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観光の成長とその効果①
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国際観光客到着客数の推移と今後の予測

国際観光客到着客数の年平均伸び率予測

■ 国際観光客到着数は、長期予測を２年前倒して2018年に14億人に到達。
■ アジア・太平洋地域は世界の中で最も高い伸びが予測される国際観光市場。

【出典】国連世界観光機構（UNWTO）「Tourism Towards 2030 Global Overview」、「Tourism Highlights 2018 Edition」

（％）
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近年の国際観光客到着客数の推移（地域別）

（億人）（年）

（予測）

※ 2015年～2017年は2018年9月時点の暫定値、2018年は2019年１月時点の速報値
※数値は、追って新たに発表されたり、遡って更新されたりすることがある。
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資料：日本政府観光局（ＪＮＴＯ）資料に基づき観光庁作成

注) 2017年以前の値は確定値、2018年、2019年1月～3月の値は暫定値、2019年4月～5月の値は推計値、％は対前年同月比

■ 2018年（平成30年）の訪日外国人旅行者数は、3,119万人（対前年比8.7％増）と初めて
3,000万人を突破し、過去最高を記録した。

（外国人旅行者受入数：世界で11位、アジアで３位に相当※）

訪日外国人旅行者数の推移

ビジット・ジャパン
開始

万人

※ 2017年またはそれ以前の数値との比較で暫定順位であり、変動があり得る。

年
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１～５月

1375.4万人
（4.2%増）

6年間で3.7倍に

観光の成長とその効果➁ 日本の国際観光動向

目標値
2020年4000万人
2030年6000万人



観光分野における雇用状況（宿泊業）

宿泊業の就業者数の変化 （2012年（平成24年）→2018年（平成30年）

■ 就業者数の増加率は、全産業平均6.3％と比べ、宿泊業は14.5％と高い。
■ 女性の就業者比率は、全産業平均44.2％と比べ、宿泊業は56.5％と高い。
■ 高齢者の就業者数が急増している。
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観光の成長とその効果③

24万人 27万人
31万人

35万人

2012年 2018年

男性 女性

48万人 50万人

7万人
13万人

2012年 2018年

15～64歳 65歳以上

55万人
63万人

2012年 2018年

14.5%増
（全産業平均：6.3%増）

資料：総務省「労働力調査」に基づき観光庁作成
出典：観光白書2019

＜全体＞

＜男女別＞ ＜年齢層別＞



観光分野における投資状況（宿泊業）

2018 年（平成30 年）の着工棟数については、2012 年（平成24 年）の約2.7 倍、2018年
（平成30年）の床面積については、2012年（平成24年）の約5.9 倍となっているとなっており、
宿泊業等における雇用の拡大が期待される。

■ 。

5
資料：国土交通省「建築着工統計調査」に基づき観光庁作成
出典：観光白書2019

観光の成長とその効果③
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女性の雇用状況① 男女別労働参加率（国際比較）

日本の女性の労働参加率は約70%でありG20諸国と比較しても高い割合となっている。
日本の男女間の差は凡そ15％であり、女性の労働参加率の高いG20諸国と比較すると若干高い
傾向にある。

出典：ILO WEBサイトより
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女性の雇用状況② 労働参加率の男女格差の縮小(2012-2018)（国際比較）

日本の男女間の労働参加率の差は約6％ポイント減少し、大幅に改善している。
2025年までに労働参加率の男女格差を２５％縮小するというＧ２０ジェンダー目標（ブリズベーン
ゴール）に向けて、日本は大きく進捗している。

出典：ILO WEBサイトより



女性の雇用状況③

10年前と比較すると、いわゆる「M字」カーブの底を中心に、女性の労働力率は大きく上昇
しかしながら、先進諸国に比べるとM字カーブの傾向が顕著である。
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女性の年齢階級別労働力率（過去の推移／諸外国との比較）

資料出所：総務省「平成30年労働力調査」 資料出所：日本 総務省「労働力調査」（平成28年）
その他 （独）労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2018」

注）アメリカ、イギリス、イタリアの「15～19」は「16～19」のデータ、
スウェーデンの「65～」は「65～74」のデータである。

女性の年齢階級別労働力率（2016年）の国際比較女性の年齢階級別労働力率



役職別管理職に占める女性割合の推移（企業規模１００人以上） 管理的職業従事者に占める女性割合の国際比較

資料出所：厚生労働省「平成30年賃金構造基本統計調査」より、厚労省雇均局作成

（％）

（年）

資料出所：日本;総務省統計局「平成30年労働力調査」、
その他： （独）労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2018」

注１）日本の分類基準（日本標準職業分類）とその他の国の分類基準
（ISCO-08）が異なるので、単純比較は難しいことに留意が必要。

２）ここでいう「管理職」は、管理的職業従事者（会社役員や企業の
課長相当職以上や管理的公務員等）をいう。

３）割合は、管理的職業従事者のうち女性の占める割合。

女性の雇用状況④ 役職者に占める女性の割合

管理職に占める女性の割合は長期的には上昇傾向にあるが、国際的に見ると依然その水準は低い。
第4次男女共同参画基本計画（平成27年12月25日決定）の目標値（平成26年→平成32年）

民間企業の雇用者の各役職段階に占める女性の割合
係長相当職：16.2%→25%、課長相当職：9.2%→15%、部長相当職：6.0%→10%程度

9



女性の雇用状況⑤

長期的に上昇傾向にあり，平成30年は前年に比べて0.4％ポイント上昇している。
第4次男女共同参画基本計画（平成27年12月25日決定）の目標値
上場企業役員に占める女性の割合 2.8%（平成27年）→5%(早期）、更に10%を目指す（平成32年）

10出典：男女共同参画白書令和元年版

上場企業の役員に占める女性の割合



女性の雇用状況⑥

平成30年において女性労働者の賃金は男性労働者の賃金の73.3％となっているが、男女間賃金格差
は長期的には縮小傾向にある。
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男女間の賃金格差の推移

資料出所：厚生労働省「平成30年賃金構造基本統計調査」

男女間賃金格差（※）の推移
（※）男性労働者の所定内給与額を100.0としたときの、女性労働者の所定内給与額の値

注１） 「一般労働者」は、常用労働者のうち、「短時間労働者」以外の者をいう。
注２） 「短時間労働者」は、常用労働者のうち、１日の所定内労働時間が一般の労働者よりも短い又は１日の所定労働時間が一般の

労働者と同じでも１週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者をいう。平成16年まで「パートタイム労働者」の名称で
調査していたが、定義は同じである。

注３） 「正社員・正職員」とは、事業所で正社員、正職員とする者をいう。

73.3



本検討会における問題提起及び検討事項
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我が国における観光分野の成長は、新たな雇用を生み出し、女性の活躍の
機会も提供している。今後も成長が期待される観光分野で、女性がより質の
高い仕事に就く機会が増加し、管理職への登用も含めキャリアアップが可能と
なり、女性がその力を存分に発揮できる環境を実現していく。
観光分野の企業等におけるダイバーシティを向上し、多様な観光客に対する
質の高い観光サービスを生み出し、観光先進国としての取組を強化する。

問題意識

旅行業、宿泊業をはじめ、観光地域振興等も含めた幅広い分野を対象に、
以下の観点から検討する。

①観光分野における女性活躍の現状と課題を整理し、ベストプラクティスを
共有するとともに、課題解決方策等について検討する。

②観光分野における就業機会が増加していることを発信しつつ、多様な女性
人材を確保し、それぞれの意欲と能力にあった活躍を可能とするための課題
やその解決方策等について検討する。

検討事項
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観光庁の取組① 「持続可能な観光国際年」記念国際観光シンポジウム

○国際観光シンポジウム
・開催日時：平成29年10月18日（水）
・場所：鳥羽国際ホテル

（テーマ）
「観光業の持続可能な発展における女性の役割」

（全体概要）
・三重県の鳥羽市周辺地域では、古くから海女に象徴されるように女性が活躍しており、観光業界で女
性が中心的な役割を果たしている事例や、地域の自然や文化の保存・活用にも女性が関わっている事
例について共有を行った。

・女性の社会進出促進のため、意思決定過程に女性が関わっていくことの重要性が示唆されたほか、バリ
アフリーにも注目し、人にやさしい旅行のあり方について議論を行った。

・女性が活躍する現場（エコツアーやバリアフリー体験）をエクスカーションにて視察。

○参加人数：13カ国、139名（海外からの参加者：31名）

国際観光シンポジウム テクニカルビジット
（海島遊民くらぶエコツアー）

○テクニカルビジット
・開催日時：平成29年10月19日（木）
・鳥羽市内複数箇所



観光庁の取組➁ 観光産業における人材育成事業

観光産業のトップ・中核人材育成
（質の不足への対応）

具体的には、観光産業の担い手を３層構造により育成・強化。
①我が国の観光産業を牽引するトップレベルの経営人材の育成
②地域の観光産業を担う中核人材の育成
③観光産業の即戦力となる実務人材の育成

課題認識：
観光産業を牽引する経営人材や新たなビジネスを創出できるトップレベルの人材、地域の観光産業の中核を担う経営者等の人材の
不足（質の不足）インバウンドをはじめとする増加する観光客に対応する現場人材の不足（量の不足）

即戦力となる現場の

我が国の観光産業を牽引する
トップレベルの

地域の観光産業を担う

産業界のニーズを踏まえた観光人材育成事業の実施

③インターンシップ調査や
ホスピタリティ向上のため
のワークショップを開催

活躍できる実務人材の育成
（量の不足への対応）

①平成30年度｢観光MBA｣の
設置・開学

②全国の複数大学において、
宿泊業等の経営力強化の
ための社会人向け講座を実施

14



観光庁の取組➁ 観光産業の中核人材育成・強化事業 （概要）

社会人向け講座の実施 全体会議・合同研修の実施

学生向け実践授業の実施

小樽商

科大学 大分

大学

和歌山

大学

青森

大学

鹿児島

大学

東洋

大学
明海

大学

神戸山

手大学

信州

大学

横浜商

科大学

愛媛

大学

滋賀

大学

北陸先端

科学技術

大学院

大学

コンソーシアム

・全国６大学で社会人向け講座を実施（累計13大学）

○観光産業は経営手法を長年の「勘」や「経験」に頼っており、
科学的な経営による生産性向上・経営力強化が喫緊の課題

○一方、そのノウハウを有している人材が不足しており、社会人の学び直しの場の整備が不可欠
⇒社会人の学び直しのための教育プログラムを開発するとともに、
産学連携による持続可能な仕組みづくりを実施。観光産業の経営力強化・生産性向上を目指す

・採択及び観光庁による全体会議や
合同研修を開催し、ノウハウを共有

・各地域で産学官による自走化検討会を開催し、
協力体制を構築

・受講生に対し、フォローアップ調査を実施

・産学連携による教育プログラム開発・実施
についてのガイドラインを作成

⇒中核人材育成のノウハウを確立

現状と課題

【コンソーシアムの機能】
○講座開講の分担協力
○講師派遣協力
○教材の共有
○広報協力
○新規大学への運営指導 等

支援校 講座テーマ

神戸山手大 ツーリズムプロデューサー養成

信州大 ユニバーサルツーリズム

横浜商科大 MICEビジネス

愛媛大 儲かる観光サービス業

滋賀大 ウエルネスツーリズム

北陸先端大 地域観光のイノベーション

取組の更なる横展開に向けて

・平成30年度に実施した調査結果を踏まえ、
インターンシップ等の先進的な実践授業を実施

【概要（変更の可能性あり）】
・ニセコ、阿寒地域の宿泊施設でそれぞれ２週間程度の
実践授業を実施

・就業体験とともに、経営や地域の課題についての講座
も開講し、将来の中核人材を育成 15



【カリキュラム概要】 ※平成30年度

観光庁の取組➁ 観光産業の中核人材育成・強化事業 （例：東洋大学）

第２ターム
実情把握

第３ターム
実態視察

第4ターム
まとめ

講義概要 担当講師等

日本の観光政策と女性活躍の必要性、ホスピタリティのフレー
ムワーク、マーケティング、組織論、人的資源管理論等を学ぶ。

東洋大学教授、観光庁

宿泊産業・ブライダル産業、その他のホスピタリティ産業における
女性のキャリアについて学ぶ。

（株）ＪＴＢ、（株）八芳園、
（株）グランドニッコー東京 等

施設見学・人事担当者ヒアリングの実施。女性登用に積極的
なホスピタリティ関連施設の見学。

＜宿泊研修地＞
天空の森（鹿児島 霧島温泉）

女性の管理職・経営者が活躍している企業の方々の登壇に
よるシンポジウム、受講者による全体まとめの発表会の開催。

＜シンポジウムパネリスト＞
ベルトラ（株）、（株）パレスホテル、
（株）パソナグループ

【実施大学】東洋大学 （観光庁による支援期間：平成29年度～平成30年度）
【講座テーマ】「ホスピタリティ産業における女性活躍と組織づくり講座」
【講座の目的】 ホスピタリティ産業では、労働者における女性割合が高い一方で、管理職に就く割合がきわめて低い。

他方で、食と住に深く関係する同産業では、女性の感性を取り入れることは重要であり、マーケティン
グの面においても強みとなる。このため、本講座では、ダイバーシティ・マネジメントの観点を中心に

女性が活躍しうる組織づくりを可能とする人材を育成する。
【受講対象者】ホスピタリティ産業および観光産業に現在従事している経営層、マネージャー層、及びその志望者
【講座開講時期等】各年度 10月～１月（合計10日間程度（通学・宿泊研修））
【受講人数】平成29年度：16人 平成30年度：30人

中核人材育成・強化事業 実例

第1ターム
理論習得

16



観光庁の取組➁ 観光産業における実務人材確保・育成事業 （現状と課題）
現状と課題

観光業界における人手不足は深刻であり、今後さらに拡大するインバウンド需要に応えるためには、人材の確保・定着が不可欠

人材が不足しているか

・宿泊業においては、約８割の
企業が人手不足に陥っている

・有効求人倍率も年々増加して
おり、全産業に比べ３倍近く
となっている

日本商工会議所 平成30年「人手不足等への対応に
関する調査」

有効求人倍率

新卒学生や女性・シニア等の
潜在労働力の確保が喫緊の課題

・宿泊業においては、離職率が
30%となっており、働きや
すい魅力的な職場となってい
ない

誰もが働きやすい職場への変革が
喫緊の課題

（倍）

厚生労働省 平成29年「職業安定業務調査」

厚生労働省 平成29年「雇用動向調査」

➢課題１：人材の確保

➢課題２：人材の定着 離職率

17



観光庁の取組➁ 観光産業における実務人材確保・育成事業 （事業イメージ）

全国３箇所において、地域一体で人材確保・定着に対する取組を実施

採用関係
【課題】
・旅館単体の採用活動に限界（求人サイトにただ掲載するだけ等）
・採用者数が毎年一定ではないため、採用ノウハウが構築されない

労務関係
【課題】
・「中抜け」等旅館独自の勤務形態に合わせるのが難しい
・キャリアパスが描きづらい。休職・復職支援が不十分

➢共同広報・説明会の開催
各旅館ではなく、地域として、ＰＲの実施や、説明会参加・開催

➢旅館体験プログラムを実施
旅館への就職・転職に興味のある方を対象に
旅館実務の基礎知識や地域の特色についての座学、
施設の就業体験等を実施

・都市圏で開催する合同説明会に地域として参加
・当該地域での説明会を開催
・ＨＰ等を活用し、当該地域で働く魅力を発信

・旅館の実務
・地域の魅力

・実際の旅館
業務を体験

座学 就業体験
旅館体験プログラム

➢従来型勤務体制の見直し
女性・シニアをはじめ、誰もが働きやすいシフトへ移行
・地域で勤務態勢等についての現状や課題を洗い出し
・コンサルによる女性活躍、シフト改善等の取組を実施
・中核人材育成講座への参加も促す

➢キャリアアップ研修を実施
結婚・出産等で一度職場を離れた方や
経営者向けに定期的に実施できる研修を整備

人材定着を実現地域で人材を確保し、
定着させるノウハウを構築人材確保を実現

業界団体の労務委員会や業界紙、求人媒体、観光庁ＨＰ等を通じて、取組を横展開
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②栃木県観光物産協会（とちぎＤＭＯ）

③乳頭温泉組合

①草津温泉観光協会

観光庁の取組➁ 各地域の女性活躍に関する取組の例 （※今年度実施予定）

○ 今年度の「観光産業における実務人材確保・育成事業」の採択地域（全３地域）において実施予定の
女性活躍に関する主な取組は以下のとおり。

○ テレワークのモデル事業
：優秀な女性社員が出産後も離職せずに、現在の勤務先に在籍しながら働き続けられるよう、現在の仕事のうちどれがテレワークで

対応可能なものかを検討・試行実施。

○ 短時間勤務や女性活用（ワーママ推進）の啓発及び実施へのトライ
：短時間での勤務体系や子どもをもつ女性でも活躍できる時間短縮型勤務等の弾力的なシフト構成の挑戦を実施。

○ テレワークやコールセンター機能の検討・トライアル実施
：産休・育休前後も働くことができるように、テレワーク・在宅勤務の仕組み化を実施。

○ 子育て中・介護中などの方向け「９ー15時限定勤務職」の導入
：子育て中や介護中などの方に対して時間を限定した時短勤務形態を導入し、働きやすい環境の体制づくりを強化するとともに、

当該シフトの導入で中抜け勤務を軽減。
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観光庁の取組➁ 【参考】 平成29年度 潜在労働力（女性・シニア）の活用促進事業

【宿泊事業者向け】
全国各地で宿泊事業者を対象とし、宿泊業における潜在労働力の活用に成功している事例を紹介し、取り組みの手法や工夫、推進時の苦労などの
実務や、潜在労働力の意義・経営効果を伝えるためのセミナーを開催した。

【働きたい女性・シニア向け】
全国各地で働きたい女性・シニアを対象とし、観光関連産業（とくに宿泊業）における潜在労働力の活用に成功している事例を紹介し、求職先として
観光関連産業（とくに宿泊業）を選択する機会の創出につなげるためのセミナーを開催した。

③先進的なモデル事例を題材にしたセミナー開催

本事業の目的
旅館等の宿泊施設においては慢性的な人材不足が課題となっている。
宿泊業において女性・シニア層が活躍し、人材確保に成功している事例を調査し、その取り組みや効果について
オンライン講座やセミナーを通じて広く発信することにより、宿泊施設の人材確保対策を支援する。

調 査

③先進的なモデル事例を題材にしたセミナー開催

①先進的なモデル事例の収集・分析

主な事例
・地域一体となった協力体制で女性・シニアを含めた人材確保や、働きやすさを実現した例（城崎温泉（兵庫）等）
・地元の評判を高め、女性・シニアが働いてみたいというブランドを構築した例（城西館（高知）等）

先進事例（2地域5施設）を収集し、現地インタビューや専門家への
ヒアリングを通して、取り組みの工夫や経営効果等を分析。

○人材確保の課題と解決策等の事例を交えて紹介する動画をweb上に公開。
○オンライン講座の受講者同士によるディスカッション機能での学び合いや、
動画視聴後のテストにより、講座内容の深い理解が図られるよう工夫。

②先進的なモデル事例を題材にしたオンライン講座の実施

オンライン学習プラットフォーム「gacco」に掲載

全国各地で宿泊事業者を対象とし、宿泊業における潜在労働力の活用に成功している事例を紹介し、取り組みの手法や工夫、推進時の苦労などの
実務や、潜在労働力の意義・経営効果を伝えるためのセミナーを開催した。

全国各地で働きたい女性・シニアを対象とし、観光関連産業（とくに宿泊業）における潜在労働力の活用に成功している事例を紹介し、求職先として
観光関連産業（とくに宿泊業）を選択する機会の創出につなげるためのセミナーを開催した。

宿泊事業者向け

働きたい女性・シニア向け

先進事例の収集・分析

オンライン講座 セミナー

平成30年3月発行 「事例報告書」
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G20大阪首脳宣言の主なポイント

ジェンダー平等と女性のエンパワーメントは持続可能で包摂的な成長に不可欠。我々は、
すべての政策において、かつ今後の首脳会合における横断的な課題として、これらを確保する
重要性を再確認する。
ブリズベーンゴールについて、年次での進捗と行動をＧ２０首脳レベルで各国が共有する。
男女の賃金格差縮小や女性に対する偏見の削減、企業において決定権をもつ女性管理職
を増やす。
デジタル技術へのアクセスや教育における女性への支援を行うこと。

女性のエンパワーメント （首脳宣言文パート２２．２３の概要）

観光産業は世界のGDPの相当の割合を占め，引き続き世界経済の成長の重要な
牽引役となることが見込まれる。我々は，特に女性及び若者のための，また，創造
産業における，質の高い雇用と起業の創出，経済的な強じん性及び回復，持続
可能な観光に関する計画及び管理を通じた自然資源の保護，並びに，包摂的かつ
持続可能な開発の実現に対する観光部門の貢献を最大限にするために取り組んでいく。

観光 （首脳宣言文パート２４）



Global Report on Women in Tourism 2010 (世界観光機関)

（女性活躍の意義）
ジェンダーの視点が観光に関する計画やその実施に反映されることにより、観光は
男女平等と女性のエンパワーメントを促進するための手段となる。同時に男女平等
の推進により、観光産業全体の質の向上や収益性にも貢献する。

（提言）
観光産業において女性の地位は低く、管理職への登用が少なく、男女の賃金格差等
課題が多いとの現状認識の下、以下を提言。

観光産業における女性が果たす経済的役割に対する認識を高めること、女性労働者の法的な
保護を強化、最低賃金規則、平等賃金法、産休、柔軟な勤務時間等の制度面の改善ととも
に、在宅勤務のオプション、保育などの改善。
女性の起業を促進するため、金融や土地、不動産等へのアクセスやトレーニングの確保。
女性の観光教育や研修への参加促進、業界各分野における女性労働者の教育レベルの向上。
行政、企業、地域での女性リーダーシップの支援やリーダシッププログラムの開発。
地域開発での女性の役割を認識し、女性の無給労働を考慮に入れ、報われるようにする。
観光を通じた女性のエンパワーメントの状況のモニタリングを実施。
民間企業にとってジェンダーが基本的なＣＳＲの根幹であることを促進。
観光行政においてジェンダーを主流化。

23



Travel & Tourism； Driving Woman’s Success (世界旅行ツーリズム協議会)

（女性活躍の意義）
・女性の雇用は、貧困を減らし、経済成長を持続させ、女性の社会的地位の向上
及び独立を支援する役割を担っている。職場内で、異なるレベルで女性従業員を
雇用することは、多様性と革新に貢献し、改善されたコーポレート・ガバナンス及び
財務実績につながる。

・観光産業には、他部門より約2倍近くの女性雇用主がいる。特に発展途上国で、
他部門よりも、労働力参加、リーダーシップ、企業家精神、社会的地位向上に
より多くの機会を女性に与える。

（提言）
観光産業において女性の雇用は依然として地位が低く、低賃金な仕事、労働法や社会保障制度
そして労働協約の範囲外の仕事に集中しているとの認識の下、以下を提言。

女性のより質の高い仕事へのアクセスを改善し、平等な機会を確保。
男女の賃金格差を減らすよう尽力。
魅力的な保育、税金、母性保護、職場復帰のためのインセンティブの提供。柔軟な就労形態を
増加。
青少年の失業に対するホテル業界の取組であるYoung Carrier Initiative(YCI)における女性
の教育レベルの向上に対する期待。
「リターンシップ」の導入を含む、職場復帰プログラムプログラムの重要性。
女性の経営層への昇進を促進する政策、民間企業での取組が必要。
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第4次男女共同参画基本計画（平成27年12月25日決定）

第４分野 地域・農山漁村、環境分野における男女共同参画の推進

ア 地域における政策・方針決定過程への女性の参画拡大
② 地域の活性化（観光、文化の伝承等を含む）やまちづくりに関する政策・方針決定

過程への女性の参画拡大を図る。
（担当府省：内閣府､文部科学省、国土交通省）

イ 男女共同参画の視点に立った地域活動の推進
③ 地域に根差した組織・団体の活動の実施に当たっては、男女共同参画の視点が反映

されるよう、各組織・団体に対して要請する。
（担当府省：内閣府､総務省､文部科学省､国土交通省）

④ 住民の多様な経験をいかし、男女共同参画の視点に立った地域の活性化やまちづくりを
推進する。

（担当府省：内閣府､国土交通省）
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）の概要

26

○ 一般事業主（民間事業者）、特定事業主（国・地方公共団体）は、
①職場の女性の活躍に関する状況の把握（必須把握項目は省令で規定）・課題の分析を実施、
②状況把握、課題分析を踏まえた事業主行動計画を策定・公表、

［事業主行動計画の必須記載事項（法律で規定）］
・目標（数値を用いて設定） ・取組内容 ・取組の実施時期 ・計画期間

③女性の職業選択に資するよう、女性の活躍に関する情報を公表。
→法改正※により、常用労働者301人以上の一般事業主と特定事業主は、
①職業生活に関する機会の提供に関する実績
②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
の各区分から１項目以上の公表を義務化

○ 国は、優良な一般事業主に対する認定（えるぼし認定）を実施。
→法改正※により、えるぼし認定よりも水準の高い「プラチナえるぼし（仮称）」認定を創設

○ 国等は、公共調達における受注機会の増大等の施策を実施。
地方公共団体は、国の施策に準じて受注機会の増大等の施策を実施（努力義務）。

女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図る。
１．目的

２．概要

10年間の時限立法（～R８（2026）.3.31)

（公務部門（国・地方公共団体）は内閣府（内閣官房、総務省と共管）が、民間事業主は厚生労働省が所管。）

法改正※により、
常用労働者301人
以上から101人以上
の一般事業主に義務
対象を拡大
（100人以下は努力
義務）

情報公表項目（区分のイメージ）

・採用者に占める女性の割合割合
・管理職等に占める女性の割合
・男女別の職種又は雇用形態の転換の実績
・男女別の再雇用又は中途採用の実績

・男女の平均継続勤務年数の差異
・残業時間の状況
・男女別の育児休業取得率
・有給休暇取得率

①

②

※ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年６月５日法律第24号）による改正。
施行は、公布日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日（ただし、101人以上の一般事業主への義務対象拡大は、３年を超えない範囲
内において政令で定める日）。
情報公表項目やプラチナえるぼし認定基準などの具体的内容は、労働政策審議会の議論を経て決定。


