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女性労働と育児・介護Ⅶ
１ 労働法における女性保護の変遷
昭和22年に制定された労基法は、戦前の工場法を継承し、女性労働者を生理的・

体力的に弱い面のある労働者として（保護職工の思想）、年少者と共に保護される
べき存在と考えて、広範な保護の対象としてきました。
しかし、現在では、これらの保護には合理性がなく、また男女雇用平等の促進に

とっても妨げになると考えられており、女性労働者を保護する規定は縮小していま
す。
昭和60年の男女雇用機会均等法の制定以降の女性労働者に対する関心は、男性

労働者を含めて、育児や家族介護を担当する労働者に対する支援を拡充して、家庭
と職業の両立支援を図る方向に向かっています。その中心をなすのが育児介護休業
法です。
また、最近では、次世代育成支援対策推進法（平成15年制定、同17年施行）

にみられるように、少子化対策の観点からも労働者の職業と家庭の両立支援は重要
な立法政策の一部となっています。
以下では、女性一般の保護、母性・妊産婦保護、男女雇用機会均等法、育児介護

休業法、次世代育成支援対策推進法について述べていきます。

２ 女性労働者一般の保護

【坑内労働】
使用者は，坑内で行われる業務のうち、人力により行われる掘削の業務、その他

女性に有害な業務として、厚生労働省令で定める業務に、女性を就かせてはなりま
せん（労基法64条の2)。

【危険有害業務の就業制限】
使用者は、重量物を取り扱う業務、及び有害ガス等を発散する場所における業務

に、女性を就かせてはなりません（労基法64条の3第2項、女性則3条）。
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重量物を取り扱う業務の就業制限

年　　　齢
重量〔単位：㎏）

断続作業 継続作業

16歳未満 12㎏ 8㎏

16歳以上18歳未満 25㎏ 15㎏

18歳以上 30㎏ 20㎏

【生理休暇】
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を

就業させてはなりません（労基法68条）。
「生理日の就業が著しく困難」かどうかは本人の判断に委ねられます。何らかの
証明がいる場合も医師の証明ではなく、同僚の証言程度でよいとされています。
生理休暇中の賃金については、有給・無給であるかは、当事者間の合意に委ねら

れます。また、就業規則等で有給日数を限定することはできますが、休暇自体の日
数を限定することはできません。

３ 妊産婦保護
【産前休業】
産前産後休業（産休）は、産前休業と産後休業とで違いがあります。
産前休業では、6週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内に出産予定の女性が請

求した場合、使用者はその女性を就業させてはなりません（労基法65条1項）。
女性の「請求」が要件です。出産予定日の6週間前から「請求」できますが、実際
の出産日までが産前休業になります。したがって、出産日がいつかによって産前休
業の期間は一定しません。

【産後休業】
使用者は、産後8週間は当該女性を就業させてはなりません（労基法65条2項）。

これが産後休業です。ただし、産後6週間を経過すれば（産後7～ 8週目）女性
の請求により、医師が「支障がないと認めた業務」に就かせることができます（労
基法65条2項但書）。
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したがって、産後6週間は絶対的な就労禁止期間です。産後休業は女性の請求が
なくても出産日の翌日から産後休業に入ります。ここでいう「出産」とは、妊娠4
か月以降の早産、死産、流産、中絶も含まれます。
産休中の賃金について労基法に規定はなく、その扱いは当事者に委ねられます。

なお、健康保険法の被保険者である場合には、産休により休業した期間中、標準報
酬日額（労基法の平均賃金）の3分の2相当額が出産手当金として支給され（健保
法102条）、また、出産育児一時金として42万円が支給されます（健保法101条）。

【危険有害業務の就業制限】
妊産婦に対する危険有害業務の就業制限は、女性労働者一般に禁止される①重量

物を取り扱う業務、②有害ガス等を発散する場所における業務を含めて、24業務
あります（女性則2条）。「妊婦」に対しては、そのすべての業務が禁止されますが、
産後1年以内の「産婦」については、大部分は本人が従事しない旨を使用者に申し
出た場合に就業が禁止されることになっています。

【変形労働時間制、時間外・休日労働、深夜業の就業制限】
使用者は、妊産婦（妊娠中および出産後1年未満の女性）に対しては、変形労働

時間制を採用している場合であっても、本人が申請した場合には、週40時間、1
日8時間を超えて働かせることはできません（労基法66条1項）。また、妊産婦
が申請した場合は、「災害その他避けることができない事由による場合」、「公務の
ために臨時の必要がある場合」及び「36協定による場合」でも時間外・休日労働
をさせてはなりません（労基法66条2項）。
さらに同じく妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせることもできません（労

基法66条3項）。いずれも妊産婦の請求が要件になっています。
なお、妊産婦である管理監督者（工場長、支店長など）は労基法41条により、

時間外労働及び休日労働の規定は適用されませんが、深夜業に関する規定は適用さ
れるので、深夜業を希望しない請求があれば，深夜業をさせてはなりません。

【育児時間】
1歳未満の子を育てる女性は、休憩時間のほか1日2回各々少なくとも30分、
その子を育てるための時間を請求することができます（労基法67条1項）。
使用者は、育児時間中その女性を使用してはなりません。この場合、女性の請求

に対して使用者の承諾は不要です。
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育児時間の目的は「子を育てること」であって必ずしも授乳に限定されません。
育児時間のとり方も女性に委ねられます。1日2回少なくとも30分を1回1時間
にまとめて取得し、出勤時間を1時間遅らせ、退勤時間を1時間早めることも可能
です。育児時間は休憩時間と異なり、労働時間の途中でなくともよいからです。

４ 男女雇用機会均等法
（１）男女性差別の禁止

【直接性差別の禁止】
男女雇用機会均等法（均等法）は、男性に対する女性差別のみを禁止する法律で

はなく、女性に対する男性の差別をも禁止しています。その意味で均等法は ｢女性
差別禁止法｣ ではなく、｢性差別禁止法」です。均等法は以下の諸形態の男女差別
を禁止しています。
① 募集・採用（均等法5条）
② 配置（業務の配分及び権限の付与を含む）、昇進（昇格を含む）、降格、教育
訓練（均等法6条1号）

③ 福利厚生措置（生活資金等の資金の貸し付け、定期的な金銭給付、資産形成
のための金銭貸し付け、住宅の貸与）（均等法6 条2 号）

④ 職種及び雇用形態の変更（均等法6 条3 号）
⑤ 退職勧奨、定年、解雇ならびに労働契約の更新

【男女差別の判断とコース別雇用管理】
均等法に反する男女差別の判断は、①同じ「雇用管理区分」において、②「男

女のいずれかを排除」したり、「男女で異なる扱い」をしたり、あるいは「男女の
いずれかを優先」することを意味します（均等法指針平18.10.11労告614号）。
これらは、直接性差別にあたります。
異なる「雇用管理区分」の間で、男女労働者に「異なる扱い」があっても均等法

違反にはなりません。
「雇用管理区分」とは、「職種、資格、雇用形態、就業形態等の区分その他の労働
者の区分であって、当該区分に属している労働者について、他の区分に属している
労働者と異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているもの」をいいます（上
掲均等法指針）。
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この「雇用管理区分」が同一かどうかは、当該区分に属する労働者の職務内容、
転勤などの人事異動等について、他の区分の労働者との間に客観的・合理的な違い
があるか否かによって判断されます。他の区分との間に形式的に違いがあっても、
実態的に違いがなければ同一の区分とされます。
企業がしばしば採用する「コース別雇用管理」における、「総合職」と「一般職」

も「雇用管理区分」ですから、総合職の男性と一般職の女性の間で配置・昇進等の
取り扱いに差異があっても当然に均等法違反にはなりません。
しかし、総合職と一般職という雇用管理区分を設けながら、すべての女性労働者

を一般職に配置するなど、その実質が女性差別を意図するものであったり、区分が
不明確であるなど客観的・合理的な区別ができない場合は、男女の取り扱いの差異
は均等法に違反する（「配置」差別）直接性差別となります。

【間接性差別の禁止】
間接性差別とは、一般的には、①外見上は性中立的な要件にもとづく措置であっ

て、②その要件を満たす男女の比率からみると一方の性に著しい不利益をもたらし、
実質的に性別を理由とする差別となる恐れがあり、③その要件に合理性の認められ
ない場合をいいます（均等法7条）。
均等法は、間接性差別の例として次の三つを示しています（施行規則2条）。
① 募集・採用にあたり、労働者の身長、体重、又は体力を要件とするもの
② コース別雇用管理における総合職の募集・採用にあたり全国転勤を要件とす
るもの

③ 昇進にあたり、転勤経験を要件とするもの
これらにつき、業務の遂行上特に必要がない場合、雇用管理上特に必要がない場

合、その他合理的な理由がない場合は、間接性差別として禁止されます。
例えば、ある職種の労働者を募集・採用するにあたって、「身長170センチ以上」

という要件を設けた場合、その要件を満たす男女労働者の比率は圧倒的に男性が多
く、女性は極めてわずかであって女性に著しい不利益をあたえ、実質的に性別を理
由とする差別となる恐れがある場合には、「身長170センチ以上」という要件が業
務上ないし雇用管理上、特に必要性がないか、あるいは合理的理由がなければ、こ
の募集・採用は均等法7条に違反する間接性差別となります。
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（2）婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱の禁止

【婚姻・妊娠・出産退職の禁止】
使用者は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、または出産したことを退職理由として

予定する定めをすることは禁止されます（均等法9条1項）。

【婚姻を理由とする解雇の禁止】
使用者は、女性労働者が婚姻したことを理由とする解雇を禁止されます（均等法

9条2項）。

【妊娠・出産・産前産後休業等を理由とする解雇その他の不利益扱いの禁止】
使用者は、①女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、産前産後休業を請求・

取得したこと、妊産婦が有害業務に就かなかったこと（労基法64条の3第1項）、
②妊産婦が変形労働時間制・時間外・休日労働・深夜業をしなかったこと（労基法
66 条)、③育児時間の請求・取得をしたこと、④均等法の定めた健康診査や勤務
時間の変更等の母性健康管理措置を請求・取得（均等法12～ 13条）したことを
理由に「解雇その他の不利益な取扱い」をすることは禁止されます（均等法9条3 
項）。
均等法指針では、「その他の不利益な取扱い」の例として、以下のものをあげて

います。
ア．退職勧奨や正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契
約の変更を強要すること。

イ．産前産後休業の休業終了予定日を超えて休業すること、又は医師の指導に基
づく休業期間を超えて休業することを強要すること。

ウ．妊娠・出産等に係る不就労期間分を超えて，賃金を不支給とすること。

【妊娠中及び産後1 年未満の女性労働者の解雇の禁止】
妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた

解雇は、事業主において、当該解雇が上記の①～④の理由（均等法9条3項）によ
るものでないことを証明しないときは、無効とされます。

（3）セクシュアルハラスメント防止措置
均等法は、男性に対する女性の差別のみならず、女性に対する男性の差別をも禁

止しています。したがって、使用者によるセクシュアルハラスメント（性的嫌がら
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せ）の防止措置も、男女労働者の双方に対して求められることになります（均等法
11条）。
使用者は、職場でのセクシュアルハラスメントの防止措置として、次の９つの措

置を講じなければなりません（セクシュアルハラスメント防止指針平18.10.11 
厚労省告示615号）。
① セクシュアルハラスメントの内容とともに、セクシュアルハラスメントがあっ
てはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発
すること。

② 行為者に対して、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等に規定し、
周知・啓発すること。

③ 相談窓口をあらかじめ定めること。
④ 窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、
広く相談に対応すること。

⑤ 相談の申出があった場合は、事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
⑥ 事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置を適正に行うこと。
⑦ 再発防止に向けた措置を講ずること。
⑧ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知
すること。

⑨ 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由とする不利益な取り
扱いを行ってはならない旨を定め、周知すること。

（4）妊娠中・出産後の健康管理措置
均等法は、女性労働者の妊娠中および出産後の健康管理について定めています。

これは、母子保健法（昭和40年制定）により定められた妊産婦に対する保健指導
や健康診査が、仕事を持つ女性に支障が生じないようにする措置です。
使用者は、女性労働者が医師や助産師等による保健指導や健康診査を受けること

のできる必要な時間を確保するようにしなければなりません（均等法12条）。
具体的には、女性労働者が妊娠中の場合には、保健指導や健康診査のために、妊

娠23週までは4週に1回、24 ～ 35週は2週に1回、36週～出産週は1週1 
回の通院休暇その他通院が妨げられないよう、必要な時間を確保しなければなりま
せん。
同時に、当該女性労働者が、医師・助産師等の保健指導や健康診査による指導事
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項を順守きるように、勤務時間の変更や勤務の軽減等の必要な措置をとらなければ
なりません（均等法13条）。

（5）ポジティブアクション
個々の企業において、固定的な男女の役割分担意識や、過去の経緯から「営業職

には女性がほとんど配置されていない」、「課長以上の管理職は男性が大半を占めて
いる」等の性差が男女労働者の間に生じていることが多く、このような性差は、均
等法上性差別を禁止した規定を順守するだけでは解消できません。
「ポジティブアクション」とは、このような性差の解消を目指して個々の企業が
進める自主的かつ積極的な取組のことであり、男女の均等な機会及び待遇を実質的
に確保するために望ましいものです。
これまでも、国は取組企業に対する相談などの援助を実施してきましたが、現行

法では，ポジティブアクションの実施状況を開示する場合も、国の援助を受けるこ
とができるようになっています（均等法14条）。
なお、厚生労働省は、ポジティブアクション応援サイトを設け、企業から寄せら

れた取組事例を紹介しています。

（6）過料の創設
これまでは、厚生労働大臣（都道府県労働局長）が、事業主に男女均等取扱いな

ど均等法に関する事項について報告を求めても、報告を拒否したり、虚偽の報告を
する使用者がいる一方、報告をした企業が均等法違反とされる場合があり、制度上
問題がありました。
そこで、均等法（2006年改正）は、報告の求めに応じないか、または虚偽の
報告をした場合は、20万円以下の過料に処せられることになりました（均等法
29条、33条）。

（7）紛争の解決
事業主は、男女差別に関する事項（募集・採用を除く6条、7条、9条、12条、

13条の紛争）について、男女労働者から苦情を受けたときは、苦情処理機関（労
使の代表者による苦情処理機関）に処理を委ねる等、自主的な解決を図るように努
めなければなりません（均等法15 条）。
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それとともに、事業主及び労働者は、紛争解決のために都道府県労働局長に情報
の提供、相談、その他の援助を求めることができます（個別労働関係紛争解決促進
法3条）。
また、都道府県労働局長による必要な助言、指導、又は勧告を求めることができ

ます（均等法13条1項、新法1条1項）。
さらに、個別労働関係紛争解決促進法に基づいて、都道府県労働局に設置された

紛争調整委員会に調停（募集・採用に関する紛争を除く）を求めることができます
（均等法14～ 19条、17～ 27条）。（「Ｘ 個別労働紛争の解決｣ 参照）。

（8）均等法違反の司法救済
均等法が禁止する男女差別禁止規定は強行規定と考えられることから、均等法違

反の行為は、私法上は（労使間の法律関係では）違法あるいは無効とされ、また、
不法行為による損害賠償（慰謝料を含め）請求が可能となります（民法709条）。
問題は、損害賠償以外により直接的で実効性ある司法救済が可能かどうかです。

例えば、女性差別によって当該女性が「昇格」、「昇進」していない場合に、比較対
象となる男性と同等の格付けを認める昇格請求権の当否が問題となります。
一般論としては、均等法の規定自体からこのような差別の是正を求める請求権な

いし法効果を直接導くことはかなり困難です。均等法は差別を禁止し、禁止された
行為を違法、無効とするが、違法、無効とされた部分を差別されなかった労働者と
同じ扱いをすることまで認めているとは考えにくいからです。

５ 育児・介護休業の保障
育児・介護休業法（育介法）によって保障されている育児休業及び介護休業その

他の権利は、女性労働者のみを対象にするものではなく、男女労働者に対して等し
く保障されたものです。
しかし、実際には対象者のほとんどが女性労働者です。その意味で、育介法は女

性労働者にとって重要な法であり、また、女性労働者の家庭と職業の両立支援とい
う観点から、今後、ますます重要な法律になるでしょう。
もちろん、企業にとっても育介法への対応は企業のイメージを大きく左右するで

しょうし、さらに、国が推進する少子化対策にとってもますます注目される法律に
なると考えられます。
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以下は、平成21年改正法（平成22年6月20日より全面施行）に基づいてお
話しします。

（1）育児休業制度

【育児休業の意義と性格】
育児休業とは、労働者が育児介護休業法に基づいて子を養育するためにする休業

をいいます（育児介護休業法（育介法）2条1号）。
これは労働者（男女労働者）に認められた権利であって、女性労働者に限定され

るわけではありません（育介法5条1項）。男女労働者が1人の子に対して1回ず
つとることができます。育児休業の権利は使用者の承諾を必要としません。使用者
は育児休業の申出を拒むことはできません（同法6条1項）。

【適用労働者】
男女労働者に認められた休業ですが、育児休業は日々雇用される者、期間を定め

て雇用される者（1年以上継続雇用され、子が1歳になる日を超えて雇用されるこ
とが見込まれる者は適用されます）、労使協定によって除外された者など一定の者
は除かれます（同法2条1号、5条1項但書、6条1項但書）。
配偶者の出生後8週間以内に父親が育児休業を取得する場合、再度、育児休業が

取得できることになっています（育介法5条2項）。この場合、産後8週間以内に
最初の育児休業を終了していることが必要です。再度の育児休業は、父親のみに適
用されます。

【対象となる子と休業期間】
対象となる子は1歳未満の子ですが（育介法5条1項）、1歳に達した日に保育
所への申込をしていて、まだ入所していないとき、又は養育している者が病気など
の場合は、1歳半までの子が対象になります（育介法5条3項、育介法施行規則4
条の2）。
父母ともに育児休業を取得した場合、育児休業の可能期間は、子が1歳2か月に
達するまで（ただし、父母1人ずつに認められた休業期間（母親の産後休業期間を
含む）の上限は1年間です）延長できます（育介法9条の2）。｢パパ・ママ育休プ
ラス」といわれるものです。
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【育児休業の手続】
労働者は、申出（書面のほかファックス、e メールを含む）により休業の初日と

末日のほか、子の氏名、生年月日、続柄等を記して、1か月前までに使用者に申出
ることによって休業することができます（同法5条4項）。休業前日までに撤回す
ることもできます（同法8条1項）。

【解雇等の不利益扱いの禁止】
使用者は、労働者が育児休業の申出・取得をしたこと（育介法10条）、子の看
護休暇の申出・取得をしたこと（育介法16条の4）、3歳に満たない子を養育す
る労働者が申出により所定労働時間を超えて労働しなかったこと（育介法16条の
9）、小学校就学前の子を養育する労働者が申出により深夜業をしなかったこと（育
介法20条の2）を理由に、当該労働者に対して、解雇その他の不利益扱いをする
ことは禁止されています。

【短時間勤務の義務化と所定外労働免除の義務化】
3歳までの子を養育する労働者で育児休業をしていない者に関しては、労働者の

申出により、使用者は所定労働時間の短縮する措置（原則として1日の所定労働
時間6時間）をとらなければなりません（育介法23条1項）。これは育児休業を
とらない労働者への代替措置の1つではなく、優先的な措置義務です。ただし、1 
日の所定労働時間が6時間以下の場合は適用されません。
なお、この短時間（6時間）勤務制は、従業員100人以下の事業主は、平成24 

年6月30日まで猶予されます（平成21年法附則条）。
また、3歳までの子を養育する労働者が請求したときは、事業主は所定外労働を

免除する義務を負います（育介法16条の8第1項）。これも従業員100人以下の
事業主には、平成24年6月30日まで猶予されます（平成21年法附則条）。

【小学校就学前の子の養育支援】
小学校就学前の子を養育する労働者に対しては、以下の措置をとることを使用者

の努力義務としています（育介法24 条）。以下の措置は、従業員100人以下の事
業主には、平成24年6月30日まで猶予されます（平成21年法附則２条）。
① 1歳（又は1歳6か月）未満の子を養育する労働者で育児休業をしていない
者については、「始業時刻変更等の措置」をとること。

② 1歳から3歳までの子を養育する労働者については、「育児休業に関する制
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度」、又は「始業時刻変更等の措置」をとること。
③ 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、「育児休業に関する
制度」、｢所定外労働の制限」、「所定労働時間短縮の措置」、又は「始業時刻変
更等の措置」をとること。

【法定時間外労働・深夜労働の制限】
小学校就学前の子を養育する労働者が請求した時は、使用者は、1月24時間、

年間150時間を超えて法定時間外労働をさせることはできません。ただし、事業
の正常な運営を妨げる場合は、この限りではありません（育介法17条）。
使用者は、小学校就学前の子を養育する労働者が請求した場合には、深夜労働を

させることはできません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りで
はありません（育介法19条1項）。

【子の看護休業】
小学校就学前の子を養育する労働者は、その子が負傷・疾病した場合の世話の

ため、又は子の予防接種・健康診断を受けさせるために、申出により、当該子が1 
人の場合は年5日（2人以上は年10日）を限度に休暇をとることができます（育
介法16条に2）。これを、「子の看護休暇」といいます。

【労働者の配置への配慮】
労働者の配置の変更で就業場所が変わる労働者に対して、使用者は、子の養育が

困難にならないよう配慮する義務を負います（育介法26 条）。これは、努力義務
規定と解されていますが、関係従業員の配転・出向の場合には留意する必要があり
ます。

【育児休業中の賃金・保険料】
休業期間中、育児休業給付金として賃金の50％が雇用保険法に基づいて保障さ

れ（雇用保険法61条の4）、また、健康保険・厚生年金保険及び雇用保険の労働
者負担分の保険料が免除されます（健保法159条、厚生年金法81条の2）。

（2）介護休業制度

【介護休業の意義と要件】
介護休業とは、労働者（男女労働者）が「要介護状態にある対象家族を介護する
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ために休業すること」をいいます（育介法2条2号）。
「要介護状態」とは、「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週
間以上にわたり常時介護を必要とする状態」（育介法2条3号、育介則1条）です。
「常時介護を必要とする状態」とは、日常生活の基本動作（歩行、排泄、食事、入浴、
着脱衣の5項目）のうち全部介助が1項目以上、一部介助が2項目以上あって、か
つその状態が継続すると認められるか、又は問題行動（攻撃的行為、自傷行為、火
の扱い、徘徊、不穏興奮、不潔行為、失禁の7項目）のうち1目以上が重度、又は
中度に該当し、かつ継続すると認められることを指します（平7.9.29婦発277
号）。
 「対象家族」とは、配偶者、父母、子、配偶者の父母、及び同居し、かつ扶養し

ている祖父母、兄弟姉妹、孫です（育介法2条4号、育介則2条）。祖父母、兄弟
姉妹は同居・扶養が要件になっています。

【介護休業の手続き】
介護休業の権利は男女労働者に各々1回ずつ認められた権利であって、使用者

の承諾は必要とされません。
男女労働者は、使用者に対して書面等で休業初日と末日のほか、対象家族の続柄、

要介護状態にあること、同居・扶養の事実（祖父母、兄弟姉妹の場合）等を書面（ファッ
クス、eメールも可）に記して申し出ることにより、対象家族1 人につき通算93
日の範囲で、要介護状態ごとに1 回ずつ休業することができます。
使用者は、必要な事項を証明する証明書の提出を求めることができます（育介法

11条、育介則22条）。
なお、日々雇用される者、期間を定めて雇われる者（1年以上継続雇用され、介

護休業開始日から93日を超えて雇用されることが見込まれる者は適用されます）、
労使協定により除外された者は除かれます（育介法2条1号、11条1項、12条
1項）。

【短時間勤務等の措置】
使用者は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、介護休業とは

別個に、当該労働者の申出に基づいて、連続93 日以上の期間における所定労働時
間の短縮、その他対象家族の介護を容易にするための措置をとらなければなりませ
ん。その他の措置には「フレックスタイム」、「始業・終業時刻の繰り下げ、繰り上
げ」、「介護費用の助成」が含まれます（育介法23条2項）。
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【法定時間外労働・深夜労働の制限】
要介護状態にある対象家族を介護している労働者に対して、使用者は、1月24

時間、年間150時間を超えて法定時間外労働をさせることはできません。ただし、
事業の正常な運営を妨げる場合はこの限りではありません（育介法18条1項）。
要介護状態にある対象家族が請求した場合には、使用者は、深夜労働をさせるこ

とはできません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合はこの限りではありませ
ん（育介法20条）。

【介護休暇】
要介護状態にある対象家族を介護する労働者は、通院の付添等に対応するため

に、申出によって、年に5日（要介護家族が2人以上の場合は10日）を限度とし
て、当該世話を行うために休暇（介護休暇）をとることができます（育介法16条
の5）。ただし、従業員100人以下の事業主には、平成24年6月30日まで猶予
されます。

 【解雇その他の不利益取扱の禁止】
使用者は、労働者が介護休業の申出・取得をしたこと（育介法16条）、要介護
家族の介護休暇の申出・取得をしたこと（育介法16条の7）、対象家族を介護す
る労働者が連続する93日間の期間以上の期間における所定労働時間の申出をし適
用されたこと（育介法23条の2）を理由に解雇その他の不利益な扱いをすること
は禁止されます。

【労働者の配置への配慮】
使用者は、労働者の配置の変更で就業場所が変わる場合に対して、家族介護が困

難にならないよう配慮する義務を負います（育介法26条）。

【介護休業中の賃金】
介護休業給付金として、休業期間中、賃金の50 ％が雇用保険法により保障され

ます（雇用保険法61条の6）。

（3）実効性の確保
育児介護休業法は、法律の実効性を確保するために、二つの措置を設けています。
1つは、育児休業及び介護休業の所得等に伴う苦情や紛争に関して、都道府県労

働局長による紛争解決の援助及び個別労働紛争解決促進法に基づく紛争調整委員会
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による調停制度を設けています（育介法52条の2～52条の6）。
他は、厚生労働大臣は，法律の施行に関して必要があるときは事業主に対して報

告を求めたり、助言・勧告をしたりすることができるが、法律の規定に違反する事
業主に対して勧告をした場合において、これに従わないときは、その旨を公表する
ことができることになっています（56条、56条の2）。

６ 次世代育成支援対策推進法への対応
わが国では、第二次ベビーブームが去った1970年代後半頃から、合計特殊出

生率が人口増減の目安とされる2.08を割り込み、平成元年には1.57を記録し（丙
午にあたる1966年の1.58を割り込んで「1.57ショック」といわれ、育児休業
法制定のきっかけとなった）、その後も出生率の低下には歯止めがかからず、少子
化は重要な社会問題の一つとして認識されています。政府も平成14年に、「少子
化対策プラスワン」を公表して「働き方の見直し」を掲げ、「家庭よりも仕事優先」
という伝統的な考えの見直しを提案しています。
こうした背景のもとで、平成15年7月に次世代育成支援対策推進法が制定され、
平成17年4月より施行されています。この法は、「次代の社会を担う子供が健や
かに生まれ、かつ育成される社会の形成に資すること」を目的に、国、地方自治
体及び企業が、保護者の子育ての支援をすることを基本理念としています(同法3
条）。この基本理念の推進を図るために、主務大臣は、「行動計画策定指針」を定め
ています（同法7条）。
この「行動計画策定指針」に基づき、同法では、平成23年4月1日以降、常時

101人以上の労働者を雇用している事業主に対して、「働き方の見直し」や「子育
てと仕事の両立支援」などについて具体的な取組を定めた行動計画(「一般事業主
行動計画」）を策定し、都道府県労働局に届出ることを義務付け、また、100人以
下の事業主に対しても、一般事業主行動計画策定指針の策定と届出が努力義務にな
りました（同法12条1項、同3項）。
一般事業主行動計画には、①「計画期間」、②次世代育成支援対策の実施により

達成しようとする「目標」、③実現しようとする次世代育成支援対策の「内容」と「実
施時期」を定めることになっています（同法12条2項）。

【ワークライフバランス】
ワークライフバランスとは、｢仕事｣ と、子育てや親の介護、地域活動等の「仕
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事以外の生活」との調和がとれ、その両方が充実している状態をいいます。
個人にとっては、ライフステージに応じて、仕事の進め方・働き方を見直し、自

分だけではなく他人の時間・生活をも尊重する生き方です。
企業にとっても、働きがいのある職場をつくり、優秀な人材の確保、社員のモチ

ベーションの向上、業務効率の改善を進めていくのに役立ちます。
その実現の具体的方策は、単に長時間労働の抑制だけにとどまらず、生活重視の

柔軟な働き方の選択の実現や非正規労働者の待遇の改善、育児・介護のための時間
的保障など多方面にわたります。
東京都では、企業の取組を支援する制度として、以下のような事業を行っていま

す。
○「とうきょう次世代育成サポート企業」の登録制度
○東京都中小企業両立支援推進助成金
○非正規労働者雇用環境整備支援事業（トライ企業・レベルアップ企業）
○東京ワークライフバランス認定企業
○「東京モデル」事業
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