
行政分野 
① 国 95 

○採用・昇進に関する取組 
スウェーデンの中央省庁においては、男女共同参画など多様性の推進は、三つの段階を経て

展開されてきた。 
第 1 段階として、差別禁止法の導入（1980 年）を契機として、差別を禁止し男女の機会の

均等を進めた。 
第 2 段階として、組織にとって効率的な人材活用などの面で多様性が重要であることについ

て職員や職場の理解を深めていった。 
第 3 段階として、多様な人材を採用・定着させ能力開発を行っていくための戦略的で長期的

な取組を行っていくこととし、現在、女性が昇進を躊躇する状況を解消することなどを目的と

した研修プログラムを実施している。 

 

○ジェンダー主流化政策96 
ジェンダー主流化政策の概要 
ジェンダー主流化（Gender Mainstreaming）とは、その男女共同参画の真なる実現を目指すた

めには、政策決定過程やあらゆるレベルの政策及び社会システムを男女平等なものにすること

を目指す試みをいう。ジェンダー主流化の概念は、1995 年の第 4 回世界女性会議・北京宣言

で明確化された。そこでは「あらゆるレベルにおいて・・・ジェンダー（社会的、文化的性差）

に敏感な開発政策及びプログラムを含む政策及び計画を、女性の完全な参加を得て、立案、実

施、監視することが必要である」とされている。 

スウェーデン政府としては、1984 年に初めてのジェンダー主流化戦略が策定され、「ジェン

ダーの視点を全ての政策分野に組み込み、それによって全ての意思決定が、女性・男性それぞ

れに及ぼし得る影響に基づき分析されるよう確保しなければならない」との方針が明確化され

た。また 1994 年に、議会において、ジェンダー主流化に関する決議（Delad makt – Delat ansvar, 

Govt. Bill 1993/94）が採択された。 

ジェンダー主流化政策のうち「ジェンダー予算」の導入に向けた議論が、1980 年代の後半

より議会・政府レベルで行われるようになり、2002 年には、「配分の均等化」（Equal Share;〔原

語〕JämnaPengar）というタイトルで、導入を図るための具体的な政府プロジェクトが立ち上げ

られた。 

そして、2004 年には、ジェンダー予算の推進に焦点を当てたジェンダー主流化推進のための

6 ヵ年行動計画（「2004-2009 ジェンダー主流化計画」（The Plan for Gender Mainstreaming））が

策定・採択されたことなどを背景に、 ジェンダー予算への取組が、政府の通常業務プロセス

の一環として行われるようになった。 

 

 

95 人事院（2013）pp.68-70 参照。 
96 内閣府（2011）3、pp.64-74 参照。 

87 

                                                   



ジェンダー主流化推進体制 
f.スウェーデン政府内閣官房（the Government Offices） 

スウェーデン政府の内閣官房には、「男女平等局」（Division for Gender Equality）という部局

が設置されており、同局が男女平等推進策を扱っており、同局は 2010 年までジェンダー政策

の主管省庁であった「統合・男女平等省」を支援する役割を担っていた。 

 

g.統合・男女平等省（Ministry of Integration and Gender Equality） 
2010 年末まで、スウェーデン政府には、男女平等政策の主管省庁として「統合と男女平等省」

（Ministry of Integration and Gender Equality）という独立した省庁が設置されており、同省が、

男女平等政策の全体的な調整役を担っていたが、2011 年には「統合と男女平等省」は廃止さ

れた。これにより、ジェンダー問題に係る所掌事務は教育・研究省に移管された。 

 

○政府の女性公務員の状況 
1973 年から 1990 年あたりまで政府の女性公務員数はほぼ横ばいであり、主に地方自治体の

女性公務員数が増加している（図 5-1）。1990 年から政府の女性公務員が減少しているが（表

5-1、図 5-1）、1990 年代に行われていた公共事業が営利事業に転換されたこと、職員削減が行

われたことが理由である 97。 

また、2012 年の政府における女性比率は 51％であるのに対して、政府における管理職の女

性比率は約 44％であり（表 5-1、表 6）、男性と対等な割合ではないが、管理職へ昇進する女性

の割合は高いことがうかがえる。 

 

表 5-1 政府の男女別公務員数（単位：千人）・女性比率（％） 

 
（出典）スウェーデン中央統計局（Statistics Sweden）、労働力調査（Labour market）を参照の上、損保ジャパン日本興亜

リスクマネジメント㈱にて作成。 

97 Statistics Sweden(2014)参照。 

年 1992 1995 2000 2005 2012 2013
男性 207.3 144.7 124 116.7 114 116
女性 155.1 101.4 94.4 109.9 119.6 121.3
合計 362.4 246.1 218.4 226.6 233.6 237.3

女性比率 43 41 43 48 51 51

政府
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② 地方 
○地方の女性公務員の状況 

1970 年代から 1980 年代半ばまで、地方自治体の女性公務員数が急激に伸びている（図 5-1）。

この時期は、1960 年代以降のスウェーデンの経済発展に伴う労働者不足を解消するために、労

働市場への女性の参入のための施策が数多く実施されていた時期にあたる（（5）経済分野を参

照）。 

1990 年代以降、コミューン・県ともに女性公務員数に大きな変化はなく（図 5-1）、女性比率

も 78％前後の高水準を維持している（表 5-2）。 

2012 年のコミューン・県における公務員の女性比率は各 78％・79％であるのに対して（表

5-2）、コミューン・県における管理職の女性比率は各 67％・73％であり（表 5-3）、どちらも男

性と対等な割合ではないが、管理職へ昇進する女性の割合は高いことがうかがえる。 
 

 
（出典）スウェーデン中央統計局（Statistics Sweden）「スウェーデンの女性と男性（Women and men in Sweden）」 
(2014)の「1970 年から 2013 年までの部門別女性被雇用者数（年齢 20 歳から 65 歳）」グラフ（p.56）を引用。 

図 5-1 公共・民間部門別の女性人数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方自治体 

民間部門 

中央政府 

自営業 

単位：千人 
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表 5-2 地方の男女別公務員数（単位：千人）・女性比率（％） 

 
（出典）スウェーデン中央統計局（Statistics Sweden）、労働力調査（Labour market）を参照の上、損保ジャパン日本

興亜リスクマネジメント㈱にて作成。 
 

表 5-3 公共部門の管理職の人数・男女比率（2012 年） 

 
（出典）スウェーデン中央統計局（Statistics Sweden）、スウェーデンの女性と男性（Women and men in Sweden） 
(2014) を参考の上、損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント㈱にて作成。 

 

 

  

年 1992 1995 2000 2005 2012 2013
男性 169.4 158.3 160.8 170.7 169.3 172.2
女性 598.9 598.8 596.4 612.8 615.9 617.8
合計 768.3 757.1 757.2 783.5 785.2 790

女性比率 78 79 79 78 78 78

男性 59.4 45.3 43.9 46.6 49 50.3
女性 253.2 193.1 174.3 183.1 184.5 185.3
合計 312.6 238.4 218.2 229.7 233.5 235.6

女性比率 81 81 80 80 79 79

コミューン

県

女性 男性 女性 男性
公共部門 29,200 15,500 65 35

政府 2,500 3,200 44 56
コミューン 20,000 98,00 67 33

県 6,600 2,500 73 28

部門
人数（人） 性別分布（％）

90 


	I. 調査の概要
	１．調査の背景・目的
	２．調査の方法
	（１） 調査対象国
	（２） 本調査で使用した主な統計
	① 政治分野（議員の女性比率）
	② 行政分野（公務員の女性比率）
	③ 経済分野（女性の管理職比率等）


	３．報告書の構成

	II. 女性の活躍推進に係る各国の取組
	１． フランス
	（１） フランスの女性の活躍推進に係る取組の特徴等
	（２） 男女共同参画に関する基本法制等
	（３） 政治分野
	①  国（国民議会（下院）、元老院（上院））
	○ パリテ監視委員会が設立（1995年）
	a. 情報収集、分析、国レベル・国際レベルでの女性の状況について調査研究を実施すること
	b. 知識を広め、アクション・プログラムを推進すること
	c. 公権力、政治・経済・社会アクターに対して啓蒙を行うこと
	d. 法律・規則の改革の提言や提案を行うこと

	○ 女性の権利及び男女の機会均等に関する国会議員代表の設置（1995年）
	○ パリテ監視委員会の役割強化（1998年）
	○ 選挙制度の改正の推移2F

	② 地方（地域圏議会、県議会、市町村議会）

	（４） 行政分野
	① 国（国家公務員）
	○ 公務部門における男女平等に関する数か年計画（2000年3月6日通達）
	○ 公務員の権利と義務に関する法律の改正（2001年）
	○ 公務における任官、契約職員の職務実態の改善、差別の闘い等の措置に関する法律（2012年） 5F

	② 地方（県、市町村公務員）

	（５） 経済分野
	① 女性の職業上の平等・均等待遇等を促す取組
	○ 男女職業平等に関する1983年7月13日の法律（通称ルディ法；1983年）
	○ 男女間の職業平等に関する2001年5月9日の法律（通称ジェニソン法；2001年）
	○ 差別に関する法律（2001年）
	○ 男女間の所得の平等に関する2006年3月23日の法律（男女給与平等法；2006年）
	○ 取締役クオータ法（2011年）8F

	② 女性の就業等を支援する取組
	○ 父親休暇制（パパ・クオータ）導入等（2002年）11F
	○ CESU（Check de service universal)制度の開始（2006年）
	○ 子の養育分担手当の創設（2014年）


	（６） 女性の活躍推進に向けた取組事例
	① 地方公共団体の取組
	② 民間企業の取組
	○ カルフール（Carrefour SA 、業種：スーパーマーケットチェーン、設立：1959年(Carrefour Market:2014年に平等認定)）18F
	a. 取組目標
	b. 目標達成に向けた取り組み
	c. 取組成果、目標達成状況

	○ ロレアル（L’Oreal SA、業種：化学、設立1909年）（2013年に平等認定）19F
	a. 取組目標
	b. 目標達成に向けた取り組み
	c. 取組成果、目標達成状況

	○ アクサグループ（Axa Group、業種：保険、設立：1817年（2006年に平等認定））20F
	a. 取組目標
	b. 目標達成に向けた取り組み
	c. 取組成果、目標達成状況



	（７） 参考文献

	２．ドイツ
	（１） ドイツの女性の活躍推進に係る取組の特徴等
	（２） 男女共同参画に関する基本法制等
	（３） 政治分野
	① 国（連邦議会）
	② 地方（州、郡、市町村議会）

	（４） 行政分野
	① 国（国家公務員）30F
	○ 女性の地位向上ガイドライン（閣議決定；1986年）
	○ 女性の地位向上法（1994年）
	○ 公務部門における連邦平等法（2001年）
	○ 兵士平等法（2006年）

	② 地方（州、市町村公務員）31F

	（５） 経済分野
	① 女性の職業上の平等・均等待遇等を促す取組
	○ ドイツ・コーポレート・ガバナンス規範(Deutscher Corporate Governance Kodex(DCGK))　の改定（2009年）
	○ 政策提言「ドイツの将来に向けて」において割当制（30％）の導入を提言（2013年）

	② 女性の就業等を支援する取組
	○ 意識啓発各種イベント
	ア． ガールズ・デイ（Girls’Day）
	イ． 家族のための連合（Allianz für die Familie）

	○ 補助、控除など諸手当支援36F
	ア． 「保育費用補助手当の非課税措置」（2003年）
	イ． 「両親手当（Elterngeld）」の導入（2007年）37F
	ウ． 「企業内保育助成プログラム（BuK）」（2008年）
	エ． 「児童支援法」（2008年）



	（６） 女性の活躍推進に向けた取組事例
	① 地方公共団体の取組
	○ 公共調達制度に関する各州の取組例39F
	○ バーデン・ヴュルテンベルク州の女性と雇用に係る取組40F

	② 民間企業の取組
	○ ボッシュ（Robert Bosch GmbH、業種：製造業、設立：1886年）43F
	a. 取組目標
	b. 目標達成に向けた取り組み
	c. 取組成果、目標達成状況

	○ アリアンツ（Allianz SE、業種：保険、設立：1890年）44F
	a. 取組目標
	b. 目標達成に向けた取り組み
	c. 取組成果、目標達成状況



	（７） 参考文献

	３．オランダ
	（１） オランダの女性の活躍推進に係る取組の特徴等
	（２） 男女共同参画に関する基本法制等
	（３） 政治分野
	① 国（議会）
	② 地方（州議会、地方自治体の議会）

	（４） 行政分野
	○ 中央及び地方政府における人事法第125条g及びh
	○ 公務員の育児休暇特別手当制度
	① 国（国家公務員）
	② 地方（県、市町村公務員）

	（５） 経済分野
	① 女性の職業上の平等・均等待遇等を促す取組
	○ 女性幹部を増やすための憲章（Charter for women on the way to the top；2008年）45F
	○ 会社法（2011年）46F

	② 女性の就業等を支援する取組
	○ 労働時間差別禁止法（1996年）47F
	○ 労働時間調整法の制定（2000年）48F
	○ 就労と育児に関する法律の制定（2001年）
	○ テレワーク勧告（2003年）49F
	○ ライフコース財蓄制度の施行（2006年）50F
	○ 2005年育児法（保育法）を改正（2007年）51F
	○ パパ・デイ（Papa Day)、パパ・プラス（Papa Plus)の実施52F
	○ 社会雇用省「パートタイム・プラス・タスクフォース」53F


	（６） 女性の活躍推進に向けた取組事例
	① 地方公共団体の取組
	○ アムステルダム市（Amsterdam）におけるパートタイム労働制度の導入54F

	② 民間企業の取組
	○ フィリップス（PHILIPS、業種：製造業、設立：1891年）55F
	a. 目標
	b. 目標達成に向けた取り組み
	c. 取組成果、目標達成状況

	○ アイエヌジーグループ（Internationale Nederlanden Groep N.V.、業種：銀行、設立：1991年）56F
	a. 取組目標
	b. 目標達成に向けた取り組み
	c. 取組成果、目標達成状況



	（７） 参考文献

	４．韓国
	（１） 韓国の女性の活躍推進に係る取組の特徴等
	（２） 男女共同参画に関する基本法制等
	（３） 政治分野
	① 国（国会）
	○ 政党法、公職選挙および選挙不正防止法の改正（2004年）
	○ 「第4次女性政策基本計画」（対象期間：2013年～2017年）

	② 地方（広域議会、基礎議会）
	○ 政党法、公職選挙および選挙不正防止法が改正（2002年）
	○ 政治資金法に関する法律改正（2006年）
	○ 公職選挙法改正（2006年）
	○ 公職選挙法改正（2010年）


	（４） 行政分野
	① 国（国家公務員）
	○ 男女区分別募集制の廃止（1989年）66F
	○ 女性公務員採用目標制を導入（1996年　※2003年に両性平等採用目標制に転換）
	○ 軍加算点制の廃止（1999年）68F
	○ 女性管理者任用拡大5 か年計画策定（2002年）
	○ 4級以上女性管理者任用拡大5か年計画」の開始（2007年）69F

	② 地方（州、市町村公務員）

	（５） 経済分野
	① 女性の職業上の平等・均等待遇等を促す取組
	○ 女性起業支援に関する法律制定（通称・女性起業支援法；1999年）73F
	○ 積極的雇用改善措置制度 導入（2006年）74F
	○ 女性人材開発総合計画の策定（2006年）
	○ 経歴断絶女性等の経済活動促進法 制定（2008年）
	○ 経歴断絶女性等の経済活動促進に関する基本計画 策定（2008年）

	② 女性の就業等を支援する取組
	○ 乳幼児保育法制定（1991年）77F
	○ 第4次女性政策基本計画（対象期間：2013年～2017年）
	○ 働く女性のための生涯キャリア維持支援策（2014年）78F


	（６） 女性の活躍推進に向けた取組事例
	① 地方公共団体の取組
	○ ソウル市79F
	ア． 政策
	イ． 女性支援事業
	a. 就業支援
	b. 生活支援
	c. 女性向けのサービス
	d. 女性発展基金
	e. 24時間女性電話相談「1366」


	○ 達西（タルソ）区
	○ 益山（イクサン）市82F

	② 民間企業の取組
	○ 「家族にやさしい優秀企業・機関（Best Family Friendly Management）」認証制度83F
	○ サムスン電機84F
	○ 現代自動車85F
	○ KT（通信事業会社）86F


	（７） 参考文献

	５．スウェーデン
	（１） スウェーデンの女性の活躍推進に係る取組の特徴等
	（２） 男女共同参画に関する基本法制等
	① 差別法（Discrimination Act）88F
	② 推進組織
	○ 差別（均等）オンブズマン（Equality Ombudsman）89F
	○ 県理事会（County Administrative Board）90F


	（３） 政治分野
	① 国
	○ 選挙管理制度
	○ クオータ制の導入91F
	ア． ソフト・クオータの導入
	イ． 党綱領によるクオータの導入

	○ スウェーデン議会の女性議員比率の推移
	○ NGOによる活動
	ア． 女性ロビー（Swedish Women’s Lobby/Sveriges Kvinnolobby）92F
	イ． 男女平等を求める男性の会（Men for Gender Equality/MÄN FÖR　JÄMSTÄLLDHET）93F


	② 地方
	○ 選挙制度
	○ コミューン議会・県議会の女性議員比率の推移


	（４）  行政分野
	① 国94F
	○ 採用・昇進に関する取組
	○ ジェンダー主流化政策95F
	ア． ジェンダー主流化政策の概要
	イ． ジェンダー主流化推進体制
	f. スウェーデン政府内閣官房（the Government Offices）
	g. 統合・男女平等省（Ministry of Integration and Gender Equality）


	○ 政府の女性公務員の状況

	②  地方
	○ 地方の女性公務員の状況


	（５） 経済分野
	① 女性の職業上の平等・均等待遇等を促す取組
	○ 差別法
	ア． 目的
	イ． ポジティブ・アクションについて
	ウ． オンブズマン制度
	エ． その他の内容
	オ． 差別法以前の男女雇用機会均等施策98F

	○ 部門別管理職人数・男女比率
	○ 企業の役員の男女構成

	② 女性の就業等を支援する取組
	○ 税制改革
	○ 仕事と家事の両立支援策100F
	ア． 育児のための長期休業・勤務時間の短縮制度
	a. 概要
	b. パパ・クオータ制（Pappa månad）
	c. 休暇の取得時期
	d. 両親休暇取得を理由とする不利益な取扱いの禁止

	イ． 公的保育サービス102F
	ウ． 児童手当

	○ 女性労働力率の推移
	○ 年齢別女性労働力率の推移
	○ 両親手当の支給状況


	（６）  女性の活躍推進に向けた取組事例
	① 地方公共団体における取組
	○ 男女平等賞 2014（ウメオ）（Umeå kommuns jämställdhetspris）105F
	○ 仕事における男女平等促進のための居住者向け研修会の開催（カールスタード）106F 107F

	② 企業における取組事例
	○ スカンディア（Skandia、業種：金融、設立：1855年）における取組108F
	a. 育児休業中の従業員への施策
	b. 就労時間・就労場所
	c. 昇進・昇格
	d. 女性の職域拡大に関する施策
	e. 取組の効果

	○ ボリデン（BolidenAB、業種：資源産業、設立：1931年）における取組109F 110F


	（７）  参考文献

	６．イギリス
	（１） イギリスの女性の活躍推進に係る取組の特徴等
	（２） 男女共同参画に関する基本法制等
	（３） 政治分野
	① 国（議会）
	○ 性差別禁止（選挙候補者）法改正（2002年）

	② 地方（地方議会、市町村議会）

	（４） 行政分野
	① 国（国家公務員）118F
	○ 「公務における平等推進・多様性尊重のための戦略」策定（2008年）
	○ 「機会平準化プログラム」の開始（2013年）

	② 地方（地方公務員）

	（５） 経済分野
	① 女性の職業上の平等・均等待遇等を促す取組
	○ 女性取締役選任に関する報告（Women on Boards；2011年）
	○ デイビィス・レポート“Think, Act, Report” イニシアティブ（2011年）

	② 女性の就業等を支援する取組
	○ 雇用関係法の制定（1999年）
	○ フレキシブル・ワーキング法（Frexible Working Regulations；2002年）
	○ 子育て支援10ヶ年計画策定（2004年）


	（６） 女性の活躍推進に向けた取組事例
	① 地方公共団体の取組
	○ ハンスロー・バラ・カウンシル
	○ バーミンガム・シティ・カウンシル

	② 民間企業の取組
	○ Lloyds Banking Group社（銀行）
	○ Tesco社（チェーンストア）125F


	（７） 参考文献

	７．アメリカ
	（１） アメリカの女性の活躍推進に係る取組の特徴等
	（２） 男女共同参画に関する基本法制等
	① 基本法制・施策
	○ 合衆国憲法修正第19条（Amendment XIX of the Constitution of the United States of America；1920年）
	○ 公民権法第7 編（Title VII of the Civil Rights Act；1964年）126F
	○ 教育改正法第9編（Title IX of the Education Amendments；1972年）

	② 組織
	○ 労働省女性局（Department of Labor, Women’s Bureau）127F
	○ 雇用機会均等委員会（Equal Employment Opportunity Commission: EEOC）128F
	○ ホワイトハウス女性・少女委員会(White House Council on Women and Girls)129F


	（３） 政治分野
	① 国（連邦）
	○ 選挙制度
	○ 基本法制・施策
	ア． 1920年合衆国憲法修正第19 条（19th Amendament to the Consitution）
	イ． 1961 年大統領令10980（Executive Orders 10980－Creation of the Presidential Commission on the Status of Women）

	○ 政党における取組
	○ 推進団体
	ウ． エミリーズ・リスト（Emiry's List）

	○ 連邦議会における女性議員数・女性議員比率の推移

	② 地方（州）
	○ 州議会選挙制度130F
	○ 推進団体
	ア． Women In Government（WIG）131F

	○ 州議会における女性議員数・女性議員比率


	（４） 行政分野
	① 国（国家公務員）
	○ 公共調達先に対する男女平等推進策（大統領令11246を中心に）
	ア． 1965年大統領令11246（Executive Order 11246 — Equal Employment Opportunity）132F
	a. 概要
	b. アファーマティブ・アクション・プログラム（Affirmative Action Program: AAP）
	c. 実施評価

	イ． 女性が所有する企業への優遇措置134F
	a. 大統領令12138 （Executive Order12138 －Creating a National Women's Business Enterprise Policy and prescribing arrangements for developing, coordinating and implementing a national program for women's business enterprise；1979年）
	b. 女性の企業所有法（Women’s Ownership Act of 1988）
	c. 連邦調達改革法（Federal Acquisition Streamlining Act；1994年）
	d. 大統領覚書（Presidential Memorandum -- Advancing Pay Equality Through Compensation Data Collection；2014年4月8日）136F


	○ 女性の採用・登用施策の体制整備137F
	ア． （連邦）公務員制度改革法（Civil Service Reform Act of 1978）

	○ （連邦職員についての）両立支援促進の取組138F
	○ 現在行っている重点的な取組139F
	○ 女性連邦職員の女性比率・連邦職員上級管理職に占める女性比率

	② 地方（県、市町村公務員）
	○ 州政府職員の女性職員数・女性職員比率


	（５） 経済分野
	① 女性の職業上の平等・均等待遇等を促す取組
	○ 雇用上の差別禁止に関する施策
	ア． 公民権法第7編
	a. 概要
	b. 1972年改正法（1972年雇用平等法（The Equal Employment Opportunity Act of 1972））
	c. 1978年改正法（1978年妊娠差別禁止法（Pregnancy Discrimination  Act of 1978））
	d. 1991年改正法（1991年公民権法）

	イ． 平等賃金法（Equal Pay Act of 1963）・賃金公正法（Paycheck Fairness Act of 2009）
	ウ． 雇用機会均等回復法（The Equal Employment Opportunity Restoration Act of 2012: EEORA）の制定141F

	○ 女性の昇進のための施策
	ア． 1991年　ガラスの天井調査委員会の設置

	○ 役員の女性比率

	② 女性の就業等を支援する取組
	○ 仕事と家庭の両立支援策
	ア． 概要
	イ． 家族・医療休暇法（Family and Medical Leave Act of 1993: FMLA；1993年）
	ウ． Women’s Legal Defense Fund（WLDF）、The National Partnership for Women & Families（NPWF）
	エ． 連邦政府職員育児等有給休暇法（Federal Employees Paid Parental Leave Act: FEPPLA；2009年）

	○ 女性の起業支援策
	ア． 米国女性ビジネス協議会（National Women's Business Council: NWBC；1988年）144F
	イ． 女性の起業支援　Women-21.gov（2001年）146F

	○ 女性就業率の推移
	○ 年齢階層別女性労働力比率

	③ その他の施策
	○ 財政支援機会均等法（Equal Credit Opportunity Act: ECOA；1974年）147F
	○ Temporary Assistance for Needy Families（TANF）プログラム（1996年）148F
	○ 近時の最低賃金・残業規制149F
	○ 労働省による表彰制度150F


	（６） 女性の活躍推進に向けた取組事例
	① 地方公共団体の取組
	○ カリフォルニア州151F
	○ ニュージャージー州152F

	② 民間企業の取組
	○ 各表彰制度
	ア． カタリスト賞（Catalyst Award）153F
	イ． ワーキング・マザー・ベスト・カンパニー・100社（Working Mother 100 Best Companies）

	○ 取組事例
	ア． デロイト・トウシュ・トーマツ（Deloitte Touche Tohmatsu、業種：コンサルティング、設立：1845年）154F
	a. 柔軟なキャリア形成
	b. 休暇・福利厚生
	c. 女性のリーダー育成プログラム
	d. 施策の効果
	e. 受賞

	イ． ゴールドマンサックス（The Goldman Sachs Group, Inc、業種：金融、設立：1869年）155F
	a. 「シニア女性のための施策」（Senior Women’s Initiative）」
	b. ワーク・ライフ・バランスに関する施策
	c. 取組の効果
	d. 受賞




	（７）  参考文献


	III. 各国の施策の影響・効果と日本への示唆
	１．政治分野（議員の女性比率等について）
	２．行政分野（公務員の女性比率等について）
	３．経済分野（取締役の女性比率等について）
	４．結び

	IV. 附属資料
	１．各国の女性活躍推進に係る取組の特徴等 一覧表
	２．各国の男女共同参画に係る主な取組の流れ（年表）（フランス）
	３．各国の男女共同参画に係る主な取組の流れ（年表）（ドイツ）
	４．各国の男女共同参画に係る主な取組の流れ（年表）（オランダ）
	５．各国の男女共同参画に係る主な取組の流れ（年表）（韓国）
	６．各国の男女共同参画に係る主な取組の流れ（年表）（スウェーデン）
	７．各国の男女共同参画に係る主な取組の流れ（年表）（イギリス）
	８．各国の男女共同参画に係る主な取組の流れ（年表）（アメリカ）


