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要約 

本稿の目的は、女性活躍の推進を促す社会の構築を目指して、政策的にも学術的にも焦

点が当てられてこなかった再雇用制度を取り上げて、企業の再雇用制度がもたらす新たな

価値を見出し、提示することである。近年、矢継ぎ早に施行されてきている育児休業制度

の充実や保育所問題への対策は、待機児童の問題などによって女性の就業に対するニーズ

に応えきれていない。また、再就職支援に関する取り組みはほとんど行われておらず、な

おかつ認知度も低い状況である。このままでは、少子高齢化、並びに人口減少社会に突入

している我が国では労働力の不足は必至であり、社会保障制度を維持していくのは困難で

ある。このような現状において、企業の再雇用制度が直接的にもたらす影響を企業レベル

だけでなく地域レベルにまで考察し、再雇用制度普及上の課題である再雇用の不確実性や

コスト問題を効率的に解決できる政策の提言を行う。 

 本稿の構成は以下の通りである。 

第 1 章では、近年、女性労働者が活躍する社会が志向されている背景や、それを妨げて

いる要因を様々なデータを用いて説明する。変化する女性の理想ライフスタイルをふまえ、

日本の労働力が低下する現状で施行されている政策の問題点を述べる。 

 第 2 章では、女性の就業に関する問題意識を整理する。再雇用制度を設置していない企

業と再就職を希望する女性の双方の視点から、保育所の待機児童の問題と、再雇用制度に

関して女性と企業間でミスマッチが発生していることを指摘する。 

 第 3 章では、本稿と関係性がある先行研究を紹介し、本稿の位置づけを述べる。再雇用

制度の意義について追究した論文は少ないため、企業の再雇用制度が直接的にもたらす影

響を地域レベルまで考察している点で、本稿の独自性がある。 

 第 4 章では、先行研究を踏まえて 2 つの分析を行う。1 つ目は、企業が再雇用制度を導

入する確率がどのような企業の特性によって影響を受けるのかを考え、再雇用制度の導入

が企業のパフォーマンスに与える効果を検証することである。2 つ目は、再雇用制度を導

入しようとする企業の属する企業城下町における地域の特性を踏まえ、再雇用制度の導入

が地域の保育環境に与える効果を検証することである。2 つの分析の結果、現在では普及

が不十分な再雇用制度を導入する企業が増えれば、再就職を希望する女性のニーズに応え

るだけでなく、就業継続・再就職を望む女性に対する共通の壁である保育所の待機児童問
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題を解決できることが明らかになる。 

 第 5 章では、第 4 章の分析結果を踏まえて政策提言を行う。実際に再雇用制度を導入し

ている企業と導入していない企業にそれぞれ行ったヒアリング結果ももとに、再雇用制度

の普及における課題への対処を考察する。そして、再雇用制度を導入していない企業に対

して長期的なメリットをより享受できる制度設計として、投資ファンドの設立を再雇用制

度の普及促進策として提言する。 
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はじめに 

現在、少子高齢化および人口減少が急速に進行する我が国では、将来的な労働力人口の

減少が危惧されている。人口減少の背景には、未婚化・晩婚化、晩産化、夫婦出生力の低

下があり、人口減少による生産年齢人口の減少は我が国の経済・社会保障制度を脅かしか

ねない。このような現状の中で、新たな労働力として女性労働者への期待が高まっている。 

一方、女性は理想のライフコースとして、就業継続と再就職を希望する者が多い。しか

し、さまざまなデータから概観すると、就業継続希望者にとっては育児休業制度と保育所

問題が、再就職希望者にとっては再雇用制度が整備不十分である点と保育所問題が障壁と

なっている。そうした状況を踏まえ、これらの女性の就業に対するニーズに応えるために

も、保育環境の整備と再雇用制度の充実が重要であると考える。 

そこで、これまで政策的にも学術的にもあまり注目されてこなかった企業の再雇用制度

がもたらす役割に焦点を当てた分析を行い、企業の再雇用制度導入と育児休業制度との関

係、ならびに企業による再雇用制度導入が地域の保育環境に与える効果を明らかにする。

そして、企業の再雇用制度がもたらす新たな価値を提示し、より実効的に再雇用制度の導

入を促す政策を提言し、女性が活躍しやすい社会の構築を目指す。 
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第 1 章 現状分析 

本章では、近年の日本経済において女性労働者が活躍する社会が志向されている背景を

様々なデータを用いて説明する。 

まず第 1 節では、人口減少・少子高齢化により日本経済の労働力が低下している中、女

性の労働力へ注目が集まっていることを述べる。第 2 節では、女性の雇用が企業業績に与

える影響をデータから概観する。第 3節では、女性の理想ライフスタイルの変化について、

以前は専業主婦を志向していた女性が多くいたが、現在は、就職を希望する人が増えたこ

とと、そうした変化をもたらした背景を述べる。第 4 節では、政府が女性の活躍政策を推

進している現状を述べる。 

 

第 1 節 労働力人口の低下 

現在、我が国では人口減少・少子高齢化が大きな問題となっている。まず、総務省の「情

報通信白書(2014 年度版)」によると、総人口は 2010 年の 1 億 2806 万人をピークに、2050

年には 1 億人を割る 9708 万人となり、減少の一途をたどっていく(表 1-1)。それに対し 65

歳以上の人口割合は 2010 年が 23.0%だが、2050 年には 38.8%と増加していくことが見込

まれている。そうした中、15～64 歳の生産年齢人口は 2013 年 12 月時点で 7883 万人と

32 年ぶりに 8000 万人を下回り、2050 年には 5001 万人と大幅な減少が見込まれている。

このままでは日本の労働力は低下し続けてしまうことが危惧される。 
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[表 1-1] 

 

(出典)2010 年までは国勢調査、2013 年は人口推計 12 月 1 日確定値、 

2015 年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口 2012 年 1 月推計)」

の出生中位・死亡中位仮定による推計結果により筆者作成 

 

また表 1-2 より、合計特殊出生率は 1970 年代の第二次ベビーブーム以後低い状態が続

いており、2010 年の 1.39 から 2060 年には 1.35 になるといったように、今後も横ばい状

態が続くと想定されている。この合計特殊出生率は 2.08 のとき、人口は増加も減少もしな

いと考えられるため、長期的には日本の人口の減少傾向は続いていくものと考えられる。 
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[表 1-2] 

 

(出典)2010 年までは国勢調査、2013 年は人口推計 12 月 1 日確定値、 

2015 年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口 

(2012 年 1 月推計)」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果により筆者作成 

 

そうした中、生産年齢人口から「就業者」と「完全失業者」を除いた非労働力人口は、

2013 年には 4483 万人(2013 年)となっており、そのうち就職希望者は、428 万人となって

いる。さらに内訳を見ると女性が 315 万人と、およそ 4 分の 3 を占めている2。 

 

第 2 節 女性雇用による企業への影響 

 本節では、女性雇用が企業に与える影響を説明する。表 1-3 は、女性の雇用形態を表し

たものである。この表からわかるように、現在、わが国の正社員女性の労働力は 25～29

                                                   
2 総務省 2014 年版 情報通信白書より。 
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歳の 41.8%をピークに減少傾向にある。一方、30 歳を超えるとパートやアルバイトの雇用

形態の割合が増えていくことがわかる。 

 

[表 1-3] 

 

 (出典）総務省「就業構造基本調査」（2002 年）より筆者作成3 

 

しかし、女性を雇用することで企業の利益が上がるということが山本(2014)によって明

らかにされている。表 1-4 によると、正社員女性が多いと企業の利益率が高くなっている

ことが分かる4。 

 

 

 

 

 

                                                   
3 労働力率は「（就業者数＋求職者数）/15 歳以上人口」により算出。 
4 この調査の対象は、日本標準産業分類に掲げる大分類である鉱業、製造業、飲食業に属する事業所を有する企業のう

ち、従業者 50 人以上かつ資本金又は出資金 3 千万円以上の会社を対象とした全数調査である。 
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[表 1-4] 

 

(出典)経済産業省「企業活動基本調査」より筆者作成 

 

女性雇用による企業の利益増加の一例として、山本(2014)は、上場企業を対象に女性の

正社員雇用と企業利益の関係を分析し、女性の正社員雇用が企業利益に正の関係をもたら

すことを示した。より詳細には、正社員女性比率が 30 歳代である 20%未満の企業は利益

率が 2%に満たない一方で、20%～40%未満の企業の利益率は 2%を越えており、利益率と

正社員女性比率の明確な関係を見出している。また、正社員女性比率が中央値以上である

グループと中央値未満である 2 つのグループを比較した分析では、どの年度でも正社員女

性比率が高い企業グループほど、利益率が高くなっていた。以上より、正社員女性比率が

高いほど企業業績が向上している傾向がみられ、特に、正社員女性比率が激減する 30 歳

代で正社員として女性を企業内で多く活用している企業では、利益率が高くなっている可

能性を示唆している。 

女性を企業内で多く活用している企業の利益率が高くなっている理由については、Kato, 

Higuchi and Owan(2013)が明らかにしている。彼らによると、女性の活躍を拡大するこ

とによって、男性と女性の能力、行動様式、情報源が異なることから企業価値が向上する。

例えば、男女で異なる好みや流行などの市場情報は、それぞれのネットワークを生かして
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収集できる。認知能力の点で相対的に見ると、男性は分析力・問題解決能力に長け、女性

は言語能力（読解力、表現力）に長けていることが広く知られている。すなわち、企業内

の女性労働者が増えることで、多様な能力や情報をもとにした意思決定と情報共有、役割

分担を通じ生産性拡大が可能となる。 

 また、男女共同参画会議基本問題・影響調査専門調査会報告書 (2012 年)によると、342

万人の女性が働くことによって、約 7 兆円(GDP 比では約 1.5%)の新たな付加価値が見込

める。さらに、男女共同参画会議基本問題・影響調査専門調査会「女性と経済ワーキング・

グループ（第 2 回）」(2011 年)の資料によると、 2000～2008 年の GDP 成長率のうち、

男性の寄与度は 0.5%であるのに対し、女性の寄与度は 0.8%である。以上より、企業にお

いて女性が活躍できる環境を整えることは、日本経済の成長に大きく貢献するものと考え

られる。 

 

第 3 節 女性の理想ライフコースの変化 

 第 3 節では、女性の理想とするライフコースの変化についてみていく。以下の表 1-5 は、

18～34 歳女性の理想ライフコースの変化である。 
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[表 1-5] 

 

（出典）第 14 回出生動向基本調査 

結婚と出産に関する全国調査 独身者調査の結果概要 

（国立社会保障・人口問題研究所）5 

 

表 1-5 から、1990 年代では専業主婦を理想とする女性が最も多かったが、1990 年代後

半になるにつれて専業主婦を理想としている女性は減少し、代わりに企業への再就職や仕

事の両立を理想とする女性が増加していることが分かる。 

                                                   

5 対象者は 18～34 歳未婚者。 

①専業主婦：結婚し子どもを持ち、結婚あるいは出産を機に退職し、その後は仕事を持たない。②再就職：結婚し子ど

もを持つが、結婚あるいは出産を機にいったん退職し、子育て後に再び仕事を持つ。③両立：結婚し子どもを持つが、

仕事も一生続ける。④DINKS：結婚するが子どもは持たず、一生仕事を続ける。⑤非婚就業：結婚せず、仕事を一生

続ける。 
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[表 1-6] 

 

(出典)文部科学省「文部統計要覧」より筆者作成 

 

ではこうした女性の理想とするライフスタイルの変化はなぜ起きたのであろうか。表

1-6 をみると、現在の方が女性の大学進学率が高くなっていることが分かる。西尾(2010)

によると、女性が専業主婦ではなく就職を希望するようになった要因として、大学を卒業

することによって自尊心を高め、自信を強めることが出来ること、さらに、高い賃金を得

ることや正規雇用者として雇われ高い賃金を安定的に得られることによって、未婚者は親

や兄弟、既婚者は夫の経済リスクを減らすなど、家庭内の経済リスクの分散をはかろうと

したこと等が挙げられる。 

以上より、女性の理想ライフスタイルは、以前まで就職希望者よりも専業主婦を希望す

る女性が多かったが、現在では女性の大学進学率の上昇を通じ、結婚後も(両立もしくは再

就職によって)仕事を継続したいと考える女性が専業主婦希望者よりもはるかに上回るよ

うになったことが分かる。 
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第 4節 女性の理想のライフコースに関する取

り組み 

女性の活躍が日本の GDP 成長率に正の関係をもたらすことを受けて、政府は女性の活

躍推進に向けた政策を取りまとめている。 

政府が女性の活躍推進のために施行・改正してきたものとして、男女雇用機会均等法と

育児・介護休業法がある。以下ではそれぞれの法律が施行された経緯や変遷を見ていく。 

まず男女雇用機会均等法の変遷を表 1-7 にまとめた。1972 年に施行が開始されたが、そ

の背景としては 1967 年に国連総会において「婦人に対する差別撤廃宣言」が採択された

ことが大きく影響を与えている。また 1985 年には、女性を男性と均等に取り扱う努力義

務が課され、教育訓練、福利厚生、定年・解雇については女性であることを理由とした差

別が禁止され、その後もたびたび大幅な改正がなされた。 

 しかしながら経済の国際化に伴い非正規雇用化が男女双方で進み、とりわけ女性の就労

環境はパート・アルバイトが大半を占めている。総務省統計局によると、女性の約 7 割が

非正規社員である。また、荒木(2004)では未だに根強い固定的な性別意識により、法の実

効性が疑問視されている。 

 

[表 1-7] 男女雇用機会均等法の動向 

 

(出典)厚生労働省「男女雇用機会均等法等対策基本方針」より筆者作成 

 

改正年 法名称 

1972 雇用の分野における男女の均等機会及び待遇の確保に関する法律 

「勤労婦人福祉法」(同年施行) 

1985 雇用の分野における男女の均等機会及び待遇の確保に関する法律、改正 

(以下、男女雇用機会均等法とする)(1986 年、施行) 

1997 男女雇用機会均等法、改正(1999 年、施行) 

2006 男女雇用機会均等法、改正(2007 年、施行) 

2008 男女雇用機会均等法、改正 

2012 男女雇用機会均等法、改正(2013 年、施行) 
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次に、育児・介護休業法の変遷を表 1-8 にまとめた。育児・介護休業法が導入された背

景として、1989 年の合計特殊出生率が 1.57 と戦後最低水準となったことが挙げられる。

1992 年には、育児休業6を強制的に保障し、従来の性別役割分担意識を改め男性にもこの

法律を適用させ、1995 年では介護を含めて新たにスタートした。2002 年には子の看護休

暇の努力義務が設けられた。2005 年には、(1)育児休業及び介護休業の対象労働者を有期

契約労働者まで拡大 (2)育児休業制度の延長として保育所に預けられず休業が必要になっ

た場合は 1 年半まで取得可能になったこと(3)介護休業の取得回数制限の緩和(4)子の看護

休暇の創設として、小学校就学前の子を養育する労働者は年 5 日まで、病気・けがをした

子の看護のために休暇取得が可能になったこと、以上の 4 点が新たに定められた。2010

年には大幅な改正があり、(1)産前に一度育児休業を取得すれば再度取得できる、という父

親の育休取得の促進、さらに専業主婦の妻がいる夫も育児休業の取得が可能になること(2)

パパ・ママ育休プラスという父母両方が取得すれば、子が 1 歳 2 か月になるまで育休可能

期間を延長し、その 2 か月間は「パパの月」とすること(3)子が 3 歳未満まで、1 日原則 6

時間の短時間勤務制度と残業免除の義務化(4)法違反に対する勧告に従わない企業名の公

表、虚偽報告には 20 万以下の罰金(5)1 日単位の介護休暇の新設(6)子の看護休暇の拡充と

して小学校就学前の子が 2 人以上であれば年 10 日取得可能となること、以上 6 点が定め

られた。 

[表 1-8] 育児・介護休業法の動向 

 

(出典)厚生労働省「改正育児・介護休業法 参考資料集」(2009)より筆者作成 

 

これらの法律を整備していく中、政府が行っていった少子化対策や育児支援策としては、

                                                   
6 育児休業の取得期間は最大 1 年であり、保育所に預けられない場合は 1 年半まで取得可能。 

施行年 法名称 

1992 育児休業等に関する法律(1991 年成立、公布) 

1995 育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(同年成立、公布。一部 1999

年施行) 

2002 育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(2000 年成立、公布) 

2005 育児・介護休業法の一部を改正する法律(2004 年成立、公布) 

2010 育児・介護休業法の一部を改正する法律(2009 年成立、公布。2012 年全面

施行) 
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子育て支援のための総合計画であり、少子化に歯止めをかけるべく共働き家庭の育児を援

護することが盛り込まれた 1999 年のエンゼルプランや、2014 年に取りまとめられた 

「すべての女性が輝く政策パッケージ」が挙げられる。特に、「すべての女性が輝く政策

パッケージ」の中の女性の視点から見た政策項目として、安心して妊娠・出産・子育て・

介護をするために政府は、(1)妊娠・出産支援の強化(2)子育て家庭への支援の充実(3)良質

な家事・子育て支援サービスの充実(4)「待機児童解消加速化プラン」の着実な実施、(5)

「放課後子ども総合プラン」の着実な実施(6)子育てしやすい居住環境の充実、(7)男性意識

の職場風土の改革(8)女性の負担軽減の 8 つを示した。また、2014 年には育児休業給付金

の支給率の変更も推進されてきた。再就職の支援策としては、過去の意識や経緯から、営

業職に女性がほとんどいないことや課長以上の管理職は男性が大半を占めていることなど、

男女労働者の間に生じている差を解消するために個々の企業が自主的かつ積極的に、女性

の採用拡大や職場環境・風土の改善を行うポジティブ・アクションや、社会や職場の意識

を変え、女性の活躍の場を広げることにより社会経済の活力アップを目指し、ポジティブ・

アクションをさらに拡大しようとする 2012 年のなでしこ大作戦、復職後の労働者に能力

アップ訓練を実施した事業主への助成、復職後に労働者自らが行う能力開発支援、専門学

校・大学・大学院等による企業ニーズに対応した教育プログラムの開発支援を行ってきた。

また、再び働きたい人に学習支援を行う再チャレンジ支援総合プランなど、ブランクのあ

る女性の再就職を強力に支援してきた。それにより労働者の円滑な職場復帰を支援し、「女

性が働き続けやすい社会」を目指している。しかしこれらの支援策の認知度は低く、企業

は特にブランクを嫌う傾向があるためなかなか浸透していない。また、中途採用には技術

職の募集が多く、多くの女性が応募する事務職は求人数が少ない。そして今もなお、育児

負担が大きいため希望時期に就職できる人は少なく、再就職がなかなか進んでいない。 
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第 2 章 問題意識 

本章ではまず、女性の就業に関する問題を様々な女性の視点から述べていく。そして、

女性の就業者、非就業者にとって出産・育児が就業するうえで共通の壁であることを明ら

かにする。また育児をしながら希望通りの就業形態を実現するために女性が望んでいるこ

ととして、保育所の増加、再就職・再雇用の環境整備が存在することを示し、その上で、

それぞれの現状と課題をより詳細に検討する。 

 

第 1 節 女性の就業に関する問題 

 前章で述べたように、非労働力人口における就業希望者は 428 万人となっている。さら

に内訳を見ると女性が 315 万人と、およそ 4 分の 3 を占めている現状である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISFJ2015 最終論文 

 

[表 2-1] 

 

(出典)総務省「労働力調査」(2013 年)より筆者作成 

 

表 2-1 は、非労働力人口における就業希望者の内訳を表している。働く意欲はあるのに

就業に結びついてない理由として最も多いのが「出産・育児のため」となっている。この

ことより、女性にとって出産・育児が、就業は一つの壁となっていることが窺える。 

女性が就業継続するために、両立支援策の普及は進んできており、育児休業制度の女性

の取得率は、表 2-2 が示すように 2004 年度には 70％を超え、以後 80％前後と高い水準で

推移している。 
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 [表 2-2] 

 

(出典)厚生労働省「2013 年度雇用均等基本調査」より筆者作成 

 

育児休業取得率が上昇している中、表 2-3 より、出産・育児を機に退職する女性割合は

全体の 30％後半～40％半ばとほぼ横ばいで、とりわけ出産後の無業者割合は 60％を下ら

ず、女性の適正な就労環境を整備しきれていないことが窺える。前述のように政府は各法

案の改正を重ねているにもかかわらず、現実には 60％超と軒並み高い割合の女性が第 1

子出産を機に離職していることから、政府の政策が女性の就業に対して効果的な政策にな

っているかについては疑問が残る。 
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[表 2-3] 

 

(出典)第 14 回出生動向基本調査 

結婚と出産に関する全国調査 夫婦調査の結果概要 

国立社会保障・人口問題研究所(2010)より筆者作成 

 

また、前章の表1-3によると正社員は25～29歳時点で女性人口の41.8％を占め、Ｍ字の左

側のピークの形成に寄与している。一方、パート・アルバイトは40歳代にかけて35％前後

まで増加し、Ｍ字の右側のピークを形成している。30～44歳の女性有職者に占めるパート・
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アルバイトの割合も60.9％となっており、育児後の女性の多くはパート・アルバイトとして

再就職していることが分かる。 

では、このような再就職における就業形態は、女性自身が望んだものであるのだろうか。

表2-4をみると、30代以降のパートやアルバイトに就いた女性の中でも正社員になりたかっ

た女性が潜在的に多数存在していることが分かる7。特に、自らパート・アルバイトを希望

していても、育児等の負担が少なかったら正社員を希望していたという回答が多くみられ

る。 

 

[表2-4]  

 

（出典）（財）21世紀職業財団「多様な就業形態のあり方に関する調査」（2001年）より 

筆者作成 

 

                                                   

7 パート労働者に「非正社員を希望した動機はどのようなものですか。」と尋ねた問いに対する回答の割合であり、回

答者は全国の従業員規模が 20 人以上の企業に勤める 30～49 歳のパート労働者 1523 人である。 
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このことから女性の再就職の現状は育児などの負担によって不本意ながらパート・アル

バイトといった形態をとらざるを得なかった人が多数存在するという状況であることが窺

える。さらに、表 2-1 より、女性の就業者、非就業者も出産・育児が就業するうえで共通

の壁であることが分かる。 

 

[表 2-5] 

 

(出典)第一生命経済研究所ライフデザイン研究本部レポート 

子どものいる女性の再就職の実態と課題 的場(2014)より筆者作成 

 

表 2-5 より、就業継続を希望する女性は、1 つ目に保育所の増加、2 つ目に再就職・再

雇用の環境整備を希望していることが分かる。したがって保育所と再雇用制度の整備を進

めることを求めている。そこで以下では、それぞれの現状と課題をより詳細に検討する。 
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第 2 節 保育所の現状と問題 

政府は待機児童解消に向けて、2012 年に、5 年で 40 万人分の保育の受け皿を確保する

待機児童解消加速化プランで、2017 年度末までに待機児童の解消を提言した。これを達成

するための政策として、「緊急集中取組期間」(2013・2014 年度)で、約 20 万人分の保育を

集中的に整備できるよう、国として万全な支援をすること、さらに「取組加速期間」(2015

～2017 年度)で、上記と合わせて、約 40 万人分の保育の受け皿を確保することを掲げてい

る。 しかし、この保育の受け皿とは認可保育所だけでなく、認可外保育所等も含まれてい

るのである。 

 

[表 2-6] 

 

(出典)厚生労働省資料より筆者作成 

そして政府は 2001 年、待機児童の定義を変えた。旧定義では、待機児童数は認可保育

所に入所を申請したものの入れなかった人数としていた。これに対し、新定義では、自治

体が独自に助成する、認可外保育施設を利用しながら待機している児童らは、待機児童か

ら除いてよいことになった。これについて、厚生労働省は、「自治体が独自の基準を定めて

適切な保育をしているため」としている。表 2-6 をみると、定義が変わった 2001 年、旧

定義でみれば 3 万 5144 人（４月１日時点）だった待機児童数は、新定義で 2 万 1201 人

に減少した。これより、認可外保育所を利用しながら認可保育所を待機している児童が多

いことが分かる。女性は認可外保育所よりも認可保育所の増加を求めているといえる。 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 

(人) 待機児童数 

旧定義 新定義 



ISFJ2015 最終論文 

 

[表 2-7] 

 

(出典)厚生労働省 保育所関連状況取りまとめより筆者作成 

表 2-7 をみると、2012 年から 2014 年にかけて認可保育所の定員数は、9 万 5546 人、

保育所利用数は、9 万 11 人しか増えておらず、政府が掲げた「緊急集中取組期間」(2013・

2014 年度)の約 20 万人分の保育の受け皿の内、半分にも満たない。政府の政策は女性が本

当に求めている保育の政策になっているかどうか疑問が残る。 

表 2-8 より待機児童数は 2014 年の時点で 2 万 1371 人であることが見てとれるが、実際

にはこれより多くの待機児童が存在していると考えられる。 

育児休業は子供が最大で 1 歳半になるまで取得可能だが、逆に子供が 1 歳半になるまで

に保育所を見つけなければ、育児休業後に復帰して就業継続することは困難になってしま

う。表 2-8 の待機児童数の内訳をみてみると、1,2 歳児の割合が最も高く、約 7 割を占め

ていることが分かる。つまり、育児休業を取得してそのまま就業継続を希望する女性にと

って、待機児童数、特に 1,2 歳児の待機児童数を解消しない限り、就業継続はほぼ不可能

である。 
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[表 2-8] 

 

(出典)厚生労働省「保育所関連状況とりまとめ」より筆者作成 

現状の政府の保育に対する政策では真の待機児童の解消は難しく、育児休業を取得して

就業継続を希望する女性のニーズに応えることはできないだろう。また、再就職を望む女

性については、子供が何歳の時に再就職し、保育所に預けたいと思うかは個人差があるた

めばらつきがあり、どの年齢の待機児童も存在する現状では再就職を妨げる要因となって

しまっていることが伺える。 

 

第 3 節 再雇用制度の現状と問題 

財団法人婦人少年協会再雇用制度研究会の「再雇用制度研究会報告書」(1998)では、再

雇用制度とは「一般的に妊娠、出産、育児、介護などの理由から退職した従業員、主に正

社員を一定期間後に再び自社あるいは当該企業の関連企業で雇い入れる仕組みであり、定

年退職者等を再雇用する制度とは異なるものである」と定義づけられている。この定義に

よれば、再雇用制度を女性が利用すれば、正社員として職場復帰が可能な制度であること

が分かる。 

再雇用制度を設置する企業側のメリットとしては表 2-9 より、「業務経験を活かした就

労」、「不足している人材の確保」という様々なメリットを感じているとわかる。さらに、
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制度の採用により雇用において抱えている労働力人口の減少や新たな雇用者を初めから教

育するコストを抑制することができると考えられる。 

[表 2-9] 

 

(出典)企業アンケート調査結果(2015 年三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング)                    

より筆者作成 

 では実際、どのくらいの企業が再雇用制度を設けているのだろうか。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

58.4% 

51.4% 

13.1% 

5.8% 

3.7% 

4.7% 

2.8% 

1.6% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

制度を作らなくても、必要に応じて 

個別に対応しているため 

出産や育児で 

離職する人が少ないため 

人材が不足していない、人材 

の確保に課題がないため 

退職した人を再度、 

雇用したいとは思わないため 

制度設置に手間がかかるため 

その他 

わからない 

無回答 

 再雇用制度を設けていない理由：複数回答 
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[表 2-10]8 

 

(出典)三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング「2015 年企業アンケート調査結果」 

より筆者作成 

[表 2-11] 

 

(出典)三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング「2015 年企業アンケート調査結果」 

より筆者作成 

                                                   
8 この調査の対象は、農林水産業、鉱業、公務を除く全業種で、女性従業員がおり従業員数の規模が 51 人以上の企業

である。 
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表 2-10、2-11 によると、再雇用制度を設けている企業は全体の 16.7%、設けていない企

業は 83.3%となっている。次に従業員数別の再雇用制度設置割合を見ると、企業規模での

普及状況の差はあまりない。再就職という大きな壁をクリアするための再雇用制度だが、

その制度が整っていないのである。 

ではなぜ再雇用制度を導入することによるメリットが存在するにも関わらず実際には再

雇用制度を導入していない企業が多いのであろうか。 

 表 2-12 によると、再雇用制度を導入していない企業は、その理由として「制度を作らな

くても個別に対応している」に 58.4％、「出産や育児で離職する人が少ないため」に 51.4％

が回答しており、再雇用制度の設置を推進している企業は少ないことが窺える。 

[表 2-12] 

 

(出典)企業アンケート調査結果(2015 年三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング) 

より筆者作成 

 

表 1-5 理想のライフコースより女性の再就職ニーズがあるにも関わらず、企業から見る

とこのニーズを取り込めておらず、ここに女性と企業間でのミスマッチが存在している。

これが再就職を希望する女性にとっての問題点となっている。 

前述したように、潜在的労働力に占める女性の割合は圧倒的に高いため、労働力低下を
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防ぐには女性の労働力に着目することが必要である。また、潜在的労働力を活用できても、

生産年齢人口を増加させない限り、労働力率低下の抜本的解決には至らない。そのため出

生数を上昇させなければならない現状である。したがって、女性には就業と出産の両方が

求められているのである。 

しかし、これまで述べてきたように現状、出産と就業は互いに阻害しあう要因となって

いる。つまり、就業する上では出産が問題となり、出産をするときには就業が問題となっ

てしまっているのである。これを解決するために、女性の就業継続を進めるためには保育

所の待機児童問題の解消を、再就職を進めるためには保育所の待機児童問題の解消と雇用

における女性と企業間でのミスマッチを解消しなければならない。 
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第 3 章 先行研究および本稿の位

置づけ 

第 1 節 先行研究 

本節では、両立支援に関しての論文、及び再就職や再雇用制度に関する論文を先行研究

として取り上げる。 

まず、女性の就業継続を促進する策について検証したものとして今田・池田(2006)があ

る。この研究では、男女雇用機会均等法を契機に両立支援策の拡大がなされていると考え

ており、1950～1960 年生まれの女性を「均等法前世代」、1961～1975 年生まれの女性を

「均等法後世代」と分けたうえで、就業継続の効果を高める要因を分析している。分析方

法としては、労働政策研究・研修機構の「仕事と生活調査」を用いて、ロジスティック回

帰分析を行っている。結果として、「均等法前世代」と「均等法後世代」のどちらにおいて

も、育児休業制度のみでは就業継続に有意な効果は見られなかった。だが、育児休業制度

と他の要因を組み合わせると有意な効果が見られてくる。具体的に、「均等法前世代」で有

意な効果があるのは、「保育所利用のみ」「育児休業制度と親族援助」「親族援助と保育所利

用」「育児休業制度と親族援助と保育所利用」である。それに対し、「均等法後世代」で有

意な効果があるのは、「育児休業制度と保育所利用」のみとなった。以上よりこの研究では、

今後、妊娠期に退職している女性が出産後も就業継続をできるためには、「均等法後世代」

の結果より、育児休業制度だけでなく保育所を利用できるようにするための支援が必要で

あるとしている。 

また 宇南山・山本(2015)では、保育所の整備状況が女性の労働力率と出生率にどのよう

な影響を与えるのかを研究している。労働力率を出すために総務省の「国勢調査」、合計特

殊出生率は厚生労働省の「人口動態調査」、潜在的保育所定員率に関しては厚生労働省の「社

会福祉施設等調査」及び「保育所関連状況報告」からそれぞれデータを用いて、都道府県

パネルデータを作成した9。それを用いて推計式では、合計特殊出生率・女性の労働力率を

被説明変数、潜在的保育所定員率を説明変数とした OLS 分析により推計を行っている。

                                                   
9 潜在的保育所定員率は、保育所定員を 20 歳～44 歳女性人口で除したものを使用している。 
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その結果、潜在的保育所定員率は合計特殊出生率と女性の労働力率のどちらにも有意に正

の影響を与えていることが分かった。よって、女性の就業支援と少子化対策の両立支援策

として保育所を整備することは有効であると確認された。ただ、保育所に効果があるとし

ても、現状、保育に多くの公費が投入されており、多くの公債を抱える財政状況のもとで

は、急速な保育所の拡大は困難であるので、保育所整備以外にどのような政策が有効かを

明らかにする必要があるとしている。 

 2 つの先行研究から、女性の就業継続には育児休業制度と保育所の利用が必要であり、

なおかつ保育所の整備は、女性の就業支援と少子化対策に有効な策であることが分かった。

政府は、現状分析でも述べたように育児休業制度の普及を進めてきたが、就業継続を促進

するには至っておらず、また保育所の整備という面でも待機児童の問題が依然として解決

されていない。 

次に、女性の再就職について取り上げている先行研究を紹介する。坂爪(2006)では、出

産が女性の就業に大きく影響しており、また出産による損失所得や賃金低下は無子選択に

も影響を及ぼすとしている。その対策の一つとして、出産退職した女性の再就職条件の改

善を提示している。また、衣笠(2007)では少子社会における仕事と家庭の両立支援策の中

で、子育てなどのためにいったん退職した労働者が再就職しやすいようにすることが必要

だと指摘している。有子の女性で再就職活動時に正社員を希望し、その希望通り正社員と

して就業できるのは約半数にとどまっており、また、子の成長に伴ってフルタイムの仕事

を希望する女性が増えることも考慮すると、正社員としての再就職も含めた門戸を広げる

ことが求められると述べている。さらに、井上(2015)では女性の活躍推進に向けての現状

と課題を考察しており、主要課題の一つとして、正規労働者としての中途採用について流

動化が円滑に行われていない現状が存在し、労働市場で一度正規労働者の地位から撤退し

た場合にもう一度正規労働者としての地位を確保することの難しさを挙げている。子の育

児期に一度労働市場から撤退して家事・育児の主軸を担い、再度労働市場に正規労働者と

して参入できる、という開放的な労働市場を形成することができれば女性の活躍推進を模

索することが可能だとしている。しかしこれらの論文は、女性の再就職について取り上げ

てはいるものの、われわれが焦点を当てている妊娠・出産を契機とした退職やそうした女

性の再就職の問題について、具体的な解決策を追及できていない。 

妊娠・出産を理由として退職した女性を企業が支援する策である再雇用制度に関する分

析を行っているものとしては、再雇用制度研究会(1998)が存在する。再雇用制度研究会
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(1998)では、当時、就業継続を支援する策である育児休業制度の導入が始まり、ほぼ同時

期に再雇用制度の普及率が頭打ちになったことで、この二つの制度にどのような関係性が

あるのかを分析している。分析では、労働省の「女子雇用管理基本調査」、「女子保護の概

況」、「女子保護実施状況調査」のデータからロジット分析を用いている。結果として、一

つの事業所において再雇用制度の有無を決める要因としては、事業所の規模が大きいほど、

女性比率が高いほど、組合があるほど、育児休業制度の規定があるほど、再雇用制度の導

入がなされていることを導いている。また、育児休業制度についても事業所が導入を決め

る要因に関して同じ分析を行ったところ、事業所の規模が大きいほど、組合があるほど、

再雇用制度があるほど、育児休業制度が導入されていることが分かった。以上の分析内で

再雇用制度と育児休業制度の代替・補完関係をみるため、互いの係数の符号に注目すると、

どちらも正で有意であるので、再雇用制度と育児休業制度は補完関係にあるといえる。だ

が、この研究は 1998 年当時のものであり、現状分析で述べたように現在の育児休業普及

率、女性の育児休業取得率には以前とは大幅な変化がある。また、企業の再雇用制度と待

機児童など地域の保育環境との関係については言及していない。 

再雇用制度を一つの変数に組み入れて研究を行っているものとしては、児玉・小滝・高

橋(2005) が存在する。同研究では女性比率と企業の利益率の関係について検証を行ってい

る。経済産業省の「企業活動基本調査」からクロスセクションデータを作成し回帰分析を

行っている。最小二乗法による推定結果によると、女性比率と利益率の間に正の関係が確

認されたが、企業特異の観測できない異質性は相当大きく、かつ説明変数と相関している

可能性も高いので、企業特性を「企業固有要因」とし、パネルデータに固定効果推定を用

いて除去を行っている。その結果、女性比率が高まっても利益率は変わらなかった。また、

女性比率の上昇が企業業績に貢献するまでにはタイムラグが存在するので、再度パネル固

定効果推定にて除去をおこなったところ、女性比率と利益率は無相関であった。その上で、

東洋経済新報社『就職四季報女子学生版』から人事・労働管理に関する 11 の変数を作成

し、「企業固有要因」のうち、「真の要因」が何であるのかを、「企業活動基本調査」とのマ

ッチングを行うことにより探索した。その結果、「男女勤続年数格差」と「（妊娠・出産等

による若年女性退職者に対する）再雇用制度」の 2 変数が利益率と女性比率の双方を高め

るものであることが判明した。ただしこの研究では、女性比率と企業の利益率の中で再雇

用制度が要因となると述べているものの、それを促す実効的な策を提示したわけではなか

った。 
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第 2 節 本稿の位置づけ 

 先行研究では再雇用制度の意義について直接的に述べているものは少なく、再雇用制度

単体についての研究は確認できない。また、既存研究では、再雇用制度がもたらす企業レ

ベルでの影響を見るものがほとんどで、地域の保育環境に与える影響にまで踏み込んで分

析したものはこれまで存在していない。 

それに対し、企業の再雇用制度が直接的にもたらす影響を考察し、その影響を企業レベ

ルだけでなく地域レベルにまで考察しているところに本稿の独自性がある。そして、これ

まで女性のニーズが高いにもかかわらず、政策的にも学術的にも焦点が当てられてこなか

った再雇用制度の社会的価値を明らかにし、この再雇用制度こそが、現状の女性労働環境

整備における政策の手詰まり感を払拭する有効な手段となりうることを主張していく。 
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第 4 章 分析 

 我々は、現状分析と先行研究を踏まえ、再雇用制度が普及されていない社会において生

じていると考えられる現象について、以下のような二つの仮説を立てた。 

① 企業レベルでは、再雇用制度が導入されていない企業で働く女性の労働環境にお

いて、本来は再雇用制度を利用したいはずなのに、やむを得ず復帰までの期間が

希望より短い育児休業制度を選択する女性が増えてしまう。 

② 地域レベルでは、企業の再雇用制度が進むと、上記のようにやむを得ず育児休業

制度を取得して育休後に子供を保育所に預ける女性労働者の数が減る。それによ

って、地域における保育所の待機児童問題が緩和していき、就業継続・再就職を

希望する女性労働者の子育ての環境が改善するという正の外部性が発生する。そ

の結果、その地域における出生率が向上する。 

 以下ではこれらの仮説を検証し、企業レベルでの再雇用制度と育児休業取得率との関係

性、および地域レベルでの待機児童問題や出生率への影響を明らかにする。 

 

第 1節 再雇用制度と女性労働者の育児休業取

得率との関係 

本節では、「再雇用制度が採用されていない企業で働く女性の労働環境において、本来は

再雇用制度を利用したいはずなのに、やむを得ず復帰までの期間が希望より短い育児休業

制度を選択する女性が増えてしまう」という①の仮説を検証するために、まず再雇用制度

を導入している企業としていない企業とで育児休業取得率がどのように違うのかを示し、

再雇用制度の導入の効果を明らかにする。 

ただし、本稿のように実験によらないデータの場合、再雇用制度を導入するか否かはそ

の企業の特性に依存する。したがって、単純に再雇用制度を導入したか否かによっては比
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較できない。そこで我々は、プロペンシティ・スコア・マッチング1011の手法を用いて再雇

用制度の導入をし始める確率が同程度の企業を選出し、実際に再雇用制度を導入した企業

と再雇用制度を導入していない企業をマッチングさせることで、再雇用制度がもたらす効

果を検出する。 

 

第 1 項 ロジスティック回帰分析 

第一段階として、まず再雇用制度を導入しようとする企業の特性を踏まえ、再雇用制度

の導入に影響を及ぼす要因を検証するためにロジスティック回帰分析を行う。 

ロジスティック回帰分析とは、企業のあらゆる特性からある確率(オッズ)を求めるため

の分析である。本稿では、企業が再雇用制度を導入する確率がどのような企業の特性によ

って影響を受けるのかを考える。確率p ∈ [1,0]のロジットは以下の式となる。 

logit(𝑝𝑖) = log (
𝑝𝑖

1 − 𝑝𝑖
) = log(𝑝𝑖) − log(1 − 𝑝𝑖) = 𝑎 + 𝑋𝑖

′𝑏 

上記の式を指数の形に展開することで、さらに以下のような式を導ける。 

P(𝑋) =
𝑒𝑎+𝑋𝑖

′𝑏

1 + 𝑒𝑎+𝑥𝑖
′𝑏

 

ここで、X𝑖
′は企業の再雇用制度の導入に影響を及ぼすと考えられる、様々な企業の特性

を表す変数である。企業の特性を表す変数と再雇用制度の有無を観察したうえで、上記の

ロジスティック回帰分析を行い、各変数の係数の値を推定する。これにより、各企業の特

性の下で再雇用制度を導入する確率を導出することが出来る。ある企業がt年に再雇用制度

を導入すれば”1”と示し、導入しなかった企業を”0”と示す12。 

変数の説明 

 ここで、第 1 項の分析で用いる企業の再雇用制度の導入に影響を及ぼすと思われる各変

数について説明する。まず、データの出所に関しては東洋経済新報社の CSR 企業総覧を

用いた。しかし、企業が再雇用制度の導入を開始した年月日等に関する項目は含まれてい

ないため、再雇用制度に関する項目がデータに記載されている 2008 年から 2015 年の間に

再雇用制度の規定が「無」から「有」へと変化した年をその企業が導入した年と定義する。

                                                   
10 以下の手法は伊藤(2011)を参考にしている。 
11 このプロペンシティ・スコア・マッチングという手法は経済学以外にも様々な分野において利用されている。論理

的な問題や実行可能性の点から、実験研究を行うことが一般的に不可能であるヒトを対象にする疫学研究や、患者の抵

抗を伴うことが多く無作為比較試験を行うことが難しい臨床研究などの医学研究において多く用いられている。 
12 伊藤(2011)に倣い、t＋1 以降のデータ省略している。 
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その上で、2 年後までの効果を導出できる 2011 年までに再雇用制度を導入した企業と全期

間を通じて再雇用制度を導入しなかった企業を判別し、それぞれの総従業員数、女性従業

員数、女性管理職比率、特定株比率、女性の育児休業取得者数、を収集した13。 

以上の変数をまとめた基本統計量は以下の通りである。 

 

表 4-1 サンプルの基本統計量14 

 

 これらのサンプルを用いたロジスティック回帰分析の結果が表 4-2 である。表 4-2 が示

すように、すべての変数について有意な結果を求めることが出来た。各変数の結果に着目

すると、総従業員数の係数値がプラスであることから、従業員数が多いほど再雇用制度を

導入する確率が高まることを表している。そして、最も注目されたいのが特定株比率の係

数値がマイナスになっていることである。これは、特定の株主に株式を多く保有されてい

る企業ほど再雇用制度という柔軟な制度に着手しづらいことを示している。裏を返せば特

定の株主の力に左右されない株主構成になっている企業ほど、再雇用制度を導入する確率

が高いということである。この結果は再雇用制度研究会（1998）の同様の分析では見られ

ない結果であり、近年の再雇用制度は株主構成における多様性と密接な関係にある制度で

あるといえる。また、女性管理職比率の係数値がプラスであることから、女性のニーズに

着目する機会の多い企業ほど再雇用制度を導入する確率が高まることを表している。 

 

 

 

                                                   
13 実際にロジスティック回帰分析で用いた変数は、総従業員数の対数値、女性管理職比率、特定株比率である。女性

管理職比率は管理職に占める女性比率を示し、特定株比率は金融機関や従業員持ち株会等といった少数特定者持ち株数

を発行済み株式総数で除した比率である。 
14 分析をするにあたり、欠損値等は省いている 。 

変数名 サンプルサイ

ズ 

平均値 標準偏差 最小値 最大値 

総従業員数 

(対数値) 

331 7.1521 1.3376 3.5553 10.5115 

特定株比率 331 0.4740 0.1502 0.154 0.92 

女性管理職比率 331 0.0241 0.0501 0 0.382 
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表 4-2 ロジスティック回帰分析の結果 

 

𝑝 < 0.01∗∗∗   𝑝 < 0.05∗∗   𝑝 < 0.1∗  

 

第 2 項 プロペンシティ・スコア・マッチング 

 第二段階として、ロジスティック回帰分析によって求めたロジット・モデルを用い、各

企業が再雇用制度を導入する確率を計算する。そして計算された確率を各企業のプロペン

シティ・スコアと呼ぶ。ここでのプロペンシティ・スコアとは、再雇用制度を導入する前

の様々な企業の特性を与件として、その条件のもと再雇用制度を導入する確率を表してお

り、以下の式で表される。 

P(𝑋) ≡ 𝑃𝑟{𝑍 = 1|𝑋} = 𝐸{𝑍|𝑋}                        (1) 

ここで、Z = {0,1}はt年に再雇用制度を開始するか否かを表すダミー変数であり、Xは再

雇用制度導入開始前のt − 1年における観察可能な企業の特性を表す変数のベクトルであ

る。X にはロジスティック回帰分析で用いた総従業員数の対数値、特定株比率、女性管理

職比率が含まれる。 

 そして、実際にt年に再雇用制度を導入開始した企業と、それと最も近いプロペンシテ

ィ・スコアを持つものの再雇用制度を導入開始しなかった企業とをマッチングする。本稿

ではマッチングの際に「caliper matching」という手法を用いて企業のマッチングを行っ

た15。 

 

                                                   
15 本稿でのキャリパーの指定は、傾向スコアの推定値をロジット変換したベクトルの標準偏差に 0.2 を乗じた値であ

る。これ以降の分析のキャリパー指定も同様である。マッチングの結果、ペア数は 47 であった。 

1=再雇用制度導入 

0=再雇用制度非導入 

係数値 

総従業員数(対数値)  (t-1) 

 

0.5839∗∗∗ 

(0.144)  

特定株比率  (t-1) 

 

−2.4908∗∗ 

(1.257) 

女性管理職比率  (t-1) 

 

5.2977∗ 

(2.954) 
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効果の検証 

 第三段階として、再雇用制度の導入が企業のパフォーマンスに与える影響を検証するが、

本分析におけるパフォーマンスとは各企業の女性の育児休業取得率である。本分析で用い

る女性の育児休業取得率は、女性の育児休業取得者数を女性従業員数で除したものであり、

この指標に与える影響を検証することで仮説①の検証が行える16。まず、ATT(Average 

effect of Treatment on the Treated)推定を行う。Rosenbaum and Rubin(1983)に示され

るように、もし、処置の受け手（本分析では再雇用制度の導入開始企業）が、ベクトル X

によって規定されるセルの中からランダムに選ばれているならば、ある一変数で表された

指標P(𝑋)の値によって規定されたセルの中にランダムに分布する。したがって、ATT は、

処置の受け手に対する平均的な効果であり、同じプロペンシティ・スコアP(𝑋)の値をもつ、

処置を受けたものと受けなかったものを比較し、両者の成果の平均的な差を推定すること

によって求められる。本稿の場合の処置は「再雇用制度の導入開始」である。 

 ATT 推定量の式は以下の通りである、 

∝̂𝐴𝑇𝑇=
1

𝑛
∑ (𝑦𝑡+𝑠

1 )𝑛
1 −

1

𝑛
∑ (𝑦𝑡+𝑠

0 )𝑛
1                          (2) 

 ここでの、yはパフォーマンス指標、すなわち女性の育児休業取得率である。また、n は

観測数、tは再雇用制度導入年、sは再雇用制度導入後の経過年、yの添え字 1 は再雇用制度

を導入した企業を表すダミー、yの添え字 0 は再雇用制度を導入していない企業を表すダ

ミーである。 

プロペンシティ・スコア・マッチングの手法によって特定された再雇用制度を導入して

いない企業の成果は、観察される様々な特性によって規定され、再雇用制度の導入開始の

有無とは独立であるという仮定を満たしている。しかし、それでもなおプロペンシティ・

スコアは観察可能な限られた変数のみによって計測されており、マッチングを行った後で

も観察できない諸要因や、時間によっても変化しない企業固有の要因等による影響がない

とはいえない。そこで、DID 推定(Difference In Differences estimator)によって再雇用制

度を導入開始した企業とそうでない企業のパフォーマンスの変化を比較することによって、

これらの観察できない要因による効果を減らし、より頑健な効果を求める。DID 推定量の

                                                   
16 本来の育児休業取得率の求め方は 

育児休業取得率＝
出産者のうち、調査時点までに育児休業を開始した者(開始予定の申出をしている者を含む)の数

調査前年度 1 年間の出産者の数
 

であるが、東洋経済新報社の CSR 企業総覧では出生者の数が掲載されていないため本来の育児休業取得率を求めるこ

とができなかった。よって、本稿では 

育児休業取得率＝ 
女性の育児休業取得者数

女性従業員数
として分析を進めた。 
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式は以下の通りである。 

∝̂𝐴𝑇𝑇−𝐷𝐼𝐷=
1

𝑛
∑ (𝑦𝑡+𝑠

1 − 𝑦𝑡−1
1 )𝑛

1 −
1

𝑛
∑ (𝑦𝑡+𝑠

0 − 𝑦𝑡−1
0 )𝑛

1                  (3) 

 

ATT 推定と ATT-DID 推定の結果 

 上記の分析手法に従い、ATT と ATT-DID の推定量を表 4-3 に示す。 

 

表 4-3 ATT 推定と ATT-DID 推定（効果の対象：女性の育児休業取得率）17 

 

𝑝 < 0.05∗∗  

 この分析結果から分かることは以下の三点である。 

 まず、∝̂𝐴𝑇𝑇の数値が再雇用制度導入年度である S=0 から S=1、S=2 と経過していくごと

に低下していく。これは、復帰までの期間が希望より短い育児休業制度をやむをえず取得

していた女性が再雇用制度の導入により育児休業制度を取得しなくて済むようになったこ

とを示している。 

 次に、一年後の効果よりも二年後の効果の方が強く表れている。これは、最初の一年目

による再雇用制度利用者の実績によって、二年目の再雇用制度利用者数が増加したことが

考えられる。さらに、導入年度では再雇用制度を導入開始した企業の方が導入していない

企業よりも育児休業取得率が高かったのにもかかわらず、二年後には導入していない企業

よりも育児休業取得率が低くなっている。 

 最後に、それらの結果は時間を通じた企業固有の要因を考慮したうえでも成立している。

DID 推定量では、前述したとおり、マッチングを行った後でも観察できない諸要因や、企

業固有の要因による効果を減らしているため、より正確な結果となる。さらに、ATT 推定

量から再雇用制度の導入開始の前年のデータを引いて算出することで、時間による要因も

取り除いている。すなわち、考えられる様々な諸要因を考慮したうえでも、上記の結果は

成立している。 

 

                                                   
17 有意性の検定に関してはブートストラップ法を用いた。 

 S=0 S=1 S=2 

∝̂𝐴𝑇𝑇 0.013215∗∗ 0.011671∗∗ −0.00474∗∗ 

∝̂𝐴𝑇𝑇−𝐷𝐼𝐷 0.000759∗∗ −0.00078∗∗ −0.0172∗∗ 
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第 3 項 結果の考察 

 以上の分析の結果より、「企業レベルでは、再雇用制度が導入されていない企業で働く女

性の労働環境において、本来は再雇用制度を利用したいはずなのに、やむを得ず復帰まで

の期間が希望より短い育児休業制度を選択する女性が増えてしまう。」という①の仮説を証

明したことになる。 

この結果より、企業が再雇用制度を導入しないことで、女性が自らの手で子育てをした

い期間よりも早く育児休業後に保育所に子供を預けてしまうことになっていることが伺え

る。そのため、本来保育所を圧迫する可能性の低い再雇用を希望する女性が子供の保育所

への入所を希望することになり、結果的に保育所の定員を圧迫することにつながっている

と考えられる。実際に現状分析で触れたように、1・2 歳の待機児童数を増加させてしまっ

ている背景には、このようなことが生じているのではないかと我々は考える。そこで、再

雇用制度が導入されていない企業が再雇用制度を導入することにより、保育所を圧迫する

要因を減らし、待機児童問題を解消できる可能性を見出すことが出来る。 

 しかし、第 1 節の分析は企業レベルの効果の解明にとどまり、その効果が実際に地域単

位で表れているかは明らかではない。そこで、我々は更に地域レベルでの分析を行うこと

で、②の仮説を検証する。 

 

第 2 節 地域レベルの分析 

 第 1 節の分析により、企業レベルの効果が明らかとなった。そこで本節では、さらに地

域単位で表れているかを明らかにする。具体的には、「地域レベルでは、企業の再雇用制度

が進むと上記のようにやむを得ず育児休業制度を取得し、育休後に子供を保育所に預ける

ような女性労働者の数が減る。それによって、地域における保育所の待機児童の問題が緩

和していき、就業継続・再就職を希望する女性労働者の子育ての環境が改善するという正

の外部性が発生する。その結果、その地域における出生率が向上する。」という②の仮説を

検証する。 

 この仮説の検証にあたり、まず企業の再雇用制度の導入が地域の保育環境に与える影響

を考えるが、通常ある地域に存在する企業の中には、再雇用制度を導入している企業と導

入していない企業が混在して存在するため、ある企業が仮に再雇用制度を導入したとして

もそれが地域の保育環境に与える影響というのを検証することは困難である。そこで我々
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は、企業の再雇用制度の効果が地域の保育環境に与える影響をより直接表すことのできる

企業城下町に着目して以下の分析を行う。 

ここでいう企業城下町とは、宮入(1991)で述べられているように、特定の一社の企業や

工場の生産活動が、その企業の属する自治体に対して経済的、社会的に大きな影響力を持

っている都市のことである。本稿ではその定義に加え、文献検索エンジン「CiNii」で企業

城下町について触れている先行研究を検索し、実際に企業城下町として名前が挙がってい

る都市を選出した18。さらに、我々は実際に企業城下町を形成しているかどうかを、選出

した企業城下町を形成しているとみられる企業に電話で確認をした。電話で確認した中に

は、一社の企業だけでなく複数の企業がその地域に大きな影響力を及ぼしている事例もあ

ったため、そうした自治体は除外した19。以上の手法により企業城下町を特定し、その企

業城下町の特性を表す変数を収集した。そして、第 1 節の分析と同様に、プロペンシティ・

スコア・マッチングの手法を用いて、更なる分析を行った。 

 

第 1 項 ロジスティック回帰分析 

第一段階として、まず再雇用制度を導入しようとする企業の属する企業城下町における

地域の特性を踏まえ、再雇用制度の導入に影響を及ぼす要因を検証するためにロジスティ

ック回帰分析を行う。なお、分析手法の詳しい説明は、同様の分析手法を行った第 1 節を

確認されたい。本項では、ロジスティック回帰分析により各企業城下町の特性の下で再雇

用制度を導入する確率を導出する。 

変数の説明 

ここで、本分析で用いる企業城下町を形成している企業の再雇用制度の導入に影響を及

ぼすと思われる各変数について説明する。まず、企業城下町を形成している企業の再雇用

制度の導入開始年に関しては、その企業 1 社ずつに電話で確認をした。その上で、3 年後

まで効果を導出できる2008年から2011年までに再雇用制度を導入開始した企業が形成し

ている企業城下町と、その間も再雇用制度を導入しなかった企業が形成している企業城下

町を判別し、それぞれの地域の総人口、女性人口、財政力指数、保育所数、在所児数、待

機児童数、出生者数、を収集した。データの出所に関しては、総務省統計局が中心となり

開発を行い、独立行政法人統計センターが運用管理を行っている『地域別統計データベー

                                                   
18 具体的には松石(2005)、財団法人東京市政調査会「日本都市年鑑等（昭和 18 年用）」が挙げられる。 
19 さらに、東京 23 区等の都市は他の地域からの通勤が多いため、その地域に及ぼす影響があるか不明のため、除外し

た。 
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ス』の、都道府県・市区町村の各主要統計データである20。 

以上の変数をまとめた基本統計量は以下の通りである。 

 

表 4-4 サンプルの基本統計量21  

 

 これらの変数を用いたロジスティック回帰分析の結果が表 4-5 である。 

 

表 4-5 ロジスティック回帰分析の結果 

 

𝑝 < 0.01∗∗∗  𝑝 < 0.05∗∗  𝑝 < 0.1∗  

 以上の結果を用いて、それぞれの企業城下町における地域の特色を踏まえたマッチング

を行う。 

第 2 項 プロペンシティ・スコア・マッチング 

 第二段階として、ロジスティック回帰分析によって求めたロジット・モデルを用い、各

企業城下町を形成している企業が再雇用制度を導入する確率を計算する。そして計算され

                                                   
20 実際にロジスティック回帰分析で用いた変数は、総人口の対数値、財政力指数の 2 乗値、出生者数の対数値である。 
21 分析をするにあたり、欠損値等は省いている。 

変数名 
サンプルサイ

ズ 
平均値 標準偏差 最小値 最大値 

総人口（対数値） 48 11.5346 1.1291 8.0913 14.2244 

財政力指数 

（2 乗値） 
48 0.7570 0.6112 0.16 3.4225 

出生者数 

（対数値） 
48 6.7790 1.2107 3.3673 9.4421 

 

1=再雇用制度導入 

0=再雇用制度非導入 

係数値 

総人口(対数値)  (t-1) 

 

4.9574∗∗ 

(2.426) 

財政力指数(2 乗値)  (t-1) 

 

0.9269 

(0.653) 

出生者数(対数値)  (t-1) 

 

−4.6161∗∗ 

(2.311) 
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た確率を各企業城下町のプロペンシティ・スコアと呼ぶ。ここでのプロペンシティ・スコ

アとは、再雇用制度を導入する前の様々な企業城下町の地域の特性を与件として、その条

件のもと再雇用制度を導入する確率を表しており、(1)式で表される。この式でのZ = {0,1}

は、t年に再雇用制度を開始するか否かを表すダミー変数であり、Xは再雇用制度導入開始

前のt − 1年における観察可能な地域の特性を表す変数のベクトルである。X にはロジステ

ィック回帰分析で用いた総人口の対数値、財政力指数の 2 乗値、出生者数の対数値が含ま

れる。 

 そして、実際にt年に再雇用制度を導入開始した企業が形成している企業城下町と、それ

と最も近いプロペンシティ・スコアを持つものの再雇用制度を導入開始しなかった企業が

形成している企業城下町とをマッチングする。第 1 節と同じくマッチングの際に「caliper 

matching」という手法を用いて企業のマッチングを行った22。 

効果の検証 

第三段階として、再雇用制度の導入が企業城下町のパフォーマンスに与える影響を検証

するが、本節におけるパフォーマンスとは各企業城下町の保育所の圧迫度合を計ることの

できる女性保育所利用率と各企業城下町の出生率である。まず、女性保育所利用率とは、

保育所在所児数を女性人口で除したものであり、その地域の女性と保育所に預けられた子

供の比率を表す、本稿独自の指標である。この比率が高いほど、保育所を圧迫することが

いえるため、使用する。ここで、なぜ直接保育所の圧迫の結果を示す待機児童率を用いな

いかというと、待機児童数の定義が 2001 年に改められ、現状分析で触れたように真の問

題を表すことが出来ていない。我々は、第 1 節の企業レベルの分析結果から、再雇用制度

を利用する女性の中には育児休業制度よりも長い期間育児をしたい女性が存在し、育児休

業制度だけでは捉えきれないニーズがあることを確認した。すなわち、再雇用制度を利用

する女性は保育所に子供を預けるまでの期間が長く、地域の保育所在所児数を圧迫させな

いことで待機児童問題を解消できる可能性を見出した。それ故、その地域の女性保育所利

用率に与える影響を検証することで、第 1 節の分析結果をさらに裏付けることが出来る。

そして、もう一つのパフォーマンス指標である出生率は企業城下町の出生者数を女性人口

で除したものである23。 

                                                   
22 マッチングの結果、ペア数は 9である。 
23 通常、厚生労働省や国立社会保障・人口問題研究所等が算出する合計特殊出生率は、15~49 歳までの女性の年齢別

出生率を合計した合計特殊出生率である。しかし、市区町村レベルの年齢別出生者数を集計することができなかったた

め、その地域全体の出生者数、女性人口を用いた。 
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以上のように、再雇用制度の導入が地域の保育環境や出生率に与える影響を検証し、就

業継続・再就職を希望する女性労働者の子育ての環境が改善するという正の外部性が発生

しているかを分析によって明らかにする。 

効果の検証として、まず、第 1 節と同様に ATT(Average effect of Treatment on the 

Treated)推定を行う。本項の場合の処置は「再雇用制度の導入開始」である。ATT 推定量

の式は(2)式を使用した。ここで、yはパフォーマンス指標である。本分析におけるパフォ

ーマンス指標としては、女性保育所利用率と出生率の二つを考える。また、n は観測数、tは

再雇用制度導入年、sは再雇用制度導入後の経過年、yの添え字 1 は再雇用制度を導入した

企業が形成している企業城下町を表すダミー、yの添え字 0 は再雇用制度を導入していな

い企業が形成している企業城下町を表すダミーである。 

プロペンシティ・スコア・マッチングの手法によって特定された再雇用制度を導入して

いない企業が形成している企業城下町の成果は、観察される様々な特性によって規定され、

再雇用制度の導入開始の有無とは独立であるという仮定を満たしている。しかし、第 1 項

でも説明した通り、それでもなおプロペンシティ・スコアは観察可能な限られた変数のみ

によって計測されており、マッチングを行った後でも観察できない諸要因や、時間によっ

ても変化しない企業城下町固有の要因等による影響がないとはいえない。そこで、DID 推

定(Difference In Differences estimator)によって再雇用制度を導入開始した企業が形成し

ている企業城下町とそうでない企業が形成している企業城下町のパフォーマンスの変化を

比較することによって、これらの観察できない要因による効果を減らし、より頑健な効果

を求める。DID 推定量の式は(3)式を使用した。 

 

ATT 推定と ATT-DID 推定の結果 

上記の分析手法に従い、女性保育所利用率と出生率に関する分析結果を以下に述べる。

まず女性保育所利用率に関する ATT と ATT-DID の推定量をまとめたのが表 4-6 である。 
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表 4-6 ATT 推定と ATT-DID 推定（効果の対象：女性保育所利用率）24 

 

𝑝 < 0.05∗∗  

 表 4-6 の、女性保育所利用率に対する分析結果から分かることは以下の三点である。 

 まず、∝̂𝐴𝑇𝑇の数値が再雇用制度導入年度である S=0 から、S=1、S=2、S=3 と経過して

いくごとに低下していく。これは、企業城下町を形成している企業が再雇用制度を導入し

たことで、その地域の女性保育所利用率を引き下げたことを示している。第 1 節の企業レ

ベルの分析では、再雇用制度がやむを得ず育児休業制度を取得する女性を減らすことがで

き、その結果、地域の保育所在所児数を圧迫させないことで待機児童問題を解消できる可

能性を見出したに過ぎなかった。しかし、本節の地域レベルの分析において、そうした企

業の効果が実際に地域レベルでも影響を与えているということが証明された。 

 次に、一年後の効果よりも二年後、三年後の効果の方が強く表れている。これは、第 1

節で明らかとなった企業レベルの効果においてもその効果が徐々に表れていたことから、

地域レベルでも次第に影響力が大きくなるということが考えられる。さらに、本節で使用

した女性保育所利用率は、その分母に女性人口を使用しているが、実際に子供をもつ女性

はそれよりも遥かに少ないであろう。すなわち、この分析で明らかとなった効果は決して

小さくなく、保育所の問題を解決できる可能性を十分に提示している。 

 最後に、それらの結果は第 1 節でも説明した通り、時間を通じた企業固有の要因を考慮

したうえでも成立している。DID 推定量では、マッチングを行った後でも観察できない諸

要因や、企業固有の要因による効果を減らしているため、より正確な結果となる。さらに、

ATT 推定量から再雇用制度の導入開始の前年のデータを引いて算出することで、時間によ

る要因も取り除いている。すなわち、考えられる様々な諸要因を考慮したうえでも、上記

の結果は成立している。 

 次に出生率に関する ATT と ATT-DID の推定量をまとめたのが表 4-7 である。 

 

 

                                                   
24 有意性の検定に関しては、ブートストラップ法を用いた。なお、表 4-7 に示される出生率への分析でも同様である。 

 S=0 S=1 S=2 S=3 

∝̂𝐴𝑇𝑇  0.0101∗∗ 0.00902∗∗ 0.0064∗∗ 0.00455∗∗ 

∝̂𝐴𝑇𝑇−𝐷𝐼𝐷  0.00063∗∗ −0.0004∗∗ −0.0031∗∗ −0.0049∗∗ 
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表 4-7 ATT 推定と ATT-DID 推定（効果の対象：出生率） 

 

𝑝 < 0.05∗∗  

 表 4-7 の、出生率に対する分析結果から分かることは以下の三点である。 

まず、∝̂𝐴𝑇𝑇の数値が再雇用制度導入年度である S=0 から、S=1、S=2、S=3 と経過して

いくごとに上昇していく。これは、企業城下町を形成している企業が再雇用制度を導入し

たことで、その地域の出生率を引き上げたことを示している。これまでの分析では、再雇

用制度を導入することで、子育てをしながら仕事をしたいという就業継続・再就職を望む

女性に対する共通の壁である、保育所の待機児童問題を同時に解決できることを明らかに

した。その結果、保育所の問題が解消されていくことで、就業継続・再就職を希望する女

性労働者の子育ての環境が改善するという正の外部性が発生するということを、ここで明

らかにすることができた。 

次に、一年後の効果よりも二年後、三年後の効果の方が強く表れている。特に、三年後

の効果はそれ以前のものよりも遥かに大きい。これは、表 4-6 でまとめた女性保育所利用

率の効果が次第に大きくなることに影響を受けていると考えられる。更に、本節で使用し

た出生率は、その分母に女性人口を使用しているが、実際に子供を出産できる年齢の女性

はそれよりも遥かに少ないであろう。すなわち、この分析で明らかとなった効果は決して

小さくなく、出生率の向上に大きく貢献する可能性を十分に提示している。 

 最後に、それらの結果は既に説明した通り、時間を通じた企業固有の要因を考慮したう

えでも成立している。DID 推定量では、マッチングを行った後でも観察できない諸要因や、

企業固有の要因による効果を減らしているため、より正確な結果となる。さらに、ATT 推

定量から再雇用制度の導入開始の前年のデータを引いて算出することで、時間による要因

も取り除いている。すなわち、考えられる様々な諸要因を考慮したうえでも、上記の結果

は成立している。 

 

 

 

 S=0 S=1 S=2 S=3 

∝̂𝐴𝑇𝑇  −0.000492∗∗ −0.000474∗∗ −0.000373∗∗ −0.00005∗∗ 

∝̂𝐴𝑇𝑇−𝐷𝐼𝐷  −0.000068∗∗ −0.00005∗∗ 0.000052∗∗ 0.000374∗∗ 
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第 3 項 結果の考察 

 第 2 項の分析の結果を簡単にまとめると、まず、再雇用制度を導入開始した企業が形成

している企業城下町では、企業が再雇用制度を導入することで地域における女性保育所利

用率を減らすことができると証明された。これは、第 1 節の企業レベルの効果が地域レベ

ルでも影響を与えているということを示している。すなわち、再雇用制度を導入すること

で保育所在所児数を圧迫する要因を減らし、子育てをしながら仕事をしたいという就業継

続・再就職を望む女性に対する共通の壁である保育所の待機児童問題を同時に解決できる

という新しい価値を提示することが出来た。 

さらに、再雇用制度を導入開始した企業が形成している企業城下町では、導入すること

で保育所の問題が解決され、就業継続・再就職を希望する女性労働者の子育ての環境が改

善するという正の外部性が発生する。その結果、その地域における出生率が向上するとい

うことがいえ、②の仮説を証明できた。すなわち、再雇用制度を導入することで、その地

域の女性がより安心して子供を出産できるようになり、出生率の向上をもたらすことがで

きるという、再雇用制度の新たな社会的価値を提示することが出来た。 

 

第 3 節 分析のまとめ 

 第 1 節および第 2 節の分析結果をまとめると以下のようになる。 

① 企業レベルでは、再雇用制度が導入されていない企業で働く女性の労働環境にお

いて、本来は再雇用制度を利用したいはずなのに、やむを得ず復帰までの期間が

希望より短い育児休業制度を選択する女性が増えてしまう。 

② 地域レベルでは、企業の再雇用制度が進むと上記のようにやむを得ず育児休業制

度を取得し、育休後に子供を保育所に預けるような女性労働者の数が減る。それ

によって、地域における保育所の待機児童の問題が緩和していき、就業継続・再

就職を希望する女性労働者の子育ての環境が改善するという正の外部性が発生す

る。その結果、その地域における出生率が向上する。 

 

すなわち、女性の再就職を支援するために、現在では普及が不十分な再雇用制度を導入

する企業が増えれば、再就職を希望する女性のニーズに応えるだけでなく、子育てをしな

がら仕事をしたいという就業継続・再就職を望む女性に対する共通の壁である保育所の待
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機児童問題を解決できることを明らかにした。さらに、保育所の問題が解決されることで、

安心して子供を作れることから出生率の向上にもつながることを明らかにした。 

 第 3 章で取り上げた、今田・池田(2006)、宇南山・山本(2015)を考慮すると、育児休業

が普及している現状からも保育所の問題を解決することができれば、女性の就業継続、並

びに出生率・女性労働力率の向上に正の影響を与えることができる、ということがいえる。 

 つまり、本稿で明らかにした再雇用制度の新たな価値を活かせば、政府が推進してきた

育児休業制度等の就業継続支援策の効果が頭打ちとなっている現状を打開する解決策とな

りえる。以上より、再雇用制度の普及を促進することで、再就職を希望する女性の問題を

解決するだけでなく、仕事と育児の両立を目指す女性の就業継続環境を新たな切り口で改

善できるということがいえる。 
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第 5 章 政策提言 

第 1 節 再雇用制度の客観的価値 

第 4 章までの議論により、企業が再雇用制度を導入することで、再就職を希望する女性

のニーズに応えるだけでなく、子育てをしながら仕事をしたいという就業継続・再就職を

望む女性に対する共通の壁である保育所の待機児童問題を同時に解決できることを明らか

にした。さらに、保育所の問題が解決されることで、安心して子供を作れることから出生

率の向上にもつながることを明らかにした。 

 これらの新しい価値を確認したうえで、実際に再雇用制度を導入している企業と導入し

ていない企業にそれぞれ独自にヒアリングを行った。それらを踏まえて企業のメリット・

デメリットを表 5-1 に、女性のメリット・デメリット表 5-2 にまとめた。ヒアリング結果

のまとめは別表 1 および別表 2 を確認されたい。 

 

表 5-1 企業のメリット・デメリット 

 

 

 

 

 

 

 

 

メリット デメリット 

① 現状捉えてきれていない女性のニーズに

応えられる 

・優秀な人材の確保(例：B 社および F 社参照) 

・女性の労働意欲の向上による生産性上昇 

② 新たな人材育成コストの抑制 

(例：B 社および C 社参照) 

運営の負担 

・採用時の選抜コスト(例：B 社参照) 

・長期的な人材活用の促進費 
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表 5-2 女性のメリット・デメリット 

 

 

第 2 節 再雇用制度普及上の課題 

ヒアリングの結果を基に浮き彫りとなった再雇用制度普及上の課題をまとめたのが表

5-3 である。 

 

表 5-3 再雇用制度普及上の課題 

 

これらの課題を解決しないことには、本稿で明らかにした再雇用制度の価値を活かすこ

とが出来ない。以下ではその課題についてさらに考察する。 

再雇用制度を導入することで女性は就業継続・再就職といった仕事と育児の両立がしや

すくなるので、その企業に対する就職活動女性のニーズは高まる。たとえ現在女性の従業

員数が少なくても、優秀な人材を確保できる可能性が上がるから、②の課題を抱えている

ような企業でも再雇用制度を導入するメリットはある。 

メリット デメリット 

再就職という選択肢の確立 

・労働復帰しやすさ(例：C 社参照) 

・労働意欲の向上(例：E 社参照) 

・離職前の能力を活かせる(例：C 社参照) 

・子供を安心して出産できる(例：D 社参照) 

再雇用制度の不確実性による、 

職を失う可能性(例：導入企業 A～F 社

共通) 

・企業の経営状況で採用が左右される

可能性 

・大幅な業務内容の変化に対応しきれ

ない 

 

① 既存の就業支援策との差別化の必要性(例：G 社および H 社参照) 

② 女性従業員数が少ない企業における必要性の低さ(例：H 社参照) 

③ 運営コストの負担 

④ 再雇用制度の不確実性による女性が失業してしまう可能性 
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 さらに、Kato, Higuchi and Owan(2013)が有能な女性の活躍の場が広がる効果だけでは

なく、男性と女性のシナジーによって生産性が高まっていくと指摘しているように、職場

内で多様性を生み出す効果も期待できる。 

 しかし、こうした効果が出てくるには企業が長期的な視点に立って運営の計画を考えな

いといけない。実際に女性が参入してきて、優秀な人材を確保できるようになるには数年

単位のラグが生じるであろう。さらに、Kato, Higuchi and Owan (2013)は女性の労働者

が増えることで、ジェンダーダイバーシティによって様々な軋轢やコミュニケーションの

低下が短期的に生じると指摘しており、長期的な運営の展望が必要である。 

 ③の課題に関しても、対象となる女性が少ない企業では選抜コストの負担を短期的には

回収できず、着手しづらい。 

一方で、第 4 章第 1 節第 1 項で求めたロジスティック回帰分析の結果により、特定株比

率が高い企業は再雇用制度を導入しにくいということが分かっている25。これは、企業の

関係者等の特定の株主による力が強いため、経営の安定性を重視し、企業の内部によって

保守的な選択をしやすい状況であるといえる。すなわち、再雇用制度を導入していない企

業は、短期的な視点に陥りやすく、人材活用や多様性における長期的に生じるようなメリ

ットを得られにくい。 

以上を踏まえると、再雇用制度を導入していない企業は短期的な判断が壁となり、課題

として挙げた②から④を解決することが出来ない。短期的な壁とは、以下の三点である。 

・実際に女性が参入してきて、優秀な人材を確保できるようになるまでのラグ 

・女性の労働者が増えることによる、様々な軋轢やコミュニケーションの低下 

・制度の導入・運営によるコストの負担 

以上三点の短期的な課題の解決が必要である。 

 

第 3節 再雇用制度普及促進に向けた政策提言 

 本稿で明らかにした再雇用制度の新たな価値を活かすには、前節で述べた課題を解決する

必要がある。そこで再雇用制度を導入していない企業に対して、長期的なメリットをより

享受できる制度設計を考えることで、課題の解決を図る。具体的には、上記の三点の短期

的課題を解決し、長期的な視点による制度設計を述べる。 

                                                   
25 詳しくは表 4-2 を参照。 
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まず、企業が再雇用制度を導入することで、自動的に政府が便益を享受する点に着目し

た。その一つに、「地域の待機児童問題が解消されることで保育所整備に対する更なる改

善費用の負担が減る」という正の外部性が存在することが挙げられる。現状分析で触れた

ように、政府は保育所問題に対して様々な政策を施してきた。しかし、現状保育所の問題

は解決されていないことから、企業が再雇用制度を導入することで問題が解決されれば政

府の費用が大幅に縮小できる。次に、「出生率が向上することで労働力人口の確保および

長期的な税収の確保につながる」ということが挙げられる。出生率の減少は労働力人口の

減少に直結するため、現状分析でもふれたように大きな問題である。しかし、企業が再雇

用制度を導入することで保育所の問題と同様に、政府の政策費用を縮小できる。 

それらをふまえて、保育所の問題解決および出生率の改善という二つのメリットを享受

できる政府が設立コストを捻出することで、当面の課題で生じる費用及びリスクを吸収す

る資金供給源として投資ファンドを公募により設立する。ここで、政府が設立コストを捻

出する背景には、前述のように企業の再雇用制度には正の外部性があるからである。そし

て、投資ファンドは投資家と企業の仲介機能を持ち、投資の意思決定を担うものとする。 

具体的な投資の流れは、以下の通りである。 

 再雇用制度という社会的に望ましい制度にチャレンジしたい企業の価値を汲み取り、

人材活用の推進を検討している企業に対する投資の意思決定を投資ファンドが行う。 

 再雇用制度を導入したい企業に対して導入に必要な資金および人材活用の推進をして

いくうえで必要な資金を提供することで新規株式を発行させる。そして中長期的に株

式を保有することを保証する。それにより、特定株比率の割合は減少しつつ、長期的

視点による制度の運営が可能となる。 

 投資ファンドによる中長期的な株の保有保障と、社会的に望ましい再雇用制度の導入

に対し興味を示した個人投資家がファンドを通じてその企業に資金を供給する。具体

的には、企業からファンドに渡る配当を原資に、1 口当たりが小額の証券を投資ファ

ンドから個人投資家へ発行する。 

 多数の投資家から資金を集めることで、企業の社会的価値を運営および株価に反映で

きる。さらに、再雇用制度を導入することでメリットを享受できるようになれば、Kato, 

Higuchi and Owan (2013)が指摘するように企業の生産性が高まる。その結果は株価

にも影響が及ぶ。 

 さらに、企業と投資ファンド、個人投資家で資金の流れが成立すれば投資家と企業間
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で情報の対称性が保たれ、よりその企業の社会的価値観が投資家に伝わるようになる。

そのような状況になればファンドの保障の必要性は減少していく。最終的にはファン

ドの株式保有保証がなくても企業と市場参加者間のみで売買の流れができる。ファン

ドはそうした企業の株を売却することで、購入時との差額による利益を確保する。そ

の資金を基に、新たに企業に資金を供給することが出来る。 

 

以上が投資ファンドとそのシステムの説明であり、図 5-1 から図 5-5 で補足する。 

 

図 5-1 
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図 5-2 

 

 

 

図 5-3 
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第 4 節 解決性 

 投資ファンドを設立し、働きかけることで企業の長期的視点を促すことが出来る。それ

により再雇用制度の長期的メリットを企業が享受できるようになる。ここで以下、前述の

ように短期的な判断が壁となり、課題として挙げた①から④をクリアすることが出来なか

った状況を打開でき、再雇用制度の導入を促すインセンティブを企業に与えることが出来

ることを説明する。 

まず、この状況において、第 1 節で述べた全ての課題が解決されていくことを説明する。

①に関しては、第 4 章の分析で明らかにしたように、再雇用制度を導入することで潜在的

な再就職ニーズを捉えることが出来るため、導入により当然差別化される。次に、②の課

題に関しては、投資ファンドによる中長期的支援により、人材が定着し、優秀な人材が確

保できるといったメリットへと転じる。③の課題に関しても、投資ファンドの資金供給に

より解決される。④の課題に関しては、しっかりとした制度の運用をしないと社会的な価

値に関心を示した株主が離れていくため、女性の再就職がおろそかになる状況を企業に回

避させることが出来る。 

 さらに、投資決定は投資ファンドに委ねられているため、企業の業績が一時的に落ちた

時にファンドが株式の売却をしてしまうとファンドの信頼が落ちてしまうため、新規の企

業と投資家が集まらない。よって投資ファンドによる企業の株式の中長期的保有が見込め

る。 

証券による直接的関係について、最終的に企業と個人投資家間で関係を築ければ、特定

株比率が高かった状態のような保守的な経営判断が改善される。すなわち、企業のコーポ

レートガバナンスのあり方を変革するきっかけになり、単純な企業規模の拡大以上の効果

が得られる。 

こうした政策は、企業に対してさらに以下のような新たな価値を生み出すものと考える。

それは、女性の活躍を拡大し、男性と女性のそれぞれの能力を発揮する場を提供すること

により、労働の多様性の中からイノベーションの種を生み出し、新たな企業価値を向上さ

せていくことである。こうした企業のイノベーションのあり方は、今日の日本経済におい

て、時代の要請に適ったものである。内閣府の「平成 27 年度年次経済財政報告」でも、

生産性を規定する最も根源的な要因はイノベーションであるとしたうえで、1990 年代初以

降からみられる生産性の伸び悩みの背景にはイノベーションの創出やその成果の活用の遅
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れといったイノベーション活動の停滞があると述べている。そうした観点でも、特定株比

率が高い状況で保守的な選択をする企業に対して我々の政策が実現すれば、企業が長期的

な視点を持って企業内からイノベーションを次々に生み出していく環境を整備することに

なると考える。 

そのような日本企業の変革により、女性が仕事を継続でき、多様性の中でシナジーが発

揮され、イノベーションを起こして付加価値を上げていく。その中で女性が活躍している

ことこそが、女性が輝く社会である。 
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おわりに 

 

本稿では、企業での再雇用制度の円滑な導入を促すことを目的として、再雇用制度と育

児休業制度との関係を明らかにした。さらに、再雇用制度の導入段階において、地域の保

育環境に与える影響を正確に考慮した上で、企業城下町にも着目して分析を行った。本稿

の分析の結果、再雇用制度の導入によって保育所在所児数の問題も解決できるとともに、

就業継続・再就職のニーズに応えられ、結果的に出生率の向上にもつながることが分かっ

た。その結果をもとに、再雇用制度における再雇用の不確実性やコスト問題を効率的に解

決できる政策を提言した。 

 しかし、より適切に状況を分析するためには更なるアプローチを検討する必要がある。

今回の分析ではデータ入手の都合上、再雇用制度導入からの保育所在所児数および出生率

の推移を短期間でしか分析できなかった。より長期間の分析を行うことで、再雇用制度が

もたらす効果をより精緻に考察することができたであろう。 

だが、再雇用制度は女性、企業、国などの様々な観点から判断しても導入されるべき制

度であり、再雇用制度によって享受できる便益を多角的に研究し幅広いニーズへの対応を

目指した本稿は、再雇用制度普及に向けて重要な布石になったのではないか。 
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別表１ ヒアリング結果のまとめ(導入企業版)26 

 

 

 

                                                   
26 他にも、鉄道業、メーカー業、電気機器業、建設業といった 4 社にヒアリングを行ったが、公表していない情報を開示したくないとのことで断られた。企業の抽出は第 1 節第 1 項

の企業レベルの分析により収集した企業と、第 2 項の地域レベルの分析により収集した企業から無作為に抽出した。一部企業に関してはメールにて対応した。なお、どの企業も通常

は復帰時に面接形式で採用を決定しており、在職時の態度や実績が評価の前提となっている。 

企業 A B C D E F

業種 非鉄金属 メーカー(食料品) 製造業（繊維製品） メーカー（食料品） パルプ・紙 金属製品

従業員数/女性従業員数 約4000人/約650人 約1800人/約280人 約4800人/約4000人 約8200人/約1700人 約3000人/約300人 約3500人/約1200人

導入時期 2009年 2001年 2009 2008 2014 2009

女性が退職する時に手続きする一覧の中に
含まれている

退職時に提案
退職後は女性からの要望だけでなく会社か

らも連絡をいれることも

デメリットよりもメリットがあるのでとくに挙げ
ることはない

育休よりも長い期間育児を希望している人
のための制度

育休は2年１ヶ月が最高なので、それ以上の
育児を希望している人のための制度

そもそも復職する気がないのに育休をとるだ
けとって辞めてしまう人がいる、それを再雇

用制度で抑制できれば望ましい
未回答未回答未回答保育所の確保など待機児童の問題

制度の支援というより保育所や学童保育に
おける待機児童問題を解消してほしい、やむ
を得ずの選択をする女性がかわいそう、もっ

たいない

実績あり 実績あり 登録者が多数存在し、復帰者はまだいない 登録者は多く、10名以上実際に採用した

対象期間を長く設けている 未回答

正社員女性のみ対象。問題のある辞め方で
なければとくに退職後何年とかいう規定はな

い
退職時と同じ条件で採用勤続3年以上、退職後10年以内が対象

女性の仕事と育児の両立環境における不満
の軽減

デメリットはまだ生じていない

家で子育てしたいという女性のニーズ、育休
だと短いと感じる女性のニーズ、それらに応
えることができるため、社員の選択の幅が広

がる

採用リスクが少ない、現役社員も抵抗が少な
い、働きぶりを評価できる、優秀な人材の活

用ができる

待機児童問題でやむを得ず退職した人を救
いたいという意向

従業員から２８歳くらいで退職をし、38歳くら
いの時に戻りたいとの要望があり、勤務態度
も良く、スキルもあったので会社も受け入れ

たことがきっかけで制度導入。

制度の運営支援として求めるものは

どういった点で育休との差別化をしているか

出産・育児でやむを得ず退職を選択した女
性の就労機会の確保、夫の転勤先に事業所

がない場合の支援、等をするため

出産・育児でやめてしまうのは会社としても
女性としてももったいない

ネットワーク・能力を活用したいから

出産・育児でやむをえず退職を選択した女
性に対して就労機会を提供するため

能力のある人材を確保するため

会社での経験がある女性を再雇用できる、
有能な女性を確保できる

両立支援ができる

退職中に様々な企業内変化があるため、女
性側に多少問題があるかもしれない

登録女性の選抜コスト

導入理由・目的

メリット

デメリット

未回答

運営方法

雇用条件

実績

企業：再復帰する女性は戦力になりやすい
女性：元々やっていた仕事なので、ハードル

が低い
女性の可能性を広げることが出来る

退職女性のほとんどが登録をしている、実績
あり

登録者多数、実績あり

勤続3年以上、退職後3年以内・夫の海外転
勤により退職は5年以内

就業内容がかわっていることがあるため、
100%の採用は保証できない

デメリットは今のところない

勤続3年以上、退職7年以内
勤続年数３年以上、退職後５年以内、５５歳
以下が対象で、出産・育児・介護の理由のみ

退職の都度アナウンスをしており、ハンドブッ
クも備えている

社内にデータベースあり、退職時にアナウン
ス

理由がある場合には必ず退職時にアナウン
スしている

社内HP・退職時に案内している
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別表２ ヒアリング結果のまとめ(非導入企業版)27  

 

                                                   

27 他にも、金融業、倉庫・運輸関連業、メーカーといった 3 社にもヒアリングを行ったが、公表していない情報を開示したくないとのことで断られた。企業の抽出は第 1 節第 1 項の

企業レベルの分析により収集した企業から、無作為に抽出した。一部企業に関してはメールにて対応した 

 

企業 G H I J

業種 メーカー（食品） 卸売業 建設業 小売業

従業員数/女性従業員数 約3000人/約650人 約400人/約70人 約2000人/約200人 約200人/約60人

今後政府が制度の推進をしたら、導入を検
討しますか

今後多様なニーズに対応するような制度だっ
たり、柔軟な制度を進めていく可能性はある

そもそもの女性が増えたら検討 はい（現在検討中） はい

導入しない理由 育休等をメインに整備しているから 育休があるし女性も少ないから
以前は制度を検討していたが女性のニーズ

があまりなかった
答えられない

育児休業などの就業継続支援策では捉えき
れないニーズはあると思うか

就業継続する女性に対して重きを置いている
ので離職者に対するものは把握できていな

い
どちらともいえない

最近個別の申し出に対応し、改めてニーズを
確認

可能性はある
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 総務省「住民基本台帳」 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html 

 総務省「市町村別決算状況調」 

http://www.soumu.go.jp/iken/kessan_jokyo_2.html  

 総務省統計局「統計で見る市町村のすがた」 

http://www.stat.go.jp/data/s-sugata/  
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