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あいちビジョン 2020 シンポジウム 
「人が輝き、すべての人が活躍する愛知づくり」 

日時 平成 26 年 10 月 20 日（月）14:30～16:30 

場所 栄ガスビル 栄ガスホール 

 

≪開会≫ 

（司会） 

 皆さま、大変お待たせいたしました。ただ今より、あいちビジョン 2020 シン

ポジウム「人が輝き、すべての人が活躍する愛知づくり」を始めさせていただ

きます。 

 まず初めに、開会に当たり、主催者である愛知県知事の大村秀章よりごあい

さつをいたします。 
 

≪主催者あいさつ≫ 

大村 秀章（愛知県知事） 

 

 本日は、あいちビジョン 2020 のシン

ポジウムにご参加いただきまして、誠に

ありがとうございます。開会に当たりま

して、主催者として一言ごあいさつを申

し上げます。 

 今年 3 月に、あいちビジョン 2020 を

つくらせていただきました。これはリニ

ア中央新幹線の開業を 2027 年目標としておりますが、その 2027年を踏まえて、

2030 年の愛知の在るべき姿を見据えながら、2020 年の目標をつくっていこうと

いうことで、去年の 4 月から 1 年間かけて、議論、検討してつくらせていただ

きました。 

 ですから、当初は 2020 年の東京オリンピックは入っていませんでしたが、年

度途中で開催が決定して、ちょうど 2020 年がいい目標のときになったのではな

いかと思います。ビジョンでは、リニア開業によって、首都圏と中京圏で 5000

万人の大交流圏が誕生するなか、それをどのようにして迎え撃ち、生かしてい

くのかということを念頭に置きながら、中京大都市圏づくり、また産業の革新、

拠点づくり、それからそれを支える人づくりという形の 3 本柱で構成させてい

ただいています。 

 そして何よりも大事なことは、日本を代表する中京大都市圏をつくることや、

そして産業の拠点をつくることを支えるのはやはり人ですから、人づくりをし

っかりとやっていきたいと思っています。 
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 愛知県では、そのような意味で産業人材の育成ということでプロジェクトチ

ームをつくらせていただいています。今年 11 月前半には、ESD（Education for 

Sustainable Development）に関するユネスコ世界会議、後半には技能五輪全国大

会と、障害者の全国アビリンピックを行います。そのようなことも含めて人づ

くりを進めていきたいと思います。 

 また、人づくりという点では、10 月 7 日にノーベル物理学賞を日本の科学者

3 名の方が受賞されました。そのうちの 2 人はわが愛知名古屋です。2001 年に

野依良治先生が受賞されて以降、日本人でノーベル賞を受賞されたのは 13 人お

りますが、6 人が名古屋大学の関係者ということで、われわれにとっては誇ら

しい限りです。そのような点でも、しっかりと愛知名古屋の力を盛り上げてい

ければと思います。 

 また、女性の活躍促進は大きな課題です。昨年 7 月に愛知県としては初めて

の女性副知事ということで、吉本副知事を指名させていただきましたが、その

彼女をリーダーとして、去年の秋から女性の活躍促進のプロジェクトチームを

つくってやらせていただいています。今の安倍政権、政府よりも先に始めたと

いうことをぜひご理解いただければと思っています。 

 また、9 月には、女性映画監督の国際映画を開催しました。役所がやると、

だんだん予算が切られていくので、大変申し訳ない思いをしていますが、こう

いうものは継続することが大事ですので、来年もしっかりとやっていければと

思います。来年が 20 周年ですので、盛り上げていくことも含めて考えていけれ

ばと思っています。 

 いずれにしましても、そのような人づくりをしっかりと進めていきたいと思

いますが、そういう中で、我々の周りでは非常に大きな明るいニュースが多く

ありました。先週の 10 月 17 日金曜日は二つありました。一つはリニア中央新

幹線の工事認可が国から下りました。課題はたくさんありますが、しっかり取

り組んでいきたいと思っています。東京－名古屋を 40 分で結ぶ夢のプロジェク

トです。 

 そして、同日ですが、私ども愛知県庁の本庁舎は昭和 13 年にできており、隣

の名古屋市役所の本庁舎は昭和 8 年にできておりまして、二つ揃って国の重要

文化財の指定が決まりました。昔の官庁の建物で国の重要文化財になっている

ものは幾つかありますが、あれだけ巨大な建物で、現役のメーンの庁舎として

二つ揃って使うというものは、他にはありません。そういう意味では、これは

県民、市民の大きな財産ですので、ぜひみんなで大事にしていきたいと思いま

すし、また、県民、市民の皆さんに大いに知っていただいて、盛り上げていけ

ればと思います。 

 それから、10 月 18 日土曜日は、日本初のビジネスジェット MRJ のお披露目

がありました。日本初のビジネスジェット機ということで、多くのテレビや新

聞にも取り上げていただきました。私もその時のインタビュー取材で答えまし

たが、MRJ の一番の特徴は、美しいフォルムです。胴体から羽根に行くところ

の曲げは、全部職人が叩いて造っています。それから鋲打ちも、全部手でやる
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というようなものは今時ありません。あのカーブの美しさは、まさに日本のも

のづくりの真骨頂ではないかと申し上げました。 

 また、県営名古屋空港の隣にある三菱重工業小牧南工場の隣に MRJ の量産工

場を造るということで、今、愛知県がその土地を整備しています。県の平面駐

車場を立体駐車場にして駐車場を空けるとともに、隣の国有地を県が購入し、

合わせて 7.2ha を整備中で、今年度中に完了する予定です。この場所で、アジ

アでここしかない飛行機の量産体制ができることも大いに楽しみです。 

 そのようなことも含めて、それを支えるのもやはり人ということで、今日は

「人が輝く社会の実現に向けて」をテーマに山極清子先生にご講演を頂き、そ

の後、後藤澄江先生にコーディネーターを務めていただいて、内田先生、白上

先生、そして吉川先生という５名の先生方に女性の活躍を含めて、「人が輝く愛

知」をテーマに、パネルディスカッションを行っていただきます。 

このシンポジウムが実りの多いものになり、また、この愛知名古屋が前に向

いて進んでいくということを心からご祈念、ご期待申し上げて、冒頭主催者を

代表してのごあいさつとさせていただきます。今日はよろしくお願いいたしま

す。ありがとうございました。 
 

（司会） 

 ありがとうございました。なお、大村知事は他の公務のためここで退出させ

ていただきます。どうもありがとうございました。 

 それでは、講演に移らせていただきます。株式会社 wiwiw（ウィウィ）社長

執行役員・昭和女子大学客員教授の山極清子様にご講演を頂きます。山極様の

ご略歴については、時間の都合もあり、誠に恐縮ですが、お手元にお配りして

いるプログラムへの掲載をもってご紹介に代えさせていただきます。 

 本日のご講演のテーマは、「人が輝く社会の実現に向けて～女性の活躍の視点

から～」です。それでは、山極様どうぞよろしくお願いいたします。 
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≪講演≫ 

演題「人が輝く社会の実現に向けて～女性の活躍の視点から～」 

講師 山極 清子 氏 

（株式会社wiwiw（ウィウィ）社長執行役員・昭和女子大学客員教授） 

 

 ただいまご紹介いただきました山極

でございます。いまほど大村知事が「リ

ニア開業によって、東京－名古屋を 40

分で結び、首都圏と中京圏で 5000 万人

の大交流圏ができる」というお話しをお

聞きし、これは、愛知県にとって大きな

チャンスだと確信しています。ずっとも

のづくりで日本をリードされた歴史が

あり、ぜひ女性の活躍とともに期待をしております。また、個人的なことで恐

縮ですが、私の夫が 20 年以上、名古屋市内の大学に勤めておりますので、愛知

県の支持者の一人でございます。 

今日は、お話しをさせていただく機会を頂戴し、光栄に存じます。私のプロ

フィールに記載させていただきましたように、資生堂の男女共同参画活動を 10

年ほど担当しました。今でこそ、資生堂は部下を持つ女性の管理職が約 30%で

高く評価されていますが、95 年当時は、管理職に占める女性割合は何と 3％台

でした。会社が女性活躍を推進するにあたり、精神力だけでは取り組めないの

で、厚生労働省の外郭団体（21 世紀職業財団）へ私を派遣し、事業課長に就い

ていろいろな訓練を受け 97 年に人事部へ復職しました。97 年から 5 年間組織

をあげてポジティブアクションに取組み、男女共同のアクションプラン第 1、

第 2・・と推進し、国内グループの女性管理職が約 30%になりました。 

ところで、女性活躍は、何のためにやるのでしょう。グローバル化の進展に

伴い企業の顧客もニーズも多様化してきています。会社の持続可能な発展には、

ニーズに対応した商品・サービスを生み出してお客さまにずっと支持していた

だける企業になることが目的です。 

 それでは、こちらのパワーポイントに沿ってご説明申し上げますが、私の担

当時間は 30 分でございますので資料のうちポイントのみお話しをさせていた

だきます。 
 

（以下スライド併用） 
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Ｐ１ 

 

ウーマノミクスはアベノミクスの中核
第68回国連総会における安倍内閣総理⼤⾂⼀般討論演説

（2013年9⽉26⽇）

○ いかにして、⽇本は成⻑を図るのか。ここで、成⻑の要因となり、成果ともなるのが、

改めていうまでもなく、⼥性の⼒の活⽤にほかなりません。

○ ⼥性にとって働きやすい環境をこしらえ、⼥性の労働機会、活動の場を充実させる

ことは、今や⽇本にとって、選択の対象となりません。まさしく、焦眉の課題です。

○ 「⼥性が輝く社会をつくる」――。そう⾔って、私は、国内の仕組みを変えようと、

取り組んでいます

世界経済フォーラム年次会議冒頭演説 (2014年) 

○ いまだに活⽤されていない資源の最たるもの。それが⼥性の⼒ですから、⽇本は⼥性に、輝
く機会を与える場でなくてはなりません。

○ ２０２０年までに、指導的地位にいる⼈の３割を、⼥性にします。

１
出所：内閣府

 

 

 

 テーマは、『人が輝く社会の実現に向けて～女性の活躍の視点から～』です。

女性活躍については、当時の森まさこ大臣が、熱心に取り組んでこられまして、

私たちが「若者・女性活躍推進フォーラム」などで提言させていただいたこと

が、具現化されつつあり嬉しく思います。 

このスライド「ウーマノミクスウーマノミクスはアベノミクスの中核」にあ

るように、総理が第 68 回国連総会の一般討論演説にて、「成長の要因となり、

成果ともなるのが、改めていうまでもなく、女性の力の活用にほかなりません。」

と力説され、 世界経済フォーラム年次会議冒頭演説 (2014 年) では、「いまだ

に活用されていない資源の最たるもの。それが女性の力なのだ」と発信し、女

性活躍推進をコミットメントしています。 
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Ｐ２ 

 

経 済 成 ⻑

なぜ⼥性の活躍が重要か？

我が国 ⼥性の年齢別労働⼒率の現状

⼥性の労働参加増加の効果

ゴールドマン・サックス 2014年5⽉

⽇本⼥性の就業率が男性並みに上昇すれば、最⼤でＧＤＰは13％上昇
IMF, 2012年10⽉
⼥性の労働⼒率が他のＧ７（除く伊）並みに上昇すれば、⼀⼈当たりＧＤＰはベースライン
よりも４％上昇。北欧並みになれば８％上昇

⼥ 性 の 活 躍
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就業希望者：315万⼈

我が国最⼤の潜在⼒
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意義

 労働⼒⼈⼝の増加
 優秀な⼈材の確保
 新たな財・サービス

3
出所：内閣府

 

 

 

 この右図は、どなたもご存じの、結婚・出産期に当たる年代に就業率が一旦

低下し、育児が落ち着いた時期に再び上昇するという、Ｍ字型就労カーブです。

一旦退職されたものの、就業希望者は、315 万人にも達しています。この方々

が活躍できたら、GDP が上昇するというものです。試算方法は何とおりかあり

ますが、IMF の試算では、仮にＧ７並みに上昇すれば、何と一人当たりは 4％

上昇。北欧並みになれば 8％にも上昇するといっています。もちろん、経済効

果だけでなく、女性自身の自己実現もできるのです。 
 

  



7 

Ｐ３ 

 

⼥性活躍推進の経営効果 ＜データ分析＞
 ⼥性の活躍推進が進む企業ほど経営指標が良

く、株式市場での評価も⾼まる。
 ワークライフバランス（WLB）に取り組む企業

の⽅が 業績が良い傾向が⾒られる。
 世界では、⼥性役員⽐率が⾼い企業の⽅が、ROE、ROS、ROICなどの

経営指標が良い傾向。
 育児介護⽀援や柔軟な職場環境推進に取り組む企業は、何もしない企業

に⽐べ、粗利益率が２倍以上⾼い。

企業の業績と⼥性役員の⽐率 WLBに対する取組と粗利益率の関連
（「何もしない型」の粗利益率を１とした場合）

 ⽇本でも、⼥性の活躍推進に取り組んでいる企業（均等推進企業表彰企
業）は、株式パフォーマンスがＴＯＰＩＸ平均を上回る⽔準で安定して
上昇する傾向。

 ⼈材活⽤の観点からの積極的なＷＬＢ推進の取組は、企業の全要素⽣産
性（ＴＦＰ）向上に寄与する傾向。

均等推進企業表彰銘柄
の対TOPIX超過累積
リターン（平均値）

WLBに対する取組とTFPの関連

4
 

 

 

 最近、日本でも女性活躍と経営パフォーマンスの相関関係データが出ていま

すが、この左上の図は全米上位 500 社を対象にしたものです。女性の役員が多

いグループと少ないグループを比べた場合、前者の方がずっと業績が高いとい

うデータです。それから、左下は日本の実証データです。大和証券が均等推進

企業表彰受賞企業を調査した結果、表彰した企業は株式パフォーマンスが

TOPIX 平均を上回る水準で安定して上昇する傾向があるという結果も出てい

ます。 

 右側の 2 つは、従業員に対し、仕事と育児・介護との両立支援や働きがいが

持てるような職場環境推進に取り組む企業は、何もしない企業に比べ、粗利益

率が 2 倍以上高いというデータです。働きがい、やりがいが感じられる企業に

は、良い人材も集まって一層パフォーマンスが期待できます。 
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Ｐ４ 

 

⽇本再興戦略の推進【主要施策 平成25年6⽉14⽇】

指導的地位に占める⼥性の割合を
少なくとも30％程度

 25歳〜44歳の⼥性就業率 ：73％（2012年：68％）
2020年
成果⽬標

Ｋ Ｐ Ｉ

1. ⼥性の活躍促進や仕事と⼦育て等の両⽴⽀援に取り組む企業に対するイン
センティブ付与等

2. ⼥性のライフステージに対応した活躍⽀援

 助成⾦、税制優遇
 企業における好事例の顕彰等：総理表彰
 個別企業の役員・管理職等の登⽤に関する情報の開⽰促進

 結婚・出産・⼦育て期における継続就業⽀援：育児休業給付率のアップ等
 再就職に向けた⽀援：⼥性の学び直し
 起業等再チャレンジに向けた⽀援：創業補助

3. 男⼥が共に仕事と⼦育て等を両⽴できる環境の整備
 ワーク・ライフ・バランスの推進：テレワーク、労働時間法制の⾒直し
 待機児童解消加速化 5出所：内閣府

 

 

 これは、日本再興戦略における KPI 2020 年成果目標と施策の内容です。指導

的地位に占める女性の割合を少なくとも 30％程度にすることを掲げています。

先進国ではすでに女性管理職比率が 3～4 割に達していますが、日本はまだ約 1

割と先進国では最下位なのです。 

なぜ、30％なのでしょうか。カンターによれば、組織の中の管理職者の大半

が片方の性（男性だけ、あるいは女性だけ）であった場合、その属性集団が“特

別な存在”として扱われ、限定的で象徴的な役割しか与えられないことになる

といっています。日本では、女性管理職の数が少なく、問題はその組織構造そ

のものにあるから、この構造を変えるために実効性を高める数値目標を立てる

必要があるのです。 

KPI 2020 年成果目標の 2 つめは、25 歳～44 歳の女性就業率を 73％にするこ

とが掲げられました。これらの実現に向け、企業に対して女性の活躍促進や仕

事と子育て等の両立支援に取り組む企業に対するインセンティブ付与等、女性

のライフステージに対応した活躍支援、男女が共に仕事と子育て等を両立でき

る環境の整備をあげています。 
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Ｐ５ 

 

安倍総理から経済界への要請

安倍総理から経済界への要請 平成25年4⽉19⽇

「全上場企業において積極的に役員・管理職に⼥性を登⽤していただきたい。
まずは、役員に⼀⼈は⼥性を登⽤していただきたい」

各企業で⼥性の役員・管理職への登⽤が進んでいる

 ⼥性役員の任命
 ⺠間企業（100⼈以上）の管理職の⼥性⽐率が増加

6.9% (2012年6⽉) ⇒ 7.5% (2013年6⽉) 

５

出所：内閣府

  
総理が、すべての上場企業において役員に 1 人は女性を登用してほしい、と、

要請がありました。それを受け、大企業も変化しており、今までなかなか登用

されなかった金融界にも、執行役員を登用するなど増えています。今後は徐々

に上がってくると思います。 
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Ｐ６ 

 

育児休業給付の充実

給付の増加 (2014年4⽉1⽇施⾏) 

育児休業給付を休業開始前賃⾦の50％ ⇒ 67％ に引き上げ（休業開始後６⽉）
男⼥ともに育児休業を取得することを更に促進 (育児休業取得率(2013年度速報) 男性2.03% ⼥性76.3%）

育児休業給付は⾮課税となっていること、また、育児休業期間中には社会保険料免除措置があることから、休
業前の税・社会保険料⽀払後の賃⾦と⽐較した実質的な給付率は８割程度となる。

9出所：内閣府  

 

 

 育児休業給付が今年の 4 月から引き上げられたことをご存じですか。休業開

始前賃金の 50%だったものが、67%へとアップしています。 

さらに、育児休業給付は非課税ですし、育児休業期間中には社会保険料が免

除されますから、休業前の税・社会保険料支払後の賃金と比較した実質的な給

付率は 8 割程度となります。経済面での不安を抱えていた男性も安心して育休

を取っていただけるのではないかと思います。 
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Ｐ７ 

 

⼥性の活躍「⾒える化」サイトの新設

上場企業◯個別企業のデータを内閣府
ＨＰで公表

◯業種ごと（33業種）にデータを
整理

◯統⼀フォーマット（⼀覧表）を
採⽤

◯主な項⽬
・管理職・役員の⼥性⽐率等
・⼥性登⽤の⽬標
・育休取得者（男性内数）
・⽉平均残業時間

【公表している企業数
（2014.8.29現在）】

上場企業3,552社中
1,223社（34.4％）

出所：内閣府

 

 

 もう既にご覧になっている方も多いと思いますが、内閣府に女性の活躍「見

える化」サイトが新設され、個別企業のデータを HP で公表しています。公表

している企業数は、2014.8.29 現在、上場企業 3,552 社中 1,223 社と約 3 割で、各

社の管理職・役員の女性比率や女性登用の目標、育休取得者（男性内数）、月平

均残業時間などの実数が確認できます。 

私は、学生さんたちと一緒にこのデータをみて、働きがいのある会社かどう

か、企業の評価をしています。 
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Ｐ８ 

 

「⽇本再興戦略」改訂2014－未来への挑戦－（平成26年６⽉24⽇閣議決定）
新たに講ずべき具体的施策（Ⅰ）

① 「放課後⼦ども総合プラン」→「⼩１の壁」を打破
② 保育⼠確保対策の着実な実施
③ ⼦育て⽀援員（仮称）の創設

⇒幅広い⼦育て⽀援分野で主婦等が活躍できるよう認定の仕組みを創設。

④ 安価で安⼼な家事⽀援サービスの実現
⇒利⽤者負担が低い、安⼼なサービスが供給される仕組みを構築するため、
推進協議会を設置し、年度内に検討・結論。

⑤ 国家戦略特区における家事⽀援⼈材の受⼊れ

育児・家事⽀援環境の拡充

出所：内閣府

 

 「日本再興戦略」の新たな具体的施策の 1 つ目として、育児・家事支援環境

の拡充があげられています。なかでも子育てしながら働いている世帯の「小 1

の壁」対策は、ぜひ、早期に実現していただきたい課題です。 

「小 1 の壁」といいますのは、子どもを保育所に入れている間は、延長保育

を利用することができますが、小学校に入学すると終了時間が早いため、親は、

仕事を早めに終えて、子どもの迎えに行かなければならないため、仕事と育児

の両立が困難になってしまうというものです。 

現在、放課後児童クラブの登録児童数は、約 90 万人にも達していますが、2019

年度末までに受け皿を拡大するというものです。 
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Ｐ９ 

 

「⽇本再興戦略」改訂2014－未来への挑戦－（平成26年６⽉24⽇閣議決定）
新たに講ずべき具体的施策（Ⅱ）

企業等における⼥性の登⽤を促進するための環境整備

⑥ ⼥性の活躍推進に向けた新たな法的枠組みの構築
・国、地⽅公共団体、⺠間事業者における⼥性の登⽤の現状把握、⽬標 設定、⾃主

⾏動計画の策定等、各主体がとるべき対応について、検討。

⇒公共調達や各種補助事業に関し、取組指針を策定 （※８⽉５⽇策定）
⇒改正次世代育成⽀援対策推進法に基づくインセンティブ付与の検討等、

両⽴⽀援に積極的に取り組む事業主への⽀援等拡充。

⑦ 企業における⼥性登⽤の「⾒える化」及び
両⽴⽀援のための働き⽅⾒直しの促進

⇒有価証券報告書における役員の⼥性⽐率の記載を義務付け等。
⇒⼥性の登⽤状況等に関する企業情報の総データベース化。
⇒⻑時間労働の削減やテレワークの推進。

出所：内閣府

 

 

 

 新たな具体的施策の 2 つ目として、企業等における女性の登用を促進するた

めの環境整備です。ポイントは、女性の活躍推進を後押しする法律の制定、企

業における女性登用の「見える化」、両立支援のための働き方見直しの促進です。 

女性が企業で活躍するには、このような、女性登用施策と長時間労働の削減な

どの WLB 施策の両方をやっていくことで登用の成果が挙がります。そのベー

ス化をしっかりやるということです。 
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Ｐ１０ 

 

経済界との意⾒交換会（平成26年６⽉24⽇）

政府の経済界への要請

２０２０年までに指導的地位に占める⼥性の割合３０％を達成するため、特に
次の３点をお願いしたい。

① 各企業において、実情に応じて、主体的に、⼥性登⽤に向けた⽬標を設定し、
⽬標達成に向けた⾃主⾏動計画を策定する。

② 有価証券報告書における役員⼥性⽐率の記載をはじめ、各企業における⼥性登
⽤状況等の情報開⽰を積極的に進める。

③ 政府としても、国が率先して取り組んでいくことはもちろん、国・地⽅公共団
体・企業、それぞれの主体における⼥性登⽤促進のため、実効性の⾼い新たな
法的枠組みを構築する。 スピード感を持って検討していくので、 経済界の皆
様のご協⼒願う。

16出所：内閣府
 

 

 

 これは、今年の 6 月に総理と森大臣（当時）が経済界と意見交換会を開催し、

経済界に対して、2020 年までに指導的地位に占める女性の割合 30%を達成する

ため、協力を依頼した内容です。 

その 1 つが、 各企業において、実情に応じて、主体的に、女性登用に向けた

目標を設定し、目標達成に向けた自主行動計画を策定していただくこと。 

 2 つは、有価証券報告書には役員女性比率の記載をはじめ、各企業の女性登

用状況等の情報開示を積極的に進めていただくことです。影響力のある上場企

業が自主的に行動計画に取り組み、女性登用状況を開示されれば、社会も変わ

ると期待しています。 
 

  



15 

Ｐ１１ 

 

⼥性が輝く社会の実現に向けた全国的なムーブメント

「輝く⼥性応援会議」
・総理主導で平成２６年３⽉２８⽇にキックオフ・イベント

地域版「輝く⼥性応援会議」

「輝く⼥性の活躍を加速する男性リーダーの会」
・企業において⼥性の活躍促進に具体的・実践的に取り組んでいる男性

リーダーによる「⾏動宣⾔」を策定・発表 （６⽉２７⽇）

『輝く⼥性応援会議』
オフィシャルブログ

・アメーバブログに「『輝く⼥性応援会議』オフィシャルブログを６⽉２４⽇に開設

⼥性が輝く社会に向けた国際シンポジウム
ＷＡＷ！ Ｔｏｋｙｏ ２０１４ (World Assembly for Women) 
平成２６年９⽉１２⽇〜１４⽇開催予定

17出所：内閣府
 

 

 

 女性が輝く社会の実現に向けた全国的なムーブメントが起きています。  

今年の 3 月 28 日に開催された「輝く女性応援会議」のキックオフ・イベント

を皮切りに、「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」が立ち上がりまし

た。女性の活躍は、男性の理解なくして実現は困難です。とりわけ、企業では、

トップのコミットメントが実現のカギを握っています。上場企業の経営者を中

心にダイバーシティに積極的に取り組んでおられる男性リーダーによって「行

動宣言」がなされました。 

実際にカナダで成功している男性リーダーの会があり、それを模倣したもの

ですが、日本も良い方向に変わっていくと期待しています。 
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Ｐ１２ 

 

経団連 ⼥性の役員･管理職登⽤呼びかけ

18

◯2014年4⽉、「⼥性活躍アクション・プラン」を公表
⇒⼥性の活躍推進の加速化に向けた経団連の

アクション・プランを策定
⇒会員企業約５０社の⼥性の役員・管理職登⽤に関する

⾃主⾏動計画を7⽉、経団連ウェブサイト上で公開

◯全企業会員代表者に対し、「⼥性の役員・管理職登⽤に
関する⾃主⾏動計画の策定・掲載のお願い」を発信

⇒会員から寄せられた⾃主⾏動計画は、年内を⽬途に
公表予定

出所：内閣府
 

 

 

 2014 年 4 月、経団連は、女性の活躍推進の加速化に向け「女性活躍アクショ

ン・プラン」を策定しています。会員企業約 50 社の女性の役員・管理職登用に

関する自主行動計画を経団連ウェブサイト上で公開し、全企業会員代表者に対

し、「女性の役員・管理職登用に関する自主行動計画の策定・掲載のお願い」を

発信しました。会員から寄せられた自主行動計画は、年内を目途に公表される

予定です。 

日本の企業は、横並び意識が強いので、女性活躍が進むと思われます。 
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Ｐ１３ 

 

経済同友会経営者の⾏動宣⾔

19

「意思決定ボード」のダイバーシティに向けた
経営者の⾏動宣⾔

〜競争⼒としての⼥性管理職・役員の登⽤・活⽤〜
2012年5⽉

◯「意思決定ボード」のダイバーシティは、グローバル
経営戦略における重要な要素であり、経営者⾃らが
実現すべきテーマ

◯⼥性が「意思決定ボード」のメンバーとして経営や事業の
意思決定に関る役割を担っていくための施策を整理すると
共に、経営トップをはじめとした経営者がリーダーシップ
を発揮し、⼥性の管理職・役員への登⽤・活⽤に向け⾏動
宣⾔

出所：内閣府
 

 

 

 経済同友会は、2012 年 5 月「意思決定ボード」のダイバーシティに向けた経

営者の行動宣言を行い、「競争力としての女性管理職・役員の登用・活用」を目

指しています。  

「意思決定ボード」のダイバーシティは、グローバル経営戦略における重要な

要素であり、経営者自らが実現すべきテーマとして取り組んでいるので、実効

性が高いと期待しています。 
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Ｐ１４ 

 

ファミ・フレ度と雇⽤均等度が⾼いほど企業の⼀⼈当たりの売上と
経常利益が⾼くなる

出所：学習院⼤学 脇坂教授と労働政策研究・研修機構の調査

20

ファミリー・フレンドリー度

A＝102.3
B=3.98

A=85.4
B=2.25

A=67.3
B=3.36

A=62.1
B=1.45

高

Ⅰ（象限）Ⅱ

Ⅲ Ⅳ
低

※ A=1人当たり売上(百万円）
B=1人当たり経営利益(百万円）

低

高

雇
用
均
等
度

企業が⼥性⼈材を活かす必要性

出所：内閣府
 

 

 

 この図表は、ファミリー・フレンドリー度と雇用均等度が高いほど企業の一

人当たりの売上と経常利益が高くなるという実証研究結果です。上の方はそこ

が高く充実しているところです。そして右の方の「雇用均等」は、女性が管理

職に登用されていたり、ダイバーシティが浸透されていたりという雇用均等度

が高い方です。両方高いところが第Ⅰ象限です。そこをご覧いただくと、A が

1 人当たりの売上です。B が 1 人当たりの経常利益で、100 万円単位で一番高く

なっています。 

 また、女性が最も生き生きできる職場であるということが、別の調査からも

分かっています。目指すはここです。愛知県もぜひここを目指してやっていた

だければと思います。 
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Ｐ１５ 

 

○海外⽣産⽐率は海外進出企業ベースで33.7％（2012年度）
○現地法⼈売上⾼は全産業で199兆円（2012年度）

現地法人売上高の推移

出所：経済産業省 「第43回海外事業活動基本調査」（2012年）

15.6 16.2 16.7
18.1 19.1

17 17
18.1 18

20.3

29.7 29.9 30.6 31.2
33.2

30.4 30.5
31.9 32.1

33.7

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

国内全法⼈ベース 海外進出企業ベース

(%)

海外生産比率の推移(製造業)

企業が⼥性⼈材を活かす必要性

出所：経済産業省 「第43回海外事業活動基本調査」（2012年）

 

 

左側は、海外の生産比率が年々高くなっているという図です。右の方は現地

法人の売上高がどんどん高くなっていて、売上高においては 2012 年度 199 兆円

を超しています。このように、年々海外の市場が大きくなってきています。 
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Ｐ１６ 

 

○企業は、海外のお客さまに対応できる新商品・サービスの開発が求められる
○新商品・サービスの開発に当たり、市場ニーズの把握や商品企画・研究等の⼈材確保が重要

中⻑期戦略 新商品・サービスの開発に関する課題

出所：内閣府経済社会総合研究所 「平成21年度企業⾏動に関するアンケート調査」 出所：内閣府経済社会総合研究所 「平成21年度企業⾏動に関するアンケート調査」
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 企業では、海外のお客さまに対応できる新商品・サービスの開発が求められ、

新商品・サービスの開発に当たり、市場ニーズの把握や商品企画・研究等の人

材確保が重要になって参ります。 

ところが、ここができていないというのが課題でございます。というのは、

日本国内で女性たちを登用して、活躍させることができていないのです。それ

が、中国、韓国、アメリカなど海外に行ってできるかどうかというのは非常に

疑問です。まずは、日本の女性の活躍・登用を実現し、次にどんどん海外の職

場で活躍していただければさらに市場拡大も夢ではありません。今や生活必需

品の購買決定権は、日本では女性が 74％握っています。海外は 64％です。です

から、女性たちの心をつかまないと商品は売れません。そして、ニーズも把握

できないといえましょう。 
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Ｐ１７ 

重松建設株式会社

○ リケジョの営業や現場監督が、
顧客との強い信頼関係を構築

○ 女性ニーズに応える商品開発で
成約件数が伸び、顧客満足度も向上

株式会社東芝

○ 女性管理職育成施策の卒業生により、
裸眼３Ｄディスプレイの開発プロジェクトに成功

○ 女性の目線を活かした「ママゴコロ家電」シリー
ズを開発（野菜の鮮度保持能力を向上させた冷蔵庫等）

日産自動車株式会社

○ 車の購買決定権の６割を占める女性ニーズを
設計に反映させるため、女性中心の商品開発に
より継続的にプロダクトイノベーションを実現

○ 子どもを抱いて乗り降りしやすいよう、85度まで
開く後席ドアを採用し、ガソリン登録車５ヶ月
連続販売台数１位を達成

ＴＯＴＯ株式会社

○ 女性技術者が女性ニーズを反映した

商品開発を実施

○ 女性の清潔志向に対応し、ウォシュレットのノズル・
便器を除菌する「きれい除菌水」を開発、業績向上
に貢献

（愛媛県、中小）

出所：経済産業省

ヒット商品を⽣む等 経営パフォーマンスを⾼める

企業が⼥性⼈材を活かす必要性

 次の資料は、ダイパーティ経営企業 100 選が女性活躍推進を加速化している

というものでございます。多様な人材の能力を最大限発揮させることにより、

イノベーションの創出、生産性向上等 の成果を上げている企業を表彰しており、

評価の ポイントは、実践性、革新性、先進性です。経産省がカを入れて推進し

ています。 

実際に女性が活躍して経営パフォーマンスに貢献している事例をご紹介しま

しょう。 

例えば重松建設さんですが、ここでは、リケジョの営業や現場監督が、お客

さまとの信頼関係を構築し、女性ニーズに応える 「女ゴコロのわかる家」を設

計して、成約件数を伸ばし、顧客満足度も向上したというものです。 

東芝さんは、女性の生活者視点を活かして野菜の鮮度・保持能力を向上させ

た冷蔵庫や掃除機を開発しました。 

右下の T O T O さんでは、女性技術者が女性のニーズである「清潔志向」に

対応した「きれい除菌水」というのを開発して、これもヒット商品になってい

ます。 

日産さんは、女性が好むデザインの車の開発をはじめ、子どもを抱いて乗り

降りしやすいよう、85 度まで開く後席ドアを採用するなど成果を出しています。 

愛知県はものづくり王国でもありますので、どんどん女性たちその現場で活

躍できれば、まず、お客さまに喜んでいただけますし、大いに売上増が期待で

きます。 
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Ｐ１８ 
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企業が⼥性⼈材を活かす必要性

10年前総合職で採⽤された社員の現在の職位を男⼥で⽐較すると
⼥性は離職者が６５%と多く、管理職の割合が極めて少ない

出所：平成25年版男女共同参画白書

 

 

 

 さて、この 2 つの図をじっくり比較してみてください。10 年前総合職で採用

された社員の現在の職位を男女で比較したものです。女性は離職者が 65%と多

く、係長の役職の割合見ると、女性の方は 11％で、男性は 34.6％と 3 倍に達し

ています。この 10 年間でなぜ、こんなに差がつくのでしょう。入社試験で成績

の上位者は、女性です。しかし、10 年後はこんなに変わってくるのです。それ

は日本的雇用慣行が温存されていて、企業組織が男性中心になっているという

ことと、相変わらず女性たちが子どもを産んで辞めてしまうということや、キ

ャリア形成がうまくいっていない証左であるということです。 
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Ｐ１９ 

 

韓国における「積極的雇⽤改善措置」2006年〜
⼤企業に、⼥性管理職⽐率等の提出を義務付
規模別・産業別の平均値の60%未満の企業に

対して改善命令
→１％／年ペースで管理職⽐率上昇

（現在約16%）

○フランス､ノルウェー､オランダ､アイスランド、
スペイン等では、上場企業に対し、取締役会の
クオータ制（⼥性⽐率30〜40％）を導⼊
ＥＵ全体としても、導⼊を検討中

○英国でも、主要100社について「2015年ま
でに 取締役会の⼥性⽐率25%」を⽬標に掲
げ、毎年 進捗確認・公表

→1年で、12.5%から17.3%に上昇

＜韓国＞

＜欧州＞

（備考） １．労働⼒調査（基本集計）（平成24年）（総務省）、データブック国際労働⽐較
2012（(独)）労働政策研究・研修機構）より作成。
２．⽇本は2012年、オーストラリアは2008年、その他の国は2010年のデータ。
３．「管理的職業従事者」とは、会社役員、企業の課⻑相当職以上、管理的公務員等をいう。
また、管理的職業従事者の定義は国によって異なる。
４．総務省「労働⼒調査」では、平成24年1⽉結果から、算出の基礎となる⼈⼝が24年国勢調査
の確定⼈⼝に基づく推計⼈⼝（新基準）に切り替えられている。

役職別管理職に占める⼥性割合
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各国の積極的な取組が進む中、格差は広がり、⽇本の管理職の⼥性⽐率は

先進国の中で最低⽔準

企業が⼥性⼈材を活かす必要性

 

 

 

 管理職に占める女性比率は、このグラフのように先進国の中で最低水準にあ

ります。お隣の韓国は、日本でいうところの厚生労働省が大企業を訪問して実

態把握と対策を講じていますので、2～3 年後には日本を追い抜くという勢いで

す。 

右下の図をごらんください。フランス、ノルウェー、オランダ等欧州では、

上場企業に対し、取締役会のクオータ制、具体的には取締役に占める女性比率

を 30～40%に割り当てようとその制度導入を検討しているというものです。日

本の場合、役員等に占める女性割合では全業種 1. 2% に過ぎません。欧州の議

論の中心が、意思決定ボードメンバーという点が先進的です。なぜ、そうか、

と申しますと、人口の半分は女性であり、先ほどの購買決定権が誰かというと

ころに依拠しているわけでございます。 
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Ｐ２０ 

 

2013順位 国 名 値
１ アイスランド 0.8731
２ フィンランド 0.8421
３ ノルウェー 0.8417
４ スウェーデン 0.8129
５ フィリピン 0.7832
６ アイルランド 0.7823
１０5 ⽇本 0.6498

⽇本は136カ国中105位と低下した（前年は101位）

出所：2013世界経済フォーラム 男⼥格差報告書より GGI 

26

0が完全不平等、1が完全平等

企業が⼥性⼈材を活かす必要性

 

この表は、2013 年 世界経済フォーラムの報告で、男女平等度を見たもので

ございます。0 が完全不半等、l が完全平等です。日本は、0. 6498 で、カウン

トできる国のうち 105 位という非常に低い位置にあるのが実態です。 

その要因として、政治家に占める女性割合と民間企業の管理職登用比率が少な

いことがあげられています。 
 

 さて、終了のお時間が参りましたので最後にまとめますと、これまで企業組

織で十分活躍していなかった女性が商品開発やマーケティング等を担当するよ

うになりますと、新たな商品を生み出したり、販売方法を開拓したりするよう

になり、結果として企業の業績向上につながるようになります。このような企

業が多くなれば、愛知県も一層経済発展するようになるでしょう。そして、そ

れは女性の自己実現だけでなく、男性もご自身の妻が活躍したり、あるいはご

自身の娘さまが活躍されることでもあり、喜ばしいことにもなりますので、ぜ

ひみんなで応援しながら登用についても真剣に考えていただきたいと思います。

私の話は以上です。ありがとうございました。 
 

（司会） 

 山極様、どうもありがとうございました。いま一度、大きな拍手をお送りく

ださい。  
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≪パネルディスカッション≫ 

テーマ：「人が輝き、すべての人が活躍する愛知づくり」 

 

コーディネーター 

後藤 澄江 氏（日本福祉大学 教授・社会福祉学研究科長） 

 

パネリスト 

内田 俊宏 氏（中京大学 経済研究所 研究員） 

白上 昌子 氏（NPO 法人アスクネット代表理事） 

山極 清子 氏（株式会社 wiwiw（ウィウィ）社長執行役員・昭和女子大学客員教授） 

吉川 雅博 氏（愛知県立大学 教育福祉学部 教授） 

 

（司会） 

 それでは、パネルディスカッションに

移らせていただきます。本日のテーマは、

「人が輝き、すべての人が活躍する愛知

づくり」としております。 

 それでは、コーディネーターおよびパ

ネリストの皆さまをご紹介します。コー

ディネーターは、日本福祉大学教授、社

会福祉学研究科長の後藤澄江様です。 
 

（後藤氏）よろしくお願いします。 
 

（司会） 

 続いて、パネリストの皆さまです。会場の皆さまからご覧になって左側から、

中京大学経済研究所研究員の内田俊宏様です。 
 

（内田氏）よろしくお願いします。 
 

（司会）NPO 法人アスクネット代表理事の白上昌子様です。 
 

（白上氏）よろしくお願いします。 
 

（司会） 

そして、先ほどご講演を頂きました、株式会社 wiwiw 社長執行役員、昭和女

子大学客員教授の山極清子様です。 
 

（山極氏）よろしくお願いします。 
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（司会）そして、愛知県立大学教育福祉学部教授の吉川雅博様です。 
 

（吉川氏）よろしくお願いします。 
 

（司会） 

 なお、皆さまのご経歴については、時間の都合もあり、誠に恐縮ですが、お

手元のプログラムへの掲載をもってご紹介に代えさせていただきます。 

 それでは、パネルディスカッションの進行については、コーディネーターの

後藤様にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 
 

（後藤氏） 

 皆さんこんにちは。コーディネーターを務めさせていただく後藤です。本日

は、たくさんの皆さまにお集まりいただきましてありがとうございます。コー

ディネーターとして、このシンポジウムが県民の皆さまをはじめ、多様な主体

の皆さまにご理解、ご協力いただける機会となりますように進めていくことが

できたらと願っております。 

 それでは、早速ディスカッションに入りたいと思います。本日のテーマは、

「人が輝き、すべての人が活躍する愛知づくり」ということです。これはあい

ちビジョン 2020 の中で目指すべき愛知の姿の一つとして掲げられていること

です。お手元のビジョンのパンフレットの 6 ページをご覧ください。 

 これからの人口減少社会を見据え、性別や年齢、そして障害の有無や国籍な

どにかかわらず、誰もがそれぞれのライフステージで生き生きと活躍し、社会

全体、全員参加で支える社会を目指していくことが重要になると考えられます。

本日のディスカッションでは、そのような社会の実現を目指すため、どのよう

な人材づくり、人づくりが必要なのか、また、その実現のためには、個人や企

業、そして行政がするべきことは何かを中心に発言を頂きたいと思います。 

 それでは、1 巡目のご発言として、各パネリストの方に自己紹介も兼ねて、

これからの人材育成、人づくりの在り方や課題についてお話しいただきたいと

思います。皆さまの日ごろの活動や研究成果なども踏まえて、ご発言を頂きた

いと思います。 

 それでは、最初に内田さんからご発言をお願いしたいと思います。よろしく

お願いします。 
 

（内田氏） 

 中京大学経済研究所の内田と申します。2 カ月前まで銀行系シンクタンクの

三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングに在籍しておりましたが、愛知の将来に

とっても人づくりが重要という思いもあり、大学に移ることにいたしました。

これからも頑張りたいと思います。 

 さて、あいちビジョン 2020 のシンポジウムに呼んでいただきましたが、本日
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たまたまですが、女性閣僚 5 人のうち 2 人が辞められるという日に当たってし

まいましたが、民間レベルでは政府の成長戦略に沿った形で、女性の活躍の場

が増えています。加えて、シニア層もいろいろな分野で活躍しはじめています。 

 私は、あいち産業労働ビジョンの 2016～2020 年の策定委員も担当しています

が、そこでも、例えばグローバル企業の海外での事業展開や国内立地、観光交

流、中小企業、次世代産業と、全ての分野で愛知県は人づくりを重視していく

という方針を打ち出していて、非常に重要な視点だと思います。その背景につ

いてお話させていただきます。 

 まず、愛知県の人口ですが、2015 年をピークに人口減少に転じていきます。

15～64 歳の生産年齢人口もあと 20 年弱で 1 割ぐらいは減る見通しです。逆に、

老年人口は 3 割増えてしまうのです。これは企業の現場でも問題で、特に団塊

の世代が 65 歳にかかってくると、技能の伝承がかなり難しくなるということが

あります。 

さらに、2020 年に東京オリンピックがありますが、インフラ整備のために建

設業界などでは人不足が慢性化することが予想されます。介護・福祉の現場で

も、雇用のミスマッチも含めて人が足りない状態が続いています。こうした分

野では、政府が短期的に外国人労働者でカバーするという方針もありますが、

治安面などの不安から国内の人材で賄えるのであればその方が好ましいという

見方もあると思います。 

2020 年の東京オリンピックが終わった後も、2027 年のリニア中央新幹線の開

業というビッグプロジェクトが控えています。品川から名古屋までは 9 割近く

がトンネル区間なので、山間部の工事現場で地盤が堅いとか湧水が大量に出る

などの大きな問題が起きない限りは、ほぼスケジュールどおりに開業できる可

能性が高いと思います。そうなると、あと 15～20 年近くは人手不足の経済が常

態化してしまうことを覚悟しなければなりません。団塊の世代がどんどんリタ

イアされますから、絶対的に人手が足りなくなってしまう可能性が非常に高い

のです。 

 当然、65～74 歳の前期高齢者の方には元気に働いてもらった方が健康も維持

できますし、企業にとっても、例えば健保などの負担も軽減されます。そうい

う意味でも、65 歳を過ぎても働こうという意思を持った方には積極的に働いて

もらう場を提供することが企業にとっても必要となります。勤務日数を減らし

たり給与水準を多少引き下げてでも働いてもらうことがお互いにとってのメリ

ットになると思います。 

 また、大村知事もおっしゃっていましたが、リニア開業のインパクトは大き

いと思います。先ほど、無事、リニアの着工認可が下りたようですが、リニア

が開業すると東京からの時間距離で考えると、40 分圏内というのは、東は千葉

市、つくば市、北はさいたま市や宇都宮市、西は八王子市、藤沢市といったと

ころですが、その同じ土俵に名古屋が入ってくるということになります。とい

うことは、人材交流がかなり活発になるはずで、愛知県の人材もスキルアップ

して首都圏の人材と同じ土俵で戦うことが不可欠になっていくのではないかと
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思います。 

 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングの調査によると、名古屋から 2 時間圏

内の事業所数は現在 25 万ほどありますが、これがリニア開業により今の 5 倍の

130 万事業所になります。ということは、企業の交流や連携が活発になって首

都圏企業との相乗効果で企業が生み出す付加価値を高めることが可能になると

思います。また、首都圏から日帰り圏になるということは、全て出張で対応す

るという方向ではなく、逆に名古屋に拠点を置き、東京に出張するという可能

性も出てくるわけです。今東京に集中しているような設計部門やデザイナー、

広告部門といったところの人材が名古屋に集まる可能性もあると思います。そ

ういうことを考えると、地域として域内の人材を重視し育成しながら、地元の

企業の高付加価値化に寄与してもらうという流れが不可欠だと思います。 

 国や地域の成長戦略にとっては国内の労働力と質の向上はどうしても必要に

なってきます。特にシニア層や女性、若者たちが雇用のミスマッチを極力減ら

しながら、日本全体、愛知県の競争力向上に貢献できる社会を目指す必要があ

ると思います。 
 

（後藤氏） 

 ありがとうございました。では、次に白上さん、よろしくお願いします。 
 

（白上氏） 

 皆さんこんにちは。NPO 法人のアスクネットという団体の代表をしています。

どういう活動をしているところなのだろうということもありますので、私の活

動を紹介したいと思います。弊団体は 1999 年から活動しています。愛知県を中

心とした教育の NPO 団体です。主に小学生から大学生を対象にしたキャリア

教育支援を行っています。具体的には、例えば小学校、中学校、高校といった

ところに、いろいろな職業人の方をお連れして、子どもたちを対象に授業をし

ていただきます。あるいは、若者、子どもたちを地域社会に連れ出して、イン

ターンシップや職業体験などをコーディネーションしている団体です。思いと

しましては、多様な出会いと挑戦の場を若者たちに提供していきたいという思

いで 15 年弱活動しています。 

 今回、私の頂いたお題は、若者人材育成の在り方ということでお話をさせて

いただきます。フィンランドという国は、国際学力調査で非常に高い水準の国

ですが、こちらの教育目標をここでご紹介したいと思っています。この国の教

育目標は、「良き納税者を育てる」というものです。この言葉を聞いたとき、ま

ず分かりやすいと。同時に、ある見方をすれば、今日のお題でもありますが、

例えば子どもたちの自己実現のためであるとか、生き生きとした人生を送るた

めに、子どものために、という思いを持って教育現場に立たれている先生方か

らすると、教育を非常に手段化したような見方であるという部分があります。 

 ただ、私自身、このような活動をしていく中で、あらためてこの言葉を見た

ときに、非常に的を射た目標だと感じています。今ちょうど、高校を卒業した
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後就職する子どもたちの進路が決まってくる時期です。2 年ぐらい前でしょう

か、2 月ぐらいに、ある専門学科の高校の先生が私どもの事務所に来て、「まだ

1 人決まらんがな。どこかいいところないかね」と言われました（笑）。先生方

は目の前にいる子どもたちをとにかく次の就職先につなげなければいけないと、

必死で探しておられます。またハローワークさんから、若者の就業の取組とい

うことで、あるリストを頂きました。これは何のリストかというと、まだ就職

の決まっていない高校生たちが、自分の持っている簿記検定 3 級とか、学校で

はこのような活動をしましたとか、いろいろな自己 PR の一覧を、あいさつの

はじめに頂きました。これを見るたびに、私の気持ちもすごく切なくなります。

これは高校生だけでなく、恐らく大学生も同じです。 

 このように考えると、若者たちが今、活躍をしたくてもできない状況がもう

一方であります。これは単に個人の責任なのだろうかということで、われわれ

大人が頑張っていかなければいけないと思っています。先ほど内田さんからの

お話に経済的な指標というものがありましたが、最近の統計ですと、実際に 15

～34歳の若年無業者の数が60万人です。それからひきこもり者が69万人です。

鳥取県の人口は 58 万人ちょっとなので、一つの県ぐらいの規模の生産年齢人口

が、仕事ができない状況にあります。これはいろいろな理由があるかと思いま

すが、どうしてこういうことになっているのだろうかということを、考える必

要があります。当然、困っている方々の支援も大事ですが、もっともっと早い

段階での支援が必要ではないかと感じています。そういうことも含めて、私ど

もの活動は、いろいろなロールモデル、大人像というものを早い段階から子ど

もたちに見せる、提供するという活動をしています。 

 高校の先生などが、「アスクネットさんに職業講話をお願いしたのだけれども、

そうですね、公務員などを呼んでもらいたいのですが」と。「公務員にはそもそ

もいろいろな仕事があるのですが、先生、公務員のどんな方がよろしいでしょ

うか」と言って。どうしても職業にこだわってしまうのです。「そうだな、うち

の生徒は製造業に就職する子が多いから、製造の関係の人を呼んでもらいたい

な」などありますが、私どもが非常に大切にしているのは、今日のテーマでも

ありますが、これからは、生き生きと挑戦している大人たちを目指していくこ

とがとても大事なのではないかと。もちろん職業というところにもありますが、

職業や肩書き以上に、子どもたちに、大人というのは前向きに挑戦している、

そういうシャワーを浴びせていくということが、今、このような世の中、変化

の激しい時代だからこそ必要なのではないかと感じています。 

 アメリカのデューク大学のキャシー・デビッドソンという先生がいらっしゃ

いますが、この方が 2011 年にニューヨークタイムズの取材に対して、これは有

名な話なので、ひょっとしたらご存じの方もいるかと思いますが、「今年（2011

年）入学した小学生の子どもたちが大学を卒業するころには、65％の子どもた

ちは、今はない職業に就職するだろう」というお話をされています。 

 そうすると、今ある職業というのは、25 年後に本当にあるのかどうか。もち

ろん職種としてはあるかもしれないけれども、全く違う内容のものになってい
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るということは想定されます。ふと考えると 25 年前、例えば携帯電話がこんな

に広まっているとは思わなかったでしょうし、あるいは、私はキャリア教育コ

ーディネーターという肩書きを持って仕事をしていますが、このような仕事も

世の中に必要だと思ってやっていますが、そのときそのときの時代の課題解決

のためのニーズに沿った仕事が生まれていくはずです。 

 恐らくいろいろな企業、あるいは団体も、変わっていかなければいけない。

そのようなことを考えていくとき、これからの人材育成の在り方を考えたとき

に、どんな大人像を示しているかということは非常に大事ではないかと思いま

す。 

 最後に、愛知県の特性ということもお話ししたいのですが、まず、外国籍の

子どもたちが非常に多いです。これは東京や大阪など、いろいろな都市圏があ

りますが、特に南米やフィリピンなど、英語圏ではない外国籍の義務教育年齢

の子どもたちは 1 万 4000 人に上るぐらいいます。そのうち、公立の学校に通っ

ている子どもたちは 8500 人ほどいると聞いています。残りの 5000 人ぐらいの

子どもたちがどのようなところに行っているのかということは、把握しきれて

いません。民間の学校なのか、どのようなところに所属しているのか。このよ

うな子たちのケアをどのようにするのか。 

 先ほど移民の話で、外国人の話もありましたが、まず、先進県だからこそ、

まずこのようなところに手を付けていく必要があるのではないかと。今日は時

間が限られていますが、本当に現場の先生が悪戦苦闘しています。本当によく

やられています。そのような取組実践事例のようなものが、ひょっとしたら日

本の先進事例になってくるのではないかと思っています。 

 それから地元率が高いということがあります。これは課題ではありませんが、

一つの可能性というか、愛知県から義務教育を受けた子たちが、確実に地元の

大学、地元で就職しているという県はまずもってありません。ですから、そこ

のところをどのようにしっかり教育していくのかというところは、一つのキー

ポイントではないかという気がします。 
 

（後藤氏） 

 ありがとうございます。それでは、先ほどに引き続いて山極さんよろしくお

願いします。 
 

（山極氏） 

 改めまして、wiwiw（ウィウィ）の山極でございます。wiwiw は、2000 年に株

式会社資生堂で開発いたしました。一つ目の事業は、女性が活躍するための具

体策を企業にご提供申し上げております。その代表的なプログラムが、育児休

業者向け能力アップ支援で、育児休業中に能力アップをはたし、ハイパフォー

マーの考え方を身につける気づきを与える能力開発プログラムの提供で、スキ

ルアップのためのオンライン講座を 114 コース提供、子育て社員同士・上司と

のコミュニケーションの活性化を促進などがあります。二つ目の事業は、仕事
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と介護の両立支援で、男女全従業員向けの仕事と介護の両立のためのプログラ

ムの提供や研修企画・開催でございます。この 15 年ぐらいで育児休業復帰は当

たり前になりましたが、変わらないのは、育児休業に入って、孤立してしまう

とか、スキルが落ちてきて不安になってくるなど、また、会社側では育児をし

ている社員の生産性が低いなどさまざまな問題があることです。そこで、今年

は、育児休業中に、夫と一緒に夫婦でキャリアと育児・家事の両立を行う訓練

ができるようなチェック指標も開発しております。復帰後、ハイパフォーマー

として活躍していただいてキャリア形成を促すといった支援をさせていただい

ております。 

 さて、本日、私に与えられたテーマは、女性活躍、ダイバーシティなどの観

点からどんな人材育成方法があるのか。愛知県の特性を捉えてということで、

愛知県の現状を確認してみましたところ、女性の有業者率が 41.5％ということ

で、全国の中で 43 位でした。つまり、職業を持っている女性が非常に少ないと

いうことと、先ほどの M 字型の谷が一層深くなっていることがわかりました。

愛知県では、日本が高度成長時代につくりあげた雇用慣行が温存され、男性が

企業で長時間働いて、女性が家にいるという役割分担が現在も続いている状況

にあります。先ほどお話しを申し上げたように、これまではそれで機能してお

りましたが、今やグローバル化が進展して、お客さまも世界におり、様々なニ

ーズがあって商品やサービスに求めるものが違ってきています。このような状

況の中で、男性だけが仕事に従事している実情はビジネスチャンスを失うこと

になります。 

 若い男性たちは、仕事一辺倒ではなく、仕事も家庭もどっちも大事と考え、

時間当たりの生産性を高めるようにしたいと考えています。 

 女性は、長時間労働が恒常化した職場では両立が困難と考えて辞める、ある

いは、男性中心の組織の中でやっていけない、自分の将来はない、ここでは無

理だ、ということで退職をしてしまうのだと、これまでの調査結果から推測で

きます。異なる観点では、管理職は、優しい男性が多くて、また、パワハラを

恐れて女性の部下を叱れないという話もお聞きしています。また、女性だから

この程度の仕事をしてもらうことでよし、という、男女で育成の仕方が異なっ

ていることも課題でございます。日本の上場企業では、10 年間に 3 箇所の異動

をさせながらキャリア形成していくのですが、男性がその対象になっています

ので、そこは同じように男女を問わず計画的にやっていただきたいと思います。 

 私は、約 5 年間、ワーク・ライフ・バランスを会社の方針に掲げ、１つに残

業は原則ゼロ、2 つに男女とも育児休業取得率は 100%、3 つに男女ともにキャ

リアと家事・育児の両立、4 つに健康、5 つに家族が仲良く、を徹底してやって

います。その結果、売上は、毎年確実に伸長し、新たな価値あるサービス・商

品を造り出しています。 

特に新しい価値をつくるには、疲れて、こんな状態では明日会社に行きたく

ないという状態にならないよう、夕方 6 時には帰宅し、家族と一緒に食事をし

て、1 日あったことを話し合ったりすることを進めています。遅く帰って、1
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人で食事し、子どもたちは寝ていて家族とも話ができない、そんな状況が続い

たら、仕事に打ち込めないのではないでしょうか。 

 例えばドイツなどは日本と同じような課題を持っていますが、労働時間はき

っちり週 40 時間と決め、時間当たりの生産性向上を目指している点は日本と異

なります。職務を明確にし、人事考課も成果で評価する、つまり、長くかけた

時間で評価するのではなくて、残業しないで成果を出してくれた人を評価する

ことが求められます。残業して、同じ 1 の成果を出すのだったら、しなくて 1

を出した方が断然会社のパフォーマンスも高いはずです。 

 それから、少し難易度の高い仕事をやらせた方がいいです。男女ともに今の

人たちは結構能力が高いです。能力が 1 だとしたら、1.2 倍の仕事を与えて、で

きると褒めて、処遇にも反映させるようにします。賞与でも、-0.75 ぐらいから、

できる人は 1.2 まで、メリハリを付けます。「あなたはここができなかったから

評価は低く付けたのだ」とか、「あなたは目標以上に成果を出したから」という

のをはっきりと言ってあげることによって成長します。長くなるといけないの

で、私からは以上でございます。 
 

（後藤氏） 

 ありがとうございました。それでは、吉川さんお願いします。 
 

（吉川氏） 

 愛知県立大学の吉川です。よろしくお願いします。発言の内容を事前に 1 枚

作成しておきましたので、「障害者の就労支援と社会参加」というタイトルのレ

ジュメをご覧ください。私は振り返ると、約 30 年間障害関係に関わってきまし

た。名古屋市総合リハビリテーションセンターの開設メンバーでした。言語聴

覚士という資格で働いていました。 

 福祉分野も「人」がすべてといわれている業界、分野です。特に障害に関し

て言えば、多くの方は、自分は障害者にならないと思っておられるかもしれま

せんが、9 割が後天性です。先天性の障害の方は 1 割ぐらいです。高齢者にな

れば、はっきり言って障害者と同様の状態、になりますので、障害は自分とは

関係ないと思っている限り、なかなか意識が進まないのではないかと。そこら

辺の意識の問題がとても大きいのが障害ではないかと思っています。 

 レジュメに福祉人材と書きましたが、私はマスコミの報道も悪いと思います

し、実際に福祉現場の施設長さんも風評被害だと言っていますが、人気のない

職業みたいに紹介されています。本当に魅力ある職業にならない、なれないと

いうのでしょうか。私は社会福祉学科に所属していますが、社会福祉を本当に

専門にやりたいと言っている子がいると、親がやめろと言うということもある

と聞きます。すべてではないでしょうけれども、そういう状態なので、ここが

なかなか難しいです。実際に、すべてではありませんが、給料が低くて結婚で

きないというような話も聞きます。これは別に愛知県だけではありませんが、

全国的にそういう傾向があると聞いています。 
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 それでも、現場はとても頑張ってやっていますし、レジュメに書いてある福

祉介護人材のキャリアパスを制度化して、いわゆる普通の企業と同様、どうや

って主任などに上がっていくかということも福祉業界でも考えています。 

 それから、最近行政では福祉現場を持たなくなってきているので、現場経験

がない人を採用すると現場のことがわからず、たとえば実状に合わない行政指

導になってしまう可能性がある。これはこれで問題ではないかと思っています。 

 それから、あいちビジョン 2020 の重要政策課題 10 障害者支援にもあります

が、現在「地域」が重要なキーワードです。入所施設ではなくて、グループホ

ームも含めた地域の、「家」に近いところで生活をする。皆さんは、何でも自分

でできることを自立だと思っているかもしれませんが、障害のある方にとって

は、何でも自分でできる人は多くいません。これはレジュメに書いた自己決定、

自己実現が重要という意味です。自分で決めて、自分でいろいろと考えるとい

うことができれば、自立だというような考え方をしています。経済的自立でも

ありません。 

 多くの障害者は働きたいと思っています。先ほどの若者の話でありましたが、

納税者になりたいと言っている障害者は相当多いです。そういう意味でも、箕

面市では賃金を補填する社会的雇用という制度をつくり経済的な自立を目指し

ています。企業の方がいらっしゃれば、雇用率はよく分かると思いますが、調

べたら、愛知県の雇用率達成企業は 40％です。全国では、1000 人以下の企業で

愛知県は 40 位程度でした。 

 福祉的就労といいますが、作業所のようなところに通っている方は、あまり

知られていませんが、一生懸命 1 カ月働いて、1～2 万円ぐらいの給料が普通で

す。厚生労働省も工賃倍増といって頑張ってやっていますが、2 万円の工賃に

なったらものすごいというのが福祉の常識になっているので、これも何とかし

なければいけません。これも当然、愛知県だけではありませんが、このような

状況です。 

 就労支援に当たっては、多くの企業の方は障害を知らない、どうしたらいい

か分からないという企業が多いのが実状です。これはジョブコーチがとても有

効に機能するようになっています。企業と障害を持った方の間に入って、この

方はこういう仕事ならばできるのではないかというようなことを、特に最初は

毎日のように入り、だんだん引いていきますが、そのようなアドバイスをする

ジョブコーチが制度として成り立つようになりました。まだまだ知らない企業

の方も大勢いらっしゃって、障害者雇用がなかなか進まない実態になっていま

す。 

 人材という面で、障害のある方にはとても能力が高い方が大勢いらっしゃい

ます。特に知的障害の方は、ある意味で飽きるということがないので、同じこ

とを繰り返しずっとやっていても全然問題がありません。あるいは、高齢者施

設で高齢者の同じ話を何回も聞いていても全然飽きません。そのように介護の

現場でも、すごい戦力になり得ますが、その辺をなかなか分かっていない、知

らせていないということもあるかもしれませんが、それが実態です。 
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 さらに、最後に今回四つの分野の中で、障害のことを入れていただいて本当

にありがたいと、障害に関わっている者として思います。もう少し日の目を見

るというか、どうしても障害は偏見の対象になっているので、もう少しクロー

ズアップされるといいと思っています。以上です。 
 

（後藤氏） 

 ありがとうございました。4 名のパネラーの方にお話しいただきましたが、

愛知県はこれから経済的にも伸びゆくし、リニア中央新幹線駅の設置というこ

ともあって、発展する経済や社会を支える人材が非常に大切です。人材が不足

する可能性がある一方で、十分に働きたいという希望を持っていながらも、職

に就いていない人々もたくさんいます。そのギャップを埋めていかなければい

けないという課題があります。では、そのギャップはどういうところから発生

しているのだろうというお話だったと思います。今日のお話は、女性、シニア、

若年無業者、外国籍の子どもや障害を持った方等、社会的に少し条件が不利な

立場にいらっしゃるような方々が、働く人としてこれから一番伸びゆく対象で

はないだろうかと。そこに光を当てて、このような方々をもう少し丁寧に支援

していけたら多様な働き手となり、愛知県がもっと豊かな社会になるのではな

いかというお話だったと思います。 

 具体的に言えば、内田さんのお話は、これから女性やシニアに期待されてい

るということであります。愛知県の場合、これから首都圏とある程度伍するよ

うな人材も必要ですし、また、そういう人材がさまざまな制約の中で働いてい

くのをサポートするような人材育成も大事ではないかと。しかし、そこのとこ

ろがまだ十分に押さえられていないのではないかという話だったと思います。 

 それから、白上さんからあったのは、子どもたちが今の職業というところに

ばかり目を向けない教育が必要だと。学校現場ではともすると、今の時点での

職業構成や魅力的な職業に沿った教育というものに陥りがちですが、そのお子

さんたちが活躍する時代には、求められる人材像、そして求められる大人像も

変わっていくので、そのようなことを含めた教育がなされてこそ、本当の意味

での人材になるのではないかというお話がありました。 

 また、山極さんからは、大変興味深いご自身の実践に基づいたお話でしたの

で、私も自分の実践を振り返りながら、共感しながらお聞きすることがきまし

た。とくに、女性たちは、子育てや介護などの制約はもちろん大きいのですが、

一番大事なのは、そのような厳しい状況をくぐり抜けるためには、その組織な

り、社会なりが、自分を自己実現できる社会なのか、見通しを持てるかどうか

ということが非常に重要であって、女性たちを本当に生かすにはやはり組織な

り社会が、その方にとって頑張って見合う組織、社会なのだと思わせるような

ところが一番大事だという点は、もっともだなと思いながら伺っておりました。 

 また、吉川さんから障害者のお話がありました。私も社会福祉の分野で仕事

をしていますので、障害者の方々の雇用の問題、就労支援の問題にも光を当て

て、そこをどのようにしていくかということを、愛知県の人づくり、人材づく
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りのための他の課題と一緒に考えていくということはとても意味あることと考

えています。ですから、ミスマッチというか、障害をもたれた方を理解するた

めの教育の在り方、また働く人たちを雇っている現場がどのようにミスマッチ

を減らしていくかということをみんなで一緒に考えていくことが大事ではない

かと思います。 

 どちらかというと、少しハンディや困難を抱えているけれども、十分に働く

意欲を持っている方たちの力を生かせれば、社会がもっと豊かになる。そのよ

うにすべての人が活躍できるような社会像や将来像について、個人や企業、行

政などがそれぞれの立場で何をしていったらいいかというようなことに踏み込

んでご発言いただきたいと思います。 

 それでは、2 巡目も内田さんからお願いします。先ほど内田さんが、どちら

かといえば人材不足なのだと言ったら、その次の白上さんは、人材不足という

よりも、働きたいけれども働けない人がいるのだということで、お話のギャッ

プがあったようなところに少し解説を加えていただけたらと思います。よろし

くお願いします。 
 

（内田氏） 

 はい。当然、業界ごとに雇用のミスマッチなどの問題もありますが、先ほど

お話しした人材不足は、産業人材、とりわけ建設業界や介護・福祉分野、また

特定の技能を伝承する必要のある製造業などの産業分野でのイメージでお話し

しました。個人、企業、行政それぞれが別々にやっていても、なかなかうまく

機能しないと思います。それぞれがかみ合って、初めて雇用が適正に生み出さ

れると考えています。 

中部の産業構造の観点から言いますと、日本全体ではモノの取引の収支を表

す貿易収支は赤字ですが、名古屋税関管内では貿易黒字で、全国の黒字を支え

ている構造です。それは自動車などの製造業の国際競争力が高いからですが、

先ほど山極さんからお話のありました、愛知県の女性の就業率が全国ワースト

5 に入っているというお話は、逆に言うと、製造業が非常に強くて安定した雇

用と所得が維持されているので、女性が働く必要がないというか、世帯主の収

入だけで家計が成り立ってしまうという現実があるからだと思います。4 月に

消費税が 3％ポイント上がっても、自動車業界では年収ベースではそれ以上増

えていますから、実質消費にはほとんど影響がない。女性が働かなくても家計

が成立することが背景にあると思います。 

 それから、他の統計データで言うと、所得の男女格差は昨年 1 年間では、愛

知県はワースト 2 です。1 位の宮城県は、震災復興の需要増もあって建設業界

の方の所得が上がっていて男女格差が拡大しています。愛知県の男女格差はそ

の宮城県に次いで 2 番目ですが、これは宮城の特徴とは異なり、男性の所得水

準が全国で 3 番目か 4 番目に高い水準だから格差が広がっています。女性の所

得が極端に低いわけではないのです。将来的にも製造業が強いままであれば、

女性の活躍も主力産業をカバーする程度で頑張ってもらう形でいいのでしょう
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が、これからはそうもいかないと思います。 

 つまり、頑張っても製造業の競争力は少しずつ低下していきます。それに伴

って、愛知県内にあった工場も、東北やアジアなどの海外に移転しているので、

新たな産業分野は不可欠になります。成長分野を展望すると、女性やシニア層、

障害者の方などの視点で成長を担ってもらわなければいけない市場が多いので

はないかと思います。例えば、この地域で力を入れている「昇龍道」という観

光振興プロジェクトがあって、近年は訪日客の誘致にかなり積極的に取り組ん

でいます。観光分野では、国が 2020 年の東京オリンピックまでに、昨年初めて

1000 万人を超えた訪日客を 2000 万人まで倍増させるという目標を設定してい

ます。その先 2030 年までには 3000 万人まで想定しています。 

 観光では、現在のゴールデンルートは、関空から入って関西を観光して、新

幹線で首都圏に移動して成田から帰るというルートです。愛知県の訪日外国人

観光客は少しずつ増えていますが、団体客の方は少なく、むしろ個人のリピー

ター客が中心です。名古屋駅周辺に立ち寄る訪日客も、夜に移動してきて名駅

前の京都や大阪より安いビジネスホテルに泊まって、翌日の午前中に新幹線で

移動するというパターンが多いようです。これまで製造業が強いため、観光な

どにあまり力を入れてこなかったというか、入れなくても良かったのですが、

富岡製糸場の機械に近いものは愛知県内を探したらそれ以上にあると思います。

そうした産業観光だけでなく、自然も温泉もあるし、名古屋めしなど食文化も

あります。おもてなしの心が重要となる観光では、きめ細やかな心配りができ

る女性や、歴史や文化の知識のあるシニア層、バリアフリー化には障害者の方

のアドバイスも必要となります。 

 その上で、世界の工場になっている東南アジアや中国、台湾、韓国などの国

や地域の富裕層や中間層を日本や中部に観光に訪れてもらわないと、国内消費

もなかなか維持できないのです。日本がこれから仮に成長率が下がっても、ブ

ータン国民のように自分の価値観を持ち、幸せを感じるという世界を甘受する

のであれば別だと思いますが、今のようにある程度の収入によって豊かな生活

を維持するということになると、さまざまな方たちの力を借りて、新しい産業

分野に力を入れていかなければならないのではないかと思います。 

 それから、製造業は徐々に競争力が低下するといっても何とか維持しなけれ

ばいけない主力分野です。エコカーなどの次世代車もそうですが、車はいま IT

化が進んでいて、トヨタが強いガソリン車やハイブリッド車は世界の最先端で

すが、次の水素自動車や EV などは IT 分野に近くなるので、これは Apple や

Google の世界になってきます。日本車の競争力が本当に維持できるかというこ

とは 10 年、20 年先は分からないのが現実です。 

 大村知事もおっしゃっていた MRJ という次世代の国産小型ジェット機は、先

日、試験機ができましたが、これを量産化していくに当たって航空機部品の技

能工なども不足しています。航空機は自動車のもっと大きいものづくりという

イメージがあります、実は全く異なるものづくりと言ってもいい分野で、例え

ば、自動車部品は金型で作った部品を溶接したりしますが、航空機部品になる
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と 5 軸加工機などを使って固まりから削り出して作るなど次元が全然違ってい

て、そうしたハイレベルの技能工も増やしていく必要があると思います。 

 それから、これも先ほど知事もおっしゃっていましたが、直近のノーベル賞

の 12～13 人のうちの半分の 6 人が名古屋にゆかりのある研究者ですが、今回、

LED で受賞された名城大学の赤崎先生は、2 番目に量産化に成功した豊田合成

も地元の企業です。この地域の持っているものづくりの技術とのシナジー効果

には期待できます。名大など地域の大学も頑張っていますが、大部分の民間企

業の研究機関は首都圏や筑波などにあります。首都圏に高いレベルの工業系大

学があって、そのまま首都圏に就職するという図式です。 

 ちょっと次元が違いますが、バナナの皮がなぜ滑るのかというイグ・ノーベ

ル賞の北里大学の馬渕先生も、専門分野は人工関節ですが名古屋出身です。愛

知県は優秀な方が多くて、そういう方が首都圏の大学に行ってそのまま首都圏

の企業の研究機関に所属してしまうのはもったいないと思います。ただ、逆に

首都圏で 5 年、10 年の研究スキルを持って愛知県に U ターンして就業したり起

業するという流れをつくって当地区のものづくりの競争力を維持していくとい

うことは可能だと思います。設計者やデザイナー、IT 技術者などもこの地域に

来てもらうようにする必要があると思います。 

 それから、リニアが 2027 年に開業予定ですが、これが開業すると 40 分圏内

になるということで、霞が関にある中央官庁の官僚や、その周辺になければい

けない業界の本社機能の一部が名古屋に集まる可能性も出てきます。民間企業

の JR 東海が 5.5 兆円を自腹で払って名古屋までつなげてくれるのですから活用

しない手はありません。40 分の時間距離はキャリア官僚の転勤のハードルを相

当引き下げると思います。家族も東京に行こうと思えばすぐに行ける時間なの

で、そういう意味で定住してもらうチャンスは増えると思います。リスク分散

の観点からも、不幸にも首都直下型地震が来てしまって東京が壊滅的な状況に

なると、日本経済が立ち直れない可能性があります。リニア時代には、例えば

三の丸に国の出先機関を、今までの地方部局よりも高いレベルで、霞が関の一

部が移転してくるような流れにしていくと、異なる特性を持った首都圏と名古

屋圏の融合により日本全体の競争力も高まっていくのではないかと思います。

そのためには、この地域のワークライフバランスのうち、特にライフの部分、

豊かな住環境をもっとアピールしていく必要があると思っています。 
 

（後藤氏） 

ありがとうございました。内田さんから、2 点貴重な提言がありました。1

点目は、これまでのこの地域のものづくり力をより高度にして、発展させてい

くために必要な人材をきちっと押さえていきましょうということでした。また、

2 点目は、この地域は居住環境としても魅力的なので、この地域の発展にとっ

て有力な人材をこの地域にむしろ集めてしまおうというような、行政に向けて

のご提言だったのではないかと思います。 

 白上さんいかがでしょうか。 
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（白上氏） 

 先ほど内田さんから、観光や、新しい研究開発の話が出ましたので、それに

沿って少しお話させていただきます。私どもはものづくり教室もやっています

が、この地域はいろいろな企業さんが子どもたちに向けてものづくり教室を開

催しています。少年少女発明クラブなどはどこの市町村でも用意されています。

そのような子たちがある意味で、明日のノーベル賞を目指せ、ではありません

が、科学やものづくりの楽しさを地域で体験しています。先ほど地元率が高い

という話がありました。愛知県の大学生の 7 割は愛知県の出身者です。それか

ら愛知県の国立大学の名古屋大学は、愛知県出身者が 5 割で、東海 4 県の出身

者が 7 割というような話を名古屋大学の方から以前聞きました。このような地

域はなかなかありません。 

 その子たちが幼少期、少年期、少女時代にどんな活動をしていたのかという

と、やはり地域と触れ合って育ってきて、そして明日の未来を支える人材に育

っていっているということを考えたときに、つながりというのが一つのキーワ

ードではないかと思います。私はつなげていく仕事をしていますが、つながり

というか、たくさんつなげていく。毎年、文科省が全国一斉調査をしています

が、最近は学力格差や経済格差が結構いわれていますが、もう一つつながりの

格差が出てきています。いろいろなところにつながりを持っている子たちは学

力が高い。なぜ秋田県が 1 位なのか、福井県がいつも上位なのかと。やはり地

域のつながりが非常に豊かなところ、農村を基盤とした社会で、ある程度豊か

なつながりのある県は、豊かな学びが存在します。愛知県は工業、ものづくり

製造業が盛んな地域でありながら、なおかつ農業も盛んであったりする。いい

ところがたくさんあるのです。そのようなところを生かしていくということが、

今後、愛知県の将来像、社会像として大事ではないかと感じています。 

 先ほど山極さんから、新しい価値を生み出していくことが大事だというお話

を頂きましたが、一つ事例をご紹介したいと思います。蒲郡と西尾を結ぶ西蒲

線という名鉄電車が走っていますが、そこが廃線の危機にあります。それを通

学で使っている高校生たちが、何とか西蒲線を存続させたいということで、

「JAZZ 列車」を提案しました。そして高校の吹奏楽部の子たちが、毎年ジャ

ズ演奏をしながら、地元の人たちにも乗ってもらいながら、廃線を防ごうと一

生懸命頑張っています。 

 このような社会参画、若者がどんどん社会につながっていく、参画していく

というのは、私はいろいろな現場を見せてもらって、子どもたち、若者たちが

本当に生き生きしてきます。もっともっと地域社会につなげていく、社会につ

なげていくというものが、進むといいと思います。個人、企業、行政の仕事と

いう話がありましたが、そのようなことを学校の先生も機会があれば、もっと

やっていきたいと思っていらっしゃいます。そのようなところは、例えば具体

的に言うと、中学校で今、職場体験は 100％です。ほとんどの愛知県の中学 2

年生は職場体験をします。ここにいらっしゃる事業所の方々、学校の先生から
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問い合わせがあったときには、何とか受け入れをしていただけると子どもたち

の新しい挑戦の場が生まれるということにもなると思います。また、そのよう

にいろいろな人たちが支えていくということが、継続的な社会を担っていく、

続いていくのではないかと思います。 

 女性の活躍という話が今日もずっとメインでありましたが、お母さんが社会

で一生懸命働こうと思ったときに、では子育ては誰がするのだとなったとき、

いろいろな大人たちが支えていくということがとても大事だと思います。今日

は福祉の分野の話も吉川先生から出ていますが、例えば介護の世界など、既に

介護保険ということで、お嫁さんが自分のお姑さん、お舅さんを支えるという

のはもう限界だということで、恐らく介護保険が始まったかと思います。私が

すごいと思うのは、どこに住んでいるお年寄りが今どんな介護状態で、何をし

なければいけないのかということを医療関係者、介護関係者がディスカッショ

ンをしながら課題解決をしていらっしゃることです。 

 どうしても教育の分野は、家庭の教育方針などいろいろなことがあって、な

かなか介入しづらい部分があります。とはいえ、女性が社会に進出していこう

と思ったときに、いろいろな人が支えていかなければいけないということは、

緩やかなタッチでいろいろな人たちが明日の未来の子どもたちを支えていくと

いう仕組みをつくっていかなければなりません。それはまず何から始めようか

というときに、まずできるところから、個人と企業それぞれがまず若者の支援

をどうすればいいかということを、この機会にぜひ真剣に考えていただけると

非常にありがたいと思います。 

 また、個人として何ができるか。会社としてそういう依頼があったら受けよ

うと。個人としてここに来ていらっしゃる方々には、お子さんがいらっしゃる

方もいると思います。子どもたちに大人になりたいかと聞くと、「何となく怖い」

と言うのです。「何で」と言うと、「大人っていつも大変そうで、疲れていて、

電車とか乗っていると疲れたような感じで働いているので、すごく嫌なんだ」

という言葉を、ある高校生から聞きました。誕生日を迎えるたびに大人に近づ

くのだと思うと、すごく怖くて怖くてしょうがなかったと。その子が高校 2 年

のときにインターンシップに行って、「それは変わりました」と。大人は意外と

いろいろなことをやりがいを持ってやっているのだと気付いたそうです。ぜひ

ご自宅に帰ったら、疲れた体かもしれませんが、やはり笑顔で仕事のやりがい

などもお子さまに語っていただくことも大事です。笑顔でいるということが、

大人に対する憧れをもたらします。大人像という話をしましたが、前向きに挑

戦していくことが、先の見えない、変化の激しい時代だからこそ、何か普遍的

なことがますます大事になってくるのではないか。そう考えたときに、チャレ

ンジすること。地域の子どもたちは地元率が高い分、ある種保守的なところが

あります。先生方もできるだけ安全パイでという進路指導をしがちです。国際

バカロレアという、海外の大学に留学する際の一つの認定機関があります。そ

こが掲げている学習者像（ Learner Profile）というものがあります。そこに「挑

戦者」という言葉が日本語でありますが、英語で読むと“Risk-takers”と書かれ
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ています。私はこのような仕事をしながら、一つの団体の代表としてやってい

く中で、常に挑戦が付いてきますが、そのときそのときに何かリスクを取って

いきます。挑戦者は“Risk-takers”というのはまさに的を射た言葉だと思ってい

ます。誰もが前向きに挑戦できるような社会を築いていく意味でも、これから

そのような姿を大人が示していくことも大事ではないかと感じます。 
 

（後藤氏） 

 ありがとうございました。それでは山極さん、よろしくお願いします。 
 

（山極氏） 

 個人と企業と行政が何をすべきか、ということでございますが、個人では三

つです。一つは、女性自身が稼得責任を持つということが大事です。誰かに食

べさせてもらってではなく、自分で稼得責任を持って仕事をするという意識・

行動が大事かと思います。 

 二つ目は、女性の活躍には夫との連携が欠かせません。これは御茶ノ水大学

の研究でも分かったことですが、女性がこの職業を持って働きたいというとき、

夫がそれを後押しをすることが大事であること、また、昇進したいという女性

の夫は、帰宅時間が早いということが分かりました。さらに、夫が家事・育児

に費やす時間が多いことも分かりました。 

 さて、三つ目は上司です。上司がどう部下とコミュニケーションできるか。

キャリア形成できるのは上司のコミュニケーション力と期待です。「あなたには

ここまで期待しているので、このように育成したい」と、いってそれを実行す

ると部下は成長します。私の知人がオランダに調査に行って聞いてきた言葉が、

「女性の活躍の入り口は台所革命から」ということで、夫の育児参加、家事参

加が大事だということでございます。 

 次に企業ですが、企業は五つほどあります。まず一つは、とにかく社長がコ

ミットメントしないと動きません。役員は社長を見て、部課長は役員を見て仕

事をします。トップに本気さがないと結局評価が曖昧になりますので、必ずや

るのだということ、何のためにやるかということをしっかり社員に伝えること

が重要です。 

 二つ目は、きちんと経営戦略の中に入れていかないと、それはやらないと同

じことです。あいちビジョンの中に入れたからこそできるのであって、企業も

同じことでございます。それから推進体制をつくらないと、掛け声だけでは目

的達成は困難です。三つ目は、男性も女性も育児、これからは介護もですが、

両立ができるという支援策、制度をつくるだけではなく、ちゃんと使ってもら

うということが大事で、使わないと成果は出てきません。 

 四つ目は、人材の多様化、ダイバーシティです。性別や年齢、国籍、文化、

価値感等の違いを受容（インクルージョン）して、それを競い合う価値の源泉

とし、パワーバランスを変えて組織を活性化するなどの経営手法であるダイバ

ーシティ・マネジメントの導入が鍵ではないかということです。 
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最後は、それを 1 年などではなく、ちゃんと継続してやるためのアクション・

プランを立てて、PDCA を回すと成果は確実に出てきます。それから行政は何

をすべきか、でございますが、先ほども行政の内容を話したので割愛しますが、

法律はすごく大事です。例えば、EU は、EU 指令が出ているので、ジェンダー

平等の主流化や労働時間が守られるのです。また、社会保障の問題や社会的イ

ンフラの整備もやっていただきたいです。 

 そして、白上さんがおっしゃったような学校教育がとても大事です。これは、

実際、大学生の授業を受け持って経験したことです。 

 しかし、これを小学校や中学校のときからやっていれば、もっともっと成果

が出ると思います。 
 

（後藤氏） 

 ありがとうございました。それでは、吉川さんよろしくお願いします。 
 

（吉川氏） 

 では、私から最後ですが、レジュメの後半の 2 の「すべての人が活躍できる

社会像、将来像」に書いたところを簡単に説明します。一つは、意識の問題で

す。バリアフリーという言葉をご存じかもしれませんが、バリアには物理的な

バリアや制度的なバリアがあります。この二つは随分解消されてきましたが、

心のバリアはなかなか解消されません。これは昔からずっとあり、心のバリア

をどうするかというのは、特に障害に関しては大きな課題だと思います。 

 もう一つは、法律を幾つか書きました。法律という話も今出ましたが、法律

が出されると、それは当然いろいろな縛りがあって、拘束力があって、それを

ちゃんと守っていくということが最低限ではないかと。少なくとも障害者基本

法、特にインクルージョンと書きましたが、障害者基本法に、「共生社会を目指

す」と書かれています。いつも違いを認め合うこと。学生には SMAP の「世界

に一つだけの花」の歌詞が一番インクルージョンの理念を表すと説明していま

す。あの歌詞を思い起こしていただければ、違いを認めるに至るのではないか

と思っています。 

 それから、エンパワーメントという言葉があります。先ほどの介護ことでも

ありますが、なかなか他人にやらせないというか、入れないというのがあって、

どうしても本人が強くならなければいけない。障害当事者がある程度力を付け

なければいけないというエンパワーメント。女性の社会進出にも必要なことで

すが、障害の方でも必要かなと。 

 それから、真ん中ぐらいに障害者優先調達法があります。これは国や県が物

品調達に当たって、障害者就労施設から物品等を調達することを求めるという

法律ができて、2 年目になります。愛知県は、市町村も含めて、まだ 50％ぐら

いしかできていません。これも守らなければいけないだろうと。 

 それから虐待防止法というものがあります。法律ができると、虐待件数がし

っかり報告されます。24 年度の件数を書きましたが、こうして今までよく分か
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らなかったものがちゃんと分かってくるということがあります。 

 最後に、差別解消法について説明します。特に企業等で合理的配慮というこ

とで、ちゃんとその人に合った配慮をしないと、それは差別だということが書

いてあります。その法律が平成 28 年 4 月 1 日施行されますので、そういうこと

にも対応していかなければいけないということで、社会が障害者に対して配慮

することが求めらるようになってきたのかなと思っています。 
 

（後藤氏） 

 ありがとうございました。本当はここから 3 巡目で、こちらでいろいろ質疑

応答をしようと思っていましたが、残りの時間が 5 分ほどになってしまったの

で、私が若干のまとめをさせていただいて、終わることにします。 

 皆さんありがとうございました。本当に多様な視点からご意見を頂きました。

愛知県の人口構造は来年、ピークを示して、その後は減少に向かうと予想され

ています。また、2030 年には高齢化率が 3 割になるということで、全国水準よ

りもそのような速度は若干遅いですが、とはいえ、そのような課題に直面して

いることに変わりはありません。 

 ただ、愛知県が非常に強みとするのは、他の地域においては経済が既にピー

クを打っているようなところがある中、愛知県はまだまだ交通網の進展、そし

て経済はものづくりを基盤として、新規の産業を重ね合わせて、全く別のさら

なる産業を生み出す可能性にあふれている地域です。そのように恵まれた地域

であるからこそ、より一層人づくりが大切だということで、今日のお話は共通

していたかと思います。 

 そういう中にありながらも、活躍できない社会や、将来にリスクや不安を抱

えている人が多いという状況を本当になくしていかなければいけないというこ

とです。愛知県の強みというと、先ほど内田さんからもありましたように、こ

れまでのところ男性の所得が高かったということで、それは恵まれていますが、

それがまだ維持できているうちに、次の手を打っておくという意味でも、夫婦

共働きになると家族単位のリスクも少し減少するので、そのような構えも大事

ではないかと思います。 

 また、この地域は他の地域と比べて、大都市の割には地域や家族のつながり

というところは、もちろん弱まってはいますが、まだ残されているところがあ

ります。そのようなところももっと評価して見える化していく必要があります。

家族のつながりや地域のつながりを維持しているような方々の努力も評価して

いくことも大事ではないかと思っています。 

 私は昨日、たまたま京都に行っていました。京都で若い人と会ったら、「愛知

県のトリエンナーレ楽しみですね」と言ってもらって、すごくうれしかったの

です。「あれ、トリエンナーレってよその地域の人に評価していただいているの

ですか」と言ったら、「若い人にとっては、『関西ウォーカー』などに載ってい

て、非常にいいですよ。愛知は新しいものを生み出して、若者に対して非常に

興味のあるところですね」と言っていただきましたので、先ほど首都圏との話
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もあれば、関西圏とは非常に交通が便利なので、そういうところも生かしてい

きたいと思います。 

 ただ、何度も繰り返しますが、強みはともすると弱みになるので、現状に甘

えるのではなく、新しい価値を創出するために、いろいろ考えていくことが大

事ではないかと思います。そうすると、今日のお話にあったように、少し支援

されればもっと力を発揮できる方々に対して、支援するビジョンを個人や企業、

行政、地域みんなである程度共有していくことが大事だと思います。ただ、そ

れをサポートする側は多様な人たちが担い手になっていただくことが大事です。

行政の役割は、いろいろなところを支援するビジョンをみんなと一体となって

まとめていくことと、多様な担い手の人たちを育て、その人たちをマネジメン

トしていくということが、行政にとって大事だと思います。 

 企業については、山極さんが整理して、個人や企業の役割、行政の役割とい

うことで言っていただきました。企業側も PDCAサイクルを大事にして、計画、

目標、体制づくりというものをやってくださるところが、愛知県内にたくさん

増えれば、女性も障害をもたれ方たちも若者も、もっと生き生き暮らせる社会

になるのではないかと思っています。 

 今日は最後までご参加いただきまして、ありがとうございました。いずれに

しろ、私も微力ながら参加して「あいちビジョン 2020」をつくらせていただき

ました。ビジョンや計画は作ったままでは何にもならないので、多様な主体の

方たちが、この中で自分の役割、やるべきことを感じ取っていただいて、みん

なで一緒にやろうとなっていただくのが一番大切なことだと思います。 

 今日、ご参加くださった皆さまがまず主役となって、「あいちビジョン 2020」

を少しでも広めていただければ幸いだと思います。どうぞ今後ともよろしくお

願いいたします。今日はどうもありがとうございました。 

  



44 

あいちビジョン２０２０ シンポジウム 

 「人が輝き、すべての人が活躍する愛知づくり」 

平成 26 年 10 月 20 日 

 

 

障害者の就労支援と社会参加 

愛知県立大学 吉川雅博 

１． これからの「人材育成」のあり方、課題 

【福祉人材】 

 福祉に就業している人が多いにもかかわらず、求人数が減っていない。 

⇒ 慢性的な人材不足 ＝人気のない職業 ⇒ 魅力ある職業に 

 福祉・介護人材キャリアパスの導入が始まっている。専門性の向上 

 行政が直接、福祉施設を運営しない傾向が強まっているため、現場経験のな

い行政職員が増えている。 

 多くの福祉施設は、質の高いサービスを提供できるようにがんばっているが。 

 

【障害者】 

 地域で自立した生活、入所施設から地域生活へ 自己決定、自己実現 

 多くの障害者は働きたい 

 201 人以上の企業に雇用率 2.1％。それでも一般雇用はなかなか増えない。 

 愛知県の法定雇用率達成企業は約 40％。全国 40 位程度（従業員 1000 人以下） 

 福祉的就労が多いが、愛知県は就労移行支援A型事業所(労働契約型)が多い。 

 就労支援にあたり「ジョブコーチ」が有効 

 知的障害者や精神障害者の雇用が中心となる 

 

２．すべての人が活躍できる社会像・将来像 

 「障害」は偏見の対象 ①物理的なバリア、②制度のバリア、③心のバリア 

 障害者基本法 インクルージョン（共生社会）めざす＝ちがいを認め合う 

 家族ではなく、福祉サービスを利用して社会参加 ⇒エンパワメントが必要 

 障害者の芸術活動支援モデル事業（厚生労働省）26 年度 1.0 億円  

 障害者スポーツ ⇒ パラリンピックに向けた強化 

 障害者優先調達推進法（平成 25 年 4 月 1 日施行） 

   国や県などが物品調達にあたって、優先的に障害者就労施設等から物品等を調

達するよう努める。 

 「親亡き後」の地域生活  ⇒ 権利擁護 成年後見制度  

 障害者虐待防止法 24 年度虐待件数 1311 件、8 割が同居者によるもの  

 障害者差別解消推進法（平成 28 年 4 月 1 日施行） 

障害を理由とした差別の禁止 

①直接差別、間接差別、合理的配慮の不提供  

パネリスト（愛知県立大学 吉川氏） 

パネルディスカッション配付資料 
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≪閉会≫ 

（司会） 

 皆さまありがとうございました。パネリスト、コーディネーターの皆さまに

いま一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。 

 本日のプログラムは以上で終了します。閉会に当たって、愛知県知事政策局

次長の鳥居保博よりごあいさついたします。 
 

≪閉会あいさつ≫ 

鳥居 保博（愛知県知事政策局 次長） 

 

 本日、ご講演を頂きました山極様、パネルディスカッションのコーディネー

ターを務めていただいた後藤先生、そしてパネリストの皆さま方、明日の愛知

の人づくりに向け、大変示唆に富んだお話を頂き、本当にありがとうございま

した。今後の「あいちビジョン 2020」の推進にしっかりと生かしていきたいと

思います。 

 本日のシンポジウムはこれで終了します。長時間どうもありがとうございま

した。 
 

（司会） 

 以上をもちまして、「あいちビジョン 2020 シンポジウム『人が輝き、すべて

の人が活躍する愛知づくり』」を終了させていただきます。長時間でしたが、最

後までお付き合いいただきまして、本当にありがとうございました。 


