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本年 6 月 29 日に第 4 回『仕事と生活の調和推
進官民トップ会議』が開催され、「ワーク・ライフ・
バランス憲章」及び「行動指針」の改定案が合意
された。もともと「ワーク・ライフ・バランス憲章」
及び「行動指針」は 2007（平成 19）年に策定さ
れたものであるが、民主党へ政権が交代し、日本
経済団体連合会、日本労働組合総連合会それぞれ
のトップも交代したということを機に、仕事と生
活の調和の実現に向けて一層積極的に取り組んで
いく決意と姿勢を示すべく、新たに改定案として
今回提案され、合意されたものである。筆者は本
年 7 月まで 2 年間経済産業省に出向し、その間

『仕事と生活の調和連携推進評価部会・関係省庁連
携推進会議合同会議』の構成員としてワーク・ラ
イフ・バランス憲章・行動指針の改定案策定やワー

ク・ライフ・バランスの施策推進にかかる議論に
参加してきた。本稿では政府におけるワーク・ラ
イフ・バランスの取り組みや問題点について述べ
ていきたい。

1．	仕事と生活の調和	
（ワーク・ライフ・バランス）とは

実は、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ
ランス）についての政府の統一した公式な定義づ
けはされていない。仕事と生活の調和の主管官庁
である内閣府のホームページによる説明では、「仕
事と生活の調和とは（定義）」として、

仕事と生活の調和が実現した社会は、「国民一人
ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕
事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活な

政府における仕事と生活の調和
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❶   仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）について政府の公式な定義づけがされておらず、

国民の認知度も低い。
❷    仕事と子育ての両立、正規・非正規雇用といった働き方の 2 極化、高齢者雇用、生産性の向上等多様

な問題に対して包含して対応するものとして政府はワーク・ライフ・バランスの推進に取り組んでいる。
❸  政府の取り組みにおいては、施策を旗振りする国家公務員の長時間労働や、産業界と労働界の思惑

の違い、といった矛盾が内包されている。
❹  「ワーク・ライフ・バランス憲章」や「指針」に定められた数字は必達目標として施策遂行してい

くべきだ。
❺  国家公務員の働き方を改め、自らワーク・ライフ・バランスを率先し国民運動として展開していくべ

きだ。
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どにおいても、子育て期、中高年期といった人生
の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現でき
る社会」とされ、具体的には、
　①就労による経済的自立が可能な社会
　② 健康で豊かな生活のための時間が確保できる 

社会
　③多様な働き方・生き方が選択できる社会

とされており、仕事と生活の調和が実現した社
会の説明として定義づけをぼかしている。

平成 22 年 2 月 5 日内閣府発表の「仕事と生活の
調和と最近の経済情勢の影響に関する調査」によ
ると、ワーク・ライフ・バランスについて言葉も内
容も知っている人の割合は 18.9％と依然として低
い（図表 1）。定義づけがされていないのであるか
ら、国民の認知度がまだまだ低いのも当然のこと
である。

2．	政府がワーク・ライフ・バランスを進める
背景

それでは、なぜ政府がワーク・ライフ・バラン
スに取り組まなければならないのかを考えてみた
い。

我が国人口は 2004 年にピークを迎え、減少局
面に入っている。また、人口減少に先立って、生
産年齢人口（15 ～ 64 歳）は 1995 年以降、労働力
人口（15 歳以上の就業者と完全失業者の合計）は

1997 年以降減少を続けている。このまま推移した
場合、労働力人口は 2030 年には現行比約 1,000 万
人以上減の 5,584 万人にまで落ち込むと予測され
ている。（2007 年厚生労働省　雇用政策研究会報
告書）

それらは経済活力の低下を招き、ひいては我が
国の経済成長・発展の阻害要因となり得るもので
ある。人口減少局面下で経済活力を維持するため
には、量的な面での充実すなわち女性・高齢者も
含めた全員参加型の就労促進により労働力率を上
昇させ労働力人口の確保や低下の阻止に努めるだ
けでなく、社会全体での生産性向上を図って全体
的な底上げを図っていくべきである。これを解決
する手段として登場してくるのがワーク・ライフ・
バランスの実現である。

（1）仕事と子育ての両立
労働力人口、特に女性の就労促進が進まない背

景として、仕事と出産・子育ての両立整備が不十
分な点が挙げられる。

男女共同参画白書によれば、夫婦共に雇用者で
ある共働き世帯数は年々増加し、1997 年以降は男
性雇用者と無業の妻からなる世帯（片働き世帯）
数を上回っている。女性の社会進出が進み、共働
き世帯が増える一方で、「夫は外で働き、妻は家庭
を守るべき」という旧来からの固定的役割分担意

図表 1　 『あなたは「ワーク・ライフ・バランス」（仕事と生活の調和）という言葉を 
どの程度ご存知ですか。』に対する回答
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出所：内閣府「仕事と生活の調和と最近の経済情勢の影響に関する調査」より作成
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識は職場や家庭・地域に根強く残っており、子育
ての負担が女性に重くのしかかるようにもなって
きている。そうした中で、子育てしながら働き続
けたい女性は増え続け、保育や育児サービスの
ニーズが高まったのだが、多くの待機児童の存在

（待機児童 4 万 6 千人、潜在的待機児童 85 万人）
等、行政側がニーズに対応しきれていない実情が
ある。

また、出生動向基本調査によれば第 1 子出産を
機に女性の約 7 割が離職している（図表 2、3）。
近年女性の育児休業取得率が高まったと言われて
いるが、約 3 割しかいない「就業を継続した女性」
の間での取得率が高まったのであり、第 1 子出産
で離職していく女性が約 7 割という高い離職率は

過去 20 年間ほとんど改善されていない。出産後
の就業を希望しながらも両立環境が整っていない
ために離職せざるを得ない女性がまだまだ多いの
である。その中でも常勤雇用者の就業継続率は約
40％であるが、パート・アルバイト等の非正規社
員においては約 10％の就業継続率でしかない。更
に、いったん離職してしまうと、再就職はパート
等非正規雇用の割合が高く、高学歴の女性ほど再
就職が困難な実態があり、出産前までに積み上げ
た能力が十分に活用されないといった社会的な損
失にもつながっている。育児休業を取得しやすく、
子育てしながらも働くことができる環境整備、特
に非正規社員も含めた更なる環境整備づくりに政
府の果たすべき役割は大きいのである。

図表 2　子どもの出生年別第 1 子出産前後の妻の就業経歴
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出所：国立社会保障・人口問題研究所「第 13 回出生動向基本調査（夫婦調査）より」作成

図表 3　第１子妊娠時仕事をしていた妻の出産後の就業率
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（2）	働き方や労働時間の二極化と	
働き方のニーズの多様化

国際競争の激化、長期的な経済の低迷や産業構
造の変化により、企業は環境の激変にも容易に雇
用調整等の対応ができるよう、より柔軟な雇用へ
シフトし、労働時間の短いパートや派遣等の正社
員以外の労働者、いわゆる非正規雇用が大幅に増
加してきた。これらの労働者は能力開発の機会に
恵まれず、正規社員（正社員）に比べて収入も低
く抑えられ昇給も限られているため、いつまでも
経済的に自立できず結婚や子育ての希望を実現し
にくいものとなっている。一方、コア人材として
の正社員は長時間労働を強いられるようになり肉
体的・精神的な負荷が増してきている。正社員の
長時間労働化は、睡眠不足や休養不足から心身の
疲労回復を妨げ、生産性の低下や重大事故の発生
要因にもつながるものであると共に、育児を含む
家庭生活や趣味等へ割く時間も不足してしまうこ
とから、仕事と家庭の両立を難しくし、仕事への
更なる悪影響をももたらすものである。

そういった中で、働き方の見直しを行わなけれ
ば結婚や子育ての障害となり、更なる少子化・人
口減少へといった悪循環に陥るものと予測される。

また、フルタイムでは働きたくないが、いくつ
になっても健康な限りは働き続けて社会に貢献し
たい高齢者をいかに活用していくのか、介護しな
がらも働き続けたい人々の活用、自分の時間を大
切にしたいと考える労働者の増加等、労働力確保
への課題は多い。

それぞれのライフスタイルや価値観も多様化す
る中で、正規と非正規、パートタイムと長時間労
働、子育てや介護と仕事との両立等、それぞれの
働き方やニーズに対し包含して対応する取り組み
が求められている。

そのため、これまでの働き方を見直して、国民
一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、
子育てや介護、地域とのかかわりや趣味の時間等
生活面も豊かにすることで仕事と生活双方の好循
環をもたらし、一人ひとりの能力が十分に発揮で

きるようにしていく取り組み、すなわちワーク・
ライフ・バランスを政府が推進することでそれら
の課題に対応し、ひいては社会全体の生産性も向
上させ持続的な経済活力の維持に繋げようとして
いるのである。

3．政府における取り組みと内包する矛盾
ワーク・ライフ・バランスに関する政府におけ

る会議としては内閣総理大臣、関係閣僚、団体代
表者、有識者から構成される『仕事と生活の調和
推進官民トップ会議』（以下トップ会議）がある

（2007 年福田内閣設置）。ワーク・ライフ・バラン
ス憲章や行動指針の改定等についての官民の最終
合意の場であるが、この会議は過去 4 回しか開催
されていない。

トップ会議の下に位置する『仕事と生活の調和連
携推進評価部会・関係省庁連携推進会議合同会議』

（以下合同会議）がワーク・ライフ・バランスに関
する実質的な政府の議論検討の場となっている。

合同会議では、政府（関係省庁）の施策・取り
組み状況や次年度予算、各主体の取り組み報告、
課題や改善策の議論だけでなく、ワーク・ライフ・
バランスレポートの作成、憲章や行動指針の改定
等のための議論も行われている。

筆者も経済産業省の担当室長として合同会議に
参加してきた。経産省はワーク・ライフ・バラン
ス両立支援等に関連する法律を直接所管している
わけではないが、各産業を所管する立場として
ワーク・ライフ・バランス推進のための環境改善
や啓蒙活動を中心に施策を行っている。高齢者や
子育て後の女性の受け皿として期待される中小企
業へのワーク・ライフ・バランス推進は、生産性
向上も併せた取り組みが必須であるため下請け取
引適正化などの経営環境改善活動を行う、女性や
高齢者の起業を支援、空き店舗活用の保育施設支
援、ワーク・ライフ・バランス関連のビジネスモ
デルの他企業へのノウハウ移転支援、中小企業向
けのマニュアル作成等々の施策であり、これらに
ついて報告・発言してきた。
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一方、よく知られていることではあるが、そう
いった施策を旗振りする国家公務員については、
ワーク・ライフ・バランスを推進する制度そのも
のは整っているものの、国会対応・予算執行・法
令といった業務の性格から極端な長時間労働もや
むを得ないとして実行面が伴わず、ワーク・ライ
フ・アンバランスが甚だしいのが実情である。官
自らが全く実行できていないこと、実感できてい
ないことが施策として実行していくことの矛盾と
難しさをここにはらんでいる。

合同会議には産業界、労働界、学者・有識者も
参加しているが、それぞれの思惑は異なる。

産業界は生産性の向上を伴わない単なる労働時
間削減の目標設定や労働規制強化につながるよう
な取り組みには反対。そもそもワーク・ライフ・
バランスは労使の自主的な取り組みを基本にする
ものであり、規制によるものではないという主張
である。

労働界は労働者の権利の確保や労働条件の改善
を求めており、数値目標を設定するだけでなく具
体的な取り組みや法制化に結び付けたいとの意向
を持っている。

ワーク・ライフ・アンバランスである各省庁、
同床異夢の産業界と労働界、それぞれの思惑が絡
み合った結果が、前述のワーク・ライフ・バラン
スについての公式な定義づけもされない理由とも
なるのであり、「ワーク・ライフ・バランス憲章」
という強制力を持たない、法律でないものを掲げ
ざるを得ないゆえんである。

そういった状況下にあるとはいえ、仕事と生活
の調和の実現という共通目標のために、合同会議
の構成員全員で侃々諤々の議論を行い、前向きな
方向性を示すべく「ワーク・ライフ・バランスレポー
ト」作成や「ワーク・ライフ・バランス憲章」「行
動指針」の改定の検討を重ねてきた。今回の「憲章」

「行動指針」の改訂は、『ディーセントワーク』（働
きがいのある人間らしい仕事）の実現、『新しい公
共』の参加機会拡大による地域社会の活性化、女
性の就業継続支援や人生設計支援、男性の子育て

への関わり促進や育児休業取得環境整備、長時間
労働の抑制や休暇取得促進等々、幅広い視点を織
り込んだものである。先般トップ会議において、

「憲章」「行動指針」の改定案が仕事と生活の調和
の実現に向けて新たな決意を持ち、官民一体と
なって主体的積極的に取り組む証として政労使の
署名を経て合意されたことの意義は（前述の同床
異夢を考慮すれば）非常に大きい。

残念であったのは、この意義深い合意が新聞等
メディアでは大きく扱われなかったことである。
せっかくの政労使トップの決意表明であるのだか
ら、国民各層にもっと強く訴えかけ、一人ひとり
が仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
について考えるきっかけとなって欲しかったと考
えている。

4．今後の課題
最近、『仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ

ランス）に大きな波が来ている。各企業はその重
要性に気付いて取り組み始めている』という話を
聞くようになった。また、新聞紙上では各企業の
ワーク・ライフ・バランス施策の導入も頻繁に取
り上げられている。しかしそれは大企業の取り組
みがほとんどであり、それも制度面での充実に過
ぎない。裏を返して言えば、そのような取り組み
がまだまだ珍しいから報道として取り上げられる
のである。制度は定められても実際には利用でき
ずに就業継続を断念する女性、法律で定められた
両立支援策でさえも実施できない大多数の中小企
業の存在等、政府の果たすべき課題は多い。

そのためには、ワーク・ライフ・バランスに関
する定義や概念が曖昧な現状を改めて、政府とし
ての公式な定義づけをしっかりと行い、「憲章」や

「行動指針」に明記された数字は必達目標として施
策展開した上で、国家公務員の働き方も改め、自
ら積極的に率先垂範する姿勢を示しながら国民運
動として盛り上げていくべきである。在職中に自
らが改革できなかった反省を込めて、今後の政府
の行動に期待していきたい。
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