
1 

女性活躍とWLB 

 
均等施策とＷＬＢ施策は両輪で 

 
201５.６.４ 

 

 



女性の活躍推進 
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女性の活躍推進＝ やりがい × 働きやすさ 

            （均等施策）  （WLB施策） 
均等施策（やりがい、女性管理職登用）とＷＬＢ施策（働きやす
さ、両立支援策を含むＷＬＢ支援）は車の両輪 

 

●均等施策だけを充実すると 

 意欲が高く男性並みに働くことのできる女性の機会均
等が進んでも、それ以外の女性の活躍は進まない 

●WLB施策だけを充実すると 

 女性の定着が進むが、女性が補助的な仕事に滞留、男
女格差拡大してしまい問題が多い 



ワーク･ライフ・バランス
（WLB）の定義 

• 「老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生
活、個人の自己啓発等、さまざまな活動につ
いて、自ら希望するバランスで展開できる状
態」 

 

• 2007年「ワーク･ライフ・バランス憲章」策定 
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ダイバーシティ・ＷＬＢ・ファミフレ 
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ダイバーシティ

WLB

リーファミリー・フレンド



2つの施策推進が連動していない可能性  

 

・女性が定着しても管理職登用など活躍推進は思ったほど進
んでいない 

 

・将来のキャリアが見えないままに両立支援策を利用する層
の存在 

 

・両立支援策を利用するとキャリア形成面で問題が生じると
いう課題 
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(真の)日本の雇用システムの特徴 
 

 

 

①ブルーカラーの仕事内容と処遇 

  多能工化と「知的熟練」、ホワイトカラーと同じ形式（雇
用区分）の処遇 

 

➁ホワイトカラー昇進のスピード   

   遅い選抜、ゆっくりとした昇進 

 

➂女性管理職の少なさ 

   出産後の継続就業の少なさ 

 

（④新卒一括採用） 
 

6 



雇用システムとの関係 

これまで地道に築き上げられてきた企業での 

「雇用慣行」（とくに①➁）を抜本的に変える必
要はない。 

しかし、「女性活躍」については、とくにコア業務
をこなすことのできる女性（子有）を本格的に増
やす必要がある。そのための工夫が必要で、そ
れを職場レベルで推進できるような、制度改革
やトップからのメッセージが必要。 
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賃金格差、配転経験 

総合職で部長・課長にまでなった女性は、男性
との差はほとんどない。 

 

課長になるまでの男女差が課題。 
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 出産前有職者に係る（出生年別） 
 第１子出産前後での就業状況 

資料）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）」2011年より作成 

5.7 8.1 11.2 14.8 17.1 

18.3 16.3 13 
11.9 9.7 

37.4 37.7 39.3 
40.6 43.9 

35.5 34.6 32.8 28.5 24.1 

3.1 3.4 3.8 4.1 5.2 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1985～89年 1990～94年 1995～99年 2000～04年 2005～09年 

不詳 

妊娠前から無職 

出産退職 

就業継続（育休なし） 

就業継続（育休利用） 

9 



「産休」と「育休」の違い 

 
＠育休を取らないと、就業継続できないか？ 

「本来？」育児休業とは、産休明けに復職できない
女性の雇用継続保障 

 とくに中堅・大企業において、そもそも「産休明けに復職」と
いうことを選択肢として考えているか？ 

誰もが（男女含め）育休とれる職場づくりと、女性の産休明け
の復職という選択肢を復権させる必要。 

 キャリアの視点を明確に 

 

参照）池田（２０１４） 
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WLB施策が企業業績に及ぼす影響(win-win） 

・利用率
・利用率向上の
ための取組み、
環境整備

両立支援施策 制度運用
生
産
性
の
向
上

【仮説1】優秀な人材が応募してく
るので人材確保が容易になる
（大卒女性の確保など）

【仮説２】家庭や個人の事情等を
理由にする従業員の離職が減る

【仮説３】利用者が家庭の事情に
煩わせれることなく仕事に集中で
きる（Ｗ・Ｌｺﾝﾌﾘｸﾄの低減）

【仮説４】利用者の仕事に対する
意欲が高まる

【リテンション仮説】

・新規採用・訓練コストの節約

・長期的な人材育成が可能（ス
キルの定着）人材への投資拡
大

・能力に応じた人材活用や登
用が進む（職域分離の解消、
女性管理職の増加）【モチベーション仮説】

【仮説５】利用者以外の従業員
の仕事に対する意欲が高まる

・子育て・介護関
連の両立支援策
・多様な働き方

・両立支援を重視する労働者の増
加
・従業員構成（性別、家庭責任）
・仕事特性
・マネージャー特性

【人材確保仮説】
・内部労働市場の機能の強さ
・従業員の組織コミットメントの
重要性

・従業員の制度認知の状況
・制度設計（制度利用者に対する適切
な処遇）
・制度がカバーする範囲の広さ、制度
の柔軟性

促進要因５

・両立支援策の業界の実
施状況
・両立支援を重視する労
働者の増加

促進要因2
促進要因１

促進要因３

促進要因４

企
業
業
績

・景気動向
・業界動向
・為替の変動
・技術開発　など

【その他の要因】

【仮説６】両立支援策を導入、運
用することで、業務運営上の無
駄がなくなり効率的になる

【業務運営効率化仮説】

・従業員の組織コミットメントの重
要性
・自律した仕事

促進要因６
・効率的な業務運営を評価す
る仕組み

男女雇用機会均
等施策の実施

ニッセイ基礎研究所「両立支援と企業業績に関する研究会報告書」（2006） 11 



図表 均等度とファミリー・フレンドリー度 
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財務データ単体 

WLB（ﾌｧﾐﾌﾚ）度 

均
等
度 

（百万円） 

93.9 

5.01 

104.4 

2.44 

68.9 

2.32 

68.7 

2.14 

一人当売り上げ  

一人当経常利益 
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ワークライフバランス促進策  導入時期と経常利益成長率 

促進策 

一人あたり経常利益成長率（％） 

91－95
（％） 

91－01
（％） 

95－05
（％） 

01－05
（％） 

91年時点導入済
み 

-3.90 0.18 7.17 10.58 

98年時点導入済
み 

-4.77 -1.17 8.67 27.26 

98年時点未導入 -4.17 -2.47 1.15 6.63 

(注)経常利益成長率は従業員一人あたり年成長率 

（出所）阿部正浩 日経「やさしい経済学」2007.10.12 ニッセイ基礎研究所「両立支援と企業
実績」 
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職場レベルでの推進 

・企業（人事）および管理職と社員のズレ 

 

 ・自社の均等施策やＷＬＢ施策に関する 

  認識 

 

 ・制度の認知度 
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仕事内容と勤務実態  

 制度利用者への業務分担の配慮 

• 制度利用者に対して残業（持ち帰り残業やメールチェック
を含む）や出張などをさせないことを徹底しているケースも
あり、その場合の仕事面での制約 

 

 

 制度利用者が担当する業務の特徴 

• あらかじめスケジュールの見通しがつき、突発的な対応や
トラブルが少ない 

• 職場以外との調整、とりわけ社外との調整や交渉が少な
いこと（小型の案件、社内向けのプロジェクトなどにシフト
するケースが多い） 
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 会議や打ち合わせ対応 

 管理職 

 社内の会議は調整できる部分については、時間内に開催。 

 参加できない会議については、情報共有。 

 

 
 

 制度利用者 
• 重要な会議は時間外でも出席するようにしているが、限界。 
• 参加できない会議は議事録で確認するなどしてフォロー。 
• しかし、提出資料の意図が伝わらない、結論に至るプロセスがわからない
などのデメリットも。 
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制度利用とキャリア（管理職の視点から） 

 制度利用のキャリアへの影響 

 昇進・昇格やキャリアアップへの影響を多くの管理職が指摘している。 

• 時間的な制約により、与えられる仕事の制約、社外とのネットワークの形成の
困難さ、異動の難しさなどにより、能力形成やキャリアに影響。 

• 長期の制度利用によるキャリアロスについてカバーできると思うが、仕事の範
囲が限定的になること、本人や周囲も枠にはめてものを考えてしまうことが問
題。 

 異動 

 短時間勤務者＝引き取り手がいない、出しにくい 

 キャリア形成への配慮 

 キャリアに配慮して仕事配分を行うケースもあるが、多くは、「今は子育てが大変だ
から」と仕事上の負担を軽減することが意識されている。 

 制度利用者が制度利用の予定を管理職に明示して、今後のキャリアの展望につい
て話しているようなケースでは、管理職も将来を視野に入れて仕事配分を行ってい
る（短時間勤務者を異動により引き受けたケースもある）。 
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代替要員への対処 



分担方式 
休業 

１０名の職場 

残り9名で  の仕事。各自  ずつ仕事が増える。 

5名の職場では  ずつ増える。 

2名の職場では２倍になる。 

9

10

9

1

4

1
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育児休業 

順送り方式 
 

派遣 

アルバイト 

キャリア・パス 

休 業 
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（％）

ｎ
フルタイ
ム勤務

フレックス
タイム勤務

裁量労働
制

在宅勤務
短時間勤

務
その他

日本 男女計 10069 91.2 6.8 2.1 0.1 0.8 0.7

男性 6708 91.4 6.6 2.7 0.1 0.1 0.7

女性 3258 91.4 7.1 1.0 0.0 2.4 0.6

イギリス 男女計 979 75.7 13.2 7.5 8.0 15.4 2.3

男性 473 82.9 13.5 8.0 10.4 7.6 2.1

女性 506 69.0 12.8 6.9 5.7 22.7 2.6

ドイツ 男女計 1012 68.8 31.2 12.0 6.5 8.1 1.1

男性 535 75.5 30.8 12.9 7.5 3.2 0.7

女性 477 61.2 31.7 10.9 5.5 13.6 1.5

勤務形態、ＷＬＢ関連施策の実施状況（国際比較） 

現在の勤務形態（従業員調査、複数回答） 

 

 

 

 

 

施策の実施状況（企業調査、制度ありの割合） 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

出所：武石（2012）より 

注：「WLBの取組」とは、WLBを推進するための方針の明確化や
推進組織の設置をさす。日本では「ジョブ・シェアリング」を行うケー
スは極めて少ないため質問していない。 

日本は働き方の柔軟性につながる制度導入が少ない。 
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ドイツ、オランダでは？ 

• 両親時間（育児休業）…子どもが満3歳にな
るまでの合計36か月の育児休業取得または
（使用者の同意があれば）週30時間の就労
が可能 

• 育児期間中の給付制度…子の出産前の平
均賃金の67％が給付（所得制限なし）。手当
の受給期間は、どちらか一方の親しか育児
休業（または週30時間以内の短時間勤務で
も可）を取得しない場合は12カ月、両方が取
得した場合は14カ月 

• 労働時間口座制度…残業時間を労働口座に
貯蓄し、それを休暇等の目的で好きな時に使
うことができる 

• パートタイム勤務（短時間勤務）…従業員15
人以上の事業所で6か月以上働く労働者が
労働時間の縮減を希望した場合は、原則認
める（フルタイムに戻ることも可能。ただし、復
帰権の規定なし） 

• パートタイム労働の促進…従業員10人以上
の企業で1年以上雇用されており、かつ過去
2年間に労働時間の変更を求めなかった場
合、時間当たりの賃金を維持したまま、労働
時間の短縮・延長を労働者に認める（復帰権
の規定なし） 

• 育児休業…子どもが8歳になるまでの間に、
週労働時間の26倍（約半年）まで両親それぞ
れが育児休業を取得できる。取得期間の分
割が可能。 

• テレワーク（在宅勤務）…労使の自主性に任
せているが、積極的な導入を国として呼び掛
けている（導入率：従業員10～19人：38％、
250～299人：87％、500人以上：91％、権丈
（2012）） 
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ドイツ オランダ 

両国ともEUによる雇用戦略（女性や高齢者の就業率上昇、少子化対策）を受け、
WLB政策を展開。 



柔軟な働き方の実践状況の比較：日本、
ドイツ、オランダ（１） 
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役職別 これまでに柔軟な働き方をした経験の有無（複数回答
、％） 

ｎ

1)育児休業制度 2)1)以外の理由
による6か月以
上の長期休業制
度

3)育児のための
短時間勤務制度

4)3以外の理由
による短時間勤
務制度

5)フレックスタ
イム制度

6)在宅勤務制度 7)その他柔軟な
働き方の制度

日本　役職計
10069 6.6 0.8 2.7 0.9 13.9 0.3 1.8

　　　一般社員 4671 8.5 0.7 3.2 0.8 13.5 0.2 1.5

　　　係長など 2745 5.8 0.7 2.5 1.0 14.1 0.4 2.3

　　　課長 1905 3.7 1.0 1.7 0.9 14.6 0.4 1.7

　　　部長以上 651 4.0 0.8 3.2 0.6 14.0 0.2 2.2

　　　その他 68 4.4 1.5 1.5 1.5 19.1 0.0 1.5

　　　無回答 29 10.3 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ドイツ　役職計 1012 16.0 9.0 17.5 10.3 37.6 14.5 1.0

　　　一般社員 676 16.1 7.2 15.2 9.3 39.6 13.2 1.0

　　　係長など 117 17.1 14.5 26.5 19.7 24.8 16.2 0.0

　　　課長 95 15.8 10.5 21.1 7.4 30.5 10.5 3.2

　　　部長以上 124 14.5 12.1 18.5 8.9 44.4 23.4 0.0

オランダ　役職計 53 15.1 5.7 22.6 20.8 34.0 37.7 3.8

　　　一般社員 40 15.0 7.5 17.5 20.0 22.5 35.0 2.5

　　　係長など 5 20.0 0.0 40.0 0.0 80.0 60.0 0.0

　　　課長 1 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

　　　部長以上 7 14.3 0.0 42.9 28.6 71.4 42.9 14.3

（出所）「仕事と生活の調査（ワーク・ライフ・バランス）に関する国際比較調査」（従業員調査）の個票データより筆者推計。 

(注）「あなたは現在お勤めの会社で、通常の勤務形態とは異なる働き方のできる制度を利用した経験がありますか」とたずね、あてはまる制度に○をつけてもらっている（複数回答） 



2013インタビュー調査概要 
（2013年7月実施） 

ドイツ 

A社 

コンサルティング会社 

約7600人 

グローバル規模での企業展開（本社は英国） 
主な職種：企業コンサルタント、アドミニストレーション 

 

B社 

カメラ・眼鏡ほかレンズ・光学製品メーカー 

約11,000人（全世界：25,000人） 
社員の約10%弱がパートタイム 

主な職種：生産、研究開発、アドミニストレーション 
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オランダ 

C社 

コンサルティング会社 

約4000人 

グローバル規模での企業展開（本社は英国） 
社員の約27%がパートタイム 

主な職種：企業コンサルタント、アドミニストレーション 

D社 

人材派遣会社（世界NO.1） 
約2,500人 

社員の約20%弱がパートタイム 

主な職種：コンサルタント、営業、アドミニストレーション 

E社 

医療系製品メーカー 

約7400人 

欧州を中心に事業展開（本社はスウェーデン） 
社員の10~20%がパートタイム 

主な職種：生産計（50%）、営業・マーケティング（20%）、
研究開発（4%）、アドミニストレーション（12%） 

※A社とC社は、本社を英国に持ち、グローバルに展開する同一グルー
プ会社であるが、導入しているWLBに係る制度については各国でそれぞ
れ異る。 

① 人事部門マネジャー（担当者）：柔軟な働き方に関する制度概要、企業としての取組、利用状況、評価、昇
進の仕組み 

② 短時間勤務をする部下の上司（過去の経験も含む）：職場におけるWLB関連制度の利用状況、制度利用
者への業務配分、要員管理・確保など 

   ※各社1名（E社を除く） 



• 今後の労働力減少を鑑み、従業員のWLB支援が重要との
認識に立って、経営戦略として推進 

– 高い能力を持つ大卒社員の確保のためには、企業の魅力を高
めていくことが重要であり、そのためには時代に即した職場環境
を醸成していく必要がある（ドイツ、B社） 

• 柔軟な働き方に関する制度 

– 短時間勤務制度 
• 適用理由は限定せず。適用期間も原則決めていない 

• 週24時間~40時間の間で、上司と協議のうえ、柔軟に労働時間を決定
。（※B社のみ、最終的に人事が決裁） 

フローブロック制度（長期休暇制度）（ドイツ、A社） 
業務の性質上、短時間勤務などを利用しにくい職場が多いことから、長
時間労働が続いたあとに長期休暇（1～3か月）を取得し、年間の労働
時間を均す 

各自が業務の特性を考慮し、多様な働き方が可能となるよう多様な制
度を導入 
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企業としてのWLBへの取組 



制度の利用状況 

• 短時間勤務制度の利用理由は子育てが最も多いが、ドイツでは近年、博士号
・修士号を取得希望者が増加しているのに伴い、自己啓発や論文執筆のため
に利用するケースも増えている 

• 生産部門を除き、いずれの職場でも利用可能。 
– 顧客に常時コンサルタントを要し、出張が多く、急に業務が入る部門では難しい。同職場
では長期休暇などを活用できるように配慮（ドイツ、A社）。 

• 利用者は女性が多いが、男性による利用も増加 

• 管理職の利用も多い 
– 育休から復帰したシニアマネジャー（課長）が週3日の短時間勤務と在宅勤務を併用する
形で復職。他の男性シニアマネジャーが同様の働き方をしている（ドイツ、A社） 

– 15人の職場のうち12人が短時間勤務者であり、うち9人がマネジャーである。国内2400
人の各職場における人事課題を収集し、その解決策となる教育プログラムを構築する業
務を担当。業務の突発性は低いが、業務量は多く、国内の日帰り出張も多い （オランダ、
D社） 

– 職場メンバーの9割が短時間勤務であるため、全員がそろうことは珍しい。当該部門長も
週36時間の短時間勤務者（オランダ、C社） 

• 在宅勤務を併用するケースが多数。 

• 300人の部下を持つ役職者が、家族旅行で3か月休んだ実績あり（ドイツ、A社
） 

• 経営者が休暇を取るなどWLBを率先垂範（ドイツ、B社） 
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キャリアプロセスの情報開示性 

• キャリアアップを望む従業員に対し、WLB制度の使い方や昇
進に必要なスキル、能力の明示を徹底 

– コンサルタントは、スタッフ→シニアコンサルタント→マネジャー（
係長）→シニアマネジャー（課長）→エグゼキュティブ・マネジャー（
部長）と昇進。昇進するには、企業に関わるプロジェクト10～20社
を担当し、業務経験の多様性、多様なリーダーシップの習得が求
められることをキャリアアップを望む部下には情報提供したうえで
、週4日以上（週32時間以上）のフルタイムが2年以上求められる
こと（週3日では難しい）、タイミングによっては昇進が遅れることを
部下に伝え、本人に判断させている（オランダ、C社、D社）（ドイツ
、A社） 

– 若手社員には、若い時は会社でしっかり働き、年齢を重ねるに伴
って会社で働く時間を少なくするのがいいとアドバイスしている（オ
ランダ、C社）。 
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• 短時間勤務者のモチベーションと能力維持・発展に留意し、業務を配分すること
が重要である。短期的視点だけでなく長期的視点に立ち、フルタイム勤務時と同
じ業務を担当するなどの対応が重要である。 

– シニアマネジャーは、複数のクライアントを担当しているが、短時間勤務中はそのうち1社（
大きな案件）だけを担当させている（ドイツ、A社） 

– フルタイムと短時間勤務で仕事の内容は同じでも、顧客の対応の難しさによって担当を変
えることもある（オランダ、D社） 

• 担当外となった業務については、原則的には職場内のメンバーへ再配分してい
るが、必要に応じて他部門から同程度のスキル、能力を持つ人員を確保したり、
業務を兼務してもらうなどの対応をしている。 

– 担当外となった業務については、年間計画の中で人材のやりくり、仕事の組み直している。
また、新たにマネジャーを昇格させたり、緊急の場合は他の地域から人材を呼び寄せたり
することもある（ドイツ、A社） 

– 本社（ドイツ）にいる短時間勤務のマネジャーと同じ業務を担当している日本支社のマネジ
ャーに業務を兼務してもらい、緊急時の判断や業務相談などにもってもらっている 

• 出張などは、必ずしも顧客先が求める日に行く必要はない。顧客へ担当者が短
時間勤務であることを明らかにし、予定を調整しながら出張すればよい。 

– パートタイムであることを情報共有するによって、諸々のことがスムーズに進みプランニング
しやすくなる（ドイツ、A社） 
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職場マネジメント：業務の配分、人員の補
充 
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• 残業については、基本的にはフルタイム勤務者が対応するが、短時間
勤務者にも分担してもらうよう留意している（たとえば、15時以降の残業
が不可の場合は朝早く出勤してもらうなど）（ドイツ、B社） 

• 残業となってしまった場合は、他の日に早く帰るよう促し、週、年間の労
働時間で調整している（オランダ、C社） 

• 営業部門（クライアントがある場合）の短時間勤務については、顧客先
への訪問回数による効果を勘案しながら、調整・対応してもらっている。
（ドイツ、B社） 

 

職場マネジメント：残業への対応 

職場マネジメント：評価 

 評価は成果（目標達成の有無）であり、労働時間は管理していない。 

 評価基準はアウトプットと将来性（オランダ、D社） 

 

 



会議・出張への対応 
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• 会議や出張の重要性や必要性を示し参加を促したうえで、
最終的に本人に出欠の判断をしてもらっている（出席の場合
は、本人がやり繰り） 

– マネジャークラスのミーティングには、休暇取得者や短時間勤務で当
該日が勤務日でなくても出席してもらうようにしている（出欠にかかる
最終判断は本人に任せている）（オランダ、D社） 

 職場マネジメント：休業中の対応 

 重要なのは、休業中も社員とコンタクトをとり、会社
の変化にかかる情報を提供することである。 

 



独蘭調査のまとめ 
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① 経営者がWLB推進にコミットしている。 

② 短時間勤務は女性を中心としながらも男性による利用もある。 

③ 管理職のパートタイマーもおり週32~36時間が一般的。 

④ 短時間勤務制度だけを利用しているわけではなく、在宅勤務などを併用し
ている。 

⑤ 制度利用に伴う業務の配分は、業務の内容、難易度も極力変えないよう
に、十分留意するとともに、本人のモチベーションにも配慮。 

⑥ キャリアプロセスやキャリアアップに必要な労働条件、能力・スキル、経験
を明らかにしたうえで、昇進を臨む場合は、制度の使い方（週32~36時間
勤務を2年間続ける必要がある）をアドバイスをしている。 

⑦ 残業を要する業務が発生した場合、原則的にはフルタイム勤務者が対応
するが、必要に応じて短時間勤務者にも対応を依頼することがある。そ
の場合は、週・月・年間の労働時間で調整している 

⑧ 短時間勤務者の担当外となった業務については、他部門から同程度の
能力を有した人材を確保するなどの対応をしている 

⑨ 重要な会議や出張については、短時間勤務者が参加を判断している 

 

 

 



  

 ㈱イノス（熊本市、情報サービス産業） 

1. 短時間勤務導入時期 2005年4月～ 
2. 制度内容 

– 育児・介護短時間/短日勤務の適用理由の拡大：自己
啓発、健康障害を理由とする場合にも適用 

3. 導入理由 
– 人材の流出を防止する施策として制度を整備 
– 同業界ではスキルを習得すれば、より良い条件の組織
へ容易に転職する傾向があることから、優秀な人材の
確保・定着のために両立支援策は不可欠 

4. 経営者による取組み 
– 明確な理念の提示と周知：①イコールパートナーシップ 
②能力主義 ③個人の成長なくして会社の成長なし 

– ホームページ、会社案内、社内管理職会議で周知徹底 
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導入：1992年  現利用者数：8名 

導入の目的：高いスキルや知識を有する女性社員を退職 

        させることなく、キャリアを継続してもらう為 

理由 育児 介護 自己啓発・健康障害 

導入 1992年 1997年 2005年 

期間 

 

子どもが小学３年終了
迄 

介護が必要な者１人
につき通算して３年迄 

本人との協議 

労働時間 ５Ｈ／１日（但し個人
単位で設定可能） 

週単位で定めた時間
（２５時間程度） 

本人との協議 

制度の内容  

  短時間・短日勤務 
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短時間勤務者の勤務パターン例 

開始時間 終了時間 勤務時間 備考 

9:00 15:30 5.5 

9:00  17:00 7.0 

9:30  16:00 5.5 

10:00  16:00 

 

5.0 

 

 毎日 

 週４日 

 隔週４日 

標準勤務時間 ； 9：00 ～ 17：45 
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病院の取り組み 

医療法人 

 

 

三友堂病院（米沢） 
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短時間正職員制度の先駆的導入 

・2006年診療報酬改定（7：1看護）の結果、慢性
的看護師不足；当病院でも、離職率16.7%と過去

最高記録 

・短時間正職員制度導入 
週20時間以上、勤務ﾊﾟﾀｰﾝ自由、１つの業務を複数スタッフ
で行うﾜｰｸｼｪｱ、育児・介護だけでなく資格取得、ﾎﾞﾗﾝﾃｲｱな
どもＯＫ，勤務時間変更は年2回、賃金・退職金などは原則

労働時間比例 

・離職率に効果 

2008年度には4.1%と激減 

2014年現在、看護師全体の1割強が利用 
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ＷＬＢへの取り組み 

2008年にＷＬＢ推進プロジェクトを設
置し、以後、多くの制度導入 

病院イメージ向上、有能な人材確保
などのメリットも大きいが、多様な勤
務形態が増えるにしたがって病棟師
長の管理が煩雑になり、労働時間長

くなっている。 
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本格的な女性活躍のために 

 職場における仕事配分が重要に 

– 上司は、制度利用者のキャリア展望を踏まえた仕事配分を意識的に行う必要
がある。本人が望むキャリアの形成にとって重要な経験を重要なタイミングで
経験できるよう、キャリア展望と仕事配分の摺合せが必要になる。 

 

 仕事の配分にあたって過度な配慮がなされないことに留意 

– 残業（持ち帰り残業を含む）や出張などは絶対にさせてはいけないといった過
度な配慮による硬直的な制度運用が仕事配分を困難にし、結果として制度利
用者の仕事経験を制約している面がある。 

 

 

女性と上司・組織との相互コミュニケーション 
   「育児期の女性が、適切な説明を受けてその諾否を決定する」ことの重要性 
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