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労働市場改革専門調査会第 1次報告 

 

「働き方を変える、日本を変える」 

―《ワークライフバランス憲章の策定》― 

 

（主要なポイント） 

 
1． 現在の「働き方」を巡る問題を、働き手の視点から検討するとともに、

人材の活用、経済の生産性向上のための労働市場政策のあり方を考える。 
2． 働き方を巡る問題を、6 つの「壁」に整理。これらを克服するための改革

の方向性を提示。 
3． まず、目指すべき 10 年後の労働市場の姿を整理。働き手が、多様で公正

な働き方の選択肢から、ライフスタイル、ライフサイクルにあわせて選

択できるようになることが鍵。 
4． その上で、今回の第 1 次報告では、年齢や性別にかかわらず働きたい人

が働けるような弾力的な労働市場を目指すとともに、特にワークライフ

バランスを実現するための取組みの基本的なあり方を明らかにし、その

ための 10 年後の数値目標を以下のように示した。 
① 若年者の就業率を、15～34 歳層の男性については 4%、15～34 歳層

の未婚女性については 3%引き上げ。 
② 女性の就業率を、25～44 歳層の既婚女性については 14%引き上げ。 
③ 高齢者の就業率を、60～64 歳層については 13%、65～69 歳につい

ては 12%引き上げ。 
④ 労働時間については、完全週休二日制の 100％実施、年次有給休暇

の 100％取得、残業時間の半減を通じて、フルタイム労働者の年間

実労働時間を 1割短縮することを目標に働き方の効率化を図る。 
5． さらに、ワークライフバランスの本格的な取組みを進めるために、《ワー

クライフバランス憲章―働き方を変える、日本を変える―》を策定。 
第 1 条：多様な働き方の権利を含め、働き方の共通原則の確立 
第 2 条：税・社会保障等、働き方に中立的な制度への改革 
第 3 条：多様な保育サービスの提供、保育所の整備による待機児童の解

消 
第 4 条：働き方の見直しを通じた仕事の効率化で年間実労働時間を大幅 

に削減 
第５条：政労使による合意形成の仕組み 
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（本文） 

 

はじめに ―働き方を働き手の視点から見る― 

 
（働くことに看過できない大きな「壁」） 
 日本の労働市場の現状を見ると、様々な働き方の間に大きな「壁」が存在し

ている1。類似の仕事内容であっても、正社員と非正社員、男性と女性、若年者

と高齢者の間に処遇の格差が存在し、労働の評価の仕方に十分な合意がみられ

ない。また、正社員と非正社員に関して全体の平均像を比較すると、正社員に

ついては雇用が保障される一方で、長時間労働や配置転換・転勤といった無限

定な働き方を求められることにより、生活面の充実と就業との両立が困難にな

っている場合もみられる。他方、非正社員については、制約の少ない働き方が

実現される一方、雇用が不安定で賃金が相対的に低く、質の高い教育職業訓練

の機会が得られず、正社員への道も制限されている場合が多い。 
 働くことにおけるこうした「壁」は、生活の豊かさを享受する機会を狭める

とともに、将来に向けて意欲をもって働く機会を狭めるものであるが、マクロ

的にみると、人々の豊かさの源泉となる経済成長を制約する要因ともなってい

る。働きたい人が働けない、あるいは働くことができても十分に能力が発揮で

きないことは、人口減少時代にあって貴重な人的資源を浪費することを意味す

る。また、働くことと生活が両立できないことは、結婚・出産を抑制し、少子

化を加速させるものとなっている。 
 
（景気回復と働き方の多様化が必要） 
 雇用情勢には一時に比べて、明るさが見られる。2002 年以降の景気回復にお

いて、雇用者数は 2003 年を底に増加に転じ、失業率も 4％にまで低下し、有効

求人倍率も 1 を上回ってきている。そのなかで、正社員の減少にも歯止めがか

かり、2006 年には増加に転じた。これは、1990 年代末から 2000 年代初の時期

に比べれば、かなりの改善であり、雇用改善の原動力が経済成長にあることを

如実に示している。景気の持続的な回復を維持することは必要条件である。 
 しかし、現在、問われている問題は、働き手を巡る大きな環境変化に伴う現

象であり、その環境変化に対応できるように、働き方の弾力化・多様化を図る

ことが必要不可欠となる。仮に、長期雇用保障と年功型賃金を組み合わせた現

                                                  
1 ここで「労働市場」とは、就業を求める働き手や人材の労働供給を、生産・業務を遂行す

るために企業が求める労働需要に配分する場のことを言う。これは、企業内における配分

と企業間の配分の双方を含むが、以下では、前者を「内部労働市場」、後者を「外部労働市

場」と言う。また、内部労働市場で成立している具体的な配分システムについては、「雇用

システム」という用語を用いる。 
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行の雇用システムに加え、転職の可能性が確保されたうえで、生産性に見合っ

た賃金が形成される雇用システムも用意されれば、労働者は自らのニーズに合

った多様な働き方を選択できるようになる。そうなれば、転職・中途採用等を

通じたステップアップの機会も保障され、ライフスタイルやライフサイクルに

あった働き方が可能になる。このことは労働参加率を引き上げるなど、マクロ

経済的にも経済成長を持続可能なものにする原動力となるであろう。 
 
（労働市場改革のロードマップ） 
 以上のような現状認識を踏まえると、働き方を巡る「壁」を取り除くための

検討を行うとともに、あるべき働き方についてその将来像を描き、それに向け

た中長期的な改革のロードマップを描くことは緊急の課題といえる。 
労働市場改革専門調査会は、2006 年 12 月に経済財政諮問会議によって設置さ

れたものであるが、その目的は、様々な「壁」2が存在する労働市場の現状を、

多様な働き手の立場に立って点検したうえで、今後 10 年程度の期間における労

働市場の中長期的な改革の基本的な方向性と数値目標等の政策目標のあり方を

検討することにある。 

これを受けて、本専門調査会は、若年者の職業訓練、女性の雇用、高齢者の

雇用、ワークライフバランス等の問題について議論してきた。経済財政諮問会

議は、本年 1 月に「平成 19 年の主な政策課題」の一つとして「人材活用」を掲

げ、その下で「ワークライフバランス実現」などを具体的な課題として列挙し、

議論の成果を「基本方針 2007」に盛り込むこととしている。本専門調査会とし

ての議論はまだ緒についたばかりであるが、今般、「基本方針 2007」に向けた議

論に資するべく、まず、若年者、女性、高齢者の雇用問題と労働時間短縮を中

心に、ワークライフバランス実現の取組みに焦点を当てて第 1 次報告をとりま

とめることとした。 

 

 

第1章 問題認識 ―６つの「壁」の克服を目指して― 

 

まず働き方を巡る環境変化の内容について整理し、その後に、その変化に対

応できないために雇用システムが抱えるに至った６つの「壁」について検討す

ることにする。 

 

                                                  
2 経済財政諮問会議の民間議員が指摘している「壁」は、①正規・非正規の「壁」、②性別

の「壁」、③働き方の「壁」、④年齢の「壁」、⑤国境の「壁」、⑥官民の「壁」の６つであ

る。 
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１． 働き方を巡る環境変化 

 

働き方を巡る環境変化を、労働需要を担う企業を巡るものと、労働供給を担

う働き手を巡るものとに分けて整理すると、以下のようになる。 

 

（１） 企業を巡る変化 

 

①グローバル化に伴う国際競争圧力の強まり 

我が国の場合、輸入の対 GDP 比は上昇しているが、さらに輸入元の地域別割

合を見ると、低廉な賃金を背景に価格競争力を有する中国などアジア地域の比

重が急速に高まっている。こうした国際的な競争圧力の高まりは、製造業を中

心とした我が国の企業に、選択と集中に基づく事業の再構築を迫り、一方では

海外への直接投資の拡大を通じた新たな国際分業関係の展開を迫るとともに、

他方では国内に残る事業において、これまで以上の生産性向上と高付加価値化

を求めるものとなっている。 

 

②IT 分野での技術革新の急速な進展 

IT 分野における技術革新は、電子機器産業や情報通信産業等の新たな成長産

業を生み出しているだけでなく、生産、販売、管理の方法も大きく変革させる

ものとなっている。しかも、技術革新のスピードが速いため、技術もすぐに陳

腐化してしまう。グローバル化のなかで競争力を維持するためには、このよう

な技術革新の成果を他に先駆けて機動的に生産・販売や経営管理に反映させ、

付加価値の高い製品・サービスを速やかに提供していくことが要求される。 

 

③成長減速下の不確実性 

 バブル経済の崩壊を契機として、経済成長率が減速し、市場環境の不確実性

が高まっている。潜在成長率は、1980 年代においては３％あり、景気後退期に

あっても、比較的高い経済成長が期待できた。しかし、バブル経済の崩壊以降、

1990 年代末から 2000 年初頭にかけて、潜在成長率は１％を下回り、景気後退期

にはマイナス成長となるなど不確実性が高まった。その後、潜在成長率は回復

したものの、かつての水準を下回るなかで、景気変動にかかわらず企業が雇用

を保障するためのコスト負担が大きくなっている。 

 

（2） 働き手を巡る変化 

 

①生産年齢人口の減少 
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生産年齢人口（15～64 歳）は 1996 年以降、減少傾向にあるが、2006 年 12 月

発表の新人口推計によると、出生率が人口の再生産可能な水準以下で継続的に

推移するなか、生産年齢人口が引き続き減少を続けることが避けられない状況

にある。このことは、労働参加率に今後変化がないとすると、労働力人口も減

少を続けることを意味する。仮に今後も年齢階級別の労働参加率が 2006 年時点

の水準で変わらないまま推移すると仮定すると、労働力人口は、今後10年間に、

年平均 0.6%、39 万人の割合で減少することになると試算される。したがって、

現状のままで推移した場合、労働供給が経済成長の大きな制約要因となる可能

性が高い。 

 

②労働力人口の高齢化 

労働力人口に占める 65 歳以上の高齢者の割合は、10 年前の 6.8%から現在の

7.8%にまで高まっている。 

新人口推計には労働力人口に関する推計は含まれていないが、15 歳以上人口

に占めるこうした高齢者の割合を見ると、10 年後には 24.1％から 31.2％に上昇

する。しかも、最近の高齢者は体力的にも気力的にも元気であり、今後、年金

受給開始年齢が引き上げられ、高齢者の働くインセンティブも高まることから、

労働参加率は一層上昇する可能性がある。その結果、労働力人口の高齢化は、

さらに進展するものと考えられる。 

 

③女性就業の拡大 

サービス経済化の進展や消費者ニーズの多様化が女性の就業機会を増加させ、

高学歴化が女性の就業に対する意欲を高めている。今日における女性の就業は、

かつて、夫の所得と妻の就業率との間に負の相関があるというダグラス＝有沢

の法則として検証されたような家計補助的な理由によるものではなく、女性自

身のキャリア形成を目的とするものとなっており、就業意識に変化が生じてい

る。その結果、15～59 歳層の女性の労働参加率は、10 年前に 60.9%であったも

のが現在は 63.7%になっており、しかも、従来から前後の年齢層に比べて低い

30～34 歳層においても 8％の上昇が見られる。その結果、労働力人口に占める

女性の割合も 10 年前の 40.5%から 41.4%に高まっている。女性就業の重要性は

今後ますます高まっていくものと考えられる。 

 

④外国人労働者の増加 

外国人労働者は、製造業を中心に、サービス業などでも増加傾向にあり、現

在 80 万人程度（永住権のある者を除く）に達していると推計されるが、今後は

我が国における生産年齢人口の減少やグローバル化の進展を背景に、ますます
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増加することが予想される。ただし、外国人労働者のうち合法的な就労者は約

60 万人であるのに対して、不法残留者等の正規の在留資格を有しない労働者が

約20万人いる。こうしたなかで、在留管理の改革や市区町村レベルを含めた様々

な権利義務の履行確保と日本語教育の充実等が問題となっているほか、実務研

修中の外国人研修生については、法的保護の強化が緊急の課題となっている。 

 

２． 克服すべき課題 

 

以上に見たような働き方を巡る環境変化に対して、現在の日本の労働市場に

おける雇用システムは十分な対応ができていない。 

1980 年代までの我が国の労働市場は、良好なパフォーマンスを示すことによ

って日本の経済成長と発展を支えてきた。この時期に支配的であった雇用シス

テムは、高い経済成長とピラミッド型の人口年齢構成を前提に形成されたもの

で、新卒一括採用・終身雇用制と年功型賃金体系を組み合わせた「高度成長補

完型雇用システム3」であった。そこでは、平均的に高い経済成長を前提に、景

気変動に対しては労働時間やボーナスの調整に加え、非正社員の雇用調整で対

応しながら、正社員の雇用を安定的に保障してきた。また、正社員の能力形成

を促進し、担当業務を変えながらキャリア形成を図っていくなかで、年齢とと

もに高まる生計費を賄うことができる賃金水準が保障された。また、技術や産

業構造の変化に対しても、企業グループ内において子会社を設立し、企業ぐる

みで産業転換を達成するなどの「失業なき労働移動」によって、ダイナミック

な対応がなされてきた。 

しかし、日本経済が成熟するなかで、1990 年代以降のバブル経済の崩壊とそ

れに続く経済の長期低迷は、年齢や勤続年数と密接に結びついた賃金体系を始

めとする高度成長補完型雇用システムの限界を浮き彫りにすることになった4。

企業が事業の再構築（リストラ）を進めるなか、新卒採用の厳しい抑制と希望

退職者等の増加によって雇用者数は減少し、若年者を中心に失業率が急速に上

昇した。同時に、雇用者の構成においても変化が見られ、原則として定年時ま

での雇用が保障される「正社員雇用」が減少する一方、雇用契約を更新しない

                                                  
3 これは「日本型雇用システム」と呼ばれることもあるが、高い経済成長と整合的な類似の

雇用システムは他国にも存在することから、ここでは「日本型」という表現を用いないこ

ととした。 
4 勤続や年齢だけで賃金を決める「年功給」はすでに例外的であるが、職場での昇進が年齢

や勤続と強く相関することから、結果的に職能給が年功的な運用になることは否定できな

い。このため、特に賃金の高い中高年層では、市場賃金との乖離が生じており、転職によ

り賃金水準が大きく下落することも稀ではない。 
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ことにより雇用調整が容易な「非正社員雇用」が増加した5。賃金の面でも、職

能給部分を縮小し、成果給や仕事給の部分を拡大する賃金体系が徐々に導入さ

れ、スピードは極めて遅いながらも年齢別の賃金カーブが緩やかなものに見直

されつつある。 

こうした事態が示しているのは、急速な人口減少・高齢化や経済活動のグロ

ーバル化の進展といった環境変化の下で、高度成長補完型雇用システムだけに

依存した労働市場をいつまでも維持することはできなくなっていることである。

例えば、日本経済の急速なグローバル化に対応した産業・就業構造の高度化や

労働者の技能の専門化が求められるなかで、新卒一括採用・終身雇用制を重視

する雇用システムでは、経済の長期低迷とも相俟って、企業の必要とする質の

高い人材を十分に確保することが困難になっている。また、新規雇用の抑制が

進むなかで、労働者の平均年齢が上昇を続けることは、豊富な若年層を前提と

する勤続年数に比例した賃金体系の下で、企業にとって大幅なコスト増をもた

らす。さらに、慢性的な長時間労働や頻繁な転勤等の労働慣行は、多くの女性

に就業と家事・子育てとの両立を断念させる結果となる。このように、若年労

働者数の供給減と女性労働者比率の高まりは、従来の長時間労働を前提とした

働き方との矛盾を顕在化・拡大させている。 

働き手を巡る環境変化に対応する新しい労働市場を構築し、多様な働き方を

求める働き手の希望に応えるとともに、企業の質の高い人材の確保・活用を求

める企業のニーズを満たすためには、企業が独自に構築した内部自律型の雇用

処遇システムと、外部労働市場を活用した雇用処遇システムの両者を適切に組

み合せることが必要となる。しかし、まだその実現までには至っておらず、我

が国の労働市場には、依然として数多くの課題が残されている。 

そこで、まず、働き手の視点から、克服すべき課題を整理することにする。 

 

（１） 働き手が直面する 6 つの「壁」 

 

 働き方を巡る環境が大きく変化しているにもかかわらず、労働市場がそれに

対応していないために、働き方には様々なひずみが生じている。働き手の視点

から見ると、そのひずみは、以下のような 6 つの「壁」として、働き手の前に

立ちはだかっている。 

 

                                                  
5 「正社員雇用」とは、直接雇用のうち、雇用期間の定めのないフルタイム労働者の雇用の

ことを言い、「非正社員雇用」とは、パート、アルバイト、嘱託等の直接雇用の他、派遣や

請負を通じた間接雇用のことを言う。前者を「正規雇用」、後者を「非正規雇用」と呼ぶこ

ともある。 
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① 正規・非正規の「壁」 

・ 類似の仕事をしている正社員と非正社員の間に、賃金や福利厚生

等の点で合理的根拠のない大きな差が生じている場合がある。 

・ 能力形成を希望しても、雇用保険制度の対象外となる非正社員が

少なくなく、職業訓練の機会が十分ではない。 

・ 能力があっても、採用時の年齢制限や非正社員としてのキャリア

が過小評価される等の理由により、非正社員が正社員に中途採用

されることは容易ではない場合がある。 

・ 被扶養者の中には働くことが可能であっても、家族の税・社会保

険料負担増や配偶者手当の削減を考えて就業を抑制する者が多

い。 

② 働き方の「壁」 

・ 正社員に対しては配置転換が頻繁に行なわれ、その中には居住地

の異動を伴う転勤も少なくない。 

・ 時間を効率的に活用する意欲が管理職と従業員の双方に弱いこ

ともあって、正社員の長時間残業が慢性化している。 

・ これらの男性が主たる働き手であることを暗黙の前提とした働

き方の下では、女性は、就業継続か結婚・出産・育児かの選択を

迫られ、結婚や出産後の継続就業が困難となっている。また、男

性は、長時間労働や転勤等で、父親として育児の責任を果たすこ

とが困難となっている。 

・ 外部労働市場が未整備であるため、労働条件の向上につながる転

職が容易ではない。 

③ 性別の「壁」 

・ 同じ正社員であっても、男性と女性との間には、役職・資格に就

く比率に大きな差があり、その結果、賃金等に大きな格差が生じ

ている。 

・ 出産等により退職した女性社員が、再び正社員に戻ることは極め

て困難である。 

・ 男性正社員は、長時間残業や転勤を求められる一方で、そうした

仕事中心のライフスタイルを前提とした働き方が困難な女性正

社員は責任ある立場につきにくい。 

④ 官民の「壁」 

・ 多様な働き方のニーズに対応することが求められる職業紹介・職

業訓練は、官主体であるために、民間の知恵やノウハウを活かす

機会が限られている。 
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・ 官庁と民間との間の人事交流が限られており、人材の有効活用が

行なわれていない。 

⑤ 年齢の「壁」 

・ 長期的に人材育成する長期雇用が基本となる正社員については、

短期的な仕事能力に対応した賃金設定ではなく、長期的なキャリ

アに対応した賃金設定となることから、年齢を基準とした画一的

な定年制が不可欠となる。その結果、個人の能力や意欲の差にか

かわらず、高齢者は定年を迎えると一律に退職を余儀なくされる

仕組みが採用されている。 

・ 高齢者については、継続雇用等の措置を講じることが事業主に義

務づけられるに至っているが、年齢にかかわらず生き甲斐を持っ

て働くことのできる多様な働き方の機会はまだ限られている。 

・ 高齢者については、賃金が増えるとそれに比例して年金給付が減

額されるため、就業を抑制する傾向がある。 

⑥ 国境の「壁」 

・ 優秀な技術・技能や日本語能力を持っていても、外国人であると

働くことのできない分野が数多く存在している。また、請負事業

者の下で働く際など、非正社員雇用の低い労働条件に加え、社会

保険にも加入していない場合が多いほか、研修・技能実習生は労

働移動が制限されているなかで、その権利が侵害される事件も増

加している。 

・ 省庁横断的な在留管理の仕組みの構築が遅れ、日本人と同一の就

労条件を確保すること等を条件とする適切な在留管理の仕組み

が整備されていないうえ、専門的分野における外国人労働者の受

入れが進んでいない。また、外国人の子供たちの就学支援、日本

語教育の強化、社会保険加入の促進など、労働力政策のみならず、

教育政策や社会保障政策等をも視野に入れたサービスの提供体

制が整備されていない。 

・ 日本人が海外で働こうとするときに、外国との社会保障協定がな

いと、保険料の二重払いや加入期間の通算ができないという不利

益を被る可能性がある。 

 

（２） 経済成長に対する制約 

 

こうした働き方のひずみは、マクロ経済的にも大きな問題を惹起しており、

以下のようにして経済成長を制約するものとなっている。 
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①労働生産性の低下 

現行雇用システムの下では、正社員については終身雇用制が前提となってお

り、外部労働市場が十分に形成されていないために、労働者が転職することは

難しく、生産性の低い部門で多くの労働者が働き、生産性の高い部門には労働

者が十分に供給されていないという現実が見られる。このことは、マクロ的に

見た場合、労働が効率的に配分されていないことを意味し、そのために労働生

産性の上昇が阻害されている。 

また、人的資本への教育訓練投資の不足も大きい。非正社員に対する職業訓

練の不足に加え、正社員における長時間労働は企業内における OJT による人材

育成を難しくしているだけでなく、自己啓発の時間を確保することを阻害し、

生産性に悪影響を及ぼしていると考えられる。 

 

②少子化による生産年齢人口の減少 

ライフスタイルやライフサイクルに対応した柔軟な働き方が用意されていな

いために、女性は、家庭か雇用かの選択を迫られるものとなっているが、その

なかで、結婚・出産を諦めたり、先延ばしにして就業継続を選択する女性も増

加している。一方、男性についても、正社員であれば長時間残業や転勤を求め

られること、非正社員である場合には将来への見通しが持ちにくいことなどか

ら、結婚の機会を逸する場合がある。こうしたことが、未婚化や晩婚化を生じ

させることで少子化の要因の一つとなっており、生産年齢人口の減少をもたら

すこととなっている。 

 

③労働参加率の抑制 

働き方の選択肢が限られているために、結婚・出産・育児を理由として、働

く意志がありながら働かなかったり、働いていても退職せざるを得なかったり

する女性が多く存在しており、このことが、30～39 歳層を中心に女性の労働参

加率を低くしている。 

高齢者にも、働く希望を持ちながら働くことのできない者が存在している。

現在の高齢者の労働参加率は国際的に見ると高いが、60 歳を境に低下している。

そのなかには自発的に働かない者も含まれているが、年金受給開始年齢の引上

げに伴って就業意欲が高まるにもかかわらず、そうした就業意欲に応える雇用

機会が十分に存在しない場合には、労働参加率の抑制につながる可能性が高い。 

さらに、就職氷河期に就職できず、その後も正社員として就職できなかった

若年者が存在しているが、そのなかには、不本意ながらフリーターとして就業

している者のほか、家事も通学もせず就業もしていない者（いわゆるニート）
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が含まれている。 

 

④労働需給のミスマッチ拡大 

仮にマクロ的な意味で労働需要に見合った労働供給が存在したとしても、学

校教育や職業訓練、職業紹介が十分に機能していないと、企業の求める技能や

資格を有する労働者のマッチングすることはできず、現実の就業にはつながら

ない。このような質的な意味におけるミスマッチが近年顕在化した結果、循環

的な要因では説明できない構造的な失業率（均衡失業率）の上昇がもたらされ

た。 

特にそうしたミスマッチが顕著なのは若者であり、若年失業率は他の年齢層

に比べて高く、フリーターの人数も依然として高水準で推移している。さらに、

若者の場合、就業していたとしても、本来の希望に沿ったものではないために

不満を抱えている者も少なくない。 

 

 

第 2 章 目指すべき労働市場の姿 ―多様で公正な働き方を保障― 

 

前章では、様々な環境変化に対して現行の雇用システムが十分に対応できて

おらず、働き方に 6 つの「壁」が存在すること、また、それが労働生産性の抑

制等、マクロ経済的にも大きな問題を惹起していることを確認した。このこと

からも分かるように、雇用システムの現状をこれ以上維持することには無理が

あり、改革を避けて通ることはできない。他方、労働市場改革のあり方は、目

指すべき労働市場の姿が明確になってこそ、初めてこれを示すことができる。 

そこで本章では、10 年後を念頭に、目指すべき労働市場の姿について整理す

る。その主要な特徴としては、 

（１）生涯を通じて多様な働き方が選択可能になること、 

（２）外部労働市場が整備され、合理的根拠のない賃金差が解消されること、 

（３）多様な働き方に対して横断的に適用される共通原則が確立すること、 

（４）税制・社会保障制度が働き方に中立的になっていること、 

（５）職業紹介・職業訓練が充実していること、 

（６）セーフティーネットが就労機会促進型になっていること、 

（７）労働条件が高い透明性を有していること、 

（８）国と地方の間に連携がとれていること、 

が挙げられる。以下では、その具体的な内容について検討する。 
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（１） 生涯を通じて多様な働き方が選択可能になること 

 

①多様な働き方の確保 

働く意欲を有する者には、男性と女性、若年者と高齢者を問わず、能力

や希望に応じて、短時間就業、学期間就業6等、多様な働き方の選択肢が

用意されている。 

 

②生涯にわたり現役として働く 

年功型賃金体系が見直され、成果給や仕事給が基本となること等によっ

て、能力と意欲のある者が生涯にわたり現役として働くことが可能にな

る。その結果、企業に対する貢献度に応じた報酬体系の下で、高齢者の

積極的な活用が図られ、定年制の役割も大きく低下する。 

 

③働く時間・場所の柔軟性 

テレワークや在宅勤務等によって、一定の状況の下で、働く時間や場所

に縛られない働き方が可能となる。こうした働き方の活用によって、長

い通勤時間・労働時間の弊害が緩和される。また、職種や働き場所を重

視する働き方が増えれば、家族と別居することになる単身赴任も減らす

ことができる。 

 

④ワークライフバランスの確保 

多様な働き方が確保されることによって、個人のライフスタイルやライ

フサイクルに合わせた働き方の選択が可能となり、性や年齢にかかわら

ず仕事と生活との調和を図ることができるようになる。男性も育児・介

護・家事や地域活動、さらには自己啓発のための時間を確保できるよう

になり、女性については、仕事と結婚・出産・育児との両立が可能にな

る。 

 

（２） 外部労働市場が整備され、合理的根拠のない賃金差が解消されること 

 

  ①外部労働市場の整備 

企業規模の違い等により、類似の職種でも賃金に大きな格差が生じてい

る。これは、企業内訓練によって形成される企業特有の技能の違いによ

るところもあるが、外部労働市場が未整備であるために、企業間での労

働移動が制限されていることによる面も大きい。外部労働市場が整備さ

                                                  
6 イギリスで採用されている、子供が学期中の期間だけフルタイムで働く雇用形態のこと。 
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れ、賃金が競争的に形成されるようになると、職種や技能の差を別にす

れば、「同一労働・同一賃金」の原則が達成可能な土壌が形成される。ま

た、この結果、職種や技能の違いではなく、正社員・非正社員の区別の

みを理由とした不合理な賃金格差の解消が進む。 

 

②専門性を重視した職種別賃金の形成 

専門性を重視した職種別賃金の流れが加速されることによって7、職種の

違いに応じた処遇の確保が可能となる。また、その結果、同一の職種で、

同一の質の労働を、同一の時間だけ提供した場合には、同一額の賃金が

支払われることになる。これにより、労働者にとっても納得性が高まる。

また、同じ職場で働いていても、雇用主が異なっている派遣労働者や、

請負労働者の処遇の不均衡も解消される。 

 

③企業からの自立性の向上 

これまでの企業の人事政策の大きな目的は、企業内で訓練をした結果、

高い生産性を身につけることになった従業員を自社内にとどめておくこ

とにあった。しかし、外部労働市場が整備されると、それを通じて企業

間や異なる働き方の間の移動が容易になり、専門性を広く活かすことが

可能になることから、労働者の働き方が特定の企業に依存しないものと

なり、企業からの自立性が高まる。働き方を選択する際にも、自社内で

能力の適切な評価とそれに見合った処遇を受けるか、あるいは個人の能

力をより発揮できる機会を求めて他の多様な職場へ「移動する自由」を

とるかという選択が可能になる。このことは、労働市場全体として労働

力の有効活用に資することになり、労働生産性の向上と、持続的な経済

発展にもつながるものとなる。 

 

（３）多様な働き方に対して横断的に適用される共通原則が確立すること 

 

                                                  
7 個人の賃金が企業内の年功的な職能資格制度をベースにして決定される職能給は、終身

雇用を前提とした雇用システムと相俟って、高度成長期には企業活動に活力を与え、我が

国経済の成長に貢献してきた。しかし、近年おける産業構造のサ-ビス化の進展、働き続け

る女性の増大、就業形態と働き方の多様化など産業・企業を巡る状況の変化などに加えて、

非正社員雇用の急増という雇用状況の変貌に対応して、個人の賃金も勤続年数ではなく、

労働市場での職務をベースにして決定される職種別賃金を基本とし、これに職能的要素を

加えた賃金制度へのシフトが生じる。実際に企業においても、1990 年代の半ば頃から仕事

や職務を基軸とした賃金制度改革の取組みが進み、公正・透明で効率的な賃金決定のシス

テムが除々にではあるが形成されつつあり、また非正社員の労働市場においては、既に職

種別の賃金（時間給）の相場が定着している。 
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①共通原則の確立 

労働市場においては、最低限の労働基準だけでなく、職種毎に決定され

る賃金等、働き方の違いを超えて横断的に適用される共通原則が確立し、

また労働法制も一般的にそれが反映されたものでなければならない。こ

れによって、常用、パートタイム、派遣等の働き方の違いによる制約や

差異がなくなり、労働者の働き方の選択肢がより拡大することになる。 

 

②紛争の防止・解決 

採用から退職までを対象とする労働契約をめぐる基本的ルールが、包括

的な法制度の下で規定されることになる。他方、労使自治の原則に基づ

きながらも、法律によって個別労働関係紛争に関する解決ルールが明確

に規定されることにより、当事者による権利義務関係の明確化が進むと

ともに、個別紛争の予防と迅速かつ適切な解決が図られることになる。 

 

（４）税制・社会保障制度が働き方に中立的になっていること 

 

働き方と密接な関係にある税制や社会保障制度などの制度や政策も、働

き方に中立的なものに見直される。これにより、税制や社会保障制度は、

本人や世帯の所得や、事業主がどのような雇用形態の労働者を採用する

かに影響を与えたりしないものになる。 

 

（５）職業紹介・職業訓練が充実していること 

 

①職業紹介機能の高度化・多様化 

労働に求められる専門性が高まり、企業間の円滑な転職の必要性が求め

られるなかで、職業紹介に求められる機能も高度化・多様化する。これ

を受けて、官の職業紹介ネットワークと民間の職業紹介事業との連携が

進む。 

 

②職業訓練機能の外部化 

企業外の職業訓練の比重が相対的に高くなる。そこでは、公的部門だけ

でなく、民間の企業や教育訓練機関の役割も大きくなる。 

 

③職業能力形成システムの整備 

雇用保険に加入しているか否かを問わず、働く意欲を有する者には職業

能力形成の機会が等しく与えられるとともに、習得した職業能力につい

 15



 

ては、その公正で客観的な評価結果が「ジョブ・カード」に記載され、

就労・キャリア・アップに結びつくような「職業能力形成システム」が

整備される。 

 

④企業支援から個人支援へ 

これまでは企業を中心に行なわれていた様々な支援も、個人の選択を重

視する観点から、バウチャーや税の控除制度等を通じて、個人に対して

行われるようになる。 

 

 ⑤教育機関と連携 

大学・高等専門学校等と連携をとり、企業が必要とする人材教育が教育

内容に盛り込まれるようになる。 

 

（６）セーフティーネットが就労機会促進型になっていること 

 

①個人の就業能力の向上 

雇用保険は、単に失業時の生活を保障するだけでなく、カウンセリング

や職業訓練と組み合わせることにより、個人の就業能力を高め、就業に

結びつくものとなる。 

 

②労働市場のあり方に応じた最低賃金の設定 

外部労働市場の形成や賃金水準の動向を踏まえ、中小企業等の生産性の

向上とともに最低賃金の引上げが行なわれることにより、セーフティー

ネットが確保される。 

 

③福祉から雇用へ 

生活保護等のセーフティーネットについても、就業を希望する受給者が、

セーフティーネットの罠に閉じ込められることなく、速やかに就業に移

行するよう、制度設計が行われるようになる。 

 

（７）労働条件が高い透明性を有していること 

 

①透明性 

企業における労働条件は、その企業で働く労働者にとって重要なだけで

なく、企業の長期的な成長にも影響を及ぼすことから、企業の株主や債

権者にとっても重要な意味を持つ。こうした観点から、労働条件の設

 16



 

定・変更及び終了に関しては，説明責任が尽くされるとともに、労使や

その他のステークホルダーにとっても予見可能性の高い透明なルール

が定められることになる。その結果、労働市場の活用と併せて、労働条

件に対する外部からのチェックも可能となり、コンプライアンスが促進

される。 

 

②労働を巡る権利・義務に関する教育 

労働を巡る権利・義務に関する正しい知識を教える学校教育の充実が図

られ、そうしたなかで、就職・転職時における職業選択もよりスムーズ

に行われるようになる。 

 

（８）国と地方の間に連携がとれていること 

雇用機会は地域と密着しているだけに、地方の役割が重要になる。就業

機会の確保という観点から、国と地方自治体との関係、地域の役割が見

直され、地域のハローワークと市区町村自治体の連携を推進するため、

法制面の整備が図られる。こうしたなかで、外国人の在留管理について

も、国と地方自治体の連携強化が進められる。 

 

 

第 3 章 《ワークライフバランス憲章―働き方を変える、日本を変える―》の策定 

 

提言： 

● 若年者、女性、高齢者の就業率を向上させるために、それぞれに明確な数値目

標を掲げて、これに取り組む 

● フルタイム労働者の年間実労働時間を短縮するため、完全週休二日制の 100％

実施、年次有給休暇の 100％取得、残業時間の半減に取り組む 

● 《ワークライフバランス憲章―働き方を変える、日本を変えるー》を策定する 

 

 

働き方と生活の間に存在する不均衡を是正し、ワークライフバランスを実現

することは、日本の将来にとって緊急の課題である。その実現にあたっては、

全ての就業希望者にとって充実した働き方が可能となるよう、就業率の向上を

図る必要がある。また、そうした就業が豊かな家庭・地域生活と両立するよう、

労働時間の短縮と合わせてその取組みを進めなければならない。本章では、こ

うした取組みについて提言する。 
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１． 就業率の向上と労働時間の短縮8 9 

 

○ 就業率の向上――就業希望者が就業できるようにする 

2017 年までに 

― 15～34 歳の既卒男性の就業率を 89%から 93%に 4%引上げ 

 15～34 歳の既卒未婚女性の就業率を 85%から 88%に 3％引上げ 

― 25～44 歳の既婚女性の就業率を 57%から 71%に 14%引上げ 

― 60～64 歳の高齢者の就業率を 53%から 66%に 13%引上げ 

65～69 歳の高齢者の就業率を 35％から 47%に 12%引上げ 

 

○ 労働時間の短縮――フルタイム労働者の労働時間を短縮する 

2017 年までに 

―  完全週休二日制の 100％実施 

―  年次有給休暇の 100％取得 

―  残業時間の半減 

― フルタイム労働者の年間実労働時間を１割短縮 

 

 

以下では、就業率の向上が特に重要な課題となる若年者、女性及び高齢者の

就業率向上のための取組みと、働き手に共通する課題である労働時間の短縮に

ついて、具体的な数値目標を示すとともに、そのための取組みの基本的あり方

を示す。 

                                                  
8 就業率の向上は、パートタイマーの増加でも達成することができる。しかし、仮にそれが

税制や社会保障制度が中立的でないことの結果であったり、本人の意志に沿ったものでな

いなど、就業希望者の能力を十分発揮するものでなかったりする場合には、問題が残るこ

とになる。以下では、このように就業内容の質が低下しないことを前提に議論を進める。 
9 厚生労働省「雇用政策研究会」報告書（2005 年）も、将来の就業率について試算を行な

っている。それに比べると、以下で示す若年者、女性、高齢者の就業率目標は概ね高いも

のとなっている。その理由としては、雇用政策研究会の報告書では、一定の政策を前提に

して、それによって実現すると期待される就業率を試算しているのに対して、以下では、

労働供給側の就業希望が叶うとした場合に実現される就業率を目標として設定し、それを

実現するための政策を論じるという、アプローチの違いが大きいと考えられる。 
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（1）若年者の就業率向上 

 

 

○ 数値目標――若年者の就業希望者が就業できるようにする 

2017 年までに 

―15～34 歳の既卒男性の就業率を 89%から 93%に 4%引上げ 

―15～34 歳の既卒未婚女性の就業率を 85%から 88%に 3%引上げ 

 

 

1990 年代末から 2000 年代初の就職氷河期に学校を卒業した若年層には、正社

員としての採用の道を閉ざされた者が少なからずいた。そのため、就業しても、

パート・アルバイトを繰り返すフリーターのほか、就業せず、教育・訓練も受

けていない者(いわゆるニート)が増加した。 

そこで、こうした就職機会に恵まれなかった若年者が就業できるようにする

ための取組みが必要である。 

 

①数値目標の考え方 

学校を卒業した時期が就職氷河期にぶつかったために就職できず、

就業希望を有しながら非労働力化した若年者が 15～34 歳の年齢層に

は多数含まれる。また、この年齢層では、ミスマッチの拡大によって、

求職活動をしながらも就業できない完全失業者の急速な増加が見ら

れた。若年者の就業意欲に応え、その能力を活かすためには、こうし

た若年者が就業できるようにすることが必要である。 

そのような観点から、15～34 歳の年齢層の既卒男性・既卒未婚女性

の非労働力人口を対象として、そのなかで就業を希望する者の就業を

可能とする10とともに、求職活動はしているが失業状態にある者につ

いても就業者の割合を向上させること11を目指して、2017 年時点にお

ける既卒男性及び既卒未婚女性の就業率を、2006 年時点（男性 89％、

                                                  
10 若年者と女性の数値目標を設定するにあたっては、総務省「労働力調査」において非労

働力人口に含まれている就業希望者が労働力人口に加わるものと仮定し、その合計を労働

力人口に占める就業者の割合で調整し、さらにこれを人口に対する割合(パーセント)として

表示したものを目標就業率としている。これを式で表せば、次の通りである。 
 目標就業率 = (労働力人口+就業希望者)×(1‐完全失業率)÷人口 
11 若年者の目標就業率を設定する際に用いる完全失業率については、就職氷河期に入って

上昇した失業率が就職氷河期に入る直前の水準にまで低下することを想定し、1996 年の水

準を用いている。 
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女性 85％）に比べ、それぞれ 4％、3％引き上げることを目標とする(図

1参照)。 

 

②政策提言 

・ 採用時期の多様化：新規学卒か否かにかかわらず採用できるように

することで、就職浪人を防ぐ。 

・ トライアル雇用の期間延長：若年者の雇用の定着を図るため、トラ

イアル雇用の期間を、例えば最大限 2年まで延長する。 

・ バウチャー制等による職業訓練支援：非正社員など、就職機会に恵

まれなかった者や就職はしたがさらにステップアップしたい者が、

雇用保険の適用を受けなくても職業訓練が受けられるように、企業

や専修学校などを含め、民間による職業訓練機能の活用を図る。そ

のため、個人の選択を重視する観点からバウチャー制等による公的

支援制度を導入する。 

・ 職業能力形成システムの普及：ジョブ・カードの普及等により、企

業において身につけた技能や、職業訓練を通して習得した資格・能

力の適正な評価を可能とする。 

・ 職業紹介機能の高度化：民間との積極的連携を図るなかで、求人側

のニーズを的確に把握して行なわれるカウンセリングや職業訓練

と職業紹介とを組み合せる。 

・ 大学・高等専門学校等の教育機関と連携：基礎的な学力を含め、企

業が必要とする人材教育が、大学等における教育内容に盛り込まれ

るようにする。 

 

（２）女性の就業率向上 

 

○ 数値目標――既婚女性の就業希望者が就業できるようにする 

    2017 年までに 

―25～44 歳の既婚女性の就業率を 57%から 71%に 14%引上げ 

 

 

近年、女性の就業機会が増加したとはいえ、結婚・出産・育児を契機に、多

くの女性は依然として就業継続か家庭生活かの選択を迫られる状況にある。特

に雇用保障のある正社員については、短時間勤務など柔軟な働き方を導入や活

用できる仕組みの整備が遅れており、フルタイムの仕事の継続と結婚・出産・

育児とを両立させることが困難な状況にある。 
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この結果、仕事と育児の両立を希望する女性の多くが、実際には退職を余儀

なくされている。しかし、結婚・出産・育児を選択し、いったん退職すると、

正社員の仕事に戻ることは極めて難しく、非正社員として働くしか道がないの

が現状である。 

このように、現在は就業していないが就業を希望している女性が、就業でき

るようにすることが必要である。このことが他方では、出生率の改善にもつな

がることになる。 

 

①数値目標の考え方 

女性の年齢階級別労働参加率をみると 15～29 歳層で上昇した後、い

ったん 30～39 歳層で落ち込み、その後 40 歳以上の年齢層で再び上昇す

るＭ字型カーブを描くものとなっている。その主たる要因は、就業希望

を有しながら非労働力人口にとどまっている女性が多いことにある12。

そうした傾向は、結婚・出産・育児のために就業を断念せざるを得なか

った 25～44 歳層の既婚女性において特に著しい。女性の就業意欲に応

え、その能力を活かすためには、こうした就業希望者の就業を可能とす

る環境の整備が必要である。 

そのような観点から、25～44 歳層の既婚女性のうち、就業を希望しな

がらも現在は働いていない者が就業できるような環境を整備することを

目指して、2017 年時点の就業率を 2006 年時点（57％）に比べ、14％引き

上げることを目標とする（図 2参照）。 

このような目標が実現されれば、出産した女性の３割しか就業を継続

できていない現状も、相当程度改善されることになる。 

 

②政策提言 

・ 雇用機会の均等に関する企業の説明責任の強化13：効率的・透明な

人事管理により性別にかかわらず、職業能力に応じて職責や職階が

決まる働き方を定着させることを促進するために、労働者の求めに

応じて処遇等の決定における雇用機会の均等確保に関して企業が

                                                  
12 ただし、労働力調査の非労働力人口には、雇用保険法に基づく育児休業基本給付金を受

給している育児休業中の女性も含まれることに注意が必要である。もし育児休業中の女性

が「就業希望」と回答していたとすると、それだけ目標が過大に設定される可能性がある。

とはいえ、雇用保険から育児休業手当を受給した女性は、平成 17 年度で 11.8 万人に過ぎ

ないので、その影響は小さいとも考えられる。 
13 雇用関係における男女間等の処遇に関する資料は、人事情報を管理する企業側に偏在し

ていることが多いので、企業のこの点に関する説明責任を強化することにより、効率的・

透明な人事管理が促進されるとともに、雇用機会の均等も促進される。 
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説明責任を負うものとする。 

・ テレワークや在宅勤務等の拡充：ライフスタイルに即した働き方が

選択できるように、テレワークや在宅勤務等の拡充や短時間勤務、

ジョブシェアリングの普及を図る。そのための労働時間管理等に関

する法整備を含め、業務管理・時間管理のあり方等に関する制度の

見直しを図る。 

・ 多様な保育サービスの確保：働くことを断念することなく出産・子

育ての希望を満たすことができるよう、多様な保育サービスを供給

する。そのため、地域における子育てをサポートする取組みを支援

するとともに、利用者の選択肢を広げるために、保育所との直接契

約や保育バウチャー制の導入等を行なう14。 

・ 出産・子育ての費用負担軽減：社会全体として出産・子育ての重要

性を認知し、出産等に要する費用負担を軽減する。そのため、現行

の育児休業中の社会保険料免除に加えて、産前産後の休業期間中の

社会保険料負担を免除する。また、「給付と税制の一体化」の考え

方を踏まえ、子育て費用の税額控除を導入するとともに、課税最低

限に満たない世帯については、「負の所得税」を創設し、子育て費

用の給付を受けられるようにする。 

・ 税制・社会保険制度を働き方に対して中立化：共働きより片働きを

有利にすることにより、配偶者の働くインセンティブを削ぐ可能性

のある年金の第３号保険者、医療・介護保険の被扶養者、所得税の

配偶者控除等の制度については、その抜本的な見直しを行う。 

 

（３）高齢者の就業率向上 

 

○ 数値目標――高齢者の就業希望者が就業できるようにする 

2017 年までに 

―60～64 歳の高齢者の就業率を 53%から 66%に 13%引上げ 

―65～69 歳の高齢者の就業率を 35％から 47%に 12%引上げ 

 

 

働く能力や意欲があっても、高齢者が雇用機会を得ることは難しい。年功昇

進をベースとする雇用慣行とセットで定年制が存在しており、65 歳までの継続

雇用が事業主に段階的に義務づけられることにはなったものの、条件等が合わ

                                                  
14 仮にバウチャー制を導入するとした場合には、質や設置基準の差に関する問題を考慮す

る必要がある。 
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ず、定年を機に労働市場から退出する者も少なくない。また65歳以上になると、

適当な就職口が見つからないので就業を諦める場合も多いと思われるが、他方、

年金の支給開始年齢の引上げに伴い、就業を希望する高齢者はさらに増えるこ

とが見込まれる。 

したがって、このような就業希望を有する高齢者が、その仕事能力に応じて

就業できるようにすることが必要である。 

 

①数値目標の考え方 

高齢者については、一方で気力的・体力的に元気な高齢者が増加して

おり、他方で年金の支給開始年齢が引き上げられ、そのスケジュールに

合わせ 60 歳定年を定めている企業が定年の引上げ、継続雇用制度の導入

等の措置を講じていくことを考慮すると、就業希望の高齢者の割合は将

来増加していくものと考えられる。中長期的には、こうした就業希望者

が実際に就業できるようにすることが必要である。 

そのような観点から、60～64 歳層の高齢者のうち、潜在的な者も含め

就業希望を有する者15が就業できるようにすることを目指し、2017 年の就

業率を 2006 年時点（53％）に比べ、13％引き上げることを目標とする。 

同様に、65～69 歳層の高齢者についても、潜在的な者も含む就業希望

者16が就業できるようにすることを目指し、2017 年の就業率を 2006 年時

点（35％）に比べ、12％引き上げることを目標とする（図 3参照）。 

 

②政策提言 

・ 年齢差別の撤廃：募集・採用における年齢による差別を原則として禁

止する17。また、人事の個別管理を徹底し、年齢にかかわらず職業能

力に応じて職責や職階が決まる働き方を定着させる。 

・ 多様な働き方の確保：短時間勤務等、高齢者のための多様な働き方の

整備を促進する。また、ライフプランに合わせた働き方の選択を可能

                                                  
15 高齢者の場合、2006 年時点においては、25～44 歳層の既婚女性とは異なり、就業希望

を有しながら非労働力化している者は少ない。ただし、それには年金の受給開始年齢も大

きく影響しているものと考えられ、今後、この状況は変化することが予想される。ここで

は、60－64 歳層の高齢者については、現在、経済上の理由で働く必要がないと考えている

者や、適当な就職口が見つからなかったために働いていなかった者等が、2017 年時点にお

いては、就業希望に移行しているものと想定している。 
16 65－69 歳層の高齢者については、適当な就職口が見つからなかったために働いていなか

った者等が、就業希望に移行していると想定している。 
17 雇用対策法の改正案によれば、募集・採用に関し、年齢に関わらず均等な機会を与える

ことが義務化される予定であるが、その具体的な内容は省令で定められることとなってい

る。 
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にするために、早い段階から説明会やカウンセリングを積極的に行う。 

・ 介護サービスの充実：高齢者の就業希望を満たすことができるように、

高齢者自身の体力・健康の維持を図る。また、高齢者の介護負担を軽

減するため、介護サービスを充実させる。 

・ 高齢者へのジョブ・カードの拡充：高齢者の就業を促進するため、高

齢者についても能力形成プログラムを整備するとともに、その能力や

資格が適切に評価されるよう、「ジョブ・カード」を高齢者にも拡充

する。 

・ 定年制の見直し：上記の取組みの他、年功型賃金体系を始めとする現

行の働き方の見直しや関係法制の整備を進めることにより、高齢者の

生産性と賃金とが乖離する問題を解消し、定年制自体の実質的な役割

を弱める。 

 

(4) 生活充実のための労働時間短縮 

 

○数値目標――フルタイム労働者の労働時間を短縮する 

2017 年までに 

― 完全週休二日制の 100％実施 

―  年次有給休暇の 100%取得 

― 残業時間の半減 

― フルタイム労働者の年間実労働時間を１割短縮 

 

 

厚生労働省「毎月勤労統計調査」によると、日本の労働者の年間実労働時間

は 2006 年で 1811 時間となっているが、これには増加傾向にあるパート労働者

が含まれている。そこで、パート労働者を除き、フルタイム労働者だけの年間

実労働時間をみると 2041 時間となっている。特に、近年、労働時間が極端に長

い労働者が増えており、特に正社員において仕事と生活の不均衡が拡大してい

る。企業の経営環境が厳しくなる状況の下で、雇用保障のある正社員が減少し

ており、そうした正社員の中でも多様化、専門職化が進んでいる。こうした中、

正社員の業務負荷が増大することにより残業時間が増加しており、健康を害す

る者もいる。また、家庭生活を犠牲にし、キャリア・アップのための自己啓発

や地域での様々な活動などに時間を割く余裕のない者が増えている。 

また、長時間労働は、男性の労働時間の分布を年齢別に見ると、必ずしも賃

金が高くない 35-39 歳層に偏っている。職種別に見ると、ホワイトカラーにお

いて顕著である。慢性的な長時間労働は、疲労の蓄積等により、労働の質を低
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下させ、時間当たりの生産性はかえって低くなる場合が多い。それにもかかわ

らず、特定の労働者に長時間労働が偏っているのは、時間を有限な資源と考え

時間を効率的に活用する問題意識が欠如していることや、賃金制度が仕事の内

容や成果と結びついていないことにあると考えられる。 

 

①数値目標の考え方 

 ・完全週休二日制の 100％実施 

完全週休二日制はかなり普及してきたが、2006 年現在、導入企業

の割合はなお 39.6％（労働者数比で 60.2％）にとどまっている。

これを全ての企業が完全週休二日制に移行することを目標とする。 

・年次有給休暇の 100％取得 

年次有給休暇の取得率は 2006 年時点で 47.1％にとどまっている。

この取得率を、欧米先進国並みの 100％に引き上げることを目標と

する。これが実現することによって、完全週休二日制の定着等と

合わせ、我が国の年間休日数（週休日＋週休日以外の休日＋年次

有給休暇取得日数）は、2006 年の約 118 日から、欧米主要国の平

均 137 日に相当する水準となる。 

・残業時間の半減 

就業者の中で、週60時間以上の労働に従事している者の割合は、

2006 年平均で約 12%にも達する（図４参照）。このような長時間

労働を大幅に削減することなどにより、残業時間の半減を目標

とする18。 

・ フルタイム労働者の年間実労働時間を１割短縮 

以上の目標を達成すると、フルタイム労働者の年間実労働時間

は、平均として 2006 年の約 2040 時間から約 1810 時間に約 1割

（約 230 時間）短縮することになる19。これを参考に、10 年後の

目標値として、年間実労働時間の着実な削減に取り組む（図５

参照）。 

 

② 政策提言 

・ 責任や成果に基づく賃金制度：企業内における賃金制度を個人の仕事

                                                  
18 欧州連合（EU）では、1993 年に労働時間指令を制定しているが、そこでは、24 時間に

つき最低連続 11 時間の休息期間を付与すること等とされている。 
19 以上の目標を実現できたときの労働時間短縮の効果を試算すると、完全週休二日制の

100％実施や年次有給休暇の 100％取得、残業時間の半減の効果を合わせ、2017 年におけ

る年間実労働時間（毎月勤労統計調査ベース）が 2006 年の 2041 時間から 1809 時間に、

約 11%短縮することとなる。 
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上の責任の程度や仕事の成果に基づく制度への転換を促す。 

・ 週休二日制の原則：完全週休二日制の定着を図るため、週休制の原則

を週休二日制の原則に改める方策を講じる。 

・ 年休の計画的取得の推進等：年次有給休暇については 100％取得を原

則とする。そのために、計画年休制度20を活用して政労使が協力して

有給休暇の取得を推進する。それでも残る未消化年休については、例

えば取得できなかった休暇日数について、企業に対し連続休暇の付与

を義務づける方法や、現在はあまり活用されていない未消化に終わっ

た休暇の事後的買上げを、休日労働に関する下記の上限規制の枠内で、

企業に請求できるようにすること等を検討する21。ただし、年次有給

休暇の 100％取得を実現するためには、いつ休暇をとるかを第一次的

に労働者の時季指定に委ねている現行法制の在り方についても、これ

を見直す必要がある。 

・ 休日労働の上限規制：完全週休二日制の原則への移行と合わせ、労働

時間の長い労働者の健康確保の観点から、現在は上限が設けられてお

らず、休日割増賃金を払えばよい休日労働（法定休日の労働）の日数

についても、一定の上限（例えば週休二日制の場合 4週 4日）を設け

る22。 

 

２．ワークライフバランス実現への本格的取組み  

 

（ワークライフバランスの実現） 

我が国における労働者の働き方は、厳格な雇用保障がある一方で、無限定の

働き方が求められる正社員と、雇用保障はないものの限定的な働き方が可能な

非正社員とに二極化している。その結果、慢性的な長時間労働による生活の質

の低下や、仕事と出産・子育てとの両立が困難であるという問題を抱えている。 

                                                  
20 計画年休制度とは労働基準法に基づく制度で、これによれば、労使協定により年休の実

施時期に関する定めをすれば、使用者は、各労働者の年休のうち 5 日を超える部分につい

て、計画的に年休を与えることができる。 
21 現在、法定の有給休暇の買上げは、休暇の権利が時効により消滅する場合、つまり翌年

に繰り越された休暇日数のうち未消化に終わった日数についてのみ認められているが、買

上げを実際に行なっている例は少ない。このことは、企業に対して有給休暇の計画的な消

化を促すインセンティブを弱めるものとなっている。 
22 労働基準法の三六協定については、大臣告示により 1 年 360 時間、1 月 45 時間等と上限

が設定されているが、特別条項付きの協定を締結すれば、半年を超えない期間、1 月 80 時

間等とすることも可能となっている。他方、労働安全衛生法では、週 40 時間を超える労働

時間が 1 月 100 時間を超える場合には、事業主に対して、労働者の申し出により産業医の

面接指導を行なうことを義務付けている。 
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そこで、安定した雇用の下で労働時間を適正化し、ワークライフバランスを

実現するためには、以下のような政策が基本となると考えられる。 

第 1 に、生涯を通じて、男性も女性も、多様な働き方の選択が可能となって

いることが必要となる。そのためには、契約期間の定めの有無、フルタイムと

パートタイムの別にかかわらず、処遇の合理性が保障されなければならない。

また、テレワークや在宅勤務等を活用できるような IT 環境の整備や仕事・労働

時間の管理の仕組みも必要となる。 

第２に、時間当たりの生産性の向上である。このためには、個々の労働者の

仕事上の権限と責任とが明確な、個人を単位とした働き方を拡げなければなら

ない。また、これまでの慢性的な長時間労働を前提とした働き方を見直し、時

間当たりの生産性を高めるようなインセンティブが必要である。このためには、

労働者の健康管理のために、一定の休日数の確保等を義務づけた上で、労使間

の合意により、労働時間と報酬がリンクしない、新たな労働時間制度を構築す

べきとの意見もある。 

第３に、すでにみたような取組みで年間の労働時間の削減を行うことで、こ

れまでの時間に関して無限定な働き方に制約を課すとともに、労働者の健康管

理を保障することである。 

 

（《ワークライフバランス憲章―働き方を変える、日本を変える―》の策定） 

ワークライフバランスを実現するためには、過去に同様な状況に直面したイ

ギリス等の国々の経験に照らして、政労使による大きな国民運動を巻き起こし、

大胆な意識改革を図るとともに、具体的な取組みを果敢に進める必要がある。

このため、政府は、《ワークライフバランス憲章―働き方を変える、日本を変え

る―》を策定し、ワークライフバランスの実現に向けた本格的な取組みを進め

るものとする。その柱は以下の通り。 

 

 

《ワークライフバランス憲章―働き方を変える、日本を変える―》 

 

第 1 条：多様な働き方の権利を含め、働き方の共通原則の確立 

・ 労働者が柔軟な働き方を申請できる権利を認めたイギリスの仕組み

を参考に、多様な働き方の権利を確立する。 

・ 働き方についての労働者の選択を妨げるような縦割りの制度や政策

に代えて、多様な働き方に横断的に適用される共通原則を確立する。 

第２条：税・社会保障等、働き方に中立的な制度への改革 

・ ワークライフバランスの実現のためには、労働市場の分野だけを検討
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の対象とするのではなく、家庭、税・社会保障、教育など相互に影響

を及ぼし得る周辺分野も視野に入れる必要がある。そうした観点から、

一体的・総合的な検討を行い、必要な制度改革を推進する。 

第 3 条：多様な保育サービスの提供、保育所の整備による待機児童の解消 

・ 地域における子育てをサポートするネットワークを含め、多様な保育

サービスを提供する。また、個人の選択を重視する観点から、保育バ

ウチャー制の導入や保育所整備等を進め、待機児童を解消する。 

第 4 条：働き方の見直しを通じた仕事の効率化で年間実労働時間を大幅に削減 

・ 仕事時間と生活時間のバランスがとれる多様な働き方を選択できる

よう、働き方を見直すための企業の自発的な取組を促すとともに、そ

の成果の公表を求める。 

・ 年次有給休暇の 100％取得、長時間労働の削減などによる残業時間の

半減等の目標実現に向けて働き方を効率化することにより、年間実労

働時間を大幅に短縮する。 

第 5 条：政労使による合意形成の仕組み 

・ 政府は、ワークライフバランスに向けた企業の取組みをサポートする

とともに、その推進を図る。そのために、成功事例を収集するととも

に、その効果を分析し、一般への広報・情報提供を積極的に進めるほ

か、必要な支援を行なうための「ワークライフバランス基金」を設立

する。 

・ 政労使と有識者で構成された「ワークライフバランス・サミット」の

開催等、政労使による合意形成の仕組みを構築する。 

 

 

おわりに 

 

本報告は、これまでの議論を現時点で取りまとめた労働市場改革専門調査会

の第 1 次報告である。本専門調査会は、今後、本報告で示した目指すべき労働

市場の姿を実現するための具体的な制度・政策の在り方や、今回触れることの

できなかった外国人労働者の問題についての検討を含め、与えられた課題につ

いて引き続き議論を重ね、働き手の視点に立って労働生産性の向上を図るため

の第２次報告を速やかにとりまとめる予定である。 

              （以上） 
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参考 

図１　若年者の就業率

（備考） １．総務省「労働力調査詳細結果」より作成。
２．就業率は就業者／人口。男性は卒業者、女性は卒業者のうち未婚者について計算。
３．目標就業率は、（労働力人口＋就業希望者）×（１－完全失業率）／人口。完全失業率には、いわゆる
　　就職氷河期以前の1996年の失業率の水準を考慮した。就業希望者は、非労働力人口の中で就業を希望す
　　る者であり、「適当な仕事がありそうにない」、「家事・育児のため仕事が続けられそうにない」等の

　　　　 　　理由により、就業を希望しながら実際に求職活動をしていない者を指す。

図２　女性の就業率

（備考） １．総務省「労働力調査詳細結果」より作成。
２．就業率は就業者／人口。左グラフの就業率は、女性の卒業者全体、うち未婚者、既婚者について計算。
　　右グラフの就業率は、女性の卒業者のうち既婚者について計算。
３．目標就業率＝（労働力人口＋就業希望者）×（１－完全失業率）／人口

図３　高齢者の就業率

（備考） １．総務省「労働力調査詳細結果」等より作成。
２．就業率は就業者／人口。
３．目標就業率＝（労働力人口＋潜在就業希望者）×（１－完全失業率）／人口
　　潜在就業希望者は、60-64歳については、現実の就業希望者に、就業非希望者のうち経済上の理由で働く
　　必要がないと考えている者や適当な就職口が見つからなくなった等の理由で労働市場に参加していない
　　者を、また、65-69歳については、現実の就業希望者に、就業非希望者のうち適当な就職口が見つからな
　　くなった等の理由で労働市場に参加していない者を潜在的な就業希望者として加算したもの。
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図４　週60時間以上の長時間労働者

（備考） 総務省「労働力調査」より作成。全産業における従業者のデータ。

図５　フルタイム労働者の年間実労働時間

（備考） １．厚生労働省「毎月勤労統計」より作成。

２．事業所規模５人以上のデータ。

３．目標値の考え方については本文参照。
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参考 
専門調査会における有識者からの報告の主な内容 

 

【みずほ情報総研社会保障藤森クラスター 主席研究員 藤森克彦氏】 

 第２回専門調査会（平成 19 年１月 25 日開催）において、ブレア政権下にお

ける英国の「福祉から就労へプログラム」について報告。 

 

○ ブレア政権における「福祉から就労へプログラム」は、 

① 生活保障・手当の支給から人的資本への投資にシフト、 

② 所得保障給付への条件付けによる就労や職業訓練の促進、 

③ 就労による賃金の確保、 

④ ワークライフバランスの実現、 

を目的として取組まれ、予算等の総動員によりワンセットで実施。 

 

○ 若年失業者への対応策として、「若者ニューディール政策」を実施。 

個人アドバイザーによるコンサルティング等を経て、(a)民間企業での就労、

(b)ボランティア部門での就労、(c)フルタイムの職業教育訓練受講、(d)環境

保護団体での活動、のいずれかを通じ、職業能力の向上を図る。 

プログラム修了者の就職状況などに一定の成果は認められるものの、マクロ

経済が非常に好調であったことの影響との評価もあるなど、プログラム自体の

評価は定まっていないところ。ただし、 

① 求職者手当の支給と就職活動・職業訓練をセットにしたこと、 

② 個人アドバイザー制度を活用したこと、 

③ 教育・職業訓練と資格制度をうまく結び付けたこと、 

等については、評価が高い。 

 

○ ワークライフバランスに向けた取り組みとして、労働力不足への対応のた

めに企業が柔軟な就業形態を容認し（学期間労働、期間限定時短制度、集中

労働日制等）、多様な選択肢を用意。 

   また、政府は、無料のコンサルティングによる各企業のニーズ・実情に合

った最適な両立支援策を導入、好事例の収集と他の企業への的確な情報提供

等による、戦略的なキャンペーンを実施。 

 

○  地域のニーズをきめ細かく取り上げて特区のような試行錯誤を行って、そ

れがうまくいけば、それを全国に波及させていくというプロセスで施策を実

施。 
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【株式会社髙島屋 管理本部人事部小林人事政策担当部長 小林士郎氏】 

第４回専門調査会（平成 19 年２月 28 日開催）において、髙島屋における高

年齢者の再雇用の取組みについて報告。 

 

○  団塊世代の55歳辺りの年齢層とバブル期入社の層の人数が相対的に多いと

いう年齢構成を踏まえ、向こう 10 年程度の人事の運営方針を考える中で、高

年齢者の雇用についての取組を実施。 

  また、いわゆる正社員ばかりではなく、短時間社員、有期雇用社員等の様々

な形態の社員が協力しながら、全体がチームとして業務を遂行する体制を前

提に人事を運営。 

 

○ 再雇用制度は、社内の福祉の見直しを行う中で、定年後の生活の組み立て

方等について労使で協議し、資格、賃金、人事考課、面談、年金制度等全体

の制度改正の内容を踏まえつつ、人事運営全体の仕組みを見直す中で組み込

まれたもの。 

  再雇用される高齢者の福祉のためだけではなく、企業にとっては、年齢構

成上の不均一性の解消や、能力の継承など世代交代をなだらかに行うために

も必要な仕組み。 

 

○ カウンセリングを通じ、自らのキャリアについての認識具合の把握や会社

内での各種支援制度等についての情報提供を実施。特に、50 歳時に、再雇用

に向けたライフプランを考えるための面談を実施。56 歳時に年金の予想デー

タ等を踏まえて、より具体的な面接を実施。59 歳時に再就職の要否、再就職

後の職務内容等を決定。 

 

○ 有期雇用社員については、 

① 社員の中途採用数の一定の枠を有期雇用社員の中から優先的に採用する

優先採用制を導入、 

② 短期勤務の有期雇用社員は一度フルタイム勤務を経験の上社員に登用、 

③ 有期雇用社員の再雇用は原則同じ仕事、 

等としている。 

 

○ 再雇用に当たっては、原則基準に合う人は全員雇用することとしているが、

本人希望や会社の計画に見合う職務があるとは限らないため、必ずしも定年

前までに培ってきた能力を有効に活用できる職務に配置されるとは限らない。

このため、希望する誰もが再雇用されるような給与水準として、短大卒の初

任給程度の水準に設定。 
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【松下電器産業株式会社 ｅ－Ｗｏｒｋ推進室長 永木浩子氏】 

 第５回専門調査会（平成 19 年３月９日開催）において、松下電器における女

性の登用、テレワークなどの多様な働き方の推進の取組みについて報告。 

 

○  早くから女性の活躍の場を増やす取組を進めてきたが、2001 年以後女性の

経営参画を加速化。さらに、トップ自らが経営戦略として性別・年齢・国籍

等にかかわらず活躍できる組織風土の実現を掲げ、その実現のため女性・若

年者・外国人の登用を推進。 

 

○ 女性の登用を推進するために、次のような取組みを推進。 

① セミナー、フォーラム等の開催、トップからのメッセージの発信、経営

幹部との意見交換の場の設定等による経営幹部を交えた活動の推進 

② 活躍する女性をロールモデルとして紹介、イントラネット、社内報、雑

誌等の社内外の媒体での紹介等による「見える化」の推進 

③ 他部門の女性リーダーとのネットワークの構築等を通じた女性社員の意

識の向上 

 

○ 仕事と個人生活の両立を支援するために、次のような取組を推進。 

① 在宅勤務や週２・３日出勤、コアタイム・半日のみの出勤等仕事と家庭

の環境に合わせた柔軟な勤務の仕組みの導入 

② 両立支援に関する行政・社内の仕組みに関する情報提供や育児等に関す

る意見交換ができるコミュニケーションの機会の確保 

③ ベビーシッター会社との法人契約等による育児・介護の支援 

 

○ 通勤時間の削減、業務の集中化等による生産性の向上や能力の最大限の活

用を目的として、テレワークを推進。そのために、 

① 在宅勤務の計画的な拡充、 

② スポットオフィスやフリーアドレスオフィスの推進、 

等に取り組んでいるが、業務への集中、通勤時間の有効活用といったメリッ

トに加え、自らの業務遂行の目的やスケジュールの管理の徹底を通じた生産

性の向上といった当初予測していなかったメリットも享受。 

 

○ 高齢者雇用の推進のために、50 歳時にキャリア設計セミナーを実施、希望

者に対しては早い段階での退転職支援を実施。58 歳時に本人の雇用継続等の

希望を再確認し、60 歳以降のグループ内での再雇用も含めた選択肢を用意す

るなど、早い段階からの再雇用の取組を推進。 
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労働市場改革専門調査会委員名簿 

           

 

          氏名         現職 

 

会   長   八代 尚宏     国際基督教大学教養学部教授 

 

会長代理  樋口 美雄     慶應義塾大学商学部教授 

 

井口  泰     関西学院大学経済学部教授              

  

大沢 真知子   日本女子大学人間社会学部教授            

  

小嶌 典明    大阪大学大学院高等司法研究科教授          

 

小林 良暢    グローバル産業雇用総合研究所所長          

 

佐藤 博樹    東京大学社会科学研究所教授             

 

中山 慈夫    弁護士                            

 

山川 隆一     慶應義塾大学大学院法務研究科教授          

 

             

  

（会長及び会長代理を除いて五十音順） 

平成 19 年４月６日現在 
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労働市場改革専門調査会 開催状況 

 

第１回会合（平成 18 年 12 月 28 日） 

 ・ 専門調査会における検討のあり方について 

 ・ 厚生労働省における労働政策審議会の検討状況について 

 

第２回会合（平成 19 年１月 25 日）  

・ 英国ブレア政権下における「福祉から就労へプログラム」について（みずほ情      

報総研株式会社藤森主席研究員から報告） 

・ 若者に対する教育訓練の実情について（佐藤委員から報告） 

 

第３回会合（平成 19 年２月 14 日） 

・ ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組み等について（大沢委員及び    

樋口委員から報告） 

 

第４回会合（平成 19 年２月 28 日） 

・ 高年齢者の雇用促進の取組み等について（株式会社髙島屋管理本部人事部小林人事

政策担当部長及び小林委員から報告） 

 

第５回会合（平成 19 年３月９日） 

・ 女性の登用、テレワークなど多様な働き方の推進に向けた取組みについて（松下電

器産業株式会社 e-Work 推進室永木室長から報告） 

・ 第１次報告の取りまとめに向けての議論 

 

第６回会合（平成 19 年３月 30 日） 

 ・ 第１次報告の取りまとめに向けて 

 

第７回会合（平成 19 年４月６日） 

  ・ 第１次報告の取りまとめに向けて 
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