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1. 「新・ダイバーシティ経営企業 100 選／100 選プライム」 とは
(１)ダイバーシティ経営とは/「新・ダイバーシティ経営企業 100 選」について


経済のグローバル化や少子高齢化が進む中で、我が国の企業競争力の強化を図るためには、女性、外国人、高齢
者、チャレンジド(障がい者)を含め、多様な人材の能力を最大限に発揮し、価値創造に参画していくダイバーシティ
経営の推進が必要かつ有効な戦略です。



経済産業省では、平成 24 年度から、ダイバーシティ経営に取り組む企業のすそ野拡大を目的に、多様な人材の能
力を活かし、価値創造につなげている企業を表彰する取組を開始し、「新・ダイバーシティ経営企業 100 選(以下、
新 100 選)」として実施しています。これまでの８年間で 268 社が選定されました。
＜「ダイバーシティ経営」とは＞
「多様な人材（注 1）を活かし、その能力（注 2）が最大限発揮できる機会を提供することで、イ
ノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営（注 3）」のことです。
これからの日本企業が競争力を高めていくために、必要かつ有効な戦略といえます。
（注 1）「多様な人材」とは、性別、年齢、人種や国籍、障がいの有無、性的指向、宗教・信条、価
値観などの多様性だけでなく、キャリアや経験、働き方などの多様性も含みます。
（注 2）「能力」には、多様な人材それぞれの持つ潜在的な能力や特性なども含みます。
（注 3）「イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営」とは、組織内の個々の人材がそ
の特性をいかし、いきいきと働くことの出来る環境を整えることによって、「自由な発想」が生まれ、生
産性を向上し、自社の競争力強化につながる、といった一連の流れを生み出しうる経営のことです。

＜新・ダイバーシティ経営企業 100 選＞
★

ダイバーシティ経営を推進する企業の取組を募集します！
自社の経営戦略としてダイバーシティ経営を実践し、多様な人材が活躍することで持続的な経営上の成果につな
げている取組を募集します。特に、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大など、外部の状況変化に応じて
より柔軟な働き方が求められる中で、中長期的な視点に立ち、ビジネスモデルを転換させるなど、多様な人材の活
躍を実現することで企業価値向上につなげている事例の積極的な応募をお待ちします。

★

優良な中小企業の応募を期待しています！
企業規模に関わらず、「多様な人材の活躍を促し、企業価値向上につなげる」取組を行っている企業は、表彰の
対象になります。これまでも、多数の中小企業が受賞しています。ぜひ、地域の経済産業局(P17)にご相談くださ
い。
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(２)ダイバーシティ 2.0 とは ／ 「100 選プライム」について
本表彰制度などを通じ、ダイバーシティに取り組む企業のすそ野は確実に広がっていますが、更に多くの企業にダイバー
シティの取組の輪を広げていくため、中長期的に企業価値向上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
議論する検討会(※)を 2016 年 8 月に立ち上げました。
(※)

「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 哲雄教授 青山学院大学大学院国際マネジメント研究科)

検討会では、中長期的に企業価値を生み出し続ける経営上の取組を「ダイバーシティ 2.0」と位置づけ、企業が「ダイ
バーシティ 2.0」を実践するにあたって取るべきアクションを整理した「行動ガイドライン」を 2017 年 3 月に取りまとめまし
た。さらに、2018 年 6 月に見直しを行い、改訂版のガイドラインを公開しています。
(参考) 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-報告書
http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20180608001.html
＜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て、全社的かつ継続的に進めていく経営上の取組」

上記ガイドラインを踏まえ、過去に表彰された企業のベストプラクティスの進化を取り込みながら、「ダイバーシティ経営
の取組」を、より「中長期的に企業価値を生み出し続ける取組」としてステップアップするべく、「ダイバーシティ 2.0」に取
り組む企業を「100 選プライム」として、2017 年度から新たに選定しています。2017 年度、2018 年度、2019 年
度は、それぞれ 2 社が選定されました。

＜100 選プライム＞
★ 『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』の取組を重視します！
100 選プライムでは、過去に 100 選及び新 100 選を受賞した企業を対象(※) に、中長期的な企業の付加価値を
生み続ける企業経営(メカニズム)として『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』を実践し
ている企業を表彰していきます。
(※)

過去に受賞していない企業については、本年度の新 100 選と同時エントリーも可能です。

★ 優良な中小企業の応募を期待しています！
企業規模に関わらず、継続的に成果を生み出すために経営課題から取組、成果までの一貫した、ストーリー性ある取
組を、「全社的に」かつ「継続的に」取り組む企業は、すべて表彰の対象となります。これまでの「ダイバーシティ経営企
業 100 選」でも多くの中小企業が受賞しています。どうぞ、地域の経済産業局(P17)にご相談ください。
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(３)今年度募集について

・応募方法： 「新・ダイバーシティ経営企業 100 選／100 選プライム HP」から

ダウンロードした応募用紙を郵送 もしくは 電子メール経由で登録
・応募期間： 令和２年 7 月 22 日(水) － 9 月 14 日(月) 12：00 必着
・応募要件： 原則として民間企業 他
⇒詳しくは、応募対象に応じて以下を参照ください。
「新・ダイバーシティ経営企業 100 選」：P4～P8

「100 選プライム」：P9～P12
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2. 新・ダイバーシティ経営企業 100 選
(１)本事業のねらい
本事業では、ダイバーシティ経営の推進により具体的な経営成果に結びつけている企業の取組事例を取り上げ、



ダイバーシティ経営の経営戦略上の意義を企業に浸透させるとともに、ダイバーシティ経営に取り組む企業のすそ
野を拡大させることを目的としています。そのため、経営課題の解決に向け、多様な人材の活躍を経営戦略とし
て位置付けることで、ビジネス上の成果につなげるといったストーリーの一貫性や、経営トップのコミットメントを始め
組織全体におけるダイバーシティ経営の意義の浸透度等の観点から、先進的な取組を行う企業を選定します。
また、今年は新型コロナウイルス感染症が世界中で拡大し、日本の企業活動にも大きな影響を与えています。



企業で働く多くの従業員は在宅勤務を余儀なくされ、これまでの通勤を原則とした勤務形態の在り方そのものが
改めて問われています。
このような状況を踏まえ、今年度は、例えばリモートワークをはじめ、中長期的な視点から、多様かつ自律的な



働き方を可能とする環境を整備し、働く際の時間的・空間的な制約を低下させるなど、ウィズ・コロナ、ポスト・コ
ロナの時代の働き方のモデルとなる事例を広く募集します。
さらに、今後は柔軟で多様な働き方が伸展していく中で、従業員の活躍の機会が社内外を問わず多様化して



いく可能性があります。このような変化を捉え、ダイバーシティ経営を推進する戦略的取組として、企業という組
織の垣根を超えて、社内外の人材に対し多様な活躍の機会や場を提供する取組を実施している先進的な事
例についても広く募集します。

(２)募集対象
「新・ダイバーシティ経営企業 100 選」では、ダイバーシティ経営を実践し、成果につなげている企業が対象となり
ます。

＜企業の更なる取組が期待される分野の例＞
企業がダイバーシティ経営に戦略的に取り組む上で更なる取組が期待される分野として、以下のような例が挙げら
れます（これらの取組に募集を限定するものではありません）。様々な創意工夫によってダイバーシティ経営に
取り組む企業からの積極的な応募をお待ちしています。
（１）経営層へ

•

取締役会（社外取締役も含め）や経営層への多様な人材（女性、外国人、チャレンジ

の多様な人材の

ド、スキル・キャリア等）の積極的な登用及び人材の活躍に向けた取組の実施、多様な人

登用

材をトップマネジメントに育成するキャリアパス・人材パイプラインの設定 等

（２）キャリアの
多様性の推進

•

自律的なキャリアプランを考えるプログラムの実施

•

社員のキャリアの多様化を実現する出向制度、兼業・副業制度、ボランティア制度、リカレ
ント教育の促進制度等の整備

•

復職者への支援、再雇用制度等の整備

•

人事評価制度の見直し 等
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•

リモートワーク（勤務先以外での遠隔勤務、バーチャル技術の活用やワーケーション等）
や多様な休暇制度の導入などにより、時間的・空間的な制約を低下させ、多様で自律的

（３）働き方・

な働き方を実現する取組

マネジメント改革

•

日常業務のプロセスやコミュニケーションの在り方の変革の支援

•

管理職の人事評価へのダイバーシティに関する指標の追加 等

•

専門性や特性を活かした適材適所の配置

シニア・チャレンジ

•

評価制度や柔軟な勤務体系の整備

ドの活躍

•

チャレンジドやチャレンジドが所属している企業等への商品・サービスの発注 等

•

社内外の人材に対し多様な活躍の機会や場を提供する取組（社外の多様な人材の受

（４）外国人・

（５）企業という
組織の垣根を超

け入れ、社内外の人材が協業する機会等の積極活用、など）を戦略的に実施 等

えた人材活躍

創出される成果の例
新型コロナウイルスの影響その他の外部環境の変化に対応した、ビジネスモデルの転換や、多様な経験・発

•

想に基づくイノベーション・ビジネスチャンスの創出
•

柔軟な経営判断の実現

•

優秀な人材/専門性の高い人材の確保・定着の実現

•

生産性の向上等の経営成果の実現（特例子会社の取組を含む）

•

社会全体や地域における多様な人材の活躍の促進

(３)応募要件
「新・ダイバーシティ経営企業 100 選」の応募に際しては、下記の要件を満たす必要があります。
また、過去に「ダイバーシティ経営企業 100 選」、「新・ダイバーシティ経営企業 100 選」に表彰された企業はご応募
いただけません。ご了承ください。
【応募要件】


原則として民間企業等(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、ＮＰＯ法人等)であること




応募対象外の例：社会福祉法人、医療法人、学校法人、各種協同組合 など

障害者法定雇用率 2.2%以上を満たしていること
下回っている場合は、障害者雇用納付金を支払っている、もしくは免除されている。



2019 年 4 月 1 日から応募時点までにおいて、労働関係法令等（注 1）に関して違反がないこと。



社会通念上表彰にふさわしくないと判断される問題がないこと。
注 1：労働関係法令等とは、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法、労働基準法
等（詳細は「法令遵守確認項目」P32 を参照）
※原則、企業単体での応募とさせていただきます。
グループ応募を希望される場合は、事務局へお問い合わせください。
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(４)応募方法
応募の際は、「郵送による提出」もしくは、「電子メールによる提出」の 2 通りからお選びください。
①
応募用紙の
ダウンロード

②
応募用紙への
必要事項の記載

応募用
紙の提
出
※右記
いずれ
かの
方法

③-1
郵送

③-2
電子
メール

「新・ダイバーシティ経営企業100選/100選プライム」ホームページに掲載されている所定の
応募用紙（電子ファイル）をダウンロードしてください。
「新・ダイバーシティ経営企業100選／100選プライム」ホームページ （経済産業省ＨＰ内）
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/kigyo100sen/index.html
応募用紙に必要事項を記載してください。
なお、応募用紙の作成にあたっては、応募用紙の右側に記載された注意事項、並びに本資
料「参考：応募用紙記載のポイント」を参考に記入してください。
※原則、企業単体での応募とさせていただきます。

必要事項を記載した応募用紙（紙媒体原本：1部）と応募用紙を格納したCD-R（1枚）を郵送
にてお送りください。
なお、参考資料など応募用紙以外の提出物がある場合は、それらの資料についても紙媒体
（原本1部）を提出いただくとともに、応募用紙に併せてCD-Rに格納し、ご提出ください。

必要事項を記載した応募用紙ファイル（エクセルファイルのままでお願いします）を本事業事
務局メールアドレス（P7を参照）に送りください。
なお、参考資料など応募用紙以外の提出物がある場合は、それらについてもPDFファイル等
の電子媒体にして、応募用紙と併せてメールに添付してご提出ください

締切：令和2年9月14日（月） 12時 必着

【提出物】 ※電子メールでのご提出の場合は、電子メールに添付して応募用紙と併せてお送りください。



(※1)

紙媒体
➢

応募用紙： 1部

➢

参考資料(任意、A４片面印刷で２ページまで)： 1部

➢

(特定非営利活動法人の場合)定款と直近3年分の会計報告書を同封してください。

(※1)

CD-R：1枚 (上記資料を格納してください)
参考資料を提出する場合は、新聞記事、経営成果等を具体的・客観的に示す資料に限定します。報告書・冊子等の場合
には該当部分のみを提出してください。参考資料には通し番号を振り、応募用紙の該当箇所に「参考資料○(番号)参照」
と注記を入れてください。
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【提出先】

(※2)

（郵送）
〒100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー
EY新日本有限責任監査法人 FAAS事業部
経済産業省「令和２年度 新・ダイバーシティ経営企業100選／100選プライム」事務局 行
※封筒の表面には、「新・ダイバーシティ経営企業 100 選 応募書類在中」と朱書してください。
（電子メールによる提出）
E-mail: diversity20@jp.ey.com
経済産業省「令和２年度 新・ダイバーシティ経営企業 100 選／100 選プライム」事務局
※件名に「（社名）「新・ダイバーシティ経営企業 100 選」応募書類送付」と記載してください。
(※2)

郵送またはメールのみ受付いたします。持参、宅配便、バイク便等への対応は致しかねますので、予めご了承ください。

【締切に関する注意点】


締切を過ぎての提出は受け付けません。余裕を持って送付されますようご注意ください。



応募用紙等に不備がある場合、事務局より確認や、追加提出のお願いをすることがあります。



応募を受付した後、応募用紙記載のご担当者様に受付のお知らせをメールにて送付させていただきます
が、ご連絡まで 1 週間程度お時間を頂戴いたしますのでご了承ください。
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(５)応募書類の審査・選定
① 応募書類の審査・選定プロセス
表彰候補企業の審査・選定は、有識者で構成される運営委員会(非公開)において、下記のとおり厳正かつ公正に
行われます。
所定の応募書類の記載内容を基に、運営委員会にて協議し、一次審査通過
企業を選定します。

①
書類審査
（一次審査）

通過した企業についてはご担当者宛に二次審査（ヒアリング）の連絡をさせて
いただきます。

令和2年9
月～10月
予定

※一次審査を 通過し なかった企業には、一次審査後にご 担当者宛に連絡し ます。

②
ヒアリング
審査
（二次審査）

事務局が貴社を往訪し、経営方針とダイバーシティ推進の関係、経営成果の
実現を含めて、貴社のお取組みについてお伺いします。
ヒアリング結果を基に、運営委員会において最終協議を行い、受賞企業を選
定します。

令和2年
11月～
12月予定

② 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」
の 3 つのポイントから評価を行います。
ダイバーシティ経営の全体像と「評価のポイント」との対応

ダイバーシティ経営
企業理念、ビジョン、経営戦略

① 実践性 ≒ ストーリーの一貫性
A
経営課題

B

評価のポイント

経営課題の解決に向けて、多様な人材の活躍を経営
戦略として位置付けて取り組み、実際にビジネス上の
成果を上げていること
（ストーリーとして全体のつながりが見えること）

背
景

人材戦略
(多様な人材の活用方針)

類似の業種や規模、地域の企業に先駆けた取組を実施
し、結果を出していること
（他社のモデルになること）

C
活躍推進の取組
（Input）

D

② 革新性・先進性 ≒ モデル性

取
組

③ 全社レベルでの取組の浸透度や継続性

取組(C)の結果
（Output）

E
経営課題に対する成果
（Outcome）

経営トップがダイバーシティ推進を強力に主導し続けてい
ることで、ダイバーシティ経営の意義が組織全体に浸透し、
継続的に取組が進化していること
（ダイバーシティ経営のPDCAサイクルが回っていること）

成
果

企業価値の向上

※ 評価のポイントの記載に当たっては、P20～P32「参考：応募用紙記載のポイント」を併せてご参照ください。

③ 表彰企業の決定・公表
表彰企業公表に際して、経済産業省にてプレス発表を行います。
表彰企業について、経済産業省のホームページ、ベストプラクティス集などで取組事例を広く公表します。
令和３年 3 月２２日に表彰式を開催いたしますので、代表者の方のご出席をお願いします(往復交通費等はご負
担ください)。また、表彰式の写真や映像は、後日、経済産業省や本事業のホームページ等にて公開されます。
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3. 100 選プライム
(１)募集対象


中長期的な企業の付加価値を生み続ける企業経営(メカニズム)として『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』を実践している企業が対象となります。



過去に 100 選及び新 100 選を受賞した企業を対象としています。



なお、本年度の新 100 選と同時エントリーも可能です。
※企業単体におけるイメージ図

(２)応募要件
「100 選プライム」の応募に際しては、下記の要件を満たす必要があります。
また、過去に「100 選プライム」に選定された企業はご応募いただけません。ご了承ください。
【応募要件】


過去にダイバーシティ経営企業 100 選、新 100 選もしくは促進企業表彰を受賞した企業
(受賞していない場合であっても、今年度の新 100 選と同時応募をしていただくことで応募可能)



原則として民間企業等(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、ＮＰＯ法人等)であること


応募対象外の例：社会福祉法人、医療法人、学校法人、各種協同組合 など



障害者法定雇用率 2.2%以上を満たしていること (従業員数 45.5 人未満の場合は除く)



取締役に女性が 1 名以上含まれていること (会社法上の取締役)



2019 年 4 月 1 日から応募時点までにおいて、労働関係法令等（注 1）に関して違反がないこと。



社会通念上表彰にふさわしくないと判断される問題がないこと。

注 1：労働関係法令等とは、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法、労働基準法等
（詳細は「法令遵守確認項目」P32 を参照）
※促進企業表彰を受賞された企業様については、「100 選プライム」に加え、「新 100 選」の応募用紙をご提出くださ
いますようお願いいたします。
※原則、企業単体での応募とさせていただきます。
※グループ応募を希望される場合は、事務局へお問い合わせください。
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(３)応募方法
応募の際は、「郵送による提出」もしくは、「電子メールによる提出」の 2 通りからお選びください。

①
応募用紙の
ダウンロード

②
応募用紙への
必要事項の記載

応募用
紙の提
出
※右記
いずれ
かの
方法

③-1
郵送

③-2
電子
メール

「新・ダイバーシティ経営企業100選/100選プライム」ホームページに掲載されている所定の
応募用紙（電子ファイル）をダウンロードしてください。
「新・ダイバーシティ経営企業100選／100選プライム」ホームページ （経済産業省ＨＰ内）
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/kigyo100sen/index.html
応募用紙に必要事項を記載してください。
なお、応募用紙の作成にあたっては、応募用紙の右側に記載された注意事項、並びに本資
料「参考：応募用紙記載のポイント」を参考に記入してください。
※原則、企業単体での応募とさせていただきます。

必要事項を記載した応募用紙（紙媒体原本：1部）と応募用紙を格納したCD-R（1枚）を郵送
にてお送りください。
なお、参考資料など応募用紙以外の提出物がある場合は、それらの資料についても紙媒体
（原本1部）を提出いただくとともに、応募用紙に併せてCD-Rに格納し、ご提出ください。

必要事項を記載した応募用紙ファイル（エクセルファイルのままでお願いします）を本事業事
務局メールアドレス（P11を参照）に送りください。
なお、参考資料など応募用紙以外の提出物がある場合は、それらについてもPDFファイル等
の電子媒体にして、応募用紙と併せてメールに添付してご提出ください

締切：令和2年9月14日（月） 12時 必着

【提出物】 ※電子メールでのご提出の場合は、電子メールに添付して応募用紙と併せてお送りください。



(※1)

紙媒体
➢

応募用紙： 1部

➢

参考資料(任意、A４片面印刷で２ページまで)： 1部

➢

(特定非営利活動法人の場合)定款と直近3年分の会計報告書を同封してください。

(※1)

CD-R：1枚 (上記資料を格納してください)
参考資料を提出する場合は、新聞記事、経営成果等を具体的・客観的に示す資料に限定します。報告書・冊子等の場
合には該当部分のみを提出してください。参考資料には通し番号を振り、応募用紙の該当箇所に「参考資料○(番号)参
照」と注記を入れてください。
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【提出先】

(※2)

（郵送）
〒100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー
EY新日本有限責任監査法人 FAAS事業部
経済産業省「令和２年度 新・ダイバーシティ経営企業100選／100選プライム」事務局 行
※封筒の表面には、「100 選プライム 応募書類在中」と朱書してください。
なお、100 選と同時応募する場合は、「新 100 選／プライム 応募書類在中」と朱書してください。
（電子メールによる提出）
E-mail: diversity20@jp.ey.com
経済産業省「令和２年度 新・ダイバーシティ経営企業 100 選／100 選プライム」事務局
※件名に「（社名）「新・ダイバーシティ経営企業 100 選（プライム）」 応募書類送付」と記載してく
ださい。

(※2)

郵送またはメールのみ受付いたします。持参、宅配便、バイク便等への対応は致しかねますので、予めご了承ください。

【締切に関する注意点】


締切を過ぎての提出は受け付けません。余裕を持って送付されますようお願いします。



応募用紙等に不備がある場合、事務局より確認や、追加提出のお願いをすることがあります。



応募を受付した後、応募用紙記載のご担当者様に受付のお知らせをメールにて送付させていただきます
が、ご連絡まで 1 週間程度お時間を頂戴いたしますのでご了承ください。
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(４)応募書類の審査・選定
① 応募書類の審査・選定プロセス
表彰候補企業の審査・選定は、有識者で構成される運営委員会(非公開)において、下記のとおり厳正かつ公正に
行われます。なお、新 100 選と同時応募される企業については、新 100 選の審査後にプライムの審査を行うため、
書類審査結果の通知がプライム単独での応募企業に比べ遅くなります(令和２年 12 月下旬予定)。そのため、書類
審査結果の通知からプレゼン審査までの期間が短くなることをご了承ください。

①
書類審査
（一次審査）

所定の応募書類の記載内容を基に、運営委員会にて協議し、一次審査通過
企業を選定します。通過した企業については、担当者宛に二次審査（プレゼン
テーション）の連絡をさせていただきます。
※一次審査を通過しなかった企業には、一次審査後にご担当者宛に連絡します。

令和2年
10月予定

※新１００選と同時応募され、新１００選の一次審査を通過した企業については、新１００選
の二次審査後に結果を担当者宛に連絡します（令和２年１２月下旬を予定）。

②
事前
ヒアリング

一次審査を通過した企業に対して、応募用紙に記載された取組・成果等の深
堀や更なる情報収集のため、事前ヒアリングを実施します。お伺いする内容と
しては、一次審査を通じて審査委員から上がったものを中心に、事務局がヒア
リングを行います。回答内容については審査委員へ共有し、二次審査の事前
審査情報として取扱います。

令和2年
11月～
12月予定

※事前ヒアリング自体は審査対象とはなりません。
③
プレゼン
審査
（二次審査）

応募書類の内容を、より具体的に審査するため、貴社の代表者（経営トップ層
を想定）からプレゼンテーションを行っていただきます。
プレゼンテーションの結果を基に、運営委員会において最終協議を行い、表彰
企業を選定します。

令和3年
１月下旬
予定

② 評価のポイント
『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(以下、7 つのアクションとする)』の取組状況及び
取組による企業価値向上の成果を基に評価を行います。

ただし、特に中小企業などにおいて、例えば取締役会が存在しない場合など、7 つのアクションに必ずしも一致しない
企業においても応募可能となっております。

7 つのアクションの内容や、具体的な記載方法や記入内容については、P20～P32「参考：応募用紙記載のポイ
ント」を参照してください。

③ 表彰企業の決定・公表
表彰企業公表に際して、経済産業省にてプレス発表を行います。
表彰企業について、経済産業省のホームページ、ベストプラクティス集などで取組事例を広く公表します。
令和３年 3 月２２日に表彰式を開催いたしますので、代表者の方のご出席をお願いします(往復交通費等はご負
担ください)。表彰式では、100 選プライム表彰企業の取組を紹介する等のイベントを行う予定です。また、表彰式の
写真や映像は、後日、経済産業省や本事業のホームページ等にて公開されます。
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4. 表彰までのスケジュール
日時

プロセス
新 100 選

備考

100 選プライム

令和２年 7 月 22 日(水)

募集開始

令和２年 9 月 14 日(月)

募集締切

 応募資料の持参はご遠慮ください

(12:00 必着)
令和２年 9 月下旬～10 月

書類審査(一次)

書類審査(一次)

 必要に応じて、内容確認、質疑、追加
での情報提供をお願いします

令和２年 10 月下旬～11 月

書類審査結果通知

書類審査結果通知  ご担当者様にメールでお知らせいたしま
す

令和２年 11 月～12 月

ヒアリング審査(二次)

－

 (書類審査(一次)を通過した企業の
み)経営戦略をご説明いただける経営
トップ層、人事担当者、及び現場社員
(実際に業務に携わっている方)にヒアリ
ングを実施いたします

事前ヒアリング

令和２年 11 月～12 月

 (書類審査(一次)を通過した企業の
み)審査書類の詳細ヒアリングを実施い
たします

令和２年 12 月下旬

－

審査結果通知

 新・ダイバーシティ経営企業 100 選と

(新・ダイバーシティ経

100 選プライムを同時応募した場合、

営企業 100 選との同

新・ダイバーシティ 100 選のヒアリング

時応募企業)

審査後に書類審査結果を通知いたし
ます

令和３年 1 月下旬

－

プレゼン審査(二次)  (書類審査(一次)を通過した企業の
み)代表者(経営トップを想定)に運営
委員会にて各社の取組内容についてプ
レゼンを行っていただきます

令和３年 2 月

表彰企業決定

 ご担当者様にメールでお知らせいたしま
す
 (表彰企業のみ)ベストプラクティス集作
成にあたり、原稿内容の確認をお願い
します

令和３年 3 月 2２日（月）

表彰式 開催

・ 選定された企業から、取組等を紹介い
ただく場合がございます
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5. 留意事項
(１)応募に当たっての留意事項
応募者には、2.(4)③及び 3.(4)③「表彰企業の決定・公表」についてご了承いただくとともに、次の事項についても
予めご理解をいただき、ご応募ください(ご応募いただいた時点で、これらの事項に同意いただいたものとみなします)。
【審査に際して】


審査に関するお問合せには一切応じられません。



お送りいただいた応募書類等は返却いたしませんのでご注意ください。



書類審査時に事務局からの内容確認、質疑、追加情報提供等に応じていただくことがあります。



提出いただいた書類は、審査に限定して使用します。審査にあたっては、事務局の厳正な管理の下、運営委員
会委員、経済産業省、事務局にて情報を共有します。予めご了承ください。



書類審査に通過した場合、ヒアリング調査の実施ならびに追加での情報提供依頼等に応じていただくことがあり
ます。



応募に係る郵送費用等、応募や表彰にかかる経費のすべては、応募者にてご負担ください。

【表彰に際して】


応募用紙に明示している事項については、選定された際に公表いたします。



一部の表彰企業には、表彰式の場で自社の取組についてのプレゼンテーションや、有識者とのパネルディスカッシ
ョンへの登壇を依頼する可能性があります。



ベストプラクティス集作成にあたり、データや画像などの資料のご提供をお願いすることがあります。なお、ベストプ
ラクティス集は、原稿をご確認いただいた上で公表いたします。(最終的に表彰されなかった場合には、ベストプラ
クティス集は公表されません。ご理解とご協力のほど、お願いいたします。)



表彰式の映像は、後日経済産業省や本事業のホームページ等で公開します。



経済産業省の広報誌等で、表彰事例を紹介することがあります。



経済産業省や新聞、雑誌などマスコミからの取材にご協力をお願いすることがあります。

【表彰選定後】


表彰・選定後に、応募申請内容が虚偽であったことが判明した場合や法令違反、社会通念上、本表彰・選
定にふさわしくない事案が発覚した場合や新たに発生した場合には、表彰・選定を取り消すことがあります。
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(２)応募用紙作成時の留意事項
応募用紙への記載は、以下のルールを守って作成ください。
【応募用紙作成のルール】


応募書類(電子ファイル)の様式どおりに記入し、定められた枠内に収めてください(行・列の追加・削除等は行わ
ない)。



文字の大きさ(フォント)は 10.5pt とします。



参考資料(任意提出)を添付する場合には、2 ページまでとします。
-参考資料の用紙サイズは原則として A４、印刷形式は片面印刷でホチキス止めをせずにご提出ください。
-参考資料に通し番号を振り、応募用紙の該当箇所に「参考資料○(番号)参照」と注記を入れてください。
-参考資料として提出する資料は、新聞記事、経営成果等を具体的・客観的に示す資料に限定します。
(報告書・冊子等の場合には該当部分のみを提出してください)。



「(必須)」と記載のある項目については、必ず記載してください。記載のない場合には選定対象外とさせていただ
くことがございます。ご了承ください。



項目ごとの注意事項については、応募用紙右側の脚注についてもご確認ください。

※ 応募用紙の記載に当たっては、P20～P32「参考：応募用紙記載のポイント」を併せてご参照ください。

(３)二次審査にあたっての留意事項
書類審査(一次審査)を通過した「新・ダイバーシティ経営企業 100 選」応募企業におかれましては、二次審査として
ヒアリング審査を実施します。
【ヒアリングに際して(新・ダイバーシティ経営企業 100 選 応募企業)】


経営トップ(社長、経営企画・人事担当役員)の方から、企業の経営課題やダイバーシティの経営戦略上の
位置づけについてお話しいただきます。



また、ダイバーシティ推進担当部署や事業部門管理職などの方から、取組の具体的な実施状況について、
補足的にお話をお伺いできるようご協力をお願いいたします。



加えて、現場担当者(作業員・事務職等)の方から、取組が現場までどのように浸透しているかどうかについ
て、実際の現場の声をお伺いさせていただきます。
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書類審査(一次審査)を通過した「100 選プライム」応募企業におかれましては、二次審査としてプレゼン審査を実
施します。
【プレゼンに際して(100 選プライム 応募企業)】


貴社の代表者(経営トップ層を想定)より、取組に関するプレゼンテーションを行っていただきます。プレゼン
テーションで説明いただく詳細な内容については、一次審査通過企業にご連絡させていただきますが、例え
ば以下の点を審査させていただきます。
➢ 持続的に取組を行い、「成果を出し続ける」ためのメカニズム(構造)を具体的に説明できているか。
➢ ダイバーシティ 2.0 行動ガイドラインの視点１～３の取組の循環が効果的になされているか。
➢ 取組を実行する際の「課題」を明確にした上で、課題を解決するための創意工夫が効果的になされ
ており組織への浸透が十分になされているか。
➢ 各取組において、多様な人材が組織の中で十分に活かされるための仕掛けやマネジメントを実行し、
各人が企業に貢献しているか。
➢ 多様な人材が、お互いに違いを理解し尊重し合うための取組を効果的に行っているか。
➢ 成果(企業価値の向上)に寄与しているか、明確なロジック・エビデンスを持って具体的に説明できてい
るか。
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6. 本事業に関する問い合わせ先
(１) 経済産業省、各地方経済産業局
本事業について、ご応募に際してのご質問などにつきましては、経済産業省やお近くの経済産業局までお問合せ下さ
い。
局名

連絡先

住所

(電話番号)
経済産業省

03-3501-0650

〒100-8901

経済産業政策局 経済社会政策室
北海道経済産業局

東京都千代田区霞が関 1-3-1
011-700-2327

〒060-0808

地域経済部 産業人材政策室

札幌市北区北 8 条西 2 丁目
札幌第 1 合同庁舎

東北経済産業局

022-221-4881

〒980-8403

地域経済部 産業支援課

仙台市青葉区本町 3-3-1

産業人材政策室
関東経済産業局

048-600-0358

〒330-9715

地域経済部 社会・人材政策課

さいたま市中央区新都心 1 番地 1
さいたま新都心合同庁舎 1 号館

中部経済産業局

052-951-2731

〒460-8510

地域経済部 地域経済課

名古屋市中区三の丸 2-5-2

地域人材政策室
近畿経済産業局

06-6966-6013

〒540-8535

地域経済部 地域経済課

大阪市中央区大手前 1-5-44

イノベーション推進室

大阪合同庁舎 1 号館

中国経済産業局

082-224-5683

〒730-8531

地域経済部 産業人材政策課
四国経済産業局

広島市中区上八丁堀 6 番 30 号
087-811-851３

〒760-8512

地域経済部 地域経済課

高松市サンポート 3 番 33 号
高松サンポート合同庁舎 7 階

九州経済産業局

092-482-5504

〒812-8546

地域経済部 地域経済課

福岡市博多区博多駅東 2 丁目 11 番 1 号
福岡合同庁舎本館

沖縄総合事務局

098-866-1730

〒900-0006

経済産業部 地域経済課

那覇市おもろまち 2 丁目 1 番 1 号
那覇第 2 地方合同庁舎 2 号館
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(２) 事務局
お手続き等のご質問などにつきましては、下記までお問合せ下さい。
「令和２年度 新・ダイバーシティ経営企業 100 選／100 選プライム」事務局
EY 新日本有限責任監査法人

担当： 勝田、岡本、貝（ベイ）、入山、池田

E-mail

：diversity20@jp.ey.com

受付時間

：平日 10:00～17:30(土・日・祝ならびに 12/28～1/3 除く)

7. 参考情報


ホームページ：過去の表彰企業事例など、様々な情報をご覧いただけます。
「新・ダイバーシティ経営企業 100 選/100 選プライム」 ホームページ

※経済産業省ＨＰ内

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/kigyo100sen/index.html


ベストプラクティス集：平成 24 年度～令和元年度表彰企業のベストプラクティス集は、「新・ダイバーシティ経営
企業 100 選/100 選プライム」ホームページ等にて公開されていますので、是非ともご活用ください。



単行本：また、ベストプラクティス集に関連情報を追加した『ダイバーシティ経営戦略』、『ダイバーシティ経営戦略
２』、『ダイバーシティ経営戦略３』、『ダイバーシティ経営戦略４』が、一般財団法人経済産業調査会から単行
本としても出版されています。



ダイバーシティ経営診断ツール : 本ツールは、企業における人材マネジメントに関する現状と、これからの「ダイバ
ーシティ経営」の実践に向けて、今後必要となる取組を見える化し、その取組を促進することを目的として、作成し
ました。本ツールは「ダイバーシティ経営診断シート」、「ダイバーシティ経営診断シートの手引き」、「ダイバーシティ経
営診断ツールについて（コンセプトペーパー）」で構成され、企業のセルフチェックに利用することができます
※経済産業省 HP（ダイバーシティ経営の推進）よりダウンロードが可能です。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/



適材適所のススメ : 本書では、人手不足に悩む中小企業・小規模事業者の経営者の羅針盤として、過去に
「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・シニア・外国人・チャレンジド）」「フェーズ別（採用・定着、育成・活躍）」に再整理しております。
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『適材適所のススメ』
(平成29年度版)

新・ダイバーシティ経営企業 100 選
ベストプラクティス集
（平成 30 年度版）

ダイバーシティ経営診断シート
「多様な個を活かす経営へ～ダイバーシティ経営への第 1 歩～」
（平成 30 年度版）

19

新・ダイバーシティ経営企業１００戦ベ
ストプラクティス集（令和元年度版）

参考：応募用紙記載のポイント



「新・ダイバーシティ経営企業 100 選」及び「100 選プライム」の書類審査(一次審査)では、皆
様に作成いただいた応募用紙の記載内容をもとに、有識者で構成される運営委員会において審
査・選考を行います。



審査においては、次頁以降の「評価のポイント」に基づき、総合的に評価いたします。



限られた紙面で、貴社の「ダイバーシティ経営」の全体像が読み取れるよう、「経営課題→
人材戦略→取組の実施→経営上の成果」というストーリーを意識してご記入ください。



本参考を、応募用紙内容の検討・作成に活用ください。

【ページの構成】
(１) 評価のポイント(21～28 ページ)
⇒応募用紙がどのような点から評価されるか、詳しく記載しています。
(２) 設問別記載すべき内容(29～30 ページ)
⇒設問の全体像と各設問で記載頂きたい内容を示しています。
(３) 用語定義集(３1 ページ)
⇒応募用紙で使用されている用語の定義を示しています。
(４) 法令遵守確認項目(32 ページ)
⇒労働関連法令のネガティブチェック基準を示しています。
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(１)評価のポイント


新・ダイバーシティ経営企業 100 選

下記のような観点をポイントとして評価します。
ダイバーシティ経営の全体像と「評価のポイント」との対応

ダイバーシティ経営
企業理念、ビジョン、経営戦略

① 実践性 ≒ ストーリーの一貫性

A
経営課題

B

評価のポイント

経営課題の解決に向けて、多様な人材の活躍を経営
戦略として位置付けて取り組み、実際にビジネス上の
成果を上げていること
（ストーリーとして全体のつながりが見えること）

背
景

人材戦略
(多様な人材の活用方針)

類似の業種や規模、地域の企業に先駆けた取組を実施し、
結果を出していること
（他社のモデルになること）

C
活躍推進の取組
（Input）

D

② 革新性・先進性 ≒ モデル性

取
組

③ 全社レベルでの取組の浸透度や継続性

取組(C)の結果
（Output）

E
経営課題に対する成果
（Outcome）

経営トップがダイバーシティ推進を強力に主導し続けている
ことで、ダイバーシティ経営の意義が組織全体に浸透し、継
続的に取組が進化していること
（ダイバーシティ経営のPDCAサイクルが回っていること）

成
果

企業価値の向上

① 実践性 ≒ ストーリーの一貫性
経営課題の解決に向けて、多様な人材の活躍を経営戦略として位置付けて取り組み、実際にビジネス上の
成果を上げていること (具体的なビジネス上の成果に至っていない段階においては、（１）目指すべき将来的
な成果を特定し、（２）経営戦略と関連付けた中長期的なダイバーシティ経営のストーリーを明確にした上
で、現時点での成果（取組がもたらした変化）の状況を説明できること）【ストーリーとして全体のつながりが
見えること】


自社の経営課題に対して、どのような施策を打っているか、また、それによりどのような経営上の成果を上げている
か、上げようとしているか など
➢ 具体的・数量的な成果につなげているか
➢ 新たなビジネスモデルへの転換やビジネスチャンスの獲得につなげているか

② 革新性・先進性 ≒ モデル性
類似の業種や規模、地域の企業に先駆けた取組を実施し、結果を出していること
【他社のモデルになること】


従来見られない革新的な取組か



同じ地域・業種・規模のいずれかで企業の中で先んじた取組になっているか



同じ地域・業種・規模のいずれかで企業にとって「モデル」となる波及性があるか
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など

③ 全社レベルでの取組の浸透度や継続性
経営トップがダイバーシティ推進を強力に主導し続けていることで、ダイバーシティ経営の意義が組織全体に浸
透し、継続的に取組が進化していること【ダイバーシティ経営の PDCA サイクルが回っていること】


トップが自社のダイバーシティ推進を経営戦略に明確に紐づけ、主導しているか



トップの考え方が組織の末端まで伝わる仕組みがあるか



ダイバーシティが制度の表層だけでなく、経営内部に組み込まれているか



一過性の取組や成果ではなく、PDCA を回し、取組が進化し続けているか

など

経営上の成果
① プロダクト・イノベーション
対価を得る製品・サービス自体を新たに開発したり、改良を加えたりするもの
(多様な人材が異なる分野の知識、経験、価値観を持ち寄ることで、「新しい発想」が生まれます。)
② プロセス・イノベーション
製品・サービスを開発、製造、販売するための手段を新たに開発したり、改良を加えたりするもの (管理部門
の効率化を含む)
(多様な人材が能力を発揮できる働き方を追求することで、効率性や創造性が高まります。)
③ 外的評価の向上
顧客満足度の向上、社会的認知度の向上など
(多様な人材を活用していること、およびそこから生まれる成果によって、顧客や市場などからの評価が高まりま
す。)
④ 職場内の効果
社員のモチベーション向上や職場環境の改善など
(自身の能力を発揮できる環境が整備されることでモチベーションが高まり、また、働きがいのある職場に変化し
ていきます。)

（※）経営上の成果の一例
■イノベーションの創出：
- 新商品・サービス等の開発
- 新たな市場の開拓（全国/グローバル展開、下請けからの脱却）
- 生産性の向上/コストの削減
- 売上の拡大、事業規模の拡大、収益性の拡大
- 顧客満足度の向上
■人的資源の有効活用：
- 優秀な人材の獲得・定着（新卒/中途、正規/非正規、等）
- 労働生産性の向上(労働時間の削減）
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100 選プライム
※企業単体におけるイメージ図

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
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。
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。
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、取締役がダイバーシティ経
営の取組を適切に監督する。
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。
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。
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。
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。
 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・取組を適切な媒体を通じ積極的に発信し、対話を行う。

ダイバーシティが企業価値向上にもたらす主な効果 (成果)
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
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前記「7 つのアクション」の取組状況及び各取組を通じたダイバーシティによる「企業価値向上の成果」の計 8 つ
の観点で評価します。



中小企業などにおいても、例えば取締役会が存在しない場合など、７つのアクションに必ずしも一致しない企
業の場合にも、以下の記入例を参考にご記入ください。

応募用紙記入例(応募用紙の右側にも同じ内容を記載しております。)
① 経営戦略への組み込み
社長や経営陣といった経営上の意思決定者が、ダイバーシティが経営戦略に不可欠であることを示し、明確な
目標を定め、どのように自らの責任で取組をリードしているか。
 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かについて、その方針や理念(≒ダイバーシテ
ィ・ポリシー)を明確に打ち出している
 ダイバーシティ・ポリシーの実現度や進捗度を測るべく、事後に定量的に評価可能な目標(≒KPI)を設定の上で取り
組んでいる
 ダイバーシティ・ポリシーの実現にむけ「何をいつまでに実現するか」の中長期的な計画(≒ロードマップ)を策定している
 経営上の意思決定者自ら、考え方・理念や目標・計画などを社内に共有し、持続的な実行を実現すべくリードし続
けている

など

② 推進体制の構築
 経営レベルの人員を巻き込んだ推進体制が構築されている
 各事業部門との連携を取る仕組みが構築されている
 ダイバーシティの推進が経営幹部への評価指標となっている

など

③ ガバナンスの改革
取締役会など、経営上の意思決定を行うメンバーをどのように多様化し(例えば、女性や外国人、社外の有識
者や専門家など)、複数の視点でどのようにダイバーシティの推進を後押ししているか。
 取締役会など、経営上の意思決定を行うメンバーの多様化により監督機能を向上させている
 経営上の意思決定を行う場においてダイバーシティ経営への取組の監督と推進をしている
 経営の意思決定にあたり外部の有識者や専門家、他の企業経営者からの意見などを活用している

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が整備されている
 属性や各人の状況に関わらず柔軟な働き方を可能とする制度が整備されている
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など

など

⑤ 管理職の行動・意識改革
管理職が多様性を活かせるマネジメントが出来るよう、管理職にどのような取組/工夫/仕組みを支援・展開し
ているか。
 管理職に対するトレーニングを実施している
 管理職のマネジメントを促進する仕組みの整備がされている
 管理職がダイバーシティ推進の意義や実績を部下に示す機会を設けている

など

⑥ 従業員の行動・意識改革
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よう、また、従業員の自立
したキャリア意識・キャリア形成を図るよう、どのような取組/工夫/仕組みを展開しているか。
 多様なキャリアパスを従業員に考えさせ、実行に移させるための仕組みが整備されている
 従業員の業務の割当やキャリア形成の支援を通じて、従業員の自立的にキャリアを考える意識(≒キャリアオーナーシッ
プ)の醸成を行っている

など

⑦ 労働市場・資本市場への情報開示と対話
視点１や視点２の内容、特に、数値的な取組結果を表す項目に加え、その結果に至るまでの経営方針、具体
的な取組、取組結果に対する評価・解釈について、どのように労働市場（従業員や求職者等）、資本市場
（投資家や地元の金融機関等）、取引先、顧客など、企業を取り巻く外部の利害関係者に積極的に情報発
信し、その反応や評価をダイバーシティの更なる持続的な取組につなげているか。
 人材確保などにつなげるべく、労働市場への効果的な発信と対話がされている
 資金調達などを図るべく、資本市場への効果的な発信と対話がされている
 その他(地元の金融機関、地域コミュニティなど)、企業を取り巻く外部の利害関係者と効果的なコミュニケーション(情
報発信、開示)を図っている
 地域ネットワークや取引先といった利害関係者に対してダイバーシティ推進の啓蒙を図っている

など

企業価値向上の成果
７つのアクションの取組により、どのような企業価値向上(成果)に繋がったか、経営課題の解決にどのように寄
与したか。
① グローバルな人材獲得力の強化
応募者の増加、企業が必要とする人材の獲得・定着
② リスク管理能力の向上
多様な構成員の参画による判断力の向上、リスク回避
③ 取締役会の監督機能の向上
経営上の意思決定参画者の多様化による議論の活性化、経営判断力の向上
④ イノベーション創出の促進
生み出したサービス／製品・商品による市場シェアの拡大



など

また、ダイバーシティ経営を推進するにあたり、管理職比率などの数値データに加え、その結果に至るまでのスト
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ーリーやプロセス、取組結果に対する評価・解釈を、企業が資本市場・労働市場に対して公表することが重要
と考えられています。平成 30 年 6 月に改訂された「ダイバーシティ 2.0 行動ガイドライン」には、「情報公表
を検討すべき事項」が新たに掲載されています。100 選プライムの応募用紙に記載いただく際は、以下の視点
から貴社の取組や成果をご記入ください。※応募用紙の枠外にも、同様の事項を参考資料として掲載しており
ますので、ご参照ください。

情報公表を検討すべき事項
(凡例)
➢

★「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・資本市場が重視する項目として、公表が求められるもの」

➢

○「人材・資金の円滑な獲得に資する観点から、可能な範囲で、公表することが期待されるもの」

１．ストーリー、プロセス、取組結果に対する評価・解釈
(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・監査役に占める国際人材(外国人や、海外にて相当程度の長期間にわたる豊富な実務経験と顕著な業
績を有する者(以下同))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)◎

•

取締役・監査役に国際人材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)◎

•

取締役会構成員のスキル・ポートフォリオの状況 ◎

•

取締役会のダイバーシティに関する方針 ◎

•

ダイバーシティ担当の取締役の有無 ○

•

取締役会の議論における社内でのダイバーシティ経営にかかる監督の状況 ○

(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 ◎

•

将来の経営人材候補の育成状況(人数・比率)◎

【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)】
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•

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◎

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)◎

•

執行役員・部長評価制度(評価・報酬等に多様な人材のキャリア促進・マネジメントを反映)の概要 ○

•

人事関連データの活用を考慮した登用計画 ○

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 ◎

•

長時間労働改善のための取組の概要 ○

•

安全配慮義務に対応するための仕組みの概要 ○

•

兼業副業を認める制度の有無・実績(就業規則上の規定等)○

【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・介護等による休職からの復職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容 ○
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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 ○
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(２)設問別記載すべき内容


新・ダイバーシティ経営企業 100 選

各記載項目において、記載いただく内容(概要)と応募用紙との対応は以下の通りです。
設問番号

当該項目で記載いただく内容（概要）

2.1

企業のさらなる取組が期
待される分野の例

• ダイバーシティ経営の取組の中で、今年度の期待される分野に当てはまるものがあれば選択する。

2.2

ダイバーシティ経営
推進の概要

• ダイバーシティ経営を推進するうえで牽引力となった特徴的な取組について1つ以上取り上げ、その
取り組みの背景となった課題意識や、取組の結果生じた成果について端的に記載。
• 自社のビジネスモデルや、ビジネスを行う上での考え方（企業理念、ビジョン、経営戦略など）はどの
ようなものか。

2.3
（背景）
経営課題

経営課題

• 自社のおかれたビジネス環境をどう捉えているか。近年、どのような変化がみられ、何が課題となってい
るか。
• どのような環境や変化を踏まえ、ビジネスモデルをどのように変えていく必要があるか（商品・サービス、
顧客、調達、生産、流通、業務プロセス、等）。
• 目指すビジネスモデルを達成するには、どのような人材が不足しているか。あるいは、活用しきれてな
いか。

2.4
（背景）
人材戦略

人材戦略
（多様な人材の
活用方策）

• ダイバーシティが、「ビジネスを行う上での考え方（企業理念、ビション、経営戦略など）」にどのように
位置づけられているか。
• 経営課題の解決のために、ダイバーシティをどのように活用しようとしているか。
• 上記の実行にあたり、どのような人材に着目し、どのような活躍を期待したのか。

• そのために、自社のビジネスの中で、誰をどのように配置することにしたか。

2.5
（取組）

活用推進の取組、
その結果

• 上記の人材を活かすために、具体的にどのように取組を実施したか。
• 取組について、具体的に現場でどのように運用しているか。

• その結果、どのような変化が起きたか。
2.6
（成果）

企業価値（成果）

• 人材の活躍が、経営課題に対してどのように貢献したか。
• 多様な人材の活躍が、どのような面で企業価値向上につながっているか。

具体的な取組の記載に先立ち、2.2「ダイバーシティ経営推進の概要」にて、貴社の取組の概要・要点をご記載くだ
さい。
上記の各設問は、2.3,2.4「背景」→2.5「取組」→2.6「成果」の一連のストーリーの一貫性を意識した上で、 そ
れぞれ箇条書きではなく、文章で記載してください。
2.5「取組」については、大きく分けて次のような項目が考えられます。
-計画策定、推進体制の構築
-人事制度改革、多様な人材の登用・配置
-勤務環境・体制の整備
-社員の意識改革・能力開発
-マネジメントの変革
-組織風土の変革
など
平成 24 年度～令和元年度表彰企業のベストプラクティス集(「新・ダイバーシティ経営企業 100 選/100 選プライ
ム」ホームページにて公開)に過去の表彰企業の取組事例が掲載されていますので、そちらもご参照ください。
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100 選プライム

各記載項目において、記載いただく内容(概要)と応募用紙との対応は以下の通りです。
設問番号
2.1

視点1

2.2
（取組）

当該項目で記載いただく内容（概要）
ダイバーシティ経営推進の概要

• ダイバーシティ経営を推進するうえで牽引力となった特徴的な取組について1つ以上取り上
げ、その取組の背景となった課題意識や、取組の結果生じた成果について端的に記載。

①経営戦略への組み込み

• 社長や経営陣といった経営上の意思決定者が、ダイバーシティが経営戦略に不可欠である
ことを示し、明確な目標を定め、どのように自らの責任で取組をリードしているか。

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
実行に責任を持っているか。

③ガバナンスの改革

• 取締役会など、経営上の意思決定を行うメンバーをどのように多様化し（例えば、女性や
外国人、社外の有識者や専門家など）、複数の視点でどのようにダイバーシティの推進を
後押ししているか。

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、働き方改革を実行しているか。

視点2 ⑤管理職の行動・意識改革

視点3

2.3
（成果）



• 管理職が多様性を活かせるマネジメントが出来るよう、管理職にどのような取組/工夫/仕
組みを支援・展開しているか。

⑥従業員の行動・意識改革

• 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よう、ま
た、従業員の自立したキャリア意識・キャリア形成を図るよう、どのような取組/工夫/仕組み
を展開しているか。

⑦労働市場・資本市場への 情
報開示と対話

• 視点１や視点２の内容、特に、数値的な取組結果を表す項目に加え、その結果に至るま
での経営方針、具体的な取組、取組結果に対する評価・解釈について、どのように労働市
場（従業員や求職者等）、資本市場（投資家や地元の金融機関等）、取引先、顧
客など、企業を取り巻く外部の利害関係者に積極的に情報発信し、その反応や評価をダイ
バーシティの更なる持続的な取組につなげているか。

企業価値（成果）

• ７つのアクションの取組により、どのような企業価値向上（成果）に繋がったか、経営課題
の解決にどのように寄与したか。
- グローバルな人材獲得力の強化：応募者の増加、企業が必要とする人材の獲得・定着
- リスク管理能力の向上：多様な構成員の参画による判断力の向上、リスク回避
- 取締役会の監督機能の向上：経営上の意思決定参画者の多様化による議論の活性
化、経営判断力の向上
- イノベーション創出の促進：生み出したサービス／製品・商品による市場シェアの拡大
など

具体的な取組の記載に先立ち、2.1「ダイバーシティ経営推進の概要」にて、貴社の取組の概要・要点をご記
載ください。



上記の各設問は、2.2「取組」→2.3「成果」の一連のストーリーの一貫性を意識した上で、それぞれ箇条書き
ではなく、文章で記載してください。



2.2「取組」については、下記のダイバーシティ 2.0 検討会・報告会 HP において、具体的な取組事例を掲載し
ていますので、ご参照ください。
http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20180608001.html
(「ダイバーシティ 2.0 行動ガイドライン改訂版」)
http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20170323001.html
(「別紙２ 検討会参加企業の取組事例」、「別紙３ 国内外企業による開示事例」)



平成 29 年度～令和元年度プライム受賞企業のダイバーシティ経営推進のストーリー・事例について、新・ダイ
バーシティ経営企業 100 選/100 選プライム」ホームページにて公開されておりますので、ご参照ください。
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(３)用語定義集
本事業における各用語の定義は、以下の通りです。(一般的な定義と異なる場合があります。)
用語

定義

外国人

外国籍を有する人

国際人材

外国人や、海外で相当程度の長期間にわたる豊富な実務経験と顕著な業績を有する者

高齢者

65 歳以上の人

取締役・監査役

会社法における取締役・監査役

障害者雇用率
従業員数

厚生労働省に報告している数値(毎年 6 月 1 日時点の数値)
※特例子会社を含む場合は、特例子会社を含んだ数値
応募する企業体の総従業員数
(非正規社員含む。ただし派遣社員及びグループ企業社員は除く)

正社員

パートタイム労働法第２条において規定する「通常の労働者」

中小企業

従業員数 300 人以下の企業
年次有給休暇の取得率＝「労働者が取得した有給休暇(労働基準法第 39 条)の日数」

年次有給休暇の取得率

÷「労働者に与えられた有給休暇の日数」×100
• 「労働者が取得した有給休暇の日数」については、繰越日数か否かは問わない。
• 「労働者に与えられた有給休暇の日数」からは繰越日数は除く。
原則として一月当たりの労働者の平均残業時間は以下の計算方法で算出
Ⓐ ÷ Ⓑ ÷ 12 か月
Ⓐ 1 年間の対象労働者(※1)の法定時間外労働(※2)の総時間数の合計
Ⓑ 対象労働者数
上記により難しい場合は、代替案として以下の計算方法で算出も許可する
(Ⓒ－Ⓓ) ÷ Ⓔ ÷ 12 か月
Ⓒ 1 年間の対象労働者の総労働時間数の合計
Ⓓ 1 年間の法定労働総時間数 (仮)の合計 (40 時間×52 週×対象労働者数)
Ⓔ 対象労働者数

一月当たりの労働者の
平均残業時間

※1

対象労働者からは以下の①～③を除く。

① 変形労働時間制の対象者 (以下を含む)
• 事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者 (労働基準法第 38 条の
2)
• 専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第 38 条の 3)
• 企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第 38 条の 4)
② 短時間労働者 (パートタイム労働法第２条)
③ 管理監督者等(労働基準法第 41 条)
※2

休日労働は含まない。
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(４)法令遵守確認項目
2019 年 4 月 1 日から応募時点までにおいて、法人における下記関連法令等の具体的な基準に関して違反がな
いこと
※全てに☑が出来ない場合には、応募することができませんのでご留意ください。
労働関係法令等の具体的な基準
（１）

労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法、次世代育成支
援対策推進法又は女性活躍推進法に違反して勧告を受けていない。

（２）
（３）

（４）
（５）

労働基準法、労働安全衛生法又は最低賃金法に違反して送検されていない。
違法な長時間労働、過労死又は裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められたこと等により、
経営トップが都道府県労働局等から是正指導を受け、企業名が公表されていない。
長時間労働等に関する重大な労働関係法令（※）に関し、労働基準監督署から是正勧告書を交付され
ていない。又は、労働基準監督署から是正勧告書を交付され、是正期日までに是正報告を行っている。
障害者雇用促進法第 46 条第 5 項又は第 6 項に基づく勧告に係る第 47 条に基づく公表がされていな
い。

（６）

高年齢者雇用安定法第 10 条第 2 項に基づく勧告に係る同条第 3 項に基づく公表がされていない。

（７）

労働者派遣法第 49 条の 2 第 1 項に基づく勧告に係る同条第 2 項に基づく公表がされていない。
職業安定法（昭和 22 年法律第 141 号）第 5 条の 3 第 1 項 （労働者の募集を行う者に係る部分に

（８）

限る。）の規定に違反する行為をし、同法第 48 条の 3 第 1 項に基づく命令又は同条第 2 項に基づく勧
告に係る同条第 3 項に基づく公表がされていない。
外国人技能実習法第 15 条第 1 項に基づく改善命令若しくは第 16 条第 1 項に基づく認定取消に係る第

（９）

15 条第 2 項若しくは第 16 条第 2 項に基づく公示がされていない、外国人技能実習機構から改善勧告書
を交付されていない、又は外国人技能実習機構から改善勧告書を交付され、改善期日までに改善報告を
行っている。

（１０）
（１１）

従業員の過労死若しくは自殺に関し、労働基準監督署から従業員等に対し労災保険給付決定がされてい
ない、又は損害賠償請求において支払いを命ずる旨の判決が確定していない。
前各項目に掲げるもののほか、日本国の法令に基づき行政処分、行政指導（企業名が公表されたものに
限る。）若しくは行政罰を受けていない、又は送検されていない。

※ 特定条項とは、下記の条項を指します。
・

労働基準法第４条、第５条、第 15 条第１項及び第３項、第 24 条、第 32 条、第 34 条、第 35 条 第１
項、第 36 条第６項（第２号及び第３号に係る部分に限る。）、第 37 条第１項及び第４項、第 39 条第１
項、第２項、第５項、第７項及び第９項、第 56 条第１項、 第 61 条第１項、第 62 条第１項及び第２項、
第 63 条、第 64 条の２（第１号に係る部分に限る。）、第 64 条の３第１項、第 65 条、第 66 条、第 67 条
第２項の規定並びに第 141 条第３号（労働者派遣事業の適正な運営確保及び派遣労働者の保護等に関する法
律（昭和 60 年法律第 88 号）第 44 条（第 ４項を除く。）の規定により適用する場合を含む。）

・

最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）第４条第１項の規定
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