
見える化
支援ツール

各社のポジティブ・アクション推進に向けた取組を
促進することを目的としたツールです。活躍（女性の管理職比率）と
定着（平均勤続年数の男女差等）などの観点から、業界での状況やどの段階で
差が生じているのか、拡大しているのかを把握することができます。
職場における男女労働者間の職域、役職などの格差の把握・気づきを得ることを
目的とし、業種ごとに作成しています。

企業における女性の活躍推進の取組「ポジティブ・アクション」に関する
各種情報を提供するポータルサイトです。

URL http://www.positiveaction.jp Click

厚生労働省
委託事業

業種別「見える化」支援ツールの構成 業種別「見える化」支援ツールの取組手順

業種別「見える化」支援ツール活用の
メリット
ツール活用のメリットとして次の4点が
あげられます。

自社における課題を多角的な要素で
分析できます。

WＥＢマガジン“ EVOLUTION”は、ポジティブ・アクションの取組が
進んでいる企業の内容や活躍している女性の声、
特集記事などを紹介しています。
メールマガジン“きらら通信”は、ポジティブ･アクションに関する
最新・有益な情報を掲載したメールマガジンです。

WEBマガジン

EVOLUTION
メールマガジン

きらら通信
 &

https://www.positiveaction.jp/form/form.php
ポジティブ・アクション情報ポータルサイトに関するお問い合わせは

“きらら通信”登録ご希望の方は
以下よりお手続き下さい。
http://www.positiveaction.jp/mailmag/ 

所　管：厚生労働省 雇用均等・児童家庭局 雇用均等政策課 TEL：03-5253-1111（内線：7842）

メリット1

業種の特徴をふまえた自社の状況を
把握することができます。

メリット2

従業員の理解や職場での浸透度を
把握できます。

メリット3

自社の取組成果を経年的に分析できます。メリット4

平成26年5月

「見える化」
支援ツール

業種別実態調査票
ポジティブ・アクションやワーク・ライフ・バランスに関
わる11の分野について、制度ではなく実践面に焦点を
あてて、様々な指標を総合的に整理したツールです。

社員意識調査アンケート
企業で働く人々を対象として、雇用管理制度に対する
社員の意識を調査・分析、制度の問題点の「気付き」を
得るためのツールです。

既存の人事データなどを
利用して作成します。

業界平均値との比較や、男女・年齢・部署別での比較分
析などにより、男女を問わず社員の活躍を促進するた
めの、自社の雇用管理における課題を明確にします。

男女間格差の解消に向けて、
数値や取組の目標を設定し、具体的な施策を
立案します。

施策を実施した後、定期的に『業種別「見える化」支援
ツール』を活用することで、経年での効果を測定するこ
とができます。

実施目的や実施要領を記
入したうえで実施します。

業種別実態調査票

現状分析

課題抽出

目標設定!
施策立案

施策実施

現状分析

女性の活躍推進！

社員意識調査アンケート

課題抽出

目標設定!
施策立案

施策実施
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このサイトは、厚生労働省のポジティブ・アクション普及促進に
賛同する企業として、経営トップに自社の女性活躍推進について
宣言していただくコーナーです。
女性が能力を十分に発揮して活躍する、魅力ある企業として、
あなたの会社を広くアピールしてみませんか？

応援サイト登録企業　募集中！ 宣言企業　募集中！

ポジティブ・
アクション
応援サイト

女性の
活躍推進
宣言コーナー

ポジティブ・
アクション
応援サイト

女性の
活躍推進
宣言コーナー

女性の
活躍推進状況
診断

企業のポジティブ・アクションの取組を応援するため、全国の様々な
企業が実際に取り組んでいる事例を業種や規模別に実名で紹介しています。
取組内容や業種、所在地域別のクロス検索、企業名での検索が可能です。

厚生労働省のポジティブ・アクション普及促進に賛同する企業として、
経営トップに自社の女性活躍推進について宣言していただくコーナーです。
業種、所在地別、企業名などでの検索が可能です。
女性が能力を十分に発揮し、活躍する、魅力ある企業として、
あなたの会社を広くアピールしてみませんか?

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ご提供します。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。

就職情報に！ 会社のアピールに！就職情報に！ 会社のアピールに！

写真も2枚
掲載できます。

ポジティブ・アクションに取り組みたい、
さらに推進したいとお考えの…

事業主、人事労務担当者の方へ
他社の取組の具体的事例を参考にしていただけます。

必見！女子学生の方へ
女性の活躍推進に取り組んでいる企業各社の具体的
な情報がわかります。

診断結果サンプル
当サイトの診断を終えると、診断結果画面が見られます。
診断結果を活用することで、自社のポジティブ・アクションに関する
取組を客観的に評価することができます。

｢会社をアピールする良い機会と
なり、優秀な人材を確保するのに
役立ちます。」

掲載企業からのコメント掲載企業からのコメント

企業名かつ、企業規模、業種、
所在地別で検索できます

▶企業別・取組項目別、取組の効果や、
今後の課題などを表示。

▶女性が活躍する職場風景や研修場面
などの写真を掲載（希望企業のみ）。

画面入力により、貴社のポジティブ・
アクション取組内容が本サイトに掲載
されます。
（登録無料） 企業のご担当者が登録フォームに

必要事項を入力し、サイト管理者に
送信するだけで簡単に掲載できます。
（※事前に内容の確認をさせていただきます。）

女性の活躍推進のための具体的施策を
アピールできます。

企業データ
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