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労働ビッグバン

一
労 働 法 の 見 な お し

一
と 女 性 労 働

弁護士 中野麻美
1 男 女 平 等 か 規 制 緩 和 か

～綱 引 きの なかの労働 市場 改革～

(1)人権の世紀にむか つて

日本の長時間労働と男女間賃金格差の改善は長い

間、課題になつてきました。これらはいずれも根強

しや性別役割分業と、これを下敷きに組み立てられた

男性中心の企業社会から生じた矛盾です。「男は仕

事、女は家庭」という役割分業があつたからこそ、

女性には「家計補助的な働」として低賃金を (パー

トの低賃金はその典型)t男性には「家族の生活の

ため」というプレッシャーによつて企業の昴令には

なんでも従うという働季
方を強セ)てきました。

しかし、21世紀は「人権の世紀」であり、

「少子高齢社会」を迎えます。労働時間短縮と男女

平等を雇用政策の柱に据えなけれ|よ 私達の社会を

維持することはできません。男女雇用機会均等法や

労働基準法は、性別役害」分業を職場から家庭にいた

るあらゆるステージで解消し、労働8寺間短縮と男女

平等を実現するために改正されなければなりません

でした。

(2)規制 緩 和 と労 働 市 場 改 革

しかし一方、経済のグローバル化とともに、労働

市場をより効率的に構造改革しなければならないと

いう要請も強まつてきました。と<に、市場原理主

義にたつ「改革」派からは、効率的な市場をつくる

ため、労働分野の規制は必要最小限なものにとどめ

て撤廃すべきだという議論がとなえられるようにな

りました。安売り王の異名をとつた城南電機の宮路

社長は、安売りの秘訣を「従業員には頑張つて働い

てもらう、しかし賃金は上げない、時間外 。休日に

働いても害」増賃金は支払わない」と豪語したもので

した。しかし、競争が激し<なつて「安売り」が促

進されれば雇用や労働条件も変わらざるをえないこ

とを思い知らされます。

そして、日経連は「新8寺代の日本的経営」*と し

て、これからは社員を、①長期蓄積能力活用型 (経

営に参画することが期待されるグループで、一応定

年までの雇用と昇給含みの賃金が予定される)、 ②

専門能力活用型 (専門的な技能 。経験を発揮して働

くグループで数年の雇用と昇給なしで実績本位に賃

金が決定される)、 ③雇用柔軟型 (補助定型業務に

従事する社員層で、数力月単位の雇用と職務に応じ

て支払われる時間給に特徴がある)の 3つのグルー

プにわけて活用すると言い出しました。一言でいつ

て、働き手を必要に応じて効率的にフレキシブルに

活用したいというもので、労働時間、雇用と賃金、

企業と働き手を結びつける労働市場のシステムの金

面的な見直し=規制緩和を迫るものでもありまし

た。こうなると、労働時間短縮でな<仕事の抱え込

みによる長時間過密労働が広がり、差局」によって雇

用上の不利益を受けてきた女性、障害者、高齢者は

ますます不利な立場に追いやられてしまいます。

労働市場改革は、以上のようなまつた<相入れな

い男女平等と規制緩和の二つの方向からの綱引きの

中ではじまりました。その第一ステージとして、9
7年通常国会で改正均等法が可決成立し、98年 9
月の通常国会で改正労働規準法が可決成立しまし

た。

2 雇 用 平 等 か 差 別 化 か

～改正均等法と労基法・ 派遣法の見直し～

(1)改 正均等法

改正均等法は、雇用のあらゆるステージにおける

女性に対する差別 (女性のみの取扱いを含む)を企

業名の公表という制裁付きで禁止し、事業主に対し

てセクシャルハラスメントの防止を義務づけるとと

もに、女性の登用を促進させるポジティブアクショ

ンを奨励しました。悲観論もありますが、私は、改

正法を有効に活用すれば、職場における男女差別は

かなりの程度なくすことができると思います。ただ

し、同じ雇用管理区分の中でしか男女の均等待遇を

実現できないという今までの制約は克服できなかつ

たので、パートや派遣で働<女性たちの格差はなく

せません。

均等法が制定されてから雇用の多様化がすすみ、

最近では安売り競争のなかで低い賃金で働<契約社
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員やパートは、ものすごい勢いでふえています。こ

のことは、均等法によって格差を是正されない女性

がふえてきたことを意味します。その結果、男女間

賃金格差は拡大の一途をたどつてきたわけですが、

雇用形態の違いをこえて同一価値の労働には同―の

賃金を保障したり、間接差別 (―見、性に中立的で

も結果として―方の性に不利益になる)を禁止し

て、雇用形態の違いを□実に女性の賃金を低く抑え

るやり方を取り除かないかぎり、ますます男女間賃

金格差は広がるでしょう。

(2)多 様化 を促進する労基法改正

労働基準法はそうした差別化を野放しにする法律

の欠陥をそのままにして、かえって雇用の多様化を

促進する方向で改正されました。いままで 1年を上

限としていた有期契約は、商品開発など一定の分野

に限定して3年まで許されることになりました。有

期雇用は、契約のたびに雇用と労働条件が決めら

れ、雇用調整の対象になったり、ただでさえ低い賃

金がダウンさせられるなど重大な不利益に結びつき

やすいのが特徴です。

そうした雇用多様化を促進する隠し玉ももりこま

れました。つまり労働者保護という名目で、労働条

件を書面で明示するよう義務付けられたのがそれで

す。明示すべき事項のなかに「雇用期間」が加えら

れ、雇用形態別の雇入通矢]書が整備されます。雇入

通矢0書といえば、パート法で雇い入れ8寺の交付が義

務付けられています。この通知書には「雇用期間の

定め」が含まれていて、法律で義務付けされてか

ら、パートタイム労働者のなかに有期契約で働く労

働者が三倍にふえました。この経験からすると、今

度の法改正によつて有期契約がふえ、雇用の多様化

がすすむと思われます。そうなれば、心配は男女間

賃金格差が拡大することだけではありません。これ

から労働市場に参入する人たちの多<が、契約期間

が限られ、昇給もなく、場合によつては賃金ダウン

も覚悟させられるといつた労働条件しか示されなく

なるかもしれません。

(3)派遣 自由化 と男女平等の行方

そして、98年通常国会には、いままで専門性が

確立された限られた業務でしか認められなかつた派

遣労働を全面的に自由化するという派遣法改正案が

上程されました。一般事務など広範囲な分野で安上

がりな派遣が許されるようになります。最近は、―

般事務などの違法派遣が広がっているほか、派遣会

社が競い合って仕事をとりあうようになっていま

労働じッグバン ー労働法の見なおし― と 口牲労働

す。そうしたことも影響して、賃金は、4年前の時

給1700円前後から200円程ダウンしています

が、それが自由化されてどんな仕事でも派遣で対応

できるということになれ|よ 賃金は限りな<パート

の水準に近づ<とみられています。日経連の提0昌 し

た前述の③雇用柔軟型は、パートと派遣をミックス

した形態とみてよいでしょう。そして、雇用から受

ける利益の少ない雇用形態に女性労働が集約される

という、日本に特有の性別職業分離が、派遣という

形態を利用してさらに進むことは確実です。

しかも、派遣労働者と派遣先の正社員では雇用主

が違います。両者の賃金格差を問題にするには、企

業をこえて均等待遇をFo5題にすることになるので、

パートよりむつかしいのです。派遣法改正案のなか

には、均等待遇の一文字もありません。

3 労 働 時 間 法 制 の 見 直 し

(1)男女共通規制へ

男女雇用機会均等法制定 (97.6)と ともに、女性

に関する3寺 FD3外・休日・深夜労働規制が廃止されま

した。そして、改正労働基準法で男女共通に時間

外 。休日労働が規制され、育児介護休業法によって

家族的責任を負担する一定の労働者に深夜労働の免

除請求権などが認められるようになりました。いま

までの女性のみの規制は、家族的責任が主に女性に

かかつていることや母性保護を理由にしていました

が、家族的責任は男女平等に配慮されるべきだとい

うことから、女性のみの規制を廃止し、男女共通の

規制を実施することにしたものです。母性保護につ

いては、均等法で妊産婦への配慮を義務づけるなど

規制が螢化されました。

時間外労働の男女共通規制は、労働大臣が省令で

時間外・休日労働の上限枠 (36協定*で定めるこ

とができる上限)を定め、その上限枠を遵守するよ

う労使に義務づけられました。男女別に上限枠をさ

だめる36協定は均等法の趣旨に違反するというの

が労働省の見解です。この規制に違反しても、刑罰

による制裁はありません。そして、労働基準監督署

は、法律の枠をこえた36協定の届け出があったと

■硫 ぎ 縄儡 悪 れ 蘇 ml
が発生する場合、 労働基準法は過半数の労働者の団
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き、枠内にとどめるようl旨導はするが最終的には受

け付けざるをえないといいます。ただし、激変緩和

措置として、小学校就学前の子どもを養育する女性

には、向こう3年間だけ、いままで通りの年間15
0時間、 1週 6時間 (工業的業種)または4週 36
時間 (非工業的業種)ないし2週 120寺FB5(病院等

保健衛生)の規制が維持されます。

この改正を、「規制緩和」でな<「男女平等に家

族的責任を担える労働時間短縮」に結びつけるため

には、36協定締結の取組に女性たちがどれほどカ

を発揮するかにかかっています。少な<とも、激変

緩和措置が解除される3年後までに、男性にもいま

までの女性の上限規制を適用する必要があります。

そうしなければ政府が目標にしている年間1800
時間の労働時間短縮は実現できないわけで、「職場

の現実はむつかしい」という男性たちの発想をどう

変えるかが決め手になつてきます。

深夜労働を女性は原則禁止されてきましたが、こ

れからは、女性だけ従事させないという取扱いは、

均等法に違反することになります。しかし、それは

女性に深夜労働を命じて従わせてもかまわないとい

うことではありません。あ<まで「深夜労働しても

かまわない」という女性に就労の機会を閉ざしては

いけないという意味にとどまりますし、指針では女

性を新しく深夜労働に従事させるときは、通勤の安

全を確保したり、仮眠室や休憩室などの就業環境を

整備しなければならないことになつています。小学

校就学前の子どもを養育する男女労働者は深夜労働

の免除を請求できるようになつていますし、労働安

全衛生法も、深夜労働の男女共通規制に向けて見直

される予定です。深夜労働は、男女問わず有害です

ので、男女ともに原則禁止すべきだという意見も説

得力があります。そうした立場からすると、今回の

改正は不十分です。できるだけ早く、しつかりした

男女共通の深夜労働規制を実現すべきです。

(2)揺 ら ぐ 8時間 労 働 制 の 基 礎

改正労働基準法は、い<ら長<働いていも一定の

時間しか働かなかつたとみなしてしまう新裁量労働

制の導入をみとめました。これでは、せっかくの時

間外・休日労働の規制も「絵にかいた餅」になつて

しまうということで、労働組合は大反対しました。

そのため、この制度を導入するには、労使同数の委

員で構成される労使委員会をつ<って法律で定めた

事項について決議しなければならないなど、使用者

にとっては使い勝手の悪いものになりました。しか

し、業績が問われる職場では、時FB5外・休日労働さ

労働じッグバン ー労働法の見なおし一 と 口性労働

せた使用者に義務づけられる害」増賃金さえ支払われ

なくなつています。失業の危機が高まるにしたがっ

て、仕事の抱え込みがすすみ、害」増賃金を請求しな

いで長0寺間働く労働者がら、えています (「 B寺間外・

休日に働くのは無能 !」 「好きで働いている」とい

われてしまう)。 そうしてかろうじて正社員として

の地位を保持することができるといつた具合では、

せつか<の男女共通規制も活かしようがありませ

ん。あらためて、「 1日 8B寺間を超えて働かせては

ならない」という8B寺間労働制を員く取組が求めら

れます。

(3)期待 され る女 性 た ち の

エンパワメント

割1曽賃金さえ放棄して仕事を抱え込むなんてこと

はやめにして、男女が職場と家庭における責任と権

限を平等に分担しあえるようにすること、これが人

権の世紀であり少子高齢社会を迎える21世紀の不

可欠の課題ではないでしょうか。日本の女性たち

は、性別役害」分業のなかで職場において差別を受け

人権を否定されてきましたが、男性たちも、家族の

生活がかかつているというプレッシャーから家族と

生活する時間や自分自身の人格も投げ捨てて企業の

ために働かなければならないという人権侵害を受け

てきました。これを変えるためには、労働時間短縮

とノギートや派遣といった雇用形態を超えて男女の平

等を保障しなければなりません。そして、不十分で

はあるけれど今度の法改正を前向きに活かす取組も

必要です。そのためには、労使関係を含むあらゆる

場面で女性が実権を握らなければならないと思いま

す。

北京女性会議のキーワードであった女性たちの工

ンパワメントが、人権の世紀である21世紀を切り

開<ことを肝に銘じ、明日からの歩みをすすめてい

きたいものです。

◇ プロフィーん ◇

なかの まみ

1975北海道大学法学部卒業

1979弁護士登録 派遣労働ネットワーク代表

日本労働弁護団常任幹事

主な著書

「働 く女たちの裁判」(共著 :学陽書房)

「21世紀の男女平等」(共著 :有斐閣)

「自己実現のための福祉と人権」(中央法規出版)



昨年 12月 「新しい公・共圏をつくる政策・制度研究会」では、 市民政策提案フォーラム「ワー

カーズコレクティプのケアワークから提案する新しい働き方」を開催しました (横浜・ラジアントホー

ル)。 ケアワークを行う神奈川県内8つのワーカーズコレクティブ (WoCo.)の 9月 lヶ月間を詳細

なデータにまとめ、そこから見える課題、そして独自の共済制度をもつW.Co.の報告等がされました。

参加者の中から「無報酬‖労働の数値化を考える会」の加藤登紀子さんにその報告と感想をいただきま

した。

ケ アワーク調査報告会 に参 加 して

無報酬労働の数値化を考える会  加藤登紀子

ケ ア ワ ー ク調 査 の報 告 会 に参加しまし

た。ケアワークをするパートの社会保障制度につい

てその実践も話されて、「正当な賃金や社会保障の

権利をもつた」時間選択としてのバートワークの実

現は、W.Co.に普段関わりのない私にも興味があり

ました。また「75%ワ ーカー」、「100%ワ ー

カー」 *などのネーミングも面白いと思いました。

ケ アセ ンタ ーあ さひの実践例では、常勤・

非常勤の□―テーションを可能にし、それぞれに権

利が 100か 0にならないよう工夫。報酬‖の15%
を拠出し3分の 1を共済制度化。例えば第3号被保

険者を抜けたけれど被用者保険 (年金と健保を半額

負担する)の加入条件にあてはまらないワーカーに

は、自立支援手当を月 1万円支給 (有給休暇などは

今後の課題)しているとか。

また、公的委託を受けることで必要になる基準や規

制については、利用者の夜のニーズなども受け入れ

るよう調整しながら、W.Co.の 趣旨に近づけるよう

努力しているということです。

久場嬉子さん (東京学芸大学教授)はコメン

トで、昨年総務庁にできた「アンペイドワーク統計

研究会」 (座長 :ス場)にも6ヽれ、この研究会の目

的は社会生活基本調査で不備なアンペイドワークの

部分の整備であること。また、今回フォーラムで報

告された調査のきつかけは、項目だてが困難なコ

ミュニティワークの実態把握であること。 そして、

コミュニティワークを担うほとんどは第3号被保険

者であるが、年金等の見直しがされている今、第3

号被保険者というW.Co.の 活動基盤が大きく揺らい

でいる。その中で、働く基盤を社会全体でどう保障

するかが重要とのス場さんの指摘にはうなずかされ

ました。

さらに、税や年金制度の個人単位化が必要である

こと。そして働いた時間に比例した賃金や社会保障

等の権利を保障する新しいパートタイム労働法に向

けた運動は、W.Co.以外で働<女性とも共有できる

と強調されました。夫との家事分担も平行して進

め、オランダのようなワークシェアリング (男女共

に)を実現したいものです。

ところで昨年 スペ イ ンで は、ヨーロッパ

で初めてアンペイ ドワークに関する法 (演」定 。評価

しGNPの付属勘定に含め、社会政策に反映させる)

を中南米国、 トリニダード・ トバゴに続いて制定し

ました。また、北京行動幣岡領のフォローアップを毎

年行う国連女性の地位委員会 (3月)の今年の討議

は、無報酬‖労働に関する文言が入つた「制度的メカ

ニズム」も対象となります。

無報酬‖労働の時間調査、今回のW.Coの詳細な調

査、時間選択としてのパートワークの模索など、神

奈川ネットの実践は私たちを力づけるものです。私

も今年は ①役害」分担解消 ②自己実現 ③収入に

向かつて一歩でも近づけたい。

* 75%ワ ーカー :週 30時間以上働くことを年度当

初に選択したワーカー。

100%ワーカー :週 40時間以上働くことを年度当初

に選択したワーカー。 いずれもケアセンターあさひで

活動する3つのW.Coが、 lEl尺人の労働時間に見合っ

た保障を創出するために、 その捉え方として用いる。

ロ ロ ■ 口 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 日 ■ ■ ロ ロ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 口 ■ 口 ■ ■ ■ ■ ■

当フォーラムにて報告されたデータ及び提案とまとめは、

3月 発行の「アンペイ ドワーク12号」にて掲載いたします。
■■■■ロロロ■■■■■■■■ロロ■■■■■■ロロロ■■■日■■■■■日■■
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ヴ ァー ジニア人単女性学研究所教授

ア イ リ ン・ ボ リス

多種多様な人種と民族の国、アメリカ。その中でも下層の女性に光を当て、その労働の歴史を研究

するアイリン・ボリス教授の請演が昨年 10月、神奈川ネットワーク事務所にて開かれました。標記

テーマで、女性の労働史や母親と政治の結びつきについて力強<語る姿が印象強<残りました。

現在、アメリカではほとんどの女性が何らかの仕事を持ち、その6割が6歳以下の子どもを抱えて働

いているといいます。現在の女性労働の課題に言及しながら、歴史を知る大切さを強調されたボリスさ

んの請演を簡単に紹介します。 (「新しい/AN・
共圏をつくる政策・制度研究会」のア ドバイザー、矢澤

澄子先生の紹介で実現した講演で、通訳は東京女子大学の小檜山ルイ先生が務めてくださつた。)

◆家庭と仕事

アメリカでは、仕事を持つことが女性の解放に結

びつくと考えられています。但し、その仕事自体に

満足している場合です。

一方で家庭性という理想があります。つまり母親

は家で子どものケアなどをする、父親は外でお金を

稼ぐのがよいと。しかしこうしたモデルは、貧しい

階級に非常に難しい状況をつくつてきました。つま

り、女性は働きに出ても給料が少ない。扶養家族を

持たない母親の稼ぎはあ<まで二次的副収入と考え

られるわけです。また、母親は子どもの面倒を見る

ために労働3寺間が短く給料が少なくなることがあり

ます。そういつた状況が仕事と母親業をどう調整す

るかという面に影響を与えるわけです。

歴史的にも、家庭と仕事 (賃金労働)が女性の二

つの空FB3を形作つてきたと言えます。

◆外へ出る仕事

19世紀前半には産業革命が発展し、都市にブル

ジョアの白人家族が出てきました。それまでは生産

の場でもあつた家を基点にして、親戚や隣人の面倒

を見たりと幅広かった母親の役害」が、家庭での子ど

もの養育や狭い周囲のサービス提供<らいになりま

した。

20世紀初め、産業化が進み町がとても汚く不潔

になつた時、食品衛生とか麻薬の問題に積極的に取

り組んだのはこの中産階級の女性たちでした。自分

の子どもを守るために運動を展開したのです。恵ま

れた階層でアンペイドの母親業に専念できた女性た

ちが、母親の義務を果たすことでむしろ政治化し、

社会へと目を向け活動したのです。これはSocial

House Keeping(社 会的な家事をするように市

の政治を行なうこと)と言われました。

その後、母親の仕事が家庭の外へ出されて商品化

され、別の女性がするようになります。貧しい女

性、マイノリティが低い賃金でするという現象で

す。例えば老人ホーム (∩ursing home)、 レスト

ランの仕事などです。そして幅広い層の女性が外に

出るようになると、女性間に差異が生まれ連帯が難

し<なつてきました。

つまり、選択して専門職につ<女性はいい給料を

得て、家の仕事は他人に給料を払つてやってもら

う。別の階層の女性は、お金のために単純な仕事を

する、そして賃金労働の後、夜中まで家事をする。

さらに下層の女性の場合は、働きた<ても働けない

種長の事情を抱えて家にいる人が多<、 国から生活

保護を得ている。必死に働<女性たちはできれば家

にいたいので、そうした下層の女性たちを非常に

苦長しく思つて攻撃する状況もあります。

◆さまざまな権利の主張

非常に貧しい労働者階級の女性には、19世紀に

なっても家庭と仕事の区別はありませんでした。そ

こで家庭の仕事と賃金労働を組み合わせて働く戦略

をいろいろと編み出してきました。例えば、パンや

野菜を家でつ<る、服を縫う、子どもに車の落とし

た石炭や野菜を拾わせたり、娘を売春に出すことも

ありました。

缶詰工場や服飾産業に女性労働者は非常に多かつ

たのですが、家で子育てしながら内職に取り組みま

した。雇用主にとっても内職は安く労働を買えるメ



「家奥 と仕事 を両立させなが ら生きる

アメリカ女性の現状 と課題」

リットがあります。しかし、女性の二重労働の問題

を解決できる方策ではな<、 むしろ女性たちは両立

の難しさのために家庭の義務を果たせないジレンマ

にβ侶いることもあるわけです。

この状況に対して、恵まれた働く女性たちは内職

を禁上し工場が仕事を発注しないように運動を展開

しました。母親が家にいられるよう、政府や企業が

補助金等を出す、つまり扶養手当てを出すよう求め

ました。他にも最低賃金法、母親年金のシステムを

つ<りあげました。アメリカの社会福祉国家モデル

は、こうして女性改革主義者たちが塚庭と賃金労働

を切り離そうと運動したところに原初的始まりがあ

るのです。

この時代、女性は参政権を要求し (1920年制

定)、 産業労働における平等も主張、各種の労働基

準法が生まれました。最低賃金法、労働の安全を確

保する法律、最長労働8寺間法、児童労働禁止の法律

もそうです。どれも、母と子どもを守るための主張

でした。そしてコミュニティで様友な社会的サービ

スを担う孤児院や保育園、図書館、保健所、乳幼児

のミルク配給をする施設をつ<りました。

1930年代の大不況の時、女性たちはきびしい状

況の中で食べ物や家賃上昇を抑えようと、あちこち

で大変戦闘的な運動を展開しました。母親であるこ

とから出発して女性が政治的、戦闘的になるという

流れは、独立革命、南北戦争始め非常に長い歴史が

あるのです。現在でも平和運動家等、母親の発言に

立脚したイデオロギーが流布しています。

◆年金

1935年、年金法 (sodal security)が成立し表

したが、賃金労働をベースに年金額を算出する形に

なり、女性にとつては非常に不利な法律になつてし

まいました。女性は継続的に働けず賃金レベルも低

いので、結局年金は少な<なります。夫や父親の年

金から妻の年金が支払われるのでシングルの女性に

とつても大変不利です。農業のように賃金があいま

いな仕事には年金がつきません。

女性が労働市場に参入して30年、多くの女性が年

金をうけるようになりましたが、同じ教育程度の男

性よりも額はずつと低い状況です。それは男性の多

<が企業年金を支給する大企業で働き、有利な年金

を受ける一方で、大企業で働<女性の害」合が少ない

こともあります。年金システムをな<そうとする話

もありますが、な<なって深亥」な打撃を受けるのは

女性です。多<の女性がそれに頼つていますから。

◆社会的母性

女性は家事労働と賃金労働と二つをこなすことを

要求されてきました。そのためにはさまざまな支援

が必要なのに、それらを適切に提供している社会は

あまりありません。

これからの社会で人事なのは、母親として威厳を

もって働けるように、社会が何らかの支援を行なつ

ていくことです。一人、あるいは西引円者と―緒に母

親としての仕事をこなし、ある程度の家事は外部

サービスによってなされる等の助けを得られなけれ

ばいけないのです。そういうより大きな「社会的母

性」 (sodal motherhood)を 求めていかなければ

ならないのではないでしょうか。

Q. これまでの歴史で、母親の仕事を男性とわか

ちあうという議論はなかつたのでしょうか。

A. 1∞ 年前、そのような議論は全<な <、 それ

は女がやるべきものでした。

1960年代、第二波のフェミニズムが起きた

時、男も応分の家事育児の害」り当てを受け持つべ

きと主張されました。けれど問題なのは、男はや

りた<ない、この仕事をするように社会化されて

いないことです。

私にもいい夫がいて60%の家事をします

がt計画するのは私。買い物はして<れるけれど

リス トを作るのは私。子どもの面 倒もみる

が、子どもbtl可を着て何をするか考えるのは私。

面倒見る人として トレーニングできてない。男性

を教育する大切さが言われているのも確かです。

Q.例 えばノルウェーのように育児体暇の一ヶ月

分は男性しかとれないというクォータ制 (害」り当

て制)等の制度化を進める北欧タイプについて

はどう評価しますか?
A.フ ィンランドに住んだことがありますが、父
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親にも母親にも有給の育児休業がありました。ア

メリカで最近、制定された育児休業法は無給で

す。しかし問題は、男性が育体をとらないことで

す。経済的、出世を望めなくなるという理由で

す。労働文化の重点が競争力に置かれている限り

社会的支援だけでは不十分で、賃金労働と子育て

とはマッチしません。

Q。  「社会的な母性」は、誰が供給するのか、そ

の位置づけと、賃金を聞きたいのですが。

∧。 例えば子育てを社会的に請け負うのは、今の

ままではやはり女性です。すると賃金は低くな

る。動物園の飼育係の男性の方が保育園の保母の

女性よりも賃金が高いわけです。面倒をみる仕事

(ケアワーク)の価値を高め、賃金を高<しなくて

はなりません。しかし、男性がこの分野に入れ

|よ 女性の仕事がな<なるという問題も出てきま

す。

Q.ア メリカにも、フェミニズムの考えに立つて

自分たちのワークをつくり出す運動は、あります

か。

∧.小 さな萌芽のようなものはあります。食品を

自分たちで生産しマーケットに出し皆で分かち合

う生協運動や、近隣コミュニティの安全を確保

するため住人が監視員をする運動もあります。小

さい子どものいる家族が給料なしで保育しあうベ

ビーシッティング運動もあります。しかし、これ

らは散発的で一時的なものですね。

(文責 亀田)

Eneen BO百 s
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年金受給権とアンペイドワーク

金子 勝 (法政大学経済学部)

現行年金制度の不合理性

―― 女性の年金問題 ――

急速な高齢化に直面して、年金改革が不可

避となっている。 その際、 置き去りにされて

はいけない重要な論点の 1つに、 女性の年金

問題がある。 周知のように、 80年 代半ばに

基礎年金制度が導入されてから、 一応、 専業

主婦にも年金権が認められた。 しかしジェン

ダー視点から見て、 多<の問題点が残されて

いる。

第 1の問題点は、 現行制度の下では、 単身

者や共稼ぎ世帯が他人の主婦 (主夫)の基礎

年金を支払う形となつている点である。 つま

り 「不払い労働」 を主とする専業主婦 (主
夫)は保険料を支払わない一方で、 当該主婦

(主夫)から「不払い労働」 の貢献を受けて

いない単身者や共稼ぎの女性が、 その主婦の

基礎年金部分を支払うという関係を生じさせて

いる。 いかにも 「不合理」 である。

第2の問題点は、 現行制度の下では、 離婚

した主婦 (主夫)が著し<不利に扱われてい

る点である。 離婚した女性は、 少な<と も一

定期間 「不払い労働」 で貢献してきたにもか

かわらず、 元の夫の遺族年金をもらうことは

できな<なるからである。

第3の問題点は、 専業主婦となるか共稼ぎ

をするかという女性のライフスタイルの選択に

対して、 現行制度は必ずし′も中立的ではない

という点である。 と<に女性の場合、 共稼ぎ

をして支払った厚生年金が掛け捨てになってし

まうというケースが、 多々発生する。 一般的

に、 女性は低賃金や中途退職の場合が多いの

で、 厚生年金の報酬‖比例部分の給付水準がイ因

<な ってしまい、 結局、 専業主婦と同じく遺

族年金を受け取った方が有不」になる場合が多い

からである。

では、 「不払い労働」 を主とする専業主婦

に正当な年金受給権を保障しつつ、 女性のラ

イフスタイルの選択に中立的となる年金制度

を、 どのようにして設計しうるのか。 論理的

には、 2つの考え方がありうる。 しかし、 後

述するように、 どちらも難点を抱えている。

基礎年金の税方式への転換

ます第 1の解決法は、 基礎年金を現行保険

料方式から税方式に転換する方式である。 こ

の方式のメリットは、 年金の拠出負担と給付

の関係が切り離され、 国家が全ての国民に権

利として年金受給権を保障することができる点

にある。 つまり支払つた保険料に運動して年

金給付を行おうとするかざり上述の諸問題が発

生するのを避けられないが、 この税方式に転

換すれば、 男性であろうが女性であろうが、

共稼ぎであろうが専業主婦 (主夫)であろう

が、 権利として年金を受給することになるの

で、 少な<とも第 1の Po5題 (すなわち単身者

や共稼ぎ世帯が他人の主婦の基礎年金を支払う

という問題)を 防ぐことができる。
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ところが、 現在流布されているように、 こ

の基礎年金の税方式への転換を消費税で賄おう

とすると、 2つの問題が発生する。 1つは、

年金制度全体の改革という観点からすると、

基礎年金を消費税に依存したのでは、 年金制

度の信頼性を取り戻せないという問題である。

消費税による基礎年金の税方式転換を最も支持

しているのは財界諸団体である。 基礎年金部

分について、 これまで企業が負っていた年金

拠出負担がまるまる無くなるからである。 だ

が、 これまで企業が支払つていた年金拠出負

担分も含めて、 国民の消費税負担に上乗せす

るとなると、 消費税率の急激な上昇は避けら

れない。 実際、 現行制度を前提にして基礎年

金部分を全て消費税で賄おうとすると、 厚生

省の試算でも消費税率は10%以 上、 高齢化

がビークに達する2025年 には15%を超え

ると推計されている。 昨年の消費税率引上げ

(3%→ 5%)が 現在の消費不況のきつかけ

となつたように、 経済状況次第では安易に消

費税率を弓1上 げることができな<なる。 ま

た、 消費税引上げは政治家にとって選挙で不

利になるので、 なかなか税率引上げができな

くなる。 そうなれば、 年金制度の基盤が不安

定になることは避けられない。

いま 1つは、 消費税は誰がどれだけ年金と

して負担しているかが目に見えないために、

権利としての年金受給権を自党することができ

ないという問題である。 消費税は世帯主の財

布から知らず知らずのうちに支払つているので

あつて、「不払い労働」 をする専業主婦 (主

夫)の 基礎年金を保障するという自党を生み

出さない。 そこからは「不払い労働」 を社会

的にきちんと評価する思者は出てこないであろ

つ。

夫が妻の年金を支払う方法

婦 (主夫)の年金負担を負う方法である。 こ

うすると、 報酬1比例部分も含めて、 専業主婦

(主夫)の 年金受給権を保障することがで

き、 形式上、 上記の第 1から第3までの問題

も 「解決」 できることになる。 しかし、 こ

れも2つの問題を発生させる。 1つは、 保険

料の設定如何にもよるが、 世帯主が 1人で2
人分を支払うという方法は、 負担がいきなり

倍になり現実的に負える額にとどまるとは考え

られないという問題である。 いま 1つは、 大

が妻の年金分も支払うことが自動的に男性

(夫)が女性 (妻)の 「不払い労働」 を評

価することにつながるかどうかは不明だという

点である。 妻にも年金権があるから当然と受

け止めるか、 大が妻の老後までをも面倒をみ

ているのだと考えるかは、 社会の合意のあり

方に依存するからである。

全額税方式の三分二乗法

こうした2つの解決法の難点を乗り越えるに

は、 いかなる方法があるだろうか。 ありうる

とすれば、 それは、 報酬1比例部分を含めた全

額税方式への移行と三分二乗法の適用である。

ちなみに三分二乗法とは、 夫と妻の年金を

含算したうえで、 三分してそれぞれ年金を受

け取る方法である。 この新しい年金制度案

は、 神野直彦氏と共同で提案した<経済成長

スライド方式の単一所得Lじ例年金>のことであ

る (『世界』 1999年 3月号掲載)。 では

この金額税方式は、 どのような特徴を持つて

いるのか。 以下の諸点があげられる。

(1)現行の保険料方式を、所得に比例してか

かる社会保障税方式に改める。 個人は所得比

例税 、 企 業 は 賃金 総額 にかか る賃 金税

(oayro‖ tax)を支払う。 各年金制度毎にば

らばらだった保険料が全国民共通の税となるの

で、 年金制度の分立問題は解消される。第 2の解決法は、 世帯主が自党的に専業主



年金受給権とアンペイトワーク

(2)年金給付額は社会保障税の納税総額に基

づいて支払われるが、 毎年の年金支給額は、

現役世代の 1人当たり所得上昇率にリンクして

決まるようにする。

(3)低所得者や専業主婦 (主夫)な どにも

ミニマム年金が保障される。 この部分は、 資

産所得に総合課税したうえで所得税を基本とす

る一般税源で賄われる。

(4)急速な高齢化に対して、年金制度の縮小

を避けるために、 膨大な額にのぼる年金基金

を長期的に取崩しながら、 できうる限り現行

の給付水準を維持する。

(5)単―の社会保障基金を設立して、 中央政

府から独立させる。

こうした仕組みを持つ<経済成長スライド方

式の単一所得比例年金>に三分二乗法を加味す

ると、 これまで見てきた女性の年金問題はほ

ぼ解決する。

まず第 1に、 この提案だと、 専業主婦 (主

夫)の 「不払い労働」 の貢献を明示的に年金

制度に組み込むことができる。 ミニマム年金

で最低年金水準を保障しながら、 夫 (妻)の
報醸1比例部分の半分を、 妻 (夫)の 「不払

い労働」 の貢献として受け取ることができる

からである。 共稼ぎ世帯の場合であれば、 夫

婦がシャドウワークをシェアしていると考える

こともできる。 第 1の問題は解決する。

第2に、 離婚した場合、 再婚するまで、 妻

は元夫の報酬1比例部分の半分を受け取る権利を

持つとすれば、 離婚した妻が不不」になるとい

う第2の問題も解決する。

そして第3に、 三分二乗法を適用すれば、

共稼ぎ世帯として働いてきた女性は、 少額で

も、 自分が職業労働に従事して納税してきた

社会保障税総額を放棄せずに、 自分の年金支

給額に反映させることができる。 つまり、 共

稼ぎ女性の 2号保険者の保険料 「掛け捨て」

問題も解消される。 このようにして、 女性の

ライフスタイル選択への中立性という第 3の間

題も解決されるのである。

今日におけるジェンダー視点の欠如した全て

の年金改革案では、 近未来の男女平等参画社

会を実現することはできない。 公的年金制度

の信頼性が動揺している今こそ、 その改善を

目指してゆかねばならない時なのである。

◇プロフィーん◇

かねこ まさる

1980東京大学大学院経済学研究科博士課程

単位取得修了

現在 :法政大学経済学部教授

専門 :財政学

主な著書

『現代資本主義とセイフティ・ネット』

『市場と制度の政治経済学』など

お詫び

『 Unpald Work 13号 』については、神奈川ネッ

トワーク運動における選挙活動 (最終 7月 中旬)のた

め、発行を遅らせていただきました。購読者の

皆様には大変ご迷惑をおかけしたことをお詫び

申しあげます。



福祉ワークの実態報告から

特定非営利活動促進法 (NPO法 )の 制

定・公的介護保険制度の導入により、 市民が

つ<る 「公共性」 の重要性・必要性が増して

きました。

市民がつくる 「公共性」 とは、 市民自ら

住み薯らす地域コミュニティを自治するため

の、 お互い様で非営利のたすけあいサービス

の拡がりのことです。

一般に福祉サービスといえば、 税や介護保

険料などを使つて役所を媒介として公的に提供

される各種生活福祉サービスと、 今後広がっ

てい<民間営利事業者によるサービスとがあり

ます。 これに対し、 私たち生活クラブ運動グ

ループが実践してきたのは、 多<のワーカ

ズ・コレクティプ (以下ワーコレと略す)に
よる参加型福祉です。

そして私たち研究会は、 この市民がつ<る

「
/AN共

性」 を日本の地域福祉に拡げるため、

この 「
/AN共

性」 を中心に担う女性たちのアン

ペイ ドワーク、 コミュニティワークを浮き彫

りにし、 これらワークの諸課題をとらえ、 政

策テーマとしてきました。

8乍年、 当研究会ではフルタイムワークに

偏つたワーク全体に対する未整備な社会保障の

現1犬をさらに明らかにし、 政策提案を行なう

ため、 福祉ワークの実態を調査しました。

この調査に基づき開催 した 「福祉ワーク

フォーラム」 (98年 12月開催)に ついて

若干の報告をいたします。

福祉ワークの担い手には、。/AN務
員型、

。公的サービスの民間委託型の社会福祉法

人 。社会福祉協議会 。公社型があります。
/AN

的サービス以外では、 独自サービスの社会福

祉協議会 。/AN社型等、 そして ,ワーカーズコ

新しい/AN・ 共圏をつ<る政策・制度研究会

ケアワーク研究チーム座長 又木京子

レクティプに代表される参加型福祉サービスに

分けられます。 各長の現状から、 公的介護保

険導入を控え、 確実に増え続けてい<福祉

ワークに存在する課題を明らかにし、 政策提

案を進めるのが私たちのテーマです。 福祉

ワークの担い手は主に女性たちです。 ジェン

ダーとワークをとらえた私たちの研究調査の詳

細は下記のとおりです。

(1)福 祉ワークの課題となるであろう現

状 の分析

① 公的介護保険の導入を前に、 「民間営利

企業」 の福祉サービス参入が進む。

福祉ワークを 「民間営利」 市場に任せて放

置すれば、 効率よい働き方・働かせ方として

福祉ワークのパートタイム化が進むことが予測

される。

②  「公」 のワークは、 フルタイムワークを

中心としているため、 利用者の需要とワーク

の実態が醐齢しがち。

③  「公」 は、 フルタイムを基本にワーカー

をコーディネートするため、 ②に見られる需

要との配配、 つまり時間外や午前中に集中す

るサービス需要を受け入れられない。 その結

果、 それらの需要が市民事業であるワーコレ

に回されている。

④ 福祉ワークは、 社会的歴史的に主に女性

のワークである。 現状の税制や社会保障のま

ま福祉ワークの参加が拡がれば、 100万 円

の壁が立ちはだかり、 ワークの自主性を阻害

することが予想される。

(2)問 題点を明らかにするための実態調査

調査は昨年 9月―ヶ月間の各ワーコレメン

バー全員のワーク実態を記入してもらいまし

た。



その特徴は、

1)ワ ークの山は 3つあり、 午前中 10時
頃、 午後 2時頃、 さらに夕方 5時頃になつて

いる。

2)ワ ークの0寺間は早朝から深夜までだらだら

と続いている。

3)ワ ーコレによっては土日も平日と同じよ

うな時間数をワークしている。

これに対し、 手に入れた公務員サービスの

山は月曜から金曜萩で几帳面に午前午後の 2
回、 ワーカーの人数分だけ 2時間ずつ並んで

いた (週―回会議の日の午前中は、 ワークは

Oになっていた)。

4)利 用者とワーカーの人数はほぼ同数で、

ワーカーのワーク時間は月 1000寺間ぐ

らいから4時間<らいまでワーカーのワーク時

間数が縦に並んでいる。

5)自 治体が食事サービスを実施している

ワーコレと実施していない自治体のワーコレで

は、 その時間に違いが見られた。 (昼食を実

施している自治体のワーコレでは午前の需要が

少なく、 夕食を実施している自治体では午後

の 0昔間が少ない傾向)

これらのデータが示 しているものは、

◎公的福祉は、 ワーカー本位でサービスが提

供され、 ワーコレではワーカーの人数や提供

時間を駆使して利用者本位のサービスを提供し

ている。 ◎ワーコレの福祉サービスは公的福祉

の穴埋めに使われている傾向がある。 ◎不」用者

本位にサービスを提供するためには、 多様な

時間を駆使する短時間ワーカーが多<必要であ

るなどである。

これらのデータや課題を整理すれば、 今後

少子 ・ 高齢社会の福祉サービスを充実するに

は、 仮説通り多様なハートワーカーが必要と

なり、 女性たちの現状から福祉ワークに女性

福祉ワークの実態報告がら

たちの多<がハート労働にかり出されることは

明らかです。 そこで、 これらのワークの現状

を放置することな<、  今後は福祉ワーカーの

働き方を可能にする新しい社会保障の制度提案

が必要です。

また今回、 調査とは別に新しいワークの実

践情報を提供して<れたのは、 厚本市でワー

コレにより社会福祉法人を実際に運営してい

る、 ワーコレ「きりん」 のメンバーによる共

済制度です。

その共済制度の内容は、

◎ 常勤 ・ フト常勤を問わず支払われる賃金か

ら15%を拠出金として、 その一部を常勤職

員にのみ制度化されている退職金を非常勤ワー

カーにも補うため、 自ら積み立て退職手当を

出しあっている。

◎  この拠出金から100万 円の壁を超える

ための支援金を準備している

(年収 100万円から150万円のワーカーの

手取り差額を一部保障し、 100万 円の壁の

ワークを超えることを支援する)。

これらの実践は自らの報酬|を生かした互助

の制度ですが、 今後は税により支援し社会保

障イヒすることが必要でしょう。

新しい公・共圏をつ<る政策 ・市」度研究会

「福祉ワーク研究会」 では、・福祉ワークの課

題をデータから読みとり、 先行している実践

を支援する政策 ・ 市」度の研究に今後も取り組

んでいきます。



女性労働に関する lLO条約

18世紀末、工業の中′bが工業制手工業 (マ

ニュフアクチュア)か ら機械制大工業へと変

化し (産業革命)、  この変化は 19世紀から

20世紀にかけて世界中に広がっていった。産

業革命は資本主義社会をつ<り、 産業資本家

と労働者という2つの地位を生むことになる。

はじめ労働者の立場は大変弱いものであっ

たが、 やがて労働組合を形成し、 又、 労働条

件の改善 ・ 向上を主張する労働運動が展開さ

れるようになった。 そして、 第 1次世界大戦

が終わるとその経験から 「世界の永続する平

和は、 社会正義を基礎としてのみ確立するこ

とができ」 (ILO憲章前文)、 社会正義は低

賃金、 長時間労働のような悪条件によって簡

単に崩され、 又、 そうした国が一つでもある

と他国にとって障害となることから、 国際労

働基準をめざす ILOが 1919年 に設立され

た。

以下、 現在までに採択された主な女性労働

者に関するILO条約について時間経過を軸とし

てみていきたい。

|、  1919年設立～第 2次世界大戦

国際情勢が不安定な中、 兵力として戦争に

巻き込まれることのない女性は、 安上がりな

労働力として工場労働に従事していた。 ILO
設立0春に採択された条約は全部で6条約である

が、 そのうちの 2条約が女性労働者に関する

ものである。 このことから、 いかに女性労働

者に関する国際的労働基準の設置が急がれてい

たかがうかがえる。

そのうちの 1つとしてまず、 妊娠 ・ 出産と

いう生理機能をもつ婦人労働者の健康を守りか

つ次代の労働力を保全するという観点から、

「産前産後に於ける婦人使用に関する」 条

約 (3号)が採択されたが当時の過酷な労働

条件を反映した厳密な規定であったため批准国

新しい/At・ 其圏をつ<る政策・ 制度研究会

所 彩子

は33カ国と少ない。

他方、 西欧の先進資本主義諸国において

は、 労働運動の成果として、 労働時間の法的

規制が 19世紀後半にはすでに相当進展してい

た。 このような規制に対して企業は設備投資

を償還するために交替制労働を採用することと

なり、 と<に、 繊維産業を中′いとして夜業を

行わせる企業が増加していた。 このような傾

向を抑制することを目的として、 「夜間に於

ける婦人使用に関する」 条約 (4号)も同

年に採択された。 この条約によって 「一切の

公私の工業的企業又はその各分科」 における

夜間、 すなわち、 「夜 10時より朝5時に至

る時間を包含する少な<とも11時間の継続の

8寺間」 における女性の労働が禁止された。

しかし1930年代になると、 イギリス・ベ

ルギー両政府から条約改正が提案された。 こ

のような要請を受けて、 「本条約は責任ある

管理の地位にあり目つ通常筋肉労働に従事せざ

る婦人に之を適用せず」 (8条 )、 そして、

「特定の工業又は地域に於て使用せらるる婦人

については夜 110寺より朝6時に至る0寺間を以

て夜 100寺 より朝5時に至る0寺間に代え得るこ

とを決定することを得」 (2条)といった規

定が力0え られた 「夜間に於ける婦人使用に関

する」 41号条約が 1934年に採択されるこ

ととなつた。

以上、戦前に採択された条約をみてきてわか

ることは、 この時期の ILO政策は女性は肉体

的に33い もの、 次世代労働者の生産を担うも

のという観点から女性労働者の保護を目的とし

たものであつた。

‖、第 2次世界大戦～ 1960年代

大戦中、 男性労働者が兵士として戦場に出

払つていたことからそれまで男性の労働とされ

てきた分野にも女性が進出するようになつた。



そして大戦が終わりに近づ<と、 「すべて

の人間は、 人格、 人種、 信条、 性別に係わ

りな<、  その人間としての自由と尊厳とに基

づいて、 経済的条件と機会の均等が保障さ

れ、 みずからの物質的幸福と精神的発展を追

求する権利を有する」 とうたつたフィラデル

フィア宣言 (1944年 )にみられるように、

破壊された人間の尊厳と権利を回復しようとす

る動きが出てきた。

こうした人権意識の高まりの中、 「各加盟

国は、 報酬1率を決定するため行われている方

法に適した手段によって、 同一価値の労働に

ついての男女労働者に対する同一報Ollの原貝」の

すべての労働者への適用を促進し、 …・確保

しなければならない」 (2条)とする「同一

価値の労働に対して男女労働者に同一の報酬

に関する」 条約 (100号)が 1951年に

採択された。 「同一価値の労働にたいする同

一報酬の原則」 は ILO憲章にも記され ILO倉」

立時から掲げられていた原則であることから者

えると、 上記のように背景の中ようや<条約

化されたといえよう。 日本も「使用者は、 労

働者が女子であることを理由として、 賃金に

ついて、 男子と差別的取扱をしてはならない

と規定する労基法 4条をもって 1967年に批

准している。 しかしながら、 客観的職務評価

方法が確立されていないため条約批准にもかか

わらず男女間における報酬1格差は他国と比べて

大きい (賃金の男女間格差61.5%労働省『平

成6年度版 働<女性の実状』)。 従つて、 職

務評価制度の構築が不可欠である。

また、 1958年 には 「人種、 皮膚の色、

性、 宗教、 政治的見解、 国民的出身又は社会

的出身に基づいて行われるすべての差別、 除

外、 または優先で、 雇用又は職業における機

会又は待遇の均等を破り又は害する結果とな

る」 (1条 )差 別待遇を禁止する 「雇用及

び職業についての差別的待遇に関する」 条

約 (111号)も採択された。 性による職務

分離のもとでは 「男女同一賃金」 原則は役に

立たないので、 本条約は100号条約を実効あ

らしめる前提となるものである。 日本におい

ては採用の自由が強調されていること、 労基

法3条は 「性」 を理由とする差別的取扱につ

いて禁止していないこと等を理由に本条約の批

准に至っていない。
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