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女性の職業生活における活躍推進シンポジウム 2017 概要 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 部 事例紹介 『「新・ダイバーシテイ経営企業１００選」表彰企業の取り組み』 

富士電子工業株式会社 代表取締役社長 渡邊弘子氏 

 

・本社は大阪府八尾市老原にあり、高周波誘導加熱装

置の設計製造開発、試作請負、受託加工を行う。 

・2014 年 3 月 国際市場の開拓に取り組んでいる

企業のうち、ニッチ分野において高いシェアを確保

し、良好な経営を実践している企業として「グロー

バルニッチトップ 企業 100 選」に選定。 

・2015 年「第 6 回ものづくり日本大賞優秀賞」。も

のづくりの第一線で活躍する各世代のうち、特に優

秀と認められる方々を顕彰する制度。 

・「新・ダイバーシティ経営企業 100 選」受賞。多様な人材が持つ能力を最大限発揮できる機

会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営への積極的

な取り組みを評価し、働き方改革や女性の職域拡大等の分野を設け、より広く経営に効果の

ある企業を選定するもの。ダイバーシティ経営が会社の力になっている。 

・日本の女性の就業率は、世界的にみて低い。またその中で、関西は全国的にみて特に低く、

最下位が奈良県、下から 2 番目が大阪府、下から 3 番目が兵庫県。関西の女性就業率を全

国平均まで引き上げると、年間 1 兆 5 千億の経済効果があるといわれる。 

日 時：平成 29 年 1 月 13 日（金） 13:30-15:00 

会 場：八尾商工会議所会館 3 階 大ホール 

次 第：シンポジウム『女性の職業生活における活躍推進』 

第１部 事例紹介 

          『「新・ダイバーシテイ経営企業 100 選」表彰企業の取り組み』 

第 2 部 パネルディスカッション 

          『女性も企業も輝く八尾市』 

参加者数：114 名 
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・ダイバーシティ経営を進めた背景として、通訳など海外と直接取引を行うための経営戦略と

しての観点や、女性社員の結婚・出産による退職や男性社員の介護による退職など、ライフ

イベントによる退職を防ぐ人材育成戦略としての観点がある。 

・具体的取り組みとして、倫理委員会を設立し、パワハラ、セクハラ、マタハラに関するトラ

ブルが発生したときに倫理委員会のメンバーが調査、確認、報告するシステム。スローガン

は「被害者はもちろん、誰も加害者を作らない」。 

・部署を超えて同じ査定表を使用し、仕事のスピード、正確さ等普遍的な評価をする。また、

年に 3 回、夏の賞与と冬の賞与、昇給のタイミングで評価、面談をする。 

・介護や小学校 3 年生未満の子どもを抱える方などを対象に、途中で抜ける、朝一時間遅く来

るなど、決められた時間単価分をディスカウントして出退勤の時間をその都度変えられるフ

レキシブルな働き方を導入。 

・子ども手当について、在学中の子どもについて１人目 10,000 円、2 人目 12,000 円、3

人目以降が 15,000 円を毎月支給。 

・報奨金制度について技術系だけでなく、事務系の簿記や漢検、TOEIC などの報奨も実施。 

・女性の役職者が 1 名から 6 名に、また、女性の平均勤続年数も 5 年前の 1.5 倍に上昇。 

・出産、育児、介護など、ライフイベントがあったときに、仕事が続けられない会社と、トー

ンダウンをしてでも仕事を続けることができる会社とでは、社員のモチベーションが違う。

会社の風土として、周囲もトーンダウンして休んでもいい、一時的にペースを落としても続

けられると思える会社にしていることが、男女ともに働きやすい職場で、魅力的な職場とな

る。そのことで、社員のモチベーションが上がり、職場が明るく新たな付加価値を生む好循

環となり、企業の力となっている。 

 

第 2 部 パネルディスカッション『女性も企業も輝く八尾市』 

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：卯川美樹氏、諏訪久美子氏、中田寛氏、渡邊弘子氏 

 

パネラー報告 ディスカッション 

子育てのため専業主婦であっても、PTA や子ども会活

動のほか、自宅でもできる仕事をするなど、活躍し、

輝く場はいろいろとある。 

専業主婦でも報酬が発生する仕事があ

る。雇用の労働につくばかりが女性活躍

ではない。 

介護は誰にでも起こりうる。介護を理由とする保育所

申請など、介護の問題を抱えていても仕事をする道を

探っている。 

八尾市では希望するこども全員を預け

られる体制をめざしており、整備される

ことが望まれる。 

トップによる多様な取り組み（ワークライフバランス

を考えた社内環境整備、倫理委員会等）や、個別の面

接を実施。 

数値目標を含めてトップが意識し、実践

する。「トップがリーダーシップをもっ

て動かせ」。 

何かあった都度の個別の対応では、特別扱いに感じら

れるため、制度として誰でも使える状態にすることが

大切。 

経営のスタンスとして、個別の対応から

誰でも使える制度化につなげる。迅速な

対応。 
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パネラー報告 ディスカッション 

制度の確立と合わせ、実際に使える制度となるよう組

織風土を変えていくためには、「親分の本気」が重要。

介護も子育てと同じとしており「制度を会社の力にす

る」、「せこい発想をやめろ」とアナウンスしている。 

「親分の本気」を示し、せこいことを言

うのではなく、業績として結果を出すこ

とで、支えあう環境が整い、女性活躍も

当たり前になる。 

若い世代の話も、なるほど、そういうふうに考える人

もいるのか、と聞く耳を持ち、柔軟に検討しないとい

けないと思うようになった。 

なるほどと思って新しく実践する企業

経営者は、非常にフレキシビリティ、柔

軟である。 

わがままと受けとられかねない柔軟な働き方について、管理職のひきつった笑顔ではなく、「いい

よ、安心してよ」というメッセージを伝えられるような受け取り方ができるようにしたい。 

今仕事を休んでいる方は、子育てに対する情熱と同じ

ように仕事に対しても情熱があることをアピールし、

そのための努力や勉強を忘れないでほしい。ご本人の

働き方と会社の在り方がウィンウィンでないとだめ。 

本日ご登壇いただいた方々は、十分にア

ピールはなさっている。後のコーナーに

意欲をお持ちの女性と人材を求める事

業者をつなぐ試みがある。 

子どもの巣立ちなど、仕事をしたいと思ったときに実

現できる社会であってほしい。 仕事に限らず PTA や子ども会活動な

ど、子どもたちが育っていく環境や地域

をよくしたいという思いを持っての活

動は貴重で、その環境で育った次世代が

社会を支えるメンバーになる。極めて大

切にしていかなければならないあり方。 

仕事を辞めるなど、どんな人生の選択をしても、自分

で選択した思いを咀嚼しながら進んでいくことが大

事。 

世間の既成の価値観に惑わされずに、自分のやりたい

ように、なりたいようになれる社会になったらよい。 

市民の方、とりわけ若い世代の方、大学生、高校生、中学生、小学生を含め八尾市に素晴らしい

企業があって、素敵な取り組みをやっていることや、若い世代にこういった考えの方たちがおら

れることを知らせて欲しい。 
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１.来場者アンケート結果 

参加者数：114 人 アンケート協力者（有効回答数）：65 人 アンケート回収率：57.0% 

 

１ あなたについて 

1-1 性別 

 

「女性」が 56.9%、「男性」が 43.1%と

なり、女性の割合が多い。 

 

 

 

1-2 年齢 

 

「40 代」が 35.4%、「30 代」が 15.4%、

「30 歳未満」が 16.9%であり、40 代以下

が約 7 割を占めている。 

 

 

 

1-3 職業 

 

「正規雇用」が 69.2%で最も多く、次い

で「会社役員等」が 16.9%である。 

 

 

 

 

２ シンポジウムについて 

2-1 何でお知りになりましたか？ 

 

「市政だより」が 29.2%、「商工会議所か

らのチラシ」が 21.5%、「その他」は 38.5%

である。その他について 18 件の記述があり、

社内案内やパネリストからの案内、

facebook などがあがっている。 

 

 

参考資料 

男性
43.1%女性

56.9%

30歳未満
16.9%

30代
15.4%

40代
35.4%

50代
21.5%

60歳以上
9.2%

無回答
1.5%

無職
7.7%

正規雇用
69.2%

非正規

雇用

（パート・

派遣等）
1.5%

会社役員

等
16.9%

無回答
4.6%

29.2%

21.5%

6.2%

6.2%

38.5%

0.0%

7.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

市政だより

商工会議所からのチラシ

地域の掲示板

市のホームページ

その他

八尾市おしごとナビ

無回答
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2-2 内容はいかがでしたか？ 

              

                 【第１部:事例紹介】  【第２部:ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ】 

第 1 部は、「満足」が 87.7%を

占め、「やや満足」が 10.8%であ

り、第 2 部は「満足」が 69.2%、

「やや満足」が 16.9%である。 

第 1 部、第 2 部どちらにおいて

も、「やや不満」「不満」はない。 

 

 

 

 

３ 今後、開催を希望されるセミナーは？＜複数回答＞ 

 

「ワークライフバランスと働き方改革」が 30.8%で最も多く、次いで「企業の取り組み

事例紹介」が 18.5%、「育休復職後、時短勤務者向け両立支援」「イクメン、イクボス」が

15.4%である。 

 

 

 

満足
87.7%

やや満足
10.8%

無回答
1.5%

30.8%

18.5%

15.4%

15.4%

13.8%

12.3%

10.8%

9.2%

9.2%

7.7%

7.7%

6.2%

4.6%

3.1%

1.5%

1.5%

0.0%

0.0%

0.0%

26.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

ワークライフバランスと働き方改革

企業の取り組み事例紹介

育休復職後、時短勤務者向け両立支援

イクメン、イクボス

女性の就労継続支援

ブラック企業

若年女性向けキャリアデザイン

ビジネスマナー

ダイバーシテイ

ブランクがある人のための再就職支援

助成金制度

自己分析、適職発見

労働条件、社会保険

両立支援関係法令

効果的な求人の出し方

事業主行動計画策定支援

応募書類の書き方

第一印象、面接対策

その他

無回答

満足
69.2%

やや満足
16.9%

無回答
13.8%
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自由記述 

○職場環境の整備について 

制度を変える必要があればすぐに変えるべきであり、何かあれば対応するのでは遅いということ。事例がない

というのは甘えであり、先を見て対応していくべきであるとシンポジウムを通じて改めて感じることができま

した。ご準備等大変だったかと思います。貴重なお話を聞くことができてよかったです。ありがとうございま

した。 

30歳未満

女性 

明日は我が身、せこいことを言わずみんなが働きやすい会社になっていけばいいなと感じました。また、主婦

でも家でできる仕事をし、いずれやりたいことができたらよいとおっしゃっていた卯川さんのご意見が印象的

でした。 

30歳未満

女性 

渡邊社長のお話を聞いて、フレキシブル性の高い短時間勤務の考え方、実施している状況、本当に素晴らしい

と思いました。経営者が子育てして働くことを応援してくれている、すごく有難いことだと思いました。お話

を聞けて本当に良かったです。生活環境の異なる専業主婦の方々や事業主の方々のお話、なかなか聞けること

がないので貴重なお話が聞けて良かったです。独身で働く女性のお話、仕事に対する思いなども聞いてみたい

と思いました。 

40代女性 

どなたのお話もそれぞれ興味深いものでした。渡邊弘子社長のお話で「女性は女性に厳しい」とあったのがま

さにそうだと思いました。でも「セコイこと言うな‼」が一番印象に残りました。持って帰ります。 
40代女性 

今回のようなシンポジウムに参加させてもらうのは初めてですが、知らなかった実情、想像外だった現状を知

れてよかったと感じました。関西企業の女性活躍の状態が国内で低いことは驚きでした。様々なメディアで社

内改革をした企業を取り上げていますが、それはほんの一部にすぎず時代が何世代たってもまだまだ女性、そ

れぞれ事情がある人たちの立場が、くみ取られていないのがわかりました。現在は大阪市在住ですが八尾市出

身でありますので、出身地にある富士電子工業に勤めることができて進んだ制度をもった会社に所属している

ことに非常に誇りと喜びを感じました。子育ては一段落しましたが介護についてこれから関わることになりま

すので、今回非常に参考になりました。 

40代女性 

企業の中の保育制度があるともっと働きやすく安心して勤められるのでは・・。難しいことかと思いますが。

とても女性向けの制度を取り組んだ素敵な会社だなと思いました。保育の加点の見直しの必要があると思いま

す。 

40代女性 

八尾市に富士電子工業のような取り組みをしている会社があるのを知りませんでした。心強く思います。障が

い者の雇用に関してもう少し知りたいと思いました（今回は女性の話なので質問は控えました）。 
40代女性 

渡邊社長のお話がとっても良いお話で聞けて良かったと思いました。「セコイことを言うな！」「親分が本気

であることを示せ！」このような女性トップがいらっしゃるなんて八尾市っていいなってすごく思いました。 
40代女性 

リーダーがリーダーシップをとって、働きやすい職場をつくることが、組織の雰囲気を良くし、業績を上げる、

成果を上げることに繋がる。「セコイことを言わない。」印象的な言葉でした。良い取り組みをしっかり周知

することの大切さを感じました。 

40代男性 

渡邊社長の取り組みに大変感銘を受けました。中小企業だからできる従業員を大切にする考えの下、会社の業

績も上げておられること、見習いたいと思います。 
50代男性 

第1部：大変聞き取りやすく、理解しやすい充実した内容でした。もっと長い時間で再度お聞かせ願いたいで

す。第2部：服部さんのまとめが大変上手です。自身もマネージャーとして女性の部下がいます。それぞれ新

婚や子育て中の人達ですが、多能工化の推進により、それぞれがうまくフォローしあえる体制を取っています。

「用事のある時はお互い様」の風土を大切にしています。 

50代男性 
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第1部での事例報告は素晴らしかったです。トップのリーダーシップの大切さ、取り組みの成果がしっかりと

業績に反映されていることが実感できました。このような企業が八尾で増えることを期待しています。介護と

保育の問題（諏訪さんのお話）が気になりました。一度研究したいです。 

60歳以上

女性 

女性が働きやすくなるためには、男性が家庭に協力できるように男性の労働面も考慮することが女性労働につ

ながると思う。 
50代女性 

制度としてしまうことが大切と、私もそう思いました。これから結婚して子どもを産んでと、将来を考えると

き、育休はあっても、次の子どものときはどうだろうとか不安な材料が満杯。不安がないから働けると思いま

す。 

年齢無回

答女性 

 

○シンポジウム構成について 

もう少し時間があればよかったです。 30代女性 

第2部について、女性就労の課題等もう少し具体的な話が多くなるとよかったと思いました。 30代男性 

素晴らしい様々な話を聞き、参考になりました。質疑応答の時間をもう少し設けてほしかった。 
60歳以上 

女性 

 

○女性の活躍について 

パネルディスカッションにて、働きたいという意思はあるが、様々な状況から現在働けていないというお話を

聞き、自分自身が今までそのような状況になったことがないため、参考になりました。パネリストの方の「そ

の時その時の自分の考えで働き方、生き方を選択していく」という言葉が印象に残りました。 

30代女性 

これから新卒として入った女性にとっては辞めなくてもいい環境整備が整っている一方で、女性の活躍に関し

て潜在人材ということを考えると、これまで辞めざるを得ず専業主婦となり、かなりブランクがある女性の方々

が多いのなら、その方々を受け入れる環境が不十分なのかなと思いました。ブランクがあって職につけたとし

ても働きづらそうだし…。 

30代女性 

活躍とは働くことと考えていましたが、専業主婦の方でも十分に社会とかかわりを持ち、活躍されているなと

感じました。八尾市の制度が市民のためになる制度に変わっていくことを期待します。副市長さんにも期待し

ています。 

40代女性 

 

○講演・パネルディスカッションについて 

主婦、企業それぞれの観点の意見が聞けてとても考えさせられました。 
30歳未満 

女性 

今回のシンポジウムで一番感じたことは、出産や育児において起こりうる出来事やその現状を把握できていな

いことが一番問題である、ということです。自分も含め、出産、育児の経験のある方でないとその過程で起こ

るイベントや問題がわからないということが最も深刻な問題だと思いました。自分の立場に立って考えること

ももちろん重要だと思いますが、その前にその人の立場を想像するだけで終わらせることなく、きちんと知り、

理解することが大切だと感じました。貴重なお話を聞かせていただき、とても勉強になりました。ありがとう

ございました。 

30歳未満 

女性 

市民委員の方の生のお話を聞くことができ、有意義でした。渡邊社長のお話も組織のトップとしてご活躍され

ていることを実感し、非常にたくましく感じました。 
30代女性 
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八尾市にこんなに進歩的な考えを持ち、行動され、経営されていらっしゃる女性社長様がいらっしゃることに

驚きと喜びの気持ちになりました。どうもありがとうございました。 
40代女性 

全くの異業種かつ従業員がいない現状ですが、非常にためになるお話でした。ありがとうございました。 40代男性 

初めての参加であった。思った以上に、自分がわかっているつもりであったが、わかっていないのは自分であ

ったことが理解できた。 
40代男性 

パネラーの発言で心に残ったもの。「労働することだけが女性の活躍の場ではない」「仕事から離れなければ

ならない状況（介護・子育て）と言っても、その時間を大切にする」「ことが起こってから変えるのではなく、

先に制度として作ることが大切」「経営者として『わがままな働き方を受け入れられるか』」 

40代男性 

八尾市としての素晴らしい取り組みであると感じました。ありがとうございました。 50代男性 

多様な立場のパネリストの意見、参考になりました。 50代男性 

素敵なキーワードを頂きました。 50代男性 

面白かったです。講演も良かったですし、パネルディスカッションも良かったです。 50代男性 

もっと勉強してもう一度参加し、実行していく。 
60歳以上 

男性 

 

○行政・社会への期待について 

本日発表や発言頂いた素晴らしい取り組みを行っている方、考えをお持ちの方、これらをいかに市全体に浸透

させていくか。そこがとても大切だと感じました。また、自身もそのような取り組みをされていることを聞き、

我が身のことを思い、色々と考えていかなければならないと強く思いました。ありがとうございました。 

30代男性 

2016年、2017年と委員をさせて頂き本当に勉強になりました。実際、周りでも子育てをしながら時短を取り、

働いている方を見ていつも感心していて「働く」ということに対しての意識の高さに感心しています。色々な

立場の皆さまとお話させていただく機会に恵まれたこと本当に感謝しています。ありがとうございました。 

40代女性 

私は管理職です。5歳と1歳の子供がおり、妻一人で子育てをするのは大変だと思い、新制度を利用し、朝7：

15～夕方5：45までの勤務形態で夕方から妻と共に子育てを行っています。妻も助かっていると言ってくれま

すし、子ども達も父親と夕方から一緒にいられるというのは教育上、情操教育にとても大切なことだと日々感

じています。管理職自らが制度を活用し、新しい働き方を部下に示すことは大事であると考えています。子育

てで接する妻の友人達と話をしていると、とても優秀な女性が多いことに気付きます。これらの人達が社会で

活躍できる制度を作っていかなければならないと気づかされるシンポジウムでした。 

40代男性 

渡邊さんのお話のように「先進的」な考えを持つ経営者の存在に依存していると思いました。しかし、まだま

だ「伝統的」な考えをもつ経営者も多いと思います。こういう状況の中でどのように「普及」させるのか、こ

れが課題だと感じました。 

40代男性 

副市長の最後のコメントが良くまとめられていて、今後の取り組みに関心を持っていきたい。 50代女性 

経営者と、子育てされている方の両方の生の声が聞けて良かった。行政が民間と同じような制度構築は難しい

と思うが、発想を変えること、それを実践する必要があると思う。 
50代男性 

女性が職業を持って活躍できるには、まだハードルがたくさんある。もっと社会（市、市民、会社）全体で考

える機会が多くなったらいいと思う。 

60歳以上 

男性 

 


