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▼公式ホームページはこちら▼公式Facebook始めました！



特集

Ⅰ　はじめに

1 ．企業における女性の活躍状況
の「見える化」の趣旨

2．諸外国の取組

3．我が国の取組

Ⅱ 　「女性の活躍『見える化』
サイト」の開設

企業における女性の活躍状況の
「見える化（可視化）」の推進について

内閣府男女共同参画局推進課・調査課

女性の活躍「見える化」サイトのイメージ①



※33業
種

※　33業種

女性の活躍「見える化」サイトのイメージ②



企業における女性の活躍状況の
「見える化（可視化）」の推進について

Ⅲ 　「コーポレート・ガバナン
スに関する報告書」におけ
る女性の活躍に関する開示
状況（中間報告）

1 ．「コーポレート・ガバナンスに
関する報告書」の記載要領の改
訂について

※1

※2

2 ．企業における「女性活躍状
況」の開示状況の調査結果

（1）「女性活躍状況」の記載状況

図表1　CG報告書における開示状況

①　「女性の活躍状況」の記載 ②　「女性取締役の有無」の記載

■ 記載あり　　　■ 記載なし

 N=2,995  N=2,995

図表2　「女性の活躍状況」に関する記載内容



（2）企業の属性別にみた特徴

図表3　社外取締役人数別にみた記載状況 図表4　外国人持株比率別にみた記載状況

図表5　業種別（東証17業種）にみた記載状況



企業における女性の活躍状況の
「見える化（可視化）」の推進について

3 ．「女性活躍状況」に関する記載
の好事例

（1）選定の基本的な考え方 （2）好事例の紹介

図表6　好事例選定の具体的な着眼点

  各種ガバナンス機構（取締役会・監査役会等）別に役員の男女
別構成詳細を記載

取締役5名のうち、1名が独立社外取締役であり、男性5名で構成
執行役員は、社長を除き5名の常務執行役員で

構成されており、うち1名は女性

監査役3名全員が独立社外監査役であり、男性2名、女性1名で構
成

指名報酬諮問
委員会（独立社外委員過半数、うち女性1名）

  取締役及び監査役の社内／社外別の
男女別構成を記載

取締役
会は社内取締役9名（うち女性0名）、
社外取締役2名（うち女性1名）の計
11名、監査役会は社内監査役2名（う
ち女性0名）、社外監査役3名（うち女
性0名）の計5名で構成



4．おわりに

※1 

※2 

図表7　着眼点ごとの記載事例

着目した項目 企業名

最　

重　

要

役員の男女
別構成詳細

各種ガバナンス
機構（取締役
会・監査役会
等）別

○雪印メグミルク（食料品）
○資生堂（化学）
○メック（化学）
○パルコ（小売業）
○プロルート丸光（卸売業）
○エヌ・ティ・ティ・ドコモ（情報・通信業）

取締役及び監査
役の社内／社外
別

○日本電産（電気機器）
○NKSJホールディングス（保険業）

重　
　
　

要

女性管理職
比率

階層別（役員・
管理職・従業員
等）の女性比率

○パソナグループ（サービス業）
○ツクイ（サービス業）
○野村ホールディングス（証券、商品先物取引業）
○エヌ・ティ・ティ・データ（情報・通信業）
【以下再掲】
○資生堂　　
○メック　　
○プロルート丸光

単体・連結ベー
ス別等の区別

○花王（化学）
○【再掲】資生堂

その他 ○静岡銀行（銀行業）
女性管理職
の目標設定

目標値及び現状
値

○セブン＆アイ・ホールディングス（小売業）
○帝人（繊維製品）
○イオン（小売業）
○【再掲】資生堂

目標値のみ ○武田薬品工業（医薬品）
○【再掲】NKSJホールディングス

女性の活躍推進・ダイバーシ
ティの推進に関する方針

○シャープ（電気機器）
【以下再掲】
○資生堂
○NKSJホールディングス
○パソナグループ
○野村ホールディングス
○エヌ・ティ・ティ・データ
○花王
○セブン＆アイ・ホールディングス
○帝人
○イオン

関　
　
　

連

女性のキャリア促進に関する
具体的な取組内容

○大和証券グループ本社（証券、商品先物取引業）
【以下再掲】
○NKSJホールディングス
○野村ホールディングス
○エヌ・ティ・ティ・データ
○静岡銀行
○セブン＆アイ・ホールディングス
○帝人
○シャープ

記載方法の
工夫

詳細情報のURL ○【再掲】野村ホールディングス
表の活用 ○【再掲】エヌ・ティ・ティ・データ



特集

農業を成長産業に
農業で輝く女性の力を活かします
農林水産省経営局就農・女性課　女性・高齢者活動推進室

○農業女子プロジェクト

農業女子プロジェクトホームページ

農業女子プロジェクトFacebook

○個別プロジェクトの取組

【‘私の’軽トラックプロジェクト】
 （ダイハツ工業株式会社）

【農業女子的野菜が喜ぶメニュー開
発】 （日本サブウェイ株式会社）



【女子的トイレ開発プロジェクト】
 （株式会社レンタルのニッケン）

【農業女子的！おもてなしプロジェ
クト】 （リーガロイヤルホテル東京）

【農業女子Beautyプロジェクト】
 （株式会社コーセー）

【フィールドウェア開発プロジェク
ト】 （株式会社モンベル）

【教えて！農業女子プロジェクト】
 （株式会社東急ハンズ）

【夢ある‘農業女子’応援】
 （井関農機株式会社）

【農業体験＆交流ツアー】
 （株式会社エイチ・アイ・エス）



農業を成長産業に
農業で輝く女性の力を活かします

○次世代を担う女性農業者たち

「平成25年度農山漁村男女共同参
画優良活動表彰」農林水産大臣賞
受賞者の紹介

（1 ）次世代を担う地域リーダー部門
①　寺田真由美氏（岐阜県）

②　三宅静恵氏（福岡県）

「農山漁村女性の日」設立の経緯



（2）組織における女性登用部門
①　大崎市農業委員会（宮城県）

②　栃木県農村女性会議（栃木県）

○施策による支援

農林水産省ホームページ

農業女子プロジェクトロゴマーク



Media Top Interview Series ❸メディアトップインタビューシリーズ❸

聞き手　佐村 知子
　　　　さむら・ともこ／
　　　　内閣府男女共同参画局長

スペシャル・インタビュー／第37回

女性の採用は5割。男女共同参画って、
いまさら言わなくても当たり前に
なっているのではと思います。

問題点をどのようにお考えですか？
（井上）

─総理が昨年4月に経済3団体のト
ップに、子どもが3歳までは男女と
も育休や短時間勤務が取りやすい環
境整備を要請したところ、あまり長
く休むと職場復帰が大変なので、保
育園整備に力を入れてほしいとの強
い要望を頂きました。待機児童解消
に向けては政府挙げて一生懸命取り
組んでいます。
（井上）

─育てるための仕組みは？
（井上）

─大きくは、制作と報道の2つの分
野ということですね。
（井上）

─女性の活躍や登用における課題、

─日本民間放送連盟（民放連）加盟
205社及びTBSテレビ（ホールディ
ングスを含む）における女性の活躍
状況、登用状況を教えてください。
（井上）

─採用の区分は？
（井上）



井上 弘
日本民間放送連盟会長

いのうえ・ひろし／
昭和38年、東京放送に入社。平成5年から
取締役テレビ営業局長、テレビ編成局長等、
平成8年から常務取締役、専務取締役、代表
取締役副社長を経て、平成14年、代表取締
役社長に就任、平成21年、（株）東京放送ホ
ールディングス代表取締役会長、（株）TBS
テレビ代表取締役会長に就任。平成24年4
月、一般社団法人日本民間放送連盟会長に
就任し、現在に至る。

～放送局では、男女問わず自分で動かせる仕事の幅が大きい～

─結婚・出産で6割位の女性が辞め
てしまう「M字カーブ問題」。放送
局の女性たちはどうでしょうか。
（井上）

─辞める人がいない、でも働き方が
厳しい。とすると、産休・育休をと
る時の職場の負担感が重くなります
ね。結果的に女性の採用の抑制につ
ながったりしないでしょうか？
（井上）

─管理職への登用状況はいかがでし
ょうか。
（井上）

─時間が経てば自然に数字も上がっ
ていくだろうと。
（井上）

─直接激励されたり、意見を聞いた
りされているのですね。
（井上）

─女性の活躍の「見える化」とし
て、上場企業にコーポレートガバナ
ンス報告書やCSR報告書などで、
女性の働きやすさ、登用率などを任
意に開示してもらう働きかけや、役
員数・社員総数・採用数・管理職数
と女性比率などを開示して頂き内閣
府のHPで紹介する取組を行ってい
ます。
（井上）

─民放連として、業界はこんなに開

かれ、平等であるとアピールしても
らえるといいと思うのですが。
（井上）

─TBSや民放連で女性の活躍推進
を担当する組織を設けるご予定は？  
（井上）



─育休中の方たちへの研修等、ケア
の仕組みはいかがですか。
（井上）

─お子さんがいて管理職として働き
続けている方は多いですか？
（井上）

─話は変わりますが、放送のインパ
クトはとても大きいと思います。政
治・経済など女性が少ない分野で女
性有識者が登場する、家事・育児参
加の話題で、男性有識者が発言する
など、従来的な性別による役割分担
意識にとらわれない「制作・報道」
を意識されることはありますか？
（井上）

─なるほど。日本社会で男女共同参

画が必ずしも実現していないという
中、放送には社会への啓発的な役割
も期待されると思うのですが。
（井上）

─以前TBSの女性記者がベビーホ
テル問題でキャンペーンをはりまし
た。誰も気づかなかった問題に気づ
き、それが会社的に大事だとの流れ
を作っていくような女性の先輩がい
た。待機児童問題の報道も、そうい
う積み重ねの上にあるかもしれない
ですね。
（井上）

─報道の現場に女性が増えてくると、
取り上げられる論点が多様になって
いくのでしょうね。本日はありがと
うございました。

（注）　民放連調べ

（※1）　民放連加盟社　従業員の女性割合

放送業界における女性の活躍状況の事例（＊表）
放送局名 女性の活躍状況

民 放 連 加 盟 全 社 役付従業員に占める女性の比率は、10年前の平成15年度の7.9％から、25年度が
12.3％と、年ごとにかなりの伸びを示している。

キ ー 局
T B S テ レ ビ
（ホールディングスを含む）

女性における管理職登用比率（女性管理職数/全女性社員数）は28％。
※男性における管理職登用比率（男性管理職数/全男性社員数）は22％

テ レ ビ 朝 日 人事局に「ワーキングマザーサポートチーム」を設置

準 キ ー 局

中 部 日 本 放 送 子育て支援として、3歳までの育児休業制度を独自に制定。時差出勤制度を導入。

朝 日 放 送
「多様性の推進」をテーマに全社横断的な女性社員から成るプロジェクトを設置し、
「子育て世代の活躍に必要なこと」といった提言をとりまとめた。人事局が中心
となり、具体策を進める予定。

ローカル局

北海道テレビ放送 男性の育児支援を含めた福利厚生への取り組み、休日出勤時の預かり保育費用補
助などの充実で、「くるみんマーク」を取得。

テ レ ビ 岩 手
女性社員の50％が管理職。（14人中7人）
男性の育児支援を含めた福利厚生への取り組み、休日出勤時の預かり保育費用補
助などの充実で、「くるみんマーク」を取得。

テ レ ビ 山 梨 男性の育児支援を含めた福利厚生への取り組み、休日出勤時の預かり保育費用補
助などの充実で、「くるみんマーク」を取得。

テ レ ビ 西 日 本 各セクションから女性委員を選出し、人事部が幹事となって、「母性保護・セク
ハラ相談室」を設置。

※ 「役付従業員」は、課長級以上の職で、現業役員
を含む。
　 平成16年度は、平成16年7月末時点。以下同じ。 （注）　民放連調べ

（※2）　民放連加盟社　職種別の女性割合（平成25年度）

※「一般」は、「技術・アナウンサー」以外

（注）　民放連調べ

（※3）　民放連加盟社　新規採用者の女性割合

※ 平成20年度は、平成19年8月～平成20年7月ま
での1年間。以下同じ。



やまだ・まさひろ／東京大学文学部卒業。東京学芸大学教授を経て、2008年より現職。専門
は家族社会学・感情社会学・ジェンダー論。子ども・若者・夫婦・家族を取り巻く現状を多
角的に解析して打開策を提言し続け、パラサイトシングル、婚活、格差社会などという言葉
を作り出した社会学者。男女共同参画会議民間議員等の公職を歴任し、現在、男女共同参画
会議専門委員、日本学術会議連携会員。

連載

男女共同参画は、日本の希望⑪　男女ともに生きやすい社会を目指して
中央大学・教授　山田 昌弘

（註1）

（註
2）

（註
3）

（註4）

註1：経済産業省監修『ホワイト企業－ホ
ワイト企業 女性が本当に安心して
働ける会社』（2013年、文藝春秋）
参照。ただ、定義にもよるが、ネッ
トなどでは、ホワイト企業など全企
業の1％に過ぎないと書かれている
ものもある。この比率は、年収800
万円超の未婚男性比率とほとんど同
じである。ホワイト企業に入社でき
る確率と、年収800万円以上の未婚
男性と結婚できる確率がほとんど同
じということだろうか。大多数の企
業をホワイト企業にするための取り
組みが必要なのだ。

註2：2012年、結婚は668,869組、離婚
は235,406組である。今結婚した
カップルは、ほぼ三組に一組が離婚
に終わることになる（ここ10年間、
結婚と離婚の比率はほぼ安定してい
る）。といって、結婚するカップル
は、自分の結婚が離婚に終わるとは
普通考えない。

註3：拙書『家族難民－生涯未婚率25％
社会の衝撃』（2014年、朝日新聞出
版）参照。

註4：1993年、ビル・クリントン大統領
（当時）スピーチより
“Yesterday is yesterday. If we try to 
recapture it, we will only lose 
tomorrow.”



共同参画情報部

［ ］

国立女性教育会館（NWEC）

「女性関連施設・地方公共団体・団体リーダー
のための男女共同参画推進研修」参加者募集

内閣府

ワーク・ライフ・バランス
Goodプラクティス集選定会議　開催報告

内閣府

ダイバーシティ・マネジメントセミナー
開催報告

厚生労働省

7月1日から改正「男女雇用機会均等法施行
規則」等が施行されます。



編集後記

佐賀県立男女共同参画センター／アバンセ

男女共同参画センターだより

【3・４月号表紙】平成25年度ポスターコンテスト
最優秀作品から
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