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女性の職業生活における活躍推進会議報告概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

女性の職業生活 
における 

活躍推進会議 
とは 

女性の職業生活における活躍を推進するため、具体的かつ実効性のある取組みに

ついて検討を進めることを目的として、以下を行う会議。 
 
●さまざまなライフステージにある女性と市内事業所等との意見交換。 

●女性の就労実態や就労に対する意識・ニーズ把握の調査内容や調査手法の検討。 

●推進会議の報告ならびに啓発を目的としたシンポジウムへの協力。 

会議の開催記録（平成 27 年度） 

H27.9.30  
目的と課題の共有、 

H27.10.13  
課題の原因分析と対

応策への意見交換 

H27.12. 3   
これまでの総括 

内容等の検討 

H28.3.23  
の報告 

今後の取組予定 

H28.1.29 

八尾市女性団体連合会 
八尾市母子寡婦福祉会 
その他関係団体 

平成 27 年度は、４回の会議とシンポジウムを行いました。 

 
子どもが小学校に上がってから午

前中だけの事務のパートをして、３

年経ってフルタイムで働こうと思

ったときに父が大病になり、介護と

アルバイトをしてきました。介護が

楽になってきたのでまたフルタイ

ムで働きたいと思っていますが、希

望の職に就くのは難しいです。 

（40 歳代女性） 

 
大学時代の友達の多くが結婚

しても働ける会社に就職した

いと言っていましたが、結婚・

出産で仕事を離れた友達がた

くさんいます。同年代だけでな

く母親世代も仕事が無いと言

っているので、各年代で同じよ

うな問題があると感じていま

す。    （30 歳代女性） 

 
職場が製造業の工場です

が、これまで結婚・妊娠

したら産み月で退職され

るパターンが多かったの

が、最近は産休・育休を

取って復帰する人が増え

ました。 

 

（50 歳代女性） 

再就職期について 結婚・出産期について 

 

就労の継続について 

第 1 回会議では、様々なライフステージにある委員の経験談が紹介されました。 

 「女性の力」が必ずしも十分に発揮されていない 

自らの意志によって職業生活を営み、又は営もうと

する女性の個性と能力が充分に発揮されるよう、女

性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力あ

る社会の実現を図る。 

女性の職業生活に 
おける活躍の推進
に関する法律 
 

成立（H27.8.28） 

 

事
業
の
背
景 

事業者：事業主行動計画を策定 

（H28.4.1 まで） 

国：基本方針を策定  
地方公共団体：推進計画を策定 

委員の経験に見られる職業生活における女性の状況（委員意見） 

本編７頁～ 

本編９頁／参考４頁 

本編 10 頁 

本編 1５頁～ 

平成 27 年度の委員構成 
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女性の職業生活における活躍推進での課題（課題カテゴリー配置図） 

ライフステージごとの課題を女性の就業率（Ｍ字カーブ）に併せて配置して整理しました。 

職業生活における女性の活躍推進に向けての課題整理と提案 

結婚・出産／介護／ブランク に関する課題・提案 （例） 

項目 課題 提案 

産休・育休制度の 

認知他／情報収集 

／啓発 

●辞めるのが普通と思い込んでいる。 

●産休・育休について情報を知らない人が

多い。 など 

●「困ったら行政へ！」の合言葉を普及さ

せる。 

●年代別の問題の解決方法等の情報を身近

で入手できるように行政は徹底する。 

 など 

気持ち 
●育休などで仕事から離れると職場復帰す

ることが難しい。 

 

 

就労環境 に関する課題・提案 （例） 

項目 課題 提案 

長時間労働 

●時間外労働制限があっても結局残業はあ

る。 

●サービス業は残業が多い。長時間労働は

続けられない。 など 

●残業できない人をフォローするシフト制

など、時間を区切った人材確保を検討す

る。 

●風土を変える。 など 

ハラスメント／コ

ミュニケーション 

 

●人間関係が良くないと働きにくい。 

●女性の上司の方が女性に対する遠慮がな

くきつい時もある。 など 

●コミュニケーションが大事。一方的に被

害者ではなく、自分の考え方を変えるこ

とも必要。 

●お互い様の精神が必要。 など 
 

第 2～3 回会議では、各課題の対応について意見交換し、改善策を提案しました。 

その結果を報告したシンポジウムでも新たな課題や提案が加えられました。 

 

 

本編２０頁～ 
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就労環境／ブランク／控除 に関する課題・提案 （例） 

項目 課題 提案 

立場による格差 
●パートは解雇されやすい。保証がない。 

●パートの時給が安い。女性はサブ。 など 

●企業がパートの方にも査定を正しく行

っていく。 

立場による格差 

（ひとり親）／啓発 

●非正規のパートのかけもちでやりくりし

ている人もいる。 など 

●資格取得など行政の講座を受講しやす

くする。など 

求人条件 

●子育てが落ち着いて再就職をしようとし

ても、年齢制限があるため難しい。 

●資格、経験者のみといった条件があり再

就職が難しい。 など 

●人生経験も含めた評価の実施や、企業

が人材育成を強化して研修等を取り入

れる。など 

控除（配偶者控除）

と就労意欲 

●配偶者控除 103 万円の壁で、働く時間に

制限がでる。 

●賃金が安いので配偶者控除がなくなると

困る。 など 

 

 

家庭と仕事の両立 に関する課題・提案 （例） 

項目 課題 提案 

勤務時間の自由度

／子どもと仕事の

比重 

●両立のため時間を優先して職を探すと希

望の職が見つからない。 

●勤務時間が短時間の職がない。 など 

●事業所は保育所の開所時間などを考慮

した求人を出す。 

●女性が働きやすい職場であることも含

めた求人情報を発信する。 など 

仕事と学校役員等 

との両立 

●働く母親は平日の学校行事の際に休めな

いのがつらい。 

●PTA の当番が仕事の都合でできないと言

うと非難される。 など 

 

家事等分担 

／周囲の理解／コ

ミュニケーション

／啓発 

●責任が大きい仕事になると、勤務時間が

増え、負担が大きく家庭との両立が難し

くなる。 

●男社会を変えないと難しい。 など 

●個人のことを会社側に伝える担当者等

の仕組み。 

●採用する事業所の管理職の固定概念の

撤廃。／女性は家に入るという男性の

固定観念の撤廃。 など 

 

シンポジウムで加えられた項目 

コミュニケーション 情報収集 求人情報発信 啓発 

推進会議の中で得られた意見を、市民や市内事業所に周知・

報告することで気づきや意識改革につなげ、女性の職業生活

における活躍推進に向けた啓発となるようシンポジウムを開

催しました。 

日 時：平成 28 年 1 月 29 日（金） 15:00-17:00 

次 第：1.開会 主催者挨拶 八尾市長 田中誠太 

2.シンポジウム「女性の職業生活における活躍推進」 

第 1 部 基調講演 

 「女性活躍 2016 年の現状と課題」 

第２部 パネルディスカッション 

 「2016 年 八尾の女性の活躍をすすめよう！」 

参加者数：135 名 

「女性の職業生活における活躍推進」に向けてのシンポジウム開催 本編 2６頁～ 

本編 49 頁～ 
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会議に参加したのを機に、もう

一回労務の勉強をしています。

女性の活躍について法改正がか

なり行われて、すごいなと思う

一方で、昭和 23 年の法律が残っ

ていて、男性のみが働いている

前提の制度もあり、法律も古い

ところがいっぱいあるというこ

とがわかりました。それらの法

も今後変わっていくのだろうな

と思っています。 

（経営側の女性） 

 
先日、結婚前に働いていた職場か

ら復帰の誘いがあって復帰して、

何年間で企業内がすごく変わって

いることを目の当たりにしまし

た。 

結婚してからは専業主婦で小さな

世界で生きていて、市の政策など

に目を向けていなかったのです

が、この会議を機に、市の政策等

にも目を向けて視野を広くしてい

ければと思いました。 

（再雇用経験のある女性） 

 
会議の始めの自己紹介では、

複数の短期のパートの仕事に

生き甲斐をもとうと思ってい

たのですが、歳が上がると条

件的には新人と同じでも、仕

事内容が違ってきてしんどい

と思うようになりました。 

日常生活では知らないで損す

ることがあるので、これから

自分自身も考えなおして勉強

したいと思いました。 

（短期パートの女性） 

 

 

 

改めて労務の勉強 企業変化／今後は視野を広げて 

 

仕事への生き甲斐の持ち方 

①女性の職業生活における活躍推進会議の開催 
 学識経験者を含む委員の拡充を図りつつ、女性の

職業生活における活躍推進に向けた取り組みを
検討。 

 

委員の意見交換会の感想 

平成２８年度の取り組み 

平成 27 年度の成果を踏まえて、平成 28 年度本市では以下の６つの取り組みを進めることとなりました。 

④女性の労働事情調査の実施 
 市民及び事業所アンケート調査を実施し、女性活躍

推進会議における事業検討の基礎資料とする。 

②シンポジウムの開催 
 女性の職業生活における活躍推進に向けた啓発

を図る。 

 

⑤（仮称）八尾市求人情報検索サイトの開設 
 求人検索ができるインターネットサイトを運営。 
 

 

③推進体制の強化 
 女性活躍推進プロジェクトチーム及び労働支援

課の創設。 

⑥女性活躍推進員による求人・求職者開拓の推進 
 市内事業所を中心に様々なライフステージの女性

が働きやすい求人を開拓。女性求職者の求職者訓練
等の情報提供や職業紹介を実施。 

 
 

 

 

第 4 回会議では、会議を通して気づいたことなどの紹介がありました。 

本編 5１頁～ 

本編 5５頁 

雇用環境（就労環境） に関する課題・提案 （例） 

項目 課題 提案 

人事評価 

●男性自身が育休を取ろうと思う人がおら

ず、取得者が少ない。 

●復帰後の人事評価を気にしている可能性

がある。など 

●男性の育休取得、時差出勤が利用でき

る企業体制の構築。 

●取得者も含めた時短制度に関する理

解・配慮。 など 

利用しやすい時短

制度（短時間勤務制

度）／コミュニケー

ション 

●時短制度が利用できる期間が短い。 ●利用する側の会社・職場へ働きかけ。 

●いつ頃まで時短が必要か事前に聞くな

ど企業は面談等事前に聞く。 など 

周囲の負担対策 

●短時間勤務の労働分の穴を埋める人が雇

われないため、周囲の仕事量が増え、会

社の雰囲気が悪くなる。 

●短時間勤務や育児休暇を利用すると周り

の人に負担がかかり、不満が出る。 など 

●制度取得によるフォロー体制の整備。 

●企業における育休・産休・短時間勤務

利用者により発生する追加業務分の人

員確保や組織体制の見直し。 など 

求人情報発信 

 ●各事業所で「こんな女性が働けます」

「採用の年齢制限の見直し」という情

報発信。 など 
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１．はじめに 
 

（第１回会議 平野副市長挨拶より） 

 

みなさん、こんにちは。私は６月に副市長に就任をさせていただきました平野と申します。

女性副市長であることに驚かれている方もあるかもしれませんが、八尾市では、女性が副市

長になるというのは私が初めてで、頑張れとお声をかけていただいたりすることもあり、あ

りがたく思っております。私自身は家庭を持ち子育てをしながら、5 月までは市役所職員と

して、6 月からはこのような職に就かせていただき、仕事を続けてきております。 

さて今、改めて、国では女性の活躍推進という方針が言われております。昨年来、八尾市

においては、女性の活躍をどのようにとらえ、進めていくべきか検討する中で、行政を考え

る上で、これまで以上に女性の視点を持つことによって、より市民ニーズに見合った施策が

展開できるということなのではないかと考えています。また、あまり肩肘を張らずに自分が

女性なのか男性なのか、そんなことは置いておいて、一人の人間として自分らしく過ごして

いけることが大事なのではないかと思っています。 

皆様におかれましては、この女性の職業生活における活躍推進会議に積極的に手をあげて

いただき、ありがとうございます。たくさんのご応募をいただいた中から、委員になってい

ただいております。ここでは、女性が職業を持つことについて皆さんと一緒に考えていただ

くわけですが、これまでは再就職支援などに取り組んできて、改めて、女性が職業を持って

活躍すること、日常生活の中で活躍することなど広い視点で考えていきたいと思います。 

国においては、「女性の活躍」という言葉が言われております。これはお正月あたりに特

に安倍首相がおっしゃっていて、人口減少社会の中で女性が活躍する、女性の労働力の確保

とか、人口減少に対応するために子どもを出産するということも積極的にできるように、環

境を整えるべきだということ国の方針が出されております。ただ一方で、その 1、2 か月後

には、女性の側から、働けというのか、子どもを産めというのかというような声も出ていた

ように記憶しています。私自身も働きながら出産をする、子育てをする、というのは、本当

に大変だと実感しておりましたし、そろそろ親の介護が気になる年齢です。 

その様な中で、国の方針をそのまま八尾市の市民の皆さんに、言葉が悪いですが押し付け

ていくのかということではなくて、働くということでは、実際に市内の企業さんには、女性

の社長さんがおられたり、働いておられる女性がたくさんいらっしゃったり、地域活動など

でも、すでに女性も男性も活躍しておられます。そういうことを市役所もしっかり認識した

うえで、改めて、より職業生活の中で活躍していただくために今何が求められるのかと考え

ていきたいと思います。 

活躍というのはいろんな形があるだろうと思いますが、国が示しておられるような労働

力というようなものと、子どもを産んで育てるんだということだけではなくて、女性のラ

イフステージは、学生として勉強している時期から、仕事をして、結婚して、出産をする、

子育てをする、また親の介護もあります。その間にはいろんな生活の変化が伴います。パ

ートナーがいらっしゃる場合には、ご夫婦になられた場合、男女でうまくその辺を認め合

ってきておられる方もおられますし、一人で頑張っておられる方もいらっしゃいます。子

育てする方、しない方もいらっしゃいます。いろんなステージがありますけれども、どん
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なステージにおいてもできるだけ選択幅を広げることを八尾市で進めていけないかと考え

ています。例えば、子育てをしながら地域の中で子育てサークルをつくって活動されてい

る方もいらっしゃいますし、それから実際に会社を起こして起業家として活躍しておられ

る方もいらっしゃいます。外では何もせずに自宅におられるのはだめなのか、とそんなこ

と全然ありません。家庭をしっかり守っておられて、家族との関係をしっかり持っておら

れる方、私とっても羨ましいと感じたりしておりました。市民の皆様が様々なライフステ

ージで、たくさんの選択肢を持って自分のやりたいことを制限されずに出来るだけやって

いくことを、今八尾市で考えていきたいということでございます。 

委員の皆様の中には男性もいらっしゃいますけれども、ぜひ、いろんな発言を男性側か

らもしていただく、そして女性側もいろんな形で様々な立場でご発言頂きまして、女性の

活躍を幅広く受け止めて、これからどのようなことを考え進めていくべきか、考えてまい

りたいと思います。ぜひ皆様には活発にご議論をいただきまして、ご意見をいただければ

と考えております。 

最後になりますが、委員の皆様のご健勝、そしてご活躍、ご多幸をご祈念いたしまして、

ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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２．推進会議の概要 
 

２-１ 会議の目的と役割 

 

(１)目的 
女性の職業生活における活躍を推進するため、女性の就職・再就職や働く女性の処遇改

善、企業内の女性の活躍推進、仕事と家庭の両立といったテーマについて、八尾市在住の

さまざまなライフステージにある女性の意見やニーズに基づき、女性が活躍できる具体的

かつ実効性のある取組みについて検討を進めることを目的とする。 

 

(２)所掌事項 
 さまざまなライフステージにある女性と市内事業所等との意見交換に関すること。 

 女性の就労の実態や就労に対する意識・ニーズを把握するための、調査内容や調査

手法の検討に関すること。 

 推進会議の取組み内容についての報告ならびに、市民や市内事業所に対する啓発を

目的としたシンポジウムへの協力に関すること。 

 その他必要な事項に関すること。 
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(３)背景 
 

平成 27 年 8 月 28 日「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が成立 

 

法律のねらい 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法律の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：女性活躍担当 有村 治子大臣のコメントと法律概要をもとに作成 

八尾市では 

 

 

 

 

 

 

  

働きたいという希望を持っていても就業していない女性が多く存在する 

指導的地位に占める女性の割合が先進諸国を大きく下回っている    など 
 
 
 

「女性の力」が必ずしも十分に発揮されていない 

 
自らの意志によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が
十分に発揮されるよう、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力
ある社会の実現を図る。 

 

 
事業者 
 
平成 28年４月１日までに 
事業主行動計画を策定 
 
 

 
 
 女性の職業生活における活躍の推進に 
関する基本方針を策定（閣議決定） 

 
 
国の基本方針等を勘案して 

女性の職業生活における活躍についての 
推進計画を策定（努力義務） 

 

「女性の活躍推進」を市政運営方針に掲げて、「女性の職業生活における

活躍についての推進計画」の策定など、先駆的に事業展開を図っています。 

 

事業者 国 

地方公共団体 
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２-２ 委員の区分と応募方法 

 

女性の職業生活における活躍推進会議設置要綱により以下の区分が設定されています。 

 

委員区分 

公募の市民 

関係団体等の推薦を受けた者 

女性の活躍推進に取り組んでいる市内事業所等の推薦を受けた者 

 

委員の任期は、任命した日から平成 28 年３月 31 日とする。 

 

(１)公募市民の募集 
女性の職業生活における活躍推進会議市民委員公募実施要領（抜粋） 

 

①申込者の資格 

公募委員に申し込むことができる者は、次のすべての事項に該当する者とする。 

 年齢 18 歳以上の女性（高校生除く） 

 本市在住、在勤、在学の者 

 本市の審議会等の委員となっていない者 

 本市市議会議員及び本市職員でない者。ただし、元市議会議員及び元市職員は、申し

込むことができる。 

 

②募集区分及び人数 

募集区分は次の（ア）から（エ）とし、（ア）から（ウ）の各区分においてライフステ

ージごとに１名、（エ）についてはライフステージにかかわらず１名を募集する。 

(ア) フルタイムで就労している 

(イ) パートタイムで就労している 

(ウ) 就労を希望しているが就労していない 

(エ) 就労を希望せず就労していない 

※ライフステージは、配偶者の有無、こどもの有無によるものとする。  
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２-３ 会議のフローと議題と資料一覧 

 

以下の全４回の推進会議を開催し、第２回は３つのグループに分かれて意見交換を行い

ました。シンポジウムでは会議で出た意見を報告しました。 

 

平成 27年度 （全 4 回 ＋ シンポジウム）   

 形態 日程 議題と資料 目 標 

第
１
回 

全体 
会議 

平成 27 年
9 月 30 日 

目的と課題の共有、対応の方向性の意見収集  
女性の職業生活における活躍推進会議の目的
と課題の共有、今後の取り組みの方向性の意
見交換 

【議題】 
①目的共有 
②自己紹介 
③課題・方向性意見収集 

【資料】 
・第１回会議資料 
・ワークシート 
・参考資料-女性の職業生活を取り巻く状況 
・委員名簿 

女性活躍に向けた課
題に関する意見交
換、今後の取り組み
の方向性に関する意
見交換。 

第
２
回 

グループ
別 

平成 27 年
10月13日 

課題の原因分析と対応策への意見交換  
【議題】 

①会議の進め方について 
②意見交換会 

【資料】 
・ワークシート 
・ワークシート意見マップ 

第1回会議で提案さ
れた課題の原因分析
と対応策に関する意
見交換。 
※ 

第
３
回 

全体 
会議 

平成 27 年
12 月 3 日 

これまでの総括・シンポジウム内容等の検討 
 
【議題】 

①第１回第２回の意見整理 
②意見報告の仕方 

【資料】 
・シンポジウム 具体的な進め方 

シンポジウム開催に 
向けた意見交換。 

シンポ 

ジウム 

平成 28 年

1 月 29 日 

「女性の職業生活における活躍推進」に向けて 
 
【議題】 

①基調講演 
②推進会議の報告 

市内事業者や市民に 
対して推進会議をふ
まえた啓発。 

第
４
回 

全体 
会議 

平成 28 年
３月 23 日 

シンポジウムの報告と今後の取り組み紹介 
 
【議題】 

①シンポジウム報告 
②平成 28 年度の取り組み紹介 
③感想 

【資料】 
・シンポジウム報告書 
・平成 28 年度取り組み予定紹介 

今年度成果の確認。
次年度取り組みの紹
介。 

※意見交換の内容については、「第３次やお女と男のはつらつプラン」を検討している男女共同
参画審議会に提供しました。 

 

 

平成 28 年度 必要な事業展開についての意見交換 

実態調査結果を踏まえた事業展開に関する意見交換  
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３．八尾市の女性の職業に関する状況 
 

３-１ 八尾市の女性の就労の実態 

 

(１)女性はどの程度働いているのか？ 
 

①八尾市女性の年齢別労働力人口比率の比較 

 

八尾市の女性の労働力人口比率（以

下「労働力率」とする。）は、全国に

比べて子育て期の低下が大きく（M 字

型カーブの谷が深く）、その後の回復

も鈍くなっています。 

また、男女の労働力率は大きな差が

あり、25～29 歳で男女の労働力率が

16.8%も差が開き、その後子育て世

代の女性の労働力率が低下し 32.2％

の差（結婚・出産・育児期）になり、

子育て終了後の女性の労働力率が回

復せず 23.1％の差（再就職期）が見

られます。 

参考：大阪府女性の平均初婚率は 29.4 歳で、第 1 子出生時の母親の年齢は 30.5 歳 

（平成 25 年 出典：厚生労働省「人口動態統計」） 

 
 
 
 

②八尾市女性の労働力状態 

 

八尾市女性（25～59 歳）の約４割が主に仕事、

約２割が家事の他に仕事をしており、約３割が非労

働力人口※1です。 

完全失業者※2 は４％となっています。 

 

※1：収入を伴う仕事を少しもしなかった人のうち、休業者及び完

全失業者以外の人 

※2：収入を伴う仕事を少しもしなかった人のうち、仕事に就く

ことが可能であって、かつ、ハローワーク（公共職業安定所）

に申し込むなどして積極的に仕事を探していた人 

 

 

 

出典：平成 22 年国勢調査 

なお、労働力率＝労働力人口÷総数で算出 

 

八尾市男性 

全国女性 

八尾市女性 

図 八尾市女性の年齢別労働力率の比較 

結婚・出産・育児期 再就職期 

図 八尾市女性の労働力状態（25-59歳） 

出典：平成 22 年国勢調査 
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46%

29%

16%

14%

12%

7%

5%

4%

3%

1%

0%

8%

5%

9%

0% 20% 40% 60%

家事・子育てに忙しい

自分にあう条件の仕事がない（※）

働かなくても生活できる

健康上に問題がある

高齢者や病人を介護している

家族が反対している

保育環境が整っていない

仕事以外にやりたいことがある

リストラ・倒産などにより解雇された

就学中である

定年退職した

その他

特に理由はない

無回答

23%

35%

16%

2%

10%

8%

9%

8%

31%

28%

1%

1%

4%

10%

6%

5%

0%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

結
婚
や
出
産
に
か
か
わ
ら
ず 

仕
事
を
続
け
る 

結
婚
す
る
ま
で
仕
事
を
持
ち 

結
婚
後
は
家
事
に
専
念 

子
ど
も
が
で
き
る
ま
で
仕
事
を
持
ち 

子
ど
も
が
で
き
た
ら
家
事
や 

子
育
て
に
専
念 

子
育
て
の
時
期
だ
け
一
時
や
め 

そ
の
後
は
フ
ル
タ
イ
ム
で 

仕
事
を
続
け
る 

子
育
て
の
時
期
だ
け
一
時
や
め 

そ
の
後
は
パ
ー
ト
タ
イ
ム
で 

仕
事
を
続
け
る 

仕
事
に
は
就
か
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

わ
か
ら
な
い 

(２)八尾市女性の職業生活に関する意向 
男女共同参画についての市民意識調査報告書（八尾市 平成 27 年 3 月）から 

30 歳～50 歳代女性の回答を抜粋し加工しました。 

 
 

①八尾市の女性が仕事に就くことへの考えと実際の働き方 

 

「結婚や出産にかかわらず、仕事を続ける」が 35%に対し、実際の働き方では 23%ま

で下がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②働いていない女性の仕事に就いていない理由 

 

「家事・子育てに忙しい」が 46％、次いで、「自分にあう条件の仕事がない」が 29％

で、それ以外の理由は 1 割前後に留まっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※時間・賃金・年齢など  

図 あなたが収入を得る仕事に就いていないのはなぜですか 
（収入を得る仕事に就いていない 30～50歳代女性（n=109）複数回答） 

図 女性が仕事に就くことについて、あなたはどう思いますか（30～50歳代女性） 
 

希 望 

(n=335) 

 

実 際 

(n=335) 
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③働いている女性の職場で悩んでいることや不安なこと 

 

「賃金が低い」が 35％、次いで「特にない」が 31％、「休暇が取りにくい」が 29％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④男女が対等に働くために必要なこと 

 

「結婚や出産にかかわらず働き続けられる職場の雰囲気の醸成」が 66％、次いで「子育

てや介護のための施設やサービスを充実させる」が 60％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35%

29%

16%

15%

15%

11%

7%

5%

3%

3%

8%

31%

4%

0% 10% 20% 30% 40%

賃金が低い

休暇がとりにくい

仕事がきつい

昇進・昇格が遅い、又は望めない

勤務時間が長い

職場の人間関係がうまくいかない

自分の能力を生かす仕事が与えられない

女性に対する能力開発の機会が少ない

セクハラを見たり受けたりしてつらい

女性が働き続けることに対する理解がない

その他

特にない

無回答

66%

60%

58%

55%

52%

46%

39%

36%

30%

29%

29%

28%

27%

24%

3%

4%

1%

0% 20% 40% 60% 80%

成

る

る

す

う

る

る

る

る

う

す

る

修…

る

他

い

答

結婚や出産にかかわらず働き続けられる職場の雰囲気の醸成 

子育てや介護のための施設やサービスを充実させる 

男女ともに育児・介護休業など休暇を取りやすいようにする 

賃金、昇給の男女格差をなくす 

男女ともに、能力を発揮できる配置を行う 

家庭（家事・子育て・介護など）において男女が対等であるという意識を普及させる 

パートタイマーや派遣労働者の給与・労働条件を改善させる 

女性の雇用機会を拡大する 

男性中心の組織運営を見直し、女性の管理職への登用を進める 

能力主義・成果主義による昇進、昇格を行う 

職場におけるセクシュアル・ハラスメントをなくす 

女性自身の職業に対する自覚・意欲を高める 

男女ともに、能力、ﾁｬﾚﾝｼﾞ意欲を向上させるための教育・研修機会を充実する 

職場において男女が対等であるという意識を普及させる 

その他 

分からない 

無回答 

図 職場で悩んでいることや不安なことはありますか。 
（収入を得る仕事に就いている女性 30～50歳代女性（n=217）複数回答） 

図 男女が対等に働くためにはどのようなことが必要だと思いますか。 
（30～50歳代女性（n=335）複数回答） 
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21%

1%

17%

7%

14%

18%

9%

7%

13%

21%

10%

12%

8%

29%

1%

0%

5%

2%

2%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

⑤生活の中で仕事、家庭や地域活動、個人の生活で優先するもの 

 

希望では、「「仕事」と「家庭や地域活動」と「個人の生活」の３つとも大切」が最も

多く 29％ですが、現実（現状）は 8％まで下がっています。一方で、「仕事を優先」は、

希望が 1％ですが、現実（現状）は 21％もあり、20％多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 生活の中で仕事、家庭や地域活動、個人の生活で何を優先しますか。（希望と現実（現状）） 
（30～50歳代女性） 

「
仕
事
」
を
優
先 

「
家
庭
や
地
域
活
動
」 

を
優
先 

「
個
人
の
生
活
」
を 

優
先 

「
仕
事
」
と
「
家
庭 

や
地
域
活
動
」 

を
と
も
に
優
先 

「
仕
事
」
と
「
個
人
の 

生
活
」
を
と
も
に
優
先 

「
家
庭
や
地
域
活
動
」 

と
「
個
人
の
生
活
」
を 

と
も
に
優
先 

「
仕
事
」
と
「
家
庭
や 

地
域
活
動
」
と
「
個
人 

の
生
活
」
の
３
つ
と
も 

大
切 

そ
の
他 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

希 望 

(n=335) 

 

現実（現状） 

(n=335) 
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３-２ 委員の自己紹介に見られる職業生活における女性の状況 

第１回推進会議より 

(１)公募の市民委員の実態や意向 
 

✿実態や意向１ 

高校 2 の娘がいます。アルバイトで保育所に関係する仕事を半年したときに、仕事を

したくてもできない、保育所にも入れない、人にも預けられないお母さんをたくさん

見ました。国の制度に矛盾があると思っていたので、そういうことをこの場で言うこ

とで、少しでも若い世代のお母さんの役に立てればと思っております。 

 

✿実態や意向２ 

大学を卒業して働いて 10 年目になります。就職活動の時は、多くの友達が結婚しても

働ける会社に就職したいと言っていましたが、やっぱり結婚、出産で仕事を離れてい

る友達がたくさんいます。同年代だけでなく、母親世代も仕事がしたいけど無いと言

っているので、各年代に同じような話があるのだなということを感じながら、今日を

迎えています。それを解決することができれば、社会の大きな力になると思います。 

 

✿実態や意向３ 

幼稚園に就職しましたが、結婚して、４人の子の年が 13 歳離れているので、子育てか

ら離れることができないまま、パートをしていましたが、子どもの受験を優先すると

いった家族とのかかわりの中で仕事を続けることができませんでした。子どもが高校

生になったので仕事を始めようと思ったのですが、インターネットの教育を受けてい

ないので不利になっています。自分自身が輝いていたいなと思っても、つまずくとこ

ろがたくさんあると感じています。 

年代の違う方の意見も聞いて、自分の生き方も改めて勉強できたらいいなと思ってい

ます。 

 

✿実態や意向４ 

小学１年生の娘が幼稚園の時は、送り迎えや PTA の役員で時間を費やしていましたが、

一人で行って帰ってくれるようになり、自分の時間にゆとりができたので、４月から

仕事を探し、短期の仕事に就いています。出産前は、割と大きな企業で、世間では良

い環境と言われる会社で働いていたのですが、両立が難しいという先輩の声と、熱が

出ている子どもを１人で留守番させたり、授業参観にも行けない、そういう先輩方を

見ていました。 

自分がいざ職を探そうとしたときに、両立ができるかと考えてしまいます。まだ娘も

１年生なので不安であり、また、短期なら両親に見てもらえるので、短期の派遣に登

録したりしています。子どもの習い事へも連れて行ってあげたいという気持ちがある

ので、午前中だけでも仕事をしようと思っています。しかし、夏休みだけ学童保育に

入ることができないので、夏休み、冬休みをどう対応するかが問題です。働く環境の

難しさに直面していて、小さい子どもがいる親の立場の意見もお伝えできればと思っ

ています。 
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✿実態や意向５ 

４歳と２歳の子がおり、産休と育休を取って、仕事を辞めないで、M 字カーブになら

なかった人の意見を伝えます。できない理由でなく、どうしたらよいかを考えること

を心がけているので、この会議でも前向きな方向の意見を出したいと思っています。 

 

✿実態や意向６ 

鉄工所で働いており、小学校 2 年生の子がいます。結婚した時点で将来的には鉄工所

のお手伝いが決まっていました。とても恵まれた環境で働きながら、参考になるかわ

からないのですが、子どもを通してお友達の意見を聞いたりできるので、反映させて

いければと思っています。 

 

✿実態や意向７ 

10 歳と７歳と 3 歳の子育て真最中の世代です。転職組ですが、どこの職場でも恵まれ

て、働きにくいということはなく、恵まれた環境でした。今、携わっている相談員の

仕事は、就労の支援もしているので、様々な課題を抱えている家庭の方が相談にきて、

母子家庭の人や、母子家庭ではないけれどお子さんに障がいがあって定職につけない、

経済的に回っていかないという話なども聞いています。 

女性の職業に関して興味があり、私自身、立ちどまって考える機会もないので、いろ

んなお話を聞かせていただけたらと思っています。 

 

✿実態や意向８ 

もともと父が経営している会社で 15 年働いています。経済産業省のダイバーシティ

2015、多様な人材の活用で表彰された企業です。多様な人材というのは、弊社は、高

齢者の方、障がい者の方、外国籍の方が在籍しており、少しですが女性の方も在籍し

ています。産休を取って復帰して働いている人もいます。 

私の目から見て、製造業にも女性が向いている仕事がすごくあるので、製造業に女性

の方が就職するにはどうしたら良いかを会社に提案しています。今、子育てされてい

る方の意見をお聞きして、どのような環境の整備をしたら働きやすい会社になるかを

考えたいと思って参加しました。 

 

✿実態や意向９ 

家族は夫と 2 人の子で、地区の協議会の事務局をしています。給料はないですが、地

区にとって大事な仕事だと思っています。仕事はしていたのですが、職場から地区の

役員をやめてくれと言われた際に、家庭と地区の仕事と職場のこと考え、給料の出る

ところを辞めざるを得なかった、そういう選択をしました。 

法律に関しては無知なので、勉強もかねて参加させていただければと思っています。 
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✿実態や意向 10 

短大を出て就職しました。私より 1 つ 2 つくらい後の入社の方たちは結婚しても働い

ているのですが、私の同期は結婚退職が当たり前でした。高校生、大学生の子育てを

しながら空いている時間に仕事をしましたが、いざ仕事を探そうと思うと、今までの

ように採用してもらえなくなったので、短期の仕事を複数でつないで、1 年忙しくして

います。 

しかし、保証もない仕事で、今は毎年仕事をもらっていますが、今後どうなるのかと

いう不安もありつつ、娘も就職するので勉強させていただければと思いました。 

 

✿実態や意向 11 

中学生と小学生の子がいます。小学校に上がってからは午前中だけの事務のパートを

３年していましたが、子どもも大きくなったのでフルタイムで働こうかなと思ったと

きにときに父親が大病になり、それから今の所にアルバイトに行っていて、介護も楽

になったので、またフルタイムで働きたいと思っています。 

この会議には、自分の糧にできればと思って参加しました。 

 

 

 

(２)関係団体の推薦を受けた委員の実態や意向 
 

✿実態や意向１ 

一般企業で 10 年ほど働いて、結婚で退職しました。その頃は、結婚退職の場合は退職

金に差があり、結婚退職でやめるのが女性にとっても会社にとってもベストの時代で

した。専業主婦で子どもを育てて、50 歳半ばになって３人の子育てから手が離れたと

き手持ち無沙汰になり、習っていた体操の講師に誘われて、今は体操の講師をやって

います。 

また、相談員として月２～３回、消費生活に関する相談やボランティアもしています。 

私の時代の会社のシステムでは古いのですが、現在と比較しながら、役に立てればと

思っています。 

 

✿実態や意向２ 

会社員で子どもは小学１年生と年少です。育休から復帰した際には時間短縮を利用し

て働き、これまで 18 年勤めています。職場の環境は、短縮勤務もできる環境にあり、

私のような人がたくさんいて、諸先輩方が仕事と家庭を両立しています。 

 

✿実態や意向３ 

八尾市では母子・父子世帯は 3,000 世帯あると言われています。各小学校区の役員が

家庭にお話しを聞きに行っている中で、派遣社員ですと言われることが多いです。母

子家庭になられたばかりの人は家に閉じこもっている方が多くて、外に出てもらえる

よういろんな行事にお誘いしています。 
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役員からは、家に閉じこもっているお母さんのことを、子どもの方が気にかけている

とよく聞きます。このような機会に女性の活躍に関するいろいろなことを勉強して、

役に立てるようなことができればと思って参加させていただきました。 

 

✿実態や意向４ 

労働組合の仕事をしています。工場なので女性は少ないのですが、女性は結婚して妊

娠したら産み月前で退職されるパターンが大方だったのが、ここ最近は、産休と育休

を取って復帰する人が増えました。女性として良いことだと思います。 

今、働いている所のことしかわからないので、みなさんの意見を聞けたらと思って参

加しました。 

 

✿実態や意向５ 

家で農業を営んでいます。大学までは教員を目指していましたが、家が農家ですので、

縁あって主人と知り合い、主人は私に勤めて欲しくないということで、父と母と一緒

に農業をしてきました。主人が定年退職してからは二人で頑張っています。就職した

ことがないので企業の大変さはわかりませんが、息子や娘が海外派遣されたりした話

を聞いて大変さを聞いています。 

私も頑張ってきたことが認められ、農の匠という認定書をいただきました。農家は女

の人無しではできません。経営自体も出荷方法も変わってきています。女性の地道で

コツコツと努力を惜しまない部分は農家にとってはすごく大切なことなので、農家に

は女性が必要です。いろんな方の話を聞かせてもらいたいと思います。 

 

 

 

(３)女性の活躍推進に取り組んでいる事業所等の推進を受けた委員の実態や意向 
 

✿実態や意向１ 

うちは 30 人弱で機械部品をつくっている会社で、男社会と言えば男社会、しかし、こ

こ数年は毎年２～3 人の女性がいてくれます。現在、産休で休んでいる職員は、７月の

末で休む予定だったのが１週間延期して産休に入り、８月に無事産まれて、２～３日

前に顔を見せに来てくれました。１年くらいで戻ってきてほしいと言っていますし、

本人も希望しています。 

復帰してきてくれないと困ると伝えていますが、どう対応すればよいかを理解してい

ないので、ここで豊富な経験をお聞かせいただきたいと思います。 

 

✿実態や意向２ 

新卒で就職してずっと同じところで勤め、結婚し、子どもを産み、育児休業を取りな

がら続けています。 

この場では、育児経験、休業、勤務経験であるとか、職場のなかで育児休業を取った

人の支援の経験もあるので、そのような点で力になればと思っています。 
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✿実態や意向３ 

会社に入って 19 年、管理部で仕事しています。入社した時には、女性は結婚するとき、

出産するときにやめるのが普通の会社でしたが、制度も変わって、現在では 10 名が育

休・産休をとっていて、６人が時短で復帰して働いています。 

私は独身なので経験談を聞かせていただいて、自社に持ち帰りたいと思います。 
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４．意見交換会による課題整理 
第１回～第３回会議、シンポジウム意見のまとめより 

 

４-１ 女性が仕事をするにあたっての課題カテゴリー配置図 

 

意見交換においては、女性の就業率が M 字カーブを描いていることに着目しました。 

女性の職業生活における活躍を実現するにあたっての課題や、課題解決に向けた提案に

ついて、M 字カーブに合わせて、以下のようなカテゴリーに分類、整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
※図中の  は、次頁からの表タイトルと一致 

 

 

 

シンポジウムにおいて「求人情報発信」「情報収集」「コミュニケーション」「啓発」

が、ライフステージごとの課題解決にむけて必要な項目として報告されました。 

 

 

４-２ 女性に起こる事象・原因・対策に関する意見 

 

各カテゴリーに起こる事象・原因・対策に関する意見を次頁以降に整理しました。 

 

Ａ Ｂ 

Ｃ 

Ｄ Ｅ 

Ｆ Ｇ Ｈ 

Ｉ 

Ｊ 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

 

課題カテゴリー配置図 

図 女性が仕事をするにあたっての課題カテゴリー配置図 
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(１)仕事に関する問題 
Ａ 結婚・出産 

事

象 

【産休・育休制度の認知】 

①職場の雰囲気や慣習により妊娠したら働き続けるのが難し

い。やめるのが普通と思い込んでいる。マタハラがある。 

②産休・育休について情報を知らない人が多い。ロールモデル

がいないことも原因のひとつ。 

原

因 

→①妊娠すると辞めるのが当たり前であるとの思い込み。     →③制度などの広報が行き届いていない。 

→①生活環境が違うことへの認識の違い。 

→②ライフステージに合わせた支援制度の認識不足。 

対

策 

→②ライフステージに合わせた制度を明確に情報提供。 

→②ロールモデルの紹介による意識啓発。 

※原因・対策の丸番号は事象番号に対応 

Ｂ 就労環境 

事

象 

【長時間労働】 

①サービス業は残業が多い。長時間労働は続けられない。 

②9 時までの勤務は負担になる。不満がある。 

③時間外労働制限があっても結局残業はある。 

【立場による格差】 

④パートの時給が安い。女性はサブ。家庭の中でも立場が低い。 

⑤パートは解雇されやすい。保証がない。 

⑥派遣社員の雇用数がリーマンショック以降減り、これまでの派

遣社員は直接雇用になったが低い賃金の契約になった。 

⑦ひとり親は正規労働の職が見つからず、非正規のパートのかけ

もちでやりくりしている状況。 

 

原

因 

→①お客様対応など職種特有の問題。 

→①～③業務配分が適切でない。 

→①～③帰りにくい企業風土（職場の雰囲気）。上司が帰らないこ

とによる遠慮。 

→①～③選んだ職種により差が出る。 

→①～③権利主張型の意見。 

→①～③残業するかしないかは、本人の性格による場合がある。 

→①～③仕事量が多いため、残業せざるを得ない。 

→④～⑤パートの人事評価の未実施。 

→⑦正規雇用のために介護等の資格取得が必要であるが、行政によ

る講座枠の定員数が少なく、講座を受講できない。 

対

策 

→①～③労働時間等条件にあった会社を選ぶ。 

→④～⑥パート従業員に対する適切な人事評価の実施。 

→⑪一時的に職場から抜けられる仕組みづくり。 

→⑪いつ頃まで時短が必要か聞くなど企業は面談等で事前に聞く

（個人のことを会社側に伝える担当者等の仕組み）。 

→⑪～⑬残業なしのフルタイム勤務制度の実施（時短勤務の一種）。 

→⑪～⑬時短制度に関する理解を促進するための普及・啓発（制度

利用者と業務を負担する側双方の意識改革）。 

※原因・対策の丸番号は事象番号に対応 

【周囲の負担対策】 

⑭時短取得者の労働分の穴を埋める人が雇われないため、周囲の仕

事量が増え、会社の雰囲気が悪くなる。 

⑮企業は時短勤務取得者の労働分を、周囲の人員のスキルアップで

補おうとするが実際不可能。そのため周囲の不満が強くなる。 

⑯短時間勤務、育休いろいろと利用すると周りの人に負担がかかり、

不満が出る。 

⑰時短制度があっても、社員への制度の周知や理解ができていない

ため、帰りにくい雰囲気になる。 

【ハラスメント】 

⑱営業職に女性が就けないなど、職種に関する女性差別がまだある。 

⑲女性の上司によるパワハラ。 

③法や条例ができたり変わったりしても、自分でしっかり調べない

とわからないため知らない人が多く活用できない。情報が届いて

いない。 

→⑭育休・産休・時短制度利用により発生する追加業務分の人員確保

や組織体制の見直しがない。 

→⑮⑯制度利用者の穴埋めをした社員への負担分の報酬がない。 

→⑰仕事の引継ぎ（交代）の仕組み・体制が組まれていない。 

→⑲人間関係がよくないと働きにくい。 

 

→⑪～⑬本人の制度に対する理解不足。 

→⑪～⑬企業が制度を取得しやすくする配慮不足。管理職の制度に

関する理解不足。 

→⑫以前は効率的に仕事ができていなかったという認識。 

→⑬育休取得者の管理職登用枠がない。 

→⑮⑯制度利用者の穴埋めをした社員への負担分の時給を上げる。仕

事量による時給調整。 

→⑲パワハラに関する知識をつける。 

→⑲行政が事業を委託するときは労働環境を検査するなどして選定

する必要がある。 

→⑲コミュニケーションが大事。一方的に被害者の意識ではなく、自

分の考え方を変えることも必要。 

 

→⑬育休等利用者の昇進に関する人事評価を設ける。 

→③⑭育休利用者等の穴埋めをするための新たな人材確保の制度（育

休利用者がいればパートを募集する仕組みを作る。募集時には行

政が支援する）。 

→⑭～⑯時短取得による人員確保のための企業への補助金制度。 

→③⑭～⑯人員確保策としてシルバー人材などを活用する。 

→⑭～⑯企業の管理職が制度に関する認識を改める。 

→⑭～⑰育児だけでなく、介護の問題も含むため、他人事ではないと

いう認識が必要。 

⑧主婦は再就職をしたくても正社員の仕事がない。 

⑨30 代で女性の賃金が低いまま格差が大きくなる。 

⑩昇任は女性ではなかなか難しい。格差が広がる。 

【利用しやすい時短制度】 

⑪時短制度が使いにくい。 

⑫短時間制度でも仕事量が前と変わらず、より効率的にこなしてい

るのに給料が減る。 

⑬ブランクで将来の立ち位置が変わることが心配。企業としても難

しい。 

 

【その他】 

④結婚出産で仕事を離れて、キャリアが絶える。 

⑤夫の転勤等の理由で退職せざるを得ない。 

 

→③「困ったら行政へ！」の合言葉を普及させる。 

→③制度などのアプローチをより積極的に実施する。 
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Ｃ ブランク 

事

象 

【求人条件】 

①子育てが落ち着いて再就職をしようとしても、年齢制限があるた

め難しい。 

②採用に要資格や経験者のみといった制限があり、再就職が難し

い。希望する条件に合う仕事がない 

③再雇用に必要なパソコンの技術をつけるためパソコン教室に通

いたいが、公共のものは人数枠が狭い。 

④企業としては即戦力がほしいため、再就職の際にスキルがない 

と採用されない。 

原

因 

→①人生経験の未評価（サービス業では年齢ではなく人生経験が生

かされるはず）。 

→②再雇用制度がある企業が少ない（銀行や看護師以外ではあまり

ない）。 

→②前職のキャリアが活かされる制度を持つ企業が少ない。 

→④企業が人材育成の強化を意識していない。 

→④中小企業が研修をするための行政支援が少ない。 

 

 

対

策 

→①～⑥主婦層向けの短時間業務のお仕事一覧のような仕事情報誌

の発行。 

→⑤安価な資格講座の定員の拡充。 

 

 

 

 

 

※原因・対策の丸番号は事象番号に対応 

 

 

Ｄ 介護 

事

象 

【家族の介護】 

①介護で離職する人が多い。                  ②介護については誰もフォローできない場合があり辞めざるを得ない。  ③フルタイムで働こうとしても、介護のためできない。 

 

 

Ｅ 控除 

事

象 

【就労意欲】 

①103 万円の壁があるため、働く時間に制限がでる。いっそのこ

とない方が思いっきり働けるかもしれない。 

 

【気持ち】 

⑦ブランクがあると、新しい仕事をしようとしても（年下の人に

教わるなど）プライドや周りの環境にも物怖じしてしまう。 

⑧育休などで休んだり、辞めたりして、一旦仕事から離れると戻

りにくい。 

 

⑤パソコンの技術スキルをすぐにあげるように要求される。 

⑥パートでも長時間勤務のものが多く、希望する短時間の時間設

定の就職ができない。 

 

→⑤育休中のスキルアップ講座の通信教育等の支援がない。 

→⑤行政が実施するスキルアップのための講座の枠が少ない。 

→⑤募集要件が不明確。（応募する本人自身も職種の向き不向きが

判断できない。） 

→⑥事業者は学童や保育所等の保育時間が分かっていない。 

→⑥保育などの手厚いフォローがある企業があまりない。 

→⑥ハローワークの検索が使い勝手が悪く、条件にあった企業を見

つけづらい。 

→⑥農業で 9～16 時の希望日のみの勤務を実施しており、育児中の

方へも提供。 

→⑥残業時間や土日出勤日数を明確に表示した求人募集。 

→⑥（行政運営であると信用でき、企業として活用しやすいため）短

時間勤務希望者を集めた公的組織を作る。 

→⑥ワークシェアリングで勤務時間を午前と午後に分けて募集。 

→⑥勤務時間を小分けにした働き口の提供。 

→⑦⑧就労や資格等に関する勉強会といったさまざまな立場の人が

集まる場の創出。交流の輪づくり。 

→⑧育児明けの方の復帰の第一歩のために、農家のお手伝いのよう

な短時間労働のサービスの確立。 

→⑧育休中に簡単な仕事を依頼するなど復帰しやすい環境の整備。 

 

 

【必要性】 

③賃金が安いので配偶者控除がなくなると困る。→長期間労働は

身体的に困難である。 

②103 万円の壁があるため、時給が上がるのに抵抗がある人もい

る。 
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(２)要保育・介護に関する問題 
 

Ｆ 保育所・幼稚園等 

事

象 

【保育所・幼稚園等預け先の確保】 

①4 月でないと保育所に入れない。預けられないと復帰できない。育児休業の延長

がなければ復帰できない。 

②希望の保育所入所に優位になるよう、入所前にいったん簡易保育所に預けたり他

市に勤務するなどしているのが実態。 

③就職先からは保育所の確保は大丈夫かと聞かれる。 

④無職では保育所へ入所申請もできない。就職したくても預け先がなければ就職活

動もできない。 

⑤待機児童が多いため幼稚園しか預けられないが、幼稚園では預かり時間が短いの

で働きにでることが難しい。 

⑥幼稚園へ朝に預けに行く時間があわず、働きにいくことができない。 

【その他】 

⑦高齢の祖父母が毎日子どもを預かるのは大変。 

⑧（祖父母の立場から）娘の子でも責任も出てくるので、毎日預かるのは大変。 

原

因 

→①～⑥保育所や幼稚園の制度に関する理解が不十分。 

→①～⑥異年齢児保育がない。 

対

策 

→①～⑥保育所や幼稚園の制度に関する情報提供、周知の徹底。 

→①～⑥異年齢児保育の実施（年齢が上の子どもが下の子どもの面倒を見ることの期

待）。 

※原因・対策の丸番号は事象番号に対応 

Ｇ 放課後児童室（学童） 

事

象 

【保育時間】 

①学童の開所・閉所時間が勤務時間・通勤時間と合わない。（17 時まででは短い。

小 1 の壁） 

②昔と違って治安が悪くなり、子どもを迎えにいかなければならないなど時間の拘

束が増えた。 

【入所要件】 

③学童は夏休み中だけの利用はできないので、午前中だけの仕事も短期しか選べな

い。 

④学童の保育環境（スナック菓子を与えるので太り気味）。 

 

Ｈ 介護施設 

事

象 

【介護施設確保】 

①介護施設が少ない。 

  

意見整理の様子 課題や課題解決に向けた提案について意見交換 
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(３)家庭生活の両立に関する問題 
 

Ｉ 家庭と仕事の両立 

事

象 

【家事等分担】 

①夫も家事を分担すべき。女は家事も仕事もやらなければならない。 

②家事のシェアが難しい。 

③夫が家事をしないため仕事との両立が難しく、女性は仕事をやめざるを得ない。 

【勤務時間の自由度】 

④パートでも正社員でも責任が大きい仕事になると、勤務時間が増え、負担が大き

くなり、家庭との両立が難しくなる。子どもに寂しい思いをさせるのはつらい。 

⑤正職員よりもパートの方が自由度が高いので家庭との両立がしやすい。 

【子どもと仕事の比重】 

⑥受験を優先する等、家族とのかかわりの中で仕事を続けることができない。 

⑦仕事をしていると熱が出ている子ども一人でも留守番させないといけないよう

な時がある。 

⑧子どもの成長に応じて数年単位で労働時間が変化する（子育ても大事にしたい）。 

【周囲の理解】 

⑨男性を早く家に帰してほしい。父親の帰りが遅いため母子だけの暮らしになってい

る。 

⑩男性社会を変えないと難しい。 

⑪女性の管理職の方が、理解が得られにくい場合がある。 

⑫他社の取り組みなど情報が乏しい。 

【仕事と学校役員等との両立】 

⑬働く母親は仕事で平日の学校行事などに参加できないのがつらい。 

⑭PTA の当番について仕事があるためできないと言うと非難される。女性は仕事

を休めると思われている。 

⑮仕事と家庭に加え、地域活動を両立させることは難しい。 

原

因 

→①～③男性の帰宅が遅い。 

→⑨⑩女性は家に入るという男性の固定観念がある。 

→⑨⑩行政・企業のトップに固定観念が残っている。 

→⑨⑩50 代以上の管理職の固定観念がある。 

→⑨⑩教育現場でのキャリア教育の認識不足。 

→⑩⑪女性自身が両立に関する意識が低い。 

→⑮仕事を続けられない事情に、八尾市の地域活動の豊かさがあり、雇用主が地域性

について理解していない可能性がある。 

対

策 

→①②③⑨⑩⑪ワーク・ライフ・バランスの周知徹底。 

→④家庭状況等を会社側に伝える担当者の仕組み。 

→⑨地域単位で地域時短制度の導入の提案（例：水曜日は八尾ではみんな残業せずに

帰る。家族や職場でコミュニケーションをとる発端になる。） 

→⑨⑩女性への固定観念を払拭。 

→⑨⑩教育現場でのキャリア教育の実施。 

→⑨～⑪企業のトップ向けの雇用環境を整える勉強会の実施。 

→⑩⑪本人が両立に関する意識を高くもつことが必要。 

→⑫利害関係がない業種の労働者同士の交流の場づくり。 

※原因・対策の丸番号は事象番号に対応 
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（4）事業者が抱える問題 
 

Ｊ 雇用環境 

事

象 

【人事評価（各種支援制度利用者・パート等）】 

①パートから正規雇用にすることを提案しても断られることがある（社会保障を考

えると手取り額がパート給料もそこまで変わらないこともあり、正社員よりパー

トの方が自由であるのも一因）。 

②時短や育休制度利用者とその他の職員の人事評価が難しい。 

③男性で育休を取ろうとする人がおらず、制度利用者が少ない。 

④制度利用者のモラルの低下。入社すぐに育休の申請をする人もいる。 

【求人情報発信】 

⑤女性が働きやすい職場であるが、どこに情報発信すればいいかわからない。 

⑥製造業では適材適所で配置できる職種があり、その周知が必要。 

【その他】 

⑦社会保障制度の問題がある（農業等自営業の年金制度） 

原

因 

→③男性の育休利用ができない企業風土。 

→③男性の時差出勤制度利用ができない企業風土。 

→④雇われる側の働く意識が低い。 

対

策 

→③男性の育休取得、時差出勤が利用できる企業体制の構築。 

→④雇われる側の働く意識の向上。 

→⑤各事業所で「こんな女性が働けます」「採用の年齢制限の見直し」という情報発信。 

※原因・対策の丸番号は事象番号に対応 
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５．シンポジウム開催報告 
第３回会議検討、シンポジウムより 

５-１ シンポジウムの概要 

 

(１)目的 
平成 27 年 9 月より、八尾市において女性の職業生活における活躍を推進するため、

さまざまな立場にある女性と女性の活躍推進に取り組んでいる市内事業所等の推薦を

受けた方との意見交換を通じて、結婚、妊娠、出産等で離職した女性の再就職をはじめ、

女性が職場で活躍するために課題となる事象やその原因及び対策等について検討を進

めてきました。女性が家庭や職場、地域といった様々な場面で、希望に応じ、個性や能

力を発揮するために、当該会議の中で得られた意見を、市民や市内事業所に周知・報告

することで、気づきや意識改革につなげ、女性の職業生活における活躍推進に向けた啓

発となるよう、シンポジウムを実施します。 

 

(２)シンポジウムの準備のための検討会 
第３回会議では、シンポジウムで推進会議の検討結果を報告するための発表者の決定、

よりわかりやすく伝えるための発表方法の検討を各グループで行いました。 

 

(３)シンポジウム開催報告 
日 時：平成 28 年 1 月 29 日（金） 15:00-17:00 

会 場：八尾商工会議所会館 3 階 大ホール 

次 第：1.開会 

主催者挨拶 八尾市長 田中誠太 

2.シンポジウム「女性の職業生活における活躍推進」 

第 1 部 基調講演 

 「女性活躍 2016 年の現状と課題」 

第 2 部 パネルディスカッション 

 「2016 年 八尾の女性の活躍をすすめよう！」 

3.閉会 

参加者数：135 名 

配布資料：次第 

第 1 部 基調講演資料：「女性活躍 2016 年の現状と課題」 

第 2 部 パネルディスカッション資料： 

「2016 年 八尾の女性の活躍をすすめよう！」 

  アンケート用紙 
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(４)シンポジウムの記録（概要） 
 

１.開会 

 

主催者挨拶 八尾市長 田中誠太 

 

こんにちは。女性の職業生活における活躍推進シン

ポジウムの開催に当たり、大変寒い、また、雨が降る

中、多くの皆様にご参加いただき、ありがとうござい

ます。昨年８月に女性活躍推進法が成立し、八尾市の

職員の中でも女性の活躍が非常に目立ちはじめていま

す。本日のシンポジウムには、昨年６月１日から、本

市で初の女性副市長に就任した平野をはじめ、市職員も参加させていただいております。 

さて、「女性がいきいきと活躍できる社会を」ということになりますと、まず市役所の中

からしっかりと実践していかなければならないと考えています。審議会等の委員の女性登用

率については、今年は 30％を超えて目標の 35％に近づいており、それ以上の登用率を実

現させたいと思っております。また、庁内における管理職につきましても、一定の目標数値

をあげながら、対応していきたいと思います。 

さらに、八尾市の取り組みとして、八尾商工会議所をはじめ各団体・企業の皆様とも、女

性がいきいきと活躍できる社会やその環境をどのように整備していくかが大きな課題であ

るという認識を共有しており、これについて、今日は様々なご意見をいただきながら、八尾

の中での女性の活躍を推進していただきたいと思います。 

先日、ある職員との会話の中で、八尾市の採用試験について、離職をして再チャレンジを

したくても、市役所の採用試験は年齢制限があるため、子育てが落ちつき、働けるようにな

った時には、年齢制限のため受験できないという話をいただきました。八尾市では年齢制限

の引き上げを含めた見直しの検討を行っています。このような、なかなか気が付かない視点

も含め、皆様から様々なご意見をいただくことが、本市にとって素晴らしい女性の活躍推進

の場の提供につながるのではないかと思っています。そして、服部先生からは手厳しいお話

もあると思いますが、そのことは真摯に受けとめながら、私たちは対応してまいりたいと思

います。 

どうか実りある時間になるよう、貴重なご意見を八尾の中にしっかりと浸透させていく

ため、活発なご議論をいただきますことを期待し、私からのご挨拶にさせていただきます。

本日はご参加いただき、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。 
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2.シンポジウム「女性の職業生活における活躍推進」 

 

第 1 部 基調講演 『女性活躍 2016 年の現状と課題』 

大阪市立大学大学院 生活科学研究科・生活科学部 准教授 服部良子氏 

本日は八尾市が素晴らしい取り組みを行っていることを先に申し上げます。このように

地域、地元の皆様方が議論を重ねたものを反映させたプロジェクトは、私は初めてです。

今日お伝えしたいことは二つです。一つ目はこれまでと現在の日本の就労状況についてで

す。二つ目は、実は現在、日本が少し変わろうとしており、昨年、女性活躍推進法という

新しい法律ができ、今年の 4 月 1 日から施行されるということです。女性活躍推進に関す

る関西での市町村イベントは、大阪府においては八尾市がトップではないかと私は理解し

ています。2016 年 4 月 1 日から施行される法律にむけて、八尾市から発信できる素晴ら

しい集まりです。 

お手元の経済産業省の啓発用の資料をご覧くだ

さい。この中でお伝えしたい点は二つです。一つ目

は 70 年代～2000 年代のあたりで、専門用語で日

本的雇用や日本的経営と言われ、男性は仕事、女性

は家庭という男女の分業が基本として定着し、広が

ったのがこの時期です。二つ目が、女性が社会の中

で雇用労働者として就労するようになり、雇われて

働くスタイルが 90 年代から明確に定着する傾向が

あらわれ、2000 年以降急速に拡大したこの時期の変化が今日のテーマです。 

それまでの日本の場合は、農業人口が比較的潤沢にあり、男性が農業から第二次産業に

入ったため、工業化で急増した労働力需要を満たすことが可能であり、また男性労働者の

所得水準が 1960 年代以降上昇傾向が続いたため、配偶者の女性が働き口を求めて就労し

なくてもよく、結果として家族単位での男女の分業が定着しました。男性は稼ぐ働き手、

女性は専業主婦であり、男女の分業で日本の社会は高度成長ができたといえます。 

ところが、産業構造の変化、いわゆるグローバル経済化が 80 年代から目立ち始め経済の

産業構造はものづくり以上に、サービスに関わる経済領域が拡大し、労働力として女性が

求められるようになりました。並行して少子高齢化が始まり、働き方は多様化しはじめま

す。女性は、学卒後勤めても出産育児で辞め、子ども就学後パートで働くというスタイル

が進行しました。 

さらに 1991 年のバブル経済が崩壊した頃から共働きが増加し、男性がフルタイムで働

き、女性は子育てが終わってからもう一度パートに

出るスタイル、つまり男性正規雇用、女性非正規雇

用の分業型が広く定着します。1990 年代には社会

経済の構造変化が固まりました。 

こうした状況をはっきりと示している「女性の働

き方の現実と希望」に関するデータがあります。左

側が現実、右側が希望です。現状の女性は圧倒的に

子育て期やその後に働いていない状態が多く、働い
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たとしてもパートタイマーなどが多い状況です。そうした方たちの希望は右側の図が示し

ています。働きたくないという方も一定数いますが、やはり、家で行うことができる仕事

や短時間の雇用で働く希望がたいへん多い。また年齢別女性労働力率データでは、現在は

っきりとＭ字型労働力、つまり子育てや出産の時期に女性が仕事を辞めるパターンが維持

されているのは、日本と韓国のみです。 

ヨーロッパでも女性就労は 80 年代までは少なか

ったのですが、90 年代以降、女性労働は増大しま

す。社会の中で女性の働きが求められるようになっ

てきたためです。ヨーロッパの方が日本よりもはや

くすでに 1960 年代に労働力不足が生じ外国人労

働者を受け容れました。加えて女性も働いてもらお

うとしました。そうした政策をとった国の例として、

スウェーデンでは 70 年代から保育所や介護のサ

ービスを充実し、女性就労を増やしました。また、公務員に女性を積極的に採用しました。

そのためスウェーデンではたらく女性が増え男性の労働力率と同じような労働力率のカー

ブになったのです。八尾市もこの大阪府下に先駆けてそのような推進をしていただけると

良いと思います。 

日本全体のＭ字カーブを解消、つまり女性が働いたら、雇用者報酬総額が７兆円増える

という計算があります。これに対応する形で、八尾市のＭ字型労働力率が男性並みになる

と、八尾市の GDP が増えるという試算です。 

また、一億総活躍等とも関連して、2016 年女

性の働き方の課題とは、ここに挙げた女性の就労の

３つの障害のことであり、その解決策をみなさまと

一緒に考えるディスカッションが後程できると思

っています。一般論として、男性が長時間労働をし

すぎている、女性であっても税金や社会保険料を払

いたくとも賃金が低いため払えない現状があると

いうこと、あるいは男性であっても本当は正規雇用に就きたくとも就くことができないと

いう現状があります。 

国の政策として、これまでにない勢いで政策が推進されているのが、第一に女性の活躍、

就業促進、さらに第二に女性だけでなく、高齢者やハンディをお持ちの方、シニアを含め、

それ以外のあらゆる働き手が働けるようにしなければなりません。そして、第三に人口変

化への対応、少子高齢化対策です。 

現状を“見える化”することから、“なすべきこと”そして必要な政策が見えてきます。

女性は一番主要な形で働かなくてはなりません。その一方で高齢者の方や障がいや病気が

ある方もやはり働かなくてはならない。さらには男女両性が共に子どもを育てながら家族

を支えていく課題があります。 

それだけでなく、家族のスタイルの多様化など、さまざまな問題の中でこれまで目立っ

た政策がされていなかった部分への支援も手厚くしていこうという動きがあります。現在、

結婚しなくていい、極端な場合は子どもを持たなくていいと発言する若い方が多く、そう

なった理由は、働き方の不安定さもあることが現在問題になっています。 
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大阪労働局でも 4 月 1 日から、より強く女性活躍

促進を行うこととなります。次世代育成対策推進法

のくるみん認定や女性活躍推進法の事業主行動計画

を事業所は立てることになると思います。 

次世代育成対策推進法の行動計画は、くるみん認

定のために「計画を立てて、実行する」というプロ

セスが、ポジティブアクションそのものです。計画

をクリアするとくるみん認定がされ、次の計画をク

リアすれば星の数が増えます。 

女性活躍推進法の事業主行動計画も同様の発想のポジティブアクション推進の法律であ

るとご理解いただき、皆様の参考にしてくださればと思います。 
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第 2 部 パネルディスカッション『2016 年 八尾の女性の活躍をすすめよう！』  

コーディネーター：大阪市立大学大学院生活科学研究科・生活科学部准教授 服部良子氏 

パネリスト：津田香織氏、松倉杏子氏、中村麻里子氏、中田寛氏、野口友里氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○パネリスト自己紹介 

津田委員 

私は学生時代には、しばらく仕事をし、結婚して辞めればいいかなと思っていましたが、

実際は仕事自体が非常に面白くなったため辞められず、現在働きながら 2 人の子どもを育

てています。 

 

松倉委員 

私は大手企業の事務員としてパートをしていましたが、現在は、専業主婦の立場であり、

子育てと地域の役員もしていることから、その役割と仕事を両立できる職場がないかと仕

事探しをしています。 

 

中村委員 

私は就職してから今まで同じ会社に勤めていますが、その間結婚、出産、育児、子ども

の受験等いろいろ経験しながら、産休、育休も取りつつ継続して仕事をしています。 

 

中田委員 

私は八尾市の金属加工の会社経営者の立場で参加しています。本日私が、男性 1 人です

が、職場において 10 年ぐらい前までは女性が 1 人～2 人しかいませんでした。紅一点、

二点ということは不安だろうと感じました。 

 

野口委員 

私は八尾市で父の代から製造業をさせていただいており、昨年、多種多様な人材の活用

の推進の、「平成 26 年度、ダイバーシティ経営企業 100 選」に選出され、更なる多

種多様な人材活用の知識を深めたいと思い、今回参加しました。 
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○女性の労働力率（Ｍ字カーブ）と八尾市女性の経験紹介 

「結婚・出産期」に関する委員の経験紹介 

津田委員 

結婚・出産をきっかけに退職された理由がそれぞれ年代別に全く異

なり、非常に興味深かったです。50 代以上の年代の方は、ご主人に

家にいて欲しいと言われたり、ご自宅で農業をされていたり、その時

代の企業では結婚退職であれば退職金が多く、それがベストの選択だ

ったので退職したという話がありました。 

30～40 代の方は、ハードな職場だったため続けられず辞めたり、先輩の話で大変だと

いうことで辞めたといった話がありました。30 代前半、今まさに子育て中の方は、一生

働ける、結婚・出産しても辞めずに続けられる仕事に就きたい、と言っていたが実際は辞

めたり、職場でマタハラにあったり、という問題があるようです。 

「再就職期」に関する委員の経験紹介 

松倉委員 

介護が関係する再就職の現状について、40 代前半の委員は、お父

様が大病になり、代わりがいない介護という役割を背負ったためにブ

ランクができ、未だフルタイムでの再就職ができていません。また、

40 代後半の委員の経験では、お父様、お婆様の介護を機に仕事を辞

めましたが、その後、年齢が高くなるとパートの仕事も採用されにくくなり、短期のパー

トを契約更新しながら続けているとのことです。 

30 代後半の委員はパートで働いていますが、契約更新時には経験を考慮され、より長

い勤務時間や子どもが登校する前に家を出なければいけない出勤時間を依頼されるよう

になり、仕事と子育てや地域活動の両立が難しくなって仕事をやめたということです。  

50 代前半の委員は、子育てから手が離れ就職しようとされましたが、時代とともに会

社が求めるパソコンの技術も上がってきているため、希望の職に就くことが難しい状況と

のことです。 

母子家庭には安定した収入を得る職に就くことができない方がおられ、子育て、時には

介護等、様々な問題全てを 1 人で対応しなければならず、大変な状況であると言われてい

ます。 

「継続して就労、復帰後継続して就労」に関する委員の経験紹介 

中村委員 

私は、産休・育休制度がやっと民間にも普及し始めた時期に取得し

ましたが、当時はハラスメントがあったり、育休取得後復帰した際に

「元の職場には戻れませんがそれでいいですか」というような発言も

ありました。別の委員は、育児等の配慮から本人はもちろん希望して

いない部署異動があり、不本意ですが逆らえませんでした。 
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近年は、産休、育休を取り、時短で復帰されている女性が多くなったという委員が多く

みられ、女性自身が自分の意思で就労継続や退職を選ぶことができ、働く女性が多くなっ

たと思います。これからはＭ字カーブが緩やかになると期待しています。 

最初に産休、育休を取得した人は大変だったと思いますが、子どもを産み育てることの

喜び、仕事と両立することの誇りもあり、継続して就労してきたのだと思います。自分の

希望と考え方をしっかり持つことが大事なのではないかと思いました。制度は与える側の

運用ではなく、活用する側の運用でなければなりません。活用する人間が確固とした意志

を持ち、誠実な姿勢で活用する道筋を立てることが大事であるということが私たちのグル

ープの統一した意見でした。 

あらゆる制度を活用して働く女性も悩みを抱えています。私も遅くまで残業をする生活

がずっと続き、特に PTA 活動の時間確保など、仕事と家庭の両立に苦労した時期もあり

ました。ある委員は、時短制度も活用して働き続けましたが、周囲への配慮や仕事を精一

杯頑張りたいという気持ちの折り合いをつけながら過ごしてきたということでした。 

一方で、出産後も働き続ける先輩が職場に多くいたため、子育てと仕事を両立できてい

る、また、お互いを労い、良い雰囲気の職場で気持ちよく働いているという委員もおられ

ました。ある委員は、子育て環境を整えるために転職し、子育てと仕事を両立しやすい職

場を選ぶというしっかりした意志を持ち、実行されていました。 

経営者の委員による事業者側の意見では、会社としても有能な社員がどのようにしたら

働きやすいか、現在あらゆる対応策を検討しているという意見もありました。 

 

服部先生 

働く女性をめぐる状況が職場によって様々であり、それぞれのご家庭の状況も多様であ

ります。家族の数だけ、働いている人の数だけ、女性の働き方の課題があることが、お三

方のお話から非常に詳細にわかったかと思います。 

 

 

○テーマ別課題・提案に関する意見交換会報告 

「結婚・出産」「介護」「ブランク」「家庭と仕事の両立」に関連する課題・提案 

「結婚・出産」の中の「産休・育休制度の認知他」について 
松倉委員 

「職場の雰囲気や慣習により、妊娠したら働き続けるのが難しい、辞めることが普通と

思い込んでいる、マタハラがある」「産休・育休について、情報を知らない人が多い、お

手本になる人がいないことも原因の１つかもしれない」「法や条例が出来たり変わったり

しても、自分で調べないとわからないため、知らない人が多く活用できていない、情報が

届いていない」といった意見がありました。 

提案として、「ライフステージに合わせた制度を把握できるよう年代別に起こりそうな

問題ごとの制度の情報を、身近なところで手に取れるように行政は徹底する。また、事業

者や労働者も情報収集が必要で、妊娠、出産、子育て、介護などの時に、国や役所を頼れ

るよう、『困ったら行政へ』という合言葉を普及させる。そしてもう一つ、教育現場での

社会的、職業的自立に向けた教育が必要である。」といった意見がありました。 



34 

服部先生 

「困ったら行政へ」というのは日本ならではだと言えます。日本が進めている政策の中

で、これに応える行政の体制が整えられつつあるということであり、大変鋭く、的確な提

案だと思います。 

 

 

「ブランク」の中の「気持ち」、 
「家庭と仕事の両立」の「勤務時間の自由度／子どもと仕事の比重」について 
松倉委員 

「育休などで休んだり辞めたりして、仕事から離れると戻りにくい」といった意見が出

ました。家庭と仕事の両立の勤務時間の自由度、子どもと仕事の比重について、「職を探

す際は、両立を考慮して時間を優先するが、なかなか希望の職や、短時間勤務の職がなか

なかない。」「パートであっても長時間勤務のものが多く、子どもに寂しい思いをさせる

のは辛い。子どもの成長に応じて数年単位で育児にかかる時間が少なくなるが、そのとき

どきの子育ても大事にしたいと考える。」という意見が出ました。 

提案としては、「事業所は保育所の開所時間等を考慮した求人を出す、企業内保育を設

置する企業を増やす、女性が働きやすい職場であること等も含めた求人情報を発信する。」

ということが考えられました。 

 

服部先生 

先ほどの報告で「事業所は保育所の開所時間等を考慮した求人を出す」という非常にス

トレートで具体的な提案がありましたが、中田委員この点について一言お願いします。 

 

中田委員 

わが社も実際に求人は出しましたが応募がゼロでした。仕事内容が金属加工と聞くと「重

たいだろうな」「私には無理だろうな」といった固定観念的なこともあるかもしれません。

我々のような小さな会社がどのようなことを行っているか、知っていただくことも必要だ

と思います。 

 

「就労環境」「控除」に関する課題・提案 

「就労環境」の中の「立場による格差」について 
津田委員 

「パートの仕事だと解雇されやすいこと」、「時給が安いこと」、「103 万円の壁」

についてなどが意見としてありました。非正規で働いている方は 103 万円の中で収入を

収めようとしているので、逆に思い切り働いてしまうか、103 万円の中で働くか、どっ

ちかであり、真ん中というのが選択肢として、ありません。控除がないと困るけれども、

いっそ 103 万円の壁がない方が、もう少し働けるのではという話も出ました。 

服部先生 

現在の企業は、配偶者手当を徐々になくしつつあるため、103 万円の壁については、

もしかしたら働く際の社会状態をご存じない方の問題があるかもしれないと思います。 
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「ブランク」の中の「求人条件」について 
津田委員 

子育てが終わった後に就職しようと思っても年齢・経験重視の求人内容のため採用され

ない、といった課題があげられました。 

 

服部先生 

年齢制限は大きな課題です。企業もなかなか解決できない問題としてあります。大阪地

域では、年齢制限を撤廃しつつある地元企業も出てきています。なぜ年齢制限があるかと

改めて企業ごとに考えてみると、必ずしも必然性がない事業所もあります。再度中田委員

に伺いますが、年齢制限についてはどのようにお考えですか。 

 

中田委員 

当社では年齢制限はありません。むしろ経験のある方、年齢の高い方であっても、やる

気さえあれば働いていただきたいと思っています。八尾の場合、中小企業が多く私と同じ

ような考え方の社長が多いと思います。 

 

服部先生 

やはり年齢制限がない点も発信していただければ女性も八尾で働こうという気持ちに

なるのではないかという印象を持ちました。 

 

「就労環境」「家庭と仕事の両立」に関する課題・提案 

「就労環境」の中の「長時間労働」「ハラスメント」について 
中村委員 

「養育の必要がある子どもがいる従業員は時間外労働をしないといった制限をかけて

もらう制度がありますが、結局残業があり、特にサービス業は残業が多いため勤めたいけ

れど辞めざるをえないような状況に陥る。」、「長時間労働は続けられない。」という意

見がありました。 

「お客様対応等職種特有の問題や、帰りにくい職場の雰囲気等の問題があり、また残業

するかしないか、本人の性格によるのでは。」という厳しい意見もありますが、提案とし

て、「残業できない人をフォローするために、企業はシフト制やフレックスタイム等の時

間を区切った人材確保を検討するなど、企業風土を根底から変えていく。」、「企業も今

まで育てた人材が辞めてしまえば、損失であり、スキルのある人がいなくなる損失を企業

はまず考えなければいけない。」ということが挙げられました。 

また、パワハラほかハラスメントについて、「人間関係がよくないと働きにくい、パワ

ハラとかマタハラは多くは男性ではなく、実は女性の上司の方が多いのでは。」という意

見もありました。同性である女性に対して遠慮がなく、きついときもあるということです

が、その人自身も様々な制限の中で一生懸命頑張っているため、時短を取り、残業できな

い人に対して違った視点で見てしまうかもしれないのではと思いました。そこで制度利用
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を遠慮してしまうと、後輩たちが大事な制度を使えなくなるため、活用できる環境に自分

たちがしていくことが大事ではないかという意見もありました。 

提案としては、「日頃のコミュニケーションが大事である」ということです。人の考え

方を変える以前に、多くの方の意見を聞き、ただ一方的に被害者意識を持つのではなく、

自分の意見や考え方を変えることも必要である。」という意見もありました。 

私は、育児休暇を取らない人も介護休暇を取ることになるかもしれませんので、夫婦間、

親子間、労使間、同僚間、全てにおいてお互いを思いやる心を持って、常にお互い様の精

神で臨めば、メンタル部分をクリアする第一歩に繋がるのではないかと思います。 

 

 

「家庭と仕事の両立」の中の「仕事と学校役員等との両立」について 
中村委員 

働く母親としては、平日の学校行事に参加が難しいことが精神的につらく、子どもに対

して申し訳なく思います。また、子どもの成長のひとつを見逃すことが残念であり、心が

痛みます。母親としてこのような状態でいいのか、やめたほうがいいのでは、と毎日考え

ながら母親は働いていると思います。特に PTA の当番に協力できないことを申し出ると、

非難されたという意見があります。 

一つ紹介すると、平日の運動会に参加できなかったお母さんの帰宅後に、小学２年生の

娘が２歳の弟の手を引いて、運動会のプログラムを１番から全て再現してくれ、思いやり

の深い子どもに育ってくれたことを心から誇りに思いました。働きながらであっても、子

どもはしっかりと母親の愛情を感じながら育ってくれる、ということを若い女性に伝えた

いと思います。 

女性は、結婚・出産時に選択を迫られます。その際に子どもの世話をしなければかわい

そうというのではなく、かわいそうでないように育てることはできます。安心して、自信

を持って自分の選んだ道を歩んでいただけるような社会環境も必要だと思いました。 

これから徐々に女性にとって働きやすい環境が増えてくると思います。現在、働きなが

ら子育てをしている私たちが、どのように次世代の人にバトンタッチをするか、自分達の

生きている姿勢、就労している姿勢によると思います。次世代の人がより活用しやすいよ

うな制度、環境、社会を作っていければ良いと思います。 

 

就労環境に関する課題・提案について 

「就労環境」の「利用しやすい短時間勤務制度」について 
野口委員 

短時間勤務制度で利用できる期間が少なく、小学校に上がると学童保

育に必ず入れる保証もなく、入れたとしても 17 時に終わってしまう

ため、できればその時期に短時間勤務を利用したいという意見があり

ました。 

提案としては、会社・職場へ働きかけ、いつ頃まで時短が必要か、事

前に企業と当事者とが面談等してコミュニケーションをとり、１年先

や２年先であっても、前もってわかっていることがあれば聞く制度があればいいと思いま
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す。また、制度を初めて利用する先駆者の方は、そのあと制度を利用できる職場環境につ

ながるので、強い気持ちをもって頑張る等の意見が出ました。 

 

服部先生 

制度を具体的に提案いただいたのはいいことです。経営側から中田委員へたずねます

が、働き方の実情を聞く面談を制度化してほしいというご提案ですが、職場のコミュニケ

ーションでカバーできるのではないかという話もありました。 

 

中田委員 

当社の場合は、勉強のために参加させていただいている立場ですが、結婚された方に「早

く帰った方が良いのではないか？」とこちらが促したことがありますが、帰れない、帰り

にくいと勝手に思ってしまうという部分も否めないと思います。 

当社の社員には、「社長、こんなに忙しいまま産休に入ったらゆっくり寝ていられない

ので、もう１週間だけ出社していいですか？」と言う積極的な女性社員もおり、このよう

な姿勢が会社を変えていくのだと思います。 

また、この会議に参加しているみなさんの中には、人に「なんとかしてよ」という人が

いませんでした。「何とか頑張った。このようにやってきた。」という方ばかりでした。 

 

服部先生 

コミュニケーションが大事という指摘が先ほどありましたが、やはり事業者と働いてい

る方とのコミュニケーションが重要であるということ。そして、とても日本人的だと思い

ますが、他の人の事は言ってあげられるけれど、自分のことはなかなか主張しにくいとい

う風土が全般にあるということで、働く場という公的な部分では、人のことを言ってあげ

る担当者とか仕組みがないと、なかなか自分からは言いづらいということでした。 

 

 

「就労環境」の「周囲の負担対策」について 
野口委員 

中小企業では制度利用による穴を埋める人を雇うことが難しく、周囲の方の仕事量が増

えて会社の雰囲気が悪くなることが実際にあります。短時間勤務制度や育児休暇を利用す

ると周りの方に負担がかかり、不満が出ると思われる方もおられます。短時間勤務制度が

あったとしても社員への制度の周知や理解ができていないため、帰りにくい雰囲気になっ

ています。中小企業になると、法律が改正されたことがなかなか周知徹底されていないた

めに、この制度をわが社でも使ってほしいと提案してもらえるとよかった、と思うことも

多々あります。「時短を選択しても周囲に迷惑をかけないように休憩を短くしたり、効率

的にこなすなど、会社で働かれていても気を遣って精神的にまいってしまう。」、という

意見がありました。 

提案としては、「企業における育休、産休、短時間勤務利用者により発生する追加業務

分の人員確保などの組織体制の見直しやフォロー体制の整備。」、「制度利用者の給与削

減分を、業務を負担する社員へ報酬として支給する。」、それだけで必ずしも不平不満が

なくなるわけではないかもしれませんが、そのような仕組みがあったとしても良いのでは

ないかという意見が出ました。「仕事の引き継ぎの仕組み、体制構築、事前に産休が必要
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であることを全体で共有し、業務内容による業務の割り振りが必要。」等の考え方もあり

ました。 

現在の日本社会で感じるのが、会社に言いにくい雰囲気ということもあるかもしれませ

んが、早く言っていただけていたらもう少し対処も変わっていたのに、タイミングが遅く

て不平不満が出てしまう、ということもあったので、もっとコミュニケーションが取れる

形がとれたら良いと思います。 

 

「雇用環境」に関する課題・提案 

「雇用環境」の「人事評価（各種支援制度利用者）」について 
中田委員 

今日おられない委員の方も含めて、委員のみなさんがおっしゃって

おられましたが、社長としては制度を作ると話をしても、みなさんの

意見は、作ってくれる社長がいるのはいいのだが、実際には自分の課

とか係とか、まわりの人の方が大事なのだと。そこが、先ほど、おっ

しゃっておられるコミュニケーションなのかなと思います。 

 

服部先生 

地元八尾での、実際に働いておられる方々からのリアルなエピソードがお聞きになれ

て、みなさんとてもラッキーであると思います。 

 

野口委員 

弊社では、たとえば子どもさんが熱を出された場合、２、３日は回復にかかるだろう、

と先に予測をし、その間の仕事の順番を入れ替えたり、スタッフの配置を考えて対応した

りしています。子どもさんが入院した場合などは長くなるため、その間シルバー人材セン

ターなどにお願いして短期間だけ来ていただいたりして、スタッフの拡充などもしていま

す。 

弊社は製造業で海外にも拠点がありますが、海外では女性の方が多く、ひとつひとつの

作業工程を見てもとても要領よくこなされていて、日本でも製造業に女性を採用したら生

産性の向上につながるのではないかといつも思います。八尾市は製造業も多いため、八尾

市の女性の職業生活における活躍は目に見えてくるようになると思います。 

 

服部先生 

他のただいまのお話は、経営者の視点からも女性の方が向いている仕事があるという実

例をご紹介頂いたことは貴重です。従来から抽象的、理論的には主張されてきた論点です

が、経営されているお立場としても、経営者の眼力で「女性の方が向いている仕事がある」

と判断されておられます。つまり今後はそういう方向で人材の採用や育成をお考えになっ

ているということだと理解しました。ものづくりのまち、八尾で、女性活躍ということを

推進する経営者としてのご発言をいただきました。 
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○自由討論 

津田委員 

私は、孤食が気になっているので、近所の方といろいろ話をしながら晩御飯を食べる、

高齢者もいたり、子育て世代もいたり、ご近所の方と顔見知りになれる、そのような場が

あればという話があります。 

 

服部先生 

ワーク・ライフ・バランスという観点からも気になるお話で、日本の子育てがお母さん

中心で、お父さんが関わりにくい状態になっている暮らし方が多い状況となっています。

地域単位で、「地域時短」として、事業者さんたちが、月に１回ぐらいあるいは春と秋に

1 回くらいはやってみる、ということをすれば、八尾市では家族のコミュニケーションが

促進され、それが職場のコミュニケーションの充実にもつながるかもしれません。 

 

松倉委員 

私の場合は、地域の役員をしていたため、子育て＋αとして仕事と地域のこともしっか

り行いたい気持ちが強くありました。八尾の特色として、自分たちで地域や町を活性化さ

せていこう、という力がありますので、その役目も抜けられません。そこが八尾から離れ

た所から来られた上司にはなかなか伝わらず、最終的にそういう役員の仕事をやめられな

いのか、これだけの時間は働いてもらえないのか、という選択を迫られたのです。自分の

わがままととられてしまうのかもしれませんが、そうなると働く事ができず、主張するこ

ともできず、やめるほかありませんでした。 

 

服部先生 

ただいまのお話は、お仕事を続けられなかったもうひとつの事情に、八尾市の地域活動

の豊かさの背後の事情に女性の働きがあるというご指摘です。地域活動が非常に活性して

いる状況との兼ね合いで、女性が仕事を断念する選択になりました。上司の方が地域性に

ついてのご理解がいささか薄かったことが影響したかもしれないということです。 

 

 

○質疑応答 

質問者 

コミュニケーションが大事というのが非常に印象的で、みなさんそれぞれの立場で両立

するために自分はこういうことを工夫してやってきた、ということがあればお聞かせいた

だきたいと思います。 

 

野口委員 

私は、なかなか従業員からは言い出しにくいことがあると思いますので、できるだけこ

ちらから声掛けをしています。何か困っていたり、行事がありそうな時期なら「いつ参観

日ですか」など、極力自分から気づいた点は聞くようにしています。保育園の行事等を把

握して、先に聞くようにしています。 
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中田委員 

私は、ある方から、育休になると会社と疎遠になるため復帰する際に不安に思うという

ことを聞いていたので、育児休暇中の職員に２～３か月に１度ぐらいは、できれば毎月の

ように来てもらうような働きかけをしています。 

 

中村委員 

私も声掛けをしています。子育てをしていない方であっても、女性や男性に関わらず、

社会人や組織に勤める同じ人間として、現状やライフスタイル、様々なライフステージに

あるということは、自分の中でその人の属性情報として入っています。 

コミュニケーションの原則として、職位や年齢によって上下はありますが、上下関係に

おいては上の者から下にコミュニケーションを取る方が楽にできるのではないかと思い

ます。下の人から上の者にコミュニケーションをとるのは、非常に頑張らないといけない

ので、そのようなところで、ストレスを感じさせるような上司や先輩は良くないと思いま

す。コミュニケーションは目上のものからとることを心がけています。 

また、家庭においても、コミュニケーションの基本は自分からの働きかけだと思います。 

 

松倉委員 

私が仕事を辞めようかと悩んでいた頃に、同僚の方に「子どもは勝手に育つから大丈夫

だよ、仕事を思い切ってやったらいい。」と言っていただきましたが、そのときは「わか

ってもらえない、子どもは小さいのに。」と思いました。 

ただ、実際辞めて家庭に入ったら、子どもが成長するにつれて自分の手元を離れていき

ます。そのため、働いていても家庭に入っていても、子どもって本当に育つのだなって感

じています。少し離れた所から見るぐらいであっても良かったのではないかと思ったり、

現在、新たな子どもとのコミュニケーションの取り方などをようやく学べているところで

す。 

 

津田委員 

両立に関しては、お掃除ロボットが大活躍しています。コミュニケーションは、自分の

話というより、子どもの話を聞いてあげることを心がけています。 

 

服部先生 

最後に素晴らしいご質問をいただきました。皆様の職場並びにそれ以外のことに関して

もコミュニケーションをめぐってのお気持ち、ご意見をいただくことができました。皆様

方への貴重なメッセージになったことと思います。語りきれませんでした大切なご提案等

はお手元資料に十分に盛り込まれています。ぜひ改めてご参照いただければと思います。 
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3.閉会 

 

司会（八尾市産業政策課） 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が制定されましたが、本日のシンポジ

ウムが、事業所における女性の活躍推進に向けた行動計画の策定に関して、参考になるこ

とを願っております。 

今後も、豊かで活力ある八尾の実現をめざし、推進会議での意見を踏まえ、また、市民

と、事業者と、行政とが協力して、女性の職業生活における活躍を推進していきたいと考

えております。本日は、ご参加いただきありがとうございました。 

 

以 上 
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５-２ 参加者アンケート 

 

○概要 

参加者数：135 人 アンケート協力者（有効回答数）：105 人（77.7%） 

 

 問１ あなたのことについてお聞かせください。 

①性別 

性別は、「女性」が 79.0％、「男性」が 21.0％であり、

女性が約 8 割を占めている。 

 

 

 

 

②年齢 

年齢は、「60 代以上」が 43.8％で最も多かったが、次

いで「50 代」が 17.1％、「40 代」が 14.3%、「30

歳未満」が 13.3%、「30 代」が 10.5%であり、50 代

以下の現役世代が約 6 割を占めている。 

 

 

 

 

 

 

③配偶者の有無 

 

配偶者は、「有り」が 54.3%、「無し」が 41.0%であり、

配偶者がいる回答者が 5 割以上となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性

22人
21.0%

女性

83人
79.0%

n＝105

30歳未満

14人
13.3%

30代
11人

10.5%

40代
15人

14.3%50代
18人

17.1%

60代以上

46人
43.8%

無回答

1人
1.0%

n＝105

無し

43人
41.0%

有り

57人
54.3%

無回答

5人
4.8%

n＝105

性別 男性 女性 

回答数 22 人 83 人 

 

年齢 30 歳未満 30 代 40 代 50 代 60 代以上 無回答 

回答数 14 人 11 人 15 人 18 人 46 人 1 人 

 

 

 

配偶者の
有無 

無し 有り 無回答 

回答数 43 人 57 人 5 人 
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④子どもの有無 

子どもがいる回答者は 61.0%となっている。 

子どもが「有り」である回答者の末子の所属は、「高校以上」

が 65.6%で最も多く、次いで「小学校」が 9.4%、「幼稚

園・保育所」が 7.8%、「中学校」が 4.7%である。 

一方、未就園児がいる回答者はいなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤職業 

職業は、「正規雇用」が 38.1%と最も多く、次いで「無

職」が 37.1%、「非正規雇用（パート・派遣）」が 10.5%

である。 

  

無し

35人
33.3%

有り

64人
61.0%

無回答

6人
5.7%

n＝105

正規雇用

40人
38.1%

非正規雇用

（パート・派

遣）

11人
10.5%

無職

39人
37.1%

会社役員等

4人
3.8%

無回答

11人
10.5%

n＝105

65.6%

9.4%

7.8%

4.7%

0.0%

12.5%

0% 20% 40% 60% 80%

高校以上

小学校

幼稚園・保育所

中学校

未就園児

無回答

n＝64
子どもの
有無 

無し 有り 無回答 

回答数 35 人 64 人 6 人 

 

 

 

 

 

子どもの
属性 

未就園児 
幼稚園 

保育所 
小学校 中学校 高校以上 無回答 

回答数 0 人 5 人 6 人 3 人 42 人 8 人 

 

 

 

 

 

職業 正規雇用 
非正規雇用 

（パート・派遣） 
無職 

会社役員
等 

無回答 

回答数 40 人 11 人 39 人 4 人 11 人 
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問２本日のシンポジウムの中で報告のあった問題等に関して、あなたが特に女性が職業生

活において活躍するために必要だと思うことを 3つまで〇をしてください。下記の選択肢

以外にあれば、16.その他に具体的にご記入ください。 

 

全体では、「家庭と両立できるような勤務時間に自由度のある仕事の普及」が 27.6%

で最も多く、次いで「長時間労働の是正」「職場の理解、ハラスメント対策」が 22.9%、

「女性本人の気持ち」が 21.9%、「保育時間等に配慮した短時間勤務制度の運用」「幼

稚園・保育所・学童保育の量の確保」が 20.0%である。 

「その他」としては、男性の育休取得の促進など、女性だけでなく男性にも必要という

意見が挙げられる。 

年代別では、50 代以下は「家庭と両立できるような勤務時間に自由度のある仕事の普

及」が 32.8%で最も多く、次いで「職場の理解、ハラスメント対策」が 31.0%、「女性

本人の気持ち」が 25.9%、「長時間労働の是正」が 24.1%である。60 代以上は「産前

産後休業・育児休業制度の認知度向上」が 21.7%で最も多く、次いで「家庭と両立でき

るような勤務時間に自由度のある仕事の普及」「長時間労働の是正」「保育時間等に配慮

した短時間勤務制度の運用」が 19.6%である。 

50 代以下の現役世代では、職場など周囲の人間に対する理解や本人の気持ちなど、対

人関係への対策が重視されている。 

 

 

 

  全体 

32.8%

24.1%

31.0%

25.9%

20.7%

20.7%

15.5%

20.7%

8.6%

15.5%

13.8%

10.3%

8.6%

3.4%

3.4%

3.4%

6.9%

19.6%

19.6%

13.0%

17.4%

19.6%

17.4%

21.7%

6.5%

15.2%

6.5%

8.7%

10.9%

13.0%

15.2%

2.2%

0.0%

28.3%

0% 10% 20% 30% 40%

50代以下（n=58) 60代以上(n=46)

27.6%
22.9%
22.9%

21.9%
20.0%
20.0%

18.1%
14.3%

11.4%
11.4%
11.4%

10.5%
10.5%

8.6%
2.9%

1.9%
16.2%

0% 10% 20% 30%

14．家庭と両立できるような勤務時間に自由度のある仕事の普及

3．長時間労働の是正

7．職場の理解、ハラスメント対策

10．女性本人の気持ち

4．保育時間等に配慮した短時間勤務制度の運用

11．幼稚園・保育所・学童保育の量の確保

1．産前産後休業・育児休業制度の認知度向上

5．各種制度利用により生じる職場の労働環境の悪化の改善

8．女性の登用（パート等立場による格差の改善）

13．家庭での家事分担のバランス確保

15．家族等周囲の理解

9．経験・年齢重視の公募要件の改善

12．介護施設の量の確保

2．介護休業制度の認知度向上

6．各種制度利用者が不利にならない人事評価

16．その他

無回答

n＝105
年代別（50 代以下、60 代以上） 
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問３シンポジウムに参加した感想や、「女性の職業生活における活躍推進」に関する自由

意見をご記入ください。 

 

自由意見には、基調講演・パネルディスカッションの感想や、参加者の経験談、行政・

社会への期待について、シンポジウムの運営についての意見がある。 

 特に基調講演・パネルディスカッションについて、パネリストの方々のエピソードに関

する意見が多く見られる。 

 

■基調講演・パネルディスカッションについて 

考える機会になった 

私自身、結婚・出産・育児はまだ今後の話ですが、自分自身が結婚などをした時、どうす
るかと考える機会になった。 

30 歳未満女性 

女性のリアルな意見を聞けたことで、今度どのように働くべきなのかを考えるきっかけに
なった。 

30 歳未満女性 

本日のパネリストの方々には多くの経験をし、自分のことだけでなく周囲の事も想い行動
されてきたのだと感じた。多くの方にこのような事を伝えていく事が大切だと思ったので、
そのような方法を考えていきたいと思った。 

30 歳未満男性 

パネルディスカッションのパネラーの皆様のご提案やご意見は実状を踏まえた大変貴重な
もので、本日参加させていただき、大変良かったと思った。一番感じたことは、女性活躍
推進の枠にとどまらず、社会を良くしていこうと試行錯誤をしながら真剣に取り組まれて
いるということ。自分自身の生活に、本日のご意見や考え方を取り入れながら、これから
の働き方の在り方を見直したいと思った。 

30 代女性 

これから結婚や出産、子育てを経験するだろう立場で聴かせていただき、色々なエピソー
ドから、コミュニケーションの大切さを感じた。産休や育休を取得される職員を見ていて、
正直複雑な感情もあるが、その職員もさまざまな葛藤を抱いているんだろうというのがイ
メージでき、今後の付き合い方の参考にしたいと思った。 

30 代女性 

既婚で、子どもを持たない現在だが、現状としては、大きなプロジェクトにたずさわらせ
て頂いていることもあり、仕事を楽しくさせて頂いている。子どもを産む、育てるという
ことを想像した時、現状を継続できないことを不安に感じていたが、今日のパネルディス
カッションの事例紹介等を拝聴し、勇気というか、子どものことを思う気持ち、愛する気
持ちが十分に伝わるようにすればいいのだとお教え下さったことが、印象に深く残った。
中村委員のお話、泣いてしまいました。 

30 代女性 

有意義な意見が聞け、ためになった。コミュニケーションの大事さは本当にわが家には大
事だと思った。 

60 代以上女性 

経営者の立場になると… 

経営者の観点から言えば、優秀な社員には制度面からの支援は惜しまないと思う。パート
タイマーから正社員にすると、社会保険料等の企業負担が増えるので、代わりのきく人材
ならやめて頂いて、新しいパートタイマーを雇おうというのが正直な気持ち。 

30 代男性 

介護の問題もあり、シングルの方もいる 

法ができたから仕方はないが、「女性活躍」といわれると「私たちはダメなのか？」と思
える。「産めよ増やせよ」のすりかえとしか思えず、何とも生きづらい世の中であると日々
感じる。多様な生き方は大前提だと考えるが。人口減少→国の活力低下の中、女もしっか
り働けということはわかるが。女だけの問題ではないはずだが。 
本日の会場をみると、女性が圧倒的に多い。雇用主や事業所（公民問わず）の管理者にも
っと聞いてもらう方がよいと思った。不満ばかりですみません。また「子ども」の話中心
で、残念。介護の問題もあり、シングルの方もいるので、気になったが、子育てされてい
る方は立派だと思う。 

40 代女性 
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地域の役員に参加いただけなくなるのでは… 

働く女性の苦労・問題などはたいへん良くわかったが、働く女性が増える事で地域の役員
に参加していただく人達がいないのが現状。今回のシンポジウムには関係ないかもしれま
せんが、このままだと地域の活動が出来なくなってくるように思う。働く女性が増えるこ
とでしわ寄せがおこる所もあるのではないかと思う。 

50 代女性 

もう少し踏み込んだ話があれば 

意見交換会の報告発表になってしまっていたようでやや残念に思った。せっかく経営者の
方々も委員として参画されていたので、コミュニケーション面だけではなく、具体の職場
環境整備事例など、もう少し踏み込んだご意見も欲しかった。 

年齢不明女性 

夫婦の問題 

職場の理解があるという方向に向かっていることはよくわかったが、問題は家庭。特に夫
婦、夫の理解のないことがネックだと思う。夫が仕事をさせない、それが一番の障害だと
思う。 

60 代以上女性 

感想 

体験談がとても印象に残った。 30 歳未満女性 

具体的に色々なエピソードが聞け、とても勉強になった。 30 代女性 

お疲れ様でした。会議にはないエピソードも聞け、中身の濃い、いいシンポジウムだった
と思います。多くの出席者に聞いていただけてよかったですネ。委員より 

40 代女性 

女性就労の現状がわかりやすかった。今後の就労活動に生かしてあきらめずに活躍できる
日に向けて努力していきたい。本日発表の皆様ご苦労様でした。活動に参加させていただ
いた委員として、八尾市にとって本当に良いシンポジウムとなったと思う。八尾市民で良
かったと思える明るい未来に向かってがんばりましょう。 

50 代女性 

パネルディスカッションがとてもよかったです。特にパネリストの方々のエピソードが。 50 代男性 

学識や専門の方でなく、身近に感じる立場のパネラーのみなさんの発言は、心に響くもの
があった。女性が安心して働ける環境づくりに向けて、まだまだ課題があるが、一つ一つ
解決に向けて進んでいけるように感じた。 

50 代女性 

実際の職場にいらっしゃる方から実践中のお話もきけて、参考になった。頂いた資料も役
立つと思う。 

50 代女性 

女性が向いている仕事があると言うことでこれからが楽しみ。 60 代以上女性 

とても良いシンポジウムだったと思う。基調講演もとてもわかり易く良かったと思う。 60 代以上女性 

コミュニケーションの大切さを感じた。 60 代以上女性 

パネラーの方達のご意見等、実際にあった体験のお話、とっても身にしみる思いだった。
女性はたくましいなと感じられたし、今年の４月から女性の活躍推進法が成立され、益々
八尾市の働く女性が、良い方向に進んでいく事を希望する。 

60 代以上女性 

中村さんの運動会のエピソードに感動した。コミュニケーション、お互い様の気持ちが全
ての事がらにおいて大事であると再認識させられた。 

50 代男性 

服部先生の講演が分かりやすくて、とてもよかった。パネルディスカッションも、各委員
の本音も聞けて、とても参考になった。 

50 代男性 

本当にすばらしいシンポジウムだった。 50 代男性 
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■経験談 

産休育休すると結果離職せざるをえない場合が多く、再度就職となると難しい（大企業に
就職したい場合）。大企業や中小企業でも最後コミュニケーションの話がでたが、せっか
く就職しても人間関係で辞めてしまった話を良く聞く。 

40 代女性 

育休や産休、両立というよりは育児の間は子育てに重視をおき、子育て後の再就職を求め
てる方が多いと思う。 

40 代女性 

今の人（女性）達は、いろいろと便利な事で少々うらやましく感じた。そして、優遇され
ているように思った。私達の頃は、悪環境の中で頑張って働いて来た。子ども達もほった
らかしでパート勤務をしたが、不登校になったり等つらい経験をした。 

60 代以上女性 

八尾市で子育てをして良かったと思った。子ども達が就学してからパートに出ていた頃、
近所の友人はもちろん、学校で受持っていただいた先生の暖かい指導は今をもってありが
たかったと思い出す。子どもが発熱時学校を休ませ 1 人寝かせて仕事に行った時、昼食時
に「ごはんを食べたか？薬をのめよ、静かに寝てろよ」と子どもに電話をかけてくださっ
た先生には、大変ありがたかったと今でも感謝している。 

60 代以上女性 

私達の子育て時代とは少し違っていたかなと思うが、仕事をしながら家庭の事をするしん
どさは同じと思う。 

60 代以上女性 

私（70 才）は卒業、就職、結婚、出産、子育てをすませた時点で自分をみつめる時があり、
義理の両親に了解を得てパートに出た。若い時銀行員だったので、銀行でのパートが叶い、
時間は 9 時～15 時までと職場の理解もあり、15 年働いた。その後、退職後、義理の両親
の介護に入るが、主人の介護もあり、良い時代をすごしたと思う。まわりの理解があった
からこそと思う。 

60 代以上女性 

60、75 才、まだまだ元気で社会のために指導ができる方々がたくさんおられると思う。 60 代以上女性 

 

■行政・社会への期待について 

女性の労働状況について色々な方の意見を聞く事が出来た事と、現状について知る事が出
来てよかった。八尾市の進めている推進が成功し、日本の代表例となればいいなと思った。 

30 歳未満女性 

今後の参考となる、すばらしいお話がたくさん聞けた。自分が出産、育児する場面になっ
た時、制度を利用しやすい職場環境になっていれば良いなと思う。 

30 歳未満女性 

子どもが小学校に入学してからの仕事との両立への問題は、まさに私自身がこれから迎え
る環境で悩んでいる事なので、とても共感した。今までいくつかの小さな企業での就労を
経験したが、従業員が数名のような小さな会社では、とても女性に配慮のある環境になる
ようには考えられない。小さな企業が多い八尾で、とても難しいと感じる。中田さんや野
口さんのような経営者の方がいらっしゃって、本当に感動した。介護、保育施設の充実も
大切ですが、仕事への比重を軽くし家庭に重きをおくスタイルも選べるような仕組みがあ
るといいなと思う。 

30 代女性 

参加者の大半が女性であることが印象に残った。これは、女性がこのようなテーマについ
て、意識が高いともいえるし、一方で男性の意識が低いもしくは関心が低いといえるので
はないか。開催日時の問題か。女性の活躍推進は女性のみが頑張る、意識することなのか。
男性にも意識し、ともに取り組みをすすめるのであれば、こういったシンポジウムを夜間
や土、日に設定してみることもありではないか。今後の行政の取り組みに期待をしている。
企業の取り組みや地域の取り組みが男女ともに意欲を持ってすすめられるような仕組み、
施策を。子育てについての父親の意識、母親の意識の違いはあるのか。これらが就労に大
きく結びつくような気がする。企業側が子育て世帯の職員に対し教育（保育）しやすい制
度と環境が必要ではないか。 

40 代女性 

子育ての価値観は様々なので、それによって女性（母親）の働き方が変わる。現状、私の
まわりですが 40～50 代、子育て一段落世代にも新たな社会進出しやすいようにも推進し
て頂きたい。意欲ある、40～50 代は大変多い。 

40 代女性 
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今後女性の活力が社会にとって必要であり、求められているという事を国が制度化してい
る。職場、家庭、地域それぞれで女性の力がもっと発揮できる社会を作っていかなければ
いけない。その為にできることにしっかり取り組んでいきたい。 

40 代男性 

先日国会議員さんが育児休暇をとるという話に賛否両論あるが、勇敢に申し出たと言う事
をすんなりと受け止めてあげる様な方法を取ってあげて欲しい。給料うんぬんという事も
話題になっているが、先に取り決めておけばいいのではないか。安心して女性が子どもを
産み育てる状態に持っていけば、少子化の見直しにつながっていくことになるのではない
か。経営者側、周囲の従業員の方の心強い理解が必要である。 

60 代以上女性 

若い女性がどんどん活躍できる様本人も進歩し、まわりも理解出来るように、がんばって
ほしい。若い女性のパワーをうれしく思った。男女平等の中で互いに性の違いを理解し、
成長していい八尾市を作ってほしい。 

60 代以上女性 

我々の時代と違い今の若い人は恵まれていると思う。時代もどんどん女性にとって住みや
すく働きやすい世の中になって行くと思うが、女性自身もそれに見合った素敵な女性達に
なってほしいと思う。 

60 代以上女性 

国民全員の考え方を替える事が重要。こども園の数を増やして、保母さんは高齢者も活用
して行くと良いのではと思う。介護も、家族で見るのも負担なので、入所施設を増やして
も働く人（介護職員）がなければ、元気な入所者にも手伝って（働いてもらう）いただく。 

60 代以上女性 

立場による格差（たとえば女性のパート）時給の格差を是正して欲しい。ひとり親（特に
女性）のかけもちで仕事をすることのない社会（仕事場）を作って欲しい。 

60 代以上女性 

 

■シンポジウムの運営について 

参加者の年齢 

パネリストの方からは、具体的なお話や提案が出されて良かった。ただ、一部参加者の中
には年齢的にも子育ての時代がずいぶん以前に終わられているような方がいて、私語が多
く、興味をもって参加されたのではないと思われる様子が見られたのが残念だった。 

50 代女性 

残念なのが、本日のシンポジウム参加者が、もっと若い年代、M カーブにある年代が少な
かったのでは？もっと今日の集いの声かけをそういう年代にする必要があったのでは・・・
各幼稚園、小学校など雇用主側へのアプローチ等も・・・。開催時間も 3：00～5：00
が良かったのか。 

60 代以上女性 

会場内の事ですが、若い人達がもっと参加出来る様な場となれば、もっと良い結果になる
のではないかと思います。 

60 代以上女性 
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５-３ シンポジウムでの課題報告並びにディスカッションまとめ 

パネルディスカッションにおいて意見交換会の成果を報告する中で、課題解決に必要な

項目が追加されました。 

報告事項 ディスカッション 
追加される 

項目 
 
【結婚・出産】について 
 
・法や条例が出来たり変わったりして

も、自分でしっかり調べないとわか
らないため、知らない人が多く活用
できていない、情報が届いていない。 

 

 
・「困ったら行政へ」というのは、日

本ならでは。 
 
・日本が進めている政策の中で、これ

に応える行政の体制が整えられつつ
あるということであり、的確な提案。 

 

情報収集 

 
【ブランク】のうち、【家庭と仕事
の両立】について 
 
・育休などで休んだり辞めたりして、

仕事から離れると戻りにくい 
・パートであっても長時間勤務のもの

が多い。 
 

 
・「事業所は保育所の開所時間等を考

慮した求人を出す」という具体的な
提案。 

・具体的な提案を行ったことがある事
業所もある。 

・行政に頼らず、各事業所で、「うち
の会社には女性が働けるこんな仕事
があります」とホームページなどで
発信してほしい。 

 

求人情報発信 

 
【ブランク】のうち【求人条件】に
ついて 
 
・子供が落ち着いて再就職しようとし

ても、年齢制限があり、再就職が難
しい。 

 

 
・年齢制限は大きな課題で、企業側の

超えられない問題として残っている
が、年齢制限を撤廃しつつある地元
企業も出てきている。 

・なぜ年齢制限を行うのか事業所ごと
に考えてみると、必然性がないもの
もある。 

・求人の際の年齢制限の見直しを行っ
ていることや、年齢が高い方でも働
いてほしいという考えを発信してい
けば、女性も八尾で働こうという気
持ちになるのではないか。 

 

求人情報発信 

 
【就労環境】について 
 

 
・働き方の実情を聞く面談を制度化せ

よ、という提案と、それについて職
場のコミュニケーションでカバーで
きるのではないかとの意見。 

・コミュニケーションが大事。 
・人のことを言ってあげられるけど、

自分のことはなかなか主張しにくい
という風土が日本人全般にある。 

・働く場という公的な部分では、個人
のことを会社側に伝える担当者とい
った仕組みがないと、自分からは言
いづらい。 

 

コミュニケーション 
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報告事項 ディスカッション 
追加される 

項目 
 
【雇用環境】の【人事評価（各種支
援制度利用者・パート等）】につい
て 
 
・女性は家事や育児をしているため、

ひとつひとつの作業工程を要領よく
こなしていて、手先も器用で、製造
業に女性が進出してほしい。 

 

 
・抽象的、理論的には女性の方が向い

ている仕事があると言われてきた
が、経営者の視点でもそのように判
断されている。 

・ものづくりのまち八尾で、女性人材
の採用や育成を考え、今後の女性活
躍につなげられないか。 

 

求人情報発信 

 
自由討論 
 
・高齢者もいたり、子育て世代もいた

り、ご近所の方と顔見知りになれる
ような場。 

 

 
・ワーク・ライフ・バランスという観

点では、子どもがお母さんとだけで
生活しており、お父さんがいない状
態になっている暮らし方は課題の一
つ。 

・地域単位で地域時短制度の導入の提
案（例えば水曜日は八尾ではみんな
残業せずに帰る。家族や職場でコミ
ュニケーションをとる発端になる。） 

・仕事を続けられない事情に、八尾市
の地域活動の豊かさがあり、雇用主
が地域性について理解していない可
能性がある。 

 

啓発 
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５-４ シンポジウムを終えた意見交換 

第４回会議より 

 

(１)公募の市民委員の意見交換の感想 
 

✿感想 1 

初めから公募で参加していながら自分で何ができるか、たいした意見も言えないし、

みなさんのお話し聞くことが多くて、役に立てなかったのではないかと考えていまし

た。周りの皆さんのご意見を聞いて、自分が今まで考えていたり、見聞きしてきたこ

とが小さな世界のことで、周りに目を向けるといろんなことを経験されたみなさんが

いて、一つ一つが自分にとってはいい勉強になったと思いました。それを社内に持ち

帰って、後輩の女性社員と話をする機会に伝えました。結婚してからも働きたいと思

う女性が増えてきたと思うので、会議で伺ったことや勉強したことを会社の中で広め

ていけたらと思います。 

 

✿感想 2 

私も長い間、家庭に入っていましたので、会議に出させていただいて、どれだけ意見

が言えるかなと思っていました。初めに、「時短」ってなんだというように言葉から

勉強して、自分自身も外に目を向けて頑張ることができる状況になりつつあると思い

ます。私は、子育てを頑張ってきたと思っていましたが、働く方も葛藤があって、苦

悩があってということをお伺いしたので、とても勉強になりました。 

 

✿感想 3 

初回の会議の自己紹介の際に、以前十数年前に勤務していた会社の勤務状態が悪くて、

社会復帰することに不安があるという挨拶しましたが、この間、同じ職場から復帰の

誘いがあって、不安な思いで復帰しました。以前はつかなかった残業手当も、分単位

でついていたり、代わりの人員がちゃんと補充されるような体制が、完全ではないけ

れども整っていたりして、何年間で企業内がすごく変わっていることを目の当たりに

しました。それまで、結婚してから専業主婦で、小さな世界で生きていて、市の政策

や会議の運営状況などに目を向けていなかったのですが、この会議でみなさんの意見

を聞かせていただいてとても勉強になったので、これからも、市の政策や、会議など

にも目を向けて、視野を広くして勉強できればと思いました。 

 

✿感想 4 

子どもが２人いて、育児休業を取って働き続け、M 字の凹んだところにいるのですが、

自分が普段生活していく中で同じような立場の人としか話をしないので、今回いろん

な立場の方と話をして、ミクロな視点ではなく、俯瞰的に、マクロの視点から見るこ

とができてすごくよかったと思います。たくさんの立場の人を集めて意見交換をする

場を使ったというだけでも、八尾市はなかなか良い市だと思います。 
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✿感想 5 

結婚するまでは大手企業で正社員というポジションで働き、退職後専業主婦もし、今

は主人の実家の自営のお手伝いでこじんまりしたところで働くなど、いろんな世界を

経験してきたので、どの人の意見も分かり、自分も意見を言えると思っていました。

私自身も雇い主側の目線も持っていると思っていたのですが、製造業の実社会で経営

されている方のお話からは、女性が復帰される際の気配りの話などを聞くことができ

ました。また、農業されている方のお話など広く関わる機会を持たせていただけたこ

とが、ありがたかったと思います。今後も八尾市で女性が活躍できる場を広げていた

だけたらと思います。 

 

✿感想 6 

シンポジウムを見学して、発表に当たらなくてよかった、と思ったぐらい、発表され

た方が素晴らしかったです。実は夫が転勤することになって、本日昼まで仕事をして

きて、退職することになりました。これまで子どもが生まれた際にはライフステージ

に合わせて、退職と復職をくり返し、産休・育休を利用しながら、ほぼ継続して仕事

をしていたのですが、今回のようなことははじめての経験で、これからどうしようか

という状況に立たされています。引っ越し先でも活躍できると信じて、頑張っていき

たいと思います。 

 

✿感想 7 

この会議に携わった頃には、自分がどういう立場なのか、どういう経験をしたのかと

いうことを伝えることに一生懸命でした。委員でいる間に友達から相談を受けて、お

母さんがいない、お父さんとも疎遠なのにお父さんがアルツハイマーになった。その

方自身は 20 歳代前半の男性で、働き始めて、蓄えも作らないといけないし、結婚もし

ていない。男性にも同じような立場、そういう問題を抱える方もたくさんいるのだろ

うなということに気がつきました。自分が女性であるが故にいろんなネットワークで

助けられて、この会議にも参加させてもらっているのだなということも分かりました。

半年間の間に様々な方面から、いろんな目線、考え方をできる知識を学ぶことができ

たことは、ありがたいと思っています。 

 

✿感想 8 

半年前、ここで自己紹介した頃は、いろいろなパートの仕事を短期でこなしていくこ

とに生き甲斐をもっていこうと思っていたのですが、やはり歳が上がっていくうちに、

同じパートの立場でもスキルアップした状態を全部の短期の仕事でしないといけない、

時間的拘束、条件的には新人と同じですが、何年も来ていると、同じような時給でも、

仕事内容がまったく違ってきていることで、今年はかなりしんどいなと思いました。

娘がいるのですが、他の立場の方の仕事の話などを聞かせていただいて、娘の時代に

は環境が変わり良い方向になるだろうということと、日常生活では知らないために損

をすることがあるので、これから自分自身も考え直して勉強したいと思いました。 
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(２)関係団体の推薦を受けた委員の意見交換の感想 
✿感想 1 

会議に出席させていただいて皆さんのご意見を聞くだけでお役には立てなかったので、

そういったところは反省しています。違う年齢層、環境の異なった方と話しする、日

常ではそういう機会はないのですが、それはこの会議に参加して叶ったので、本当に

良い経験になりました。来年度もこの会議が開催されますが、これからも会議を重ね

ることによって、いろんな成果が出てくればと思います。自分が置かれている中でで

きることを考えて、周りの方と協力しながらやっていきたいと思います。貴重なご意

見聞かせていただいて勉強になりました。 

 

✿感想 2 

年齢がかなり上なので、お役に立つかなという思いで参加しましたが、貴重なご意見

をいただけて、とてもよかったと思います。この会議に出席させていただいたことを

きっかけに、女性の職業での活躍というか、安倍首相の一億総活躍時代、八尾市でも

女性の副市長が誕生されたりと、女性が活躍する場所が増えてくるのではないかと思

います。そのためには、先人を切っている方をリーダーとして、私たちがそれをサポ

ートして、働きやすい環境、男女雇用均等、男女共同参画など、男女が一緒にやって

いく社会になるように、今後もみなさんと一緒に少しでも考えていければと思ってい

ます。 

 

✿感想 3 

この会議に参加させてもらうきっかけになったのは、会社の方から会議に参加するよ

うにという指示で、女性の職業生活における活躍なので自分の経験の中でお役に立て

るものがあればと思っていました。第 1 回会議のみなさんの自己紹介の話から、勇気

をもらいました。いろんな立場の、環境の下で頑張っているみなさんの意見を聞いて、

会社と家の 2 つの世界しかない、小さな世界で生きている、会社も同じようなポリシ

ーであったり目標を持っているものが集まってよく似た考え方だったので、それが全

てだと思っていたのですが、いろんな考え方があって、いろんな頑張り方があること

を教えてもらったことは、これからの家族との生活であったり、職業生活で活かして

いけると思いました。みなさんから元気と勇気を貰えたことをこの場をお借りしてお

礼申し上げたいと思います。 

 

✿感想 4 

私は農家で自然相手の仕事ですので、まったく企業用語、仕事用語がわかりませんで

した。「時短」、「103 万円」そんなものもぜんぜん知らない世界にいましたので、

娘に聞いて教えてもらって、こんなことでは意見なんて言えないと思って、考え方を

変えました。自分自身も勉強させていただきたいと思っていました。シンポジウムで

は発表していただいたみなさん、本当にありがとうございました。私自身、先日も新

聞である企業が介護や育児で離職した人を再雇用するといった記事にも目がいくよう

になって、良いことだなと思っています。 

これから私自身、勉強させてもらいたいと思います。 
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(３)女性の活躍推進に取り組んでいる事業所等の推進を受けた委員の意見交換の感想 
✿感想 1 

私もとても勉強になりました。会社経営者ですが、男性一人で、後にも先にも、こう

いう機会、女性の中で男性一人の会議は、経験できないだろうなと思いました。この

会議開催中に２名の社員に変化があり、２名とも退職することになったのですが、１

名は介護が理由です。最後まで、辞めたくはないがおじいちゃんおばあちゃんの介護

を、お父さんとお兄ちゃんとがやっていて、２人だけには任せられないということで

した。介護でやめる職員は３人目で、うちの会社は家族を大事にする人が多いようで、

やめていかれます。もう一人は、旦那さんの転勤が理由です。彼女の実家に近い場所

に転勤ということで、そろそろ子どもが欲しいということでしたので、仕方がない。

でも、もしも旦那さんが仕事をやめたら帰ってきてもよいと言っています。御主人の

転勤で退職される委員も新天地で頑張ってほしい。今年は、新卒の４名の女性が入っ

てくるのですが、皆さんの意見を参考に、経営に励みたいと思います。 

 

✿感想 2 

シンポジウムでは発表させていただいたのですが、ほめていただけてうれしかったで

す。今回参加させていただいてから、労務の勉強をもう一回しています。育休や女性

の活躍について法改正がかなり行われて、すごいなと思う一方で、昭和 23 年の法律が

残っていて、男性のみが働いている前提で、男性が亡くなったらお金がおりるが、そ

の逆で男性が働いていなくて女性が働いている場合は女性が亡くなったらお金がおり

ないなど、法律も古いところがいっぱいあるということがわかりました。それらの法

も、男性も女性も関わらず、今後変わっていくのだろうなと思っています。 

 

(４)追加の意見 
✿追加意見 1 

シンポジウムのアンケートの自由意見は興味深いです。 

また、シンポジウムの運営の部分で、参加者は 60 歳以上が半分以上で、50 歳代、40

歳代、30 歳代、20 歳代が 10％くらいです。私のイメージでは、この話を一番聞い

てほしいのは、高校生、大学生 20 歳代、30 歳代の方で、M の凹んでいる部分の人に

聞いてもらいたいと思っていたのですが、その親の世代の人が聞きに来ていたように

思います。 

 

✿追加意見 2 

主人も経営者でシンポジウムに来ていたのですが、中田委員の話がすごくよかった、

自分の経営の勉強になったと言っていたので、経営者の方に来てもらうのも良いと思

います。アンケートでもそういう質問があるので、中田委員のような方が増えると良

いと思います。 
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６．次の展開へ 
第 4 回会議より 

６-１ 平成 28 年度の取り組みについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６-２ 実態調査に関する検討 

第４回会議より 

 

効果的な取り組みの検討にあたって必要となる、本市の女性の職業生活の実態や意向を

把握するために、市民（女性）と市内事業所に対してアンケート調査を実施します。 

 

（1）アンケート調査（市民）について 
 

 市民（女性）アンケートは、就業の状況により、「A：現在就労していない方」、「B：

現在就労している方」に分けて調査項目を設定し実施します。 

市内女性 2,000 人を対象に実施する予定です。 

 

（2）アンケート調査（事業所）について 
 

事業所調査については、従来から実施している「八尾市内労働事情調査」と併せて、特

に女性の職業生活の実態に関わる調査項目をプラスして、市内 2,000 社を対象に実施する

予定です。 

 

 

①女性の職業生活における活躍推進会議の開催 
 学識経験者を含む委員の拡充を図りつつ、女性

の職業生活における活躍推進に向けた取組を
検討。 

 

平成 27 年度の成果を踏まえて、平成 28 年度本市では以下の６つの取組を進めることとなりました。 

 

 

 

④女性の労働事情調査の実施 
 市民及び事業所アンケート調査を実施し、女性

活躍推進会議における事業検討の基礎資料とす
る。 

②シンポジウムの開催 
 女性の職業生活における活躍推進に向けた啓

発を図る。 

 

⑤（仮称）八尾市求人情報検索サイトの開設 
 求人検索ができるインターネットサイトを運

営。 
 

 ③推進体制の強化 
 女性活躍推進プロジェクトチーム及び労働支

援課の創設。 

⑥女性活躍推進員による求人・求職者開拓の推進 
市内事業所を中心に様々なライフステージの女
性が働きやすい求人を開拓。女性求職者の求職
者訓練等情報提供や職業紹介を実施。 
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参考資料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）女性の職業生活における活躍推進会議設置要綱 

 

（２）女性の職業生活における活躍推進会議委員名簿 
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参考１ 女性の職業生活における活躍推進会議設置要綱 

 

（目  的） 

第１条 女性の職業生活における活躍を推進するため、女性の就職・再就職や働く女性の処

遇改善、企業内の女性の活躍推進、仕事と家庭の両立といったテーマについて、八

尾市在住のさまざまなライフステージにある女性の意見やニーズに基づき、女性が

活躍できる具体的かつ実効性のある取組みについて検討を進めることを目的とする。 

（所掌事項） 

第２条 女性の職業生活における活躍推進会議（以下、「推進会議」という。）の所掌事

項は次のとおりとする。 

（１） さまざまなライフステージにある女性と市内事業所等との意見交換に関するこ

と。 

（２） 女性の就労の実態や就労に対する意識・ニーズを把握するための、調査内容や調

査手法の検討に関すること。 

（３） 推進会議の取組み内容についての報告ならびに、市民や市内事業所に対する啓発

を目的としたシンポジウムへの協力に関すること。 

（４） その他必要な事項に関すること。 

（構  成） 

第３条 推進会議は、別表に揚げる者のうちから構成する。 

２ 委員の定数は、３０名以内とする。 

（調整機関） 

第４条 推進会議に、推進会議運営の中核となる調整機関を置き、次に掲げる事項を所掌

する。 

（１） 推進会議に関する事務の総括 

（２） 推進会議の開催 

２ 調整機関は、経済環境部産業政策課及び人権文化ふれあい部人権政策課とする。 

（会  議） 

第５条 推進会議は、必要に応じて委員以外の者から意見を聴取することができる。 

（任  期） 

第６条 委員の任期は、任命した日から平成２８年３月３１日とする。ただし、再任は妨

げないものとする。 

（謝  礼） 

第７条 委員には、会議に出席した日１日につき、８，０００円の謝礼を支払う。 

（補  則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、経済環境部

長が決定する。 
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附 則 

この要綱は、平成２７年６月１９日から施行する。 

この要綱は、平成２７年７月２２日から施行する。 

 

 

 

別表 

委 員 区 分 機 関 等 

公募の市民  

関係団体等の推薦を受けた者 

八尾市女性団体連合会 

八尾市母子寡婦福祉会 

その他関係団体 

女性の活躍推進に取り組んでいる市内事業所等の推薦を受けた者  

 

 

 



参考-4 

参考２ 女性の職業生活における活躍推進会議委員名簿 

 

 50 音順 敬称略 

委員区分 氏  名 

公募の市民委員 上原 佳代 

公募の市民委員 大町 紀子 

公募の市民委員 榊原 優子 

公募の市民委員 重野 貴美子 

公募の市民委員 津田 香織 

公募の市民委員 出向井 彩 

公募の市民委員 豊田 幸子 

公募の市民委員 野口 友里 

公募の市民委員 松倉 杏子 

公募の市民委員 南 由季 

公募の市民委員 山岡 美佐 

関係団体の推薦を受けた委員 樫本 佳子 

関係団体の推薦を受けた委員 小枝 奈津 

関係団体の推薦を受けた委員 定政 直子 

関係団体の推薦を受けた委員 中川 広子 

関係団体の推薦を受けた委員 森川 雅惠 

女性の活躍推進に取り組んでいる事業所等の推薦を受けた委員 中田 寛 

女性の活躍推進に取り組んでいる事業所等の推薦を受けた委員 中村 麻里子 

女性の活躍推進に取り組んでいる事業所等の推薦を受けた委員 中村 美津子 
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