
働くあなたを 応援したい
　新型コロナの影響は、特に女性に大きな影響を及ぼし、雇用を始めとした男女共同参画
の重要性を改めて浮き彫りにしました。これは国、地域、企業の持続可能性に係る課題で
もあり、性別に関係なく、全ての人が個性と能力を発揮できる社会への転換が求められて
います。女性だけが頑張れば解決する課題ではありません。これからの社会のために、私
たちは何をする必要があるのか、考えていきましょう。

　育児や介護をしながらでも、働き続けるた
めには、柔軟な働き方が大切。社員のニーズ
から、フレックスタイムやテレワークなど
「働きやすい」環境を整備しています。

 P14へ

　家族と協力し、働き方を見直すことで、
「仕事」と「生活」の両方を充実。バランス
のとれた働き方が周囲の人の参考（モデル）
にもなっています。

 P15へ

　女性目線やライフイベント経験に着目した
アイデアが新商品の開発や販路拡大に。提案
できる機会を作り、社員のスキルや意欲の向
上、そして組織力アップにつなげています。

 P16へ

　やる気や能力を向上させ、いきいきと働き
続けられるキャリアの確立へ。将来イメージ
を持つための研修や、ロールモデルの紹介な
ど、社員の成長をサポートします。

 P17へ

働く場面で活躍したいという希望を持つ全ての女性が
個性や能力を発揮できる社会へ

問合先　人権・男女共同参画課／℡674-7575

case01.

#柔軟な働き方

仕事も家庭も
大切にしたいな

case02.

パートナーと
二人三脚で

#ワーク・ライフ・バランス

case04.

 

成長することを
応援してくれるかな

#キャリアの開発

case03.

#企画立案　経営参画

私のアイデアが
実現したらいいな

クローズアップ１
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内閣府「令和3年版男女共同参画白書」より作成

係長相当職

課長相当職

成果目標
（第5次男女共同参画基本計画）

30%（2025年）

18%（2025年）

12%（2025年）

部長相当職

階級別役職者に占める女性の割合の推移

女性の年齢階層級別労働力率の推移

内閣府「男女共同参画　令和3年版」より作成
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昭和55（1980）年
平成12（2000）年
令和 2（2020）年

「令和3年度高槻市男女共同参画に関する
市民意識調査報告書」より作成

働く女性を巡る
キーワード

働く女性を取り巻く状況が目まぐるしく変化する昨今。
ニュースなどで耳にするキーワードをお伝えします。

　あるコト（モノ）に対して、「過去の経験」や「見聞
きしたこと」に影響を受けることで、知らず知らずの内
に持った「思い込み」や「偏ったものの見方」のこと。
「男性は仕事、女性は家庭」といった考えや、「女性に
任せられる仕事がない」といった考えなどがこれに当た
ります。

無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）

　部長、課長、係長などの管
理職に就く女性の割合は長期
的には上昇傾向にあります。
一方で国際的にみると依然そ
の水準は低いことが分かって
います。

女性管理職の割合

　「就業している女性」の割合を年齢別に見る
と、昭和55年は、30代を谷とする「M字カー
ブ」を描いていました。令和2年では、M字型
から先進諸国で見られる台形に近づきつつあり
ます。

変化する女性の就業率 えるぼし認定
　女性活躍推進法に基づき、優良な企業などを国が
認定（えるぼし認定）。評価項目を満たす数で3段
階、さらに一定の要件でプラチナに認定されます。
認定されると、企業イメージの向上や優秀な人材の
確保、公共調達における優遇措置などのメリットが
あります。

　女性がもっと活躍できるよう事業主に取り組んで
もらうための法律で、「女性の活躍状況」の公表や
行動計画を立てることを義務付け。今年4月からは
常時雇用する労働者が101人以上の民間企業なども
対象となりました（これまでは301人以上）。

女性活躍推進法
公表項目の一例
女性が働いている？ 採用者数に占める女性の割合
キャリアアップできる？ 管理職に占める女性労働者の割合
長く働き続けられる？ 男女の平均継続勤務年数の差異

仕事と生活の両立ができる？
労働者の各月ごとの
平均残業時間数などの労働時間

多様性（ダイバーシティ）
　性別や人種の違い、年齢、性格、価値観、ライフ
スタイルなどの個性の違いを尊重すること。偏見な
どにとらわれることなく、広く人材を受け入れるこ
とが、組織にとっても大切です。

働き方改革
　働く人々が個々の事情に応じ、多様で柔軟な働き
方を自分で選択できるようにするための改革。就業
機会や意欲・能力を発揮できる環境、職場づくりが
求められています。

魅力ある
職場づくり

業績の向上

人材の確保

利益の増加

子どもが3歳くらいまでは、母親が育児に専念したほうがよい

そう思う
21%

どちらかと
いえばそう思う
30%

どちらかと
いえばそう思わない 12%

無回答 1%

そう思わない
23%

どちらともいえない
13%
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POINT

社員の声を大切に、性別に関係なく、
ニーズに合った柔軟な働き方を実現。
働きやすさがパフォーマンス向上に。

男性の多い職場・業界でも
パートナーとなら大丈夫。
ワーク・ライフ・バランスは家族や
職場が、お互いを尊重することから。

#柔軟な働き方

株式会社ウィット
広告代理、デザイン制作など
（城北町1-14-17）

●�さまざまな時間帯で働く雇用形態を導入し、
柔軟な働き方に対応

●�企業主導型保育所と提携し、その保育料の
半額を補助

●在宅勤務が可能な環境づくり

●�データのクラウド化、マニュアルの整備な
どで、必要な情報をいつでも閲覧できる業
務体系の構築

働きやすい環境を整備
　会社で長く働いてもらうために、必要な制
度を整えています。また制度を利用しやすい
雰囲気づくりを心掛けています。
　そのため、働きやすい環境から女性社員が
増え、「えるぼし」などの認定を取得するこ
とができました。これは、社員のモチベーシ
ョン向上にも、優秀な方の採用にもつながっ
ています。

パートナーと対等
　建築の仕事は、まだまだ男性が多い業界。
大学を卒業してから設計事務所に勤務しまし
たが、今でいうブラック企業で・・・。「子
どもを産む」イコール独立開業しか選択肢は
ないと考えていました。最初は私だけで、途
中からは共同代表として夫と一緒に経営をす
ることに。
　仕事も、家庭も、夫と対等に、相談しなが
らできるのがメリットです。大切なのは、家
族同士、職場のみんながお互いの状況や考え
を尊重すること。私が気付かなくても、夫が
スタッフのサポートをしてくれることも、職
場環境を整えてくれることもあります。

仕事と家庭の両立を支援
　正社員については、短時間勤務、残業がな
い勤務など、働く時間のバリエーションを設
けています。また在宅でも勤務しやすい環境
を整え、仕事において社員が自分で判断でき
るように、チャットなどで情報共有し、デー
タのクラウド化を行い、必要な情報を必要な
時に閲覧することができる環境を整えていま
す。
　当社では女性社員が増えていますが、女性
だけの活躍を推進するというよりも、全ての
社員が働きやすく、能力を発揮できる環境づ
くりを心掛け、結果的に女性が活躍できる職
場になっています。

好きなことを仕事に
　元々絵を描くのが好きで、国家資格も取れ
て、独立もできる建築士に。私がロールモデ
ルとなり女性が増えてくれるとうれしいな。
スタッフの中には私のように独立を考えてい
る女性も。性別にとらわれず、好きなことを
仕事に。挑戦し、成長していくことで、いき
いきとした社会になると思っています。

POINT

●�自身がロールモデルとなり、スタッフの育
成、成長の機会を提供

●�資格を取得し、好きなことを仕事に

●�ワーク・ライフ・バランスを家族、職場で
実践

●�女性活躍の必要性を理解し、メッセージを
発信

管理職の7割が女性、育休取得・復帰率100％ 夫で共同代表の圭一さんとともに

case 
01. #ワーク・ライフ・バランスcase 

02.

川端康寛さん
代表取締役

堀部直子さん
共同代表・管理建築士

株式会社
Horibe�Associates
建築設計監理など
（大畑町16-12）
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POINT

責任者や企画・経営に女性を登用し
女性視点の新商品を開発。
社員の成長が組織を活性化させる。

専門部署を設置し
社内の意識改革を推進。
社員一人一人が成長し
いきいきと働ける組織へ。

#企画立案　経営参画 #キャリアの開発

有限会社コスモフーズ
水産加工、魚介類販売など
（下田部町1-27-18）

●�女性管理職を積極的に登用し、現場の運営
を任せる

●�セミナー受講の促進や商品開発への参画で
スキルアップにつなげる　

●年齢に関係なく、柔軟な働き方に対応

●�社員への定期的な面談で、勤務や育成計画
の見直しの機会を提供

自分と家族を大切に
　スタッフが約130人いるのですが、その8割
ほどが市内在住の女性です。当社のモットー
が「自分と家族を大切に」。家庭の事情や希
望に合わせて、年齢に関係なく働き続けられ
るよう、フレックス制をとり、定年はありま
せん。短時間で勤務する人、能力や知識を向
上させ昇給する人、責任者になって指導や経
営に関わる人など、希望に合うよう個別に面
談をし、今後の方針を決めていきます。

管理職への登用を推進
　最近では、女性スタッフの管理職への登用
を進めています。工場の現場リーダーを任せ
たり、商品開発に携わってもらったり。私に
はない「かわいい」という発想なども新しい

個の輝きと知の結集
　当室の名称のとおり、同じ価値観の人が集
まる均質な組織から、異なった視点・価値観
を受け入れ、新しい価値を生み出す組織への
変革を進めてきました。
　先の見えない世の中において、物事を決め
ていく際の決定の質を高めていくことが企業
成長、そして社会への寄与・貢献につなが
る、それにはまず個々の持つさまざまな違い
を受容することが大切であり、多様性推進の1

つとして女性活躍の取り組みがあります。

行動すれば変化が起こる
　2016年に女性活躍を推進するプロジェクト
チームが発足し、まず取り組んだのは女性社
員に会いに行くことでした。1カ月間で全国

POINT

●�組織のトップが、女性をはじめ、多様な社
員の活躍の必要性を認識し推進体制を整備

●�社内の管理職、女性社員の意識改革やキャ
リア開発のための研修を開催

●�ダイバーシティ経営を経営の重要課題の1つ
として位置づけ

●�登用目標を設定し計画的に推進

地域密着型で社員の約8割が市内在住 いきいきと働く社員が増え、プラスの影響に

case 
03.

case 
04.

東俊宏さん
代表取締役

岩本満美さん
違いを力に！推進室 室長

コニカミノルタ株式会社
電気機器・精密機械メーカー
（桜町1-2）

視点ですし、情報発信の仕方も逆に勉強にな
っています。
　スキルアップにも力を入れていて、セミナ
ー参加を促し、販売・企画にも参画させるな
ど、社員の成長の機会を増やしています。

1,000人以上とのワークショップを開き、自
分のキャリアや働き方について考えるきっか
けをつくりました。また女性がいきいきと働
くために何が課題となっているか、会社とし
て認識することができ、これを皮切りに、経
営層への重要性理解促進、女性や管理職向け
研修、社員への啓発活動など、さまざまな取
り組みを進め、少しずつですが着実に成果が
あらわれてきています。
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6/23～29
男女共同参画週間
　今年のキャッチフレーズは『「あな
たらしい」を築く、「あたらしい」社会
へ』です。同週間に合わせ下記の講
演会を実施します。

ID  058758
講演会　�ジェンダー平等社会の実現をめざして
　　　　～男女共同参画センターとともに
　講師に大阪公立大学准教授の古久保さくらさんを招き、同センターの
歩みとともに、これからの社会のあり方を学びます。
日時　6/25㈯　13:30～16:00　　会場　クロスパル高槻
定員　申込順50人　　料金　無料
問合　男女共同参画センター／℡685-3725
申込　6/3㈮からウェブ申込、電話、窓口で　※保育あり

interview これから女性活躍を進めようと考える上で、
大切なポイントを専門家に伺いました。

すべての人に活躍できる機会を
まずは組織のトップから発信して

根強く残る�
無意識の思い込み
　性別に関わらず、活躍の機会を公

平に提供することは非常に重要だと

考えています。しかし、企業の中に

は「営業は女性には無理」「女性に

無理させてはいけない」などとし

て、女性を配置していない、補助的

な仕事しかさせておらず、女性社員

を育てていないケースがあります。

　ここには意識の問題、性別に関す

る無意識の思い込み（アンコンシャ

ス・バイアス）が根強く残っていま

す。今、多くの企業がこの思い込み

の解消を進めていて、私も力を入れ

てお手伝いしています。

活躍推進のために�
会社がすべきこと
　企業の方には、女性活躍のメリッ

トを、多様性（ダイバーシティ）の

文脈でお伝えしています。これは、

性別・年齢・国籍などの多様な属性

や、価値観・発想を取り入れること

で、ビジネス環境の変化に迅速かつ

柔軟に対応し、企業の成長と個人の

幸せにつなげようとする戦略です。

　世の中のニーズも、従業員の状況

も多様化する中で、なぜ自社が取り

組みを推進するのか、まずは組織の

トップが、この重要性を理解し、リ

ーダーシップを発揮する、そしてメ

ッセージを内外に発信することが大

切です。

　そして各職場の管理職が、女性を

はじめ、すべての社員が持てる力を

発揮できる職場環境や風土づくりに

力を入れていくことも大事なポイン

トです。こういった取り組みを進め

る会社は、社外から選ばれ、また社

員も働きがいや職場への誇りを持

ち、モチベーション向上につながる

のです。

　また経営側が、従業員の声を聞

き、制度に反映することも大切で

す。制度が整っていてもニーズに合

っていないことも多々あります。例

えば育児休業からの復帰には、長期

間の休業よりも、早期復帰の声にど

う対応していくか。見せかけの女性

活躍、働き方改革ではなく、現場の

声にどう対応していくか、が問われ

ています。

キャリア支援�
企業側がサポートを
　多くの働く女性が悩むのは、昇進

やキャリアアップのこと。

　まず、キャリア支援には女性自身

が持つ無意識の思い込みの払拭、多

様なリーダーシップスタイルを学び

自分らしいスタイルを見つけていく

支援、女性を支える人的ネットワー

クの強化の3つが必要です。

　キャリアアップに「自信が持てな

い」「リーダーシップなんてない」

という声を聞きます。しかし本当に

そうでしょうか？自分には無理と思

い込み、可能性にふたをしてしまう

のはもったいないことです。

　リーダーシップには従来の牽引型

だけでなく、部下の話を聞きサポー

トする、メンバーの力を引き出す、

という新しいスタイルも求められて

いるのです。

　また将来の生き方・働き方の参考

となる人（ロールモデル）、自分よ

り経験豊富でアドバイスをくれる人

（メンター）、自分に機会を与えて

くれる人（スポンサー）が、男性よ

りも圧倒的に少ないことがありま

す。つまり、自分をサポートしてく

れる人、上に引き上げてくれるネッ

トワークが不足しているのです。い

ずれも女性の努力だけで解消できる

ものではなく、企業側のサポートが

必要とされています。

ライフイベントを理由に�
仕事をあきらめない
　育児や介護などのライフイベント

も大きな悩みです。女性一人で抱え

ないで、パートナーとの協力体制を

つくったり、自分を支援するネット

ワークを強化したりしながら、乗り

切る方法を知ることが大事です。

　企業側の取り組みとして、例えば

最近では、家族や上司との対話を支

援するため合同でセミナーを行い今

後の計画を立てたり、支援の情報を

知り活用するためのネットワークを

支援したり、時間と場所の柔軟性が

ある働き方の選択肢を増やしたりな

どが行われています。

働くあなたを応援
　働きたい！働き続けたい！その気

持ちがあれば、いろんな方法や工夫

が生まれます。上手に周囲の人のサ

ポートを受け、さまざまな制度を利

用してみてください。あなたは一人

ではありません。働くあなたを応援

しています。

　すべての人が、働き方を選べて、

自分らしく活躍できる社会を目指

し、一人一人が、そして社会全体が

未来への扉を開いていきましょう。

LEC東京リーガルマインド
「女性活躍推進センター」

厚生労働省委託「2022年度民間企業における女性活躍促進事業」

　女性が活躍できる企業にしたい、えるぼし認定を
取りたい、そのために何から始めたら良いのか、具
体的にどのように取り組めば良いのか悩んでいる
経営者や人事労務担当者の皆様を支援します。

　営業事務、パソコンインストラクターを経て、

キャリア開発・組織活性化・人材育成を支援する

株式会社ICBを設立。ワーク・ライフ・バランス

やダイバーシティなどのコンサルタントとして幅

広く活動。本市が開催する「高槻市女性のための

リーダーシップ講座」にも過去3回講師に。大学

でのキャリア教育にも力を入れている。

瀧井智美さん
ID  005936

ID  058746

事務局
℡0120-982-230（フリーダイヤル）
平日9:00～17:00
Eメール　info@joseikatsuyaku.com

問
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クローズアップ１  働くあなたを応援したい


