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１．課題設定～日本はどのような国を目指すのか？【ビジョン】 

 

 現在日本は少子高齢化という構造的な問題に対し、「希望を生み出す強い経

済」、「夢をつむぐ子育て支援」、「安心につながる社会保障」の「新・三本の

矢」の実現を目的とする「一億総活躍社会」の実現に向けて、政府を挙げて取り組

んでいる。少子化に伴う労働力人口の不足も叫ばれる中、女性活躍に向けての取り

組みも行われ、生産性を上げるために働き方改革も進められている。これらの取り

組みは個人が仕事で最大限の力を発揮し、子育てをする人間が不安なく働き続ける

ことを目指しており、近年では夫と妻のどちらも働いている、いわゆる共働き世帯

の増加はこの動きの延長線上にあると言える。また政府の取り組みとは別に、個人

の視点からも働く女性が活躍できる環境、ワークライフバランスを重視した働き方

は求められている。さらに働き方改革は人材不足に直面する企業の利益とも合致し

た取り組みとなっている。 

 

 一方で私たちは今の働き方改革の議論では注目されていないものの、就職活動

（以下、就活）を体験した、あるいは今後の就活を考える際に、いくつか働き方に

不安を覚えることがあった。以下は実際にチームのメンバーの就活体験からの声で

ある。 

 

 

 

転勤と昇給 

≪総合職として勤める先輩の話≫ 

「複数の地方で勤務をした後、昇給してからではないと都内で勤務することはで

きない。さらに、ライフイベントによって自身の昇格・昇進が危ぶまれる可能性

がある。たとえば、女性の場合、結婚や育休を取得する時期が今後の昇給に関わ

ってくるようである。 

 

エリア総合

職や一般職 

≪企業の社員の話≫ 

育休などの制度を優先して働きたいという場合、エリア総合職・一般職を選択す

ることは有効的なはずである。しかし、必ずしも自分が利用したい時にこれらの

制度を利用できるというわけではない。育休の取得や、配偶者の転居に伴い勤務

する地域を変更する制度を利用しようとしても、年次が若いと申請しにくい雰囲

気があるようである。 

 

 

 このように就活生の視点から見える事実も踏まえると、結婚をしたい、いつか家

族を持つかもしれないと考えたとき、やはり転勤を伴う総合職という選択を躊躇う

労働者も出てくる可能性は否定できない。コース別雇用管理制度の下では、総合職

には転勤や異動があるため、入社後にいつどこで何をする(when・where・what)のか

全くわからず、キャリアの不透明さが共に生活したいと考える共働きの夫婦への弊

害を及ぼしていると言える。また結婚後の生活を考え夫婦の片方が一般職を選択し
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た場合、when・whereはわかるが仕事内容(what)が制限されて自分の力を最大限に発

揮できないため、自己実現の最大化を阻害することになる。家庭を持つか否かに関

わらず、今後の人生でどのような事態が起こるか分からないことを鑑みると、キャ

リアが不透明である上に採用時にコースが限定されていることは全ての人の生活の

障害になりうると言える。 

 人生の中で仕事の時間は多くを占め、働き方は生き方に大きく関わる。理想の生

き方を実現するためには、理想の働き方を追求することは必然である。だが働き方

への個人の価値観や状況が多様化したにも関わらず、働き方の種類や採用方法、昇

進コースは限定されており、自分が望む働き方を選択できる社会が実現されている

とは到底言えない状況である。特に、現在の政策では共働きを支持しているもの

の、共働きの夫婦や家族の生活面への配慮が欠けている様に感じる。また選択肢が

限定されていることで個人の能力を最大限発揮することができず、企業内のみなら

ず日本全体に潜在している生産性を活かしきれていないのではないだろうか。私た

ちはここに危機感を抱いている。 

 

  

 我々はこれから「真の共働き」ができる社会を実現させたい。そのためには、夫

婦のそれぞれが「仕事をバリバリやって、プライベートも充実させることの出来る

社会」であることが必要である。「バリバリ仕事をする」ということは人によって

程度は様々であるが、「その時々の自分の力を最大限発揮できる状態」を指し、そ

のためには「多様な働き方の選択肢がいつでも開かれていること」が必要であると

我々は定義づけた。現状の共働きでは片方の転勤に付いていくことで夫婦のもう一

方がキャリアを中断したり、またどちらもバリバリ働く場合は共に暮らすことを諦

めなければならないケースが多い。結婚しても仕事の幅が狭まることなく夫婦が共

にいるという選択肢をとるために、環境の変化や自身のキャリアプランに合わせて

仕事のレベルも変えることができ、個々人が自分の力を最大限に発揮できる社会を

目指したい。 

 

 

では、「真の共働きができる社会」を実現するために現状では何が問題なのか、そ

して何が必要なのか。 
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２．現状分析～現状の延長線上にある日本の将来【現実】 

（１）日本の労働事情 

 

 少子高齢化により、日本の労働力人口は今後ますます減少していくと考えられて

いる（図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（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

果より作成 

 

 

そんな中、一億総活躍社会を目指し、老若男女問わず働き、人口減少分をなんとか

食い止めようと働き方改革をはじめとした取り組みがなされている。その結果、今

の日本では夫婦の両方が何らかの形で社会で働く、広義での共働き世帯が増加して

いることが分かる（図２）。 
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（出典）厚生労働省「厚生労働白書」、内閣府「男女共同参画白書」、総務省「労働力調査特別調

査」、総務省「労働力調査（詳細集計）」より作成 

 

 また働き方改革では他にも女性・若者の人材育成など活躍しやすい環境整備にも

取り組んでおり、女性の管理職割合の目標値の設定や、情報公開の徹底などを図っ

ている。  

 

 

（２）コース別雇用管理制度における転勤 

 女性の社会進出が着々と進む中で、「女性は男性に付いて行くもの」という考え

方は既に過去のものとなりつつあるのではないだろうか。前述の通り、共働き世帯

が年々増加している今の世の中では、転勤による不利益がこれまでよりも格段に大

きくなっていると言える。特に、総合職で働く能力も意欲もある女性が、一般職や

エリア総合職に流れているのも事実である。実際に、メンバーの友人の中には、す

でに新卒市場においても、転勤が比較的少なく、より透明で働き方が柔軟な外資系

企業や海外企業を選ぶ優秀な人材もいる。これが進むと、日本は生産性の向上も労

働人口の確保もさらに難しくなる。将来の日本をより良くし、競争力を向上させる

ためには、働き方改革によって企業の提示する条件と労働者のニーズを一致させる

ことが不可欠であるだろう。その点において、転勤の在り方を今一度考え直す必要

があると考える。 

なお、転勤のメリット・デメリットは以下の通りである。 
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 メリット デメリット 

労働者 ・昇格・昇進に繋がりやすい 

・経験が得られる 

 

 

・生活が破壊される 

・ライフプランが立てにくい 

・子供の環境に影響を与える（友人

関係、高校転校の壁など） 

企業 ・急な事業拡大に対応できる 

・不確実性に備えられる 

・人材のスキルアップ 

・業務のマンネリ化の防止 

・新規市場開拓がしやすくなる 

・人材資源配分の失敗の可能性 

・転勤手当の増大 

・労働者がミスマッチを理由に辞め

てしまう可能性 

 

 我々は転勤に対して問題意識を抱いているが、企業側も必要に迫られて転勤を要

求しており、不要な転勤があるわけではないことは重々承知している。またキャリ

アアップのために自ら転勤を望む労働者もいるだろう。しかし問題となるのは総合

職というコースで採用された労働者が、いつ転勤を命じられ、いつ戻ってくるのか

がわからないという不透明さである。この不透明さによって、転勤ありのコースを

選んだ労働者はライフプランを立てづらくなり、転勤を避ける選択をした労働者は

自身の能力を制限した働き方をすることになる。（図３）のグラフは「全国転勤型

の正社員（総合職）のうち、実際の転勤経験者の割合（男女別）」を示している。

これを見ると、総合職で契約上は転勤のリスクを負う女性のうち、実に半数は転勤

を経験していないことがわかる。男性の数値を見ても６割以上が転勤を経験してい

る割合は２３．６％である。つまりコース別雇用管理制度は、転勤を実際にしなく

てはならない人数の倍以上の人に転勤のリスクを負わせていることになる。転勤自

体に無駄はなくとも、転勤のリスクを負う人数や期間については削減の余地がある

のではないだろうか。 



8 

 
（出典）独立行政法人 労働政策研究・研修機構「企業における転勤の実態に関する調査」より作成 

 

 メンバーシップ型雇用のもとでは、新卒一括採用で大量に人材を獲得し、ＯＪＴ

や社内研修で教育を行い、職務に必要な知識と経験を積むことができる。この制度

の中では、勤務地や勤務内容が定められていないため、企業側の方針に基づき、企

業が自由に配置転換（転勤）が行うことができる。つまり、企業の成長と個人の能

力に合わせた配置転換がその都度行える。そのため日本ではこれまで労働者は無限

定な働き方をすることと引き換えに、企業のメンバーとして長期雇用の安定を得る

ことができた。その結果、生活の心配をすることなく職務に集中することができて

いた。また、入社後に１から手厚い指導を受けることができるため、入社までに働

く上で必要なスキルを身につける必要がない。企業に入社してからでも転勤を通

し、ジェネラリストとしての知識と経験を積むことができた。 

 しかし、いくつかの点で従来型の雇用慣行が成り立たなくなってきている。まず

女性の社会進出が進んだため、これまでのように出産や夫の転勤に合わせて妻が仕

事をやめることが、労働力を失いたくない企業、また働くことを望む個人にとって

も不利益となるようになった。またメンバーシップ型雇用における無限定の働き方

や企業が経験のない新卒労働者をコストをかけて教育することは、企業が定年まで

安定して存続し個人を雇用し続けることが前提となっていた。しかし今日ではグロ

ーバル化が進み企業間競争が激しくなる、技術革新のスピードがこれまで以上に早

くなっているなど、大企業でさえ５０年先に存続しているかを予測することが難し

くなってきた。そのため近年は労働者にとって転職や兼業がより身近になってい

る。企業側も労働市場の流動性をある程度考える必要が生まれた結果、中途人材の

https://bizhint.jp/keyword/13305
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価値も高まってきており、今では当たり前となってきた。これは、上記の従来型雇

用慣行を支える前提が変わってきていると言える。 

 

 

（３）労働市場の流動性 

 

 日本は労働市場の流動性1が低い。これはコース別雇用管理制度によって、就職で

はなく就社するという考えが定着しているからではないだろうか。事実、日本の従

業員の勤続年数は１０年以上など長い勤続年数の割合が多く目立つ（図４）。 

 
（出典）独立行政法人 労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較２０１７」より作成 

 

もちろん、前述のコース別雇用管理制度などを含め、かつて日本は安定的な労使関

係と終身雇用制度、年功賃金制度によって、高い生産性を誇ってきた。しかし近年

では、それらが労働者の潜在的な生産性を発揮する機会を阻害しているのではない

だろうか。かつて人口が増加し、一人あたりの生活水準や技術水準について他の先

                            
1 労働市場の流動性は、日本銀行「生産性の向上と経済成長」にならい、短期失業（失業期間１か月未

満）への流入者数と流出者数の合計を生産年齢人口で除して算出した。 
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進国を目標とした明確な方向性があった高度経済成長期には、従来の日本型雇用慣

行は企業内における人的資本の育成、技術継承、企業へのロイヤリティー醸成とい

う観点から効率的な制度として機能していただろう2。 

 しかし、高度経済成長期が終わり経済が習熟化するにつれ、日本企業は研究開発

の目指すべき方向性や目標とすべき技術水準について、他国をベンチマークするの

ではなく、自ら設定しなければならなくなった。さらに、人口減少に伴う国内市場

縮小という状況の中で、高度経済成長期に機能してきた労働慣行や労働制度が、逆

に生産性を抑制するようになってきた可能性がある。 

 ここで、労働市場のあり方が生産性に及ぼす影響について考える。労働市場の流

動性を高めると、生産性成長率と正の相関があるという研究がある。OECD各国にお

ける労働市場の流動性と生産性成長率の関係から、労働市場の流動性が高いほど、

生産性成長率が高いことが分かる(図５）。もちろんこのような環境では労働者自体

が流動的であるため、収益が悪化し生産性が低下した企業は廃業や倒産に追い込ま

れるなど、企業の経営状況によっては、失業者が増加することは否めない。しか

し、労働市場の流動性が十分に高い状態にあれば、失業者は次なる就職先として競

争に勝ち抜いた収益性の高い企業へ就職、あるいは起業することによって再び就業

者となり、国全体でみたマクロ的な生産性はむしろ上昇すると言われている3。 

 一方で、労働市場の流動性が低い場合、失業期間が長くなってしまうことで、人

的資本が損なわれたり、従業員の解雇をさけるために生産性の低い事業が継続され

たりすることによって、マクロレベルの生産性成長率が中長期的に停滞する可能性

がある。また、新規事業を始めるために従業員を増やす必要があっても、その事業

が失敗した際に、従業員の解雇ができず低生産性の事業から撤退できないリスクを

考慮し、企業が新規事業に対して慎重な戦略をとり、リスク回避的になる可能性も

考えられる。変化のスピードが早く不確実性が更に増し続けている昨今の状況で、

このような状態の日本国内の企業は果たしてリスクを取れる海外企業に対し優位性

を勝ち取れるだろうか。 

 生産性の向上は、少子高齢化、グローバル化、IT化などの環境変化の中で、日本

経済全体としての成長を確保するために必要であり、働き方改革の重要な目的の一

つである。生産性をあげることで、企業はリスクを取って事業拡大を行えるため

様々な分野で競争に勝てるようになり、その結果、国は国際競争力を取り戻し目標

を達成できる。労働者も転職や兼業などがしやすくなり理想の自己実現のための働

き方の選択肢が増えるため、労働市場の流動性を高めることは、三者にとって価値

のある政策だと言えるのではないだろうか。 

 

                            
2 日本の人事部『ジョブ型採用—従来の正社員は就｢職｣より就｢社｣ 若者の進路選択には多様化の兆

しも—』 
3  ただし、労働移動によって生産性水準の高い産業から低い産業に労働者が移動するような産業構

造の変化が起こっている場合、マクロレベルの平均的な生産性水準は低下する可能性が高い。 
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（出典）日本銀行「生産性の向上と経済成長」,OECD “OECD stats”より作成 

 

３．提  言～私たちの主張 【現実】と【ビジョン】のギャップを埋

めるために今から何をすべきか 

 

 我々の提言では先にも述べたように、夫婦のそれぞれが「仕事をバリバリやっ

て、プライベートも充実させることの出来る社会」の実現を目指す。現状分析か

ら、それを阻む現代社会の問題点は①転勤のリスクを必要以上に多くの人に負わせ

るコース別採用制度、②転職を困難にする流動性の低さにあることが分かった。こ

れらの解決のため、①働き方の選択肢の多様化、②キャリアプランの見通しや評価

基準の透明化、の２点において「見える化」する提言をし、個人がいつでもどこで

も自分の力を最大限発揮できる社会を作る。具体的には、転勤の有無を生みだす総

合職、一般職の区分をなくし現状の限定されたキャリアコースを多様化する。その

上で労働者の能力を視覚化できるようにし、労働者自身のスキルを一企業内ではな

く社会全体で統一することで、多様化したキャリアコースを労働者が自由に移動で

きるようにすることを目標とする。 

 これらが実現されると、転勤をせずとも仕事のコミットメントを高め昇進できる

という選択肢が生まれる。つまり、我々の求めていた「真の共働き」の実現に一歩

近づく。さらに、労働市場の流動性を高めることにより片方の転勤により勤務地を

変えなくてはならない場合も、新天地で同様の仕事に就くことが可能になる。つま

り、夫婦が仕事とお互いが共にいることのどちらも望める社会が実現されるのであ
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る。ここでは、（１）職種別採用制度への移行、（２）見える化・しかく化、

（３）キャリア転換の支援、の３つの提言について述べていく。 

 

 

（１）職種別採用制度への移行 

 

①新卒・中途の区分を無くした採用活動 

【趣旨】 

 採用方法については新卒・中途を問わず一律に「テスト→インタビュー→採用直

結型インターンシップ→オファー→採用」という流れを導入する。 

 

テスト：提言２で詳しく説明するが、自身の職能と職務に対するレベルを統一化し

たテストで図る。また、企業は求める人材をより具体的に募集することができ、労

働者側は個人の能力にあった仕事への申し込みが出来る。 

インタビュー：具体的な働き方の確認や応募者の経験や素質についての面接が行わ

れる。応募者は、職種のレベルや待遇等も経験や資格の度合いに応じて交渉し調整

を測ることができる。 

 

採用直結型のインターンシップ：各職種の専門分野における技能を測ったり、応募

者と企業がマッチングするかを確認するために行う。ただし、試験やそれまでの面

接等での結果に応じてインターンシップを行わない場合も企業側の判断次第ではあ

り得る。また、インターンシップにおいて、視覚化されたスキルやインタビューか

ら想定した能力から乖離があると感じた場合はその後のオファーの段階で給料や採

用レベルの変更も踏まえ、本採用の契約に向けた調整を行う可能性も考えられる。 

上記の流れをまとめたものが以下の（図６）である。 
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 【メリット】 

（１）職種別採用の下でキャリアを明確にした採用を行うことにより転勤をするか

しないかでは無く、職種で仕事を選ぶことができる。 

（２）転勤の選択を個人ができるようになる。 

（３）転勤を減らすことにより転勤をする職種へのサポートをこれまで以上に厚く

することも可能になる。 

（４）個人の意思に基づいたキャリア形成の見通しが立つことで、これまで転勤へ

の不安故に仕事を制限していた労働者（特に女性）が能力を発揮できるようにな

り、転勤による離職も減るため、社会全体の生産性の向上が見込める。 

 

 

②総合職・一般職の廃止および一般職業務を職種に分配  

【趣旨】  

 現状での「転勤あり、多様な職務のローテーション、昇進あり」の総合職、「転

勤なし、事務職、昇進には限界がある」一般職という区分での採用を廃止し、職種

ごとの募集に移行する。また、「一般職」の仕事は「総合職」の補助的な仕事が多

く、営業事務、一般事務、貿易事務などと多岐にわたるが、こうした事務職の仕事

を全て営業や企画などの職種に振り分ける。以下、仕事内容を（図７）に載せる。 
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図７ 職種別採用の仕組み  

 
 

【メリット】  

（１）職種別採用に移行することによって、現状で慣行となっていた望まない部署

間異動をなくす事ができる。 

（２）企業は、採用の際にどこの部署か、どの程度のレベルの人材を求めているの

か、転勤を含めどのような条件で採用するのか明確にして募集することになるた

め、現状課題となっている「いつ転勤があるのかわからない」という不透明感を無

くし、転勤により仕事を制限したキャリアコースを選ぶ人を減らすことに繋がる。

（３）更に、スキルや経験をもたない者（新卒・中途問わず）でも、等級グラデー

ションの一番初めのポストから採用されることで、各職種の初歩段階である事務作

業をしながら経験を積み、昇進・昇格のチャンスが期待できる。また、（２）で説

明するテストの受験や経験スキルの向上を図ることにより、徐々に専門性を高めて

いく事が期待できる。 

 

 

（２）見える化・資格化 

①「見える化・資格化」試験 

【概要】 

 同一労働同一賃金（同じ仕事をする労働者は同じ能力であるから、同じ賃金であ

る）の考えに基づき、労働者の能力と経験を資格化し、企業側から労働者の能力を

視覚化する試験を導入する。そして、企業は募集時に面接などの前段階において必

要な試験点数を提示する。 

 試験は、職能を測る試験（一般分野）と職務を測る試験（専門分野）の２種類を

導入する。一般分野では、現状のSPIなどの試験のように、言語・非言語・英語など

の試験を用いる。ただし、テストの点数を非公開にする制度を廃止し求職者がどの
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レベルに達成しているのかを理解するために点数を伝える。専門分野は、各職種か

らレベルに応じた試験を用意する。試験の大枠は以下の（図８）の通りである。 

 

   図８            職種共通資格試験 

 目的 職務＋職能を明確にし、役割を透明化。 

 実施回数 年間４回実施 

 満点 ２０００点 

 試験科目 

 一般分野 

（１０００点） 
言語・非言語・英語 

 専門分野 

（１０００点） 

人事・人材開発、経理・財務管理、営業・マーケティング、生産管

理、企業法務・総務、ロジスティクス、情報システム、経営戦略 

 性格検査 行動的側面、意欲的側面、情緒的側面、社会関係的側面 

 

【メリット】 

（１）必要な人材が必要なポストに必要な知識や経験を積み応募するようになるの

で企業の人材教育コストが減る。 

（２）労働者個人のスキルが向上し、企業全体の生産性向上を図る事ができる。

（３）労働者は、やりたい仕事のためにどれくらいの能力が必要か分かるので、キ

ャリアの見通しが立てられる。 

（４）自己実現のためにスキル向上意欲が湧く。学び直しの価値向上など副次的な

効果がある。 

（５）所属していた企業からの転勤に応じられない場合、その地域での転職活動の

指標となり、スムーズな移行を援助する。 

【補足】 

 専門分野の試験では、職種によってペーパー型テスト以外にも実技試験や研究内

容の評価などを行うため、職種間でのテスト方法に違いが生じる。 

 

②デジタルポートフォリオの導入 

【趣旨】 

試験と合わせてデジタルポートフォリオを導入をする。デジタルポートフォリオで

は、試験により「見える化」した職種共通資格試験および、大学での学び、課外活

動、経験などを利用者が登録できるような共通のフォーマットを提供する。 

【メリット】 

（１）求職者は自らの能力値や経験を統一したものにまとめることができる。 
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（２）採用活動が多様化する中、求職者の情報格差を解消することができる。 

（３）企業側は、スカウトという形でスキルや経験のある人材にダイレクトリクル

ーティングをすることが可能になる。 

（４）試験や経験など幅広い視点で求職者を見ることができる。 

（５）こうしたポートフォリオを従来型のエントリーシート等の代わりとするた

め、時期を問わずに採用活動が可能になる。 

【補足】 

 デジタルポートフォリオは２０１０年に事業仕分けで廃止と評価されたキャリア

マトリックスの①「スキルの共通言語、共通基準の提供」と②「情報収集機能」の

うち①の機能を特に持ち合わせる。キャリアマトリックスの廃止は当時のジョブ型

労働政策への著しい低評価が原因の一つだと指摘されている。しかし、提言１にお

ける職種別採用においてスキルの共通言語、共通基準の提供の重要性が高まると予

測し、共通のデジタルポートフォリオの導入を行う。 

 また、キャリアマトリックスの「情報収集機能」は、各民間企業に委託する形に

なる。キャリアマトリックスでは、訪問調査など費用がかるという問題があった。

しかし、職種別採用の導入および、ソーシャルリクルーティングの利用企業の増

加、例えば、Wantedly4の利用企業は２０１２年２月の１００社から２０１７年１月

の時点で２０,０００社増加している等の現状を踏まえると、今後こうしたサービス

の重要性が高まることが予想される。こうしたサービスと合わせてデジタルポート

フォリオの実施を目指す。 

 

 

（３）キャリアチェンジの支援 

  

 これまでは、転勤問題の解決のため、国と企業における職種別採用の実現を提言

してきた。しかし職種別採用による新しい問題が懸念される。キャリア形成の段階

で自ら選択した職種を変更したい場合、経験などの有無によりそれが難しくなる可

能性が想定されるのである。また、寿命が延びたことにより働く期間は今後延びて

いくだろう。それに伴い、学び直しのニーズも高まることが予想される。こうした

状況を踏まえ労働者が自分の望むタイミングでキャリア変更をしたり学び直しがで

きるような制度を提言をする。 

 

① 労働者が各個人のニーズに合わせて利用できる 

「キャリアチェンジのための短時間勤務制度」の導入 

【趣旨】 

                            
4 Wantedlyとは東京都港区IT関連企業および同社が提供する求人情報ウェブサイトである。 
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 現状、「短時間勤務制度」は、「改正育児・介護休業法」という法律によって定

められている場合と各企業が定める場合がある。特に「改正育児・介護休業法」の

下で認められる「短時間勤務制度」は、３歳に満たない子を育てていること、実質

６時間を超える所定労働時間で週３日以上の所定労働日の条件に合う者が利用でき

るシステムになっている。一方、副業・兼業や習い事など様々な理由により「短時

間勤務制度」を労働者が利用できるようにしている企業もある。この流れを受けて

提言３では、労働者が最低２ヶ月前までに申告すれば会社との相談のもと、勤務

日・勤務時間などを変更し、学び直しができるようにする。 

 

 

【メリット】 

（１）給与やキャリアの中断などのリスクを軽減し、自己の実現に向けて短時間勤

務制度を利用して学び直しができるようになる。現行制度では、給与が減ってしま

う、途中でキャリアが変わってしまうなど、学び直しへのハードルが高い。こうし

た現状に対して、「短時間勤務制度」により各個人が仕事を調整し働きながら学び

直しができる事を可能にする。 

（２）副業・兼業の増加に伴う働き方への対応ができる。職種変更における学び直

しの一環として、職種の兼業のニーズも高まる事が予期される。例えば、変更した

い職種へのマッチングやスキルアップを徐々に図るために、職種を兼務するように

なるなどが挙げられる。こうした中で、副業や兼業を認めている企業は依然として

少ない。２０１７年にリクルートキャリアが行った副業・兼業に関する調査では、

副業を認めている企業は２割にすぎなかった。現在、政府は副業・兼業推進のガイ

ドラインを作り、副業解禁の流れを進めている。そうした現状を踏まえ各労働者が

学び直しを含めた副業・兼業において二つの仕事の配分を可能にする。 

 

②同一企業内の異職種の兼業も可能にする。 

【趣旨】 

 職種別採用の下では、企業間のみならず、同一企業内でも職種を兼務する場合も

想定される。特に学び直しの例をあげると、Ａ社で営業職として働いていた人が企

画職に新しく就きたいと思った場合は、Ａ社で短時間勤務制度を用いて、営業職の

仕事量を減らし、空いた時間に資格の勉強をしたり大学に通ったり、Ａ社または他

企業において企画職の仕事を同時に行いスキルを磨いたり経験をする事も労働者の

選択肢の一つとして保障する。 

【メリット】 

（１）労働者は、新しい職種での経験やスキルを学びたい場合に、必ずしも他企業

で兼業をする必要がなくなる。 

（２）同一企業内での職種を兼務して自らが叶えたいキャリアの実現に向けて、学

び直しが可能になる。更に、企業側にとって労働者が行う職種の兼務は、労働者側

の単なる学び直しではなく企業の労働力にもなる。 
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【補足】 

 同一企業内の異職種の兼業は、学び直しの一つであり、他にも資格試験の勉強や

大学への進学などがあると考える。こうした様々な学びを「短時間勤務制度」によ

り保障し職種別採用への移行が引き起こすキャリア転換における弊害を解消する効

果的な手段として位置づける。 

 

 

４. 終わりに 

 

・この提言によって生まれる理想の世界 

 

 我々は、「仕事をバリバリやって、プライベートも充実させることの出来る社

会」を理想に掲げ、そこを出発点とし今回の政策提言を進めてきた。現状の働き方

改革では見落とされていた、我々が重要と感じる真の共働きの実現が、今回の政策

提言の軸である。 

 今回の提言では（１）職種別採用への移行促進で、現状で総合職としてまとめら

れていた仕事を分解し、ジョブローテーションによる転勤を減らし、その上で仕事

内容や転勤の有無を労働者側に見えるようにすることで、労働者にとってライフお

よびキャリアプランを設計しやすくなるようにした。また、（２）見える化・しか

く化により労働者が就職、転職を行う際に自分にどの程度力があるのか、企業が求

めている能力はどの程度であるのかの一律の基準を設けた。これにより労働者の横

の移動（企業間の移動）のインセンティブを上げ、また企業にとっても即戦力とな

る人材を採用する際に個人の能力をより見やすくすることで、労働市場の流動化を

促進させる。基準が視覚化されることで転職の際の不安が軽減し、パートナーの転

勤を含む何らかの事情で土地を離れなくてはいけなくなったとしても、キャリアを

中断させることなく仕事を続けることが出来るようになる。最後に、職種別採用へ

の移行により、途中で職種を変えたくなった人が不当な不利益を被ることがないよ

う、（３）キャリア転換の支援を補填策として導入した。これにより職種を変える

労働者が一定の収入を得ながら学び直しを行うことが出来、社会全体の生産性が上

がる働き方が可能になると考える。３つの提言は共通して仕事内容の見える化、労

働者自身の能力の見える化という、働く際の不透明感をなくし、自主的に仕事を含

めた人生設計が出来るようにすることを目的としている。現状で夫婦の両方がバリ

バリ働きたいと考える共働き世帯の負担をなくし、個人が能力を最大限に発揮でき

る社会を作ることで、日本全体の生産性の向上にも繋がるだろう。 

 本提言の課題として、職種別採用への移行により若者の失業率が見込まれるとい

う懸念があること、また大学の学部選択においても実学系の学部の方が重視されか
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ねないという２点が考えられる。ただし１点目に関しては、職種別採用をしている

フランスを例にとると、同国では失業率が高いものの日本のように新卒一括採用が

無く非正規雇用から働いて経験を重ねてから正規雇用に移るシステムが整ってい

る。このため、日本でも労働市場が高い流動性を持ち、年齢を問わず開かれた採用

がされており、かつ失業した人に学び直しを保障する社会システムがあれば、長期

的に見て深刻な問題にはならないと考える。事実、フランスの労働生産性はＯＥＣ

Ｄ加盟国３５ヶ国の中で９位となっており、２０位の我が国を大きく上回る5。２点

目に関しては逆に視覚化することで学部の勉強に関わらず採用時に評価される可能

性があること、また現状より早期のキャリア教育が発達していると考えると、仕事

に直結しない学問にも一定の需要は残ると考える。 

５. 引用・参考文献 

・平成26年度コース別雇用管理制度の実施・指導状況（確報版）http://www.mhlw.g

o.jp/file/04-Houdouhappyou-11902000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Koyoukintous

eisakuka/kakusoku2.pdf 

 

・転勤に関する個人web調査、独立行政法人 労働政策研究・研修機構http://www.ji

l.go.jp/kokunai/other/whitepaper/documents/20171215-tenkin.pdf 

・均等処遇と女性人材の活用 大内章子(関西学院大学准教授) 

 

・コース別雇用管理制度の実施・指導状況 厚生労働省 

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/cource_joukyou.pdf 

 

・女子学生の就職活動アンケート結果 DISCO 

http://www.disc.co.jp/column/?p=4928 

 

・解雇の金銭解決ルールはなぜ日本でも必要か「日本は解雇規制が厳しすぎる」という誤

解を解く 日経ビジネスonline  

http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/110879/053000684/ 

 

・コース別雇用管理の望ましいあり方 婦人局 

http://joseishugyo.mhlw.go.jp/history/data/15051.pdf 

 

・「日本独自の「転勤」制度のゆくえ」やつづかえり Yahoo!ニュース 2017/7/18 

https://news.yahoo.co.jp/byline/yatsuzukaeri/20170718-00073283/ 

 

                            
5 労働生産性の国際比較 2017年版 日本生産性本部 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11902000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Koyoukintouseisakuka/kakusoku2.pdf%EF%BC%9E
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http://www.jil.go.jp/kokunai/other/whitepaper/documents/20171215-tenkin.pdf
http://www.jil.go.jp/kokunai/other/whitepaper/documents/20171215-tenkin.pdf
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/cource_joukyou.pdf
http://www.disc.co.jp/column/?p=4928
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/110879/053000684/
http://joseishugyo.mhlw.go.jp/history/data/15051.pdf
https://news.yahoo.co.jp/byline/yatsuzukaeri/20170718-00073283/
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・「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」（厚生労働省雇用均等・児童家庭局 平

成29年3月30日） 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11903000-Koyoukintoujidoukateik

yoku-Shokugyoukateiryouritsuka/0000160191.pdf 

 

 

・「企業における転勤の実態に関する調査」 調査結果の概要 （平成29年1月11日 

独立行政法人 労働政策研究・研修機構 ） 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku

-Soumuka/0000149700.pdf 

 

・「転勤のゆくえ」（Works No.134）（リクルートワークス研究所 2016年2月） 

https://www.works-i.com/pdf/w134_1toku.pdf 

 

・「働き方改革の実現に向けて」（厚生労働省） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html 

 

・2-2 「配置転換」に関する具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性（厚生労働

省） 

http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/haichi/haiten.html 

 

・2015 Internships USA 米国大手グローバル企業のインターンシップ調査報告書 

https://www.works-i.com/pdf/20160104_internshipusa.pdf 

 

・「シン・働き方改革」〜個人が働き方を選択できる環境づくり〜第２期ジュニア

アカデメイア働き方改革グループ 

https://j-akademeia.jp/junior/pdf/3_report.pdf 

 

・インターンシップの推進に当たっての基本的考え方 経済産業省 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/intern/sanshou_kangaekata.pdf 

 

・生産性の向上と経済成長 日本銀行 

https://www.boj.or.jp/research/wps_rev/wps_2017/data/wp17j07.pdf 

 

・働き方実行計画 働き方実現会議 

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/pdf/20170328/01.pdf 

 

・日本は｢社会人の学び直し｣に冷たすぎる 東洋経済 ONLINE 

http://toyokeizai.net/articles/-/200389 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11903000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Shokugyoukateiryouritsuka/0000160191.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11903000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Shokugyoukateiryouritsuka/0000160191.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000149700.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000149700.pdf
https://www.works-i.com/pdf/w134_1toku.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/haichi/haiten.html
https://www.works-i.com/pdf/20160104_internshipusa.pdf
https://j-akademeia.jp/junior/pdf/3_report.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/intern/sanshou_kangaekata.pdf
https://www.boj.or.jp/research/wps_rev/wps_2017/data/wp17j07.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/pdf/20170328/01.pdf
http://toyokeizai.net/articles/-/200389
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・副業・兼業の推進に関するガイドライン 厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/file

/05-Shingikai-11909500-Koyoukankyoukintoukyoku-Soumuka/0000185385.pdf 

 

・雇用ミスマッチと法政策 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 

http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2012/09/pdf/026-033.pdf 

 

・コラム「キャリアマトリックス公開から２年」独立行政法人 労働政策研究・研修

機構 

http://www.jil.go.jp/column/bn/colum0105.html 
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