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○事業主行動計画策定指針【令和５年４月 1日施行時点】 

（平成二十七年十一月二十日） 

（内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省告示第一号） 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第七条第一項

の規定に基づき、事業主行動計画策定指針を次のように定めたので、同条第三項の規定により告示

する。 

 

第一部 はじめに 

第一 事業主行動計画策定指針の位置付け 

女性の職業生活における活躍の推進は、その活躍の場の主たる提供主体である事業主の役割

が重要であるが、これまでは各事業主における自主的な取組に委ねられていたところである。 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号。以下「法」

という。）によって、各事業主に事業主行動計画（法第七条第一項に定めるものをいう。以下同

じ。）の策定・公表等の義務又は努力義務が課され、各事業主が事業主行動計画で定める定量的

目標や取組の内容、その実効性等が、女性の職業生活における活躍に大きく影響を与えることと

なった。 

女性の職業生活における活躍の状況は事業主によって様々であり、かつ、事業主行動計画の内

容はそれぞれの事業主が抱える課題に応じて当該事業主が判断するものであるが、まだその活

躍が十分に進んでいない事業主も含め、全ての事業主が実効性のある事業主行動計画を円滑に

策定し、かつ、着実に実施できるよう促していくことが重要である。このため、国において事業

主行動計画の策定に関する基本的な事項等を示すことにより、事業主行動計画の策定及び実施

等に向けた事業主の積極的な取組を進め、ひいては社会全体における女性の職業生活における

活躍を迅速かつ効果的に進める必要がある。 

これらを踏まえ、法第七条第一項の規定に基づき、事業主行動計画策定指針（以下「策定指針」

という。）を定めるものである。 

第二 基本方針との関係 

法第七条第一項に基づき、策定指針は、法第五条第一項に定める女性の職業生活における活躍

の推進に関する基本方針に即して定めることとされており、政府は、同項に基づき、「女性の職

業生活における活躍の推進に関する基本方針」（以下「基本方針」という。）を閣議決定している。 

第三 事業主の区分ごとの適用 

法は、事業主を法第八条第一項に定める一般事業主（国及び地方公共団体以外の事業主。以下

単に「一般事業主」という。）と法第十九条第一項に定める特定事業主（国及び地方公共団体の

機関等）に区分しており、事業主行動計画の策定等についても両者を別に規定している（一般事

業主にあっては法第三章第二節に、特定事業主にあっては同章第三節に規定）。また、適用され
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る労働法制も両者で異なっている。 

こうしたことに鑑み、以下、策定指針においては、一般事業主に適用される事項と特定事業主

に適用される事項とを区分して記載することとした。 

 

第二部 一般事業主行動計画 〈略〉 

 

第三部 特定事業主行動計画 

第一 女性の活躍の意義及び現状 

一 女性の活躍の意義 

「女性の活躍」とは、一人一人の女性が、個性と能力を十分に発揮できることである。特に

公務部門での女性の活躍は、我が国の政策方針決定過程への女性の参画拡大という重要な意

義を有するものである。 

女性職員の登用の拡大は、女性の活躍の一側面を測るものであるが、女性の活躍は、それに

とどまるものではなく、臨時・非常勤職員を含めた全ての女性職員が、どの役職段階において

も、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がある。また、多様な人

材を活かすダイバーシティ・マネジメントは、公務部門に対するニーズのきめ細かい把握や新

しい発想を生み出すことなどを通じて、政策の質と公務部門におけるサービスを向上させる。

このため、女性活躍の観点から、女性の採用・登用の拡大や仕事と生活の調和（以下「ワーク・

ライフ・バランス」という。）の推進に積極的に取り組む必要がある。 

特定事業主の女性の活躍状況は一般事業主も注目しており、一般事業主に対し率先垂範す

る観点からも、こうした取組を着実に進めることは大きな意義があると考えられる。 

二 女性の活躍の現状 

公務部門における女性の活躍は、女性職員の採用・登用の拡大など着実に進んでおり、この

動きを更に加速していくことが必要である。また、特定事業主によって、女性職員の採用・登

用の状況、男女が共に育児・介護等と両立して活躍しやすい環境であるか等の状況は様々であ

る。 

第二 女性の活躍に向けた課題及び具体的な取組 

女性の活躍に向けた動きを更に加速していくためには、各特定事業主の実情を踏まえ、かつ、

公務員法制上の平等取扱の原則及び成績主義の原則や各機関の特性に留意しつつ、採用から登

用に至るあらゆる段階において、以下の視点から実効的な取組を進めていくことが必要である。

特に、長時間勤務の是正などの働き方改革、性別にかかわりない職務の機会付与と適切な評価に

基づく登用及び男性の家庭生活（家事及び育児等）への参加促進に取り組む必要がある。 

一 採用 

採用者に占める女性職員の割合は、近年、国家公務員（採用試験全体及び総合職試験）及び
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都道府県の地方公務員（大学卒業程度）で三割を超える水準に、市町村の地方公務員では約五

割の水準に拡大してきている。女性の活躍に向けては、その入口となる女性職員の採用の拡大

が重要であることから、採用試験の女性受験者・合格者の拡大に向け、積極的な広報活動を実

施するとともに、多様な人材確保等の観点から、中途採用の拡大や、育児等を理由に国家公務

員・地方公務員を中途退職した女性が再度公務において活躍できる取組を進めることも重要

である。 

二 職域拡大・計画的育成とキャリア形成支援 

女性職員の意欲を維持しながら計画的な育成やキャリア形成支援を図るに当たり、出産・子

育て期に入る以前の時期に、女性職員がやりがいを感じられる職務経験を重ねることが重要

である。育児休業等の取得期間は、本人の希望が最大限尊重されるべきことは当然であるが、

この職務経験により、育児休業を経ても、仕事への高い意欲を保ったまま職場への早期復帰を

望む可能性が高まると考えられる。また、家庭生活との両立が困難な職場は、育児休業の取得

期間を必要以上に長期化させ、職員のキャリア形成機会や意欲を阻害し得る観点からも改善

が求められる。 

三 継続勤務 

我が国の女性の年齢階級別労働力率は、Ｍ字カーブを描いているものの、以前よりＭ字の底

は浅くなり、その年齢は上昇している。したがって、全体の離職率が低い場合でも、近年の晩

婚化・晩産化の傾向に留意しつつ、年代別の離職の状況を踏まえて、両立を阻む職場の課題を

改善する必要がある。 

なお、男女を通じたテレワーク・フレックスタイム制を活用した柔軟な働き方の推進は、能

率的な公務運営にも資するものであることを踏まえることが重要である。 

四 登用 

女性職員の登用は、女性の活躍の進捗状況を示す最も端的な指標であり、公務部門において

は、性別にかかわりない公正な人事評価に基づく成績主義の原則に基づいた率先した取組が

望まれる。 

また、管理的地位にある職員への女性の登用拡大に加え、女性の人材プールを確実に形成し

ていくことが重要である。なお、女性職員に昇進を希望しない傾向がみられた場合には、長時

間勤務などの昇進意欲を阻害している職場の要因を考察・改善することも重要である。 

五 長時間勤務の是正等の男女双方の働き方改革 

女性職員が活躍できる職場を作るためには、男女双方の職員の働き方改革によるワーク・ラ

イフ・バランスの実現が不可欠である。中でも長時間勤務は、その職場における女性職員の活

躍の大きな障壁となるだけでなく、男性職員の家事・育児・介護等の分担を困難にし、当該男

性職員の配偶者である女性の活躍の障壁となるものである。 

男女を通じて長時間勤務を是正し、限られた時間の中で集中的・効率的に業務を行う方向へ
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職場環境を見直していくことは、生産性を高め、組織の競争力を高めることにも貢献するもの

でもあることから、これまでの価値観・意識を大きく改革するとともに、職場における仕事の

抜本的な改革、働く時間と場所の柔軟化を進めることが重要である。 

このため、多様な人材を活かす業務運営及び生産性の重視並びに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についての組織のトップによる明確なメッセージの継続

的な発信や、テレワーク・フレックスタイム制の推進や制度の円滑な運用に向けた取組を進め

る必要がある。 

六 家事、育児や介護をしながら活躍できる職場環境の整備 

仕事と家庭の両立支援制度の利用が女性職員に偏り、男性職員の利用が低い現状の背景に

は、家事・育児・介護等の家庭責任のために、男性が仕事に制約を抱えることが当然とは受け

止められにくい職場の風土や性別役割分担意識があると考えられる。このような職場風土は、

様々なハラスメントの背景にもなりやすい。 

これからの急速な少子高齢化の時代においては、男女共に、親の介護等に携わる職員が増加

する。制度の周知や管理的地位にある職員等への意識啓発、利用者の状況に応じたきめ細かい

対応等により、男性職員が一定のまとまった期間、休暇等を利用して家事・育児・介護等の多

様な経験を得ることは、マネジメント力の向上や多様な価値観の醸成等を通じ職務における

視野を広げるなど、自身のキャリア形成にとっても有用なものであるだけでなく、働き方改革

の推進、育児等の家庭生活に理解のある職場風土の形成に資するものと考えられる。 

第三 特定事業主行動計画の策定等に向けた手順 

法において、特定事業主については、自らの事務及び事業における女性の活躍に関する状況把

握・課題分析㈡、特定事業主行動計画（三㈤ロを除き、以下第三部において「行動計画」という。）

の策定・周知・公表（三及び四）、取組の実施状況の公表（五㈡）及び女性の職業選択に資する

ことを目的とした女性の活躍に関する情報の公表㈥が義務付けられている。 

これらの義務の履行に際しては、以下の一から六までに規定する事項を踏まえて行うことが

重要である。 

一 女性の活躍推進に向けた体制整備 

㈠ 女性の活躍推進に向けた組織のトップの関与・推進体制の整備等 

女性の活躍推進に向けた取組は、多様な職務機会や必要な研修機会の付与等の計画的育

成・キャリア形成支援や、長時間勤務の是正、職場風土改革など、組織全体で継続的に取り

組む必要のあるものが多く、これらの取組を効果的に行うためには、組織全体の理解の下に

進めることが重要である。このため、まず、組織のトップ自らが、組織経営戦略としても女

性活躍が重要であるという問題意識を持って、組織全体で女性の活躍を推進していくとい

う考え方を明確にし、強いメッセージを発信することによりリーダーシップを持って取り

組んでいくことが重要である。 
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また、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、継続的な推進体制を設

けることが効果的である。 

㈡ 行動計画の策定体制の整備等 

行動計画の策定・推進に当たっては、常勤職員はもとより臨時・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し、男女双方の幅広い職員の理解と納得の下、協力を

得ながら、各課題に応じた目標・取組を進めていくことが極めて重要である。このうち、臨

時・非常勤職員については、その状況を適切に把握するとともに、課題の内容に応じ、両立

支援制度やハラスメント等の各種相談体制の整備などの取組が期待される。なお、派遣労働

者については、特定事業主が派遣先となっている場合、当該特定事業主が長時間勤務の是正

等の働き方改革を進めるため、当該派遣労働者の状況把握を行うことも有益である。 

また、法に基づく状況把握項目に現れないものも含めた職場の実情の的確な把握を行う

ことも重要である。このため、行動計画の策定の過程において、必要に応じて、職員に対す

るアンケート調査や意見交換等を実施するなど、各職場・各世代の男女の声を広くくみ上げ

つつ、職場の実情の的確な把握に努めることが重要である。 

二 状況把握・課題分析 

㈠ 状況把握・課題分析の意義 

行動計画は、自らの事務及び事業における女性の活躍の状況把握・課題分析を行い、その

結果を勘案して定めなければならない（法第十九条第三項）。 

女性の活躍に向けては、第二で見たように、採用から登用に至る各過程において様々な課

題があるが、どの部分が特に大きな課題であるかは、特定事業主ごとに多種多様である。状

況把握・課題分析の意義は、自らの組織が解決すべき女性の活躍に向けた課題を明らかにし、

行動計画の策定の基礎とすることにある。 

その際、女性の活躍推進は、常勤職員だけではなく、臨時・非常勤職員を含めた全ての女

性が、その希望に応じて個性と能力を十分に発揮できることを目指して進める必要がある

ことに留意し、職員のまとまりごとの状況把握・課題分析が求められている項目に限らず、

職員のまとまりごとに実態が異なる可能性のある項目については、各特定事業主の実情に

応じ、必要となる状況把握・課題分析を行っていくことが望ましい。 

㈡ 状況把握・課題分析の方法 

行動計画の策定に当たっては、まず、別紙四の第一欄の項目の状況把握を行い、課題分析

を行うことが求められる。その結果、特定事業主にとって課題であると判断された事項につ

いては、別紙四の第二欄の項目を活用し、別紙五の観点も参考に、更にその原因の分析を深

めるべきである。 

状況把握・課題分析に当たっては、以下の方法によることに留意されたいが、各特定事業

主の実情に応じて、他に適切な方法がある場合は、当該方法による把握・分析も効果的であ
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る。 

・離職者の年代別割合は、「五歳ごと」等に把握すること。 

・超過勤務の状況は、組織の単位（課室や部局等）ごと等に区分して把握すること。更に実

態を把握する観点からは、超過勤務時間が「一月について四十五時間」や「一年について

三百六十時間」等を超えた職員数を把握すること。 

・超過勤務の縮減に向けた取組の有効性を検証する観点からは、超過勤務の状況を経年的に

把握すること。 

・各役職段階に占める女性職員の割合については、その伸び率を把握する際には、三事業年

度前からの変化等を捉えること。 

・男性職員の育児休業の取得期間について一月以下が多い場合には、「五日未満」や「二週

間未満」等に単位を細分化して把握すること。 

・地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）の改正により令和二年度から運用開始

となる会計年度任用職員の育児休業等の両立支援制度については、その制度の整備状況

等も併せて把握すること。 

・配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の合計取得日数は、国の各府省等の政府目標と

なっている「五日以上」の取得割合等を把握すること。 

・セクシュアルハラスメント等対策の整備状況は、特定事業主の措置義務が、男女雇用機会

均等法や人事院規則等に基づき定められている趣旨を十分に踏まえ、被害の防止の観点

で行う研修や制度の周知の状況、相談窓口の設置状況及び窓口担当者等が相談を受けた

後に適切な対応をとるための「対応マニュアル」等の整備・周知の状況等を把握すること。 

・職員の配置の状況は、女性職員が配属されていない職場の有無等を把握し、さらに、当該

職場の超過勤務の状況や男性の育児休業等の取得状況を重ねて職場の課題を分析するこ

と。 

・将来的な育成に向けた教育訓練の受講状況は、選抜型の研修への参加や在外機関への異動

等に性別の偏りがないかを把握すること。 

・年次休暇等の取得状況は、「一年の年次休暇等が二十日以上付与された者の平均取得日数」

や「取得日数が五日未満の職員割合」等を把握すること。 

・職員の給与の男女の差異の状況は、「任期の定めのない常勤職員」及び「任期の定めのな

い常勤職員以外の職員」のまとまりごとに把握するほか、これらを総計した全職員に係る

状況を把握すること。加えて、「任期の定めのない常勤職員」については、役職段階別及

び勤続年数別による職員の給与の男女の差異の状況を把握すること。 

三 行動計画の策定 

㈠ 行動計画の策定対象となる課題の選定 

行動計画においては、①計画期間、②数値目標、③取組内容及び実施時期を定めるものと
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されている（法第十九条第二項）。 

また、行動計画の策定等に際しては、状況把握・課題分析の結果を勘案して定めなければ

ならないものとされている（法第十九条第三項）。 

㈡ 計画期間の決定 

法は令和七年度までの時限立法である。このため、行動計画の計画期間の決定に際しては、

計画期間内に数値目標の達成を目指すことを念頭に、平成二十八年度から令和七年度まで

の十年間を、各特定事業主の実情に応じておおむね二年間から五年間程度に区切ることと

するとともに、定期的に行動計画の進捗を検証しながら、改定を行っていくことが望ましい。 

㈢ 数値目標の設定 

数値目標の設定の対象については、状況把握・課題分析の結果、各特定事業主にとって課

題であると判断されたものに対応すべきであるが、職業生活における女性の継続的な活躍

を推進していくためには、その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関す

る機会の提供とその任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備

に関する取組をバランスよく進めていくことが重要である。このため、状況把握・課題分析

の結果を勘案した上で、別紙四の⑴及び⑵の区分に属する状況把握項目に関連する数値目

標をそれぞれ一つ以上設定することが求められる。 

数値目標については、実数、割合、倍数等数値を用いるものであればいずれでもよい。 

数値目標の水準については、計画期間内に達成を目指すものとして、過去の実績、将来の

見込みや同種の他団体などとの比較も踏まえ、各特定事業主の実情に見合った水準とする

ことが重要である。 

なお、各府省等においては、少なくとも、女性職員の採用・登用と、男性職員の育児休業

取得率、配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇については、数値目標を設定し、積極的

に取り組むものとする。 

また、地方公共団体においては、各特定事業主における状況把握・課題分析の結果を勘案

しつつ、国の各府省等における取組も参考にしながら数値目標を設定し、主体的かつ積極的

に取り組むことが望ましい。 

㈣ 取組内容の選定・実施時期の決定 

行動計画に盛り込む取組内容を決定するに際しては、まず、状況把握・課題分析の結果、

数値目標の設定を行ったものから優先的に、その数値目標の達成に向けてどのような取組

を行っていくべきかについて検討を行うことが基本である。 

第二で述べた特に取り組むべき長時間勤務の是正などの働き方改革、性別にかかわりな

い職務の機会付与と適切な評価に基づく登用及び男性の家庭生活（家事及び育児等）への参

加促進について、各特定事業主において、当該特定事業主の実情に応じて積極的かつ主体的

に各課題の解決に向けた多様な取組を取り上げ、これらの取組を総合的に進めていくこと
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が効果的であると考えられる。 

こうした認識の下、具体的な取組の内容については、別紙五も参考にしつつ、実施時期も

併せて決定することが望ましい。 

なお、実施時期については、計画期間終了時までを実施時期とするものについては、その

旨、個別に記載する必要はない。 

㈤ その他 

イ 地方公共団体による率先垂範 

地方公共団体においては、地域の先頭に立って、当該地域内の一般事業主をリードする

行動計画を策定するとともに、積極的に女性職員の活躍を推進していくことが求められ

る。 

ロ 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画等との一体的策定 

法に基づく行動計画は、状況把握・課題分析を行った上で、その結果を勘案して、計画

期間、数値目標、取組内容及び実施時期を定める必要がある（法第十九条第二項及び第三

項）。 

一方、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画は、計画期間、目標（数値目標に限

らない。）、対策内容及び実施時期を定める必要がある。 

これらの両法律に定める要件を満たしていれば、両法律に基づく行動計画を一体的に

策定することは可能である。また、各府省等は、採用昇任等基本方針（平成二十六年六月

二十四日閣議決定）の５⑷に基づき策定した取組計画と法に基づく行動計画を一体的に

策定することも可能である。 

なお、一体的に策定した場合、法に基づく行動計画である旨及び法に基づく部分を、分

かりやすく明示することが望ましい。 

四 行動計画の周知・公表 

㈠ 職員に対する周知 

策定・変更した行動計画については、職員に周知することが求められている（法第十九条

第四項）。 

行動計画に定めた数値目標を達成し、各役職段階や臨時・非常勤職員を含めた全ての女性

職員の活躍に向けて組織全体で取り組んでいくため、まずは、全ての職員が知り得るように、

電子メールによる送付その他の適切な方法で周知することが求められる。また、組織トップ

の主導の下、特に管理的地位にある職員に対する周知を徹底することが重要である。さらに、

職員が行動計画を常時閲覧できる状態にしておくことが望ましい。 

㈡ 公表 

策定・変更した行動計画については、公表することが求められている（法第十九条第五項）。 

国民や一般事業主が各特定事業主の女性の活躍推進に向けた姿勢や取組等を了知するこ
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とができるよう、また、事業主間で効果的な取組等を情報共有し、社会全体の女性の活躍が

推進されるよう、広報誌やホームページへの掲載等適切な方法で公表することが求められ

る。 

五 行動計画の推進等 

㈠ 行動計画の推進体制 

行動計画の推進に当たっては、毎年少なくとも一回、数値目標の達成状況や、行動計画に

基づく取組の実施状況の点検・評価を実施し、その結果をその後の取組や計画に反映させる、

PDCA サイクルを確立することが重要である。 

その際には、行動計画の策定に際して状況把握を行った女性の活躍に関する状況の数値

の改善状況についても、併せて点検・評価を行うことが効果的である。 

また、行動計画の改定に向けた検討の際には、職場の実情を踏まえた実施状況の的確な点

検を基に行うことも重要であり、必要に応じて、職員に対するアンケート調査や、職員との

意見交換等を実施するなど、職場の実情の的確な把握に努めることが重要である。 

㈡ 実施状況の公表 

各特定事業主は、毎年少なくとも一回、行動計画に基づく取組の実施状況を公表しなけれ

ばならない（法第十九条第六項）。数値目標を設定した項目については、経年で、その進捗

状況や目標達成のために実施した取組の実績を広報誌やホームページへの掲載等により公

表することが求められる。加えて、当該公表の内容を、幹部職員の定例会議の場等で定期的

に報告することも取組の継続的な推進の観点から有効である。 

六 情報の公表 

㈠ 情報の公表の意義 

特定事業主は、自らの事務及び事業における女性の活躍に関する情報の公表が求められ

ている（法第二十一条）。 

情報の公表の意義は、就職活動中の学生等の求職者の職業選択において、女性が活躍しや

すい事業主であるほど優秀な人材が集まり、競争力を高めることができる社会環境を整備

することにより、市場を通じた社会全体の女性の活躍の推進を図ることにある。 

㈡ 情報の公表の項目及び方法 

情報の公表については、別紙六の⑴⑦のほか、別紙六の⑴及び⑵の区分の項目（⑴⑦及び

⑧並びに⑵⑧を除く。）の中からそれぞれ一つ以上を選択して、広報誌やホームページへの

掲載等、求職者が容易に閲覧できる方法によって行う必要がある。その際には、行動計画策

定の際に状況把握・課題分析した項目から選択することが基本であり、別紙四の第一欄にも

掲げられている項目（項目５を除く。）は、積極的に公表することが望ましい。また、別紙

六の⑴⑧としては、セクシュアルハラスメント等対策の整備状況、特定事業主として実施す

る教育訓練・研修の概要及び中途採用の概要等が、同表の⑵⑧としては、テレワーク等の柔
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軟な働き方に資する制度の概要及びその円滑な施行のため特定事業主が実施する取組の概

要等が考えられる。 

別紙六の⑴⑦については、求職者の職業選択により資するよう、比較可能な実績を公表す

ることが重要である。このため、当該項目については、以下の事項について、内閣府男女共

同参画局長、内閣官房内閣人事局人事政策統括官及び総務省自治行政局公務員部長の定め

る方法によって算出し、公表するものとする。また、各特定事業主の実情に応じて、更に詳

細な区分により公表することも可能である。 

・「任期の定めのない常勤職員」及び「任期の定めのない常勤職員以外の職員」のまとまり

ごとの職員の給与の男女の差異の実績のほか、これらを総計した全職員に係る給与の男

女の差異の実績 

・「任期の定めのない常勤職員」について、役職段階別及び勤続年数別による職員の給与の

男女の差異の実績 

公表に際しては、求職者の選択により資するよう、情報の公表項目と併せて、行動計画を

一体的に閲覧できるようにすることが望ましい。 

なお、別紙六の項目（⑴⑦を除く。）については、必ずしも全ての項目を公表しなければ

ならないものではないが、一般事業主に対し率先垂範すべき公務部門として積極的に公表

することが望ましい。 

㈢ 情報の公表の頻度 

情報の公表の内容については、おおむね年一回以上、その時点に得られる最新の数値に更

新し、情報更新時点を明記することが必要である。 

 

附 則 （令和元年内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省告示第一号） 

１ この告示は、令和二年四月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から適用する。 

一 第一条中第一部第三の改正規定（「第十五条第一項」を「第十九条第一項」に改める部分に限

る。）、第二部第二の一㈠、六及び七の改正規定、第三部第三の二㈠中「第十五条第三項」を「第

十九条第三項」に改める改正規定、三㈠中「第十五条第二項」を「第十九条第二項」に、「第十

五条第三項」を「第十九条第三項」に改める改正規定、三㈤ロ中「第十五条第二項及び第三項」

を「第十九条第二項及び第三項」に改める改正規定、四の改正規定、五㈡中「法第十五条第六項

の規定に基づき、」を削り、「公表しなければならない」の下に「（法第十九条第六項）」を加える

改正規定、六㈠中「第十七条」を「第二十一条」に改める改正規定及び六㈡の改正規定並びに別

紙三の改正規定 令和二年六月一日 

二 第二条の規定 令和四年四月一日 

２ この告示による改正後の事業主行動計画策定指針第二部第二の二及び三並びに第三部第三の二
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及び三の規定は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に規定する一般事業主行動計

画及び特定事業主行動計画でこの告示の適用の日前に計画期間が開始したものについては、適用

しない。 

附 則 （令和元年内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省告示第二号） 

この告示は、令和二年六月一日から適用する。 

附 則 （令和四年内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省告示第一号） 

（一般事業主行動計画の策定等に関する経過措置） 

１ この告示による改正後の事業主行動計画策定指針（以下「新指針」という。）第二部第二の二の

規定は、新指針第二部第二の六の規定による情報の公表を行った女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第八条第一項に規定する一般事業主（この告示

の適用の日（次項において「適用日」という。）以後最初に終了する事業年度の翌事業年度中に新

指針第二部第二の六の規定による情報の公表を行わなかったものを含む。）による同条第三項の規

定に基づく一般事業主行動計画（同条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下この項

において同じ。）の策定又は変更について適用し、その他の同項に規定する一般事業主による一般

事業主行動計画の策定又は変更については、なお従前の例による。 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表に関する経過措置） 

２ 新指針第二部第二の六の規定は、適用日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度において行

われる新指針第二部第二の六の規定による情報の公表から適用し、適用日以前に開始した事業年

度において行われるこの告示による改正前の事業主行動計画策定指針第二部第二の六の規定によ

る情報の公表については、なお従前の例による。 

附 則 （令和四年内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省告示第二号） 

（適用期日） 

１ この告示は、令和五年四月一日から適用する。 

（特定事業主行動計画の策定等に関する経過措置） 

２ この告示による改正後の事業主行動計画策定指針（以下「新指針」という。）第三部第三の二の

規定は、新指針第三部第三の六の規定による情報の公表を行った女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律第十九条第一項に規定する特定事業主（令和五年度中に新指針第三部第三の六

の規定による情報の公表を行わなかったものを含む。）による同条第三項の規定に基づく特定事業

主行動計画（同条第一項に規定する特定事業主行動計画をいう。以下この項において同じ。）の策

定又は変更について適用し、その他の同条第一項に規定する特定事業主による特定事業主行動計

画の策定又は変更については、なお従前の例による。 

 

別紙一～三 〈略〉 
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