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何のためのダイバーシティか？

（出所）競争戦略としてのダイバーシティ経営（ダイバーシティ2.0）の在り方検討会 資料より

 競争環境のグローバル化を始めとする市場環境の変化は、企業経営に対して、経営上の
不確実性を増大させるとともに、ステークホルダーの多様化をもたらしている。

 企業は、多様化する顧客ニーズを捉えてイノベーションを生み出すとともに、差し迫る外部
環境の変化に対応するため、女性を含む多様な属性、多様な感性・能力・価値観・経験
などを持った人材を確保し、それぞれが能力を最大限発揮できるようにする「ダイバーシティ
経営」の推進が求められている。



ダイバーシティの効果
 ダイバーシティ経営の効果は、①人材獲得力の強化、②リスク管理能力の向上、③取
締役会の監督機能の向上、④イノベーション創出の促進などによる、企業価値の向上
があげられる。

 これらの効果を踏まえ、ダイバーシティを企業の経営戦略にいかに組み込むかが重要。

①グローバルな
人材獲得力の

強化

②リスク管理
能力の向上

③取締役会の
監督機能の向上

④イノベーション
創出の促進

4（出所）平成29年3月 経済産業省「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」



①人材獲得力の効果

 ミレニアル世代の人材は、就職先を選定する際に、企業の「多様性や受容性の方針」を
重要視しており、特に女性はこの傾向が顕著。

ミレニアル世代に対する調査
問. 多様性・受容性の方針は就職先を決める上で重要か？

（注記）回答者：ミレニアル世代（1980年～1995年生まれ）の男性 1,349人、女性8,756人
（出所）PwC ミレニアル世代の女性：新たな時代の人材（2015年）

ミレニアル世代の人材を獲
得するため、多様性・受容性
の方針が注目されている

男性に比べて、女性は多様
性・受容性の方針をより重
視している傾向がある
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①人材獲得力の強化

 ダイバーシティ経営を通じた多様性の受容によって得られた恩恵として、日本企業を含め、
多くのグローバル企業が「人材の獲得」や「業績の向上」と回答した。

経営者に対する調査
ダイバーシティ経営戦略の有無

（注記）回答者：世界各国の主要企業の最高経営責任者（CEO）1,322人、うち日本企業のCEOは162人
（出所）PwC 第18回世界CEO意識調査 2015年 境界なき市場 競争への挑戦（2016年）
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 均質的な組織による「グループシンキング（集団浅慮）」（構成員に対する無言の圧力
から、集団にとって不合理な意思決定が容認され得ること）が指摘されている。

 統計的に、女性取締役のいる企業の方が、いない企業に比べ、株式パフォーマンスが良
い。特に、リーマンショック等厳しい環境変化に対して強く、回復が早い傾向。

 コーポレートガバナンス機能の向上の観点から、取締役会の構成員の多様化は機関投
資家からも注目が集まっている。

②リスク管理能力の向上／③取締役会の監督機能の向上

リーマンショック
↓

（出所）Credit Suisse “performance update:The CS Gender 3000 in 2019: The changing face of companies

・全世界の企業（時価総額100億ドル以上）で、女性取締
役を1人以上有する企業は、1人もいない企業と比べ、特に、
金融危機後の回復力が強い傾向にある。 金融危機の原因は、

“同質的”な取締役会の構成
が大きいとされている。

グローバル投資家の間では、
取締役会の「文化」
（取締役会で、「健全な議論」
と「独立性」を確保できるか）を
見極めるため、取締役会の多
様性が注目されている。

2008年9月
リーマンショック

女性取締役が1名以上

女性取締役が0名
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 金融庁「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ
会議」において、実効的なコーポレートガバナンスの実現に向けて、改訂版の「コー
ポレートガ バナンス・コード」と「投資家と企業の対話ガイドライン」が示された
（2018年6月1日）。

 その中では、①取締役会は、ジェンダーや国際性の面を含む多様性を十分に確保
した形で構成すること、②特に取締役として女性が選任されていること、が重要であ
るとされて いる。

〇改訂版「コーポレートガバナンス・コード」 【下線部の追加】
【原則4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】
取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く
備 え、ジェンダーや国際性の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきであ
る。

〇「投資家と企業の対話ガイドライン」 【コードの付属文書として新たに作成】
取締役会が、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、適切な知識・経験・能
力を 全体として備え、ジェンダーや国際性の面を含む多様性を十分に確保した形で構成されて
いるか。 その際、取締役として女性が選任されているか。

③取締役会の監督機能の向上



 BCGの調査分析において、管理職のダイバーシティとイノベーションの成果※との間には、
統計的に有意な関係があることが示されている（※本調査分析では、過去３年間に発売された製
品が収益に占める割合を、イノベーションの成果を計る代用データとして利用）。

（注記） N=1,606、R^2=0.257（優位水準 P=0.001）、*総合ダイバーシティ指数はBlau指標のダイバーシティの6要素（出身国、他の業界で働いた経験、キャリアパス、
性別、学歴、年齢）の平均。
調査対象国は、⽶国、フランス、ドイツ、中国、ブラジル、インド、スイス、オーストリアの8ヵ国。

（資料） Rocio Lorenzo and Martin Reeves, “How and Where Diversity Drives Financial Performance”, January 30, 2018（ﾎﾞｽﾄﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ）
Harvard Business Review「組織の多様性はどこで、どのように業績を高めるのか」から引用。

ダイバーシティとイノベーションによる収益

④イノベーション創出の促進
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指数はゼロ
（多様性な
し）から最大
多様性1.0
までの範囲



 令和元年度経済財政白書によれば、多様な人材の増加は、生産性の向上、人手不足の解消
等の効果が期待できる。

 ただし、多様な人材の活躍に向けた取組とセットで行うことが非常に重要であり、多様な人材は
いるが、それに対応した取組を行っていない企業は、多様な人材がいない企業よりも生産性が低く
なる可能性。

多様性の増加が生産性に与える効果

④イノベーション創出の促進

10

（注記）１．内閣府「多様化する働き手に関する企業の意識調査」により作成。
２．***、**、*はそれぞれ、多様性が増加した企業とそうでない企業の生産性の伸びの差が1％、5％、10％水準で有意であることを示す。
３．分析の詳細は、 「経済財政白書（令和元年版）」付注2－9を参照

（資料）内閣府「経済財政白書（令和元年版）」から引用。
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企業におけるダイバーシティ経営の取組
 内閣府企業意識調査により、企業が多様な人材の活躍ために実施している内容を確
認すると、柔軟な働き方の実施（38.1％）やWLBの促進（30.5％）等の働き方改
革の取組が上位。

 この様に、企業の中では働き方改革等の取組が進みつつある。
多様な人材の活躍のために実施していること

（出典）内閣府「令和元年度経済財政白書」から引用。



形式的な対応 “Diversity1.0”による限界

 “ダイバーシティ”の概念は浸透し始めたが、課題を抱えているケースも存在。

Diversity1.0
の限界

（悪循環ケース）

政府・社会からの女性の
活躍に関する要請を受身的
に対応

現場への形式的な落とし込み経営課題に紐付かない
ダイバーシティ

成果の実感なきままに取組を
継続 “特別扱い”で一部にとどまる

ダイバーシティの取組の
効果を評価

企業経営上のメリットが見えない

12
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＜ダイバーシティ2.0とは＞
多様な属性の違いを活かし、個々の人材の能力を最大限引き出すことにより、
付加価値を生み出し続ける企業を目指し、全社的かつ継続的に進めて行く経営上の取組

① 中長期的・継続的な実施と、経営陣によるコミットメント
② 組織経営上の様々な取組と連動した「全社的」な実行と「体制」の整備
③ 企業の経営改革を促す外部ステークホルダーとの関わり（対話・開示等）
④ 女性活躍の推進とともに、国籍・年齢・キャリア等、様々な多様性の確保

14

 経済産業省では、2017年8月に「競争戦略としてのダイバーシティ経営（ダイバーシティ
2.0）の在り方に関する検討会」（座長 北川哲雄 青山学院大学大学院国際マネ
ジメント研究科教授）を立ち上げた。

 中長期的に企業価値を生み出し続けるダイバーシティ経営の在り方について検討を行い、
企業が取るべきアクションをまとめた「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」を策定（2018
年3月）。

経営戦略としてのダイバーシティ実践に向けて



経営企画部門事業部門各事業部門の取組

視点2. 現場の取組

管理職

従業員

⑥ 従業員の行動・意識改革

⑤ 管理職の行動・意識改革

※企業単体におけるイメージ図
取締役会

経営トップ、経営陣

視点1. 経営陣の取組

報告 モニタリング、指示

事業戦略
（経営企画部門、各事業部門）

人材戦略
（人事部門）

経営戦略の立案

① 経営戦略への組み込み

全社的課題に対するダイバーシティの取組
全社的な施策
の実施、助言

②推進体制の構築

③ガバナンスの改革

コミュニケーション④ 全社的な環境・ルールの整備

その他の
利害関係者

社会、政府

資本市場

労働市場

視点3.
外部コミュニケーション

ステークホルダー

⑦ 情報発信・対話

開示、情報発信

フィードバック

ＩＲ、情報開示
（ＩＲ・広報部門）

○ダイバーシティ2.0 行動ガイドライン 実践のための７つのアクション
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○ダイバーシティ2.0 行動ガイドライン 実践のための７つのアクション（詳細）

①経営戦略への組み込み
経営トップが、ダイバーシティが経営戦略に不可欠であること（ダイバーシティ・ポリシー）を明確にし、KPI・ロードマップを策定するととも
に、自らの責任で取組をリードする。

（a. ダイバーシティ・ポリシーの明確化）
ダイバーシティを通じて、中長期的にどのような企業価値向上を目指すのかについて、その方針（「ダイバーシティ・ポリシー」）を明確に
する。
（b. KPI・ロードマップの策定）
ダイバーシティ・ポリシーに基づくダイバーシティの「目標」（KPI）を設定し、その実現に必要なロードマップを策定する。
その際は、ダイバーシティの現状を踏まえた数値目標を設定することが有効である。
（c. 経営トップによるコミットメント）
経営トップ自らダイバーシティ・ポリシー及びKPI・ロードマップにコミットし、社内に共有する。また、一過性のものとならないよう、経営トップ
が責任を持って、上記のポリシー及びKPI・ロードマップの実行と不断の見直しを進めることで、社内全体の取組を粘り強くリードし続ける。

②推進体制の構築
ダイバーシティの取組を全社的・継続的に進めるために、推進体制を構築し、経営トップが実行に責任を持つ。
（a. 経営レベルの推進体制の構築）
経営トップがコミットしたダイバーシティの取組を全社で継続的かつ効果的に推進していくため、経営レベルの体制を構築する。特に、経
営トップがダイバーシティ経営の「プロジェクトリーダー」として、取組の実行に責任を持つことが重要である。また、ホールディング会社や主要
な関係会社との連携体制や役割分担を整理し、グループ全体での取組を進める。
（b. 事業部門との連携）
ダイバーシティ推進部門が各事業部門と連携し、事業部門がその戦略に基づいて主体的に実践するよう促す。
（c. 経営幹部への評価）
経営レベルにおけるダイバーシティの実践の実効性を高めるため、事業戦略を担う経営幹部の評価指標に、ダイバーシティの評価項目
を反映する。
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○ダイバーシティ2.0 行動ガイドライン 実践のための７つのアクション（詳細）

③ガバナンスの改革
構成員のジェンダーや国際性の面を含む多様性の確保により取締役会の監督機能を高め、取締役会がダイバーシティ経営の取組
を適切に監督する。

（a. 取締役会の監督機能の向上）
取締役会の監督機能を高めるため、取締役会の構成を見直し、構成員のジェンダーや国際性の面を含む多様性を確保する。
（b. 取締役会におけるダイバーシティの取組の監督と推進）
取締役会において、経営におけるダイバーシティの取組を監督し、ダイバーシティを推進する。

④全社的な環境・ルールの整備
属性に関わらず活躍できる人事制度の見直し、働き方改革を実行する。
（a. 人事制度の見直し）
女性、外国人、高齢者等の属性に関わらず、誰もが活躍できるよう、従来の人事制度を見直す。
（b. 働き方改革）
生産性・創造性の向上を図るために、従来の働き方を見直し、多様な働き方を実現する。

⑤管理職の行動・意識改革
従業員の多様性を活かせるマネージャーを育成する。
（a. 管理職に対するトレーニングの実施）
各部門の管理職に、経営戦略上のダイバーシティの意義について理解を促し、多様性を活かせるマネジメントスキルを提供するトレー
ニングを実施する。
（b. 管理職のマネジメントを促進する仕組みの整備）
管理職自身への評価や、部下に対する人事評価・ジョブアサインメントの基準に、ダイバーシティの要素を入れ、管理職による多様な
人材のマネジメントを促進する。
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○ダイバーシティ2.0 行動ガイドライン 実践のための７つのアクション（詳細）
⑥従業員の行動・意識改革
多様なキャリアパスを構築し、従業員一人ひとりが自律的に行動できるよう、キャリアオーナーシップを育成する。
（a. 多様なキャリアパスの構築）
画一的なキャリアパスのみならず、ライフスタイルや価値観が異なる人材が活躍できる「多様なキャリアパス」を構築する。
（b. キャリアオーナーシップの育成）
従業員のアサインメントやキャリアサポートを通じ、個々人のキャリアに対するオーナーシップを育成する。

⑦労働市場・資本市場への情報開示と対話
一貫した人材戦略を策定・実行し、その内容・成果を効果的に労働市場に発信する。
（a.一貫した人材戦略の策定）
中長期的に実現すべき「人材ポートフォリオ（最適な人的資源の構成）」を検討・整理する。その実現に向けて、採用、育成、登用、リ
テンションまで一貫した人材戦略を策定、実行する。
（b. 労働市場への効果的な発信と対話）
自社が獲得したい人材に訴求できるよう、採用手段・時期等の工夫により、上記の人材戦略を効果的に発信し、情報の受け取り手と
のコミュニケーションを深める。

投資家に対して、企業価値向上に繋がるダイバーシティの方針・取組を積極的に発信・対話する。
（a. 企業価値向上のストーリーの策定）
ダイバーシティの経営戦略への組み込み、推進体制の構築及びガバナンスの改革（視点１）について、ダイバーシティにより目指す企業
価値向上のストーリーを明確にする。
（b. 資本市場への効果的な発信と対話）
企業から投資家に対して、開示、対話・エンゲージメント等を通じ、積極的な情報発信とコミュニケーションを行う。特に取締役会のジェン
ダーや国際性の面を含む多様性への取組状況について説明する。情報発信媒体としては、投資家が投資調査業務等で活用する、中期
経営計画公表資料、アニュアルレポート、コーポレートガバナンス報告書、有価証券報告書（MD&A）、「女性の活躍推進企業データ
ベース」等に記載されるのが望ましい。

18



（Ⅱ）執行層
①経営戦略への組み込み
【全体戦略への位置づけ】
 経営戦略を実現するための人事戦略およびその中におけるダイ
バーシティの位置づけ、経営トップのコミットメント ◎

②推進体制の構築
【組織体制】
 ダイバーシティ経営促進のための組織体制の構築状況○
 ダイバーシティを試行的に実施した部署の有無、その横展
開の状況 ○

【評価・登用】
 性別や年齢などの属性に関わらず活躍するための人事評
価制度(年功序列見直しや時間当たり成果主義等) ◎

【採用（計画）】
 女性の採用に係る計画（KPI、ロードマップ）◎
 外国人等の採用に係る計画（KPI、ロードマップ）◎

【評価・登用（計画）】
 執行役員・部長に女性がいない場合はその理由と、達成までの人材
育成計画（KPI、ロードマップ）◎

 執行役員・部長に外国人等がいない場合はその理由と、達成までの
人材育成計画（KPI、ロードマップ）◎

 各役職段階の女性の登用の人材育成計画（KPI、ロードマップ）とそ
の現状評価 ◎

 各役職段階の外国人等の登用の人材育成計画（KPI、ロードマッ
プ）とその現状評価 ◎

④全社的な環境・ルールの整備
【継続就業】
 柔軟な勤務場所・時間を認める制度（テレワーク・在宅勤務／変形
労働時間制）の対象範囲・利用実績 ◎

【再チャレンジ（多様なキャリアコース） 】
 育児・介護等に対する支援制度の概要 ◎
 育児・介護等による退職からの再雇用に対する支援制度の概要 ◎

⑤管理職の行動・意識改革
 管理職評価制度（評価・報酬等に多様な人材のキャリア促進・マネ
ジメントの状況を反映）の概要 ○

⑥従業員の行動・意識改革
 従業員のキャリアオーナーシップ育成の取組概要 ○ 19

★「現行の女性活躍推進法において、これら13項目のうち1つの公表が必要とされているもの」
◎「労働市場・資本市場が特に重視する項目」
○「労働市場・資本市場が重視する項目」

１．経営方針、具体的な取組、取組結果に対する評価・解釈

「情報公表を検討すべき事項」(1/2)

（Ⅰ）取締役会（ガバナンス）
③ガバナンスの改革
 取締役・監査役に占める女性の割合 ★◎
 取締役・監査役に女性がいない場合はその理由と、達成
までの人材確保計画（KPI、ロードマップ）◎
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２．取組結果

【採用】
 採用した労働者に占める女性労働者の割合 ★◎
 男女別の採用における競争倍率 ★◎
 労働者に占める女性の割合 ★◎
 労働者に占める外国人等の割合 ◎

【継続就業】
 男女の平均継続勤務年数の差異 又は 10事業年
度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の
男女別の継続雇用割合 ★◎

 男女別の育児休業取得率 ★◎
 労働者の一月当たりの平均残業時間 ★◎
 雇用管理区分ごとの一月当たりの平均残業時間
★◎

 有給休暇取得率 ★◎
 全体及び男女別退職率 ○

【評価・登用】
 取締役・監査役に占める女性の割合（再掲）★◎
 取締役・監査役に占める国際人材の割合（再掲）◎
 執行役員・部長に占める女性の割合 ◎
 執行役員・部長に占める外国人等の割合 ◎
 管理職に占める女性労働者の割合 ★◎
 係長級にある者に占める女性労働者の割合 ★◎
 再雇用者又は中途採用者の管理職への登用実績 ○
 人材育成の取組（研修内容、人材育成への投資額
等）○

 雇用体系の概要（ジョブアサイメント型／メンバーシップ
型等）○

【再チャレンジ（多様なキャリアコース）】
 男女別の職種又は雇用形態の転換実績 ★◎
 男女別の再雇用又は中途採用の実績 ★◎
 育児・介護等による休職からの復職3年後の継続就業
率 ○

 育児・介護等による休職以後の管理職登用率 ○
 管理職における転居を伴う転勤経験率 ○

「情報公表を検討すべき事項」(2/2)



取組のステップ
 まずは、「経営陣の取組」。現場、外部とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを通じ、取組のサイクルを循環。

中長期的・継続的に、全社的な取組を実行していくには、経営トップのコミットメ
ント・リーダーシップが不可欠。
ダイバーシティを経営戦略に組み込むための方針を策定し、その方針を経営陣
が主体的に実行できる経営・ガバナンス体制を整備。

視点１
（経営陣の取組）

視点２
（現場の取組）

視点３
(外部ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ)

管理職と従業員が職場の取組を主体的に推進

外部のステークホルダー（資本市場、労働市場 等）に対して、ダイバーシティに
関する方針や取組内容を発信し、その評価を受けることにより、継続的な取組に
繋げる 21



ダイバーシティ２．０

ガイドラインの実践には、経営者の「粘り強さ」がカギ
 多様性は短期的なコンフリクトに直面しうるため、長期的な視点が必要。
 そのために重要なのは、１）短期的な課題を乗り越える試行錯誤のプロセス

２）中長期で目指す企業価値のゴール共有

時間軸
（短期） （中長期）

取組なし

有効性（仮）

短期的には困難に直面

長期的には取組が企業価値を向上

22

ダイバーシティ１．０
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１．なぜダイバーシティ経営か

２．“ダイバーシティ２．０”へ

３．経済産業省における
ダイバーシティ経営推進施策

４．参考



なでしこ銘柄／準なでしこ新･ダイバーシティ経営企業100選/100選プライム

成長戦略フォローアップ（令和元年6月21日閣議決定）
Ⅰ．全世代型社会保障への改革 ３．多様で柔軟な働き方の拡大 （２）新たに講ずべき具体的施策 ⅲ）女性活躍の更なる拡大、ダイバーシティ経営の推進

• 女性活躍やダイバーシティ経営推進の観点から、上場企業の女性役員及びESG投資における女性活躍情報の活用の状況の公表を進めるとともに、企業の
女性活躍の要素を投資判断に考慮するジェンダー投資を推進する。また、女性役員人材の育成に向け、新たな地域における展開を含め、地方、大学等との
共催等により女性役員育成研修を実施するとともに、修了者人材バンクの充実・強化を行う。

• 企業と投資家等との積極的な対話を促す情報開示等を求める「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」の普及や、「なでしこ銘柄」等の選定基準の見直し等を通
じ、企業におけるダイバーシティ経営を推進する。

経済産業省のダイバーシティの取組①
 成長戦略として、多様な人材がその能力を最大限発揮し、競争力を高めていくことが不可欠。

 「なでしこ銘柄」等の施策を通じ、女性活躍をはじめとする企業の経営戦略としてのダイバーシティを推
進。

選定基準に反映表彰基準に反映
ダイバーシティ2.0行動ガイドライン

女性リーダー育成

女性管理職・
取締役の増加

24



新･ダイバーシティ経営企業100選
/100選プライム

25



新・ダイバーシティ経営企業100選について
 多様な人材の能力を発揮させることにより、イノベーションの創出等の成果を上げている企
業を表彰。外部有識者からなる「運営委員会」が審査・選定。平成24年度から実施し、
累計268社（大企業135社、中小企業133社）を表彰。（経済産業大臣表彰）

 令和元年度は、応募企業105社の中から18社(大企業7社、中小企業11社)を表彰。

1．評価のポイント
①実践性（ストーリーの一貫性）
②革新性・先進性（モデル性）
③全社レベルでの取組の浸透度や継続性

2．応募数等

令和元年度
応募数

令和元年度
表彰数

過年度受賞企業数 ８か年累計

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

大企業 ５８ ７ ２０ ２５ ２８ ２０ １３ ９ 13 １３５

中小企業 ４７ １１ ２２ ２１ ２４ １４ １８ １２ 11 １３３

計 １０５ １８ ４２ ４６ ５２ ３４ ３１ ２１ 24 ２６８

26



■応募総数 105社
■選定数 18社（大企業7社、中小企業11社)

(★)：中小企業（従業員数300人以下）

令和元年度 新・ダイバーシティ経営企業100選表彰企業一覧

27

建設業
（２社）

株式会社山下組（★） 三重県

旭建設株式会社（★） 宮崎県

製造業
（８社）

株式会社釧路製作所（★） 北海道

味の素株式会社 東京都

株式会社杢目金屋（★） 東京都

株式会社栄和産業（★） 神奈川県

株式会社ASフーズ（★） 山梨県

日高工業株式会社（★） 愛知県

株式会社エーピーシィ（★） 愛知県

株式会社アクアテック（★） 大阪府

情報通信業
（1社）

ＴＩＳ株式会社 東京都

卸売業，小売業
（３社）

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 東京都

株式会社友安製作所（★） 大阪府

総合メディカル株式会社 福岡県

金融業，保険業
（２社）

オリックス株式会社 東京都

アクサ損害保険株式会社 東京都

宿泊業，飲食
サービス業

（１社）
京阪ホテルズ&リゾーツ株式会社 京都府

サービス業
（１社）

株式会社サニックス（★） 山形県



高
齢
者
の
採
用
・
定
着

採用準備・
採用広報

【シニアの活躍を積極広報】
・ウェブサイトなどにシニア／ベテラン雇用を積極的に掲出

職場環境整
備

【個の生活に寄り添った柔軟な働き方】
・自身の健康や家族の状況等に合わせた柔軟な勤務形態
【適材適所づくり】
・得意作業に合った配置
・職場をシニアが働きやすい環境に改良
【長く働くことを前提にした制度】
・65歳の定年後、本人の意向で毎年再雇用される制度
・「定年なし」という制度

ｷｬﾘｱﾊﾟｽ･評
価体系

【熟練の技でシニア活躍】
・シニアの変わらぬ技術力に着目
【モチベーション維持のための待遇】
・「継続雇用」を制度化することで、待遇を下げない 28

ノウハウ集「適材適所のススメ」
 平成28年度までに「新・ダイバーシティ経営企業100 選」等に選定された中小企業計99
社から、好事例のポイントを「働き手別（女性・高齢者・外国人・障害者）」「フェーズ別
（採用・定着、育成・活躍）」にノウハウとして再整理（平成30年3月公表）。

女
性
の
採
用
・
定
着

採用準備・
採用広報

【女性に焦点を当てた採用募集】
・前職の経験やスキルだけでなく、人間性を重視して採用
・採用時に勤務時間を話し合い、決定する

職場環境整備

【子育て・家庭の事情を汲んだ柔軟な勤務スタイルの整備】
・在宅勤務制度の整備
・パート社員の産休・育休・介護休業制度の設定
・保育園への送迎に合わせた、全社定時終業
【子育ての負担感を軽減させる施策】
・社内託児所を設置し、子どもの預け先の課題を解決

ｷｬﾘｱﾊﾟｽ･評
価体系

【多様なキャリアパスの提示】
・ライフステージに合わせて選択・行き来できる就業形態の提示
・ 総務・経理に限定せず、生産現場や営業、広報のようなフロントヤードへの積極配置
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中小企業向け「ダイバーシティ経営診断ツール」
 近年、「採用できない」「すぐに辞めてしまう」「求める質の人材から応募がない」など、人材に
関わる課題を抱える中小企業が増えている。

 各社における人材マネジメントに関する現状と、これから「ダイバーシティ経営」の実践に向け
て、今後必要な取組を見える化し、その取組を促進することを目的に「ダイバーシティ経営
診断ツール」を策定（平成30年度）。

＜ダイバーシティ経営診断ツールの概要＞

自社の現状（≒経営者の自己評価）を見
える化し、その後の分析を行うための材料と
するための記入シート。

診断シートの記載内容を受けた現状分析か
ら打ち手の検討を行うための考え方や事例を
紹介する手引き。

手引き診断シート

＜ダイバーシティ経営診断ツールの使い方＞

企業が自社の状況を分析するための
自己チェックツール

外部アドバイザーが企業の現状・課題を
明確にするための支援ツール

 経営者が、自社の人材や経営の状況について自己評価する
 社員(経営幹部や人事部など)が主導して、社内の人材の状況について課題分析する
 経営者と社員が、自社の人材や経営の状況について認識のギャップを埋めるためにコミュ

ニケーションを図る

 中小企業診断士
 社会保険労務士
 商工会議所 経営指導員
 金融機関 等

たとえば、
こんな方法で…

たとえば、
こんな人たちと…
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100選プライムについて（令和元年度）
 過去の100選受賞企業から、特に先駆的な取組を行う企業を選定。外部有識者からな
る「運営委員会」が審査・選定。平成29年度から実施し、累計6社（大企業6社）を
選定。（経済産業省選定）

 令和元年度は、応募企業14社の中から、2社を選定。

「ダイバーシティ2.0 行動ガイドライン」7つのアクションの取組状況及び成果
①経営戦略への組み込み
②推進体制の構築
③ガバナンスの改革
④全社的な環境・ルールの整備

⑤管理職の行動・意識改革
⑥従業員の行動・意識改革
⑦労働市場・資本市場への
情報開示と対話

新・ダイバーシティ経営企業100選

100選プライム

運輸業,郵便業
（１社） 東急株式会社 東京都

金融業,保険業
（１社） 株式会社千葉銀行 千葉県

評価ポイント

令和元年度選定企業



なでしこ銘柄／準なでしこ
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なでしこ銘柄

 平成24年度から、経済産業省と東京証券取引所が共同で実施。令和元年度で8年目。
 「女性活躍推進」に優れた上場企業を、「中長期の成長力」のある優良銘柄として、
投資家に紹介することで、各社の取組の加速化を図る。

■ 令和元年度 選定の概要
 東証全上場企業約3,600社が対象。
 業種毎にベスト・インクラスを選定。
 「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン実践のための7つのアクション」に基づく取組とその開示
状況について評価。

①経営戦略への
組み込み

②推進体制の構築

③ガバナンス

④全社的な環境・ルール
の整備

⑤管理職の行動・意識
改革

⑥従業員の行動・意識
改革

⑦労働市場・資本市場
への情報開示と対話

・ダイバーシティ・ポリシーの明確化
・経営トップによるコミットメント 等

・経営レベルでの推進体制の構築
・事業部門との連携 等

・取締役会の監督機能の向上 等

・女性役員・管理職実績及び比率
・柔軟な働き方、継続就労のしやすさ 等

・管理職に対するトレーニングの実施 等

・多様なキャリアパスの構築
・キャリアオーナーシップの育成 等

■ 評価の視点（ガイドラインにおける７つのアクション）

・中期経営計画公表資料やアニュアルレ
ポート等での開示 等 32



企業名 企業名
1 カルビー株式会社 24 東京瓦斯株式会社
2 アサヒグループホールディングス株式会社 25 東急株式会社
3 日本たばこ産業株式会社 26 日本郵船株式会社
4 コスモエネルギーホールディングス株式会社 27 株式会社野村総合研究所
5 株式会社熊谷組 28 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
6 株式会社協和エクシオ 29 SCSK株式会社
7 帝人株式会社 30 双日株式会社
8 特種東海製紙株式会社 31 三井物産株式会社
9 積水化学工業株式会社 32 株式会社日立ハイテク
10 花王株式会社 33 株式会社丸井グループ
11 DIC株式会社 34 イオン株式会社
12 大塚ホールディングス株式会社 35 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
13 ＡＧＣ株式会社 36 株式会社三井住友フィナンシャルグループ
14 日立金属株式会社 37 株式会社千葉銀行
15 古河電気工業株式会社 38 株式会社みずほフィナンシャルグループ
16 株式会社LIXILグループ 39 株式会社高知銀行
17 ダイキン工業株式会社 40 株式会社大和証券グループ本社
18 日本精工株式会社 41 SOMPOホールディングス株式会社
19 オムロン株式会社 42 ＭＳ＆ＡＤｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社
20 株式会社堀場製作所 43 ケイアイスター不動産株式会社
21 株式会社ブリヂストン 44 イオンモール株式会社
22 株式会社島津製作所 45 ギグワークス株式会社
23 凸版印刷株式会社 46 株式会社ルネサンス

令和元年度「なでしこ銘柄」選定企業 46社
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企業名
1 キリンホールディングス株式会社
2 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社
3 味の素株式会社
4 日清食品ホールディングス株式会社
5 三井化学株式会社
6 株式会社資生堂
7 富士通株式会社
8 セイコーエプソン株式会社
9 アイシン精機株式会社
10 大日本印刷株式会社
11 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
12 日本ユニシス株式会社
13 Ｊ．フロントリテイリング株式会社
14 東京センチュリー株式会社
15 オリックス株式会社
16 第一生命ホールディングス株式会社
17 東京海上ホールディングス株式会社
18 株式会社パソナグループ
19 株式会社エスクリ

令和元年度「準なでしこ」選定企業 19社
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女性活躍度調査の活用
 なでしこ銘柄は、「女性活躍度調査」への回答に基づくスコアリングを経て選定。
 銘柄に選定されない場合も、「なでしこチャレンジ企業」としてリストに掲載することで、自
社の取組についてPRが可能。

 回答企業全社に調査結果のフィードバックシートを送付。企業実績、全体および業種
別の偏差値や実績の平均値を一覧で把握することが可能。

 企業内において女性活躍推進の取組を促進するツールとして活用可能。

フィードバックシート サンプル▶

▲なでしこチャレンジ企業リスト抜粋
平成30年度「なでしこ銘柄」レポートより



女性リーダー育成
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「女性リーダーのための経営戦略講座」
（主催：(公財)野村マネジメントスクール、後援：経済産業省）
 ⽶国ハーバード・ビジネス・スクールの教授陣を招へいし、競争戦略・リーダーシップ・マクロ経営環境等
を学ぶ企業横断的な合宿研修を実施。中小企業を含む、幅広い業種・規模の企業から参加（こ
れまでに、第1回は66名、第2回は59名、第3回は60名が参加。）。

 第4回は、令和2年1月19日~24日に開催し、71名が参加。

ハーバードビジネススクール教授略歴

ジョセフ・バダラッコ 教授 デビッド・モス 教授

競争戦略、マーケティ
ング、知識経営論

竹内 弘高 教授

経営戦略、競争戦略、
企業倫理

政府、国際経済など
マクロ環境と経営戦略



女性起業家等支援ネットワーク事業
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経済産業省のダイバーシティの取組②

女性起業家等支援
ネットワーク構築補助事業

〇多様な支援者・機関を中心としたネットワークを構築。（28年度～令和元年度）
〇新たな働き方としての起業促進を進めていく。

39

女性の労働参加の推進やM字カーブの改善
→女性の起業や復職への支援



 女性固有の起業課題は起業を決意・準備し始める前の段階（フェーズ０・１）に多く存在。
 従来の起業支援で中心的役割を果たしているのは起業準備以降（フェーズ２・３）。これらの創業支援機関は、

フェーズ０・１の層に対して十分に支援策を届けられていないとの課題認識あり。
 フェーズ０・１層に対する支援策で先進的な取組事例も存在するが、支援策が地域内に限定、または支援策が

特定の地域に偏在。
 多種多様な女性の起業ニーズに対応するには、フェーズ０・１体制の強化と併せて、地域横断的な連携支援

体制の構築が必要。

女性起業家支援の課題

起業準備フェーズと主な支援策一覧
フェーズ０ フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３

（起業という選択肢を知
らない）

潜在ニーズ 起業準備 起業・事業拡大

StepⅠ
情報収集段階

StepⅡ
具体的準備段階

StepⅠ
スタートアップ

StepⅡ
創業3～5年

StepⅢ
創業5年～

ス
キ
ル
・

ノ
ウ
ハ
ウ

イ
ン
フ
ラ

（ソ
フ
ト
・ハ
ー
ド
）

資
金

情
報

ビジネススキル（基礎基本） ビジネススキル（応用）

法制度・手続き等

ロールモデル・事例の提示

相談窓口の設置、相談会の実施、起業ガイドの提示 商談会開催、展示会出展支援

交流会の開催、ネットワークの構築

メンタリング、カウンセリングの提供

融資、補助金、ファンド等

インキュベーション施設、コワーキング施設、保育・両立支援等の提供

ビジネスコンテスト
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起業を目指す
女性等

 女性の起業を支援するため、地域の金融機関や産業・創業支援機関等を中心とした「女性起業家等支援ネッ
トワーク」を全国各地に形成（平成28年度より事業開始）。

 起業を志すあらゆる段階にいる女性や、事業成長に課題を抱える創業間もない女性起業家を確実にフォローで
きる体制をネットワーク内において構築。既存の起業家支援施策への橋渡し等、女性のニーズに応じたきめ細や
かな支援を行う。

④具体的
アドバイス

代表機関
①相談

②伴走型
の支援

③取次ぎ、紹介

女性起業家等支援ネットワークの一例

大学・
教育機関

代表機関

女性起業家
支援・キャリア
支援機関先輩

女性起業家

産業・創業
支援機関

コワーキング
インキュベーション

金融機関

投資機関

男女共同
参画センター

地方
自治体

経済産業局
地域中核
企業

構成機関

構成機関

事業スキーム 事業実施体制・活動内容

経済産業省

事務局

補助事業者

• 補助金交付先決定にかかる業務、交付先事
業の進捗状況管理、確定検査、支払い手
続き等

• 連絡会議の開催
• ホームページの運営 等

補助（1/2）

補助（定額）

• 女性起業支援体制の拡大（広域連携）事業
• 女性起業支援策の向上（支援体制の育成）

事業
• 女性の起業の普及事業

女性起業家等支援ネットワーク構築事業
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北海道

福
岡佐

賀
長
崎 高知

山
口

岡山広島

鹿児島

和歌山

青森

宮崎

愛媛大分

大
阪
奈
良

三
重

京
都兵

庫 滋
賀

山形

秋田

愛知 静岡

鳥取島根

神奈川

東京 千
葉香川

徳島

宮城

岐阜
福井 長野

山梨

富
山

石
川

埼玉
茨
城

福島
群
馬

栃
木

岩手

【北海道（北海道）】
公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

【東北（青森・岩手・宮城・秋田
山形・福島）】
特定非営利活動法人
福島県ベンチャー・SOHO・
テレワーカー共働機構

【関東（茨城・栃木・群馬・埼玉・
千葉・東京・神奈川・新潟・長野・
山梨・静岡）】
株式会社首都圏TSUTAYA

【中部（愛知・岐阜・三重）】
イノベーションファクトリー株式会社

【北陸（石川）】
公益財団法人
石川県産業創出支援機構

【中国（鳥取・島根・岡山・広島・山口）】
一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会

【九州（福岡・佐賀・長崎・熊本
大分・宮崎・鹿児島）】
合同会社アイ．ジー．シー

熊
本

新潟

令和元年度女性起業家等支援ネットワーク構築補助金事業
地域補助事業者

【近畿（福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山）】
【四国（徳島・香川・愛媛・高知）】
公益財団法人大阪産業局

【【関東（栃木）】
一般社団法人スリーアクト



 平成28年度より実施してきた女性起業家等支援ネットワーク構築事業で得られた支援事例をノウハウ集として
とりまとめ、フェーズ０，１支援者や創業支援機関、男女センター等へ普及を図る。

 ノウハウ集では、①女性起業家支援の特徴と重要性、②女性起業家特有の課題に対する支援方法、③女性
起業家の多様なニーズ・課題に対応する支援体制の構築、の3本柱で事例を紹介。

 今後は、ノウハウ集等を活用し、支援者や支援機関、男女共同参画センター等に事例・ノウハウの普及を図る。

トークセッション型

相談会型

交流型

マルシェ型

【例：イベント・セミナーの運営方法】

【POINT】
• 複数の先輩女性起業家が登壇し、それぞれの起業に至るまでの背景等を話して
もらう。起業の良い面だけではなく、大変なことも話してもらう。 等

【POINT】
• 一方的に話を聞いて終わりではなく、参加者同士の交流により、自分の思いを伝
える・共有できる場を作り、仲間づくりの場とする。 等

【POINT】
• PDCAサイクルの１つとして、まずはやってみる場を提供し、実際に販売することで
ビジネスに繋がるか等を考える機会とする。 等

【POINT】
• 先輩女性起業家や参加者同士で自由にお互いの話をしたり、キャリアコンサルタン
ト、支援機関に気軽に話せる場を作る。 等

【ノウハウ集の構成】

メンタル面の支援手法

女性起業家等支援ノウハウの普及
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１．なぜダイバーシティ経営か

２．“ダイバーシティ２．０”へ

３．経済産業省における
ダイバーシティ経営推進施策

４．参考



0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

経済参画
(115/153)

教育(91/153)

健康(40/153)

政治参画
(144/153)

アイスランド(1位/153
か国）

日本(121位/153か国）

平均

「ジェンダー・ギャップ指数2019」（令和元年12月 世界経済フォーラム）
 「ジェンダー・ギャップ指数（GGI）2019」における日本の順位は、153か国中121位（前回は、

149か国中110位）。

順位 国名 値

１ アイスランド 0.877

２ ノルウェー 0.842

３ フィンランド 0.832

４ スウェーデン 0.820

５ ニカラグア 0.804

６ ニュージーランド 0.799

７ アイルランド 0.798

８ スペイン 0.795

９ ルワンダ 0.791

１０ ドイツ 0.787

：

１５ フランス 0.781

：

順位 国名 値

１９ カナダ 0.772

：

２１ 英国 0.767

：

５３ 米国 0.724

：

７６ イタリア 0.707

：

８１ ロシア 0.706

：

１０６ 中国 0.673

：

１２１ 日本 0.652

：

（備考）世界平均よりスコアが低い項目は赤字で記載。
（出典）世界経済フォーラム「グローバル・ジェンダー・ギャップ報告書」から作成。

ジェンダー・ギャップ指数（2019）の主な国の順位 ジェンダー・ギャップ指数（2019）
各分野の日本の順位と比較

※ジェンダー・ギャップ指数（Gender Gap Index：GGI）
経済、教育、政治、保健の4つの分野のデータから作成され、0
が完全不平等、1が完全平等を意味する。

・労働参加率の男女比
・同一労働における賃金の男女格差
・推定勤労所得の男女比
・管理的職業従事者の男女比
・専門・技術者の男女比

・国会議員の男女比
・閣僚の男女比
・最近50年における
行政府の長の在任年数の男女比

・識字率の男女比
・初等教育就学率の男女比
・中等教育就学率の男女比
・高等教育就学率の男女比

・出生児性比
・健康寿命の男女比
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第２次安倍内閣発足時からの女性活躍の進捗
第２次安倍内閣以降、女性活躍の取組が急速に拡大。 機運が高まり、国内外での連携・共鳴が広がっている。

○「日本再興戦略」及びその改訂版に明記
成長戦略の中核に女性の活躍を位置付け（2013年～）

○「待機児童解消加速化プラン」 の策定(2013年）

○育児休業給付の充実（2014年４月施行)

○「国際女性会議ＷＡＷ！」を開催(2014年9月、2015年8月、2016
年12月、2017年11月、2019年3月、2020年4月予定）

○「女性活躍加速のための重点方針」の策定（2015年～）
女性活躍の加速の観点を、各府省の概算要求等に反映することを目的とし
て毎年策定

○第４次男女共同参画基本計画の閣議決定（2015年12月）
男女共同参画・女性活躍推進に係る今後５年間の基本的な方向などを定
めた法定計画

○国の公共調達においてワーク・ライフ・バランス等推進企業を加点
評価する指針の決定（2016年３月）

○「女性活躍推進法」が完全施行（2016年４月）

○G７伊勢志摩サミットの首脳会合及び全ての関係閣僚会合にお
いて「女性活躍推進」をアジェンダに設定（ジェンダー主流化）
（2016年５月）

○「子育て安心プラン」の公表（2017年６月）

○刑法の一部改正（強姦罪の構成要件及び法定刑の見直し等）
（2017年7月施行）

○国家公務員の旧姓使用の拡大（2017年９月）

○「女性活躍推進法」の一部改正法公布（2019年６月）

○内外への影響○第２次安倍内閣以降の取組
○女性の就業者数が7年で330万人以上増加(2012～19年)
※就業者数は全体（男性・女性）で444万人増加。また、女性の生産年齢人口は減
少しているが、女性の就業者数は7年連続で増加。

○子育て期（25～44歳）の女性の就業率が上昇
67.7％(2012年） ⇒ 77.7％ （2019年）

○第１子出産前後の妻の継続就業率
これまで４割前後で推移 ⇒ 53.1% (2010～14年)

○上場企業の女性役員数が３倍以上に増加
630名(2012年７月） ⇒ 2,124名（2019年７月）

○民間企業（100人以上）の役職者に占める女性の割合が上昇
係長級 14.4％（2012年） ⇒ 18.9％（2019年）
課長級 7.9％（2012年） ⇒ 11.4％ （2019年）
部長級 4.9％（2012年） ⇒ 6.9％（2019年）

○国家公務員の各役職段階に占める女性の割合が上昇
・本省課室長相当職

2.7％（2013年１月） ⇒ 5.3％ （2019年７月）
・指定職相当

1.6％（2013年１月） ⇒ 4.2％ （2019年７月）

○「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」が行動宣言を公表
（2014年６月）、賛同者も増加

９名(2014年６月） ⇒ 239名（2020年3月）

○UN Women が、ジェンダー平等を推進する世界の政治的トップ
リーダー10人に安倍総理を、世界のトップ大学10校に名古屋大学
を選出（2015年６月） 46



女性比率の国際比較

１．「管理的職業従事者」及び「就業者」については、「令和元年版男女共同参画白書」に基づき作成。2018(平成30)年の値。
２．「管理的職業従事者」とは、就業者のうち、会社役員、企業の課長相当職以上、管理的公務員等。また、「管理的職業従事者」の定義は国によって異なる。
３．「役員」については、日本は、東洋経済新報社「役員四季報」(2020年版)に基づき作成、2019(令和元)年7月の値。⽶国、英国、フランス、スウェーデンは、OECD “Social and Welfare Statistics”に基づき作成、2017年の値。

 日本においては、就業者に占める女性比率に比べ、役員および管理的職業従事者の女性比率が著
しく低い。
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＜関連サイト＞

経済産業省 経済社会政策室HP
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversit
y/index.html

新・ダイバーシティ経営企業100選HP
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversit
y/kigyo100sen/

ダイバーシティ２．０検討会報告書HP
https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/2018
0608001.html

女性起業家等支援ノウハウ集
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/joseiki
gyouka/pdf/knowhow.pdf

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/index.html
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/kigyo100sen/
https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20180608001.html
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/joseikigyouka/pdf/knowhow.pdf
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