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要約 
  

本稿は高齢期に陥りやすい貧困に備えるために、女性の限定正社員としての雇用を促進
することを目的としたものである。平成 23年度の内閣府男女共同参画白書によると、相対
的貧困率は年齢が上がるとともに上昇しており、特に 65歳以上になると女性の貧困率が急
上昇する。世帯別にみると単身女性の貧困率が高くなっている。また、生活保護に目を向
けると、平成 14年から 23年で生活保護費が 1.5倍以上増加している。受給者の多くは高
齢者であり、単身高齢女性においては年金受給額が少なく頼る人もいないので、生活保護
を受給せざるを得なくなるのが現状である。この原因として、女性の現役時代の働き方に
問題がある。女性の就業率は上昇してきているものの、働き方としては正規雇用ではなく
非正規雇用が多い。特に、結婚後出産や育児を経て再就職する女性は、パートタイマーと
しての労働が一般的である。時間の融通が利くので家事と仕事の両立がしやすく、復帰し
やすいのが理由である。しかし、非正社員だと社会保険への未加入により高齢期に受け取
る年金が少ないというデメリットが存在する。国民年金と厚生年金の受取額には約 50,000
円の差があり、厚生年金に加入している女性は 4割程度に止まっている。高齢期の貧困は
少ない年金受取額が大きな要因であると考える。 
 そこで本稿では、高齢期に貧困に陥らないための貯蓄額を推定した。またその貯蓄をす
るために必要な収入を推定した。そしてその収入を得ることができ、また女性の希望する
働き方ともマッチする、限定正社員という雇用形態を促進させる政策提言をおこなう。本
稿の構成は以下のとおりである。 
 第 1章では、問題意識を述べる。我々の問題意識は、相対的貧困リスクと被生活保護率
から、特に単身高齢女性が貧困に陥りやすいことである。 
 第 2章では、単身高齢女性の現状について分析する。彼女らの収入や貯蓄、現役時代の
働き方について考え、問題点を挙げる。 
 第 3章では、我々が本稿を執筆する上で参考にした先行研究を紹介し、本稿の位置づけ
を述べる。高齢者の労働や貧困についてはさまざまな研究がおこなわれてきたが、単身高
齢女性に関する貧困対策は我々が探す限り見つからず、その点に本稿の新規性がある。 
 第 4章では、高齢期のための現役時代の働き方について言及する。現役時代にどのよう
な働き方をすれば、高齢期に貧困に陥らないか考える。 
 第 5章では、以上の分析を踏まえたうえで、限定正社員という働き方を促進する政策の
提言をおこなう。本稿における限定正社員の定義は①職種、労働時間、勤務地のすべてが
限定される、②社会保険に加入する、③給与水準は正社員の 8割程度の正社員である。現
在もアベノミクスにより限定正社員は推奨されているが、いまだに認知度が低いことが課
題である。よって企業が積極的に限定正社員を採用し、また女性も限定正社員として働き
たいと思うように、税制改革を提案する。法人税と所得税の控除をおこない、企業と働く
女性の両方への限定正社員の普及を目的とする。 
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はじめに 

  
日本では少子高齢化が過去に例をみない速さで進んでいる。2015 年 5 月時点2、65 歳以

上の高齢者割合は 26.4%、さらには 75歳以上の高齢者割合は 12.8％にまで高まっており、
0～14歳の年少人口割合の 12.7%とほぼ同値である。総人口をみても、2010 年は 1億 2805
万 7000 人3であったが、2060 年には 8673 万 7000 人4まで減少すると見込まれている。加え
て、人口の高齢化も進み、2060 年では 65 歳以上の高齢者の総人口に占める割合が 39.9%
にまで達する。現状の雇用形態のままであれば、労働力人口の減少などの要因によって経
済成長の持続も困難になり、また社会保障の維持も難しくなることは明らかである。 

以上を踏まえ、現在の安倍政権は経済政策「アベノミクス」の一環として女性の社会進
出推進や高齢者雇用に力点を置くと表明している。2013年 4月に高齢者雇用安定法が改正
され、希望者は 65歳まで働けるようになった。このように、一見すると労働力確保のため
に政策が進められ、労働力の確保・維持が進んでいるように見受けられる。しかし依然と
して、労働力の確保は十分とはいえない。一方、所得等の格差も拡大しているという議論
もある。相対的貧困率5に着目すると、OECD6加盟国 34加盟国内の日本の順位は昨年の 5位
から 2位にまで上がってしまった。また国立社会保障・人口問題研究所の調べによると、
生活保護率は 2002年に 18.9%という割合であったのが 2012年で 32.4%にまで増加している。
これは生活水準が十分でない人が増加していることを示唆している。 
 平均寿命が伸びる中、このように貧困の高齢者も増えている現状がある。また、男女別
の平均寿命は厚生労働省によると 2014年で、男性が 80.50歳、女性が 86.83 歳である。男
女間で 6.33歳の差があり、稼得能力の低い高齢の妻が、夫の死後に残されるということも
考えられる。核家族化が進みつつある現在、高齢女性は残りの人生を自分自身だけで生活
をしていくことを強いられることになる。 
 さらに、女性に焦点を当てると、結婚・出産に伴うライフステージの変化により、労働
市場から離れる女性も依然として多い。一度離職した女性も、育児等が終わった段階で、
再び労働市場に戻ることも観察され、これがいわゆる労働力率の M字カーブをもたらして
いる。さらに女性が加齢し、50 代になると、再び就業率の減少が始まる傾向がある。50
代女性の就業率減少の理由のひとつには介護が挙げられる。現状として、介護離職に伴う
受け入れ態勢が十分ではなく、働く意思があるにも関わらず、働くことのできない人が増
えている。このように子育て、介護と仕事の両立についてまだ議論の余地がある。 

以上を踏まえると、高齢者の数は増加しているものの、貧困に陥っている者も多く、ま
た高齢者を取り巻く雇用環境にも課題がある。平均寿命が延びたことにより、同じ 60歳代
であっても、精神的あるいは肉体的側面を比較すると 20年前の 60歳代とは大きく異なる
と考えられる。現在では 60歳代になっても平均寿命はおよそ 20年あり、健康寿命も伸び
て健康な高齢者も増えている。それにも関わらず、労働力としての有能な人材を逃してし
まっている可能性もある。 

このような環境を踏まえると、とりわけ高齢女性の貧困や女性の就業機会の改善を行う
ことが課題になっていると考えられる。そこで本研究では高齢女性が貧困に陥らないため
の政策を検討していきたい。 

 

                                                   
2 総務省統計局 「人口推計」確定値 （2015 年 10 月 20 日公表）。 
3 総務省統計局 「国勢調査」による。 
4 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24 年 1 月推計）」の出生

中位、死亡中位仮定による推計結果。 
5 等価可処分所得の中央値の半分を「貧困線」とし、そこに満たない世帯員の割合。 
6 OECD（Organization for Economic Co-operation and Development：経済協力開発機

構）の略。 
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第 1 章 問題意識 

 
本章では、単身高齢女性の貧困の問題を整理する。第 1節では生活被保護世帯数の動向

をもとに高齢単身世帯の貧困が拡大していることについて、第 2節では単身高齢者の中で
も、単身高齢女性がおかれている貧困動向を考察する。 

  

第 1 節 高齢者世帯の高い生活保護率 

 
（1）生活保護の動向 
 平成 26年 「総務省行政評価局の生活保護に関する実態調査」によると、平成 23年度
の被保護世帯数は 149.2万世帯であった。ここで注目したいのが世帯類型別に見て「高齢
者世帯」の被保護世帯数が最も多く約 63.6 万世帯（全世帯の 42.6％）となっていること
だ（図 1）。また生活保護費の歳出が増えている。平成 14年度は歳出額が約 2.2兆円であ
ったが平成 24 年度には歳出額は約 3.6 兆円となっており、10 年間で歳出額が 1.6 倍以上
となっている（図 2）。これは被保護人員の増加によると考えられ、平成 14年度に約 119.0
万人だった被保護人員が平成 23年度には約 202.5万人に増え、約 1.7倍となった。なかで
も「高齢者世帯」の増加が顕著で世帯数、人員数ともに平成 14年度から平成 24年度の間
に約 1.6倍増加している。 

 
図 1 生活被保護世帯数の推移 
出典 平成 26年 総務省「生活保護に関する実態調査 結果報告書」 
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図 2 生活保護費の推移 
出典 平成 26年 総務省「生活保護に関する実態調査 結果報告書」 
 
 
（2）単身世帯と貧困の関係性 
 図 3は被保護世帯数における単身世帯数を示したものである。平成 23 年度の単身世帯数
は約 113.0万世帯であり、全被保護世帯 149.2 万世帯のうち 75.7％を占めている。単身世
帯が貧困に陥りやすいことが分かる（図 3）。また「高齢者世帯」のうち単身世帯数の割
合が高い。約 63.6万世帯の「高齢者世帯」のうち単身世帯数は約 57.0万世帯であり、単
身世帯が「高齢者世帯」の 89.6％を占めている。 

 

図 3 生活被保護世帯（単身世帯数）の推移 
出典 平成 26年 総務省「生活保護に関する実態調査 結果報告書」 
 
 
（3）高齢者世帯の生活保護費の財政の圧迫 
 生活保護費の歳出はこの 10年間で 1.6倍に膨れ上がっている。我が国の財政は社会保障
費の過大な出費によって歳出が多いことが問題視されている。生活保護費のうち「高齢者
世帯」が占める割合は大きく、「高齢者世帯」の中でも単身世帯数の割合が高い。多くの
単身高齢者が深刻な貧困に陥り、生活保護に頼らざるを得ない状況が明らかである。今後
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ますます少子高齢化が進む中、財政の社会保障費による歳出の増加を改善することは急務
である。 
 
 

第 2 節  単身高齢女性の深刻な相対的貧困率 

 
（1）男女別相対的貧困率でみる男女の格差  
 図４の平成 22年の男女別・年齢階層別相対的貧困率は、高齢者層を男女別にみると女性
の貧困率が高いことを示している。相対的貧困率は、可処分所得が中央値の 50％未満の人
の比率を意味する。若年層（0〜64歳）においては格差があまり見られないが、高齢層（65
歳以上）になると男女の貧困の格差が大きく広がることが見て取れる。65～69歳では男性
の相対的貧困率は 14.3％だが女性は 16.7％でありその差は 2.4 ポイントである。さらに
70～74 歳では男性の相対的貧困率が 13.9％、女性は 21.3％でその差は 7.4 ポイント、75
～79歳では男性の相対的貧困率が 16.2％女性は 26.6％でその差は 10.4 ポイント、80歳以
上で男性の相対的貧困率が 16.6％、女性は 27.1％でその差は 10.5ポイントである。65歳
以上のいずれの年齢階層においても女性の相対的貧困率は男性よりも高く、年齢が上がる
につれて格差が広まる傾向がある。 

 

図 4 男女別・年齢階層別相対的貧困率（平成 22年） 
平成 22年 内閣府男女共同参画局「生活困難を抱える男女に関する検討会」特別集計より
筆者作成 
 
（2）世代•世帯類型別相対的貧困率でみる単身女性の貧困 
 さらに図 5の平成 22年の世代•世帯類型別相対的貧困率は、65歳以上の高齢世代のなか
で他世帯類型と比べて、単身高齢女性の相対的貧困率が深刻であることを示している。夫
婦世帯の女性の相対的貧困率が 14.5％であるのに対して、単身世帯の女性の相対的貧困率
は 46.6％となっている。高齢者の女性のなかでも、特に単身高齢女性の相対的貧困率が高
いことは明らかである。 
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図 5 世代・世帯類型別相対的貧困率（高齢者世代 65歳以上）（平成 22年） 
平成 24年 男女共同参画局「男女共同参画白書」より筆者作成 

（3）単身女性の年齢別生活保護受給者数の推移 

 また、単身女性が年齢別に何歳から生活保護を受けているのか調べた。図 6・平成 21年
単身女性年齢別生活保護受給者数の推移によると、単身女性は高齢になるほど生活保護受
給者が増加することが分かった。また図 5と図 6から、単身女性が高齢になるほど生活保
護率、相対的貧困率が高い傾向にあることがいえる。 

 
図 6 単身女性 年齢別生活保護受給者数の推移（平成 21年） 
平成 21年 厚生労働省「被保護者全国一斉調査」より筆者作成 
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（4）今後増加する単身高齢女性 
 図 7は単身高齢世帯数と割合が年々上昇することを示している。このままではさらに多
くの単身高齢女性が貧困に陥ることになる。こうした動向のなか、単身高齢女性の相対的
貧困率と生活保護受給者数の改善をすることは日本の貧困問題の一部を解決することにつ
ながると考える。 

 

図 7 高齢単身女性世帯数と高齢者人口に占める単身女性の割合の推移 
平成 26 年 内閣府「高齢社会白書」より筆者作成 2010 年以前のデータは実績値、2015
年以降のデータは推定値 
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（5）高齢者の就業率と貧困の関係  

 ここで就業と貧困の関係について考えるために、有業率 と生活保護費の関係について統
計局の都道府県別のデータを使って分析した。以下の 2つの仮定の下、分析を行っていく。
（図 8） 

1、65歳以上の有業率が高い都道府県は、65歳以上の非保護率が低いのか。 
2、反対に、有業率が低い都道府県は、65歳以上の非保護率が高いのか。 

 

図 8 有業率と生活保護費の関係 
使用データ:平成 14年就業構造基本調査（総務省） 
       平成 14 年生活保護に関する実態報告書（総務省） 

  

上の図から有業率が高い地域ほど、被保護率が高いことが分かり、有業率を上げることに
よって社会保障費を抑えながら生活保護を受ける貧困者の救済を図れることが予想できる。 
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第 2 章 現状分析 

 

本章では、単身高齢女性の相対的貧困率が高いことへの問題意識を踏まえて、単身高齢
女性がなぜ貧困に陥ってしまうのか現状分析を行う。第 1節では貧困に陥る単身高齢女性
の高齢期の収入と支出について、第 2節では高齢女性はどれくらい貯蓄し、高齢期に備え
ているのか、またその額は十分なのか、第 3節では単身高齢女性の現役時代の働き方につ
いて、女性に多い雇用形態とその理由、希望する働き方について現状分析を行う。 

 

第 1 節 単身高齢女性の高齢期の収入と支出  

 
 高齢者の貧困はどうして起こるのか。高齢者の収入と支出について見ていく。 
 
（1）高齢期の公的年金収入 
 高齢者の収入源の大きな特徴は、公的年金の収入が大部分を占めていることである。 平
成 26年度国民生活調査によると高齢者世帯の総所得に占める公的年金•恩給の割合は、平
均で 67.6％となっている。また図 8 によると、高齢者世帯の総所得に占める公的年金•恩
給の割合別世帯数の構成割合は、公的年金•恩給の総所得に占める割合が 100％の世帯が
56.7％となり、過半数の高齢者世帯が公的年金•恩給のみを収入源としていることがわかる。
公的年金•恩給のみで高齢期に生活を送ることは可能なのだろうか。 

 

図 9 高齢者世帯の総所得に占める公的年金•恩給の割合別世帯数の構成割合 
出典 平成 26年 厚生労働省「国民生活基礎調査の概況」 
 
（2）女性の公的年金制度の加入状況 
 女性が高齢期に受け取る収入を考察するために、現在の年金制度への加入状況を確認す
る。平成 23年度厚生年金・国民年金事業の概況によると、女性の公的年金加入者数は平成
23 年度末時点で第１号被保険者数が 931万人、被用者年金被保険者数（第２号被保険者な
ど）のうち厚生年金保険加入者は 1,227万人、共済組合加入者は 159万人、第 3号被保険
者数は 967万人となっている。女性の人数が 3284万人である。基礎年金（国民年金）の受
給資格があるのは第 1号、第 3号被保険者合わせて 1898万人、厚生年金の受給資格がある
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のは第 2 号被保険者の 1227 万人、共済年金の受給資格があるのは第 2 号被保険者の 159
万人である。割合として女性は約 6割が国民年金を受給すること、約 4 割が厚生年金を受
給することがわかった。（図 10） 

 

図 10 女性の公的年金種類別加入者の割合 
平成 23年 厚生労働省「厚生年金・国民年金事業の概況」より筆者作成 
 
（3）高齢女性の公的年金収入額と消費支出額 
 公的年金収入額は具体的にいくらなのか。平成 25年度厚生年金保険・国民年金事業の概
況によると、国民年金受給者の老齢年金の平均年金月額は 55,000円である（平成 25年度
末）。厚生年金保険の老齢給付受給権者の平均年金月額は 65歳女性で 10万 9,314円とな
っている（平成 25年度末）。厚生年金においては男性よりも女性の受取額の平均は低い。
厚生年金の受取額は就業期間の給与と加入期間で決まるため、正社員として就業する期間
が短い傾向がある女性は、結果的に受取額が低くなってしまう。単身高齢女性の主な収入
を国民年金、厚生年金であると考えると、収入は国民年金の 55,000 円、厚生年金の約 10
万 9000円であるといえる。しかし、上で見たように約 6割の女性が国民年金加入者で、こ
うした女性の将来の年金の受給額は平均的に低いといえる。 
 次に支出額を見ていく。総務省統計局平成 26 年家計調査によると単身高齢世帯の女性の
平均消費支出は月 15 万 326円である。 （図 11） 

 
図 11 高齢女性の平均公的年金収入月額と平均消費支出月額 
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平成 25年 厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」、平成 26年 総務省統計
局「家計調査報告」より筆者作成 
 
（4）高齢女性の収入と支出の赤字額 
 公的年金のみを高齢女性が受け取っている場合、収入と支出の赤字額が発生してしまう。
具体的には、平均年金月額と平均消費支出額から計算すると、国民年金受給者は毎月
95,000 円、厚生年金受給者は毎月約 41,000 円の赤字となることが分かった。これを見て
わかるように、高齢女性が生活する上で公的年金のみでは不十分であり、結果として生活
保護に頼ってしまうことになる。  

 
図 12 65歳以上の単身女性の公的年金収入と消費支出の赤字月額 
平成 25年 厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」、平成 26年 総務省統計
局「家計調査報告」より筆者作成 
 
（5）高齢期の単身女性の貧困リスク 
 以上のことは、山田（2011）でも言及されている。山田（2011）によると、夫と死別、
離別した女性あるいは未婚の女性は貧困リスクが高くなる。貧困リスクの要因分析を行っ
ており、「女性が貧困リスクに陥る最大の要因は夫との死別に伴う就労所得の途絶であり、
これにより収入は半減し、貧困リスクが高まる。」と述べた上で「国民年金（基礎年金）
の給付水準は、公的年金以外の収入があることを暗黙の前提としているがそうした前提は
単身高齢女性について成立していない。」と述べている。つまり、高齢になると就労によ
る収入が途絶し年金に頼らざるをえない状況になるが、単身高齢女性が生活する上で年金
給付だけでは決して十分とは言えないのである。  

 

第 2 節 高齢者の貯蓄額 

 
 前節では、高齢期の収入が公的年金のみである場合が多く、高齢女性の消費支出に対し
て国民年金、厚生年金の収入額は赤字である現状を分析した。また高齢女性の中でも、単
身高齢女性は配偶者がいない分、貧困リスクが高まることを山田（2011）が明らかにして
いる。これらの現状から、単身高齢女性は消費支出の赤字額をどこからか補塡しなければ
いけない。手段としては就業するか、本人の貯蓄を切り崩すことが挙げられる。 
 単身高齢女性の貧困の現状を考える上で、貯蓄額の現状を分析した。 
 
（1）単身高齢女性の貯蓄額の現状 
 図 13の平成 21年「全国消費実態調査の単身世帯の家計収支及び貯蓄・負債に関する結
果の概要」によると、単身高齢女性の貯蓄額の平均値は 1594万円、中央値は 910万円であ
る。貯蓄額は少ない方に偏った分布となっている。 
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図 13 高齢単身女性の貯蓄額 
出典 平成 21年 総務省統計局「全国消費実態調査の単身世帯の家計収支及び貯蓄・負債
に関する結果の概要」 

 

（2）単身高齢女性が貯蓄するべき貯蓄額 
 このような貯蓄額で貧困に陥ることはないのだろうか。 
 そこで単身高齢女性が高齢期において必要な貯蓄額の分析を行った。高齢期に必要な支
出額を計算し、そこから公的年金の収入額を除いた金額を必要な貯蓄額とする。65歳から
84 歳までの 20年間、240ヶ月のモデルをつくり分析する。この年齢は就業が終了する 65
歳から平均寿命の 84 歳までの期間を考えた。平均的な支出と収入を考えることでいくら貯
蓄する必要があるのか目安とする。 
 月の平均消費支出が 15万円であるから、240 ヶ月間だと 15×240＝3,600となり、3,600
万円を消費する。その上で、入院などの予備費を 300 万円とする。65 歳から 84 歳までの
合計支出額は 3,900万円となる。このことから、単身高齢女性が老後 65歳から 84歳まで
生活するために必要な支出は 3,900万円であることがわかる。 
 次に老後に受け取る公的年金の収入を分析する。これは、国民年金を受け取る女性と厚
生年金を受け取る女性で大きく異なる。現状分析のデータより、国民年金を受け取る女性
の収入を 55,000円、厚生年金を受け取る女性の収入を 10万 9000円とする。国民年金受給
者は、消費支出 15 万円に対して毎月 9 万 5 千円の不足であり、240 ヶ月間では 2280 万円
不足する。厚生年金受給者は消費支出に対して毎月 4 万 1 千円の不足であり、240 ヶ月間
では 984万円不足する。以上より、高齢期の収入が公的年金しかない場合、国民年金加入
者は 2280万円、厚生年金加入者は約 990万円の貯蓄をしておく必要がある。（図 14） 
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図 14 65歳～84歳の単身女性の公的年金種類別必要な貯蓄額 
平成 25年 厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」、平成 26年 総務省統計
局「家計調査報告」より筆者作成 
  
 （1）でみた単身高齢女性の貯蓄額と比較する。現在の単身高齢女性の貯蓄額は、多くの
人の場合不足していると現状を分析できた。 
 貯蓄額の中央値 910 万円は、国民年金加入者が必要な貯蓄額 2280万円を 1370万円下回
り、厚生年金加入者が必要な貯蓄額 990万円を 80万円下回っている。また貯蓄額の分布が
少ない方に偏っていることから多くの単身高齢女性に十分な貯蓄が無い。 
 

第 3 節 女性の現役時代の働き方 
  
 前節で見てきたように、単身高齢女性は貯蓄額が少なく公的年金の受取額も少ない。収
入と貯蓄だけでは、高齢期の支出を賄うことができず相対的貧困。この問題は、現役時代
の働き方を改善することによって解消できないだろうか。我が国の女性は現役時代にどの
ように働いているのだろうか。 
 
（1）女性の現役時代の働き方 
 図 15は女性の年齢階級別労働力率の特徴を雇用形態別に示したものだ。女性の正規雇用
の労働力率は 20〜29 歳で約 40〜50％となっており、全年齢で最も高い水準である。それ
以降は、正規雇用の労働力率が上がることはなく低下していき、30代から 50代で 20〜30％
を推移し、60歳以降は急速に労働力率が低下する。一方、女性の非正規雇用の労働力率は
20〜34 歳の間は 30％を少し下回る割合だが、それ以降は労働力率の上昇が見られる。35
〜59歳の非正規雇用の労働力率は 30％を超えており、なかでも 40〜54歳の間は 40％近く
まで上昇し、高い割合である。その後非正規雇用の労働力率は低下して 55〜64 歳の間は
20％、それ以降低い水準を辿る。 
 このことから女性は 20 代で正規雇用として働き、30 代以降には正社員から離職してい
るといえる。またその後、40歳前後に再就職する際は非正規雇用として働き始める女性が
多く、正規雇用よりも非正規雇用の労働力率が高い。女性は年齢が若い時は正社員として
働くが、年齢が高くなると非正社員として働いていることが特徴と言える。背景として正
規雇用で就職した女性は、おおむね、結婚・出産にあたる年齢階級で離職した後、正規の
職員・従業員としてはほとんど再就職しないという傾向がある。 
 非正規雇用の図を見ると、M 字カーブの谷及び右側の山を含む各年齢階級において、一
つ前の世代よりも労働力率が高くなっていることがわかる。近年の全般的な労働力率の上
昇及び M字カーブの解消傾向には、非正規雇用者数の増加が影響していると考えられる。
しかし言い換えれば、女性の労働力率が上昇しつつあるにもかかわらず、正規雇用で働く
人はそれほど増えていないのである。再就職する女性は、なぜ正社員ではなく非正規雇用
で働くのだろうか。 
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図 15 女性の年齢階級別労働力率の特徴（雇用形態別） 
出典 平成 25年 内閣府「男女共同参画白書」 
 
  
（2）パートタイムの女性が働く理由、パートタイムを選ぶ理由 
 図 16はパートタイマーとして働く人が、なぜ働いているのかを男女別・年齢別で示した
ものである。男女で比較すると、女性のほうが「主たる稼ぎ手ではないが何らかの家計の
足しにするため」働いている割合が男性よりも高いことがわかる。女性は配偶者の収入を
主たる家計の収入としており、補助的な収入を得るためにパートタイマーとして働いてい
るのである。年齢別にみても、年齢が上がるにつれて「主たる稼ぎ手ではないが何らかの
家計の収入の足しにするため」が増えており、出産や子育てを経た女性がパートタイムで
働きたいと思っていることが見受けられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISFJ2015 最終論文 

 

17 

 

 家計の主

たる稼ぎ

手とし

て、生活

を維持す

るため 

主たる稼ぎ

手ではない

が何らかの

家計の足し

にするため 

自分

の学

費や

娯楽

費を

稼ぐ

ため 

資格•

技術

を活

かす

ため 

以前

の就

業経

験を

活か

すた

め 

生き

がい•

社会

参加

のた

め 

時間

が余

って

いる

ため 

子ども

に手が

かから

なくな

ったた

め 

その

他 

不明 

男 52.1% 20.9% 30.1% 8.6% 16.2% 25.5% 19.4% 1.8% 4.5% 0.9% 

女

(歳) 

15.0% 70.9% 26.6% 8.1% 8.7% 33.8% 17.4% 19.3% 4.9% 0.5% 

30～

34 

37.9% 53.5% 29.1% 14.4% 10.8% 26.4% 8.4% 1.3% 8.9% 1.1% 

35～

39 

20.4% 68.9% 27.2% 13.0% 11.8% 28.1% 12.8% 11.7% 4.7% 0.0% 

40〜

44 

14.4% 77.2% 17.7% 8.3% 7.2% 26.5% 14.1% 15.7% 2.6% 0.2% 

45〜

49 

13.7% 79.1% 20.3% 6.5% 8.7% 32.8% 18.7% 28.9% 6.5% 0.1% 

50〜

54 

17.9% 72.0% 21.1% 6.3% 6.6% 38.3% 17.0% 28.8% 2.8% 0.8% 

55〜

59 

21.9% 59.2% 18.3% 5.5% 9.3% 32.5% 19.2% 16.2% 6.9% 1.3% 

図 16 働いている理由別パートの割合 
平成 23年 厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査の概要（個人調査）」より筆者
作成 
 
 次に、多くの女性がなぜ非正規雇用という雇用形態を選ぶのかを同調査から見ていく。
パートタイムを選ぶ理由は、女性の 58.8％が、「自分の都合の良い時間（日）に働きたい
から」としている。（図 17）女性にとって、非正規社員は自分の都合で働く時間、日数を
決められることができることが大きな利点となっている。「勤務時間•日数が短いから」非
正社員を選ぶ女性は 38.6％と、仕事をする時間を短くすることも女性にとって利点である。
「就業調整（年収や労働時間の調整)ができるから」という理由の割合が次に大きいが、こ
れは夫の扶養の範囲内で働きたいと考える女性が多いことと、「家庭の事情（育児•介護）
で正社員として働けないから」という理由と同様に、女性は就業と育児や介護などの家庭
の事情と両立をしていたいと考えているためであると思われる。また、「正社員としての
募集が見つからなかった」（13.1％）、「正社員として採用されなかった」（8.2％）とい
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う理由は 10％前後と低く、正社員になれなかったためにやむを得ずパートタイムで働いて
いるのではなく、むしろ女性は自分の都合に合わせて仕事を行うためパートタイマーとし
て働くことを自ら希望している。 

 
図 17 女性がパートを選んだ理由（複数回答可） 
平成 23年 厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査の概況（個人調査）」より筆者
作成 
 
（4）パートタイマーが希望する今後の働き方 
 平成 23年パートタイム労働者総合実態調査の概況（個人調査）では、今後の働き方につ
いて希望別パートの割合を調査している。20代前半では「正社員になりたい」割合が 57.3％
と過半数いるが、年齢が上がるにつれて「パートで仕事を続けたい」の割合が大きくなり、
「正社員になりたい」割合が小さくなっていく。年齢が上がるにつれて、正社員への転換
を希望する人は少なくなり、パートタイマーとしてこれからも働き続けたいと希望する人
の割合が多くなる現状がわかる。 
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図 18 パートタイマーの希望する今後の働き方 
出典 平成 23年 厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査の概況（個人調査）」 
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第 3 章 先行研究及び本稿の位置づけ 

 
本章では、我々が本稿を執筆するうえで参照した先行研究について紹介する。第 1節では、

高齢者の再就職を政府と企業の対応を中心に述べた宋(2007)を紹介する。第 2節では、高
齢女性に焦点を当て就業対策の課題を述べた小﨑(2013)を紹介する。第 3節では、高齢期
の貧困リスクの要因について述べた山田(2010)を紹介する。第 4節では、以上の先行研究
を踏まえた本稿の位置づけを示す。 
 

第 1 節  高齢者の再雇用問題への対応 

  
  宋(2007)では、団塊世代(1947～1949 年生まれ)の定年退職問題、いわゆる 2007 年問題
への政府と企業の対応が述べられている。日本は少子・高齢化に伴い、中長期的に労働力
減少が進むと懸念されており、2007年には定年退職者が約 690万人ともいわれていた。 

そのような状況下で、政府は改正高齢者雇用安定法を 2006年 4月から施行した。具体的
には、①65 歳までの定年の引き上げ、②定年の定めの廃止、③継続雇用制度の導入の措置
がとられた。この背景には政府が厚生年金の支給開始年齢を 60歳から 65歳に引き上げた
ことがあった。退職者が定年退職後も退職金だけでは生活できないため、高齢者に対して
雇用を保証する措置として制定された。 

また、企業は継続雇用制度の導入で対応した。その中でも 50％以上の企業が、正規労働
者を一旦定年退職させ、再び雇用するという再雇用制度を採用した。雇用形態としては、
嘱託や派遣社員などの非正規労働が最多である。企業が高齢者の雇用を増やす理由は、「高
年齢労働者の経験・能力を活用したい」が 70.7％と最も多く、「高年齢労働者に適した仕
事又は年齢に関係ない仕事がある」が 35.3％であった。7 

このように 2007年問題に向けて、政府や企業はさまざまな対応をおこなった。これらの
対策は、正規雇用で就業していた高齢者には効果的であった。実際、2007年問題はそれほ
ど深刻なものにはならなかった。しかし、長期間非正規で働いてきた高齢女性には定年の
延長などの対策は効果的ではない。この対策は一部の高齢者にのみあてはまるものであっ
た。高齢女性の就業が難しい状況は、いまだ続いている。 

 

第 2 節  高齢女性の就業対策 

  
  小﨑(2013)では、経済成長を達成するためには労働力率を現在より引き上げることが有
効な施策であり、それには今後労働力人口となりえる 50～74歳の高齢女性の労働力率ない
し就業率を引き上げる対策が必要であると述べている。2011 年の先進 5 ヵ国(日本、フラ
ンス、ドイツ、イギリス、アメリカ)を比較すると、高齢化率は日本が最も進んでいるが、
高齢女性の労働力率は著しく高いわけではない。日本は社会システムや雇用システムの改
善等により、高齢女性の労働力率を上昇させられる可能性を秘めている。 

小﨑が推計した 60～64、65～69歳女性の就業率関数によると、高齢男性の就業率にプラ
スの影響を与える一律定年制が、高齢女性の就業率にはマイナスの影響を与えている。企
業における定年制度は、必ずしも高齢女性の雇用保障を意味するものではないことがわか
る。これは定年制の対象労働者は正規労働者が多く、非正規労働者は対象外のためと考え
られる。高齢女性の就業率を上昇させるには、定年制の年齢を引き上げるだけでは不十分

                                                   
7 厚生労働省『2004 年高年齢者就業実態調査』2005 年。 
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であり、労働時間の短縮・出勤日の削減、年齢に関係なく働けるスキルの習得なども考慮
する必要がある。 
 厚生労働省(2004)『国民生活基礎調査』の個票データを用いた分析では、仕事のない 60
歳以上の女性に就業希望の有無を尋ねると、9 割の人々が就労を希望していない現状が確
認できた。その点で、高齢女性で就業意欲のない人々に就業意欲を持たせることも必要で
あるが、それ以上に壮年(25～54歳)女性の就業率を高め、彼女らに働き続けてもらうこと
が、女性の労働力率を上げるために重要になる。また、高齢で働く女性の多くは正規労働
者であり、年齢に関係しないスキルを持つ必要性がある。 
 

第 3 節  高齢期の相対的貧困リスク 

 
 山田(2010)では、内閣府男女共同参画局(2008)『高齢男女の自立した生活に関する実態
調査』の個票データを用いて、高齢期において懸念される相対的貧困リスクの規定要因を
分析した。具体的には高齢者(55～64歳と 65～74歳)の経済的地位に関する 3種類の変数、
①等価所得、②相対的貧困、③公的年金の有無に対する、配偶状況、本人及び配偶者の現
在の就業状況、過去の職歴、同居子の就業状況などが影響を受ける要因を分析した。 
 この分析によると、高齢期の就業は等価所得を引き上げるが、女性の場合、高齢期にも
比較的就労しやすいと考えられる非正規雇用では相対的貧困リスクの低減効果が確認でき
なかった。高齢女性にとって非正規での就業による相対的貧困リスクの回避は困難である
ことを示唆している。正規雇用であれば、相対的貧困リスクの低減効果が見られる。また
離別経験が女性の貧困に影響を与えることが述べられており、離婚は女性の等価所得を下
げ、相対的貧困リスクおよび公的年金給付がないリスクを大幅に引き上げる。 
 

第 4 節  先行研究を踏まえた本稿の位置づけ 

 以上の先行研究をまとめると、第一に高齢者の再雇用について政府や企業はさまざまな
対応をおこなってきたが、それらは高齢女性には当てはまらないことがあげられる。特に
定年の延長は非正規雇用の多い女性の労働対策としては効果的でない。第二に今後の日本
において高齢女性は労働力として活用すべきであるが、一度仕事を辞めると再び働く意欲
がなくなってしまう。第三に、高齢期の非正規での就労は高齢女性の相対的貧困リスクの
低減に有意でないことがあげられる。 
これらを踏まえると、高齢期に貧困に陥らないためには女性は正規雇用で働き続ける必要
があるように見受けられる。高齢になっても働く女性の多くは長年正規雇用だった人であ
り、正規雇用であれば相対的貧困リスクの低減も期待できるからである。しかし、現状分
析で見てきたように、20代女性の正規雇用は増えているが、出産・子育てを経た女性が再
就職する際は、自ら非正規雇用を選んでいる。女性自身が正規雇用で働くことを望んでい
ないのだ。よって本稿ではまず非正規雇用を選択して働きだす 40歳以上の女性の労働に焦
点をあて、高齢期に向けて彼女たちがどの程度の収入を得るべきかを推定する。その収入
を得るためには、どのような働き方をするべきか言及し、女性の希望にも合わせた限定正
社員という雇用形態の説明をおこない、その促進を推奨する。 
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第 4 章 分析 

本章では、高齢女性の貧困リスクを下げるためにどうするべきか分析を行う。第 1節で
は、高齢期に備えた十分な貯蓄額を実現するために現役時代に受け取るべき月の収入を分
析した。第 2節では、第 1節の受け取るべき収入を踏まえどのような働き方をするべきな
のか分析した。 
 

第 1節 高齢期のために現役時代に必要な収入 

  
 現状分析で述べたように、高齢期の公的年金と就業による収入は消費支出を下回り赤字
となっている場合が多い。収入が十分でない上に貯蓄がなく、単身で身寄りがない場合、
貧困に陥り、生活保護を受けて最低限の生活を強いられることが予想される。そこで貯蓄
を十分しておくことで高齢期の貧困リスクが軽減されるはずである。 
 ここでは 40〜65歳まで就業を行うと仮定する。また現状分析で分析した通り、国民年金
受給者は 2280万円、厚生年金受給者は 984万円の貯金をする必要があると考える。高齢期
に十分な貯蓄額を現役時代に稼ぐには、賃金はどれくらいあれば良いのか。はじめに 40〜
65 歳の支出を見ていく。 
 （1）40〜65歳 勤労世帯の支出 
 総務省統計局平成 16年 10,11月の家計調査をみると女性の勤労世帯の平均支出のうち、
消費支出8が 19万 7056 円、非消費支出9が 36,934円となっている。このことから勤労世帯
の女性は平均して約 23万 4000が円の支出があると考える。 
 （2）40〜65歳 就業中の理想の賃金 
 その上で高齢期に必要な貯蓄額を 26年間、312 ヶ月間に均等に積み立てていくとする。
国民年金受給者は 2280万円が必要である。2280万円÷312 ヶ月＝73,077 円より、国民年
金受給者が毎月貯金する必要がある金額は約 7万 3000円である。一方、厚生年金受給者は
984万円が必要である。984万円÷312 ヶ月＝31,538 円より、厚生年金受給者が毎月貯金す
る必要がある金額は約 3万 4000円である。 
 女性はこの貯蓄額と平均消費支出を収入として受け取らなければならない。ここでは女
性の収入が勤労による賃金のみであると仮定する。国民年金受給者は23万4000円＋73,077
円＝30万 7077円より、必要な賃金は毎月約 31万円である。厚生年金受給者は 23万 4000
円＋31,538円＝26万 5538円より、必要な賃金は約 27万円である。就業をした場合、130
万円の収入を超えると女性は扶養対象から外れるためこの収入を得るために厚生年金加入
者となる必要がある。これらのことから女性は高齢期に備えて就業で月に約 27万円得るこ
とで高齢期に備えた貯蓄をすることができる。 

次節では毎月どのような働き方をすれば貯蓄をすることできるのか分析を行う。 
 

第 2 節 高齢期に備えた現役時代の働き方  

 現役時代に女性がどのように働けば高齢期のために十分な貯蓄ができるのか分析を行う。  
 貧困のリスクを下げるためには先行研究の山田（2010）にあったように、女性が高齢期
に非正規社員として働くことは効果的でない。一方、正社員として雇用される事は貧困リ
スクの低減に有意である。40歳以上の女性就業者の多くが非正規社員として働いているが、

                                                   
8 消費支出の内訳は食料、住居、光熱・水道、家具・家事用具、被服および履物、保健医

療、交通・通信、教育、教養娯楽、その他の消費支出。 
9 非消費支出の内訳は直接税、社会保険料、他の非消費支出。 
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高齢期の貧困リスクを下げるためにはより安定的な収入と保障を受けられる雇用形態が必
要とされる。 
（1）正社員の賃金と社会保険上のメリット 
 平成 25年厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によると、女性の正社員の賃金は 40〜
44 歳で 27万 2300円、45〜49歳では 28万 6700円、50〜54歳では 28万 5200円、55〜59
歳では 27万 9400円、60〜64歳では 24万 8300円となっており、40〜64 歳までの平均賃金
は 27万 4380円となっている。この賃金は前節で分析した理想の賃金 26万 5538円を超え、
高齢期に必要な資金を貯蓄することができる。女性は賃金面で正社員が理想の雇用形態で
あるといえる。 
 また、正規雇用されて社会保険に入ると、高齢期の収入が増える。それは厚生年金に加
入することで高齢期に約109,314円を受け取る事ができるためだ（平成25年度末平均値）。
国民年金よりも約 5万円（厚生年金と国民年金の平均値から算出）多く高齢期に受け取る
事ができる。高齢期に就業の継続が困難な場合は、高齢者は収入が不足されることが予想
される。厚生年金の受給は高齢期の安定的で確実な収入につながり、高齢者の貧困を軽減
すると考える。また健康保険に加入する事で、厚生労働省によると、「労働者やその家族
が病気やけがをしたときや出産をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手
当金の支給がすることで生活を安定させる」ことができ、現役時代の就業におけるリスク
を軽減する事ができる。 
 女性の雇用形態の一つとして、正社員が挙げられる。正社員であれば現役時代の賃金が
増え、高齢期に備えた貯蓄をすることができる。また社会保険の加入により、現役時代の
就業におけるリスクを下げることができる。そして厚生年金により高齢期の収入が増える。
これらのメリットから正社員として女性が働く事で高齢になっても安心して暮らしていけ
るのではないか。 
 
（2）非正社員の賃金と社会保険上のデメリット 
 正社員だけでなく非正社員も雇用形態の一つに上げられる。平成 24年度就業構造基本調
査によると、非正雇用者（パート）の平均収入は女性で 100万円未満が 51.5％と最も多く、
200万円未満が全体の 93.0％となっている。女性の傾向として、公的年金の第 3号被保険
者の女性は、配偶者の扶養対象となるために 130万円未満の所得を維持することが挙げら
れる。このため女性の収入は補助的なものであることが特徴である。理想の賃金を 26 万
5538円しているため 200万円未満の収入では高齢期の貯蓄にあてる資金としては不十分で
ある。約 9割の非正社員の収入が 200万円未満であるならば高齢期のために貯蓄する雇用
形態として賃金が足りない雇用形態であるといえる。 
 また、非正規雇用が社会保険に加入するには一定の条件があり、1 日または 1 週間の所
定労働時間が正社員の労働時間のおおむね 4 分の 3 以上あること、かつ、1 ヶ月の所定労
働日数が、正社員の労働日数のおおむね 4分の 3以上であることである。 

女性の 40歳からの理想の働き方としては社会保険が適用され、約 27万円の収入を実現
する雇用形態でありその上で短時間時間であり、勤務場所が変わらない、職種が変わらな
いことの条件にあてはまる働き方が現在必要とされているのではないかと考察する。こう
した雇用形態を政策提言したい。 

 
（3）女性が希望する働き方 
（1）、（2）では女性が正社員で働ければ収入面で高齢期に備えることができると分析

を行った。しかし女性は正社員としての働き方を希望しているのだろうか。現状分析では
多くの女性が自分の都合の良い日や時間帯に働けること、短時間労働であることなどの非
正社員の働き方を希望していることが明らかになった。女性が正社員についてどう考える
のか女性の非正社員への不満と正規社員への意見を考察する。 

図 18は平成 23年パートタイム労働者総合実態調査の概況（個人調査）によるパートタ
イムで働く女性のうち不満・不安を感じている割合とその不満・不安の内容を示している。
女性の多くは自らパートタイマーとして働くことを選んでいるが、一方で不満・不安を抱
いており、その内容は「賃金が安い」が 47.5％、「パートとしては仕事がきつい」28.6％、
「有給休暇が取りにくい」28.1％となっている。賃金と仕事内容や待遇のミスマッチを感
じている女性が多いことがわかる。また「雇用が不安定」だと感じている女性が 20.3％お
り、今の職場で継続して仕事ができるのか不安に思っているようだ。 
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図 19 現在の会社や仕事に対する不満・不安の有無及び不満・不安の内容別パートの割合 
平成 23年 厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査の概況（個人調査）」より筆者
作成 
 
 
 平成 23年パートタイム労働者総合実態調査の概況（個人調査）ではパートタイマーの女
性のうち今後正社員を希望する女性に、正社員になりたいと考える理由をきいている。理
由は「より多くの収入を得たいから」79.4％、「正社員の方が雇用が安定しているから」
62.6％となっており（3 つまで複数回答可）、「より多くの収入を得たいから」、「正社
員の方が雇用が安定しているから」の回答が 50％を超えている。このことからパートタイ
マーから正社員になりたい女性は正社員になって収入を増やしたい、雇用を安定させたい
と考えていることが分かる。 
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図 20 正社員になりたいと考える理由別パートの割合 
平成 23年 厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査の概況（個人調査）」より筆者
作成 
 
 
 図 21は同調査による、正社員になりたいと回答したパートの女性が正社員になった場合
に選びたいと思う制度を示している。「勤務地を限定した（転勤のない）正社員」の制度
を希望する割合がもっとも多く、50％を超えている。また「短時間正社員、職種を限定し
た（職務内容の変更がない）正社員」の制度を希望する女性が 30％以上いる。こうした制
度があっても「選びたいと思わない」と回答した割合が 16％と低かった。女性はもしもこ
うした制度があって選べるならば、勤務地を限定した正社員、短時間正社員、職種を限定
した（職務内容の変更がない）正社員の制度を積極的に利用したいと思っている。 

 

図 21 正社員になりたい女性パートが選びたいと思う正社員の制度 
平成 23年 厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査の概況（個人調査）」より筆者
作成 
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第 5 章 政策提言 

  
 単身高齢女性の収入源の多くの割合を公的年金収入が占める状況で、高齢者が安定した
暮らしを送るためには、高齢期の公的年金の収入を増やし、また生活費の足りない部分を
貯金で賄っていかなければならない。しかし単身高齢女性の相対的貧困率が高いことが現
状であり、女性は高齢期に備えた公的年金の加入と貯蓄が十分にできていない。 
 現代の M字カーブは、女性が 20代で正社員として雇用された後、結婚、子育てによって
正規社員を離職し、40代になって非正社員として再就職することを示している。しかし非
正規雇用として働いて得られる収入は低く、女性は高齢期に備えた貯蓄をすることは難し
い。 
 私たちは分析の結果、女性が 40歳から 65歳の間に安定的な給料を得ることで女性が高
齢期に貧困に陥らない貯金ができることを明らかにした。日本の単身高齢女性の高い相対
的貧困率の問題を解決する一つの対策として 40歳以上の女性の就業促進が有効であると
私たちは信じる。就業する上で貯金のできる高い収入を得られることが重要だ。理想の働
き方としては約 27万円の収入を実現し厚生年金に加入できる雇用形態である。また女性が
希望する働き方ができる雇用形態を促進したい。女性が希望するのは短時間勤務、勤務場
所、職種の変わらない働き方である。 
 本章ではこれまでの分析を踏まえ、女性の雇用形態とその促進に関する政策提言をおこ
なう。第 1節では、我々が推し進めるべきであると考える、限定正社員という雇用形態に
ついて説明する。また、本稿における限定正社員の定義づけをする。第 2節では、現時点
で限定正社員制度を導入している企業を紹介し、整理する。第 3節では限定正社員の認知
度上昇に向けた政策を提言する。第 4節では、限定正社員に向けた政策を促進するための
政策として、2つの税制改革政策を提言する。第 5節では、政策を実行した際に直面する
であろう問題点について言及する。 
 

第 1 節 新しい雇用形態 限定正社員 

  アベノミクスが成長戦略を閣議決定し、その柱の一つである「雇用制度改革」として「限
定正社員」という新しい働き方を世に広めていくと述べた。 
限定正社員とは、従来の正社員と非正社員の間の中間的雇用形態として位置づけられるも
のであり「多様な正社員」「ジョブ型正社員」などと呼ばれることもある。一般的には、
雇用契約上の雇用期間に定めがなく、①職種、②労働時間、③勤務地などのいずれかある
いは複数に限定がある正社員と定義されている。非正規雇用と同様に短時間労働によって、
子育て・介護との両立を可能にし、夫の勤務地と合わせるために転勤を望まない女性にと
って、希望の労働条件を満たすのだ。また、正社員と同様の厚生年金に加入でき、給料が
増加するだけでなく老後の年金給付額の増加も期待できる。 
 実際に、限定正社員制度を取り入れている企業は多くなってきている。多様な形態によ
る正社員の活用状況は、厚生労働省「『多様な形態による正社員』に関する研究会報告書
概要」（平成 24年 3月 29日公表）によると、約 5割の企業が限定正社員を導入している。
職種限定は約 9割、勤務地限定は約 4割、労働時間限定は約 1～2割である。（複数組み合
わせ有） 
 同報告書記載の企業アンケートによると、賃金はいわゆる正社員の 8～9割程度で昇進・
昇格は上限がある。人事上の取り扱いは正社員と同様とする企業が多い。また、従業員ア
ンケートによると、正社員と同様の賃金水準を求める者は 4割程度であるのに対し、雇用
保障を同等に求める者は約 8割いた。限定正社員として働いている者は、特に雇用保障に
ついて正社員と同程度の取り扱いを求めていることがわかる。 
 限定正社員という制度は、パートタイマーのモチベーションの維持・向上を達成するこ
とにより良質な人材の定着が期待でき、いわゆるベテランが増えることから業務の効率化
も期待できる。しかしそれ以上に、女性にとって働きやすい制度でもあることも重要な点
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である。女性が希望する短時間勤務、勤務場所、職種の変わらない働き方を実現できるか
らだ。女性が子育てや介護と両立して働き続けるためには、限定正社員は促進すべき雇用
形態である。また貯蓄が少なく、年金受給額も少ないという女性が貧困に陥ってしまった
原因を解消することができる。よって我々は、女性の脱貧困に向けて、女性が 40 歳から
限定正社員として働くことを促進していく。 

一般的な限定正社員については先述したとおりであるが、本稿においては女性に特化し
た限定正社員の定義づけをおこなう。第一に職種、労働時間、勤務地のすべてを限定した
正社員とする。すべてが女性の希望する働き方に沿ったものであるからである。第二に、
社会保険への積極的な加入である。我々が非正規雇用ではなく限定正社員を推奨する理由
として、給与の増加だけでなく、厚生年金加入による高齢期の年金受給額増加も期待でき
るからである。第三に、給与水準は正社員の 8割程度に設定する。その根拠は、次節で紹
介する成功事例での給与水準が 8割程度であったからである。年収約 240万円の者をモデ
ルとして考える。 
 

第 2 節 限定正社員の事例研究 

  
 衣料品店「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングは、新たな雇用形態として「地
域正社員」を多く雇用している。東洋経済 2014年 3月 24日の記事によると、ユニクロは
長期的な人材の確保や生産性を向上させることを目的に人事制度改革を行い、国内のユニ
クロ店舗で働く全パート•アルバイト約 3万人の半数以上にあたる 1万 6000人を正社員化
する方針を打ち出した。 
 内容としては販売員の主力となっている主婦などの 1万 6000人を対象に、転勤を伴わず
長期にわたって働ける「R社員（地域限定正社員）」にすることとした。ユニクロのホー
ムページによると、地域正社員の魅力として地域正社員の生き方に合わせた働き方ができ
ることを挙げている。女性が子育て、介護をしながら働けることを考慮して週 20時間から
勤務可能、週休 3日で週 40時間勤務も可能、特別休暇、有給休暇有り、産休•育休が取得
しやすい環境整備、時短勤務、看護休暇、介護休暇で子育て、介護をサポートしている。
女性にとって家事と仕事の両立するために転勤がないこと、短時間労働であること、週に
働く日数を減らすことを挙げていて、ユニクロの地域限定正社員はいずれの条件も女性の
希望に見合っていて女性の立場に合った雇用形態を提示している。 
 またキャリア育成として OJT10、教育プログラムを設け、昇給制度として賞与 2回支給、
評価制度を設け三ヶ月に一度能力によって昇給させている。これらの制度で社員のモチベ
ーションをあげている。2015年 6月時点で 7000人の限定正社員が雇用され定着している。
112014年 6月 17日放送のテレビ東京ワールドビジネスサテライトニュースではユニクロの
販売員のアルバイトから限定正社員に働き方を変えた女性が意識の変化を語っている。社
員になったことで以前よりも気を引き締めて仕事に取り組んでいるという。また週 4日 5
時間勤務している女性は仕事と子育てを両立しているが、限定正社員制度について、「会
社にも子どもにも罪悪感を抱かなないことは働いていく上で相当なメリット」と述べてい
る。限定正社員で働くことは短時間勤務であることから、女性は仕事帰りに子どもの送迎
などができるので子育てとの両立がしやすいと感じていた。社会保険などの福利厚生も完
備していることで企業は人件費の負担が 2割増となる。  
 しかし CEO12である柳井正氏はパート•アルバイトと違い、地域限定正社員は付加価値の
高い労働を期待でき、人件費負担以上の収益があがるため業績の上昇につながると考えて
いる。ユニクロの地域限定正社員は子育てと仕事を両立したい女性からの支持があり、賃

                                                   
10 OJT(On-the-Job Training）: 職場で実務を経験させることで従業員の能力育成を行う

こと。 
11 毎日新聞 2015 年 6 月 2 日の記事より。 
12 CEO(Chief Executive Officer:最高経営責任者）: 企業戦略の策定、経営方針の決定と

いった長期的な経営事項における最高責任者 



ISFJ2015 最終論文 

 

28 

 

金の昇給手当や社会保険が正社員と変わらない点で女性がより安定的な収入を得ることに
つながる。 
 外食チェーン「リンガーハット株式会社」は社会保険に入れる長時間パートを積極的に
雇用しようと考えている。（2014 年 5 月 20 日放送 NHK クローズアップ現代）リンガーハ
ット株式会社はパート•アルバイトの収入が 130 万円を超える場合、従業員にたいして社会
保険料を負担する義務が企業に発生するためその負担を避けようと短時間労働者を増やし
てきた経緯がある。しかし短時間労働者が多い場合、シフトの調整が難しく人員が十分で
ない時間帯が発生することが問題となった。また仕事を教育するコストと手間がかかる上、
退職する従業員が多く非効率であることが明らかとなった。 
 そのため今後は 130 万円以上の収入を得るパートを積極的に登用し、パート一人一人の
能力を向上させようとしている。そしてパートの能力をのばすと同時に、会社の業績をの
ばすことを目的とする。具体的には、パートを店長にする制度を作り 33,000 円の役職手当
を支給し年収 340 万円を想定している。労働政策研究•研修機構 2010 年 7 月のビジネス•
レイバー•トレンドによるとリンガーハットは 2005 年の中期経営計画でパート•アルバイ
トから正社員へ積極的に雇用する方針をたてた。パート•アルバイトを正社員に登用するに
あたって登用ルートを二通り用意している。  
 一つは 3〜10年ほど勤務し店長代理を勤められるレベル（リンガーハットの独自の評価
基準による）のパート•アルバイトを、地域内限定勤務の「エリア社員」（通勤一時間圏内
の店舗間異動のみあり得るという無期契約社員区分）へ登用するもの。登用後はエリア店
長として店舗の運営を安定化、地域に密着した営業活動の展開を行う。 
 もう一つはすべてのパート•アルバイトにたいして全国転居転勤可の「ナショナル社員」
へ登用するものだ。エリア社員は子育てを終えて働く環境が整い、就業意欲のある中高年
齢女性を主戦力と設定している。エリア社員の 9割は女性で平均年齢は 42歳である。ナシ
ョナル社員は独身男性が多く登用者の平均年齢は 26歳となっている。制度導入後、パート
•アルバイトから正社員への登用は 2010年 2月時点でエリア社員 55人、ナショナル社員が
99 人となった。エリア社員の給料は平均的には時間外手当を別として月 26 万円程度（関
東は月 27万円程度）となる。 
 また退職金制度も導入されている。制度導入後の効果として、エリア社員の主婦は、会
社からの評価を受けることでやる気を見せている。地元密着型の独自の営業活動を展開し
たり、パート•アルバイトとの日常的なコミュニケーションを円滑にしたりすることで、離
職率の低下につながっている。リンガーハットはパート•アルバイトとして長年勤務してい
たことを人的資源として着目し正社員登用を行っている。 
 洋菓子製造会社「モロゾフ株式会社」は、独自の雇用形態であるショートタイム(以下、
ST)社員制度の導入を 2007年に開始した。同社では製造、販売現場においてパートタイマ
ーの戦力が大きく、社員と同等の能力を発揮する上級パートタイマーが増加した。また、
業績低迷期の新卒採用空白期間により若年世代の労働者が不足していた。このような背景
の下、パートタイマーから社員への転換を促進する ST社員制度を導入した。この制度は、
社員とパートタイマーを区分している時間という概念を撤廃し、社員とパートタイマーを
「就業する仕事の内容」と「発揮する能力」で区分する。従来の社員をフルタイム(以下、
FT)社員とし、新たに短時間勤務の ST社員を導入することで、社員が自分の意思で働く時
間を自由に選択できるようにした制度である。 
 この制度は以下の流れで行われる。まず、勤続 3年以上のパートタイマーに、ST社員転
換へのエントリー資格が与えられる。エントリー後、選考過程を経て、合格すれば年一回
の所定の日に ST社員に転換する。ST社員でフルタイムでも勤務できる環境が整った場合、
ST 社員としての経験が 1 年以上あれば、本人の意思で FT 社員に転換もできる。逆に、育
児や看護・介護等(理由は問わない)のため短時間勤務を希望する場合は、無期限で ST社員
に転換できる。ST社員の給与は、FT社員の月給を時間割で支給される。福利厚生は FT社
員と同様の待遇で、健康保険・厚生年金は全員に適用される。 
 このように、様々な企業で独自の限定正社員制度を導入している。これらの雇用形態は、
短時間という面で女性の働きやすさを重視しており、女性自身、限定正社員と家事、子育
てとの両立ができるという意見があった。また非正社員に比べて給与の増加も期待できる。
保険制度においてもこれらの事例では正社員と同水準と設定していおり、充実している。 
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第 3 節 制度の認知度上昇に向けて 

 
 日本総研 2013年 5月 14日リサーチフォーカスによると、限定正社員という働き方が多
くの企業で制度化されれば、若者非正規の正規化の受け皿、65歳までの雇用延長とセット
にした中高年従業員の受け皿、ワークライフバランスを重視する社員の受け皿として普及
していく。しかし少なくとも初期の段階ではその保障はない。デメリットを極小化するた
めに、再就職支援や退職金制度の整備といった企業責任を明確化する必要があり、これを
支える政府支援も充実させることが不可欠と述べている。 

つまり限定正社員に対する企業責任を明確化し、これを支える政府支援を充実させるこ
とが限定正社員の制度をより多くの企業に実施してもらうことにつながる。より多くの企
業が限定正社員制度を導入すればより多くの女性が限定正社員制度を利用することにつな
がると考える。 

企業側への限定正社員制度の認知度上昇に向けては、政府が企業に積極的に制度を普及
させるよう PR する必要がある。PR 内容としては、再就職支援や退職金制度を導入し、多
くの女性を限定正社員として雇っている企業を、優良企業として政府が表彰することもア
ピールポイントの１つとする。 

平成 27年度パートタイマー白書が限定正社員の認知度について調査を行っている。限定
正社員という働き方を知っているか労働者にアンケート調査が行われた結果、「聞いたこ
とがあり、内容も知っている」が 11.5％、「聞いたことがあるが、内容はよく知らない」
が 24.9％であり、両者を合わせると回答者の 36.4％が限定正社員という働き方について
「聞いたことがある」と回答を得た。しかし「聞いたことはない」は 63.6％と 6割を超え
ていたという回答を得ている。6 割もの女性は限定正社員について聞いたことがないとい
う結果から、女性の労働者の限定正社員の認知度が低いといえる。女性の限定正社員の就
業を促進するにあたって、女性が限定正社員を雇用形態の選択肢のひとつとして選べるよ
うにまずは知名度を上げていかなければならない。 

女性側の認知度上昇に向けた取り組みを考えた。まず今回の一つ目のターゲットは、出
産、育児のため一度辞職しパートタイム社員として新たに仕事に就こうとしている女性で
ある。企業側は積極的に限定正社員制度を女性に勧めるべきだ。育児・子育てを理由に辞
職しようとする女性に対して、辞職をせずとも限定正社員制度のもと継続雇用が可能だと
伝えることで辞職を防ぐことができないだろうか。政府は企業から辞職してしまった女性
にできることはないだろうか。例えば、子育てのために一度退職した女性に向けて母子手
帳を利用して、昨今高齢期に貧困に陥ることは他人事ではなく上記に述べた通り 65歳の時
点で、国民年金受給者は 2280万円、厚生年金受給者は 984万円の貯蓄が必要であるという
ことと、限定正社員制度の存在とメリットを伝える。同様に、乳児の半年検診や 1年検診
の時にもそのようなチラシを配るなどして子育てを行う女性に積極的に限定正社員制度の
認知度を上げる活動を行いたい。 

2 つ目のターゲットとして、正社員で働いていたが介護等で仕事を辞めざるを得なくな
った女性だ。そのような女性へも早期退職を避けるために上記のような柔軟な働き方があ
ることを企業と政府は提案するべきだ。 

 
 

第 4 節   税制改革  

 
限定正社員制度の普及を図るために、2 つの税制改革を行う。一つ目は、限定正社員制

度を行う企業への補助として、法人税の控除を行う。二点目は、職業に関連する資格を取
得した労働者への所得税の控除である。法人税・所得税の現状について確認した後に、2
つの政策の詳細について述べていく。 

 
（1）法人税 
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法人税の適用関係と税率は以下のようになっている。平成 27年税制改正によって、税率
が引き下げられた。 

 
※表中の括弧書は、協同組合等又は特定医療法人が連結親法人である場合の税率を表す 
図 22 法人所得に対する税負担 
平成 27年 法人税関係法令の改正の概略より筆者作成 
 

 
（2）所得税 
 所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1 年間の全ての所得から所得控除を差し
引いた残りの課税所得に税率を適用し税額のことであり、総所得に対する税率・控除額は
以下のようになっている。 
例えば「課税される所得金額」が 700万円の場合には、求める税額は 
 700万円×0.23-63万 6000円となるので、97 万 4000円を納めることになる。 

 

図 23 所得税の速算表 ※2015 年 4月 1日現在法令等 
国税庁 HP 所得税の税率より筆者作成 

 
（3）法人税の控除 

限定正社員制度は、労働者側のメリットが多いが、企業からしてみれば非正規として雇
用していた際よりもコストがかかってしまうデメリットが発生する。そこで企業に制度導
入を促すために増大すると予想できる所得税を財源に、法人税の税控除を行う。労働者は
所得が増えることによって、所得税を納めることになる。確かに手取り収入は減少してし
まうが、限定正社員になったことで手厚い保護が受けられる。納めた税は、企業への補助
として本制度を後押しする形で循環していくことになる。 
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それでは、限定正社員制度導入によって企業が新たに負担するものと、おおよその金額
を確認していく。非正社員ではなく、「正社員」として扱われるため、福利厚生を受ける
ことができる。2014 年 12 月に経済団体連合会を行った調査によると、一人当たり年間平
均 10万 6265円だということが明らかになった。 

われわれのモデルにおいて、労働者は年収約 240万円を想定している。そのため、先の
表を見ると、10％の納税対象者であり、控除額は 9 万 7500 円である。したがって、12 万
2500円を所得税として納めることになる。 

福利厚生費と所得税の 2つから企業に対して、限定正社員 1人に対し、およそ 12万円程
度の税収を財源に補助を行えばよいことが明らかになった。そこで同等額を法人税から控
除を行う。 

 
（4）所得税の控除 
 限定正社員制度をとる企業側のメリットは、離職率低下が示すように有力な人材が流出
しないことが挙げられる。人材の出入りが激しいと、新しい労働者が加わる度に一から教
育する必要がある。また、技術をもった者が働くことは生産性があがるので企業にも好影
響を与える。そこで、高い技術や専門性をもった人材が出てくることを後押しするため、
有資格者への所得税控除を行う。 
 受験料や教材費など資格取得にかかった費用の 20%（上限 10万円）を翌年度の所得税か
ら控除する。費用の 20％（上限 10 万円）は、厚生労働省が教職員のキャリアアップのた
めに設置した「教育訓練給付制度」を踏襲している。 
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おわりに 
 
 本稿の目的である、女性が高齢期に単身世帯となったときに貧困に陥らないために、限
定正社員の普及の政策提言を行ってきた。本節では、実際に導入した場合の問題点につい
て言及する。 
 第 1節で述べたように、我々が考える限定正社員とは、職種、労働時間、勤務地のすべ
てを限定した正社員である。勤務地が変わらないことは、転勤を考える必要がないため、
働く側にとってみれば良いことだといえる。しかしながら他方で、業績不振に陥り事業縮
小を行うとき、勤務地を変更できない限定正社員は、人件費削減の対象になる。地域にか
わりとなる職場がある場合は、転勤のあっせんも可能だが、地域にひとつしかない場合は
雇用を打ち切るほかない。 
 加えて、限定正社員制度は制度を受けている者にとっては良い制度であるが、パートや
アルバイトなどの他の従業員にとっては、そうとはいえない場合がある。本制度は、パー
トやアルバイトのような働き方でありながら、正社員のような保護が受けることができる。
そのため、多くの非正社員が限定正社員になることを望むことが想像に難くない。しかし
ながら、企業は非正社員を一定数必要としているため、希望者すべてを限定正社員にする
ことはできない。そのため、限定正社員になることができた者とそうではない者で軋轢が
生じる。この状況は決して好ましいとはいうことができない。そうならないためにも、企
業内できちんと説明するような環境が求められる。 
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