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ポジティブ・アクション＠しが ポジティブ・アクション＠しが 
～埋もれていませんか？女性のチカラ～ ～埋もれていませんか？女性のチカラ～ 

我社では、男女で同じ雇用管理をしているのに、

「営業職に女性はほとんどいない」
「課長以上の管理職は男性が大半を占めている」
「なぜか女性は育児で辞めてしまう」
といったことはありませんか？？

こういった差を解消し、

実質的な男女均等取扱いを実現するために、

企業が行う自主的かつ積極的な取組を

「ポジティブ・アクション」といいます。

社内制度は男女同じ取扱いでも、

固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から、
男女間に差が生じることがあります。

「女性にもっと活躍してもらいたい」
「女性に継続して働いてもらいたい」

「女性に新しい仕事をしてもらいたい」
「優秀な女性をもっと育てたい」
と考えていらっしゃいませんか？

ポジティブ・アクション普及促進のための
シンボルマーク「きらら」

「ポジティブ・アクション」って知っていますか？
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●既に取組んでいる（いた）、これから取組む予定のある企業の割合は
53.4％！

滋賀労働局雇用均等室が平成24年12月に行ったアンケート（※）の結果によると、ポ

ジティブ・アクションに「取り組んでいる」企業割合は35.6%（参考：全国31.7%）、

「以前は取り組んでいた」企業割合は1.7%、「今後取り組むこととしている」企業割合は

16.1%でした（グラフ１）。

●企業規模別「取り組んでいる」割合

300人以上 54.4％

100～299人 35.9％

30～99人 32.9％

30人未満 6.3%

●産業別「取り組んでいる」割合

金融・保険業　　　66.7％

医療・福祉業　　　47.8％

教育・学習支援業　43.8％

卸売・小売業　　　40.0%

建設業　　　　　　36.4%

グラフ１　ポジティブ・アクションの取組状況 
※県内本社30人以上企業1,392社対象　回答企業数461社 

【滋賀】 

参考【全国】 

取り組んでいる 
35.6％ 

取り組んでいる 
31.7％ 

取り組む予定なし 
30.2％ 

取り組む 
予定なし 
50.9％ 

未記入 
16.4％ 

未記入 
0.1％ 

今後取り組む 
16.1％ 

今後 
取り組む 
16.1％ 

取り組んでいる 
35.6％ 

取り組んでいる 
31.7％ 

今後取り組む 
16.1％ 

今後 
取り組む 
16.1％ 

以前は 
取り組んでいた 

1.7％ 
以前は 

取り組んでいた 
1.2％ 

「取り組んでいる」 
「以前は取り組んでいた」 
「今後取り組む」 

　の合計 53.4％ 

滋賀で取組んでいる企業はどのくらいあるのでしょう？
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●実際に取組んでいること
⇒両立支援制度や人事管理制度など「男女とも対象の取り組み」

●これから取り組もうとしていること
⇒女性が能力を発揮できる環境を作るための取り組み

先のアンケートで、ポジティブ・アクションに「取り組んでいる」と答えた企業に聞

きました。

●実際に取り組んでいること トップ４
（数値はそれぞれ「取り組んでいる」と答えた企業割合：複数回答）

①

②

③

④

「仕事と家庭との両立のための制度を整備し、制度の活用を促進」

「人事考課基準を明確に定める」

「出産や育児等による休業等がハンディとならないような人事管理制
度、能力評価制度の導入」

「パート・アルバイトなどを対象とする教育訓練、正社員・正職員へ
の登用等の実施」

76.8%

73.8%

72.6%

70.7%

●これから取り組もうとしていること トップ４
（数値はそれぞれ「取り組む予定がある」と答えた企業割合：複数回答）

①

②

③

④

「女性の能力発揮のための計画の策定」

「女性の能力発揮の状況や能力発揮に当たっての問題点の調査・分析」

「女性がいない又は少ない職務・役職に女性が従事するため、教育訓
練を積極的に実施」

「中間管理職男性や同僚男性に対し、女性の能力発揮の重要性につい
て啓発を行う」

23.2%

21.3%

18.9%

18.9%

どのようなことに取り組んでいるのでしょう？
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ポジティブ・アクションにどのように取り組んだらよいかは、企業の実態によってそれ

ぞれ異なりますが、具体的には、次のような流れに沿って実施していくことが効果的です。

アンケート結果から、実際にポジティブ・アクションに取り組んでいる企業では、

第１段階

両立支援制度の整備などにより、女性の勤続年数の伸長を図る

↓

第２段階

女性の職域拡大や管理職登用に向けた取り組みなどにより、
女性の能力発揮を図る

というプロセスで進んでいく企業が多いようです。

貴社の状況はどうでしょう？

何から取り組むかを考えるきっかけとして、まずは自社の状況を分析してみませんか？

現状分析や問題点発見には、次の２つのツールがおすすめです！

現状の分析と問題点の発見

まずは自社の状況を確認しましょう！
ステップ

１

現状の分析と 

問題点の発見 

具体的取組計画の作成 

①目標の設定・具体的取組 

　策の策定 

②期間の設定 

③労働者、とりわけ女性労 

　働者の意見・要望の聴取 

具体的取組の 

実施 

具体的取組の 

成果の点検と 

見直し 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

では、具体的にどうすればいいの？
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☆このサイトは、貴社で働く女性の活躍推進の取組状況について様々な角度から診断し、全国や
地域・同産業における貴社の位置を相対的に比較できるインターネットサービス（無料）です。

☆診断結果に加えて、参考事例やアドバイスなどの情報も提供します。貴社で働く女性の活躍推
進の取組、ポジティブ・アクションの取組や、人事管理の資料などとして幅広く活用できます。

☆また、診断結果を専門のアドバイザーに相談することもできます。

おすすめツールその１

女性の活躍推進状況診断　⇒http://www.positiveaction.jp/check/

☆男女を問わず社員の活躍を促進する賃金・雇用管理の実現のためには、まず現状を「見える化」
して実態を把握し、改善の必要性に「気付く」ことが前提になります。

☆「見える化」の方法としては、貴社の採用、配置、昇進・昇格、賃金など様々な雇用管理デー
タを男女別に集計・指標化したり、統計データに現れてこない社員の意識をアンケート調査す
ることなどが考えられます。

☆このサイトでは「見える化ツール」の入力用シートに自社のデータを入力していくことで、以
下の各指標について分析できます。

■定着に関する指標
・女性社員比率
・採用における女性比率
・平均勤続年数
・３年目定着率
・10年目定着率
・出産時離職率

■活躍に関する指標
・職種別の新任配置状況
・職種別の10年目配置状況
・異動対象者男女比率
・男女別平均評価
・管理職女性比率
・管理職予備軍女性比率

■定着に関する指標
・25歳賃金指数
（男性を100としたときの　
女性の指数。以下同じ。）

・30歳、40歳、50歳の各
賃金指数

・平均賃金指数

おすすめツールその２

「見える化」支援ツール　⇒http://www.positiveaction.jp/mieruka/

簡易診断

10分程度で完了する、お手軽な診
断（全41問）です。
登録の必要はありませんので、お気

軽にお試しください。

総合診断

より詳しい診断結果や具体的なアド
バイスが得られる診断（全83問）です。
過去の診断履歴と比較して、自社の

取組に役立てることもできます。
簡易診断（全41問）を先に回答され

ていれば、約15分程度で完了します。

募集・採用 募集・採用 

環境整備 環境整備 

職域拡大 職域拡大 継続就業 継続就業 

登用 登用 

全社比較 
貴社 
全社 

（簡易診断結果サンプル）
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☆特に次の業種については、業種別の「見える化ツール」が利用いただけます（H25.5現在）。

業種別見える化ツールの「活用マニュアル」では、それぞれ具体的な企業の取組事例を紹介しています。

取組内容を検討するに当たっては、他社の事例も参考にしてみてください。

次のサイトでは、他社の取組を見ることができます。

☆このサイトでは、企業内の具体的な取組事例を実名で紹介。事例・企業検索もできます。

取り組むことが決まったら、「我が社はポジティブ・アクションに取り組みます！」と

いうことを社内外にアピールしてみませんか？学生さんも注目しています。

次のサイトでは、ポジティブ・アクションに取り組んでいることをアピールできます。

具体的取組計画の策定

具体的に、何に取り組むのかを決めましょう！
ステップ

２

おすすめツールその３

ポジティブ・アクション応援サイト⇒http://www.positiveaction.jp/pa/index.php

業　　　　種

情報サービス業

百貨店業

スーパーマーケット業

地方銀行業

製造業　加工食品（冷凍食品等）分野

製造業　電機・電子・情報通信分野

取組事例紹介企業

㈱高島屋／㈱そごう・西武／㈱東武宇都宮百貨店

㈱フレスタ／㈱カスミ／㈱ナガヤ

㈱京都銀行／㈱千葉銀行／㈱横浜銀行

㈱ニチレイフーズ／井村屋グループ㈱／不二製油㈱

㈱東芝／パナソニック㈱／富士通㈱

リコーＩＴソリューションズ㈱／東京海上日動システムズ㈱／
ＴＩＳ㈱

H
業種別「見える化ツール」のご利用は…

http://www.positiveaction.jp/mieruka_g/
又は

http://www.mhlw.go.jp/topics/koyoukintou/2012/03/13-01.html）
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具体的取組の実施

実際に取り組んでみましょう！
ステップ

３

具体的取組の成果の点検と見直し

取り組んだ成果をチェックしましょう！
ステップ

４

☆経営トップによるポジティブ・アクション宣言ができるコーナーです。８ページも参照ください。

取組の成果の点検と見直しをしましょう。

実施した取組を検証するには、おすすめツール１や２で、自社分析を再度行ってみましょう！
おすすめツールその１　女性の活躍推進状況診断　⇒http://www.positiveaction.jp/check/
おすすめツールその２　「見える化」支援ツール　⇒http://www.positiveaction.jp/mieruka/

また、取り組んだ結果を、ぜひおすすめツール３に掲載してください！！（９～10ページ参照）
おすすめツールその３　ポジティブ・アクション応援サイト⇒http://www.positiveaction.jp/pa/index.php

おすすめツールその４

女性の活躍推進宣言コーナー⇒http://www.positiveaction.jp/declaration/

その他、参考になる情報は？

企業の両立支援策・一般事業主行動計画（11ページ参照）等の検索や自社の取組を掲

載することができます。

また、一般事業主行動計画の公表の場としてもご利用いただけます。

両立支援のひろば　
http://www.ryouritsushien.jp

第１段階（４ページ参照）の取組にはこのサイトも！

2013年１月、両立支援のひろばのコンテンツがリニューアルされました！

①両立診断から一般事業主行
動計画が簡単に作成できる
ようになりました。

②仕事と家庭の両立支援に取
り組む企業の事例集を掲載
しました。

③お役立ち情報Ｑ＆Ａ集がさ
らに充実しました。

事業主の方々へのお役立ち情報　こんなときは？
【よくある質問】Ｑ　「くるみん（次世代認定マーク）を取得する場合

Ｑ　女性従業員に赤ちゃんができた（妊娠した）場合
Ｑ　従業員が育児のための短時間勤務制度の利用を希望する場合　など
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ポジティブ・アクション宣言をしてみませんか？

「何か少しでもやってみよう」その気持ちが大切です！

入力画面はこちらから
→　http://www.positiveaction.jp/declaration/ →　>宣言する ボタンをクリック！

こんなページを作成できます！

女性の

宣 言
コーナー

輝く女性が、企業を輝かせる。
宣言します！女性の活躍推進。

■女性の活躍を推進するため、人事部門等の中に専門部署や担当者を設けて対応すること
■全国の工業系大学・高等学校に向け、女性の積極的採用方針を広報すること
■女性社員も利用しやすい社員寮を整備すること

■梅林電機製造株式会社

代表 代表取締役社長　労働　太郎
創立 平成１３年１月６日
資本金 ５０００万円
本社所在地 大津市御幸町６－６
事業所数 １２ヶ所（本社工場及び研究所の他１０営業所）
事業内容 家電機器部品製造
従業員数 ２５０人

その実現のため具体的に

企業データ

に取り組みます！

宣言します！
●女性の採用拡大　●女性が働きやすい環境づくり

弊社製品のエンドユーザーの大半は女性であるにもかかわらず、弊社では現在、
社員の８割を男性が占めています。顧客のニーズにより高いレベルで応えてゆく
ためには、女性の力が不可欠であることを認識し、社風の改革に取り組みます。

梅林電機製造株式会社　代表取締役社長　労働　太郎

【Ⅰ宣言タイトル】
☆どのような取組をするか入力ください。
☆入力画面の選択肢（ポジ取組の５分野）
より１～５つ選択又は自由記載

【Ⅲメッセージ】
☆経営トップ（会社）からのメッセージを入力ください。
☆写真や企業のロゴマークを入れることもできます。

【Ⅳ企業データ】
☆入力ボックスに沿って入力ください。
☆企業写真などを入れることもできます。

【Ⅱ宣言具体策】
☆「その実現のため具体的に○○○に取り組みます！」の「○○○」を入力ください。
☆選択肢と自由記載の併用が可能です。
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ただ取り組んだだけではもったいない！

取り組んだ内容を社外にアピール！

入力画面はこちらから
→　http://www.positiveaction.jp/pa/index.php →　＞ 掲載 ボタンをクリック！

こんなページを作成できます！

企業概要
梅林電機製造株式会社
■所在地　　　〒520-□□△△　滋賀県大津市御幸町6-6
■産業分類　　製造業
■事業内容　　家電機器部品製造
■創業年　　　平成１３年
■ホームページアドレス　　http://www.umebayashi-○○○.co.jp/
■従業員数（平成25年4月1日） （単位：人）

■正社員に占める女性の割合（正社員について） 25.0%
■平均勤続年数男女差（正社員について） 6年（男性14年3ケ月、女性8年３ケ月）
■課長相当職に占める女性の割合（正社員について） 5.6%
■女性のトップの役職（正社員について） 課長

取組状況
■取組むきっかけ

弊社製品のエンドユーザーの大半は女性であるにもかかわらず、社員の大半を男性が占めており、商品開発力を強化
し顧客のニーズにより高いレベルで応えるためには、女性の力が必要であると感じたこと。
■取組体制
これまで総務部内課であった人事課を、社長直轄部署として人事部に格上げ。人事部を中心に取り組みを実施。

■取組目標
５年間で、特に開発部門、営業部門に女性を採用・配置し、正社員の女性割合を3割にする。現在5カ年計画の2年目。

■取組内容とその結果
１．女性の活躍推進のための体制整備

組織改編により、総務部内課の人事課を社長直轄の人事部とした。人員を補強し、特に「採用」「能力開発」「社内
制度」の3つに重点を置き、部内体制を整備。
２．募集・採用の取組

会社案内やＨＰの採用ページを大幅リニューアル。県内及び近隣県の大学・高校の就職担当者を訪ね、開発部門・
営業部門への女性の応募を働きかけた。営業部門への女子学生からの問い合わせが増加。応募者も、前年度の１名か
ら５名となり、3名の採用に至った。
３．職域拡大の取組
パートを含め全ての女性社員に対し、他の職種に就いてみることに対する意識をヒアリング。実施してみたところ、
約1割が他の職種にも興味を持っていることがわかった。翌年の定期異動で、うち２名を営業部門に配置。異動に当
たっては、準備期間を設けて研修を実施。

■取組の効果
営業部門に大幅に女性が増加したことで、社内の雰囲気が大きく変わった。
営業と開発部門の意見交換が増えたため、これまで開発部門のみで行っていた企画会議に、営業社員も参加すること

になった。
■今後の課題
応募を工学系学部に限定しているため、開発部門への女性の採用が課題。全国からのインターンシップ受け入れなど、
応募に繋がる取り組みを進めていく予定。

男　性

女　性

正社員

９０

３０

正社員以外

３０

１００

女性社員 
25％ 

男性社員 
75％ 
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貴社の状況を確認してみましょう！

■取組むきっかけ

■取組体制

■取組目標

■取組の効果

■今後の課題

■取組内容とその結果

１．女性の活躍推進のための体制整備
【取組内容】

【その結果】

２．募集・採用の取組
【取組内容】

【その結果】

３．職域拡大の取組
【取組内容】

【その結果】

４．登用の取組
【取組内容】

【その結果】

５．継続就業の取組
【取組内容】

【その結果】

６．環境整備・風土改善の取組
【取組内容】

【その結果】
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育児へのサポートもポジティブ・アクションのひとつです！

第１段階の取組に当たっては、次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく一般

事業主行動計画を策定し、それに取り組むという方法もあります。

101人以上規模の企業には既に義務づけられていますので、行動計画に取り組む際、ポ

ジティブ・アクションのおすすめツールも活用いただき、自社分析・アピールにお役立

てください。

■次世代育成支援対策推進法とは

次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境整備を進めるため、平成17

年４月に「次世代育成支援対策推進法」が全面施行されました（その後、平成21年４月よ

り一部改正）。

この法律に基づき、事業主は、労働者が仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境

の整備等を進めるための一般事業主行動計画を策定・実施することが義務づけられています

（労働者101人以上の企業は義務、100人以下の企業は努力義務）。

行動計画を策定・実施し、認定基準を満たした場合には、申請を行うことにより、労働局

長の認定を受けることができます。

次世代法の認定を受けた事業主は、右の認定マーク

（愛称：くるみん）を利用することができます。この

マークを求人広告、自社の商品や広告、企業の封筒や

名刺、企業のホームページなどにつけて、子育てサポ

ート企業であることを社外にアピールすることができ

ます。その結果、企業イメージの向上、従業員のモラ

ールアップや、それに伴う生産性の向上、優秀な従業

員の採用・定着などが期待できます。

さらに、平成23年度からは、雇用促進税制の一環として、「くるみん」を取得した企業は、

認定を受ける対象となった一般事業主行動計画の計画期間開始の日から認定を受けた日を含

む事業年度終了の日までの期間内に取得・新築・増改築をした建物等について、認定を受け

た日を含む事業年度において、普通償却限度額の32％の割増償却ができるとする税制優遇

制度が設けられました。

「くるみんマーク」は仕事と育児の両立支援のバロメーター

「くるみん」マーク

◆参考【次世代育成支援対策推進法について】
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/index.html 



12

滋賀県内におけるこれまでの認定企業（年別・50音順・人数は認定時） H25.７現在

平成１９年　　株式会社　平和堂（彦根市・小売業・１２，９８５人） １社認定

平成２０年　　株式会社　滋賀銀行（大津市・金融業・３，３３９人）
日本電気硝子株式会社（大津市・製造業・２，７９１人） ２社認定

平成２１年　　菱琵テクノ株式会社（長浜市・製造業・１６３人） １社認定

平成２２年　　株式会社　奥田工務店（蒲生郡日野町・建設業・９６人）
株式会社ティーディー・ドライブ（守山市・製造業・６１人）
日本電気硝子株式会社（大津市・製造業・２，５３５人）※２回目 ３社認定

平成２３年　　財団法人　近畿健康管理センター（大津市・医療業・５９６人）
株式会社　滋賀銀行（大津市・金融業・３，３４２人）※２回目
株式会社昭建（大津市・建設業・１４６人）
住友電工ウインテック株式会社（甲賀市・製造業・３５１人）
大栄土木株式会社（近江八幡市・建設業・１０人）
古河ＡＳ株式会社（犬上郡甲良町・製造業・１，４８１人）
豊栄建設株式会社（長浜市・建設業・１５人） ７社認定

平成２４年　　株式会社アイテス（野洲市・製造業・１３１人）
奥儀建設株式会社（東近江市・建設業・３０人）
株式会社　金田工業（甲賀市・建設業・１１人）
医療法人敬愛会（東近江市・医療業・２１５人）
株式会社　沢井建設（蒲生郡竜王町・建設業・１０人）
新江州株式会社（長浜市・製造業・１４８人）
日本電気硝子株式会社（大津市・製造業・１４，６８８人）※３回目
株式会社　平和堂（彦根市・小売業・１４，６８８人）※２回目
菱琵テクノ株式会社（長浜市・製造業・１７９人）※２回目 ９社認定

平成２５年　　石部運輸倉庫株式会社（湖南市・運輸倉庫業・１４８人）
株式会社　内田組（大津市・建設業・５３人）
島津メクテム株式会社（大津市・製造業・１４３人）
スターライト工業株式会社（栗東市・製造業・５４５人）
ダイキンレクザムエレクトロニクス株式会社（草津市・製造業・１６１人）

５社認定

●このパンフレットについてのお問合せは…

滋賀労働局雇用均等室
〒520-0051 大津市梅林1丁目3-10 滋賀ビル5階

ＴＥＬ：077-523-1190 ＦＡＸ：077-527-3277

23社（うち１社は３回目、３社は２回目）


