
令和２年度 女性活躍推進関連予算

観光庁
●観光産業における人材確保・育成事業
●国際観光シンポジウム等の開催
✔G20観光大臣会合での合意事項の着実な履行促進

文部科学省
●リカレント教育等社会人の学び直しの総合的な充実
✔女性の多様なチャレンジに寄り添う学びと社会参画支援事業
✔大学による地方創生人材教育プログラム構築事業

厚生労働省

●働き方改革の推進による誰もが働きやすい職場づくり
✔長時間労働の是正や安全で健康に働くことができる職場づくり
✔最低賃金･賃金引上げに向けた生産性向上等の推進、同一労働同一賃金など雇用形態に
関わらない公正な待遇の確保

✔柔軟な働き方がしやすい環境整備
✔総合的ハラスメント対策の推進

●多様な人材の活躍促進
✔高齢者の就労・社会参加の促進
✔就職氷河期世代活躍支援プランの実施
✔女性活躍の推進

●人材育成の強化と人材確保対策の推進
✔高齢期も見据えたキャリア形成支援の推進
✔人材確保対策の総合的な推進

資料６



女性活躍加速のための重点方針

女性活躍の基盤となるジェンダー統計の充実

子育て、介護基盤の整備及び教育の負担軽減に向けた取組の推進

性別にとらわれず多様な選択を可能とするための教育・学習への対応

女性活躍の視点に立った制度等の整備

Ⅲ 女性活躍のための基盤整備

Ⅰ 安全・安心な暮らしの実現
●女性に対するあらゆる暴力の根絶
●生涯を通じた女性の健康支援の強化
●困難を抱える女性への支援

Ⅱ あらゆる分野における女性の活躍
地方創生における女性活躍の推進

あらゆる分野における女性の参画拡大・人材育成

女性活躍に資する働き方の推進、生産性・豊かさの向上に向けた取組の推進
男性の暮らし方・意識の変革
政治分野における女性の参画拡大

女性活躍を加速させるため、「第４次男女共同参画基本計画」に基づき、毎年度、各府省の概算要求や制度改正等に
反映させることを目的に各省の施策を取りまとめる政府方針として「女性活躍加速のための重点方針」を決定している。
男女共同参画会議の意見を踏まえ、毎年６月を目途に「すべての女性が輝く社会づくり本部」において決定しており、

「重点方針2019」(令和元年６月18日)で５回目の策定となる。

 人生100年時代において、多様な選択を可能とする社会の構築
 困難な状況の解消及び女性活躍を支える安全・安心な暮らしの実現
 「生産性向上・経済成長・地方創生」の切り札

「重点方針2019」の３つの視点
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 女性活躍の基盤となるジェンダー統計の充実
地域におけるジェンダー統計の重要性の理解と作成・活用の促進

 子育て、介護基盤の整備及び教育の負担軽減に向けた取組の推進
待機児童解消や「介護離職ゼロ」に向けた子育て・介護基盤の整備、幼児教育・
保育・高等教育の無償化

 性別にとらわれず多様な選択を可能とするための教育・学習への対応
学校教育段階からの男女共同参画意識の形成を図るためのライフプランニング
教育プログラムの開発

 女性活躍の視点に立った制度等の整備
働く意欲を阻害しない制度等の在り方の検討、男女共同参画の視点からの防
災・復興の取組指針の改定

女性活躍加速のための重点方針2019

Ⅱ あらゆる分野における女性の活躍Ⅰ 安全・安心な暮らしの実現
●女性に対するあらゆる暴力の根絶

民間シェルター等における被害者支援のための取組促進、DV対応と児童虐待
対応との連携強化、加害者更生プログラムを含む包括的な被害者支援体制の
構築、ワンストップ支援センターの運営の安定化及び質の向上、セクハラ根絶に
向けた対策の推進

 生涯を通じた女性の健康支援の強化
子宮頸がん・乳がん検診等の更なる推進、更年期における相談等の支援の充実
や骨粗鬆症検診の質の向上などライフステージに応じた健康保持の促進

 困難を抱える女性への支援
様々な困難を抱える女性等のニーズに寄り添って活動しているNPO等の先進的
な取組への支援、予期せぬ妊娠等による若年妊婦等への相談支援、養育費の
履行確保に向けた取組

 地方創生における女性活躍の推進
女性にとって魅力的な地域づくりに向けた取組の推進、都道府県における官
民連携型のプラットフォームの設置・活用促進を通じた女性等の新規就業支
援

 女性活躍に資する働き方の推進、生産性・豊かさの向上に向けた取組
の推進

女性活躍推進法の改正により行動計画策定等の義務対象となる中小企業へ
の支援や女性活躍情報の「見える化」の深化、キャリアアップ等を総合的に支
援するモデルの開発・普及など中高年女性をはじめとする女性の学び直しや
就業ニーズの実現、多様で柔軟な働き方の推進、ワーク・ライフ・バランスや
テレワークの推進

 男性の暮らし方・意識の変革
企業や国・地方公共団体における「男の産休」や男性の育児休業等の取得の
推進、男性の家事・育児等への参画に向けた国民の意識の醸成

 政治分野における女性の参画拡大
諸外国の取組を含めた実態の調査・情報提供、地方公共団体における好事
例の収集・展開の実施について検討

 あらゆる分野における女性の参画拡大・人材育成
医師の働き方改革、科学技術・学術分野における女性の参画拡大、女性の
起業への支援、ジェンダー投資の推進、女性役員登用の拡大、国際会議に
おける議論への参画と日本の取組の充実及び発信

 健康寿命の延伸や女性の就労意欲等を踏まえ、生涯を通じ
た女性の社会参画が重要

 女性が抱える困難な状況や女性に対する暴力等がいまだ解
決されず

 女性が活躍するためには地域の実情に応じた取組が重要

 人生100年時代において、多様な選択を可能とする社会の構築を
目指す

 困難な状況の解消及び女性活躍を支える安全・安心な暮らしの実
現に正面から取り組む

 「生産性向上・経済成長・地方創生」の切り札としてあらゆる分
野における女性活躍を推進

Ⅲ 女性活躍のための基盤整備

(令和元年６月18日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)



＜事業展開＞
 政治分野・経済分野における「見える化」の促進

 理工系女子応援ネットワークの構築（令和元年５月；194団体）

→夏のリコチャレ（平成30年度実績；123団体165イベント実施 約24,000名参加）

 役員候補となる女性リーダー育成研修の実施（平成29年度～）

 学び直しの促進に向け、60時間以上での履修証明書の交付が可
能（平成31年４月～）

 女性起業家等支援ネットワークの構築(平成28年度～、全国10個所）

 「イクメンプロジェクト」「さんきゅうパパプロジェクト」「“おとう飯”始
めよう」キャンペーンなどにより、男性の家事・育児等の参画促進

 WAW！（国際女性会議）の開催（平成26年～、5回開催）

参考 ： これまでの女性活躍加速のための重点方針の成果

 女性の健康増進に向けた取組

 ひとり親家庭・多子世帯応援プロジェクトの開始（平成27年度～）

 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に
関する法律の一部を改正する法律（令和元年５月成立）

 強姦罪の構成要件及び法定刑の見直し等を内容とする刑法の一部改正（平

成29年7月施行）

 性犯罪・性暴力被害者支援交付金の創設（平成29年度）

→性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを全47都道府県

に設置（平成30年10月）

 性犯罪被害相談電話番号の全国統一化（平成29年８月～）

 若年者を対象とした性的な暴力の根絶に向けた取組の推進

 「セクシュアル・ハラスメント対策の強化について」（平成30年６月）

＜制度等＞
 女性活躍推進法の成立（平成28年4月全面施行）、行動計画の策定義務対象拡大・情報公表の強化等を

内容とする改正（令和元年５月成立）

 公共調達の取組指針に基づく加点評価の取組を開始(平成28年度～）

→国及び独法等の29年度実績：金額 約1兆3,400億円、件数 約1万3,600件

 地域女性活躍推進交付金の創設（平成29年度～）

 男女雇用機会均等法等改正
（いわゆるマタハラ防止のための改正：平成29年施行、セクハラ防止対策の強化等：令和元年５月成立）

 働き方改革関連法（平成30年６月成立）

 保育所に入れない場合等の育児休業期間の延長等を盛り込んだ育児・介護休業法の改正（平成29

年10月施行)

 「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」（平成26年10月）の策定・同
指針を踏まえた取組計画に基づく施策の推進

 両立支援等助成金（出生時両立支援コース）の創設（平成28年度～）

 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の成立（平成30年５月施行）

 保育の受け皿確保に向けた取組

→「子育て安心プラン」を前倒しし、令和２年度末までに32万人分の保育の受け

皿整備を行う（「新しい経済政策パッケージ」（平成29年12月）)

→放課後児童クラブについて、令和３年度末までに約25万人分、令和５年度ま

でに計約30万人分を整備（「新・放課後子ども総合プラン（平成30年９月））

 幼児教育・保育・高等教育の無償化

→子ども・子育て支援法の改正（令和元年５月成立）

→大学等修学支援法（令和元年５月成立）

 介護サービスの基盤整備

→介護人材の確保（25万人分を目標（「ニッポン一億総活躍プラン」（平成28年６月））

 施行令等の改正により、住民票、マイナンバーカード等への旧姓併記が可能
（平成31年４月成立）

 政令改正・施行により、乳児用液体ミルクの製造・販売が可能（平成30年８月）

安全・安心な暮らしの実現 女性の活躍を支える基盤整備

あらゆる分野における女性の活躍



令和2年度 女性活躍推進関連予算（観光庁）



観光産業における実務人材確保・育成事業

全国５箇所程度において、地域一体で人材確保・定着に対する取組を実施
採用関係

（人材確保を実現）

➢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

➢従来型勤務体制の見直し
女性・シニア等をはじめ、誰もが働きやすいシフトへ移行

➢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

・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

労務関係
（人材定着を実現）

事業イメージ

仕事と家庭を両立

・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

・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

【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）
・採用がない年がある等、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

【課題】
・「中抜け」等旅館独自の勤務形態があり、働きやすい職場になっていない
・キャリアパスが描きづらい。休職・復職支援が充実しているとは言えない

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

地域で一体的に取組を実施

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

➢課題１：人材の確保 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

➢課題２：人材の定着

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」
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厚生労働省 平成29年「職業安定業務調査」
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厚生労働省 平成29年「雇用動向調査」

【参考】令和元年度の取組内容
①【概要】乳頭、栃木、草津の全国３地域において、地域一体で人材確保・定着に関する取組を実施
②【内容】秋田県乳頭温泉組合 ：採用プロモーションビデオ制作、移住関連雑誌への温泉の仕事を伝える記事の掲載、秋田県出身者の中途採用と高卒・大卒の新規採用実施、夏期・冬期のインターン

シップ、９ー１５時限定勤務職の導入
栃木県観光物産協会 ：プロモーション動画の作成、HP作成とインターンシップ情報の掲載、就職説明会への合同出展、短時間勤務・テレワークの検討、働き方改革推進セミナーの実施
群馬県草津温泉観光協会：人事担当者情報交換会の実施、シルバー人材の活用に向けた検討、働く場・暮らす場としてのプロモーション動画作成、草津愛醸成のための地域教育実施、離職率調

査、中間管理職を対象とした研修会、テレワーク導入に向けた検討・試行
③【取組の横展開】全国３箇所（東京、仙台、大阪）において取組事例の紹介や人材育成に向けたアドバイスを行うセミナーを実施。



令和2年度 女性活躍推進関連予算（文部科学省）



リカレント教育を支える専門人材の育成

リカレント教育等社会人の学び直しの総合的な充実
令和２年度予算額（案） 8,935百万円

(前年度予算額 8,826百万円)

人生100年時代や技術革新の進展等を見据え、社会のニーズに対応したリカレント教育の基盤整備や産学連携による実践的なプログラムの拡充等に
よる出口一体型リカレント教育を推進することにより、誰もがいくつになっても新たなチャレンジができる社会を構築する。

☆大学・専修学校の実践的短期プログラムに対する文部科学大臣認定の充実

• 大学・大学院「職業実践力育成プログラム」(BP) 及び「キャリア形成促進プログラム」
⇒ 受講者の学習機会の拡充や学習費用の軽減につながるよう、 認定講座をさらに充実

※このほか、社会人の組織的な受入れを促進する大学等への経常費補助、職業
実践的な教育を行う「専門職大学」等の設置（2019年度開学）を実施。

社会人向けの実践的なプログラムの開発・拡充

リカレント教育推進のための学習基盤の整備

○放送大学の充実
（放送大学学園補助金：7,386百万円（7,631百万円))

・数理・データサイエンス・AI教育に関するコンテンツの制作

・地方公共団体や企業・大学等と連携した短期リカレント講座の制作

○産学連携による情報技術人材等の育成
(成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成(enPiT-PRO)：289百万円(308百万円) )

(超スマート社会の実現に向けたデータサイエンティスト育成事業 ：234百万円(234百万円) )

・産学連携による実践的な教育ネットワークの形成
・セキュリティ等のIT技術者のスキルアップ・スキルチェンジのための短期プログラムの開発・実施

○専修学校リカレント教育プログラムの開発

・短期の学びを中心に、分野を超えたリカレント教育プログラムの開発
・産学連携によるリスタートプログラムの開発・実証 等

○教職に関するリカレント教育プログラムの開発等
（就職氷河期世代を対象とした教職に関するリカレント教育プログラム事業：111百万円）

(令和元年補正予算にて措置）

・就職氷河期世代のうち教員免許状を持つものの教職への道を諦めざるを得なかった者等
を対象としたリカレント教育プログラムの開発等を実施

○産学官連携による地元定着のための教育プログラムの実施

（大学による地方創生人材教育プログラム構築事業：254百万円）(新規)

・産学官が連携し、地域が求める人材を養成するための教育改革を実行するとともに、
出口（就職先）と一体となった教育プログラムを実施

○ 実務家教員の育成
（持続的な産学共同人材育成システム構築事業：280百万円（321百万円) )

・社会人の学び直しを含む実践的な教育を支える実務家教員を育成・活用する
システムの構築

○ 女性のキャリアアップ等
（女性の多様なチャレンジに寄り添う学びと社会参画支援事業：34百万円）(新規)

・女性のキャリアアップ・キャリアチェンジに向けた学び直しやキャリア形成等の一体的支援

○社会人向け情報アクセスの改善
（社会人の学びの情報アクセス改善に向けた実践研究：17百万円（17百万円) )

・講座情報、各種支援制度等へ効果的にアクセスできる情報発信ポータルサイトの整備

○リカレント講座の運営モデルの構築
（大学等におけるリカレント講座の持続可能な運営モデルの構築：16百万円）(新規)

・大学等におけるリカレント講座の持続可能な運営モデルの構築及び全国展開に向けた実証研究

(専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト：425百万円(315百万円))



事業概要

③検討委員会の設置（国に設置）
女性の学びを通じた社会参画支援の在り方や事業の方向性等に関する
助言を得るため、学識経験者、地方公共団体、男女共同参画センター、
ＮＰＯ、関係団体、産業界等の有識者による検討委員会を設置。

②女性の学びサポートフォーラム（仮称）による普及啓発（２箇所：委託）

女性の学び直しを通じたキャリア形成支援を図るためのネットワーク
を組織。学び直しやキャリアアップへの関心を高めるとともに、固定
的役割分担意識の解消にも資するよう、SNS等の身近な媒体、イベント
を通じた普及・啓発を年間通して実施。

①多様なチャレンジに寄り添う学び・社会参画支援モデルの構築（３箇所：委託）
大学、男女共同参画センター、企業等の連携により、キャリアアップ・キャリ

アチェンジ等に向けた意識醸成・情報提供、相談体制の整備、学習プログラムの
設計、フォロー等を総合的に支援するモデルを構築。

女性の多様なチャレンジに寄り添う学びと社会参画支援事業
令和2年度予算額（案）３４百万円

(新 規)

◆女性活躍加速のための重点方針2019（令和元年６月すべての女性が輝く社会づくり本部決定）
２．女性活躍に資する働き方の推進、生産性・豊かさの向上に向けた取組の推進
（６）中高年女性を始めとする女性の学び直しや就業ニーズの実現
①女性活躍推進のための「学び直し」
（略） キャリアアップやキャリアチェンジ等に向けた意識醸成や相談を含め、関係機関との連携、
学習プログラムの開発等、多様なチャレンジを総合的に支援するモデルの開発・普及にも取り組む。

◆成長戦略実行計画（令和元年６月閣議決定）成長戦略フォローアップ

ⅲ）女性活躍の更なる拡大、ダイバーシティ経営の推進
・人生百年時代において、多様な選択ができる社会を構築するため、（略）キャリアアップ
を総合的に支援するモデル開発推進、女性のニーズに寄り添って活動しているNPO等の先
進的な取組への支援等を通じ、子育て中や子育てが一段落した世代の女性を含む、多様
な女性の労働市場への再参入を推進する。

女性の就業に係る現状と課題

少子高齢化、Society5.0の実現を見据える中、女性活躍の推進は社会・経済の持続可能な発展のために重要。
しかし、女性の就労をめぐり以下への対応が課題。

○女性の管理職割合は14.9％ (2018年)、諸外国と比べても低い割合（米国は40.7%）。
企業が考える女性管理職が少ない理由「必要な知識、経験等を有する女性がいない」（58.3%）(厚労省 2013年)。

〇Ｍ字カーブは解消傾向にあるが、女性就業者の 56.1％は非正規雇用。（男性は22.2%）(2018年)。
・女性が非正規を希望する理由「育児や介護等」が約３割（30～44歳）(2018年)。
・不本意非正規の女性は129万人(2018年)。就職氷河期世代（35～44歳）の非正規（無配偶）女性の貧困率は51.7％ (JILPT 2014年)。

→非正規、ひとり親など、生活上の困難に陥りやすい女性やメンタル面での悩みを抱えて社会的に孤立し、
困難な状況にある女性や、子育てが一区切りした中高年女性への支援が重要（重点方針2019）。

生涯を通じた女性の社会参画の現状

（出典）総務省「労働力調査（基本集計）」（2018年）をもとに内閣府作成

〇学習プログラム提供
例）子育て等の両立可能で、正規雇用化に有効な

資格取得等

〇職務体験プログラム提供
例）企業との連携による多様なインターンシップ等

〇相談体制
例）不安解消等、女性の経験やニーズに応じたキャリ
ア支援、学習メニューの提示

〇意識醸成・情報提供
例）働き方やライフプラン講座、ロールモデルとの対話
両立支援や起業情報等

取組の方向性

人生100年時代において、すべての女性が学業や仕事、子育て、地域活動への参加等、様々な役割を果たしながら自ら多様な選択をできる社会を構築



：事業協働地域

Ｄ 大学企 業

Ｂ 大学

Ｃ 短大

E 高専

地方公共団体

Ａ 大学
（ 事業責任大学）

企 業 地方公共団体

Ｎ Ｐ Ｏ

体 制

大学による地方創生人材教育プログラム構築事業
【 背景 ・ 課題 】

◎ 地方創生に向けては、当該地域にある高等教育機関が核となって、その地域の経済圏における教育と職業、教育と新たな産業を結びつけていく活動が不可欠。

◎ 人生100年時代においては、高等教育機関には多様な年齢層の多様なニーズを持った学生を教育できる体制が必要となるため、いわゆる就職氷河期世代も含

めた様々な社会人に対しても受けやすく即効性のある出口一体型人材養成の確立が求められる。

◎ 大学・地方公共団体・企業等の各種機関が協働し、地域が求める人材を

養成するための指標と教育カリキュラムを構築。

◎ 指標に基づき、出口(就職先)が一体となった教育プログラムを実施する。

― 事業期間：最大５年間 財政支援（2020年度～2024年度）

― 選定件数・単価：事業実施大学３件 × 約5,860万円

―

事業概要 2019年卒の大卒新卒採用予定人数の充足率

令和２年度予算額（案） 254百万円

（新規）

地域の高等教
育機関におい
て養成すべき
人材像の検討

ブロックごとの拠点地域を設定

57.9%
50.0% 50.7%

89.0%

61.8%

85.4%
92.0%

65.6%
77.1%

46.8%

72.7%

40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%

※ 2019年4月17日「地域経済社会システムとしごと・働き方検討会」提出資料より
リクルートワークス研究所,「ワークス採用見通し調査2018」（従業員規模、業種によってウェイトバックしたもの）

①

•大学群、地方公共団体、企業等が連携・協働し、当該地域が養成すべき（産業）人材像の分析・検討
•分析・検討結果に基づき、当該（産業）人材を養成するための指標を作成

②

•指標に基づき、大学における学修と、出口（就職先）が一体となった教育プログラムの構築・実施
•＜幹事校＞各事業実施大学の運営モデルを取りまとめ、横展開

取 組

学位課程
（学士・修士・博士等）

履修証明
プログラム
（１年程度）

短期プログラム
（半年程度）

学生社会人

受講

サーティフィケート
（学位、資格、学修証明 等）

単
位
の
積
み
上
げ

• 大学は、60～120時間の履修証明プログラム（BP）を開発し、出口（就職先）と一体となって実
施・展開。

• あわせて、履修証明プログラムを含めた単位の積み上げによる体系的なカリキュラムを構築
し、プログラムを修めた者にはサーティフィケート（学位、資格、学修証明等）を授与。

• 社会人の地方への転職や学び直しニーズにも対応可能となるよう、実践的なプログラムの開
発と全学的な推進体制の整備を実施。

＜教育プログラムの分野（イメージ）＞
食品、 AI・IoT利活用、医療・福祉、エネルギー・ものづくり、地場産業、国際・観光、公務員・教員

学生や社会人の地元就職出
口

サーティフィケートと連動 地域に求められる人材育成

機関としての大学の機能強

化、地域活性化

成

果

幹事校１件 × 約7,800万円



令和２年度 女性活躍関連予算案の概要

厚生労働省
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多様な就労･社会参加の促進

令和2年度厚生労働省予算案における女性活躍関連事項（ポイント）

働き方改革の推進による誰もが働きやすい職場づくり 多様な人材の活躍促進

人材育成の強化と人材確保対策の推進
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〇高齢者の就労･社会参加の促進 312億円（289億円）
 ハローワークにおける生涯現役支援窓口の増設
 65歳超の継続雇用延長等に向けた環境整備や中途採用拡大を行う企業への助成 等

〇就職氷河期世代活躍支援プランの実施 632億円（489億円）※
※このうち、特に就職氷河期世代を主な対象として実施するものは199億円
 ハローワークにおける専門窓口の設置、専門担当者のチーム制による就職

相談、職業紹介、職場定着までの一貫した伴走型支援
 民間事業者のノウハウを活かした不安定就労者の就職支援
 短期間で取得でき安定就労に有効な資格等の取得支援
 就職氷河期世代の失業者等を正社員で雇い入れた企業への助成金の拡充 等

〇女性活躍の推進 218億円（172億円）
 中小企業向けの女性活躍推進に関する説明会や企業訪問による支援
 子育て等により離職した女性の再就職の支援
 男性の育児参画促進セミナー、男性の育休等の取得促進を図る企業への助成金の拡充 等

〇高齢期も見据えたキャリア形成支援の推進 1,737億円（1,204億円）
 労働者のキャリアプラン再設計や企業内のキャリアコンサルティング導入等を支援する拠点の整備
 企業の実情に応じた中高年齢層向けの訓練、リカレント教育の推進 等

〇人材確保対策の総合的な推進 410億円（376億円）
 介護･保育･建設等の人材不足分野の関係団体と連携した人材確保支援 等

〇長時間労働の是正や安全で健康に働くことができる職場づくり
357億円（309億円）

 ｢働き方改革推進支援センター｣によるワンストップ型の相談支援、商工会
議所･商工会等での出張相談、中小企業･小規模事業者への個別訪問相談

 時間外労働削減、勤務間インターバル導入、年次有給休暇取得促進等に取
り組む中小企業等及び事業主団体への助成金の拡充 等

〇最低賃金･賃金引上げに向けた生産性向上等の推進、同一労働同一賃金
など雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

1,443億円（1,223億円）
 最低賃金･賃金引上げに向けた生産性向上に取り組む中小企業･小規模事業

者への助成金の拡充
 生産性向上に資する設備投資等により雇用管理改善を図る中小企業等への

助成金による支援
 非正規雇用労働者の正社員化･処遇改善を行う企業への助成金による支援 等

〇柔軟な働き方がしやすい環境整備 6.4億円（4.9億円）
 雇用型・自営型テレワークの就業環境の整備
 フリーランス等雇用類似の働き方の者と発注者の契約等のトラブルの相談支援
 副業･兼業を行う労働者の健康確保に取り組む企業等への支援 等

〇総合的なハラスメント対策の推進 45億円（40億円）
 ハラスメントを受けた労働者等への迅速な相談支援の充実、｢ハラスメント

撲滅月間｣等による啓発広報
 中小企業への個別訪問によるハラスメント対策の支援
 企業のハラスメント対策を支援できる人材の育成支援 等



中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業

令和２年度予算案額 ９，０９６，９２４（７，６２５，７４３）千円

働き方改革推進支援センター

来所、電話・メールによる就業規則の
見直し、賃金制度等に関する一般的な
相談を受付

都道府県センター

商工団体・市区町村等

中小企業・小規模事業者等が働き方改革の意義を十分に理解し前向きに取組むことが重要であるため、47都道府県に

「働き方改革推進支援センター」を設置し、①長時間労働の是正、②同一労働同一賃金の実現、③生産性向上による賃金引上げ、④人手不足

の緩和などの労務管理に関する課題に対応するため、就業規則や賃金制度等の見直し方などについて、

○ 窓口相談や企業の取組事例や労働関係助成金の活用方法等に関するセミナーの実施

○ 労務管理などの専門家が事業所への個別訪問などにより、36協定届・就業規則作成ツールや業種別同一労働同一賃金マニュアル等を活

用したコンサルティングの実施

○ 各地域の商工会議所・商工会・中央会・市区町村等への専門家派遣による相談窓口への派遣

などの、技術的な相談支援を行う。

商工団体・市区町村等への専門家派遣による相談窓口
への派遣

企業の取組事例や助成金の活用方法など
に関するセミナーの実施

専門家へ
依頼

中小企業等

・専門家派遣の申込み
の調整

・専門家研修の実施

・事業所へ個別訪問を行い、労働時間管理のノウハウや
賃金制度の見直し方等に関するコンサルティングを実施

・訪問開拓による伴走型支援

全国センター

労働基準局 労働条件政策課／雇用環境・均等局 有期・短時間労働課
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働き方改革推進支援助成金（仮称）（時間外労働等改善助成金より改称）
令和２年度予算案 7,292,042 （6,261,208）千円

生産性を高めながら労働時間の縮減等に取組む中小企業・小規模事業者や、
傘下企業を支援する事業主団体に対する助成を行う

コース名 助成概要 支給要件 助成率 助成上限額 助成対象

労働時間短縮・
年休促進支援
コース（新規）

予定額
2,614,338千円

(2,151,960 千円)

労働時間の短縮
や、年次有給休
暇の取得促進に
向けた環境整備
に取組む中小企
業事業主に助成

助成対象の取組を行い、以下の
何れかの目標を１つ以上実施

① 36協定の月の時間外労働
時間数の縮減

② 所定休日の増加
③ 特別休暇の整備
④ 時間単位の年休の整備

費用の３/４
を助成
事業規模30名
以下かつ労働
能率の増進に
資する設備・
機器等の経費が
30万円を超える
場合は、4/5
を助成

成果目標の達成状況に基づき、
①～④の助成上限額を算出

合計は250万円(※)

① 月80時間超の協定の場合に
月60時間以下に設定：100万円

※月60時間超80時間以下の設定に留まった
場合：50万円

※月60時間超80時間以下の協定の場合に、
月60時間以下に設定：50万円

② 所定休日３日以上増加：50万円
※所定休日１～２日以上の増加の場合25万円

③ 50万円
④ 50万円

労働時間短縮や生産
性向上に向けた取組
①就業規則の作成・

変更
②労務管理担当者・

労働者への研修
（業務研修を含む）
③外部専門家による

コンサルティング
④労務管理用機器等

の導入・更新
⑤労働能率の増進に

資する設備・機器
の導入・更新

⑥人材確保に向けた
取組等勤務間インターバル

導入コース

予定額
2,143,398千円

(1,104,767千円)

勤務間インター
バルを導入する
中小企業事業主
に対し助成

助成対象の取組を行い、新規に
９時間以上の勤務間インターバ
ル制度を導入すること

勤務間インターバル時間数に応じて
・９時間以上11時間未満

：80万円(※)

・11時間以上：100万円(※)

団体推進コース

予定額
2,534,306千円

(3,004,481千円)

傘下企業の生産
性の向上に向け
た取組を行う事
業主団体に対し
助成

事業主団体が助成対象の取組を
行い、傘下企業のうち１/2以上
の企業について、その取組又は
取組結果を活用すること

定額 上限額：500万円

複数地域で構成する事業主団体
（傘下企業数が10社以上）の場合は
上限額：1,000万円

①市場調査
②新ビジネスモデル

の開発、実験
③好事例の周知、

普及啓発
④セミナーの開催
⑤巡回指導、相談

窓口の設置 等

※賃金を３％以上引き上げた場合、その労働者数に応じて助成金の上限額を更に15万円～最大150万円加算
【５％以上の場合は、24万円～最大240万円加算】

労働基準局 労働条件政策課
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【助成概要】
全国47都道府県において、企業の生産性向上に資する設備投資などを実施し業務改善を

行うとともに、事業場内の最低賃金(事業場内で最も低い時間給)を一定額以上引き上げる中
小企業・小規模事業者に対し、その業務改善に要した経費の一部を助成する。
また、賃金引上げを行う労働者数に応じ、助成上限額を上乗せする。

令和２年度予算における業務改善助成金

【助成率】
３/４（４/５）
※生産性要件を満たした場合には４/５（９/10）
※（）は事業場内最低賃金850円未満の事業場の場合

【助成上限額】

【対象事業場】
以下の２つの要件をすべて満たす事業場
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること
・事業場規模100人以下であること

引き上げる労働者の数 30円コース 60円コース 90円コース

1人 30万円 60万円 90万円

2～3人 50万円 90万円 150万円

4～6人 70万円 150万円 270万円

7人以上 100万円 230万円 450万円

【予算案額：10.9億円】
労働基準局 賃金課
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能力評価を含む人事評価制度を整備し、年功序列や定期昇給のみによらない賃金制度を設ける
ことを通じて生産性向上を図り、賃金アップと離職率低下を実現した企業に対して助成する。

人材確保等支援助成金（人事評価改善等助成コース）
概要

人事評価制度等整備
計画の認定申請時と、
その３年後を比較（生
産性の向上6％以上）

人事評価制度等整備計画の認定申請時から３年

○生産性向上に資する
人事評価制度の整備

○２％以上の賃金アップ
を含む賃金制度の整備

整備した人事評価制度
等に基づく２％以上の賃
金アップの実施

５０万円

○引き続き、整備した人
事評価制度等に基づく
２％以上の賃金アップ
○離職率の低下

８０万円

人
事
評
価
制
度
等
整
備
計
画
の
認
定
申
請

制度整備助成 目標達成助成

生産性の向上

都道府県労働局
の計画認定

令和２年度予定額 17.0億円（60.5億円）
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キャリアアップ助成金について 令和２年度予算案：1,231億円（元年度予算額1,075億円）

目
的 コース名・内容 助成額 ※＜＞は生産性の向上が認められる場合の額、（ ）は大企業の額

正
社
員
化
支
援

正社員化
コース

有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換
又は直接雇用

①有期→正規：１人当たり57万円＜72万円＞（４2.75万円＜5４万円＞）
②有期→無期：１人当たり28.5万円＜36万円＞（21.375万円＜27万円＞）
③無期→正規：１人当たり28.5万円＜36万円＞（21.375万円＜27万円＞）

※派遣労働者を正規雇用で直接雇用する場合、①③：１人当たり28.5万円＜36万円＞（大企業も同額）加算

※母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、若者認定事業主における35歳未満の者の場合、

①：１人当たり9.5万円＜12万円＞（大企業も同額）、②③：１人当たり4.75万円＜6万円＞（大企業も同額）加算

※勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合、①③：１事業所当たり9.5万円＜12万円＞（7.125万円＜9万円＞）加算

処
遇
改
善
支
援

賃金規定等改定
コース

（一部新規）

全て又は一部の有期契約労働者等の基本給の
賃金規定等を改定し、２％以上増額

①全ての賃金規定等改定：
対象労働者数が１人～３人：１事業所当たり9.5万円＜12万円＞（7.125万円＜9万円＞） ４人～６人：１事業所当たり19万円＜24万円＞（14.25万円＜18万円＞）

７人～10人：１事業所当たり28.5万円＜36万円＞（19万円＜24万円＞） 11人～100人：１人当たり2.85万円＜3.6万円＞（1.9万円＜2.4万円＞）

②雇用形態別、職種別等の賃金規定等改定：
対象労働者数が１人～３人：１事業所当たり4.75万円＜6万円＞（3.325万円＜4.2万円＞） ４人～６人：１事業所当たり9.5万円＜12万円＞（7.125万円＜9万円＞）

７人～10人：１事業所当たり14.25万円＜18万円＞（9.5万円＜12万円＞） 11人～100人：１人当たり1.425万円＜1.8万円＞（0.95万円＜1.2万円＞）

※ 中小企業において3％以上増額した場合、全ての賃金規定等改定：1人当たり1.425万円＜1.8万円＞加算
雇用形態別、職種別等の賃金規定等改定：1人当たり0.76万円＜0.96万円＞加算

※ 中小企業において5％以上増額した場合 全ての賃金規定等改定：１人当たり0.95万円＜1.2万円＞さらに加算
雇用形態別、職種別等の賃金規定等改定：1人当たり0.475万円＜0.6万円＞さらに加算

※「職務評価」の手法の活用により実施した場合、１事業所当たり19万円＜24万円＞（14.25万円＜18万円＞）加算

健康診断制度
コース

有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診
断制度」を新たに規定し、４人以上実施 １事業所当たり38万円＜48万円＞（28.5万円＜36万円＞）

賃金規定等共通化
コース

有期契約労働者等と正社員との共通の賃金規
定等を新たに規定・適用

１事業所当たり57万円＜72万円＞（42.75万円＜54万円＞）
※ 対象労働者1人当たり、2万円＜2.4万円＞（1.5万円＜1.8万円＞）加算

諸手当制度共通化
コース

有期契約労働者等と正社員との共通の諸手当
制度を新たに規定・適用

１事業所当たり38万円＜48万円＞（28.5万円＜36万円＞）
※ 対象労働者1人当たり、1.5万円＜1.8万円＞（1.2万円＜1.4万円＞）加算
※ 同時に2つ以上の諸手当を導入した場合に、2つ目以降の手当1つにつき、

16万円＜19.2万円＞（12万円＜14.4万円＞）加算

選択的適用拡大
導入時処遇改善

コース
（一部新規）

選択的適用拡大の導入に伴い、短時間労働者
の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と
働き方の見直しに反映させるための取組の実
施

１事業所当たり19万円＜24万円＞（14.25万円＜18万円＞）
※ 社会保険加入時に賃金増額を行った場合、労働者１人につき増額幅に応じ以下の額を加算

2％以上：１.９万円＜2.4万円＞（１.４万円＜１.８万円＞） 3％以上：2.9万円＜3.6万円＞（2.2万円＜2.7万円＞） 5％以上：4.7万円＜６万円＞（3.6万円＜4.5万円＞）
7%以上：6.6万円＜8.3万円＞（５万円＜6.3万円＞） 10％以上：9.4万円＜11.9万円＞（7.1万円＜8.9万円＞） 1４％以上：13.2万円＜16.6万円＞（9.9万円＜12.5万円＞）

※ 短時間労働者の生産性の向上を図るための取組（研修制度や評価の仕組みの導入）を行った場合に、10万円（7.5万円）加算

短時間労働者
労働時間延長

コース

有期契約労働者等の週所定労働時間を5時間以
上延長し、社会保険を適用

１人当たり22.5万円＜28.4万円＞（16.9万円＜21.3万円＞）
※ 労働者の手取りが減少しない取組をした場合、1時間以上５時間未満延長でも助成(上記「賃金規定等改定コース」又は「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」と併せることも可)
1時間以上２時間未満： 4.5万円＜5.7万円＞ （3.4万円＜4.3万円＞） 2時間以上３時間未満： ９万円＜11.4万円＞ （6.8万円＜8.6万円＞）
3時間以上４時間未満：13.5万円＜17万円＞（10.1万円＜12.8万円＞） 4時間以上５時間未満：18万円＜22.7万円＞（13.5万円＜17万円＞）

○ 有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者（以下「有期契約労働者等」）といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内のキャリアアップを促進するため、
正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して包括的に助成

7
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雇用管理改善計画
の策定
【Ｂ計画期間３年】
• 事業所の特徴に応

じた雇用管理の改
善に関する目標【賃
金上昇率等】

• 事業所の生産性の
向上に関する目標
【３年間で６％以上】

都道府県労働局
の計画認定

計画達成助成
（１回目）
計画の開始から１年後に
計画開始前と比べて、
雇用管理の改善に関す
る目標（賃金上昇率２％
以上等）及び生産性の向
上０％以上を達成した場
合、一定額を支給。（※）

目標達成時助成
計画の開始から３年後
（計画の終期）に計画開
始前と比べて、 当
該計画の雇用管理の改
善に関する目標（賃金上
昇率６％以上等）及び生
産性の向上６％以上を
達成した場合、目標達
成時助成として一定額を
支給。（※）

雇用管理改善計画の開
始から１年

処遇改善等雇用管理改善を図るため、事業主がＩＣＴ化、自動化装置等ハード面の整備により、事業所内の生産性の向上を図
ることが考えられる。このような取組を促進するため、上記のような設備投資により生産性向上を図り、雇用管理を改善した事業
主に対して助成する。

計画達成助成
（２回目）
計画の開始から２年
後に計画開始前と比
べて、雇用管理の改
善に関する目標（賃
金上昇率４％以上等）
及び生産性の向上
２％以上を達成した
場合、一定額を支給。
（※）

１年後 １年後

人材確保等支援助成金（設備改善等支援コース）

計画期間 設備投資費用 1年後 2年後 目標達成時助成 総額

Ａ １年 175万円以上1,000万円未満 50万円 － 80万円（上乗せ助成） 130万円

Ｂ ３年 240万円以上5,000万円未満 50万円 50万円 80万円 180万円

5,000万円以上1億円未満 50万円 75万円 100万円 225万円

1億円以上 100万円 150万円 200万円 450万円

（※）設備投資額と計
画目標の達成に応じ
て定額を助成

（注）5,000万円未満について
は中小企業のみを対象

雇用管理改善計画
の策定
【Ａ計画期間１年】
• 事業所の特徴に応

じた雇用管理の改
善に関する目標
【賃金上昇率等】

計画達成助成
（１回目）
計画の開始から１年後に計
画開始前と比べて、雇用管
理の改善に関する目標（賃
金上昇率２％以上等）を達
成した場合、一定額を支給。
（※）

上乗せ助成
計画の開始から３年後に
計画開始前と比べて、
賃金上昇率６％以上等及
び生産性の向上６％以上
を達成した場合、上乗せ
助成として一定額を支給。
（※）

雇用管理改善計画の開
始から１年 ２年後

都道府県労働局
の計画認定

令和２年度予定額 2.0億円（4.2億円）

職業安定局 雇用開発企画課



令和２年度予算案 在宅就業対策、テレワーク普及促進対策施策概要
企業における良質なテレワークの導入支援や気運の醸成、企業に雇用されずにテレ

ワークで働く方の環境の整備及び雇用類似の働き方の就業環境整備を行う。

１．テレワークの普及促進に向けた気運の醸成

２．テレワーク相談センターの設置

４．働き方改革推進支援助成金（テレワークコース）（仮称）※時間外労働等改善助成金より改称

① 企業向けセミナーの開催：ガイドラインを活用し、労務管理等に関する企業向けセミナーを開催（総務省と連携）
② 厚生労働大臣表彰「輝くテレワーク賞」：テレワークの先進企業や、普及に貢献した個人等を表彰（総務省と連携）
③ テレワーク宣言応援事業：トップのテレワーク宣言に基づきテレワークを活用した企業の取組周知による普及促進
④ テレワークガイドラインの周知啓発：平成29年度に刷新したガイドラインの周知
⑤ 労働者向けイベントの開催：働く方に対して、テレワークのメリットを直接実感できるイベントを開催
⑥ テレワークモデル就業規則の作成：テレワークガイドラインに則したモデル就業規則を作成・周知（新規）
⑦ テレワークの労務管理に関する総合的な実態調査研究：テレワークの導入に当たっての課題等を分析する調査を実施（新規）

• テレワーク導入・実施時の課題等について相談に応えるための相談センターを設置
• 専門家による訪問コンサルティングを実施

• 労働時間の設定の改善のため、テレワークを新規で導入または拡充しようとする中小企業事業主に対して、
導入経費を助成 （上限額150万円）

３．国家戦略特区のテレワークに関する援助
• 改正国家戦略特別区域法に基づき、国家戦略特別区域において、国と地方自治体が連携し、企業にテレワークの

積極的な導入を促し、雇用の安定・継続の実現を図る 【支援センター３拠点の設置】

５．在宅就業者総合支援
• インターネットの活用等により、在宅就業に関する情報提供や相談支援を実施

６．柔軟な働き方（自営型テレワーク・雇用類似の働き方）に係る就業環境の整備
• 自営型テレワークガイドライン・業務委託の仲介事業に関するガイドライン（仮称）の周知セミナーの開催
• 自営型テレワークガイドラインが徹底されるようインターネット情報のモニタリングによる啓発指導
• フリーランス等雇用類似の働き方の者が発注企業等との契約等のトラブルについて相談できる窓口を整備（新規）

令和２年度予定額
395,575千円

雇用環境・均等局 在宅労働課
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①助成金の周知

副業・兼業労働者の健康確保支援事業

副業や兼業については、「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日 働き方改革実現会議決定）において、「実効
性のある政策手段を講じて、普及を加速させていく」とされている一方、「これらの普及が長時間労働を招いては本末
転倒である」ともされ、副業や兼業を普及するためには、複数の事業場に雇用される労働者（以下「副業・兼業労働
者」という。）の健康確保を推進することが必要である。このため、事業場における健康確保措置を促進するための事
業及び副業・兼業労働者が自らの健康確保のための事業による事業場・労働者双方の支援を実施することとする。

事業の目的

副業・兼業労働者

Ａ事業場 Ｂ事業場

●事業場に対して、助成金の周知及び助成金の支給
●副業・兼業労働者に対して、健康管理に関する相談及び助成金について周知

（独）労働者健康安全機構（産業保健総合支援センター）

任意で健診結果等
を情報提供

健康管理アプリ ●労働者個人がアプリを使用し労働時間管理・健康管理を実施
●健康相談等について周知

③助成金の支給

健康管理
に関する
相談

①助成金の周知

健診機関、地域産業保健ｾﾝﾀｰ等

②一般健康診断等による
健康確保措置を実施

令和２年度予算案 1.5億円（0.4億円）

労働基準局安全衛生部労働衛生課
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セクシュアルハラスメントや妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントなど職場におけるハラスメントは、労働者の尊厳
を傷つけ継続就業を妨げる大きな障害となるものであり、社会的関心も高く、労働者から多数の相談が寄せられている一方、関係法令や具体的な対応
に関する周知が不十分との声がある。

また、これらの職場におけるハラスメントは複合的に生じることも多く、労働者の意欲・能力の発揮を阻害し職場環境を悪化させるものであること
から、総合的・一体的にハラスメント対策を行う必要がある。

Ⅰ ハラスメント撲滅対策の全国集中実施
○ 「ハラスメント撲滅月間」を中心に、シンポジウムの開催等による集中的な周知・啓発の実施
○ 全国の都道府県労働局による事業主向け説明会の開催、主に労働者向けハラスメント対応特別相談窓口の開設
○ 職場のハラスメント防止パンフレット・リーフレット（事業主向け・労働者向け）の作成・配布

Ⅱ 迅速な相談対応、雇用管理改善の推進等
○ ハラスメントを受けた労働者等の相談に迅速に対応し、ニーズに応じた支援につなげる窓口の設置

・フリーダイヤル等による相談窓口の設置
・企業の個別事案の自主解決を促進するための相談体制の整備（新規）
・企業の雇用管理改善推進に向けた労働局の体制整備（新規）

Ⅲ 中小企業への支援
○ 個別企業訪問による支援（一部新規・拡充）
○ 中小企業におけるハラスメント相談対応支援事業（新規）
○ 企業のハラスメント対策を支援できる人材の育成（新規）

厚生労働省・都道府県労働局における総合的ハラスメント対策
趣旨・目的

令和２年度予算案額 1,182,803 (1,012,076)千円
労災勘定 423,911 (  403,575)千円
雇用勘定 758,892 (  608,501)千円

これらに対応するために
○ 全国的なハラスメント撲滅集中キャン

ペーンによる周知徹底
○ ハラスメントを受けた働く人等への迅速な

相談対応とニーズに応じた適切な支援
○ 企業に対するハラスメント防止措置の導入

支援
○ ハラスメントの発生状況や企業の対策の進

捗等を把握するための実態調査
等を実施する

事業概要

Ⅳ 周知・広報
○ ハラスメントに関する情報提供ポータルサイトの運営
○ ツイッター、フェイスブック等を利用した広報
○ ハラスメントサポートガイド等の作成・配布
○ 学習支援ツールの開発・提供（新規）

Ⅴ 実態の把握
○ ハラスメントに関する実態調査（新規）

解決のための課題として
☆男女雇用機会均等法やパワハラ対策の

事業主等に対する周知が不十分
＊何がハラスメントにあたるのか
＊取引先等からのセクハラへの対応 など

☆被害者や企業への相談支援体制の充実
＊被害者のニーズはさまざまなので、
心情に寄り添った相談等の支援が求められる
（職場環境の改善、メンタル相談等）
＊企業内での適切かつ迅速な対応が不可欠

ハラスメントが起こったら
働く人は・・・

意欲の低下、自信の
喪失、心身の健康の
悪化、休職、離職

企業は・・・
業績の悪化、人材の
流出、イメージダウン

など、被害は広範に及ぶ
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就職氷河期世代の方向けの短期資格等習得コース（仮称）の創設

就職氷河期世代の方向けの「短期資格等習得コース（仮称）」を創設し、短期間で取得でき、安定就労につながる資格等
の習得を支援するため、人材ニーズの高い業界団体等に委託し、訓練と職場体験等を組み合わせ、正社員就職を支援する
出口一体型の訓練を行う。さらに、求職中の非正規雇用労働者の方が働きながら受講しやすい夜間、土日やeラーニング等
の訓練を提供する。

厚生労働省
委託

業界団体等

○短期間の訓練
○夜間、土日、eラーニング

等の訓練

●ＩＴ系エンジニア
●小型クレーン、フォークリフト、安全講習
●自動車運転免許（大型一種、大型二種、

中型、準中型）
●簿記 等

資
格
・
技
能
例

○事業の周知・広報 ○事前ガイダンス ○キャリアコンサルティング(※直接
申込者）○カリキュラム、教材開発 ○就職支援コーディネーター（仮称）の
支援による職種別団体等と連携した実習先のコーディネート ○処遇改善の働
きかけ

○業界団体傘下の求人事業所において、半日から３日
間程度の職場見学・職場体験

○ハローワーク等と連携した就職支援
求職者向け

支援

業所管大臣
協力要請

正社員
への転換

正社員
就職

出口一体型求職者

業界団体
傘下の

非正規雇用
労働者

を雇用する
事業所

・キャリアコンサルティング
・求職者送り出し
・業界団体と連携した

求人開拓
・職業紹介

ハローワーク

直接申込

非正規雇用
労働者の
送り出し

○必要に応じて雇用事業所において、ＯＪＴを実施
等

非正規雇用
労働者向け

支援

労働局
就職支援コーディネーター（人材開発支援分）（仮称）
管内の職場見学・職場体験をコーディネートを行う者。
本事業では、効果的な職場見学・職場体験の実施等を
支援する。

サポート

令和２年度予算案額
3,465,202(0)千円

※
本事業で実施される訓練、職場見学・

職場体験等については、職業訓練受講給
付金の給付対象とする。 12

人材開発統括官付
政策企画室



トライアル雇用助成金
(一般トライアルコース)

職業経験の不足などから、安定した職業に就くことが困難な求職者について、常用雇用への移
行を目的に一定期間（原則３か月）試行雇用する事業主に対して助成する制度。

■ 概要

■ 助成内容等

※ 対象労働者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、若者認定企業の事業主が若年者（35歳未満）を雇用する場合は、
月額５万円となる。

※ ハローワーク、職業紹介事業者等（助成金の取扱いに係る同意書の提出が必要）の紹介が必要。
※ 母子家庭の母等の場合、特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）の第２期の併用が可能。

厚生労働省

令和２年度予算案 12.0億円（10.8億円）

対象労働者 支給額

○２年以内に２回以上離職又は転職を繰り返している者

○離職している期間が１年超の者

○育児等で離職し、安定した職業に就いていない期間が１年超の者

○フリーターやニート等で55歳未満の者

○特別の配慮を要する者（生活保護受給者等）

月額４万円
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特定求職者雇用開発助成金（就職氷河期世代安定雇用実現コース）（仮称）

１．以下のいずれにも該当する者（対象労働者）を正社員として雇い入れた事業主
①３５歳以上５５歳未満の者
②「雇入れ日前直近５年間に正社員としての雇用期間が通算１年以下の者」かつ、
「雇入れ日前１年間正社員として雇用されていない者」
（拡充前：「雇い入れ日前正社員としての雇用期間が通算１年以下の者」かつ、「雇入れ日前１年間正社員として雇用されていない者」）

③職業紹介の時点で「失業状態の者」または「非正規雇用労働者」かつ、「ハローワークや
職業紹介事業者等において、個別支援等の就労に向けた支援を受けている者」
（拡充前：職業紹介の時点で失業状態の者）

④安定した雇用を希望している者

２．支給額 : 対象労働者１人あたり計６０（５０）万円
６か月定着後 ３０(２５)万円
１年定着後 ３０(２５)万円
※括弧内は中小企業以外

※就職氷河期世代の正社員就職を促進するため、助成金の活用と併せて以下の取組みを実施
・ 就職氷河期世代限定求人の開拓・確保
・ 就職氷河期世代限定面接会、人手不足業種との職場見学会付き面接会の開催

正社員経験が無い方や、正社員経験が少ない方について、失業しておらず非正規雇用労働者で
ある場合も含めて、正社員就職を支援する。

支給要件等

【特定求職者雇用開発助成金（安定雇用実現コース）の見直し・拡充】
令和2年度予算案 1３億円（9.9億円）
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企業名 A社 B社

本社所在地 東京都○○区１２３ 東京都○○区４５６

企業認定等

均等・両立推進
企業表彰

均等推進企業部門
平成○年度優良賞

1. 採用した労働者
に占める

女性労働者の割合

（（（（（ 40%
（（（（（ 30%

（（（（（ 20%
（（（（（ 10%

3. 労働者に占める
女性労働者の割合

（（（（（ 30.2%
（（（（（ 3.3%

（（（（（ 12.2%
（（（（（ 1.5%

5. 男女別の
育児休業取得率

（（（（ （（（ （ 15%（（ （（
95%

（（（（ （（（ （ 3%（ （ （（
89%

（（（（ （（（ （ 7%（ （ （（
90%

（（（（ （（（ （ 0.5%（（ （（
89%

8. 年次有給休暇の
取得率

（正社員）75% （正社員）50%

10. 管理職に占め
る女性労働者の割

合

30%（ 1,500（（
（（（（（（（（（（（

5,000（
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女性の活躍推進及び両立支援に関する総合的情報提供事業
令和２年度予算案額 169,011千円
令和元年度予算額 172,090千円

今後の取組

・情報公表が義務となっている企業だけでなく、法改正により義務が拡大
する労働者300人以下の企業への積極的な登録勧奨を行う。
・義務が拡大する300人以下の中小企業がスムーズに企業情報を公表でき
るよう、利便性の高い入力機能の追加を行う。
・学生をはじめとした求職者が効率的に企業情報を収集し、企業選択に資
するよう、求職者向けの企業PRを記載できる項目の追加や企業毎の情報
公表項目数の表示等掲載内容の充実を図る。

効 果

趣旨・目的

①採用した労働者に占める女性労働者の割合 ⑧年次有給休暇取得率
②採用における男女別の競争倍率又は競争倍率の男女比 ⑨係長級にある者に占める女性労働者の割合
③労働者に占める女性労働者の割合 ⑩管理職に占める女性労働者の割合
④男女の平均継続勤務年数の差異 ⑪役員に占める女性の割合
⑤男女別の採用10年前後の継続雇用割合 ⑫男女別の職種又は雇用形態の転換実績
⑥男女別の育児休業取得率 ⑬男女別の再雇用又は中途採用の実績
⑦一月当たりの労働者の平均残業時間 ⑭企業認定の有無

掲載項目

・ユーザー(就職活動中の学生、求職者等)の利便性向上等により、女性の
活躍推進に積極的な企業ほど選ばれるようになる。

・企業自身にとっても他社との比較により自社の女性活躍の状況が「見
える化」され、取組を促進。
⇒企業における女性の活躍・役員や管理職への女性登用を強く促進。

女性の活躍推進を促す様々なインセンティブ施策の中で、とりわけ
費

用対効果の高い手法。

女性活躍推進法に基づく情報公表や行動計画の掲載先として、企業における女性の活躍状況に関する情報及び項目を集約し、女性の活躍
推進に積極的な企業ほど労働市場で選ばれるという社会環境をつくる。

女性の活躍を進めて
認定を取得した企業だ！

女性が管理職として活躍
している企業に興味がある！

育児休業や有給休暇は取得
しやすい企業かな？？

最新の数値が掲載されていて
各社の比較もしやすい！企業比較

雇用環境・均等局 雇用機会均等課
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				掲載項目 ケイサイ コウモク

				①採用した労働者に占める女性労働者の割合 サイヨウ ロウドウシャ シ ジョセイ ロウドウシャ ワリア		⑧年次有給休暇取得率 ネンジ ユウキュウ キュウカ シュトクリツ

				②採用における男女別の競争倍率又は競争倍率の男女比 サイヨウ ダンジョベツ キョウソウ バイリツ マタ キョウソウ バイリツ ダンジョヒ		⑨係長級にある者に占める女性労働者の割合 カカリチョウキュウ モノ シ ジョセイ ロウドウシャ ワリア

				③労働者に占める女性労働者の割合 ロウドウシャ シ ジョセイ ロウドウシャ ワリア		⑩管理職に占める女性労働者の割合 カンリショク シ ジョセイ ロウドウシャ ワリア

				④男女の平均継続勤務年数の差異 ダンジョ ヘイキン ケイゾク キンム ネンスウ サイ		⑪役員に占める女性の割合 ヤクイン シ ジョセイ ワリア

				⑤男女別の採用10年前後の継続雇用割合 ダンジョ ベツ サイヨウ ネンゼンゴ ケイゾク コヨウ ワリアイ		⑫男女別の職種又は雇用形態の転換実績 ダンジョベツ ショクシュ マタ コヨウ ケイタイ テンカン ジッセキ

				⑥男女別の育児休業取得率 ダンジョベツ イクジ キュウギョウ シュトクリツ		⑬男女別の再雇用又は中途採用の実績 ダンジョベツ サイコヨウ マタ チュウト サイヨウ ジッセキ

				⑦一月当たりの労働者の平均残業時間 ヒト ツキ ア ロウドウシャ ヘイキン ザンギョウ ジカン		⑭企業認定の有無 キギョウ ニンテイ ウム
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Sheet3







○「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以下「女活法」という。）により、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主
には一般事業主行動計画の策定等が義務付けられている。

改正女活法の成立により、義務企業は常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主に拡大されるが、常時雇用す
る労働者が300人以下の事業主の行動計画届出数は平成31年3月末現在で6,041社に留まり、中でも101人以上300人以下の事業主について
は1,761社と伸び悩んでいる状況にある。労働者の6割以上は、300人以下の事業主に雇用されていることから、改正女活法の円滑な施行に
向け中小企業に対する支援を強化する必要がある。

○ 女性の活躍推進に関する取組に遅れの見られる企業において、①取組のメリットが十分に理解されていない、②計画策定・取組に関する
知識が不足している、といった課題があることが明らかになった。また、人員的にも制約がある中小企業には、訪問やメール等による個別
支援が有効である。

○ このようなことを踏まえ、中小企業における女性の活躍推進の取組を進めるためには、取組のインセンティブや、計画策定・取組に関す
る知識を繰り返し伝えるとともに、中小企業の実情に応じた丁寧できめ細やかな対応が求められる。

令和 ２年度予算案額 295,352千円
令和元年度予算額 263,289千円

趣旨・目的

中小企業のための女性活躍推進事業

女性活躍推進センター（経済団体等）

説明会 電話・メール・個別企業訪問支援（拡充） 研修による専門家の育成（拡充）

中小企業を対象として、女性活躍
推進法に基づく課題分析、行動計画
策定、認定取得等についての説明会
を行う。

・全国10カ所で開催

女性活躍推進アドバイザーを増員し、女性活躍
推進のための状況把握・課題分析、行動計画策定、
認定取得等についての電話相談、メール相談、個
別訪問等によるきめ細かい支援を行う。

また、すでに行動計画を策定し取り組んでいる
中小企業への相談対応や、次期計画策定へのアド
バイス等、実効性・継続性のある取組を促進する
ための支援を行う。

女性活躍推進アドバイザーのみなら
ず、中小企業の実情に応じた丁寧でき
め細やかな支援を行うことのできる専
門家を養成するため、実際の支援を想
定したロールプレイング等活動に必要
なスキルを学ぶ研修を実施する。

課題解決のための支援
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令和２年度 両立支援等助成金支給機関：都道府県労働局

事業所内保育施設コース 10.6（12.6）億円

中小企業 中小企業以外

①1人目の育休取得 57万円<72万円> 28.5万円<36万円>

個別支援加算 10万円〈 12万円 〉 5万円〈 ６万円 〉

②2人目以降の
育休取得

5日以上 14.25万円<18万円>

14日以上 23.75万円<30万円>

1ヶ月以上 33.25万円<42万円>

14日以上 14.25万円<18万円>

1ヶ月以上 23.75万円<30万円>

2ヶ月以上 33.25万円<42万円>

個別支援加算 5万円〈 ６万円 〉 2.5万円〈 ３万円 〉

③育児目的休暇
の導入・利用 28.5万円<36万円> 14.25万円<18万円>

①介護休業：対象労働者が介護休業を合計５日以上取得し、復帰した場合

①介護休業 ②介護両立支援制度

取得時：28.5万円<36万円>

復帰時：28.5万円<36万円>
28.5万円<36万円>

①育休取得時 ②職場復帰時：「育休復帰支援プラン」を策定し、プランに沿って対象労働者の円滑な育児
休業の取得・復帰に取り組んだ場合
＜職場支援加算＞：育休取得者の業務を代替する職場の労働者に、業務代替手当等を支給するとともに残業
抑制のための業務見直しなどの職場支援の取組をした場合

介護離職防止支援コース 3.8（3.5）億円
「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ中小企業事
業主、または介護のための柔軟な就労形態の制度について、利用者が生じた中小企業事業主に支給する。

育児休業等支援コース 34.5（24.4）億円

①育休取得時 28.5万円<36万円>

②職場復帰時 28.5万円<36万円> 職場支援加算19万円<24万円>

③代替要員確保時
（１人当たり）

47.5万円<60万円> 有期雇用労働者加算9.5万円<12万円>

④職場復帰後支援 28.5万円<36万円>
A 看護休暇制度 1,000円<1,200円>×時間

B 保育サービス費用 実支出額の2/3補助

③代替要員確保時：育児休業取得者が、育児休業終了後、原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定
し、休業取得者の代替要員を確保し、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合

＜有期雇用労働者加算＞育児休業取得者が有期雇用労働者の場合

④職場復帰後支援：法を上回る子の看護休暇制度(A)や保育サービス費用補助制度(B)を導入し、労働者が職場
復帰後、6ヶ月以内に一定以上（A:10時間、B:3万円）利用させた場合

※①②は１企業2回まで（無期雇用労働者、有期雇用労働者）支給。③は１企業当たり１年度10人まで5年間支給。
④A・Bは最初の支給申請日から３年以内に５人まで。さらに１企業当たりAは200時間<240時間> Bは20万円<24万円>が
上限。

出生時両立支援コース（子育てパパ支援助成金） 65.4（35.9）億円
育児休業の円滑な取得・職場復帰のため次の取組を行った中小企業事業主に支給する。

再雇用者評価処遇コース(カムバック支援助成金） 4.0（152.6）億円
妊娠、出産、育児、介護又は配偶者の転勤（転居を伴う転職も含む）を理由として退職した者

が、就業が可能になったときに復職でき、従来の勤務経験が適切に評価・処遇される再雇用制度
を周知し、希望する者を採用した事業主に支給する。

②介護両立支援制度：介護のための柔軟な就労形態の制度(*)について合計20日以上利用した場合
（*)所定外労働の制限、時差出勤、深夜業制限、短時間勤務、介護のための在宅勤務、法を上回る介護休暇、介護フレック

スタイム制、介護サービス費用補助

※①②とも1企業1年度5人まで支給。いずれも2020年までの時限措置の予定。

※生産性要件を満たした事業主は＜ ＞の額を支給。 下線部は拡充部分。

男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、子の出生後８週

間以内に開始する連続14日以上（中小企業は連続5日以上）の育児休業等を取得した男性労働者が
生じた事業主に助成する。

労働者のための保育施設の設置、運営等を行う事業主・事業主団体に、その費用の一部を10年間助成する。
※「企業主導型保育事業」(内閣府)の実施期間中は、新規受付を停止しているため、平成27年度末までに計画認定を受

けた事業主が支給対象。

※①は当該事業主の下で初めて生じた育児休業取得者。②は1企業当たり1年度10人まで支給。
（支給初年度のみ９人まで。支給初年度において①に該当する労働者がいない場合は、②のみの支給）。
過去に男性の育児休業取得実績がある企業も対象。③は1企業1回まで。

※①～③は、いずれも2020年までの時限措置の予定。

※上記の額を、継続雇用６ヶ月後・継続雇用１年後の２回に分けて、半額ずつ支給。
※退職後１年以上経過している者を再雇用し、無期雇用労働者として継続雇用した場合に支給。

個別支援加算：個別面談など育児休業の取得を後押しする取組を実施した場合

女性活躍加速化コース 2.0（2.3）億円
女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」及びその達成に向けた「取

組目標」を盛り込んだ「行動計画」を策定し、目標を達成した中小企業事業主に支給する。

＜助成対象となる目標＞
・女性の積極採用
・女性の配置・教育訓練等

・女性の積極登用等
・多様なキャリアコース

中小企業事業主（※）

数値目標達成時 47.5万円<60万円>

※中小企業事業主：常時雇用する労働者が300人以下の事業主

中小企業 中小企業以外

①再雇用者1人目 38万円<48万円> 28.5万円<36万円>

②再雇用者2～5人目 28.5万円<36万円> 19万円<24万円>

令和２年度予算案額 120.3億円（雇用勘定）
令和元年度予算額 231.2億円（雇用勘定）
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男性の育児休業取得促進事業（イクメンプロジェクト）

18

令和２年度活動案

令和２年度予算案額 102,610千円
（令和元年度予算額 88,304千円）

■「イクメンプロジェクト」とは（H22年度から実施）

○積極的に育児をする「イクメン」の仕事との両立に取り組む「イクメン企業」を支援し、好事例等を周知・広報するプロジェクト

○表彰や参加型の公式サイトなどを通じて、企業及び個人に対し仕事と育児の両立に関する情報・好事例等を提供し、

男性の仕事と育児の両立の促進を図るとともに、男性の育児休業取得に関する社会的な気運の醸成を図る。

■「イクメンプロジェクト」のねらい

○男性の育児休業の取得や育児短時間勤務の利用を契機とした、職場内の業務改善や働き方の見直しによるワーク・ライフ・バランスの実現

○男性の育児に参画したいという希望の実現や育児休業の取得促進、女性の継続就業率と出生率の向上

★ 男性の育児休業取得率6.16%(2018年度) → 13%(2020年度)数値目標

１ イクメン2020キャンペーンの拡充
子が出生して８週間以内に男性が育児のために休みを取ることを勧奨し、男性の育児参画を促すため、これから結婚・育児
に直面する若年層向けの普及啓発など、全国的なキャンペーンを実施する。

２ 企業等への働きかけの拡充
中小企業等及び企業に働きかけを行う自治体を対象としたセミナーの地域毎の開催を増やすとともに、職場内研修資料等の

周知広報等を通じ、男性の育児休業取得に対する職場の理解や支援を促進させる。

３ 企業表彰・イクボス表彰の実施
男性の育児と仕事の両立を推進する企業を表彰する「イクメン企業アワード」を実施し、男性の育児休業取得促進に係る模

範的な取組・労務管理を周知するとともに、部下の育休取得や短時間勤務等に際し、業務を滞りなく進めるための工夫をし

つつ、自らも仕事と生活を充実させている男女管理職を表彰する「イクボスアワード」を実施し、部下の仕事と育児の両立

を支援している管理職のモデルを周知する。

４ 「イクメンプロジェクト」公式サイトの運営等
企業の好事例集やパンフレット等関係資料の作成・掲載、仕事と育児の両立体験談の掲載、自治体の取組情報の収集・

発信等により広く情報提供を図る。

５ イクメンプロジェクト推進委員会の設置・運営
有識者等による「推進委員会」を設置し、プロジェクトの内容・実施方法について協議する。

雇用環境・均等局
職業生活両立課



専門実践教育訓練給付（2014年10月制度開始）
＜特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練受講を対象＞

特定一般教育訓練給付（2019年10月制度開始）
＜特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資す

る教育訓練受講を対象＞

一般教育訓練給付（1998年12月制度開始）
＜左記以外の雇用の安定・就職の促進に資する

教育訓練受講を対象＞

給付
内容

○ 受講費用の50％（上限年間40万円）を６か月ごとに支給。
○ 訓練修了後１年以内に、資格取得等し、就職等した場合には、

受講費用の20％（上限年間16万円）を追加支給。

○ 受講費用の40％（上限20万円）を受講修了
後に支給。

○ 受講費用の20％（上限10万円）を受講
修了後に支給。

支給
要件 ＋ 雇用保険の被保険者期間３年以上

（初回の場合は２年以上）
＋雇用保険の被保険者期間３年以上
（初回の場合は１年以上）

＋ 雇用保険の被保険者期間３年以上
（初回の場合は１年以上）

対象講座
数

2,436講座（2019年10月時点）
累計新規指定講座数 3,412講座

※平成29年４月時点の給付対象講座数に、その後新規指定された講座数を加えた数

150講座（2019年10月時点） 11,514講座（2019年10月時点）

受給者数 19,465人（2018年度実績）／48,191人（制度開始～2018年度）
※いずれも初回受給者数 （現時点では受給者なし） 92,571人（2018年度実績）

対象講
座指定
要件

（講座の
内容に関
する主な
もの）

次の①～⑦の類型のいずれかに該当し（【】内は講座期間・時間
要件）かつ、類型ごとの講座レベル要件 を満たすものを指定。

① 業務独占資格又は名称独占資格に係るいわゆる養成施設の課程

（看護師・準看護師、社会福祉士の養成課程等）【原則１年以上３年以内で、かつ取得に必要な最短期間（法令上の最短期間
が４年の管理栄養士の課程及び法令上の最短期間が３年の養成課程であって定時制により訓練期間が４年となるものを含む
※５）】

② 専門学校の職業実践専門課程等(キャリア形成促進プログラム
を含む)※５

（商業実務、経理・簿記等）【２年（キャリア形成促進プログラムは120時間以上２年未満）】

③ 専門職大学院（MBA等）
【２年以内（資格取得につながるものは、３年以内で取得に必要な最短期間）】

④ 職業実践力育成プログラム（子育て女性のリカレント課程等）※１

【正規課程：１年以上２年以内、特別の課程：時間が120時間以上かつ期間が２年以内】

⑤ 一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程
（情報処理安全確保支援士等）※２

【時間が120時間以上（ＩＴＳＳレベル相当４以上のものに限りり３０時間以上※３）かつ期間が２年以内】

⑥ 第四次産業革命スキル習得講座（AI、IoT等）※４

【時間が30時間以上かつ期間が2年以内】

⑦ 専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の課程※５

【専門職大学・学科：4年、専門職短期大学・学科：３年以内】

次の①～③の類型のいずれかに該当しかつ、類型ご
との講座レベル要件 を満たすものを指定。

① 業務独占資格、名称独占資格若しくは必置資格に
係るいわゆる養成施設の課程(※)又はこれらの資
格の取得を訓練目標とする課程等

（介護職員初任者研修、生活援助従事者研修、特定行為研修等を含む）
※ 専門実践教育訓練の①に該当するものを除く。

② 情報通信技術に関する資格のうちITSSL２以上の
情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程
（120時間未満のITSSレベル3を含む）
※ 専門実践教育訓練の⑤に該当するものを除く。

③ 短時間のキャリア形成促進プログラム及び職業実
践力育成プログラム
※ 専門実践教育訓練の②・④に該当するものを除く。

※ 趣味的・教養的な教育訓練、入門的・基礎的な水準の教育訓
練、職業能力を評価するものとして社会一般に認知されてい
ない免許資格・検定に係る教育訓練は、対象外。

※ 講座時間・期間要件は原則として以下のとおり。

・ 通学制：期間が１ヶ月以上１年以内であり、かつ時間が50 
時間以上

・ 通信制：３ヶ月以上１年以内

次の①又は②のいずれかに該当する教育訓練
を指定。
① 公的職業資格又は修士若しくは博士の学

位等の取得を訓練目標とするもの

② ①に準じ、訓練目標が明確であり、訓練
効果の客観的な測定が可能なもの（民間
職業資格の取得を訓練目標とするもの
等）

※ 趣味的・教養的な教育訓練、入門的・基礎的な水
準の教育訓練、職業能力を評価するものとして社会
一般に認知されていない免許資格・検定に係る教育
訓練は、対象外。

※ 講座時間・期間要件は原則として以下のとおり。

・ 通学制：期間が１ヶ月以上１年以内であり、かつ
時間が50 時間以上

・ 通信制：３ヶ月以上１年以内

在職者又は離職後１年以内（妊娠、出産、育児、疾病、負傷等で教育訓練給付の対象期間が延長された場合は最大20年以内）の者

労働者が費用負担し、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受けた場合に、その費用の一部を「教育訓練給付」として雇用保険により支援。
教 育 訓 練 給 付 の 概 要 2020年１月時点

指定講座例
○ 輸送・機械運転関係（大型自動車、建設機械運転等）
○ 医療・社会福祉・保健衛生関係（同行援助従事者研修等）
○ 専門的サービス関係 （社会保険労務士、税理士、司法書士

等）
○ 情報関係（プログラミング、CAD、ウェブデザイン等）
○ 事務関係 （簿記、英語検定等）
○ 営業・販売・サービス関係（宅地建物取引主任者等）
○ 技術関係 （建築施工管理技士検定、電気主任技術者等）
○ 製造関係 （技能検定等）
○ その他 （大学院修士課程等）

受験率、合格率及び就職・在職率の実績が一定以上

就職・在職率の実績が一定以上

就職・在職率、認証評価結果、定員充足率等の実績が一定以上

就職・在職率（正規課程にあっては、就職・在職率及び定員充足率）の実績が一定以上

受験率、合格率及び就職・在職率の実績が一定以上

就職・在職率の実績が一定以上

※１： 2016年４月から適用 ※２：2016年10月から適用 ※３； 2017年10月から適用
※４； 2018年４月から適用 ※５；2019年４月から適用

就職・在職率、認証評価結果、定員充足率等の実績が一定以上

受験率、合格率及び就職・在職率の実績が一定以上

受験率、合格率及び就職・在職率の実績が一定以上

就職・在職率の実績が一定以上
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人材開発統括官付参事官室（若年者・キャリア形成支援担当）
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人材開発統括官付 企業内人材開発支援室



令和２年度 女性活躍推進関連予算 問い合わせ先

観光庁

●観光産業における人材確保・育成事業
国土交通省観光庁参事官（観光人材政策担当）03-5253-8367

●国際観光シンポジウム等の開催
国土交通省観光庁国際観光部参事官（国際関係）03-5253-8922

文部科学省

●女性の多様なチャレンジに寄り添う学びと社会参画支援事業
文部科学省総合教育政策局
男女共同参画共生社会学習・安全課 男女共同参画推進係 03-6734-2654

●大学による地方創生人材教育プログラム構築事業
文部科学省総合教育政策局
地域学習推進課 連携支援係 03-6734-3286、03-6734-3709

厚生労働省
●厚生労働省 03-5253-1111（代表番号）
各事業・施策の担当課は、別添の予算詳細資料に記載のとおり。
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