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The participation of females in the workforce is increasing annually. The decline of participation 

during the childbirth and child-rearing period is also softening year-on-year. Such phenomena may be 

understood as being an expression of what is referred to as the successful participation of women in the 

workforce. In reality, however, the rate of females in short-term non-regular employment is extremely 

high and there is also a significant gender gap. This paper examines the historical and social 

background to this situation and presents a discussion of more desirable work patterns and social 

systems. 

 

1. はじめに 

「働き方改革」という言葉のもと、我が国では多様

な働き方が浸透しつつある。かつて家庭内における

分業のもと男性が主たる働き手となって正規雇用に

よるフルタイム労働、女性は非正規雇用によるアル

バイト・パートタイム労働という具合に二極化され

ていた時代からは徐々に変化を遂げつつある。しか

し、過去に成立した制度慣習は時代の流れに迅速に

対応できるものではない。その対応できない部分に

より、女性は非正規雇用による短時間労働を選択す

るなど今もなお働き方に一定の制限をかけている場

合もある。 

 女性の労働力率は上昇してきた。女性の年齢階級

別労働力率のグラフにおいて、出産育児期間に労働

力率が減少する M 字カーブの傾きも年々緩和して

きてはいる。しかし、働き方を見ると非正規雇用が

多くの割合を占めている。平成 29 年における女性の

非正規雇用労働者の割合は 55.5％（男性は 21.9％）

と男女に大きな差が生じている1 。非正規雇用を選

                                                        
1 内閣府男女共同参画局「男女共同参画白書平成 30年

択する理由として、家庭との両立の為短時間で働き

たい、また税制上の配偶者控除の適用、また社会保

険における第 3号被保険者制度の適用の為の労働時

間制約を受けるためという数字上の調整の為もある。

これらの社会制度はすぐに変わっていくものではな

いが、それを念頭におきつつも不安定な非正規雇用

として働く意味、また短時間労働の在り方を問いつ

つ限定正社員制度を活用したキャリア形成などにも

言及し、考察を進めていきたい。 

 

2. 非正規雇用と女性 

2.1 非正規雇用とは 

総務省の労働力調査において雇用形態を以下のよ

うに区分している。 

                                                                                              

版

（http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h30/zen

tai/html/zuhyo/zuhyo01-02-06.html 2019 年 5 月 22 日最

終閲覧） 

非正規雇用労働者割合は、「非正規の職員・従業員」/

（「正規の職員・従業員」＋「非正規の職員・従業員」）

×100 
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 ①正規の職員・従業員 

 ②パート 

 ③アルバイト 

 ④労働者派遣事業所の派遣社員 

 ⑤契約社員 

 ⑥嘱託 

 ⑦その他 

これらの区分のうち、②～⑦が非正規の職員・従

業員である。なお、パートとは週労働時間が 35時間

未満のものを指す。 

なお、2017年度の労働力調査に基づいて非正規及

びパートの年齢階層別人数を表すと次のようになる。

短時間労働であるパートタイムは女性が圧倒的に多

いこと、また 35 歳以上から増加傾向にあることがわ

かる。この論文では女性、非正規労働、短時間労働

に焦点をあてるため主にこのパートタイム労働者に

ついて言及をしていきたい。 

 

2.2 パートタイム労働の起源 

第二次世界大戦後、日本は工業化を伴う急激な経

済成長を遂げる。大規模な製造拠点で効率的な大量

生産が行われ、技術力も向上する。そういった大企

業への集中は家庭の形へも影響を及ぼす。安定した

職を求めて地方から大都市や製造拠点への労働力流

入していく。そこで核家族化が進み男性は稼ぎ手と

なり女性は専業主婦化するという形で家庭内分業と

いう形が構築されてくるのである。 

 1960 年～1970 年代あたりから成長にも陰りが見

えてくる。そうなると工場での生産調整などが必要

となり、常時働く従業員を雇い続ける余裕がなくな

ってくる。そういった状況に臨時的な労働力として

主婦のパートタイマーが投入される。主たる収入が

配偶者であるため、家庭における副次的な収入源と

しての労働である。よって短期的かつ高いスキルを

要しない仕事に就くこととなる。これが主婦パート

の起源の一つである。 

 もう一つはデパートなど商業施設の販売員である。

1954 年に大丸百貨店が東京店を出店する際にパー

トタイマーという言葉がはじめてつかわれた2。ただ、

                                                        
2 田中裕美子(2016)「婦人労働の実情にみる女性パート

実際ここで採用されたのは若い女性であったため、

製造業でのパートタイマーとは少し労働者のタイプ

が違っている。 

 非正規雇用として女性が働くきっかけは、主に製

造業や販売部門で多くみられたのである。1967年の

労働省婦人少年局の「パートタイム雇用調査」では、

パートタイマーを産業別に見た割合では製造業

45.6％、サービス業 33.7％、卸小売業 12.7％となっ

ており半数近くが製造業である。また、職業別では

技能工生産工程作業者 28.6％、単純労働者 20.7％、

事務従事者 20.4％、サービス職業従事者 17.0％と技

能工生産工程作業者が多くを占めている3。 

 また、パートタイマーの特性について濱口(2017)

は次のように説明をしている。そもそもは就職と別

のカテゴリーで捉えられていた。典型的なジョブ型

外部労働市場を形成しており、まず何よりも家庭の

主婦、家庭へのメンバーシップがアイデンティティ

の中核を占めている。よって、企業へのメンバーシ

ップを求める契機は存在せず、雇用調整により、基

幹的労働者の雇用を守るために真っ先に輩出される

存在とみなされていた。  

 すなわち、長期的に働くものではなくあくまで臨

時であり、よって労働市場における帰属性は低くな

るのである。 

 

2.3 現状把握 

 非正規雇用であるパートタイム労働について近年

ではどのような状況であるのだろうか。厚生労働省

の「第 175回労働政策審議会雇用均等分科会」の資

料4をもとに現状把握をおこなう。 

 

                                                                                              

タイム雇用の変遷―1960年代から 1970 年代を中心に

―」下関市立大学論集第 59 巻第 3 号 p.41 
3 田中裕美子(2016)「婦人労働の実情にみる女性パー

トタイム雇用の変遷―1960 年代から 1970 年代を中心

に―」下関市立大学論集第 59 巻第 3号 p.43 
4厚生労働省(2016）「第 175回労働政策審議会雇用均等

分科会」資料 5 男女労働者それぞれの職業生活の動

向 

（https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seis

akutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000

139103.pdf 2019 年 5月 22 日最終閲覧） 
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①パートタイム労働者の推移 

 パートタイム労働者については、近年増加してお

り平成27年においては雇用者総数の約3割を占めて

いる。またそのパートタイム労働者の約 7割が女性

である。パートタイマーが世に広がっていった 1960

年代では雇用者総数の約 6％余り、女性雇用者総数

で比較すれば 1割未満であったので、大幅に増加を

遂げている。 

 

②産業別特性 

 平成 22年と平成 27年を比較した産業別短時間雇

用者数についてであるが、男性と女性には違いがあ

る。男性については卸売・小売業及び製造業に従事

する者が多いが、女性は卸売・小売業及び医療・福

祉に従事する者が多い。特に医療・福祉については

平成 22 年から平成 27 年にかけて 176 万人から 231

万人へと人数増が著しい。また、一般労働者を含む

女性雇用者においても、医療・福祉に従事する者が

もっとも多い。 

 

③平均勤続年数及び実労働時間 

 平成 17年から 10年間の推移を見ると、平均勤続

年数は女性については平成 17年では 5.0年であった

が、年々長期間化し平成 27年では 5.8年である。男

性に関しては平成17年では3.7年であったが平成 27

年には 5.3 年とさらに長期間化している。なお、実

労働時間についてはこの 10 年間で大きな変化はな

く、5.3時間～5.5時間の間を推移している。 

 

④パートタイム労働者の時給および一般労働者との

所定内給与格差 

 平成17年から10年間の平均時給の推移を見ると、

平成 17年では 959円であったのが年々上昇し、平成

27 年では 1,069円となっている。とは言え、一般労

働者との格差は大きい。一般労働者を 100とした場

合のパートタイム労働者の賃金割合（1 時間あたり

所定内給与額で計算）は 57.1、男性だけでは 55.8、

女性だけでは 69.1、という値となる。女性が男性に

比べると大きな値となっているのは、そもそも女性

の一般労働者について男性との賃金格差が大きいこ

とが主たる要因であると考えられる。厚生労働省「平

成 27年賃金構造基本統計調査」によると男女間賃金

格差は 72.2であり、先進国の中では非常に低い値で

ある。 

 

2.4 社会構造の変化とパート労働 

前項より次のようなことが推測される。 

 まず第一にパートタイム労働は女性の労働市場へ

の参加に大きく寄与している。これは M字型カーブ

が年々緩和しているという部分からも、うかがい知

ることができる。そもそも高いスキルを要しないこ

とが労働市場への参加を容易にしたという側面があ

る。短時間労働は家事労働との両立もしやすい。そ

ういった良い面もあるが、有期雇用であるゆえに自

分の意志ではなく退職を余儀なくされることがある。

また教育訓練が正規雇用に比べると充分に行われな

いことが多いため、一労働者としてのスキルアップ

が図られないこととなる。厚生労働省「平成 28年度

能力開発基本調査」によれば、OFF-JT を実施した事

業者割合が、正社員に対しては 74.0％、正社員以外

に対しては 37.0％と半分にとどまっている。雇用主

からも短期間のみ従事するパートタイマーには個々

の能力を引き出すということまでは期待はされてい

ない可能性も高く、パートタイマーのステップアッ

プやキャリア形成ということを視野に入れた場合、

働く環境を変えるや自己啓発を行うなどの自助努力

が必要となる。 

 第二に、産業特性の推移について。パートタイム

労働はそもそも製造業が主たる産業であった。時代

の流れとともに、製造業において技術革新・国際分

業などが加速し、これまでパートタイマーがおこな

っていたような定型業務や軽作業は機械化や海外拠

点での製造などへと移行を遂げる。また、卸売・小

売業についても通信販売の普及などにより販売店が

なくても商品が手に入る時代になり、これらの産業

に従事する人も今後減少する可能性が考えられる。

一方、医療・福祉については核家族化・少子高齢化

が進んでいくことにより、需要が高まる産業である。

特に介護分野については、出産育児で専業主婦とな

っていた女性にとっては家事労働の経験が活かせる

場面が多いこと、また製造業や卸売・小売業と違い

期間調整や季節変動を受けることはなく、安定して
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働き続けることができる。 

 第三に、実労働時間と一般労働者との所得格差に

ついて。これはパートタイム労働者における立場に

おいて、納得のもと働いているのか、もっと労働時

間を時給をと考えるのか二極化される。その境界線

は配偶者の扶養家族としての社会保障制度を受ける

かどうかというところにある。その一つが税制上の

配偶者控除の適用判断基準である。妻の給与所得が

年間 103万円を超えると、夫の所得税を計算すると

きの配偶者控除が認められない。また、配偶者特別

控除は 103 万円から段階的に 141 万円までの所得で

あれば一定金額の控除を受けることができる 。また、

公的年金の第 3号被保険者となるためには、いわゆ

る週 30時間の壁がある。これは週あたりの平均勤務

時間が 30時間以上になると、被用者は原則として厚

生年金や組合健保ないし協会健保に加入することに

なる。それに従い事業主と加入者本人に社会保険料

負担が発生する。社会保険料の負担抑制のために、

事業主は週 30 時間未満の非正規雇用を拡大してき

たということである。 

 これらの推測から言及することはまず、パートタ

イム労働者の二極化である。二極の一方は従来のパ

ートタイム労働者と同じく、あくまでも配偶者の扶

養家族としての働き、家事労働とのバランスを図り、

家計補助としての働きをするもの。いわば現状維持

派ともいえる。もう一方は、失業・子育てなどから

の過程を経て何らかの形でパートタイム労働者とな

ったが、少ない賃金・少ない労働時間で困窮してい

るものである。いわば現状打破派と言えるだろう。

非正規雇用ではなく正規雇用として、限定正社員と

して働くことがふさわしいのではないかということ。

短時間労働からの脱却、少ない賃金からの脱却を限

定正社員という段階をもって正規雇用を目指す制度

があればいいのではないかということである。 

 

3. 限定正社員という働き方 

 

3.1 正規社員としての短時間労働 

短時間労働は非正規雇用だけではなくなってきてい

る。育児時期の時短ということではなく、働き方と

して短い時間で働く制度がある。これが限定正社員

制度と言われるもので、この限定正社員については

短時間勤務を含めて以下のとおり大きく 3つのパタ

ーンがある5。 

 地域限定（勤務地限定）正社員：就業する地域が

特定されているか一定の範囲内にあらかじめ決めら

れている働き方の正社員 

 職務限定正社員：従事する職務（職種）が特定さ

れているか、一定の範囲内にあらかじめ決められて

いる働き方の正社員 

 勤務時間限定正社員：所定の勤務時間を超えた勤

務はないが、あっても一定の場合の限られた時間に

あらかじめ決められている働き方の正社員 

 限定正社員は、契約期間に定めがない。地域、職

務、勤務時間については契約上限定されている。こ

れまでの日本型雇用慣行における勤務地や職務が限

定されない正社員の形を「メンバーシップ型正社員」

というのに対比させ、「ジョブ型正社員」という。ジ

ョブ型というのは主に欧米諸国でとられている働き

方であり、勤務地や職務を限定し個人の能力を磨い

ていくことにより、より専門性を高めていく。 

 よって、メンバーシップ型では企業に対する帰属

性が高まり、特定の企業で長期間にわたり働くもの

が多くなり労働市場が活発化しない。そのため、働

き方についても変化が乏しくなる。一方ジョブ型で

あれば、個人としての能力に焦点が置かれるため、

労働者は条件の見合った企業への転職もしやすくな

る。そうして労働市場も活発化する。それにより短

時間労働や勤務地限定といった働き方が広がるきっ

かけとなる。それはこれまでであれば出産育児など

で一旦離職の選択を余儀なくされた女性にとっても、

働き続けるまたは短期間の離職期間で再び働くとい

う道が広がると考えられる。 

 

3.2 限定正社員を巡る考察 

この限定正社員制度については企業側、労働者側双

方にメリットがある。厚生労働省は「多様な正社員」

すなわち限定正社員を含む正社員制度の導入につい

                                                        
5 独立行政法人労働政策研究・研修機構(2017)「企業の

多様な採用に関する調査」p.7 
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てのメリットを次のように掲げている6。 

 

【企業側のメリット】 

・優秀な人材の確保・定着 

 家庭の事情等により転勤やフルタイム勤務が困難

なため、辞めざるをえない従業員の離職を防止でき

る。地元に定着した就業を希望する優秀な人材の採

用や定着促進につながる。 

・多様な人材の活用 

 勤務地や勤務時間が限定された多様な正社員を無

期転換後の受け皿とすることで、労働者の安定的な

確保を図り、さまざまな人材の活用を促す。 

・技能の蓄積・承継 

勤務地や職務が限定された多様な正社員を非正規

雇用者の労働者の登用後の受け皿とすることで、企

業の発展を支えるために必要な人材の育成、技能の

蓄積・承継が可能となる。 

・地域に根ざした事業展開 

 勤務地限定正社員を導入・運用し、地元密着型の

人材採用を行うことで、より地域のニーズに合った

サービスの提供や地元の顧客確保が可能に。 

 

【労働者側のメリット】 

・ワーク・ライフ・バランスの実現 

 勤務地や残業時間をコントロールできるようにな

り、ワーク・ライフ・バランスの実現が可能。 

・雇用の安定・処遇の改善 

 安定した雇用のもとで、自身の能力を発揮するこ

とや処遇改善が可能になり、モチベーション高く働

くことができる。 

・キャリア形成 

 育児・介護等の事情により転勤やフルタイム勤務

が困難な者などの、就業の継続、能力の発揮が可能

となる。 

・キャリア・アップの実現 

 安定した雇用のもとで、中長期的なキャリア形成

                                                        
6 厚生労働省「勤務地などを限定した『多様な正社員』

の円滑な導入・運用に向けて」

（https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000

-Roudoukijunkyoku/file/02-000270227.pdf 2019 年 5 月

22 日最終閲覧） 

を見据えたスキルアップが可能となり、また、特定

な職務のスペシャリストとしてキャリア・アップも

可能となる。 

 

 また、日本社会としてこの制度に期待される効用

について内閣府規制改革会議雇用ワーキング・グル

ープの報告書には以下のように示している7。 

 第一に非正規労働者の雇用安定である。正規・非

正規の労働市場の二極化が問題となっている今日、

多元的な雇用形態を作ることが有期雇用から無期雇

用への転換のステップとなり、安定的な雇用を得や

すくなると考えられる。 

第二に、ファミリーフレンドリーでワーク・ライ

フ・バランスが達成できる働き方の促進である。勤

務地限定型や労働時間限定型を選択することにより、

子育てや介護との両立やワーク・ライフ・バランス

をより達成しやすい働き方が可能となる。 

第三に女性の積極的な活用である。正社員として

採用されて暗黙に無限定な働き方が要請されてきた

半面、女性が家庭の家事を支えるといったこれまで

の日本の慣行を背景として、働くことを中断する女

性が多かった。しかし、地域限定型や労働時間限定

型の正社員が男女を問わず普及することで、女性の

労働参加推進を加速させ、活躍の場の広がりが期待

できる。 

第四に相互転換によるキャリアの継続である。同

一の企業で無限定型とジョブ型を相互に移動するこ

とが可能となれば、無限定型で入社した社員が育児

や介護といったライフイベントに面した時には勤務

地限定型や労働時間限定型となり、その後また無限

定型に戻ることが可能となり、キャリアの継続に大

きな効果が期待される。 

第五は自己のキャリア・強みの明確化と外部労働

市場の形成・発達である。これは特に職務限定型正

社員に当てはまる。自分のキャリアや強みを意識し、

価値を明確化させながら働くことで外部オプション

を広げ、転職可能性も高まり、それが現在の職場で

                                                        
7 内閣府(2013) 規制改革会議雇用ワーキング・グルー

プ報告書 

（https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/publication/1

30605/item4.pdf 2019 年 5 月 22 日最終閲覧） 
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の交渉力向上にもつながるため、将来に向けたキャ

リアを意識しながら「未来を切り開く働き方」を実

現できる。また職務限定型正社員が普及することで

外部労働市場（転職市場）も拡大し、「人が動く」こ

とが容易となる。 

 このように企業側、労働者側にとってメリットが

あるとされる反面、次のような指摘もある。導入過

程の段階であることから、就業規則や労働契約で限

定が明確化されない場合が多い。一方、事業所閉鎖、

事業や業務縮小の際の人事上の取り扱いは通常の正

社員と同じ場合が多い。 

 概ね限定正社員制度の導入は労使双方からの利点

が得られ、win-win の関係を構築できると考えられ

ている。ただ、すべての企業で採用されているわけ

ではなく、近年に導入された制度であるため、長期

的に見た効果や問題点などは推測できない。平成 30

年度版厚生労働省「労働経済の分析」8によれば、限

定正社員制度を導入し限定正社員がいる企業の割合

は 1,000 人以上の従業員数の企業では 46.8％、300

人未満の従業員数の企業では 15.5％にとどまってお

り、まだこれから普及していくであろう制度である

こと、また企業における体力があり人材が豊かでな

いと普及は厳しい制度であるのかもしれない。 

 

4. 継続的雇用とキャリア形成 

4.1 キャリアの多様化 

キャリア形成という言葉から想像しがちなのは、

初職から着々と職能を積み上げていき、その職にお

いてのプロフェッショナルを極めたり、社会的地位

を高めたりそれに見合った報酬を手に入れたりし一

個人として自立を図ることができる能力を形成して

いくという構図を想像する。近年学校教育において

もキャリア形成についての教育が取り入れられてお

り、なかには学科名にキャリア形成が取り入れられ

ている大学もあるほどである。 

しかし、初職から積み重ねることだけがキャリア

形成ではない。一旦出産育児などのライフイベント

                                                        
8 厚生労働省(2018) 「平成 30 年度版労働経済の分析」 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01633.html 2019

年 5 月 22 日最終閲覧） 

によって働くことを中断し、再び働くこととなった

女性についてのキャリア形成に着目し、流動化しつ

つある労働市場において継続して働くという意味合

いを考えていく。 

女性がパートタイム労働を選ぶ理由の主たるもの

は、家事との両立である。非正規労働を選択すると

いうよりは、短時間の労働を選んだ結果非正規労働

という結果となっているものが大半ではないだろう

か。ということは、限定正社員制度の勤務時間限定

正社員で良いのではないかということになる。 

ここで留意しておきたいのは、勤務時間限定正社

員を選ぶパターンには二つあるのではということで

ある。一つは育児・介護時期に一時的に勤務時間限

定正社員となり、その状況が変わればフルタイムで

働く正社員に戻る一時的な勤務時間限定正社員とい

うパターン、もう一つはあくまでも短時間で継続的

に働き続けたいというパートタイマー移行型の勤務

時間限定正社員である。一時的な勤務時間限定正社

員はキャリア継続のために選択することが多いと考

えられるが、パートタイマー移行型の勤務時間限定

正社員は、これをもってキャリアの構築を再スター

トさせようという捉え方ができる。 

その昔「腰かけ OL」といった言葉があり、女性

は結婚・出産時期まで働くものでそこから先は専業

主婦となる。よって、職務も重要性の高いものでは

なく、「お茶くみ」「コピー取り」などと当たり前の

ように言っていた時代があった。既婚女性が働くこ

とに対し「夫の稼ぎが少ないのでは」などと批判的

に見る風潮もあった。しかし、現代の社会は長寿高

齢化が進んでいる。よって、就業期間も長期化する

ことが推測される。一旦専業主婦となった女性につ

いても子育てが一段落した 40 代以降からでもキャ

リア形成を考えられるのである。次をからは具体的

なデータを使いながら女性の働き方を分析推測して

いく。 

 

4.2 中断からのキャリアの再形成 

 最近の日本の就業構造において、製造業では就業

数が減少する一方、第 3次産業は増加では就業者数

は増加している。特に保健衛生・社会事業すなわち

医療・保健・介護等については顕著であり 2005年か
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ら 2015年の 10年間における変化率は 40％を超えて

いる9。 

そこで、医療福祉分野に焦点を絞りキャリア形成

の可能性を探っていきたい。これについては厚生労

働省の調査資料である「平成 28 年度パートタイム労

働者総合実態調査」に基づいて述べていくこととす

る。この調査には事業所調査と個人調査の 2種類が

あり、事業所調査については無作為に抽出した

17,348 事業所のうち、有効回答数 10,135事業所、有

効回答率 58.4％である。個人調査については、事業

所調査の客体事業所に就業しているパートタイム労

働者から無作為に抽出した 16,847 人のうち、有効回

答数 9,911 人、有効回答率 58.8％であった。下記①

～③については事業所調査の結果、④～⑥について

は個人調査の結果に基づいている。 

 

①パートタイム労働者を雇用している事業所の割合 

 平成 28年 10 月 1日現在で、パートを雇用してい

る事業所の割合は 68.8％、パートと正社員の両方雇

用している事業所の割合は 64.0％である。パートが

最も多い産業は「宿泊業、飲食サービス業」の 95.5％、

次いで「医療・福祉」の 90.6％、「教育、学習支援業」

の 85.9％と続く。これらの上位産業に共通すること

は、営業時間が平日休日問わないこと、営業時間も

長時間にわたること、変則勤務（シフト勤務）が多

いことが特徴的である。よって、家庭との両立を図

ることを主眼においた主婦となった女性が、学業と

の両立を図るべく学生が従事することが多く見られ

る。学生の場合、就職するまでの期間限定で働くも

のが殆どであるが、そうではない場合条件が合えば

継続的に働くことが可能ではないだろうか。 

 

②雇用期間 

 この調査の調査対象事業所で正社員とパートの両

方を雇用している事業所のうち、パート労働契約で

の「期間の定め有り」としている事業所の割合は

54.6％である。パートタイム労働者を雇用している

                                                        
9 内閣府「日本経済 2017-2018」

（https://www5.cao.go.jp/keizai3/2017/0118nk/keizai2017-

2018pdf.html 2019 年 5 月 22 日最終閲覧） 

割合が高かった「教育、学習支援業」については「期

間の定め有り」としている事業所の割合は 84.6％と

非常に高い割合を示している。学校における非常勤

講師や塾講師といった職は 1 年や半年などといった

授業単位での契約となることが多いのが原因であろ

う。一方、「宿泊業、飲食サービス業」については

49.9％、「医療・福祉」については 48.3％と期間の定

めが有る比率が低くなっている。これらの産業は継

続してサービスが提供されることが前提にあること

が要因であろう。 

 

③パートの正社員転換制度 

 正規社員とパートの両方を雇用している事業所の

うち、パートの正社員への転換制度があるとしてい

る事業所の全体割合は 44.2％であった。これも②と

同じく「教育・学習支援業」においては 22.2％と低

く、「宿泊・飲食サービス業」については 52.4％、「医

療・福祉」においては 51.8％と高い割合を示してい

る。 

また、転職の基準についてもいくつかの項目から

複数回答をするようになっており、全体では「パー

トが所属する部署の上司の推薦」が 65.0％と最も高

く、これは「宿泊業、飲食サービス業」「医療・福祉」

にも共通して最も高い基準となっている。「一定の職

務経験年数」という項目もあるが、これは 33.6％と

さほど高い割合を示していない。長く働いたので正

社員になれましたということではなく、指標は個人

のスキルや資質が求められる。これはそもそもパー

トタイマーの採用基準は正社員ほど高いものが求め

られていないことが起因すると考えられる。特筆す

べきは「医療・介護」において「パートの保有する

資格」を基準とする割合が 34.2％（全体では 17.8％）

と非常に高い。医療介護分野で必要とされる看護

師・介護福祉士やケアマネージャーなどといった国

家資格を持つことはモチベーションの高さを示すこ

ととなるし、なによりも資格がないとできない業務

を任せることができる。非正規雇用から正規雇用へ

の移動は労働者個人の持っている能力が大きく左右

するということがここからうかがい知ることができ

る。 
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④働いている理由 

 ここからはパートタイマーとして働いている労働

者に対する調査結果となる。いくつかの項目から働

いている理由を回答する（複数回答）中で、最も多

い理由は「生きがい・社会参加」のためであり、こ

こには大きな男女差はなく全体の 31.2％がこのよう

に回答している。また多くの回答が「主たる稼ぎ手

でない」という前提のもとの項目に集中している。

年齢層別にみると特徴的なものは 45 歳以降を境に

「子供に手がかからなくなったため」という理由が

増加する。40～44歳では 10.6％であったのが、45～

49 歳では 21.0％とほぼ倍の割合を示すのである。完

全に仕事を離れ一旦専業主婦となった層が、再び働

きはじめる分岐点はこのあたりの年齢層なのであろ

う。 

 

⑤パートを選んだ理由 

 パートを選んだ理由（複数回答）の割合を見ると、

最も高いのは「自分の都合の良い時間に働きたいか

ら」が最も多く 57.0％を占める。それに続くのは「勤

務時間・日数が短いから」「就業調整（年収の調整や

労働時間の調整）ができるから」という順に上位は

並ぶ。配偶者の扶養手当の範囲内で働きたいという

欲求を満たすことができるのがパートタイム労働と

いうことである。また「正社員としての募集が見つ

からなかったから」「家庭の事情で正社員として働け

ないから」という正社員を望むが働くことができな

いという回答が 30 代以降から 10～20％程度の割合

で回答があった。「正社員として働くことが体力的に

厳しい」「「正社員のような責任や人事異動を課され

て働くことが負担・困難だから」という正社員にあ

こがれるが負担が大きすぎるという理由の回答も

40 代以降では増えてきている。正社員のハードルが

もう少し下がれば正社員として働きたいというタイ

プの中高年のパートタイム労働者もいるのである。 

 

⑥正社員になりたいパートタイム労働者が選びたい

と思う制度 

 正社員になりたいと思うパートタイム労働者は全

体の 18.9％、男性では 26.5％、女性では 16.2％とい

う割合を示している。またその正社員となった場合

選びたいと思う制度の割合は女性については次のと

おりである。（()は男女計） 

勤務時間限定正社員：38.2％ (28.2%) 

勤務地限定正社員：55.7％ (44.1%) 

職務限定正社員：27.6% (24.3%) 

この結果には如実に男女差があり、女性は現状の

生活基盤を守りながらの正社員となることを望む傾

向が見られる。よって、限定正社員制度を選択する

割合が高い。 

 

これら①～⑥の結果をもとにキャリアの再形成へ

の足掛かりを考える。まずは、個人としての能力を

自らの努力で高めておくことが重要である。パート

タイマーとして非正規雇用で働くことについては比

較的門戸は広げられている。そこからワンステップ

上がるためには、医療・福祉分野で資格保有が評価

されていたように、アピールできるポイントを持っ

ておく必要がある。これは個人としての自信にもつ

ながる。非正規雇用に対しては職場でも十分な OJT

がなされないことも多く、ある程度の自助努力はし

ないといけない。 

次に、経験を活かすということ。専業主婦となっ

た女性がキャリアの再形成をするということは、一

からのスタートと考えてしまいがちだ。しかし、働

く場所が医療・福祉分野であれば育児などの経験が

役立つ。見方によってはキャリアの継続、ステップ

アップとも捉えることができる。 

最後に短時間の労働であってもキャリアの形成は

できるということ。これは限定正社員制度の活用か

らパートタイマーから正社員への移行も可能となる

ということである。ただ、限定正社員制度を採用し

ていない事業所はまだ沢山あるので、すべてのパー

トタイム労働者に当てはまることではないがそのよ

うな道も開かれている。 

いずれにせよ、「いつかそのうちに」「運が良けれ

ば」ということでキャリアの再形成は成り立たない。

労働市場の流動化が少しずつ進んできており、短時

間労働であってもさまざまな働き方が認められつつ

あるこの社会においては自身の行動によってキャリ

アの再形成は可能となってきている。 
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5. おわりに 

パートタイマーという非正規雇用から限定正社員

と移行することができれば、それまでより一歩踏み

込んだ働き方ができる。やりがいを得ることができ

るかもしれない。賃金上昇・スキルアップにもつな

がるきっかけも増加するであろう。 

 限定正社員制度は労働市場を流動化する役割もあ

る。労働市場の流動化からは転職や再就職の機会増

加にもつながる。流動化は競争化を加速する可能性

もある。競争は特定の企業や業種に集中することも

あり得るし、その逆も充分考えられる。 

限定正社員制度には二つの側面があり、キャリア

継続として育児や介護また個人的事情により働き続

けることが困難となった場合に一時的に利用する制

度として、また非正規雇用からのステップアップの

段階としての役割であり、一時的に利用する制度と

しての役割は事業所によって差はあるとはいえ、あ

る程度機能していると考えられる。今後注目してい

くべきは非正規雇用からのステップアップとしてキ

ャリア形成としての役割を果たす限定正社員制度で

はないだろうか。 

このように初職のキャリア継続だけではない、キ

ャリア形成のきっかけが今後も違った形で現れるか

もしれない。ただ、労働者一個人としてはまず能力

を蓄えることを怠らないことである。一旦働きはじ

めると社会が守ってくれるのではない。挑戦する機

会が多く与えられるだけなのである。これまでに比

べて企業に対する帰属性が薄くなっていく。個人の

資質が問われる社会になるのである。 
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