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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画（第 3期） 

 

オーヴ・アラップ・アンド・パートナーズ・ジャパン・リミテッド 

 

2023 年 4 月 28 日 

 

オーヴ・アラップ・アンド・パートナーズ・ジャパン・リミテッド（アラップ東京事務所）は、グループ全体
の行動規範 (code of practice) として「EDI (Equality, Diversity, and Inclusion」および「Human Rights」を有する
アラップ・グループの東京事務所です。アラップ・グループは、「ジェンダーの平等」および「すべての人に健
康と福祉を」を含み、国連が推進している持続可能な開発目標 (SDGs) を経営の中核に据え、エンジニアリン
グ・コンサルティング分野でビジネスを展開しています。 

 

アラップ東京事務所では、上記グループ全体の方針を背景に、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画（第
3 期）を下記のように策定します。 

1 計画期間 

2023 年 5 月 1 日から 2026 年 4 月 30 日（3 年） 

2 課題 

新卒採用において、女性の応募・採用率が男性従業員に比べ低い。 

3 目標 

男女の採用割合を 50:50 にする。 

4 取組内容と実施時期 

2023 年度  性別を問わずに採用募集に応募しやすくなるよう、広報・選考スケジュール・プロセス等
を見直す 

 

2024 年度～ 

2025 年度 

 見直しをした施策を実施する 

 施策の成果を振り返り、改善を図る 

 

以上 
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次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 

 

オーヴ・アラップ・アンド・パートナーズ・ジャパン・リミテッド 

 

2023 年 4 月 28 日 

 

オーヴ・アラップ・アンド・パートナーズ・ジャパン・リミテッド（アラップ東京事務所）は、グループ全体
の行動規範 (code of practice) として「EDI (Equality, Diversity, and Inclusion)」および「Human Rights」を有する
アラップ・グループの東京事務所です。アラップ・グループは、「ジェンダーの平等」および「すべての人に健
康と福祉を」を含み、国連が推進している持続可能な開発目標 (SDGs) を経営の中核に据え、エンジニアリン
グ・コンサルティング分野でビジネスを展開しています。 

アラップ東京事務所では、上記グループ全体の方針を背景に、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主
行動計画を下記のように策定します。 

1 計画期間 

2023 年 5 月 1 日から 2026 年 4 月 30 日（3 年） 

2 課題 

 男女ともに仕事とプライベートの両立がしやすい、就業環境の整備。 

3 目標 

 フレックスタイム制の導入。 

4 取組内容と実施時期 

2023 年度～ 

2025 年度 

 フレックスタイム制の導入に必要な諸条件（対象者、清算期間、コアタイムの有無など）
を検討する 

 就業規則の整備や勤怠管理システムの設定など、導入の準備をする 

 フレックスタイム制の導入 

 導入の成果と課題の有無を検証する 

 

以上 
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General Employer Action Plan based on Act on Promotion of Women's 
Participation and Advancement in the Workplace (third term) 

 

We, Tokyo office of Arup Group, which have been doing engineering and consulting business in 
Japan as Ove Arup & Partners Japan Limited with our Codes of Practice that promotes ‘EDI 
(Equality, Diversity, and Inclusion)’ and ‘Human Rights’, are pleased to announce that we have 
developed this General Employer Action Plan (3rd term) as required by the Japanese government’s 
Act on Promotion of Women’s Participation and Advancement in the Workplace. This plan is in 
line with the Sustainable Development Goals (SDGs) that include ‘gender equality’ and ‘health and 
well-being for all’, one of our management objectives. 

 

1. Acton Plan period 
1 May 2023 to 30 April 2026 (3 years) 

2. Issues 
Lower applications and employment rates of female on graduate recruitment. 

3. Objectives 
Make gender balance 50-50 on graduate recruitment. 

4. Actions to be implemented and its timing 

FY 2023  Review public relations, selection schedule and process so that 
applicants easier to apply regardless of gender. 

FY 2024 
-FY 2025 

 Implement the reviewed measures. 

 Review and make necessary improvements to our recruitment 
practices. 

 



 
 
 
Subject General Employer Action Plan_AAMSRNC (second term) 
Job No/Ref Japan Group 
Date 28 April 2023 
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General Employer Action Plan based on Act on Advancement of 
Measures to Support Raising Next-Generation Children (second term) 

 

 
We, Tokyo office of Arup Group, which have been doing engineering and consulting business in 
Japan as Ove Arup & Partners Japan Limited with our Codes of Practice that promotes ‘EDI 
(Equality, Diversity, and Inclusion)’ and ‘Human Rights’, are pleased to announce that we have 
developed this General Employer Action Plan (2nd term) as required by the Japanese government’s 
Act on Promotion of Women’s Participation and Advancement in the Workplace. This plan is in 
line with the Sustainable Development Goals (SDGs) that include ‘gender equality’ and ‘health and 
well-being for all’, one of our management objectives. 

 

 

1. Acton Plan period 
1 May 2023 to 30 April 2026 (3 years) 

2. Issues 
Development of a working environment that allows both men and women to balance work and 
private life more easily. 

3. Objectives 
Introduce a flextime system. 

4. Actions to be implemented and its timing 

FY 2024 
-FY 2025 

 Consider terms and conditions required for introduction (scope of 
employees, settlement period, core time). 

 Prepare for introduction such as revision of Work Rules, setting of 
time and attendance system. 

 Implement the flextime system. 

 Review and make necessary improvements to our flexible working 
practices. 
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