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１ 女性活躍推進法とは

２ 令和４年４月１日から義務となること

３ 一般事業主行動計画の策定、情報の公表について

※ 常用労働者数１０１人以上３００人以下企業向け

４ 中小企業の取組に対する支援



１ 女性活躍推進法とは
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正式名称 ： 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

⇒自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がそ

の個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること

(1) 自社の女性の活躍を推進するための行動計画の策定等

(2) 自社の女性の活躍に関する情報の公表（年１回更新）

一定の基準を満たした企業を認定（えるぼし認定、プラチ
ナえるぼし認定）

（常用労働者３００人以下の企業は努力義務）

法改正により１０１人以上の企業も義務に

施行期間 ： 平成２８年（２０１６年）４月１日
１０年間の時限立法（令和８年（２０２６年）３月３１日まで）

企業の義務として定めていること

取組が優良な企業の認定制度



２ 令和４年４月１日から義務となること①

※ 常用労働者数１０１人以上３００人以下企業向け

（常用労働者数が１００人以下の企業は、令和４年４月１日以降も努力義務）

「常用労働者」について

正社員だけでなくパート、契約社員、アルバイトなどの名称にかかわらず、
以下の要件に該当する労働者も含みます。
① 期間の定めなく雇用されている者
② 一定の期間を定めて雇用されている者であって、過去１年以上の期
間について引き続き雇用されている者又は雇入れの時から１年以上引
き続き雇用されると見込まれる者

（注）以下の場合は常用労働者にカウントしません。
・学生アルバイト（昼間学生に限る）
・賃金の支払いを行っていない出向者
（出向者は賃金を支払っている事業主の常用労働者として
カウントします。）
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２ 令和４年４月１日から義務となること②

(1) 一般事業主行動計画の策定・周知・公表・届出
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＊ 届出後は、実際に計画の取組をスタート。

実施状況を点検・評価し、次の計画策定に反映させるＰＤＣＡサイクルを確立しましょう。

自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析

ステップ１

一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表

ステップ２

兵庫労働局への策定届の届出

ステップ３



２ 令和４年４月１日から義務となること③

(1) 一般事業主行動計画の策定・周知・公表・届出
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＜よくあるご質問＞

Ｑ わが社はすでに仕事と家庭の両立を支援する「一般事業主行動計画」を

策定し、労働局に届出しています。

この策定済みの計画を再度届出する必要があるのですか？

Ａ それは「次世代育成支援対策推進法（次世代法）」に

基づく「一般事業主行動計画」です。

「女性活躍推進法」に基づき、改めて女性の活躍を推

進するための「一般事業主行動計画」を策定し、届出等

をする必要があります。

（注）一定の要件を満たせば「一体型」として策定、届出等することもできます。



２ 令和４年４月１日から義務となること④

(2) 女性の活躍に関する情報公表（年１回更新）
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① 女性労働者に対する職業生活に関する機会
の提供（働きがい）

８項目

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（働きやすさ）

７項目

自社の女性の活躍に関する情報を、「女性の活躍推進企業データベース」

等により公表してください。

目的：求職者の企業選択に資するため ⇒ 女性が活躍しやすい企業が優秀な人材
を確保し、競争力が強化される社会環境
を整備する

計１５項目の

うち、任意の

１項目以上を

選択



３ 一般事業主行動計画の策定、情報の公表について①
※ 常用労働者数１０１人以上３００人以下企業向け
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自社の女性の活躍の状況を把握しましょうステップ１

まず、雇用管理区分ごとの男女労働者数をカウントしましょう。

（例）Ａ社（食品製造業）

雇用管理区分 男 女 男女計 女性割合

正社員（事務職） ７人 １３人 ２０人 ６５．０％

正社員（技術職） ２８人 ２人 ３０人 ６．７％

正社員（現業職） ４０人 １０人 ５０人 ２０．０％

嘱託社員 ３人 ０人 ３人 ０％

パート ２人 ３８人 ４０人 ９５．０％

アルバイト ５人 ４人 ９人 ４４．４％

計 ８５人 ６７人 １５２人 ４４．１％

職種や雇用形態による従業員の雇用管理
上の区分のことです。 ついでに女性割合も

出しておきましょう。



３ 一般事業主行動計画の策定、情報の公表について②
※ 常用労働者数１０１人以上３００人以下企業向け
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自社の女性の活躍の状況を把握しましょうステップ１

① 採用者に占める女性割合（雇用管理区分別）

（例）令和２年度の採用者数

雇用管理区分 男 女 男女計 女性割合

正社員（事務職） 0人 1人 1人 100％

正社員（技術職） 2人 0人 2人 0％

正社員（現業職） 5人 1人 6人 16.7％

嘱託社員 0人 ０人 0人 - ％

パート 0人 10人 10人 100％

アルバイト 1人 2人 3人 66.6％

計 8人 14人 22人 63.6％

直近の事業年度（前年度）の１年間において採用した人数をカウントします。

中途採用者も含めます。

把握が難しい区分は、労働者に占める女性割合で代替できます。



３ 一般事業主行動計画の策定、情報の公表について③
※ 常用労働者数１０１人以上３００人以下企業向け
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自社の女性の活躍の状況を把握しましょうステップ１

② 男女の平均継続勤務年数の差異（雇用管理区分別）

（例）令和２年度の採用者数

雇用管理区分 男 女 女性の年数÷男性の年数

正社員（事務職） １９．４年 ２２．５年 116％

正社員（技術職） ２１．３年 ５．８年 27％

正社員（現業職） １７．４年 ８．９年 51％

パート ５．５年 １０．２年 185％

計 ２０．２年 １８．７年 93％

直近の事業年度（前年度）中の、任意の一定時点における数値を出します。

（それ以後の最新の数値でも可。）

有期雇用者は、通算した雇用契約期間が５年を超える

労働者のみ算出します。

「男女別計」は年１回の「情報の公表」で

公表値として使うことができます。



＜正社員＞ （時間）

R2 R3
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

法定時間外
労働時間
(25%割増)

2,000 1,800 1,800 1,800 900 1,600 2,000 3,000 4,000 2,000 1,800 2,800

法定休日
労働時間
(35%割増)

600 500 600 300 30 200 500 600 800 600 500 700

残業時間数
計

2,600 2,300 2,400 2,100 930 1,800 2,500 3,600 4,800 2,600 2,300 3,500

労働者数
（人）

100 100 100 98 98 98 100 100 100 97 98 98
労働者1人
当たり平均
残業時間

26.0 23.0 24.0 21.4 9.5 18.4 25.0 36.0 48.0 26.8 23.5 35.7

３ 一般事業主行動計画の策定、情報の公表について④
※ 常用労働者数１０１人以上３００人以下企業向け
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自社の女性の活躍の状況を把握しましょうステップ１

③ 労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況

直近の事業年度（前年度）について、法定時間外労働と法定休日労働の合計

時間（割増の対象になった時間）の1人あたり平均時間数を月別に出します。

その月の初日から末日まで全日勤務した労働者でカウントします。

月途中の採用・退職者等は除きます。

管理監督者、パート労働者、事業場外みなし労働時間

制の適用を受ける労働者、裁量労働制の適用を受ける

労働者等は、別に出します。



３ 一般事業主行動計画の策定、情報の公表について④
※ 常用労働者数１０１人以上３００人以下企業向け
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自社の女性の活躍の状況を把握しましょうステップ１

④ 管理職に占める女性労働者の割合

管理職数（人）

女性の管理職数（人）

× １００（％）

課長以上で、役員は除きます。

以上の①～④（基礎項目）は必ず把

握する必要があります。

なお、これ以外に必要に応じて把握

する項目（選択項目）があります。



３ 一般事業主行動計画の策定、情報の公表について⑤
※ 常用労働者数１０１人以上３００人以下企業向け
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把握した結果から、課題分析をしましょうステップ１

例えば・・・

① 採用者に占める女性割合で、４０％を下回る区分がある → 計画例Ａ

② 男女の平均継続勤務年数の差異で、８０％を下回る区分がある → 計画例Ｂ

③ 各月ごとの平均残業時間数で、４５時間を上回る月がある → 計画例Ｃ

④ 管理職に占める女性労働者の割合が、４０％を下回る → 計画例Ｄ

⑤ ①～④のいずれにもあてはまらない → 計画例Ｅ



３ 一般事業主行動計画の策定、情報の公表について⑥
※ 常用労働者数１０１人以上３００人以下企業向け
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一般事業主行動計画を策定しましょうステップ２

計画例Ａ 女性労働者が少ない（応募が少ない）会社

株式会社A 行動計画

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を次の通り策定する

１．計画期間 令和４年４月１日～令和８年３月３１日

２．目標と取組内容

目 標 〇〇職の女性労働者の採用を令和３年度に比べ〇人以上増やす

取組内容 令和〇年〇月～ 女性労働者が活躍できる企業であることをPRする（会社案内・ホームページに掲載）

令和〇年〇月～ 女性がいない又は少ない部門（〇〇部門）・職種（〇〇職）への女性労働者の積極的な採用

女性活躍推進法に基づく計画であ
ることを明らかにしましょう。

２～５年の中期計画とすることが望ましいです。

必ず数値目標を定めてください。
（〇人以上、〇％以上など）

（ＮＧの例）

・法定の義務を果たすだけのもの

・現状把握・課題分析の結果を反映し
ていないもの

・男女雇用機会均等法違反のもの

※ この例では、女性割合が４割を上回っ
ている職種（事務職）や雇用形態
（パート）で、女性の採用を優先する
ような数値目標や取組内容にはできま
せん。

目標を達成するための取組を定めます。取り組む時期を定めます。



３ 一般事業主行動計画の策定、情報の公表について⑦
※ 常用労働者数１０１人以上３００人以下企業向け
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一般事業主行動計画を策定しましょうステップ２

計画例Ｂ 女性の平均勤続年数が短い（女性の離職率が高い）会社

株式会社B 行動計画

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を次の通り策定する

１．計画期間 令和４年４月１日～令和８年３月３１日

２．目標と取組内容

目 標 女性労働者の平均勤続年数を現在の〇年より〇年以上伸ばす

取組内容 令和〇年〇月～ 利用できる両立支援制度とハラスメント防止について管理職を含む労働者に周知徹底する。

令和〇年〇月～ 年次有給休暇を取得推進する取り組みを行う。

ステップ１で課題が複数出て

きた場合は、計画例を組み合

わせて２つ以上の目標を設定

することが望ましいです。



３ 一般事業主行動計画の策定、情報の公表について⑧
※ 常用労働者数１０１人以上３００人以下企業向け
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一般事業主行動計画を策定しましょうステップ２

計画例Ｃ 残業時間が多い会社

株式会社C 行動計画

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を次の通り策定する

１．計画期間 令和４年４月１日～令和８年３月３１日

２．目標と取組内容

目 標：労働者１人当たりの月平均残業時間を〇時間以内とする

取組内容：令和〇年〇月～ ノー残業デーや定時退社の呼びかけをする

令和〇年〇月～ 業務の優先順位付けや業務分担の見直しを行う

女性の活躍推進のための目標・

取組であっても、職業生活と家

庭生活との両立に資するものな

ど、男女とも対象とした目標、

取組内容となることもありえま

す。



３ 一般事業主行動計画の策定、情報の公表について⑨
※ 常用労働者数１０１人以上３００人以下企業向け
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一般事業主行動計画を策定しましょうステップ２

計画例Ｄ 管理職の女性割合が低い会社

株式会社Ｄ 行動計画

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を次の通り策定する

１．計画期間 令和４年４月１日～令和８年３月３１日

２．目標と取組内容

目 標 課長以上の管理職の女性労働者を〇人以上増やす

取組内容 令和〇年〇月～ 〇〇職・〇〇部門等における女性労働者の配置拡大と多様な職務経験の付与を実施する

令和〇年〇月～ 管理職候補となる女性労働者の育成研修を行う

男女雇用機会均等法第８条によ

り、雇用管理区分ごとにみて女性

が4割を下回っている場合など、
一定の場合は、男性労働者と比べ

て女性労働者に有利な取扱いをす

ることは法違反になりません。



３ 一般事業主行動計画の策定、情報の公表について⑩
※ 常用労働者数１０１人以上３００人以下企業向け
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一般事業主行動計画を策定しましょうステップ２

計画例Ｅ 女性は多い（例：正社員の８割が女性）が、管理職の女性割合が低い

（例：管理職の女性割合は５割）会社

株式会社Ｅ 行動計画

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を次の通り策定する

１．計画期間 令和４年４月１日～令和８年３月３１日

２．目標と取組内容

目 標 管理職に占める女性割合と正社員に占める女性割合が同程度になるように女性管理職を〇％まで増やす

取組内容 令和〇年〇月～ 男女公正な昇進基準となっているか検証・見直しを行う

令和〇年〇月～ 管理職候補となる男女労働者に対して管理職育成研修を実施する

行動計画の内容は、男女雇用機

会均等法（均等法）に違反しない

内容にしなければなりません。

この例では、男女労働者をとも

に対象とした取組とする必要があ

ります。



３ 一般事業主行動計画の策定、情報の公表について⑪
※ 常用労働者数１０１人以上３００人以下企業向け

一般事業主行動計画の策定について
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＜よくあるご質問＞

Ｑ 行動計画に定めた数値目標を達成できなかった場合、労働局から指導を

受けたり、何か罰則があったりするのでしょうか。

Ａ 目標を達成できなかったとしても、罰則等はありませ

ん。



３ 一般事業主行動計画の策定、情報の公表について⑫
※ 常用労働者数１０１人以上３００人以下企業向け

一般事業主行動計画の策定について
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＜よくあるご質問＞

Ｑ 自社の女性活躍推進の状況を把握した結果、女性は育児休業等の両立支

援制度の利用率が高く、勤続年数も男女差はありませんが、男性の利用率

が低いため、結果として仕事と家庭を両立しにくい職場風土になっている

ことが課題としてみえてきました。

女性の活躍推進のための一般事業主行動計画に、「男性の育児休業取得

者を〇人以上出す」という数値目標を定めることは可能でしょうか。

Ａ 女性の活躍推進の課題となっている職場の状況を改善

するための目標ならば、 「男性の育児休業取得者を〇

人以上出す」という数値目標を定めることも可能です。



３ 一般事業主行動計画の策定、情報の公表について⑬
※ 常用労働者数１０１人以上３００人以下企業向け
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• 社内の見やすい場所への掲示や備え付け。

• 書面による配付。電子メールによる送信。

• 社内ネットワーク（イントラネット）への掲載。 など

社内周知の例

策定した行動計画を「社内周知」し、「外部へ公表」しましょう。

• 厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」への掲載。

• 自社のホームページへの掲載 など

外部公表の例

https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/

※ 非正社員を含めた全ての労働者に周知してください。

※ 行動計画そのもの（全文）を、インターネット等により、外部へ公表してください。



３ 一般事業主行動計画の策定、情報の公表について⑭
※ 常用労働者数１０１人以上３００人以下企業向け

22

女性の活躍に関する情報を、インターネット等で公表してください。（年１回更新）

①と②の全項目（計１５項目）から１項目以上選択して、公表してください。

① 女性労働者に対する職業生活に
関する機会の提供（働きがい）

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（働きやすさ）

・採用した労働者に占める女性労働者の割合

(区)

・男女別の採用における競争倍率(区)

・労働者に占める女性労働者の割合(区)(派)

・係長級にある者に占める女性労働者の割合

・管理職に占める女性労働者の割合

・役員に占める女性の割合

・男女別の職種又は雇用形態の転換実績

(区)(派)

・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

・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用

された労働者の男女別の継続雇用割合

・男女別の育児休業取得率(区)

・労働者の一月当たりの平均残業時間

・労働者の一月当たりの平均残業時間(区)(派)

・有給休暇取得率

・有給休暇取得率(区)

【公表の方法】 厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」への掲載
自社のホームページへの掲載 など

赤字は状況把握

で出したデータ

を使えます。



３ 一般事業主行動計画の策定、情報の公表について⑮
※ 常用労働者数１０１人以上３００人以下企業向け
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兵庫労働局に、策定届を「届出」してください。

行動計画を策定した旨の届

出をする場合は「策定」に

○をつけてください。

この届出を提出する日（郵

送の場合は投函日）を記入

してください。

計画を策定した日を記入してくださ

い。（届出年月日、計画開始日以前

の日付になります。）

行動計画を添付した場合、第二面以降の提出を省略

できます。

局受理印のある写しの送付をご希望の場合、切手を

貼った返信用封筒を同封願います。



３ 一般事業主行動計画の策定、情報の公表について⑯
※ 常用労働者数１０１人以上３００人以下企業向け

一般事業主行動計画の届出について

24

＜よくあるご質問＞

Ｑ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましたが、計画の

開始日を事業年度に合わせて令和４年４月１日からとしました。

兵庫労働局への届出は１月に行うこともできますか？

Ａ ４月から開始する計画を、１月など、３月以前に届け

出ることもできます。

３月は策定届の提出が集中し、確認に時間がかかるこ

とが見込まれるため、ぜひ早めの届出をお願いします。



３ 一般事業主行動計画の策定、情報の公表について⑰
※ 常用労働者数１０１人以上３００人以下企業向け
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行動計画の始期と終期（計画期間）を同一とした場合、次世代育成支援対策推進法に基づく行動

計画と一体的に行動計画を策定・届出することができます。

一体型（様式第２号）による届出の

場合は、行動計画の添付による第二

面以降の省略はできません。

※第三面から第五面の14は省略できます。

☆令和３年４月１日から、次世代法の行動計画策定指針に定められた次世代育成支援対策の取組に「不妊治療を

受ける労働者に配慮した措置の実施」が追加されています。



３ 一般事業主行動計画の策定、情報の公表について⑱
※ 常用労働者数１０１人以上３００人以下企業向け

一体型の一般事業主行動計画の届出について

26

＜よくあるご質問＞

Ｑ 令和２年４月１日～令和７年３月３１日を計画期間とする、次世代育成支援対策推

進法（次世代法）に基づく一般事業主行動をすでに策定・届出等しています。

このたび、令和４年４月１日～令和８年３月３１日を計画期間とする女性活躍推進

法に基づく一般事業主行動計画と一体型の計画として策定し直しましたが、一体型の

策定届を提出すればよいでしょうか？

Ａ まず、現在の次世代法に基づく一般事業主行動計画の終期を令和

４年３月３１日に変更する次世代法に基づく一般事業主行動計画

の「変更届」の提出が必要です。それから、新たな計画を一体型

で策定した旨の「策定届」を提出することになります（同時提出

も可能です）。

様式のダウンロード場所がわからないなど、ご不明の点があれば、

兵庫労働局雇用環境・均等部指導課までお問い合わせください。



３ 一般事業主行動計画の策定、情報の公表について⑲
※ 常用労働者数１０１人以上３００人以下企業向け
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女性活躍推進法の詳しい内容（基礎項目の算定方法Ｑ＆Ａ等）や、パンフレット、届出

用紙（電子データをダウンロードできます）は、厚生労働省ホームページ（女性活躍推進

法特集ページ）からご覧ください。

＼女性活躍推進法特集ページ／

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

女性活躍推進法特集ページ 検索

兵庫労働局ホームページ（女性活躍推進法ページ）では、計画例Ａ～Ｅをワードファイ

ルで掲載しています。

また、女性活躍推進企業データベースに掲載されているモデル行動計画も、ワードファ

イルでダウンロードできます。
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/josei_katsuyaku_00001.html

兵庫労働局 女性活躍推進法 検索



４ 中小企業の取組に対する支援①

28

常時雇用する労働者数が300人以下の中小企業の方々を対象に、

① 女性活躍推進法に基づく自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析

② 一般事業主行動計画の策定

③ 女性活躍推進法に基づく認定取得 等に関する

説明会の開催、電話相談受付、個別訪問支援を実施しています。（いずれも無料）

「女性活躍推進法に基づく状況把握や課題分析が分からない」

「えるぼし認定を取得したいけどどうすればいいか分からない」

等のお悩みを抱えている事業主の皆様におかれては、是非こちらの事業をご活用ください。

専用HP：https://joseikatsuyaku.com/ ＴＥＬ ０１２０－９７５－５３１

▶▶ 中小企業のための女性活躍推進事業（厚生労働省委託事業）

自社の女性活躍に関する問題点を明らかにするため、女性活躍推進法

に基づき企業が実施する状況把握、課題分析について、支援するための

プログラムです。４つの基礎項目の把握により、女性の活躍に関する状

況をタイプ別に分け、取組内容をいくつか提案いたします。

自社の状況にあった課題、行動計画の目標や取組内容を設定する上で

是非参考にしてください。

▶▶ 中小企業のための女性活躍『行動計画』策定プログラム

厚生労働省ＨＰ（女性活躍推進法特集ページ）からダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

女性活躍推進法特集ページ で検索！

個別訪問支援に
ついては、新規
支援申込みが締
め切られました。



４ 中小企業の取組に対する支援②
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女性活躍推進法に沿って、女性社員の活躍に関する課題解決にふさわしい数値目標とその達成に向けた取組目標を

盛り込んだ一般事業主行動計画の策定・公表等を行った上で、行動計画に盛り込んだ取組内容を実施し、数値目標を

達成した事業主に助成金を支給します。

詳しくは、兵庫労働局 雇用環境・均等部 企画課へお問合せください。（ＴＥＬ０７８－３６７－０７００）

▶▶ 両立支援等助成金（女性活躍加速化コース）

兵庫県内の企業を対象に、一般事業主行動計画策定（女性活躍推進）に役立つ専門講師・アドバイザーを派遣

しています。（無料）

▶▶ 兵庫県立男女共同参画センターにおける支援

県立男女共同参画センターと兵庫労働局の共同開催！

「女性活躍推進法 一般事業主行動計画策定セミナー」オンライン開催中！（令和４年３月３１日まで）

一般事業主行動計画の策定にあたっては、ぜひこちらもご覧ください。（無料）

＜お問い合わせ・申込み先＞ 兵庫県立男女共同参画センター 女性活躍推進センター

(URL) https://hyogo-even.jp/ ＴＥＬ ０７８－３６０－８５５０



４ 中小企業の取組に対する支援③
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▶▶ 公共調達による優遇措置

女性活躍推進法に基づく認定企業(「えるぼし」認定企業、「プラチナえるぼし」認定企業)等は、公共調

達で有利になります。

行動計画策定等が義務でない３００人以下の中小企業の場合、行動計画の策定・届出を行うだけで、加点

の対象になります。

☆ 女性の活躍状況を公表している企業数は約１万６千社。
一般事業主行動計画を掲載している企業数は約２万社。

▶▶ 女性活躍推進企業データベース

業種や地域で検索できるため、先行する他社の取組を検索、閲
覧し、自社の行動計画を策定するヒントとすることもできます。 ＼ スマホ版 ／

就職活動中の学生や求職者も気になる企業の状況をスマホで
チェックしているので、人材確保にもつながります。



（お問い合わせ先）
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● 女性活躍推進法、一般事業主行動計画の策定・届出等に関するお問い合わせは

兵庫労働局 雇用環境・均等部 指導課
ＴＥＬ ０７８－３６７－０８２０
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町１－１－３ 神戸クリスタルタワー１５階

● 両立支援等助成金（女性活躍加速化コース）に関するお問い合わせは

兵庫労働局 雇用環境・均等部 企画課
ＴＥＬ ０７８－３６７－０７００

● 兵庫県立男女共同参画センターにおいても、女性の活躍支援を行っています。

兵庫県立男女共同参画センター（イーブン）女性活躍推進センター

ＴＥＬ ０７８－３６０－８５５０ 神戸クリスタルタワー７階

● 中小企業に対する状況把握・課題分析、一般事業主行動計画策定等に関する支援
については（厚生労働省委託事業）

ＬＥＣ女性活躍推進センター 西日本事務局
ＴＥＬ ０１２０－９７５－５３１



（お問い合わせ先）（再掲）
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女性活躍推進法の詳しい内容（基礎項目の算定方法Ｑ＆Ａ等）や、パンフレット、届出

用紙（電子データをダウンロードできます）は、厚生労働省ホームページ（女性活躍推進

法特集ページ）からご覧ください。

＼女性活躍推進法特集ページ／

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

女性活躍推進法特集ページ 検索

兵庫労働局ホームページ（女性活躍推進法ページ）では、計画例Ａ～Ｅをワードファイ

ルで掲載しています。

また、女性活躍推進企業データベースに掲載されているモデル行動計画も、ワードファ

イルでダウンロードできます。
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/josei_katsuyaku_00001.html

兵庫労働局 女性活躍推進法 検索


