男女平等参画は特に遅れていると言わざるを得ない。

　　④　今後の取組
　　連合は，2013 年 5 月の中央委員会において確認された「第 4 次男女平等参画推進

計画」において，ⅰ働きがいのある人間らしい仕事の実現と女性の活躍の推進，ⅱ仕
事と生活の調和，ⅲ多様な仲間の結集と労働運動の活性化を目標とし，数値目標とし
て，（ⅰ）2015 年までに運動方針に男女平等参画推進と「三つの目標」の取組を明記
している組織を 100％とする，（ⅱ）2017 年までに女性役員を選出している組織を
100％とする，（ⅲ）2020 年までに連合の役員・機関会議の女性参画率を 30％とする
ことを掲げている。そして，上記目標を達成するために，（a）組織・労働・政策課題
と男女平等参画の取組，（b）クオータ制の導入とポジティブアクションの強化，（c）
構成組織・単組・地方連合会の取組を支援することを明記している。第 3 次計画実施
時の反省を活かし，組合内での男女共同参画計画を着実に遂行し，実効的に女性比率
を上げていくことが期待される。

　　ポジティブアクションは，社内の現状把握から始まり，その分析を通じて女性の能
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力を阻害している原因・課題を見つけ，課題に沿った施作を検討し，それを着実に進
めていくという女性活躍推進施策の PDCA サイクルを回していくなかで，労使双方
の視点が重要である。PDCA サイクルに労働者の代表も関与する体制を構築しなけ
ればならない。そのためには，労働組合あるいは労働者の代表自体における男女共同
参画は必要不可欠である。男女が仕事と生活を両立できる環境を整えて，多くの人々
が活躍できる持続可能な社会を実現するために，男女共同参画だけでなく，若者，非
正規労働者，外国人労働者など多様な労働者を結集させ，力を発揮する組織とならな
ければ，組合の存在意義は損なわれてしまうと言っても過言ではない。

　（5）ポジティブアクションは女性の貧困の解決策となり得るか
　　以上，政治分野・行政分野・経済分野そして労働組合におけるポジティブアクション

の取組について，概要を述べた。各分野における積極的な女性登用の取組について，そ
の対象となるのは，「チャック女子」，すなわち能力だけでなく，経歴（学歴・職歴・資
格等）や環境（職場の理解や家族のサポート体制）に恵まれたスーパーウーマンで，女
性の外見をした着ぐるみを身に着けてはいるが，チャックを下ろして着ぐるみを脱ぎ捨
てると男性の意識がむき出しになり，男性と同じような働き方をする女性（経営コンサ
ルタント岡島悦子氏）ばかりで，自活さえも難しい大多数の女性の問題の解決策とはな
らないのではないかという懸念が生じる。

　　2015 年 7 月現在，男女共同参画会議計画策定専門調査会において検討されている「第
4 次男女共同参画基本計画の策定に当たっての基本的な考え方（素案）」では，「クオー
タ制等のポジティブアクション導入について…各政党に対し，自主的な導入に向けた検
討を働きかける」「ポジティブアクション加速化助成金等の助成金を活用し，企業にお
ける女性の活躍を促進する」等の指摘がされているが，あくまでも自主的な取組を促す
という限度に止まっており，法による措置の義務付けの検討はいまだなされておらず，
女性の参画という点で今後も更に諸外国に遅れをとる結果となることが懸念される。

　　他方で，女性であることそれ自体，あるいは性別役割分担の意識の下で，一定の制約
を受けていた女性たちが，政策・方針決定過程に参入していくことは，最初はその対象
が女性の中のほんの一部であったとしても，根強く存在している男性正社員中心主義や
性別役割分担意識といった巨大な氷山を少しずつ溶解する力を有する。現実に，多くの
労働現場で，女性比率の目標達成に向けて，長時間労働をはじめとするこれまでの男性
的働き方の見直しを迫られている。

　　目標までの道のりはまだ始まったばかりだが，長期的視点をもって，忍耐強くかつ注
意深く女性活躍推進施策の PDCA サイクルを回し続けていかなければならない。いつ
か巨大な氷山が溶けて流れたその先に，男女が仕事と生活を両立できる環境と，多くの
人々が活躍できる持続可能な社会の実現があると考える。

　　目標実現の過程で最も重要なのは，それぞれの立場を超えた女性の連帯，ひいては労
働者の連帯である。正規か非正規か，既婚か未婚か，子どもがいるか否か，有職者か専
業主婦（夫）か，そして，女性か男性かといった個人の属性によって対立していては，
ポジティブアクションの効果は限定されたものとなり，本来の目的を達しえないだろ
う。互いに生き方・働き方を尊重しつつ，目標実現に向けての柔軟かつ強固な結びつき
が必要不可欠なのである。
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第4　社会保障制度の構築
1　「標準モデル世帯」の見直しと所得再分配機能の強化
　（1）はじめに
　　我が国の税・社会保険制度は，性別役割分担を反映し，女性による無償労働を前提と

した，主たる男性稼ぎ手とその妻子で構成された世帯を「標準モデル世帯」として構築
されており，その世帯に属する女性が優遇されている。これは，結果的にその世帯に属
する女性の就業抑制・調整につながり，性別役割分担の固定化を招いているだけでな
く，標準モデル世帯を構成しない個人に対しては不利に働き，単身女性や母子世帯の女
性を経済的に困窮させる要因となっている。

　　このような制度設計を見直し，諸制度を多様な家族の形態に応じたものに変革し，所
得の再分配機能を強化すべきである。

　（2）女性と税制
　　①　配偶者控除

　　配偶者控除は，納税者に所得税法上の控除配偶者がいる場合，所得税及び住民税に
おいて，一定の所得金額の控除が受けられる制度である。控除対象配偶者の所得要件
は年間 38 万円以下とされているが，給与のみの場合は，給与収入が 103 万円以下と
されている。この配偶者控除については，女性の就業の抑制につながる等の問題点が
指摘され，見直しが必要である。後述する年金の第 3 号被保険者制度にも同様の議論
があるが，見直しに当たっては雇用分野における安定雇用や均等待遇の保証が前提と
して実現されるべきであり，経過措置や他の控除制度との整合性を図る必要がある。

　　②　寡婦控除制度
　　寡婦控除制度は，死別ひとり親や，離婚ひとり親等に適用される所得税法上の所得

控除であり，年額 27 万円が所得から控除される。
　　この寡婦控除制度は，法律婚の経験を条件としているため，「非婚の母」に対して

は寡婦控除規定が適用されない。これにより，母親に法律婚の経験がある母子世帯に
比べて，「非婚の母子世帯」の課税所得額が高く算出され，税負担が重くなる。のみ
ならず，様々な社会福祉制度の利用資格や利用負担額が親の課税所得を基準として算
出されているため，「非婚の母」は寡婦控除を利用できないことにより，様々な付随
的な不利益を被っている。同様に，課税所得額を基準にしている住民税や保険料の算
定に当たっても，同様の不利益，負担が生じている。

　　社会保障を含む全収入を表す平均年間収入（1998 年度全国母子世帯等調査の再集
計データ）では，死別母子世帯は 288.1 万円，離別母子世帯は 219.5 万円，非婚母子
世帯は 171 万円となり，非婚母子世帯が最も低収入である（西本佳織「『寡婦』控除
規程から見る非婚母子世帯への差別」立命館法政論集 2008 年第 6 号）。このように，
もともと経済的に厳しい母子世帯の中でも，更に非婚母子世帯は最も低い経済状況に
あり，その非婚世帯に寡婦控除が適用されないことによって，その経済的格差はより
拡大していく状態にある。

　　寡婦控除制度の目的が，「担税力」の弱い寡婦の保護にあるとすると，上記のとお
り，客観的には最も弱い立場にある者の多い非婚母子が，法律婚死別となった女性
や，法律婚離別となった母子に比べ，担税力が強いという実態は認められないから，
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「法律婚を経た母子」と「非婚の母」とを区別する合理性は見いだし難い。したがっ
て，寡婦（寡夫）控除によって所得控除ができる寡婦（寡夫）の定義を変更し，「離
婚歴のないひとり親」にも適用されるようにすべきである。

　（3）女性と年金
　　①　短時間労働者への厚生年金適用

　　女性が多数を占める短時間労働者への厚生年金の適用基準については，「1 日又は 1
週の所定労働時間及び 1 月の所定労働日数が通常の就労者のおおむね 4 分の 3 以上で
ある就労者については，原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り
扱うべきものであること」とされている。そのため，おおむね週の労働時間が 30 時
間未満の労働者には，厚生年金が適用されない。2012 年 8 月には，いわゆる「年金
機能強化法」が成立し，短時間労働者への適用要件が現行の週 30 時間以上から週 20
時間以上に拡大となったが，賃金月額が 8 万 8000 円以上で，雇用期間 1 年以上，従
業員 501 人以上の企業に限られている（施行日は 2016 年 10 月 1 日）。

　　厚生年金が適用されない短時間労働者の受け皿となる国民年金は定額拠出性を採っ
ているため逆進性が高く，賃金の低い非正規雇用者にとっては負担感が強い。結果的
には経済的基盤が脆弱な人ほど，社会保険のセーフィネットからこぼれ落ちてしま
い，高齢期の貧困につながる可能性が高くなっている。

　　　以上のことから，短時間労働者への厚生年金の適用を拡大すべきである。
　　②　第 3 号被保険者制度

　　サラリーマンや公務員等の被用者（第 2 号被保険者）の被扶養配偶者で年収が 130
万円未満の者は，国民年金（基礎年金）の第 3 号被保険者となり，自らの保険料の負
担なしに基礎年金の給付が受けられる。

　　この制度については，年金制度加入者間に不公平感をもたらしている，第 3 号被保
険者の「年収 130 万円未満」という要件が女性の就労に対して抑制的に働いていると
いう問題点が指摘されており，今後，見直しを検討すべきである。

　　③　育児期間への配慮義務
　　世代間扶養の賦課方式を基本とする年金制度では，将来の支え手が減少することは

制度自体を不安定にさせる要因となるため，多くの国において，出産・育児により離
職あるいは収入が減少する期間について，子どもの養育者が年金制度上不利にならな
いよう様々な配慮をしている。

　　日本では，厚生年金保険法において，育児休業を取得した被保険者に対し，次の三
つの配慮措置が講じられている。ⅰ）育児休業等期間中の保険料免除，ⅱ）育児休業
を終了した際の標準報酬月額の改定の特例（育児休業等を終了して復職した被保険者
が，3 歳未満の子を養育している場合には，年 1 回の標準報酬月額の定時決定を待た
ず，育児休業等の終了日の翌日の属する月の 3 か月間の報酬の平均額を報酬月額とし
て標準報酬月額を改定する仕組み），ⅲ）3 歳未満の子の養育期間における従前標準
報酬月額みなし措置（3 歳未満の子を養育する期間中は，復職後の報酬が低下した場
合でも，子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額を標準報酬月額とみなして，将
来の年金額を計算する仕組み）。

　　他方で，自営業者や厚生年金が適用されない短時間労働者等の国民年金第 1 号被保
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険者の育児期間については，特段の配慮措置が行われていない。また，配慮措置が育
児休業取得と連動している点にも注意が必要であり，日本の場合，そもそも出産前に
退職する者が多いという状況がある。

　　このように，日本の年金制度における育児期間への配慮措置は，対象者が育児休業
を取得した 3 歳未満の子を持つ，被用者年金の被保険者のみに限定されているため，
出産・育児期における女性の様々な就業パターンに対応する配慮措置を検討すべきで
ある。

　　④　遺族年金
　　遺族年金制度については，「男性と女性で遺族年金の支給要件に違いがあるのはお

かしい」，「個人単位の考え方を貫き，将来的には廃止する又は希望する者だけが加入
する別建ての制度とすべきである」等の理由で，見直しを求める意見がある。

　　ちなみに，下級審ではあるが，公務災害により死亡した地方公務員の夫である原告
が，被告大阪府支部長に対して行った地方公務員災害補償法に基づく遺族補償年金等
の支給請求につき，同法等の定める年金の受給要件（夫については職員の死亡の当時
55 歳以下であること）を満たさないこと等を理由としてされた不支給処分が，配偶
者のうち夫（男性）についてのみ年齢要件を定めた同法等の規定が法の下の平等を定
めた憲法第 14 条第 1 項に違反することを理由として，取り消された裁判例がある

（大阪地判平成 25 年 11 月 25 日）。 
　　⑤　離婚時の年金分割制度

　　女性の賃金水準が男性に比べて低いことにより，夫婦双方の年金受給額にも格差が
生じている。そのため，離婚後の女性の年金の増加を図るために，2004 年の年金法
改正により離婚時の年金分割制度が創設され，2007 年 4 月以降の離婚から適用され
ている。離婚時の年金分割制度は，離婚後，請求期限内（原則 2 年）に，合意又は裁
判手続で按分割合を定めて年金事務所等に分割請求することにより，婚姻期間中の厚
生年金等の保険料納付記録の最大 2 分の 1 までを一方当事者から他方当事者に分割す
る（以下「合意分割」という。）制度である。

　　法律の規定では，按分割合には幅があるが，実際には，審判や判決の附帯処分で
は，按分割合を 0.5（50％）と定める実務が定着しており，調停や和解の場合にも，
按分割合を 0.5（50％）と定めることがほとんどである。

　　また，2008 年 4 月 1 日以降の第 3 号被保険者期間に限り，第 3 号被保険者が請求
期限内（原則離婚後 2 年）に年金事務所等に分割請求をすれば，合意や裁判が無くて
も，保険料納付記録の 2 分の 1 が分割される（以下「3 号分割」という。）。

　　しかし，年金分割の申請数の推移は，表 1 のとおりであり，分割の件数は着実に伸
びてはいるが，それでも離婚件数の 1 割にも満たない。制度の周知が不十分であるこ
ともその一因であり，分割請求率を上げるためには，何らかの対策が必要である。
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表 1　離婚等に伴う保険料納付記録分割件数の推移

総数 離婚分割 3 号分割のみ 離婚件数（参考）

平成 20 年度 13,105 13,072 33 256,515
平成 21 年度 15,004 14,850 154 257,472
平成 22 年度 18,674 18,282 392 250,599
平成 23 年度 18,231 17,462 769 241,370
平成 24 年度 19,361 18,252 1,109 237,242
平成 25 年度 21,519 19,663 1,856 234,341
出典　厚労省　平成 24・25 年度「厚生年金保険 ･ 国民年金事業の概況」

　　また，年金額は夫婦単位での老後の生活を支える制度設計になっているため，二つ
の世帯を支えられるほど給付水準は高くない。実際に改定後の年金を受給している人
の数と改定前後の年金額の状況は表 2 のとおりであり，分割による年金額の増加は，
平均月額 3 万円余りにすぎない。結局，離別女性の高齢期の貧困解消には一定程度の
効果しかなく，将来への不安から離婚を思い留まらざるを得ない女性も多い。

表 2　離婚分割　受給権者の分割改定前後の平均年金月額等の推移

第１号改定者 第２号改定者
件数

（人）
平均年金月額（円） 件数

（人）
平均年金月額（円）

改定前 改定後 変動差 改定前 改定後 変動差
平成 20 年度 2,515 154,757 120,049 △ 34,708 1,813 48,712 82,966 34,254
平成 21 年度 3,099 146,980 115,626 △ 31,353 2,199 49,185 80,523 31,337
平成 22 年度 3,354 144,425 110,896 △ 33,529 2,336 46,054 79,679 33,625
平成 23 年度 3,068 140,756 108,795 △ 31,961 2,112 44,620 77,134 32,513
平成 24 年度 3,486 141,503 110,967 △ 30,536 2,432 48,241 79,595 31,354
平成 25 年度 3,524 141,176 110,733 △ 30,444 2,619 49,833 80,856 31,022
出典　厚労省　平成 24・25 年度「厚生年金保険 ･ 国民年金事業の概況」

　　
　　さらに，分割請求には期限（原則離婚後 2 年）があり，按分割合を定めずに請求期

限を徒過すると請求権を失ってしまうという問題がある。
　　合意分割の場合，年金の按分割合（分割割合）を取り決めた上で，原則として離婚

後 2 年以内に，年金事務所等に年金分割の請求を行う必要がある。すなわち，按分割
合は，夫との話合いで取り決める場合と裁判手続（調停，審判，裁判）で定める場合
とがあるが，これらの手続は，あくまで按分割合を定める手続であって，年金分割の
請求手続自体は年金事務所等で行う。そのため，按分割合を定めた公正証書，調停調
書，和解書，審判書，判決がありながら，年金事務所での手続を失念し，分割を受け
られなくなる事例も生じており，制度の改善が望まれる。

　　3 号分割についても，按分割合を定める必要がないだけで，請求期限内（原則離婚
後 2 年）に年金事務所に分割の請求をする必要があるが，自動的に分割されるものと
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誤解し，請求権を失う場合も生じており，やはり制度の改善が望まれる。
　　前述のとおり，制度の周知が十分に図られておらず，離婚した夫婦の 1 割程度しか

分割請求をしていない状況で，請求期限を設けることは，大きな問題である。離婚時
の年金分割により，離別女性の高齢期の貧困を解消するためには，今後，夫婦単位の
年金制度を見直すこと，制度の周知を図って分割請求率を上げること，期限の徒過に
より請求権を失う事態をなくすこと等を検討する必要がある。

　　なお，上乗せ分の企業年金，国民年金基金やその他の私的年金は，この制度で分割
の対象とされていない。今でも財産分与として請求することは可能であるが，離別女
性の高齢期の貧困を解消するためには，これらについても簡易な手続で分割できる制
度を検討すべきである。

　（4）現金給付
　　①　児童扶養手当

　　児童扶養手当は，主に離婚など生別のひとり親に支給される手当である。所得によ
り月額 4 万 2000 円（2015 年 4 月現在，満額支給の場合）～9910 円が 4 か月に一回支
給されている。児童扶養手当に母子世帯の貧困削減効果があることは研究でも明らか
にされている。当初所得で 80％程度の相対的貧困率である児童扶養手当受給者が，
手当を支給することで貧困率が 13.7 ポイント程度下がることが実証されている（藤
原・湯澤・石田「母子世帯の所得分布と児童扶養手当の貧困削減効果　地方自治体の
児童扶養手当受給資格者データから」2011 年）。児童扶養手当は，1962 年から 1980
年までは制度の充実が進んだが，1980 年からの 30 数年は，常に受給者数が増加し，
予算額が抑制され，支給要件が厳格化されてきた。

　　1985 年の改定では，死別であるか生別であるかによって母子世帯に対する公的給
付額に大きな格差が残った。すなわち，児童扶養手当は年金と切り離され，独自の社
会手当（福祉手当）となる一方で，死別母子世帯には遺族基礎年金が支給されるよう
になり，児童扶養手当の額の 2 倍以上になった。

　　2002 年 8 月には，満額支給の所得制限額が年ベースで 192 万円から 130 万円に引
き下げられ，一部支給の額が年収 365 万円まで逓減する方式になり，別れた子どもの
父親からの養育費の 8 割相当額を児童扶養手当法上の所得に算入することになり，寡
婦控除，寡婦特別控除が廃止された。

　　2003 年 4 月には，改正母子寡婦福祉法が施行され，児童扶養手当は 5 年間受給後
は半額を限度に手当額が削減されることになった。これは 2007 年秋に凍結となった
が，2008 年 4 月には，5 年間受給後あるいは 7 年間経過後は半額に削減（一部支給停
止）となり，ただし，働いている証明などとともに「児童扶養手当一部支給停止措置
適用除外届」を提出すると継続支給できるようになった。

　　2010 年 10 月には，支給対象に父子家庭が加えられ，一定の前進があった。
　　このように，児童扶養手当は，受給者の増加とともに削減され，繰り返し予算を抑

える改定が行われてきた。しかし，児童扶養手当はひとり親世帯にとって生命線であ
り，貧困削減効果も大きいことが検証されている。そこで，改めて児童扶養手当の重
要性を確認するとともに，以下の制度改善を行うべきである。

　　　ア　半額支給停止を定めた児童扶養手当法第 14 条を廃止又は凍結すること。
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　イ　現在は 4 か月に 1 回の支給を，2 か月に 1 回の支給とすること。手当が 4 か月
分支給されたらすぐに使ってしまうようなひとり親の家計を安定させることも必要
である。

　ウ　多子加算を増額すること。児童扶養手当は，子ども 2 人になると 5000 円の加
算，3 人になると 3000 円が加算されるが，子どもが多くなるほど家計に困難を抱
えることは各種調査でも指摘されており，この加算額を増額すべきである。

　エ　満額支給の所得制限を増額すること。年収 130 万円が満額支給の限度額になっ
ているため，これ以下に就労を抑える人がいる。職業訓練を受けてスキルアップを
しようという意欲を削がないよう，満額支給の所得制限を増額すべきである。

　オ　死別であるか生別であるかによって，ひとり親家庭に対する公的給付額に格差
が生じないよう，長期目標として，遺族基礎年金と児童扶養手当を社会手当として
統合することを検討すべきである。

　　②　女性と生活保護
　　生活保護においては，資産調査がなされることや，資産形成を認めないことが，母

子世帯での学資保険や自動車の保有等の必要性を無視し，未来を描く生活を困難にし
ている。高校の就学費については，自立支援の観点から扶助が認められるようになっ
たが，それは教育扶助ではなく，生業扶助としてであり，自立支援という視点での制
約がかかることにも問題がある。また，生活保護受給世帯では，所得以外にも心理的
問題や家族関係の問題もあり，ケースワーカーとしての機能の発揮も求められる。

　　③　給付付き税額控除の試み
　　給付付き税額控除とは，社会保障給付と税額控除が一体化した仕組みである。具体

的には，所得税の納税者に対しては税額控除を与え，控除しきれない者や課税最低限
以下の者に対しては現金給付を行うというものである。

　　諸外国の給付付き税額控除は，勤労税額控除，児童税額控除，消費税逆進性対策税
額控除等に分類されることがある。

　　勤労税額控除とは，主として低所得者の勤労意欲の促進を狙いとするもので，働け
ば働くほど手取額が増える仕組みになっている。

　　また，児童税額控除は，母子世帯の貧困対策や子育て家庭への経済的支援を目的と
するもので，一般に，子どもの数に応じて税額控除額が決定され，所得が一定額を超
えると逓減される制度設計になっている。

　　そして，消費税逆進性対策税額控除は，消費税が持つとされる逆進的な性質を緩和
するための仕組みである。

　　給付付き税額控除のメリットとして，制度設計によりターゲットにピンポイントで
支援ができること，生活扶助等に比べてスティグマの問題が少ないこと等が挙げられ
る。

　　日本ではまだ経験のない仕組みであるが，日本における女性の貧困の状況をよく分
析した上で，検討する価値はあると思われる。

　（5）女性にとっての健康保証と人権としてのリプロダクティブライツの保障
　　低所得者への医療券の無料化又は軽減や乳幼児の医療の無料化も必要である。妊娠出

産を医療保険の範囲外としていることについても，無償化するか又は診療報酬上に位置
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付けて現物支給することが求められる。つまり，母性保護に関する ILO183 号条約の批
准とともに，ILO102 号条約のうち日本が未批准部分である母性給付についての第 8 部
の批准を早急にすべきである。

　　また，望む子どもを産み育てる環境が保障されない一方，望まない妊娠も多く，貧困
女性の未受診による飛び込み出産や入院助産の受け入れ先の不足も問題となっている。
そのため，妊産婦の健康とそのための環境整備（妊娠出産費用と検診の無料化，医師・
助産師の増員，周産期緊急医療の充実）とともに，望まない妊娠回避のためのリプロダ
クティブヘルスサービスと性教育が必要である。

　（6）住宅政策
　　日本の住宅政策は持家支援中心で進んできた。しかし，職が不安定で持家を持てない

層や，無理してローンを組んだが離婚により持家を手放した人々が住宅に困っている。
　　現在，公営住宅については，母子世帯等に対する優先入居の取扱いができるとされ，

都市機構賃貸住宅については，子育て世帯等への新規募集における倍率優遇，空屋募集
における優先申込期間の設定がある。また，雇用促進住宅については，母子世帯等が就
職もしくは就職が内定し，又はハローワークにおいて求職活動中である等の条件を満た
せば貸与の対象者とする等の施策がなされている。

　　欧州では，健康で文化的に居住することは権利であると考えられ，福祉は家に始まり
家に終わるとされる。

　　今後，公営住宅の増設，空屋住宅の活用，別居，母子世帯への実効性ある優先入居，
地域間格差の是正，住宅手当等の支援の拡充が求められる。

2　育児・介護・教育の支援
　（1）保育制度の充実
　　①　十分な質と量を備えた保育の確保を

　　子どもの安心・安全な育ちの場と，子どもを育てながら働き続ける環境を確保する
ためには，十分な質と量が確保された保育の提供が不可欠である。

　　厚労省の 2015 年 3 月 20 日付け取りまとめによると，2014 年 10 月 1 日時点の「保
育所入所待機児童数」は 4 万 3184 人とされている。「保育所入所待機児童数」とは，
認可保育所に入所希望を出しながら入所できなかった児童数を言い（2011 年の定義
変更により，自治体が独自に助成する認可外保育施設を利用しながら待機している児
童数は除かれている），潜在的な待機児童は 85 万人にも膨らむと言われており，政府
は待機児童の解消について，2017 年度末までに 40 万人分の保育の受け皿を確保する
と掲げている。しかし，これまで保育の現場では，保育予算の削減と規制緩和が続け
られ，その結果，子どもの育ちの場としての保育の質が危ぶまれる事態となってい
る。良質な保育が確保され，安心して子どもを預けられる条件が整わない限り，子育
てを担う働き手の真の支援とはなり得ない。十分な質と量を備えた保育の提供は喫緊
の課題である。

　　②　現場で起こっていること
　　次に掲げるのは，小林美希氏著『ルポ保育崩壊』（岩波新書，2015 年）に記載され

た保育現場のレポートからの抜粋である。
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　　「園児たちがあまりに泣き止まないため，保育士が一人で三人をおんぶに抱っこし
ている。新卒の保育士が，『どうしていいかわからない』と口にしながら途方に暮れ
ていた。リーダー保育士は怖い顔をして『泣き過ぎ！』と子どもたちに向かって叫ん
でいる。

　　「三〇分，四〇分と過ぎても食べ終わらないと，待ちきれずに『早く食べよう』と
言って，スプーンでさっさと残ったおかずを子どもの口に入れてしまう。噛めないた
めに飲み込めず，顔が頬を膨らませたリスのようになっていた。子どもが苦しそうに
しているが，保育士の顔色を見ながら，それを吐き出すこともできないでいる。」

　　「スタイ（よだれかけ）を卒業した子どもたちが，ハンドタオルで作った前掛けを
首から下げているが，そのタオルを首にかけたままタオルの先をテーブルに敷き，そ
の上に食事の入った食器が並べられていた。子どもたちは，身動きひとつできないま
ま，スプーンで給食を食べていた。」

　　深刻な保育現場についての報告のほんの一部の抜粋だが，このようなケースは，決
して珍しいものではないという。保育の質が低下しているのは，保育に十分な予算が
確保されず，待機児童の解消ばかりに目が向き，両輪であるはずの保育の質，その根
幹となる保育士の労働条件が二の次，三の次となっているからだ。

　　③　予算削減・規制緩和の流れと「子ども子育て支援新制度」の課題
　　1980 年代に保育予算の削減が続き，1989 年には国庫負担率 5 割が恒久化した。

1989 年には保育所定員の弾力化が行われ，2000 年には保育所の設置主体に株式会社
が参入し，保育所運営費の弾力的運用が認められた。2001 年には，園庭がなくても
認可保育所の設置が可能になり（現在は鉄道の高架下等にも認可保育所が設置されて
いる），2002 年には防火・避難基準の緩和で 2 階に設置される基準が準耐火建設物に
引き下げられた。そして，2004 年には公立保育所運営費が一般財源化されるに至っ
た。

　　このような中，2015 年 4 月から「子ども子育て支援新制度」が本格施行された。
同制度は，幼児期の学校教育・保育，地域の子ども・子育て支援を総合的に推進する
ことを目指し，保育については，認定こども園，幼稚園，保育所を通じた「施設的給
付」のほかに，待機児童が多い 0～2 歳児のために，小規模保育（保育所分園やミニ
保育園に近いＡ型，家庭的保育に近いＣ型，中間のＢ型がある），家庭的保育（保育
ママ），事業所内保育，居宅訪問型保育（ベビーシッター）を通じた「地域型保育」
という様々な形態の保育事業により，保育のニーズに対応しようというものである。

「親の就労に関係なく子どもに保育と教育を」が掲げられているが，課題も多い。
　　まず，設置・運営基準が事業の形態によって異なることである。
　　例えば，地域型保育については，小規模保育Ａ型以外は職員の資格は全員に保育士

免許がなくても構わない点で，大きな規制緩和がなされている。家庭的保育では「家
庭的保育者」として市町村長が行う研修を終了した者で良いとされる。小規模保育Ｂ
型は保育士が 2 分の 1 以上，小規模保育Ｃ型も「家庭的保育者」で良い。これに関
し，国は，保育者の確保を狙って「子育て支援員制度」を発足させた。これは，育児
経験がある主婦等が対象で，20 時間程度の研修を受ければ，小規模保育を行う施設
などで保育士のサポートに当たることができるようにするものだが，「保育士の専門
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性を否定し処遇を低めかねない」，「保育者の階層化が進むことになる」等の批判があ
る。

　　保育所の最低基準は，戦後間もない 1948 年に定められて以来，現在に至るまで抜
本的改正がなされておらず，他の先進国と比較しても極めて低い基準にとどまってい
る。例えば，保育所の床面積に関する最低基準は，子ども一人あたり 0～1 歳で 3.3
㎡，2 歳以上で 1.98㎡となっているが，「対象面積に廊下や机・椅子等の可動式の収
納設備の置いてある床面積を含まない」という記載がなされていないために，これら
の床面積を差し引くと子どもの実際の活動スペースは更に狭くなる。このような不十
分な基準に対してさえ，一連の地方分権改革の中で規制緩和が行われ，厚生労働大臣
が指定する地域においては，条例によって基準を緩和しうるという重大な例外が設け
られた。その結果，指定地域の大阪市では，0～5 歳まで全て一人当たり 1.65㎡（畳
約 1 枚分）に引き下げることができるようにする条例を制定した。このような基準の
緩和は，保育施設での死亡事故等の増加にもつながりかねない大きな危険をはらんで
いる。

　　新制度においては，また，施設型保育を利用する際，私立保育園以外は，まず保育
の必要性（利用時間）の認定を受け，次に個々の保育施設との間で直接契約を締結す
るという二段構えの手続を踏まなければならなくなった。従来，市町村に対して，希
望する全ての保育所への入所届を提出して承諾を求めるだけで良かったのと比べる
と，自分で保育施設を探して契約を締結しなければならない新制度は，特に，困難を
抱えた家庭の保護者には大きな負担となることが危惧される。

　　新制度については，他にも，「保育の市場化の促進によって株式会社等が利益を追
求するあまり保育の質を低下させるのではないか」など，様々な課題が指摘されてい
る。

　　④　保育士の労働条件
　　高まる保育の需要に人材確保が追いつかないため，現場は空前の保育士不足に陥っ

ている。厚労省は，潜在保育士（保育士資格を持ちながらも就業していない人）を
60 万人以上としているが，その背景には，保育士の処遇があまりにも悪いことがあ
る。

　　東京都の「東京都保育士実態調査報告書」（2014 年 3 月）によると，保育士として
働いている人のうち，離職を考えている人の割合は 16％と約 6 人に 1 人に上るが，

「給与が安い」，「仕事量が多い」がその理由の上位を占めている。低賃金・長時間労
働の中で，保育士の心身の状況も，深刻な状況に陥っている。ひたすら忙しい毎日と
低い賃金に加え，良い保育ができなくなることも，保育士が辞める理由になっている
と言う。保育士の非正規化も進んでいる。また，女性の多い職場である保育の現場で
は，人手不足から一般企業よりも妊娠に厳しい環境になっていると言う。正社員が多
く，一人抜けても助け合えた時代とは違い，急速な非正規化，定員の弾力化，長時間
労働で一人当たりの負担が増加している現在，保育士は 20～30 代が占める若者の職
場になっており，出産や子育てを機に辞める女性が増えて，極端に中堅層が少なくな
っているとの指摘がある。また，親が長時間労働を強いられ，延長保育が必然的に広
がるなかで，シフトが複雑になり，休みが取りづらい，残業や持ち帰りの仕事の増加
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など，保育士の生活時間にも影響をきたす問題が生じている。
　　子どもだけでなく，親も育てていく保育士の仕事は，極めて専門的で豊かな経験が

求められる職業であり，長く勤められる労働条件や労働環境を整えることは，喫緊の
課題である。

　　⑤　働き方の多様性や子のニーズに合わせた保育制度の整備，充実
　　多様化する働き方や，子どものニーズに合わせた保育制度の整備と充実も課題であ

る。
　　例えば，働く親にとって，遅い時間まで子どもを預かってくれる延長保育は有り難

い存在だ。親の働き方が厳しく長時間労働を余儀なくされるなかで，必然的に延長保
育が広がっている。厚労省の「社会福祉施設等調査報告」から，開所時間別保育所の
割合を 1998 年と 2012 年で比べると，「11～12 時間」は 26.5％から 63.4％まで増加
し，「12 時間超」は 2.1％から 12.5％に増えている。他方で，十分な人員配置がない
中で保育時間が長くなればなるほど，シフトが複雑化して休みにくくなり，職員への
負担が高まってしまう。2015 年 4 月から本格施行された「子ども子育て支援新制度」
では，保育の必要性の認定において「保育の必要量」の認定を二区分で行い，それぞ
れの最大利用時間を「保育標準時間」（最大利用可能時間 1 日 11 時間）と「保育短時
間」（最大 8 時間）とに分けたことから，ますますシフトが複雑化することが懸念さ
れる。

　　この問題の解決は，本来，家族的責任を果たすことが困難になるほどの長時間労働
を法律で規制し，男女が共に家族的責任を果たす環境を保障することによって行うべ
きである。しかし，現に存在するニーズに対応するためには，十分な人員配置と保育
士の負担軽減を行うことが必要である。

　　子どもを育てながら働くときの障害として，子どもが小さいうちは病気をしがちだ
ということがあり，病児・病後保育の充実も大切だ。これについて，NPO 法人フロ
ーレンスは，毎年月極で会費を支払（利用しない月も支払う），子どもが病気のとき
に派遣されたスタッフが子どもを自宅で見てくれる仕組みを作った。毎月の会費は
6000～7000 円程度（1 回分の利用料が含まれ，利用が少なければ減免される仕組み）
で，朝 8 時までに連絡すれば保育スタッフが自宅に来てくれる。フローレンスの病児
保育には「ひとり親支援プラン」もあり，月会費が 1000 円で同じように病児保育が
利用できる。原資は企業による寄付（スーパーの西友が社会貢献事業として寄付）
と，サポート会員による寄付で成り立っている。

　　しかし，このような病児保育は，全国規模では存在しない。対象者を広げるには行
政の積極的な支援が必須である。

　　その他，一時保育，土日夜間保育等のニーズにも，保育士等の労働環境の改善と財
政的支援を併せて行いつつ，対応する必要がある。また，働く者の職場環境の改善の
観点からは，質を伴った企業内保育所の充実も望まれる。

　　⑥　保育料の負担
　　収入に応じた負担の少ない保育料の実現も重要な課題だ。自治体によっても大きな

差が生じており，公費負担の増額によって利用者負担の軽減を図る必要がある。
　　なお，夫と別居中のシングルマザーの場合，法的には婚姻状態にあることから保育
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料は夫と合算の所得にかかり，そのために保育料が高くなって保険料が支払えない等
の問題が生じており，対応が必要である。

　　⑦　保育の必要性とは何か
　　「子ども子育て支援新制度」においては，保育所，認定こども園，小規模保育等に

ついて保育の必要性を認定する場合，就労，介護等「家庭において必要な保育を受け
ることが困難である」ことが認定事由となる。従前，「保育に欠ける」との文言との
関係で，公務員や正規労働者等は，就労等による保育の必要性が認められやすかった
のに対し，短時間労働等のパート労働者や，これから保育を利用して仕事を探そうと
思っている人は，この文言との関係で，保育所等への入所がしづらく，ますます安定
した仕事に就くのが難しくなるという問題点が指摘されてきた。新制度では，幼稚
園，認定こども園の一部の利用形態では，この認定事由は求められていないが，そも
そも利用できるサービスが制限されることに変わりはない。

　　非正規労働者から正規労働者を目指す人や，改めて就職をしようとする人が保育の
必要性の認定において不利益を受けないようにすべきである。また，成長・発達の場
としての良質な保育は，何よりも子どもにとって有益であることに照らせば，保育の
必要性とは何かを，子どもの保育を受ける権利の視点から，考え直す必要がある。

　　⑧　学童保育
　　学童保育は児童福祉法に基づく事業で，留守家庭の小学生に「適切な遊び，生活の

場」を与えるものとされる。その利用者は増え続け，厚労省のまとめによると，2014
年 5 月時点で利用児童数は 93 万 6435 人と過去最高になり，待機児童も 9945 人と 3
年連続で増加したとされている。政府は学童保育の定員を大幅に増やす方針を打ち出
しているが，学童保育施設で，子どもが性的被害に遭う事件が相次いでおり，質の維
持向上が求められている。2015 年 4 月からは，「放課後児童支援員」の制度が新設さ
れた。保育士，社会福祉士等の資格を持つ人や，高卒以上で 2 年以上児童福祉事業に
従事している人，教員免許を持っている人等が，都道府県知事が行う研修を修了する
ことで「放課後児童支援員」の資格を取得でき，学童保育に 2 人以上の「放課後児童
支援員」を設置することが義務付けられた。ニーズの増加に伴い，今後，更なる質と
量の改善が求められる。

　（2）介護の支援
　　介護の負担の軽減も，女性が仕事を続ける上で重要である。
　　2000 年にスタートした介護保険制度は，サービスの受け手に見合った多様な介護の

可能性をもたらしたが，依然として重い家族介護が前提とされており，また，働き手の
経済的自立の視点は置き去りにされてしまっていた。現在でも，介護分野の賃金水準は
産業全体と比較して低い傾向にある。厚労省「2013 年賃金構造基本統計調査」による
と，全産業の平均賃金が年 295 万 7000 円で勤続年数が 11.9 年であるのに対し，ホーム
ヘルパーは平均賃金が年 204.3 万円で勤続年数が 5.6 年，福祉施設介護職員は平均賃金
が 205.7 万円で勤続年数が 5.5 年となっており，賃金水準の低さだけでなく，勤続年数
が大幅に短いことが分かる。これに関して，介護保険開始前までは，特別養護老人ホー
ムの職員の給与は措置費制度の下に置かれ，社会福祉法人の職員は，公務員の八掛け，
七掛けなど，公務員に準じた給与体系とされていたのが，介護保険制度の導入によっ
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て，この歯止めがなくなり，それ以外の歯止めは，最低賃金などしかないとの指摘もあ
る。

　　ILO では賃金の評価方法として「分析的職務評価」という手法を提唱し，欧米では
「同一価値労働同一賃金」の基準にこの評価方法を用いている。これは，スキル，責
任，労働環境，負担度という四つの客観基準で労働者の職務を分析して評点を付けるも
ので，最近では，ケア労働等の「感情労働」，すなわち「顧客に特定の精神状態を作り
出すために，自分の感情を調整することを職務にする人が行う，精神や感情による労
働」の重要性も注目されている。このような視点から，無償の家事の延長として低く抑
えられがちだった福祉労働をより正当に評価する必要がある。

　　また，賃金ばかりでなく，職場の環境整備も重要である。
　　例えば，デンマークでは，在宅介護を開始する際に，責任者が訪問介護者に同行し，

この家は利用者にとっては自宅だが，訪問介護者にとっては職場であることを説明し，
働きやすいように家具を移動するなど，環境を整えた上で介護を開始するという。ま
た，同国の労働局の指針には，腰痛対策等のため，持ち上げ制限重量が明記され，水平
方向の移動ができない場合にはリフトが義務づけられるという。これに対して，日本で
は，「労働者」としての環境整備の発想がなく，トイレを使わせないというような人間
の生理を無視した行為がなされる事態をも招いていると言う。労働環境の改善は急務で
あり，働き手の人権に配慮した介護の場作りこそが，利用者の人権を保てる介護の土壌
を作ることになる。

　　現在のような介護労働者の労働条件の問題は，これを放置すれば，結局，利用者への
しわ寄せとなることを認識する必要がある。

　　介護等の家庭内労働について，国は外国人を家事支援人材として受け入れようとして
いる。しかし，家庭内労働が家庭内の閉鎖的な環境の中で行われることに鑑みても，外
国人家事労働者を受け入れる場合には，当該外国人労働者が差別や虐待を受けないよう
特別な考慮が必要であり，外国人の人権保障の観点から慎重な検討が必要である。ま
た，家庭内労働に対する正当な評価をしないままこのような施策を推し進めれば，安い
労働力への依存を強めるおそれがあることにも留意する必要がある。

　　なお，介護・育児等のケア労働については，ケアから解放されることの保障ととも
に，身近な人のケアを担当したいと希望する人にはケアができる環境と権利を保障する
ことが必要である。そのためには，一方でケア労働の社会化とともに，家庭内において
男女が平等にケアのための時間を確保できるようにすることが必要であり，またケア労
働に携わることを不利益に扱わず，むしろ事後的に社会的な評価をする仕組みが必要で
ある。

　（3）教育費の負担の軽減
　　①　重い教育費の自己負担

　　日本は，教育費の自己負担が非常に大きい国である。OECD の調査によれば，
2009 年時点の全教育段階における教育への公財政支出の対 GDP 費は，OECD 各国の
平均が 5.4％であるのに対して，日本は 3.6％であり，高等教育に至っては 0.5％に
過ぎない。

　　このような教育費の高負担は家計に重くのし掛かかり，その費用を確保しようとす
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れば，長時間労働を前提とした男性の労働に頼らざるを得なくなる。その負担は，貧
困を増大・深刻化させるとともに，貧困家庭の子どもから教育の機会を奪い，世代間
での貧困の再生産につながる。社会全体で子育てを支援し，男女が共に家庭的責任を
果たすことができるようにするには，教育費の負担を大幅に軽減することが不可欠で
ある。

　　②　就学援助
　　就学援助制度は，「教育費は無償」とした憲法第 26 条など関係法に基づいて，小中

学生のいる家庭に学用品費や入学準備金，給食費，医療費等を補助する制度である。
子どもの貧困が広がるなか，文部科学省によると，就学援助の受給率は増え続け，
1997 年には 6.6％だったものが 2011 年には 15.58％にまで上昇している。

　　就学援助制度は，2004 年度まで，市町村が実施するときはその費用の半額を国が
補助する仕組みになっていたが，2005 年度から，国の補助金を生活保護世帯と要保
護世帯に限り，それ以外の準要保護世帯については用途を限定しない交付税交付金

（一般財源）になった。
　　　就学援助制度については，幾つかの問題点が指摘されている。

　　最も大きな問題は，各自治体が所得制限や支援する内容を決定するため，どの自治
体も就学援助費が必要な経費の全てをカバーしているとは限らない点である。

　　二つ目の問題は，所得制限を僅かに上回ったり，急激な所得の変化等によって急き
ょ必要となっているのに，給付資格がない子どもが存在することである。

　　三つ目の問題は，所得制限が生活保護基準の 1.1 倍から 1.3 倍など生活保護基準と
リンクしている自治体が大半であるため，生活保護基準が引き下げられると援助費の
所得制限も引き下げられてしまう恐れがあることである。

　　就学援助の申請手続は，教育委員会に直接申請する場合と，学校を通して申請する
やり方があり，支給方法も教育委員会が銀行振込などで保護者へ直接支給する方法
と，学校を通して現金や現物を渡す方法が取られている。このうち，学校を通す方法
は，利用がしにくくなるとの指摘がある。そのため，教育委員会への直接申請を認
め，どこに申請するかは申請者の判断を尊重すること，給付は現物を子どもに渡すの
ではなく，銀行振込など子どもが差別感を持たず心を痛めない方法にする必要があ
る。

　　③　高等学校等就学支援金制度
　　公立私立を問わず，高等学校等に通う一定の収入額未満の世帯の生徒に対して，授

業料に充てるため，国において支援金を給付する制度である。
　　この制度は，当初，家庭の状況にかかわらず，全ての意思ある高校生が安心して勉

学に打ち込める社会を作るため，家庭の教育費負担を軽減するとして，所得制限を設
けずに，公立高校の授業料無償化とともに，私立高校生などへの高等学校等就学支援
金としてスタートした。その後，2014 年 4 月から所得制限が設けられ，制度も高等
学校等就学支援金制度に一本化された。公立高校の授業料無償化の場合は，授業料不
徴収の方法が採られていたが，これが所得制限付の就学支援金となったことに伴い，
申請手続が必要になった。

　　所得制限の導入については，日本は 2012 年 9 月に国際人権Ａ規約における中等教
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育の漸進的無償化条項の留保撤回を行っており，後退禁止原則に反するのではない
か，申請手続が必要になったことで，困難な家庭ほど給付に支障を来すのではないか
等の批判がある。

　　高校生活を送るためには，通学費用や制服代，課外授業の積み立て，クラブ活動費
など，様々な経費が生じる。授業料の支援に止まらない，通学費や生活費なども含め
た支援を検討すべきである。

　　④　高騰する大学の学費と奨学金返済の負担
　　学びのために信頼して利用した奨学金が，学資ローンと化し，人生の大きな負担と

なって利用者を苦しめ，結婚や出産，親許からの独立，自由な職業の選択など，人生
の選択肢を奪う。そんな深刻な事態が，公的奨学金である独立行政法人日本学生支援
機構（旧日本育英会）の奨学金で起こっている。

　　1970 年代以降，受益者負担論により，高等教育への公的支援が削減され，学費の
値上げが続けられてきた。文部科学省の「学校基本調査」によれば，大学の初年度納
入金の平均は，1970 年には国立で 1 万 6000 円，私立で 17 万 5090 円だったのが，
2010 年には，それぞれ 81 万 7800 円，131 万 5600 円となり，物価の上昇率を遙かに
超えて高騰した。いまや日本は，高等教育の学費が世界で最も高い国の一つとなって
しまった。他方で，家計の状況は苦しさを増している。機構の学生生活調査によれ
ば，2000 年度に 156 万円程度あった家計からの給付は 2012 年度には 121 万円にまで
落ち込んでいる。したがって，大学に行くためには奨学金に頼らざるを得ず，今や大
学生の約 2 人に 1 人が何らかの奨学金を利用し，約 3 人に 1 人が機構の奨学金を利用
している。学費の高騰とともに借入額も増大し，大学 4 年間で数百万円を借入れるこ
とが一般的になっている。諸外国では奨学金は給付を意味し，貸与は学資ローンと呼
ばれるが，日本の奨学金と言われるもののほとんどは貸与であり，機構の就学金は留
学生向けのごく一部を除いて全て貸与である。したがって，卒業後，これを返済しな
ければならないが，非正規労働など不安定労働の拡大は，返したくても返せない人を
多く生み出している。

　　このような状況であれば，制度は利用者の負担を軽減する方向で改善されるべきで
あるが，実際には，負担を大きくする方向で制度の改変が進められてきた。

　　機構の奨学金には，無利子の第 1 種と有利子の第 2 種とがある。「きぼう 21」と呼
ばれる大型の有利子奨学金は，当初，財政が好転したときには廃止するとの約束で導
入されたが，その後，有利子が拡大を続け，今や事業規模で有利子が無利子の 3 倍と
なっている。その背景には財源の問題がある。第 1 種の財源は返済金のほかは国庫貸
付金であるのに対し，第 2 種の財源は返済金のほかは，多くが民間借入金，財投機関
債，財政融資資金等の広い意味での民間資金である。国は，自ら資金を出さずに，民
間資金に頼って奨学金を増大させてきたことになる。民間から資金を調達するには，
回収率を上げなければならないから，返済能力を無視した回収が行われることにな
る。延滞金の負担も重く，2014 年 3 月までは年 10％の，同年 4 月以後も年 5％の賦
課率である。

　　奨学金が他の借金と違うのは，利用時には将来の仕事や収入が分からないことにあ
るから，返済困難に陥るリスクはもともと制度に内在しているところ，低賃金・不安
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定労働の拡大により，そのリスクは飛躍的に増大している。したがって，返済困難者
に対する十分な救済制度は制度の根幹であるはずだが，一応は存在する制度内救済制
度は，利用基準が厳しいばかりか，運用による様々な制限があって，返済困難者をカ
バーするものになっていない。例えば，経済的困難や病気などで返済が困難な人に
は，返済を猶予する制度があるが，利用期間に制限があり，また，従来，延滞がある
場合には全て解消しないと利用ができない等の運用がなされてきた。批判を受けて，
2014 年 4 月からは，一部延滞者について延滞金を据え置いたままの猶予が認められ
るようになったが，同年 12 月には，法的手段を講じた場合や消滅時効を援用された
場合等には，延滞金を据え置いた猶予の利用を制限するとの運用が，同年 4 月に遡っ
て行われるようになった。

　　回収も強化されており，信用情報機関への登録，債権回収会社や支払督促を利用し
た無理な回収が日常的に行われている。最後の手段である自己破産も，親や親族等の
保証人に対する影響をおそれて利用できない人が多い。

　　奨学金の負担に苦しむ人は，構造的に生み出されている被害者である。この問題の
解決には，制度を根本的に変える必要がある。日弁連は，これまで学費の無償化を求
めつつ，以下のような制度改革を求めてきた。

　　　ア　給付型の奨学金を早急に導入し，拡充すること。
　イ　所得に応じて返済額を変える，利用者の立場に立った所得連動型返済制度を導

入すること。
　ウ　貸与型奨学金は無利子を原則とすること。延滞金は廃止すること。
　エ　返済困難者の実態に合った十分な救済制度を具備し，運用等による不当な利用

制限を止めること。
　オ　保証の制度をやめること。
　　日本は 2012 年 9 月に国際人権Ａ規約における高等教育の漸進的無償化条項につ

いても留保撤回を行っており，無償化は国際公約となっている。真に学びと成長を
支える学費と奨学金制度の実現は，待ったなしの課題である。

　第5　税と社会保険料についての問題
1　所得再分配機能の回復
　我が国の社会保障は，財源不足等を理由に，「適正化」という名目の下，その削減が続
いている。しかし，不安定低賃金労働に従事する女性の現状を鑑みれば，社会保障の充実
は喫緊の課題であり，その解決のためには，税と社会保障による所得再分配機能を回復・
強化をしなければならない。
　そこでまず，税制を中心に，所得再分配機能回復のための視点を検討する。

2　財政の憲法原理
　憲法は，財政民主主義及び租税法律主義を規定しており（憲法第 83 条以下），建前上，
我が国の税財政は民主主義により規律されている。しかし，民主主義は国民の人権保障の
ための制度的担保であり，民主主義を理由に人権侵害が容認されることはなく，全ての税
財政は，国民の人権保障に資するものでなければならない。また，生存権等の保障には，
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税と社会保障を通した所得再分配が必要となる。
　したがって，税制については，憲法第 13 条（幸福追求権），第 14 条（実質的平等），第
25 条（生存権保障），第 29 条（財産権の公共の福祉による制約）等から，「応能負担の原
則」が導かれる（日弁連「希望社会の実現のため，社会保障のグランドデザイン策定を求
める決議」（2011 年 10 月 7 日）参照）。
　このように，応能負担による税と，充実した社会保障を通して所得再分配を行う。これ
が憲法の要請する税財政であるはずである（日弁連「貧困と格差が拡大する不平等社会の
克服を目指す決議」（2013 年 10 月 4 日）参照）。

3　応能負担に反する税制
　2011 年度の申告納税者の所得税負担率は，国税庁「申告所得税標本調査結果（税務統
計から見た申告所得税の実態）」によると，所得 1 億円の人の 28.9％をピークに，10 億円
では 23.5％，100 億円では 16.2％まで低下する。つまり，所得 1 億円以上の高額所得者
に関しては，応能負担の原則に反し，実質的に逆進課税になっているのが現実である。こ
の原因については，株式譲渡益や株式配当の所得が，低率・分離課税の対象となっている
点を指摘するものがある。
　昨年度，これらの税率が改正されたものの，改正後でも所得税率は 15％（別途住民税
が 5％であり，改正前においては，なんと所得税率はたったの 7％（別途住税が 3％）だ
った。
　他方で，分離課税が適用されない給与所得等については，課税所得 330 万円超 695 万円
以下の所得税率が 20％である。
　なお，2011 年の平均所得金額は 555 万円であるが，税率を比べると，勤労所得は平均
所得以下の年間 400 万円前後でも 20％なのに対して，資産性所得，すなわち不労所得で
ある株式譲渡益や株式配当に関しては，どんなに多額の所得があったとしても 7％だけだ
ったのであり，現在でも 15％に過ぎない。
　加えて，狭義の租税ではないが，社会保険料についても，原則として，所得に比例して
納付することになっているものの，一定の収入を超えると「頭打ち」となり，応能負担の
原則に反しているといえる。
　例えば，厚生年金の保険料は，月収が 62 万円を超えるあたりで頭打ちとなり，どれだ
け高額の所得があっても，月に 5 万数千円だけ納付すればよいこととなっている。
　勤労所得は，稼働時間に制約があり，生計に当てられるのが一般であって，不労所得で
ある資産性所得の方が担税力があるとされているが，その資産性所得の方が，所得が高く
ても税率が低いというのは，応能負担の原則からすれば極めて不公正である。

4　不公正税制による影響
　以上のような応能負担原則に大きく反する不公正税制が続いていることにより，貧困の
拡大の陰で，一部の富裕層への「富の集中」が加速している。
　まず，財務省の統計によれば，企業の株主に対する配当額は，2001 年の 4 兆 4960 億円
から 2010 年には 10 兆円超と 2 倍以上となっているが，いわゆる「大株主」は資産家や企
業役員が多くの割合を占めているはずであり，配当による「富」の集中が生じていると考
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えざるを得ない。
　また，国税庁の統計によれば，1999 年においては 8070 人だけだった年収 5000 万円以
上の給与所得者は，2009 年には 2 万 7315 人と 3 倍増となっている。
　そして，財務省の統計によれば，法人企業の役員賞与は，1998 年の 7693 億円から 2005
年には約 2 倍の 1 兆 5225 円となっており，役員賞与を含めた企業役員の報酬増額等によ
り，高額所得者の急増という「富」の集中が生じているといえる。
　このような「富」の集中の一方，非正規雇用の増加等による不安定・低賃金労働が蔓延
する実態を考えれば，この不公正な状態の放置は許されず，租税における応能負担の徹
底・強化が不可欠である。

5　あるべき税制
　貧困が拡大する一方，「富」の集中が顕著な現状においては，応能負担の原則を徹底・
強化する税制と社会保障の拡充による「所得再分配」が重要である。　応能負担の原則を
徹底・強化するための税制としては，様々な意見があるかと思われるが，考えられる方向
性を検討する。
　（1）所得税
　　まず，所得税についてであるが，不労所得と言われる株式譲渡益や配当所得に対する

優遇税制については，応能負担の原則に反するのは明らかであり，早急に見直すべきで
ある。

　　また，累進制の徹底・強化という観点からは，分離課税自体を見直し，所得総額に対
して累進課税を行うことも検討する必要がある。

　　加えて，税率自体についても，本年から最高税率が 40％から 45％に引き上げられた
ものの，最高税率の適用は 4000 万円以上からであって，必ずしも高額とは言えない
し，最高税率についても，1988 年までは 60％以上だったのであり，最高税率の適用範
囲とその税率の引上げなど，累進性の更なる強化も検討するべきである。

　（2）住民税
　　所得と連動する住民税についても，最高税率が引き下げられ，現在の最高税率は 10

％であるが，1988 年以前の最高税率は 16％以上であり，所得税と合わせた最高税率は
76％以上であった。

　　累進性をここまで強化すべきかどうかについては議論のあるところと思われるが，所
得税と同様に，株式譲渡益や配当所得に対する優遇税制の廃止や，分離課税の廃止など
は早急に検討すべきである。

　（3）相続税
　　相続税についても，過去は 75％だった最高税率は，2003 年以降引下げが続き，本年

1 月には引上げがなされたものの，現在の最高税率は 55％である。
　　最高税率の適用も 6 億円と，「富の集中」が続く現状では高いとは言えない。死亡保

険金や死亡退職金も一定の範囲で課税対象外とされ，小規模宅地の特例などもあるが，
このような特例の要否，累進性強化の必要性，特に 6 億円をはるかに超える遺産がある
場合の税率等については，検討の必要性がある。

　（4）消費税
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　　「逆進性」が指摘される消費税については，「応能負担」や「所得再分配」という観点
からは，その強化には問題があり，所得再分配のための社会保障財源としては資産性所
得の課税強化等を検討すべきである。

　（5）法人税
　　我が国の法人税基本税率は，25.5％から 23.9％（2015 年）に引き下げられた。
　　名目の基本税率の高さが指摘され，今後も「引下げ圧力」が続くものと思われる。
　　確かに，法人にも様々な業態，規模，経営状況のものがあり，個人経営に近いような

中小零細企業については，その経営者の生活等を考えれば，その負担軽減の必要性があ
る。しかし，法人には様々な租税軽減措置もあり，例えば研究開発費については，試験
研究費の総額の税額控除，特別試験研究費の税額控除，中小企業技術基盤強化税制等が
設けられ，その控除額等の合計は，3726 億円に上るとされている（2010 年度国税庁会
社標本調査）。

　　また，個人事業主にはない「純損失の繰越控除」も認められており，その結果 2011
年度においては，64.3％が欠損法人とされ，当期の控除額は約 9 兆 7000 億円とされて
いる。

　　この点は 2011 年 12 月の税制改正において見直しがなされたが，依然として，実際に
課税対象になる法人の利益は限定的なものとされ，いわゆる実効税率（実質的な所得税
負担率）は高くないと指摘されている。

　　加えて，企業が負担すべき社会保険料負担の負担割合も考慮すれば，我が国の法人の
公的負担の割合は高くないとの指摘も存在する。

　　したがって，名目的な税率を引き下げるのであれば，様々な特別措置の廃止，所得や
規模等に応じた累進性の導入等を検討すべきと思われる。

　（6）基礎控除
　　我が国における基礎控除額は 38 万円であるが，この制度の目的は「裏返しの生存

権」であり，健康で文化的な最低限度の生活を営めるようにするためのものである。し
かし，この額で 1 年間の生活を営むことはできない。税と社会保障による所得再分配機
能の強化を考えるには，この金額の大幅な引上げを行うべきである。

　（7）負担軽減の手法
　　生活困窮者向けの税負担の軽減策として，所得控除や税額控除等が行われる場合があ

るが，生活困窮者の場合には「所得」がないことも多く，その場合は，所得控除では軽
減策の恩恵を受けられない。

　　また，税額控除でも，非課税の生活困窮者にとっては恩恵がなく，イギリスのタック
スクレジット等の制度を参考に，我が国でも「給付付き税額控除」の導入を検討する必
要がある。

6　所得の海外移転への対策
　大企業や高額所得者への課税を強化しようとする場合，「企業の海外移転」等の反論が
なされることがある。また，贈与の場合に贈与者の課税する国と受贈者に課税する国があ
るなど，国ごとに違う税制を利用しての課税逃れの指摘もある。このような場合を念頭
に，所得の海外移転自体に課税することや，課税に対する国際的な連帯を検討することも
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必要である。
　我が国では本年 1 月からいわゆる「出国税」が施行され，有価証券等又は未決済デリバ
ティブ取引等に係る金額の合計額が 1 億円以上である者で，出国前 10 年以内の居住者で
ある期間の合計が 5 年超であれば，出国時に，当該有価証券等の譲渡又は当該未決済デリ
バティブ取引等の決済をしたものとみなして，事業所得の金額，譲渡所得の金額又は雑所
得の金額を計算することとなった。
　このような税制を今後も制定していくには世論の支持が必要であるところ，アメリカに
ならって「タックスギャップ」（予定された税額と実際に納付された税額の差額）の推計
額を公表すること等も検討すべきである。

7　税財政における民主主義の回復
　憲法においては，租税法律主義，財政民主主義が採用されているが，主権者である国民
が正確な情報を共有した上で，税財政の決定過程に実質的に関与できることが不可欠であ
る。
　そもそも，審議の過程においては，例年 12 月に発表される与党の税制改正大綱に先立
って，政府の税制調査会が首相に対して答申を行っているが，これは中長期的な視点によ
る抽象的な内容にとどまり，具体的な税制改正については，与党自由民主党の税制調査会
で行われている。その上，この会議には，同党所属議員とその秘書しか入室できず，報道
関係者も閉め出したところでの議論となっており，議事録もない。このような非公開の密
室においてとりまとめられた「与党税制改正大綱」に基づいて，その数日後には財務省が

「大綱」を作成し，閣議決定後に国会に提出される。つまり，税制改正の骨格は自由民主
党の税制調査会でとりまとめられるものの，そこはあくまでも「党」内での議論であり，
公開の場による討論を経たものでもない。
　「租税法律主義」は，単に「法律」という形式を徴税に求めたものにすぎず，「国民の手
で決める」という実質をも要求したものであり，国民による監視は不可欠の要件と考える
べきである。
　また，国民主権の具体化である租税法律主義，財政民主主義の実質化には，国民全体に
対する主権者教育が重要であるとともに，適切な情報の共有が不可欠である。
　したがって，税制調査会や財政制度等審議会等の議論が，公開された場で行われて透明
性が確保されることとともに，そのような公式な議論の場に，使用者，事業主，労働者，
消費者など関係当事者が対等に参画できるような制度を構築すべきである。
　さらに，学校教育課程等における主権者教育の一環として，税制及び財政等の教育につ
いても充実させていくことが重要である。

第2節　企業（雇用主）に求められる取組

第1　はじめに
　さきにも述べたとおり，女性労働者は，妻は家庭に入り家事・育児・介護を担うべきと
いう性別役割分担により，家庭内労働や子育て等の無償労働の負担が男性に比べ格段に重
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くなっており，非正規労働を選択せざるを得ないという実態がある。そのため，企業（雇
用主）側には，育児休業の取得や職場復帰につき，仕事と上記無償労働との両立を支援す
る体制を整え，女性労働者が正規雇用を選択し得る環境を整えることが求められる。
　一部の企業（雇用主）では，男女雇用機会均等法第 11 条で禁止されているセクシュア
ルハラスメントや，男女雇用機会均等法第 9 条第 3 項で禁止されている妊娠出産を理由と
する退職勧奨等のマタニティハラスメントが横行し，女性労働者が退職に追い込まれ，収
入を失うケースも少なくない。これら違法なハラスメントは論外であり，企業（雇用主）
は，常に男女雇用機会均等法を遵守しなければならないのは当然である。のみならず，企
業（雇用主）側には，女性労働者を積極的に正規社員として雇用することによって，女性
労働者全体の基本給が底上げされ，男女の賃金格差問題の軽減，解消が図られることが期
待される。

第2　大企業
1　はじめに
　本稿では大企業において期待される施策について述べる。ただし，「大企業」という言
葉に厳密な定義があるわけではなく，比較的大規模な企業という意味に用いる。

2　大企業の問題状況
　近年，育児休業の取得率は増加し続け，とりわけ大企業では極めて高い取得率で推移し
ている。しかし，出産前後に就業を継続する割合は全体としてはさほど増えておらず，6
割以上の女性が出産を機に離職する傾向が続いている（2015 年版男女共同参画白書）。つ
まり，第 1 子出産後，育児休暇を取得してから退職している女性は今なお後を絶たない。
　ただし，大企業，中でも正社員の女性に限って言えば，結婚や出産を契機とする離職者
の数は近年減ってきている。三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングによる「育児休業制
度等による実態把握のための調査（企業アンケート調査）（2011 年度）」によれば，従業
員 1001 人以上の大企業では，5 年前に比べ結婚・出産を機に離職する正社員女性の数が

「かなり減った」（18.8%），「やや減った」（35.5%）との回答が過半数を占めている。こ
と大企業の正社員に限って言えば，出産前後を通じた就業継続の問題はある程度改善され
てきている状況にあると言える。なお，離職防止に最も役立っている施策として，中小企
業では育児休業取得の容易化が最上位であるが，大企業では短時間勤務制度の導入

（64.6%）がトップに来ている（同調査）。
　こうした状況の中，年齢が上がっても働き続けたり，いったん離職した職場に再度復職
する女性も確実に増えている。毎年実施される総務省「労働力調査」でも，近年は 40 代
以上の女性労働者が安定して増え続けている傾向がみてとれる。
　なお，女性労働者の雇用促進・継続に関する部分について制度面での整備を進めている
企業の割合は，資本金 1 億円以上の大企業（61.9%）が同 1 億円未満の中小企業（40.5%）
を大きく引き離している（株式会社東京商工リサーチ「女性就業に関するアンケート調
査」）。
　ただし，大企業がこれまで，短時間勤務制度や育児休業等を利用する女性労働者の仕事
ぶりを正しく評価し，キャリア形成の後押しを十分できてきていたかといえば，はなはだ
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心許ない現状にある。すなわち，育児休業と短時間勤務をフルに活用した女性労働者につ
いて，中長期的なキャリア形成に影響があるか否かの回答では，「全く影響しない」

（16.4%），「あまり影響しない」（33.6%）という回答と，「どちらとも言えない」（31.2%），
「やや影響する」（15.6%）及び「大きく影響する」（2.4%）の合計が拮抗している（上記
「育児休業制度等による実態把握のための調査（企業アンケート調査）」（2011 年度））。ア
ンケート調査という言わば「建前論」でさえ拮抗した回答結果となっていることからすれ
ば，本音の部分において多くの企業が妊娠出産を経て復帰するこうした女性労働者を扱い
かねている実態が透けて見えてくるといえよう。
　かかる実態の直接的な数値としてのあらわれは，企業規模が大きくなればなるほど女性
管理職の割合が低迷している点からも見て取れる。すなわち，課長職以上の管理職の割合
は，企業規模が大きくなるほど低い傾向がみられ，5000 人以上規模で 4.0％，1000～
4999 人規模で 3.2％，300～999 人規模で 4.8％，100～299 人規模で 6.5％，30～99 人規
模で 11.3％，10～29 人規模で 16.5％となっている（厚労省「平成 25 年度雇用均等基本
調査（確報）」2013 年）。
　このように，長時間労働の問題に取り組み，育児休業等の環境整備を行うことも重要で
はあるが，それだけでは女性が存分にキャリア形成を図るためには十分とはいえない。企
業内容等の開示に関する内閣府令が 2014 年に改正され，2015 年 3 月 31 日以後に終了す
る事業年度を最近事業年度とする有価証券報告書において役員の男女別人数と女性比率の
記載が義務付けられたが，女性の労働問題を改善するため，大企業においてどのような取
組が求められているのであろうか。

3　ジェンダー平等意識の涵養
　まず大前提として，男女が共に就労と家族的責任を平等に分担し合うことを目指すジェ
ンダー平等意識が，職場内でもしっかり共有されることが必要である。
　三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング「女性管理職育成・登用に関する調査」によれ
ば，管理職層が「管理職になるのに役立ったもの」として挙げる項目のうち「家族の理
解・サポート」は，男性管理職では僅か 11.8% であるが，女性管理職では 22.0% と，倍
近くにも上っている。この開きはまさしく，ジェンダー平等意識が職場でも家庭でもいま
だ十分根付いているとはいえないことを示すものであろう。しかしこの状態が改善されな
い限り，セクハラやマタハラ等の違法行為をなくすことは困難であるし，女性労働者が企
業内で活躍することは到底覚束ない。

4　大企業における女性労働者の活躍のために
　（1）前記「女性管理職育成・登用に関する調査」によれば，非管理職のうち，管理職
（課長職以上）になりたいと考える割合は，男性が 43.0% に対し女性は僅か 12.9% と
低い割合にある。管理職の多忙なイメージが仕事と家庭との両立を困難と認識させ，女
性の昇進意欲を削いでいる状況が見て取れるが，問題はそこだけに留まらない。

　（2）2015 年 2 月に国会に提出された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法
律案」では，状況把握のための必須 4 項目として，女性採用比率，勤続年数の男女差，
労働時間の状況及び女性管理職比率が規定された。これらの状況把握ないし分析を踏ま
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え，企業には事業主行動計画を 2015 年 4 月までに策定することが要請されている。
　　しかし，大企業ではしばしば，いざ女性管理職を増やそうにも，その前提となる管理

職予備軍において男女比が圧倒的に男性に偏っており，女性管理職を増やそうにも候補
者すらいない実態がある。こうした実態を温存したままでは，いつまで経っても女性管
理職は増えないし，いわゆる「2020 年までに 30%」という政府目標の達成にも到底覚
束ない。女性の管理織予備軍を増やすには当然ながら，妊娠出産等を含む様々なライフ
サイクルの中でも女性労働者の定着率を向上させるとともに，女性労働者が管理職を目
指そうとする状況を企業内で意識的に作らなければならない。

　（3）第一に必要なことは，女性の企業への定着を図り，仕事と家庭の両立を支える仕組
みづくりである。そして，その観点から最も重視されるべきことは女性労働者本人の意
思の尊重である。例えば育児休業を例に挙げると，企業規模にかかわらず事業主は当
然，男女雇用機会均等法や育児・介護休業法を遵守しなければならないし，セクハラ・
マタハラが許されないことも論を俟たない。もちろん，育児休業の利用を促進すべく周
知徹底も必要である。しかしそれだけでは足りず，その上でさらに，育休明けの女性労
働者の意思を尊重し，キャリア形成の妨げにならないための条件整備が企業には望まれ
る。多くの女性労働者は，質はそのまま，できれば復帰前と同じ仕事を受け持ちたい
が，量は軽減してほしいと考えている。夜間休日に動けないから役に立たないとか，無
理させられないから軽い仕事に就かせるしかない等といった，企業側にしばしばみられ
る偏見をなくし，受け持ち件数を減らしたり，複数又は営業所での担当制にする等とい
った工夫が望まれる。

　（4）女性が企業内で十分な経験を積み，やがて活躍していくためには，それだけでは十
分ではない。一部の百貨店や金融機関が典型であるが，企業によっては，入社当初は男
女とも同じ仕事に就いても，徐々に与えられる仕事が異なってくる傾向が存在する。ま
た，例えば 20 代後半から 30 代前半にかけての地方勤務が管理職登用の絶対条件になっ
ている企業もある。こうした企業では，女性は管理職予備軍に入る前に，管理職になる
ことを諦めてしまいがちである。言うなれば，管理職になるために必要なスキルを養え
る仕事が女性労働者にはなかなか与えられない結果，「仕事の経験値」に男女差が生
じ，それが蓄積されてしまうのである。管理職になるための必要な経験を積む機会が与
えられない一方で，管理職になった途端に厳しい労働環境にさらされるとなれば，家族
の理解やサポートの有無程度にかかわらず，女性労働者が管理職の仕事と家庭の両立を
困難と考えてしまうのも当然である。こうした企業では，目標となるロールモデルも不
在であることが多いだろう。

　　前記「女性管理職育成・登用に関する調査」からは，女性のほうが男性よりも管理職
に求める期待レベルを高く設定する傾向があることや，自己評価の中でもとりわけ「マ
ネジメント力」，「部下育成力」及び「指導力・リーダーシップ」を低く見積もる傾向が
あることが明らかになっている。さらに，管理職層が「管理職になるのに役立った経
験」として男女ともに一致して挙げるのは，「仕事における失敗の経験」（男性 51.5%，
女性 40.4%），「困難を伴う仕事の経験」（男性 46.8%，女性 37.6%）である。人材豊富
な大企業であればあるほど，早期から女性労働者にこのような管理職に必要な経験を積
極的に積ませる必要がある。
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　（5）なお，諸外国では，取締役会の構成メンバーのうち一定人数又は割合を女性とする
ことを求める「クオータ制」を採用している国もある（第 1 編第 5 章第 1 節第 3・5

（3）参照）。また，日本でも，女性管理職の積極的な登用が新たな企業価値を生み出す
として，2020 年までに女性管理職の割合 50% を目指す意欲的な企業も現れている（第
2 編第 2 章第 1 参照）。

5　両立支援等の助成金制度
　上記のほか，仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主のための助成金（両立支援等助成
金）として，企業規模を問わず適用するものとして，事業所内保育施設の設置・運営等支
援助成金が挙げられる。これは従業員の子どもを預かる保育施設の設置，運営等の費用を
助成するもので，設置費，増築費，運営費それぞれについて企業規模ごとに助成率，限度
額が定められている。
　他方，子育て期の短時間勤務制度を設ける企業を助成する子育て期短時間勤務支援助成
金は 2015 年までで終了し，本来は趣旨の異なる，キャリアアップ助成金のうちの「多様
な正社員コース」に引き継がれた。

6　子育てサポート企業の認定
　次世代育成支援対策推進法に基づき行動計画を策定し，目標を達成した上で一定の基準
を満たした企業が「子育てサポート企業」として受ける厚生労働大臣の認定（くるみん認
定）は，大企業を中心に進んでいる。2015 年 4 月からはくるみん認定を既に受け，相当
程度両立支援の制度の導入や利用が進み，高い水準の取組を行っている企業を評価しつつ
継続的な取組を促進するための「プラチナくるみん認定」がはじまった。「くるみんマー
ク」又は「プラチナくるみんマーク」を広告等に表示することによって，子育てサポート
に積極的な企業であるとのアピールをすることができる。

第3　中小企業
1　はじめに
　本稿では，企業一般ではなく，中小企業における問題点を指摘する。なお，一言で「中
小企業」といっても，実際には多様な類型がある。就業規則の作成を義務付けられない
10 人未満の法人は自営業に近い要素も多々あり，他方，300 人規模の法人の中には大企業
に劣らない組織を備えた企業もある。以下，企業の規模に応じたデータが存在する点につ
いては，その点についても指摘する。

2　セクハラ防止
　2006 年に男女雇用機会均等法が改正され，セクハラ防止が配慮義務から措置義務に引
き上げられた（第 11 条）。具体的には，企業は，①セクハラ防止に関する周知・啓発（セ
クハラ研修の実施など），②セクハラ相談窓口の設置と相談に対する適切な対応，③セク
ハラ事案に対する事後の迅速かつ適切な対処（迅速な調査，行為者の懲戒処分，必要に応
じた配置転換等）をしなければならない法的義務を負うようになった。
　しかるところ，改正から 10 年近く経とうとする現在においても，50 人規模程度の企業
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においてさえ，措置義務の履行が不十分な中小企業が多数存在する。例えば，上記①の周
知・啓発をしていない企業や，セクハラ規程の整備がなされていない企業が多いことは問
題である。また，上記②のセクハラ相談窓口を設置していないだけでなく，設置義務自体
を知らない経営者も散見されるところである。
　さらに，たとえば社長以外は女性事務職員が 1 人のみという零細企業などでは，社長自
らセクハラをしている例さえ見られるところである。多くの中小企業が顧問弁護士を有し
ていないことを考えると，遅まきながら国による周知徹底が急務と考える。

3　妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
　男女雇用機会均等法第 9 条第 3 項は，妊娠・出産等を理由とする解雇・その他の不利益
取扱いを禁止している。そして，不利益取扱いには，降格，職種変更，雇用形態の変更

（正規社員から非正規社員へ等），退職強要，雇止め等が含まれる。
　ところで，多くの中小企業は，従業員全員のフル稼働で事業を営んでいる。このことか
ら，経営者は，妊娠・出産等を契機として，退職強要でなくても退職勧奨をすることが少
なくない。また，退職勧奨でなくとも，言葉等での嫌がらせにより職場に居づらくさせる
こともある。しかしながら，度を過ぎた退職勧奨は，退職強要に該当し，また，言葉等で
の嫌がらせも，不利益取扱いに該当する可能性は十分にある。このような経営者の言動に
対して企業が労働者から提訴されると，企業敗訴のリスクは高く，企業がフル稼働できな
いマイナス以上の不利益が生ずることは必至である。
　よって，企業は，従業員の妊娠・出産等により当該従業員がフル稼働できなくなるとし
ても，男女雇用機会均等法第 9 条第 3 項の遵守を肝に銘じなければならない。
　なお，マタハラ訴訟の最高裁判決を受けて，厚労省は，同条項や育児・介護休業法第
10 条等の解釈通達を出しており，労働基準監督署等で容易に入手できるリーフレットも
作成されている。

4　育児休暇助成金制度の活用
　厚労省によれば，2014 年度の育児休暇取得率は，女性が 86.6％（前年度比 3.6 ポイン
ト増），男性が 2.30％（同 0.27 ポイント増）であった（調査は全国の 5855 事業所を対象
に実施して有効回答率は 69.1％。）。
　育休取得率は，2007 年度以降，女性は 80％以上で推移しているが，男性は 1％を超え，
その後は増減を繰り返しながら徐々に伸びている程度である。ただ，事業所の規模別で
は，5～29 人が 3.62％と最高で全体平均を押し上げ，一方で，30～99 人は 0.81％と最低
で，500 人以上の大企業でも 1.70％にとどまっている。また，前年度のデータではある
が，女性は，5～29 人が 58.6％と他の規模の事業所が全て 90％前後であることと比較し
て著しく低率であったことは特筆に値するところである。
　多くの中小企業は，人的にも財政的にも育児休暇を広く認める余裕がないことが多い。
しかし，財政的に補うものとして，両立支援等助成金を活用することができる。この制度
のうち，事業所内保育施設の設置等は，中小企業に限られたものではないが，特に中小企
業を対象とするものとして，①育児休業取得者の代替要員を確保し，育児休業を 3 か月以
上利用した労働者を原職等に復帰させ，復帰後 6 か月以上雇用した中小企業事業主を助成
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する「代替要員確保コース」，②育児休業を 6 か月以上利用した期間雇用者を原職等に復
帰させ，復帰後 6 か月以上雇用した中小企業事業主を助成する「期間雇用者継続就業支援
コース」，③育休復帰支援プランを策定及び導入し，対象労働者が育休取得した場合及び
復帰した場合に中小企業事業主を助成する「育休復帰支援プランコース」がある。積極的
な活用が望まれるところである。

5　子育てサポート企業
　第 2・6 で言及した「くるみんマーク」は今のところ大企業を中心として浸透している
が，今後，社会全体に「くるみんマーク」が周知され，人材確保に悩む中小企業も認定を
受けることを目指せば，安心して当該中小企業に就職を希望する育児世代が増えるのでは
なかろうか。また，組織の堅実な 300 人規模の企業ならば，無理なく認定を受けて，子育
てに積極的な企業であるというイメージアップを図ることも可能である。

6　ポジティブアクション助成制度
　2014 年度限りでポジティブアクション能力アップ助成金が廃止されたが，それに代替
する制度が必要であろう（なお，2015 年 8 月 28 日に代替制度を規定する女性活躍推進法
が成立した。）。

第4　自営業者
1　はじめに
　本稿では，個人事業主，いわゆる自営業者として働く女性についてその問題点を指摘す
る。弁護士の多くも個人事業主であることが多く，女性弁護士の中でも個人事業主として
稼働する者も少なくない。

2　政府の施策
　内閣府男女共同参画局は「女性のチャレンジ応援プラン」と題して 2015 年度に実施す
る支援策をまとめ，公表している（内閣府男女共同参画局 2015 年 1 月 16 日）。
　この支援策の中には「女性のアイディアで地域を元気づける起業支援」が盛り込まれて
おり，ⅰ起業の知識を習得できる「創業スクール」の開催事業，ⅱウエブ上で，事業経営
に役立つ情報を得られるサイトの運営事業（中小企業・小規模事業主支援ポータルサイト

（ミラサポ）），ⅲ農業に取る組む女性の経営力を高める育成事業（輝く女性農業経営者育
成事業），ⅳ資金面で女性の企業を支援する日本政策公庫の女性起業家向けの起業家支援
資金の貸付事業，ⅴ創業に必要な費用を補助する事業（創業・第二創業促進補助金）が具
体的な支援策とされている。

3　女性の個人事業主（自営業者）の問題点
　（1）個人事業主は，自らの働くスタイルを自由に決定できるため，家事・介護・育児の

負担により働き方に制約がある女性には，魅力的な働き方として紹介されることも多
い。実際に，地方のマスコミ等では，個人事業主として，女性らしさを前面に工夫を凝
らした新規の飲食店や販売店等が紹介されることも多い。
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　（2）しかしながら，個人事業主自身の出産・育児の場面では，労働者としての立場の女
性とは異なり，以下のとおり社会的な手当の制度はないに等しい。

　　すなわち，まず，女性の個人事業主は，事業主であるために労働保険（雇用保険）に
加入しておらず，出産・育児休業の所得保障のための給付金を受けることができない。
その結果，出産・育児の間に休業を余儀なくされると，その間の収入が減少したり，場
合によっては途絶えることとなる。

　　また，その働き方については，労基法の制約がないため，妊娠・出産の際の母性保護
のための働き方の蚊帳の外にある。よって，いざ，出産・育児となると，まさに「自己
責任」で母性保護のために負荷のかからない労働スタイルに変更するか，従前の働き方
を継続する場合には，そのリスク等を負担する働き方をせざるを得ないこととなる。

　　加えて，個人事業主として，従業員を雇用していた場合には，たとえ出産・育児によ
る休業中であっても，その者の給料その他，事業継続のために必要な経費を負担せざる
を得ないこととなるし，また，従業員を雇用していない場合でも，店舗を借りていれば
その賃貸料等の経費を継続的に負担せざるを得ない。

　　個人事業主の出産・育児期間中の国民健康保険料や国民年金の免除の制度もない。
　　つまり，女性の個人事業主としての働き方は，自らの働き方を自由に選択できるメリ

ットがあるものの，出産・育児等の場面では，現状においては，社会的な手当の制度は
なく，苦しい状況に追い込まれかねない働き方であるとも言える。

第3節　労働組合に求められる取組

第1　労働組合の政策や意思決定過程への女性の参画
　本章，第 3（ポジティブアクション（積極的差別是正措置）の創設），5（諸外国のポジ
ティブアクションに関する取組と日本の現状），（4）労働組合で述べたように，様々な立
場の労働者が同じ組織にいる現実において，労働組合には，女性の活躍推進を阻む多様な
課題に目を向け，現場の実態に即した対応を提案していく役割が期待されている。
　そこで，第 2 章（女性労働（者）をめぐる様々な問題），第 5 節（労働組合の中の女
性）で述べたように，そもそも組織化された女性労働者が数においても組織率においても
男性よりも少ないところで，女性労働者の権利の実現を労働組合全体の要求として位置付
ける上では，女性が女性部の活動だけではなく労働組合の執行委員等に関与することが重
要である。
　そのためには，本章で述べたようなポジティブアクションの取組は重要である。
　ポジティブアクションの取組において，社内の現状把握から始まり，その分析を通じて
女性の能力を阻害している原因・課題を見つけ，課題に沿った施策を検討し，それを着実
に進めていくという女性活躍推進施策のＰＤＣＡサイクルを回していくなかで，労使双方
の視点が重要である。PDCA サイクルに労働者の代表も関与する体制を構築しなければ
ならない。そのためには，労働組合あるいは労働者の代表自体における男女共同参画は必
要不可欠である。
　そして，女性労働者の非正規雇用化が進んでいる中，目標実現の過程で最も重要なの
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は，それぞれの立場を超えた女性の連帯，ひいては労働者の連帯である。正規か非正規
か，既婚か未婚か，子どもがいるか否か，有職者か専業主婦（夫）か，そして，女性か男
性かといった個人の属性によって対立していては，ポジティブアクションの効果は限定さ
れたものとなり，本来の目的を達しえないだろう。互いに生き方・働き方を尊重しつつ，
目標実現に向けての柔軟かつ強固な結びつきが必要不可欠である。
　また，働くモデルは身近にいても，組合の活動モデルがそばにいないということになれ
ば，役員に選出されても，手探りで活動しなければならなくなる。
　連合，全労連などのナショナルセンターで取組が進められているが，このような取組を
産業別組織，単組，職場に浸透させていくことが必要である。そして，潜在的に存在する
組合役員の引受け手となる女性を掘り起こし，育成していくとともに，労働教育などを通
じて，労働者の間にそうした意識を醸成していくことも求められる。

第2　働くことに直接関わる法律の制定や法律改正への取組
　働くことに関わる法律には，最低限の労働条件を定めた労働基準法，最低賃金法，育
児・介護休業法，短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（パートタイム労働法）
などがある。これまでも労働組合の活動によって，これらの法律は一定程度改善されてき
た場合があるが，当事者として切実な問題を認識している労働者を組織する労働組合こ
そ，職場の女性労働者の課題への取組に加えて，働く女性の問題を解決していくために，
働くことに直接関わる法律の制定や法律改正に取り組んでいくことが必要である。
　そのためには，まずは法律で定められている権利の周知徹底を図り，それを行使する取
組が重要である。法律が定めるのは最低基準であり，法律も労使によるその向上努力を求
めている。権利の周知徹底を図り，法律を超える要求を労使協定で実現するよう交渉し，
全国的な運動で法律改正を求めていくことが求められる。

第3　働くことに関わる政策・制度の改善要求や提言に向けた取組
　税金や年金等の社会保障に関わる取組も重要である。
　大企業・男性中心の労働組合を男女平等参画を意識した役員体制・組織にしていくこと
なくして，働く女性の地位向上は難しい。ただ，女性の登用は，単に目標値を決め，女性
を配置すればよいのではなく，併せて旧来の男性中心的な運動方針や活動体制，政策・制
度に対する意識，認識を自覚的に見直していくことが必要である。
　例えば，配偶者控除の問題，厚生年金における第 3 号被保険者の問題，夫婦別姓の導入
など働くことに関わる政策・制度の改善要求や提言に向けた取組も求められる。

第4節　女性の労働問題に関する相談・紛争解決制度の仕組み

第1　相談・紛争解決制度の概要
　労働関係において紛争が発生した場合，その解決手段としては，行政による手続を利用
することと裁判所による手続を利用することが考えられる。
　まず，行政による手続としては，都道府県労働局長の助言指導による紛争解決援助や紛
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争調整委員会によるあっせん手続がある。また，集団的労働関係についての紛争解決機関
としては労働委員会が置かれている。
　一方で，裁判所による手続としては，労働審判，民事訴訟，民事保全手続等が挙げられ
る。
　本稿では，労働関係における紛争のうち，個別的労働関係についての相談・紛争解決制
度を見ていくこととするが，今回の女性と労働というテーマから，男女雇用機会均等法に
基づいて設けられた制度について特に詳しく見ることとしたい。
　なお，各地の弁護士会でも紛争解決センター（ADR センター）を運営し，労働関係を
含めたさまざまな紛争を柔軟に解決すべく活動しているところである。　

第2　相談・紛争解決制度の具体的な内容
1　行政によるもの
　（1）行政機関への相談
　　①　総合労働相談コーナー

　　2001 年に個別労働関係紛争解決促進法が制定された。
　　これにより，同法制定前には分立していた紛争解決制度が一本化され，労働問題に

関する相談，情報の提供にワンストップで対応する総合労働相談コーナーが設けられ
ることとなった。

　　総合労働相談コーナーは，各地の労働基準監督署や労働局内を中心に設置されてお
り，総合労働相談員による情報提供や相談等が実施されている。もっとも，総合労働
相談に対応する総合労働相談員となるに当たって，労働基準監督官としての資格は不
要とされている。

　　総合労働相談件数は，2002 年度でも 62 万 5572 件あったが更に件数は増加し，
2009 年度には 114 万 1006 件となりピークを迎えた。その後も件数は高止まりしてお
り，2014 年度でも 103 万 3047 件の相談が行われている。

　　なお，2014 年度における総合労働相談のうち，後述の助言・指導の申し出がなさ
れたのは 9471 件であった。また 5010 件についてあっせん申請がなされている。

　　②　都道府県労働局雇用均等室への相談
　　上記総合労働相談コーナーにおける相談とは別に，雇用均等室においても相談を受

け付けている。2014 年度に雇用均等室に寄せられた男女雇用機会均等法に関する相
談は，2 万 4893 件であった。

　　相談内容としては，セクシュアルハラスメントが一番多く，次いで婚姻，妊娠・出
産等を理由とする不利益取扱いに関するもの，そして母性健康管理に関するものが続
いている。

　（2）都道府県労働局長による助言・指導・勧告による紛争解決援助
　①　個別労働関係紛争解決促進法は，個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方から

その解決につき援助を求められた場合において，都道府県労働局長が，当該個別労働
関係紛争の当事者に対して必要な助言又は指導をすることができる旨を定めている

（同法第 4 条）。
　　一方で，男女雇用機会均等法における紛争については，個別労働関係紛争解決促進
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法の適用が一部除外される代わりに，都道府県労働局長は，紛争の当事者の双方又は
一方からその解決につき援助を求められた場合には，当該紛争の当事者に対し，必要
な助言，指導又は勧告等をすることができるとされている（男女雇用機会均等法第
17 条以下）。男女雇用機会均等法では，労働局長に勧告の権限を与えている点が個別
労働関係紛争解決促進法と異なっているところである。

　　そこで，以下では男女雇用機会均等法に基づく援助手続について見ることとする。

　②　男女雇用機会均等法に基づく紛争解決援助制度の対象となるもの（同法第 16
条）については次のようなものが挙げられる。

　　　ア　以下の事項に関する性別による差別的取扱い
　　募集・採用，配置（業務の配分及び権限の付与を含む）・昇進・降格・教育訓

練，一定の範囲の福利厚生，職種・雇用形態の変更，退職勧奨・定年・解雇・労働
契約の更新。

　　　イ　男女雇用機会均等法で禁止される間接差別
　　　ウ　婚姻を理由とする解雇等，妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱い
　　　エ　セクシュアルハラスメント
　　　オ　母性健康管理措置（妊娠中・出産後の女性労働者の健康管理）

　③　前項に掲げる紛争について，都道府県労働局長は，紛争の当事者からの援助の申
立てを受けて手続を開始し，申立者・被申立者から事情の聴取を行い，問題の解決に
必要な援助（助言・指導・勧告）を行う。

　　こうしてなされた援助の内容を当事者双方が受け入れれば紛争は解決となる。しか
し，たとえば被申立者が事情聴取にすら応じない場合や，対立が著しく強く歩み寄り
が困難な場合には，援助は打ち切りとなる。

　④　なお，労働局長による紛争解決援助の申立受理件数は，2014 年度では 396 件で
あった。

　　内容としては，婚姻，妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関する事案が最も
多く，次いでセクシュアルハラスメントに関する事案が多くなっている。

　（3）紛争調整委員会（機会均等調停会議）による調停
　①　個別労働関係紛争解決促進法では，紛争当事者の双方又は一方からあっせんの申

請があった場合において，当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認める
ときは，都道府県労働局長は紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとしている

（同法第 5 条）。
　　一方，男女雇用機会均等法においても，個別労働関係紛争解決促進法の適用が除外

されている紛争について，紛争調整委員会に調停を行わせる旨の規定を置いている
（同法第 18 条）。　　

　　紛争調整委員会は学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命することとさ
れており，同委員会から三人の委員が選ばれて調停を行う。これを機会均等調停会議
による調停と呼んでいる。

　②　機会均等調停会議による調停は，調停申請書を都道府県労働局雇用均等室へ提出
して受理されることによって開始される。
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　　関係当事者等からの事情聴取がなされた後に，調停案が作成される。あっせん案の
提示のみが規定されている個別労働関係紛争解決促進法と異なり，調停案の受諾を勧
告することができるとされていることが，男女雇用機会均等法に基づく調停の特色で
ある（同法第 22 条）。

　　なお，調停による解決の見込みがないと認められるときは，調停を打ち切ることが
できるとされているが，打ち切りの通知を受けた日から 30 日以内に訴えを提起した
ときは，時効の中断に関しては，調停の申請の時に訴えの提起があったとものとみな
すという規定が置かれている（同法第 24 条）。

　③　2014 年度における機会均等調停会議による調停は，調停開始件数が 65 件である
が，調停案が受諾され解決したのは 24 件にとどまった。

　　調停の申請がなされた事案の内容としては，セクシャルハラスメントに関するもの
が最も多く，次に婚姻，妊娠・出産を理由とする不利益取扱いの順となっている。

　④　このように，機会均等調停会議による調停は申請数・成立率とも高いものとはい
えない。これは調停に強制力がないことから導かれる帰結であろう。しかも，調停が
不成立に終わるだけでなく差別に該当するか否かの判定もなされないのでは，問題の
解決には繋がらない。

　　そこで，独立した行政委員会を設置し，同委員会が，救済申立の受理，調査・審
問，斡旋・調停・仲裁の試み，差別に当たるか否かの判定，事業主に対する勧告・救
済命令を行うという制度の導入を検討すべきである。

2　裁判所によるもの
　（1）はじめに
　　ここまで述べてきた行政による手続は，費用面・心理面で裁判所の手続よりも利用し

やすい面があるかも知れない。しかし，強制力のない行政手続では，申立者と被申立者
の間で合意が成立しなければ，最終的に紛争を解決させることはできない。

　　一方で，裁判所を通じた通常の民事訴訟手続等によれば，当事者間で合意が成立しな
くても判決効等により紛争を終局的に解決しうる点が，行政による手続と最も異なる点
であるといえる。

　　以下では裁判所による手続を簡単に見るが，行政による手続とは異なり，女性の労働
紛争について別異の手続が設けられているわけではない。

　（2）民事訴訟・民事保全手続
　　次項で述べる労働審判制度の開始前には，民事訴訟（少額訴訟を含む）が個別労働紛

争を合意によることなく最終的に解決させる唯一の手段であった。
　　地方裁判所の労働関係の民事訴訟事件（仮処分を含む）の新受件数は，1989 年頃に

は年間 1000 件あまりであったが，次第に増加し 2003 年には 3100 件を超えるに至った。
　　もっとも，手続の終了までに要する時間については，関係者の努力によって短縮され

る傾向にはあったものの短いものとはいえなかった。
　　そのため，例えば賃金仮払いの仮処分の申立て等の民事保全手続によって迅速に救済

を得ようと試みられることもある。しかし，仮処分等の民事保全手続自体，紛争が激化
すれば長期化することも少なくはなく，また，後になって仮処分決定が取り消されて仮
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払いされた金銭の返還を請求されることもあるなど，民事保全手続には不安定な面があ
った。こうしたことも，次項の労働審判制度が導入される一因となったところがある。

　（3）労働審判手続
　　労働審判法の制定により，2006 年 4 月から労働審判手続が開始された。
　　労働審判の特徴は，裁判官 1 人と専門家 2 人からなる労働審判委員会が，原則 3 回以

内の期日で，権利関係を踏まえつつも事案の実情に即した解決のための審判を下すこと
にある。

　　労働審判の申立てから終局までの審理期間は，2010 年から 2014 年までの既済事案に
ついてみると，全体の 73.1％が 3 か月以内に終局している。

　　また，制度開始以降の既済事案のうち，およそ 7 割に当たる 69.7％が合意（調停）
により成立している。

　　このように労働審判においては，比較的多くの事案が，それほど長い時間を要さず，
しかも合意により終了しているといえる。

　（4）裁判所による手続の利用者数
　　労働審判事件の新受件数は，2006 年には 877 件であったが，2007 年には 1494 件，

2008 年には 2052 件に増加し，2009 年には 3468 件に達した。その後も増減を繰り返し
ているが，年間 3500 件前後の申立てがなされており，制度導入前の地方裁判所に対す
る労働関係の民事通常訴訟の新受件数以上の労働審判の申立てがなされていることにな
る。

　　なお，労働審判の申立数が増加している一方で，民事通常訴訟の申立件数がどのよう
に変化しているかを見ると，労働審判制度導入前の 2005 年に 2442 件であった新受件数
は，労働審判制度が導入された 2006 年には 2153 件と若干減少したものの，その後は増
加傾向にあり，2014 年には 3255 件となっている。

　　このように，民事通常訴訟及び労働審判の申立てのいずれも労働審判制度導入以前よ
り増加傾向にあり，裁判所による労働紛争解決手続の利用も広がっているということが
できる。
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第１章　各地のプレシンポジウムの概要報告
第1　日弁連（両性の平等に関する委員会）
　「母子世帯における子どもの貧困－その原因と実効的施策を考える」

１　開催概要
・日時　2015 年 3 月 7 日（土）午後 1 時～5 時
・場所　弁護士会館 17 階

２　主なプログラム
・基調報告　押見　　和彦（両性の平等に関する委員会委員）
・基調講演　「子どもの貧困と母子世帯」
　　　阿部　彩氏（国立社会保障・人口問題研究所社会保障応用分析研究部部長）
・パネルディスカッション
　パネリスト　　赤石　千衣子氏（シングルマザーあず・ふぉーらむ理事）
　　　　　　　　藤原　千沙氏（法政大学大原社問題研究所准教授）
　　　　　　　　みわ　よしこ氏（ジャーナリスト）
　　　　　　　　山野　良一氏（「なくそう！子どもの貧困」全国ネットワ－ク世話人）
　コーディネ－タ－　道あゆみ（両性の平等に関する委員会副委員長）

３　内容
　基調講演では，母子世帯の貧困率，ひとり親世帯の貧困率が，2009 から 2012 年に悪化
したことや，所得の再分配による貧困率の削減ができていない原因は，生活保護受給者が
少ないことと児童扶養手当の額が少ないことを指摘し，婚姻状況（未婚，離別，死別）が
女性の貧困に密接に関連する現行システムを，全ての女性の生活保障との観点で社会政策
をつくり直すべきであり，児童扶養手当の拡充や母子世帯の貧困率削減の数値目標を掲げ
ることを提言された。
　パネルディスカッションでは，母子世帯の貧困は社会全体の問題であることを踏まえ多
角的な議論が展開された。民間支援者が母子世帯の実態を理解することで自治体の政策を
変える力を作る重要性や，貧困対策には現金給付が実効性はあるが，お金が尊厳を奪うよ
うな仕組は改善しなければならないこと，生活保護の範囲と内容をもう少し豊かな水準に
見なおす必要性があることが，提言された。
　また，子どもの貧困対策大綱については，教師が忙しいことやプライバシー等，実効性
には疑問があること，教師が子どもの貧困やひとり親世帯の問題，多様性についてきちん
と学ぶ必要があることが指摘された。さらに，女性は結婚すればいいのだからという理由
で，女性の貧困研究がなされてこなかったが，貧困問題は労働と社会保障の両方をみる必
要があること，親一人が子どもひとり養える社会でないと持続できないこと，母子世帯の
母が働いているのに貧困であることは労働が貧困を脱する手段となっていないこと，子育
て世代への所得再分配が十分でないこと等が指摘され，母子世帯も素敵な家族と表現でき
る社会であるべきと提言された。
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第2　滋賀弁護士会
　「女性の労働と貧困～なぜ女性の給料は低いのか『女だって普通に生きたい！』」

１　開催概要
・日時　2015 年 4 月 29 日（水）午後１時～4 時半
・場所　ピアザ淡海ピアザホール
・共催　日本弁護士連合会

２　主なプログラム
・現場報告
　　　「女性の気づきが社会にもたらすもの」
　　　山本良子氏（NPO 法人リバティー・ウィメンズハウス・おりーぶ理事長）　
・基調講演
　　　「私たちの給料はなぜ安いのか～女性の貧困から働き方を考える」
　　　竹信三恵子氏（ジャーナリスト・和光大学教授　）
・パネルディスカッション
　　　パネリスト　山本良子氏，竹信三恵子氏，河野純子（滋賀弁護士会）
　　　コーディネーター　石川賢治（滋賀弁護士会）

３　内容
　現場報告では，山本良子氏から，女性というだけで労働条件が悪くなり，厳しい状況に
置かれている現状報告があった。
　基調講演では，竹信三恵子氏から，日本における女性と男性の労働状況を他国と比較し
てお話頂いた。正規雇用の平均的労働時間が長時間に及ぶ日本では，家事育児をしながら
働くことはほぼ不可能となり，正規雇用で働く男性と家事育児をしながら非正規雇用で働
くしかない女性という明確な区別が出来てしまい，女性が貧困におちいりやすい状況が形
成されている。正規雇用の労働時間を短縮することで，労働条件の改善や女性の社会進出
の促進を達成できることが明らかにされた。
　パネルディスカッションでは，有期雇用の廃止をしたらどうなるか，アベノミクスの評
価等についてご意見を頂いた。

第３　宮崎県弁護士会
　「『仕事か家庭か』いつまで二択を迫られるの！―－宮崎発・政府の『女性活用』の課題
と提言」

１　開催概要
・日時　2015 年 7 月 4 日（土）午後 2 時から午後 4 時
・場所　宮日ホール 11 Ｆ　
・共催　日本弁護士連合会
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２　主なプログラム
・基調講演　阿部純子氏（宮崎産業経済大学准教授）
・パネルディスカッション　
　 パネリスト　　松岡優子（ 宮崎県弁護士会会員・特定非営利法人みやざき男女共同参画

推進機構理事長）
　　　　　　　　阿部純子氏（宮崎産業経済大学准教授）
　　　　　　　　桑原光照氏（宮崎労働局均等室長）
コーディネーター　永友郁子（宮崎県弁護士会会員）

３　内容
　基調講演では，憲法学を専門に研究されている阿部純子氏から，女性の自己決定の権利
の憲法上の内容とその内容を理解するに当たって，その権利を抑圧する社会構造の存在や
権利に伴う自己責任の範囲等，権利そのものにつき説明を行った上，政府「すべての女性
が輝く政策パッケージ」を中心とした少子化対策や就業継続の取組等の政策の説明と，政
府の政策への評価・提言を頂いた。
　パネルディスカッションでは，宮崎県の男女平等参画の現状や女性の仕事と家庭の両立
を困難にしている原因，大学における男子学生の固定的役割分担の意識の形成，その意識
を変えていく展望等に触れながら，政府の「女性活用」は実効性が期待できるか，課題は
何か等を含め，会場の参加者からの質問を交えつつ，宮崎県で男女共同参画を進めるため
の方策の実現に向けた議論が展開された。

第４　福岡県弁護士会
　「なくせ『女性の貧困』～男女がともに豊かな社会を創造するために～」

１　開催概要
・日時　2015 年 8 月 29 日（土）午後 1 時 30 分～午後 4 時 30 分　
・場所　天神ビル 11 号会議室
・共催　九州弁護士会連合会，日本弁護士連合会

２　主なプログラム
・基調講演「家事ハラと再分配から考える」　竹信　三恵子氏（和光大学教授）
・実態報告　シングルマザー当事者の方
・日弁連報告　阿部　広美（熊本県弁護士会会員）
・パネルディスカッション
　パネリスト　　　　竹信　三恵子氏（和光大学教授）
　　　　　　　　　　鈴木　泰輔　　（広島県弁護士会会員）
　　　　　　　　　　樋口　充喜氏　（福岡県労働組合総連合事務局長）
　　　　　　　　　　大戸　はるみ氏（ NPO 法人シングルマザーあず・ふぉーらむ・福

岡理事長）
　コーディネーター　深堀　寿美　　（福岡県弁護士会会員）
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３　内容
　基調講演では，竹信三恵子氏から，社会構造が生み出す家事労働ハラスメントの実態と
女性労働者の苛酷な生活実態，労働実態についての報告がなされた。
　パネルディスカッションでは，男女雇用機会均等法の存在が実態の是正につながってい
ないことを踏まえながら，女性の貧困を克服し女性が真に輝ける社会をつくるためにはど
のような視点での改革が必要なのか，男女労働者ともに労働時間がどうあるべきか等につ
いて，男女共通のあるべき労働の形を考え，男女がともに家庭責任を負う社会の実現に向
けた議論が展開された。

第５　広島弁護士会
　「貧困と社会福祉～女性の視点から～」

１　開催概要
・日時　2015 年 9 月 5 日午後 1 時 30 分～午後 4 時
・場所　広島弁護士会 新弁護士会館大ホール
・共催　日本弁護士連合会，中国地方弁護士会連合会

２　主なプログラム
・基調報告「女性の貧困を可視化する」
　　広島弁護士会 女性の貧困プロジェクトチーム
・基調講演「貧困と社会福祉～女性の視点から～」
　　都留民子氏（県立広島大学人間福祉学科教授）

３　内容
　基調報告では，単身女性と母子世帯の二つのモデルケースに沿って，国内あるいは県内
の統計資料を用いて，女性が貧困に陥った場合の現状とその要因，これに伴って浮き彫り
になる我が国の就労環境や社会福祉のあり方に関する問題点を指摘し，見えにくい女性の
貧困の実態について解説した。
　基調講演では，低賃金・不安定労働者の多くを女性が占めている現状など，貧困と格差
を拡大させる日本の社会構造の問題を指摘しつつ，就労環境の改善や児童手当の拡充な
ど，あるべき社会保障制度や財政問題につき提言がなされた。

第６　千葉県弁護士会
　「女性と労働―マタニティハラスメント等　女性差別の実態と対策を考える。」

１　開催概要
・日時　2015 年 9 月 5 日（土）午後 1 時～4 時 30 分
・場所　千葉県弁護士会館３階講堂
・共催　日本弁護士連合会
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２　主なプログラム
・基調講演「働く女性とマタニティ・ハラスメント」
　　　　杉浦　浩美氏（埼玉学園大学大学院専任講師）
・パネルディスカッション
　パネリスト　　鴨　桃代氏（なのはなユニオン委員長）
　　　　　　　　圷　由美子氏（ 日本労働弁護団常任幹事，マタハラNetサポート弁護士）
　　　　　　　　河合｛野間｝繁子氏　（千葉大学大学院工学研究科助授）
　　　　　　　　島村　奈美氏（ NPO 法人マタニティハラスメント対策ネットワーク会

員）ビデオメッセージ
　　　　　　　　小酒部さやか氏（ NPO 法人マタニティハラスメント対策ネットワーク

代表）
　コーディネーター　　清田乃り子（千葉県弁護士会会員）

３　内容
　基調講演では「働く女性とマタニティ・ハラスメント」（大月書店）著者の杉浦浩美氏
から，女性が働きながら子どもを産み育てたいという，当たり前の願いが叶えられない現
状を，身体の問題―産む身体と労働する身体という視点で掘り下げ，母性保護要求のジレ
ンマ，平等化戦略の矛盾と限界等，マタニティハラスメントに内在する複雑かつ根深い論
点について分かりやすく説明がなされた。
　パネルディスカッションでは，マタニティハラスメントのみならず女性の非正規雇用や
差別の実態や，女性が仕事と家庭を両立させることの様々な困難性について，各パネリス
トからそれぞれの現場を踏まえた発言がなされ，更に，その困難を改善，解決するために
できること，なすべきことの提言がなされた。

第７　熊本県弁護士会
　「労働から考える女性の貧困」

１　開催概要
・日時　2015 年 9 月 5 日（土）午後 1 時 30 分～午後 4 時 30 分　
・場所　熊本市男女共同参画センターはあもにい　多目的ホール
・共催　日本弁護士連合会

２　主なプログラム
・基調講演「女性の貧困問題の構造」　丸山里美氏（立命館大学准教授）
・熊本日日新聞社報告　政経部デスク　田端美華氏
・日弁連報告　阿部　広美（熊本県弁護士会会員）
・リレートーク　「女性への支援の現状と課題」
　　　　　　　入田　秀喜氏（熊本県子ども家庭福祉課・課長補佐）
　　　　　　　藤井宥貴子氏（熊本市男女共同参画センターはあもにい館長）
　　　　　　　北崎由美子氏（ハローワーク熊本・就職支援次長）
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　　　　　　　千々岩宗徳氏（日本労働組合総連合熊本県連合会事務局次長）

３　内容
　基調講演では，女性の貧困を専門に研究している丸山里美准教授より，「女性の貧困問
題の構造」と題する基調講演が行われ，女性ホームレスについての調査を通じ，その生活
歴から女性が貧困に陥る構造が明らかにされた。
　熊本日日新聞社からの報告では，戦後 70 年企画として，「映る移る女性と時代」という
女性をテーマにした特集を組んだ担当デスクの田端氏より企画の意図や趣旨，取材を通し
て見えてきたものについての報告がなされた。
　リレートークでは，様々な立場で女性への支援に取り組んでいる方々から，活動の紹介
と女性への支援活動の中での悩みや課題について語られた。
　基調講演，リレートークを通じ，参加者一人ひとりが女性の貧困を理解し，連携して活
動していくことを確認した。

第８　京都弁護士会
　「女性が安定して働き続けるために～女性労働と貧困について考える～」

１　開催概要
・日時　2015 年 9 月 12 日（土）午後 1 時 30 分～午後 4 時 00 分
・場所　京都弁護士会館地階大ホール
・共催　日本弁護士連合会

２　主なプログラム
・基調講演　浅倉むつ子氏（早稲田大学教授）
・法テラス奈良事件当事者報告

３　内容
　雇用における男女の均等待遇について労働法学から研究されている浅倉むつ子先生に，
女性労働における雇用の不安定や差別的待遇の実態及びその解消を目指すためにはいかな
る取り組みが必要かについて講演いただいた。
　また，非正規職員として奈良法テラスに勤務し，同じ仕事をしているにもかかわらず正
規雇用の職員に比べ著しく低い賃金しか支払われなかったことから，法テラスを被告に差
額賃金相当の請求を行った訴訟の当事者からも，女性非正規職の差別的待遇の実態につい
て報告いただいた。

第9　横浜弁護士会
　「女性と労働～日本の貧困化をくいとめるために～」

１　開催概要
・日時　2015 年 9 月 13 日（日）午後 1 時～4 時 30 分
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・場所　横浜弁護士会館 5 階大会議室
・共催　日本弁護士連合会・関東弁護士会連合会

２　主なプログラム
・基調講演　竹信三恵子氏（和光大学現代人間学部教授）

３　内容
　母子世帯の半数以上が貧困，依然として残る男女賃金格差，固定的性別役割分担への回
帰現象…。派遣法改正案，残業代ゼロ法案，外国人家事労働者導入。いま，日本社会で何
が起こっているのか，女性が輝ける社会をつくるために必要な処方箋は何か，「家事労働
ハラスメント」（岩波新書 ）・「ピケティ入門」（金曜日）著者の竹信三恵子氏から，講演
をして頂いた。

第10　静岡県弁護士会
　「マタニティハラスメントと保育の問題について考える」

１　開催概要
・日時　2015 年 9 月 19 日（土）
・場所　静岡県男女共同参画センター「あざれあ」
・共催　日本弁護士連合会

２　主なプログラム
・基調講演　小林美希さん（労働・経済ジャーナリスト）
・静岡県弁護士会会員による特別報告

第11　仙台弁護士会
　「男女ともに人間らしく働ける社会を目指して」

１　開催概要
（1）日時　平成 27 年 9 月 26 日（土）午後 1 時 30 分～午後 4 時 00 分
（2）場所　仙台弁護士会館 4 階
（3）共催　東北弁護士会連合会，日本弁護士連合会

２　主なプログラム
（1）基調講演「均等法・派遣法制定から 30 年の現状と課題」
　日弁連労働法制委員会委員・両性の平等に関する委員会委員 今野久子氏（弁護士）

（2）実態報告
　みやぎ生協労働組合書記長　池町江美子氏
　仙台市職員労働組合　国付指導員支部　八代ちか子氏
　ブラック企業対策仙台弁護団　弁護士　髙橋芳代子氏
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３　内容
　基調講演では，野村証券昇格差別事件，芝信用金庫昇格賃金差別事件，丸子警報機事件
等多くの著名な女性労働事件を担当してきた今野久子弁護士から，男女雇用機会均等法，
労働者派遣法に関する実際の事件，裁判例の紹介等を踏まえて，現在の女性労働問題につ
いて説明がなされた。
　実態報告では，非正規雇用の厳しい現状や正規職員であってもマタハラ等仕事を継続す
ることが困難な状況についての実態が報告され，男女雇用機会均等法と労働者派遣法が制
定されてからこれまでの女性労働問題の現状を改めて確認し，女性が輝ける労働環境，ひ
いては，男性も女性も人間らしく豊かな生活をするために労働法制，労働環境はどうある
べきかの議論が展開された。

第12　高知弁護士会
　「女性の労働問題を考える～高知の働く女性，ほんとにしあわせ？～」

１　開催概要
・開催日時　2015 年年 9 月 26 日（土）午後 1 時から午後 4 時 30 分
・場所　高知県人権啓発センター
・主催　四国弁護士会連合会　高知弁護士会
・共催　日本弁護士連合会
・後援　高知新聞社　産経新聞社高知支局　KUTV テレビ高知　RKC 高知放送
　　　　NHK 高知放送局　KSS さんさんテレビ　朝日新聞高知総局

２　主なプログラム
・基調講演「女性の労働問題を考える－男女共同参画の視点から－」
　　森田美佐氏（高知大学准教授）
・現場報告
　　植田美和子氏（キャリアコンサルタントアールキャリアデザイン）
　　畑山佳代氏（県労働委員会委員）
　　谷脇和仁氏（高知弁護士会会員）
・パネルディスカッション
　　上記基調講演者と現場報告者によるディスカッション
　　コーディネーター　中島香織（高知弁護士会会員）

３　内容
　基調講演では，女性の労働問題の実情，政府の女性の活躍推進策，男性は貧困ではない
のかという視点，人間らしい生活・豊かな生活を手に入れるために人々が支払っている代
償等について，説明がなされた。
　現場報告では，各立場から高知の働く女性の現状について，報告がなされた。
　パネルディスカッションでは，基調講演，現場報告を踏まえ，「高知の」働く女性の問
題点（高知の働く女性の活躍は全国でもトップレベルにあると言われるが，その背景には
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女性も働かざるを得ない経済的な事情があること等）について議論され，高知の人々がよ
り豊かに生活するためには何ができるかについて議論が展開された。

第13　愛知県弁護士会
　「女性と労働―生み育てながら働ける社会をめざして―」

１　開催概要
・日時　2015 年 9 月 26 日（土）午後 1 時 30 分～午後 4 時 00 分
・場所　鯱城ホール（伏見ライフプラザ 5 階）
・共催　日本弁護士連合会，中部弁護士会連合会

２　プログラム
・基調講演　小林美希さん（労働経済ジャーナリスト）
・当事者の声
・対　談　　小林美希さん
　　　　　　田巻紘子（愛知県弁護士会弁護士），安田庄一郎（同弁護士）

３　内容
　生み育てながら働き続けるためには，安心して子どもを託せる保育園の存在が不可欠で
ある。しかし，その保育園にも市場原理による構造改革の波が押し寄せている。そして，
子育て世代の働き方そのものも，市場原理の影響を受けた規制緩和のために，安心して働
き続けることが難しくなっている。生み育てながら安心して働ける社会のために何が必要
か。若者の雇用，結婚，出産，育児と仕事の継続の問題などを中心に取材を重ね，発信さ
れている労働経済ジャーナリスト・小林美希さんと議論した。
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第１　イオン株式会社
【訪問日】　2015 年 6 月 18 日
【担当者】　清田，丹羽，永冶，
【対応者】　ダイバーシティー推進室室長田中咲（えみ）氏
【聴取内容】
1　目標は 2020 年までに女性管理職 50％
　イオン株式会社では，男女とも，同一の試験を受けて昇格したら，同一の賃金をもら
う。条件では男女は一緒であり差はない。しかし，管理職の比率だけをみると，男女で大
きな差が生じている。入社時正社員の 60％は女性である。しかし，現状において管理職

（課長職以上）の女性割合は 12％程度である。2020 年をめどに女性管理職を 50％，2016
年をめどに 30％にするという目標がある（目標を 50％に設定した 2013 年当時は，7％程
度だった）。

2　管理職になる女性が少ない理由
　管理職になる女性が少ない理由の大きな原因は，若い段階で女性が辞めてしまうという
ことである。会社の責任でもあり，女性の意識面でも問題がある。
　入社してしばらくは店舗で勤務をすることになるが，その際にやりがいをもてないこと
が多い。その理由として，上司が，誰にでもできそうな仕事が後々どのような自己成長に
つながるのか，仕事の目的について伝えていないことが挙げられる。
　また，男性の場合は，結婚や出産をきっかけに仕事を辞める，という選択肢はないが，
女性の場合，結婚や出産といった局面に差し掛かったとき，仕事にやりがいを見いだせな
かったり，将来設計を考えられなければ，辞めるという選択肢を取られてしまう。女性は
家庭に入るということが，辞めてもいいという正当な理由になりえてしまっている。
　また，女性が家庭に入ることを理由に仕事を辞めるということを，周囲も問題視しない
傾向にある。本来なら，仕事を続けることに何がネックになっているのか話をして，仕事
を続けられるよう解決策を導くべきであると考えている。
　女性が結婚退職せずに残って，産休，育休をとった人は 95％以上仕事に戻っているが，
それでも昇格など次のステップに進もうとしないことが多い。育児をしているから大変な
のだと，モチベーションが下がっているように思える。周囲も，子育てしている人を扱う
ことに慣れていないため，それほど負担の大きくない仕事を与えなければならないと考え
てしまいがちである。例えば，本人の意向を聞かずに，育児で大変だろうからと，出張か
ら外そうと考えてしまうなどである。
　仕事で「必要とされている」という意識を持てることが，産休・育休後に昇格したり，
短期間で仕事に復帰したりする原動力になるのだと思う。
　また，若年層の女性に聞くと，後輩の女性に（昇進を）抜かれるのは抵抗があるが，後
輩の男性に抜かれるのは気にならないと答える人もおり，女性自身に，女性は男性より出
世しなくてよいという意識があるのかもしれない。
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3　キャリアデザインセミナーの実施
　入社 5 年以内の女性社員に，キャリアデザインを考えてもらうセミナーを実施してい
る。将来どんな仕事をしたいか，その仕事を実現するためにはどのようなことが必要かを
考えるワークや，様々な経験をした人の講演等の内容である。将来設計を自身で描いても
らうことが目的である。
　また，店舗等の現場では，同じ勤務先に相談できる同世代の女性がいないケースも多
く，悩みを相談できなかったり，孤独を感じてしまうことも多い。そのような中，同じ年
代の女性が，悩みを共有したり相談したりする場になっており，孤独感や不安の解消にな
ったことも大きな成果である。
　先輩社員の話を聞いたり，ワークを通じて，漠然とした不安や家庭と仕事の両立など無
理だと思っていたことが，自分でもできるのだと思えるようになる。

4　管理職の意識を変える取組
　若年層で辞める人の他に，管理職の一歩手前で「管理職になりたくない」という女性が
多い。これまでの管理職は，家事・育児を妻に任せて，長時間労働をしている人も少なく
なかった。そのような管理職の働き方を見ていると，家事・育児との両立が難しいと考え
てしまい，管理職への意欲を失ってしまう。自分で昇格に歯止めをかけてしまうのであ
る。
　確かに，出産は女性だけ，育児も女性に偏りがちな現状において，管理職になると，長
時間の労働が必要なのではないかという不安はあると思う。しかし，イオンでは，今の管
理職と同じ働き方をしなさいとは言っていないし，そのつもりもない。
　これまでの管理職の意識を変えなければ，女性は管理職になりたがらないし，若年で辞
めることにつながりかねない。
　家事・育児は女性が行うのが当たり前，男性が外で働くのが当たり前という常識を変え
ていきたい。そのためには，管理職の意識を変えることも必要であり，管理職を対象にし
たセミナーを開催している。
　長時間労働をしている管理職に，自身の働き方を変えるようにということは言わないが

（本来は変えてほしいが），部下や今後管理職を担う人々に，管理職は長時間労働をするも
のという概念は与えないでほしいと伝えている。管理職の男性には，自分は育児をしてこ
なかったとしても，部下が育児に参画したいといった時にはそれを認めて欲しいと伝えて
いる。自身が育児をしてこなかった管理職には，育児と仕事の両立ができる働き方と言っ
ても伝わりにくいため，身近に考えてもらいやすい介護と仕事の両立という視点で働き方
を考えてほしいと伝えている。

5　育児支援制度について
　育児支援制度は，育児休暇制度，育児勤務制度（一定期間勤務時間を短縮して勤務する
制度），事業所内保育所など，支援は充実していると思う。
　結婚特例制度（同居を希望する配偶者の住居から通勤可能な店舗（事業所）を勤務地と
する制度）もあり，結婚と同時に申請している人が多い。
　育児休暇制度は，第一子は 3 歳まで，第二子以降は 1 歳を超える 4 月か 1 歳半までのい
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ずれか長い期間まで休業することができる制度である。それとは別に，10 日間の短期育
児休暇（有給）制度がある。男性が長期間の育児休職を取っている場合はレアケースであ
るが，有給の短期育児休暇は取得するようにと指導している。
　勤務時間の短縮については，無論，家事・育児と仕事を両立するため利用してほしいと
は思うが，結局は女性が短時間勤務をして育児をすることになり，夫との間で家事・育児
の分担がフェアでなくなるのではないかとも思う。
　イオンモール幕張新都心には，事業所内保育所を設けている。原則土日祝日・年末年始
を含めた 365 日，7:00～22:00 まで開園している。時間外保育料金等は設定せず，曜日や
時間に関係なく保育時間数のみで保育料金を設定しており，子育てをしながら働く従業員
が保育時間等の理由により勤務が制限されることなく継続して活躍できる環境を整えてい
る。直営の事業所内保育所はイオンモール幕張新都心のみであるが，イオンモールのテナ
ントとして保育園を誘致し，従業員枠を確保しているところもある。

6　パートタイマーから正社員への登用制度
　パートタイマー従業員でも，一定の勤務実績があれば，正社員登用試験を受けて正社員
になることが可能である。
　パートタイマーから正社員になれる制度は 10 年ほど前からスタートした。一度休止し
ていたが，1 年前から再スタートした。ある一定の資格の時に，上司との面談で希望を伝
え，試験を受けて合格すれば，正社員になれる。
　なお，パートタイムで働くシングルマザーに，特別な配慮をする制度は設けていない。
個人的には，現場のパートタイマーはチームで働くところであるため，上司から誰かを優
遇するというのを押し付けるのではなく，職場で話し合って相互協力という解決をしたほ
うが良好な職場環境が保たれると思う。

7　最後に
　イオンは創業時代から，男女に限らず，国籍や年齢等で差別しない，平等だと言い続け
ている。採用段階では女性の能力は高いとよく言われる。であるのに，女性を登用しない
のは経営として資源の無駄遣いであると考えている。また，イオンが価値ある企業として
生き残り続けるためには，お客様に新しい価値を提供し続けなければならない。新しい価
値を生むためには，既存の概念だけでは生まれない。イオンにとって新しい価値を生み出
す「人」が最大の経営資源であり，様々なバックグラウンドを持った従業員が活躍できる
環境が不可欠である。
　女性管理職の数字を上げれば女性の意識も変わる。今，女性管理職はまだまだ少ない
が，女性管理職の割合が 50％になれば，女性が管理職になるということが普通のことに
なる。ワークライフバランスにおける常識を壊し，新しい常識に作り上げていきたい。

第2　マザーズハローワーク東京
【訪問日】　2015 年 6 月 18 日 13 時～15 時
【担当者】　小野山静，菊地初音，細永貴子，山崎新
【対応者】　 吉岡誠氏（室長），小泉久美子氏（統括職業指導官），岡本敦子氏（就職支援ナ
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ビゲーター）
【場　所】　マザーズハローワーク東京
【聴取内容】
1　マザーズハローワークの概要
　子育てをしながら働きたい人に対し，個別の希望やニーズに合ったきめ細かな就職支援
を行うため，平成 18 年 4 月，全国 12 都市で開設された，ハローワークの出先機関であ
る。全国に 21 か所，東京には，渋谷（平成 18 年 4 月～），日暮里（平成 26 年 9 月～），
及び立川（平成 27 年 4 月～）の 3 か所がある。また，全国 160 か所の各ハローワークに
も「マザーズコーナー」がある（平成 27 年 7 月時点）。

2　マザーズハローワーク東京における事業
　（1）概要
　　マザーズハローワーク東京は，通常の求人情報の提供のほかに，主に子育てをしなが

ら早期の就職を希望する人や，仕事と子育ての両立のために再就職を希望する人を対象
として，「マザーズ求人」（マザーズハローワーク及びマザーズコーナー限定の，育児と
仕事の両立に理解がある使用者からの求人）に関しては下記①から⑤の事業を行ってい
る。なお，名称は「マザーズ」となっているが，対象を女性に限定するものではなく，
子育てと仕事の両立を目指す男性も支援の対象となるとのことである（ただし，実際の
相談者はごく少なく，1 年に 1，2 件程度）。

　　事業は，①担当者制・予約制による継続的な就職支援等，個々の求職者の希望や状況
に応じたきめ細やかな就職支援，②仕事と子育てが両立しやすい求人の確保，事業所情
報の収集・提供，③再就職に資するセミナーやパソコン講習会の実施，④地方自治体等
との連携による保育サービス関連情報の提供，⑤子ども連れの求職者に配慮した施設環
境の整備，である。

　（2）①きめ細やかな就職支援の具体的内容
　ア　まず，専任スタッフ（就職支援ナビゲーター）との予約制の就職相談を実施す

る。就職支援ナビゲーターは 4 人いる。
　　3 か月以内の就職を目指して以下のようなプロセスを経て，求職活動を支援する。
　　求職者には，働く目的を明確にしてもらい，働くとはどういうことなのか，どんな

技能や資格が必要とされるのか，実際に働いてどのくらいの給与を得ることができる
のか等の基本的な情報を理解してもらうところから始める。正社員を希望する方も多
いが，求人としてはパートや有期雇用が大半である。子育てがひと段落したタイミン
グや離婚を機とした再就職など働いていない期間が長い人がいきなり正社員になって
も継続できないことも多いという事情もある。そのため，求人票をたくさん見てもら
い，事業主側のニーズも理解してもらう。そして，パートタイム等でも得られる給与

（見込み）と行政から支給される手当等及び養育費等を合わせた家計の収入と支出の
バランスを見て生活設計のアドバイスを実施することもある。また，子どもの体調不
良等の突発的な事態に対処できる方策（例えばファミリーサポートや身近な親族等の
確保）についての助言もしている。

　イ　その上で，実際に求人を探すに当たって重要なことは求人側（使用者）と求職者
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（労働者）のニーズのマッチングである。求職者にも，互いのニーズがどこにあるか
を説明し，理解してもらい，希望をすり合わせていくように調整する。

　　ウ　後述（4）のセミナーへの参加，就職面接を経て，就職が決まる。
　エ　就職先への定着を支援するための継続的な支援も行っている。すなわち，就職後

3 か月を目安に再度マザーズハローワークに相談するようにと伝えている。また，在
職中のトラブルについて相談があった場合には，適切な機関（例えば労基署や労働局
均等室）に繋いだり，情報提供をしたりする形で対応する。

　オ　このようなきめ細やかな就職支援のため，求人側・求職側ともにリピーターが多
い。例えば，当初はパートタイムで就職して経験を積み，数年後に正社員の職を求め
て再度マザーズハローワーク東京を利用する労働者もいたり，定着後に新たな求人を
するための事業主側のリクルーターとなって戻ってくる方もいる。

　カ　面談による就職相談以外にも，一般のハローワークと同じく求人情報提供端末
（25 台設置）を用いて求人情報を検索することもできる。マザーズハローワークに設
置されている端末には，一般のハローワークでは情報提供していない「マザーズ求
人」も掲載されている。

　　マザーズハローワーク東京の求人検索用パソコンは，タッチパネル式で「託児あ
り」や「残業あり・なし」等の独自の検索項目を設ける，東京都内の就業場所を 20
の地域（区・市単位）に区分して検索することができるように設定する，また求人の
分類として「子育て中の方向けの求人」というカテゴリーを設けるなど，希望する条
件の求人を絞り込みやすくする工夫をしている。

　（3）②仕事と子育てが両立しやすい求人の確保，事業所情報の収集・提供
　ア　子育て中の人向けの求人とは，日中の時間帯のパートタイム，企業内に保育施設

がある，残業がない又は少ない，フレックスタイム制で勤務時間に融通が利く，子育
て中の人に対し事業主の理解がある等の条件に当てはまる求人である。

　　子育て中の労働者が抱える悩みとしては，主に労働時間の問題がある。残業ができ
ない，土日祝日に出勤できない，子どもの体調不良等による急な休みや早退等があ
る。雇用主側には，これらの事情を踏まえて時間のフレキシビリティを容認すること
が求められる。例えば 1 人で 1 日 8 時間労働を前提とせず，2 人で各 4 時間労働を想
定する等の意識の転換が必要である。保育所に子どもを預けられる時間（認可保育園
で午前 7 時～午後 6 時，延長 1 時間が標準的）を考慮すると，必然的に残業は不可能
となる。そのため，パートタイムの求人が多くなる。また，最初から正社員としての
採用はごく少数で，有期雇用の求人が多い。もっとも，労働者の働き次第で正社員に
登用された実績はある。

　イ　マザーズハローワークに求人の申込があった場合，事業所の担当者と面談をし，
「マザーズ求人」としてふさわしいかどうかを確認する。

　　通常の求人ではなくマザーズ求人として情報提供する場合には，就業場所を訪問
し，職場の外観，オフィスの様子や事業所の担当者等の写真を撮影し（写真参照），
求職者に向けたメッセージをもらう（「補足票」の下半分）。「補足票」の上半分に
は，労働条件の提示方法（就業規則，労働条件通知書など）と両立支援の制度等（託
児施設の有無・利用可否，時間外労働に対する配慮の有無，始業・終業時刻の繰り上
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げ・繰り下げ等の勤務時間の柔軟化の有無，半日単位や時間単位での有給休暇が可能
か，子育て中の女性従業員がいるかどうかなど）について，チェック式の情報欄があ
る。

　　補足票は，求人情報提供端末に取り込んで画像情報として提供するとともに，マザ
ーズハローワーク東京の庁舎内に掲示する。なお，「マザーズ求人」としては条件に
満たない求人は一般の求人として情報提供する。

　　
　ウ　他方，マザーズハローワークに求人を出す事業主側のニーズとして，最近の人材

不足から，今までターゲットにしていなかった子育て中の女性を登用することによる
有能な人材の確保というニーズがある。常時，事業主からの問合せが寄せられてい
る。女性採用の経験がないもしくは少ない企業では，女性を採用するに当たっての環
境整備等が必要である。例えば，建築会社のように従来は男性の職場であった業種で
も女性の技術者を雇用したいとの相談があったりするのでそういったときには，女性
専用のトイレやシャワー等の設備の必要性，子どもがいる労働者の場合には託児や保
育所送迎等への配慮が必要となること等を教示した。

　エ　事業主と労働者のニーズがマッチする形の求人情報を収集することが肝要であ
る。

　（4）③再就職に資するセミナーやパソコン講習会の実施
　　セミナーやパソコン講習の多くは託児付きで実施しており，いつも予約でいっぱいで

ある（託児もほぼ満員）。
　　2014 年度に実施されたセミナーは，「子育て女性のためのパソコン講習」20 回，「再

就職支援セミナー」12 回，「応募書類対策セミナー」10 回，「面接対策セミナー」6 回，
「ビジネスマナー・メイクアップセミナー」6 回など，就職に直結する実践的な内容の
セミナーである。

　（5）⑤子ども連れの求職者に配慮した施設環境の整備
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　　マザーズハローワーク東京の庁舎内には，相談コーナー，求人情報検索コーナー等の
他に，チャイルドコーナー（おもちゃと絵本を用意し，子どもの安全を見守る担当者を
配置）や授乳室があり，ベビーカーの施設内貸出サービスなど，子ども連れで求職活動
ができるように配慮されている。託児ルームはセミナー・講習実施の際に利用される。

　

3　マザーズハローワーク東京が果たす機能など
　（1）利用実績
　　2013 年度の新規求職者数は 7360 件（うち子育て中は 4888，66.4％），就職件数は

2256 件（うち子育て中は 1486 件，65.9％）であった。2014 年度は新規求職者数 6706
件（前年比 8.9％減）のうち子育て中は 4882 件（72.8％），就職件数 2096 件（前年比
7.1％減）のうち子育て中は 1493 件（71.2％）であった。マザーズハローワーク東京の
施設利用者のうち約 7 割が子育て中の人であり，うち 6 割以上が就学前の子どもを育て
ている。また子育て中の人の約 2 割は母子世帯の母である。

　（2）特に女性の貧困について
　　マザーズハローワークでは，貧困家庭の支援，例えば児童支援手当の受給家庭や生活

保護家庭に対する支援に特化した支援はしていない。これらの家庭に対する支援は，ハ
ローワーク本体に別途担当者を置いている。もっとも実際には，担当制のマザーズ相談
の中で貧困を念頭にして一緒に検討したり，行政の支援等の紹介もしている。

4　訪問の感想
　マザーズハローワーク東京では，上述したような非常にきめ細やかで丁寧な支援を実施
しており，求人側・求職側の双方からの信頼を得て，実績を残している。事業主と労働者
のニーズをすり合わせ，労働者を職場にいかに定着させるのかという観点を徹底したこと
が成功のポイントであると思われる。

第3　キャバクラユニオン
【訪問日】　平成 27 年 6 月 24 日
【担当者】　丹羽聡子，丹羽崇史
【対応者】　布施えり子共同代表　田野新一共同代表

チャイルドコーナー
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【場　所】　フリーター全般労働組合事務所
【聴取内容】
1　キャバクラユニオンの成立について
　キャバクラユニオンは，2009 年，フリーター全般労働組合の分会として結成された。
　設立時には記者会見を行い，新聞各紙に掲載されるなど大きな反響があった。
　組合への加入資格としては，組合名にあるキャバクラに勤務する労働者のみならず，ス
ナックやガールズバーなどいわゆる水商売に勤務する労働者全般を幅広く対象としてい
る。

2　相談内容について
　（1）賃金に関する相談
　　圧倒的に多いのが，賃金に関する相談である。
　　ベースとなる賃金から，「ヘアメイク代」や「送り代」が差引かれるのみならず，項

目の意味すら不明瞭である違法な差し引き項目があることも多い。加えて，いわゆる罰
金制度があることも多い。ほかにも，店側が賃金から源泉徴収をしたような体裁をとっ
ている給与明細を渡すものの実際には納付が行われていないといったことも多く，昼は
一般企業・夜はキャバクラで働いているという労働者が，確定申告によって所得税の一
部未納が分かるというケースもある。

　　また，賃金の時給単価が売上によって毎月変動するなど，そもそもの賃金額が不明で
あるような場合すらある。なお，求人の際に示されていた時給額で実際に賃金が計算さ
れるケースはむしろ稀となってしまっている。

　　そして，賃金に関する相談の中でも多いのが，退職をしたときに，最後の賃金が支払
われないというケースである。店を退職する 1 か月前に通知をしないと給与を支払わな
いという規則を定め，通知がなかったことを理由として支払を拒むというケースもある
が，仮にその規則を守って通知をしていたとしても支払われないというケースが多い。

　（2）その他の相談類型
　　賃金等の相談の裏側に，セクハラ・パワハラの問題が潜んでいるケースは多数ある。
　　客の男性だけではなく，店側の男性がキャストの体に触る，写真を撮る，強姦しよう

とする等のセクハラは珍しくはない。しかし，セクハラ問題のために相談に来るケース
は少なく，賃金等の問題に関する話を聞いているうちに，深刻なセクハラ問題が存在し
ていることが判明するケースが多い。

　　また，パワハラに関しては，男性従業員に対する暴力だけでなく，女性キャストに殴
る蹴るの暴力が振るわれることも例外的な事象ではないとのことである。

　　賃金以外の相談としては，退職を認めてもらえないというケースも多い。
　　そうしたケースの中には，実際に店の従業員でもない反社会的な人物が自宅を訪れて

来るケースもないではなかった。
　　そのほか，労働時間管理についても問題が多く，店の混雑具合によって出勤当日に早

上がり（早退），休み（欠勤）命令が出されることも珍しくないが，命令の結果として
短時間労働となった場合には，賃金の項で述べた違法な差引きがなされることによって
その日の賃金がマイナスになることという事態が発生することすらある。
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　（3）相談者の属性
　　統計は取っていないが，相談者は，地方出身で一人暮らしをしている人が多いという

印象がある。
　　地方から正社員として上京したものの退職したという労働者が，その後に正社員とし

ての勤務先を見つけることができないまま生活のために水商売に従事した場合等に，賃
金等の問題が深刻化してしまうまで辞めることもできずに，ユニオンに相談せざるをえ
ないところまで追い込まれるケースも珍しくはない。

3　紛争解決について
　キャバクラユニオンとして団体交渉を申し入れ，交渉を行っている。
　設立当初は，団体交渉を申し入れても無視をされるケースが多かったが，設立して 2～
3 年したころから，キャバクラユニオンの存在が業界で認知されたためか交渉に応じると
いう回答がなされることが多くなった。
　交渉の多くは賃金に関するものである。団体交渉が数回行われると支払に応じるケース
が多いが，逆に仮処分や労働審判の提起を受けるケースも幾つかあった。
　なお，労働基準監督署に相談をしても，水商売は難しいとして取り扱ってもらえないこ
とが多い。また，弁護士に相談した場合，訴額が大きくないケースも多いことや交渉相手
の問題もあるのか受任してもらえないことも多いという問題がある。

4　弁護士に望むこと
　弁護士に相談する場合，相談者は資金的な余裕がない状態に陥っていることが多いた
め，一番問題となるのは費用の点である。低廉な額で受任してもらえる弁護士がいれば良
いが，まずは無料相談等を実施してもらえれば助かる人は多くいるだろう。また，相談窓
口として女性弁護士によるものがあると良いが，「水商売に従事する人でも相談できる」
ということを明示してもらえるとなお良い。自己責任論的意識が水商売従事者には強く，
そもそも弁護士に相談して良いのか，相談すること自体に迷いがあることが多いので，そ
のような気持ちを理解してもらいたいと思う。

第4　全国生協労働組合連合会（生協労連）本部
【訪問先】　全国生協労働組合連合会（生協労連）本部
【訪問日】　2015 年 6 月 26 日
【対応者】　中央執行委員長北口明代氏，同副委員長柳恵美子氏
【概　要】　 　生協労連は，1968 年に設立された，生協労働者の労働組合の全国組織であ

る。組合員は 152 単組約 6 万 5000 人で，うち 7 割がパート・非正規である。
パート労組は 17 組織されている。

1　生協労働者の雇用形態について
　（1）正規労働者（月給者）
　　管理職はほとんどが正規労働者であり，主な業務は，店舗業務，配送業務，福祉業

務，共済業務，本部バイヤー・企画・総務などである。転勤がある。
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　（2）その他月給者
　　嘱託，専門職等の名称などで呼ばれるいわゆる非正規月給者。職種限定・エリア限定

の場合が多い。地域や職種を限定した働き方，より安定した働き方（月給・無期）がし
たいという労働者の要求と，限定する代わりに賃金を正規労働者より抑えるという理事
会の政策が合致し，生み出された形態。多くがパートからの登用であるが，直接募集に
よる採用も増えている。部門リーダー，小型店店長等の管理職業務も担う。主な業務
は，配送職と店舗業務である。

　（3）パート（時間給者）
　　パートとアルバイトの仕事内容に差異はないが，パートは定期昇給があり，組合加入

可。アルバイトはパートよりも更に勤務時間が短く，福利厚生がない上，より低賃金で
ある。

　（4） 介護ヘルパー
　　福祉事業における，直行直帰型の登録ヘルパーである。

2　女性労働者の状況
　（1）女性比率
　　雇用形態別労働者に占める女性比率は，正規労働者の場合 14.7％，その他月給者の

場合 47.9％，パートの場合 91.9％である（2014 年 9 月時点）。
　（2）女性の登用
　　①　管理職比率

　　地域生協の調査によると，管理職は男性 2 万 2293 人に対して女性 5168 人で，女性
比率は 18.8％である。

　　②　登用の現状
　　原則として，賃金，昇進・昇格には差別はない。しかし，長時間労働に加え，生協

の事業連合化や県をまたいでの合併がすすみ，広域配転が増えたことにより，家庭責
任を多く負担している女性が手を挙げづらい状況にある。管理職になり，責任が重く
なることを避けようとして上級管理職を望まない女性もいる。また，管理職になるた
めには現場（店舗・宅配）の経験が必要とされるが，現場は長時間労働が常態化して
おり，家庭生活との両立が困難な現状がある。妊娠をきっかけに退職する女性は多
い。

3　生協労連の非正規課題としての三大要求
　（1）最低賃金の大幅引上げ＝自立して暮らせる賃金
　　当面の目標は，年収 300 万円，月給 25 万円，時給 1500 円である。生協労連は，賃金
（収入）だけでなく，社会保障を家族単位から個人単位へ転換して充実させ，教育無償
化・住宅補助・消費税廃止等の新しい社会システムを構築することにより，ひとり一人
が自立して生きられる社会を目指している。このような社会が実現すれば，雇用形態に
かかわらず年収 250 万円で，憲法に保障された最低限度の生活を営めるとの試算も行っ
ている。

　（2）無期雇用
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　　期間的一時的雇用以外は無期雇用に，という要求である。労働契約法の改正を力にこ
れまでで 33 単組 3 万人を超えるパートや非正規の無期雇用契約への転換を実現した。

　　このような成果が得られたのは，中央執行委員等にパート・女性の参画が高まったこ
とに加え，改正労働契約法についてパンフレットを作成し組合員の学習を進め，雇用契
約の反復更新を繰り返し通算勤続年数が長い労働者が多い実態を突きつけたこと等の理
由による。また，人手不足の問題をコストをかけずに解消することができ使用者側にも
メリットがあったこともある。

　　無期化の実現により，事業を縮小予定している生協は，店舗閉鎖の時に雇い止めがで
きなくなる。組合としては，店舗閉鎖が発生しても理事会の雇用責任を明確にし，雇用
が途切れないように，他の店舗に異動させたり，他の職に配置換えを行ったりする等を
要求している。

　（3）均等待遇
　　①　均等待遇到達度調査

　　単組ごとに，年次有給休暇，慶弔休暇制度，特別休暇制度，生理休暇，介護休業制
度，子の看護休業など 18 項目にわたって調査している。正規職員と均等の制度内容

（金額や日数なども同一であるもの）が実現しているのか，正規職員と制度内容は違
うものの制度があるのか，非正規職員には制度がないのか等につき一覧表にして公表
している。

　　②　職務評価
　　幾つかの単組が実施したものを公表している。アンケート方式で知識，技能，労働

環境，精神的苦痛等の項目ごとに点数化した。このうち，コープあいちの結果では，
同一価値労働同一賃金原則に則って評価点を賃金比例計算すると，パートの時給は，
配送職の場合 1823 円，店舗では 1857 円という評価結果になった。

4　三大要求をどのように実現してきたか
　（1）生協労連パート部会の結成
　　非正規課題の克服は，パート自身による主体的な活動の成果である。
　　1980 年には生協労連パート部会が結成され，一時休会したものの，部会の要求とし

て，期間の定めのない雇用契約，均等待遇（格差是正），最低賃金の大幅引上げ，働き
続けやすい職場づくりを掲げてきた。

　（2）女性・パートの参画増加
　　生協労連は，2004 年に「全ての労働者のディーセントワークとジェンダー平等社会

の実現」「最賃・均等待遇など非正規課題を主軸に」を目標として掲げた。具体的施策
として，中央執行部選出クオータ制度の導入（正規・パートの枠を 1 対 1 に），地連執
行委員・中央執行委員・大会代議員・各委員会のパート・女性比率アップを実施した。

　　その結果，執行部等の女性・パート比率は増加した。2012 年度から中央執行委員長
は女性・非正規出身である。また，2014 年度の中央執行委員会は 24 人中 9 人が女性，
中央委員は 44 人中 17 人が女性になった。さらに，2014 年 9 月の第 47 回定期大会での
代議員 109 人中女性は 45 人であった。そのほか，会議・交流会などはほぼ 4 割が女
性・パートの参加であり，活動全体に占める女性・パートの割合が上昇している。これ
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らが要求実現に繋がっていると考えられる。

5　今後の課題
　平和な社会の実現，ディーセントワークとジェンダー平等社会がめざすべき大きな課題
である。非正規の待遇改善では，全国一律の最低賃金の大幅引上げとともに，無期雇用化
についてかなり要求を実現できたことにより，同一価値労働同一賃金原則による均等待遇
の実現が中心となる。また，組合員アンケート調査等から，長時間労働，メンタルヘルス
等の問題も引き続き取り組むべき課題である。そのために対等な労使関係の確立と生協職
場で働く全ての人を対象に組織拡大を進めることである。あわせて，全労連はじめ，日本
の労働組合運動が組織化を含め非正規課題に全力があげられるようにしていくことも生協
労連としての役割である。

第5　インクルいわて
【訪問日】　2015 年 7 月 18 日　15 時～17 時
【担当者】　岩重佳治　森﨑信介
【対応者】　理事長山屋理恵氏，事務局長佐々木啓江氏
【場　所】　岩手県男女共同参画センター
【聴取内容】
1　はじめに
　特定非営利法人「インクルいわて」は，東日本大震災後，岩手で立ち上がったひとり親
支援団体である。その取組は，一般に「中間的就労」として知られている。「中間的就
労」とは，直ちに一般的就労を目指すことが困難な人に対して，社会的な自立に向けた仕
組みを組み込んだ就労のことを言う。しかし，「インクルいわて」で行った就労サポート
活動である「インクルーム」は，公園での清掃といった一般の中間的就労のイメージとは
異なり，「インクルいわて」の事務所で行う実際の仕事を実践しながら進めるものであ
る。そう言うと，いかにも参加者を積極的に引っ張っていく印象を持つかもしれないが，
実際には全く逆で，代表の山屋さんは，この事業を始めるとき，参加者があまりに多くの
困難を抱えているため，「多くを求めない」と踏ん切ったという。そして，昨日までは外
に出られなかった人が外に出られるようになること，悩みを人に打ち明けられなかった人
が少しでも話ができるようになることを目標にした。ところが，結果的には，短期間の間
に，プログラムの継続参加者 6 名中 5 名が就職するという大きな成果を得た。山屋さん
は，就労支援とは言いながらも中身は生活支援であり，その要はエンパワーメント，すな
わち自己肯定感を醸成し，現在や将来の生活を見つめるための働きかけにあると言う。
　私たちは，一般の報告書等には現れないインクルいわての生の姿を知りたいと思い，訪
問調査を実施した。

2　包括的就労支援事業ができるまで
　代表の山屋さんは，もともと消費生活相談員であり，多重債務問題等に関わる中で，背
景にある生活上の問題への取組の必要性を感じていたところ，2011 年 3 月の東日本大震
災の発生を受け，パーソナル・サポート（PS）やよりそいホットライン活動を開始した。
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被災により大きな困難を抱える人が増えるなか，それまでつながりがあった助産婦や保健
師などと議論したところ，皆，シングルマザーの支援が必要だということで一致した。シ
ングルマザーは孤立しがちで，児童扶養手当以外には目立つ制度もなく，それまで岩手に
は，ひとり親家庭を支援する民間団体がなかった。
　そこで，つながりがあった女性弁護士，女性司法書士，助産婦，生活困窮者支援員，母
子寮の相談員，幼稚園の教師と子どもの指導担当者，簿記・パソコンを教えられる人等が
集まり，グループを立ち上げた。そして，障害者支援の現場，全国の PS と就労支援の現
場，先進的マザーズハローワークの現場等を調査した。もっとも，この時点では，まだ就
労支援をしようと思っていたわけではない。山屋さんたちは，自分たちがしたいことでは
なく，当事者が求める支援は何かを考え続けたという。
　ここでの最大の課題は，当事者の話を聞き，ニーズをつかむということであったが，土
地柄，ひとり親に対する偏見もあり，ひとり親はなかなか集まらない。
　そこで，様々なフェアを企画した。その例が「ハンドケアマッサージ会」である。カネ
ボウから講師を招いて，スタッフ全員がハンドケアマッサージ師の資格を取得し，「心が
疲れてほっとしたい人，一人で頑張って子どもを育てている人」等にハンドマッサージを
呼びかけ，施術をしながら，一人一人の話を聞いた。そして，そこに参加したひとり親の
人を次の企画であるカフェに案内するなどして，話を聞き，必要なニーズを具体的に顕在
化させる努力を少しずつ続けていった。この活動は，その後，沿岸被災地域でハンドケア
等を行いながら被災者の人と話をしたり相談を受ける「出張インクルカフェ」や，月に 1
回シングルマザー当事者が集まり，悩みを相談したり情報交換をするピアカウンセリング
的な場としての「シングルマザーズ・カフェ」につながっている。そのような場でひとり
親家庭の母親に，これまで人に悩みを話したことがあるか聞いたところ，100％の人が，
一度も話したことがないし，話す場所がないと答えた。その過程で，山屋さんたちは，ひ
とり親を孤立させない居場所作りの重要性を再認識した。話を聞くなかで，シングルマザ
ーの方から，クリスマス等のイベントは，いつも 2 人だけのイベントになってしまうが，
子どもの気持を考えて，皆で集まれるイベントに参加したいとの声が寄せられた。その声
は，その後，1 か月～2 か月に 1 回程度，お茶会やスポーツ，クリスマス会など，親子が
参加できるプログラムを行う「おひさまクラブ」として，インクルいわての主要な活動の
一つに結実した。
　話を聞くなかで，山屋さんたちは，ひとり親家庭の母が就労することの困難さを改めて
認識する。それは，実務経験とスキルがないことから，書面審査のみで不採用になること
がほとんどであること，そして，皆，DV，夫の自死や震災による死別，孤立など，実に
様々な困難を抱えているため，生活面や心理的サポートを含めた「包括的支援」が必要で
あることである。
　そして，試行錯誤の結果たどりついたのが，中間就労の場としての就業支援室「インク
ルーム」と個別に悩みを聞いたり生活サポートを行う「パーソナルサポート」を組み合わ
せた，中間就労支援モデル「包括的就労支援事業」と呼ばれる取組である。

3　インクルいわての中間的就労支援モデル「包括的就労支援事業」
　この事業の最も特徴的な点は，法人と参加者が 6 か月の雇用契約を結び，賃金を支払っ
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たことと，履歴書，職務経歴書に記載できる実務経験を積むことを目指し，法人の具体的
な活動を行うなかで事務スキルを蓄積してもらったことにある。企業が中途採用者には

「実務経験」を求める傾向があり，実際に働いて賃金を得ることが，本人のモチベーショ
ンにもつながり，前向きになれるとの考えが基礎にある。
　参加したシングルマザーを「研修生（インクルーム生）」と表記するが，雇用労働者と
して法定労働条件を遵守する労働環境の中で行っていたことに留意する必要がある。雇用
条件として，賃金は一時間あたり 653 円（2012 年度岩手県最低賃金）と通勤手当と託児
手当を支給した。勤務時間は「週 3 回，1 日 3 時間コース」「週 4 回，1 日 6 時間コース」
の 2 つのコースを設定し，研修生の希望に応じて選択できるようにした。
　事務スキルの習得は，ほとんどの研修生がパソコンに触ったことがないという状況であ
ったことから，最初はノートパソコンの開き方，電源の入れ方から始め，徐々に文書作成
を始めた。練習問題のテキストも使用したが，できるだけ法人で使っている書類や資料を
用い，企業ですぐに使えるスキルを蓄積できるようにした。また，毎日の研修時間や内
容，感想などは，各自エクセルで作成した研修記録表に入力してもらった。給与計算は，
スタッフのサポートの下で研修生全員が各自行い，給与明細書も自分自身で作成した。そ
れらの過程で所得税の知識や源泉徴収等の方法を学んだ。多様な研修メニューは，スタッ
フが週 1 回程度，本人の要望を細かく聞き取り，それぞれのスキル習得状況や希望に合わ
せて作成した。なお，研修生のニーズに応じてエクセルで家計簿の作成研修を行い，エク
セルを学びながら，客観的に自身の家計を見直すことができるようサポートした。
　就職活動支援については，月に 2 回「ジョブクラブ」という就職活動時間を設けた。こ
れは座談会形式での語り合いというスタイルで，その他にも随時，研修生の話を聞き取り
ながらサポートを行った。例えば「ジョブクラブ」の座談会では，ハローワークに一人で
行くのが不安だとの話が出たため，次回の「ジョブクラブ」ではスタッフと研修生全員で
ハローワークを訪問した。「ジョブクラブ」では，「履歴書」「職務経歴書」の作成も行
い，これまで働いたことのある会社について，1 社ずつ詳細に話を聞き取り，アピールで
きるスキルを最大限に盛り込んだ職務経歴書を作成していったが，その過程に，本人が自
信を獲得するエンパワーメントの効果があることが確認できた。
　ハローワーク・インターネットサービスを利用した求人検索では，条件を緩和すれば，
ヒットする仕事が出てくることを学んだ。インクルームでの勤務も，少しずつ時間や頻度
が増えていった。子どもが一人で家にいることに慣れていない家庭の場合，最初は，子ど
もから頻繁に電話がかかってきたが，次第に電話も少なくなり，徐々にフルタイム勤務に
近い状態になっていった。その結果，応募できる求人の幅が広がっていった。
　就職サポートは，研修生それぞれに，子どもの年齢や生活環境が異なり，就職に対する
考え方も違っていたため，スタッフが随時話を聞きながら，それぞれにあったサポートを
行った。
　「おひさまくらぶ」が事業に与えた効果も重要である。「おひさまくらぶ」のイベント
は，子どもにとっては，家庭や学校以外のコミュニティ活動への参加を意味し，親にとっ
ては，家庭では見せない子どもの新たな一面を垣間見る機会となった。その参加をきっか
けに，毎日のインクルームの研修では語られない子育ての悩みや生活に関する相談が寄せ
られることがあり，就労支援にとっても重要なヒントになった。
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　研修中に就職が決まった人に対しては，本人の希望で，仕事に支障のない範囲でインク
ルームでの研修を継続した。即戦力を期待されがちな中途採用で就職するシングルマザー
は「こんなことを質問するのは良くないのではないか」などと不安を抱くこともある。職
場定着支援として，新しい仕事を全面的にサポートする姿勢を示しながら，相談があれば
随時対応する体制をとった。なお，随時又は定期的に開かれる「おひさまクラブ」や「シ
ングルマザーズ・カフェ」は，研修生のその後を知り，フォローする上でも効果がある。
これらのイベントに自ら参加を申し込む人は大丈夫だと確認できるし，参加が途絶えがち
な人には，適度な距離を保ちながら連絡を続けていると言う。
　インクルームの研修の中では，研修スタッフが様々な個別相談を受けることも多かっ
た。その場合は，まず研修スタッフが相談内容を聞き，必要に応じて，PS スタッフを紹
介して個別相談対応を依頼した。特に，就労環境を整える前段階として生活サポートが必
要だった人には，PS スタッフのきめ細かい個別面談によって，行政機関や医療機関をは
じめ様々な社会的資源につながる支援を行い，生活基盤を整えるサポートを行った。この
ような様々な分野の人とのつながりは，スタッフの仕事の負担を減らすことにもなり，当
事者にとっては内容によって相談先の選択肢が増えることにもなり，相互に良い効果が生
まれ，運動の新たな拡がりにもつながると言う。
　インクルームの事業は，2012 年 10 月から 2013 年 3 月の 6 か月間行われた。うち二次
募集の研修生の雇用期間は 2012 年 12 月から 4 か月間である。参加者 7 名のうち，事業終
了まで在籍し研修を継続したのは 6 名であり，うち 5 名が研修期間中又はその後に就職を
している。
　その成果を確認できるのは，就職率だけではない。研修生は「ひとり親家族が使えるハ
ンドブック」という小冊子を共同で作成して残したが，そこには，ひとり親が抱える様々
な問題に関わる制度や相談先が，自らの体験に基づくメッセージととともに，使いやすい
形でまとめられている。少し前まで，パソコンに触れたこともない研修生が，このような
成果を生んだ理由はどこにあるのだろうか。
　大切なのは，このような取組が，夫の自死，震災での死亡など，多くの困難を抱えた

「最もしんどい人たち」が参加して行われるなかで，「多くを望まない」と踏ん切って行わ
れたということである。目指したのは，決して高い就職率ではなく，昨日まで外に出るこ
とができなかった人が，外に出ることができるようになる，そのようなことであった。山
屋さんは，大切なのは，目に見える結果ではなく，どれだけ人と関われるようになるか，
生活を整えることができるかであり，その要は，自己を肯定して自信を持つこと，すなわ
ち「エンパワーメント」にあると言う。そして，仕事に就くこと以上に，仕事が続けられ
る環境を整えることが大切だと指摘する。そのために，自分たちがしたい支援ではなく，
困難にある人が何を必要としているかを，様々な工夫をしながら考え，共に走りながら取
り込みを続けてきたことに，大きな意味があるのではないかと思う。

4　インクルいわての今後
　インクルいわては，新たに岩手県の男女共同参画センターの事業を受託した。女性も男
性も，セクシュアルマイノリティも含め，誰をも包み込む町作りが必要だと考えたからだ
と言う。
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　岩手県では，土地柄か，ひとり親に対する偏見もあり，これまで女性が声を上げること
が難しかったそうだ。ところが，東日本大震災後，そのような状況に変化が生じていると
言う。震災の直後，様々な矛盾が噴出し，女性の性被害や DV が増加した。その過程で，
これまで外には出なかった問題が表面化し，女性が，それらが大きな問題であること，声
に出しても良いのだということに気づき始めたらしい。外部から様々な考えの支援者がや
ってきたことも，意識の変化に影響しているようだ。山屋さんは，被災後の新たな町作り
をしつつ，住民の意識改革が必要だと指摘する。
　また，今回の日弁連のシンポジウムには，大きな期待を寄せている。そこには，元をた
だせば，性的役割分担の問題が，インクルームに参加したような「最もしんどい人たち」
を生んだとの認識がある。「子どもを産む性であること，またその選択をめぐって差別や
分断が作られ，役割分担意識等の生きにくさが作られている。そこを埋めることが，問題
の解決への道だと思う。」これが最後に頂いたメッセージである。
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第３章　オランダ調査の報告

第1　調査の目的
　オランダは男女共にパートタイム就労の進んだワークシェアリングの国として知られて
いる。かつては既婚女性のほとんどが専業主婦であったオランダにおいて女性の就業率が
上昇した要因やその影響，又，パートタイム就労の制度構築の経緯，現状を調査すること
は，日本における女性の労働問題を解決するために意義が大きい。そこで，オランダの労
働法制，女性の権利保護，保護者の労働条件が子どもの生活に与える影響など，様々な視
点からオランダの実情を調査すべく，2015 年 4 月に訪問調査を行った。

第2　調査訪問先
Ａ班　 アムステルダム大学ヒューゴ・ジンツハイマー研究所，高等裁判所，人権研究所，

クララ・ウィッチマン研究所，ホーフト博士によるレクチャー，FNV（労働組
合），社会経済評議会，AWVN（使用者団体），ホウトホフ・ブルマ法律事務所

　　　
Ｂ班　 アムステルダム大学ヒューゴ・ジンツハイマー研究所，子どもオンブズマン，リヒ

テルズ直子氏によるレクチャー，アトリア（女性問題研究所），ストリートコーナ
ーワーク（青少年サポートセンター），保険医へのインタビュー，小学校，保育
所，ゼブラ（高齢者介護支援センター），児童虐待防止センター，元ホームレスに
よるアムステルダムホームレスツアー，ボランティアトレーニング団体，社会文化
局，セックスワーカー支援団体

　　　

第3　参加者
Ａ班　 糸瀬美保，岩橋多恵，小川恭子，小島妙子，今野久子，杉田明子，寺本佳代，中村

和雄，深堀寿美，細永貴子，本多広高，三浦桂子，三浦直子（通訳二階堂恵美さ
ん，ウィリアム・フィッサー・ホーフトさん，関野美智子さん）

Ｂ班　 堺啓輔，丹羽聡子，長谷川弥生，舟木浩，森弘典（通訳リヒテルズ直子さん）

　　　

　　　　　　　　　　Ａ班　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ班
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第４　訪問録
■ 　アムステルダム大学ヒューゴ・ジンツハイマー研究所　Hugo Sinzheimer 
Institute

【訪問日】　2015 年 4 月 13 日（月）
【対応者】　フェアフルプ教授／ prof. Evert  Verhulp
【概　要】　 　オランダには労働時間調整法という法律があり，労働者は一年間労働を継続

すると，希望の労働時間を申し入れることができる。使用者は余程の理由がな
い限り，労働者の希望を拒否することはできない。オランダでは，労働者の権
利は国が強行法規で定めて保護するというものではなく，労働者・使用者の協
約によるのが原則である。

【聴取内容】
1　オランダの就労・労働組合の状況
　オランダの一番大きな労働組合は FNV で，加盟者は 120 万人であり，就労人口の 20％
の労働者が加盟している。オランダの労使関係は比較的安定しており，ストライキは
2008 年で従業員 1000 人あたり 1.018 日。フランスでは，労働組合加盟者は 7％しかおら
ず，労働組合がさほど影響力を持たないため，交渉が進まず，抗議行動が多くなる。
　女性の就労率は男性に比べて低いが，2020 年頃には，男性と女性の就労率は同じくら
いになるといわれている。オランダではパートタイム就労で女性の就労率が向上した。女
性の 75％がパートタイムで働いている。オランダの男性の 25％がパートタイムで，EU
の平均に比べると多いが，女性に比べると低い。女性のパートタイム就労率が高いのは，
保育体制が不十分で，子どもの世話をする必要があるからである。

2　労働時間調整法について
　労働時間調整法は，パートタイム労働を推進する法律である。労働者は一年間労働を継
続すると自分で労働時間数を希望することができ，使用者は原則それを拒めないというも
ので，2000 年に成立した。ただ，この法律を導入する前後で，実態に特に変化はない。
これはパートタイム労働が法律制定の前から既に根付いていたことによる。国によって
は，パートはキャリアを下げるものだが，オランダでは，「柔軟性ある労働者」とみなさ
れ，そのような影響はあまりないといわれている。
　労働時間調整の始まりは育児休暇である。子の世話をする親に対しては育児休暇という
権利が与えられており，雇用主にはその付与が義務化されている。育児休暇中は労働時間
がフルタイムの約半分になっているので，休暇終了後に「パートでは困る」という理屈は
通らない。その結果，労働者は引き続きパートで働くという素地ができる。
　労働時間調整法を活用しているのは女性が多い。女性がパートを選んでいる大きな理由
は，女性が家事・育児の多くを担っているためだろう。女性のフルタイム労働者を増やす
には，家事・育児の分担についての認識・考え方への対処も必要であるし，社会政策とし
て保育制度の整備なども検討すべきであろう。総合的な政策が必要だが，「具体的」対策
があるわけではない。法律があることでパートは保護され，フルタイムとの均等待遇も守
られているが，それらの法律があるだけでは足りない，ということである。
　雇用主は，フルタイム労働者に比べてパートの方が生産性が高いため，パートタイマー
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の採用に問題は感じていない。EU が出している 1 時間あたりの生産性のデータを見る
と，オランダの生産性は 136.5 ユーロと EU2 位である。1 位はルクセンブルクだが，銀
行が多いからではないかとの指摘もあり，このデータの信憑性には少し問題がある。専門
分野ではないが，労働政策として解雇制限があるから，労働者が雇用主に貢献しようと考
える結果，生産性が高いのではないかと考えている。
　ヨーロッパの平均労働時間は週 37.5 時間で，減少してきている。オランダでは，主た
る仕事での労働時間が短くなった（週 30.6 時間）ことから，副業が見られるようになっ
た。副業の労働時間はこの統計上の労働時間には含まれない。メインの仕事を基本的な収
入源とし，副業は自分の幸せを追求するための仕事やボランティアなどをする。
　失業率を下げようとしているが，経済状況が芳しくないので，失業率は現在 8％と比較
的高い。なお，失業率に男女差は見られない。
　パートタイマーについての明確な定義はなく，一般労働者の労働時間は週 36 時間から
41 時間と分野や協約によって異なる。権利として認められているのは，時間数の調整だ
けで，労働日や時間帯については労働者が使用者と交渉して決めていくことになる。労働
時間を増やす方向での調整も可能だが，休息の時間が確保されていることが必要である。
労働者は労働時間の増減を請求できるが，雇用主からはできない。労働時間を希望に応じ
て調整するのは雇用主の責任で，その穴埋めを他の労働者に求めることはできない。パー
トは時間外に働いても残業代は出ない。雇用主は労働時間が短ければ社会保険料の負担が
減るが，それ以外の利益はない。解雇時にパートがフルタイムより先に解雇されることや
昇進差別はないはずだが，現実にはあるのではないかと考える。自分も昔はパートタイム
だったが，今，フルタイムになり，待遇がよくなったと感じている。パートにはやはり，
ガラスの天井があるのではないかと感じる。

3　オランダの労働慣行・法体系
　オランダの法制度はフランス革命の時から続いていて，自由・平等・博愛がスローガ
ン。オランダでは自由・平等だから交渉ができるという意識もある。昔は男性中心の社会
で，女性は 1917 年にやっと選挙権が付与された。オランダ民法もフランス法に基づいて
いる。1795 年からフランスに統治され，産業革命というほどものもなく，労働者を「守
る」という制度がないままに来ているので，ベルギーやドイツと違い，「公法」で労働者
を守る仕組みは作られず，私法で守るように法が整備されてきた。それが近隣諸国との違
いである。
　オランダでは，労働条件は労使の合意によるのが基本で，均等待遇でも何でも，何か権
利を獲得しようとするなら，自分で交渉しないといけない。女性の権利も同じだろう。オ
ランダには人権研究所という機関があり，提訴も含めた権利主張のための支援活動が行わ
れている。国が労働者保護に関与する場面は少ない。
　オランダの法律は EU 指令に縛られていて，差別はいかなる場合であっても許されない
のが基本。他にオランダ憲法，均等待遇法や同一賃金法などの法律がある。

【質疑応答】
Ｑ 1　オランダでは，子どもを保育園に 4 日も預けるのはかわいそう，3 日が限度と言わ
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れていると聞くが，そのような実態はあるのか。
Ａ 1　週 4，5 日子どもを預けるのは「悪い親」という認識は 40 年前にはあったかも。今

はない。実際は 3 日くらい預けていることが多い。子どもを保育園に預ける費用がと
ても高い。フルタイム労働で 5 日分の高い費用を払って子どもを預けるか，パートで
働いて 週 3 日子どもを預けるかという選択で，後者を選ぶという人はいる。

Ｑ 2　ケア労働に関する男女差について女性に不満はないか。負担の有無で昇進の差別に
もつながりそうだが，どうか。

Ａ 2　よくわからないが，ケア労働について女性が不満を持っているかというと，必ずし
もそうではない。子どもと接する時間を持てることが良いと考えるのかもしれない。

Ｑ 3　離婚したときの貧困化の問題の原因として女性のパート労働があるのではないか。
Ａ 3　そうだと思う。結婚すると男性がフルタイムを継続し，女性がパートになることが

多い。男性の方が女性より教育水準，収入が高いカップルが多いため，どちらがパー
トになるかといえば女性の方だろう。年金の金額などにもパートタイマーであること
が影響するから，離婚した場合の悪影響は大きい。自分のキャリアにも影響する。た
だ，年金をはじめ，収入が低い場合には手当があるので大丈夫という考え方もあり得
る。

　　　

■　アムステルダム高等裁判所　Courts of Appeal
【訪問日】　2015 年 4 月 13 日（月）
【対応者】　マリアナ・プールガイスさん（裁判所広報担当），フェアフルプ教授，
　　　　　アンネ・マリーさん（弁護士），レネーヴエセルさん（見学案内）

【概　要】　 　オランダに４つある高等裁判所のうちの一つで，主に刑事事件，民事・家事
事件，経営商業事件という三つの分野の事件を扱う控訴審裁判所である。アム
ステルダム高等裁判所には現在，約 120 人の判事が所属し，年間約 14000 件の
事件を扱っている。EUの輸出入の権利や消費者団体等による裁判も担当する。

【聴取内容】
1　アムステルダム高等裁判所の概要
　裁判所の所長の役割を務めるのは 3 人で構成された運営委員会で，3 人のうち 2 人が判
事である。判事のうち一人が副所長である。この組織によって判決のレベルが管理されて
いる。
　アムステルダム高等裁判所は，控訴された案件を主に扱っており，刑事裁判，民事・家
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庭裁判，経営商業裁判の 3 つの分野の裁判を行っている。
　高等裁判所でマスコミの焦点が集まるのは，経営者の権利についての裁判があるときで
ある。さらに，このアムステルダムの高等裁判所は非常に多くの刑事事件の裁判も受理し
ている。高等裁判所の職員数は 350 人，うち 120 人が判事である。裁判所も社会のニーズ
に答える形で運営する必要があり，クオリティーとイノベーションがキーワードになって
いる。2020 年には全てに書類の内容をデジタルで提供できるようにする予定である。　

2　労働事件について
　（1）労働事件の概要と労働事件の事件数について
　　ア　解雇について

　　解雇についての紛争は，オランダ全体で年間約 10 万件あり，そのうち裁判で争わ
れるのが 2 万件，あと 6 万件は UWA（政府の労働管轄機関）が扱っている。オラン
ダでは労働法の改定が決定されていて，その施行は段階を追って行われる。2015 年 7
月 1 日までは，雇用主が裁判所か UWA で争うのかを決めることができる。

　　イ　給与・休暇など
　　別の労働条件，例えば昇給や有給休暇の日数など解雇以外の紛争は，年間 2 万件か

ら 3 万件である。業界ごとの労働協約についての審判は先の件数に入っていない。産
業ごとの判定委員会の数は明確にはつかめていない。

　（2）紛争件数の多い労働問題
　　雇用契約を締結するときに，解雇の方法についても合意するにもかかわらず，オラン

ダでは解雇についての裁判が一番多い。昇給や有給休暇の日数について紛争になること
も多い｡ この高等裁判所では，労使間に限らず，失業者と給付機関との間の裁判も多
い。オランダでは即時解雇を受けると公的な失業保険を受けることができないため，即
時解雇を受けた人が即時解雇できない場合に当たると主張して雇用主を訴えるケースも
ある。国によっては労働専門の裁判所があるが，オランダでは社会保障の権利も，解雇
に関する紛争も同じ裁判所で扱われる。オランダでは，民事専門の地方裁判所が 23 箇
所ある。大きな都市には一つある。裁判を起こすことの敷居は低い。地方裁判所の裁判
官，特に民事関係の裁判官はあらゆるタイプの労働裁判を扱っており，労働案件につい
てもよく知っている。民事専門の地方裁判所はカントンと呼ばれ，本人訴訟が可能であ
る。この民事専門の地方裁判所の判決に対して不服がある場合は，こちらの高等裁判所
に控訴することができる。ただし，高等裁判所における控訴審では弁護士代理が必要
で，最高裁判所では最高裁専門の弁護士に依頼する必要がある。高裁や最高裁での訴訟
費用は高い。なお，弁護士費用の賠償，つまり敗訴者負担のシステムはない。このた
め，ほとんどの経営者や労働者が法的支援保険・弁護士費用保険に加入しており，多く
の場合に保険で費用がまかなわれている。オランダは紛争解決手段として裁判を選択す
ることが比較的簡単である。もっとも，別の意見を持つ人もいると思う。

　（3）通常の労働事件での審理期間
　　雇用主が解雇を請求したが労働者が解雇に同意しないというケースでは，文書で申立

書を提出すれば良く，2 か月から 3 か月で審理される。このようなケースが年間約 2 万
件ある。UWA（社会保障労働局）の裁定によって解雇が認められた場合，労働者に不
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服があるときは裁判で争うことになるが，判断を変えることは難しい。UWA に申し立
てられる紛争は，解雇事件よりも，賃上げ，有給休暇の日数についてのものが多い。こ
れらは，1 年ぐらいかかることがある。裁定に不服があって，これについて提訴する
と，地方裁判所で 1 年，控訴した場合は更に 1 年以上がかかる。さらに，上訴すること
も可能だが，最高裁は高等裁判所の法令適用についてのみ審理することになっている

（2015 年 7 月 1 日より制度が大幅に変更する。）。
　（4）性差別の事件
　　アムステルダムの高等裁判所に係属している案件の一つにアムステルダム大学におけ

る事件がある。この事件は，性差別の問題がどれだけ難しいかの見本である。当事者は
経済学の女性研究者で，アムステルダム大学に 13 年間勤務し，同大学で PHD を取得
した。経済学でのポジションが空いたのでそこに応募した。ほかに 6 人の女性研究者と
19 人の男性研究者が応募した。当該女性は，採用面接に呼ばれもせず，最終的にポジ
ションを得たのは男性研究者であった。この選定手続に性差別があった疑いが投げかけ
られた。その理由は，採用を決定する委員会の構成メンバーが全員男性であったこと，
委員会には学部以外から選ばれたメンバーがいなかったこと，最終候補者に残っていた
のは全て男性だったことである。この事件で，高等裁判所は「差別がなかったことを立
証する責任を負うのはアムステルダム大学の側である」という判断をした。

　（5）同一価値労働同一賃金の原則の審理の仕方
　　同一価値労働同一賃金の原則は，多くの場合，統計数で判定される。応募者，最終候

補者の男女の比率，男女の賃金格差について統計的に判定する。ただし，その判断は難
しい。例えば，航空業界では，フライトアテンダントには女性が多く，パーサーは男性
が多かった。それぞれの職種が女性，男性の双方に開放されていくと，パーサーにも女
性が就くことになるが，比較対象となる男性は勤務年数が長いことになる。勤務年数の
短い女性と長い男性とを比較し，平等な給与がいかなるものかを判断するのは容易なこ
とではない。

　（6）その他
　Ｑ 1　女性の権利について一人が争ったときにその判決の結果が他の人に影響を与える

こと，あるいはクラスアクション的なことはあるのか。
　Ａ 1　判決の効力は他の人には及ばないが，影響は与えるでしょう。
　Ｑ 2　週に 40 時間働く人と週に 4 時間働く人がいるときに同一価値の労働をしている

のかどうかをどのように判断しているのか。
　Ａ 2　仕事の内容で判断する。例えば，秘書という同じ役職だとしても，女性労働者は

電話応対だけで，男性労働者は報告書作成や取締役会への出席をしているかもしれ
ない。

　Ｑ 3　仕事の価値が同一かどうかはどのように判断するのか。給与の額で判断，という
訳にはいかないと思うが。

　Ａ 3　同じ仕事をしていても面接で上手に交渉することでより高い給与を得る人もあ
る。ずっとパートタイムをしてきた人は，交渉がうまくないことが多い。

　Ｑ 4　裁判所で同一価値の仕事であるか否かを争っている事件はあるか。
　Ａ 4　判断しにくい事項なので，あまり裁判の対象にはなっていない。
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　Ｑ 5　女性が昇格上の差別を受けていると争っている裁判はあるか。
　Ａ 5　先程説明した女性経済学者の案件がある。数的にはあまり多くはない。しかし，

事態は改善されてきていると思う。大学では若い女性研究者が増えており，彼女た
ちが管理職に進む可能性は高く，女性教授は増えるはずである。法律関係の分野で
は変化は既に起きている。地方裁判所の判事の多数は女性である。ただ，高等裁判
所の女性の判事は半分以下で，最高裁判所はいまだ男性組織である。

　Ｑ 6　アムステルダム大学の事件では，大学は「最終候補者名簿に男性だけが載ってい
たのは成績が優秀たったからにすぎない」と主張したと推測するが，裁判所の判断
は。

　Ａ 6　裁判所が中心的に検討したのは手続きについてである。先の事件では，選考委員
に学部外の人が入ることが重要であったが，外部委員はいなかった。

　Ｑ 7　裁判手続を利用する際の裁判所の手数料はどうなっているのか。日本では差別が
深刻で請求金額が大きくなるほど費用が高くなり，提訴の際に問題となる。

　Ａ 7　手数料は大きな問題ではない。審級が上がるほど手数料が上がるために正当な裁
判を受けにくいということは事実だが，それは男性も女性も同じである。フェミニ
スト・ケースでは基金を提供している組織があり，その基金から支援を受けること
ができる。

　Ｑ 8　原告が差別の存在を主張する場合，差別がないことを被告が立証するのか，不合
理な差別のあることを原告が立証するのか。

　Ａ 8　原告が差別が存在する疑いを提示できれば，被告に差別では無かったことを証明
することが要求される。

■　人権研究所　COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
【訪問日】　2015 年 4 月 14 日
【対応者】　ローレン　コスターさん／ Laurien Koster
【概　要】　 　人権研究所は，学校，職場などの特定の場面における市民間の差別（均等待

遇）の問題を取り扱う独立行政機関である。調査権限を有し，申し立てられた
事案等において差別（ジェンダー，妊娠，年齢，宗教，性的志向，人種，国
籍，障害又は慢性疾患の有無，婚姻歴，労働時間，個人の信条，政治的思想な
ど）の存否を判断する準司法的役割を担う。

【聴取内容】
1　沿革及び組織
　人権研究所は，国連人権理事会（United Nation Human Rights Council）の理事国に選
任されることを目指し，2012 年に設置されたオランダで初めての国家機関としての人権
救済機関である。政府からの自立性を有する独立行政機関で， 2015 年には障害者権利条
約の監視団体になる予定。

2　権限と役割
　オランダにおける人権状況を改善することを使命とし，市民間の横の関係における均等
待遇（差別）の問題を取り扱う。学校（生徒と教師，教師と学校），職場（雇用者と被用
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者），消費者（サービス提供者とサービス受給者），住居，スポーツなどの特定の分野にお
いて，差別の存否を調査・判断し，人権が守られるようにすることを役割とする。差別の
理由としては，ジェンダー，妊娠，年齢，宗教，性的指向，人種，国籍，障害又は慢性疾
患，婚姻歴，雇用形態，信条，政治的思想などが考えられる。
　均等待遇や差別の問題が裁判所に持ち込まれることは少ない。人権研究所は均等待遇に
関する専門機関であり，優れた調査能力を有し，綿密な調査を実施している。個別事案を
調査するだけでなく，複数のケースを横断的に掘り下げることもある（例えば同じ職場か
らセクハラに関する複数の申立てがあった場合）。
　人権研究所は全ての人に対し例外なく調査権を有し，調査対象者は回答義務を負う。ま
た，個人の自宅を除くあらゆる施設（工場，学校，介護施設など）へのアクセス権を与え
られている。公的な機能を担う場所（病院や刑務所など）へは立入権限もあり，強制立入
も可能であるが，警察同伴の強制立入の実績はない。

3　対応件数
　フロント・オフィスのスタッフは，電話で人権や均等待遇に関する質問に回答し，必要
に応じ適切な他機関を紹介する。2012 年 10 月から 2013 年 10 月までの間に対応した質問
は 2519 件であった。同期間に差別の存否につき判断を求める申立ては 499 件あった。申
立てのあった差別の理由は，多い順に人種（95 件），ジェンダー（94 件），障害又は慢性
疾患（87 件）であった。受理するケースのほとんどが労働に関する事案である。同期間
に人権研究所が判断を下したのは 164 件で，差別の理由として多い順に，年齢（38 件），
ジェンダー（35 件），障害又は慢性疾患（29 件）であった。

4　個別のケースへの対応
　（1）人権研究所は，個別の申立てを受理し，調査して差別に当たるのか否かを判断す

る。この手続きは無料で，組織からの「この施策は差別にあたるのかどうか」という問
い合わせにも回答する。

　（2）裁判所に提訴した場合，まずは申立人側が差別的な取扱いのあったことを推定させ
る事実を立証する負担を負うが，人権研究所への申立てにおいては，均等待遇法におい
て定められた特定の状況の指摘をすれば足りる。例えば，1 年間の有期雇用契約で働く
女性が，3 か月，6 か月及び 9 か月の時点において素晴らしい評価を受けており，契約
更新を期待すべき状況にあったにもかかわらず，10 か月目に妊娠が発覚し，11 か月目
に評価が下がって不更新となったというケースの場合には，「妊娠を契機に評価が下が
った」という状況を指摘することにより立証責任が転換し，雇用者側が，評価が低下し
た理由は妊娠を理由とするものではないことを立証する責任を負う。

　（3）人権研究所の判断に法的拘束力はないが，2014 年には相手方の 83％が判断に従っ
た。例えば，差別に当たると判断された場合，相手に対する謝罪，損害賠償の支払，妊
娠を契機とした解雇の場合には職場復帰もあり得る。

5　男女同一賃金に関する実例
　94 の総合病院のうち 18 の病院において，男女の賃金格差を調査した。個人の給与ファ



― 265 ―

第３章　オランダ調査の報告

イルを収集し，類似する仕事をする男女，及び同等レベルにある男女の賃金を比較し，同
一賃金になっているかどうか比較した。初期段階の給与額・給与の構成からその後の昇給
状況を調査するという技術的な調査であった。昇給の基準として，中立的なもの（例：特
定の資格の取得）と非中立的なもの（職の価値に対して客観的な理由付けがないもの，
例：昇給を求めてきた労働者のことを好きだから）が存在した。非中立的な基準には，男
性に有利な場合が女性に有利な場合の 2 倍あることが分かった。勤続年数が長い女性労働
者につき，正当化できない男女の賃金格差が見受けられた。そのような場合の男女間の賃
金格差の原因の 48％は賃金に関する交渉の有無であると考えられる。男性の方が賃金に
ついて交渉をする傾向があり，女性は何らかのガイドラインに沿って支払われるだろうと
考え，あまり交渉をしない傾向がある。しかし，本来，女性労働者が賃金に関する交渉を
する義務を負うわけではなく，雇用者側が男女労働者に同一賃金を支払う義務を負う。

6　女性に対する人権侵害として，オランダで問題になっている事柄
　（1）マタニティハラスメント 
　　女性に対する人権侵害の 1 つとして，妊娠による差別の問題がある。差別の形態とし

ては，採用されない，労働契約が更新されない，解雇，出産前に就いていた役職に出産
後に復帰できないなどがある。差別禁止法により妊娠による差別も禁止されるが，実態
としてはマタニティハラスメントが生じている。

　　2012 年春に人権研究所が実施した調査によれば，女性労働者の 45％以上が妊娠又は
乳幼児をもつ母親であることを理由として，職場において差別を受けていることが分か
った。人権研究所が妊娠を理由とする差別的取扱いであるという意見を公表したケース
は，2011 年から 2012 年にかけて 60％増加している。人権研究所は，雇用者は採用時に
出産予定の有無を質問するべきではないこと，女性にはそのような質問に回答する義務
はないこと，妊娠を理由とする差別に屈するべきでないことなどの知識を広めたり，政
府や労働組合に対し妊娠を理由とする差別に対策を取るように提言したり，全国放送で
前述の調査結果を報告して議論を巻き起こすなど，あらゆる形での認知・認識の向上に
取り組んでいる。

　（2）女性に対する暴力
　　他の西欧諸国と同様，女性に対する暴力も深刻である。トルコ人やモロッコ人の移住

者に多いのは強制結婚や名誉殺人などである。在留資格をオランダ人の夫に頼っている
移民女性の場合には，ＤＶがあっても簡単に家を出ることができないという問題もあ
る。

　（3）経済・政治問題
　　女性が経済的に自立できないという問題もある。これは，女性労働者の多くがパート

タイムで働いていることによる。介護システムの改革により，多くの女性が仕事を辞め
て家族のケアを担うようになった。また，政治的・公的な立場における女性の代表者の
割合が少ない。いまだ女性に対するステレオタイプの評価があり，意識の変革が難しい
と感じる。

■　クララ・ウィッチマン研究所　Clara Wichman institute 
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【訪問日】　2015 年 4 月 14 日（火）
【場　所】　アムステルダム大学
【対応者】　アニーク・デ・ラーターさん／ Anniek de Ruijter
【概　要】　 　クララ・ウィッチマン研究所は女性の権利の向上・改善を目的とする NPO

で，重要な案件では資金援助し，裁判を支援するなどの活動をしている。　
【聴取内容】
1　クララ・ウィッチマン研究所について
　女性の権利擁護を目的とする NPO 組織で，オランダの女性弁護士からの寄付金が財源
になっている。民法上，公益のために自ら原告となって裁判をできると認められた最初の
組織である。個人から援助を求められた場合，将来的に女性の権利向上に影響を及ぼすと
認められる事件ならば裁判資金を援助し，事案によっては最高裁まで援助する。アメリカ
の市民運動から派生してきた活動で，目的は法律の改正や制度の改善などである。創設期

（1980 年代）は権利獲得の闘いであったが，現在は政策を改革するための活動が中心。

2　実際に関与した事件や活動の内容
【事例 1 】　大学の研究職（教授）に応募したところ，男性のみで構成された選考委員会

で，男性が選ばれた。選考基準や過程が不明確で，途中で選考要件が男性に有利
な内容に変更されていた。研究所は，その分野に女性の割合が少ないこと，全体
でも女性の教授が 7％しかいないこと，女子学生の割合とトップとの関連性がな
いことを明らかにした。この事案では選考基準を規定する選考委員会を男女で構
成すること，選考基準に透明性を持たせることなどを獲得目標とした。本事例
は，法はあったが実態の改革が必要だった。

【事例 2 】　オランダのキリスト教系の政党が女性を候補者リストに載せないことに対し，
欧州の人権裁判所に提訴し，勝訴した。団体として提訴したケースである。

【取組 1 】　女性に出産する場所や時期について自由（柔軟性）を与える活動
【取組 2 】　テレビＣＭでの女性の扱われ方について改善するため，テレビ CM を規制す

る政府の倫理委員会での基準を変える取組。

3　一般的な女性の権利に関わる活動について
　女性の権利を話題にすること自体が敬遠される傾向がある。男女とも，自分の世界観を
根底から覆されるのではないかという恐怖心を覚えるためではないかと考えられる。例え
ば，教授といえば初老で白髪の男性を連想する。このようなイメージの変更を強いられる
ことへの恐怖があるのではないか。女性自身も女性の自立がうたわれている中で，実態

（実際は教授になるのは困難）を突きつけられることを敬遠している。

4　オランダの状況について
　最近の傾向として，家庭内労働の分担やパートを希望する男性が増えており，そのよう
な男性は自分自身をフェミニストと呼んでいる。オランダでは，産後 3ヶ月から子どもを
預けて復帰することができる。週のうち 3 日は保育所に子どもを預け，1 日は女性，1 日
は男性が育児をするのが主流である。保育所は民営で，収入 1500～1600 ユーロの家庭の
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場合，週 3 日預けると月額 600～700 ユーロかかる。ただし，税控除で 300 ユーロくらい
は還付される。収入が低いほど，補助金は多い。低収入の家庭では必要にかられて共働き
しているのが現状である。保育所に対して国が援助することはなく，設置基準・公衆衛
生・安全面（質）をチェックするだけである。ここ 7～10 年の間に，非営利で運営されて
いた多くの保育所がアメリカのヘッジファンドにより運営されるようになったが，費用対
効果から見て非効率である上，間接的ではあるが，大企業に税金が流れるという弊害もあ
る。介護や医療全てが民営化により同様の問題を抱えている。多くの親が保育所の質に不
安・疑問を持っている。ほかに，父親が主夫として毎日子どもの送迎をしているにもかか
わらず，学校は何かあれば母親に連絡をする，というような「子育ての責任者は母親」と
いう意識が，働く女性に負担を与えているという問題もある。

■　ウイレム・フィッサート・ホーフト博士のレクチャー
【訪問日】　2015 年 4 月 15 日
【対応者】　ウイレム・フィッサート・ホーフト博士／ Dr.Willem Visser't Hooft
【概　要】　 　ホーフト博士はオランダ最大級の法律事務所に所属する弁護士でもある。同

法律事務所は企業法務を中心に，経営，税務部門も含めたワンストップサービ
スを提供している。

【聴取内容】
　博士のレクチャーの内容と調査団の質問に対する回答の概要は以下のとおりである。
1　オランダ労働市場の特徴として，①オランダ人従業員の生産性は高く，EU 内で上位
にあること，②政労使の協力により，フランスなどと比べてストライキが非常に少ないこ
と，③フレキシブルワーカーが多く非常に柔軟な労働力であること，④オランダ人従業員
は高学歴であること（EU の中でも大学院卒の労働者が多い），⑤オランダ語は外国で通
じないため外国語が堪能であること，⑥パートタイマー（週 35 時間未満の労働者）が就
労人口の 4 割と多く，とりわけ 10 年前からは一層の増加傾向にあること，などが上げら
れる。そして，オランダでは，パートタイム労働とフルタイム労働が均等待遇ということ
が重要である。

2　オランダ労働法の重要事項としては以下の説明があった。
　（1）オランダ労働法の特徴
　　・EU 法による最低限の保護は統一されているが，労働法，特に解雇規定は未統一の

分野である。ただし，統一への動きはあり，均等待遇は統一されてきている。
　　・オランダは，いわゆる「ポルダ－モデル（Polder　Model）」の枠組みで従業員を

保護している。オランダ政府，使用者団体，労働組合が協力して評議をするということ
がオランダの 1 つの特徴である。交渉に重きを置くがゆえか，労使が労働時間や賃金の
抑制に協力的であることも特徴といえる。

　（2）オランダ労働法における重要な法律等
　　オランダ民法，従業員協議会法，集団解雇法，最低賃金及び最低休暇手当に関する法

令，労働時間調整法，労働協約，判例，EU 法　
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3　従前のオランダ労働法下の重要事項・課題
　フレックスワーカー対する解雇規制が問題である。フレックスワーカーは正社員に比べ
解雇に関する十分な保護がないが，オランダでは使用者が事前に政府機関，裁判所に解雇
の認定を得る必要がある。解雇問題は協議による解決が多い。

4　労働法の改正
　労働法の改正があり，2015 年 1 月 1 日以降，段階的に施行されている。政府の説明で
は 法改正の目的は，①雇用契約終了の際の手続きの迅速化，コスト削減，公平化を図る
こと，②フレックスワーカーの保護を強化すること，③失業保険法の改正によって復職の
機会を早めて失業手当の抑制を図ること，である。

5　ワークシェアリングについて
　（1）労働者は労働時間の短縮を希望する傾向がある。労働時間調整法の制定以降，法律

の適用が争われ，判例も増えてきた。労働者が労働時間の短縮を要求できる場合の条件
は，①書面で行うこと，②勤続 1 年以上であること，③勤務先が 10 人以上の従業員が
いる法人であること，である。使用者には拒否権があるが，拒否権行使の要件は極めて
限定されている。一般的に，使用者は労働者の時短勤務の要求を認めており，拒否事例
は少ない。

　（2）ワークシェアリング問題点
　　ア　使用者側の問題

　　年金制度適用者が増えるためコストが増加してしまう。また，仕事の配点，代替要
員確保の問題もある。

　　イ　労働者側の問題
　　パートタイムでは昇給・昇格の可能性が少なくなる。また，労働者が連携しにく

く，コミュニケーションが図りにくくなる。男性は 5 日勤務にしている人が多い。週
3 日は勤務し，４日は休みたいとの希望が出された場合，使用者が拒否できる可能性
が高いが，オランダでは労使が交渉を重ねることが大切だと考えられている。

　（3）ワークシェアリングのメリット
　　女性の就労率が上昇し，男性も育児に参加するようになった。ワークシェアリングの

当初の目的は失業率の減少だったろうが，国全体の失業率が高いため，効果ははっきり
していない。また，今後の問題として高齢化がある。

6　質疑応答
Ｑ 1　残業代請求事件の有無
Ａ 1　残業代の請求事件はないわけではないが，ほとんどない。労働契約書からみると残

業代込みの給料だとアドバイスする事案が多い。労働時間が 60 時間を超えると違法
となるし，2 年間の私的病欠でも賃金保障が必要なので，病気になるほど長時間労働
をさせたくないという雇用主が多い。契約外の時間外労働が恒常的になると，契約と
仕事が合ってないということになるため，労働時間の修正，賃金の保障を交渉でき
る。契約改定について交渉が決裂した場合，裁判所で争うことはある。恒常的に持ち
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帰り残業がある場合も同様で，労働時間を増加修正してほしいという交渉はある。
Ｑ 2　「改正法」の新解雇規制の目的は何か
Ａ 2　有期契約から無期契約への転換につながることを政府は期待している。
Ｑ 3　解雇の解決金はどの程度か
Ａ 3　従前は，法律の規定はないが裁判所のガイドラインがあった。新法では上限を定め

てガイドラインを法制化した。解雇補償金は解雇の理由が弱いと金額が高くなる。解
雇の交渉では弁護士が代理人になることも多く，弁護士費用特約保険もある。今後の
実務に対する影響はまだ不明である。契約書に解雇解決金が規定されることはあり得
る。

Ｑ 4　ほかに労働協約に関し問題はあるか
Ａ 4　オランダでは最低賃金を下回る賃金での協約はできないので，ドイツの「協約賃

金」問題は起きていない。

■　FNV（労働組合）
【訪問日】　2015 年 4 月 15 日
【場　所】　労働博物館会議室
【対応者】　クララ・ボーンストラ教授（国際労働法）（Prof. Klala Boonstra）
【聴取内容】
1　オランダにおける男女間の均等待遇の到達度
　（1）1960 年代，女性は結婚したら労働市場から撤退していた。女性の就業が本格化す

るのは 1980 年代後半以降で，経済危機による男性の減収が大きな原因である。
　　オランダでは移民への差別問題が重要課題で，性差別はさほど大きな問題ではなかっ

た。女性が職場進出しても，性別職域分離があったため，男女間の平等は問題にならな
かった。

　　女性の大学進学率が上がり高学歴化すると，男女が同じ職種につくようになった。た
だし，工学部などの技術系はいまだに男性が多い。

　（2）現在，女性は男性と同じ条件で入社するが，フルタイムからパートタイムに転換す
ることが多い。いわゆる「1.5 モデル」（男性が 1，女性が 0.5 働く）は，現在も続いて
いる。女性はパートタイムに転換することで家庭内労働の時間を確保できるようになる
が，昇格・昇進の機会を得にくくなる。1.5 モデルには望ましい面もあるが，リスクも
大きい。働く女性のうち，経済的に自立できるだけの収入を得ている人の割合は，およ
そ 5 割である。離婚する場合などは経済的に厳しい立場におかれる。

　（3）オランダ政府は EU 指令等，EU 法を導入しようとしている。1957 年の欧州条約
（ローマ条約）に，男女均等待遇の原則の適用確保が入っている。当時は労働市場への
女性の参加が進んでいなかったので，男女均等待遇の原則を導入してもさほど問題はな
かった。女性の進出が進むにつれ，EU 法の判断基準を国内法に導入するよう求めるよ
うになった。 オランダ国内でも均等待遇に関する法律はたくさんある。性別だけでな
く，派遣労働者についての差別禁止法もある。

　（4）オランダではいまだに「ガラスの天井」がある。女性がＣＥＯや教授職に占める割
合は低く，女性の割合を高めるよう基準を設定すべきであると考えている。とはいえ，
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多くの女性が 1.5 モデルで満足しており，母親が子どもの面倒をみるという文化が根付
いているから，実際問題として女性が高い地位につくことを望むかどうかはわからな
い。

2　労働組合の現在の課題
　（1）労働者の約 3 分の 1 がフレックスワーカー，つまり，派遣遣労働者 ･ 有期雇用者で

ある。フルタイム雇用の前段階という場合もあり全部が悪いとは言えないが，組合 ･ 政
府の仕事は，フレックスワーカーの法律上の地位を強化させることだと考えている。

　　1990 年代以降，デジタル化が進むとともに雇用形態が変化した。人ではなく仕事が
焦点になり，長期雇用は一般的ではなくなった。特に低レベル（低学歴・低収入）の職
種では，家族を扶養できないという問題が生じている。

　（2）労働時間調整法（2000 年）は，1 年以上働いた労働者に適用される。労働者が時短
の要求をした場合，使用者は業務上の必要性を立証しなければ，要求を拒むことができ
ない。女性は，この制度を利用して，産前産後休業 ･ 育児休業後にパートタイマーへ転
換希望する場合が多い。

　（3）オランダでは法律で最低基準を定めているが，実際は産業別の労働協約で労働条件
等が決められていて，全労働者の 8 割に労働協約が適用されている。法律に例外規定が
あれば法律を下回る協約を結ぶことができるが，最低賃金法には例外規定がない。

　　フレックスワーカーには 1 年以上の勤務を適用要件とする労働時間調整法が適用され
ないことが多く，保護への取組が必要と考えている。また，移民，シングルマザーなど
の周縁化されているグループの平等の推進も必要である。組合未加入者も多く，組合と
して，このような人々をどのように代表し，組織化していくのかが大切だと考えてい
る。

　　成功例として，清掃業従事者のストライキがある。清掃業従事者の労働条件は最低レ
ベルだった。組合では，当事者にどのような要求があるのか聴き取りに行った。清掃業
では移民労働者がその大半を占めており，組合に入るとお金がかかるのではないかと心
配していた。労働組合の連合体である FNV が協力し，金属労組など他の労組の資金援
助を受けてストライキを断行した。9 週間のストライキでスキポール空港がゴミだらけ
になり，マスコミなどでも大きく取り上げられた。スキポール空港ＣＥＯのボーナスが
取り沙汰され，何らかの改善策を講じるべきであると批判された。ストライキの成果
は，第一に労働条件が良くなったこと，第二に，派遣先 ･ 派遣元 ･ 労働者という三角形
の仕組と各々の責任について，普通の人々に今までより理解されたことである。労働条
件改善のためには，政治的行動も大切である。

■　社会経済評議会
【訪問日】　2015 年 4 月 16 日
【場　所】　デンハーグ社会経済評議会
【概　要】　 　政労使の三者で構成された，産業組織法に基づいて設置された政府機関。労

使が自律的に問題を合意により解決できるよう支援することを目的とする。
【聴取内容】
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1　オランダの労使協議の構造
　オランダでは労使協議は企業内，産業部門別，経済社会評議会の三層構造になってい
る。オランダでは労使間の紛争は協議，合意による解決が望ましいとされている。

2　設立の経緯
　第二次世界大戦直後の 1945 年，復興の基盤の一つとして全国の労働組合連合の代表，
使用者団体の代表が共通の目的のために協議する場となる「労働財団」が設立された。
1950 年には労使だけでは難しい社会政策の実現にも取り組むため，公益を代表する立場
で政府の代表者が参加することになり，社会経済評議会が設立された。

3　活動目的・内容
　労使が自律的に管理運営するのを支援することを目的とする。例えば，企業間の合併を
合併規則（合併を律する倫理コード）に基づき規制するとともに，規則に基づき労使が自
律的に合意に至れるように支援する。労政使それぞれから 11 人の代表者が参加してお
り，現在の評議会の代表者は元国会議員の女性。評議会の第一の任務は，主要な社会経済
問題についての諮問。最近の案件としては定年退職年齢を 67 歳に引き上げたことがあ
る。何年もかけて交渉し，社会的な混乱を起こすことなく定年を引き上げることができ
た。各分野で活躍する市民団体も含めて広く意見を集め，協議を重ねて合意に至るように
している。社会経済評議会は①バランスの取れた経済成長，移民・女性等をはじめとした
より広範な労働参加，③より公平な所得分配を主要な三つの目的とする。運営のための費
用は企業からの拠出金で，年間約 1500 万ユーロ。現在の主要なテーマは年金問題。

4　オランダの労働市場
　就労可能な年齢人口のうち 71％が就労しており，失業率は 7.1％。パートタイムの就労
率は 49.1％で女性が多い。パートタイムが標準になってくると，フルタイムで働くこと
が難しくなるという問題が起きる。労働組合は加入率が低下傾向で現在は 20％程度。労
働者全体の利益のために活動をしているのに，組合に会費を払って支えているのは労働者
の 20％程度しかいないという危機的状況にある。

5　新たな労働環境づくり
　労働法を柔軟化し，労働者が容易に転職できるような体制を作る。2013 年の政労使合
意は画期的な社会合意と考える。これまでのオランダの安定はなくなるかもしれないが，
将来へ向けた大きな一歩。皆に意識の変革を求めることになる。

6　女性と労働の問題
　女性の 53％が経済的に自立しているとの統計がある。管理職の割合等については時間
がかかる問題。これから問題になると思われるのは育児・介護が有料ケアから無償のイン
フォーマルケアが奨励される形になると推測されること。無償のケア労働を担うのは女性
が多く，女性が就労，育児，介護を担うとなると，過労死につながりかねない。
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■　AWVN（全国使用者連合）　
【訪問日】　2015 年 4 月 16 日
【場　所】　デンハーグＡＷＶＮ事務所
【概　要】　 　850 の企業メンバーと 130 の団体メンバーで構成されている。創立から現在

までに関与した団体協約は約 500 件ある。専門分野ごとにアドバイザーがお
り，法律部門は弁護士が担当している。

【聴取内容】
1　パートタイマーとフルタイマーの相違点
　オランダでは , パートタイム労働者はフルタイム労働者より労働時間が短いだけで，正
規社員である。日本のように正規労働・非正規労働の問題ではない。給与その他の待遇
も，労働時間に応じ平等に取り扱われている。

2　オランダにおけるパートタイム労働者の割合
　男性労働者 , 専門職でもパートタイムが増えてきている。労働者全体の約 50％がパート
タイム労働者で，女性労働者では 65％が，男性労働者では 17％がパートタイマーである。
　最近は，専門職である弁護士でも，男性も含めて週 4 日労働が多くなってきている。

3　労働時間を調整する権利
　オランダでは，雇用の安定とフレキシビリティの調和を目指し，労働者に労働時間調整
の権利があると考えられている。専門職に就く高学歴の女性にも，育児休暇期間終了後も
労働時間を減らしたままにしたい，仕事一辺倒の生活に戻りたくない，と考える人が出て
きている。夫婦の所得は少し減っても，子どものために家事・育児をする時間を確保しよ
うと考える。この背景には，オランダでは「子どもは親が育てるもので，他人に任せきり
にするものではない」との意識がある。なお，保育にかかる費用は，親の個人負担分のほ
か，政労使で，3 分の 1 ずつ負担するというシステムがある。さらに，若年層も週４日勤
務を希望する者が増えている。彼らは「仕事だけの人生は嫌だ。」と考えている。ワーク
ライフバランスや夫婦間の家庭内労働の分担は，国家の政策というよりは私生活の尊重と
いう個人の選択に基礎を有する。

4　労働時間調整の実際
　今回の法改正で「1 年間以上その企業で働いていれば」労働時間の増減を請求できるよ
うになった。これまでは，申請の要件が「3 年以上の勤務」だったので，権利行使がより
容易になった。なお，使用者は「重大な理由がない限り，労働時間の変更申請を拒否でき
ない」とされるが，双方で交渉の余地もある。政府は，全員の労働市場への参加を求めて
おり，有職・無職の二者択一ではなく，働く人を少しでも増やすという目的に沿って柔軟
に運用されることになる。

5　パート労働者と生産性
　オランダの労働の生産性は非常に高い。未熟練労働の場合，労働時間を分割しても全体
として生産性が低下することはない。例えば，パン屋でパート労働者が毎日交代しても，
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生産性が下がるわけではない。製造業・小売業は，小さな単位でのパートをつなぎ合わせ
ることで，繁忙の調整がしやすく，生産性が上がる。そこで，このようなパートも正規の
仕事として取り扱われる。高学歴を要する職種では労働時間が週 20～28 時間の場合に生
産性がトップになるという統計がある。ただし，弁護士の場合は週 24 時間以下の労働時
間では知識不足になるという話もある。

6　労働時間の選択の現実的可能性
　フルタイムの求人広告に対し，応募者がパートを希望する場合もある。他方，労働者が
フルタイムを希望してもパートの仕事しかなく，パートをかけもちしている場合もある。
経済的自立が困難な賃金に従事している労働者は，他に主たる稼ぎ手がいることが多い。

7　パートタイム差別の禁止と女性差別の禁止
　フルタイムとパートタイムの均等待遇については，男女差別と同様に禁止されている。
しかし，実際はプロジェクトメンバーの選考ではフルタイム労働者を優先する傾向があ
り，女性の昇格・昇進へのコースは男性に比べて狭いのが実情である。

8　個人の価値観の尊重
　政府は女性の労働市場進出を促進する政策をとっているし，女性が昇格・昇進するため
の支援も引き続きなされることに変わりはない。しかし，女性の意思も重要な要素だろ
う。優秀な女性が，取締役会から何度も誘いを受けたが，「4 人の子があるので。」と断っ
た例もある。そもそも，人が人生の最後に悔いるとしたらどんなことだろうか。仕事に時
間を費やさなかったことか，家族のために時間を費やさなかったことか。人生の価値をど
う考えるのかの問題である。なお，オランダでは，男性がもっと家事・育児に参加すべき
と考えられているので，父親になった男性がパートタイムに変更しても評価は落ちない。

9　フレキシブルな発想への転換
　パートタイムで働く人がいると，フレキシブル，ということが身に付いて，労働時間を
融通しあうことが容易になる。パート労働者でも，必要があれば，出勤予定日でなくても
会議に出席するなどの積極性が出てくる。パートタイムで働く時期があっても，その後の
昇格・昇進にはそれほど影響しない。ポジションが与えられた場合にはフルタイムに戻る
労働者もいると思われる。

10　同一労働同一賃金の建前と実際
　オランダでは，パートタイム労働者は，有給休暇・年金など，労働時間に応じて均等な
待遇を受けることになっている。しかし，「男女の賃金格差」は現実に存在し，時間給に
して 18％程度になる。原因としては，①女性の少ない分野（技術系，金融系等）の給料
が全体として高い傾向にあること，②女性の多い分野（教育・看護・介護等）の給与が全
体として低い傾向にあること，③女性は自らの給与についての交渉力が不足しているこ
と，などが指摘されている。ほかにも，女性が育児のためキャリアを中断する，パート労
働を選ぶ，ということが原因としてあげられる。しかし，格差は少しずつ減りつつある。
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大学進学率は女性の方が高く，女性が専門職につく機会も得られるようになって来た。ま
た，社会全体が，労働は週 4 日で十分である，と考える社会となってきていることも大き
い。

■ 　アムステルダム大学　ヒューゴ・ジンツハイマー研究所　Hugo Sinzheimer 
Institute

【訪問日】　4 月 17 日
【対応者】　フェアフルプ教授／ prof. Evert  Verhulp
【概　要】　初日に行われた講義の補足及び質疑応答          
【聴取内容】
1　労働法改正について
　2013 年の政労使の合意に基づき，労働法の改正，失業保険支給の改正等が行われた。
　政労使の合意には，政府は緊縮財政（社会保障の縮小）に対する理解を，使用者側は失
業者のための職業訓練や研修の充実化を，労働側は労働組合への支援，フレックス労働契
約の行きすぎの抑制を求めているという背景事情があった。

2　無期限の労働契約における使用者の責任
　使用者が無期限の労働契約を締結することをためらう理由として，フレックス労働の需
要が増えていること，無期限の労働契約は規制が厳しいため，なるべく締結したくない，
ということが挙げられる。無期限の労働契約を締結した場合に使用者の負担となる義務と
して，病気の原因を問わず，労働者が病欠した場合に 2 年間，給料を支払続けなければな
らないことが挙げられる。これはヨーロッパ諸国の中では一番重い責任である。制度が導
入された理由としては，病気が仕事に起因するものか否かの区別は困難だからである。職
業に基づく病気に限定した場合，原因を巡って紛争が生じ，訴訟に持ち込まれる件数が増
えるなどの問題が生じる。オランダは，そのような負担（あるいは不確定要素）よりは，
給料を支払続けるという選択をした。もっとも，中小企業では負担が大きくなるため，社
会的な問題となっている。しかし，このような制度は労働者に対する使用者の責任感を意
識させる契機ともなるし，労働者もなるべく早く仕事に復帰しようと意識する。

3　有期契約に関する法改正
　有期契約の場合，期間終了により契約は終了するが，無期契約の場合，解雇には一定の
手続（解雇予告等）が必要となる。使用者は，必要に応じ有期労働者を雇い入れ，不要な
場合には契約を更新しないことで厳しい解雇規制を免れることができるため，有期契約が
利用されてきた。しかし，有期契約の複数回更新は雇用の安定の面から望ましくないた
め，制限が厳しくなった。契約を更新しない場合は解雇予告通知が必要で，手続違反があ
った場合，使用者は 1 か月分の給与を労働者に支払わなければならなくなった。また，有
期の場合，原則として退職後の競業避止義務を設けることができなくなり，半年以下の契
約の場合は試用期間を設けることもできなくなった。
　これらの改正により，使用者にとって短期の有期契約の魅力が少なくなったため，有期
契約数が減るのではないかと期待されているが，2015 年 1 月から順次施行されたばかり
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なので，改正による影響はまだわからない。

4　解雇手続きの概要
　無期契約を締結している労働者を解雇する場合，事前に解雇許可を申請する必要があ
る。具体的な解雇手続としては，① UVW（社会保障労働局）に解雇許可を申請し許可を
得てから解雇予告をする，②簡易裁判所に労働契約の解約を申し立てる，の二つがある。
これらは法的効果に相当の違いがある。①の場合，補償金の支払は義務付けられていない
ものの，予告期間中は，給料を支払わなければならない。②の場合は，通常，解雇補償金
の支払が命じられる。裁判官は，これまでは解雇補償金の金額をガイドラインに基づいて
判断していた。解雇手続においては，使用者が選択した手続の違いにより解雇補償金の有
無が分かれ，労働者間に不公平感が生じることもある。
　2015 年 7 月 1 日から法改正がされる。以降も上記二つの制度は維持されるが，リスト
ラ，長期病欠（2 年間）の病欠期間後の場合はＵＷＶで，それ以外の解雇事由は簡易裁判
所で判断されることが法に明記され，解雇補償金の算定方法は定式化された。手続に要す
る時間は，ほぼ同じである。

5　失業給付
　使用者から解雇補償金を取得した場合でも，失業手当は支払われる。失業手当の給付財
源は使用者の拠出で，税金の負担はない。合意退職の場合でも，即時解雇に当たるような
重大な原因がない限り，失業手当は支払われる。支給期間は勤続年数により異なり，支給
額は最高で月給の 70％，上限は月額 5000 ユーロである。

6　法改正の評価・影響など
　解雇補償金が改正前よりも少なくなるが，組合から大きな反対はなかった。現行法の場
合と補償金額がそれほど大きく変わるわけではない一方，フレックス労働者の保護を盛り
込むことができたからである。これまでの裁判所での手続では，解雇原因がなくても解約
申請をすることができ，裁判所の広範な裁量権に基づいて判断されていたため，使用者側
からすると，お金を払いさえすれば解雇できるという面があった。改正により解雇事由が
明記されたため，裁判所の役割は解雇事由の有無の判断のみとなった。また，解雇補償金
の定式化により，裁判官の裁量権はなくなった。改正後は，使用者は解雇補償金を上乗せ
するなどして，合意による解決をより好むようになる可能性がある。
　解雇補償金は少なくなったが，解雇事由について具体的に主張しなければならないの
で，解雇が改正前より容易になったというわけではない。
　裁判所で解雇が認められなかった場合（現行では 2％程度），雇用契約は終了しないの
で労働者は職場に復帰する権利がある。しかし，現実には職場復帰することは難しいた
め，契約終了に向けた交渉を行うことになる。

7　質疑応答
Ｑ 1　労働法改正についての評価
Ａ 1　改革の方向性は，フレックス労働者の保護，正規社員の解雇規制の修正（解雇条件
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の平均化）である。オランダの労使関係は安定しており，ストライキも少ない。使用
者は，ストライキが 1 日でもあると経済的損失が大きいので，フレックス労働者の保
護を行い，解雇時の条件も平均化することが得策であると考えているのではないか。
法改正後，労働市場がどう反応するかは予測できないが，高学歴の専門職につき，現
在は短期の有期契約（1 年くらい）後，無期限の契約に変更することが多いが，無期
契約の締結までの時間が少し早くなるのではないか。低学歴・低所得が多い職種（製
造業，飲食業など）に関しては，メリット・デメリットのどちらが現れるかまだはっ
きり言えない。

Ｑ 2　最低賃金について何か動きはあるか。
Ａ 2　オランダの最低賃金は既に相当高いので，更にそれを引き上げるという動きはな

い。もっとも若年層，自営業者については最低賃金が問題となっている。
Ｑ 3　自営業者について
Ａ 3　自営業者も労働協約の適用を受けるべきだと組合は主張しているが，EU 指令は競

争について厳しく規制しているので，自営業者がまとまることは難しいかもしれな
い。欧州司法裁判所で，2014 年 12 月，自営業者も労働協約に参加できるという判決
があったが，これは純粋な自営業者は対象ではなく，表面上の（名ばかりの）自営業
者に該当する場合という条件付きのものだった。実態は労働者である自営業者を保
護・規制する必要がある。そこで，自営業の定義付けなどの検討を始めたが，とても
難しい。

Ｑ 4　ストライキの可能性について
Ａ 4　オランダの労働組合は争いを好まないが，このような組合の態度に不満を持つ人も

いる。今後はストライキを行う組合も出てくる可能性がある。
Ｑ 5　オランダ社会の現状について
Ａ 5　かつての労働市場はピラミッド型で，労働組合は中間層を土台としていた。当時

は，低所得だったの人たちも中間層のレベルまで引き上がれるという夢があった。オ
ランダの左よりの政党（労働党，キリスト教）も中間層を基盤としていた。しかし，
現在は，柱状（下が厚くて，中間が薄い）である。これまで労働組合の支持基盤であ
った中間層は，中等技術学校などの学歴の人だったが，IT 化により労働の場が減っ
てきてしまっているため，中間層から下に落ちる人が多くなった。社会は二極化し，
格差は拡大している。組合費は月 18 ユーロ，年 220 ユーロ程度である。加入の有無
にかかわらず，労働協約は全ての労働者に適用されるため，加入によるメリットがあ
るか疑問だが，それでも加入する人はいる。

Ｑ 6　社会合意（2013 年）に対する人々の反応
Ａ 6　交渉が行われていることは知らされていたが，内容の詳細は報道されていないの

で，あまり知られていなかった。草案ができた段階で，労使それぞれの組織で承認を
得たので，その過程では議論されている。組合加入率は高くないが，労働者の 90％
は組合の意見に賛同している。

Ｑ 7　オランダにおける人材派遣業について
Ａ 7　どのような業種であっても成り立つが，簡単に入れ替えができる職種では派遣労働

者を多く入れている。特殊な技術が必要な業種等でも利用されている。同一労働同一
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賃金の原則があってもなお，派遣労働者を利用するメリットはあるといえる。

■　ハウストフ・ブルマ法律事務所　HOUTHOFF BURUMA
【訪問日】　2015 年 4 月 17 日
【場　所】　ハウストフ・ブルマ法律事務所
【対応者】　ロルフ・デ・ワイス弁護士／ Rolef de Weijs, associate
　　　　　エドワード・デ・ボック弁護士／ Edward de Bock,partner 

【聴取内容】
1　ハウストフ・ブルマ法律事務所について
　オランダの大手法律事務所の 1 つで，国際的な法律事務所の格付けにおいても，非常に
地位の高い事務所として位置付けられている。

2　業務の内容等
　労働事件は使用者側 60％，労働者側（組合，従業員個人の案件）40％の比率で受任し
ている。労使間の団体交渉等に関する弁護士費用は使用者が全面的に支払をする。
　男女間の平等賃金，平等な年金の権利，差別待遇等に関する案件は，現在，14 件ほど
扱っている。なお，オランダの弁護士は時間給がほとんどである。

3　同一価値労働同一賃金の原則について
　同一価値労働同一賃金に関するケースは非常に複雑である。訴訟にした場合，長期化が
予測され，多額の費用がかかる。立証責任は労働者側にあり，統計学等に基づく専門的な
意見が必要となる。特に差別待遇の立証は非常に難しい。
　裁判以外の救済手続として人権研究所や調停といった方法がある。マスメディアに情報
提供することにより，相手方企業の評判を落とすという方法も時々使われる。

4　所属弁護士のパートタイム率等について
　パートナー（50 人以上）のうち，パートタイムは 1 人（男性）で週 4 日あるいは 4 日
半の勤務である。パートナー以外は正確な人数は分からない。パートタイムでも，最低限
フルタイムの 60％（3 日間）の勤務が要求されている。パートナー弁護士の男女比は，男
性 85％，女性 15％である。

5　女性の地位について
　（1）国内法
　　オランダ国内における女性の労働市場参画率は，1998 年に 52.2％，2014 年に 65.4％

で，女性の収入は男性に比べて 18.5％低い。特に女性の進出が遅れているのはビジネ
スの分野で，女性の比率は全体でも 31％程度である。企業のトップとなると 10％程度
で，取締役・監査役等の役員を含めても 14％程度（7 人に 1 人）である。

　　女性の社会進出が遅れている理由として，①まだ紋切型の男女差別があること，②男
性支配的な文化が続いていること，③任命・採用の手続きに透明性がないことなどが挙
げられる。
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　　オランダには女性に関する法律として，①均等待遇に関する一般法，②男女間の均等
待遇を定める法律，③嫌がらせ禁止法（全てのハラスメントを禁止する法律）の 3 つが
定められており，男女間における採用・解雇・賃金・年金受給権に関する差別が禁止さ
れている。2013 年 10 月には，政府の女性の社会進出奨励政策として，ガラスの天井を
打ち破るという目的の下，企業に対し，取締役会メンバーの 30％を女性とする努力義
務を課すとともに，達成できない場合は説明義務を課す，という法律が制定された。
2013 年 10 月以降，幾つかの会社が上記法律に基づき説明を行ったが，取るに足らない
数であった。また，その説明も単なる言い訳に過ぎないものが多かった。例えば，教育
訓練を受けた女性がいなかったとか，現状の取締役会の構成を守る必要がある等々であ
る。努力義務，説明義務の双方について，何の制裁もなかったためうやむやになってし
まった。この規定は 2016 年 1 月 1 日をもって廃止される。現在は，どうしたら女性を
トップにできるのかを検証するための委員会設立の動きがある。

　（2）EU 指令
　　トップに女性を就任させることにより，副次的効果として女性比率を高めていくとい

う方法にはあまり効果がないことがわかった。そこで，EU 条約自体に積極的差別是正
措置を認めるべきではないかという意見がある。積極的差別是正措置による女性優遇政
策には，以下のような方法があると言われている。①同じ資格なら女性を優先する，②
女性が特に優れていると思われる資質や特性を定義し，当該分野では女性を雇用する，
③女性がより良く能力を発揮できる職種あるいは職場に配置する，という 3 つである。

6　男女平等に関する具体的ケースについて
　EU 司法裁判所では，女性を絶対的に優遇することは許されない（カランケケース），
全般に通じる一般的なガイドラインはあり得ず，個々のケースについて客観的な判断をし
なければならない（マーシャルケース），男女間で女性を優遇して採用するのは男女間に
同一の資格があり同一の適正がある場合にのみ女性を優先的に採用することができる（ア
イブラハムソンケース）といった幾つかの判断がなされている。

7　人権研究所のケース
　人権研究所では男女均等待遇の問題を専門的に扱っている。研究所は欧州司法裁判所の
判例に基づいて事件を判断することがほとんどである。具体的ケースとして，女性の候補
者だけが応募できるという条件は認められない（ホローニンゲン大学のケース），女性の
研究者はいない分野の担当講師募集で女性のみの募集は認められる（デルフト工科大学）
がある。

8　その他
　トップにふさわしい女性を推薦し合うという試みがあり，当事務所も署名した。具体策
として，女性人材に関するデータベースの作成があるが，個人のプライバシーに関わる問
題があるという指摘や，「トップに適した人材」の定義ができるのかという問題もある。
政府には，「企業の人員採用にあたり，女性定足数の定めを設けよ」等と主張する人もい
るが，一般的には受け入れられていない。
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　積極的差別是正措置のほかに，女性の問題として挙げられるのは，妊産婦の労働条件で
ある。オランダでは妊娠した女性の解雇を禁止する非常に厳しい法律がある。どんな理由
であっても妊娠中の女性を解雇するのは難しく，労働者には，出産後最長 16 週間まで母
性休暇を取得する権利が認められており，この間の月給は 100％支給される。労働条件法
において，母親には労働時間短縮の権利や育児休暇請求権が認められる。

9　同一価値労働同一賃金について
　オランダ民法は同一価値労働同一賃金について定めている。しかし，それでも女性の収
入は，同じ労働をしている男性よりも約 18％低い。ネックになるのは，立証責任である。
仕事内容は細部まで検討すれば違いがあり，年功の関係もあるため立証は極めて難しい。
　政府は，男女間格差の是正と同一賃金の実現のため，従業員代表会議で年に 1 回は男女
の格差の有無を調査，報告することを義務付けることを提案している。また，一定以上の
規模の企業には男女間賃金差を年次会計報告の中に開示するよう促す法案が検討されてい
た。　
　しかし，政府の政策に対しアドバイスを行う国家立法審議会は，上記 2 つの法案につい
て，国内における男女間格差はそれほど大きなものではないため緊急性が認められないと
して「必要なし」という判断をした。

今野久子弁護士によるレクチャー

■　子どもオンブズマン
【訪問日】　2015 年 4 月 13 日
【場　所】　国家オンブズマン局（ナショナル　オンブズマン）会議室
【対応者】　マイケ・デランケさん／ Maaike de Langen
【概　要】　 　2011 年 4 月 1 日にオンブズマン法が制定され，子どもオンブズマンが設置

されることになった。子どもオンブズマンは，独立性を守られており，政府，
議会に対して，現在ある法律だけでなく，これから組み立てていくべき法律に
ついても早い段階でアドバイスできる。主要な活動は電話相談で，大きな問題
のある案件では個別調査を行っている。

【聴取内容】
1　子どもオンブズマンの設立経緯
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　子どもの権利条約には，「子どものオンブズマン」を置いた方がいいとの助言がある。
議会は，10 年間議論し，最終的にオンブズマンを置くことになった。2011 年 4 月 1 日に
オンブズマン法が制定された。
　子どもオンブズマンは，政府や議会に対して，現在ある法律だけでなく，これから組み
立てていくべき法律について早い段階でアドバイスできる。活動の対象となっているのは
18 歳未満の子どもである。国家オンブズマン局と違って，私立学校を含め，民間の機関
に対してもアドバイスができる。

2　子どもオンブズマンの権利
　子どもオンブズマンには議会と国家オンブズマン局という二人の上司がいる。
　2014 年に「子どもの権利に関するモニター」という報告書を出している。子どもたち
の公的な状況を報告するもので，ライデン大学に委託して行った。これは，子どもたちの
権利に関する状況を指し示すコンパスになるもので，非常に重要なものである。
　現在の問題として，福祉の責任が国から地方自治体に移譲されたことがある。各自治体
がどのような形でケアを行っていくのかをモニターすることになっている。子どもオンブ
ズマンのような政治的に独立の団体が，政治的に影響力のある何らかの結論を出す，これ
はとてもセンシティブな問題である。
　子どものための政策を考えるなら，子どもの声も聞くべきであるが，実際には子どもの
意見は取り入れられていない。

3　活動内容
　重要な活動として電話相談がある。子どもでも保護者でも祖父母でも，子どもに関わる
人は相談できる。非常に厳しいケースの場合，個別に調査を行い，子どもの権利条約違反
の有無を調査する。
　一つの例であるが，未成年の男の子が窃盗の容疑で捕まった。取調べが終わらず，警察
の留置場に一晩拘束された。未成年ということが考慮されていない。そこで，警察に対し
未成年であることを考慮すべきだと述べることにした。個別事案だが，広い範囲で同様な
問題が行われていると思い，取り上げた。
　オランダではほとんどの子どもは幸せな環境にいるが，難しい状況にいて支援を必要と
する子どももいる。

■　リヒテルズ直子さんによるレクチャー
【訪問日】　2015 年 4 月 13 日
【場　所】　Regus 会議室（デンハーグ）
【対応者】　リヒテルズ直子さん
【概　要】　 　コーディネーターであるリヒテルズさんより，各訪問先の概要の説明と共に

オランダの公共政策の概要と趨勢に関してレクチャーを受けた。
【聴取内容】
1　学校教育制度の要点
　オランダでは教育の自由（理念・設立・方法の自由）が保障されている。国家による統
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一的な教育に反対し，私的教育を認めさせる考えが背景にある。カトリックもプロテスタ
ントも一致し，法律が制定された。教育費はどの学校でも無償である。
　オランダ教育における一つの趨勢は，個別対応教育の重視である。何らかの障害のある
子を含め，全ての子どもに最もふさわしい教育を提供することを目指している。

2　福祉制度の特徴と趨勢
　オランダは，福祉国家としては北欧諸国並みのレベルを達成している。しかし，北欧諸
国と違うところは，市場原理を活用している点である。元々商業により発展してきた国で
あることから，市場原理を前提にした社会に親和性がある。もっとも，市場原理と言って
も，新自由主義的な考えとは違う。新自由主義はスタートの不平等を無視して競争させ
る。
　オランダの市場原理とは，まずは規則でルールを固める。例えば，学校には公立私立を
問わず平等にお金を配り，職員の勤務条件も等しくする。各学校は，その中で特徴を活か
し競争する。子どもたちにいい教育を提供できるかは学校次第というシステムである。
　福祉分野も同じような市場原理が導入されている。オランダも緊縮財政が続いている。
高齢者人口の増加もあり，福祉分野を国が全て管理するのは無理だという議論になった。
2015 年 1 月から福祉に関する国家の責任を地方自治体に移譲する制度改革が行われ，参
加型福祉を導入することになった。地方自治体に資金を与えて，その中で各自治体が自由
に工夫して福祉を実施していくという市場原理が導入された。
　オランダでも経済成長が止まり，特に低所得者層の競争が顕在化してきている。白人の
貧困層が移民を排斥するという風潮が生まれている。オランダも含め，これまで移民に対
し寛容であった国ほど移民排斥の風潮が強まっている傾向にある。オランダでは，全ての
人に一定の保護を与えて社会を安定させる方が社会全体の利益になると考えられている。
機会の平等という前提があるからこそ，どのような生き方をするかは個人の選択の自由と
言える。また，オランダは天然資源が少なく，交易，商業で国を支えてきた。だから元々
企業が社会の重要な構成メンバーであった。そのため，企業も一定の社会的負担負うこと
は当然という発想がある。

■　アトリア
【訪問日】　2015 年 4 月 14 日
【場　所】　アトリア（atria）事務所
【対応者】　Renée Römkens さん（CEO），Jamila Mejdoubi さん（研究員），
　　　　　Namrata de Leeuw さん（政策担当）

【概　要】　 　アトリアは，女性解放運動，女性の権利に関わる組織である。女性の労働参
加は大きく前進し，同一価値労働同一賃金が実現されている。しかし，ケア労
働を女性が担うものとする意識が社会内に根強く存在しており，就業する労働
セクターや労働時間の選択において男女の違いが現れている。それが結果的
に，離婚や失業等における女性の不利にもつながっている。政府としては，女
性の労働参加を促進しようとしているが，そのためには，更に社会の意識やイ
ンフォーマルなケアの分担などを是正していく必要がある。
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【聴取内容】
１　組織について
　アトリアは，女性解放運動，女性の権利に関わる組織である。目的は男性と女性の平等
の実現である。女性に関する情報を集めて，議論し，社会的な議論に発展させていく活動
をしている。①図書館，②リサーチ研究機関，③公的機関として公的コミュニケーション
を行うという，三つの要素から構成されている。図書館は 80 年間の歴史を持っていて，
女性問題関係の本を揃えている。活動資金の 80％は政府からの資金援助で，残り 20％を
自分たちのファンドを起こしてやっている。
　女性の権利には，政府も強い関心をもっている。国際的な条約，ヨーロッパの条約等に
調印しているので，政府としても積極的に関わらないといけないという意識がある。政府
も非常に頑張っているが，まだ改善されなければならない問題がある。一つは給料の問題
で男女間の給料には平均 18％の差がある。もう一つは組織のトップポジションにつく女
性が少ないことである。

2　女性の労働参加について
　女性の労働参加は政府の女性問題に関する中心的な課題である。オランダの周辺国やア
メリカに比べて女性の労働参加率は高いが，労働時間は非常に短いことがわかっている。
政府としては，女性の就業率を上げ，より長く働いてほしいと考えている。更に政府は，
女性が学歴を身に付けること支援したいと考えている。女性にとっても，自分の力を生か
し，独自の収入源を得ることは，パートナーに対する依存度が下がるので，望ましいこと
である。家族にとっても，収入が安定するというメリットがある。ただ，同時に，家庭内
労働と労働のバランスが問題になる。特に移民系の家庭では，女性の就業率が低いという
ことがわかっている。

3　労働における男女間の違いについて
　男性と女性の就業状況を見てみると，女性はフルタイムが 25％にすぎない。男性は 80
％がフルタイムなので，女性はパートタイムが多いことがわかる。国際比較で見ても，オ
ランダ女性の就職率は高いがパートタイムが多い。ただ，移民の女性たちは 30％がフル
タイムで働いていて，平均よりも高くなっている。失業率は男女ほぼ同じである。週の平
均労働時間は，女性が 26 時間で，男性は 38 時間となっている。女性は母親になると労働
時間が短くなり，男性は父親になると長く働くようになる。男女間の賃金格差は，ヨーロ
ッパ平均が 16％に対し，オランダは 18％である。

4　家庭内のケア労働の分担について
　介護や育児等を担っている人の 60% が女性で ,40％が男性である。ケア労働のため，女
性はフルタイムで働くチャンスが低く，結果的に経済的に自立するチャンスも減る。特に
違いが出てくるのは介護である。介護は娘の役割という慣例がある。家庭内のケア労働に
割く時間が増えれば，それだけ女性の自由時間が奪われ，生活の満足度が下がることにな
る。私たちは，女性と男性が，家庭でのケアにおいても平等になることを望んでいる。
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5　離婚や失業等に伴う女性のリスクについて
　女性は様々な事情で経済的に追い込まれやすい。離婚に伴って，女性は購買力が 23％
下がるが，男性の購買力は 7％上がる。これは男性の方が女性よりも収入の多いケースが
多いためである。パートナーと死別した場合も女性の方が経済的独立性が低いため，購買
力が下がるケースが多い。解雇，障害，病気などで失業した場合，制度的には男女差はな
いが，女性の場合には短時間勤務のため受給期間が短くなるなど，不利益を受ける。手当
支給の要件として，これまでの労働期間，労働時間が重要になっているため，女性は給付
をもらえなかったり，給付額が低かったりする。退職後の年金についても，女性の方が受
給額は低くなる。一般年金は同額だが，女性の場合，たとえ男性と同じ時間働いていても
賃金が 18％低いので，企業年金がそれだけ低くなってしまう。

6　離婚したときの生活保障について
　オランダでは，3 組のカップルのうち 1 組が離婚する。離婚すると「partner alimony

（元パートナーに対する生活保障）」の支払義務が決まる。これは子どもの養育費ではな
く，経済力のある方が経済力のなかった方に支払うもので，裁判官が認定する。1994 年 7
月 1 日までは期間制限がなかったが，今は女性も働く機会が増えているので，裁判所は，
一定期間の支払を命じ，受領者側には就職活動を義務付ける。元パートナーに対する生活
保障は，婚姻期間が 5 年以上の場合は最長 12 年間である。婚姻期間が 5 年未満のとき
は，婚姻期間と同じ期間までしかもらえない。ただ，12 年間も払う必要がないという意
見も出ている。元パートナーに対する生活保障以外に，子どもの養育費もある。優先順位
は，養育費で，その次に元パートナーに対する生活保障である。経済力のあった側が養育
費を支払うと，元パートナーに対する生活保障まではできないケースも出てくる。そのよ
うな場合，女性は手当を申請できる。

7　女性の危機意識を妨げているもの
　これからは女性も経済的な自立が大事になる。何らかの収入を得て働いていると，何か
あっても独立できるという感情をもつことができるが，それは，リスクに対して強い関心
を持たないことにもつながっている。パートタイムで少し仕事しているだけで，いざとな
ったら何とかなると思い込み，夫婦間できちんと話していないケースが多い。

8　女性の不利を克服するための課題
　オランダの場合，結婚により退職したり，パートタイムに転換したりする女性が多い。
離婚時には相手方からの生活保障又は国からの補助金で一定期間は生活が保障されるが，
再就職に当たっては労働経験が少ないことが不利になる。
　ナンシー・フレイザーさん（アメリカ）は女性の方が結婚で不利になることを変えて，
平等にしていくためには，権力，収入，労働，家庭内の地位の４つについて，男女間のバ
ランス，平等が必要だと提唱している。基本的にはメンタリティの問題になるが，男性で
あれ女性であれ，同じように働き，社会的な関与も同じようにすべきである。社会や労働
に関する機能を男女で分けること自体を変えていく必要がある。このモデルは，現在，オ
ランダが志向している，家庭内の介護や育児と，労働のバランスを目指す方向に適合する
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と考えられている。
　アトリアとしては，女性をエンパワ－メントすることによって，男女の経済的差異をな
くしていきたいし，男性が介護や育児などの家庭内のケアに女性と同じように関与してい
くようにしていきたい。また，男女間の離婚等を通じて生じる差をなくしていきたいと考
えている。

10　質疑応答
Ｑ 1　オランダでは同一価値労働同一賃金なのに，なぜ男女間の給料に 18％の差が生じる

のか。
Ａ 1　同じ仕事で賃金差があるわけではない。性別職域分離の問題がある。同じ学歴で

も，女性の労働者が多い職種の方が低収入である。
Ｑ 2　現在でも女性がつきやすい仕事と男性がつきやすい仕事があるということか。
Ａ 2　男性がつく職業，女性がつく職業ははっきり分かれている。小学校の先生はほとん

ど女性だが，それはパートタイムで働きやすいから。運転手やＩＴ関係等は，男性の
方がその分野に強いというイメージがあり，雇う方も男性を中心に雇う傾向がある。

Ｑ 3　日本では，女性が従事しやすいのがケア労働で，この職種が全体的に低賃金のた
め，女性の貧困の一因になっていると言われている。オランダではどうか。

Ａ 3　オランダでも医療や看護等に女性が多い。ただ，時間管理が厳しいので女性にとっ
て働きやすい職場であり，夜勤などは賃金も良い。だからネガティブな評価ではな
い。

Ｑ 4　労働分野によって賃金体系の金額は違うと思うが，出発点の金額はケア労働の方が
低いのか。

Ａ 4　当然，介護関係のセクターと銀行に勤めるのでは大きく違う。ただ，介護関係に入
る若者たちは，学歴，学校の成績も比較的低い。中学校が 4 年で，続く 3,4 年間に訓
練を受けて仕事に就く。オランダでは訓練を始められるのが 16 歳からで，18 歳まで
は部分的就学義務があり，週に 3～4 日は学校に行く必要がある。16 歳の初任給は低
いが，学校に行きながらなので，それほど低いとは感じられない。

Ｑ 5　オランダでは，元パートナーが離婚後の生活保障や養育費を払わなかったときに，
国が代わりに取り立てる仕組みはあるのか。

Ａ 5　オランダの場合，結婚すると名義が二人一緒の銀行口座を開設することになるの
で，透明性がある。離婚する場合は両方とも弁護士をつけないといけない。養育費は
ほとんどの場合きちんと支払われている。男性，女性の経済力の差にもよるが，ある
程度のバランスがあるときには，養育費を支払う代わりに週 3 日は父親が，週 4 日は
母親が育てる，という方法でバランスをとることもある。支払を滞ると，弁護士が相
手方に請求することになる。すぐに国が介入するわけではない。弁護士は，相手方の
銀行口座を差し押さえることもできるが，そのようなケースは 1000 件のうち 1 件く
らいしかない。請求されても支払わなければ，裁判官の権限で罰金の支払が命じられ
る。罰金が 1 日 250 ユーロとか , とにかく高いので，養育費を支払っていく方が良い
と考えられている。

Ｑ 6　元パートナーに経済力がなくて生活費を払えないときの給付金とは WWB（生活保
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護）か。それとは別の仕組みがあるのか。
Ａ 6　パートナーに資力がないときは WWB により最低限の 960 ユーロは確保できる。別

に全ての子どもに児童手当もある。養育費の支払ができない場合の手当もある。

　　　

■　ストリートコーナーワーク　Streetcornerwork
【訪問日】　2015 年 4 月 14 日
【対応者】　キース　ヴォンセルさん／ Kees van Woensel 
【概　要】　 　ホームレスや精神障害者，困難な状況にある青少年の支援活動を行っている

NPO。特に，問題行動を起こしている子どもたちを社会に戻すための活動を
している。

【聴取内容】
1　活動目的
　ストリートコーナーワークは，ホームレス，精神障害者，困難な状況にある青少年の支
援活動を行っている NPO で，高等専門学校で訓練を受けた専門家で構成されている。ア
ムステルダム市，政府，EU からの補助金を活動資金として，学校にも行かず，仕事にも
つかないで道端でたむろしている子どもたちを社会に戻すための活動をしている。

2　組織の概要
　専門家で構成したいのでボランティアはおらず，110 人の有給スタッフで活動してい
る。フルタイムのスタッフはおらず，最大でも週 4 日勤務。ソーシャルワーカーの資格，
心理学の学位を持っている人もいる。

3　活動内容
　街に出て行って，通りにいる子どもの話を聞きながら，彼らの気持ちを刺激することが
活動の中心。子どもたちがどこにいるかを常に確認しながら活動している。家庭訪問もす
るし，ほかの組織と連携しての支援活動もする。子どもと面談するのは道端や自宅，カフ
ェなどが多いが，事務所で行うこともある。就職の支援もするが，障害や犯罪歴，社会全
体の失業率が高いことから非常に難しい。18 歳未満の子どもを支援するときには保護者
の承諾が必要となる。スタッフ一人当たり，25 人くらいを担当している。
　ある 20 代後半のスリナム人の青年は，両親は麻薬中毒で，本人には精神的な障害があ
り，窃盗などで何度も少年院に行った経験があり，当時は無職で借金もあった。彼に生活
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の様々なことを指導した。彼は精神セラピーを受けることを条件に市から補助金（WWB）
を受けることができるようになり，借金も返済することができた。金銭管理ができない子
については，国が管理をすることになるが，自治体の補助を受けた援助協会による予算管
理のトレーニングもある。
　女子は，男子と違って，外に出てこないことが多いので，家やどこか落ち着けるところ
で話を聞くことが多い。男の子の面談は 1 時間くらいだが，女子には 90 分くらいかける。
　ある 22 歳の女性は学校を中退し，無収入でホームレスになっていた。市から手当を受
けられるようになったが，精神的な問題を抱えており監督付きの住宅で生活しなければな
らないリストにのっている。ホームレスといっても，通りで寝起きしているのではなく，
あちこちの家を転々としている。これまで厳しい経験をしてきており，現状を乗り越えて
いくことはとても大変。

4　子どもたちを取り巻く状況
　18 歳以上の子どもたちの約 90％が借金を抱えており，5000～6000 ユーロぐらいの額が
平均的。保険の掛け金，家賃，罰金，奨学金などが原因。
　オランダは自由度が高いけれどシステムが複雑で，法律もすぐに変わる。一つ失敗する
と，船から落ちてしまう，という感じ。子どもたちの問題の背景には親が養育を怠ってい
るということがある。18 歳からは自己管理が原則だが，21 歳までは親に管理責任があ
る。ただ，この地域は移民が多く，文化の違いやオランダ語の能力の問題があり，親自身
が情報にアクセスできないという問題もある。だから，親に対するトレーニングも必要。
学校については，15 歳以上の子らの一クラスの人数は多すぎる。また，社会が変化して
しまったため，現状にあったロールモデルが親も子も見つけられないことも問題だろう。
また，知的に問題のある人がトラブルを抱えやすい。機械化に対応できず，就職すること
ができずに手当で暮らすことが多いが，そのような状況に疑問を感じることもなく，問題
が集中していってしまう。

5　貧困問題
　オランダでも子どもの貧困，貧困の連鎖が問題となっている。アムステルダムでは貧困
層と富裕層が混じるように住宅を作ることになっており，その結果，学校も一緒になる。
分離させないということだろうが，この政策が個人的には貧困問題の解決につながるのか
疑問を持っている。作られた住宅の 65％は低所得者層が優先的に入居できるのだが，収
入上限は 400 万円（日本円）くらいで結構高く，入居できた人は退去しない。だから，本
当の弱者が住居に入ることができていない。

6　NPOスタッフとして働くことについて
　NPO への就職は特別なことではなく，好きな仕事を普通に選んだ。企業に勤めること
が幸せとは限らない。責任は重いが，フレキシブルに，独立性をもって働くことができ，
家族的責任と両立しやすい。ただ，実績のない NPO が潰れてしまうこともある。組合は
あるが，運動に偏りが見られるようになり，参加しにくい。協定は組合に加入していなく
ても適用されるので，自分たちは加入していない。勤務時間外は基本的に対応しないこと
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にしている。

7　その他
　地方自治体に福祉関連の権限が委譲されたばかり。地方自治体は小さな NPO の活用を
考えているようだが，今はまだ様子見の段階。

■　保険医へのインタビュー
【訪問日】　2015 年 4 月 14 日
【場　所】　ユトレヒト
【対応者】　リヒテルズ医師
【概　要】　 　所得保障の仕組みである，WW（失業保険），ZW（疾病保険），IVA（労働

不能者完全収入保障），WWB（労働及び社会的扶助制度）について，医師と
して労働能力の判断を行っていた元保険医に尋ねた。

【聴取内容】
1　働いた経験がない場合―WWB（労働及び社会的扶助制度）
　WWB（Wet werk en bijstand 労働及び社会的扶助制度）が支給される。日本の生活保
護に当たるものである。次の WW や ZW と違って，働いた経験がない場合に支給される
もので，健康診査の必要はない。自治体が支払う。
　働く努力をしていないという理由で，給付を削減ないし不支給とするための判定をする
ということはないが，WWB を受給している人も健康である限りは就職活動をしなければ
ならない。就職活動をしていないと支給が打ち切られる。WWB を受給している人が病気
になった場合又は病気療養中や疾病中に WWB を受給した場合，回復の努力をしなけれ
ばならない。2 年経っても治らない場合は医師が労働能力を判断し，その能力の範囲で就
職活動をしなければならない。労働専門家が医師の判断を基に就労可能な仕事を判断す
る。

2　使用者（雇用者）がいる場合
　使用者がいる場合，つまり働いている期間に病気になった場合，使用者は労働者を辞め
させることはできず，労働者は使用者から継続して給与を受けられる。
　使用者は労働者を就労環境に再統合する努力をしなければならず，契約している医師

（産業医）の指示に従わなければならない。使用者が十分な努力をしたことが認められれ
ば，2 年後からは使用者は給与を負担しなくてもよくなり，労働者の所得保障は WIA

（Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 労働能力準拠就労・収入法）の枠組みに
よる。使用者が十分な努力をしていると認められなければ，罰則がある。

3　失業した場合―WW（失業保険）
　失業した場合には，ＷＷ（Werklooscheidswet 失業保険）が支給される。

4　無職の期間に疾病を患った場合―ZW（疾病保険）
　働いた経験はあるが，無職の期間に病気になった場合は ZW（疾病保障）が支給される。
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　第 1 段階で，医師が，対象者には何ができ，何ができないか，機能的能力の判定を行
う。第 2 段階で，労働専門家が労働能力の判定を行う。この判定で 35％以上の労働能力
喪失（65％以下の収入）が認定されれば，WIA（労働能力準拠就労・収入法）の枠組み
の ZW（疾病保障）となるが，それ以下と認定されれば，WIA の枠組みには入らず，Ｗ
Ｗ（失業保険）となる。35～80％の労働能力喪失が認定されれば，WIA の枠組みで，そ
れぞれのクラス（カテゴリー）に従った保障が受けられる。80～100％の労働能力喪失が
認定され，それが長期にならないと判断された場合には，WGA（Werkhervatting 
Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten 部分的労働可能者再就労）となり，一定時期（2 年後）に
診断を受ける必要がある。80～100％の労働能力喪失が認定され，それが長期（慢性的）
になると判断された場合には，IVA（Inkomensvoorzieningnvolledig Arbeidsongeschikten
労働不能者完全収入保障 ）となり，AOW（Algemene ouderdomswet一般国民年金）受給
年齢まで，最後に得た給与の75％を受給できる。
　疾病保険を受けて 2 年経った時点で，第 1 段階で医師，第 2 段階で労働専門家によって
判定が行われ，35％以上の労働能力喪失（65％以下の収入）が認定されれば，WIA（労
働能力準拠就労・収入法）の枠組みの ZW（疾病保障）となるが，それ以下と認定されれ
ば，WIA の枠組みには入らず，ＷＷ（失業保険）となる。

■　DE REGENBOOG小学校
【訪問日】　2015 年 4 月 15 日
【場　所】　DE REGENBOOG 小学校（デンハーグ）
【対応者】　教員 Jessica Hendriks（ジェシカ ヘンドリクス）さん
【概　要】　 　移民の多い地域で，オランダ語教育や学習障害の子に対応した教育等の特色

を持って教育に当たっている小学校である。オランダの特色である個別教育や
移民対策等が表れており，オランダの中でもより特徴的な小学校であった。

【聴取内容】
1　当校はハーグ市南部の移民が多い地区にある小学校である。現在 640 人の生徒が在籍
している。オランダの小学校の生徒数は平均約 250 人なので，かなりの大規模校である。

2　オランダでは，16 歳までが義務教育であり，教育費は国家負担であるため無償であ
る。各学校に教育の自由が保障されており，学校ごとに特色ある教育方針が採られてい
る。当校では，学習障害のある子ども，難しい環境にある子どもを積極的に受け入れてい
る。移民の子が多い。不法滞在の子でも教育を受ける権利はある。そのようなニーズがあ
るため，全児童の 3 分の 1 は通常の通学範囲（4～5㎞）より遠いところから通学してい
る。遠くからでも通学させたいと思う保護者が多い人気の学校なので，規模も大きくなっ
ている。
　オランダへ来て 1 年未満の子どもなど，オランダ語が分からない子どもに対しては，特
別な支援も行っている。

3　不登校の場合，学校から親に対し子どもを通学させるよう求める。親が子どもを学校
に行かせなかった場合には罰金の規定もある。親がその罰金を支払えない場合は代替の労
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役義務もある。不登校がある場合，学校はその状況を自治体にも通報する必要がある。し
かし，移民の子については在留資格の問題等の個人情報に関わる情報もあり，どこまで自
治体に伝えていいか対応の難しいところもある。不登校の子の抱えている問題は，通学し
ないという事実自体でだけでなくその背景を含めた総合的な対策が必要である。そのた
め，スクールドクターやカウンセラーと連携して対応に当たっている。

4　今年 1 月から福祉の権限が自治体に移譲され，各地域に応じたシステムができるよう
になった。子どもの問題を家族の問題としてアプローチし，従前の青少年ファミリーセン
ターに学校が加わって連携していくようになった。もっとも，このような取組はまだ始ま
ったばかりで評価はこれからである。
　学校は，親にも身近な存在なので問題を相談しやすい場所であり，子どもの問題も把握
しやすいので，積極的な役割を果たす必要がある。ただし，問題解決のためのソーシャル
ワークは学校本来の役割ではないので，その役割分担がこれからの課題となる。

5　当校では，各児童それぞれの発達，能力に応じた教育を実施している。学習目標は個
人ごとに設定し，全体で一律に学習目標を設定するわけではない。成績はそれぞれの児童
の目標に対し達成度を測る。半年ごとに学力状況の判定を行い，親にも開示する。この分
析ツールは全国で共有できるシステムがある。達成できないときは，原因や分析を議論す
る。
　親とも協議する。それでも解決が難しいときは他の学校等，外部とも連携しながら解決
策を検討する。特別なトレーニングプログラムやスポーツに参加させることもある。学校
内でもテーマを決めたクラブ活動もある。以前はオランダでも画一的な教育が行われてい
た。近年は専門家として子ども一人一人のための教育を目指すことが重要となっている。

　　　

　　　　　　　（小学校）　　　　　　　　　　　　　（保育園と学童保育）

■　DAK保育園
【訪問日】　2015 年 4 月 15 日
【場　所】　DAK 保育園（デンハーグ）
【対応者】　教育主任　Karen　Wansink（カレン ヴァンシンク）さん
　　　　　園　　長　Marjolijn Groenevelt （マリョレイン グレンベルト）さん

【概　要】　 　近郊に 60 か所の保育施設を有する大規模な社会福祉法人が運営している保
育園である。移民の多い地域に保育園を設置しているが，規模を生かして意欲
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的な取組を行っている。　
【聴取内容】
1　ハーグ市とその近郊に 60 か所の保育施設を有する社会福祉法人である DAK が設置し
ている保育園の一つである。職員数は 13 人であり，うち１人が男性である。ほとんどが
パートタイムで働いている。出勤している職員数は，一日平均 8 人くらいである。園児も
だいたい週 3 日くらい預けられることが多い。あるクラスでは園児 14 人中 5 人が週 5 日
来ている。これは平均よりも多い方である。シングルマザーや貧困層が多いためだと考え
ている。

2　この地域は移民が多く文化的多様性ある。また，貧困層，難民，シングルマザーなど
も多い地域である。園児はほぼ外国人であり，職員も移民系が多い。そのため，市から特
別な支援も受けている。生活保護受給者は，スポーツ施設利用料や子ども用品の購入費用
等の補助もある。週 4 日の半日保育を無償で受けることもでき，その施設も併設してい
る。保育料は一旦徴収するが，低所得の人には所得に応じた還付がある。保育士の配置基
準は国で定められている。

3　貧困家庭では，家が狭いなど居住環境が悪いことも多い。そのため，せめて保育園で
は広々とした空間で過ごせるようにしたいと思っている。学童保育も併設しており，保育
園から小学校まで一貫したケアができる。オランダ語能力が不十分な子には，小学校に入
るまでにオランダ語ができるようになるようにプログラムを実施している。そのため職員
にも一定のオランダ語能力要求される。以前，大きな問題が起きたため，保育士の資格の
他，司法省が発行する子どもに関する犯罪歴等がないことの証明も必要とされる。常に二
人以上の職員で子どもをみるようになり，施設はガラス張りにして目が届きやすくしてあ
る。

4　午前 7 時 30 分から午後 6 時まで開いているが，職員の勤務時間は最長 9 時間で，うち
1 時間は休憩時間である。5 時間以上の連続勤務は禁止されている。労働条件を順守して
もなお疾病等を発症したら，雇用者側に労働環境を調整する義務がある。労働者は疾病保
険（ZW）等の保険金給付が得られる。疾病の認定は産業医が行う。疾病保険の対象にな
ると，2 年間は雇用者がその人を働けるように努力しないといけない。もしその人が組織
内で働けそうな場合には，時間数を減らしたり，あるいは，子どもとは関わらない事務的
な仕事に回ってもらったりする。保育士として働ける見込みがなくて組織内で対応できな
い場合には，組織から費用を出して，他の仕事ができるようにキャリアコーチングのよう
な研修の機会を与える。その努力を 2 年間しておかないと，罰金を支払わなくてはいけな
くなる。そのような努力を 2 年間続けることで，その人が次の仕事を見つけたり，WIA
の対象になって他の仕事を見つけられたりする。そのような問題が起きたときの解決のプ
ロセスは，本部の人事課に専門の担当者がいて，アドバイスしてくれる。あるいは，組織
として産業医と契約しており，産業医がケースごとにどういう対応をすべきかアドバイス
してくれる。
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5　オランダには営利企業が設置している保育園もある。2005 年から保育分野への営利企
業の参画が進められた。営利企業が運営している保育園は小規模な施設が多い。全国組織
でやっている大きなところもあるが，そのうちの一つは近時経営難でつぶれた。保育の質
は悪くて保育料が高いという弊害があるように見える。

■　ゼブラ福祉財団　Stichting Zebra Welzyn
【訪問日】　2015 年 4 月 15 日
【場　所】　ハーグ市公民館 OCTPUS １階会議室
【対応者】　 Constance Doorson さん（Zebra 高齢者サポート事業担当），Arie Spaans

（Zebra ボランティア担当），Els Beekhuis 氏（Mooi 高齢者サポート事業担当）
Serpil Battem 氏（Voor 高齢者サポート事業担当）

【概　要】　 　オランダでは福祉型社会から参加型社会へと変革が進められている。新たな
法律の下で，草の根の活動を展開する民間団体は，この変革の方向性を前向き
に捉えて，自治体や他の民間団体との連携を強めながら，変革を実現しようと
している。

【聴取内容】
1　介護に関わる制度改正について
　特別医療介護保険法（AWBZ）は国が面倒をみるというものだったが，それが去年ま
ででなくなり，社会支援法（WMO）の対象が今年からぐっと広がった。WMO は，地方
自治体が参加型福祉を推進しなさい，というもので，補助金を与えるためだけの法律では
ない。病気で長期間寝たきりの人については，国が施設での介護を保障する。オランダは
高齢化が進み，失業率の増加もあって福祉がパンクするというニュースが報じられてき
た。一般市民も参加型社会にしていかなくてはもうダメだとわかってきた。そして，
WMO にいろいろなものが入り込んだ。WMO の下では，自治体が福祉を決めていくこと
になる。ただ，従前の AWBZ がそのまま WMO に入ったわけではない。全国的に保障さ
れていたものも，どこまで保障するのかが自治体に任され，少しずつ違ってきた。ボラン
ティアが何をやるのか，どこまでやるのかも自治体によって違いが出ている。

2　ハーグ市との連携について
　ハーグ市には自治体の管理の下で福祉を行うための理事会があり，その理事会の下に就
学前教育関係，子ども関係，女性解放関係，高齢者関係などのセクターが分かれて存在し
ている。高齢者のセクターで働いている人数は，正規雇用で働いているプロフェッショナ
ルが 20 人ほど，私たち（3 名の女性たち）もその一員で，高齢者のためのコンサルタン
ト，ソーシャルワークの仕事をしている。約 500 人のボランティアもいる。
　高齢者セクターも，各部門に分かれていて，そこにゼブラなどの団体が入っている。幾
つかの市民組織，団体が市の福祉政策を請け負っていて，高齢者の福祉を実践している。
ゼブラは，高齢者だけではなく青少年の関係等他のセクターにも関わっている。ゼブラに
は有給職員が約 300 名，ボランティアが 500～700 人いて，自治体を中心とした福祉の担
い手になっている。ほかに職業訓練の実習生も労働力として関わっている。
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3　民間団体間の役割分担について
　私たちは，それぞれゼブラ，モーイ，フォールという異なる団体に所属しているが，そ
れぞれ団体に沿革があり，地域的な持ち場がある。もともとハーグ市は政府の所在地で，
国に先行して実験的に事業をやっている。高齢者福祉についても 5 年前からハーグ独自の
実験的な組織をつくっていて，そのころから一緒にやっていた。年に 1 回，市の施策が決
まると，どの団体がどの事業を請け負うか，地域的な特性や得意分野などを話し合って決
めている。

4　団体の活動資金について
　それぞれの職員の給料は，それぞれの所属組織から支払われている。これまで各団体の
収入源は国の補助金と市の補助金で，それらの補助金を使って事業をやっていた。しか
し，新しい法律では，お金が国から自治体に交付され，高齢者の自立は各地域で支援する
ことになった。ハーグのような資金が豊かなところでは充実した福祉ができるが，そうで
はない地域では自治体の持っているお金が少ないので，自治体間の差も出てくる。また，
移民の問題とか，福祉の問題が複雑だったりする地域でも差が出てくる。活動参加費の自
己負担分もあるが，所得の低い人でも自分で払えるくらいのお金で参加できるようにして
いる。年に 2 回くらい大きめのイベントをやるが，その場合には前から計画しておいて，
みんなで積み立てておいたり，組織から寄付をしたりしてやっている。心臓病の予防，ガ
ン予防など，活動の種類によっては，基金もある。王室の女王様のファンドとか，寄付金
を集める団体がオランダにはたくさんある。それを資金源にすることもできる。

5　活動の内容について
　活動としては，まずデイケアセンターが挙げられる。楽しみのあるアクティビティを組
織している。もう 1 つは出会いの場をつくる活動がある。みんなで使えるリビングルーム
を用意しておいて，そこでお茶を飲んだり，フィットネス体操をしたり，記憶トレーニン
グしたり，一緒に料理して食べたりする。参加者自身が考えたアイディアを基に組織して
いって，サポートするのが私たちの役割で，高齢者の願望を聞いて展開していくやり方を
している。糖尿病の人向けの食事や，窃盗が起きないようにする戸締まりの管理などの情
報提供なども行っている。大事なことは，高齢者を孤立させず，社会的なネットワークを
維持できるようにすること。それを自分たちがやっている。高齢者が最終的に病気になっ
て医療が必要となれば，それは国が保障している。

6　ボランティアの活用について
　ボランティアの活動は，誰にとっても，好ましい，気持ちのよい仕事として行われるべ
きものと考えている。ボランティアは，いわゆる学歴とは別に，新しい道を発見したり，
新たな仕事につながるステップになったりすることもある。
　ゼブラがボランティアを増やすためにやっていることが二つある。一つは，仕事のよう
に，「○○をやってほしい人がいますが，やりませんか。」という求人広告のような案内を
出す。もう一つは，学生を使って，地域に入って住民にインタビューしながら，「やって
みたいことありませんか。」，「社会に対してできると思っていることはありませんか。」と
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尋ねて回って，地域の人の潜在的な力を発掘し，引き出していく。例えば，「励ましオー
ケストラ」というグループを作り，地域にいる音楽家を集めて，ホスピスなど高齢者のい
るところで音楽会を開いた。今までのボランティア活動は「助けてあげる」という発想に
縛られていた。学生たちがインタビューに行った結果，50％の人たちは何かしたいと回答
し，それでボランティアが集まった。人々は社会に対して何かしたいという気持ちはある
が，どうしたらいいかわからない。地域の潜在的な力を引き出すことで，新しい時代に沿
ったボランティアの活動が出てきており，良いやり方だとわかった。ボランティアの数が
集まったら，ただ受け入れるだけではなく，その人たちを上手に配置していき，オーガナ
イズしていく力が大事になる。そのためのハンドブックを作っている。国内にあるボラン
ティアを組織している団体に認定証を出す「MOVESEA」という団体があって，そこが
ゼブラのやり方にお墨付きを与えてくれている。ボランティアのやることは方向付けが必
要で，活動がその人たちにとって意味のあるものでなければいけない。また，犯罪の経歴
や危険性がないかも証明書を提出してもらう必要がある。テーマごとにボランティアの人
たちを訓練するための研修のようなものを組織することもある。

7　介護サービスとの違いについて
　私たちの活動では身の回りの介護はしていない。それはお金を払ってやってもらう仕事
で，ケアをする訓練を受けた人たちが担うべきもの。それらの費用は市が払ってくれる。
私たちは困っている人がいたら，支援を受けられるように支援を手伝っている。例えば，
夫婦がいて，奥さんが認知症だとする。その状態で夫が市に相談に行くと「あなたは健康
なのだから，あなたがやりなさい」と言われてしまう。介護サービスは厳しくなってい
て，健康な家族がいると受けられない。健康な家族がいても支援が必要という場合，私た
ちが一緒に行って介護を受けられるように手続きをする。ただ，WMO の家事支援に関し
ては，掃除をするとか，着衣の手伝いをすることは入っているが，調理は入っていない。
調理はケアではなく，ボランティアが入る参加型福祉の一環として提供されている。ま
た，一人暮らしで家計をやりくりする能力がなくなっているとする。WMO を通して専門
家に頼むこともあるが，ボランティアでそれをやってくれる人がいたら，専門家を雇う必
要はない。そういう点でも，WMO に近いところで仕事をしていることになり，私たちの
活動は，広い意味では，WMO の法律に含まれていると言える。

8　活動の対象者について
　私たちが支援の対象としているのは 55 歳以上の人たちである。文化的な違いもあっ
て，ある民族グループでは，55 歳でもかなりな高齢者といえる状況になっている。出身
国での若いころの生活状況によっては，オランダで暮らすようになっても老化が早いこと
が調査で分かっている。45 歳から相談を受け付けている民族グループもある。

9　活動の意義について
　アルツハイマー，認知症の問題が多くなっており，その発見や予防が必要になってい
る。家庭訪問をしたときに認知症の傾向が見られたら，放置されないように，ホームドク
ターに行きなさい，と助言したりする。家にこもっている人のところを訪ねて，助けが必
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要ではないか様子をみたりもしている。病気をしていたり，お金の管理ができなかった
り，借金があったり，いろんな問題がある。問題があった場合には，しかるべきところに
つなぎ，ソーシャルワーク的な仕事をする。

10　参加型福祉に対する評価について
　オランダでは，福祉型社会から参加型社会への移行が言われており，今年，WMO が変
わったのも，そういう大きな変革の流れによる。ハーグ市も，ゼブラに対して，今以上に
たくさんの人たちがボランティア活動に参加するような活動を求めてきている。ここ 10
年くらいの間に，国が福祉を全部担うことは経済的に不能になってきており，人々がお互
いに助け合うように社会を刺激していくしかない。今までは，別々の団体がそれぞれ活動
していて統合されていなかった。今回，自治体という一つの傘の下，協働して動けるよう
になった。いろいろな団体の力を生かそうとすると，協働するような組織の形にならざる
を得ない。これによって情報交換や人材の流通ができるようになった。1 人が抱えている
問題をみんなが統合的に見ながらできる。チームとして関わるが，必ずひとり代表者がい
て，上から監督しながら，その人のどこにどんな問題があるかポートフォリオのように記
録していくシステムになっている。現場に近い自治体が活動の主体となったことは良かっ
たと思っている。

■　児童虐待防止センター
【訪問日】　2015 年 4 月 16 日
【対応者】　マーク　ディングリーヴさん／ Marc Dinkgreve
【概　要】　 　日本の児童相談所のような機能を持つ児童虐待防止センターのアムステルダ

ム支部。全ての子どもは安全を保障されるべき，という考えで活動している。
【聴取内容】
1　組織の概要
　アムステルダムと周辺の地域，合計で 16 の人口密度の高い自治体を担当している。昨
年までは政府が母体だったが，今年から非営利の法人（福祉法人）になった。スタッフは
20 人の心理学者，15 人のチームマネージャーがいて，職員全体では 500 人ほどになる。
私は発達心理学者として高齢者を専門に活動してきたが，2002 年から児童虐待支援セン
ターで働き，子どもの支援をするようになった。今は 4000 家族，成人 1 万人と子どもの
支援をしている。

2　活動内容
　この組織が担当しているのは難しいケースが多い。これまでのやり方を改善し，今は子
どもだけでなく，家族ごとケアするようにしている。家族に付き添う，というイメージ。
全国に相談，通報のホットラインがあり，問題があれば相談できる。2015 年 1 月に様々
な福祉関連の権限が地方に委譲されたため，何か問題があれば自治体の担当チームと一緒
に活動する。今まではすぐに裁判所に行っていたが，家族が子どもを守れるならその方が
いい，という方向に変わって来た。ただし，家族が協力的でない場合は児童保護委員会に
報告し，裁判所に行くことになる。裁判所は，保護監督者の決定，里親に託すなどの措置
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をする。施設よりは里親に託すことが多い。親子間の交流はとても大事なことなので一旦
は親子を引き離すが，とても危険な場合以外は親とのコンタクトをとり続ける。

3　子どもを取り巻く問題
　親や親族らのアルコール・薬物中毒や犯罪歴などの問題，学校の問題，親の離婚問題，
また，社会そのものが達成主義的になっていることも問題である。高学歴の夫婦でも離婚
の争いに子どもをつかうことがある。一人の子どもを育てるためには周囲の環境が，社会
の支援が必要という視点が失われてきている。

4　支援活動における問題点
　家族の協力が必要だが，親にやる気がない場合，家族を巻き込むのはとても難しい。こ
のような場合は親族や関係者も支援をしない傾向が強い。オランダでも，コソボの様な混
乱した場所でも，どこにでも同じような問題がある。

5　団体独自のプログラムについて
　この組織は 2008 年ごろには破産しかかっていて，子どもの安全も守れていなかった。
支援の結果，到達目標が不明確で，その場しのぎの対応で，職員の安全も守られていなか
った。リーダーシップをとろうとする人もおらず，関係者からのサポートもなく，代表者
は解雇されてしまった。2009 年に新しい CEO らと問題を洗い直し，新しい方法を考え，
管理職者を入れ替えていった。そして，人を月に送るのと同じくらいに困難なことだが，

「全ての子どもがずっと安全にいられるように」という目標を掲げた。そして，システム
アプローチを採用し，これまでは複数のワーカーが関与する方法だったが，ワンファミリ
ー，ワンプラン，ワンワーカーで進めるようにした。今，支援プログラムはほぼ完成し，
以前に比べて保護観察は 50％，家庭からの保護は 60％，非行は 45％の減少をみせた。職
員の離職率も 7.8％から 5.7％に減少した。活動への評価も 5.5 から 7.8 に上昇した。ト
ヨタ生産方式で知られる大野耐一氏の理論をジョン・セドン氏が心理学に応用しており，
これを参考にした。ワーカーには自分のしていることを理解させ，「法にチャレンジし
ろ。」と伝えている。チャレンジとは違法なことをしろ，ということではない。そして，
法が人を作っているのではないのだ。65％の不必要なプランを破棄し，不必要なものは削
減した。それでも同じ効果を生むことはできる。確認，計画，実行，これが重要だ。ソー
シャルワーカーそれぞれが実施できることを確認し，成果を生めるようにし，コーディネ
ーターを介入させず家族自身の力で立ち直れるように支援することにした。危険なポイン
トを絞り，そこに焦点をあてるようにした。1000 あった確認項目を 150 くらいに減らす
などした。ワークフローは単純化され，分厚いマニュアルを読む必要はなくなった。危険
度の計測方法なども変えてきた。
　2011 年にはこれから何をするのか，新しい方法を検討した。この時は非常に大きな変
更だったので関係者に補助を求め，政府から 5300 万ユーロ，自治体から 300 万ユーロ，
200 万ユーロは経費の削減で捻出した。
　初めの 6 週間は状況確認のために頻繁に訪問し，問題を把握する。医師やセラピスト，
お金も必要になる。家族はいろいろな知識を得て，変わることができる，ということを経
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験する。そして，次のその状態を維持し，元に戻らないようにするためのプランを作成す
る。そして，自治体にケースを戻すという流れが多い。どんなに変わった家族に見えて
も，人として尊重することが大事。そして，周囲を巻き込みながら，小さな課題を解決し
ていくことが大切。一番大事なことは問題点を見るだけでなく，そこにある資源を見付け
て活かすこと。そして，その状況に応じた方法を考えること。ある国では生存に必要なこ
とだけ支援するのかもしれないが，自分たちは愛情，社会への包摂まで支援するべきだと
思っている。プログラムが終了して 1 年後も訪問し，状況を確認している。

6　地方自治体への権限委譲の影響
　2015 年 1 月から送られてくるケースが半減しており，心配している。官僚的なやり方
が戻ってしまい，問題が再び過小評価されてしまっているのではないかと思う。密接な関
係をもつ自治体が責任をもって問題を管理するようになることは良いことだが，方法を変
える必要がある。

7　今後の課題
　2007 年，2013 年の調査ではオランダの子どもは幸福だと言われている。しかし，これ
に満足するのではなく，残り 5％の幸福と回答していない子どものことを考えねばならな
い。今，私たちが採用しているプログラムを広めていきたいと思う。アメリカやシンガポ
ール，ニュージーランドで同じプログラムが採用されている。それから，親から引き離す
場合，親が承諾すれば里親の元にいくが，里親は一時的に預かるということには消極的。
親族は，一時的には預かれても長期的には難しい，ということも多い。この問題にも取り
組まなくてはいけないと考えている。　

■　元ホームレスのガイドによるアムステルダムツアー
【訪問日】　2015 年 4 月 16 日
【場　所】　アムステルダムの町の中
【対応者】　元ホームレスで麻薬依存症だった男性
【概　要】　 　元ホームレスの人が，オランダにおける麻薬（マリファナ）の歴史と現在の

状況について説明した後，アムステルダムの町の中にある，救世軍の建物，麻
薬売買が行われているコーヒーショップ，「飾り窓」（売春宿，オランダ語では

「窓売春」）の集中する場所などを紹介してくれた。「飾り窓」で働く女性の背
景（プエルトリコ，ロシア，東欧などの貧しい国から来ていること）について
も説明してくれた。ツアーガイド自身は，ドラッグ中毒になり，かつては富を
成し，南フランスに別荘を持つほどだったが，逮捕され，家族を失い，ホーム
レスになり，我が子からの厳しい言葉を受けて立ち直った人物である。

　　　　　　オランダの光と影を知った。

■　ボランティア・アカデミー
【訪問日】　2015 年 4 月 16 日
【対応者】　エレンさん（代表者）
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【概　要】　 　ボランティア・アカデミーは，社会的弱者（貧者や孤独者など）に対するボ
ランティアをする人に，ボランティアのスキルをトレーニングするための
NGO で，8 年前にそれまでバラバラに活動していた 5 つのボランティア組織
を結合してできた組織である。ボランティア活動を組織化し，個々のボランテ
ィアの質を上げ，ボランティアの地位を向上させることを目指している。日本
におけるボランティアの状況を知りたい，という希望があったため，簡単な説
明とフリーディスカッションを行った。

　　　　　 　訪問先は NALC（ニッポン・アクティブライク・クラブ）の時間預託制度
についてとても興味を持っていた。ボランティア自身のモチベーション維持，
有償労働との境界の問題，仕事とボランティアの時間配分などについて話題と
なった。活動資金は，カトリック教会や市から援助が主なようであった。

■　社会文化局　（Social en Cultureel Planbureau）
【訪問日】　2015 年 4 月 17 日
【対応者】　Ans Merens さん
【概　要】　 　厚生省に所属する組織であるが，独立の調査機関である。オランダ国民の社

会的文化的位置付けについて調べている。あらゆる省からの依頼による調査に
加え，自主的な調査もしている。対象領域は幅広く，健康・教育・労働・社会
保障等，オランダ政府が目指す政策に関係する調査を行う。社会文化局が独自
のアンケート等により集めたデータ，もしくは統計局のデータを使用して分析
を行っている。分析調査をまとめた報告書を２年に１回発行している。ホーム
ページで公表しており，英語版もある。

【聴取内容】
1　オランダの教育事情について
　多くの国に共通することであるが，1990 年の終わりごろから女性の方が学校の成績の
良さが目立っている。中等教育以上，大学進学率まで女の子の方が高い。女性は留年や中
退が少ないので男性よりも早く大学を卒業する傾向にある。45 歳までは女性の方が男性
より学歴が高い。65 歳以上は男性の方が学歴は高い。45 歳から 65 歳まではほぼ同じであ
る。

2　女性の労働参加について
　1970 年代から女性の就業率が増加している。それ以前は女性の就業率は 10％程度であ
った。女性の就業率はこの数年の経済危機にもかかわらずほとんど減っていない。その理
由は経済危機が打撃を与えたのは工場，建設部門など男性の職場だったからであると考え
られる。
　オランダの女性の労働で特徴的なのはパートタイムで就業する人が多いことである。政
府は戦争復興期を終えた 1950 年代の後半から労働力不足を補うために労働市場に女性を
とりこむ施策をとっている。最初の頃はパートタイム労働を導入している企業は一部にす
ぎなかったが，徐々に増えた。現在では 4 分の 3 がパートタイム労働を導入している。
　1 週間に 35 時間勤務するのがフルタイムで，それ以下をパートタイムと定義している。
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女性の 51％が 28 時間以下のパートタイム労働者である。国としては女性にもっと長時間
働いてほしいと思っている。低学歴の女性は短い時間のパートタイム労働者が多い。一方
男性のパートタイム労働者は全体の 20％で，内訳は学生や年金受給者が多い。
　仕事をしている女性の 88％に子どもがいる。しかし，子どもが 12 歳を過ぎている母親
の 83% ，子どもが独立している母親の 73％がパートタイム労働者である。すなわち子ど
ものためだけにパートタイム労働を選択しているわけではないようである。高学歴女性の
55％はパートタイムである。
　パートタイム労働の短所といえば経済的独立が困難なことであろう。オランダ政府は女
性に１か月 900 ユーロの収入が得られるよう奨励しているが達成している女性は 50％程
度にすぎない。しかも最近の経済危機を反映してか，男性も 72％に落ちている。

3　有償労働とケア労働（家事などの無償労働）のバランス
　社会文化局では 1 週間の時間の使い方を調査した。調査対象には就職していない人もい
れている。その結果，男性は女性の 2 倍有償労働をしていることがわかった。そして女性
は男性の 2 倍の時間をケア労働にかけていることも判明した。
　男性と女性の家庭内における仕事の分担として，オランダ国民は，女性は 1 週間に 2～
3 日，男性は 4～5 日，有償労働することが望ましいと考えている。これは現状に近い状
態であるため，オランダでは国民が理想と考える労働の分担が行われているといえるだろ
う。
　子どもを育てるのに適しているのは女性である，と考えているのは，女性が 25％，男
性の 42％である。子どもを専門的託児期間に預けるのがよいと考えているのは男女とも
に 30% である。子どもの 3 分の 2 は託児所に行っている。学歴の低い女性の方が子ども
を家庭で面倒をみる傾向にある。

4　管理職の女性
　管理職の中でも，例えば社長や理事等において女性が占める割合は，大企業では 15％，
弁護士業界は 15％，政府機関は 28％，医療関係は 35％，大学教授職は 16％であり，現在
は上昇傾向にある。

5　質疑応答　
Ｑ 1　離婚している母親の公的保育率の利用率は高いか。
Ａ 1　ほとんどない。パートタイムをしながら生活保護費をもらって生活することができ

るため，婚姻していた時と変わらずに保育所に預けるのを 2～3 日にすることができ
る。

Ｑ 2　一人親を労働市場に出すための政策にどのようなものがあるか。
Ａ 2　一つの方策として，一人親には所得税を減税している。
Ｑ 3　介護労働を自治体に委託すると聞いた。どれくらいのサービスを与えるか，地方自

治体に委ねると地域差が出るだろうが，地域差が出ないようにする施策はあるのか。
Ａ 3　自治体にばらつきがでることが政治の意図でもある。市民ができることは自治体に

苦情を申し立てることくらいかもしれないが，ある地域では裁判が起きた。ある自治
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体は家事負担をほとんど家庭にさせるとしたことから，その地域の女性が自治体の方
針を争って提訴した。判決は「自治体はもっと負担を減らすように」という内容だっ
た。

Ｑ 4　理想の労働時間（女性 2～3 日，男性 4～5 日）は男女ともにそう考えているのか。
Ａ 4　そうである。
Ｑ 5　政府が目指す男女平等は，男女ともに 2～3 日なのか。
Ａ 5　何日というのではない。男女とも同じように働くことである。
Ｑ 6　高齢者に係る費用の負担はあるのか。
Ａ 6　高齢者介護や生涯ＡＷＰＺ（社会保障費負担）から支払われている。
Ｑ 7　生活保護費は女性の方が多く受給しているか。
Ａ 7　女性の方が多い。子どもをもって一人で暮らしている人は経済的に厳しいからであ

る。失業手当は男女の差はあまりない。

■　P＆Ｇ 292（The Prostitution & Health Centre）
【訪問日】　2015 年 4 月 17 日
【場　所】　P&G292 事務所
【対応者】　 Kitty Sacchs 氏（アムステルダム市職員），Annelies van Dijk 氏（看護士），　

Wendel Schaeff er 氏（ソーシャルワーカー），Bernice Severin 氏（ソーシャル
ワーカー）

【概　要】　 　アムステルダム市ではセックスワーカーの権利に配慮しながら，市，警察，
支援団体などが連携して非合法な活動の取り締まり，セックスワーカーの支
援・救済を行っている。P&G ２９２事務所は，セックスワーカー支援活動の
中心的な存在である。

【聴取内容】
1　アムステルダム市の売春政策について
　アムステルダム市は 2012 年に 5 年間継続のプログラムを開始した。アムステルダムの
売春政策には，①合法的な売春をノーマル化すること，②非合法の売春を察知すること，
③ワーカーのエンパワーメントとケア，④予防という 4 つの目的がある。予防というの
は，セックスワーカーになることを望まない人がセックスワーカーにならないようにする
こと。若い人たちが望まないセックスワークに進出することを防ぐため，小学校や中学校
で性教育をしている。教師も問題を早く見極められるようにするための研修を受けてい
る。

2　アムステルダム市のライセンスシステムについて
　オランダでは 2000 年までは売春は禁止されていた。しかし，実際には売春宿があり，
大きな問題が起きない限り警察も見て見ぬふりであった。2000 年に売春宿についての扱
いは自治体の選択に任せるとの法律が制定され，アムステルダム市を含め，大半の自治体
はライセンスシステムを取り入れた。ただし，ライセンスがなくても，自宅で週に何回か
売春することは合法扱いされている。
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3　アムステルダム市における売春の実情について
　アムステルダムのセックスワーカーの数は 5000 人から 8000 人と推定されている。その
うち約 2000 人が飾り窓地域で働いている。セックスワーカーの出身国は，時代とともに
変化しており，現在は東欧出身の人が多い。かつては東南アジア，ラテンアメリカ，ヨー
ロッパの中央東部の出身の人たちが多かった。外国から来た多くのセックスワーカーは自
国の家族の生計を支えている。顧客は年間 19 万 5000 人に及ぶと推計されている。そのう
ちアムステルダム在住者は 3 分の 1 以下で，他はアムステルダム市外や外国から来てい
る。半分以上が独身で，5 人のうち 2 人はパートナーがいると推計されている。

4　セックスワーク・セックスワーカーに対する規制について
　オランダでは 18 歳以下の子どもがセックスワーカーになるのは非合法で禁止されてい
る。18 歳以下の子どもにセックスワークを強制した場合は刑罰の対象となる。なお，ア
ムステルダムでは 18 歳では選択には早すぎることから，基準を引上げ，21 歳以下の人が
セックスワークにつくことを禁止している。2007 年に人身取引について大きな問題が生
じ，法律を引き締めようとの動きが起きた。しかし，当事者からのセックスワーカーとし
ての登録はプライバシーに関わるとの反対もあり，法案は可決されなかった。
　アムステルダムでは売春場所となる飾り窓のオーナーに対しポリシープランの作成を義
務付けることにした。衛生問題，安全問題，トラブルになったときのための警報システム
等について，プランを作成しないとライセンスを得られないようになった。オーナーが飾
り窓を「１週間毎日貸している。」と言った場合，仮に一人のセックスワーカーがずっと
仕事をしているとすれば，労働時間の上限を超えている可能性が高い。これについてオー
ナーが「一定期間毎に休みをとっている」等の合理的な説明ができなければライセンスが
取れなくなった。しかし，オーナーたちは，勝手に仕事をしているのだから自分たちの責
任ではない，と言うこともあり，難しい問題である。アムステルダム市でライセンスが引
き締められたことでビジネスとしてやっていくことの難しさも見えてきた。

5　非合法の売春宿の取り締まりについて
　アムステルダムでは，市の監査員が問題ないかを巡回して見回っている。また，警察
は，犯罪が起きていないか，ライセンスを取得しているかを見ている。売春宿のライセン
スは非常に重要で，警察は摘発のために立ち入ることができる。警察もセックスワーカー
とコンタクトを取るチャンスが増えるので，信頼関係を築くのにも大事な意味がある。そ
して，巡回で問題が発見されたときには，市に報告しなければならない。条例に従ってい
ないと，罰金ないし閉鎖指令が出ることになる。ただし，ライセンス違反で閉鎖になる
と，そこで仕事をしているセックスワーカーも仕事を失うことになるので，非常に難しい
選択になる。
　市のライセンス，警察による犯罪摘発，金銭に関する報告の確認という三つのアプロー
チを併せてやることが大事。警察が取り締まれない場合には別のアプローチから見えてく
るものもある。市の施策実行者がケアをやっている人たちと協働して仕事をする，あるい
は情報交換をすることも非常に重要。ただ，一緒に仕事をするのは興味深いけれども，お
互いの立場やアプローチを理解しないといけないので大変難しいことでもある。
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6　P&G292 の活動内容について
　P&G ２９２は，8 年前にできた。セックスワーカーがそこにいるということはわかっ
ていたが，セックスワーカーとのコンタクトがほとんどなかった。コンタクトを増やして
いこうということで始まった。P&G のもう一つの目的は，売春婦たちをエンパワ－メン
トすること。ここに来ている人たちは人身売買の犠牲者の可能性がある。正式な仕事とし
てやっていくためのエンパワーメントと，もう一つは仕事を辞める決意をするためのエン
パワーメントがある。エンパワーメントの方法としては，具体的には健康状態を良くする
こと，労働条件をよくすること，人身売買の犠牲者を救い出すこと，そして，セックスワ
ークのなかでの虐待や搾取から救っていくことが挙げられる。ワークショップや情報提供
を通して，セックスワーカーたちの解放をもたらすことは重要である。ここでは，いろい
ろな研修があるが，全て無料で提供されている。東欧，ラテンアメリカなどから来ている
人たちは英語もオランダ語もできないケースが多い。そういう人たちに早く英語又はオラ
ンダ語を覚えることによって，交渉ができるようになってもらう。オランダ語が有効だ
が，英語も有効と考えている。自己防衛のクラスもある。心理学的な自己防衛と，体の物
理的な自己防衛がある。こうしたコースは，ここの職員だけではなく，専門家を講師に呼
んでやることもある。この場所を使うと，よく知っている慣れた場所でできるメリットが
ある。コンピュータコースもある。インターネットを使えるようになれば別の職業に就け
るかもしれないし，安価に，母国の家族とコミュニケーションできるようになるかもしれ
ない。お金の使い方を学ぶコースもある。こういう仕事をしている人はお金の使い道がう
まくない。本人たちが必要としている部分に，テイラーメイドで指導している。もちろ
ん，別の仕事を求めたいと言っているときには，あっせん，支援，申請書の書き方を教え
たりしている。

7　P&G292 における支援の連携について
　P&G の活動については，全てアムステルダム市が資金を出している。各地の保健局と
HVOQuerid と協働でやっている。公衆衛生の看護師が 6 人と，ソーシャルワーカーが 5
人いる。表の看板は医療支援で，看護師の支援を求めてやってくるが，それをきっかけに
複雑な問題についてソーシャルワーカーがアドバイスする。そのほかに，ピア・エデュケ
ーターを雇っている。特別な資格があるわけではなく，ルーマニアなど，セックスワーカ
ーと同じ国の出身者で，少し学歴があってこっちに暮らしている人に翻訳，通訳をしても
らっている。この人たちも，お金をもらって仕事をしている。また，警察，人身売買に対
抗する仕事をしている人たち，弁護士とも一緒に仕事をしている。それから，売春婦たち
が組織している組合とも一緒に仕事をしている。看護師の仕事としては，性病の検査，エ
イズの検査もやる。特殊な治療が必要なら，そういう治療ができるクリニックにつないで
いる。ここで行っているテストは無償で受けられるし，誰が陽性だったかについて秘密を
守ることもできる。実際にセックスワーカーたちのいる地域，場所で受けることもでき
る。もちろん，これは義務付けているわけではなくて，そのセックスワーカーの自由意思
で受けたいときに受ける。多くのセックスワーカーたちは，ここの存在を知らなかった
り，ここに来ることもできなかったりすることもあるので，こちらから出向いていってテ
ストをする。ソーシャルワーカーが最も多く受ける質問は，どうやったらセックスワーカ
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ーをやめられるかというもの。ただ，それは全てのセックスワーカーではないので誤解し
ないで欲しい。たくさんのセックスワーカーが満足してやっている。P&G292 で受けてい
る質問のなかで，セックス産業から手を引きたいという人が多いということにすぎない。
また，やめたがっている 60～70％の中にも 2 通りあって，すぐにでもやめたいという緊
迫した人もいるし，通常の他の仕事をしている人と同じように別の仕事をしてみたいと思
っている人もいる。
　P&G292 のスタッフは，市，売春宿のオーナー，警察などのいろいろな関係者から，ど
こで何が起こっているか情報を集めている人であり，同時に，セックスワーカーたちが気
になっていることを信頼して告げることができる人でもある。そして，セックスワークに
関わるあらゆる問題の一番センシティブな部分を把握している。
　私たちはクモの巣のなかにいるクモのように，いろいろなネットワークをもっている。
特にアムステルダム市には，こういう対策のために持っているお金がある。ここに委託し
てお金を出すことで，心理学者とかこうした問題に関わっている人たちが直接近づけない
人たちに，自分たちが接近していく。要するに，いろいろな質問を受け止めて，その解決
方法を探るのが私たちの仕事であると考えている。

8　P&G292 におけるアウトリーチの工夫について
　アウトリーチの手法にも大きな変化が出ている。今までは伝統的な売春宿があったが，
いまはセックス産業でもインターネットを利用するケースが増えている。幾つかのセック
ス関係のウェブサイトがあるが，私たちがそこのメンバーになって，売春宿に行くのと同
じようにアウトリーチングをしている。私たちのウェブサイトについてもアクセスしやす
いものに変えてきている。ウェブサイトにＥメールアドレス，ソーシャルメディア，電話
番号，広告バナーも出してアクセスしやすいようにしている。ただ，支援できる範囲につ
いては，はっきりとアムステルダムとその近郊と書いてある。

9　Amsterdam Coordination Point for Human Traffi  cking の活動について
　「人身売買アムステルダムコーデイネーションポイント」は，厚生省とアムステルダム
市の両方から資金が出ている。名前だけみても活動がわからないと思うが，避難所を運営
しており，18 歳以上の女性たちを対象として 40 ベッドを提供している。大半の人たち
は，警察の通報でやってくる。人身売買の犠牲者については「B8」という法律があって，
避難所を与えられ，無料で医療手当を受け，収入が保障されることになっている。「B8」
の法律に特化した数人の弁護士がパートナーとして協力している。同時に，入国審査局，
医者，助産士ともいっしょに仕事をしている。こうしたパートナーと協力することによっ
て，犠牲になっている女性たちを最大限に支援している。ただ，支援をするにあたり，警
察がこの人たちを犠牲者と確定してないといけない。ソーシャルワークのためのチームも
ある。多くの人たちは財政的な問題を抱えているので，アドバイスしたり，ガイダンスを
したりする。多くの場合，子どものいる母親なので，社会生活へのアドバイスもしてい
る。また，トラウマセラピーも実施しており，心理社会士が関わっている。P&G292 でや
っている研修との違いは，避難所に滞在している人のためのコースであるという点で，オ
ランダ語での研修を義務付けている点である。昼間に寝て，夜に仕事をしていた人が多い
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が，そこから脱却するにはオランダ語が重要となる。中にはセックスワーカーを続けたい
人もいるが，そういう場合は P&G292 に連絡で安全な働き方ができるようにアドバイス
するようにしている。ただ，大半は，今後はセックスワーカーとして働きたくないと言
う。Coordination Point の仕事は危機管理なので，犠牲者の緊急滞在場所として 3～6 か
月間の滞在場所を提供しており，期間終了後は次の居住地を選ぶことになる。そういう女
性たちが次に住む場所として，7 つの家を持っている。2 人の女性が 1 つの家で生活をす
ることになっており，定員は 14 名になる。アムステルダムとその周辺にある。そこから
別の仕事を選んだり，定住のための対策を取ったりする。中には自分の国に帰りたいと考
えている女性もいる。その場合，別の法律で資金が出ることになっていて，別の組織がそ
の資金を提供してくれる。自分で部屋を探して住み始めてからも，何か問題があったとき
には緊急で支援する仕組みもある。

10　質疑応答
Ｑ 1　オランダは自己選択ができるようにしている国で，そのための教育もしていると聞

く。セックスワーカーは自分の選択でその仕事を選んでいるのか。人身売買の犠牲者
はもちろん，そうではないとしても，社会の中で自分が使える制度を知らずにいると
したら，自己選択と言えるのか。支援をしているなかで，「私は支援はいらない」と
言われたときに，どのように距離を取って接するのか。自己選択かどうかの境界線を
どこに引いているのか。

Ａ 1　自国の問題とか，本人自身の個人的な理由ではなく社会的な要因が影響しているケ
ースがあることは私たちもよくわかっている。別の未来を考えてみてもらうために，
いろいろな研修をしたり，オランダ語を学んでもらったり，話し合いをしたりして，
自分が置かれている位置に対して心を開いて視野を広げてもらうことを期待してい
る。その上で選んでもらいたいと考えている。特に，財政管理ができるようになる
と，それを通して，今自分がやっていることに交渉術ができてきたり，今のやり方で
はない別の儲け方があるということに気付きをもたらしたりできる。そういうエンパ
ワーメントをするのが私たちの役割だと思っている。まったく限界のない人生という
ものがない中で，現実的に関わることが出発点となる。

Ｑ 2　日本では，いま軽度の知的障害のある人や 10 代の若者たちがセックス産業に取り
込まれることが問題になっている。この 2 つのグループの人々を対象にオランダでは
どのようなアプローチをしているか。

Ａ 2　かなり難しい問題で，オランダでも同じ状況に直面している。特に若い人たちのメ
ンタルケアに専門化した人が関わっている。そのほか，お話したとおり，予防プログ
ラムとして学校でセックスや健康プログラムをもっていて，子どもたちに直接教育し
ている。教師たち，大人たちが一線を超えようとしている子を早く発見できるように
指導している。やらせようとしている側と，やろうとしている側が，そういう傾向に
ついて早く見極められるように指導している。未成年の場合は特別の支援があるが警
察の仕事である。

　　　知的障害については，健康管理だけではなく，警察も特に注意してみている。お金
を取られても，自分ではわからない。未成年でもやらされる。警察が早く摘発して見
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つけないといけないと考えられる。人身売買の犠牲者には，若くて知的障害を持って
いるケースが多い。最初はボーイフレンドとして接近してきて，人身売買になるケー
スが多い。知的な問題のある人の支援のため別の組織もあって，活動をしている。

Ｑ 3　人身売買は組織的な犯罪で，本国側の加害者を取り締まらないとなくならない。加
害者を取り締まることでペイしないことをわからせないといけない。被害者が加害者
に関する情報を持っているが，被害者だけでは難しいので支援者の協力が必要にな
る。日本では，警察がとても及び腰であるし，本人も本国にいる家族の身の安全を心
配する。オランダではどのように対応しているのか。

Ａ 3　オランダでは，地域毎の検察の長官が実態の把握に役割を果たしている。警察やコ
メンザという組織もあって，この問題について情報を集めている。また，司法省には
人身売買についての特別の部門があって，裁判官に専門的に関わる人がいる。裁判に
被害者が出てきたときに，なかには正しい発言をしない人もいる。それがわかるよう
に専門化されている。検挙されたときには 30 万ユーロとか 40 万ユーロといった非常
に高い罰金が科される。人身売買の被害者の保護については，データベースでいろい
ろなところからシグナルを集めて情報を固めていて，誰が犠牲者か公表しないで済む
ようにして気を付けている。
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編集後記
　　
　「女性問題」と聞くだけでつい話を避けてしまう人，自分には関係のないことだと考え
てしまう人がたくさんいる。これは日本に限ったことではない。しかし，女性が直面して
いる貧困や格差，様々なハラスメント，DV を含む暴力の問題等は社会全体に影響を及ぼ
す「みんなの問題」であり，早急に解決すべき重要な課題である。
　女性問題解決のために取り組むべき課題は多々あるが，男女雇用機会均等法制定から
30 周年を迎えた今年は，女性の貧困問題解決を目指し，貧困の大きな原因である労働問
題を取り上げることとなった。　
　女性の労働問題は，男性の労働問題でもある。女性が家庭内労働の多くを負担しなけれ
ばならないゆえに，就労して経済的自立をすることが困難な状況にある一方で，男性は主
たる稼ぎ手として長時間労働が当然視されてしまっているため，家族的責任を果たす時間
を確保することができずにいる。この男女間の権利と負担の歪みが様々な問題を生み出し
ている。
　政府は「女性の活躍」をうたい，本年 8 月には女性活躍推進法が成立した。しかし，女
性の労働問題を解決しないまま労働市場への参画を促すことは，女性に過剰な負担を強い
ることにつながるおそれがある。
　男女労働者が負担を分かち合い，平等に権利を享受すること，そして，全ての人が貧困
から解消されることを強く願う。
　このシンポジウムが多くの人が女性問題に取り組むきっかけとなれば幸いである。

第 58 回人権擁護大会　　　　　　 　
シンポジウム第１分科会実行委員会　

事務局長　　丹　羽　聡　子　　　
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