ゆ い ぽ ー と 広 報 紙

ワ

特集
就職活動に役立つ
セミナーはあるかな？

わくわくWORK!!

職場でのトラブル
…法律ではどう
なっているの？

保育所はどこ
がいいかな？

インターネットで
求人を探すには？

～もっとワタシが 輝 くために～

■就労に関する相談
名称

しごとプラザ
マザーズ
ひろしま

マザーズ
ハローワーク
広島
わーくわく
ママサポート
コーナー

対象

内容

相談方法

住所・電話番号

就職・再就職
職業相談・職業紹介
を希望する方

子育て中の
女性等

ゆいぽーと

ク

かがや

就労に関する相談窓口

広島公共職業安定所
（ハローワーク広島）

ー

職業相談・職業紹介・各種セミ 広島市中区立町1-20
(NREG広島立町ビル3階)
ナー
☎082-542-8609
就職準備・子育てとの両立に関す
る相談、キャリアカウンセリン
グ、保育所情報など就職活動に役
立つ情報提供

=目次=
・インタビュー カルビー株式会社
・広島市の男女共同参画に関する
データ
・就労に関する相談窓口
・ゆいぽーと就労支援講座

広島市中区上八丁堀8-2
(広島清水ビル)
☎082-223-8609

直接来所(月～金 8:30～17:15)

同上
☎082-542-0222

(広島市男女共同参画推進センター)
広報紙 特集 2 号
〒730-0051 広島市中区大手町５丁目６番９号
TEL:082-248-3320 ＦAX:082-248-4476
Mail：info-y@yui-port.city.hiroshima.jp
http：//www.yui-port.city.hiroshima.jp/

日本経済再生の鍵をにぎる「女性の社会進出」、「女性の働き方」が
今話題になっています。社会状況、ライフスタイルの多様化に伴い、産休・
育休制度、復職支援、短時間勤務など、社会のなかで「働き続ける」ため
の環境整備とともに、女性・男性・企業の意識改革も求められています。
組織の中で決定権を持つ立場に女性がどれだけ登用されているのか、埋
もれている女性の能力を活かすためにはどうしたらよいのか、今回の特集
では「働く」をテーマに、県内企業のインタビュー、就労に関する窓口な
どをご紹介します。

直接来所（月～金 10:30～19:00

キャリアアップハローワーク
広島

非正規労働者 正社員としての安定した職業へ 広島市中区本通6-11
(明治安田生命広島本通ビル8階) 土 10:00～17:00）
の方等
の再就職の支援
☎082-236-8613
※日曜・祝日・年末年始は休み

ひろしまジョブプラザ
（ひろしましごと館）

若者からシニ 全世代の就業や社会貢献活動の支
ア世代まで全 援（若年者相談、シニア・ミドル
相談、U・Iターン職業紹介など）
世代

広島市母子家庭等就業・
自立支援センター

母子家庭の母 就業相談、職業紹介、就業支援 広島市中区千田町1-9-43
(広島市社会福祉センター4階) 土・日 11:00～17:00)
及び寡婦
講習会など
☎082-546-1751
※第3日曜日・祝日・年末年始を除く

広島市中区八丁堀16-14
(第二広電ビル4階)
☎082-224-0121(代表)

直接来所（月～金、※若年者相談コー
ナーのみ土曜も開設、要予約。詳細は
ホームページをご覧下さい）
要事前予約(月～金 9:00～18:00

美容師歴 10 年、
ずっと仕事を続け
ていきたいです。

女性の健康づくりを応援
するためフィットネスの
会社を立ち上げました！

■労働条件・労働問題に関する相談
名称

総合労働相談
コーナー
広島労働局
雇用均等室
広島県労働相談コーナー
ひろしま

内容

相談方法

住所・電話番号

労働条件や解雇、配置転換、賃下げ、いじめ等の労 広島市中区上八丁堀6-30
(合同庁舎2号館5階)
働問題に関する相談
☎082-221-9296

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタ
イム労働法などに関する相談、セクシュアルハラス
メントの相談
賃金、労働時間、解雇、退職など労働問題全般につ
いて(一般労働相談)。法的な対応が必要なものにつ
いては、弁護士による特別労働相談を行う

電話または直接来所
(月～金 8:30～17:00)

同上
☎082-221-9247

電話または直接来所
(月～金 8:30～17:15)

広島市中区基町10-52
(県庁東館3階)
☎0120-570-207

電話または面接(※弁護士による特別労働
相談は、一般労働相談後に予約受付)

■インターネットでの情報提供
名称

内容

URL

わーくわくネットひろしま

広島県の雇用労働情報提供インターネットサービス

ひろしまジョブサイト

広島県の求人・求職データベース☎同上(広島県商工労働局雇用労働政策課)

☎082-513-3424

タカノ橋商店街
活性化のために日々
組合で働いています。

※祝日は休み

http://www.work2.pref.hiroshima.jp/

はたらく
みんなの
笑顔
大集合！

http://www.work2.pref.hiroshima.jp/jobsite/

ゆいぽーとの相談事業「女性のための面接相談」 (要予約・無料)
ご予約は

☎ ０８２－２４８－３３１２（予約受付時間

開館日の９:00～20:00）

【就労支援】毎月第１木曜日 11:00～12:00 毎月第３木曜日 11:00～12:00／14:00～15:00
※就労支援相談は就職先のあっせんではありません。
※相談時間は 2013 年 4 月以降、変更予定のためお問い合わせください。
【法
律】毎月第１・２木曜日 13:00～16:00（ひとり１時間・１回まで）
◆面接相談にはそのほか「こころ」
「健康」もあります。

ゆいぽーと就労支援講座

「はたらく女性の応援カフェ」 女性対象

参加費
無料

ずっとやりたかった
カフェの仕事、毎日
楽しく献立を考えて
います♪

とにかく仕事が好き！
おいしく食べて、生涯
現役です！

家族の笑顔のために
ビル管理の仕事も育児
もがんばっています！

子育てしながら
無理なく働ける場
があるといいな。

女性の就労、
私たちも応援
しますよ～!!

4 月からゆいぽーとに新しくオープンする、働く女性を対象とした気軽なフリートークの場です。
各種資格を持つアドバイザーも一緒にお話をさせていただき、みなさんに必要な情報を提供します。
<日時> ４月１８日(木) 18:30～20:00（毎月１回開催・無料）
<定員> ２０名
<お話> 赤木 悠起(あかぎ ゆき)さん（メイジュコミュニケーション代表）
<アドバイザー> 産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・社会保険労務士・セラピストの方など
予告 女性のための再就職活動応援講座(仮称)説明会
<日時> 4 月 23 日(火) 10:00～11:00
<日時> 5 月から開講する、再就職を目指す女性を対象とした就活セミナー（全 9 回・無料）の説明会です。

ゆいぽーと

広島市男女共同参画推進センター

〒730-0051 広島市中区大手町５丁目６番９号 TEL：０８２－２４８－３３２０／FAX：０８２－２４８－４４７６

Mail：info-y@yui-port.city.hiroshima.jp

http：//www.yui-port.city.hiroshima.jp/
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広島市では「第 2 次広島市男女共同参画基本計画」の基本目標のひとつに「働く場における男女
共同参画の推進」を掲げ、男女の均等な雇用の機会と待遇を確保し、意欲と能力のある女性が職場
で活躍することができるよう、事業所への働きかけを行っています。

インタビュー

カルビー株式会社

広島工場西棟
男女の差は？

女性の管理職の占める割合を企業全体の３０％とする、という国の目標値。
実践的な取り組みを進めている広島の地元企業のひとつ、カルビー株式会社
では、まず２０１２年度の目標として 15％と定めています。
昨春、カルビー広島工場西棟の製造部門で、初めて女性管理職として登
用された Jagabee（じゃがビー）製造課の石丸早苗課長と工場長の川畑浩
介さんにお話を伺いました。

女性管理職、第一号
―まずは、現在の部署で初めての女性管理職になられ
たということで、おめでとうございます。石丸さんは
もともと管理職を目指しておられたのですか？
石丸早苗課長：目指してはいなかったですね。私が入
社した 25 年前は男性と女性で敷かれたレールが違っ
ていました。男性は機械の操作なども含め、トータル
に業務を任され、女性は作業中心でほぼ職場が変わら
ない、という状況。10 年ほど前から労働組合で女性の
活躍の場を、と取り組んでおり、当時女性では珍しい
フォークリフトの免許のような特殊な資格を取ったり
しました。ようやくそうした道が開いてきたのではな
いかと思います。
―（現職場での）女性管理職第一号と言われることを
どう思われますか？周りの反応は？
石丸課長：責任を感じています。よく「ロールモデル」
と言われますが、時間が経過してくるにつれ、より強
く意識するようになりました。今後女性の管理職が増
えていくにしろ、ぶつかる壁は同じだと思います。少
しでも参考になればと、こうした社外の方とお話しす
る場でも自分の考えや思いを表現することを大切にし
ています。

女性の登用
―上司である川畑工場長におたずねします。今回「女
性」を管理職として登用された理由をお聞かせくださ
い。
川畑浩介工場長：もちろん、会社として（女性管理職
の占める割合の）数値目標を持ってやっていますが、
それがなくても石丸さんにお願いしたいと思っていま
した。あなたの個性を生かしてほしいと。ちょうど流
れにのった形です。
―女性管理職の登用で、どのようなメリットがありま
したか？
川畑工場長：気が利きますね。女性だからというわけ
ではないんでしょうが、一人ひとりに目が届き、みん
なとよくコミュニケーションをとっています。
（ ）

後輩へのメッセージ

―女性の活躍の場として、業種や職種などの限定があ
ると思われますか？
川畑工場長：事業系だったらかなり進んでいると思い
ますが、女性で製造業に従事する人は少ない。以前よ
り機械化されてはいるが、やはり力仕事も多く、そう
いう意味で男性しかできない仕事はあります。危険だ
から女性ではない方が、という意識や区別が残ってい
る部分もありますね。
石丸課長：環境保全とか、機械や設備的なところはむ
ずかしいですね。管理職を目指すならば、まず専門性
が高ければ能力が高いと認められる。ただしそれだけ
だと仕事が狭まってしまうので、ある程度基礎が大事
では。基礎をおさえられたら、実践に入っても広く応
用できます。そうなると男女の差はなくなるかと。

部下への指導
川畑浩介工場長と Jagabee(じゃがビー)製造課の
石丸早苗課長。

彼女が以前いた部署は大所帯でしたが、現在は小規模
で、男性が多い職場。逆にそういうところの方が女性
の能力というか、良さを発揮できるのではと考えまし
た。うまく男女の部下を引っ張っていますし、1 年近
く経った今でも（取材時で約 9 か月）
、彼女は好奇心も
向上心も持続している。見習いたいですね。

仕事のやりがい
―業務で大変だと感じること、またやりがいを感じる
ことは？
石丸課長：私の担当課は部下が 13 名いますが、工場と
いうのは設備を動かして物を作っているところ。人も
もちろん大事ですが、機械のメンテナンスなどの知識
が弱く、もどかしい思いをすることも。専門の部署に
力になってもらっています。持ち場の設備に関しては
できる限り立ち会って理解しようと努力もしていま
す。やりがいということでは、自分の判断や指示で大
きく生産量が増え、利益も増えるなど結果として目に
見える形で現れたときにはやった！(笑)と思います
ね。

―石丸さんの部下の方の反応は。部下の能力を引き出
すために、気を付けておられることはありますか？
川畑工場長：本人は機械的なところが弱いと気にして
いるが、かえって詳しくない方が部下にとっては自分
がやらないと、と責任感が生まれる。それで部下の能
力も伸びていっているところがあると思います。

私、個性が強いん
でしょうか？

（聞き手・構成／北村）

働くことを楽しみにして！
いろんなことを乗りこえて、
人生を楽しんでいます。

石丸課長：そうですね。部下に対しても、知識が薄い
ところを逆手にとって、専門の部署へ自分で足を運ん
で教えを乞いに行きなさい、と言っています。人それ
ぞれの個性を見出してそれを伸ばす機会を与えるのが
私の仕事だと。私も上司に恵まれていて、なんでもや
らせてもらってきたことが今に続いているので、今度
は機会を与える立場になったと思っています。（ ）

どうもありがとうございました！
（取材協力：カルビー株式会社 西日本事業本部）

広島市の男女共同参画に関するデータ
《広島市職員の管理職等（教員は除く。
）に占める女性の人数と割合の推移》
900

管理職にもいろんな
タイプがあっていい
と思いますよ。

―部下の方や、後輩に何かひと言、アドバイスをいた
だけますか？
石丸課長：
「何にでも興味を持ってチャレンジして」と
いうことですね。私自身好奇心が旺盛で、公私ともに
いろんなことをしてきました。趣味もモータースポー
ツ、バス釣り、ウェイクボード、スキー…スノーボー
ドも始めました。どれも女性の割合は少ない世界かも
しれませんね。おかげでお金はぜんぜん貯まっていな
くて（笑）
。雑学みたいなものかもしれませんが、生き
ていく為のヒントというか、糸の結び方ひとつでも知
っていれば命が助かるかもしれないし。モータースポ
ーツでは車の面倒も見ていたので、仕事の場面でも、
あ、こうだったなと、ふとつながるときがある。幅広
い世界を知ってほしい。
あとは「野心をもって」と。古いのかもしれません
が、上を見て要領よく動くというのではなく、体を使
って、自分で時間をかけて、かつ先輩からも学ぶとい
うのが大事。今はそういうガッツのある人が少ないよ
うな。いい意味でのハングリー精神をもってほしいで
すね。
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なごやかに談笑されるお二人から、和気あいあいと
した職場の雰囲気が伝わってきました。
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広島市職員の管理職における女性の割
合は平成 24 年時点で全体のおよそ 1
割。平成 23 年に策定された「第 2 次
広島市男女共同参画基本計画」では平
成 33 年までに 16％の目標数値を掲
げています。

