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(要旨) 
 

○女性の雇用環境の整備は重要な政策課題の１つで、８月４日施行の改正雇用対策法では、国が取り組

むべき施策の対象として規定されている。事業主にとっても、労働力不足時代を迎える中、女性の活

用が今後さらに重要な経営課題となるのは間違いない。 

○男女の待遇の均等に関する法制については、労働基準法が賃金の差別を、男女雇用機会均等法が賃金

以外の募集・採用、配置・昇進、定年・解雇等の差別を禁じている。また、2007 年４月施行の改正均

等法により「間接差別」も新たに禁止された。 

○仕事と出産等との両立支援に関する法制は、産前産後休業等の母性保護、育児休業・短時間勤務制度、

雇用環境の整備の概ね３つに分類することができる。 

○女性の雇用に関連する国の施策には、ポジティブ・アクションに対する国の援助、短時間正社員制度

の提案、テレワーク（在宅勤務）の普及促進、マザーズハローワークの展開、育児・介護雇用安定等

助成金の支給などがある。 

○女性の雇用環境の整備については、近年の法整備によって義務化あるいは禁止された事項もあるが、

事業主には、それらへの対応に止まらない、経営資源を有効活用するという戦略的視点に基づく積極

的な取り組みが望まれる。 

 
 
１．はじめに 
女性の雇用環境の整備は重要な政策課題の１

つで、８月４日施行の改正雇用対策法では、国

が取り組むべき施策の対象として規定されてい

る（注１）。事業主にとっても、労働力不足時

代を迎える中、女性の活用が今後さらに重要な

経営課題となるのは間違いない。 

そこで今回は、女性の雇用に関する法制と国

の施策を解説したい。関連規定はいくつかの法

律に及んでいるため、本稿では、理解しやすい

よう、法律ごとにではなく「男女の待遇の均等」

と「女性の仕事と出産等との両立支援」という

２つの切り口に沿って横断的にみることにする。

加えて、事業主に留意あるいは活用することが

望まれる国の施策を紹介することとしたい。 

 
（注１）「改正雇用対策法に雇用政策の課題をみる  

 

～新たな労働法制と雇用政策①～」第一生命経済

研レポート 2007 年７月号を参照。 

 
２．女性の雇用に関する法制 
（１）男女の待遇の均等に関する法制 

はじめに、男女の待遇の均等に係る法制をみ

てみよう。 

まず賃金については、労働基準法が「使用者

は、労働者が女性であることを理由として（中

略）、男性と差別的取扱いをしてはならない」

と規定している。これを「男女同一賃金の原則」

という。ここでいう差別的取り扱いには女性に

対する優遇措置も含むので、間接的に男性への

差別も禁じるものとなっている。なお、同条に

違反した場合は、６ヶ月以下の懲役または 30 万

円以下の罰金が課される。 
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賃金以外の、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、

福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職勧奨・

定年・解雇・労働契約の更新については、男女

雇用機会均等法によって、性別を理由とする差

別が禁じられている（注２）。 

また、職種等を通じた「間接差別」も、2007

年４月の同法改正により禁止となった。「間接

差別」とは、①性別以外の事由を要件とする、

外見上は中立的な規定、慣行等のうち、②一方

の性に相当の不利益を与え、③その規定等に合

理的な理由が認められないものをいう。コース

別雇用管理において、特定の職種に女性が満た

しにくい要件を課すなど、事実上性別による差

別になっている場合が該当する。 

ただ現時点では、あらゆるケースに適用され

るものではなく、厚生労働省令で定める３つの

措置について、合理的な理由なく実施されてい

る場合に限られる。その３つの措置とは、①労

働者の募集または採用に当たって、労働者の身

長、体重または体力を要件とすること、②コー

ス別雇用管理における総合職の労働者の募集ま

たは採用に当たって、転居を伴う転勤に応じる

ことができることを要件とすること、③労働者

の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件

とすることである（注３）。 

また、あくまで合理的な理由のない措置が「間

接差別」に当たるのであって、合理的な理由が

あれば同じ措置であっても必ずしも禁じられる

ものではない点に注意が必要だ。例えば、支店

や支社が広域に設置されている企業であれば、

転居を伴う転勤に応じることを総合職の要件と

することは、通常認められるであろう。 

この他、男女の待遇均等を直接目的としたも

のではないが、８割を女性が占めるパート、ア

ルバイトの待遇を規定するパートタイム労働法

も関連法令に挙げられる。改正法では、正社員

とパートタイム労働者の均衡待遇が規定され、

パートタイム労働者の職務や人事異動の範囲に

よっては差別的取扱いが禁止されるので、事業

主は、2008 年４月１日の施行までに対応策を準

備しなければならない（注４）。 

（２）仕事と出産等との両立支援に関する法制 

仕事と出産等との両立支援に関する法制は、

産前産後休業等の母性保護、育児休業・短時間

勤務制度、雇用環境の整備の概ね３つに分類す

ることができる。 

 

①母性保護 

母性保護は、出産前後の就業継続を支援する

も基本的な措置である。これについて、労働基

準法が以下の５点を定めている。 

すなわち、①産前産後休業（産前６週間の任

意休業、産後８週間の強制休業）、②妊娠中の

女性が請求した場合の軽易業務への転換（労働

時間帯の変更も含む）、③労働時間の規制（妊

産婦が請求した場合の変形労働時間制の適用制

限、時間外・休日労働、深夜労働の禁止）、④

育児時間の設定、⑤危険有害な業務への就業の

禁止である。 

また、男女雇用機会均等法は、妊産婦が保健

指導または健康診査を受けるための時間を確保

すると共に、指導事項を守ることができるよう

な措置（時差通勤、勤務時間短縮等）を講ずる

ことを事業主に義務付けている。 

 

②育児休業・短時間勤務制度 

出産後の育児を支援するのが育児・介護休業

法である。まず同法は、子が１歳に達するまで

（保育所に入所できない等事情のある場合は、

１歳６ヵ月まで）の一定期間、労働者の申し出

により休業を与えなければならないとしている。

同時に、育児休業の申出や取得を理由とした解

雇、降格、減給等の不利益な取扱いを禁止して

いる。 

また、３歳未満の子を養育する労働者に対し

ては、短時間勤務制度やフレックスタイム制等

の勤務時間短縮の措置を講じなければならない

こととなっている。同措置は、３歳から小学校

就学前の子を養育する労働者については努力義

務である。 

さらに、小学校就学前の子を養育する労働者

については、①本人の請求があった場合、１ヵ

月 24 時間、１年 150 時間を超える時間外労働、



及び深夜労働をさせてはならない、②病気・け

がをした子の看護休暇を、１年に５日まで申し

出により付与しなければならないこととなって

いる。 

 

③雇用環境の整備 

上記のような直接的な対応だけではなく、労

働者の仕事と子育ての両立を支援する雇用環境

の整備について、その計画策定を事業主に義務

付けたのが、次世代育成支援対策推進法である。 
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同法は 2015 年３月までの時限立法で、これに

より事業主は、両立支援に係る「一般事業主行

動計画」を策定のうえ、都道府県労働局に届け

出ることとなっている（注５）。同計画には、

計画期間、達成目標、対策の内容及び実施時期

を記載する（資料１）。計画期間は２年以上５

年以下で、目標は可能な限り定量的な目標とす

る等、達成状況を客観的に判断できるものが望

ましいとされる。 

義務化されている大企業ではほぼ届出が済ん

でいるが、従業員 300 人以下の中小企業の届出

については、2007 年３月末現在、全国で 5,736

社に止まっている。中小企業にとって計画策定

の負担は小さくないが、各都道府県の経営者団

体等が設置する次世代育成支援対策推進センタ

ーから情報提供や助言を受けることもできるの

で、未策定の事業者にはその活用が望まれる。 

なお、計画策定や目標達成など一定の要件を

満たした場合は（資料２）、申請により認定を

受け、それを示すマーク（通称「くるみん」）

を広告、商品、求人広告等に表示することがで

きる。これにより、企業のイメージアップや従

業員のモラールアップ、優秀な人材確保などが

期待できるだろう（注６）。 

 

（注２）従来は「女性に対する」差別的取り扱いの禁

止のみ規定されていたが、2007 年４月より、「男

女双方に対する」差別の禁止に改正された。 

（注３）これ以外の措置については、現時点で均等法

違反にはならないものの、司法判断で違法とされ

る可能性がある。 

（注４）「改正パートタイム労働法における「均衡待

遇」 ～新たな労働法制と雇用政策③～」第一生

命経済研レポート 2007 年９月号を参照。 

（注５）常時 301 人以上の労働者を雇用する事業主に

対して義務化され、300 人以下の労働者を雇用す

る事業主については、努力義務となっている。こ

の労働者には、パートタイム労働者等の非正社員

であっても、１年を超える期間雇用されている者

やその見込みのある者も含まれる。 

（注６）2007 年４月末現在、認定事業主は 128 社とな

っている。 

 
資料１ 一般事業主行動計画に盛り込む対策の内容例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．女性の雇用に関する国の施策 
次に、女性の雇用に関連する国の施策のうち、

事業主が留意あるいは活用することが望まれる

ものについて解説する（注７）。 

 

（１）ポジティブ・アクションに対する国の援助 

1999 年の男女雇用機会均等法の改正によって、

ポジティブ・アクションを講じる事業主に対し、

国が援助する旨規定された。ポジティブ・アク

ションとは、男女労働者間の格差を解消するた

 

（出所）厚生労働省他「行動計画策定指針（抄）」より第一生 

命経済研究所作成 

 

　１．雇用環境の整備に関する事項
　（１）子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活の両立を支援

　　するための雇用環境の整備
　　ア．妊娠中及び出産後における配慮

　　　イ．産前産後休業後における原職又は原職相当職への復帰
　　ウ．子どもの出生時における父親の休暇の取得の促進
　　エ．より利用しやすい育児休業制度の実施
　　オ．育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備
　　　（ア）育児休業のための定めの周知等

　　　　（イ）育児休業期間中の代替要員の確保等
　　　（ウ）育児休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等

　　　　（エ）育児休業後における原職または原職相当職への復帰
　　カ．短時間勤務制度等の実施
　　　（ア）短時間勤務制度の実施

　（イ）フレックスタイム制の実施
　　　（ウ）始業又は終業の時刻の繰上げ又は繰下げの制度の実施

　　　　（エ）所定労働時間を超えて労働させない制度の実施
　　キ．事業所内託児施設の設置及び運営

　　　ク．子育てサービスの費用の援助の措置の実施
　　ケ．子どもの看護のための休暇の措置の実施

　　　コ．勤務地、担当業務等の限定制度の実施
　　サ．その他子育てを行う労働者に配慮した措置の実施
　　シ．諸制度の周知

　　　ス．育児等退職者についての再雇用特別措置等の実施
　（２）働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備

　　　ア．所定外労働の削減
　　イ．年次有給休暇の取得の促進

　　　ウ．多様就業型ワークシェアリングの実施
　　エ．テレワーク制度の導入
　　オ．職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識等の是正の

　　　　ための取組

　２．その他の次世代育成支援対策に関する事項
１）子育てバリアフリー

　　（２）子ども・子育てに関する地域貢献活動
　（３）企業内における「子ども参観日」の実施
　（４）企業内における学習機会の提供等による家庭の教育力の向上
　（５）若年者の安定就労や自立した生活の促進
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資料２ 次世代育成支援対策促進法における認定を受けるための基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）厚生労働省資料より第一生命経済研究所作成 

 

　１．雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと

　２．行動計画の計画期間が、２年以上５年以下であること

３．策定した行動計画を実施し、それに定めた目標を達成したこと

　４．５．計画期間内に、男性の育児休業等取得者がおり、かつ、女性の育児休業等取得率が70％以上であること

６．３歳から小学校に入学するまでの子を持つ労働者を対象とする「育児休業の制度または勤務時間の短縮等の措置に準ずる措置」を講じていること

　７．次の①から③のいずれかを実施していること
　①所定外労働の削減のための措置
　②年次有給休暇の取得の促進のための措置
　③その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

．法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと

　

　

　
　
　

　８

めの企業の自主的かつ積極的な取組みのことを

いう。 

具体的には、①女性労働者の配置等の状況の

分析、②分析に基づく改善計画の作成、③計画

に定める措置の実施、④実施体制の整備、⑤取

組状況の外部への開示を行う事業主に対し国が

援助することとなっており、（財）21 世紀職業

財団が主体となって、事業主の状況診断や、ポ

ジティブ・アクションの普及促進・女性社員の

活性化等をテーマとしたセミナーなどを実施し

ている。 

 

（２）短時間正社員制度の提案 

国は、短時間正社員制度の導入を事業主に提案

している。短時間正社員とは、フルタイム正社

員よりも所定労働時間が短い正社員をいい、そ

もそも対象が女性に限られるものではない。た

だ、事業主にとって、育児等を理由に優秀な従

業員が退社することを防ぐメリットもあり、女

性の雇用対策としても、導入が期待される制度

だ。 

短時間正社員を新規採用したり、フルタイム

正社員から短時間正社員に一定期間移ることが

できる制度の他、優秀なパートタイム労働者を

短時間正社員に転換させる制度とすることも可

能である。従業員の定着率向上やモラールアッ

プに活用できよう。 

なお、同制度を導入した事業主は助成金を受

けることができる。新設のパートタイマー均衡

待遇推進助成金の一部だが、制度を設けた上で、

実際に短時間正社員を１名以上採用した場合に

受給できる。 

 

（３）テレワーク（在宅勤務）の普及促進 

テレワークとは、ＩＴ技術を活用して、時間や

場所の制約を受けずに仕事をする働き方をいう。

国は、柔軟な働き方を可能とする制度として、

その普及に努めている。今年５月には、テレワ

ーク人口倍増アクションプランを策定し、2010

年までにテレワーカーの就業者人口に占める割

合を 20％にする目標を掲げた。 

テレワークには、雇用型と自営型があり、い

わゆる在宅勤務は雇用型テレワークの１つであ

る。これは、育児期間中の女性の活用にも有効

な仕組みといえる。ただその普及には、対象者

の労働者性の問題や事業場外みなし労働時間制

の適用の問題など、労働法制の見直しも必要だ

といわれている。事業主が円滑な制度導入を図

れるような法整備を期待したいところだ。 

 

（４）マザーズハローワークの展開 

マザーズハローワーク（自治体によってはマ

ザーズサロン）は、2006 年４月にスタートした、

主に育児期間中の女性の就業支援を行う施設で

ある。担当制によるカウンセリングや情報提供、

職業紹介を行っており、子供の遊戯スペースや

授乳室を設けるなど、女性に利用しやすい環境

を整えている。 
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求職者には好評だが、一方で求人の確保が課

題となっており、事業主にも積極的な利用が求

められる。 

 

（５）育児・介護雇用安定等助成金 

この制度は、両立支援レベルアップ助成金と

中小企業子育て支援助成金からなる。前者には、

以下の６コースが設定されている。 

 

（ア）事業所内託児施設設置・運営コース 

託児施設を設置、運営、増築、建替えまたは

事業所内託児施設の保育遊具等を購入した場合

に受給できる。 

（イ）ベビーシッター等費用補助コース 

従業員が育児、介護のサービスの利用に支払

った費用を補助した場合に受給できる。 

（ウ）代替要員確保コース 

育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休

業取得者を原職等に復帰させた場合に受給でき

る。 

（エ）子育て期の柔軟な働き方支援コース 

小学校就学までの子を養育する労働者が利用

できる両立支援の制度を新たに規定し、３歳以

上小学校就学までの子を養育する労働者に利用

させた場合に受給できる。 

（オ）男性労働者育児参加コース 

男性の育児参加を促進する計画の策定・実施

など、男性の育児参加を可能とするような職場

づくりに向けたモデル事業主として指定され、

実際に取組みを行った場合に受給できる。 

（カ）休業中能力アップコース 

育児休業、介護休業する従業員が円滑に職場

復帰できるような「職場復帰プログラム」を実

施した場合に受給できる。 

 

また、中小企業子育て支援助成金は、常時雇

用する従業員が 100 人以下、一般事業主行動計

画を届け出ていること等の要件を満たした事業

主に対し、2006 年４月１日以降、育児休業取得

者または短時間勤務制度の適用者が初めて出た

場合に、その２人目まで支給される。支給額は、

育児休業取得者の場合、１人目 100 万円、２人

目 60 万円、短時間勤務者の場合、その適用期間

に応じ、１人目 60～100 万円、２人目 20～60 万

円となっている。 

 
（注７）本稿では、事業主が活用するという観点から、

国の関連施策の一部を取り上げている点に留意

いただきたい。また、対象が女性に限定されてい

ない施策も、女性雇用の促進に有効と思われるも

のについては、あえて紹介している。 

 

４．おわりに 
以上が女性の雇用に関する法制と国の主な施

策の概要である。 

ポジティブ・アクションに代表される、男女

の雇用機会・待遇の均等を目指す思想を基本と

しつつ、近年は、ワーク・ライフ・バランスや

再チャレンジといった考え方の下で法整備が進

んでおり、新たに義務化あるいは禁止された事

項もある。雇用環境の整備が事業主の負担にな

っている場合もあるだろう。 

一方、雇用管理の分野では、数年前から、性

別、年齢、国籍等を問わず多様な人材を活用す

る経営戦略として、ダイバーシティ・マネジメ

ントが提唱されている。そこでは、女性の活用

も競争力を高める有効な手段の１つとされる。 

事業主には、女性の雇用環境の整備について、

法で課された義務への対応に止まらない、経営

資源を有効活用するという戦略的視点に基づく

積極的な取り組みが望まれる。 

 

（続く） 
 

さいとう かつひこ（主任研究員） 


