
  

 

令和 4 年３月 30 日 

記者発表資料 

「 ヨ ーロッ パ諸国における女性の就業継続と キャ リ ア

アッ プの取組」 を調査し 、 報告書を取り まと めまし た 

スウェ ーデン、 フ ラ ンス、 ド イ ツ、 オラ ンダの取組 

かながわ男女共同参画センターでは、女性が自らが望む形で就業を継続し、キャリアアップする

ことのできる環境づくりの参考とするため、「ヨーロッパ諸国（スウェーデン、フランス、ドイツ、オラ

ンダ）における女性の就業継続とキャリアアップの取組」をテーマに文献調査を行い、有識者によ

る寄稿や助言のもと、報告書を取りまとめましたので、お知らせします。なお報告書は、当センター

のホームページでご覧いただけます。 

１ 調査対象 

スウェーデン、フランス、ドイツ、オランダ（女性の年齢階級別労働力率が子育て期に落ち込むこ

とがなく、女性がライフコースを通じて就業を継続している国々から選定） 

２ 報告書のポイント 

ヨーロッパ４か国の女性の就業継続やキャリアアップの取組の主な特徴 

・働き方の特徴として、夫がフルタイム労働、妻がパートタイム労働で働く夫婦が多い状況は日本

と概ね同様であるが、日本と異なり、パートタイム労働は、フルタイムと比べ所定労働時間が短

い労働契約の総称で、必ずしも、雇用の不安定性を意味しない。ドイツでは、一般従業員・管

理職にかかわらず、労働条件の本質に変化なく短時間パートタイムで働くことが可能なほか、オ

ランダでは、パートタイム労働者とフルタイム労働者の均等待遇が実現されており、スウェーデ

ンにおいても、パートタイムからフルタイムへの転換は比較的容易である。 

・日本の育児休業にあたる制度では、いずれの国も「労働時間を短くする形で取得する」という選

択も可能な制度となっており、休暇取得の対象となる子の年齢上限が日本より高くなっている。 

・キャリア開発については、職業学校で理論教育、企業で職場実習が産学連携で行われるドイツ

のデュアル・システムをはじめ、産学官で連携した様々な取組がなされている。また、従業員が

自身のキャリアに向き合う機会が多く、従業員が個人主導でキャリア開発を行える環境づくりが

なされている。 

３ 報告書の掲載場所 

かながわ男女共同参画センターホームページ 

URL：https://www.pref. kanagawa. jp/docs/x2t/pub/cyousa2021.html 

 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2t/pub/cyousa2021.html


  

 

※調査の概要などは別添資料をご覧ください。 

《SDGｓの推進について》 

県では、SDGs の達成にもつながる取組として、女性活躍の推進に取り組んでいます。 

 

 

 

 

問合せ先  

かなテラス（神奈川県立かながわ男女共同参画センター）  

所長     椎野 電話 0466-27-2111（内線 30１） 

参画推進課長 奥  電話 0466-27-2111（内線 322） 
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報告書「 ヨ ーロッ パ諸国における 女性の就業継続と キャ リ アアッ プ の取組に関する調査研究」 の概要 

 

１ 調査目的 

我が国では、女性の年齢階級別労働力率は、子育て期を中心に落ち込むいわゆるＭ字カーブ

を描いている。Ｍ字カーブは徐々に解消しつつあるものの、女性の被雇用者の過半数が非正規雇

用で、女性の年齢階級別正規雇用比率が 20 代後半でピークを迎えた後、低下を続けるＬ字カー

ブという課題も提起されているなど、女性の働き方の選択肢は少ない状況である。また、管理職の

女性の割合も低く、女性の就業支援のみならず、キャリアアップ支援も課題となっている。 

こうした状況を踏まえ、女性が自らが望む形で就業を継続し、キャリアアップを図ることができる

環境づくりの参考とするため、女性の年齢階級別労働力率が子育て期に落ち込むことがなく、女

性がライフコースを通じて就業を継続している国々の制度や取組事例等について調査を行い、

男女共同参画社会実現への一助とする。 

２ 調査対象 

スウェ ーデン、 フ ラ ンス、 ド イ ツ、 オラ ンダ 

３ 主な調査項目 

( 1) 日本と の比較の視点から みた女性の就業の現状 

( 2) 女性がキャ リ アを中断せず働き 続けるための取組 

   育児休業制度をはじ めと する仕事と 家庭の両立支援に関する取組など 

( 3) 女性がキャ リ アアッ プするための取組 

   職業教育訓練や意思決定の場への女性の参画を促進するための取組など 

４ 調査方法 

職員が文献調査を行い、 次の有識者の方々の寄稿及びご助言を得て取り まと めを実施 

・ 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院 教授 二神 枝保 氏 

（「 日本および神奈川県における女性活躍推進の現状と 課題」 についての寄稿、 調

査結果取り まと めの助言）  

・ 東海大学文化社会学部北欧学科 講師 浅井 亜希 氏（ スウェ ーデン助言）  

・ 上智大学外国語学部フ ラ ンス語学科 准教授 牧 陽子 氏（ フ ラ ンス助言）  

・ 城西国際大学国際人文学部国際文化学科 教授 魚住 明代 氏（ ド イ ツ助言）  

・ 明治大学商学部専任講師 久保 隆光 氏（ オラ ンダ助言）  

  

資料 
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５ 結果概要（日本との比較の視点から） 

 日本 スウェーデン・フランス・ドイツ・オランダ  

働き方の特徴 夫がフルタイム労働、妻がパートタイ

ム労働で働く夫婦が多い。 

日本と概ね同様である。 

※スウェーデンでは両親がともにフルタイム

で働いている割合が高いが、１～５歳の子ど

もがいる女性は、子どもの数が多いほどパー

トタイム労働の割合が高くなっている。 

パートタイム労

働の概念 

正規雇用に比べ雇用が不安定であ

り、その他の労働条件も異なることが

多い。 

職業教育・訓練に関しても正規職員

との格差がみられる。 

日本とは異なり、フルタイムと比べ所

定労働時間が短い労働契約の総称

で、必ずしも雇用の不安定性を意味

しない。ドイツでは、一般従業員・管

理職にかかわらず、労働条件の本

質に変化なく短時間パートタイムで

働くことが可能なほか、オランダで

は、パートタイム労働者とフルタイム

労働者の均等待遇が実現されてお

り、スウェーデンにおいても、パート

タイムからフルタイムへの転換は比

較的容易である。 

男女における

賃金格差 

男性と比べ 23.5％賃金格差がある

（2018 年）。女性の勤続年数が短い

ことや管理職が少ないことなどが影

響していると考えられる。 

日本と４か国の差は大きく、４か国で

最も男女差があるドイツでも 15.3％と

なっており、男女差が最も少ないス

ウェーデンでは 7.1％となっている。 

労働時間 一人当たり平均年間総実労働時間

や長時間労働者の割合は、年々減

少傾向にあるものの、４か国との差

は大きい。 

ほとんどの国で、定められた就業時

間内で働き、残業はあまりせず、有

給休暇もしっかり消化するという働き

方が一般的となっている。フランスで

は、雇用の創出を目的として、1998

年ごろから週 35 時間労働制の導入

が進められ、2002 年からはすべての

企業に適用されているが、これにより

労働時間の短縮や柔軟化だけでな

く、男性の家事・育児への参画促進

といった効果も生まれている。 
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 日本 スウェーデン・フランス・ドイツ・オランダ  

育児休業制度 例外を除き休業期間中の就労は想

定されない制度となっており、休暇

取得の対象となる子の年齢上限は、

原則として１歳となっている。 

※両親がともに育児休業を取得する場合

は、育児休業取得期間が子が１歳２か月に

達するまで延長される「パパ・ママ育休プラ

ス」に加えて、2022 年 10 月１日からは「産後

パパ育休」が施行される。 

「産後パパ育休」においては、労使協定を

締結している場合に限り、労働者が合意した

範囲で休業中に就業することが可能である。 

いずれの国も「労働時間を短くする

形で取得する」という選択も可能な

制度となっており、休暇取得の対象

となる子の年齢上限が日本より高く

なっている。また、スウェーデンで

は、休暇期間に両親間での譲渡が

できない「割当期間」が設定されて

いるほか、ドイツでは両親がともに取

得することにより、手当の受給期間

が延長される等、制度設計に男性の

子育てへの参画を促進するための

工夫がなされている。 

家事負担の 

軽減 

男性への分担の促進という観点から

様々な取組が進められているが、家

事代行サービス利用支援としての税

制上の措置は講じられていない。 

スウェーデン、フランスでは仕事と家

庭の両立支援の一環として、家事代

行サービスの利用に対し、税制上の

優遇措置を受けられるようにすること

により、家事負担の軽減が図られて

いる。 

意思決定の場

への女性の参

画 

政府は、2003 年に「社会のあらゆる

分野において、2020 年までに、指導

的地位に女性が占める割合が、少

なくとも 30％程度になるよう期待す

る」という目標を掲げたが、達成でき

ず、女性管理職の割合は 30％には

到底及ばず、女性役員の比率はさら

に低い。 

女性管理職比率や女性役員比率は

日本に比べ、相当に高いものとなっ

ており、指導的地位における女性の

割合を高めるための取組として、フラ

ンス、ドイツ、オランダでは、役員に

占める女性割合を一定以上とするこ

とを求めるクオータ制を導入してい

る。 

キャリア開発 従業員の人材開発は一つの企業内

で長期的に行われる傾向にある。 

職業学校で理論教育、企業で職場

実習が産学連携で行われるドイツの

デュアル・システムをはじめ、産学官

で連携した様々な取組がなされてい

る。また、従業員が自身のキャリアに

向き合う機会が多く、従業員が個人

主導でキャリア開発を行える環境づ

くりがなされている。 

 


