平成29年度

京で輝く ! 女性活躍推進プロジェクト

京で輝く! 女性活躍推進シンポジウム
自分らしく働きたい,すべての人へ
「女性活躍推進」が国の成長戦略として重視されています。一方，仕事も私生活も充実させたい，自分らしくありたいと
思う気持ちは性別を問わず同じであるはず。女性が活躍できる社会とは，多様で柔軟な働き方が選択できる社会のことでは
ないでしょうか。「多様な働き方」がもたらす企業にとっての「価値」，そして自分にとっての「価値」を考えることで，仕
事での成果を出し，しなやかなキャリアを築く秘訣を見つけてみませんか。

平成 30 年

2月17日 土

京都市男女共同参画センター
ウィングス京都

京都市中京区東洞院通六角下る御射山町262番地

募集期間 平成29年12月28日（木）〜平成30年2月3日（土）

SESSION

参加無料

13：00 〜 16：00

1

基調講演

多様な働き方が新たな価値をつくる

出口

治明 氏

立命館アジア太平洋大学 学長※／
ライフネット生命保険株式会社 創業者

パネルディスカッション

女性活躍がもたらす価値と評価軸

多様な働き方を成果に結びつけるために，
企業はどのような評価軸を持てばよいので
しょうか。
ダイバーシティと女性活躍に取り組んできた企業の課題と効果から考えます。

モデレーター

白河

桃子 氏

パネリスト

少子化ジャーナリスト／
内閣官房
「働き方改革実現会議」
有識者議員

出口

治明 氏

桃子 氏

西岡 真帆 氏（清水建設株式会社 人事部 ダイバーシティ推進室長）
平田 智子 氏（日本電産株式会社 人事部長 兼 女性活躍推進室長）
出口 治明 氏（立命館アジア太平洋大学 学長※／ライフネット生命保険株式会社 創業者）
※平成30年１月就任

＜会 場＞ 2階イベントホール

SESSION

白河

2

ワールドカフェ

＜定 員＞ 240名（多数抽選）

保育
あり

手話通訳
あり

16：30 〜 18：00

ホンネで話そう！多様な働き方

ひとりひとりの生き方が多様であるように，人それぞれに多様な働き方があります。
「自分はどんな働き方がし
たいのか」
「
，理想の働き方を実現するために自分に何ができるのか」。参加者同士で自由に話し合いましょう。

＜会 場＞ 2階セミナー室AB
＜対 象＞ 多様な働き方に関心のある方
50名（多数抽選）

ファシリ
テーター

加藤

千恵 氏

（京都市男女共同参画センター館長／
京都光華女子大学キャリア形成学部教授・
女性キャリア開発研究センター長）

ワールドカフェとは
「カフェ」にいるような
リラックスした雰囲気の
なか，参加者 が少人数に
分かれたテーブルで自由
に対話 を行い ，他のテー
ブルとメンバーをシャッ
フルしながら話し合いを
発展さ せるこ とで，深い
相互理解や新しい気付き
を生み出す手法。

講

師

でぐち

はるあき

出口 治明 氏

立命館アジア太平洋大学 学長※
ライフネット生命保険株式会社 創業者

プロフィール

三重県生まれ。京都大学法学部を卒業後，昭和47年に日本生命保険相互会社に入社。生命保険協会の初代財務企画専門委員長
として,金融制度改革・保険業法の改正に従事。ロンドン現地法人社長,国際業務部長などを経て平成18年に退職し，生命保険準備
会社を設立。平成20年にライフネット生命保険株式会社を開業。
「子育て世代を応援する」という理念のもと,インターネットで保険
を販売することで大手の半額程度の保険料を実現させる。平成25年には代表取締役会長に就任。平成29年6月からは創業者とし
てライフネット生命の広報活動・若手育成に従事する。平成30年1月1日より立命館アジア太平洋大学（大分県別府市）の学長に就
任。同大で初めてとなる学長候補者の公募を経て選任された。
著書に，
「生命保険入門」，
「直球勝負の会社」，
「『働き方』の教科書」，
「人生を面白くする 本物の教養」，
「仕事に効く教養としての
『世界史』Ⅰ・Ⅱ」など。
※平成30年１月就任

モデレーター
しらかわ

とうこ

白河 桃子 氏

少子化ジャーナリスト／内閣官房「働き方改革実現会議」有識者議員

東京都生まれ，慶応義塾大学文学部社会学専攻卒。
住友商事，外資系金融などを経て著述業に。婚活，妊活，就活，キャリアプランなど女性のキーワードについて発信する。山田昌弘
中央大学教授とともに「婚活」を提唱。婚活ブームを起こす。少子化対策，女性のライフキャリアデザイン，男女共同参画，女性活躍
推進，ダイバーシティ，働き方改革，などをテーマに著作，講演活動を行う一方，内閣官房「働き方改革実現会議」，
「一億総活躍国民
会議」等の委員として政府の政策策定に参画。
著書に，
「『婚活』症候群」
「女子と就活」
「格付けしあう女たち」
「後悔しない『産む』X『働く』」
「専業主婦になりたい女たち」
「『専業
主夫』になりたい男たち」
「御社の働き方改革，ここが間違っています!」
「『逃げ恥』にみる結婚の経済学」など。

登壇企業の取組／登壇者プロフィール

清水建設株式会社

日本電産株式会社

様々なダイバーシティ推進活動を進める一方で，
「育児休職の延

働き方改革を加速させる取り組みとして，
「在宅勤務制度」
「時差勤務

長」
「10分単位の勤務時間短縮措置」
「子の看護休暇の有給化・半

制度」
「時間単位年次有給休暇制度」
の３つの制度を導入。
働き方改革を

休化」
「育児・介護のためのフレックス制度」
といった両立支援制度

通じてこれまでにも増して女性が活躍できる環境整備に向けて，
平成29

の改正を行う。

年4月に
「女性活躍推進室」
を

あらゆる職種の女性社員
が国内外から参加する
「女性
活躍推進フォーラム」，部下
の私生活とキャリアを応援
する役職者を表彰する「イク
ボスアワード」を開催し，対
外的な評価を受ける。平成
28年度「新・ダイバーシティ
経営企業100選」，平成28年
度「なでしこ銘柄」
に選定。

にしおか

西岡

ま

ほ

新設。
女性の活躍推進に関する

真帆 氏

清水建設株式会社 人事部
ダイバーシティ推進室長

平成7年4月，土木系総合職として清
水建 設に入社。都内のトンネル現 場で
施工管理を経験後，平成10年10月より
土木本部にてシールド関連の技術開発
を担当。平成13年4月から約13年間，土
木技術本部にてコンクリートの専門技
術者として全国の現場を支援。平成23
年4月に課長職に昇進。平成26年5月，
コーポレート企画室経営企画部に異動
後，平成27年6月より現職。日本建設業
連合会「けんせつ小町委員会」職場環境
整備専門部会長。

状況等が優良な企業を認定す
る
「えるぼし」
２つ星を取得。
さ
らなる女性活躍推進を目指し，
平成29年10月より
「育児休業
復職支援プログラム」
を導入。
「ワークライフマネジメント
（仕事と家庭を積極的にマネ
ジメントできる人材の育成）」
を促進。

ひら た

平田

とも こ

智子氏

日本電産株式会社 人事部長
兼 女性活躍推進室長

昭和61年，日本電産株式会社入社。
総務部を経て，人事部へ異動。教育研
修企画運営業務，採用業務，人事関連
業務に携わる。平成17年12月より「日
本電産ポジティブ･アクション」の事務
局として活動。
平成26年10月よりプロジェクト担
当（グローバル経営大学校，永守経営
塾の企画運営など創業者理念浸透教
育を担当）。平成28年4月より人事部
長。平成29年4月より女性活躍推進室
を発足し，室長を兼務。

お申込み・お問合せ
公益財団法人京都市男女共同参画推進協会

事業企画課

〒604‐8147 京都市中京区東洞院通六角下る御射山町 262 番地

TEL 075-212-8013

FAX 075-212-7460

E-mail jigyo@wings-kyoto.jp

URL http://wings-kyoto.jp

往復はがき，FAX，ホームページ，または E メールでお申し込みください。
募集期間 平成29年12月28日（木）〜平成30年2月3日（土）
講座名（session①・②どちらも参加，session①のみ参加，session②のみ参加），氏名（ふりがな），年齢，郵便番号，
住所，電話番号，メールアドレスを明記
※session①のみ保育
（６箇月〜未就学・１人800 円〜1,000 円）
，
手話通訳
（無料）
あり。
御希望の方は併せてお申し込みください。

,
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