
女性活躍推進法に基づく

「一般事業主行動計画」の策定を
検討しませんか

行動計画を策定するメリットと「事業主行動計画策定指針」の解説

～行動計画の策定および実施を通して多様な人材が活躍する会社へ～
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0. なぜ？女性活躍？
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＜日本の人口問題＞

高齢化＋少子化＝労働力人口の減少

＜変化の速い時代＞

新しい商品・サービスを生み出し

続けることが必要

0-1 背景
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・男性・女性
・若者・高齢者
・育児／介護中の人
・障がいのある人
・日本人・外国人

：

• 女性活躍推進はダイバーシ
ティ経営の第一歩

• 女性が活躍できる職場作り
を通し、様々な人が活躍で
きる職場へ

ダイバーシティ経営

現在、主力となっている労働力だ
けに頼っていては成り立たない

新しい発想、新しい視点を社内
に取り込み、経営環境の変化に
対応していくことが必要

将来にわたり、企業が
継続的に発展していくため
には意欲のある全ての人
の力を最大限活用すること
が必要



0-2 企業にとってのメリット

 女性が活躍する職場環境づくりを通して様々な人が働きやすい職場へ変革
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 男女社員の仕事と家庭の両立が可能に

 社員全体のライフ・ワーク・バランスを改善

 労働環境の改善に取り組む企業としてＰＲ

 企業イメージの向上

 病気や介護等のために通常勤務が困難になっ
た社員・役員も業務継続が可能に

 助成金・公共調達加点評価・低利融資 等の公的支援

☆採用増による人手
不足の改善

☆社員の定着率Ｕｐ

☆労働生産性の向上



1. 基本情報
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1-1  関係する法律・省令・指針

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H27/H27HO064.html

＝女性が職業をもって活躍することを推進し、社会経済情勢の変化に
対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする法律

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく
一般事業主行動計画等に関する省令」

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H27/H27F19001000162.html

＝上記法律に基づいて事業主が作成する行動計画の作成にあたり、
事業主が調査すべき事項や策定後の対応についてより詳しく定めたもの

⇒「事業主行動計画策定指針」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/shishin_1.pdf

法律、省令の定めを踏まえ、事業主が円滑・確実に行動計画
を策定できるようにまとめられたもの

201611rev4 8

つまり、この指針の指
示したがって行動計画
を策定すればＯＫ

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H27/H27HO064.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H27/H27F19001000162.html
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/shishin_1.pdf


1-2 事業主行動計画はどんなもの？
（例）

事業主行動計画策定指針では事

業主による実効性のある行動計

画策定とその着実な実行を促す

ため、

一定の事項の状況把握

および課題分析、ならびに

数値目標の設定

が要求されています

※厚生労働省のデータベースから公表企業の行
動計画を見ることができます。

http://www.positive-ryouritsu.jp/positivedb/

行動計画

1. 計画期間 2016/4/1～2021/3/31（５年間）

2. 当社の課題
①管理職に占める女性の比率が低い（○％）
②総合職女性の平均勤続年数が短い

3. 目標
女性管理職の比率を現在の２倍にする

4. 取り組み内容
①2016/4～
女性社員への研修機会を増やし、キャリアアップに
向けた意識を高める

②2016/9～
産休、育休、短時間勤務制度等の就労継続を支援する
制度の周知徹底

③2018/4～
在宅勤務制度のルールを見直し、より柔軟な使い方を
可能にする

④2017/1～
会社パンフレット、CSRレポートなどの社外発信により
男女ともに活躍できる会社であることを求職者に
アピールし、女性社員の採用増につなげる

（周知方法、公表方法等省略）
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1-3 中小企業に求められる対応

 「常時雇用する労働者の数が300人を超える企業」は、以下
①・②の事項を義務付けられています

 「常時雇用する労働者の数が300人以下の企業」は、以下の事
項を実施すべく努力する義務があります

① 事業主行動計画策定指針に即した行動計画の策定と届出

② 女性の活躍状況に関する情報の定期的な公表

但し「認定※」を取得する場合は①と②を実施し評価を受けることが不可欠です

※取り組みの状況が優良であり且つ厚生労働省が定める基準を満たしていることの認定です。
「3. 認定取得をする場合」をご参照ください。
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2. 事業主行動計画策定の手順
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2-1 全体の流れ
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（Step1）状況把握・課題分析

自社の女性活躍状況を把握し
把握した結果から課題を分析

（Step2）行動計画策定

自社が抱えている課題に基づき
目標を設定し目標を達成するた
めの行動計画を策定
（必要に応じた修正、見直し）

（Step3）周知・届出・公表

- 策定した行動計画を社内に周知する
- 都道府県労働局に届出する
- 女性活躍状況に関する情報を公表する

（Step4）実行・推進・評価

★★★★★★★★★★★★

行動計画に基づき具体的
な取り組みを進める
★★★★★★★★★★★★★

効果のあるものにするためには…

★経営トップが、経営戦略として
「女性をはじめとした多様な
人材の活躍が必要である」と
いう強いメッセージを発信する

★認識を組織全体で共有する

★経営者、上位者が主導的に
取り組む

定期的に、実行状況・
目標達成状況を評価する



2-2（Step1）状況把握・課題分析のポイント①
目的

自社が解決すべき課題を明らかにし、行動計画
策定の基礎とすること

方法

各企業の雇用実態に応じた状況把握が必要

指針は下記の４項目（基礎項目）の状況把握を
全事業主に要求

これに加え、事業の実情に応じた項目（選択項
目）について状況把握と課題分析を実施する
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★採用した労働者に占める女性労働者の割合 ★管理職に占める女性労働者の割合

★労働者の各月の平均残業時間数 ★男女の平均継続勤務年数の差異



2-2（Step1）状況把握・課題分析のポイント②

状況把握と課題分析を実施する項目（例）
（※赤★は「基礎項目」。状況把握が必須の項目。）

201611rev4
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採用関係 ★採用した労働者に占める女性労働者の割合

配置・育成・評価登用

・各職階の労働者に占める女性労働者の割合および役員に占める女性の割合

・昨年度中に、男女別の１つ上位の職階へ昇進した労働者の割合

・各職種、業務内容に適した人材育成を目的とした教育訓練の実施の有無

・配置転換希望を含む社員からのキャリアアップの相談を受ける制度の有無

★管理職に占める女性労働者の割合

継続就業・働き方改革

・時間外労働が必要最低限なものになっていることを確認しているか

・時間外労働を削減する対策をとってきたか

★労働者の各月の平均残業時間数

・男女別の育児休業取得率

・男女別の育児休業平均取得期間

・有給休暇取得率

・柔軟な働き方・両立に資する制度やシステムの有無および利用状況（短時間勤務、
在宅勤務、フレックスタイム、テレワーク等）

★男女の平均継続勤務年数の差異



2-2（Step1）状況把握・課題分析のポイント③

課題分析

状況把握において得られたデータが意味する実態を読み解く

データの背景にある原因が何か検討し認識する

 厚生労働省は状況把握を行う項目例や課題分析時の視点例を示した
「策定マニュアル」「策定支援ツール」を公開しています
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/keikaku-manyuaru280401.pdf

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000107180.pdf

 商工会議所では会員企業の皆様に、効率的に状況把握と課題分析を
行っていただくための「行動計画策定ツール」を用意しました
データの背景にある原因や対策の検討において参考になる具体例を
多数掲載しています！是非ご活用ください

http://www.jcci.or.jp/sme/labor/2016/0905090817.html

こちらのサイトから無料でダウンロードできます（Excelファイルです）
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http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/keikaku-manyuaru280401.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000107180.pdf
http://www.jcci.or.jp/sme/labor/2016/0905090817.html


2-3（Step2）行動計画策定のポイント①

1. 行動計画の期間を決めます（２～５年間位）

2. 目標を設定します
 最も大きな課題だと判断したものから、計画期間内に達成

することが不可能ではない目標設定をしましょう

 指針に沿って策定する場合は１つ以上の数値目標（数、％、
倍数等による設定）が必須

（指針はできるだけ複数項目の数値目標を求めています）

3. 目標を達成するために取り組む内容を決めます

 目標を達成するために取り組む内容を決定

 その実行時期を決めて会社の経営計画に組み込みます

☺ 商工会議所の「行動計画策定ツール」には、多数の取り組み例を掲載しています

是非ご活用ください！

http://www.jcci.or.jp/sme/labor/2016/0905090817.html
201611rev4
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平成28年度から平成37年度ま
での10年間をいくつかに分け
て計画を立て、定期的に進捗
を検証することが求められて
いるためです。

こちらのサイトから
無料ダウンロード！

http://www.jcci.or.jp/sme/labor/2016/0905090817.html


2-3（Step2）行動計画策定のポイント②

＜数値目標設定の例＞

 総合職として働く女性の人数を
○人以上とする。

 男女の勤続年数の差を○年以下
とする。

 採用者における女性の比率を
○％以上にする。

 キャリアアップに向けた研修の
受講率を男女ともに○％とする。

 管理職に就く女性の人数を○倍
にする。

 男女を含む全対象社員による育
児短時間勤務の取得率を○％以
上とする

＜取り組み内容に関する注意＞

 男女雇用機会均等法に違反しない

内容にすることが重要です

 募集、採用、配置、昇進等におい

て、女性を男性よりも優先的に扱

う取り組みは、女性労働者が４割

未満の雇用区分である、などの一

定の条件を満たす場合以外は法律

違反です。

 男女ともに対象となる取り組みに

よって、目標が達成されることを

目指しましょう。

201611rev4
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2-4（Step3）周知・届出・公表

1. 社員への周知

 社員全員が認知できる方法で、行動計画を社員に
周知します
★行動計画を周知するとともに実行に向けた経営者の強い
メッセージを発信しましょう！

2. 都道府県労働局への届出と公表

 届出を行う場合は下記の記載事項を網羅していることが
必要です

 行動計画は公表しなければいけません

 加えて、女性の活躍状況に関する情報の積極的公表が求められています
201611rev4 18

＜行動計画の届出：必要的記載事項＞
■会社名・代表者名・住所 ■常時雇用する労働者の人数
■行動計画を策定した日 ■行動計画の計画期間
■状況の分析の概況 ■目標および取り組みの内容の概況
■労働者への周知の方法 ■行動計画の外部への公表方法
■女性の職業生活における活躍の推進に関する情報の公表の方法



2-5 （Step4）実行・推進・評価

1. 行動計画の実行・推進

 計画を実現させるには経営トップの主導的な実行が有効

 現実的で実行可能な計画を策定し確実に進めましょう

2. 実行状況・目標達成状況の評価⇒計画の見直し
＜ＰＤＣＡ(Plan-Do-Check-Action) サイクルを循環させて効果Ｕｐ＞

 定期的に状況把握を行うとともに、数値目標の達成状況や取り組み
の実施状況を確認

 それらの確認結果を踏まえて、目標値の見直しや更新、またその後
の取り組みについての変更要否を検討

★「女性が活躍する職場環境づくりを通して様々な人が働きやすい
職場へ変革すること」をめざし、効果的なＰＤＣＡを進めましょう！
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2-6 行動計画を策定した後にすること＜お願い＞

☆行動計画を策定された会員企業様の情報を是
非、商工会議所へお寄せください。

☆日本商工会議所ポータルサイトにおいて、行
動計画を策定し労働局への届出を行った企業
様の情報を掲載します！
http://www.jcci.or.jp/sme/labor/youthandwoman/leadership/

職場環境の改善に取り組む先進的な企業であることを
積極的にPRして、採用活動や企業イメージアップにも
活用しましょう！！！

201611rev4
20

http://www.jcci.or.jp/sme/labor/youthandwoman/leadership/


3. 認定取得をする場合
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3-1 認定基準
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厚生労働省ホームページより
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000135784.pdf

☺ 2016年9月末時点において、全国で182社が認定を取得しています。（うち、常時雇用労働者300人以下の企業は9社）

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000129028.html

上記サイトにこの表が掲載されています

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000135784.pdf


3-2 認定申請について（参考情報）

201611rev4
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 厚生労働省パンフレット
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく認定を取得しましょう！

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/nintei_2.pdf

 厚生労働省パンフレット
「女性活躍推進アドバイザーを活用しましょう！」

厚生労働省では、中小企業における女性活躍推進行動計画の策定や認定取得を支援するため、アド
バイザーによる無料電話相談や、無料説明会を開催しています。下記パンフレットでは、助成金に
ついても説明がありますのでご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000130117.pdf

 厚生労働省リーフレット
「女性活躍推進法に基づく認定企業（えるぼし認定企業）が 公共調達で有利になります！」

平成28年3月22日にすべての女性が輝く社会づくり本部において「女性の活躍推進に向けた公共調達および
補助金の活用に関する取組指針」が決定されました。えるぼし認定を取得した企業は公共入札において加
点評価されるほか、中小企業については女性活躍行動計画の届出を行っているだけでも（＝えるぼし認定
の取得がなくても）加点のメリットを受けられる場合があります。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000134501.pdf

アドバイザーへの相談や説明会の情報については、下記サイトもご参照ください。

http://l-boshi.com/



平成２８年１１月

日本商工会議所・東京商工会議所

産業政策第二部

http://www.jcci.or.jp/

http://www.tokyo-cci.or.jp
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