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なぜ女性は活躍できないのか
－男女共同参画の視点から
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自己紹介（専門分野：女性労働、男女共同参画）

1945年4月生まれ 千葉大学卒

2005年まで日本経済新聞東京本社勤務（編集局次長兼文化部長、編集委
員、論説委員等を歴任）
2005年～15年 実践女子大学人間社会学部教授
2015年～ 一般財団法人女性労働協会会長（旧労働省設置組織）
（他に高校卒業後、日立製作所国分工場に1年半＝1963年～64年7月＝勤務）

2005年～2017年 政府の諮問機関、男女共同参画会議議員
第4次男女共同参画基本計画・計画策定専門調査会会長
国の男女共同参画行政を監視する監視専門調査会会長等を歴任

『男と女 変わる力学』、『男の座標軸』、『男女共同参画の時代』（以上、岩
波新書） 『男女摩擦』、『雇用破壊 非正社員という生き方』（以上、岩波
書店） 『恵里子へ 結納式の10日後、ボリビアで爆死した最愛の娘への
鎮魂歌』（日本経済新聞出版社） 『男女平等は進化したか－男女共同参
画基本計画の策定、施策の監視から』（新曜社） 新刊（2019年1月発売）
は『なぜ働き続けられない？ 社会と自分の力学』（岩波新書）
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日本の医療は...
「医師の自己犠牲的な長時間労働」で支えられている

（医師の働き方改革に関する検討会報告書、厚生労働省2019年）

...「自殺や死を毎週又は毎日考える」医師も3.6％ほど

👉大事なのは...

■ワーク・ライフ・バランス－育児等を行いながら就業を継続したり、復職したりでき
る環境を整え、多様で柔軟な働き方の実現
⇒女性医師割合の上昇等も踏まえ、改革を進める必要
■診療業務の特殊性－①国民の命を守る公共性 ②疾病の発生や症状の変化が予
見不可能である不確実性 ③高度の専門性 ④常に新しい診断・治療法の追求と、
その活用・普及（技術革新と水準向上）の必要性
■出産・育児期の女性－上記のような特殊性があるものの、勤務環境整備が十分進
んでおらず、出産・育児期の女性など時間制約のある医師は就業を継続しにくい
■チーム医療の考え方を進める必要性－看護師等が医師がいないことで患者の命
を救うことを躊躇することがないようにしてはどうか、という声もある
安全性・有効性を確認しつつ、医師以外の医療従事者や患者の思いも含めた検討も
重要

☞女性医師等が働きやすい環境の整備の推進－医師が働きやすい勤務環境を整

備することが重要
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2008年・男女共同参画推進本部決定事項（本部長は総理）

「活躍が期待されながら女性の参画が進んでいない分野についての重点的取組」
医師 研究者 公務員

👉医師国家試験 女性合格者割合33.4％（2007年）、医師全体の17.2％（2006年）
※2019年は女性合格者は33.2％、受験者は男性6843人 女性3303人
医師全体の21.1％（2016年、医師・歯科医師・薬剤師調査、厚労省）

👉多くの女性医師は慢性的な長時間労働、夜勤や当直等不規則な勤務形態
－育児や介護等と仕事の両立が困難

👉育児が一段落し、第一線に戻って活躍するには
－その間の医療技術の進歩のキャッチアップ等、多くの課題乗り越える必要性

👉当直、夜勤勤務が多く、勤務環境が厳しい

では、どうするか
1 勤務体制の見直し
２ 多様な保育ニーズにこたえる保育所の整備等、継続的な就業支援
３ 出産、育児、介護等による離職後の復帰支援
４ 意思決定の場への女性の登用促進



女性活躍推進とワーク・ライフ・バランス
政府･事業所の取組の二本柱
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職場女性の活躍推進
(ポジティブ・アクション)

仕事と生活の両立支援
（ワーク・ライフ・
バランス)

子どもを産み育児休業を取得しても、
キャリアを活かして活躍できる職場づくり

女性の活躍に向けた
取組の実施

仕事と家庭を両立でき
る職場環境の整備

⇒男女問わず全ての職員が育児･介護等制約があっても
いきいきと働ける職場環境
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医療現場
家庭を持ちながら仕事続ける環境 整っていない？

「…大学関係者は「女性は出産や子育てを機に、医師をやめるケースが多い」として、系列病院
などの要員不足を防ぐための「暗黙の了解」があったと話している。…女性医師の休息や離職
が多いのは事実だ。だがそれは他の多くの職場と同じく、家庭や子どもを持ちながら仕事を続け

られる環境が、医療現場に整っていないためだ」 朝日新聞2018年8月3日付 社説から

第4次男女共同参画基本計画はこう指摘する

①女性医師の更なる活躍に向け、復職支援や勤務体制の柔軟化（短時間勤務や当直等の配
慮）、チーム医療の推進、複数主治医制の導入、 地域の医療機関との連携など、女性医師が
活躍するためのモデル的な取組を実施・普及する
②医療機関における職場の上司や同僚の理解促進、男女共に働き続けやすい柔軟な勤務体
制の工夫、相談体制の構築等を支援する
③保育所、病児保育、民間のシッターサービスなど、様々な保育サービスを利用できる環境を
整備する
④育児等で一定期間職場を離れた女性医師や看護師等の復職が円滑に進むよう、最新の医
学・診療知識へのキャッチアップ、相談・職業あっせん等を推進する
⑤30％目標に向けて、医療機関や学術団体、職能団体等の関係団体等に対し、女性医師等
の活躍状況の把握・分析、女性医師等の採用・登用 や継続就業に関する目標設定、女性医
師等の活躍状況に関する情報開示（見える化）を奨励する
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男女平等の原点 女子差別撤廃条約（1985年批准）

前文
…母性の社会的重要性並びに家庭及び子の養育における両親の役割に留意し、ま
た、出産における女子の役割が差別の根拠となるべきではなく、子の養育には男女
及び社会全体が共に責任を負うことが必要であることを認識し、社会及び家庭にお
ける男子の伝統的役割を女子の役割とともに変更することが男女の完全な平等の達
成に必要である…

男女共同参画社会基本法（1999年制定、施行）

第2条（定義）
男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によっ
て社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等
に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任
を担うべき社会を形成することをいう

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の
支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族
の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができる
ようにすることを旨として、行われなければならない。
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男女共同参画社会基本法 根底に流れるもの

👉異なる二つの平等関連の主張

男女特性論
生物学的に男女が異なる個体であるならば、社会的役割も異なる
≒本質主義（不変）⇔生得的因子が人間を左右する

男女共同参画
性別にかかわりなく、個性と能力を十分に発揮できる社会
≒構築主義（可変）⇔人間の性質は後天的

👉男女共同参画社会基本法はどう位置付けられたか

A案－男女の特性を前提とせず男女平等を目指す

ジェンダーからの解放を志向（男女特性論の否定）

B案－男女の特性を是認した上で男女平等を志向

C案－ジェンダーの意味が未定着

ジェンダーという用語を使わない

…男女共同参画社会基本法はA案を採用
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指導的地位について

👉指導的地位とは
①議会議員
②法人・団体等における課長相当職以上の者

③専門的・技術的な職業のうち特に専門性が高い職業に従事する者

（2007年2月男女共同参画会議決定）

◇議会議員⇒政治分野の男女共同参画推進法

◇課長相当職以上の者⇒女性活躍推進法

◇専門的・技術的職業⇒どれが特に専門性が高いかを区分するのは困難。

それ以上の定義、区分は行わない。代表例は大学で６年間の専門教育を必要とする
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、これに準ずる弁護士、会計士、研究者、記者

（2006年10～12月開催、男女共同参画会議基本問題専門調査会）

👉目標は「２０２０３０」でした
雇用分野の結果の平等⇒ 「志向しない」

（1981年5月男女平等問題専門家会議）

⇒報告書「雇用における男女平等の判断基準の考え方について」
「雇用の男女平等を実現するということは、…結果の平等を志向するものではない」
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女性の活躍とは何か？

「1人1人の女性が、その個性と能力を十分に発揮できること」

「女性の管理職比率の上昇は、女性の活躍の一側面を測るも
のであるが、女性の活躍は、それだけでなく、あらゆる職階や
非正規雇用を含めたあらゆる雇用形態等で働く一人一人の
女性が、その個性と能力を十分に発揮できることを目指して
推進する必要がある」

（女性活躍推進に関する事業主行動計画策定指針）

☞女性管理職をつくることだけが目的ではない
女性が「個性と能力を十分に発揮できる」職
場環境の整備
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時代が変わり、「活用」から「活躍」へ
■女性「活用」の時代
・例えば、男女雇用機会均等法制定（1985年）前後
・「活用」は下の人を使う「上から目線」－今も「活用」を使用するケースも

■女性「活躍」の時代
・例えば、「女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（2015年9月決定）

我が国は急速な人口減少局面を迎えている
総人口は 2060年ごろ9000 万人を割る（現在は12000万人）
生産年齢人口（15～64 歳）は50％（現在は60％）に
女性は非正規雇用が多く、固定的な性別役割分担意識
に基づく男性中心の雇用慣行を背景に管理職も少ない
・では、どうするか

☞「我が国最大の潜在力」－女性の力を最大限に発揮する必要性
☞経済成長に不可欠－成長戦略の中核に位置付ける必要性

☞そして、女性の活躍を推進するに当たっては

－男女共同参画社会の形成の趣旨 踏まえる必要性
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人権意識の浸透？ いや、労働力不足対策

■女性活躍推進は男女共同参画の理念を踏まえているか
☞男女共同参画とは
「男女共同参画－それは、人権尊重の理念を社会に深く根づかせ、真の男女平等の
達成を目指すものである」 （「男女共同参画ビジョン」男女共同参画審議会、1996年）
－人権重視（社会政策）の政策

☞政府・女性活躍推進は経済政策
◆民主党時代 経済再生論
⇒働く「なでしこ」大作戦－女性の活躍推進による経済活性化行動計画

2012年6月スタート 12月政権交代

◆自民党 「社会政策ではなく経済政策の重要な柱の一つと位置付けている」
⇒女性は人材資源として活かされてこなかった
さまざまなバックグラウンドの人材が刺激を与え合うことで、企業はより
強靭になる (安倍総理 文芸春秋２０１４年９月号）

⇒「女性が輝く社会の実現」 経済政策の重要な柱

☞経済政策の限界が一連のセクハラ騒動
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経済政策中心に変化も…
女性活躍加速のための重点方針（すべての女性が輝く社会づくり本部）

2019年版
第Ⅰ部 女性の活躍を支える安全、安心な暮らしの実現
・女性に対するあらゆる暴力の根絶
・生涯を通じた女性の健康支援の強化
・ 困難を抱える女性への支援

第Ⅱ部 あらゆる分野における女性の活躍
・地方創生における女性活躍の推進－女性が活躍できる持続可能な地域社会の構
築
・女性活躍に資する働き方の推進－女活法施行後３年の見直しを通じた取組推進
・男性の暮らし方・意識の変革
・政治分野における女性の参画拡大
・あらゆる分野における女性の参画拡大・人材育成

第Ⅲ部 女性活躍のための基盤整備
・女性活躍の基盤となるジェンダー統計の充実
・子育て、介護基盤の整備及び教育の負担軽減に向けた取組の推進

☞2017年版までは
「あらゆる分野における女性の活躍」が第Ⅰ部
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女性活躍とはいえ、日本の家庭、労働市場は．．．

👉相変わらずの昭和モデル家庭
正社員の夫、専業主婦の妻、子ども
⇒夫・長時間労働 妻・働くならパートなど

■事業所も性別職務分離（ｓｅｇｒｅｇａｔｉｏｎ）が“健在”
男性は幅広い職務、女性は限られた職種に集中（女性職）
男性は職務の内容、責任、配置等が優位の職種、女性は劣位の職種

■性別キャリア形成分離も目に付く
同一職務で働いていてもキャリアの形成法、人材活用の仕組み等が異なる
男性は複数の職務を経験、女性は職務間の異動が少ない

👉その結果、非正規雇用で働く女性が急増
・女性非正社員比率は56％、男性22％（2018年版総務省労働力調査）
・正社員の男女比は男性74、女性26（2018年度雇用均等基本調査）
・総合職の男女比は男性81、女性29（同）
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女性の非正規化－先に問題になったのは「男性の非正規化」

☞なぜ？

男性の非正規雇用比率 2013年に2割台（21.2％）に達する
2割台に近づきだした2004年（16.3％）、2005年（17.7％）ごろから

「稼ぎ手が大変」と社会問題に浮上
☞女性はどうだったのか

2003年に5割台を突破（50.6％）、2013年から5割台後半（55.8％）
2018年56.1％

☞男性の非正規化が社会問題になっても、
女性がならなかったのは

「暗黙のうちに女性は経済的自立を必要としない存在として社会に
捉えられ、問題が見過ごされがちであったことに他ならない」
（内閣府「新たな経済社会の潮流の中で生活困難を抱える男女に関する監視・影響調査報告書」2009年）

☞背景 経済面の支え手は男性の役割という性別役割分担意識

夫・正社員、妻・専業主婦－昭和モデルが令和の今も
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女性が輝くことを要求する時代だが、本音は？

■男女雇用機会均等法制定当時、労働省婦人少年局長だっ
た赤松良子氏によると
「（均等法の制定に向けた取り組みを行っていた当時）私の前に大きく立ちはだかっ
ていた壁は、大野明労働大臣であった。（実力ある閣僚だったが）、問題は彼の女性
観…」
「女性は外で働いたりせず家庭にいるのが幸せ、職場に出ても、きちんと保護法で守
ってやらなければ可哀想な存在なのだ、それなのに、男女平等とかなんとか言って
保護をやめるなんてばかげている、とまあ一言で表現すれば、こんなことになるだろ
う」 （赤松良子著「均等法をつくる」、勁草書房、2003年）

■現在は男性も「輝く」ことが要求される
☞どこで？ －家庭で 育児、家事、介護等への参画

☞男女共同参画社会基本法第６条

男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の
下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員
としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるように
することを旨として、行われなければならない
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ご参考（１） 男女雇用機会均等法の制定前後

■均等法 法案提出1984年5月
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に
関する法律」案 略称 均等法
法案提出前の一般的呼称は 雇用平等法

☞ なぜ「平等」ではなく「均等」 ⇒結果の平等ではなく機会の平等を選択したから
1982年・男女平等問題専門家会議⇒「雇用の男女平等は結果の平等を志向する
ものではない」

■なぜ「福祉の増進に関する法律」なのか⇒勤労婦人福祉法を改正した法律
☞ 「勤労婦人は、次代をになう者の生育について重大な役割を有するとともに、勤労

婦人が職業生活と家庭生活との調和を図り…」

👉それを受けて、制定時の均等法第2条は
「女子労働者は…家庭の一員として次代を担う者の生育について重要な役割を有する
者であることにかんがみ…」
「勤労婦人」を「女子労働者」に変え、そっくり移行
・・・職業生活と家庭生活の調和を女性のみに規定

■現在の均等法第2条は（1997年改正） 👇
第2条 女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことがで
きるようにすることをその基本的理念とする
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ご参考（２） 男女雇用機会均等法の制定前後

勤労婦人福祉法制定（1972年）当時

・・・家庭責任を持つのは女性という風潮が強かった

国際的にも

☞ILO123号勧告 1965年採択
（家庭責任をもつ婦人の雇用に関する勧告）
家族責任を有する女性で、家庭以外で働く女性が、差別待遇をうけること
なく、労働する権利を行使することができることを求めている

☞ILO156号条約 1981年採択
（家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約）
子供や近親者の面倒を見るために職業生活に支障をきたすような男女の労
働者に対して、各種の保護や便宜を提供し、家族的責任と職業的責任とが
両立できるようにすることを目的とした条約
・・・条約発効日は1983年8月11日だが、日本が批准したのは1995年

■均等法制定1985年前後は、1LO156号条約の趣旨認識が不十分

■男女双方に子育て責任を課す育児休業法制定
・・・均等法制定から6年後の1991年
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均等
男女雇用機会均等法（１９８５年制定、８６年施行）

法の目的
☞雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者

の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進する

参画
男女共同参画社会基本法（１９９９年制定、施行）

法の目的
☞男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進する

活躍
女性活躍推進法（２０１５年制定、施行。一般事業主の行動計画策定等は１６年施行）

法の目的
☞男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推

進について基本原則を定め、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し
て、男女の人権が尊重される豊かで活力ある社会を実現する
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男女共同参画社会基本法の「基本理念」（第3条～7条）

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別
による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその
他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定
的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼす
ことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会に
おける制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立な
ものとするように配慮されなければならない

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共
団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確
保されることを旨として、行われなければならない

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、
子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑
に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなけれ
ばならない

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していること
にかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない
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働き方改革の議論を契機とした、今後目指してい
く医療提供の姿

（「医師の働き方改革に関する検討会 報告書」 医師の働き方改革に関する検討会、2019年）

■女性医師等が働きやすい環境の整備の推進
・働き方と保育環境等の面から、医師が働きやすい勤務環境を整備し
ていくことが重要

・連続勤務時間制限等の導入により、勤務時間に制約のある医師もチ
ームの一員として重要な役割を担うことによって、働く意義にもつなが
っていくと期待される

・勤務時間に制約のある医師でも働きやすい環境整備をすることで、就
労意欲のある医師が就労すれば、医師数の確保にもつながって いく
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女性医師の割合 （2014年医師・歯科医師・薬剤師調査 、厚生労働省）
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※１ 産婦人科、婦人科等
※２ 内科、呼吸器、循環器、消化器、腎臓、糖尿病、神経内科等
※３ 外科、呼吸器外科、心臓血管外科、乳腺外科、気管食道外科、消化器外科等

女性医師の割合（2014年医師・歯科医師・薬剤師調査 、厚生労働省）
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出産後の常勤の勤務医としての就業継続の可能性に対する認識

（勤務医の就労実態と意識に関する調査 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 、2012年）
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表から読み取れる「医師が続けられるかどうか」の実態は－

☞将来出産した場合（男性の場合は妻が出産した場合）－

①男性医師は（妻が出産しても自身が仕事を）「続けられると思う」人は86％
女性医師は（自身が出産しても仕事を）「続けられると思う」人は4割弱

☞女性の方が「常勤勤務医」として仕事を「続けられると思う」割合が低い

②年齢別－女性は30歳代以下が、「続けられると思う」とする割合が最も低い

③未既婚別－男性既婚者が最も高く、女性既婚者が最も低い

④勤務形態別－
非常勤・アルバイト 「続けられると思う」女性の割合は25.7％
常勤組（40.7％）を15.0 ポイント下回る

⑤診療科別－「続けられると思う」女性医師の比率が低いのは
「眼科・耳鼻咽喉科・泌尿器科・皮膚科」（26.8％） 「内科」（30.4％）
「呼吸器科・消化器科・循環器科」（33.3％） 「外科・整形外科・脳神経外科」（36.4
％） 「小児科」（38.9％）
高いのは「放射線科」（１００％） 「麻酔科」（60.0％） 「精神科」（55.6％）
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出産後に常勤の勤務医として就業継続できない理由
勤務医の就労実態と意識に関する調査 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 、2012年
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医師の課題 ワーク・ライフ・バランスの浮上
☞「残業量が多い、時間外労働が多い、拘束時間が長い」
「仕事と家庭の両立困難」

■再度、第４次男女共同参画基本計画の指摘を紹介
第6分野「生涯を通じた女性の健康支援」－「具体的な取組」
・女性医師の更なる活躍に向け、復職支援や勤務体制の柔軟化（短時間勤務や当
直等の配慮）、チーム医療の推進、複数主治医制の導入、 地域の医療機関との連
携など、女性医師が活躍するためのモデル的な 取組を実施・普及する

・医師、看護師、助産師、薬剤師、医療技術者等のワーク・ライフ・バ ランスを確保す
る観点から、医療機関における職場の上司、同僚の理解促進、男女共に働き続けや
すい柔軟な勤務体制の工夫、相談体制の構築等を支援する

・育児・介護等と仕事の両立に配慮した勤務時間や当直勤務の負担軽減、多様な雇
用形態などについて、医療法に基づく勤務環境改善 の仕組みによる各医療機関の
計画的かつ自主的な取組（医療クラーク 等の補助職の活用や勤務体制の工夫等）
を推進する

・育児等で一定期間職場を離れた女性の医師や看護師等の復職が円滑に進むよう
最新の医学・診療知識へのキャッチアップ、相談・職業あっせん等を推進する
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仕事を続ける上で必要な支援
日本医師会・女性医師の勤務環境の現況に関する調査報（2017年）

支援の内容
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一般的には第1子出産後、
どれくらいの女性が退職するか？

第15回出生動向基本調査（国立社会保障・人口問題研究所）2016年9月

■2010年～14年の就業継続率
・第1子出生前後 53.1％（2005年～09年は40.4％）
但し、正規職員 ６９．１％ （うち育休利用で就業継続59.0％）
パート・派遣 25・2％（同10.6％）

・第2子出生前後 78.1％
・第3子出生前後 79.2％

■就業継続のポイントは
①第1子出産後
➁非正社員の就業継続をどう図るか



一般女性・妊娠出産を機に退職した理由
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両立が難しかった具体的理由

①勤務時間があいそうもなかった（56.6％）

②自分の体力がもたなそうだった（39.6％）

③職場に両立を支援する雰囲気がなかった（34.0％）

④子ども病気等で度々休まざるを得なかった（26.4％）

⑤会社に産休や育休の制度がなかった（22.6%）

⑥つわりや産後の不調など妊娠・出産にともなう 体調不良のた
め（20.8％）

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング
「平成27年度仕事と家庭の両立支援に関する実態把握のための調査」
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常勤医師は子育て期にどう働いているか
医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査 （2016年度厚生労働科学特別研究）



正社員の男性が
育児休業を取得しなかった理由

• 育児休業制度を取得しづらい雰囲気（26.6%）

• 育児休業制度が整備されていない（26.0%）

• 残業が多いなど業務が繁忙（21.2%）

• 休業取得による所得減などの心配（18.5%）

• 妻や祖父母など育児を担う人がいる（12.1%）

• 男性の両立支援制度利用に理解がない（10.8%）

• 昇給昇格など今後のキャリアに悪影響がでそう（10.3%）

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「平成27年度仕事と家庭の両立支援に関する実態把握のための調査」

2018年度

男性の育休
取得率は
6.16％
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女性医師・子どもの緊急時の対応

緊急時は妻が対応
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育児をしない男を、父とは呼ばない 厚生省1999年制作

1999年衆院内閣委員会
ある議員の反論

「仕事をしない
女は母とは呼
べない」という
ことか。共働き
奨励。専業主
婦をないがし
ろにしている

※モデルはダ
ンサー、SAM
さん 1999年
に、男女共同
参画社会基
本法が制定・
施行

1975年には食
品メーカーCM

「わたし作る
人、ぼく食べ
る人」
・・・そんな時
代もあった

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1497233319/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dzEubWhsdy5nby5qcC90b3BpY3MvcHJvZmlsZV8xL2ltYWdlcy9rb3lvdTMuZ2lm/RS=^ADBJsBu6Q7vETVfCuflhfZZpdcR000-;_ylt=A2RCL6MmpjxZo2cA2BeU3uV7
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今、ようやく、企業は「男性を変える」に力を入れ始めた
（2018年度 東京都女性活躍推進大賞、優秀賞、特別賞 受賞企業事例）

■大賞
情報通信業C社（携帯電話の卸売・販売等、正社員男性2500人、女性2800人）

☛女性の活躍 経営戦略
☛男性の意識改革
男性の家事・育児参画推進 育児休業取得率64.5％
「パパの育児ガイドブック」作成

■優秀賞
建設業M社（土木、河川工事、港湾、道路工事。正社員男性5人、女性3人、非正規男性2人）

☛キャッチコピー 「未経験女性も大歓迎 施行事務からドポジョに育成」
☛新たな職域「施工管理事務」（入社５年目）
①役所提出書類の作成 ②設計図面の印刷、修正
③現場出来形写真データのパソコン入力、データ整理 ④写真撮影の基礎知識習得
⑤測量の基礎知識、測量機器据え付け法習得

☛結婚、出産、介護でも辞めさせない
－ライフイベントに合わせた働き方



37

「どうして私たちは輝けないのだろう」

「生涯未婚率は上昇を続けているが、その原因は非正規雇用率の
上昇と関連付けられる。非正規女性が出会う機会が多い異性もま
た非正規であり、二人合わせても満足に暮らせない経済状態では
結婚に踏み出せない」

「外で賃金を稼ぎ家計を担う男性がいて、主に家で家事を行う女
性がいるのが『家庭』『家族』であり、女性が働くのは補助的な役目
に過ぎない。だから、男性ほどの賃金は女性には必要ない、とされ
てきた。しかし現在では、多くの女性が『家計の補助』程度の賃金
で子どもを養わざるを得なくなっている」

「男性と同等の雇用環境が与えられる社会になって欲しい」

「We learn」（公益財団法人日本女性学習財団）第1回未来大賞受賞レポートから

筆者は非正規で働く40代シングル女性
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浮上する

固定的性別役割分担意識の解消

☞なぜ男女間に事実上の格差が残っているのか

女性活躍推進法「事業主行動計画策定指針」はズバリ

固定的な性別役割分担意識
及び、それに結びついた

長時間労働等の働き方が背景にあるから
と分析する



39

第4次男女共同参画基本計画 第1分野

☞男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍
【基本的な考え方】

女性活躍を阻害している要因
・高度経済成長期を通じて形成されてきた固定的な性別役割分担意識、性差に
関する偏見や様々な社会制度・慣行がある
・長時間勤務や転勤が当然とされている男性中心の働き方等を前提とする労働慣
行が、育児や介護等と両立しつつ能力を十分発揮して働きたい女性が思うように
働けない背景になっている
・男性の家事・育児・介護等への参画が十分ではないため、女性がその負担が大
きくなり、家庭以外の場所での女性の活躍が困難になる

対策
①長時間労働の削減等の働き方改革
➁家事・育児・介護等に男性が参画可能となるための環境整備
③男女共同参画に関する男性の理解促進
⓸ポジティブ・アクションの推進等による男女間格差の是正
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女性自身はどう捉えているか

■「女性活躍」から身を引く傾向がある
一例が、「管理職に魅力を感じない」女性の増加

☞管理職を目指す女性7.4％、9割強は管理職になることを望んでいない
（電通総研調査2015年）

■背景に何がある？
①固定的性別役割分担の負担の重さ
仕事＋家事・子育て負担の重さが昇進意欲に水
②長時間労働の職場環境 ワーク・ライフ・バランス支援の少なさ
③社会保険負担に基づく就業調整

■固定的性別役割分担意識の解消が大きな課題
☞男性は変わるのか
「なかなか変わらない」 特に男性の家事参画が低率
家事・育児の総量100 （第5回全国家庭動向調査）
「家事」妻８５ 夫15 「育児」妻８０ 夫２０

☞変わらなければ、女性の活躍の仕方はこれまでと変わらない
夫・正規雇用に対し、妻・非正規雇用
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第4次男女共同参画基本計画の「目指すべき社会」

①男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮で
きる、多様性に富んだ豊かで活力ある社会

②男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることの
できる社会

③男性中心型労働慣行等の変革を通じ、仕事と生活の調和
が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他の社会生
活、家庭生活を送ることができる社会

④男女共同参画を我が国における最重要課題として位置づ
け、国際的な評価を得られる社会
※男女共同参画社会基本法 前文

男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け
…
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「目指すべき社会」で強調した「自らの意思」

男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる多
様性に富んだ豊かで活力ある社会

※男女共同参画社会基本法第2条
男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活
動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的
利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成する

※女性活躍推進法第条1条
この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性
と能力を十分に発揮して職業生活において活躍することが一層重要となっていることに鑑
み、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推
進について、その基本原則を定め、…

☞「自らの意思」 性別によって生き方を規定することの否定

自らの生き方を自らが決める
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自らの意思 考え方は人さまざま

「私は保育所を利用して、働き続けたい」
「私は子どもが小さいうちは専業主婦として家庭の守り手に
なり、手が離れたたら再就職したい」

「仕事が面白くて仕方がない。結婚は先送りです」

☝「自らの意思」であれば尊重すべきだが、「自らの意思」

決定の背景に、家事、育児、介護負担等の重さがあるとすれ
ば問題

☞夫の家事育児参画に関する最愛の娘の意見
「手伝う、ではダメ」
「分担する、と言いなさい」
…婚約者は分かったというまで説得され続けた

■日本は女性への依存を前提にした男女平等社会
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男女共同参画への理解（１）
■リプロダクティブ・ヘルス/ライツに関する考察
「性と生殖に関する健康と権利」（1994年、カイロ・国際人口・開発会議提唱）

⇒「女性の健康の自己決定権を保証する考え方」（1996年、男女共同参画ビジョン）

カップル、個人が出産の決定、出産間隔、子どもの数等を決定できる権利

☞少子化に伴い、リプロに制約をつける議論も
第4次男女共同参画基本計画は－
⇒生涯を通じて男女が異なる健康上の問題に直面することに留意する必要が
あり、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」の視点が殊に重要

☞しかし．．．女性の自己決定を強調するイデオロギーが、家族を形成してき

た意義、親になる価値観を軽視してきた側面がある等の批判も

☞リプロは守るべき権利
■「個人の生活視点から少子化問題を考える」（経済同友会、2005年）

「女性の社会進出を少子化の原因とする議論からの脱却」の必要性
少子化というと「女性の社会進出」が原因と語られることが多かった。しかし、そ
れは、育児は女性の仕事と考える性役割分業の社会通念があったためのこと
ではないだろうか。男女のパートナーシップを前提とした少子化対策を議論す
ることが望ましい
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男女共同参画への理解（２）

■ダイバーシティ 人材の多様性（ダイバーシティ）の確保
⇒多様な人材(属性）の能力を生かす（経産省）
・女性、外国人、高齢者、障がい者、性的少数者等
・現時点では女性の活躍推進がイントロダクション （試金石）
⇒少数派も生きやすい社会 人権の尊重

■性的マイノリティ 多様な性への理解と支援
⇒LGBT

経団連－LGBT 「身近な存在」として周囲が理解、「多様な存在」として
社会が認識・受容（2017年）

■難しさ－「男女」の範囲でくくれない
「T」（トランスジェンダー） 身体上の性と性自認が異なる人たち
「男、女、その他」では問題☞人を「その他」と言えるのか？
⇒男女二元論に限界
👉では、「すべての人」は？
男女差別の概念があいまいになる、という指摘も


