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女性の活躍推進に向けた国の動き
 

 国の動きとして内閣府主導の下、近年急速に女性の活躍推進のための様々

な取組が行われています。 

輝く女性 

応援会議の
設置 

（平成 26 年 

3 月 28 日設置） 

総理主導で女性が輝く社会の実現に向けた全国的なムーブメ
ントを創出し、社会全体で女性の活躍を応援する気運を醸成
していくため、様々な立場の女性や、各界のリーダーが参加
する会議を開催 

すべての 

女性が輝く 

社会づくり
本部の設置 

（平成 26 年 

10 月 3 日設置） 

第 1 回 平成 26 年 10 月 10 日開催 

「すべての女性が輝く政策パッケージ」取りまとめ 

第 2 回 平成 27 年 6 月 26 日開催 

「女性活躍加速のための重点方針 2015」の決定 

第 3 回 平成 27 年 9 月 25 日開催 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針案」の了承

（その後の閣議で決定） 

女性活躍 
加速のため
の重点方針

2015 

（平成 27 年 

6 月 26 日策定） 

１．女性参画拡大に向けた取組 

社会的影響力が大きい行政・経済・司法分野に加え、将来の人材育成

に密接に関連する教育分野等において、各分野の実情に応じつつ、積

極的改善措置（ポジティブ・アクション）の更なる取組 

２．社会の課題解決を主導する女性の育成 

科学技術の進歩、国際社会でのプレゼンス向上、社会の安全・安心の

確保などに向けた女性人材の育成 

３．女性活躍のための環境整備 

長時間労働の削減などの働き方改革などと同時に、女性だけでなく男

性中心型労働慣行等を見直し、男性の家事・育児等へ参画促進や、女

性活躍の前提として、社会の安全性を高め、困難を抱えた女性が安心

して暮らせるための環境を整備 

４．暮らしの質の向上のための取組 

日々の暮らしの質を向上していくため、「暮らしの質」向上検討会の

提言に盛り込まれた取組を推進 

女性活躍 

推進法の制定 

（平成 28 年 

4 月 1 日施行） 

国・地方公共団体、301 人以上の大企業が取り組むべきこと
を明示し義務化。 

 自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析

 その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ

行動計画の策定・届出・周知・公表

 自社の女性の活躍に関する情報の公表

女性の活躍推進に向けた国の動き
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 女性の活躍推進に 向けた東京都自らの取組  

1. 事業主としての東京都の取組 

東京都では、女性活躍推進法の成立を受け、同法に基づく特定事業主行動

計画を策定します。 

これまで東京都では、次世代育成に関する諸制度を整備し、職員の仕事と

育児の両立を推進してきました。しかしながら、両立推進に当たって、休暇

制度等の活用面が強調された結果、能力開発につながる職務経験の機会を失

うなどの課題も指摘されるようになりました。有為な人材が、育児を契機と

して管理職への昇任等を断念することは、本人にとっても、人材を育成して

きた組織にとっても大きな損失です。こうした事態を克服するため、今後の

両立支援の在り方は、出産や育児、介護の時期にあっても、昇任を含めた職

員の中長期的なキャリア形成を後押しし、組織の生産性向上につなげていく

ものである必要があります。 

そこで、平成２７年３月に「東京都職員ワーク・ライフ・バランス推進プ

ラン」を策定し、両立支援の在り方を仕事と育児の両立が中心であった次世

代育成型の支援から、昇任への挑戦など「キャリア形成」を軸とした人材育

成に転換を図っています。また、「職場の危機管理」の観点から職員の仕事

と介護の両立を支援するなど、都独自の職員のワーク・ライフ・バランスを

推進することとしています。 

具体的には、以下３つの取組の方向性を定め、都政の課題解決や自己を成

長させる様々なキャリア形成に挑戦する職員を支援し、職員のモラールや都

民サービスの向上を図っていきます。 

 

 

○ ライフイベントを踏まえたキャリア形成を促す講座や、柔軟な働き方

を促す両立支援制度の整備を実施 

○ 育児期のキャリアロスが昇任への躊躇につながっている問題は、昇任

選考の受験勧奨のみならず、管理監督者として活躍している女性職員が

今以上に増加し、多くの職員の目標とされることで克服 

○ これらの取組と併せて、女性職員の困難ポストへの配置・登用など引

き続き実力本位の任用管理により、行政系の女性管理職割合を平成 32 年

（2020 年）までに２０％まで高めることはもとより、幅広い分野で意欲

と能力のある職員の活躍が実現  

【方向性１】育児中の職員のキャリア形成促進 
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○ 突然に発生する介護に備え、介護保険の知識を付与する講座や介護の

状況に応じた講座を実施 

○ 研修や自己啓発等による職員一人ひとりの生産性向上とともに、業務

の繁閑を平準化させる柔軟な組織体制を構築 

今後、本プランを女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画として内容

を改訂し、更なる女性の活躍推進に取り組んでいきます。 

2. 都立・公社病院における病児・病後児保育の実施

 東京都では、子育て環境の充実に取り組む区市町村を支援するため、小児

科のある都立・公社病院の医療資源を活用し、区市町村のニーズを踏まえて、

病児・病後児保育を行います。 

 東京都立墨東病院が墨田区から事業を受託して、平成２８年２月から実施

します。 

 今後、小児科が設置されている他の都立・公社病院にも事業を広げ、保育

環境の充実を図っていきます。 

3. 都の審議会等における女性委員の任用の促進

東京都は、平成２４年３月に策定した「男女平等参画のための東京都行動

計画」（計画期間平成２４年度～平成２８年度 以下「行動計画」という。）

において、都の審議会等の女性委員の任用率を３５％にまで引き上げること

を目標として設定しました。（行動計画期間開始直後の平成２４年４月時点

での審議会等における女性委員の任用率は、２１.１％） 

この行動計画を策定して以降、生活文化局は、庁内各局と連携し、審議会

等の委員の改選時期を捉えて、改選後の女性委員の任用状況をあらかじめ把

握するとともに、各局に対し、都庁を退職した女性幹部の人材情報や首都大

学東京の女性教員情報の提供などを行ってきました。 

また、各局が女性委員の任用を検討するための参考となるよう、平成２６

年度には、民間事業者が有する様々な分野の女性有識者等の人材情報を各局

に提供する仕組みを導入するなど、都の審議会等における女性委員の任用を

【方向性２】職場の危機管理としての仕事と介護の両立支援 

【方向性３】生産性向上に向けた能力開発・働き方改革 

女性の活躍推進に向けた東京都自らの取組

。
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促進した結果、平成２７年４月時点での審議会等における女性委員の任用率

は、２６．７％となっています。 

今後とも、都の政策・方針決定過程への女性の参画を進めるため、３５％

という目標値の実現に向けて取り組んでいきます。 

 

4. 都が発注する業務委託や公共工事における女性の活躍推進の取組 

（１）業務委託契約における総合評価方式の政策的評価項目の取扱い 

東京都では、建物管理などの一部の業務委託契約において、履行の品

質を確保するため、価格のほか事業者の技術力や履行体制などを総合的

に評価して契約相手方を決定する総合評価方式による入札を実施してい

ます。この総合評価方式では、政策的評価項目として、都の政策の実現

に寄与する取組を加点項目とすることにより、事業者の積極的な取組を

促しています。 

政策的評価項目の活用例としては、従前、環境マネジメントに関する

認証や障害者雇用率を評価項目としていましたが、女性の活躍推進につ

ながる取組に着目し、平成２６年１２月から、東京ワークライフバラン

ス認定企業、東京都女性活躍推進大賞の表彰、次世代育成支援対策推進

法に基づく認定(くるみんマーク認定)、均等・両立推進企業表彰を新た

な評価項目として追加しました。 

今後とも、東京都は、総合評価方式による入札を拡大していくことで、

女性の活躍推進の取組が民間事業者の間においても益々広がっていくよ

う、努めていきます。 

 

（２）公共工事における女性の活躍推進モデル工事の実施 

建設現場では、厳しい労働環境を背景として、技術者の高齢化や若年

入職者の減少といった構造的な問題が深刻化しています。このため、都

発注の工事において、受発注者で協同して建設現場の労働環境の改善に

取り組む目的で、いくつかのモデル工事の試行を検討しています。 

このうち、「女性の活躍推進モデル工事」では、女性が少なく、女性

の受け入れ体制が整っていない建設現場において、女性専用トイレや更

衣室などを設置することで、女性が働きやすい環境作りに取り組んでい

きます。  
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5. 東京ウィメンズプラザにおける女性の活躍とワーク・ライフ・バランスの推進 

東京ウィメンズプラザは、女性の社会的地位の向上と社会、経済、文化そ

の他あらゆる分野への参加及び参画の促進を図り、もって豊かで平和な男女

平等社会の実現に寄与することを目的として、平成７年１１月、現在の表参

道の地に開館し、主に以下の事業を実施しています。 

① 都内区市町村における男女平等参画推進センターの職員及び相談員を
対象とした研修や講座の実施 

② 民間団体、都内男女平等参画推進センター、都民、経営者協会等と共
同でワークショップ・講座、シンポジウム等を実施するフォーラムの開

催 

③ 男女平等参画に関する図書・資料等の収集・提供、利用についての相
談・助言（レファレンスサービス） 

④ 結婚・離婚・人間関係やセクハラ被害など、様々な悩みへの相談、法
律専門知識を必要とする相談、男性が抱える悩みについての相談 

⑤ 男女平等参画社会の実現のための活動の場として、ホール、会議室等
の施設貸出 

また、東京都女性相談センター（福祉保健局所管）とともに配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく「配偶者暴力相談支援

センター」としての機能を持ち、配偶者からの暴力被害相談、配偶者暴力被

害者の支援、暴力防止のための普及・啓発などの事業を実施しています。 

近年の女性の活躍推進の流れの中で、平成２６年度以降、女性の活躍をテ

ーマにしたシンポジウム、起業する女性を応援するワークショップ、男性の

家事・育児・介護参画のための講座を開催するとともに、子供が生まれる前

から、ワーク・ライフ・バランスの重要性について夫婦が共有できるよう、

啓発冊子も作成しています。 

今後、男女ともに、一人ひとりがいきいきと個性と能力を発揮できる社会

の実現に向けて、東京ウィメンズプラザを、「男女平等参画の拠点」という

これまで担ってきた役割に加え、都内の企業・都民が集う「女性の活躍とワ

ーク・ライフ・バランスの推進拠点」としていきます。 

 

  

女性の活躍推進に向けた東京都自らの取組
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