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講演会、パネルディスカッション：232 名
交 　 　 流 　 　 会 ：   94 名
事 業 紹 介 コ ー ナ ー ：   42 社

◎講　演　会　　　　　　　　　１３：３０～１４：１５　　ピアザホール

　『女性が輝き、経済が活きる！』　講演者：滋賀県知事　嘉田　由紀子

◎パネルディスカッション　１４：３０～１６：１５　　ピアザホール

　『女性の感性と視点で滋賀の経済を活性化』
　パネリスト　 有限会社　池田牧場　　　　　　　 専務取締役　　　池田　喜久子 氏

　　　　　　　   びわ湖花街道　 　　　　　　　　　代表取締役社長　佐藤　祐　子 氏
　　　　　　　　社会福祉法人　共生シンフォニー　 常務理事　　　　中崎　ひとみ 氏

　　　　　　　　株式会社　比叡ゆば本舗ゆば八　    代表取締役　　　八木　幸　子 氏

　コーディネーター　龍谷大学経済学部　  　　　 准教授  　　　    辻田　素　子 氏

　オブザーバー　　　　　　　　　　　　　　    滋賀県知事　      嘉田　由紀子

　平成 25 年 10 月 16 日（水）
　12：30 ～ 18：00

滋 賀 県

講　　　　 演　　　　 会
パネルディスカッション

　１６：４５～１８：００
大会議室

　１２：３０～１８：００
大会議室

　ピアザ淡海
　大津市におの浜一丁目 1 番 20 号
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　皆さんこんにちは。ようこそ「滋賀の女性経

営者フォーラム」にお越し頂きましてありがと

うございます。この分野で、県がフォーラムを

開催させていただくのは初めてでございます。

県としても皆さまに、お集まりいただけるかと

不安に思っていましたが、こんなにたくさんの

方にお集まりいただき、ありがとうございます。

　今日の主役は女性経営者として実際に経営し

ておられる皆さまでございます。私はその前

に「なぜ、今、女性経営者の活躍が必要なのか」

という内容で講演をさせていただきたいと思い

ます。最初に講演をさせていただき、その後の、

パネルディスカッションの中で、皆さんご自身

が事業を起こすとしたら、どういう悩みがあり、

そして、どんな思いがあるのかということを、

自分の問題として考えていただけたらと思いま

す。それでは、本題に入らせていただきます。

本日はどうかよろしくお願いいたします。

　『女性が輝き、経済が活きる！』というテー

マでお話をさせていただきます。なぜ、このテー

マでお話させていただくのかということを、最

初に申し上げたいと思います。

皆さんがご存知のように、今、日本は人口減少

社会に入ろうとしております。幸いな事に、滋

賀県はそんなに人口は減っておらず横ばいです

けれども、日本全国では減少する状態になって

おります。人口が減るだけではなく、働く人が

減っているということが大きな課題です。この

ピンクのところが65歳以上です。どんどんと

働く人が減り、支えなければいけない高齢者が

増えているという中で、潜在している女性の力

をいよいよ活かさなければならない時代に入っ

ているということでございます。

多くの女性が仕事をしていながら、いざ家庭と

子どもを持つと仕事を辞めるというのが実態で

す。

　実は日本全国で10人の女性のうち、第一子

が生まれると６人の方が仕事を辞めてしまいま

す。滋賀県は７人の方が辞めています。（資料1）

　ですから、滋賀県の方が全国と比べて女性が

家庭に入る率が高いということです。これは

良い悪いは別として実態であり、こういう形

で30代の子育て期の女性の労働力率が減って

います。これをアルファベットのＭに似ている

のでＭ字カーブと言います。男性の場合は台形

です。女性の場合は30代が減っているという

Ｍ字カーブ、そして、このＭ字カーブの落ち込

みが滋賀の場合は全国よりも深くなっておりま

す。深さが少ない方を１位とすると、滋賀県は

39位であり大変深くなっています。

　つまり、よりたくさんの女性が辞めてしまう

ということです。日本全体では女性が辞める方

が大体700万人ほどいらっしゃいますが、た

だ、そのうち約半分の342万人はチャンスが

あれば仕事に就きたいと思っていらっしゃいま

す。皆さん、ご自身はどうだったでしょうか、

あるいはどうでしょうか。家庭に入ることもも

平成 25 年度　滋賀の女性経営者フォーラム　　　○講演会○

◇テーマ◇

「女性が輝き、経済が活きる！」
　　　　　滋賀県知事　嘉田由紀子

（資料1）
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ちろん大事です。しかし、子育ても大事ですけ

れどもチャンスがあったら仕事に就きたいとい

う方が半分もおられます。（資料2）

　全国では約３４２万人、滋賀県内だけでも約

３万５千人にのぼっております。この方々たち

に、仕事をしていただいたら、３４２万人の力

が経済の現場で発揮され、５％の労働力が増加

します。そして７兆円のＧＤＰが増えて、１．

５％の新たな付加価値が創造されるということ

が、内閣府の調査で分かっております。７兆円

の大きさがどのくらいなのかイメージがつきに

くいかもしれないですけれども、大体、滋賀県

内で一年間の総生産が６兆円ぐらいです。消費

税が１％上がると２．５兆円の財源となり、来

年、消費税を３％上げると７．５兆円の財源と

なります。これらと比べると、この７兆円とい

うのはかなり大きな金額だとご理解いただける

と思います。

　つまり、女性の潜在的労働力である３４２万

人に仕事をしていただくと消費税を３％上げる

ぐらいの付加価値が生まれる計算になります。

もちろん消費税はそのまま税金として行政の

サービスに使われますので、数字としては直接、

比較しにくいですが、金額としてはそれぐらい

になります。（資料3）

　こういう状況の滋賀県の中で、大変大事なの

は意思決定の場面にどれだけの女性が参加して

いるかということです。つまり、意思決定の場

面に女性が参加をし、女性の立場で経営を行う

と、女性が働きやすい職場ができるということ

が一般的に知られています。滋賀県の場合は、

管理的職業に従事する女性が大変少なく、全国

４３位で１１．７％です。全国では１４％です。

昭和５０年代が全国では７％、滋賀県で４．９％

ですから、段々と上がってはいるものの、やは

り全国に追いついてないということです。

女性経営者フォーラムを行うことで、是非、全

国平均を越えるぐらいに上げていけたらいいな

ということが、一つの願いでもあります。

　このデータを出すと結構、驚かれます。知事

が女性で、県庁所在地の市長が女性であるのに、

何で管理的職業に就く女性が少ないのですかと

言われますが、私なり越市長は例外的かもしれ

ません。こういう中だからこそ逆に今日、ご活

躍の女性経営者の皆さんの存在が大変光ってい

るということかもしれません。（資料４）

　滋賀県の女性社長比率は２０１１年において

４．４２％で全国４５位です。全国平均の女性

社長比率は５．９４％です。都道府県で並べる

と、一番多いところは徳島県です。徳島、高知、

青森、奈良、鳥取、大分、福岡、山口、岡山、

東京、熊本、長崎、皆さんの県のイメージと合

うでしょうか。徳島は元気な女性が多く、女性

社長比率が高くなっています。明治の頃から女

（資料2）

（資料3）

（資料4）
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性の人権運動が高知から出たりしておりますの

で、歴史的な背景があるのかもしれません。と

ころで、なぜ滋賀は低いのでしょうか。それよ

りも、さらに低いのが長野と岐阜です。今度、

中部圏知事会議が来週あるんですけれども、そ

こでもやはりこの話をさせてもらおうと考えて

います。静岡、山形、それから石川や新潟など

中部圏が意外と低いんです。四国と東北が高い

ということです。これもそれぞれの都道府県の

背景も色々あると思いますけれども、ともかく、

あまり女性社長比率が滋賀は高くないというこ

とも厳然たる事実でございます。（資料５）

　こういう中で女性の活躍推進の意義を３点申

し上げたいと思います。１つ目は「地域社会の

活性化」です。先ほど言いましたように労働力

がどんどん減っております。そして、女性が働

き手になり納税者になっていただければ、経済

も大きくなる、女性が活躍した時に、地域社会

でどういう良い面があるかということです。

新たな価値の創造、消費の拡大、生活の充実、

経済の活性化、労働力の増加、社会全体の多様

性、また、後ほど詳しく申し上げますが消費の

拡大において、共稼ぎの方がダブルインカムで

すからシングルインカムより所得が多い、そう

すると家庭の支出も多くなり、地域の中を回る

お金も大きいというようなことも想像されます。

　それから２つ目は「様々なリスクの低減」で

す。これは意外と見えていないものなんですけ

れども社会全体として経済的リスクの対応で

す。今、日本の社会の中で一番大きな問題は財

政難と社会保障制度の維持です。財政難も実は

女性が働いている国家、例えばフランス、オラ

ンダ、北欧などは財政状況が大変良いです。そ

れに比べて、女性の有業率が低いイタリア、ス

ペイン、ギリシャ、日本、韓国は財政難です。

これは単純に考えたら分かるんですけれども、

先ほど言いましたように納税者が家庭で１人か

２人かということで稼ぎ手がそもそもどれだけ

いるか、納税者がどのくらいいるか、そして、

社会保障でも支える人がどのくらいいるのか。

実は社会全体としての経済的なリスクへの対応

を可能にするわけです。

　それから、個別の家庭で見ても生活基盤の安

定ということがあります。先ほど言いましたよ

うにシングルインカムで、もし旦那さんが職を

失ったりした場合、非常に大変になります。ダ

ブルインカムだと家庭の生活基盤も安定しま

す。そして、実はこれは、社会全体として少子

化への対応になります。

　皆さん、女性が仕事に出るから子供が生まれ

ないと聞いたことがありますでしょうか。直感

的に今、子どもが減っているのは、女性が仕事

に出るようになったからだと思う方はどれくら

いおられるでしょうか。あまりおられないよう

です。

　それは逆で、仕事に出るほうが子どもは生ま

れやすいと思われる方はどれくらいおられるで

しょうか。ちょっと迷っていらっしゃるようで

すね。そうなんです。これはすごく難しい問題

です。３０数年前は女性が仕事に出るから子供

が生まれないと信じられていて、そういう統計

もございましたけれども、今は逆なんです。女

性の有業率が高いほうが子どもは生まれやすい

んです。後から都道府県別データを示します。

それから国際データも示します。それは、ご自

分自身なり自分のお嬢さんなり、あるいは身近

な人たちを見ていただいたら分かると思いま

す。

　今、日本の女性が置かれている一番難しい問

題は二者択一を迫られることです。先ほどのよ

うに子どもが生まれたら７割の方が仕事を辞め

（資料5）
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ないといけない、事実辞めている。そうすると

仕事を続けるか、子どもを持つかの二者択一を

迫られるときに多くの女性が仕事をとる、そう

すると子どもが生まれなくなる、というのが今

の日本の状態です。

　未婚率が高くなって、あるいは子どもの数

が減っている。今一人の女性が日本社会で１．

３９人しか生みません。二人生まないと人口は

維持できません。少子化の問題も１９７０年代

から始まっています。私も１９７３年に結婚

をして７５年に第一子を生みました。日本では

１９７５年に一人の女性が生む人数が２．０人

を下まわっています。そこからもう人口減少が

始まり、そして平成元年に１．５７人ショック

というのがありました。一人の女性が１．５７

人しか生まないという状態です。そして、だん

だんと減少し、今の１．３９人に減ってしまっ

ております。

　滋賀県はどのくらいだと思われますか。有り

難いことに、今、少しずつ回復しております。１．

５４人までになっています。出生率が大変様々

な要因に影響されているので、はっきりした要

因はなかなか分かりません。でも、滋賀は１．

５４人で出生率は全国の都道府県でも高い方だ

ということを知っていただけたらと思います。

　社会全体で二者択一ではなく、子どもも家庭

も両方、追求できる条件が整ったら、子どもは

きちんと生まれます。それが、今日本が直面し

ている課題であります。ですから、女性が働く

ことは人口減少のリスクにも対応できる、それ

から個別の家庭の生活基盤のリスクにも対応で

きる、社会全体としての経済的リスクにも対応

できるということです。とは言っても、私は社

会のために生きているわけではないから、私の

人生を自分のために生きたいという女性もたく

さんおられます。それは当然だと思います。

　大変大事である三つ目の「男女それぞれの希

望を実現できる」ということです。先ほど日本

の女性は１．３９人しか生むことができていな

いと統計的には出ていますが。しかし、希望を

取ってみますと実は平均２．５人です。つまり、

２．５人の子どもを生みたいと思っているけど

１．３９人しか生めておらず、希望する子ども

の数に到達していないということです。

　そして、女性が働きやすい環境を整備するこ

とで、実は男性も子育てや地域活動と仕事との

バランスを取ることが可能となります。現在の

男性が一人、長時間労働で妻子を養うために身

を粉にして働くという状況から、奥さんが働き

ダブルインカムにより収入があれば、お互いの

ワークライフバランスの選択肢が増えます。こ

れは、現在の多くの若い方たちが望んでいるこ

とでもあります。そういうことで、男女それぞ

れの希望を実現するためにも女性が社会的に活

躍することが重要だということです。（資料6）

　地域社会の活性化でいくつかの例を申し上げ

ましたが、その中に「新たな価値の創造」があ

ります。女性の視点で様々な商品が開発されて

おります。その中に、ななめドラム洗濯機があ

ります。昔洗濯機というと上から９０度で取っ

ておりました。私も妊娠しているときに、とて

もしんどかったです。お腹が大きいときに洗濯

がしにくかった、その妊娠経験のある女性たち

がななめドラム洗濯機を提案しました。これ

を最初に提案したのが大手家電メーカーの女性

輝き本部のメンバーの方たちです。ちょうど

２０００年に、アメリカから帰って来たある方

が、大手家電メーカーの社長になりました。そ

の時に、ホームアプライアンスの会社でありな

がら、女性の管理職が一人もいないということ

で女性輝き本部を作って商品開発をサポート

し、ななめドラム洗濯機が開発されました。今

やこの会社だけではなく、他の会社も開発して

（資料6）
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いますけれども、これも女性が発明したもので

す。

　ノンアルコールビールもそうです。ビールが

飲みたい、でもアルコールはいらないという発

想から開発されました。それから、携帯電話の

メール機能も女性が発案したものです。実は、

この背景には今商品やサービスを選ぶのは圧倒

的に女性だということです。（資料7）

　もう少し言うと、財布のひもを緩めるのか

緩めないかを決めるのは、女性が多いという

ことです。ですから、日常の家庭の買い物の

意思決定は妻が行うというのが７４％、夫婦

が１９．２％、夫だけというのがほとんどな

いということです。両方足して９３％ですか

ら、妻が関わっているケースが９割を超えま

す。例えば食料品はほぼ１００％、衣服もほぼ

１００％、住宅の展示場に行ってみると夫と

妻のどちらが決めていますかと聞くと、ほぼ

１００％女性ですと、住宅展示場の方から返事

が返ってきます。

　じゃあ、車はというと、車販売店のサービス

ショップに行って、どうですかと尋ねてみると、

最近は、車も女性が意思決定して選んでいるこ

とが多く、約７割ほど女性が選んでいるのでは

ないかということでした。つまり、財布のひも

を握っている女性のニーズに応えられないとこ

ろは、経済的にも商品やサービスも時代遅れと

なります。（資料８）

　それから、いくつかのデータを示しますけど

も、女性活用に取り組む企業ほど業績がよいと

いう傾向が見られます。それからダイバーシ

ティと女性活躍の推進という経済産業省の調査

で、女性活用が進む企業ほど経営指標がよく株

式市場での評価も高まると報告されています。

　それから、三つ目ですけれども六次産業化、

今日も六次産業化のお話をお聞きしますけれど

も、六次産業化に取り組む経営体に女性が参画

しているほうが売り上げや収益が高まるという

ことも報告されています。これはなぜなのかと

いうと、先ほどのお話に戻りますけれども、財布

のひもを握っている女性の感性、ニーズに応えら

れる商品、サービスを生み出せるかどうかが企業

の成績につながってくるということです。（資料9）

　そして、先ほど言いましたリスクの低減とい

うことですが、実は女性の生涯所得の違いを数

値で出させていただいております。（資料10）

例えば、大卒女性で生涯所得、退職金も含めて

ですけれども、そのまま就業を継続した場合

２億７６４５万円と３億円近いです。それに

（資料7）

（資料8）

（資料9）

（資料10）
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対して、一度、育児休暇を１年間利用して従

前の給料の４割が支給されたと仮定した場合、

２億５，７３７万円です。育児休業を一人取得

しても仕事を辞めないと２億５千万円を超えま

す。三つ目のケースは出産、退職後に子どもが

６歳で他の企業に正社員として再就職した場合

は１億７千万円です。そして、四つ目は出産、

退職後、子どもが６歳でパートかアルバイトで

再就職した場合は４９００万円となり、この差

の大きさを見てください。つまり、先ほどのよ

うに滋賀県の女性の場合には、子どもが生まれ

て７割の方がほぼこのパート、アルバイトとい

う道を選ぶ女性が高いです。そうすると、その

まま仕事をしていたら得られたであろう所得と

比べると差が２億２７００万円だということで

す。子どもが生まれたときに、可愛いし両立が

しんどいからという少し軽い気持ちで辞めるか

もしれません。

　そういう時に、私はよく申し上げることがあ

ります。あなた２億円以上も所得を損しますよ

と。是非、今日のこの講演の以降は、皆様はそ

う言ってみてください。このデータは皆さんの

資料に入っておりますので、きっちり覚えてい

ただければと思います。特にフルタイムの正社

員の仕事をしている方は辞めてしまうと２億円

以上の生涯所得を失うということになる、これ

も大きな課題です。（資料11）

　さて、先ほど申し上げたように、これが国際

的なデータです。右側が女性の労働力率、左側

が合計特殊出生率です。一番上の右側にあるの

がアイスランド、その後に、ノルウェー、ス

ウェーデン、デンマーク、フィンランド、オラ

ンダ、アメリカ、イギリス、フランス、このあ

たりです。このあたりのところは女性の出生率

も女性の就業率も高く約８割です。男性とほぼ

同じです。フランスが２．０人です。

　私は今、フランス式家庭、フランス式子育て

に注目しております。パリの地下鉄に乗ります

とベビーカーを押している人は半分以上、お父

さんです。公園に行くと、やはり、公園で子供

と遊んでいるのは半分以上、お父さんです。男

性が完全に育児参加をし、そして、女性がどん

どん政府の高官にも入っております。例えば、

ＩＭＦの局長もフランス人女性です。アレバと

いうフランスの原子力発電所の社長さんも女性

でした。フランスの女性は働きながら子どもを

生んでいます。これは２０年間で達成した成果

です。１９８０年代、フランスも１．３人まで

出生率が下がりました。それで、これでは大変

だということで政府が女性の両立支援と子ども

の支援を行いました。子どもが１歳を超えると

必ず保育園に預けられます。そして、教育費は

大学が終わるまで全て国家が面倒を見ます。こ

のような支援があるため確実に両立できます。

それに対して、この左はギリシャ、イタリア、

スペインです。ＥＵの中で財政難でＥＵの足を

引っ張っている国です。それから韓国、日本は、

女性の有業率も低く、出生率も低く、財政難の

国です。スペイン、あるいはギリシャ、地中海

周辺の国は男性中心社会です。日本、韓国も同

じです。（資料12）

（資料11）

（資料12）



「滋賀の女性経営者フォーラム」開催レポート 9

　女性の労働力率と出生率の関係、先ほどの国

際的な違いほどではないんですけれども、これ

を日本の都道府県別に並べたものです。横が女

性の労働力で、縦が合計特殊出生率です。沖縄

県は特別ですが、今、女性の有業率が高くて出

生率が１．６人を越えているところが島根、そ

して鳥取、福井です。滋賀県は有業率が低いわ

りに比較的出生率が高いということは、収入

の多い専業主婦層が多いということでもありま

す。滋賀県が実は県民所得、全国２位というの

はご存知でしょうか。東京が４６０万円、滋賀

県は１００万円ほど差がありますが３６０万円

ぐらい、三位が静岡という形ですから、滋賀県

は比較的裕福な家庭が多く、二人・三人子ども

を持って、一人稼ぎが多いというのが特色でも

あります。（資料13）

　そして、女性の活躍推進の意義の三点目「男

女の希望の実現」です。先ほど申し上げました

ようにワークライフバランスに取り組む企業の

方が業績がよいと申し上げましたけれども、こ

れは従業員と企業経営者の両方が満足して、よ

り効果的な仕事を行い、社会貢献もしていただ

いているということでもあります。（資料14）

　そして、今日のお話の大変大事なところです

けれども、女性が個人事業主として新設する事

業所の従業員の約９割が女性です。上が男性個

人業主です。下が女性個人業主です。男性の場

合は半分ぐらいが女性ですけれども、女性の場

合は９割ほどが女性従業者だということです。

言ってみれば女性が働きやすい職場を女性事業

主が作ってくれているということでもありま

す。ですから今日、女性起業者が増えてほしい

といっているのは、女性の働く場も増えていく

という大きな可能性があるからでございます。
（資料15）

　そして、農村においても女性の起業が増えて

おります。個人経営とグループ経営のいずれも

全国的に増えております。農業の場合は農産物

を加工して販売する道の駅などが、最近たくさ

んできております。あるいは商工会などで様々

な地域産物を工夫していただいておりますので

女性の活躍推進において、農業や六次産業化は

大変大事な分野です。（資料16）

（資料15）

（資料16）

（資料13）

（資料14）
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　そして、今申し上げたことを取りまとめてみ

たのが、次の女性の起業と就業の関係です。女

性起業家が社会を充実させるサービスあるいは

売れやすい製品を作ることで新たな需要が掘り

起こされる。一方で女性の負担となっている家

事や育児のサービスも充実されると女性の就業

も促進され社会進出が進みます。

　そして、女性特有の課題を乗り越えてきて起

業した女性は女性従業員が直面する課題に対し

ても柔軟に対応できるので女性の起業が進むと

女性が社会進出するためのよいサイクル、好循

環が生まれてくるというのが、今私たちが考え

ている一つのシステム作りでございます。これ

はすでに今起きているわけでございます。今す

でに進行している好循環でもあります。ですか

らこの好循環の事例を知っていただき、皆さん

自身が女性の起業について考えていただけたら

と思います。（資料17）

　次に、県として今どういう事業をしているか、

いくつか紹介していきたいと思います。一つは

家庭の中におられて仕事がしたい、でも、なか

なかハローワークにも行けないという方たちの

ために「マザーズジョブズステーション」を今

からちょうど二年前の平成２３年１０月に近江

八幡市の県立男女共同参画センターの中に開設

させていただきました。

　働きたいという女性の願いをかなえるための

ワンストップの就労支援でございます。まず、

ワンストップで何ができるかというと、一つは

きちんと無料の駐車場がございます。それから

予約をせずにお願いができる託児所がありま

す。子どもを連れて来られる方が託児を利用し、

同じ建物の中で相談のコーナーが利用できま

す。その相談のコーナーはもちろんハローワー

クの就労情報ネットワークにアクセスできま

す。しかし、実は女性が子育て中に仕事に出よ

うという時に、すぐにハローワークの端末を利

用するまでにはなりません。いっぱい悩みがあ

ります。そのカウンセリングが非常に大事です。

例えば、自分が仕事に出るときに、まず保育園

があるかどうかという情報、そして子どもが小

さいのに保育園にやって果たして、しっかりと

育つだろうかという不安。あるいは旦那さんが

理解してくれるだろうか、旦那さんのご両親や

家族が理解してくれるだろうか。併せて、じゃ

あ自分が仕事をした時にどういう能力があっ

て、何が活かせるのだろう。

　例えば、こういうデータがあります。看護師

の資格を持っている方が看護師の現場を離れて

何ヶ月ぐらいで自信を失うかというと三ヶ月で

す。つまり、三ヶ月現場を離れると、特に医療

の場合は日進月歩ですから自信を失います。そ

ういう方たちに、例えば看護師であれば、再就

職のための研修の場がありますよとアドバイス

を行っています。実は県内に約１万５千人ほど

の方が看護師資格を持っているんですけれど

も、半分ほどしか仕事に出ていません。半分は

家庭に入っていらっしゃるため、ある意味で資

格が寝ています。保育士の場合はもっと家庭に

入っておられる方が多いです。ですから看護師

や保育士、あるいは福祉の資格を持っている方

たちに、現場に戻ってもらうためにはカウンセ

リングしながら様々な研修の条件などを整えな

いといけません。このマザーズジョブズステー

ションでは色々な情報を提供させていただくこ

とができます。（資料18）

（資料17）
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　そして、これがトータルサポート事業の図で

すけれども、ちょっと細かすぎて分からないか

もしれませんが、ポイントは全て託児付き、そ

して、仕事と子育てと両立支援に関するアドバ

イスを行っています。保育情報もあります。そ

して、ハローワークの端末も利用できます。女

性のチャレンジ支援事業などキャリアアップ支

援の事業なども全てワンストップでそこで相談

できるということです。

　近江八幡市にあるので、この二年間は実はと

てもニーズのある草津、大津に在住の方は、ほ

とんど近江八幡へ行っていただいておりませ

ん。今まで７，８００人ほどの相談をいただい

ておりますが、利用者は近江八幡市や東近江市

などで、県としてはできたらもう一箇所は設置

したいなと考えていますが、まだ公表できる状

態まで至っておりません。ハローワークに協力

してもらわないといけませんので、国と相談し

ながら一緒に実施していくということになりま

す。

　延べ７，８００人にご相談に来ていただいて

４９２人に就職をしていただきました。この

４９２人を多いと言うか少ないと言うかですけ

ど、やはり稼ぎ手が増えるという意味では大変

意義のあることだと思います。具体的にはサー

ビス業、製造業、事務、保育士、看護師などで、

年間８億８千万円ほどの所得が増えているとい

うことになります。マザーズジョブステーショ

ンを是非ご利用いただけたらと思います。
（資料19）

　もう一つ紹介したいのが中小企業の活性化で

ございます。県では中小企業の活性化に関する

条例というのを今年度の４月から施行しており

ます。中小企業こそ女性が働きやすい職場でも

あります。それぞれの個人の都合、例えば、子

育て中であるとか、介護中であるとか、あるい

は短時間労働であるとか、その様な事業を相談

ができるのが中小企業でございます。

　そのため、中小企業の活性化を進めるにあ

たって、女性の参画も大きな柱として考えてお

ります。実は中小企業は人材不足で困っており

ます。ですからここを上手くマッチングをする

ことが重要だと思っております。（資料20）　

　最後にまとめですが、女性の活躍推進の効果

としては、この好循環、申し上げましたように

働く場が拡大し、意思決定過程に参画ができて、

そして、埋もれている女性の力や能力が発揮さ

れ、社会にも貢献される。そして、働く女性が

全体的に増え、消費投資の拡大、サービスやモ

ノの多様性が向上、そして経済や地域が元気に

（資料18） （資料19）

（資料20）
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なる。これがまた地域の雇用や拡大につながる。

このような好循環が生まれるということでござ

います。

　昨日も安倍首相が表明演説をしておられます

けど、そこで安倍首相もアベノミクスの成長戦

略の中に女性と若者の雇用の拡大ということを

はっきりと位置づけをしていただいておりま

す。アベノミクスの中にウーマノミクスも入れ

ていただいているということを私は大変頼もし

く思っております。（資料21）

　

　そして、最後、本質のところでございます。

女性が活躍するためには男性が確実に共に歩み

支えていただければならないということです。

おじいちゃんもイクメンならぬイクジィとして

是非子育てに参加してほしいです。それからイ

クメンの皆様、女性が活躍するためには男性の

支え、そのことは結果的にも男性の多様な視点

を理解することができます。

　県もそうですが、なかなか大きな組織では男

性の育児休暇が取れていませんが、男性で育児

休暇を取った方は子どもとは何か、人間とは何

か、そして、多様な世の中のニーズを知ってい

ただくことで、組織の中で今大変有望な人材と

して位置づけられているということも最後に申

し上げたいと思います。

　男性にとって決して我慢することでもない

し、失うことでもないし、男性が子育てやワー

クライフバランスを保っていただけることは社

会全体にとってもプラスになるということを最

後に申し上げまして、私からの講演とさせてい

ただきたいと思います。

　また、この後のパネルディスカッションで女

性経営者の皆様の声を聞いていただけたらと思

います。

　ご清聴どうもありがとうございました。（資料22）

（資料21）

（資料22）
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