
第４節	 男女の働き方改革の推進

１ 男性の意識・行動改革

（長時間労働の是正）
長時間労働の抑制及び年次有給休暇の取得促
進
労働時間対策としては、単に労働時間の短
縮を図るだけではなく、労働時間、休日数及
び年次有給休暇を与える時季など労働時間等
に関する事項について、労働者の健康と生活
に配慮するとともに多様な働き方に対応した
ものへ改善することが重要である。また、近
年、週労働時間60時間以上の雇用者の割合
が依然高い水準で推移していること、過労死
等に係る労災認定件数が700件台で推移して
いること、年次有給休暇の取得率が約50％
程度の水準で推移していること、育児・介護
や自己啓発などの労働者の抱える事情の多様
化に一層の配慮が必要となることなどの課題
が生じている。これらを踏まえ、2014年９
月に厚生労働省に設置した「長時間労働削減
推進本部」の下、労働時間の削減や年次有給
休暇の取得促進等の働き方の見直しに向けた
企業への働きかけを行っている。また、都道
府県労働局においても、「働き方改革推進本
部」を設置し、企業経営者への働きかけや地
域における働き方の見直しに向けた機運の醸
成に取り組んでいる。
加えて、2017年３月には「働き方改革実現
会議」において「働き方改革実行計画」が決
定され、同計画では、「長時間労働は、健康
の確保だけでなく、仕事と家庭生活の両立を
困難にし、少子化の原因や、女性のキャリア
形成を阻む原因、男性の家庭参加を阻む原因
になっている。」として、長時間労働の是正
が柱の一つとされた。2018年６月には、同計
画を踏まえた「働き方改革を推進するための
関係法律の整備に関する法律」（平成30年法

律第71号）が成立し、「労働基準法」（昭和22
年法律第49号）が改正され、「罰則付きの時
間外労働の上限規制」や、子育て等の事情を
抱える働き手のニーズに対応した「フレック
スタイム制の見直し」、「年５日の年次有給休
暇の確実な取得」などの内容が規定された。
2019年４月１日から適用された改正後の

「労働時間等見直しガイドライン（労働時間
等設定改善指針）」の内容をまとめたリーフ
レットによる周知等を通じて、労働時間等の
設定の改善に向けた労使の自主的な取組を促
進することにより、仕事と生活の調和を推進
している。

労働時間等の設定の改善に取り組む中小企業
に対する支援・助成
「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ
ンス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進の
ための行動指針」を踏まえ、長時間労働の抑
制、年次有給休暇の取得促進など、企業にお
ける取組の促進を図っている。具体的には、
〈１〉所定外労働時間の削減や年次有給休暇
の取得促進、勤務間インターバル制度の導入
などに積極的に取り組み、成果をあげた中小
企業等に対する「時間外労働等改善助成金」
の支給、〈２〉都道府県労働局雇用環境・均
等部（室）による助言・指導等を行っている。

（人事評価制度の見直しなど経営
者・管理職の意識改革）
企業経営者等の意識変革
企業において仕事と生活の調和を推進する

ためには、経営者及び管理職の意識改革と行
動が不可欠である。そのため、経済団体との
共催により、経営者及び管理職を対象にセミ
ナーを開催し、ワーク・ライフ・バランスの取
組の重要性を啓発するとともに、具体的な取組
を進めるためのノウハウや好事例を周知した。
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また、個人の生活状況の変化によって、働
き方への意識や家族等との関わり方、生活全
体の満足度等がどのように変化するのかを調
査し、今後の両立支援等の取組の検討材料と
するため、調査研究を実施した。

「男性の育児参画」や「イクボス」を尊重す
る企業文化の醸成
男性が育児をより積極的に楽しみ、かつ、
育児休業を取得しやすい社会の実現を目指す
「イクメンプロジェクト」の一環として、男
性の仕事と育児の両立を積極的に促進する企
業を表彰する「イクメン企業アワード」を実
施し、ロールモデルとして普及させること
で、職場環境の整備を促進している。
また、部下の仕事と育児の両立を支援し、
かつ、業務効率を上げるなどの工夫をしてい
る上司「イクボス」を表彰する「イクボスア
ワード」を実施するなど、人事労務管理や業
務改善の好事例の普及を進めている。
さらに、子が出生して８週間以内に男性が
育児のための休みを取ることを勧奨し、男性
の育児参画を促すため、男性の育児休業取得
に向けた様々な情報を更新したハンドブック
の配布や、企業・労働者向け動画の公開を
行っている。

（配偶者の出産直後からの男性の休
暇取得の促進）
男性の育児休業の取得促進
仕事と家庭の両立については、男女を問わ
ず推進していくことが求められる。父親が子
育ての喜びを実感し、子育ての責任を認識し
ながら、積極的に子育てに関わるよう促して
いくことが一層求められている。現在のとこ
ろ、男性が子育てや家事に十分に関わってい
ないことが、女性の継続就業を困難にし、少
子化の一因ともなっていると考えられる。実
際、男性の育児休業取得率については、「少
子化社会対策大綱」（2020年5月29日閣議決
定）において、2025年には30％にすること

を目標としているが、6.16％（2018年）にと
どまっている。「育児休業、介護休業等育児
又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法
律」（平成３年法律第76号。以下「育児・介
護休業法」という。）においては、男性労働
者の育児休業取得を促進するため、〈１〉父
母がともに育児休業を取得する等の要件を満
たす場合、育児休業取得可能期間が延長され
る制度（「パパ・ママ育休プラス」）や、〈２〉
出産後８週間以内に育児休業を取得・終了し
た場合、再取得を可能とする制度を設けてお
り、制度の周知を図っている。また、男性の
育児休業や育児目的休暇の取得に向けた職場
風土づくりに取り組み、育児休業等の取得者
が生じた事業主に対し支給する「両立支援等
助成金（出生時両立支援コース）」により、
男性の育児休業等の取得促進に取り組む事業
主を支援している。

出産直後からの休暇取得を始めとする男性の
子育て目的の休暇の取得促進
「次世代育成支援対策推進法」（平成15年法
律第120号）に基づき定められた行動計画策
定指針においては、男性の子育て目的の休暇
の取得促進を図るため、子供が生まれる際や
子育てを行う際取得することができる企業独
自の休暇制度の創設、子供が生まれる際や子
育てを行う際の時間単位付与制度の活用も含
めた年次有給休暇や、配偶者の産後８週間以
内の期間における育児休業の取得促進を図る
等、雇用環境の整備に関する事項を行動計画
の内容に盛り込むことが望ましいとしている。
「少子化社会対策大綱」（2020年5月29日閣
議決定）においては、配偶者の出産後２か月
以内に半日又は１日以上の休みを取得した男
性の割合を2025年には80％にすることを目
標として、男性が「子供が生まれる日」、「子
供を自宅に迎える日」、「出生届を出す日」な
どに休暇を取得することを促進する「さん
きゅうパパプロジェクト」を推進している。
（第2-1-13図）
具体的には、晩産化や共働き夫婦の増加な
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どによるライフスタイルの変化とともに、出
産や子育てが多様化しつつある中で、妊娠・
出産・子育てに際して、男性ができることを
考えるきっかけとなるよう「ハンドブック
『さんきゅうパパ準備BOOK』」を作成し、
各種イベント等において地方公共団体、企
業・団体、子育て中の父親・母親等に対して
配布すること等により理解の促進を図ってい
る１。
2019年度に実施した男性の子育て目的の
休暇取得に関する調査研究によると、配偶者
の出産後２か月以内に半日又は１日以上の休
みを取得した男性の割合は58.7％となってい
る。この結果を踏まえ、今後、より積極的に
「さんきゅうパパプロジェクト」について周
知することとし、2019年度は「子育て応援
コンソーシアム」（第５回）における「さん

きゅうパパ広報大使」任命や動画作成といっ
た全国的なキャンペーンを行った。
また、国家公務員の男性職員の育児休業の
取得については、「第４次男女共同参画基本
計画」（2015年12月25日閣議決定）における
政府全体の目標（13％）の確実な達成に向け
て、男性職員や管理職員等の意識啓発を強化
するとともに、「男の産休」（配偶者出産休暇
及び育児参加のための休暇）についても、全
ての男性職員が両休暇合計５日以上取得する
ことを目指し、幹部職員自らが取得を促すな
ど積極的に関与することにより、一層強力に
取得促進を図ることとしている。
さらに、2020年度から、子供が生まれた
すべての男性職員が１か月以上を目途に育児
に伴う休暇・休業を取得できることを目指す
こととし、取得促進のためのさらなる取組を

	第2-1-13図	 さんきゅうパパプロジェクト

※「さんきゅうパパ」は産後に休みを取り、
家事・育児を⾏うパパのことをいい、

「さんきゅう」は「産休」と「Thank You」
を⽰しています。 改訂２版となった「さんきゅうパパ準備BOOK」

※「さんきゅうパパ」は産後に休みを取り、
家事・育児を⾏うパパのことをいい、

「さんきゅう」は「産休」と「Thank You」
を⽰しています。 改訂２版となった「さんきゅうパパ準備BOOK」改訂２版となった「さんきゅうパパ準備BOOK」

資料：内閣府資料

１　https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/sankyu_papa.html
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進めている。

父親の育児に関する意識改革、啓発普及
男性が育児をより積極的に楽しみ、かつ、
育児休業を取得しやすい社会の実現を目指す
「イクメンプロジェクト」の一環として、参
加型の公式サイト１の運営や男性の育児休業
取得に関する情報を記載したハンドブックの
配布等により「イクメン」を広めている。さ
らに、「イクメン企業アワード」「イクボスア
ワード」の表彰、企業・労働者向け動画の公
開を行うことで、企業において男性の仕事と
育児の両立支援の取組が進むよう、好事例の
普及を図っている。

男性の家事・育児の促進
2019年６月「女性活躍加速のための重点
方針2019」（すべての女性が輝く社会づくり
本部決定）が取りまとめられ、前年の重点方
針2018に引き続き、男性の暮らし方・意識
の変革として、男性の家事・育児等への参画
についての国民全体の機運の醸成を行うこと
とされた。これを踏まえ、2019年度も引き
続き、子育て世代の男性の家事・育児等の中
で、料理への参画促進を目的とした「“おと
う飯”始めよう」キャンペーンを実施した。
このキャンペーンでは、簡単で手間を掛け
ず、多少見た目が悪くても美味しい料理を
“おとう飯”と称し、イベントの開催及び関
連した地方自治体イベントへの支援や、全国
各地の特産品や伝統料理をテーマとした、全
国のおとう飯レシピの公開、男性の料理参加
を促す語録を発信するなど、男性の料理参加
を促進する取組を行っている。
学校教育においては、男女相互の理解と協
力、男女が社会の対等な構成員であること、
男女が協力して、家族の一員としての役割を
果たし家庭を築くことの重要性などについ
て、中学校の特別活動や高等学校の公民科、
家庭科など関係する教科等を中心に学校教育

全体を通じて指導が行われている。
また、家庭や地域における取組としては、
夫婦が協力して家事・育児を実施する大切さ
について保護者が理解を深められるよう、文
部科学省では、地域の多様な人材を活用した
家庭教育支援チーム等が地域の実情に応じて
行う家庭教育支援に関する取組（父親を対象
とした公開講座や企業等へ出向いて行う講座
の実施などを含む）を推進するため、当該取
組に対する補助事業（地域における家庭教育
支援基盤構築事業）等を実施している。

２ ワーク・ライフ・バランス、
女性の活躍

（ワーク・ライフ・バランスに向け
た環境整備）
「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ
ンス）憲章」等に基づく取組の推進
経済界、労働界、地方公共団体の代表者、
有識者、関係閣僚により構成される「仕事と
生活の調和推進官民トップ会議」の下に開催
された「仕事と生活の調和連携推進・評価部
会」では、関係者間の連携を図るとともに、
「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ
ンス）憲章」・「仕事と生活の調和推進のため
の行動指針」（以下「行動指針」という。）に
基づく仕事と生活の調和の推進に向けた取組
状況の点検・評価を行っている。また、2009
年からは、取組の更なる展開を図るとともに
国民一人一人の仕事と生活の調和に対する理
解を深めるため、「仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）レポート」を年１回
取りまとめている。同レポートでは、行動指
針において設定されている数値目標の目標年
である2020年に向けて、長時間労働の抑制、
女性の継続就業の促進、男性の育児・家事参
画の促進等について定点観測し、今後の展開
を含めて紹介するとともに今後に向けた課題

１　https://ikumen-project.mhlw.go.jp/
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を洗い出し、重点的に取り組むべき事項を提
示している。
さらに、仕事と生活の調和について社会全
体での取組を推進するため、「カエル！ジャ
パン（Change！JPN）」をキーワードに、国
民参加型のキャンペーンを展開しており、毎
月「『カエル！ジャパン』通信」を配信する
とともに、「仕事と生活の調和」推進サイト１

において情報提供を行っている。

両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備
育児を行う労働者が働き続けやすい雇用環
境の整備を行う事業主等を支援するため、
「両立支援等助成金」の支給を行っている。
2019年度における仕事と育児の両立支援関
係の助成金の内容は下記のとおりである。
○出生時両立支援コース
�男性の育児休業や育児目的休暇の取得に向
けた職場風土づくりに取り組み、子の出生
後８週間以内に開始する育児休業等を男性
労働者が取得したとき
○育児休業等支援コース
・育休取得時、職場復帰時
�「育休復帰支援プラン」を策定・導入し、
プランに沿って対象労働者の円滑な育児休
業の取得、職場復帰に取り組んだとき
・代替要員確保時
�育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、
育児休業取得者を原職等に復帰させたとき
・職場復帰後支援
�育児休業からの復帰後、仕事と育児の両立
が特に困難な時期にある労働者のため、法
を上回る子の看護休暇制度や保育サービス
費用補助制度を導入し、一定以上利用させ
たとき
○再雇用者評価処遇コース
�妊娠、出産、育児、介護又は配偶者の転勤
等を理由として退職した者が、就業が可能
になったときに復職できる再雇用制度を導
入し、希望する者を採用したとき

○事業所内保育施設コース
�労働者のための事業所内保育施設を設置・
運営等したとき
※�2016年度からは、「企業主導型保育事業」
の開始に伴い、新規受付を停止

育児休業や短時間勤務等の両立支援制度の定
着
育児・介護期は特に仕事と家庭の両立が困
難であることから、労働者の継続就業を図る
ため、仕事と家庭の両立支援策を重点的に推
進する必要がある。
このため、男女ともに子育て等をしながら
働き続けることができる環境を整備することを
目的として、育児・介護休業法において、育
児休業や短時間勤務制度、所定外労働の制限
等の制度が設けられており、政府広報等を活
用した各種媒体により周知徹底を図っている。
また、都道府県労働局雇用環境・均等部

（室）では、計画的に事業所を訪問し、就業
規則等で必要な制度が設けられているかを確
認するなど、同法に規定されている制度の履
行確保に向けた行政指導を実施している。
育児休業を取得した労働者の雇用の継続を
目的として、雇用保険を財源に、育児休業開
始から180日までは休業開始前賃金の67％、
それ以降は休業開始前賃金の50％を「育児
休業給付金」（給付金は非課税）として支給
している。
そして、社会保険の加入者は、育児休業を
している期間について、事業主が申出をした
ときに、健康保険及び厚生年金保険の保険料
の免除を受けることができる。

育児休業の取得等を理由とする不利益取扱い
の防止
妊娠、出産、育児休業・介護休業の取得等
を理由とする不利益取扱いは、「雇用の分野
における男女の均等な機会及び待遇の確保等
に関する法律」（昭和47年法律第113号。以

１　http://wwwa.cao.go.jp/wlb/
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下「男女雇用機会均等法」という。）及び育
児・介護休業法により禁止されている。
また、妊娠、出産、育児休業等をしながら
継続就業しようとする労働者の就業環境を整
備するため、上司・同僚による職場における
妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメン
トの防止措置を講じることが、事業主に対し
義務付けられている。都道府県労働局におけ
る説明会やハラスメント対応特別相談窓口の
設置等により、妊娠、出産、育児休業等に関
するハラスメント防止対策の推進を行った。
妊娠、出産、育児休業等の不利益取扱いや
ハラスメント防止対策に関する相談に当たっ
ては、労働者の立場に配慮しつつ迅速・丁寧
に対応するとともに、法違反が疑われる事案
を把握した場合には、事業主に対する報告徴
収を実施し、法違反については積極的な行政
指導を行っている。また、相談者のニーズに
応じ、都道府県労働局長による紛争解決援助
及び調停を実施し、円滑かつ迅速な紛争の解
決を図っている。

育児休業からの円滑な復帰の支援
少子化による生産年齢人口の減少が更に進
む状況下においては、子育て期の労働者が働
き続けながら育児を行えるような職場環境を
整備していくことが重要であるが、約５割の
女性が出産前後に退職する現状においては、
働き続けることを希望する労働者が子育て等
に専念するために休業した後、職場復帰でき
るようにするため、特に人手不足である中小
企業で働く労働者に対するきめ細かな支援を
進めていくことが必要である。
このため、中小企業における労働者の育児
休業取得及び円滑な職場復帰による継続就労
を支援するため、「育休復帰支援プラン」の普
及促進を図るとともに、個々の事業主の状況
に応じたプランの策定支援を行う「育児プラ
ンナー」による支援を行っている。また、中小
企業において育児休業取得者の「育休復帰支

援プラン」を策定・導入し、同プランに沿っ
て当該労働者の円滑な育児休業の取得・職場
復帰に取り組んだ場合に助成金を支給してい
る。これらの総合的な支援を行うことで、中
小企業における労働者の育児休業取得及び円
滑な職場復帰による継続就労を支援している。

ライフスタイルに応じた多様な働き方の選択
肢の確保
少子高齢化、大幅な労働力人口減少の中
で、貴重な労働力を確保し、労働生産性を高
め、経済の成長を持続させるためには、ライ
フスタイルに応じた多様な働き方の選択肢を
確保するとともに、働き・貢献に見合った公
正な待遇を実現することが重要である。
職務、勤務地、労働時間を限定した「多様
な正社員」の普及を図るため、シンポジウム
を開催し、雇用管理上の留意事項や企業の取
組事例について周知を行っている。また、
「多様な正社員」の一類型であり、所定労働
時間が短いながら正社員として適正な評価と
公正な待遇が図られた働き方である「短時間
正社員制度」について、その導入・定着を促
進するため、制度導入・運用支援マニュアル
の作成・配布のほか、パート・有期労働ポー
タルサイト１に掲載し、短時間正社員制度の
概要や取組事例等についての情報提供等の周
知・啓発を行っている。

テレワークの推進
ICTを利用し、時間や場所を有効に活用で
きる柔軟な働き方であるテレワークは、特に
育児や介護、障害等の個々の事情を抱える人
にとって仕事と生活の調和の実現に有効な働
き方として、社会的な期待や関心も大きいも
のとなっている。
関係府省では、テレワークが様々な働き方
を希望する人の就業機会の創出及び地域の活
性化等に資するものとして、テレワークの一
層の普及拡大に向けた環境整備、普及啓発等

１　https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/
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を連携して推進している。2017年より、2020
年東京オリンピック競技大会の開会式が予定
されていた７月24日を「テレワーク・デイ」
として、企業等が一斉にテレワークを実施す
ることを呼び掛け、テレワークの国民運動化
に取り組んでいる１。2018年には７月23日か
ら27日の期間を「テレワーク・デイズ」と定
め、2019年には更に規模を拡大して７月22
日から９月６日までの期間を設定して、テレ
ワーク実施の呼び掛けを強化したところ、
2019年「テレワーク・デイズ」には、2,887
団体、約68万人が参加した。（第2-1-14図）
また、総務省、厚生労働省、経済産業省、
国土交通省のテレワーク関係４省は、2005
年に設立した産学官からなる「テレワーク推
進フォーラム」において、テレワークの円滑
な導入や効率的な運用に資する普及活動を展

開しているほか、2016年からはテレワーク
関係府省連絡会議を開催し連携を強めてい
る。「テレワーク推進フォーラム」では、11
月を「テレワーク月間」と定め、当該期間に
おいて、テレワークの普及促進に向けた広報
等を集中的に実施しており、2019年の同月
間においても、周知ポスターやチラシによる
PRのほか、テレワーク関連イベントの開催
等を行った。
このような中で、政府が自ら率先してテレ
ワークを導入する観点から、国家公務員につ
いては、2020年度までに、必要な者が必要な
時にテレワーク勤務を本格的に活用でき、リ
モートアクセス機能の全府省での導入を実現
するため、計画的な環境整備を行うこととし
ている。本目標に基づき、23府省庁等全てが
テレワークの実施規程を整備した上で、制度

１　2020年3月30日に、東京オリンピック競技大会の開会式は2021年7月23日に開催されることが決定した。

	第2-1-14図	「テレワーク・デイズ」概要

テレワーク・デイズ 概要
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技⼤会では、国内外から観光客等が集まり、
交通混雑が予想される。テレワークは混雑回避にも寄与。
※ ロンドン⼤会では、企業の約8割がテレワークや休暇取得などの対応を⾏い、市内の混雑を解消

2017年から、2020年東京オリンピック開会式が予定されていた7⽉24⽇を「テレワーク・
デイ」と設定、企業等による全国⼀⻫のテレワーク実施を呼びかけ。
① ⼤会期間中のテレワーク活⽤により、交通混雑を緩和

【2020年⼤会時⾒通し】 鉄道︓観客利⽤と道路からの転換により、利⽤者が約1割増加
【TDMの⽬標】 鉄道︓現在と同程度のサービスレベルを⽬指す

② 企業等がテレワークに取り組む機会を創出
全国的に「テレワーク」という働き⽅が定着

東京オリンピック・パラリンピック競技⼤会をきっかけに、⽇本社会に働き⽅改⾰の定着を︕＜Legacy＞

＜期待効果＞

＜テレワーク・デイ＞

＜背景＞

北海道から沖縄まで、情報
通信のほか、製造、保険など
幅広い業種の企業、⾃治体
等が参加。

約950団体、6.3万⼈

第1回 7/24

第2回 7/24＋1⽇以上
（23⽇〜27⽇の間）

【参加数】 1682団体、30.2万⼈

[主 催] 総務省、厚⽣労働省、経済産業省、
国⼟交通省、 内閣官房、内閣府

[共 催] 東京都、⼀般社団法⼈⽇本経済団体連合会、
⽇本商⼯会議所、東京商⼯会議所、
⼀般社団法⼈⽇本テレワーク協会

TDM・・・Transportation Demand Management

テレワーク・デイズ2019
●7/22〜9/6の間で5⽇以上実施を呼びかけ
●2887団体、約68万⼈が参加

資料：総務省資料
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面・システム面双方での更なる環境の充実に
努めている。その結果、2018年度の国家公務
員のテレワーク実績（本省分）は、実施者数
が9,868人となり、対前年度比で約1.5倍、
2014年度から約18倍に増加しており、職員
総数に占める実施割合は18.3％となっている。
企業等に雇用される労働者が行ういわゆる

雇用型テレワークについては、長時間労働を招
かないよう、労働時間管理の仕方を整理する
等の観点から、2018年２月に改定した「情報
通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導
入及び実施のためのガイドライン」について、
各種セミナー等を通じて周知を図っている。
そのほか、テレワーク導入支援を目的とし
た民間企業に対するテレワークの導入・運営
に係る専門家派遣、テレワークによる働き方
の実態やテレワーク人口の定量的な把握等を
行った。また、テレワーク相談センターでの
相談対応、国家戦略特別区域制度を活用し、
東京都と連携して設置した「東京テレワーク
推進センター」による導入支援、事業主を対
象としたセミナー等の開催、テレワーク普及
拡大の担い手育成のためのテキストブックの
作成及び講習会開催、テレワークに先駆的に
取り組む企業等に対する表彰の実施、テレ
ワーク導入経費に係る支援等により、適正な
労務管理下における良質な雇用型テレワーク
の普及を図った。
請負等により自宅等で働くいわゆる自営型
テレワークについては、クラウドソーシング
の普及に伴うトラブルなどの実態を把握した
上で2018年２月に改定した「自営型テレワー
クの適正な実施のためのガイドライン」の周
知セミナーの開催など、周知徹底を図ってい
る。併せて、自営型テレワークに関する総合
支援サイト「ホームワーカーズウェブ」にお
いて、自営型テレワーカーや発注者等に対
し、有益な情報を提供している。

国の率先的取組
国家公務員については、2014年10月、全
府省の事務次官級で構成する「女性職員活
躍・ワークライフバランス推進協議会」にお
いて、「働き方改革」、「育児・介護等と両立
して活躍できるための改革」及び「女性の活
躍推進のための改革」という３つの改革を柱
とした「国家公務員の女性活躍とワークライ
フバランス推進のための取組指針」を決定し
た。府省は、同指針を踏まえ、2020年度末
までを視野に入れた取組等を盛り込んだ取組
計画を策定し、これに基づいて総合的かつ計
画的な取組を進めている。

（女性の活躍の推進）
女性の職業生活における活躍の推進
労働者が性別により差別されることなく、
また、働く女性がその能力を十分に発揮でき
る雇用環境を整備するため、男女雇用機会均
等法に沿った男女均等取扱いがされるよう周
知徹底、指導を行うとともに、事業主と労働
者の間に紛争が生じた場合には円滑かつ迅速
な解決が図られるよう援助を行っている。
さらに、働きたいという希望を持つ全ての
女性の活躍を推進するため、「女性の職業生
活における活躍の推進に関する法律」（平成
27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」
という。）は、国・地方公共団体及び常時雇
用する労働者数が301人以上の民間事業主に
対し、女性の採用・登用などの状況を自ら把
握し、課題分析した上で、数値目標を含む行
動計画を策定・公表することや、女性の活躍
状況に関する情報を公表することを義務付け
ている（300人以下の中小企業の事業主は努
力義務）。加えて、事業主が公表した女性の
採用割合や管理職割合、超過勤務の状況等は
政府のウェブサイト１において一覧化し、広

１　特定事業主（国及び地方公共団体）：「女性活躍推進法『見える化』サイト」（内閣府）
　　http://www.gender.go.jp/policy/suishin_law/index.html
　　民間事業主：「女性の活躍推進企業データベース」（厚生労働省）
　　https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
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く情報提供している。
更なる推進のため、女性活躍推進法附則に
基づく施行後３年の見直しを実施し、「一般
事業主行動計画」の策定義務や情報公表義務
の対象を、常時雇用する労働者数が101人以
上の事業主に拡大すること等を内容とする
「女性の職業生活における活躍の推進に関す
る法律等の一部を改正する法律」（令和元年
法律第24号。以下「改正女性活躍推進法」
という。）が2019年通常国会（第198回国会）
にて成立した（2020年６月１日施行、対象
企業拡大については2022年４月１日施行）。
また、女性活躍推進法に基づき、地方公共
団体は各地域の特性を踏まえた主体的な取組
を推進するため、地域の女性の職業生活にお
ける活躍についての推進計画を策定するよう
努めるものとされており、推進計画に基づく
取組について、「地域女性活躍推進交付金」
等により支援を行っている。
民間事業主に対しては、女性活躍推進法に
定める、自社の女性活躍の状況把握、課題分
析、行動計画策定等について、中小企業にお
ける法に基づく取組を支援することを目的と
した「中小企業のための女性活躍推進事業」
を実施するとともに、行動計画に定めた目標
を達成した事業主に対する「両立支援等助成
金（女性活躍加速化コース）」の支給や、企
業の女性の活躍状況に関する情報や行動計画

を公表できる場として提供している「女性の
活躍推進企業データベース」について、学生
や女性求職者の利便性を高めるため、スマー
トフォン版の対応や、検索機能の充実を図っ
た。
さらに、「一般事業主行動計画」の策定・
届出が義務付けられている常時雇用する労働
者数が301人以上の大企業の届出率は、2020
年3月末日時点で99.0％となっている。また、
女性活躍の状況が優良な企業に対して行う
「えるぼし」認定については、同じく2020年
3月末日時点で1,056社となっており、改正
女性活躍推進法では、更に基準の高い「プラ
チナえるぼし」認定が創設された（2020年
６月１日施行）。
今後、策定された行動計画に沿って適切に
取組が行われるよう助言等を実施することで
法の実効性確保を図るとともに、より多くの
企業が「えるぼし」認定、「プラチナえるぼ
し」認定に向けて取組を進めるよう周知・啓
発を図るほか、行動計画の策定・届出が努力
義務となっている中小企業に対しても、行動
計画策定の支援等を行っていくこととしてい
る。（第2-1-15図、第2-1-16図）

ロールモデルの提示
起業、特定非営利活動法人での活動、地域
活動等にチャレンジすることで輝いている女

	第2-1-15図	 女性活躍推進法に基づく認定マーク「えるぼし」

資料：厚生労働省資料
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性個人、女性団体、グループ及びそのような
チャレンジを支援する団体、グループを顕彰
する「女性のチャレンジ賞」（内閣府特命担
当大臣（男女共同参画）表彰）を実施した。

継続就業の支援
希望する女性が妊娠・出産後も継続して就
業できるよう、育児・介護休業法に基づく仕
事と子育ての両立支援制度が企業に定着する
よう指導を行うとともに、育児休業からの円
滑な職場復帰ができるよう支援を行ってい
る。
また、「第４次男女共同参画基本計画」

（2015年12月25日閣議決定）に基づき、一
人で育児と介護の負担を同時に担う、いわゆ
る「ダブルケア」問題について調査を行っ
た。その結果、未就学児の育児を担う者が約
1,000万人いる中で、育児と介護を同時に担
う者は約25万人（男性約８万５千人、女性
約16万８千人）と推計される。

子育て女性等の再就職支援
全国202か所（2020年３月31日現在）の
マザーズハローワーク・マザーズコーナーに
おいて、子育てをしながら就職を希望する女
性等に対して、子供連れで来所しやすい環境
を整備するとともに、担当者制によるきめ細
かな就職支援、求人情報や地方公共団体等と
の連携による保育サービス関連情報等の提供
など、再就職に向けた総合的かつ一貫した支
援を行う「マザーズハローワーク事業」を実
施している。
公的職業訓練において、母子家庭の母及び
父子家庭の父の特性に応じた訓練コースや託
児サービスを付加した訓練等を実施した。
さらに、インターネット上で再就職に向け
た具体的な取組計画の作成や再就職のための
基礎知識を習得できるe－ラーニングプログ
ラムの提供を行っている。
内閣府では、様々なライフステージにある
女性のニーズに応える形で、女性活躍等に向
けた各実施機関の支援情報を集約・整理し、
「女性応援ポータルサイト１」により発信し
ている。
経済産業省では、地域の中小企業・小規模
事業者が、そのニーズに応じ、地域内外の女
性・シニア等多様な人材から、地域事業者が
必要とする人材を確保するため、地域事業者
の魅力を発信し、マッチングの促進等を実施
している。

農業経営体等における女性が働きやすい環境
づくりの推進
農業経営において、福利厚生面の充実にも
つながる法人化を進めるとともに、家族経営
協定の締結の促進や、女性の活躍推進に積極
的に取り組む経営体の育成等を通じ、子育て
期の女性でも働きやすい環境づくりを推進し
ている。

１　http://www.gender.go.jp/policy/sokushin/ouen/

	第2-1-16図	女性活躍推進法に基づく特例	認定マーク「プラチナえるぼし」

資料：厚生労働省資料
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女性の幅広い活躍を推進する学び直し支援
男女がともに仕事と家庭、地域における活
動に参画し、活躍できるような社会の実現を
目指すためには、個人の可能性を引き出すた
めの学びが必要不可欠である。このため、文
部科学省では、2017年度より「男女共同参
画のための学び・キャリア形成支援事業」に
おいて、大学等、地方公共団体及び男女共同
参画センター等の関係機関が連携し、子育て
等により離職した女性の学びと再就職・社会
参画支援を地域の中で一体的に行う仕組みづ
くりに関するモデルを構築するため、実証事
業を行った。また、取組の普及啓発を図るた
めの研究協議会を開催した。

地域における女性の活躍の推進
「地域女性活躍推進交付金」において、多
様な主体による連携体制の構築や女性活躍推
進のためのワンストップ支援体制の整備な
ど、住民に身近な地方公共団体が行う、地域
の実情に応じた取組を支援することにより、
地域における女性の活躍推進を図った。
また、独立行政法人国立女性教育会館にお
いては、我が国唯一の女性教育に関するナ
ショナルセンターとして、地域において女性
の活躍を推進する中心的機関となる男女共同
参画関連施設等の機能の充実・強化のため、
地方公共団体や施設等の職員を対象とした研
修事業や教育・学習支援事業等を行ってい
る。
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第４節　男女の働き方改革の推進
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