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なぜ「女性活躍」が必要なのか？ 
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女性の活躍が必要な理由 

1. 男女平等、男女共同参画の視点から… 
 男女共同参画社会基本法（1999年制定） 
 男女雇用機会均等法（1985年制定、1997年、2006年改正） 
２．日本経済・社会全体の視点から…  
 人口減少、少子化、働き手世代の減少の中で、女性は日本最大

の潜在力 → 経済活力を生みGDPを増加 
 年金・社会保険等社会保障の持続可能性 
３．企業経営・組織運営の視点から… 人材戦略＝経営戦略  
 「ダイバーシティ経営」は、多様な人材を活かし、多様な市場ニー

ズに対応してイノベーションを生むは企業の競争力を高める。 
 残業が無制限にできる男性正社員モデルから多様な人材を受け

入れるマネジメント、組織文化への改革。「時間制約のある優秀な
社員」に最大限に能力発揮させる。 
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女性の活躍による経済効果 

 労働市場における男女平等が
実現すれば、今後20年で日本の
ＧＤＰは20％近く増加することが
予測されます。 

OECD「男女間の格差縮小のた
めに今行動が求められている」

（2012年12月） 
 日本が女性による労働参加をG7（日本とイタリアを除
く）のレベルに引き上げられれば、一人当たりのGDP は、
ベースシナリオに比べ恒久的に約4%増となると推計さ
れる。この概算によれば、女性の労働参加率は2010 
年の63%から2030 年には70%になると想定される。さら

に、労働参加率を例えば北欧レベルにまだ引き上げら
れれば、一人当たりのGDP をさらに4%引き上げること
が可能となる。 

IMF「女性が日本を救う」 
（2012年10月） 

 日本の女性の就業率が男性並み(日本の男性就業率
は世界最高水準の約80％)に上昇すれば、820 万人が
労働人口に加わり、日本のGDP を最大で15％押し上げ
る可能性がある。 

 ３４２万人の女性の潜在労働力
（就業希望者）の就労により、雇
用者報酬総額が７兆円程度（ＧＤ
Ｐの約１．５％）増加。 

ゴールドマンサックス「日本：ポートフォリオ戦略
ウーマノミクス待ったなし」（2010年10 月） 

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2月） 
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（出所） 総務省「国勢調査」及び「人口推計」、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）：出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口） 

1990年(実績) 2025年 2060年 

○ 日本の人口構造の変化を見ると、現在１人の高齢者を２．６人で支えている社会構造になっており、 
    少子高齢化が一層進行する2060年には１人の高齢者を１．２人で支える社会構造になると想定 

2010年(実績) 

65歳～人口 

20～64歳人口 

１人 
５．１人 

１人 
１．８人 

１人 
１．２人 

１人 
２．６人 

人口ピラミッドの変化（1990～2060年） 

団塊ジュニア世代 
（1971～74年 

生まれ） 

75歳～  
 597( 5%) 

65～74歳  
 892( 7%) 

20～64歳  
 7,590(61%) 

～19歳  
 3,249(26%) 

総人口 
 1億2,361万人 

75歳～  
 1,407(11%) 

65～74歳  
 1,517(12%) 

20～64歳  
 7,497(59%) 

～19歳  
 2,287(18%) 

総人口 
 1億2,806万人 

75歳～  
 2,179(18%) 

65～74歳  
 1,479(12%) 

20～64歳  
 6,559(54%) 

～19歳  
 1,849(15%) 

総人口 
 1億2,066万人 

75歳～  
 2,336(27%) 

65～74歳  
 1,128(13%) 

20～64歳  
 4,105(47%) 

～19歳  
 1,104(13%) 

総人口 
   8,674万人 

歳 歳 歳 歳 

万人 万人 万人 万人 

団塊世代 
（1947～49年 

生まれ） 
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諸外国の合計特殊出生率の推移(2014．3時点) 
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韓国 1.24(2011) 

アメリカ 
1.88(2012) フランス 

2.01(2012) 

ドイツ 
1.38(2012) 

日本 
1.41(2012) シンガポール 

1.29(2012) 

スウェーデン 
1.91(2012) イギリス 

1.92(2012) 

○我が国の出生率を諸外国と比較すると、ドイツや南欧・東欧諸国、アジアNIES とともに、国際的にみて最低の水準。 
○また、2006年以降の出生率は、横ばいもしくは微増傾向だが、2012年も1.41と依然として低い水準にあり、長期的な少子化の 
 傾向が継続している。 
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		フィンランド		3.16										2.93										2.72		2.72		2.69		2.69		2.60		2.48		2.41		2.32		2.14		1.93		1.83		1.68		1.58		1.49		1.61		1.68		1.70		1.68		1.64		1.64		1.63		1.64		1.72		1.74		1.69		1.64		1.60		1.59		1.69		1.71		1.78		1.79		1.85		1.81		1.85		1.81		1.76		1.75		1.70		1.74		1.73		1.73		1.72		1.76		1.80		1.80

		オランダ																						3.12		3.22		3.18		3.19		3.17		3.04		2.90		2.81		2.72		2.75		2.57		2.36		2.15		1.90		1.77		1.66		1.63		1.58		1.58		1.56		1.60		1.56		1.50		1.47		1.49		1.51		1.55		1.56		1.55		1.55		1.62		1.61		1.59		1.57		1.57		1.53		1.53		1.56		1.63		1.65		1.72		1.71		1.73		1.75		1.73

		スペイン		2.46																				2.86		2.76		2.80		2.88		3.01		2.94		2.93		2.98		2.92		2.91		2.88		2.88		2.86		2.84		2.89		2.80		2.79		2.66		2.53		2.31		2.20		2.04		1.94		1.80		1.73		1.64		1.56		1.50		1.45		1.40		1.36		1.33		1.32		1.27		1.21		1.18		1.17		1.18		1.16		1.20		1.23		1.24		1.26		1.31		1.33		1.34

		ギリシャ																						2.21		2.12		2.16		2.13		2.24		2.24		2.32		2.45		2.42		2.35		2.40		2.32		2.32		2.26		2.37		2.32		2.35		2.26		2.27		2.26		2.23		2.09		2.02		1.94		1.82		1.67		1.60		1.50		1.50		1.40		1.39		1.38		1.38		1.34		1.35		1.32		1.30		1.31		1.29		1.28		1.27		1.25		1.27

		韓国																																																		3.81		3.47		3.05		3.02		2.65		2.90		2.83		2.66		2.42		2.08		1.76		1.67		1.60		1.55		1.56		1.58		1.59		1.74		1.78		1.67		1.67		1.65		1.58		1.54		1.47		1.42		1.47		1.30		1.17		1.19		1.16		1.08		1.13		1.26		1.19		1.15		1.23		1.24

		シンガポール																																										3.07		2.95		2.82		2.70		2.58		2.45		2.33		2.20		2.08		1.95		1.82		1.82		1.82		1.82		1.82		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.83		1.73		1.72		1.74		1.71		1.67		1.66		1.61		1.47		1.47		1.60		1.41		1.37		1.26		1.25		1.25		1.26		1.29		1.28		1.22		1.15		1.2

		台湾																																												3.71										3.09										2.46		2.32		2.17		2.06		1.88		1.68		1.70		1.86		1.68		1.81		1.72		1.73		1.76		1.76		1.78		1.76		1.77		1.47		1.56		1.68		1.40		1.34		1.24		1.18

		香港																																												3.46		3.32		3.18		2.97		2.67		2.48		2.38		2.27		2.21		2.05		1.93		1.86		1.72		1.56		1.49		1.37		1.31		1.40		1.30		1.27		1.28		1.35		1.34		1.36		1.30		1.19		1.13		1.02		0.98		1.04		0.93		0.94		0.90		0.93		0.97

		カナダ																																										2.33								1.83		1.81		1.77		1.75		1.70		1.70		1.68		1.65		1.64		1.63		1.63		1.61		1.59		1.58		1.61		1.66		1.71		1.70		1.69		1.66		1.66		1.64		1.63		1.56		1.55		1.54		1.51		1.53		1.50		1.53

		オーストラリア		3.07		3.06		3.18		3.19		3.19		3.28		3.33		3.42		3.42		3.44		3.45		3.55		3.43		3.34		3.15		2.97		2.89		2.85		2.89		2.89		2.86		2.95		2.74		2.49		2.32		2.15		2.06		2.01		1.95		1.91		1.89		1.94		1.93		1.92		1.84		1.92		1.87		1.85		1.83		1.84		1.90		1.85		1.89		1.86		1.84		1.82		1.80		1.78		1.76		1.76		1.76		1.73		1.76		1.75		1.77

		ニュージーランド																										4.19		4.05		3.80		3.54		3.41		3.35		3.34		3.28		3.17		3.18		3.00		2.76		2.58		2.37		2.27		2.21		2.07		2.12		2.03		2.01		1.95		1.92		1.93		1.93		1.96		2.03		2.10		2.12		2.18		2.09		2.06		2.04		1.98		1.98		1.96		1.96		1.89		1.97		1.98		1.97		1.90		1.95		2.01







 男性の家事・育児関連時間 （第２子以降の生まれる割合との関係） 

○ 夫の家事・育児時間が長いほど、第２子以降の出生割合が高い。 

69.2 

59.5 

47.3 

30.3 

17.1 

出生あり 51.1 

30.8 

40.5 

52.7 

69.7 

82.9 

出生なし 48.9 

0 20 40 60 80 100

６時間以上

４時間以上６時間未満

２時間以上４時間未満

２時間未満

家事・育児時間なし

総数

（％）

（備考） 
１．厚生労働省「第10回21世紀成年者縦断調査」（調査年月：平成23年11月）より作成。 
２．調査年は平成2011年。 

３．集計対象は、①または②に該当し、かつ③に該当するこの９年間に子どもが生まれた同居夫婦である。 
  ①第１回調査から第10回調査まで双方が回答した夫婦 
  ②第１回調査時に独身で第９回調査までの間に結婚し、結婚後第10回調査まで双方が回答した夫婦 

  ③妻が出産前に仕事ありで、かつ、「女性票」の対象者 
４．９年間で２人以上出生ありの場合は、末子について計上している。 
５．総数には、家事・育児時間不詳を含む。 

子どもがいる夫婦の夫の休日の家事・育児時間別にみた、この９年間の第２子以降の出生の状況 
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政府の女性活躍推進の取組み 
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第69回国連総会における安倍内閣総理大臣一般討論演説 
（2014年9月25日） 

女性活躍促進は、政府の最重要施策 

世界経済フォーラム年次会議冒頭演説 (2014年) 

少子高齢化が進む日本のどこに、イノベイティブで、クリエイティブな人材がいるのか。そう
仰る向きがあるかもしれません。 
アリアナ・ハッフィントンさんは、「リーマン・ブラザーズが、もしリーマン・ブラザーズ&シス
ターズだったなら、生き残れただろう」と仰いました。 
日本の企業文化は、いまだにピンストライプ、ボタンダウンです。 
いまだに活用されていない資源の最たるもの。それが女性の力ですから、日本は女性に、
輝く機会を与える場でなくてはなりません。2020年までに、指導的地位にいる人の3割を、女
性にします。 

 日本はいま女性の社会参加を一気に増やそうと、政府、
民間 挙げて、山積する課題を解く努力を始めました。 

 子育てや介護と、仕事の両立が可能となる環境を整備
しなくてはなりません。そして、女性の割合についていま
だ社会に存在する偏見を取り除いていくことが、何より
全ての基本です。 

 女性のエンパワーメントは１年を経ずして、我が国政策
を内外で牽引する主導理念になりました。 P9 



一億総活躍社会の実現に向けた「新・三本の矢」 

第一の矢『希望を生み出す強い経済』 
• 名目ＧＤＰ500兆円を600兆円に 
第二の矢『夢をつむぐ子育て支援』 
• 希望出生率１．８ 
第三の矢『安心につながる社会保障』 
• 介護離職ゼロ 

 
→ 多様な働き方改革、ワークライフバランス、賃上
げ、非正規雇用の正規化はこれらの共通項 
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○ 国家公務員における役職者に占める女性の割合の推移 

注 「女性国家公務員の登用状況及び国家公務員の育児休業の取得状況のフォローアップ」（平成27年12月1日内閣官房内閣人事局）等の公表資 
 料に基づく値。 

女性国家公務員の登用状況 
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国の地方機関課長・本省課長補佐相当職以上 

本省課室長相当職以上 
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女性国家公務員の採用状況 

注  １ 平成26年度までの値は、「国家公務員の採用状況のフォローアップ」（平成26年９月22日内閣官房内閣人事局・人事院）等の公表資料に基づく採用の値。 
     ２ 平成27年度の値は、「国家公務員採用総合職試験による女性の採用内定状況（平成27年度）（平成26年10月１日現在）」（平成26年10月28日内閣官房 
    内閣人事局）に基づく採用内定の値。 

○ 国家公務員採用試験からの採用者に占める女性の割合の推移 
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イギリス・アメリカ・スウェーデン 

：1970年代初め頃から 
ドイツ 
韓国 

：1980年代半ば頃から 
：1980年代終わり頃から 

イギリス：各府省が女性等の登用の数値目標を設定、その達成を図る 
ためのメンタリングなども実施 

アメリカ ：各省庁において行動計画の策定・実施 

ドイツ ：女性管理職等が50％未満の場合、候補者の資格が同一であ 
るならば女性を優先 

フランス：局次長以上の幹部職への登用時にクォータ制を適用 
韓国 ：採用時にクォータ制、登用は数値目標の設定 

イギリス ：ジョブシェア等短時間勤務の積極的活用 
アメリカ ：短時間勤務、フレックスタイム、テレワーク等の制度の組合せ 
ドイツ 
フランス 
韓国 

：女性の両立支援制度の利用が昇進等に不利にならないよう管理者の意識を啓発 
：保育園など様々な保育サービスを積極的に利用 
：育児休職や短時間勤務等、制度の積極的な活用を促す取組を実施 

スウェーデン：男性も取得可能な親休暇及び親手当の導入により男性の育児参加を促進 

国名 
在職者に 

占める 女性
の割合 

管理・幹部職員に 
占める女性の割合 

イギリス 
53％ 

(2012年) 
35％ 

（ 課長級以上、2012年）  

アメリカ 
44％ 

(2012年） 

ドイツ 
36％ 

(2012年） 
23％ 

（課長級以上、 2009年）  

フランス 
54％ 

（2011年） 

韓国 
22％ 

(2012年） 
9％ 

（課長級以上、2012年）  

スウェーデン 
約60％ 

（2013年） 
約40％ 

（課長級以上、2012年 ）  

★各国ともに管理職 
員・幹部職員に占める 
女性の割合を高める 
ための積極的な取組 
を展開 

★成績主義にも配慮 
しつつ、目標や計画を 
策定した上で実施・評 
価するという一連の流 
れ 

★両立支援制度の整 
備と積極的な活用に 
より仕事と家庭責任 
の両立を実現 

① 長期間にわたる積極的な取組 

② 目標の設定とその達成を目指した取組 

③ 両立支援制度の整備 

出典：人事院「平成25年度年次報告書」 

33％ 
（ 上級管理職、2012年）  

24％ 
（総局長・局長、2011年）  

諸外国における女性登用等の状況・取組 
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国家公務員の女性職員活躍とワークライフバランス推進に向けた取組について 

 第３次男女共同参画基本計画の定める目標 
（平成27年度末） 

採用試験からの採用者に占める女
性割合 ３０％程度 

  
うちⅠ種（総合職）試験の 
事務系区分の採用者に 
占める女性割合 

３０％程度 

地方機関課長・本省課長補佐相当
職以上に占める女性割合 １０％程度 

本省課室長相当職以上に占める女
性割合 ５％程度 

指定職に占める女性割合 ３％程度 

内閣総理大臣（内閣人事局）が各府省の取組のフォローアップを実施 
優良事例の選定・公表 

 
○ 第３次男女共同参画基本計画の定める目標達成に

向け、中途採用等を含め、女性職員の採用を積極的
に拡大するとともに、登用の阻害要因を把握・分析・
除去し、女性職員の登用を拡大 

 

○ テレワークなどの柔軟な働き方を推進、両立支援制
度を利用しやすい環境を整備 

 

 

採用昇任等基本方針 （平成26年6月24日） 

取組指針（平成26年10月17日策定） 取組計画（平成27年2月までに全府省で策定） 

 女性職員活躍とワークライフバランス推進に
関し、以下の３つの改革に係る具体的な施策
を盛り込んだ政府全体の取組指針を策定 
 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 
 女性の活躍推進のための改革 

 女性職員の活躍と職員のワークライフバラン
スの推進に関する状況把握、課題分析を行った
上で、以下の内容を盛り込んだ取組計画を各府
省において策定 
 女性職員の採用に関する目標数値 
 女性職員の登用に関する目標数値 
 平成32年度末までを視野に入れた取組内容 

女性職員活躍・ワークライフバランス推進
協議会(全府省事務次官級)・幹事会(人事担当課長級) 

各府省の大臣、事務次官等のリーダーシッ
プの下、全省的な推進体制を整備 
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女性職員の活躍・ワークライフバランス推進のための３つの改革と９つの取組 
～ 「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」 （平成26年10月17日策定） ～ 

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 
 

○意識の改革  
 ・大臣、事務次官等から明確なメッセージを継続的に発出。 
 ・集中取組期間としてＷＬＢ推進強化月間（７・８月）を設定。 
 ・ＷＬＢ実現の取組を人事評価に反映。 

○職場における仕事改革 
・職場レベルで超過勤務や業務処理状況の現状把握を行った上で

改革を進め、ＷＬＢの取組が優良な職場を表彰。 
・法令、国会及び予算等業務の効率化と各省協議ルールの厳格化

を徹底。 

○働く時間と場所の柔軟化 
・テレワークを本格的に活用。 
・フレックスタイム制の検討。 

女性の活躍推進のための改革 

○女性の採用の拡大 
・国家公務員採用試験に関し、女性の合格者の増

加に向けた広報活動の強化の見直し。 
・女性の中途採用と中途退職した女性の採用の推

進。 

○女性の登用目標達成に向けた計画的育成 
・府省ごとに女性の登用目標を立て、達成に向け

て計画的に育成。 
・従来の慣行にとらわれず、女性が活躍する職域

を拡大。 
・出産・育児等を考慮して重要なポストの経験時

期を前後させるなど、人事管理を柔軟化すると
ともに、転勤の可否等が登用の支障とならない
よう配慮。 

・従来の意識や慣行から脱却するよう管理職員の
意識を改革。 

○女性のキャリア形成支援、意欲の向上 
・若手女性職員のキャリア形成支援研修を実施す

るとともに、若手のうちに多様な経験を付与。 
・ロールモデルとなる人材の育成・メンター制度

の導入や人的ネットワークの形成を促進。 

○男性の家庭生活への関わりを促進 
・管理職員等の意識の啓発と両立支援制度の利用希望の把握。 
・育児休業取得目標(13％)に加え、配偶者出産休暇・育児参加休

暇の対象となる男性職員の全員取得を目指す。 

○子育てしながら活躍できる職場へ 
・育休取得が昇任・昇格に影響しないようにする。 
・育休中職員向けセミナーを新設。 
・育休中職員に対し管理職員等から定期的に連絡を取る。 
・産休・育休等の代替職員を配置しやすい環境を整備。 

○保育の確保 
・庁内保育施設の情報を各府省職員に提供。 
・転勤先の保育所の確保のために、早期内示を行う等の配慮。 

女性職員の活躍は、「女性が輝く社会」、「男女共同参画社会」を実現し、人材の多様性を活かして政策の質
や行政サービスを向上させるという総合的な視点から推進する。 
このため、男女全ての職員の「働き方改革」によるワークライフバランス（ＷＬＢ）の実現が不可欠。 
各府省の大臣、事務次官等のリーダーシップの下、以下の「３つの改革と９つの取組」を強力に進める。 
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要 

 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針を策定（閣議決定）。 
 地方公共団体（都道府県、市町村）は、上記基本方針等を勘案して、当該区域内における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（努力義務）。 

基本方針等の策定 

女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置 

 国は、職業訓練・職業紹介、啓発活動、情報の収集・提供等を行うこととする。 
  地方公共団体は、相談・助言等に努めることとする。 
 地域において、女性活躍推進に係る取組に関する協議を行う「協議会」を組織することができることとする（任意）。 

 自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが一層重要。このため、以下を基本
原則として、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図る。 
女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用と、性別による固定的役割分担等を反映した職場慣行が及ぼす影響への
配慮が行われること 
職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること 
女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと 

 国は、事業主行動計画の策定に関する指針を策定。 
 国や地方公共団体、民間事業主は以下の事項を実施。（労働者が300人以下の民間事業主については努力義務） 

 
 
 
 

 
 

 国は、優れた取組を行う一般事業主の認定を行うこととする。 

事業主行動計画の策定等 

 女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき事情についての分析 
  【参考】状況把握する事項： ①女性採用比率  ②勤続年数男女差 ③労働時間の状況 ④女性管理職比率 等 
 上記の状況把握・分析を踏まえ、定量的目標や取組内容などを内容とする「事業主行動計画」の策定・公表等 
 （取組実施・目標達成は努力義務） 
 女性の活躍に関する情報の公表（省令で定める事項のうち、事業主が選択して公表） 

その他 
 原則、公布日施行（事業主行動計画の策定については、平成28年４月１日施行）。 
 10年間の時限立法。 



 
 

 
●各事業主の実情を踏まえ、公務員法制（平等取扱の原則、成績主義の原則等）や各機関の特性にも留意しつつ、採用から登用に至る 
 それぞれの段階において取組を進めていく上での視点等を提示。 

 
●事業主が女性活躍推進の取組を総合的・効果的に実施できるよう、法第７条第１項に基づき策定。  
●基本方針で掲げた五つの観点（①男女を通じた働き方改革への取組、②各段階の課題に応じた取組、③仕事と家庭の両立の推進、 
 ④ハラスメントへの対策、⑤公的部門の率先垂範）に即して策定。 

第１部 はじめに  

第２部 一般事業主行動計画（民間部門） （略） 

第３部 特定事業主行動計画（公務部門） 

 
●女性の活躍は、臨時・非常勤職員を含む全ての女性職員が、その個性と能力を十分に発揮できることを目指して推進する必要。 
●一般事業主に対する率先垂範の観点からも、取組を着実に進めることには大きな意義。 

第一 女性の活躍の意義及び現状 

【①採用】 
○入り口である採用拡大のための広報や 
 女性の中途採用に取り組む。 
○育児等を理由に公務員を中途退職した 
 女性の公務での再度の活躍を進める。 

【 ②職域拡大･計画的育成とキャリア形成支援】 
○職域拡大等による多様な職務機会の付与、先輩 
 女性職員のキャリアパス事例・経験談の紹介等 
 による意欲向上、計画的な育成、キャリア形成 
 支援を図る。 

【③継続勤務】 
○育児・介護等で時間制約のある 
 職員が十分な能力を発揮できる 
 よう、多様で柔軟な働き方の 
 選択肢の拡充等の取組を進める。 

【④登用】 
○女性登用拡大に加え 
 女性の人材プールの 
 確実な形成が重要。 
 公務部門として率先 
 した取組が望まれる。 

【⑤長時間勤務の是正等男女双方の働き方改革】 
○これまでの価値観・意識を大きく改革し、仕事の 
 抜本的な改革、働く時間と場所の柔軟化が重要。 
○時間制約のある職員の存在を前提とした業務運営･ 
 時間当たりの生産性重視、効率的な業務運営等の 
 取組に係る人事評価への適切な反映等を進める。 

【⑥家事、子育てや介護をしながら活躍できる 
  職場環境の整備】 
〇管理職に対する意識啓発、男性職員の育児休業等 
 の取得促進、両立支援制度の利用中・利用後等の 
 各段階を通じたきめ細かい対応等により、育児や 
 介護等を担う職員が活躍できる職場環境を整備。 

第二 女性の活躍に向けた課題及び具体的な取組 

事業主行動計画策定指針(案)の概要 
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第３部 特定事業主行動計画（公務部門）（続き） 

 
 
●行動計画の策定等を進めるに当たり、各事業主が踏まえるべき手順や具体的な考え方を提示。 
 

第三 特定事業主行動計画の策定等に向けた手順 

【①体制整備】 
○組織のトップ自らが組織経営戦略の観点から問題意識を持ち、組織全体で対応する考えを明確にし、主導的に取り組むことが重要。 
○組織のトップの関与の下に担当部局を明確に定めるなど、継続的な推進体制の整備が効果的。 
〇臨時・非常勤職員を含め、全ての職員を対象としていることを明確にすることが重要。派遣労働者の状況把握も有益。 
〇職員に対するアンケート調査、意見交換等を実施するなど、職場の実情の的確な把握が重要。 
 
【②状況把握・課題分析】 
○まず以下の７項目（一般事業主は４項目）の状況把握、課題分析を行う。 
〇課題と判断された事項につき、その他の把握項目も活用し、さらに原因を分析。 

【③行動計画の策定】 
○最も大きな課題と考えられるものを優先的に 
 行動計画の対象とし数値目標の設定等を行う。 
○できる限り複数の課題への対処が効果的。 
○計画期間は事業主の実情に応じ概ね２～５年。 
 定期的な計画の進捗の検証・改定が望ましい。 
○各府省等は、①女性の採用・登用、②男性職員 
 の育休取得率、③配偶者出産休暇及び育児参加 
 のための休暇については、必ず数値目標を設定。 
○地方公共団体は地域の一般事業主をリードする 
 行動計画の策定が求められる。 
○次世代法に基づく行動計画や、女性職員活躍・ 
 ＷＬＢ取組計画と一体的に策定することも可。 

【④行動計画の周知・公表】 
○電子メール等による全職員への 
 周知や、広報誌やホームページ 
 掲載等による公表を行う必要。 

【⑥情報公表】 
○情報公表する項目は、行動計画策定の際に状況把握･課題分析した項目からの選択を基本とし、公務部門として積極的な公表を行う。 
〇年１回以上、広報誌やホームページへの掲載等により公表。その際、行動計画と一体的に閲覧可能とすることが望ましい。   

【まず把握を行う項目（全事業主）】 
 ①採用した職員に占める女性職員の割合 
 ②継続勤務年数の男女の差異 
 ③各月ごとの職員の平均超過勤務 
 ④管理的地位に占める女性職員の割合 

【まず把握を行う項目（特定事業主のみ）】 
 ⑤各役職段階に占める女性職員の割合 
 ⑥男女別の育児休業取得率及び平均取得期間 
 ⑦男性の配偶者出産休暇、育児参加のための 
  休暇取得率・平均取得日数 

【⑤行動計画の推進】 
○ＰＤＣＡサイクルの確立が重要。 
○数値目標を設定した項目は、公表の際に 
 進捗状況も明らかにすることが望ましい。 
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女性職員活躍を進めるには？ 
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各自治体で女性職員活躍を進めるにあたって 

最初に重要なことは・・・ 
 
 なぜ女性活躍を進める必要があるのか、意義は
何かを明確にし、トップから発信する！ 
 （戦略方針の明確化） 
 自分の自治体において、女性職員活躍促進の意義、メ

リットは何か？  
 地域の女性活躍のモデルを示すことも必要でないか？ 

 
  その上で、継続的に、しつこく取組を進める 

 



女性の活躍が求められている理由（国家公務員） 

女性職員の活躍は、 
①少子高齢化の中で我が国の経済社会の持続的な発展のためにも
、「女性の力」を最大限発揮できる「女性が輝く社会」、「男女共同参
画社会」の実現が重要であり、国が「まず隗より始めよ」の観点から
率先して取り組む必要、 
②多様な人材を活かすダイバーシティマネジメントを進めることは、
行政ニーズのきめ細かい把握や新しい発想による政策対応に生か
し、また、組織全員の力を最大限発揮できるという観点から政策の質
や行政サービスの向上にも必要、 
という総合的な視点から推進する。 
                「国家公務員女性活躍WLB取組指針」より 
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女性活躍を進める際の基本 

女性活躍・ダイバーシティと職員全体のワークライフバランス・働
き方改革は車の両輪 
女性だけの課題でなく、男女双方の課題として取り組む。 
両立支援と活躍推進策を同時に。 
 女性の活躍推進＝働きがい × 働きやすさ 
             （女性登用等） （ＷＬＢ・両立支援） 
 女性だけが育児休業、短時間勤務を取りやすい職場や、両立支

援制度は整っていても、両立しながら活躍できる環境がない職場
では女性の活躍が進まない（マミートラックへ）。 

 育児介護等への配慮と戦力化のバランス。 
 
⇒組織が変わる。職場風土を変える。 
⇒管理職が変わる。 
⇒女性・男性職員も変わる。 



「残業前提型業務」継続の限界 

  ポスト不足･･･配慮可能なポスト（「残業前提型業務」が少ない部署）が組
織内で足りなくなってくる（既になっている）。 

  周囲の職員への過大な負担･･･子育て中女性がこなせない分の「残業前提型
業務」を担う周囲の職員の負担がどんどん過大になっていく（なっている）。 

  人材育成が十分にできない職員の増加･･･長期にわたり「残業前提型業務」
が求められるポストがこなせない場合、いくら勤務時間内に努力を重ねたと
しても、省幹部に足るキャリア形成ができなくなってしまう。今のままでは、
十分な人材育成がされないまま女性職員が増え、組織マネジメント上の問題
が生じる可能性。 

  「マミートラック」からの復帰後の両立困難･･･子どもが一定年齢（例：小
学校入学）に達すると、通常の「残業前提型業務」が恒常化した働き方へ復
帰するケースが多いが、途端に仕事と家庭の両立困難にさらされる。 

１ 

３ 

４ 

２ 

 
「子育て期は意外と長い」！ 
 学校就学後も、放課後、子どもだけで過ごさせるのは困難。また、２人・３人
と出産した場合、第１子の出産から末子が一定程度自立するまでには10年
～15年かかることが想定され、その期間を通じて、子育て中の女性職員に
「配慮」し続けることは組織としても現実的でない。  

女性への「配慮」から霞が関の「働き方改革」へ 
 「残業前提型業務」を改善しないまま、子育て中の女性職員に対し「配慮」で対処する
ことは、子育て中の女性の増加に伴い、組織として持続可能ではなくなってきている。 

「
残
業
前
提
型
業
務
」
の
見
直
し
に
よ
り
 

持
続
可
能
な
霞
が
関
へ
 

 霞が関若手女性有志からの提言 
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取組みの進め方（行動計画策定） 

１．首長のリーダーシップの下での戦略方針の明確化・共
有化 
２．推進体制づくり（継続的かつ全庁の意見を吸い上げら
れる組織） 
３．女性職員活躍や職場の働き方・ワークライフバランス
の現状把握・課題の発見・分析・対応策の検討 
４．具体的な行動計画と目標値の設定 
５．活躍促進のための取組みの実施と実績の点検・公表 
  女性の活躍状況に関する情報公表 
   →行動計画のフォローアップ、見直し 
＊（参考）地方公務員月報平成27年6月号巻頭論文 
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現状・課題分析の例（女性登用） 

 管理職に就ける能力を持つ女性が足りない。女性職員が管理職を
目指したがらない。 

   ↓ 
 職種ごとに課題がどこにあるのかしっかり分析して「気づく」！ 
 採用数が少なく管理職となりうる経験が蓄積するまで育っていないのか、同期男

性と比べて育成登用が遅れているのか。（同期男女での登用状況を比較してみ
るのも一方法）⇒女性のキャリア形成支援 

 出産育児を経た女性が、残業ができない等の理由で、やりがいのある仕事につ
きにくく、マミートラックになっていないか。⇒子育てしながら活躍できる環境整備
と意識改革 

 管理職は残業が多い、または管理職になるために残業を多くしなければならない 
 ⇒超勤の削減、長時間勤務が評価される風土の改革 
 管理職側に、育児中の女性に配慮はするが育成する意識が不足していないか。 
 ⇒管理職へのマネジメント教育 
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対応策の例（女性活躍促進） 

1. 女性のキャリア開発、意欲向上 
 管理職数値目標を立て、計画的に個別育成 
 メンター（女性社員の助言をする先輩）、ロールモデル（子育てしながら活

躍している女性先輩、他組織でも可）、ネットワーク 
 若いうちからのキャリアプラン研修、やりがいのある仕事へ就ける 
 将来の出産前に早めに経験を前倒しでさせておく 
 「職が人をつくる」（ポストに就けて成長を促す。） 
 昇進が遅れている場合、年次にこだわらない配置・昇進・再教育  

   （参考） “Lean In”by Sheryl Sandberg  
２．女性部下に仕事を与え評価する役割の管理職層の意

識改革 を同時に行わないと効果が出ない。 
  無意識に女性部下に困難な仕事を与えることを回避していないか 
  子育て中の女性職員を配慮だけで育てようとしていないのではないか 
 管理職向けマネジメントセミナーによる無意識の行動の意識化 
 女性部下の活躍を促したりＷＬＢを進める管理職を人事評価    
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対応策の例（ＷＬＢと両立支援） 

1. ＷＬＢ 
 働き方改革を本気で進めることをトップが継続的に発信 
 職場単位で、業務プロセスや業務の必要性について検討・改革 
  （Ｅｘ： 職場活性化会議、過剰品質の排除、優先度の低い業務の廃止） 
 長時間働くことではなく、時間当たりの生産性を人事評価において評価 
  （その他、360度評価、下からの評価等もあり） 
 管理職のマネジメント能力の強化（適切な業務配分、業務の指示・管理・、

見直し、人材育成、人事評価等）  
 柔軟な働き方の活用（テレワーク、フレックス、ゆう活） 

 

２．両立支援 
 男性が育児休業や子育てのための休暇等を取得することへの理解促進 
  （パタハラ防止）→共働きの妻の継続就業にもプラス （Ｅｘ：育児用シート） 
 育児休業期間の昇任昇格への影響がないように見直し 
 育休からの円滑な復帰支援 
  （Ｅｘ：育休中のセミナー、メール、育児中職員のネットワーク化） 
 両立支援施策の利用と活躍促進のバランス 
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ワークライフバランス職場表彰について 

選考方法 

 ワークライフバランス推進強化月間（７、８月）中に、業務の効率化や職場環境の改善に向けた創意工夫
を活かした取組を行った国家公務員の職場のうち、特に優秀なものを表彰することで、国家公務員の働き方
改革によるワークライフバランスの推進を図る。 

趣旨 

 各府省等から推薦のあった40件の取組から有識者の選考委員会の意見を聴いて決定。 

府省名 部署名 

総務省 行政管理局行政情報システム企画課 

財務省 関東財務局 

厚生労働省 雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課 

経済産業省 大臣官房調査統計グループ調査分析支援室 

国土交通省 九州地方整備局長崎河川国道事務所 

府省名 部署名 

内閣府 内閣府イクメンの会 

内閣府 男女共同参画局総務課 

農林水産省 東北農政局 

経済産業省 資源エネルギー庁電力・ガス事業部 

国土交通省 航空局交通管制部運用課 等 

業務改善を中心とする取組 職場環境改善を中心とする取組 

国家公務員制度担当大臣賞 内閣人事局長賞 

河野大臣が受賞職場を視察。（平成27年12月） 

首相官邸で河野国家公務員制度担当大臣及び萩生田内閣人事局長から表彰状を授与。 

（平成27年11月） 
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国家公務員のワークライフバランス職場づくりに向けた 
10のポイント 

② イクボスやＷＬＢ管理職を作る 
 → 上司は、定時での退庁、業務の適切な進捗管理、部下の勤務状況の管理など、部下

の見本となるような行動を率先して実践するとともに、組織として、そうした上司を
増やせるように努めます。 

③ 自主的取組を育てる 
 → 上司、部下を問わず、ワークライフバランス推進をやらされているのではなく、自

分の問題として認識し、自主的に考え、業務改善などに主体的に取り組む習慣を身に
付けるようにします。 

 ＷＬＢの実現に向けては、トップの強いリーダーシップの下、職員全員が一丸となって、取組を地道に
継続して、定着を図っていく他なく、些細に思える取組であっても、まずは取り組んでみることが重要。 

① トップが継続発信 
 → 組織のトップは、ワークライフバランス推進の意義、必要性を理解し、明確かつ強力なメッ

セージを継続的に自ら発信し、職員の意識の変革を促すようにします。 

④ 「効率よく働くこと」を評価 
 → 組織として、遅くまで職場に残っていることが自体評価されるのではなく、限られ

た時間で効率よく働くことに向けた取組が評価されることを明確に示します。 

⑤ 仕事に着手する前にまずイメージを共有 
 → 上司は、自身にイメージがないまま、部下に作業を丸投げすることはせず、上司と

部下が作業開始前に一緒に議論し、仕事内容や期限、水準などを共有した上で作業を開
始するようにします。 

平成27年11月 内閣人事局 
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⑦ 資料の簡素化・標準化 
 → 組織として、資料の書式・様式を統一し、内容以外での手間を極力減らすとともに、

上司は、必要以上の資料作成を求めず、最小限にとどめるようにし、見映えにも過度
にこだわらないようにします。また、誰でも効率的に業務を遂行できるよう、業務が
属人的にならぬよう、可能な限り標準化・マニュアル化を図ります。 

⑧ 最短距離での意思決定 
 → 組織として、電子決裁の活用、決裁ルートの簡略化、複数幹部への同時説明の導入、

権限の委任など、意思決定に係る手間や負担が減るように工夫するようにします。 

⑨ スケジュールの見える化 
 → 組織として、業務の今後の見通しや、休暇等の各人のスケジュールなど、業務の進

捗に必要な情報は関係者間で幅広に共有できるようにし、無駄が生じるのを防ぐとと
もに、担当者が変わっても円滑に対応できるようにします。 

⑩ 超勤縮減に向けて 
 → 上司は、まず超過勤務の事前確認を徹底するとともに、実際の勤務時間を事後的に

しっかり把握します。その上で、超過勤務が多い者に対しては、原因と改善策を一緒
に考えます。加えて、局・課単位での超過勤務状況を会議等で共有し、組織的にも対
応するようにします。 

⑥ 会議から無駄を取り除く 
 → 会議・打合せへの参加人数や資料は最小限に絞ります。開始時には目的や到達目標

を明確にし、会議中は議論の方向性を一定に保ち、終了時には結論をまとめるように
します。また、所要時間についても開始時に予め定めておき、これを厳守するように
します。 



各府省の個別取組優良事例 

• 黒字は記載の府省で現在実施している取組 
• 青字は、各府省の取組計画に盛り込まれた取組 
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各府省の取組優良事例①（働き方・業務改革） 

本省全課室において、課室内全員が参加して業務の効
率化や働き方の見直し等を議論する「職場活性化会議」
を開催し、具体的な行動目標を設定の上取組を実施。同
時に、「集中取組課室」として選定された５～10の課室に

おいては、期間限定で集中的に職場活性化会議及び具
体的な取組を実施し、そこで抽出された先駆的な取組は
イントラなどで省内展開。【経済産業省】 

新任管理職や補佐級を対象とした研修を行い、取組計
画のポイントや両立支援制度の内容についての理解を
深めるとともに、管理職や補佐級に定期的な理解度テス
トを実施。【環境省】 
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各府省の取組優良事例①（働き方・業務改革） 

人事評価において、育児・子育てのために勤務時間に制約
がある職員の業務をサポートしている職員を積極的に評価
することを明示。【金融庁】 

独自に進めている「管理者評価」制度（部下が管理者を評価
するいわゆる「下からの評価」制度）においても、女性職員活
躍及びワークライフバランス推進の取組みを評価項目とする。
【外務省】 

全省庁一斉定時退庁日（毎週水曜日）、内閣官房独自の一
斉定時退庁日（週１回）及び完全定時退庁日（月２回）におい
ては、官邸政務をはじめ、各部局幹部職員及び管理職員は、
勤務時間外における不要不急の業務を控え、自ら率先して
早期退庁・定時退庁する。【内閣官房】 
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各府省の取組優良事例②（残業縮減・休暇取得促進） 

職員及びその家族の誕生日等の記念日や子どもの学校行事等
家族とのふれあいのために取得する休暇「家族ふれあい休暇」を
平成12年に創設。平成26年度からは家族ふれあい休暇の年間取
得目標５日を掲げ、推進。【文部科学省】 

「厚生労働省働き方・休み方改革推進戦略」をとりまとめ、大臣主
導の下、半強制的に出退勤管理の徹底（原則20時までに退庁）及
び年次有給休暇の確実な取得（年間16日以上）などについて、本
年３月から半年間試行した後で、本年10月から本格実施 

希望する職員については、ワークライフバランス推進月間に年次
休暇を集中して取得させる（１か月間等）。ワークライフバランス推
進強化月間中、全課室は超過勤務の大胆な削減を目標とし、夜７
時以降の超過勤務ゼロを目指す。【消費者庁】 
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各府省の取組優良事例③（男性の育児参加） 

人事課の呼びかけにより、自発的サークルとして「内閣府イクメンの会」
を立ち上げ、 週１回のランチミーティングをはじめ様々な自主的活動を
実施。【内閣府】 

管理職員等に対して、男性職員の育児参加促進のため、「チェックシー
ト」を配布。【財務省国税庁】 

 ２歳以下の子供がいる男性職員については、３歳になるまでの１年間に
つき、育児休業、短時間勤務、テレワークなどの各種制度の活用や、保
育園の送迎や家事の分担などの目標を設定し、積極的に育児を分担す
る「男性職員が子どもと１年間向き合う率100％」に取り組む。【総務省】 

男性職員の育児休業の取得率を平成32年度までに30％、取得日数を

原則として５日以上とし１か月以上取得することを推奨する。また、育児
を行う全ての男性職員が配偶者出産休暇と育児参加のための休暇をあ
わせて５日以上取得することとし、７日以上の取得率を90％以上とする
ことを目標とする。【厚生労働省】 
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各府省の取組優良事例④（両立支援・復帰支援） 

 「育児用コミュニケーションシート」を導入。身上調査書への添付資料と
できるほか、イントラネットに様式及び記載例を掲示し、育児中の職員が
上司、人事担当者等との面談を行う際等に自由に活用。【警察庁他】 

育児休業中の職員が他の職員と同様に情報入手、自己研鑽等すること
ができる環境を整備。パスワードを入力することで、スマホや自宅のパソ
コンから職場メールやイントラの閲覧可能。自宅で行うe-ラーニング研修
サービス（主に語学・全職員対象）を提供。【経済産業省】 

育児休業から職務復帰して１年以内の職員を対象として、以下を内容と
する意見交換会（研修形式）を新たに実施することとし、その受講を必須
とする。【金融庁】 

①  両立支援制度等の理解促進を目的とした制度の紹介 

②  先輩女性職員や研修生同士での意見交換、悩みや心配事の相談ができる
ネットワークづくりを目的としたランチミーティング 

③  先輩女性職員からワークライフバランスをテーマとした経験談の披露等  
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各府省の取組優良事例⑤（女性職員の育成） 

メンター制度、ロールモデル育成（各府省） 
制約のないうちに、本人の希望に応じて法案作業等の負荷は高

いが人材育成上重要な経験を積めるよう配慮（いわゆる先憂後楽
人事）等の取組を実施。【環境省】 

  既存の研修等のカリキュラムにキャリアイメージ形成支援に資す
る研修・講演会・セミナー等を盛り込むなどして、全官署において、
女性職員が当該研修・講演会・セミナー等を年１回以上受講する
ことができる体制を整備。【法務省】 

育児休業から復帰する職員に対する「育児プラン、キャリア形成
等に関する聴取事項シート」にキャリア形成のイメージ（子の成長
段階に応じた働き方のイメージ）を記載させ、これを基に人事課に
おいて具体的な希望を聴取する。これらの情報に関しては、人事
課において職員のキャリア形成に活用するとともに、必要に応じて
職員の管理者に対しても通知し職員のキャリア形成への配慮を求
める。【人事院】 
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ご清聴ありがとうございました！！ 
 

⇒ さらに詳しくお知りになりたい方は 
 
内閣人事局HP「国家公務員の女性 
活躍WLB特集ページ」 
地方公務員月報2015年6月号 
      をご覧ください！ 

女性国家公務員の
キャリアと霞が関の働
き方改革についての新
刊です！（岩波書店） P38 


