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「憲章」では、仕事と生活の調和の実現のため

に各関係者が果たす役割について示しており、地

方公共団体については「仕事と生活の調和の現状

や必要性は地域によって異なることから、その推

進に際しては、地方公共団体が自らの創意工夫の

もとに、地域の実情に応じた展開を図る」とされ

ています。 

内閣府では、都道府県と政令指定都市を対象に、

2016 年度における取組について調査を行いまし

た。ここでは、その調査結果の概要をご報告しま

す。 

  

（１）関係機関との連携・推進組織の設置状況 

連携・推進組織を設置している都道府県は 26

か所、政令指定都市は14か所です。都道府県、政

令指定都市とも、庁内の関係部署より、庁外の関

係機関との連携・推進組織を設置している方が多

くなっています。 

また、庁外関係機関との連携・推進組織の構成

メンバーをみると、都道府県、政令指定都市とも

に、企業等使用者代表や労働者代表が多くなって

います。 

 

 

【図表 2-3-1 関係機関との連携推進組織の設置状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）政労使による宣言・合意の実施状況 

政労使による宣言・合意を有する都道府県は 

【図表 2-3-2 政労使等による宣言・合意の実施状況】 

 

 

 

 

 

 

 

33か所、政令指定都市は５か所です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 
政令指定都市 

都道府県 政令指定都市 

 設置している 26 か所のうち、 

・庁内関係部署による推進組織がある       8 か所 

・庁外関係機関等との連携・推進組織がある 24 か所 

   庁外関係機関等との連携・推進組織の構成メンバー 

企業等使用者代表        20 件 

都道府県労働局         20 件 

労働者代表            19 件 

教育関係者             9 件 

マスコミ関係者            5 件 

保健医療関係者          3 件 

その他               19 件 

 

 設置している 14 か所のうち、 

・庁内関係部署による推進組織がある      10 か所 

・庁外関係機関等との連携・推進組織がある 13 か所 

   庁外関係機関等との連携・推進組織の構成メンバー 

企業等使用者代表      9 件 

労働者代表          9 件 

教育関係者          7 件 

都道府県労働局       6 件 

マスコミ関係者         4 件 

保健医療関係者       2 件 

その他             13 件 

2016 年度地方公共団体におけるワーク・ライフ・バランス推進施策に 

関する調査結果概要 
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（３）表彰及び登録・認定・認証の実施状況 

仕事と生活の調和に関する表彰を実施している

都道府県は29か所、政令指定都市は14か所です。

登録・認定・認証制度を実施している都道府県は

47か所、政令指定都市は12か所です。   

評価対象となる取組には、子育て・次世代育成

支援、女性活用・男女共同参画、いきいきと働け

る職場づくりを目指した取組などがあります。

（ｐ.80参照） 

 

【図表 2-3-3 表彰の実施状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 2-3-4 登録・認定・認証制度の実施状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）推進企業・団体に対する経済的支援の実施

状況 

推進企業・団体に対する経済的支援を行ってい

る都道府県は43か所、政令指定都市は17か所で

す。そのうち、奨励金・助成金制度を行っている

都道府県は18件、政令指定都市は5件で、内容を

みると、働き方を見直す企業への助成、男性の育

児休業など仕事と育児・家庭の両立を支援する奨

励金などがあります。また、融資制度・優遇金利

の設定を行っている都道府県は29件で、政令指定

都市は４件です。内容をみると、働きやすい職場

づくりのための資金融資制度や子育て支援企業へ

の中小企業融資制度資金の金利優遇などがありま

す。そして、公契約上の配慮を行っている都道府

県は37件、政令指定都市は15件でした。内容を

見ると、建設工事や物品購入における総合評価方

式の評価や入札参加資格審査時に、ワーク・ライ

フ・バランスの取組を積極的に行っている企業に

対する加点評価などがあります。 

 

都道府県 政令指定都市 

都道府県 政令指定都市 



76 
第２章第３節 

【図表 2-3-5 推進企業・団体に対する経済的支援の実施状況】 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（５）仕事と生活の調和に関する個人向けの経済

的支援の実施状況 

仕事と生活の調和に関する個人向け給付や貸付

など直接的な経済的支援を行っている都道府県は

16か所、政令指定都市は３か所です。支援の内容

をみると、育児・介護休業中の生活資金を貸し付

ける制度が も多く、その他、父親の育児休業取

得促進のための支援などがあります。 

 【図表 2-3-6 個人向けの経済的支援の実施状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）仕事と生活の調和に取り組む企業や団体に

対する専門的アドバイス提供の実施状況 

 仕事と生活の調和に取り組む企業や団体に対す

る専門的アドバイスの提供を行っている都道府県

は39か所、政令指定都市は10か所です。内容を

みると、ワーク・ライフ・バランスを推進する企

業へのアドバイザーの派遣を行っている地方公共

団体が多く、その他、窓口の設置による助言、相

談対応、研修への講師派遣があります。 

【図表 2-3-7 専門的アドバイス提供の実施状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 政令指定都市 

都道府県 政令指定都市 

都道府県 政令指定都市 

 実施している 43 か所のうち、 

公契約上の配慮がある          37 件 

融資制度・優遇金利の設定がある 29 件 

奨励金・助成金制度がある       18 件 

その他                        3 件 

実施している 17 か所のうち、 

公契約上の配慮がある          15 件 

奨励金・助成金制度がある        5 件 

融資制度・優遇金利の設定がある  4 件 

その他                         3 件 
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実施している 44 か所のうち、 
企業等を対象に実施         43 件 
一般市民を対象に実施       26 件 

その他                     13 件 

 実施している 18 か所のうち、 
一般市民を対象に実施       14 件 

企業等を対象に実施         13 件 
その他                      7 件 

（７）講座・セミナー・シンポジウム・イベント

の実施状況 

  講座・セミナー・シンポジウム・イベントを

実施している都道府県は44か所、政令指定都市

は18か所です。対象別の実施状況は、企業向け

と、一般市民対象のものを別々に実施している

地方公共団体が多くあります。 

 

 

【図表 2-3-8 講座・セミナー・シンポジウム・イベントの実施状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）ホームページやパンフレット等を活用した

情報提供等の実施状況 

ワーク・ライフ・バランスに関する情報提供等

を実施している都道府県は44か所、政令指定都市

は17か所です。パンフレット・ポスター等の内容

についてみると、ワーク・ライフ・バランスの推

進、制度の利用を促すもの、両立支援、子育て支

援に関するものなどがあります。 

 

【図表 2-3-9  ホームページやパンフレット等を活用した情報提供等の実施状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 政令指定都市 

都道府県 政令指定都市 

実施している 44 か所のうち、 

ホームページを開設している       35 件 
パンフレット・ポスターを作成している  34 件 
その他                           15 件 

 

 実施している 17 か所のうち、 

パンフレット・ポスターを作成している 16 件 
ホームページを開設している      13 件 
その他                          3 件 
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実施して

いる

24か所

（51%）

実施して

いない

23か所

（49%）

実施して

いる

13か所

（65%）

実施して

いない

7か所

（35%）

（９）調査の実施状況 

 

 

2016 年度にワーク・ライフ・バランスに関する

調査を実施予定又は実施した都道府県では 23 か

所、政令指定都市10か所です。 

 【図表 2-3-10 調査の実施状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）ワーク・ライフ・バランス事業の進捗

状況の定期的確認の状況 

 

  ワーク・ライフ・バランス事業の進捗状

況の定期的確認を実施している都道府県

は 24 か所、政令指定都市は 13 か所です。

 【図表 2-3-11 ワーク・ライフ・バランス事業の進捗状況の定期的確認の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（11）ワーク・ライフ・バランス推進に向けた取

組の状況 

上記以外にも、保育施設の設置促進など子育

てを支援する取組、家事チャレンジ検定、イク

メンのネットワークづくりなど男性の家事・育

児への参画を促進する取組、内部職員向けのセ

ミナーの実施、夏の朝型勤務、「家庭に早く帰る

日」の普及促進、こどもの職場参観日の実施な

ど様々な取組が実施されています。 

 

政令指定都市 都道府県 

政令指定都市 都道府県 
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（参考）都道府県・政令指定都市における取組の一覧 

１ 仕事と生活の調和を推進するための宣言・合意 

都道府県 宣言や提言等の施策 

北海道 ほっかいどう子育て応援共同宣言 

岩手県 知事による「イクボス宣言」 

宮城県 
宮城における仕事と生活の調和を推

進するための提言 

山形県 
ワーク･ライフ･バランス推進協定書 

やまがた女性活躍応援宣言 

栃木県 とちぎ公労使会議 協働宣言 

群馬県 
群馬県における働き方改革の推進

方策 

千葉県 ちば『働き方改革』共同宣言 

東京都 
共同宣言（東京の成長に向けた公労

使会議） 

神奈川県 
神奈川県における魅力ある職場作り

推進に向けた共同宣言 

新潟県 

新潟県ワーク・ライフ・バランス推進

共同宣言 

にいがたイクボス促進共同宣言 

山梨県 やまなし働き方改革共同宣言 

長野県 

信州「働き方改革」共同宣言～活き

活きと働き人生を楽しめる長野県を

目指して～ 

イクボス・温かボス推進宣言 

岐阜県 
企業における家庭教育・子育て支援

等の推進に関する協定 

静岡県 

仕事と子育ての両立に向けた提言

（静岡県次世代育成支援対策地域協

議会働き方専門部会） 

静岡における仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス）の実現に向け

た提言（しずおか仕事と生活の調和

推進会議） 

愛知県 人が輝くあいち・イクボス宣言 

三重県 
三重「働き方改革」に向けた共同宣

言 

滋賀県 
共同宣言～雇用の推進と働きやす

い滋賀の実現をめざして～ 

京都府 
京都女性活躍応援計画（働き方改革

の推進） 

大阪府 女性が輝く OSAKA 行動宣言 

 

 

兵庫県 

仕事と生活の調和と子育て支援に関

する三者合意 

「仕事と生活のバランス」ひょうご共

同宣言 

和歌山県 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・

バランス）和歌山共同宣言～働く人

と企業が輝く活力あふれる地域社会

を目指して～ 

和歌山働き方改革宣言～活力ある

地域・企業は、活き活きとした働き手

から～ 

鳥取県 イクボスとっとり共同宣言 

島根県 しまね活き活き職場宣言 

広島県 

「仕事と生活の調和（ワーク･ライフ･

バランス）の実現にむけて」広島県

四者宣言 

山口県 
やまぐち子育て応援に関する共同宣

言 

香川県 

香川働き方改革推進基本方針 

～「すべての人が活き活きと働くか

がわを目指して」～ 

愛媛県 

えひめにおけるワーク・ライフ・バラ

ンスの実現に向けた提言（2009） 

えひめ働き方改革宣言（2015） 

福岡県 福岡「働き方改革」に向けた共同宣言

佐賀県 佐賀「働き方改革」に向けた共同宣言

長崎県 長崎県７者宣言 

熊本県 
仕事と生活の調和「ワーク・ライフ・

バランス」推進構想 

大分県 おおいた子育て応援共同宣言 

宮崎県 みやざき「働き方改革」宣言 

 
政令市 宣言や提言等の施策 

相模原市 
相模原市ワーク・ライフ・バランス推

進労使宣言 

京都市 
京都女性活躍応援計画（働き方改革

の推進） 

大阪市 大阪仕事と生活の調和推進会議提言

北九州市 
北九州市ワーク・ライフ・バランス推

進宣言 

福岡市 
福岡市ワーク・ライフ・バランス推進

都市宣言 
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３ 仕事と生活の調和を推進するための登録・認定・認証・表彰制度 

都道府県 登録・認定・認証・表彰制度 

北海道 

北海道あったかファミリー応援企

業登録制度 

北海道なでしこ応援企業認定制度

北海道なでしこ応援企業表彰 

青森県 

「あおもりワーク・ライフ・バランス

推進企業」登録事業 

青森県いきいき男女共同参画社会

づくり表彰 

岩手県 

いわて子育てにやさしい企業等認

証制度 

いわて子育てにやさしい企業等表

彰制度 

いわて男女共同参画社会づくり功

労者表彰 

いわて男女共同参画社会づくりチ

ャレンジ表彰 

いわて働き方改革アワード 

宮城県 

「女性のチカラを活かす企業」認証

制度 

いきいき男女・にこにこ子育て応援

企業表彰 

秋田県 

男女イキイキ職場宣言推進協定 

秋田県女性の活躍推進企業表彰 

あきた子育て応援企業表彰 

山形県 

山形いきいき子育て応援企業 

ワーク・ライフ・バランス優良企業

知事表彰 

福島県 

福島県次世代育成支援企業認証

制度 

福島県ワーク・ライフ・バランス大賞 

茨城県 

仕事と生活の調和推進計画 

いばらき子育て応援宣言企業登録

制度 

茨城県結婚・子育て応援企業表彰

栃木県 

仕事と子育ての両立応援宣言企

業普及事業 

男女生き活き企業の認定 

群馬県 

群馬県いきいきＧカンパニー認証

制度 

群馬県いきいきＧカンパニー優良

事業所表彰 

埼玉県 多様な働き方実践企業認定制度 

千葉県 

“社員いきいき！元気な会社”宣言

企業の募集・公表 

千葉県男女共同参画推進事業所

表彰 

東京都 

（登録制度）とうきょう次世代育成

サポート企業 

いきいき職場推進事業（東京ライ

フ・ワーク・バランス認定企業） 

（認証）TOKYO 働き方改革宣言企

業制度 

神奈川県 

神奈川県子ども・子育て支援推進

条例に基づく事業者の認証制度

「かながわ子育て応援団」 

新潟県 
イクメン応援宣言企業登録制度 

ハッピー・パートナー企業登録制度

富山県 

「元気とやま！子育て応援企業」登

録制度 

男女共同参画チーフ・オフィサー設

置事業 

男女共同参画推進事業所認証制度

富山県子宝モデル企業の表彰 

女性が輝く元気企業とやま賞 

石川県 
ワークライフバランス企業登録制度 

ワークライフバランス企業知事表彰 

福井県 

ふくい女性活躍推進企業登録 

父親子育て応援企業登録 

家族時間デー実施企業登録 

「子育てモデル企業」の認定 

山梨県 

山梨県子育て応援・男女いきいき

宣言企業 

山梨県男女共同参画推進事業者

等表彰 

山梨県労務改善中小企業優良従

業員知事表彰 

山梨県中小企業労務改善優良団

体等知事表彰 

長野県 

「職場いきいきアドバンスカンパニ

ー」認証制度 

「社員の子育て応援宣言」登録制度

女性の活躍推進企業知事表彰 
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岐阜県 

岐阜県子育て支援企業登録制度 

岐阜県子育て支援エクセレント企

業認定制度 

岐阜県男女がともにいきいきと暮

らせる社会づくり表彰 

静岡県 

「男女共同参画社会づくり宣言」推

進事業 

静岡県次世代育成支援企業認証

制度 

男女共同参画社会づくり活動に関

する知事褒賞 

愛知県 

愛知県ファミリーフレンドリー企業

登録制度 

愛知県ファミリーフレンドリー企業表

彰 

三重県 

「男女がいきいきと働いている企

業」認証制度 

「男女がいきいきと働いている企

業」表彰制度 

滋賀県 

ワーク・ライフ・バランス推進企業

登録制度 

滋賀県女性活躍推進企業認証制

度 

滋賀県イクボス宣言企業登録制度

京都府 
「京都モデル」ワーク・ライフ・バラ

ンス推進企業認証制度 

大阪府 「男女いきいき・元気宣言」制度 

兵庫県 

ひょうご仕事と生活の調和推進企

業宣言 

ひょうご仕事と生活の調和推進企

業認定 

男女共同参画社会づくり協定締結

事業 

子育て応援協定締結事業 

ひょうご仕事と生活のバランス企

業表彰 

奈良県 

奈良県社員・シャイン職場づくり推

進企業登録制度 

奈良県社員・シャイン職場づくり推

進企業表彰制度 

和歌山県 
和歌山で働く女性応援サイト

「Happy Worker」登録事業 

 

 

鳥取県 

鳥取県男女共同参画推進企業認

定制度 

鳥取県輝く女性活躍パワーアップ

企業登録制度 

鳥取県家庭教育推進協力企業制度

島根県 

しまね子育て応援企業（こっころカ

ンパニー）認定制度 

しまね子育て応援企業「こっころカ

ンパニー」知事表彰 

岡山県 

おかやま子育て応援宣言企業（登

録） 

岡山県男女共同参画社会づくり表

彰（事業者の部） 

おかやま子育て応援宣言登録企

業への表彰 

広島県 

広島県仕事と家庭の両立支援企

業登録制度 

広島県男性育児休業等促進宣言

企業登録制度 

山口県 

やまぐち子育て応援企業宣言制度

やまぐちイクメン応援企業宣言制度 

やまぐち男女共同参画推進事業者

認証制度 

やまぐち女性の活躍推進事業者宣

言制度 

やまぐち子育て応援優良企業表彰

制度 

やまぐちイクメン応援優良企業表

彰制度 

やまぐちイクボス表彰制度 

徳島県 はぐくみ支援企業認証・表彰制度 

香川県 

カエルチャレンジ企業 

子育て行動計画策定企業認証 

かがわ女性キラサポ宣言 

ワーク・ライフ・バランス推進企業表彰 

かがわ女性キラサポ大賞 

愛媛県 

えひめ子育て応援企業認証制度 

えひめ子育て応援リーダー企業コ

ンテスト 

高知県 
高知県次世代育成支援企業認証

制度 
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福岡県 

「子育て応援宣言企業」登録制度 

福岡県男女共同参画表彰 

子育て応援宣言企業・事業所知事

表彰 

佐賀県 佐賀子育て応援宣言事業所 

長崎県 

長崎県誰もが働きやすい職場づく

り実践企業認証制度 

ながさき女性活躍推進企業等表彰

（ながさき女性活躍推進会議主催）

熊本県 

くまもと子育て応援の店・企業推進

事業 

男女共同参画推進事業者表彰 

大分県 

おおいた子育て応援団「しごと子

育てサポート企業」認証制度 

男女共同参画推進事業者顕彰 

おおいたワーク・ライフ・バランス推

進優良企業表彰 

宮崎県 仕事と家庭の両立応援宣言登録制度

鹿児島県 かごしま子育て応援企業登録制度

沖縄県 
沖縄県ワーク・ライフ・バランス企

業認証制度 

 

政令市 登録・認定・認証・表彰制度 

札幌市 

札幌市ワーク・ライフ・バランス取

組企業認証制度 

札幌市ワーク・ライフ・バランス取

組企業表彰制度 

さいたま市 
さいたま市ＣＳＲチャレンジ企業認

証制度 

千葉市 

千葉市男女共同参画推進事業者

（ハーモニー推進事業者）登録制

度 

千葉市男女共同参画推進事業者

（ハーモニー推進事業者）表彰 

横浜市 
よこはまグッドバランス賞 

横浜市男女共同参画貢献表彰 

相模原市 
相模原市仕事と家庭両立支援推

進企業表彰 

新潟市 
新潟市ワーク・ライフ・バランス推

進事業所表彰 

静岡市 静岡市女性の活躍応援事業所表彰

浜松市 
ワーク・ライフ・バランス等推進事

業所の認証・表彰 

名古屋市 

名古屋市女性の活躍推進企業認

定・表彰制度 

名古屋市子育て支援企業認定・表

彰制度 

親学推進協力企業制度 

ワーク・ライフ・バランス実践企業

登録制度 

京都市 

「京都モデル」ワーク・ライフ・バラ

ンス推進企業認証制度 

京都市「真のワーク・ライフ・バラン

ス」推進企業表彰 

大阪市 

「大阪市女性活躍リーディングカン

パニー」認証 

「大阪市女性活躍リーディングカン

パニー」表彰 

神戸市 こうべ男女いきいき事業所表彰 

岡山市 

岡山市女性が輝く男女共同参画

推進事業所認証制度 

岡山市男女共同参画社会の形成

の促進に関する事業者表彰 

広島市 
広島市男女共同参画推進事業者

表彰 

北九州市 

キタキューかえる宣言 

北九州市ワーク・ライフ・バランス

表彰 

福岡市 

「い～な」ふくおか子ども週間賛同

企業・団体登録 

ふくおか女性活躍 NEXT 企業 見

える化サイト 

熊本市 
「子育て支援優良企業」認定制度 

「子育て支援優良企業」表彰制度 
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実施済

1
今後実施

予定 2

検討中

9

今後検討

予定

11

検討してい

ない

24

実施済

4

今後実施

予定

2

検討中

4今後検討

予定

2

検討して

いない

8

えるぼし認定
くるみん・プラ
チナくるみん
認定

ユースエール
認定

女活法に基づ
く一般事業主
行動計画策定
（中小企業）

独自のWLB
等の認定・表
彰等

実施済 0 4 0 0 4

今後実施予定 1 1 1 1 0

検討中 3 2 2 3 1

実施済 3 5 0 3 8

今後実施予定 0 0 0 0 0

検討中 1 1 1 1 1

公共工事

実施状況

加点評価項目の内容

区分

物品役務

 

 

 

 

  女性活躍の前提となるワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を加速するため、女性活躍推進法

第 20 条及び「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」（2016 年３月 22

日すべての女性が輝く社会づくり本部決定）等に基づき、国では、総合評価落札方式・企画競争方式に

よる調達で、えるぼし認定、くるみん・プラチナくるみん認定、ユースエール認定を取得した企業や女性活

躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定した中小企業を「ワーク・ライフ・バランス等推進企業」とし

て、加点評価する取組を実施しています。（ｐ.４５） 

 今後、同法で国の施策に準じた取組が努力義務となっている地方公共団体において、取組が進むよう、

都道府県及び政令市における国に準じた取組やワーク・ライフ・バランスに関する評価の取組状況調査

を実施しました。 

 

○都道府県・政令市のワーク・ライフ・バランスに関する評価の取組状況 

（2016年11月1日現在） 

○都道府県 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○政令指定都市 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2016 年度地方公共団体における公共調達を活用した 

ワーク・ライフ・バランス等推進企業の加点評価等の取組状況に関する 

調査結果概要（2016 年 11 月 1 日現在） 

Ⅰ 国に準じた加点評価の取組 

Ⅰ 国に準じた加点評価の取組 

Ⅱ 総合評価落札方式での取組状況（物品役務・公共工事） 

Ⅱ 総合評価落札方式での取組状況（物品役務・公共工事） 

えるぼし認定
くるみん・プラ
チナくるみん
認定

ユースエール
認定

女活法に基づ
く一般事業主
行動計画策定
（中小企業）

独自のWLB
等の認定・表
彰等

実施済 1 2 1 1 8

今後実施予定 2 2 1 2 1

検討中 2 2 1 6 3

実施済 0 0 0 0 9

今後実施予定 2 2 1 3 3

検討中 3 2 1 5 4

加点評価項目の内容

実施状況

物品役務

区分

公共工事
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【全国知事会の提言について】 

 全国知事会では、少子化の克服や男女が共に

活躍できる社会の実現に向けては、ワーク・ラ

イフ・バランスの推進が重要であるとの観点か

ら、全国知事会議（2016 年７月 28、29 日福岡

県で開催）において協議を行い、次の提言を取

りまとめました。 

○「次世代を担う『人づくり』に向けた少子化対

策と子どもの貧困対策の抜本強化」（抜粋） 

 

【重点施策３】子育ての希望を叶えるための総合

的な支援策の拡充  

(４)仕事と子育ての両立に向けた働き方の見直

しを！ 

○仕事と子育てを両立できる職場環境づくりと

男性の育児参画に向けた機運の醸成 

 

・長時間労働の是正 

・イクボスの取組の推進 

・休暇制度の充実と制度を利用しやすい職場風 

土の醸成 

・育児休業取得期間の延長 

・育児休業給付金の支給期間延長と支給割合の 

引上げ 

・女性の復職・再就職への支援の拡充 

・キャリア形成支援 

 

○「女性の活躍推進で地方創生・日本再生～今こ

そウーマノミクス～」－女性活躍の障害を取り

除く！！－（抜粋） 

 

【提言１】短時間で効率良く、生産性を上げる働

き方への改革 

(１）企業に対する勤務時間等に関する規定の整    

備 

(２）年次有給休暇の法定日数の計画的な取得義

務化 

(３）労働時間ではなく、生産性を評価する人事

評価制度の導入推進 

(４）政府主導による長時間労働是正の気運醸成 

 

 

 

 

 

 

 

 

【提言２】ワーク・ライフ・バランスの推進と保

育サービスや地域の支え合いによる子育て支援 

サービスの充実など、家庭生活と両立しながら安

心して働き続けられる環境の整備 

(１) ワーク･ライフ･バランスの推進 

○政府主導によるワーク・ライフ・バランスの推

進など、ポジティブキャンペーンの積極的展開 

○フレックスタイムや短時間勤務、在宅勤務、テ

レワークなど多様かつ柔軟な働き方の導入と

研修など企業等の取組みに対する支援の充実 

○ワーク・ライフ・バランスの取組み状況の公表

の義務化（女性活躍推進法に基づく数値目標と 

  情報公表、事業主行動計画の公表項目の拡大） 

 

【提言４】男性の家事・育児への参画促進 

(１）イクボス・イクメンの推進やワーク･ライ

フ・バランスの推進等、政府主導により企業を

巻き込むなど、更なるポジティブキャンペーン

の積極的展開 

(２)育休代替職員の確保など男性の育児参画を

推進する就業環境の整備に取り組む企業等へ

の支援の充実 

(３)男性の育児参画のための有給の特別休暇制

度の創設と年休の取得を義務付ける関係法令

の早期成立 

(４)男性の育児休業取得等、家事・育児参画を促

進する企業に対する奨励金の交付等インセン

ティブの付与 

 

【提言５】 介護サービスや地域の支え合いによ

る介護支援サービスの充実など、家庭生活と両立

しながら安心して働き続けられる環境の整備 

(１)介護施設の整備・介護支援サービスの充実 

(２)短時間勤務や在宅勤務、テレワークなど多様

かつ柔軟な働き方の導入と研修など企業等の

取組みに対する支援の充実 

(３)介護休業の取得回数制限の緩和や取得可能

日数の増加等、制度の柔軟化 

(４)事業主及び雇用者の双方に対する介護休

業・助成金制度の周知促進 

(５)企業における介護に関する相談窓口の設置

に対する助成制度の新設 

(６)家事代行サービス利用に取り組む企業への

インセンティブの付与 

 

全国知事会における取組 
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【提言６】子育てと介護のダブルケアを行う者が、

家庭生活と両立しながら安心して働き続けられ

る環境の整備 

(１)育児と介護のダブルケアに関する実態調査

の継続実施と公表 

(２)ダブルケアマネージャーなど育児と介護の

両方の相談や支援ができる専門家の養成 

(３)フレックスタイムや新たな休暇制度の創設

など柔軟な働き方を可能にする仕組みを導入

した企業に対する支援 

 

【先進政策バンクについて】 

全国知事会では、各都道府県の先進的な取組

を提案・共有し合い、良いものを広げるととも

に、切磋琢磨により創造性豊かな発想に繋げる

情報提供の場として活用することを目的にし、

インターネットを通じて事例の収集及び閲覧、

分野別や団体別などの分類による検索を行え

るよう、「先進政策バンク」を設置しています。 

詳細は・・・ 

http://www.nga.gr.jp/app/seisaku/ 

 

先進政策バンク登録政策の紹介 

先進政策バンクに登録されているワーク・ラ

イフ・バランスに関する政策をいくつか紹介し

ます。 

 

１ 企業における取組の推進 

○働く女性の活躍を推進する企業への支援（石

川県） 

企業における男女共同参画の推進に向け、女

性の採用や管理職への登用などの自主的な取

組を宣言する企業を「いしかわ男女共同参画推

進宣言企業」として認定しています（2016 年

12 月末 268 社）。さらに、各企業における取組

の質の向上に向け、経営者や管理職などの階層

別に、女性が活躍できる組織運営や人材活用に

関する講座を開催するとともに、企業が女性の

活躍推進に取り組む過程で生じた課題の解決

のため、専門家の助言を受けながら、企業同士

での情報共有や意見交換を行う合同コンサル

ティングを実施しています。 

詳細は・・・

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/danjo/index.html 

 

○地域の経済団体や業界団体と連携して、女性

の活躍を推進（福岡県） 

 行政、経済団体、関係団体などをメンバーと

する「福岡県女性の活躍応援協議会」を設置し、

女性の活躍を推進する上での課題や効果的な

取組等について、情報交換や連携を進めていま

す。 

また、女性の登用促進や働きやすい環境整備

に取り組む中小企業に対し実務専門家（社会保

険労務士、中小企業診断士等）を派遣するほか、

女性の活躍推進に必要な情報（課題と解決のポ

イント、企業における取組事例）をまとめた手

引きを作成・配布します。 

詳細は・・・

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/soshiki/4300400/ 

 

２ 女性の就業支援 

○経済界などと連携した女性の社会参画加速

化に向けた取組（熊本県） 

 2014 年８月に、経済・労働分野における女

性の社会参画の加速化及び男女がともに個性

と能力を十分に発揮できる社会をめざし、産学

官の多様なメンバーの連携により「熊本県女性

の社会参画加速化会議」を設置しました。また、

本会議において、『熊本が変わる』ため、『企業、

女性・男性、社会が“変わる”』という視点で、

参加団体が連携して取り組む施策等をまとめ

た戦略を都道府県では初めて策定しました。 

この戦略に基づき、女性経営参画塾や女性起

業支援セミナー、働き方見直しセミナー＆コン

サルタント養成講座、企業の優良事例集の配布

等の女性の活躍促進に資する取組を実施して

います。 

詳細は・・・ 

http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_10068.html 

 

３仕事と両立するための育児・介護支援 

○朝の子どもの居場所づくり事業～朝の子ど

もたちを見守ります～（神奈川県） 

 仕事と子育ての両立を支援するため、地域

の協力のもと、小学校等の施設を利用し、児

童のための適切な遊びや学び、生活の場を提

供することにより、早朝における安全・安心

な居場所を確保し、児童の健全な育成を図っ

ています。2016 年度は大磯町の２校で実施し

ています。利用している保護者からは、「朝、

子どもを預けることができたため、勤務の帰

りの時間を早めることができた」「子どもが朝

の居場所で友だちと活動することを楽しみに

している」などの感想をいただきました。 

詳細は・・・

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f534842/ 
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○「やまぐちイクメン維新」（山口県） 

山口県では、「みんなで子育て応援山口県」

をキャッチフレーズに、誰もが安心して出産・

子育てができる環境づくりを推進するため、

「やまぐちイクメン維新」を展開し、地域、企

業等と連携して、男性の積極的な家事・育児参

加の促進に取り組んでいます。 

 

(1) 安心して出産・子育てができる環境づくり 

①お父さんの育児手帳の配付 

早い段階から育児参加への意識を高めても

らうため、各市町の窓口で母子健康手帳と併せ 

て配布しています。妊娠・出産・育児それぞれ

の段階における父親の役割や妻へのサポート

方法等を、イラストを多用して記載するととも

に、育児休業制度の紹介や子育てに関する相談

窓口も掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②イクメンセミナーの開催 

お父さんに育児の楽しさや大切さを知って

もらい、育児参加のきっかけとするため、子育

て支援団体と協働して開催しています。絵本の

読み聞かせや、おもちゃ遊びなど子どもと父親

が楽しめ、セミナー後も実践しやすい内容にし

ています。 

 

③知事とイクメンパパの料

理教室の開催 

お父さんの家事・育児参加 

の気運を盛り上げるため、家 

庭でも簡単に作れる、お父さ 

んのため料理教室を開催し 

ています。多くのお父さんや 

その御家族と一緒に、知事も家族で参加して、

みんなで料理に挑戦しました。 

 

④イクメン応援表彰 

積極的に家事や育児を行う「イクメン」を表

彰し、その取組を広く紹介しています。 優秀

賞、優秀賞、特別賞など、これまでに１３名を

表彰しています。 

詳細は･･･ 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a13300/ikume

n/toppage.html（①～④）  

 

(2) 就業環境の整備 

①やまぐちイクメン応援企業宣言制度 

2014 年度に創設した男性従業員の育児参加

等の取組推進を宣言する事業者を応援する制

度です。県ホームページ等で 

その取組を広く紹介すると 

ともに、優良企業表彰を行う 

など、企業と連携した子育て 

気運の醸成を図っています。 

詳細は･･･ 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15900/ikume

n2014/ikumenkigyou-n.html 

 

②イクメンパパ子育て応援奨励金制度 

男性の育児参加を促進するため、やまぐちイ

クメン応援企業（従業員３００人以下）の男性

従業員が１日以上の育児休業を取得した場合

を対象とする制度を 2015 年度に創設していま

す。 

詳細は･･･ 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15900/ikume

nshourei/syourekin.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

各都道府県における取組（山口県、香川県） 

コラム 
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○「家事場のパパちから」事業（香川県） 

女性の活躍を進めるためには、男性が家

事・育児・介護・地域活動等（以下、家事等）

に参加することが重要です。しかし、男女の

固定的性別役割分担意識から、男性が仕事中

心の生活になっている場合や、男性の家事等

の知識やスキルの不足などから、男性の家事

等への参加は進んでいないのが現状です。 

そこで、男性の家事等への参画を促し、仕

事と生活の調和の実現を図ることを目的とし

て、主に子育て中の男性が家事等に必要な知

識等を身に付けることができる連続講座「家

事場のパパちからスクール」を、３会場でそ

れぞれ３日間開催しました。 

参加者のアンケート結果によると、どの講

座も満足度が高かったので、参加者同士が繋

がるきっかけとなるよう、来年度に向けて講

座内容をより充実させていきたいと考えてい

ます。 

【家事場のパパちからスクール】 

○会場 

県内３市町の保育園、中学校、公民館等 

○参加者 

主に子育て中の男性 69 名 

○内容 

４回シリーズの講座の開催 

・家事（調理実習） 

・育児（座学・実技） 

・介護（座学・実技） 

・地域活動（座学・ワ－クショップ） 

※全講座受講者には「家事場のパパちから

修了証書」を授与しました。 

詳細は･･･「かがわ女性の輝き応援団」 

http://kagayaku-kagawa.jp/ 

 

 

 

＜スクールの様子＞ 

 

 

  

 
 


