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21世紀の女性と仕事

<2000 〜 2012>

21 世紀の
女性と仕事
〈 2 0 0 0年～ 2 0 1 7年 〉

男女雇用機会均等法や、
育児・介護休業法の改正等により
女性を取り巻く労働環境の整備はすすんできましたが
職場での女性の活躍の状況や仕事と生活の両立のあり方は
どのように変わってきたのでしょうか
２０００年以降の働く女性をめぐるできごとを振り返り
これからの私たちの生き方・働き方について
考えてみましょう
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第１部 Ｂ．十年のできごと 2000年

2000年（平成12年）

女性政策の大きな転換年

前年の1999年に、改正男女雇用機会均等法、改正育児・介護休業法
男女共同参画基本法が揃って施行された。これらの法律に基づいて、
「男女雇用機会均等基本方針」や「男女共同参画基本方針」が策定され、具体
的な施策がスタートした。女性政策の大きな転換の年と言えよう。

第５２回女性週間をもって、
５２年間の婦人（女性）週間に幕・
・
・
日本の女性が初の選挙権を行使した
1946年4月10日を記念し、1949年から婦
人週間が設けられ、以来女性の地位向上
をめざす様々な啓発活動が全国的に展開
されてきた。
この婦人（女性）週間が2000年をもっ
て幕を閉じ、
その後、
その趣旨は男女雇用
機会均等法や男女共同参画社会基本法
に受け継がれている。

第1回ポスター

第52回ポスター

2000年（平成12年）のできごと
女性をめぐる法律・制度

政治・経済・法律

・女性と仕事の未来館開館
・都道府県労働局の発足に伴い、女性少年室は
「都道府県労働局雇用均等室」
に改組
・児童手当法改正
（義務教育就学前まで延長）
・国連特別総会「女性2000年会議」(ニューヨーク)
・
「男女雇用機会均等対策基本方針」策定
・
「男女共同参画基本計画」策定

・沖縄サミット
・介護保険法施行、介護保険制度スタート
・ストーカー規制法公布
・改正少年法公布、厳罰化
・派遣労働者100万人を超える

社会・事件

女性の活躍

・企業不祥事の続発と経済低迷
・凶悪な少年犯罪相次ぐ

・シドニーオリンピック、
日本女性選手大活躍
（女子マラソン高橋尚子、柔道田村亮子など）
・女性初の都道府県知事
（太田房江大阪府知事）
・新幹線で初の女性運転手
（ＪＲ東海）

ワード
ｉモード、おっはー、Ｉ
Ｔ革命、
パラサイトシングル、ユニクロ、ひきこもり

第１部 Ｂ．十年のできごと 2000年
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第１部 Ｂ．十年のできごと 2001年

2001年（平成13年）

超少子高齢の世紀の幕開け

国内では、不況の深刻化に伴うリストラや雇用削減により雇用情勢は
深刻さを増し、またアメリカで同時多発テロがおきるなど、国内外で激動
の1年となった。一方、待機児童ゼロ作戦をはじめとする仕事と子育ての
両立支援策の推進がはかられたが、少子化はますます加速化し、超少子高齢
の世紀の幕開けでもあった。

厚生労働省、職場におけるセクシャルハラスメント防止対策の徹底を促す
都道府県労働局雇用均等室におけるセクハラ関係の相談・指導状況
相談件数

（相談総数に占める割合）

平成11年度
（1999年）9,451件（25.3%）
平成20年度
（2008年）8,140件（63.7％）

制度是正指導件数

（相談総数に占める割合）

平成11年度
（1999年）5,626件（78.4%）
平成20年度
（2008年）9,238件（68.0％）

2001年（平成13年）のできごと
女性をめぐる法律・制度

女性の活躍

・厚生労働省「職場におけるセクシュアルハラス
メントの実効ある防止対策の徹底について」
発表及び「適切な対処」
にむけての
厚生労働大臣指針の告示
・省庁再編により、労働省は厚生労働省に、
女性局は雇用均等・児童家庭局に統合
・内閣府に男女共同参画推進本部及び
男女共同参画局設置
・配偶者暴力防止法
（ＤＶ法）
成立、施行
・改正保健婦助産婦看護婦法成立
（資格名称を保健師・助産師・看護師に統一）
・厚生労働省「女性の活躍推進協議会」設置
・
「仕事と子育ての両立支援策の方針について」
閣議決定
・
「選択制夫婦別姓制度」の法制化にむけての
動きが盛んになるも、結局国会提出ならず

・旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷、
日本人初の
国際裁判官選出
（多谷千香子）
・ベルリンマラソンで高橋尚子が女性で初の
２時間２０分の壁を破る世界記録
（2時間19分46秒）

政治・経済・法律
・個別労働紛争解決制度開始
・第７次職業能力開発基本計画
（2001〜2005年度）

社会・事件
・アメリカで同時多発テロ
・ＢＳＥ
（狂牛病）
感染牛、国内初発見
・イチロー、大リーグマリナーズ入団、
ＭＶＰ・首位打者・盗塁王・新人王に

ワード
米百俵、聖域なき改革、骨太の方針、
感動した！、ドメスティック・バイオレンス
（DV）
第１部 Ｂ．十年のできごと 2001年
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第１部 Ｂ．十年のできごと 2002年

2002年（平成14年）

厳しい雇用情勢下での子育て支援策の推進
2001年に成立した改正育児・介護休業法が全面施行され、子育てと仕事
の両立支援をより一層推進するための目標値の設定を内容とした
「少子化
対策プラスワン」もとりまとめられ、男性を含めた働き方の見直しや男女の
育児休業取得拡大に本格的に取り組む方針が示された。

改正育児・介護休業法全面施行
主な改正点
育児休業や介護休業の申出や取得を理由とする
不利益取扱いの禁止
育児又は家族介護を行う労働者の時間外労働の制限
勤務時間の短縮等の措置義務の対象となる子の
年齢の引き上げ
（１歳未満から３歳未満へ）
子の看護のための休暇の措置についての努力義務

2002年（平成14年）のできごと
女性をめぐる法律・制度

政治・経済・労働

・改正育児・介護休業法全面施行
・母子寡婦福祉法改正
（就労支援など母子家庭の自立促進等）
・DV防止法完全施行
・母子健康手帳改訂
・女性の活躍推進協議会
「ポジティブアクションのための提言」
とりまとめ
・厚生労働省「少子化対策プラスワン」
とりまとめ
・公募による均等推進企業表彰の開始
・
「パートタイム労働研究会」報告発表

・完全失業率5.4％、過去最悪更新
・経団連と日経連が統合し、
日本経済団体連合会が発足
・学校完全週５日制「ゆとり教育」
スタート

社会・事件
・北朝鮮拉致被害者５人帰国
・ノーベル賞、初のダブル受賞
・サッカー日韓ワールドカップ開幕
・食肉偽装事件相次ぐ

女性の活躍

ワード

・営団地下鉄で、戦時以来半世紀ぶりの
女性運転士

タマちゃん、ベッカム様、
「声に出して読みたい日本語」
第１部 Ｂ．十年のできごと 2002年
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第１部 Ｂ．十年のできごと 2003年

2003年（平成15年）

ストップ・ザ・少子化！

〜少子化対策関連法次々成立〜

日本経済は回復傾向にあったものの、雇用情勢は依然厳しく、派遣労働者
やフリーターが増加し、不安定雇用者層が拡大した。一方、急速に進む少子化
に歯止めをかけるために、国と地方自治体と企業が足並みをそろえて次世代
育成支 援対策の推進に努めるよう、少子化 対策の基本 理念を定めた
「少子化社会対策基本法」及び企業等に対し行動計画の策定を求める
「次世代育成支援対策推進法」
が成立した。

少子化社会対策基本法とは・
・
・
基本理念

家庭や子育てに夢を持ち、
かつ、次代の社会を担う子どもを
安心して生み、育てることのできる環境を整備すること

①雇用環境の整備、②保育サービス等の充実
③地域社会における子育て支援体制の整備、
基本的施策
④母子保健医療体制の充実等、⑤ゆとりのある教育の推進等
⑥生活環境の整備、⑦経済的負担の軽減、⑧教育及び啓発
2003年（平成15年）のできごと
女性をめぐる法律・制度

政治・経済・労働

・
「少子化社会対策基本法」公布・施行
・
「次世代育成支援対策推進法」公布・施行
・
「両立指標に関する指針」策定
・男女共同参画推進本部
「女性のチャレンジ支援策の推進について」決定
・第29会期国連女子差別撤廃委員会、
日本の第4・5回実施状況報告を審議
・改正パートタイム労働指針適用
（パートタイム労働者と正社員との間の均衡を
考慮した処遇への考え方の追加など）

・３年連続５％台の失業率、
進む正規雇用の減少、不安定雇用の拡大
・
「若者自立・挑戦プラン」策定
・改正労働基準法案成立
（施行2004年1月）
・サラリーマンの医療負担３割に

女性の活躍
・統一地方選挙44道府県議選にて女性議員が164人
（6.2%過去最高）
・女性初の旭日大綬章受賞
（赤松良子、林寛子
（扇千景））

社会・事件
・イラク戦争勃発、
自衛隊イラク派遣
・ＳＡＲＳの流行拡大
・六本木ヒルズオープン

ワード
毒まんじゅう、なんでだろう〜、
ヨン様、マニフェスト、
「バカの壁」

第１部 Ｂ．十年のできごと 2003年

パネル通番.18
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第１部 Ｂ．十年のできごと 2004年

2004年（平成16年）

深刻化する若年者の雇用問題

1990年代半ばから2000年代半ばにかけて、就職氷河期と言われるほど
の就職難が続き、
フリーターやニートが社会問題になった。
「若年者のワンス
トップサービスセンター」や「ジョブカフェ」の設置のほか、職業訓練制度として
「日本版デュアルシステム」
が新たに導入され、若年者に対する雇用対策が
強化された。

フリーターとニートの現状
フリーター数の推移

(万人)

250

80

25〜34歳
91

99

87

11
117

29
23

0

17
34

115

102

30

95
83

72

18

19

20

57

9

9

10

10

13

10

1982 1987 1992 1997 2002 2004 2006 2008 (年)
資料出所：総務省統計局「就業構造基本調査」
「労働力調査」

＊フリーターとは、15〜34歳の男性又は未婚の女性で、
パート・アルバイトして働く者又は希望する者。
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ニート状態の若者の推移
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資料出所：総務省統計局「労働力調査」

＊ニートとは、就学も就労も職業訓練も行っていない若者。
ここでは15〜34歳の非労働力人口のうち、通学、家事を行っていない者を言う。

2004年（平成16年）のできごと
女性をめぐる法律・制度

政治・経済・労働

・次世代育成支援対策推進法に基づく
行動計画策定が義務づけ
・改正ＤＶ法公布・施行
・
「少子化社会対策大綱」閣議決定
・
「男女雇用機会均等政策研究会」報告
・
「少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体
的実施計画
（子ども・子育て応援プラン）
」策定
・ジェンダーバッシングの動きが強まる

・改正労働者派遣法施行
（派遣受入期間の延長、派遣対象業務の拡大等）
・若年雇用対策の強化
（フリーターやニート問題）
・年金未納問題
・プロ野球初のストライキ

女性の活躍
・米紙から
「注目の女性経営者」
として
日本からＢＭＷ東京社長の林文子さん選ばれる。
・アテネオリンピック、選手の女性の割合が
史上最多の４４％

社会・事件
・新潟中越地震
・鳥インフルエンザ
・韓流ブーム

ワード
チョー気持ちいい、自己責任、サプライズ、
新規参入、
「負け犬の遠吠え」、
「13歳のハローワーク」
第１部 Ｂ．十年のできごと 2004年

サイズ：A1（W594 H841）

第１部 Ｂ．十年のできごと 2005年

2005年（平成17年）

少子化止まらず！出生率過去最低

少子化傾向はその勢いが止まらず、2005年の合計特殊出生率は1.25と
過去最低記録を更新した。そのような中、次世代育成支援対策推進法が
全面施行され、301人以上の企業に義務づけられた、従業員の育児を支援
する行動計画の策定及び届出が始まり、企業による積極的な子育て支援対策
がスタートした。

「次世代認定マーク」決定！
次世代認定マーク くるみん

(万人)
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一般事業主行動計画の届出数の推移
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（認定申請は2007年度から）
「次世代認定マーク」
を使用できる。
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2005年（平成17年）のできごと
女性をめぐる法律・制度

政治・経済・労働

・国連「北京＋10」世界閣僚級会合
（ニューヨーク）
・改正育児・介護休業法施行
（育児休業期間の延長、対象労働者の拡大等）
・次世代育成支援対策推進法全面施行
・男女共同参画基本計画
（第２次）
策定
・合計特殊出生率 １．
２５、過去最低を記録
・首都圏の鉄道各社、
「女性専用車両」
を導入

・道路公団、分割民営化
・政府推奨、
クールビズ開始
・厚生労働省「フリーター20万人常用雇用化総合
プラン」
とりまとめ
・日本の人口初の自然減、死亡率が出生率を上回る

女性の活躍
・大卒女子の就職率が回復傾向
（堅調な景気回復を受け新規大卒採用が拡大）
・衆議院議員選挙、女性当選者43人
（第１回総選挙から59年ぶりの更新）
・国の審議会・委員会に占める
女性委員の割合が初の３％を超える

社会・事件
・愛知万博開催
・
ＪＲ福知山線脱線事故
・耐震強度偽装発覚

ワード
小泉劇場、想定内、小泉チルドレン、萌え〜、
もったいない、
「東京タワー」、
「生協の白石さん」
第１部 Ｂ．十年のできごと 2005年
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第１部 Ｂ．十年のできごと 2006年

2006年（平成18年）

均等法施行20年と
『格差社会』

婦人参政権行使60年、均等法施行20年にあたるこの年、男女雇用機会
均等法が改正されました。女性だけでなく男性に対する差別も禁止されること
となり、真の性差別禁止法として生まれ変わった。一方で、非正規雇用者が
増加を続ける中、それに起因するワーキング・プアなどが社会問題化し、
「格差社会」
という言葉が世論の話題となった。

均等法改正のポイント！
主な改正点
男性に対する差別も禁止
間接差別が禁止
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いも禁止
男性に対するセクシュアルハラスメントも
含めた対策が義務化

2006年（平成18年）のできごと
女性をめぐる法律・制度

政治・経済・労働

・児童手当法改正
（小学校修了前まで延長）
・
「マタニティマーク」の制定
・
「マザーズハローワーク」全国12ヶ所に開設
・
「政策・方針決定過程への女性の参画の拡大に係る
数値目標」決定
・婦人参政権行使60年、均等法施行20年
・改正男女雇用機会均等法成立
・
「男性が育児参加できるワーク・ライフ・バランス推進協議会」提言
・合計特殊出生率 １．
３２ ６年ぶりの上昇

・加熱する新卒市場
（長らく続いた就職氷河期から売り手市場へ）
・改正介護保険法施行
・新会社法施行
・職業能力開発基本計画策定
（2006〜2010年度）

女性の活躍
・日本女性Ｋ２初登頂
（小松由佳隊員）
・パート勤務から社長に就任
（ブックオフ橋本真由美社長）
・
トリノ冬季オリンピック、荒川静香が金メダル

社会・事件
・虐待死、いじめ自殺など子どもが
犠牲となるケースが多発
・偽装請負が社会問題化

ワード
イナバウワー、格差社会、ハンカチ王子、
ワーキング・プア、メタボ、
「国家の品格」
第１部 Ｂ．十年のできごと 2006年
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第１部 Ｂ．十年のできごと 2007年

2007年（平成19年）

ワーク・ライフ・バランス
〜働き方の改革元年〜

この年「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」
「仕事と生活
の調和のための行動指針」
が策定され、
これまでの女性を中心とした
「仕事
と家庭の両立」の取組みから、育児や介護にとどまらないあらゆる活動との
調和である
「ワーク・ライフ・バランス」への取組みへと深化し、働き方の改革
に向けての官民の取組みが始まった。

老若男女のワーク・ライフ・バランスの時代へ
ワーク・ライフ・バランスが実現した社会
就労による経済的自立が
可能な社会
パート労働者等の正規雇用
への移行制度
フリーターの常用雇用化
若者や母子家庭の母等経済的
自立困難者の就労支援

健康で豊かな生活のため
の時間が確保できる社会
長時間労働の抑制
年次有給休暇の取得促進
労働時間改善や業務の見直し

多様な働き方・生き方が
選択できる社会
休業制度、短時間勤務の普及
利用しやすい職場風土づくり
男性の子育て参加の促進
女性・高齢者の再就職支援
保育サービスの充実

2007年（平成19年）のできごと
女性をめぐる法律・制度
・改正国民年金法施行
（離婚時の厚生年金の分割等）
・改正男女雇用機会均等法施行
・次世代育成支援対策推進法に基づく
企業認定の開始
・放課後子どもプラン創設
・改正DV法案成立
・
「男女雇用機会均等対策基本方針」策定
・
「仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）
憲章」
「仕事と生活の調和のための行動指針」策定

女性の活躍
・上場企業の女性役員１％、初の大台
・自治体管理職女性の比率過去最高に

政治・経済・労働
・団塊の世代の大量定年退職始まる
・売り手市場が続く新卒市場、
「第二新卒」採用ブーム
・日雇い派遣やワン・コール・ワーカーの拡大
・違法派遣や偽装請負問題が発覚
・郵政分割民営化、
日本郵政発足

社会・事件
・消えた年金記録問題
・食品偽装事件相次ぐ
・赤ちゃんポスト許可
（熊本市）

ワード
どげんかせんといかん、そんなの関係ねぇ、
ネットカフェ難民、ビリーズブートキャンプ、
「女性の品格」、
「ホームレス中学生」
第１部 Ｂ．十年のできごと 2007年
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第１部 Ｂ．十年のできごと 2008年

2008年（平成20年）

非正規雇用者の増大
〜金融危機と失業〜

改正パートタイム労働法が施行され、正社員と職務・責務の同じパートタイム
労働者への均等待遇が義務づけられた。
また、
９月の「リーマン・ショック」
を契機
とした世界的金融危機が日本の経済にも影響し、雇用状況が急激に悪化した。
有期雇用者の雇い止めやいわゆる
「派遣切り」、新規学卒者の内定取り消しな
どが社会問題となった。

パートタイム労働法の改正のポイント
労働条件の文書交付等
待遇の決定についての説明義務
均衡の取れた待遇の確保の推進
通常の労働者への転換の推進
苦情処理・紛争解決の援助

2008年（平成20年）のできごと
女性をめぐる法律・制度

政治・経済・労働

・内閣府に
「仕事と生活の調和推進室」設置
・
「新待機児童ゼロ作戦」
とりまとめ
・内閣府「『仕事と生活の調和』実現度指標」公表
・改正パートタイム労働法施行
・
「短時間労働者対策基本方針」策定
・厚生労働省「仕事と生活の調和推進プロジェクト
（仕事と生活の調和推進モデル事業）」モデル企業
10社の経営トップによる
「トップ宣言」の発表
・今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会」報告
・女子差別撤廃条約実施状況第６回報告提出

・労働契約法施行
・長寿医療制度
（後期高齢者医療制度）
スタート
・非正規雇用者が過去最高に
・厚生労働省「緊急雇用対策本部」設置
・リーマン・ブラザース破綻等アメリカ金融危機により、世界的
経済不安。国内でも大量失業、派遣切り、内定取り消しなど
・日雇い派遣指針の公布
・
「緊急違法派遣一掃プラン」の実施
・名ばかり管理職問題
・東京・日比谷公園に
「年越し派遣村」

女性の活躍
・地方議員に占める女性議員の割合が初めて2割超
・関西独立リーグに、男性と一緒にプレーする日本人
初の女性プロ野球選手

社会・事件
・
「主婦の友」休刊 ・いわゆる
「メタボ健診」導入
・北京オリンピック ・小林多喜二『蟹工船』
ブームに

ワード
ぐぅ〜、アラフォー、ゲリラ豪雨、派遣切り、
「夢をかなえるゾウ」
第１部 Ｂ．十年のできごと 2008年
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第１部 Ｂ．十年のできごと 2009年

2009年（平成21年）

不況に負けない新しい働き方の時代へ
前年の経済不況が続く中、改正次世代育成支援対策推進法が施行
され、育児・介護休業法の改正案が成立するなど、少子化対策と働き方
の改革も新しい 一歩を踏み出した。

育児・介護休業法の改正のポイント
子育て中の短時間勤務制度及び
所定外労働（残業）の免除の義務化

子の看護休暇制度の拡充

小学校就学前の子１人のとき
年5日、2人以上なら年10日

（旧）短時間勤務制度、残業免除などから１つ選択して制度化
→（新）短時間勤務制度、残業免除ともに義務化

父親の育児休業の取得促進
パパ・ママ育休プラス
・父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能
期間の延長 →１歳２ヶ月まで

出産後８週間以内の父親の育児休業取得の促進
・出産後８週間以内に父親が育児休業を
取得した場合は、再度の取得が可能

介護休暇の新設

法の実効性の確保
紛争解決援助制度や調停制度の創
設企業名の公表や過料制度

要介護家族１人のとき
年５日、2人以上なら年10日

2009年（平成21年）のできごと
女性をめぐる法律・制度

政治・経済・労働

・育休切りが社会問題化

・育児・介護休業法に基づく紛争解決援助制度がスタート

・改正雇用保険法施行
・裁判員法施行、裁判員制度スタート
東京地方裁判所で初の裁判員裁判が
行われる
・衆議院選挙で民主党勝利、政権交代
・7月の完全失業率5.7%、過去最悪
・
「緊急雇用対策」決定

女性の活躍

社会・事件

ワード

・国家公務員Ⅰ種試験
女性合格者、過去最高の20.1%

・新型インフルエンザ流行

・新規採用者内定取り消し等女子学生の就職厳しく
・改正次世代育成支援対策推進法施行
・改正育児・介護休業法成立、一部施行
（2010年4月全面施行）
・国連女性差別撤廃委員会第4回日本レポート審議
（ニューヨーク）

草食系男子 肉食系女子、婚活
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2010年 実効性のあるポジティブ・アクションを

2010年（平成22年）

実効性のあるポジティブ・アクションを
〜第3次男女共同参画基本計画〜

この年は、
「子ども・子育てビジョン」策定、子ども手当ての創設、児童扶養手当
法の一部改正、
イクメン・プロジェクトの発足など、子どもに関する施策が多く動き
出した年であった。少子化対策とともに、男性の育児参加の風潮が高まってきた。

第3次男女共同参画基本計画の特徴
今回の基本計画では、実効性のあるポジティブ・アクションの推進のために、
「社会のあらゆる分野において、
2020年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30％程度になるよう期待する」
という目標の達成に
向けて、具体的な目標数値が出された。主な成果目標は以下のとおりである。
項目

現状

成果目標

項目

現状

成果目標

都道府県の地方公務員試験(上級試験)
からの採用者に占める女性の割合

22.4%
（2010）

30%程度
（2015）

25歳から44歳までの
女性の就業率

66.5%
（2010）

73%
（2020）

都道府県の本庁課長相当職
以上に占める女性の割合

6.0%
（2010）

10%程度
（2015）

第一子出産前後の
女性の継続就業率

38%
（2005）

55%
（2020）

民間企業の課長相当職以上
に占める女性の割合

6.2%
（2010）

10%程度
（2015）

男性の育児休業取得率

1.72%
（2009）

13%
（2020）

市区町村の審議会等に
占める女性の割合

22.8%
（2010）

30%
（2014）

地方公務員の男性の
育児休業取得率

0.6%
（2008）

13%
（2020）

週労働時間60時間以上の
雇用者の割合

9.4%
（2010）

5割減
（2020）

6歳の子どもを持つ
夫の育児・家事関連時間

1日あたり60分
（2006）

1日あたり2時間30分
（2020）

年次有給休暇取得率

47.1%
（2009）

70%
（2020）

60歳から64歳までの就業率

57.1%
（2010）

63%
（2020）

2010年（平成22年）のできごと
女性をめぐる法律・制度

政治・経済・労働

・子ども手当ての創設

・日本年金機構発足
・イクメンプロジェクト スタート

・高校授業料無償化

・子ども・子育てビジョン策定
・改正児童扶養手当法成立（父子家庭にも支給）
・改正育児・介護休業法施行
・第3次男女共同参画基本計画
（12月）

・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」
・改正労働基準法、改正雇用保険法施行

女性の活躍

社会・事件

ワード

・最高裁判事に
岡部喜代子氏任命。
15裁判官中女性が
2人
（1人は桜井龍子氏）
に
なるのは初めて

・奈良平城京遷都1300年
・家畜口蹄疫問題
・はやぶさ帰還

・年越し派遣村
・事業仕分け
・女子会
・無縁社会
・イクメン
・AKB48
2010年 実効性のあるポジティブ・アクションを
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2011年 東日本大震災とその影響

2011年（平成23年）

東日本大震災とその影響

3月11日午後2時46分、マグニチュード9.0の地震が発生した。同時に東京
電力福島第一原子力発電所でもメルトダウンなどの深刻な事故が起きた。
東日本大震災は、
日本国内の政治・経済・社会に未曾有の被害を与えた。

東日本大震災が与えた影響
平均寿命の年次推移
90歳

新卒学生の内定取り消しや
採用活動の中止
被災者の失業・転職
国内、国外の風評被害

86.39
85.52
84.6
81.9
80.48

80歳

78.76
76.89

観光・貿易など

74.66
75.92
72.92
70.19

71.73

70歳
67.75

69.31
67.74
65.32

61.5

63.6

60歳

平均寿命が短くなった

2010年と比べ女性は0.4歳、
男性0.11歳短縮。高齢者を中心に
震災・震災関連死も影響

74.78
73.35

計画停電
原発の見直し

78.56

79.64 79.44

77.72

放射性物質の流出

農業への影響や健康被害を
恐れた転居など

85.9

58.0

女性
男性

50歳
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 2005 2010 2011(年)

2011年（平成23年）のできごと
女性をめぐる法律・制度

政治・経済・労働

・男女雇用機会均等法施行から25年

・東日本大震災復興対策本部設置

・国際女性デー100年

・原発、放射能問題

・新たな
「こども手当て」
スタート

女性の活躍

社会・事件

ワード

・サッカー女子ワールドカップで、
なでしこジャパンが世界一に
・ノーベル平和賞を3名の女性が受賞

・アラブの春
・大相撲八百長問題
・計画停電、電力使用制限令
・生ユッケ食中毒事件
・世界の人口が70億人を突破

・タイガーマスク運動
・地デジ
・絆
・スマホ
・帰宅難民
2011年 東日本大震災とその影響
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2012年 震災からの復興に向けて

2012年（平成24年）

震災からの復興へ向けて

震災から1年、
さまざまな課題を抱えながら復興に向けてあゆみを進める一方
で、原発事故後、脱原発デモなどの大規模な市民活動が起こった。
女性に多い働き方である派遣労働については
「労働者派遣法」の改正が
行われ、
日雇い派遣の原則禁止や、派遣労働者の待遇の改善につながる内容
がもりこまれている。

労働者派遣法の改正のポイント
事業規制の強化
・日雇い派遣の原則禁止

・グループ企業内派遣の8割規制

派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善
・無期雇用への転換推進
（努力義務）
・派遣料金に占めるマージン率の情報公開の義務化
・派遣料金額を派遣労働者に明示する
・派遣契約解除の際の派遣労働者の新たな就業機会の確保

違法派遣に対する迅速・的確な対処
・派遣先が違法派遣と知りながら受け入れている場合の労働契約については、
派遣先が派遣労働者に申し込んだものとみなす
・労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備する

2012年（平成24年）のできごと
女性をめぐる法律・制度

政治・経済・労働

・改正労働者派遣法成立

・復興庁発足

・子ども手当ての名称変更と児童手当法改正

・消費税増税法案

・労働契約法改正

・尖閣諸島、竹島問題

・国家戦略室「『女性の活躍促進による経済活性化』

・オスプレイ配備問題

行動計画〜働く
「なでしこ」大作戦」策定

女性の活躍

社会・事件

ワード

・FIFA 女子最優秀選手賞に
澤穂希選手が選ばれる
・大津市長に全国最年少女性市長が誕生
越直美氏
（36歳）
・雑誌『世界』編集長に初の女性

・東京スカイツリー開業
・生活保護不正受給問題
・夜行バス事故
・ロンドンオリンピック開催
・原発問題と脱原発デモ

・脱原発デモ
・LCC
・東京スカイツリー
・ワイルドだろ〜
・金環日食
2012年 震災からの復興に向けて

2013年（平成25年）

成長戦略の中核としての「女性の活躍推進」
この年6月に閣議決定された
「日本再興戦略」
において、
「出産・子育て等による
離職を減少させるとともに、指導的地位に占める女性の割合の増加を図り、
女性の中に眠る高い能力を開花させ、活躍できるようにすることは、成長戦略の
中核である。」
とし、人口減少社会の到来の中、持続的な成長を実現し、社会の
活力を取り戻す戦略として、女性の活躍推進が展開されることとなった。

「日本再興戦略」における女性活躍のアクションプラン
女性の活躍推進や仕事と
子育て等の両立支援に
取り組む企業に対する
インセンティブ付与等
企業への助成金制度や税制上の
措置の活用等による支援等の充実
企業における女性活躍状況の
「見える化」
公共調達を通じた取組、好事例の
顕彰等の仕組みの拡充

成果目標

女性のライフステージに
対応した活躍支援
育児休業給付の給付率の見直し
次世代育成支援対策推進法の
延長・強化
再就職に向けた学び直し支援、
起業支援等

男女が共に仕事と
子育て等を両立できる
環境の整備
WLB推進に向けた雇用環境の
整備
待機児童解消加速化プラン等
社会基盤の整備

2020年に女性の就業率（25〜44歳）を、73％にする（2012年は68％）
平成25年6月14日閣議決定「日本再興戦略−JAPAN is BACK−」
より

２０１３年（平成２５年）のできごと
女性をめぐる法律・制度

政治・経済・労働

・改正ストーカー規制法施行
・改正DV法成立
・民法改正案成立
（婚外子相続格差規定を削除）
・改正高校無償化法成立 年収910万円以上は除外
・
「待機児童解消加速化プラン」策定
・男女共同参画の視点からの防災・復興の取組み指針公表

・
「日本再興戦略」閣議決定
・特定秘密保護法成立
・いじめ防止対策推進法成立
・子どもの貧困対策法成立
・ブラック企業 相談1000件超

女性の活躍

社会・事件

ワード

・内閣総理大臣、経済界に女性役員・管理職の
登用、育児休業等取得の職場環境整備を要請
・山田真貴子経済産業省官房審議官を女性と
して内閣制度創設以来初となる内閣総理大臣
秘書官に任命
・朴槿恵氏、韓国初の女性大統領

・富士山が世界文化遺産に登録
・
「和食 日本人の伝統的な食文化」
が
無形文化遺産に登録
・2020年五輪、東京開催が決定
・新出生前診断始まる

・じぇじぇじぇ
・今でしょ
！
・お・も・て・な・し
・倍返し
・アベノミクス
・ご当地キャラ
2013年 成長戦略の中核としての
「女性の活躍推進」

2014年（平成26年）

男女格差の是正に向けて、
さらなる強化を
この年、改正男女雇用機会均等法が施行された。雇用の分野における男女格差
の縮小、女性の活躍促進の一層の推進を図るため、間接差別として禁止されている
措置の拡大を内容とする均等法施行規則（省令）の改正、セクハラの予防・事後
対応の徹底の観点からセクハラ指針の改正などを行った。そのほか政府の最重要
課題として、すべての女性が輝く社会づくりに向けた基盤整備がすすめられた。

男女雇用機会均等法の改正のポイント
間接差別の対象範囲が拡大（省令等の改正）
改正前：総合職の労働者を募集、採用する際に、
合理的な理由がないにもかかわらず転勤要件を設けることは、
「間接差別」
として禁止

改正後：すべての労働者の募集、採用、昇進、職種の変更をする際に、
合理的な理由がないにもかかわらず転勤要件を設けることは、
「間接差別」として禁止

性別による差別事例の追加（性差別指針の改正）
追加事例：結婚していることを理由に職種の変更や定年の定めについて男女で異なる扱いをしている

セクハラの予防・事後対応の徹底等（セクハラ指針の改正）
職場のセクハラには、同性に対するものも含まれることを明記するなど、
より分かりやすく追加明示された
「管理監督者または事業場内の産業保健スタッフなどによる被害者のメンタル不調への相談対応」
がセクハラ指針に追加された

コース等別雇用管理についての指針の制定
これまで通達で示してきた内容をわかりやすく整理し、
「コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する指針」
として制定された

２０１４年（平成２６年）のできごと
女性をめぐる法律・制度

政治・経済・労働

・改正次世代育成支援対策推進法成立

・消費税率5％から8％に増税
・少額投資非課税制度NISA
（ニーサ）
開始
・
「まち・ひと・しごと創生総合戦略」閣議決定
・過労死等防止対策推進法施行

（法期限の10年延長、新たな認定プラチナくるみん制度創設）

・育児休業給付の拡充を柱とする改正雇用保険法成立
・改正児童扶養手当法成立
・ひとり親らの子育て支援関連の改正3法成立
・妊娠降格違法判決、女性の敗訴破棄、最高裁マタハラの初判断

女性の活躍

社会・事件

ワード

・内閣に新たに女性活躍担当大臣が置かれ、
「すべての女性が輝く社会づくり本部」
を設置

・ソチオリンピック開催
・富岡製糸場が世界遺産登録
・100歳以上人口最多 87％が女性
・御嶽山噴火
・青色発光ダイオード
（LED）
を開発した
赤崎、天野、中村の3氏にノーベル物理学賞

・ダメよ〜ダメダメ
・ありのままで
・カープ女子
・マタハラ
・レジェンド
・セクハラやじ

・女性研究者 最多13万600人
・経団連「女性活躍アクションプラン〜企業
競争力の向上と経済の持続的成長のために」
発表

2014年 男女格差の是正に向けて、
さらなる強化を

2015年（平成27年）

待ったなし！非正規雇用の待遇改善の推進を
パートや派遣といった非正規で働く人が増え、労働者全体に占める非正
規雇用者の割合が4割を超えた。非正規雇用は雇用が不安定、賃金が低
い、能力開発機会が乏しいなどの課題があり、正社員との不合理な格差を解
消し、一層の均等・均衡待遇の確保を推進するため、4月に改正パートタイム
労働法が、
また９月には改正労働者派遣法が、
それぞれ施行された。

改正のポイント！
改正パートタイム労働法
パートタイム労働者の公正な待遇の確保
・パートタイム労働者の対象を拡大
・パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇の相違には、
合理性が求められる

パートタイム労働者の納得性を
高めるための措置
パートタイム労働者を雇い入れたときは、雇用管理の
改善措置の内容について、事業主が説明しなければならない

パートタイム労働法の実効性を
高めるための規定の新設

規定に違反し、勧告に従わない場合は、事業主名を公表

改正労働者派遣法
労働者派遣事業を許可制に一本化
一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の
区別が廃止され、
すべての労働者派遣事業が許可制に

派遣労働者の雇用の安定と
キャリアアップの推進

・雇用安定措置の実施 ・キャリアアップ措置の実施
・均衡待遇の推進 ・雇入れ努力義務／募集情報提供義務

期間制限のルール変更
・派遣先事業所単位の期間制限・
・
・3年まで
・派遣労働者個人単位の期間制限・
・
・3年まで

労働契約申込みみなし制度
違法派遣への対応

２０１５年（平成２７年）のできごと
女性をめぐる法律・制度

政治・経済・労働

・第4次男女共同参画基本計画閣議決定
・改正パートタイム労働法施行
・改正労働者派遣法施行
・
「正社員転換・待遇改善実現本部」設置
・
「正社員転換・待遇改善実現プラン」策定
・
「少子化社会対策大綱」策定
・子ども・子育て支援新制度スタート
・最高裁が女性の再婚禁止期間規定を違憲と判断

・日経平均株価、15年ぶりに2万円台回復
・マイナンバー制度スタート
・従業員50人以上の事業所で
「ストレスチェック」
が義務化
・
「一億総活躍推進室」発足
・非正社員の割合が初めて4割に
・安全保障関連法成立
・
「過労死等防止対策大綱」策定

女性の活躍

社会・事件

ワード

・南場智子さんプロ野球
ＤｅＮＡベイスターズの
新オーナー就任
・経団連に初の女性役員

・ノーベル生理学・医学賞に大村さん、
物理学賞に梶田さん
・北陸新幹線開業
・渋谷区と世田谷区で同姓パートナー
制度開始

・
ドローン
・爆買い
・一億総活躍社会 ・SEALDｓ
・五郎丸
（ポーズ） ・モラハラ

2015年 待ったなし！ 非正規雇用の待遇改善の推進を

（平成22年）
2016年（平成28年）
2010年

均等法から30年 女性の活躍推進の加速・拡大へ
〜女性活躍推進法〜

男女雇用機会均等法の施行から30年目のこの年、女性の職業生活に
おける活躍を推進する女性活躍推進法が施行された。政府が掲げる、
「2020年
までに指導的地位に占める女性比率を少なくとも30％に」
という目標の実現
に向け、具体的な取組みがスタートした。

女性活躍推進法とは・
・
・
働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、
その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するため
に、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業選択に資する情報の公表
が事業主
（国や地方公共団体、民間企業等※）
に義務付けられた。 ※常時雇用する労働者が300人以下の民間企業等にあっては努力義務

企業に求められる3つのステップ
ステップ1

自社の女性の活躍状況を把握し、課題分析を行う

（活躍状況とは、①採用者に占める女性比率、②勤続年数の男女差、
③労働時間の状況、④管理職に占める女性比率など）

ステップ2

行動計画の策定、届出、社内周知、公表を行う

「えるぼし認定」
女性が働きやすい職場であることを証明する認定制度。
女性活躍推進法に基づく優良企業は、
「えるぼし認定企業」
として各府省庁の公共調達において加点評価が与えられる
他、認定マーク
「えるぼし」
を自社商品などに付与できる。
1段階目

2段階目

3段階目

（行動計画には、①計画期間、②数値目標、③取組内容、
④取組の実施時期を盛り込む）

ステップ3

自社の女性の活躍に関する情報を公表する

２０１６年（平成２８年）のできごと
女性をめぐる法律・制度

政治・経済・労働

・都道府県労働局組織改編、
雇用均等室は
「雇用環境・均等部
（室）
」
に
・女性活躍推進法全面施行
・
「えるぼし認定制度」開始
・改正子ども・子育て支援法施行
・改正児童扶養手当法成立・施行

・選挙権年齢が18歳以上に引き下げ
・
「ニッポン一億総活躍プラン」公表
・
「働き方改革推進室」発足
・オバマ氏 米大統領として初の歴史的広島訪問
・厚生年金・健保 短時間労働者にも対象拡大
・電通女性社員自殺、労災認定

女性の活躍

社会・事件

ワード

・初の女性都知事に小池百合子さん
・女性の管理職11.9％で
過去最高
（民間企業）

・ノーベル生理学・医学賞に大隅さん
・リオデジャネイロオリンピック開催
・熊本地震
・出生数が初めて1000万人を下回る
・障害者施設、入所者殺害事件

・神ってる
・聖地巡礼
・マイナス金利
・保育園落ちた日本死ね
・ポケモンGO
・PPAP
2016年 均等法から30年 女性の活躍推進の加速・拡大へ

2017年（平成29年）

ストップ！出産・育児・介護離職！

第１子出産を機に仕事を辞める女性の割合は、長らく６割前後を推移して
いたが、
ようやく５割を切るまでとなり継続就業する女性が増えている。一方、
「団塊の世代」
が70代となりいよいよ大介護時代に突入し、
介護との両立に悩む
就業者が今後ますます増えると予想されている。女性活躍推進の観点からも
これらの支援策の強化が望まれる中、改正育児・介護休業法が施行された。

育児・介護休業法の改正のポイント
育児と仕事の両立関連

介護と仕事の両立関連

有期雇用労働者の育休取得の要件緩和

介護休業の分割取得

子の看護休暇の取得単位の柔軟化

3回までの分割可

半日単位の取得可

介護休暇の取得単位の柔軟化

育休等の対象となる子の範囲拡大

半日単位の取得可

特別養子縁組の監護期間中、養子縁組、里親委託

介護のための所定労働時間の短縮措置

マタハラ、パタハラなどの防止措置の新設

介護休業とは別に3年間で2回以上利用可

育休が２歳まで延長可能

介護のための所定外労働の制限
残業の免除

保育園に入れない場合など

育児目的休暇の導入促進

２０１７年（平成２９年）のできごと
女性をめぐる法律・制度

政治・経済・労働

・改正均等法施行
・改正育児・介護休業法施行
・厚生労働省の再編により、雇用均等・児童家庭局
は雇用環境・均等局に
・改正刑法
（強姦罪の非親告罪化等）
成立・施行
・
「子育て安心プラン」公表
・女性自衛官が全職域に
（配置制限を実質解禁）
・国家公務員に旧姓使用を全面容認

・日経平均株価が25年10ヵ月ぶりの高値
・新規学卒市場好調
・
「働き方改革実行計画」公表
・
「人生100年時代構想会議」設置
・中小企業の短時間労働者、労使合意で厚生年金
・健保適用拡大
・改正組織的犯罪処罰法
（共謀罪法）
施行

女性の活躍

社会・事件

ワード

・GE日本法人社長に浅井英里子さんが
初女性トップ
・高野連に初の女性理事として
寺田千代乃さんと小笠原敦子さん
・
トヨタ自動車、常務役員に生え抜きの
女性を初めて登用

・藤井壮太中学生プロ棋士が29連勝
・日系英国人のカズオ・イシグロ氏が

・インスタ映え
・忖度
・ひふみん
・フェイクニュース
・プレミアムフライデー
・ワンオペ育児

ノーベル文学賞
・上野動物園でジャイアントパンダの
シャンシャン
（香香）
誕生

2017年 ストップ！ 出産・育児・介護離職！

