
１ 子ども・子育て支援

（子ども・子育て支援新制度の着実
な実施）（再掲）
地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充
実（再掲）

第１章　第２節　１　子育てに関する支援
（経済的支援、心理的・肉体的負担の軽減等）
（子ども・子育て支援新制度の着実な実施）
地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充
実　を参照のこと。

（保護者の就業形態や就業の有無等
にかかわらない多様な保育・子育て
支援の拡充）（再掲）
保護者の就業形態や就業の有無等にかかわら
ない多様な保育・子育て支援の拡充（再掲）

第１章　第２節　１　子育てに関する支援
（経済的支援、心理的・肉体的負担の軽減等）
（保護者の就業形態や就業の有無等にかかわ
らない多様な保育・子育て支援の拡充）保護
者の就業形態や就業の有無等にかかわらない
多様な保育・子育て支援の拡充　を参照のこ
と。

２ 子育てに関する経済的支
援・教育費負担の軽減

児童手当の支給・在り方の検討（再掲）
第１章　第２節　１　子育てに関する支援

（経済的支援、心理的・肉体的負担の軽減等）
（子育てに関する経済的支援・教育費負担の
軽減）児童手当の支給・在り方の検討　を参
照のこと。

幼児教育・保育の無償化の着実な実施（再
掲）

第１章　第２節　１　子育てに関する支援
（経済的支援、心理的・肉体的負担の軽減等）
（子育てに関する経済的支援・教育費負担の
軽減）幼児教育・保育の無償化の着実な実施
　を参照のこと。

高校生等への修学支援（再掲）
第１章　第２節　１　子育てに関する支援

（経済的支援、心理的・肉体的負担の軽減等）
（子育てに関する経済的支援・教育費負担の
軽減）高校生等への修学支援　を参照のこと。

高等教育の修学支援（再掲）
第１章　第２節　１　子育てに関する支援

（経済的支援、心理的・肉体的負担の軽減等）
（子育てに関する経済的支援・教育費負担の
軽減）高等教育の修学支援　を参照のこと。

国民健康保険料の負担軽減を行う地方公共団
体への支援（再掲）

第１章　第２節　１　子育てに関する支援
（経済的支援、心理的・肉体的負担の軽減等）
（子育てに関する経済的支援・教育費負担の
軽減）国民健康保険料の負担軽減を行う地方
公共団体への支援　を参照のこと。

３ 仕事と子育てを両立するた
めの働き方改革

（長時間労働の是正）（再掲）
長時間労働の是正及び年次有給休暇の取得促
進（再掲）

第１章　第１節　６　働き方改革と暮らし
方改革　（長時間労働の是正）長時間労働の
是正及び年次有給休暇の取得促進　を参照の
こと。
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（多様で柔軟な働き方の実現に向け
た取組）（再掲）

「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（再掲）

第１章　第１節　６　働き方改革と暮らし
方改革　（多様で柔軟な働き方の実現に向け
た取組）「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
　を参照のこと。

多様な正社員制度の導入・普及（再掲）
第１章　第１節　６　働き方改革と暮らし

方改革　（多様で柔軟な働き方の実現に向け
た取組）多様な正社員制度の導入・普及　を
参照のこと。

テレワークの推進（再掲）
第１章　第１節　６　働き方改革と暮らし

方改革　（多様で柔軟な働き方の実現に向け
た取組）テレワークの推進　を参照のこと。

転勤等に関する仕事と生活の調和（ワーク・
ライフ・バランス）の推進の更なる取組（再
掲）

第１章　第１節　６　働き方改革と暮らし
方改革　（多様で柔軟な働き方の実現に向け
た取組）転勤等に関する仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バランス）の推進の更な
る取組　を参照のこと。

時間単位の年次有給休暇制度の企業への導入
促進（再掲）

第１章　第１節　６　働き方改革と暮らし
方改革　（多様で柔軟な働き方の実現に向け
た取組）時間単位の年次有給休暇制度の企業
への導入促進　を参照のこと。

国の率先的取組（再掲）
第１章　第１節　６　働き方改革と暮らし

方改革　（多様で柔軟な働き方の実現に向け
た取組）国の率先的取組　を参照のこと。

（雇用形態にかかわらない公正な待
遇の確保に向けた取組）（再掲）
非正規雇用対策の推進（再掲）

第１章　第１節　１　若い世代が将来に展
望を持てる雇用環境等の整備　（経済的基盤
の安定）非正規雇用対策の推進　を参照のこと。

雇用によらない働き方の者に対する支援（再
掲）

第１章　第１節　６　働き方改革と暮らし
方改革　（雇用形態にかかわらない公正な待
遇の確保に向けた取組）雇用によらない働き
方の者に対する支援　を参照のこと。

４ 男女共に仕事と子育てを両立でき
る環境の整備、女性活躍の推進

（保育の受け皿整備の一層の加速）
（再掲）
「子育て安心プラン」等に基づく保育の受け
皿の整備（再掲）

第１章　第１節　３　男女共に仕事と子育
てを両立できる環境の整備（保育の受け皿整
備の一層の加速）「子育て安心プラン」等に
基づく保育の受け皿の整備　を参照のこと。

地域の実情に応じた保育の実施（再掲）
第１章　第１節　３　男女共に仕事と子育

てを両立できる環境の整備（保育の受け皿整
備の一層の加速）地域の実情に応じた保育の
実施　を参照のこと。

（保育人材確保のための総合的な対
策の推進）（再掲）
保育人材の確保（再掲）

第１章　第１節　３　男女共に仕事と子育
てを両立できる環境の整備（保育人材確保の
ための総合的な対策の推進）保育人材の確保
　を参照のこと。
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（放課後児童クラブ・放課後子供教
室の整備及び一体的な実施）（再掲）

「新・放課後子ども総合プラン」の実施（再掲）
第１章　第１節　３　男女共に仕事と子育

てを両立できる環境の整備（放課後児童クラ
ブ・放課後子供教室の整備及び一体的な実
施）「新・放課後子ども総合プラン」の実施
　を参照のこと。

（企業等による事業所内保育施設等
の設置の促進）（再掲）
企業等による事業所内保育施設等の設置の促
進（再掲）

第１章　第１節　３　男女共に仕事と子育
てを両立できる環境の整備（企業等による事
業所内保育施設等の設置の促進）企業等によ
る事業所内保育施設等の設置の促進　を参照
のこと。

（高等学校等における妊娠した生徒
への配慮）（再掲）
高等学校等における妊娠した生徒への配慮

（再掲）
第１章　第１節　３　男女共に仕事と子育

てを両立できる環境の整備（高等学校等にお
ける妊娠した生徒への配慮）高等学校等にお
ける妊娠した生徒への配慮　を参照のこと。

（育児休業や育児短時間勤務などの
両立支援制度の定着促進・充実）（再
掲）
育児休業や短時間勤務等の両立支援制度の定
着（再掲）

第１章　第１節　３　男女共に仕事と子育
てを両立できる環境の整備（育児休業や育児
短時間勤務などの両立支援制度の定着促進・
充実）育児休業や短時間勤務等の両立支援制
度の定着　を参照のこと。

育児休業からの円滑な復帰の支援（再掲）
第１章　第１節　３　男女共に仕事と子育

てを両立できる環境の整備（育児休業や育児
短時間勤務などの両立支援制度の定着促進・
充実）育児休業からの円滑な復帰の支援　を
参照のこと。

育児休業の取得等を理由とする不利益取扱い
の防止（再掲）

第１章　第１節　３　男女共に仕事と子育
てを両立できる環境の整備（育児休業や育児
短時間勤務などの両立支援制度の定着促進・
充実）育児休業の取得等を理由とする不利益
取扱いの防止　を参照のこと。

非正規雇用労働者に対する支援（再掲）
第１章　第１節　３　男女共に仕事と子育

てを両立できる環境の整備（育児休業や育児
短時間勤務などの両立支援制度の定着促進・
充実）非正規雇用労働者に対する支援　を参
照のこと。

正規雇用・非正規雇用にかかわらず妊娠・出
産前後の継続就業の支援（再掲）

第１章　第１節　３　男女共に仕事と子育
てを両立できる環境の整備（育児休業や育児
短時間勤務などの両立支援制度の定着促進・
充実）正規雇用・非正規雇用にかかわらず妊
娠・出産前後の継続就業の支援　を参照のこ
と。

（子育て等により離職した女性の再
就職支援、地域活動への参画支援）
（再掲）
子育て女性等の再就職支援（再掲）

第１章　第１節　４　子育て等により離職
した女性の再就職支援、地域活動への参画支
援　子育て女性等の再就職支援　を参照のこ
と。
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女性の幅広い活躍を推進する学び直し支援
（再掲）

第１章　第１節　４　子育て等により離職
した女性の再就職支援、地域活動への参画支
援　女性の幅広い活躍を推進する学び直し支
援　を参照のこと。

　

（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、女性活躍推進法
は、国・地方公共団体及び一定以上の規模の
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
目標を含む事業主行動計画を策定・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。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、広く情報提供している。

更なる女性活躍推進のため、民間事業主が
策定する「一般事業主行動計画」（以下、単
に「行動計画」という。）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
301人以上の事業主から101人以上の事業主
に拡大すること（100人以下の事業主は努力
義務）、情報公表内容の強化等を内容とする

「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2020年６月に施行された（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。

そのほか、民間事業主に関しては、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中小企業事業主に対す
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、企業の登録を促すため、デー
タベースを活用している企業や機関投資家の
インタビューの掲載、証券コードの項目追加
の改修等を行った。

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301人以上の大企業
の届出率は、2021年９月末日時点で97.0％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2021年９月末日時点で1,478社と
なっており、改正女性活躍推進法により、更
に基準の高い認定として創設された「プラチ
ナえるぼし」については、同じく2021年９
月末日時点で18社となっている。

行動計画策定義務等の対象が常時雇用する
労働者数101人以上の事業主まで拡大される
ことも踏まえ、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

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）
　　https://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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ことで法の実効性確保を図り、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ことができるよ

う、周知啓発を図ることとしている。（第
2-2-3図、第2-2-4図）

	第2-2-3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

	第2-2-4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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