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１）社会の動き

・2019年6月 女性活躍推進法の改正
・女性活躍推進に取り組む企業への助成金制度
・2022年4月 育児・介護休業法が改正

２）企業の動き

・女性活躍推進に関する法人企業向けアンケート調査結果
・女の転職typeにおける女性募集向け求人数推移（全体）
・女の転職typeにおける女性募集向け求人数推移（職種別）

３）求職者の動き

・女性の就業問題｜働くことを希望しているが求職できていない女性が約231万人
・女の転職typeにおけるユーザーの応募数推移

１．女性採用市場の動向（社会・企業・求職者の動き）
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１．女性採用市場の動向（社会の動き）

2019年6月 女性活躍推進法の改正

― 女性活躍推進法とは？

働くことを希望するすべての女性が、その職業生活において活躍できるような社会の実現を目指し
2016年に定められた法律。
近年では少子高齢化社会での労働力人口不足も深刻であるため、ますます女性の活躍が求められて
いる。この現状を変えるため、女性の社会進出に注力するために作られた。

― 国が定める女性活躍推進法における基本原則

女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用と、性別による固定的役割分担等
を反映した職場慣行が及ぼす影響への配慮が行われること

職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業生活と家庭生活との円
滑かつ継続的な両立を可能にすること

女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと

※参考：女性活躍推進法の改正 女性活躍推進法が改正されました！- 厚生労働省ホームページ
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１．女性採用市場の動向（社会の動き）

2019年6月 女性活躍推進法の改正

― 改正女性活躍推進法の概要

① 職業生活に関する機会の提供に
関する実績

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に関する実績

※以下①②各々1項目以上を公表

「プラチナえるぼし」
の創設

対象が

拡大!

労働者301人以上の企業

労働者101人以上の企業

女性活躍に関する
情報公表の強化

行動計画・情報公開の
義務の対象が拡大

女性活躍推進の状況が

優良な事業主へ与えられる

「えるぼし」よりも

“ワンランク上”の認定！

※令和４年４月１日施行 ※令和２年６月１日施行
※令和２年６月１日施行

※参考：女性活躍推進法の改正 女性活躍推進法が改正されました！- 厚生労働省ホームページ
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１．女性採用市場の動向（社会の動き）

女性活躍推進に取り組む企業への助成金制度

― 両立支援等助成金

少子化が進む中、厚生労働省は従業員が、働きながら育児休業や育児目的の休暇を取得しやすい環境
を企業が整備できるよう制度を導入したり、女性の活躍推進のための取り組みを行う事業主に金銭的
な支援をする助成金を設けられている。

両立支援等助成金の種類

① 出生時両立支援コース（子育てパパ支援助成金）

② 介護離職防止支援コース

③ 育児休業等支援コース

④ 女性活躍加速化コース

⑤ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理設置による休暇取得支援コース

⑥ 不妊治療両立支援コース

※育児休業等支援コース（新型コロナウイルス感染症対応特例）は申請受付終了
※事業所内保育施設コースは新規計画認定の新規申請受付停止。新たに事業所内保育施設の設置等を行う場合は、企業主導型保育事業（内閣府）

による助成制度の活用をご検討ください。

参考：厚生労働省・都道府県労働局（【2021】両立支援等助成金パンフレット）※2021年6月発行
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１．女性採用市場の動向（社会の動き）

女性活躍推進に取り組む企業への助成金制度

④ 両立支援等助成金｜女性活躍加速化コース

女性労働者が設けた、女性が出産・育児等を理由として退職することなく、
能力を高めつつ働き続けられる職場環境を整備するために中小企業事業主に支給される助成金。
全ての企業に支給されるわけではなく、女性活躍推進に向けた取り組み目標を達成した企業が
受け取ることができる。

助成金支給額

47.5万円（生産性要件を満たした場合※は60万円）

※生産性要件を満たした場合、各コースにおいて助成金の割増が適用
・助成金支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年度前に比べて

6％以上伸びていること。または、その3年度前に比べて1％以上6％未満伸びていて、
金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること

・1の算定対象期間について、雇用する雇用保険被保険者を事業主の都合によって
解雇等していないこと

※参考：厚生労働省・都道府県労働局（【2021】両立支援等助成金パンフレット）※2021年6月発行
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１．女性採用市場の動向（社会の動き）

女性活躍推進に取り組む企業への助成金制度

④ 両立支援等助成金｜女性活躍加速化コース

助成対象条件

[1]産業に関わりなく常用労働者数300人以下の企業
※個人事業主や一部の医療法人・学校法人等で資本金等のない事業主については、常時雇用する労働者の数で判定。

出向者（在籍出向者）については、出向先・出向元の両方で労働者数に算入される。
※派遣労働者については、派遣元のみの労働者数に算入される。

複数の業種に該当する事業活動を行っている場合には、主たる事業活動によって業種を判断し。
この場合、収入額・販売額・労働者数・設備の多寡等によって実態に応じて判断する。

[2]女性活躍推進に向けた取り組み目標を達成した企業
・⼥性の積極採⽤に関する⽬標
・⼥性の積極登⽤・評価・昇進に関する⽬標
・⼥性の配置・育成・教育訓練に関する⽬標
・多様なキャリアコースに関する目標

※参考：厚生労働省・都道府県労働局（【2021】両立支援等助成金パンフレット）※2021年6月発行
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１．女性採用市場の動向（社会の動き）

女性活躍推進に取り組む企業への助成金制度

④ 両立支援等助成金｜女性活躍加速化コース

女性活躍推進の取組および助成金申請の流れ

① ⼥性社員の活躍の状況把握を⾏い、⼥性の活躍に向けた課題を分析
↓

② 課題解決に相応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
⾏動計画の策定･公表･策定届の届出と⼥性活躍の状況の公表

（公表先は「⼥性の活躍推進企業データベース」）
↓

③ 取組目標の実施
↓

④ 取組目標を実施した結果、3年以内に数値目標を達成し、
達成状況を公表（公表先は②と同じ）
↓

⑤ 助成⾦の支給（定額）

※参考：厚生労働省・都道府県労働局（【2021】両立支援等助成金パンフレット）※2021年6月発行
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１．女性採用市場の動向（企業の動き）

女性活躍推進に関する法人企業向けアンケート調査結果

女性採用比率を上げる取組みの実施について

■今後社員の女性比率を上げる取り組みを行う予定はありますか

回答企業のうち●割以上が「社員における女性比率」
や「管理職における女性比率」を上げる予定がある
と回答

※その他の回答
性差を意識していない（56%）、すでに女性比率が高い（13%）
検討中（13%）、現状のままでよい（13%）
把握できていない（6%）

女性比率を上げる取り組むを行う背景

女性比率を上げる予定があると回答した企業の
うち、その背景として最も多い理由は
「企業イメージ向上に向けて」。
ポジティブ・アクションや女性活躍推進を
意識している企業も多いことがわかる

※出典：女の転職type コロナ禍での中途採用活動状況に関するアンケート調査（2021.5）

■女性比率を上げる背景
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１．女性採用市場の動向（企業の動き）

女性活躍推進に関するアンケート調査結果

―「女の転職type コロナ禍での中途採用活動状況に関するアンケート調査（2021.5）」より

＜従業員規模別＞（※割合上位3従業員規模）

[50名以下]（47%） [101-500名]（24%）[51-100名]（21%）
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22.2%

55.6%

5.6%

33.3%

その他

無い

管理職の女性比率を上げる予定

がある

社員の女性比率を上げる予定が

ある

[女性比率を上げる背景]

12.5%

25.0%

25.0%

37.5%

37.5%

62.5%

「えるぼし」などの取得に向けて

女性活躍推進法を意識して

ダイバーシティのため

ポジティブ・アクションのため

企業イメージ向上に向けて

（ロールモデルを作ることで）今後

の女性採用をしやすくする為

14.3%

14.3%

28.6%

42.9%

57.1%

57.1%

産育休制度取得の活発化に向けて

（ロールモデルを作ることで）今

後の女性採用をしやすくする為

ダイバーシティのため

女性活躍推進法を意識して

ポジティブ・アクションのため

企業イメージ向上に向けて

16.7%

16.7%

33.3%

50.0%

66.7%

ポジティブ・アクションのため

産育休制度取得の活発化に向けて

女性活躍推進法を意識して

（ロールモデルを作ることで）今後

の女性採用をしやすくする為

企業イメージ向上に向けて

※出典：女の転職type コロナ禍での中途採用活動状況に関するアンケート調査（2021.5）
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１．女性採用市場の動向（企業の動き）

女の転職typeにおける女性募集の求人数推移（職種別）

職種別にみると、 ITサービス需要増加に伴い「エンジニア職」が求人数が伸びている。
男性のイメージが強い傾向にあるが、女性採用に取り組む企業が増えていることが分かる。
「営業・企画・マーケティング系職」についても増加している。

※2020年1月の数値を「1」とした場合
※2022年4月末時点

16



１．女性採用市場の動向（求職者の動き）

女の転職typeにおけるユーザーの応募数推移

先程の女の転職typeの求人数に加え、ユーザーの応募数推移をみると、
コロナ禍において転職活動を行う求職者が増え2020年8月に大きく跳ね上がり
12月にかけて降下したものの、2022年4月時点では対2020年比●％という結果に。
転職活動を行う女性が増えていることがわかる。
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2020年 2021年 2022年

求人数 応募数

1.3

※2020年1月の数値を「1」とした場合
※2022年4月末時点
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4．「女性は結婚したらすぐ辞める」は古い！女性のキャリア志向トレンド

60歳以上も働きたい女性が8割越え。長く働くためにスキルアップに意欲的

女の転職typeが実施した求職者向けのアンケートによると、「何歳まで働きたいですか？」
という質問に対して8割以上が60歳以上と回答。また4分の1が「一生涯働ける限り」と回答した

長く働き続けるために何かしようと思っていますか？
（複数回答可）

何歳まで働きたいですか？

※参考：いつまで働く？- データで知る「女性と仕事」- 女の転職type

24
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５．女性活躍推進に取り組む企業の事例

女の転職typeの女性採用事例集はこちら：https://woman-type.jp/keisai/success/

【社員数11名/大阪】女性エンジニア、デザイナーの経験者採用に成功！

【設立2年目】新設ポジションである営業サポート3名の採用に成功！

女性の在籍がなく、今後会社を成長させていくために女性の積極採用の必要性を感じ採用を強化。

現場で整備業務を行うスタッフのスケジュール調整や代理店との顧客折衝を担う新設ポジションの
営業サポート職の募集。取引先の方のお話や社員の動きを見る中で女性との親和性の高さを感じ採用を強化。

取組の背景

・現場のメンバーとのミスマッチが起こらないよう、面接は「1次:人事／代表→最終面接:現場メンバー」
という一般的なフローと順番を逆に。

・「Woman type[ウーマンタイプ] - 働く女のワーク＆ライフマガジン」に企業紹介記事を掲載し、
企業ブランディングにも取り組んだ
※掲載記事：https://woman-type.jp/wt/feature/22444/

プログラマー経験約1年の20代女性、WEBデザイン経験約2年の20代女性、計2名の採用に成功。
入社が決まったメンバーからは、「課題のアドバイスをもらえて入社後もやっていけそうだなと思った」
「現場の方とじっくり話して、不安が拭えた」という声があった。

実施施策

取組結果

取組の背景

実施施策

取組結果

・転職サイト「女の転職type」に求人掲載し、「仕事内容に興味はあるが、未経験だから不安」
「子育てでブランクがあるけどもう一度働きたい」と考える求職者をターゲットにし、
各ペルソナへ魅力を訴求する求人広告を作成

・面接時に現場の所属長に参加してもらい、会社のビジョンだけではなく
どのような働き方になるかなどをしっかり説明。具体的なイメージを持ってもらい、ミスマッチ防止に取り組む

20代女性3名の採用に成功。
女性社員が増え、分業できるようになったこともあり、社内の雰囲気が大きく変化した。

▶事例1

▶事例2
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６．女性採用に向いている企業の特徴チェックシート

1

特徴

□ ① ロールモデルとなる女性社員がいる

□ ② 女性社員の産育休取得・復帰事例がある

□ ③ 特に女性に限定しているわけではないが、求人を出すと女性の応募が多い

□ ④ 多様な働き方を導入している（フレックス制、リモートワーク、時短勤務制度を導入しているなど）

□ ⑤ 手に職がつく職種を募集しており、未経験採用に取り組んでいる（もしくは取り組むことが可能）

□ ⑥ 社員の定着率が高い

□ ⑦ 他社に給与面・雇用形態面で負けてしまい採用に苦戦している

□ ⑧ 第一印象やコミュニケーション、気配りを重視するお仕事

□ ⑨ 扱う商材や開発するサービスに女性顧客が多く、女性目線のアイデアが活きる

□ ⑩ インセンティブが充実、頑張った分だけ給与に還元される制度がある

□ ⑪（これがあれば＋α）駅チカor人気のエリア

□ ⑫（これがあれば＋α）オフィスがキレイ

□ ⑬（これがあれば＋α）服装・髪型・ネイルなどの自由度が高い

※参考：あなたの企業も当てはまるかも？女性採用に向いている企業の13の特徴 – 女の転職type「女性採用情報お届けブログ」
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