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懇朔載薩削昏 

 

耿歳国経済社会昨再生削向砕腰日鑚削秘薩晒参崎い傘潜在力昨最た傘

雑昨祭そ坤女性墾埼あ三腰経済社会埼女性昨活躍を透進際傘祭碕朔腰減

少際傘生産烝齢人口を補う碕いう効果削碕鷺擦晒剤腰新裁いæ想削皿傘

使賜ベ実斯ョンを透裁腰様々作便褫埼経済を活性化細在傘力碕作傘甑 

 

女性昨活躍昨た薩削朔腰社会腰特削男性昨意識歳変わ晒作砕参柵作晒

作い甑一方埼腰意思決定昨場削採砕傘女性昨参画歳進擦作砕参柵腰社会

雑変わ晒作い甑祭う裁た状況を打ち破三腰女性昨活躍歳社会や男性昨意

識を変え腰そ参晒昨意識昨変化歳女性昨活躍を細晒削透際碕いう好皓環

削棡采削朔腰男性昨意識改革碕実質的作機会均等を実現際傘た薩昨積極

的改善措置θ治施至伺字質仔屍斯ョンχを車昨両輪碕裁崎進薩作砕参柵

作晒作い甑そ昨薇腰坤隗皿三始薩皿墾昨碕採三国家公務員栽晒率先裁崎行

動を起祭際祭碕埼腰民間企業質団体腰地方公共団体等削雑流組を広砦崎

い采必要歳あ傘甑 

 

祭昨勇僚会議埼朔腰祭う裁た問題意識削立榊崎腰会男性昨意識改革腰

解思い勉榊た治施至伺字質仔屍斯ョンθ積極的改善措置χ腰回公務員栽晒

率先裁崎流三組殺腰昨ǚ肴を柱碕裁崎腰以託昨碕採三行動計画を流三擦

碕薩た甑超後腰坤日鑚再生戦略墾削祭参を哲置付砕腰療能作雑昨栽晒際犀

削流三組殺碕碕雑削腰烝不削朔そ昨工程表を策定裁腰輸逃勇僚歳一丸碕

作榊崎腰担当府省碕時間軸を明晒栽削裁た琢埼流組を進薩崎い采甑そ昨

薇腰国昨札作晒剤地方公共団体埼雑流組を透裁崎い采甑 
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懇具体的施策昏 

 

ǖḿ男性昨意識改革θ社会全体昨意識改革を含殺χ 

  

   企業詞ッ寺を始薩腰男性昨意識改革腰ひい崎朔社会全体昨意識改革を強力削推

進際傘祭碕削皿三腰経済社会埼昨女性昨活躍を推進際傘甑 

 

○女性昨活躍透進昨坤見え傘化墾総合寺鹿ン昨策定質推進 

 

  消費者腰就職希望者腰市場輸逃者削対裁腰企業昨女性昨活躍状況昨療視化を

透進際傘流組を坤見え傘化墾総合寺鹿ン碕裁崎 「01「 烝鑽擦埼削策定懇厚生労働

省。流三擦碕薩)腰経済産業省腰文部科学省腰不勇府腰金融庁昏 

 

 質以託昨方向埼行政昨司史字支使詞を活用裁た経営詞ッ寺昨方針腰企業昨女性

活躍昨状況や向琢昨た薩昨流組削肴い崎腰企業昨情報開示を透進際傘懇厚生

労働省θ流三擦碕薩χ腰文部科学省腰経済産業省腰不勇府腰直輸逃省庁削協力

を要請昏 

   Ḿ企業昨情報開示を強力削推進際傘θ約 5,000 社を目標χ 

   Ḿ開示情報昨一覧性や業種斎碕昨比較を容易碕際傘捗組札を作傘 

   Ḿ坤女性昨活躍透進質企業活性化推進営業大作戦墾θ後掲χ埼腰企業削碕榊

崎昨磁式ッ詞雑説明裁肴肴腰企業昨参加を透際 

   Ḿ大学昨姿而式仔止ン祉実碕昨連携θ就職希望者匙昨坤見え傘化墾甑人材確

保等腰企業削雑磁式ッ詞χ 

 

 質女性昨活躍状況昨坤見え傘化墾削向砕腰企業昨女性活躍削輸際傘指標等昨公

表削逃傘資鑚市場削採砕傘企業昨流組を透際方策削肴い崎腰例え柵有価証券

報告書や流引脉昨姉使詩鹿使ン腰ＩＲ資料作鷺公表方法昨在三方を含薩腰「01「

烝中削総合的作検討を行う懇不勇府腰金融庁腰厚生労働省腰経済産業省昏 

    

○政府を挙砦崎企業や団体削直接的削働済栽砕θ坤女性昨活躍透進質企業活性化推

進営業大作戦墾懇厚生労働省腰経済産業省腰不勇府腰直輸逃省庁削協力を要請昏 

 質ǘ万社以琢を目標削直接的作働済栽砕等を行い腰治施至伺字質仔屍斯ョン流

組企業数ǖ万社以琢腰情報開示企業数 5,000 社を目指際 

 

○福利厚生埼朔作采腰人材活用昨た薩昨経営戦略碕裁崎昨視点埼企業昨流組札を

透進 
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 質女性昨活躍作鷺人材昨多様性を活栽際経営θそ昨た薩昨ワ実屍鹿使児飼鹿ン

旨昨推進χ削流三組殺企業昨表彰制度を創設裁腰先進事例碕裁崎広采æ信際

傘祭碕削皿三腰積極的削流三組殺企業昨際そ褫を広砦腰女性活躍推進昨動済

を加速化細在傘θ坤私使飼実斯至伺経営 100 選墾χ懇経済産業省昏 

 

 質長時間労働を前提碕裁た従来昨働済方昨見直裁作鷺腰ワ実屍質鹿使児質飼鹿

ン旨を推進際傘た薩昨国民運動昨展開懇不勇府昏 

 

 質女性昨活躍削皿傘企業質家計質社会匙昨磁式ッ詞を数値化裁腰国民削わ栽三

や際采æ信懇不勇府昏 

 

 質国薇的作流組碕雑連携裁腰男性を磁使ン祉実ゲッ詞碕裁た広報昨戦略的展開

懇不勇府腰外務省昏 

 

質女性昨活躍を推進際傘た薩昨男性昨意識改革削向砕崎腰企業詞ッ寺を含薩腰

産官学削皿傘連携体制を構築裁腰検討を進薩傘碕碕雑削腰大学質企業碕昨連

携や男女共同参画輸連施設昨資ッ詞ワ実屍昨活用作鷺削皿三腰男性を対象碕

裁た意識啓æを進薩傘総合的作施策を実施懇不勇府腰文部科学省腰各府省昏 

 

○男性昨家庭匙昨参加を公務員栽晒強力削推進 

 質公務員男性昨育児休業流得を強力削推進懇不勇府腰各府省昏 

  「0「0烝擦埼削男性昨育児休業流得率を1」％碕際傘目標を公務員歳率先裁崎達

耨際冊采腰達耨削向砕た段階的作工程を示際中間目標を策定裁腰そ昨達耨削

向砕崎以託昨施策等を講載傘 

  Ḿ管理職昨人事評価匙昨律映等昨流組昨推進懇不勇府腰各府省昏 

  Ḿ使屍磁ン父親昨会昨設置等腰男性職員昨育児参加を透進際傘流組を各府省

埼実施裁腰民間削流組を広砦傘懇不勇府腰各府省昏 

  

○女性削非正規邊用歳多い現状雑踏擦え腰非正規邊用昨労働者昨正規邊用匙昨転

換透進や腰公正処遇確保質人材育耨昨た薩昨制度整備や事業主支援を行う懇厚

生労働省昏 

 

○働済方削中立的作制度昨実現削向砕た社会保藴制度質税制等昨見直裁削向砕腰

国民各層昨理解を得傘た薩昨流組を進薩傘懇不勇府腰厚生労働省昏 
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ǘḿ思い勉榊た治施至伺字質仔屍斯ョン 

 

   男性昨意識改革碕腰意思決定昨場削採砕傘女性昨参画を車昨両輪碕裁崎推進際

傘祭碕削皿三腰女性歳活躍裁や際い経済社会昨構築を目指際た薩腰期間限定的削腰

思い勉榊た治施至伺字質仔屍斯ョンを棡入質推進裁腰男性意識改革碕昨好皓環削

肴作砦傘甑 

 

 ○女性昨起業質創業透進昨た薩腰輸逃省庁碕調整裁肴肴腰以託削肴い崎推進懇経済

産業省昏 

質開業資金昨付滑作供給昨た薩昨補助制度昨創設 

質創業時質創業後昨経営面昨済薩細栽作坤知識支治実詞墾昨捗組札昨創設 等 

 

○地域農業昨あ三方を定薩傘裴要作方針θ人質農地寺鹿ン等χ削肴い崎女性歳企画質

立案段階栽晒参画際傘祭碕を透進裁腰擦た腰６次産業化作鷺削糸而鴫ン施際傘女

性農業経営者を積極的削支援際傘碕碕雑削腰地域埼活躍際傘女性農業経営者昨資

ッ詞ワ実屍咲采三等を推進懇農林水産省昏 

 

○女性昨活躍削皿三政策目的達耨匙昨デ献歳期待細参傘便褫削採い崎腰女性を流

三巻采様々作社会的要因削皿傘男女間昨格差昨改善削向砕崎支援際傘た薩昨事

業を積極的削検討懇各府省昏 

 

 ○各府省昨公共調達を通載た女性活躍昨推進方策削肴い崎腰立法措置を含薩崎検討

懇不勇府腰テ務省昏 

 

 ○女性昨活躍透進昨坤見え傘化墾総合寺鹿ン昨策定質推進θ再掲χ 

 

○子育崎等埼字鹿ン屍昨あ傘女性昨再就職を強力削支援 

 質主婦層歳働済や際い魅力あ傘中椌質椌規模企業匙付滑削職場皖帰埼済傘皿う腰

輸逃省庁碕調整裁肴肴腰主婦層向砕使ン祉実ン斯ッ寺事業昨創設を推進懇経

済産業省昏 

 質爾孜実枝雌竺実ワ実屍等埼腰再就職希望昨女性昨旨姿識を活栽裁たい企業碕

昨爾ッ糸ン市昨推進腰職業相談や止璽試実等昨再就職削向砕た就職支援をワ

ン旨詞ッ寺埼実施懇厚生労働省昏 

 

○改正育児質跳護休業法昨周知質徹底削加え腰更削流三や際采皖職裁や際い育児

休業質短時間勤務制度削向砕腰環境整備等更作傘流組を行う懇厚生労働省昏 
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○配偶者昨転勤削伴う離職匙昨対応懇厚生労働省腰各府省甑人事院削検討要請昏 

 質配偶者昨遠隔地匙昨転勤歳女性就業者昨離職昨要因昨一肴碕作榊崎い傘現状

を考慮裁腰意欲碕能力昨あ傘女性歳そ参擦埼昨経験碕旨姿識を活栽裁崎皖職

埼済傘皿う作好事例昨率邊腰提供を図傘碕碕雑削腰公務員歳率先裁崎対応際

傘甑そ昨薇腰休業制度作鷺制度面雑含薩腰必要作対応昨検討を進薩傘甑祭昨

場合削腰人事院埼対応歳必要作事項削肴い崎朔腰人事院削検討を要請際傘 

   

○耿歳国昨女性昨就業率朔先進諸国昨中埼徹い水準埼あ傘歳腰特削高等教育を溜

砕た女性昨就業率θ日鑚 【【％χ歳 O分（） 烋均θ8「％χを大幅削託回傘状況を踏擦

え腰女性歳能力を最大限削æ揮埼済傘皿う総合的作施策を実施懇文部科学省腰厚

生労働省腰不勇府昏 

質将来腰希望昨職業削就職裁腰結婚や育児等昨鹿使児使ベン詞を踏擦えた人生設

計θ鹿使児寺鹿ン誌ン市χ歳行え傘皿う腰学校教育削採砕傘早い段階栽晒鹿使

児寺鹿ン誌ン市支援を含殺姿而式仔教育を保護者匙昨意識啓æを含薩推進際

傘懇文部科学省昏 

質磁ン祉実θ女性社員昨相談質支治実詞を際傘社員χや腰竺実識示視識θ姿而式

仔形耨埼昨目標碕作傘社員χ昨育耨質支援懇厚生労働省腰不勇府昏 

    

○理系女性大幅増寺鹿ンθ仮称χ懇文部科学省昏 

質耿歳国昨理系便褫を専攻際傘女子学生昨割合や女性研究者昨比率朔 10％瞭前

半埼あ三腰先進国碕比冊崎徹い水準θ欧米主要国昨半便程度以託χ埼あ傘甑

理系女性昨大幅作増加を目指裁腰女性研究者歳出産質育児等碕研究を両立埼

済傘皿う削際傘た薩昨支援腰研究中断裁た場合昨皖帰や安定的作治旨詞昨増

加昨た薩昨支援昨ほ栽腰初等中等教育段階や腰大学段階を通載た進路選択支

援等昨総合的作対策を講載傘 
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ǚḿ公務員栽晒率先裁崎流三組殺 

 

   男性昨意識改革や腰治施至伺字質仔屍斯ョン削肴い崎朔腰擦剤公務員栽晒率先

裁崎流組殺祭碕埼腰民間昨流組を透際祭碕歳有効甑 

 

○思い勉榊た女性昨採用質ɔ用懇不勇府腰総務省昏 

 質坤国家公務員昨女性採用 」0％墾碕昨政府目標昨達耨削向砕崎腰「5 烝度昨各府

省昨女性採用昨状況を児ォ竺実仔ッ寺裁腰女性採用昨拡大削向砕た課題を踏

擦え腰超後昨採用昨あ三方作鷺を具体化際傘祭碕を検討 

   

○配偶者昨転勤削伴う離職匙昨対応θ再掲χ 

   

 ○使屍磁ン父親昨会等を各府省埼推進θ再掲χ 

  

 ○男性育児休業昨透進θ再掲χ 

 

 ○公務員昨在宅勤務θ至鴫ワ実屍χ削肴い崎腰各府省昨ベ旨詞寺鹿屍至伺旨を共有

裁腰各府省埼必要作環境整備を推進懇不勇官胖腰各府省昏 
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男女共同参画会議専門調査会報告を踏まえた今後の取組事項 

及び当面の検討の進め方について 
 

烋成ǘǜ烝８月ǖ日 

男女共同参画会議決定 

 

ド．女性に対する暴力に関する専門調査会 

懇政府の流組事項昏 

女性削対際傘暴力削輸際傘専門調査会の流三擦碕めを踏擦え腰男女共同参画会議碕

裁崎政府削求め傘流組を以託の碕採三碕際傘甑 

質強姦罪の見直裁の検討 

質指導的立場の者等削皿傘性犯罪の防溺 

質性犯罪被害者削対際傘61災目作い支援体制の整備 

琢記流組を始め腰性犯罪の潜在化を防犀ための性犯罪への厳塡作対処碕被害者への

支援質配慮削輸際傘流組を蘿進際傘甑 

 

懇専門調査会の今後の調査方針昏 

配偶者栽晒の暴力の防溺等削輸際傘対策の実施状況の児ォロ実仔ッ寺を行う甑 

 

ナ．監視専門調査会 

懇政府の流組事項昏 

監視専門調査会の今般の坤雇用質セ実児至伺ネッ詞の再構築墾及び坤皿三多様作生

済方を可能削際傘社会斯旨至ムの実現墾削輸際傘意見を踏擦え腰第ǚ次男女共同参画

基鑚計画削沿榊崎以託の流組を始め碕際傘輸逃施策を一層蘿進際傘皿う腰政府の流組

を求め傘甑 

θ1χ坤雇用質セ実児至伺ネッ詞の再構築墾輸逃 

質非塡規労働者の均等質均衡待遇の確保の透進腰塡社員への転換の蘿進等削輸際傘

法整備を含めた検討 

質女性の起業のため腰女性の起業経験者腰専門家碕のネッ詞ワ実ク構築の透進 

質女性歳就業6162埼済傘環境の整備腰大学生等削対際傘働済62砕傘祭碕の重要性の

周知腰キャ式仔教育及び若者歳不安や悩札を相談埼済傘機会の充実 

質企業の人事担当者への働済栽砕を始め腰官民挙砦崎の男性の育児休業流得透進の

ための流組強化等 

質企業削採砕傘仕事碕生活の調和削向砕た流組状況等の情報開示の検討 

θ「χ坤皿三多様作生済方を可能削際傘社会斯旨至ムの実現墾輸逃 

質税制θ配偶者蘰除χ及び社会保障制度θ第 」 号被保険者制度χの見直裁腰輸逃方
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面の議論を深め傘ための幅広い情報提供 

質選択的夫婦別氏制度の導入等の民法改塡等削輸際傘基鑚計画削沿榊た検討 

質男女共同参画をめ犀傘基鑚的作意識の把握腰固定的性別役割分担意識を解消際傘

ための皿三効果的作啓æ活動の展開 

質統計削採砕傘男女別視実タの整備腰政策のＰĂŔＡサ使ク識削男女共同参画の視

点を流三入参傘ための流組 

 

懇専門調査会の今後の調査方針昏 

 防災質復興削採砕傘男女共同参画の蘿進削肴済腰監視を行い腰烝鑽擦埼削一定の意

見の流三擦碕めを行う甑 

擦た腰女子差別撤廃委員会最終見解への対応のうち腰鑚烝 11 月擦埼削女子差別撤廃

委員会削報告を予定裁崎い傘項目削肴い崎腰引済62済児ォロ実仔ッ寺を行う甑 

 

ニ．基本問題・影響調査専門調査会 

懇専門調査会の今後の調査方針昏 

坤女性の活躍透進削皿傘経済活性化墾行動計画θ烋成 「4 烝６月 「「 日 女性の活躍

削皿傘経済活性化を蘿進際傘輸逃勇僚会議決定χを溜砕腰同計画削採い崎検討際傘祭

碕碕さ参た以託の課題等削肴済腰烝鑽擦埼削中間的作整理を行う甑 

質公共調達を通載た女性の活躍の蘿進方策の検討 

質女性の活躍を支援際傘ための事業等の在三方の検討 

質国家公務員の採用質ɔ用削採砕傘ポ施至伺字質仔ク斯ョンの検討 
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ワーキング・グループの設置等について 

        

 

平成２４年９月２８日 

基本問題・影響調査専門調査会 

                                           

                          

１ 設置 

基本問題・影響調査専門調査会（以下「調査会」という。）において、「日本 

再生戦略」（平成 24 年 7 月 31 日閣議決定）の重点施策の一つとして位置づけ

られた「『女性の活躍促進による経済活性化』行動計画」を受け、同計画にお

いて検討することとされた以下の課題等につき、主に法制的な観点から調査検

討を行うため、調査会に「女性の活躍促進ワーキング・グループ」を設置する。 

・公共調達を通じた女性の活躍の推進方策の検討 

・女性の活躍を支援するための事業等の在り方の検討 

・国家公務員の採用・登用におけるポジティブ・アクションの検討 

 

２ 構成 

ワーキング・グループは、別紙の委員により構成する。 

  

 

３ 運営 

ワーキング・グループの運営は、調査会運営規則の規定するところに準ず

るものとし、これにより難い場合には、座長が、ワーキング・グループの意

見を聞いて、取扱いを定めるものとする。 
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女性の活躍促進ワーキング・グループ 委員名簿 
 
 
 

平成２４年９月２８日現在 
（50 音順、敬称略） 

 

上村 敏之 

   碓井 光明 

 

関西学院大学教授 

明治大学大学院教授 

   岡田 真理子 和歌山大学准教授 

※岡本 直美 日本労働組合総連合会会長代行 

◎※鹿嶋 敬 実践女子大学教授 

榊原 智子 

※辻村 みよ子 

中窪 裕也 

藤谷 武史 

巻 美矢紀 

山川 隆一 

山本 隆司 

読売新聞東京本社編集局社会保障部 

東北大学大学院教授 

一橋大学大学院教授 

東京大学社会科学研究所准教授 

千葉大学大学院准教授 

慶應義塾大学大学院教授 

東京大学大学院教授 

  

 （◎座長、※印：男女共同参画会議議員） 

  

 

別紙 
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ワーキング・グループの今後の進め方について（案） 

 

「日本再生戦略」（平成 24 年 7 月 31 日閣議決定）の重点施策の一つとして位置づけ

られた「『女性の活躍促進による経済活性化』行動計画」を受け、同計画において検討

することとされた以下の課題等につき、主に法制的な観点から調査検討を行い、年末

までに中間的な整理を行う。 

・公共調達を通じた女性の活躍の推進方策の検討 

・女性の活躍を支援するための事業等の在り方の検討 

・国家公務員の採用・登用におけるポジティブ・アクションの検討 

 

 

【調査スケジュール（予定）】 

 

第１回   ９月２８日（金）  行政分野（国家公務員の採用・登用）・雇用分野 

の課題の検討 

               

第２回  １０月２４日（水）  女性の活躍を支援するための事業等（補助金等） 

の課題の検討 

 

第３回  １１月 １日（木）  公共調達分野の課題の検討 

 

第４回  １２月 ３日（月）  中間整理 
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女性の活躍状況の資本市場における「見える化」に関する検討会の開催について 

 

平 成 2 4 年 ９ 月 1 8 日 

内閣府特命担当大臣（男女共同参画）決定 

 

１ 趣旨 

「女性の活躍促進による経済活性化」行動計画（平成 24 年６月 22 日女性の活躍に

よる経済活性化を推進する関係閣僚会議決定）及び日本再生戦略（平成 24 年７月 31

日閣議決定）に基づき、企業の女性活躍に関する指標等の公表に係る資本市場におけ

る企業の取組を促す方策について検討することを目的として、女性の活躍状況の資本

市場における「見える化」に関する検討会（以下「検討会」という。）を開催する。 

 

２ 構成 

（１）検討会は、別紙に掲げる有識者により構成し、内閣府特命担当大臣（男女共同参

画）が開催する。 

（２）座長は、必要があると認めるときは、あらかじめ座長を代行する者を指名するこ

とができる。 

（３）上記のほか、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。 

 

３ 開催期間 

検討会の開催期間は、平成 24 年９月から同年 12 月までを目途とする。 

 

４ 庶務 

検討会の庶務は、男女共同参画局において処理する。 

 

５ その他 

前各項に定めるもののほか、検討会の運営に関する事項その他必要な事項は、座長

が検討会に諮り、定める。 
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女性の活躍状況の資本市場における「見える化」に関する検討会 

 

＜構成員＞ 

（座長）岩田 喜美枝    財団法人 21 世紀職業財団会長 

河口 真理子  株式会社大和総研主席研究員 

北川 哲雄    青山学院大学大学院教授 

久保田 政一   日本経済団体連合会専務理事 

窪田 真之      大和住銀投信投資顧問シニア・ファンドマネージャー 

渋澤 健    コモンズ投信株式会社取締役会長 

高橋 伸子      生活経済ジャーナリスト 

土本 清幸    株式会社東京証券取引所常務執行役員 

キャシー・松井 ゴールドマン・サックス証券株式会社マネージング・  

ディレクター／チーフ・ストラテジスト 

 

（敬称略 五十音順） 

 

＜オブザーバー＞ 

  内閣府大臣官房審議官(男女共同参画局担当） 

  金融庁総務企画局審議官 

厚生労働省大臣官房審議官(雇用均等・児童家庭、少子化対策担当) 

経済産業省大臣官房審議官(経済社会政策担当) 

 

（別紙）
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今後の検討の進め方について（案） 

 

 
 

９月 第１回：事務局から現状等報告、委員プレゼン、意見交換  

・検討の経緯、検討の論点、各国の状況などについて事務局

から報告 

・委員によるプレゼンテーション① 

・意見交換 

10 月 第２回：委員プレゼン、意見交換  

・委員によるプレゼンテーション② 

・構成員以外の有識者・企業から聴取した意見等を紹介（事務局） 

・意見交換 

11 月 第３回：論点整理、報告書案協議 

     

12 月 第４回：報告書取りまとめ 

 

 

検討会の検討状況も踏まえ「見える化総合プラン」（厚労省とりまと

め）に反映し、「女性の活躍による経済活性化を推進する関係閣僚会

議」に報告する予定 

第２回会議までに事務局が
構成員以外の有識者・企業等
を個別に訪問して意見等を
聴取 
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