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次世代法の認定制度見直しに企業はどう対応するか
女性活躍推進法案も視野に
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るみんを目指す企業」にとって、プラチナ
くるみんの取得を目指す価値は十分にあ
る。
新設されたばかりの認定制度であるこ
とから、プラチナくるみんを取得している
企業はまだ非常に少なく、
マスコミ等の注
目度も高い。
また、前述のとおり、プラチナくるみん
を取得すれば、次世代法にかかる行動計
画の策定・届出が免除されるという特典
もついている（ただし、女性活躍推進法案
が成立すれば、この法律で求められている
一般事業主行動計画の策定・届出は必要）
。
プラチナくるみんは、法改正をまたぐ行
動計画でも、過去にくるみん認定の実績が
あれば申請できる。法改正前に行動計画
を策定したために、一部プラチナくるみん
の認定基準に合致しない内容があるとす
れば、計画期間の途中で内容を修正するこ
とも考えられる。ただ、基準 8（働き方の見
直し）で設定および達成が求められている
「定量的な目標」については、遅くとも計画
期間終了日の 1 年前まで（2016 年3 月31
日までに計画期間の終了日が到来する場
合には、特例的に遅くとも計画期間終了日
の 3ヶ月前まで）に定めておく必要がある。
なお、プラチナくるみんは永久に有 効と
いうわけではなく、認 定基 準に合 致しな
くなった場合* には取り消されることに
3

なる。プラチナくるみんの申請にあたって
は、コンスタントにプラチナくるみん認定
基準をクリアできるだけの体制整備がで
きているかどうかを、慎重に考慮する必要
があるだろう。
今後、企業が次世代法や女性活躍推進

［*1］本稿での考察においては、中央大学大学院戦略経営研究科ワーク・ライフ・バランス&多様性推進・研究プ
ロジェクト（代表：佐藤博樹中央大学教授）での活動・議論が大いに参考になった。ここに記してお礼申し上げる。
なお、
本稿における主張は筆者の個人的見解であり、本稿に誤りがあればその責はすべて筆者に帰する。
［*2］
育児・介護休業法の改正（2009 年7 月公布）では、
「父親も子育てができる働き方の実現」
（2010 年6 月施行）
として、
専業主婦の夫も育児休業を取得できるようになったほか、父母ともに育児休業を取得する場合は休業可能
期間が延長される等、男性の育児休業取得を後押しする内容が盛り込まれた。また、
2014 年4 月より、原則として

1 歳までの子の育児休業期間中に雇用保険から給付される、育児休業給付金の給付割合が引き上げられた（休業
開始から 6ヶ月間の給付について、給付割合が休業開始前賃金の 50%から 67%に）。さらに、男性の育児休業取
得については、従業員300 人以下の企業に対する特例が設けられている。
［*3］プラチナくるみん認定に必要な法を上回る制度を廃止等したケース、公表された育児休業取得率等がプラチ
ナくるみん認定基準で定める目標を達成できない状況が継続しているケース（公表以後1 年以上経過した後の公
表についても、当該状況が継続していると認められる場合）等が、プラチナくるみん認定の取り消し事由とされて
いる（平成27 年3 月31 日雇児発0331 第33 号）。

法案の認定について検討するうえで、本稿
が参考になれば幸いである。
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