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令和元年度第１回滋賀県協働プラットフォーム 議事要旨 

 

１ 日時 

令和元年７月 26日（水） ９時 30分から 11時 30分まで 

 

２ 場所 

滋賀県大津合同庁舎６－Ａ会議室 

 

３ テーマ名 

女性が活躍できるライフステージに応じた働きやすい職場環境づくりについて 

  

４ 参加者 

(1) NPO・関係団体等関係者 

特定非営利活動法人 ファーザーリング・ジャパン関西 

株式会社 介祉塾 女性活躍推進アドバイザー 

滋賀県よろず支援拠点 

社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会 介護・福祉人材センター 

特定非営利活動法人 男女共同参画をすすめる会・I YOU淡海 

くさつパールプロジェクト 

(2) テーマの提案者 

滋賀県 商工観光労働部 女性活躍推進課 

(3) 県関係 

滋賀県理事員（男女共同参画・女性活躍担当） 

滋賀県 商工観光労働部 労働雇用政策課 

滋賀県 男女共同参画センター 

(4) 事務局 

滋賀県 総合企画部 県民活動生活課 県民活動・協働推進室 

 

５ 協議内容 

(1)テーマ提案者から提出理由・趣旨を説明 

〇近年、少子高齢化の進展、様々なニーズが出てきており、社会情勢は大きく変化してい

るため、この変化に対応できる豊かで活力ある社会の実現が求められているところ。 

特に、女性活躍の関係においては、平成 27 年に女性活躍推進法（女性の職業生活にお

ける活躍を促進する法律）が制定され、今年 5 月に一部改正された。改正前は、301 人以
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上の常勤労働者のある事業所において「一般事業主の行動計画」の策定義務があったが、

この改正において、3年以内を目途に、101人以上の事業所にも策定義務が拡大された。 

ただ、女性活躍が進んでいる会社、そうでもない会社があり、依然として、固定的な役

割分担、特に性別役割分担というものが残っている状況がある。その中では、女性の能力

が十分に発揮されているとは言いにくい。 

このような状況を踏まえ、取組を進めるため、県では、各種セミナーの開催、それから

イクボス宣言、県内部でも知事はじめ各所属長等がイクボス宣言をし、企業の皆さんにも

イクボス宣言をしていただく等の取組を進めているところ。加えて、女性活躍推進企業の

認証制度も設けて取組を進めてきたが、行政だけでは限界がある。皆さんと一緒になって

取り組んでいこうという雰囲気を作っていくことが不可欠と考えている。 

そのため、今回、皆さんと一緒に考え、進められるような取組ができないかということ

で、協働プラットフォームへ提案したところ。 

日本の人口の将来推計は、いろんな考え方があるが、平たく言うと、人口が減少してい

く予想がされており、15 歳から 64 歳の人口もどんどん減り、労働力が減っていく。現状

の労働力を確保するならば、避けて通れないのが女性の活躍。労働力が減るということは

一般的に税収の減少にもつながる。 

日本のジェンダーギャップ指数で、４つのポイントがある。経済参画、健康、政治参画、

教育があり、健康、教育はいいが、経済参画については 149 か国中 117 位、政治参画につ

いては、149か国中 110位という位置付けにある。 

女性が職業持つことに対する意識の変化について、平成 4 年から平成 28 年までのデー

タがあり、子どもができてもずっと職業を続ける方がよいと思っている人、子どもが大き

くなったら再び職業持った方がよいと思っている人がたくさんいることがわかる。 

女性男性とも、平成 4 年から平成 28 年かけて、子どもができてもずっと職業持ち続け

る方がよいという人がどんどん増えており、5 割近くになってきている。そうなると、子

どもができてもずっと働き続けるためには、未就学児を保育所に預けるということになり、

このようなニーズに応えるために保育所の定員を増やしていく必要があるが、保育所整備

は徐々に進んでいるものの、待機児童数の問題が依然としてある。 

女性の年齢別の労働力推移、いわゆる一般的にＭ字カーブと呼ばれるものだが、昭和 53

年当時と比較すると、平成 10 年、平成 30 年では、その落ち込みは改善されてきているも

のの、まだＭ字カーブは残っている。 

また、就業希望者数は、平成 30 年で 237 万人いて、希望する就業形態としては、非正

規の職員を希望している人が多く、家庭との両立が難しいということがある。求職してな

い理由としては、育児・出産・介護・健康上の理由となっている。滋賀県においても、同

じような状況となっている。 

先ほど、女性活躍推進法の行動計画については、平成 28 年 4 月に法施行の時点で、301

人以上の規模の事業所は、90％が策定し、101 人以上 300 人の規模の事業所は、義務とな
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っていないため、3.2％の策定状況である。 

育児休業の取得状況について、滋賀県で女性は 80～90％取得しているが、男性は、平成

30 年度で 4.1％にすぎない。その理由としては、職場で前例がない、職場が忙しい、同僚

上司迷惑がかかるといったことである。なかなか取得しづらい現状がある。 

女性の管理職比率では、徳島県が一位で、滋賀県は全国で低位ですが、昭和 55 年と比

較すると、徐々に上がっているものの、もう少し上がるのではないかと考えられる。 

年間就業日数 200 日、週間就業時間が 60 時間という働き方をしているのは、男性の方

が正規・非正規・自営業問わず高い割合となっている。家族の中で、介護・看護が必要と

なってくると、実際に離職する人もでてきて、平成 17 年から 30 年にまでかけ、毎年 8 万

人から 10万人、男性女性含めて離職者がいる。 

滋賀県は事業主行動計画を作った。気楽な意見交換という形で職員によるグループワー

キング・ランチミーティングを行い、出てきた意見としては、 

・キャリア形成という点で若い頃に庁内で庶務事務のみを行っている女性職員がたくさ

んいた。 

・これからやっと始まったばかりだと思う。 

・大きな失敗もなく、家庭も仕事もできたらそれで構わない。 

・毎日がぎりぎりで、綱渡りの状態と思っている。 

・やりがいよりも仕事と生活のバランスが取れたらいいと思う。 

・自分の興味に繋がる仕事ならば楽しいと思える。 

県庁の中での管理職のイメージについては、「対外折衝を始め、全体の目配り、業務調

整をこなし、とても自分にはできない」という意見や、管理職を目指さない理由を聞くと、

「担当業務が将来どうなるかを先輩としても示すことができない」、「上司サイドの期待が

わからないのではないか。それが伝わればモチベーションも上がる。」という意見があっ

た。 

・キャリア形成における必要な取組ということで、中堅職員でも経験不足に苦慮してい

る職員も多い。 

・つまづきや戸惑いをフォローすることができる管理者の意識の醸成が重要。 

・育児休業後の復帰は継続性のある仕事を担当することが難しい。 

・モチベーションの低下が同僚への後ろめたさを引きずってしまう。 

・その他として、管理職にならなくても、活躍は活躍であり、女性職員が管理職をなぜ

希望しないといけないのか、 

県庁内でも、なぜこだわらなければいけないのかという否定的な意見もある。 

内閣府の資料ではあるが、女性の活躍に４つぐらいの壁がある。 

まず、女性の採用が少ないから女性の管理職の比率が増えない。 

女性のことを育てていない。部門によっては、女性が少なく、特に営業・生産部門は７

割が男性というような状況がある。 



4 

 

女性にとって、子どもが出来たら辞めざるを得ないような状況。 

４番目として、女性がいても、昇進できない、昇進したいと思えない職場環境が課題と

なっている。 

そうすると、女性含めて多くの人が活躍できる職場環境はどのようなものかということ

になる。どのように働きたいかというところをまずしっかり打ち出し、キャリア形成とか、

仕事と家庭の両立をしっかり打ち出していく必要がある。 

さらに、介護・育児に柔軟対応できるような業務の見直しが必要。 

それから、そもそも長時間労働というのが当たり前というところをどう見直していくか、

意識だけではなく、ＩＴの導入や様々な知見を取り入れて業務を効率化していく。 

組織の意識改革、人事評価とか、まず経営者のトップの方針が変わらなければ幾ら提案

しても変わらない。行政の方から各事業者に協力を求めていくだけでは、限界がある。皆

さんと一緒に雰囲気を作っていくことが重要であると考えている。 

現場の声に、なぜ女性活躍なのか、男性はどうするのかという意見もある。職場風土は

簡単には変わらない、業務量の多さに対応できない、そもそも人手がない、トップにはト

ップの方針があるという意見もたくさんもらっている。 

一気には変化を起こすことはできないが、イクボス宣言を広げて、女性活躍推進の認証

企業を増やし、皆さんと一緒に良い成果をどんどん上げていきたい。 

職場づくりについて、皆さんにいろんなご意見をいただきたい。現在、イクボス宣言は、

183 社、女性活躍認証企業は、現在 207 社であり、三ッ星が一番いいグレードになるが、

要件が厳しく０社となっている。 

会社の方針が決まると、まずトップから伝わってくるが、その過程で、末端の従業員ま

で伝わっていくかが課題であり、理想ではあるが、従業員と管理職でコミュニケーション

を取って、現場の意見をトップへフィードバックができたらいいと考える。 

現場だけで解決しようと言っても無理な話。人口減少を控えて、今後の労働力確保のた

めの人材確保、育児・介護も両立できる柔軟な働き方、視野を広げて仕事の能率アップを

図るためのモチベーションアップについて、いろいろ考えていくことができる。 

一方的な押しつけでは、限界がある。従来通りの会議の開催とか、チェックシートを使

うという手法があるが、最近はインターネットを使って楽しく学ぶ e ラーニングとか、大

阪市のファザーリングジャパンとタイアップしたユーチューブでの動画配信がある。あと、

取組のアドバイスするコーチとか。 

ただ、自社だけ、自分たちの地域だけでやっていても限界があるため、最終的にはいろ

んな業種いろんな方と成果発表なり、検討会、ざっくばらんに話できる今日の会議のよう

なものがどんどん出てくれば、良いアイデアも出てくるのではないかと考える。 

そこで、皆さん共通のテーマ、例えば「職場と住居が近いといいよね」とか、「滋賀県

の平均寿命が長く、健康でないと働けない」とか、「社会貢献しながら仕事もできるとい

いよね」とかを踏まえて、一緒に情報交換しながら、働きやすさを考えていければと考え
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ている。 

皆さんが実際に思っていること、こんな課題がある、こんな難しい点がある等を出して

いただき、県の施策に何とか結びつけ、少しでも皆さんと一緒に進めていきたいと考えて

いる。 

 

(2)対話・協議の内容 

〇４～５年前から滋賀県とイクボス宣言の取組を広げていく活動の手伝いをしている。イ

クボスについて、大きく３点を掲げている。１つ目は、上司も含めて全員が働きやすいと

いうこと。 

部下のワークライフバランスのために上司が仕事を肩代わりするなど、誰かに負担をし

わ寄せすることなく、全員が働きやすい職場を目指すこと。 

次に、部下にキャリアとライフの展望をしっかり示せること。仕事を優先して働きたい

人も、家庭を優先して働きたい人も、それぞれが、希望を実現して安心して働くことがで

きるような職場をつくっていくということ。 

最後に、仕事と家庭の両立を実現しようとすれば、当然働く時間が短くならざるを得な

いが、それでも業績を伸ばしていけるような努力や工夫をしていくこと。その実現に向け、

しっかりと働きかけをしていく人がイクボス。 

滋賀県内でも、イクボスに賛同して宣言をいただく企業が多いが、全国においては、

210 社を超えるぐらいの企業が賛同して、イクボス企業同盟というものに参画をしている。 

女性の活躍と一緒に取り組むところが多いが、女性の活躍はどういうことなのかとか、

企業によって状況が異なる現状があり、一概に「こういうことをすれば、イクボスになれ

る」ということを示せないのが実情である。 

ただ、企業もそういうところに、実は困っている。例えば、ワークショップを通じてそ

の企業なりのイクボス像をもっと明確にしていきたいとか、取り組むべきスキルを身につ

けていきたいとか、アイデアはあっても、時間その他リソースとの兼ね合いで苦慮してい

る企業が多いのが実態だと考えている。みんなが働きやすい職場を作るため、引き続き、

まず理解を深めていくことを目的にした研修会の実施を継続して行っている。 

また、女性が様々なフィールドで活躍していくための環境整備や風土づくりの一環とし

て、イクボスを取り上げていただくことも多いが、一方で単に会社の中でだけ女性が働き

やすくなっても仕方がないと考える企業も非常に多い。 

定時で帰宅しなくてはいけない現状が女性には多い。多くの場合、男性社員が長時間労

働をして、保育所の送迎等の家庭のことは女性が一手に負担するのが現状。女性が社会に

進出していくためには、同時に男性が家庭に進出してくことが必要だと考える。 

昨今、男性の育休の 100％取得を目指す企業も出てきており、先進的な企業では男性の

育休取得を意識はされてきている。 

ある企業が去年の 10 月から男性の 1 か月間の育児休業の原則義務化に踏み切ったこと
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が報道されたが、そこに至った状況や、現状について知りたいという声も多く聞く。 

男性の育休 100％取得というのは、目に見えるわかりやすい指標。ただ、自社ではどう

かというとわからない、どうしたらいいのかというのが多くの企業の現状。 

〇コンサルティングと IT サービス業の開発を扱う会社で、高齢者向け介護福祉ビジネス

を中心にしているが、厚労省の委託事業で女性活躍推進アドバイザーも務めている。 

昨年、大津市で女性活躍推進事業に関わって、20 社の企業の支援と、市長と地元の企業の

対談のセッティングなどに携わった。 

滋賀県の女性は、学歴が高く潜在的な力を持っている。にもかかわらず、夫婦で結婚し

子どもがいても、男性の方は大阪とか京都で働き、女性はいわゆる扶養の範囲内で働いて

いるだけの女性が多い。潜在的な女性のパワーをいかに地元の企業につなげるのかが課題

と感じたところ。 

〇女性の学歴とかの潜在的なポテンシャルは高いが、その生かす場がなかなかなく、女性

同士で起業するとか、何かやろうという動きもあるように聞いている。 

〇日本の法律はすごく整備されているが、女性が活躍することに対する意識が低いと感じ

る。ジェンダーギャップレポートの上での順位では日本は遅れているが、世界各国と比較

して女性の人権が制限されているわけでもなく、制度の上ではかなり進んでいる方だと思

う。 

にもかかわらず、企業文化という世界だけで見ると女性活躍が遅れていると感じる。 

確かに、企業の側は、女性活躍を理解し、知ってはいる。ただ、経営者の側としては、

何かしら一歩を踏み出せない実態がある。一歩進むために、心のバリアを取り払うことが

重要だと思いつつ、苦労しているところ。 

〇何か社会の手助けになるようなことをしたいと思っている女性が非常にたくさんいる。

私の周りには、起業したいと相談に来る方がたくさんいるが、そんな女性であっても「夫

の扶養から外れたくない」というちょっとアンバランスな意見を持っている人が非常に多

い。そこを超えてでも頑張っていきたいという方は、むしろ少数派のような気がしている。 

扶養という制度自体が、安定志向や守りの意識を根付かせていると感じる。 

男性女性関係なく、外国人や障害者なども含めて、みんなが自立していかないといけな

いと思う。 

夫婦になったとしても、夫に支えてもらうのではなく、お互いがお互いを支え合う。 

子どもが生まれれば、自分が中心になって子育てするものであると考える女性が多い。

女性自身、男性もそう考えていると思う。だから、男性の育休取得が進んでいかない。広

くお互いが支え合う社会をつくらないと、女性の活躍がそもそも難しいと思う。 

〇女性活躍を応援するパールプロジェクトで、起業に取り組む女性を応援する活動に取り

組んでいるが、まずは夫の了承を得てという女性が多い。 

男性はそんなに躊躇しないと思うが、女性の場合は、「夫に相談しないと」とか「家事

に差し障らない程度ならやってもいい」とか。国の制度は、本当に女性 1 人が自立してい
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けるようにはなっていないと思う。 

日本では、いまだに「女性は家にいて、男性は外で働く」という風土が、若い人にもあ

ると思う。会社の風土も同じだと思う。その払拭をきっちりしないまま、女性活躍だけを

取り上げてもなかなか進んでいかないと思う。 

社会の仕組や風土とかの根本的なところを変えていかないと、女性が自立するのは難し

いと思う。今の若い人は働くことも大変。様々な情報を上手にアドバイスできるようなシ

ステムができたらよいと思う。 

〇介護福祉の職場は、全体の約８割が女性で、圧倒的に女性が多い。全体としては、非正

規と正規が半々程度だが、男性は８割近くが正規である一方、女性は大体５割ぐらい。年

齢的には、20 代から 60 歳以上まで幅広い年代の方が活躍しているが、全体で 7 万 8,000

人ぐらいのうち、1 万 6,000 人ぐらいが 60 歳以上、その 1 万 6,000 人のうちの 86％ぐら

いは女性で、高齢になっても非常に活躍されている。 

特に、訪問介護では９割近くが女性であり、家事などの日常的なスキル、子育て等で培

われたスキルがそのまま生かせるほか、自宅から直行直帰できる。自分の生活圏の中でス

ポット的に働くことができることが、要因としてあるのかもしれない。 

また、8 割方が中途採用。必ずしも専門資格が必要ではなく、事業者の中でキャリアア

ップのための仕組を設けているところも多いため、ちょっと関心を持ってもらったら参入

しやすい業界であるといえる。 

毎年何回か就職フェアをしており、６月７月に出展した 100 法人に確認したところ、17

の事業所では企業内に託児所、保育所があるとのこと。 

もともと病院が母体のところは院内保育所を有するところも多いが、それ以外の社会福

祉法人でも新たに整備し、特に女性が多いという現状を踏まえて、より働きやすい環境を

整備していこうという姿勢が伺える。 

100 法人のうち 99 法人では無資格者の受け入れを行っており、初任者研修の費用の助成

をしているところも 64あった。他にも 91の法人では研修制度があるとのこと。 

依然、介護福祉士については離職率の高さが課題ではあるが、現在ではいろんな工夫も

なされながら、特に現状を踏まえて女性が活躍できるような職場改善の取組がなされてい

る。 

〇根本的に制度そのものを変えていかないといけないというところも非常に重要だと思う

が、同時に意識を少しずつ変えていくことも非常に重要だと思う。 

たとえば、「子どもが大きくなったら再び就職をする方がよい」と思う人は、今の若い

人たちでもすごく多い。 

子どもが生まれたらいったん離職をして、小学生になったら復帰をしようというような

人たちには、「子どもが小学校になって復帰をしようと試みた女性が 10 社以上にエントリ

ーシートを送ったが、どこからも全く返信がなかったよ」とよく話をする。 

企業は、まだまだ子育て中の女性に対しての漠然とした不安がすごく強い。それは企業
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を変えていかないといけない面もあるが、女性が「一旦離職して子どもが大きくなるまで

の間は専業主婦でいればいい」という考え方を持っている現状もある。 

そういった意識が変わっていけばいいと思うが、男性にとって、子どもが生まれた時に

自分がどうあるかということに対して意識が全くないということも同時にある。 

男性の育休の義務化という話も少し出てきているが、男性自身が一つ一つのライフステ

ージにおけるキャリアの変化を考えることが必要。 

本来であれば、若いうちにライフデザインというところから伝えていくことも必要だと

思う。今すでに働いている人たち、これから働くことを目の前にしている人たちにとって、

働きやすい環境をどうつくっていくのか。 

即効性があるのは、やはり管理職、特に経営者が必要性を認識して取り組むこと。女性

社員は意見や考えを持っていてもなかなか言うことができないが、場所が用意されれば、

言うことができるし、男性にも言えること。 

男性の育児休業の義務化が制度化された企業では一気に取得が進んでいく。育休を取得

していいという安心感とともに、取りたいと思っていた人が取れるようになる。 

潜在的な意識をいかにして開放してやるのかというのは、即効性のある取組としてやっ

ていかないといけないことかと思う。イクボスも一つのツール。 

〇毎年託児サポーター養成講座を開催している。新しく養成講座に参加される方の中には、

必ず過去に資格を持って保育士をやっていたという方がいる。 

家と職場の両立ができないために辞めたが、もう家の方も落ち着いたので、来られる方

が多い。今年子育て支援の講座を受講する中で、現職の保育士と話す機会があった。昨年、

一昨年ぐらいに時短勤務ができるようになったが、今までフルタイムで働いておられた方

が急に時短になると、今までと同じだけの仕事量を求められる。 

短い時間の中で仕事が終わらず、他の方には頼めないので、どうしても子どもや家にし

わ寄せが来る。職場の協力体制と仕事の量の調整ができていないのが現状。それでは保育

士の確保が難しくなり、保育園の運営がうまくいかず、子どもの待機が多くなるという悪

循環が続いているとの現場の状況を聞いた。 

保育園同士が連携し、保育士の勤務の時間や場所を柔軟に対応してもらえばうまくいく

のではないかという声もあった。保育園単位での対応は難しいので、行政の方にも動いて

もらい、保育園間の連携を図っていただければよいと思う。 

〇男性も女性も皆さんが自分らしく生きていくことができる社会を目指し、長年日本でも

取り組んできたが、現在、家庭か仕事かの二者択一を迫られている、あるいは仕事も家庭

もということで疲労困憊している女性の姿を目の当たりにすることが多く、どこに原因が

あるのかをずっと考えている。 

今年２月の大津市の教育会議の席上で、小中学校の生徒会長の男女比の割合が紹介され、

小学校の生徒会長の男女比は大体同じなのに、中学校に入ると 8 割から 9 割が男性になる

という事例が紹介されていた。 
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男女の不平等感を問う意識調査によれば、10 代の時は結構平等だという回答が多いが、

社会に入っていく 20 代から不平等感が倍増する。30 代の不平等感が高いが、それに匹敵

するのが 20代前半。 

今の若い方も、実際に自分たちがライフイベントを迎える段階になれば、障壁にぶち当

たるような現状がある。長年取り組んできている中で、どうして変わらないのかというじ

くじたる思いがある。 

社会全体でそういう状況を理解して、社会の仕組そのものをもう少し変えることが必要

なのではと思っている。また、どういう働きかけがあれば企業での取組が進むのかと思っ

ている。 

いろんな企業と話すと、すごく関心が高く積極的で、社員のライフイベントに合わせて

働きやすい制度をどんどん作って進化させていくような企業もたくさんある一方で、全く

動かない、人材不足でとてもそんなことには手が出せないという企業もあり、企業間の格

差が顕著。 

法律改正で、行動計画の策定義務対象が 101 人以上の規模に拡大され、猶予期間である

この 3 年間がチャンスと考えている。企業の理解が進むには、制度の問題よりむしろ心の

バリアの問題という認識であるのかという点についてもう少し伺いたい。 

〇働く場所とか業務内容などのビジネス上の問題は、女性活躍という観点だけでは変えら

れないものもあると思っている。 

大津市の取組に関わる中であった意見を集約すると３点。まず、女性社員にとって、自

分がどう働いて管理職になっていくかというイメージが持てないという意見が非常に強か

った。先ほどの生徒会長の話でいくと、生徒会長はいつも男性がやっている。先代も男性

だった。次も男性というイメージを持ってしまう。別の中学校では、女性が生徒会長をや

っているにもかかわらず、「自分もできるのでは」という思いを持つことができないとい

う意見が強かった。会社を立ち上げたり、会社の中で役員になったりというのが全く見え

ないので、自分自身でイメージできない。中小企業では、大企業と比べて役員となってい

る女性を見ることがない。社外やプラットフォームなどの場でそういった意見が聞けると、

自分たちもがんばれるイメージがつかめるとの意見があった。 

次に、男性は、営業職の場、経営者同士のつき合い、異業種交流等の外部との交流があ

るが、女性の場合は、外に出ない仕事であることも多く、外部の女性同士の交流がない。

また、育児との両立のみで働いたとしたら、どうしても外部と交流する機会がない。子ど

も繋がりのつき合い、近所のつき合い、もしくは自分の趣味のつき合いに限られて、職業

人として職業人の女性と会う機会がない。働いている女性のネットワークが必要との声を

伺った。 

最後に、経営者が女性社員にどのように活躍してもらうかのイメージがつかめないと聞

いた。自社の女性社員に聞くのは気が引けるとのこと。経営者の立場として、他の会社の

女性社員の意見であれば、素直に聞け、自社の女性社員のことも相談しやすい。女性自身
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が変わることも大事だが、経営者も変わらなければいけない。経営者の意識づけという意

味では、他社の女性の話を聞くという機会があれば、考えを変えることにつながるのでは

ないかと意見があった。 

まとめると、女性社員のロールモデルの提示、女性社員間のネットワーキング、他企業

の経営者と女性社員との交流である。プラットフォーム、研修等で、こうしたことをやっ

てもらえるといいと思う。 

制度変革より意識づけの問題の方が非常に大きいと思っている。物理的にモデルを変え

るのは相当難しいが、意識の方はできると思えれば変わる。そのきっかけがプラットフォ

ームでは求められていて、大事だと思う。 

〇中小企業では人材育成をどうされているのかすごく関心を持っている。大手はちゃんと

研修体系があるが、一人一人の社員が自分のライフ・キャリアを考えていくことが必要か

と思う。 

例えば、19 ある県内市町では、合同で職員研修の組織体を作って研修を実施しているが、

何か民間企業でも横の繋がりで人材育成に取り組んでいる例があれば教えていただきたい。 

〇よい例では、女性社員の比率が非常に高くて、管理職も女性で、全く男女の区別もなく、

むしろ女性が活躍している会社。 

実際に企業間での研修に加え、お互いの会社を見てもらう取組を行っていると伺った。

社員同士の交流が女性社員にとって刺激になってよかったとのこと。 

もう一つよい例では、女性比率が非常に高い会社で、社員研修制度における海外留学の

第 1 号が女性社員。女性社員が自ら手を挙げて始めたとのこと。何かをするにしても、

往々にして男性が先になっていることがあるが、男女分け隔てなく、女性から先に進んで

いく、男性よりも一歩前のことを行っていることがいいと思った。 

 一方、ダメな会社の例では、女性の社員が多いというだけで、自社は女性の評価が高い

と思っている経営者がたまにいる。そういう会社でのアンケートで、「あなたはこれから

もこの会社で働き続けたいですか」という質問があると、男性経営者の予想に反し、実際

の回答は「この会社で働きたくない」というものが 8 割ぐらい。2 割ぐらいが「わからな

い」で、働きたい人は１人もいなかった。 

保育所の送迎との兼ね合いで、近場の会社を選んで働いているが、単にほかに会社がな

いだけというケースが結構多い。社内における女性社員の声が聞こえてない。 

また、時間の融通が利くフレックスタイム制を導入していることを理由にうちの会社は

いい会社だという経営者は多い。実際、検証してみたところ、相当の残業が発生している

ようなところ、時間管理がきちんとされていない会社もある。 

フレックスだからという言葉でごまかしているケースが結構多い。ルールを作ったら、

ちゃんとルールを守ることが重要。それによっても女性の働きやすさが変わってくると思

う。 

〇固定的性別役割分担意識がいろんなところに見え隠れしている。男女共同参画基本法が
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できてちょうど 20年経つが、まだその当時と変わってないのではないかと思う。 

男性の育児休業にしても、ある職場の男性管理職が、職員から育児休業の申し出を受け

たときに、女性職員なら「1 年？2 年？」という話になるのに、男性の申し出に対しては、

「３日？５日？」という話になると聞いたことがある。そういう風潮になっているのが現

実。 

専業主婦家庭モデルで経済成長を乗り切った日本では、今は共働き世帯が逆転している

にもかかわらず、扶養控除制度・年金制度が続いている。意識改革と並行して、制度の改

革も必要だと思う。 

育児休業を取得すると不利になるというならば、家計もかかっていることから、男性も

女性も二の足を踏んでしまう。 

〇先ほど話があったように、ライフステージに応じて、いろんな悩みがあるが、女性同士

の横の繋がりができていくのは、一つの解決策になるとのことであり、意識と制度の問題

はセットであると思う。 

〇私には、小学校 1 年生と保育園児の 2 人の子どもがおり、時短を取りながら、2 年前に

育休復帰して働いている。資料 8 ページの仕事のやりがいや活躍についての意見で、「大

きな失敗もなく、家庭も仕事もできたらそれで構わない。毎日がぎりぎりで綱渡り状態」

というのはまさに私のことだと思う。 

仕事が多く、時短でやるのは厳しいが、朝は２人の子どもを送っていかないといけない

以上、どうしても時短を取らざるを得ない。夫は協力的だが、職場が遠いため、子どもの

送迎は頼れない状況。いつも何かに追われている感じが抜けず、しんどいというのが今の

私の状態。 

活躍と言われても、とてもそこまで考える余裕がないというのが正直なところ。また、

私自身、中堅職員と呼ばれているが、「中堅職員で経験不足に苦慮している職員も多い」

と書かれていることについても、本当にそうだなあと思う。職場内での調整をする場面も

多いが、昨日もそれでちょっと悩んでいた。上司も大変忙しい。 

女性活躍というよりも、自分がいつまでこんな状態で仕事を続けられるのかという不安

の方が強い。経済的なことを考えると、なかなか仕事を辞めることもできない。 

皆さんの話を聞いて、女性も男性も自立しないといけないとも思うし、その一方で毎日

がしんどいこの状態をどう打破していったらいいのか悩んでいる。 

〇私の母親は 32 歳の時に亡くなった。彼女はやりたいことをやって人生を全うできたの

かと思っている。誰しも明日があるかどうかわからないと思っているので、やっぱり楽し

いことをやりたい。仕事が楽しかったら、仕事いっぱいやって、子育てが楽しいと思えば

それをやるべきだと思っている。 

私は旅行が大好きで、年 2 回は必ず海外に行きたくて、それ以外の時間は思いっきり働

こうと思って、人生を送っている。 

 上から男の子・女の子・男の子の 3 人の子どもがいる同級生の友人のケース。友人は、
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長男は大企業に勤め、給料も安定してボーナスもよく、将来安泰と言っていた。 

ところが、妹さんの就職に関しては、彼女は「女の子やしね」と言った。この何気ない

友人の言葉に対して、「女の子やからとかそういうこと違うと思うけど」と心の中ですご

く思ったが、言わなかった。我々世代の人たちもやっぱりそう思っている。そういう言葉

がけをまず止めないといけないと思っている。 

うちの夫は結構家事を手伝ってくれる。でも、何気なく「今日のご飯何？」と聞かれる

ことがある。契約したわけでもないのに、ご飯を作るのは私の仕事になっている。 

何気ないからこそ言われてすごく腹が立つ。男性も同じようなことがあると思う。そう

いう語録を作ってみて、みんなで意識してそれをなくしていくような風土づくりに滋賀か

ら取り組むのもよいのでは。 

〇たしかに、意識は、発言の端々に現れてくると思う。 

〇男性自身がライフステージにおけるプランを考えていないという点。大学時代、自分の

ライフプランを考えることをテーマにゼミで研究に取り組み、今後のキャリアについてグ

ループワークで共有する時間があった。 

男性は結婚しても仕事を変わらず続けていくという前提に立って話をする一方、女性は

結婚した後どうするかの話があった。グループワークの人数は女性のほうが多かったが、

それについて誰も違和感なく話が進んだ。無意識の偏見が根付いていることに気づいた。 

〇女性の育休前後のセミナーや継続就労のためのセミナー、管理職になる前のセミナーな

どの業務をやっているにもかかわらず、自分自身のこととしては、ライフステージの変化

について全く考えていなかった。 

結婚を考えているが、私は当然ずっと働いていく前提でいるが、相手の方は子どもがで

きたら今の仕事はできないとか、そんなことも考え出している。今回の話を通じてそのこ

とに気づいた。自分も考えないといけないと改めて考え直した。 

〇20 年ほど前にこういうことをなくしていこうということで男女共同参画社会基本法がで

き、県や市町でも条例を作った。作ったときは、一生懸命でも忘れてしまう。そこには市

民や企業、公共団体としてやるべきことが書いてある。 

そこを踏まえて政策が進んでいるはず。それを常に見ながらやっていただかないといけ

ない。そこを忘れないように、新しく職員になられる方もそこを押さえて仕事をしていた

だきたい。 

〇15、16 年前に育児休業を 1 年間取得した。組織内では男性で 2 人目だった。妻も働いて

おり、実家が遠く、家庭が回らず、仕事はたくさんあって、育児休業が唯一の光だった。 

当時は職場で「仕事増えたわ」などと言われ、復帰してからは「その態度、どうなの」

とも言われた。やはりそれなりの突き上げがあった。逆にそれがあったからこそ、私は謙

虚になれたと思うし、みんなのおかげで今があると思う。 

物理的に仕事量が多く難しい状況であっても、やはり何かを変えたいという思いが伝わ

ると、また「みんなで考えよう」という輪が広がるのでは。そういう意味では、育児休業
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はよいきっかけになった。 

〇皆さんの個人の体験を含めていろいろな話をいただいた。個人のレベルでも考えていく

こと、女性だけではなく、男性も含め、職場のいろんな関係者も考えていくことがあると

思う。それと、基本的な男女共同参画の法律、意識改革、制度の問題とか、イクボスの企

業の取組とか、女性社員のロールモデルの提示が必要とか、たくさんの方からご提言をい

ただいた。 

〇女性が働きやすいということは、男性の働きやすさにも繋がるため、誰もが生き生きと

自分らしく働ける環境を作っていくことが本当に必要。それを進めるためにも、男女共同

参画の理念をしっかり押さえていかなければいけないと強く思っているところ。 

今回さまざまな立場からの意見が出たが、やはり自分のことに落とし込んでいくとよく

理解できることがあると思う。 

考え方だけを聞いて理解した気にはなっても、実際に自分の中に落とし込めていないこ

とがある。それを一旦考え直す機会をいただけたと思う。 

職業生活における女性の活躍をどう進めていくか、それも含めて男女共同参画の意識を

いかに浸透させていくか、非常に大きな論点から様々なご意見をいただいた。来年は男女

共同参画計画の見直しも行うことから、今回の意見も参考に今後の施策を検討したい。

（了） 

 


