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　ワーク・ライフ・バランス（以下、ＷＬＢ）の定義に

は種々あるが、ここでは、「個人がやりがいを持っ

て働きつつ、家族的責任やキャリア形成などと両

立でき、希望するライフスタイルの選択ができる状

態」のことと考える。「ライフ」とは、家族的責任だけ

ではなく、趣味や自己啓発、地域活動などさまざま

な要素がある。そのさまざまな要素と両立が図れる

ような「働き方」をつくることが求められている。

　ＷＬＢのとらえ方は、どのような生活を送りたい

かといった個々人の価値観によっても異なるし、ラ

イフステージによっても変動する。働き方に対する

ニーズもさまざまであり、企業の組織規模や従業

員構成、地域の社会的資源などによっても、とるべ

き施策は異なってくる。そのため、対応策は多様で

難しいといえる。

　育児・介護休業法が施行されて14年1、数回の

改正を重ねて育児と仕事の両立に関する法整備

は次第に整ってきたといわれる。しかし第一子の

妊娠・出産を機に6割の女性が離職している現状

からみると、女性が働き続ける上での大きな課題

　ＵＡゼンセンは、2012年にＵＩゼンセン同盟とサー

ビス・流通連合が統合し、結成した。約2400組合、

約150万人が加盟する日本最大の産業別労働組

合である。組合員の約6割が女性、また半数が有

は、「育児と仕事が両立できる働き方」だと考えら

れる。法整備は進んでいるにも関わらず、実態は

女性が「子育てか仕事か」二者択一を迫られてお

り、これは女性だけの課題ではなく、男性を中心と

する正社員の長時間労働などの働き方を是認す

る社会・文化に問題があるといえる。男女ともに育

児と仕事が両立できる働き方をつくることは、これ

からの社会にとって必要不可欠である。

　また働き続けるためには、「やりがいのある仕事」

も大切な要素である。妊娠・出産後に働き続けら

れる職場環境でも、育児中の女性は本人の希望

に関係なく補助的な仕事しか与えられないキャリア

コース「マミー・トラック」現象により、モチベーション

ダウンしている女性も多く、これでは本当の意味で

ＷＬＢが実現しているとは言えない。

　そこで本稿では、育児と仕事の両立支援を中

心に、ＷＬＢを実現するための「働き方」の構築に

向けたＵＡゼンセンの取り組みと加盟組合の事例

を紹介する。

期雇用といった組織的な特徴から、性別や働き方

によって差別されず、すべての労働者がいきいき

と働き続けられ、かつＷＬＢが実現できる男女共

同参画社会の実現を、産別の「根幹的な課題」

１. はじめに

2. ＵＡゼンセンの取り組み

育 児と仕 事 の 両 立 支 援を進めるために
～育 児 短 時 間 勤 務スタッフの 多 い 職 場 事 例より～

全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟（ＵＡゼンセン）　　　　　　　　

男女共同参画・社会運動局副部長　和田　水穂

特集2



− 15 −

　ＷＬＢ実現に向けて取り組む加盟組合の事例

を紹介する。女性従業員の多い流通・サービス業

では、妊娠・出産による離職を防ぎ、優秀な人材

を確保するため、両立支援の取り組みを労使で

行っている組織が増えてきている。

　本稿では、育児休業や育児短時間勤務（以

下、育短勤務）の利用者の多い職場で、単にファミ

リーフレンドリーな制度の充実にとどまらず、いかに

モチベーション高く働き続けるかについても取り組

んでいる加盟組合の事例を紹介する。

＜事例：マルイグループユニオン＞

　株式会社丸井グループは、小売・店舗、カード、

小売関連サービスの3事業を展開する企業であ

る。小売・店舗事業では、商業施設を関東中心に

24店舗展開している。20代〜 30代前半の女性

社員が多く、労使で育児と仕事の両立支援に関

する取り組みを積極的に進めている。

　その結果、育児休業や育短勤務が共に約300

名と、制度利用者が増えており、そのことでの新た

に掲げている。

　その実現に向けて「ＵＡゼンセン男女共同参画

推進計画」を策定し、「職場における男女平等」

「WLB」「組合活動での男女共同参画」の3項

目について、具体的な目標を策定し、2020年まで

に実現することを確認している。ＵＡゼンセンの本

部、部門、都道府県支部においても目標を設定し

ており、加盟組合はそれぞれの組織実態に合わ

せて2ヶ年のアクションプランを策定し、取り組んで

いる。

　目標の一つであるＷＬＢの実現については、「Ｕ

Ａゼンセン職場の男女平等と両立支援に関する

指針」に基づいた取り組みや労働時間の見直し

を進めることとしている。両立支援制度の充実だ

けでなく、労働時間の改善をすすめ、仕事の進め

方や中身を見直し、生産性を高めつつ生活時間

を十分に確保できる働き方にしていくことが大切だ

な課題の解決に取り組んでいる。

　マルイグループユニオンの両立支援策で特徴

的なのは、育児期において休むための制度を充実

させるだけではなく、日・祝日、病児病後児の保育

料補助制度や育児中の女性社員のコミュニケー

ションの場、上司との面談機会などを設定し、働き

続けるための環境づくりやモチベーションを高める

仕組みをつくっていることである。

　労使で開催する「コミュニケーション広場」では、

育児中の仲間同士、あるいは育児を経験した先輩

と情報交換をすることで、家族や周囲との協力関

係を作る大切さへの気づきや自分の働き方をマネ

ジメントする意識づけにもなっているようである。

　あわせて労働組合では、課題を職場で解決し

ていくための「職場対応力の強化」として、支部ご

とに「職場オフサイトミーティング」を開催し、意見を

言える、話し合える場づくりを進めている。育短勤

務者を対象としたものも、各支部で積極的に開催

している。

　このようなサポートによって、育児中の女性たち

と考えている。

　特に労働時間の改善のためには、まずは長時

間労働の実態把握と改善が不可欠である。2015

年労働条件闘争において、年間総実労働時間

1800時間の達成を方針として掲げている。しか

しながら、ＵＡゼンセンの加盟組合の調査2では、

2012年2033時間、2013年2026時間と掲げた目

標とのかい離は大きい状態である。あわせて、不

払い（サービス）残業の撲滅や年次有給休暇取

得促進、インターバル規制の導入等についても取

り組むこととしている。

　加えて、改正次世代育成支援対策推進法への

対応として、全ての加盟組合で事業主行動計画

を策定するよう会社に働きかける行動計画の実

施状況を確認する、厚生労働省の認定マークを

取得できるよう環境整備を進めることを方針として

いる。

3. 加盟組合の事例から
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からは「制度や会社に頼るだけではなく、もっと自

分でできることを考えてみよう」「子育ての経験を

接客に活かしたい」「短時間勤務でも仕事を残し

て帰らないよう工夫している」という前向きな声が

増えている。また周囲からも、「時間内に最大限の

成果を出そうとしている」「周りのお手本になって

いる」などの評価の声が挙げられるようになった。

　一方、育短勤務者が増えた結果、店舗の営業

時間のうち、早番のシフトに育短勤務者が偏るこ

とから、夕方以降閉店までのシフト体制を組むこ

とが厳しく、通常勤務のスタッフに遅番が集中しが

ちになるといった周囲の負担感が課題となってい

る。当事者からも「常に短時間勤務ではなく、配偶

者の協力が得られる時は、通常勤務で働きたい」と

いった声もあるようだ。そこで2015年４月より、前述の

「育児短時間勤務期間中のフルタイム勤務制度」

を導入した。あわせて半期に一度、本人と上司で面

談し、保育状況や労働環境の確認を行っている。

　また全従業員の意識調査をもとに、サービス残

業の撲滅に向けた実態ヒアリングやキャンペーンを

実施したり、店舗の労働時間の検討や転居を伴う

転勤がある社員に対する赴任期間の設定の検討

なども労使で行っている。

　昨年、筆者が委員長と副委員長にインタビュー

を行った際、「育児と仕事を両立しながら頑張りた

いという組合員を全力でサポートしたい。そうする

ことで職場全体の活性化にもつながると考えてい

る」と語っていただいた。

　労働組合として、単なるファミリーフレンドリーな制

度の充実だけではなく、組合員の声を活かしなが

らやりがいを持って働き続けられる環境づくりに取

り組むことが重要であると言える。男女共同参画

白書（平成19年版）で、米国におけるＷＬＢ施策

の転換点として紹介されているフォード財団の研

究では、ＷＬＢ施策として、経営トップをはじめ社

内のすべての人が、仕事と理想的な社員像に関

する既存の価値観・規範を見直し、習慣的な仕

事のやり方を見直し、仕事の効率と効果を向上さ

せ、同時に仕事と私生活の共存をサポートする取

り組みが必要だと指摘されている。今まさに、現場

での取り組みが進められており、私たちはこの活

動をより広く波及させていくことが重要である。

出産まで 短時間勤務（妊娠中）
妊娠直後から本人の申請に応じて 5，5.5，6，6.5，7 時間勤務から選択できる。
安定期に入れば通常勤務に戻ることも可能。

復職まで

育児休業 子が 3 歳になるまで。

短期育児休職 子が 1 歳になるまで 7 日間の取得が可能。（有給）

復職面談
会社と労組がともに面談実施。（保育サポートの状況、日・祝日の保育体制、
働く時間、配属希望などを確認）労組が面談するのは、会社には聞きづら
いことや言いにくいことを話せる場を提供するため。

育児ママのコミュニケーション広場

育児休職者を対象に毎年 2 〜 3 月に実施（4・5 月に復職者が多いことをふ
まえ）。人事制度や会社の取り組みを共有するほか、育児関連制度の紹介、
先輩ママとの情報交換など。
2008 年より開催し、2015 年はさらに労使で連携し「育児ママフォーラム」
と名称変更。臨時託児所を設置。

復職後

短時間勤務（育児） 小学校 3 年生年度末まで、5, 5.5, 6, 6.5, 7 時間勤務から選択できる。

短時間勤務期間中のフルタイム勤
務の導入

育短勤務中の組合員の声をもとに、2015 年 4 月より導入。月間４回を上限
とし、本人の希望により取得可能。スケジュールシート作成時に上司と本
人で確認の上決定。

保育料補助制度
≪福祉会≫

日・祝日および病児病後児（全日）の保育料金の補助。保育料金（実費）
の 80％（上限 5,000 円）。小学 3 年生までの子一人につき、年間 10 万円まで。

働くママのコミュニケーション広場

育児をしながら働く女性社員対象。2008 年より毎年開催し、11 回を数える。
2014 年 12 月の開催では、最高人数の 105 名が参加。

「よりイキイキと働き続けるためのヒントが共有できる場」として、外部講
師によるセミナーや女性社員同士の情報交換を行う。

直属上司との面談 半期に一度、「保育の状況、働く時間、環境」を確認。

【両立支援のための主な制度（正社員）】
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4. 両立支援を進めるための今後の課題 

　前項のマルイグループユニオンでは、両立中の

社員が増えたことによる新たな課題の解決に向

け、育短勤務と通常勤務が柔軟に選べるような仕

組みづくりや、職場の負担感を減らし当事者たちも

モチベーション高く働けるような体制づくりを模索し

ている。両立支援策の充実には制度を作りそれを

利用できるようにすることだけではなく、制度を利用

している人たちも活躍できる職場環境づくりが求

められると言える。

　さらに育児と仕事の両立を進めるためには、労

使で解決できない課題、社会的資源の充実が必

要不可欠である。子育て環境の整備として、流通・

サービス業で働く人たちにとって、土日や祝日など

いわゆる休日保育の充実は欠かせない。

　育児中の労働者だけが日曜日や祝日に休みを

優先的に取得できる環境を固定化してしまうと、マ

ルイグループユニオンの例のように、通常勤務者

の負担感につながる。また制度利用者が増えるほ

ど一部の人に負担が偏ってしまうようでは、職場

が機能しなくなる。ＵＡゼンセンの流通部門が開催

したフォーラムでは、働き続けるために休日保育の

充実を求める声が、パートタイマーの組合員からも

あげられている。

　ＵＡゼンセンはこのような声を受け、土曜・日曜・

祝日における保育サービスの拡充を重点政策に掲

げている。あわせて各自治体でどのような子育て

支援策が進められているのか、組合員へ情報提

供する予定である。

　ＷＬＢ憲章3には、「消費者として、求めようとす

るサービスの背後にある働き方に配慮する」と記

載されている。労使で解決する課題だけではなく、

私たち働く者にとって今のインフラのあり方やサー

ビスが当たり前の姿なのか、就業構造の変化の中

で増大した流通・サービス業で働く人たちのＷＬＢ

についても、社会的課題として捉えていくことが重

要である。

　前述したとおりＷＬＢの取り組みは、両立支援

制度の充実だけではなく、すべての労働者の働き

方の見直しが必須である。少子・超高齢社会の日

本では、職場の多くの人が、育児や介護などのケ

ア役割を抱えているケースも稀ではなくなってくる。

特に介護は、育児以上に見通しが立ちにくく個別

で事情が異なるため、制度の柔軟性が不可欠で

ある。あわせて残業をして長時間働くことが会社

への貢献と評価するような意識を改め、時間当た

りの生産性を高めて就業時間内に仕事を終わら

せることが評価につながる仕組みづくりが求められ

る。

　今後も、男女共同参画推進計画に基づく加盟

組合のアクションプランの進捗や取り組み事例を

収集し、育児や介護と仕事を両立している人もや

りがいを感じながら働き続けられる環境整備に関

する情報提供を行い、さらなるＷＬＢの推進につな

げていきたいと考えている。
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