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韓国におけるワーク・ライフ・バランス実現への取組みと課題 

―育児休業制度を中心に 

 

北海道大学大学院経済学研究院 専門研究員 

金 仁子 

 

はじめに 

 

人間は誰もが生まれながら1日24時間という等しい資源を保有しているが、その時間資

源の活用の仕方によって諸個人のウェルビーイング（well-being）は異なる。近年、仕事

と家庭生活間の時間配分におけるバランスが個人のウェルビーイングを決定づける重要な

要因の一つとして注目され、「ワーク・ライフ・バランス」（以下、WLB と略す）に関する

研究が世界的に積み重ねられてきており、世界各国の政府は、WLB を実現するためのさま

ざまな施策を次々と打ち出してきている。例えば、OECDは、伝統的なGDPだけでは測りき

れない、一国内の人々のウェルビーイングの水準を、WLBを含む暮らしの11分野について

計測し、38 カ国間の比較を可能にする「より良い暮らし指標（BLI)）を 2013 年から毎年

発表している1。 

2007 年 12 月に、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」（以下、「WLB

憲章」と略す）および「仕事と生活の調和推進のための行動指針」（以下、「WLB行動指針」

と略す）を策定した日本と、同じ2007年12月に、「男女雇用平等法」を「男女雇用平等並

びに仕事・家庭両立支援に関する法律」へ改名した韓国、両国ともに、これらの法制に基

づき、仕事と家庭といった個人の生活領域間の調和を支援するためのWLB施策を推進して

からすでに10年が経った。日本のWLB実現に向けての取組みとその現状に関しては、欧米

先進諸国のそれとの比較検討が多くなされてきているが、同時性の高い韓国との比較は十

分に検討されてきたとは言い難い。 

本稿の目的は、韓国におけるWLB実現への取組みを、育児休業制度の内容や利用実態を

中心に分析することで、今日におけるWLB施策の現状と課題を確認することにある。 

本稿の構成は以下の通りである。まず第 1 節では、WLB の概念とその政策をめぐる議論

                            
1 OECDの「より良い暮らし指標（BLI）」の11分野には、WLBのほかに、住宅、収入、雇用、共

同体、教育、環境、ガバナンス、医療、生活の満足度、安全などが含まれる（http：

//www.oecdbetterlifeindex.org）。 
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を検討する。第 2 節では、韓国における育児休業制度の内容とその変遷を整理する。第 3

節では、育児休業制度の実態を分析し、最後に分析結果をまとめて本稿を締めくくる。 

 

第 1節 WLBの概念と WLB政策をめぐる議論 

 

「仕事と生活の調和」や「仕事と生活の両立」、「仕事と生活の均衡」などに訳されるWLB

という用語は、新聞・雑誌・テレビ放送などのメディアでもしばしば見かけられるほど一

般に広まりつつあるが、世界的にみても比較的新しい概念である。この用語は、政府の労

働政策や家族政策、企業の雇用戦略に関わる用語として拡散してきた経緯があるため2、学

術的にも統一した定義や概念がなく、WLB 政策をめぐっては、研究の焦点や依拠する理論

によって見解に相違が見られる（松田，2012；山口，2009；原，2016）。 

男女共同参画会議の「仕事と生活の調和に関する専門調査会」で、2007年7月に示され

た「『ワーク・ライフ・バランス』推進の基本的方向報告」によれば、WLB とは、「老若男

女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動について、自ら

希望するバランスで展開できる状態」であり、仕事と仕事以外の生活における充実がもた

らす好循環は多様性に富んだ活力ある社会を創り出す基盤となる。そして、2007年7月17

日に、「WLB憲章」及び「WLB行動指針」の策定のために行われた「仕事と生活の調和推進

官民トップ会議」3において、塩崎内閣官房長官は、「国民一人ひとりが、仕事だけではな

く家庭や地域生活などにおいても、ライフステージに応じた自らの望む生き方を手にする

ことができる」WLB の実現した社会を目指すことは、労働力の確保などを通じた日本社会

経済の「長期的な安定の実現や持続可能性の確保にとって大変重要な課題で」あり、その

ためには官民一体となって、これまでの働き方を抜本的に改革していかなければならず、

その推進力となる「WLB憲章」および「WLB行動指針」の策定を進めていくために「仕事と

生活の調和推進官民トップ会議」を成立するとの旨を述べ、かつ開会を宣言した。その背

                            
2 例えば、内閣府経済財政諮問会議「労働市場改革専門調査会」の第1次報告資料では、WLB

を実現するためには、政労使による大きな国民運動を巻き起こし、大胆な意識改革を図るとと

もに、具体的な取組を果敢に進める必要があり、このため、政府は、「WLB憲章」を策定し、WLB

の実現に向けた本格的な取組を進めるものとするということが記されている（2007：27）。 
3 「仕事と生活の調和推進官民トップ会議」は、官民連携で子育て支援の国民運動を進めるた

めに2005年度より開催してきた「子育て支援官民トップ懇談会」を改組する形で発足したもの

である。そのメンバーは、内閣府官房長官を議長とし、関係閣僚6名、経済財政諮問会議や「子

どもと家族を応援する日本」重点戦略会議、男女共同参画会議の専門調査会の座長あるいは座

長代理、経済界・労働界・自治体の代表などから構成される。 
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景には、日本社会経済は、「厳格な雇用保障がある一方で、無限定の働き方が求められる正

社員」と、「雇用保障はないものの限定的な働き方が可能な非正社員」とに働き方が二極化

していることで、慢性的な長時間労働による生活の質の低下や、仕事と出産・子育てとの

両立困難などの問題を抱えており、これらの問題は「過去に同様な状況に直面したイギリ

スなどの国々の経験に照らして」、働き方を抜本的に変えていかなければならないという問

題意識があった4。 

原（2016）によれば、1990年代以降、各国で重要な政策課題として掲げられるようにな

ったWLB政策は、本来、ジェンダー平等の視点と結びついていた、雇用、ケア、福祉を総

合する「ワーク・ファミリー・バランス」（以下、WFBと略す）政策が、雇用戦略の枠組み

のなかで、次第にWLB政策と言い換えられ、現実のWLB政策は、雇用政策と少子化対策と

いう二つの柱から成り立つことになる。 

EUにおいては、1997年のアムステルダム条約によって、フレキシブルな雇用戦略が重点

課題として取り上げられ、同年、ルクセンブルク・サミットでは、「雇用されうる能力

（employability）」「適応性（adaptability）」「企業家精神（entrepreneurship）」「ジェン

ダー平等（gender equality）」という四つの雇用戦略ガイドラインがあげられ、1999年に、

「ジェンダー主流化」の指針が導入されるに至った。だが、このEUの雇用戦略の枠組みに

よって、WFB 政策は雇用主導の性格を有することになり、女性雇用率の上昇と保育政策の

推進が二本の政策柱となる。そして、「労働の柔軟化」や「多様な働き方」の推進のなかで、

女性による雇用と就労の選択の問題は、次第にジェンダー中立的な「両親による選択」に

変化して行き、WLB政策という用語がWFB政策にとって代わったのである（Rubery，2002；

原，2016）。 

アメリカにおいては、1980年代に、産業構造の変化に伴い共働き夫婦が多くなり、日中

の仕事を終えて帰宅した女性にとって、家庭内の家事や育児などは「セカンド・シフト」

（第二の勤務）5であるという、仕事と家族の役割葛藤の問題が社会的関心を集め、1990

年代に、女性の人材活用のうえで、仕事と家庭の両立可能なファミリーフレンドリーな職

場にする必要があるとの認識が広まるなかでWFBという用語が使われた。一般的な職場の

柔軟性を強調する流れのなかで2000年代に入り、ホックシールド（2001）が、アメリカ人

                            
4 日本経済社会に対するこのような現状認識は、内閣府経済財政諮問会議「労働市場改革専門

調査会」第1次報告（「『働き方を変える、日本を変える』― ≪ワークライフバランス憲章≫の

策定―」）に基づいたものである。（2007：26-27）。 
5 Hochschild & Machung（1989） 
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家族の実態を「タイム・バインド（時間の板挟み状態）」で描いてから、子育て期の女性だ

けでなく、男性や非婚者などを含めた一般の人々の働き方の多様な選好をできるだけ尊重

するという、WLBの考え方に包括されてきた（山口，2009；久保・片岡，2017）。 

WFB 政策の WLB 政策への転換に伴って、政策の論点は、ジェンダー平等よりも、企業に

よる正規職の女性に対するWLB施策や、両立志向の「選好」を持つ女性への施策、「多様な

働き方」などといった雇用の柔軟化政策に移っている。 

コリンズ（Collins，2005）の言葉をかりれば、真のWLB政策は、公的領域と私的領域に

おける調和のとれた生活時間を形作ることであって、それは、労働時間のパターンを決定

する実質的な権限が使用者から労働者に委譲されることによって、労働者が自律性を獲得

することを通じて実現される。具体的には、有給の出産休暇、職場に復帰する権利、パパ

クォータ制を含む育児休暇、介護のための休業などは、仕事と生活の時間の調和を獲得す

るとともにジェンダー平等を達成する第一歩となる（原，2016）。 

このような観点に立ち、次節からは、韓国における育児休業制度を取り上げ、その内容

や実態を分析し、そこから見えてくるWLBの実現に向けた可能性や課題を検討することに

する。 

 

第 2節 韓国の育児休業制度の変遷 

 

1960年代から出産抑制政策を採択してきた韓国政府は、少子化による国民年金の財政枯

渇に対する危機感から 1996 年 7月、従来の人口増加抑制政策を中止した。2000 年代に、

急速に進行する少子高齢化の問題に直面すると、韓国政府はその対策として、一方では、

女性の経済活動の参加を促し労働力不足の問題に対応しつつ、他方では、仕事と家庭生活

の両立を支援することで出生率を引き上げる戦略をとった（金，2018）。以下では、韓国の

育児休業制度の内容とその変遷を整理する。 

韓国の育児休業制度は、1987 年「男女雇用平等法」制定（1988 年施行）とともに導入

された。当時、その対象は、生後1歳未満の乳児をもつ女性労働者に限られていたが、19

95 年の法改正により、男性労働者も選択的6に育児休業が取れるようになった。2001 年 8

月、母性保護関連3法、つまり、「勤労基準法」、「男女雇用平等法」、「雇用保険法」を改正

し、同年11月から、産前・産後休業期間を60日から90日へと拡大し、延長した30日分

                            
6 生後1年未満の乳児をもつ女性労働者の配偶者である男性労働者に限られていた。 



 | 5 

の給付金を雇用保険から支給することになった。また、企業の育児休業制度導入の義務化、

育児休業後の復職の保障、雇用保険からの育児休業給付金の支給7など、関連規定を強化し

た。2006 年 3 月には、育児休業取得可能な対象を出生後 3 年未満の子ども（ただし 2008

年1月1日以後生まれの子ども）を持つ労働者へと拡大した。 

2007 年 12月 21 日に、「男女雇用平等法」を「男女雇用平等及び仕事・家庭両立支援に

関する法律」（以下、「男女雇用平等法」と略す）へと改正（2008年6月施行）することに

よって、労働者の仕事と妊娠・出産・育児を含む家庭の生活とを両立させることを支援す

る政策を強化した。これによって、2008年6月から、3日の配偶者出産休暇と育児期労働

時間短縮制度が新たに施行された。だが、育児期労働時間短縮制度は事業主の義務ではな

く、労働時間短縮にともなう所得減少に対する補てんがないということから、活性化には

つながらなかった。育児期労働時間短縮制度を活性化することにより、労働者のキャリア

中断を防ぎながら、仕事と育児の両立を支援するために、「雇用保険法」を改正し、2011

年10月から、育児期労働時間短縮に対し給付金（通常賃金の40%）を支給し始めた。 

2012 年 2 月には、「男女雇用平等法」を改正（同年 8月施行）し、5 日以内で3日以上

（うち3日有給）の配偶者出産休暇を取得可能とした。また、事業主は、経営上重大な問

題がない限り、育児期労働時間短縮の申請及び家族ケア休業を認めるよう義務付けた。20

14年1月から、育児休業を取得可能な対象を8歳以下もしくは小学校2年生以下の子ども

を持つ労働者へと拡大し、2014 年 10 月からは、育児休業制度を「父母育児休業制度」と

改名するとともに、「パパの月」8を実施、育児期労働時間短縮に対する給付金を通常賃金

の60％と高めた。 

しかし、育児休業の有給化を実施した後も、合計特殊出生率が1.2人前後を横ばいする

など、改善が見られない状態が続くと、2016年に2番目の育児休業者の最初の3か月の給

付金を通常賃金の100％（月上限額150万ウォン）へと高め、2017年7月からは、第二子

に対する「パパの月」の月上限額を200万ウォンに引き上げ、同年9月には、育児休業の

最初の3か月の給付金を通常賃金の40％から 80％（月上限額150万ウォン、月下限額70

万ウォン）にまで引き上げた。引き続き、2018年1月から、育児期労働時間短縮に対する

                            
7 育児休業給付金は、2001年 11月1日から月20万ウォン、2002年 12月30日から月30

万ウォン、2004年2月25日から月40万ウォン、2007年 4月27日から50万ウォン、2011

年1月1日からは通常賃金の40％（月上限額100万ウォン、月下限額50万ウォン）へと

引き上げられてきた。 
8 2番目に育児休業者（パパ）の最初1か月の給付金を通常賃金の100％（月上限額150万

ウォン）へと引き上げた。 
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給付金を通常賃金の80％に引き上げ、同年7月からは、2番目の育児休業者の最初の3か

月の給付金の月上限額を、第1子か第2子か区別することなく、すべての子どもに対し20

0万ウォンへと高めた。 

韓国における仕事と家庭生活との両立を支援するための主な政策内容は、育児休業、育

児期の労働時間の短縮、公共福祉施設の設置、家族介護の支援などであった。だが、これ

らの政策は、「男女雇用平等法」上の「第3章母性保護」の下の条文として設けられ、女性

労働者の出産と育児、家族ケアの支援に焦点が置かれてきていたため、出産の主体である

女性を、仕事と家庭とを両立させる第一の責任者に位置付けてきたと言わざるを得ない。 

2010 年代半ば頃から育児休業制度の実効性を向上するために、給付金の現実化を図り、

とりわけ男性による育児休業の活性化に積極的に取り組むようになったのは、これ以上、

市場での有償労働と家庭での無償労働への義務や責任を女性に課し続けていく形では、韓

国が直面している新しい「社会的リスク」（Taylor-Gooby，2004）9に対応できないだけで

なく、社会経済の問題をより深刻化させかねないという危機感があったからである。 

 

第 3節 韓国の育児休業制度の利用実態 

 

前述したように、韓国の育児休業制度は、「男女雇用平等法」の制定により1988年から

施行されたが、育児休業の利用実態は、雇用保険から育児休業給付金が支払われた 2001

年11月以後から確認できる。 

ここではまず、韓国の育児休業取得の実態を分析するまえに、日本の育児休業取得の実

態をおさえておこう。日本でいう育児休業取得率とは、調査前年度1年間の出産者（男性

の場合は配偶者が出産した者）の数に占める、調査時点までに育児休業を開始した者（開

始予定の申し出をしている者を含む）の数の割合である。そのため、1995年から育児休業

給付金が支払われた日本の育児休業取得率は、1996年から確認できる。図表1は、日本に

おける育児休業取得率を性別に表わしたものである。女性の育児休業取得率は、1996年に

49.1％から徐々に引き上げられ、2008 年に 90.6％に達してから少し減少し 2017 年に 83.

2％となっている。一方、男性の育児休業取得率は、1996年に0.12％から2017年に5.14％

                            
9 テイラー・グービー（Taylor-Gooby， 2004）によれば、「新しい社会的リスク」は、ポスト

工業化社会への移行にともなう社会経済構造の変化の結果として、人々がそれぞれのライフ

コースのなかで直面する危機のことで、伝統的な福祉国家のプログラムでは対応できない新

しい危機である。例えば、仕事と家庭生活の両立困難によってもたらされるケアの危機、労

働市場の柔軟化による不安定な雇用問題、民営化などによる福祉縮小問題などがあげられる。 
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へと増加傾向にはあるが、女性のそれに比べ極めて低い。 

 

図表1．日本の性別育児休業取得率の推移 

 
出所: 厚生労働省『雇用均等基本調査』より筆者作成。 

注: 調査対象は5人以上の事業所で、2011年の比率は、岩手県、宮城県及び福島県を除く。 

育児休業取得率 

＝ 
出産者のうち、調査時点までに育児休業を開始した者（開始予定の申し出をしている者を含む）の数 

調査前年度1年間の出産者（男性の場合は配偶者が出産した者）の数 

（2011年度以降調査においては、調査前々年10月1日から翌年9月30日までの1年間） 

 

 

図表2は、男女別にみた韓国の育児休業取得者数及び取得率の推移を表わしたものであ

る。女性の産前産後休暇取得者数に占める女性育児休業取得者数の割合は、2002年、16.2%

から増加し続け、2017 年現在、96.3%に達した。その伸び率が目立つのは、育児休業給付

金が月40万ウォンから50万ウォンに引き上がった2007年と、育児休業取得対象となる子

どもの年齢が満3歳未満から満6歳以下に拡大され、かつ、給付金が50万ウォンから通常

賃金の40％（月上限額100万ウォン、月下限額50万ウォン）へと高くなった2011年、対

象となる子どもの年齢が満6歳以下からさらに満8歳以下へと拡大した2014年である。女

性の育児休業取得者数の変化を見ると、2002 年からの大幅な増加から 2016 年に、減少に

転じているが、それでも生後１年未満の子どもをもつ女性の育児休業者取得者数は引き続

き増加している。 
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全体育児休業取得者数に占める男性の育児休業取得者数の割合は、2002年2.1％、2013

年3.3%と極めて低いレベルが10年余り続いてきた。だが、2014年に「パパの月」が施行

され、パパの育児休業の最初の一か月に対する給付金が通常賃金の 100％（月上限額 150

万ウォン）へ高まってから、少しずつ伸びはじめ、2016 年に、「パパの月」の給付金が最

初の1ヶ月から3ヵ月へと拡大され、引き続き2017年に、第2子に対する「パパの月」の

給付金の月上限額が150万ウォンから200万ウォンに引き上がると、男性の育児休業取得

率は、2014年 4.4％、2016年8.5％、2017年 13.4％へと大きく伸びている。 

 

 

図表2． 韓国の育児休業取得者数及び取得率の推移 

 

出所: 韓国雇用労働部「雇用保険DB」より筆者作成。 

注：女性の育児休業取得率は、産前産後休暇取得者数に占める女性育児休業取得者数の割合、

男性の育児休業取得率は、全体育児休業取得者数に占める男性育児休業取得者数の割合で

ある。 

 

図表 3 より、育児休業取得者の一人当たり平均育児休業期間を性別に比較してみると、

女性は2012 年に 284日から少しずつ増え、2017年には 303日にまで長くなっている。他
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方男性は、2012年に232日から少しずつ増え2015年に238日に達したが、2016年に、「パ

パの月」が3ヵ月へ拡大されると、225日に減少、2017年に「パパの月」の給付金の月上

限額が 200 万ウォンに引き上げられると、再び198 日へと短くなっており、2017 年現在、

男性に比べ女性は1.5倍以上長い育児休業を取っているのがわかる。これは、育児に対す

る責任や義務が、男性よりも女性に、より重く課されている証しであるとともに、他方に

おいては、育児休業の取得期間はこれまでより短くなっているけれども、育児休業を取得

する男性の数が増えただけにあらわれた現象なので、「パパの月」の期間及び給付金の拡大、

すなわち、育児休業の給付金を現実化することによって得られた成果であるともいえる。 

 

図表3．韓国の一人当たり平均育児休業取得期間 

（単位: 日） 

  女性  男性  全体 

2012年  284  232  283 

2013年  287  235  285 

2014年  290  238  288 

2015年  292  238  289 

2016年  300  225  294 

2017年  303  198  289 

出所: 韓国雇用労働部「雇用保険DB」より筆者作成。 

 

だが、事業所の規模別の育児休業取得率をみると、問題はそれほど簡単ではない。図表

4は、2017年のすべての育児休業取得者数に占める事業所規模（従業員数）別の育児休業

取得者数の割合を示したものである。男女ともに従業員数が300人以上である事業所にお

ける育児休業取得率がもっとも高いのが見て取れる。特に、男性の場合は、従業員数 300

人以上の事業所が62.39％で、100人以上になると、74.82％にも達しており、規模の大き

い事業所が育児休業の取りやすい環境になっているのがわかる。韓国の労働市場における

大企業と中小零細企業間の賃金や雇用条件などの格差問題が、育児休業の取得においても

そのまま再現されているのである。 
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図表4．韓国の事業所規模別・育児休業取得率 

 

出所: 韓国雇用労働部「雇用保険DB」より筆者作成。 

 

最近、韓国政府が、育児休業制度のなかで力を注いでいるのは、育児期の労働時間短縮

である。というのは、育児休業の終了後、職場に復帰することができず、キャリア中断を

余儀なくされている女性労働者の問題が、女性労働者個人の問題にとどまらず、労働市場

におけるジェンダー格差問題を深刻化かつ固定化し、ますます悪循環に陥りかねないから

である。実際、育児休業期間が終わってから職場に復帰した者のなかで、1 年以上、同一

事業場に雇用が維持されていた者の割合は、2009年に67.3％で、3割以上の人が、復職後、

退職してしまうという状態であった。この雇用維持率は徐々にあがり、2016年には76.6％

となったが、それでも育児休業後、復帰した者のなか23.4％が職を離れたことになる。特

に、雇用の不安定な非正規女性労働者の場合、育児休業の期間が長くなるほど、職場復帰

の可能性と復職後の雇用維持の可能性は低くなる。また、仕事と家庭の両立を支援するた

めの育児休業制度は、雇用保険に6ヶ月以上加入していることを前提としているので、雇

用保険に加入している可能性の低い、比較的低賃金の不安定な非正規職女性労働者の場合、

そもそも育児休業を取得することが不可能な状況におかれているのである10。 

                            
10 2015年に臨時・日雇い労働者の78.4％が雇用保険に加入しておらず、女性賃金労働者

の43.6％が臨時・日雇い職であることに鑑みれば、女性賃金労働者の約34.2％が臨時・日

雇いの不安定雇用でありながら雇用保険からも排除されていることになる（金，2018）。 
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図表5．性別からみた育児期労働時間短縮取得者及び割合の推移 

 

出所: 韓国雇用労働部「雇用保険DB」より筆者作成。 

 

すでに述べたように、育児期の労働時間短縮は、2008年6月から施行されたが、その利

用実態は、短縮した労働時間に対する給付金が支払われた2011年10月以後から確認でき

る。図表5より、育児期における労働時間短縮の利用実態をみると、毎年、その利用者数

が増加しているとはいえ、育児休業取得者数に比べ労働時間短縮の利用者数は非常に少な

い。例えば、2017年の労働時間短縮利用者数は、男女合わせて2千821人で、同年の育児

休業取得者数9万123人のわずか3.13％に過ぎない。それに、男女別の労働時間短縮利用

者の割合の推移をみると、依然として女性が圧倒的に多い。これまでの労働時間短縮の実

態を見る限り、女性のキャリア中断を防止するという政策目標の実現はまだまだ遠いと思

われる11。育児期における労働時間短縮を活性化するために、2018 年 1 月から、短縮した

労働時間に対する給付金を通常賃金の60％から80％へと高めた政府の施策が、どのぐらい

労働時間短縮の活性化に影響を与えるか、注目が集まっている。 

                            
11 2017年度の育児期労働時間短縮の予算額176億ウォンの内、実際、支払われた給付金は

118億ウォンで、執行率は67％にとどまっていた。 
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むすび 

 

共働き夫婦の増加にともない、仕事と家庭との両立の度合いは、結婚や出産の形態に大

きな影響を与える要因として作用する。すなわち、女性の経済活動への参加によって、家

庭内におけるケアの空白や、その費用の増大などをめぐるファミリー・コンフリクトが発

生すると、女性は仕事か家庭かという二者択一の決断を迫られる。このような現象が社会

全体に広まると、それは結果的に、晩婚化や非婚化、低出産につながることになる。この

ような現象は、日韓両国が現在抱えている社会問題でもある。この問題に対処すべく日韓

両国は、2007 年 12 月に、仕事と家庭といった個人の生活領域の調和を支援するための施

策を推進してきた。 

本稿は、真のWLB政策は、公的領域と私的領域における調和のとれた生活時間を形作る

ことであり、具体的に有給の出産休暇、復職する権利、育児休業などの取得は、真の WLB

の獲得とともにジェンダー平等を達成する第一歩であるとの観点に立ち、韓国における育

児休業制度の現状を分析した。分析の結果をまとめると以下となる。 

第一に、韓国では、女性の育児休業及び育児期労働時間短縮の取得率が男性に比べ圧倒

的に高く、仕事と家庭内でのケア労働への義務や責任が、依然として女性に集中している

ことがわかった。育児休業終了後の雇用維持率からは、出産・育児期の女性が復職の後に

も、キャリア中断を経験する傾向が根強く残っていることが確認された。 

第二に、それにもかかわらず、2014年以後における育児休業取得の対象となる子どもの

年齢の拡大や「パパの月」施策などをきっかけに積極的に促された給付金の現実化は、男

女両方の育児休業取得率を高め、制度の活性化に貢献した。 

第三に、事業所の規模が大きいほど育児休業を取得しやすい環境となっており、労働市

場における企業規模間の格差問題が、育児休業制度の取得においても再現されていたこと

がわかった。育児休業取得における格差の問題は子どものウェルビーイングに直接つなが

るだけでなく、社会全体のウェルビーイングを低下させる恐れがある。これ以上、格差を

拡大させないための工夫が必要である。 

第四に、女性のキャリア中断を防止するための育児期労働時間短縮は、まだ活性化され

ていない状態であるが、2018年から、減少した労働時間に対する給付金を通常賃金の80％

へと現実化する施策にともない、今後の成果が注目されている。 
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