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はじめに  

2015 年 6 月 4 日、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案（以下、「女性

活躍推進法案」あるいは「法案」という）が、第 189 回国会の衆議院本会議で、全会

一致で可決成立しました。衆議院では、自民、公明、民社の３党による修正が加えら

れ、14 項目の附帯決議がなされました。現在、参議院での審議が行われていることか

ら、私たち「真のポジティブアクション法の実現を目指すネットワーク」は、同法案

についての意見をとりまとめ、ここに公表いたします。  

なお、本法案については省令や指針の内容も大変重要であることから、法案成立後

の審議会の議論の参考となるよう、省令や指針に盛り込むべき事項についても、参議

院でしっかり確認しておくことが肝要だと考えます。  

 

１	 女性活躍推進法案の概要  

（１）	 目的と基本原則  

同法案は、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性活躍推進の基本原

則を定め、「男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多

様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現する」とい

う目的を定めています（1 条）。衆議院における修正の結果、「男女の人権が尊重され」

という文言が挿入されました。社会経済情勢の変化への対応という部分は、当初、目

的規定の冒頭にあり、まるで 重要課題であるかのように位置づけであったところ、

修正によって、「豊かで活力ある社会」の修飾語にすぎなくなりました。  

女性活躍の推進に関する基本原則は、以下の三点です。第一に、男女間の格差の実

情をふまえて、女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種や雇用形態の変更その他の

機会の積極的な提供・活用を通じて、また、性別役割分業の職場慣行が及ぼす影響に

配慮して、個性と能力が十分に発揮できるようにすること（2 条 1 項）、第二に、男女

が、相互の協力と社会支援の下、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可

能になるようにすること（同条 2 項）、第三に、女性の職業生活と家庭生活の両立に関

し、本人の意思が尊重されるべきこと（同条 3 項）です。上記の下線部分は衆議院に

おける修正で挿入されました。  

（２）「女性の職業生活における活躍」の取組み  
法案は、国、地方公共団体、事業主が、これら基本原則に従って必要な施策や取組

みを実施する責務を負うと定めています（3 条、4 条）。  
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◆一般事業主の義務  
具体的には、行政府が定める「事業主行動計画策定指針」（7 条）に即して、民間企

業である「一般事業主」は、厚生労働省令の定めにより、女性活躍状況等（①女性採

用比率、②勤続年数の男女差、③労働時間の状況、④管理職の女性比率その他の状況

（8 条 3 項））を把握し、それをふまえて「一般事業主行動計画」を策定し、届け出な
ければなりません（8 条 1 項）。301 人以上の企業は、計画の策定・届出「義務」を負
いますが（8 条 1 項）、それ以下の企業は「努力義務」です（8 条 7 項）。女性活躍状
況等の「③労働時間の状況」は、衆議院の修正案で付加されました。  
一般事業主行動計画では、①計画期間、②達成しようとする目標、③取組の内容と

実施時期を定めます（8 条 2 項）。「目標」は「定量的」に定められ（同条 3 項）、労働
者に周知され、公表されなければなりません（同条 4 項、5 項）。  
また、301 人以上の一般事業主は、女性の職業選択に資するように、定期的に、当

該企業の女性の活躍情報を公表する義務を負います（16 条 1 項）。300 人以下の一般
事業主については、これは努力義務です（同条 2 項）。  
さらに、一般事業主が行動計画に基づく取組みを実施し、定められた目標を達成す

る努力義務が（8 条 6 項）、衆議院の修正案で付加されました。  
◆特定事業主の義務  
他方、国・地方公共団体（特定事業主）は、301 人以上の一般事業主とほとんど同

じ内容の義務を負います。すなわち、女性活躍状況等を把握し（15 条 3 項）、「特定事
業主行動計画」を策定し（同条 1 項・2 項）、職員へ周知し（同条 4 項）、公表し（同
条 5 項）、さらに、取組み実施状況を定期的に公表し（同条 6 項）、取組実施と目標達
成の努力義務を負います（同条 7 項）。  
なお、女性の職業選択に資するための定期的な情報公開は、一般事業主と同様に、

特定事業主にも課せられます（17 条）。  
本法が本国会で通過し、2016 年４月 1 日に施行されるとすれば、国と各地方公共団

体は、残りわずかな日程の間に、特定事業主行動計画を策定し、公表し、実施しなけ

ればなりません。  
◆認定制度と受注機会の拡大措置  
厚生労働大臣は、一般事業主の取組み実施状況が優良なものであること、省令の定

める基準に適合していること等の認定を行い（9 条）、認定を受けた事業主（認定一般
事業主）は、表示（認定マーク）を、商品や広告に使用することができるとされてい

ます（10 条 1 項）。この認定は、基準に適合しなくなったとき、法に基づく命令に違
反したとき、不正手段によって認定を受けたときには、取り消されることになります

（11 条）。  
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加えて、国は、認定一般事業主等（認定事業主および取組の実施状況が優良な一般

事業主）に対して、役務や物件調達の受注機会を増大する施策を実施します（20 条 1
項）。地方公共団体も同様の努力義務を負います（同条 2 項）。  
◆履行確保措置  
厚生労働大臣は、法の施行に関して必要がある場合には、一般事業主に対して、報

告を徴収し、助言・指導を行い、または勧告をすることができます（26 条）。報告を
しない、または虚偽の報告をした者は、20 万円以下の過料に処せられます（34 条）。  
◆本法の事業主行動計画策定部分は 2015 年 4 月 1 日から施行されます（附則 1 条）。
またこの法は 10 年間の時限立法です（附則 2 条）。  
（３）衆議院における附帯決議  
衆議院では、本法の施行に関して政府と地方公共団体が講ずべき措置についての附

帯決議が、14 項目にわたって採択されました。とくに以下の点は注目すべきです。  
・公労使によって「男女の賃金格差」の是正に向けた検討を行うこと（第２項目）。  
・非正規労働者の待遇改善のため、パート労働法 9 条のガイドラインの策定を検討す
ること（第 3 項目）。  

・一般事業主行動計画と特定事業主行動計画の策定にあたって、男女の育児休業取得

割合、男女間の賃金格差、正規労働者の男女割合について、状況把握の任意項目に

加えること（第 5 項目、第 8 項目）。  
・公務員の臨時・非常勤職員について、制度の趣旨、勤務の内容に応じた任用・勤務

条件が確保できるよう配慮すること（第 9 項目）。  
・施行後 3 年の見直しにあわせて、均等法改正を検討すること（第 12 項目）  
 
２	 労働基準法改正法案、労働者派遣法改正法案、国家戦略特区改正法案は女

性活躍に逆行する  
（１）今国会提出の労働基準法改正法案等について  

女性活躍推進法案は、国、地方公共団体、一定の規模以上の事業主（301 人以上）
に対して、行動計画の策定と届出を義務づけ、そこに書き込まれた数値目標の実施に

ついて努力させることにより、女性活躍推進という法目的を達成しようという法案で

す。行動計画の策定・届出・履行を通じて法目的を達成する手法は、次世代法（「次世

代育成支援対策推進法」）にもみられますが、これらの法では、人権保障の観点よりも、

国の経済・労働政策的観点が前面に出されているため、本法案をめぐり留意すべきこ

とを、まず指摘しておきます。  
それは、女性活躍推進にとっての、真のそして 大の障害は、日本の企業文化を根

強く支配している性差別的慣行であり、同時に、それらを是正させる差別禁止法制が

脆弱であり未整備だ、という事実です。この障害の克服を看過したまま、いくら女性
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活躍を声高に叫んでも、法の目的は実際に達成されることはないでしょう。しかも、

大きな問題は、もっとも力点をおくべきジェンダー平等政策に反するような立法が、

本法案と同時に国会に提出されていることです。  
具体的には、時間規制の撤廃・緩和をねらう労働時間に関する労基法改正法案、常

用代替を促進して雇用の安定を脅かそうとする労働者派遣見直し法案、加えて、国家

戦略特区改正法案です。これらは、どう考えても、女性の活躍推進には逆行する制度

改正をねらうものだといわねばなりません。  

女性活躍にとっての障害の一つは、家事育児労働が女性に偏って過重負担をもたら

していることであり、その偏りの 大の原因は、男性パートナーの家事育児参加を阻

害する日本の長時間労働実態です。労基法改正は、長時間労働の実態を改善するどこ

ろか、裁量労働制を拡大し、「高度プロフェッショナル労働者」を時間規制の適用除外

とするものであり、働く女性のパートナーからますます生活時間を奪う法案です。完

全に女性活躍推進に逆行します。  

労働者派遣見直し法案は、「人を変えれば」永続的に派遣先が業務を派遣に委ねるこ

とができるようにすることで、派遣労働者による常用代替を進め、また、専門職派遣

として長く働いてきた、女性も含む多くの派遣労働者の契約打ち切りを許すもので、

明らかにこれも女性活躍とは矛盾します。  

さらに、女性の活躍のためという名目で、家事・育児支援の基盤として、安上がり

な外国人家事労働者を利用できるようにするという人権侵害的政策が、新たに進めら

れようとしています。外国人家事支援人材の導入に向けた国家戦略特区改正法案は、

間違えば人身売買の温床を生むことにもなりかねない危うさをはらみます。私たちは、

到底、これらの法案に賛成することはできません。  

私たちは、女性活躍推進法案の目的と基本理念に反する立法政策として、労働基準

法改正法案、労働者派遣法改正法案、国家戦略特区改正法案の見直しと撤廃を、強く

希望します。  

（２）「女性活躍加速のための重点方針 2015」の女性管理職の中途採用について  

	 6 月 25 日付けで、「すべての女性が輝く社会づくり本部」から「女性活躍加速のた

めの重点方針 2015」が公表されましたが、その中に、「女性管理職の中途採用を促進す

るための労働法令の解釈・運用の見直し」という項目があり、これについて、「民間企

業の管理職の女性限定募集・採用が可能となるような労働法制の見直し」と報じてい

るマスメディアがあります（2015 年 6 月 26 日付け毎日新聞夕刊記事）。現在の女性管

理職は、労政審議会雇用均等分科会で厚生労働省から提出された資料で示されている

ように、家族形成（婚姻）をしておらず、またそうであっても子どもがいない人が多

数であり、男性と際立った対称をなしています。そして、こうした点について、厚生

労働省も、「現在、管理職層へ到達している世代は、仕事と家庭をめぐる厳しい環境の
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中、結婚・出産と仕事との「二者択一」を迫られてきたケースが多いことがうかがわ

れる」とまで書いています。  

	 この法案は、女性登用を阻んでいる条件を事業主自身に分析させ、その分析に基づ

いて登用計画を策定させ、実施させることで女性管理職を増やしていこうとするもの

ですが、しかし、（１）で述べたような、裁量労働制の拡大や、高度プロフェッショナ

ル制度のようなかたちで労働時間規制の適用除外を制度化するような法案が提出され、

また、長時間労働抑制の有力な施策が盛り込まれていない現状において、「管理職の女

性限定募集・採用」が進められた場合、結果的に、現在の男性並みに長時間働く女性

の管理職登用にしかつながらず、この法律の趣旨が大きく毀損されるのではないかと

懸念されます。したがって、このような意図せざる結果を招かないよう、「重点方針 2015」

に言われる「女性管理職の中途採用を促進するための労働法令の解釈・運用の見直し」

は、長時間労働の抑制に留意しつつ、慎重に行うことの確認が必要です（また、毎日

新聞記事のいう「労働法制の見直し」が、法や指針の改正を意味するのであれば、さ

らに慎重に行われるべきですので、その確認が必要です）。  

 

３	 参議院における論議に期待すること  
女性活躍推進に向けた取組を、国、地方公共団体、企業等により効果的に履行させ

るためには、さらに改正が求められる点が、この法案にはいくつか存在します。私た

ちは、法案をよりよいものにするために、以下の諸点について、参議院でさらなる修

正が加えられるように期待します。  
第一に、行動計画策定にあたり状況把握を求める項目について、法案では４つの項

目が例示的に規定されています。衆議院の修正で「労働時間の状況」が付加されたこ

とは評価すべきですが、さらに、男女の賃金格差、労働者の中における非正規労働者

の男女比率、男女の昇進・昇格格差、男女の育児休業取得格差、雇用管理区分ごとの

男女の採用実績や配置実績など、状況把握においては欠かせない項目があります。8
条 3 項は、「その他の････状況を把握し、･･･その結果を勘案して」行動計画を定める
としていることから、省令ではより多くの事項について記載されることを期待します。

冒頭でも述べましたが、法案成立後の審議会の議論の参考となるよう、省令や指針に

盛り込むべき事項についても、参議院でしっかり確認していただくことが重要だと考

えます。しかしながら、条文に記載されていない項目についての状況把握がもし企業

の任意に委ねられてしまうとすれば、行動計画は肝心な男女格差について記載のない

骨抜きのものになりかねません。その点からすれば、法案に記載されている項目はあ

まりにも狭すぎます。参議院では、上記に指摘した項目を可能なかぎり条文に盛りこ

むように、法案の修正を要請します。  
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第二に、法案は、行動計画策定・運用があくまで事業主の専権事項であるかのよう

な規定となっており、職場における労働者の関与に関する規定がありません。実際に

は、当該職場における状況把握にしても、行動計画の策定・履行にしても、実際に働

いている労働者の意見や関与なくして正しい情報は得られず、効果的な取組も行われ

ないでしょう。したがって、計画策定・履行に関しては、労使により構成される組織

をおき、そこが責任をもってモニタリングも行う、という規定をおくことが望ましい

と考えます。  
第三に、行動計画の内容や実施状況については、行政による監視・指導体制がきわ

めて重要な役割を果たします。行動計画の策定、周知、公表を事業主に義務づけるだ

けではなく、実際にその内容がどこまで実現されているのか、行政は定期的にチェッ

クし、改善がみられない企業については勧告を行うなどの対応が不可欠です。優良企

業の認定業務は行政が実施するという規定になっているものの、それは申請のある一

部の企業のみであり、またその場合でも、実施報告の文面のみで認定を行うのでは、

真の女性活躍推進にはなりません。行政が行動計画の実施・履行を可能なかぎり効果

的にモニタリングすること、そのための十分な仕組みづくりが求められます1。  
 

                                                        
1	 次世代法においては 101 人以上の企業の 96％は行動計画を策定しているといわれてい

ます。しかし、計画策定時の労働者側ニーズを把握している企業は 24％しかありません。

行動計画の策定も実行も事業主に委ねられているため、企業内におけるモニタリングはま

ったく不十分です。その結果、ときには次世代法にもとづく優良認定を受けた企業でマタ

ニティハラスメント事件が生じたりもしているのです。  
 


