
ワーク・ライフ・バランスと
女性活躍のための
ハンドブック
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日頃より、墨田区の男女共同参画事業に御理解・御協力を賜
りまして、心より感謝申し上げます。
墨田区では、区内の事業主の皆様が活力ある企業風土づくり
ができること、そして、働く従業員の皆様がいきいきと働き続
けられることを、あらゆる方面から応援しています。
この冊子は、平成28年度に「女性の職業生活における活躍の
推進に関する法律」が施行されたことを受け、すみだで働く女
性も男性も一層就業面で活躍でき、また、職業を持ちながら充
実したライフスタイルがとれるよう「男女共同参画」の視点
で、本冊子を作成いたしました。
経営者の方も、従業員の方も、御一読いただき、参考にして
いただけましたら幸いです。

� 墨田区総務部人権同和・男女共同参画課
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ワーク・ライフ・バランス
「仕事と生活の調和」と訳され、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を持ちな
がら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子
育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現でき
る」ことを指します。

女性活躍推進
トップの意識改革や男女を通じた働き方の改革を進め、仕事と家庭を両立でき
る環境を整備することは多くのプラスにつながります。

❶育児・介護等を理由に働いていない女性の「仕事をしたい！」という希望の実現
❷女性の登用が促進され、責任ある地位で活躍する女性の割合が高まります。
女性が、結婚・出産・子育て・介護などのライフ・イベントを機に離職するこ
となく働き続けられ、仕事と家庭を両立しながら能力を発揮していくためには、
長時間労働や転勤があたりまえの働き方を変えるとともに、ライフ・イベントに
配慮した柔軟で多様な方法でキャリア形成を、女性だけでなく男性も含めて出来
るようにすることが重要です。

ワーク・ライフ・バランスと女性活躍推進に取り組むことで、誰もが働きやすい職場環
境を充実させ、性別に関わらず従業員が能力を発揮し、生き生きと輝く魅力的な会社経営
を目指しませんか。
この冊子は、ワーク・ライフ・バランス及び女性活躍の推進にあたり、企業経営者や人
事労務担当者の皆様向けに、区内企業の取組事例、区内情報サイト、助成金・奨励金等の
情報など、取組を進めるための情報を紹介しております。

企業・組織にとっては
人材獲得が厳しい今、多様な人材の能力を生かせることが、
これからの企業の存続のために必要不可欠です。

個人にとっては
長時間労働が心身の健康に悪影響を及ぼすこともあります。

子育て期、介護に直面する中高年期…各人のライフステー
ジを充実させることで、働く意欲が持続され、能力も発揮
できるようになります。

働きやすい会社になるためのキーワード  �����
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平成28年度に墨田区が実施した「女性活躍推進及びワーク・ライフ・バランスに関す
る墨田区内事業所調査」（以下、「墨田区内事業所調査」という）において、ワーク・ライ
フ・バランスや女性活躍推進に取り組んだ企業に、どのような取組効果が得られたかを
伺ったところ、次のような取組効果が上位にあげられました。

※実施率：墨田区内事業所調査に回答した企業の取組実施率

取組効果

ワーク・ライフ・バランスにおける取組効果 女性活躍推進における取組効果

業績・利益の向上

生産性・業務効率の向上

優秀な人材の
定着

職場の雰囲気の
向上 優秀な人材の確保

所定外労働時間の
減少

従業員の意欲の
向上

出産・育児・介護休暇後の
復帰率の向上

取組内容

ワーク・ライフ・バランスにおける取組 女性活躍推進における取組

仕事の見直しや
長時間労働の削減

実施率 性別によらない
人事配置

実施率

57.8％ 60.0％

年次有給休暇の
取得の奨励

実施率 責任ある立場への
女性登用・配置

実施率

50.9％ 53.6％

従業員への
意識啓発・研修

実施率 女性が働きやすい
環境づくり

実施率

35.3％ 47.7％

⃝生産性・業務効率の向上！
⃝従業員の定着率向上と優秀な人材の確保！
⃝企業のイメージアップ！

⃝ 仕事への意欲の向上と、活き活きとメリハリのあるライフ＆
ワークを得られる。

 企業メリット

 従業員メリット

ワーク・ライフ・バランスや女性活躍推進に取り組むメリットって？  �
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取組企業の紹介
⃝ワーク・ライフ・バランスの取組事例　H社

業種 製造業 従業員数 39名（男性12名、女性27名）

業歴 50年以上 売上高規模 ５～10億円

取組目的 生産性の向上

取組内容

⃝時間外労働のゼロ化
時間外労働については、申請・承認制を導入しています。
就業時間内での評価を重視してます。

⃝評価制度の明示
��給与の査定は、実務技能と基礎技能の２本柱で行い、各項目に自己診断
と上司の評価で点数を付与します。
（会社が求めていることを従業員に感じ取ってもらうことも意識してい
ます。）

⃝ITの導入
生産性向上に向けて様々なところでITを導入しています。

⃝女性活躍推進の取組事例　I社

業種 卸売業 従業員数 12名（男性２名、女性10名）

業歴 20～50年未満 売上高規模 ５～10億円

取組目的 優秀な人材の確保

取組内容

女性が働きやすい環境づくり
⃝女性が働きたくなるオフィスを借りました。（トイレは男女別）
⃝多様な働き方の支援

❶�小さな子どもがいる従業員に、時短勤務を導入しています。
（退社時間を含む勤務時間を本人と話し合い、本人の意思を尊重した
上で決定しています。）

❷�育休制度を導入しています。
（取得後１年から１年半の間に職場復帰できるよう話合いを行ってい
ます。）

❸�職種において性別による差はないと考えており、個人の能力や意思に
よって職種の決定を行っています。
（従来、女性は企画やパターン（型）の業務に携わることが主でした
が、今は営業職としても起用しています。）

我が社は、このように取り組んでいます  ������
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取組内容別　具体策例
⃝取組企業は、いずれも墨田区内の従業員数10人以上100人未満の企業です。
⃝取組内容に対応した具体策例の中から、貴社にあった方法を取り入れてみてください。

WLB取組内容 仕事の見直しや長時間労働の削減

期待する効果 業務の効率化アップ

具体策例

マニュアルによる業務標準化
職場や業務改善の提案制度の導入
ノー残業デーの運用
相談窓口を置いて、従業員との対話を重ねる。

取組企業の声

時短や時間外労働免除となっている育児中の女性ほど、時間を意
識して働いており、業務効率が向上しています。また、急な休み
に備え、業務の引き継ぎなどが必要なことから、チーム間の情報
共有が積極的に行われています。【製造業】

WLB取組内容 年次有給休暇の取得を奨励、計画的取得の推進

期待する効果 優秀な人材の定着、出産・育児・介護休暇の復帰率の向上

具体策例 誰もが閲覧できる業務予定表の作成
職場単位のミーティングで予定の確認

取組企業の声 休暇を取得する職員のフォローが取れるよう仕事の情報共有が図
られるようになりました。【製造業】

WLB取組内容 現場からの要望の吸い上げ

期待する効果 優秀な人材の定着、業務効率の向上

具体策例

従業員満足度調査実施
自己申告制度の導入
若手コミュニケーション会の開催
人事評価制度を改正（評価方法を明示、昇格要件を開示）

取組企業の声

若手の定着率が25ポイント上昇しました。【不動産業】

正社員、契約社員間で等級差をあえて設けず、仕事の幅を限定せ
ず、役職に関わらず意見が出しやすい職場環境をつくっています。
風通しの良い職場環境づくりが、より良い商品づくりや業務効率
の改善にもつながっています。【卸売業】

���������������������������
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WLB・
女性活躍取組内容 女性が働きやすい環境づくり

期待する効果 優秀な人材の定着・確保、出産・育児・介護休暇の復帰率の向上

具体策例

社内相談窓口を設置し、社員との話し合いを重ねる。
育児・介護休業制度の導入
育児休業取得後の短時間勤務制度の導入
長時間労働の削減
フレックスタイム制の導入
所定外労働の免除
再雇用制度の導入

取組企業の声

従業員一人ひとりと向き合って、各自の働き方にあったカスタマ
イズ対応を行っています。【学術研究、専門・技術サービス業】

育児休業取得者には、１ヵ月に１度近況報告を兼ねて上司と電子
メールのやりとりを義務付けています。簡易な内容でもコミュニ
ケーションをキープすることで、復帰後の体制を早い段階で整え
ることができています。【サービス業】

社員が結婚や出産などのライフ・イベントを迎える都度、社員の
状況を把握しつつ対応しています。これまで、長時間労働の削減
やフレックスタイム制、所定時間外労働の免除、再雇用など対応
を行ってきました。結果、これらの取り組みによりハローワーク
から、「女性が安心して働ける職場」として紹介され、優秀な人
材の確保につながっています。【製造業】

女性活躍取組内容 女性が働きやすい環境整備

期待する効果 優秀な人材の定着・確保

具体策 トイレ・更衣室の環境整備

取組企業の声
「人が資産」という認識のもと、働きやすい職場環境を整えるた
め、トイレが男女別になっている女性が働きたくなるオフィスを
借りるなど、工夫しています。【卸売業】

※WLB：ワーク・ライフ・バランスの略

���������������������������
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女性活躍取組内容 女性の積極的登用・活用

期待する効果 従業員の働く意欲の向上

具体策 従業員への意識啓発

取組企業の声
商品開発会議に女性全員（役員を除く正社員、契約社員、パー
ト・アルバイト）を参加させたら、議論が活発になり、新しい商
品開発につながりました。【卸売業】

女性活躍取組内容 男女平等の評価

期待する効果 優秀な人材の定着・確保、従業員の意欲向上

具体策 性別によらない人事配置

取組企業の声

男女の敷居など考えたことはなく、成果ベースで能力に応じた評
価を実施しています。【学術研究、専門・技術サービス業】

女性に各部門のチームリーダーを任せたら、職場の雰囲気や業務
効率も向上してきていると感じています。【製造業】

女性活躍取組内容 国の認定取得（くるみん認定、えるぼし認定など）

期待する効果 優秀な人材の確保、企業イメージ向上

具体策例

次世代育成支援対策推進法に基づく労働者の仕事と子育ての両立
を図るための「一般事業主行動計画」や女性活躍推進法に基づく
女性の活躍を推進するための「一般事業主行動計画」を策定し、
国の認定基準を満たして、くるみん認定やえるぼし認定を取得�
する。
育児休業取得後の短時間勤務制度の導入

取組企業の声

法律上、一般事業主行動計画の策定は努力義務とされる従業員数
ですが、社会保険労務士のアドバイスで「くるみん認定」を申請
し、認定にいたりました。「くるみん認定」取得を理由に採用選
考に応募した女子学生が散見されるようになり、実際、女性の応
募者も増加しています。【情報通信業】

���������������������������
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助成金・奨励金・研修・コンサルタントをうまく活用して、取組を進めましょう。
ここで紹介した支援制度は、発行時現在のものです。このほかにも、都や国では様々な
支援制度がございます。詳細は、相談窓口一覧（14頁）のホームページを参照ください。

東京都中小企業雇用環境整備推進事業
中小企業等に対し、適正な人事労務管理やライフ・ワーク・バランスの推進、
非正規労働者の雇用環境整備、働き方・休み方の見直しといった雇用環境の整備
を働きかけていくため、研修会の実施、専門家の派遣、奨励金の支給などを行い
ます。

❶専門家派遣事業…社会保険労務士又は中小企業診断士を派遣します。
❷中小企業雇用環境整備推進奨励金
⃝仕事と育児の両立推進コース
仕事と育児の両立推進に関する取組に対する奨励金を支給します。
⃝仕事と介護の両立推進コース
仕事と介護の両立推進に関する取組に対する奨励金を支給します。
⃝非正規労働者の処遇改善コース
非正規労働者の処遇制度・教育・研修制度に関する取組に対する奨励金を
支給します。

奨励金上限額：100万円
❸研修会…雇用環境整備に関する研修会を実施します。

問合せ先  東京都 産業労働局 雇用就業部 労働環境課
 詳細は、「TOKYOはたらくネット」ホームページをご覧ください。
 https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/equal/koyoukankyo/index.html

働き方・休み方改善コンサルタント
社会保険労務士の中から任命された「働き方・休み方改善コンサルタント」
が、労働時間短縮のノウハウ等ワーク・ライフ・バランスの取組に向けた電話相
談や企業への個別訪問によるアドバイス、複数の企業が参加する講習会の講師派
遣等のサービスを提供しています。

問合せ先  厚生労働省 東京労働局 雇用環境・均等部 指導課
 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/roudoujikan_kyujitsu_ 

 kyuka/chowa/chowasuisin/_122287.html

お役立ち情報  �������������������
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両立支援等助成金
職業生活と家庭生活の両立支援や女性の活躍推進に取り組む事業主に対する助
成金です。

❶出生時両立支援コース
男性社員が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者
に育児休業を取得させた事業主に一定額を助成します。
⃝助成額　14.25～72万円

❷介護離職防止支援コース
仕事と介護の両立支援のための職場環境整備を行い、「介護支援プラン」
の作成により、介護休業の円滑な取得及び職場復帰または介護のための勤務
制度の利用の支援を行った事業主に一定額を助成します。
⃝助成額　19～72万円

❸育児休業等支援コース
「育休復帰支援プラン」の作成により、育児休業の円滑な取得及び職場復
帰の支援を行った場合や、育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業者
を原職等に復帰させた中小企業事業主に一定額を助成します。
⃝助成額　育休取得時　　　28.5～36万円
 職場復帰時　　　28.5～36万円
 職場支援加算　　　19～24万円
 代替要員確保時　47.5～72万円

❹再雇用者評価処遇コース
妊娠・出産・育児または介護を理由として退職した労働者について、就業が
可能となった場合に、その経験、能力が適切に評価され働くことができる再雇
用制度を導入し、再雇用者を継続雇用した事業主に一定額を助成します。
⃝助成額　9.5～48万円

❺女性活躍加速化コース
女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」、数値
目標の達成に向けた「取組目標」を盛り込んだ「行動計画」を策定して具体
的に取り組み、目標を達成した事業主にそれぞれ一定額を助成します。
⃝助成額　加速化Aコース　28.5～36万円
 加速化Nコース　28.5～60万円

問合せ先  厚生労働省 東京労働局 雇用環境・均等部 企画課
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ 

 ryouritsu01/index.html

���������������������������
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1 くるみん認定（厚生労働省）
次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のう
ち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うこと
によって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定（くるみん認定）
を受けることができます。
また、さらに高い水準の取り組みを行っている企業であることをアピールでき
るプラチナくるみん認定制度もあります。
⃝くるみん認定やプラチナくるみん認定を受けると…
認定マーク（くるみんマーク、プラチナくるみんマーク）を商品や広告などに

つけて、「子育てサポート企業」であることをアピールできるようになり、企業
イメージアップや優秀な人材の採用・定着等につながります。また、各府省など
での公共調達による加点評価の対象になります。

2 えるぼし認定（厚生労働省）
女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、策定した旨の届出を
行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業は、都道府県
労働局への申請により、厚生労働大臣の認定（えるぼし認定）を受けることがで
きます。

❶採用　❷継続就業　❸労働時間等の働き方　❹管理職比率　❺多様なキャリア
コースの５つの評価項目を満たす項目数に応じて取得できる認定段階が決まります。
⃝えるぼし認定を受けると…

認定マーク（えるぼし）を商品などにつけて、女性の活躍を推進している企
業であることをアピールでき、企業イメージアップや女性の採用選考応募者が
増え、優秀な人材の採用・定着につながります。また、各府省などでの公共調
達による加点の対象になります。

⃝計画の目標を達成すると…
両立支援等助成金（女性活躍加速化コース）を利用できます。（10頁参照）

プラチナくるみんマークくるみんマーク

えるぼしマーク

認定・登録制度の活用で企業イメージアップ  ���
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3 東京ライフ・ワーク・バランス認定企業（東京都）
従業員の方が生活と仕事を両立しながら、いきいきと働き続けられる職場の実
現に向けて優れた取組を実施している企業を「東京ライフ・ワーク・バランス認
定企業」として広く周知する事業です。
⃝認定企業に選定されると…
認定企業の取組内容について、東京都産業労働局ホームページ等に掲載し、
その他東京都における各種広報で公表されます。また、東京都が発注する入札
のうち、総合評価落札方式において、加点事由となる場合があります。
※総合評価落札方式とは
価格のみによる自動落札方式とは異なり、「価格」と「価格以外の要素」
を総合的に評価する落札方式

イクボスとは、職場で働く部下のワーク・ライフ・バランスを考え、その人のキャリア
と人生を応援しながら、組織の業績も結果も出しつつ、自らも仕事と生活を楽しむことが
できる上司のことを指します。（出展：内閣府男女共同参画局）
女性活躍やワーク・ライフ・バランスを進めていくには、経営者・従業員ともに意識改
革が重要ですが、はじめにトップ・上司が意識を変えることによって、職場環境を変え、
長時間労働の是正と生産性が高い働き方の推進につながります。
墨田区長は、平成27年８月４日にイクボス宣言を行いました。この宣言により、区職
員のワーク・ライフ・バランスの支援や組織の業務効率化と業績向上を進めるとともに、
区内の企業への波及効果を生むことを期待しています。
墨田区の事業主の皆様、イクボス宣言をして、働きやすい職場風土をつくりませんか。

イクボス宣言しませんか  ������������

⃝イクボス宣言様式例（厚生労働省ホームページ�http://www.mhlw.go.jp/ikubosu/ から引用）

貴社独自の宣言内容を追加

※厚生労働省では、皆様のイクボス宣言を募集しています。

���������������������������
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1 墨田区公式ウェブサイトのバナー広告（有料）に掲載！
区公式ウェブサイトでは、トップページにて有料のバナー広告を掲載しています。
ウェブサイトをお持ちの事業所・企業・自営業などを営む皆様、区公式ウェブサイト
にバナー広告を掲載してみませんか。
広告の掲載にあたり掲載基準等が定められておりますので、詳細については、http://

www.city.sumida.lg.jp/thissiteをご覧ください。

⃝墨田区が発行する冊子や印刷物、区のお知らせ「すみだ」（区報）に広告を掲載！
発行物により広告の募集の時期・方法が異なります。
詳しくは、墨田区企画経営室広報広聴担当　☎03-5608-6221へ

2 「ジョブすみだ」に求人情報や内職情報（無料）を掲載！
墨田区雇用・就労支援サイト「ジョブすみだ」は、雇用促進と就労支援の目的で
開設した費用無料で御利用いただけるサイトです。※通信費は別途かかります。
墨田区内・近隣地域の求人や内職情報、就労に関する情報、就職活動支援セミ
ナーなどの開催情報を掲載しています。
求人情報や内職情報を掲載していただける事業者を随時受け付けていますので、
詳細についてはhttp://job-sumida.netをご覧ください。

3 「テクノシティすみだ」の企業ガイド（無料）に掲載！
墨田区企業支援情報提供サイト「テクノシティすみだ」では、製品等の受発注に活用
できるよう、企業台帳に登録している区内企業のうち、掲載の承諾を得た約1,700社の
企業情報を「すみだ企業ガイド」として掲載しています。

https://www.techno-city.sumida.tokyo.jp/search/index.php

企業情報の掲載を希望する場合は相談窓口へご連絡ください。

⃝「すみだビジネスサポートセンター」を活用しよう！
区役所1階にある「すみだビジネスサポートセンター」では、製造業、卸売業、小
売業、サービス業など幅広い業種における、企業経営や技術に関する課題等、様々な
相談を無料で行っています。
技能士、中小企業診断士、企業経営経験者など、経験と専門知識を持った産業コー

ディネーターが相談にのりますので、お気軽にお立ち寄りください。
http://www.city.sumida.lg.jp/sangyo_matidukuri/keiei_sien/

経営に活かせる墨田区情報サイト  ���������
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　ワーク・ライフ・バランスや女性活躍推進のほか、困ったときはお気軽にご相談ください

⃝墨田区

区のワーク・ライフ・バランス推進 
及び女性活躍推進に関する施策や
講座・講演会等に関すること

総務部人権同和・男女共同
参画課男女共同参画担当 ☎�03‒5608‒6512

すみだ女性センター
（押上二丁目12番７‒111号） ☎�03‒5608‒1771

区公式ウェブサイトに関すること 企画経営室�広報広聴担当 ☎�03‒5608‒6222
墨田区のお知らせ「すみだ」に関すること 企画経営室�広報広聴担当 ☎�03‒5608‒6223

「ジョブすみだ」に関すること 産業観光部�経営支援課 ☎�03‒5608‒6185
「テクノシティすみだ」に関すること 産業観光部�経営支援課 ☎�03‒5608‒6184
創業・就労支援・補助金等に関する相談 産業観光部�経営支援課 ☎�03‒5608‒6184
経営・技術に関する相談 すみだビジネスサポートセンター ☎�03‒5608‒6360

⃝東京都

「TOKYOはたらくネット」　HP　～東京都の雇用就業に関する総合WEBサイト
http:hataraku.metro.tokyo.jp/index.html

東京都中小企業雇用環境整備推進事業 産業労働局�雇用就業部�
労働環境課�雇用平等推進担当 ☎�03‒5320‒4649

東京ライフ・ワーク・バランス認定企業
（公財）東京しごと財団　HP　　　http://www.shigotozaidan.or.jp/

⃝国

女性活躍推進法特集ページ　http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

厚生労働省 東京労働局　HP　http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html

両立支援助成金 雇用環境・均等部�企画課 ☎�03‒6893‒1100
働き方・休み方改善コンサルタント

雇用環境・均等部�指導課
☎�03‒6867‒0211

くるみん認定、えるぼし認定 ☎�03‒3512‒1611

取組のはじまりは相談から ≪相談窓口一覧≫  ����
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▪労働基準法
性別に関わらず適用される労働条件の最低基準を定めたもので、妊産婦、女性、15
歳以上18歳未満の年少者については、特別な保護規定があります。
労働時間、時間外労働、休日、賃金、割増賃金、年次有給休暇などについて、労働者
も使用者も守るべき最低限の基準がしめされています。
これらの基準は、月給制で働く正社員と言われる労働者、契約社員と呼ばれる有期契
約労働者、アルバイトやパートタイマーなどの短時間労働者、派遣労働者に対して、同
様に適用されます。

▪男女雇用機会均等法
（雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律）

法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等
な機会及び待遇の確保を図り、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確
保を図る等の措置を推進することを目的とした法律です。
募集・採用、配置・昇進等の雇用管理の各ステージにおける性別を理由とする差別の
禁止や婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止、セクシュアルハラスメン
トや妊娠・出産等に関するハラスメントの防止措置など、事業主が講ずべき措置等が定
められています。

▪育児・介護休業法
（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律）

育児休業及び介護休業の制度並びに子の看護休暇及び介護休暇の制度を設け、育児・
介護を容易にするため所定労働時間短縮等の措置を事業主に義務づけ、育児・介護を行
う労働者に対する支援措置を講ずることにより、子どもを育てたり家族の介護をしたり
する労働者の雇用の継続と再就職の促進を図り、職業生活と家庭生活との両立に寄与す
ることを通じて、その福祉の増進と経済・社会の発展に資することを目的とした法律�
です。
規模を問わずすべての事業主に対して義務付ける最低限の制度を定める法であり、育
児のための制度、介護のための制度、育児休業等に関するハラスメントの防止措置など
事業主が講ずべき措置、不利益取扱いの禁止などが定められています。

関連法令等  ��������������������
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▪男女共同参画社会基本法
男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その
個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会づくりを総合的かつ計画的
に推進することを目的につくられた法律です。

▪女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律）
女性が職業生活において、自らの希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境
整備を推進していくことを目的として制定された法律です。（平成28年４月施行）
常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主に対して、①自社の女性の活躍に関す
る状況把握・課題分析　②状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定・社内周知・
公表　③行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出　④女性の活躍に関する情報
の公表　が義務づけられています。（300人以下の事業主は努力義務）

▪次世代育成支援対策推進法
国・地方公共団体・企業に、次代の社会を担う子どもの健全な育成を支援するための
行動計画を策定することを求めている法律です。
常時雇用する労働者の数が101人以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する一般
事業主行動計画を策定し、都道府県労働局への届出・外部への公表・社内周知すること
が義務とされています。（100人以下の企業は努力義務）
一般事業主行動計画には、①計画期間　②目標（例：平成○年までに育児休業取得率
を男性○％、女性△％にする等）　③目標を達成するための対策の内容と実施時期　を
定めます。
この法律は、平成17年４月１日から施行され、平成26年度末までの時限立法でありましたが、

法改正により法律の有効期限が平成37年３月31日まで10年間延長されました。（平成26年４月
23日施行）
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掲載した支援・認定制度や内容は、変更・募集停止・廃止されることがございますので、ご注意ください。

墨田区女性と男性の共同参画基本条例（平成18年４月施行）
墨田区における男女共同参画社会実現のための基本理念を定め、区、区民、事業者、
地域団体の皆さんが協働で取り組むことの必要性をうたっています。

墨田区男女共同参画推進プラン
墨田区女性と男性の共同参画基本条例に基づく、墨田区の男女共同参画施策を総合的
かつ計画的に推進するための行動計画です。
推進プランの基本理念：　認め合い　支え合い　ともに創るまち　すみだ

���������������������������

☎�03-5608-1771　墨田区押上2-12-7-111

室名 定員
午前

午前９時から
正午まで

午後
午後１時から
午後４時半まで

夜間
午後５時半から
午後９時まで

ホール 165人 5,000円 5,900円 5,900円
第１会議室 16人 2,200円 2,400円 2,400円
第２会議室 36人 2,200円 2,400円 2,400円
第３会議室 24人 2,200円 2,400円 2,400円
和　室 12人 2,200円 2,400円 2,400円

※すみだ女性センターは区内在住、在勤または在学の方がご利用頂けます。
※日曜・祝日は、夜間のご利用ができません。

すみだ女性センター

※冷暖房期間６月15日から９月30日、11月15日から３月31日
※料金は１時間単位で表示してあります。使用時間が１時間未満の場合、１時間分を徴収いたします。

貸出施設 面積
（平方メートル） 定員 区民

利用料金
区民

冷暖房料金※
区民外
利用料金

区民外
冷暖房料金※

ホール 153.6 190人 880円 330円 1,320円 490円
第１講習室 70.8 30人 270円 160円 400円 240円
第２講習室 65.7 20人 270円 160円 400円 240円
和　室 37.5 15人 270円 160円 400円 240円

☎�03-3619-1051　墨田区東墨田2-7-1社会福祉会館

ホール、会議室等施設の貸し出しを有料で行っております。
ご利用の際は「墨田区公共施設利用システム」の利用者登録が必要になります。
また、営利を目的とした施設の利用は認められません。
詳細については、各施設にお問い合わせください。

墨田区人権同和・男女共同参画課所管の貸出施設のご案内  �
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墨田区版　ワーク・ライフ・バランスと
女性活躍のためのハンドブック

平成30年３月発行
墨田区総務部人権同和・男女共同参画課男女共同参画担当

墨田区吾妻橋一丁目23番20号
��電話　03（5608）1111（代表）
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