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ワーク・ライフ・バランス
の推進

　近年の日本の「働くこと」を取り巻く環境は、「働きたいのに働く場がない」「仕事が忙しすぎて生活に豊
かさが実感できない」「仕事と育児・介護の責任が二者択一になっている」など厳しい状況です。そしてこれ
らの状況が、社会の活力の低下や少子化・人口減少を引き起こしています。社会環境を改善し、充実した暮
らしを実現するためワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進が必要とされているのです。

  ワーク・ライフ・バランスが実現した社会とは、誰もが、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・実現できる社会のことです。
　ワーク・ライフ・バランスのバランスとは、仕事と生活の時間の割合が５対５になることを目指すのでは
ありません。仕事を頑張りたい人や家族との時間を大切にしたい人など、何が重要かは人によって違います。
本人が希望する形でそのバランスを決められることが重要なのです。

（資料出所：平成２３年度男女共同参画白書）

1
ポイント

図：「共働き等世帯数の推移」
平成９年以降は共働き世帯が専業主婦世帯より多くなっています。その背景として、女性の社会進出に対する意識変化や経済情勢
の変化などがあると考えられます。
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（備考） １．昭和55年から平成13年は総務省「労働力調査特別調査」（各年２月。ただし，昭和55年から57年は各年３月），14年以
降は「労働力調査(詳細集計)」（年平均）より作成。

 ２.「男性雇用者と無業の妻からなる世帯」とは，夫が非農林業雇用者で，妻が非就業者（非労働力人口及び完全失業者）の世帯。
 ３.「雇用者の共働き世帯」とは，夫婦ともに非農林業雇用者の世帯。
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育児・介護休業や看護休暇などの「休暇・休業制度」の整備

残業抑制策や短時間勤務制度、フレックスタイム制度などの
「働く時間の見直し」

在宅勤務などの「働く場所の見直し」

結婚・出産で退職した女性の再雇用や、パート等から正社員
への転換制度等の「働くスタイルを選択できる制度」の整備

保育サービス費用補助・事業所内保育所整備や自己啓発費用
補助などの「経済的支援等」

ワーク・ライフ・バランスを
推進する企業の取組には
次のようなものがあります。

中小企業を対象に労働時間等の設定の改善をするための助成
金制度やアドバイザーの派遣など（厚生労働省）

厚生労働省「均等・両立推進企業表彰」や「次世代認定マー
ク（くるみん）」による表彰や認定制度
・市内にある事業所では横浜銀行が受賞しています。

神奈川県「かながわ女性キャリア支援センター」によるキャ
リアカウンセリングなどの相談など

国や県が実施する
主な支援制度には
次のようなものがあります。

ワーク・ライフ・バランスを取り組むことが、難しいと思う時には…。

　ワーク･ライフ･バランスを推進するためには、社内の雰囲気や制度の有無など環境によるところが大きい
ですが、個人でも取り組めることがあります。まずは、自分の仕事の進め方を見つめてみましょう。

会議のムダ取り………………会議を開く際、目的やゴールを示している。会議の終了時間が守られている

社内資料の削減………………職場内で作成されている資料の分量は適切である。無駄になることは少ない

書類を整理整頓する…………必要な書類はすぐに取り出すことができる

標準化とマニュアル化………大きな仕事が終わった際には、概要報告をまとめている

 （資料抜粋：内閣府、ワークライフバランスのための仕事の進め方パンフレット）
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2
ポイント

仕事と育児を両立するために（法律で決まっていること）

育児・介護との両立を
支援する制度

1 母性健康管理措置（男女雇用機会均等法）
母子保健法による妊婦健康診査を受けましょう。事業主には、健康診査
のために必要な時間の確保が義務付けられています。（有給か無給かは職
場の定めによります）

2 母性健康管理指導事項連絡カードの活用（男女雇用機会均等法）
主治医等から受けた指導事項を職場にきちんと伝えましょう。

3 時間外、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限（労働基準法）
妊婦は時間外、休日労働、深夜業の免除を請求できます。

4 軽易業務転換（労働基準法）
妊娠中は、他の軽易な業務への転換を請求できます。

5 危険有害業務の就業制限（労働基準法）

6 妊娠・出産・産前産後休業取得等を理由とした不利益取扱いの禁止（男女
雇用機会均等法）

妊娠期

1 産前・産後休業（労働基準法）
産前６週間（多胎妊娠は14週間）に出産予定の女性から休業の請求があっ
た場合、及び出産の翌日から８週間は、その女性を就業させてはなりま
せん。

2 育児休業（育児・介護休業法）
事業主に申し出ることにより、原則子どもが１歳になるまで仕事を休む
ことができる制度です。平成22年６月の法改正により、父母がともに育
児休業を取得する場合、１歳２カ月に達するまで延長できるようになり
ました。（パパ･ママ育休プラス）

3 解雇制限（労働基準法）
産前・産後休業の期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。

出産・産後期
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1  育児時間（労働基準法）
生後１年に満たない子を育てる女性は、一定の育児時間を請求できます。

2 母性健康管理措置（男女雇用機会均等法）
産後１年を経過しない女性は、主治医の指示により、健康診査に必要な
時間を請求できます。

3 時間外労働、休日労働、深夜業の制限、変形労働時間制の適用制限、危
険有害業務の制限（労働基準法）

4 短時間勤務制度（育児・介護休業法）
３歳未満の子を養育する男女従業員は、短時間勤務（１日６時間）をす
ることができる制度です。
常時100人以下の労働者を雇用する事業主には、平成24年７月１日から
適用されます。

5 所定外労働の免除制度（育児・介護休業法）
３歳未満の子を養育する男女従業員が、一定の条件を満たした場合、残
業を免除される制度です。
常時100人以下の労働者を雇用する事業主には、平成24年７月１日から
適用されます。

6 子の看護休暇（育児・介護休業法）
未就学児を養育する一定の男女従業員が、年次有給休暇とは別に、子の
看護のために、休暇を取得できる制度です。（５日／年　１人につき）

7 時間外労働、深夜業の制限（育児・介護休業法）
未就学児を養育する一定の男女従業員に対し、残業時間や深夜の就労を
制限する制度です。

8 育児休業取得等を理由とした不利益取扱いの禁止（育児・介護休業法）

育児休業復帰後

子育てに関する相談窓口など

児童コミュニティクラブ （担当　子育て支援課）

保護者の就労や病気などの際、小学校１年生から４年生までの児童を、放課後から（土
よう日、夏休み等の長期休業日は午前８時から）午後６時30分まで預かり、遊びや生
活の場としています。

子育て支援センター、子育て広場 0463-95-8181
子育て中の親と子が気軽に集い交流できる場であるとともに、専門スタッフが子育て
の不安や悩みなどについての相談に応じています。

ファミリーサポートセンター 0463-95-0728
３カ月以上の乳児から小学校４年生までのお子さんを預かってほしい方と預かってい
ただく方の相互援助活動を支援します。

市役所の相談場所 0463-94-4711
子育て支援課 ─  母子健康手帳・父子健康手帳、妊婦健康診査補助券の交付、乳

幼児健康相談、小児医療証の交付、家庭児童相談（発達相談、
児童虐待相談）　など

保育課 ──── 保育所、一時預かり特定保育、病後児保育　など
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介護高齢福祉課 0463-94-4711

地域包括支援センター　
　高齢者の方々が地域で安心した生活を続けられるよう支援を行うため、さま
ざまな相談を行っている窓口です。

伊勢原北地区の方

伊勢原中部地域包括支援センター 0463-92-4091

伊勢原南地区の方

伊勢原南部地域包括支援センター 0463-71-6616

成瀬・大田地区の方

伊勢原東部地域包括支援センター 0463-97-4755

大山・高部屋・比々多地区の方

伊勢原西部地域包括支援センター 0463-95-2111

介護に関する相談窓口など

仕事と介護を両立するために（法律で決まっていること）
　日本の高齢化は、急速に進みつつあり、同時に、家族に要介護者を抱える従業員の増加が見込まれています。
介護を理由に転職・離職した人数は、男女ともに増加傾向となっています。

1 介護休業
要介護状態の家族の介護のため、事業主に申し出ることにより、対象家族
１人につき93日まで仕事を休むことができる制度です。

2 短時間勤務制度等の措置
事業主は、短時間勤務やフレックスタイム制などのいずれかの制度を講
じなければなりません。

3 介護休暇制度
介護などの必要がある日について、事業主に申し出ることにより、仕事を
休める制度です。（５日／年　対象家族一人につき）
常時100人以下の労働者を雇用する事業主には、平成24年７月１日から
適用されます。

4 時間外労働、深夜業の制限
要介護状態にある家族を介護する一定の労働者に対し、残業時間や深夜
の就労を制限する制度です。

5 介護休業取得等を理由とした不利益取扱いの禁止



7

3
ポイント

　職場におけるセクシュアルハラスメント（セクハラ）についての必要な措置を講じることは、事業主の義務
になっています。（平成19年４月１日男女雇用機会均等法が改正施行）

セクシュアル・ハラスメント
の防止

セクハラのない快適な職場づくりに取り組み、
誰もがいきいきと働ける雇用環境を実現しましょう！

セクハラに関する
相談窓口

神奈川労働局　雇用均等室 045-211-7380

県立かながわ女性センター 0466-28-2367

［１］ 事業主の方針の明確化
 及びその周知・啓発 

1 職場におけるセクハラの内容・職場におけるセクハラがあって
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 セクハラの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処
の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働
者に周知・啓発すること。 

［2］ 相談（苦情を含む）に応じ、
 適切に対応するために
 必要な体制の整備 

3 相談窓口をあらかじめ定めること。 

4  相談窓口担当者が、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。 

［3］ 事後の迅速かつ
 適切な対応 

5 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（事実が確認できなかった
場合も同様） 

［4］ ［１］から［３］までの措置と
 併せて講ずべき措置 

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、その旨を周知すること。 

9 相談をしたこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由とし
て不利益な取り扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周
知・啓発すること。 

職場でのセクハラを防止するために、事業主が必ず講ずべき指針に定められた９項目（概要）
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