ちょっと聞いてよ！

ダイバーシティ担当者が語る

わたし たちの 胸 のうち

～ダイバーシティ推進担当者覆面座談会～
に
取
組
ん
で
い
る
組
織
の
担
当
者
間
の

ダイバーシティ経営とは？
ダイバーシティ=多様性。組織の競争優位戦略として、社員の属性や個
性、価値観の違いに価値を置きビジネスに積極的に活かしていくこと。
社内の活性化や生産性の向上、優秀な人材の確保、商品やサービスの
革新などの効果がもたらされる。

会
社
の
発
展
と
社
員
の
働
き
が
い
を
創

ダイバーシティは未来への投資
〜遊びじゃないのよ〜
座談会参加者

―

サービス業

組んだのか、
どんなご苦労があったか？教えて下さい。

※３名は仮名です。
以下敬称を略します

山本さん（仮名） 女性
人事

まずは、各社がどういった経緯でダイバーシティに取り

岡田

岡田さん（仮名） 女性
製造業

現社長の就任と共に始まりました。就任当初、社

長が危機感を覚え、
トップダウンで推進が始まりました。その

営業

意義を皆にも分かって欲しいのですが、本社以外ではダイ

５年前からダイバーシティ

支社のダイバーシティのプ

推進に従事。
人事としての

ロジェクトメンバー。
営業と

取組みのほか、
女性プロジ

兼任で、
ダイバーシティの推

には啓発イベントを「遊び」
と見ている人もいて。経営課題

ェクトの運営にも携わる。

進を行う。

とリンクした活動なのに、本質が伝わらず心が折れそうにな

バーシティは他人事。未だ物凄く
「アウェー」な感じです。時

ることしばしばです。
（ 裏面へ続く）

ダイバーシティ担当者の苦悩
ダイバーシティは分かりづらい・
・
・

聞き手
高見真智子
（有）
サイズ・コミュニケーションズ
「多様性を活かし、
成長する組

木下さん（仮名） 男性
製造業

人事

織の創造」をテーマにダイ

製造業の本社の人事部に所

バーシティ推進を支援してい

属。
上司と共に、
ダイバーシ

る。
北九州ダイバーシティ・ネッ

ティの推進を社内のみなら

トワークのアドバイザー。

ず、
グループ会社にも働きか

みんな見えないものは、
理解してくれない・・

けをしている。

ー

イベントをやっても・
・

みなさんこんにちは。本日はお忙しいところ、お

集まり頂きありがとうございます。早速ですが、
ダイ
バーシティ推進担当者は本当に苦労が多いですよね。
九州の…いや全国の担当者の代表として、皆さんの
熱い思いや、ここでしか言えない苦労話を、本日は大
いに語りあって下さい。

経営課題なのに

理解してもらえない・・・
！

①

木下 うちは人事主導でスタートし、他の２社と比べ

山本

家族の協力を引き出すことも大事かと。社内婚

ると初期段階ですが、色々あります（笑）広くメンバー

で共働きのある夫婦は助け合っている。子どもが急病の

を募り、推進計画を作ったんですが、まとめるのに苦心

場合、父親や他の家族も含めて分担している。母親だ

しました。特に女性活躍のイメージはバラバラ。会議の

けが育児責任を抱えてしまうと責任ある仕事に躊躇しが

たびに私や上司は疲労困憊。推進の考え方もゴールの

ちだけど、子育てを家族間で担い合えると前向きになる

イメージも様々。だから総論賛成、各論反対になりやす

ようで、他の社員も参考にして欲しいです。

い…。
山本 うちは出産で退職する女性社員が多く、その
対応策としてスタートしました。困ったのは女性部下が

大変なの！
分かってよ！
もっと考えてよ！
！

繁忙期に妊娠したケース。上司に働きやすいように手
助けしてと伝えるのですが、どこまでの仕事をさせて良
いか分からない、一人分の業務はさせられないと不満
が。その後も何か不都合がある度に、人事にヘルプコー
ルが無限ループで続きました（苦笑）
―

大変なのも分かるし、人事としてもサポートはするけ

ど、少しは職場でもアイデア出してよ〜って気持ちになり
ますよねぇ。

山本

それと、育児中の女性社員も様々で。上司
自分も
貢献したい！
っていう気持ちが
なければ、みんな
協力してくれない
のに・・

や同僚にサポートしてもらっているっていう意識であれば
良いのですが、「私は妊娠しているのよ、子育て中よ、
手伝って貰って当たり前」という言動をすると、上手く
いくものも上手くいかなくなってしまう（笑）ワークライフ
バランスの浸透は大事だけど、それが「権利！」とか、
「仕事を代わってもらって当然」となると周囲の協力は
引き出せない。先日、育休から復帰する社員が「社内
に育児中の社員への理解がなく不安」だと。気持ちは
分かる、私も子育てしているから。でも「配慮してほし
い」と言うだけではなく、「育児中だけど職場の役に立
ちたい」っていう行動が無いと力を貸してもらえないん
です。権利ばかりを主張している人を見ると､復帰後、
大丈夫か心配になります。
岡田 シフト制の職場の上司が嘆いていました。そう

女性活躍は
ダイバーシティの試金石
〜でも女性からだと異論も多い〜
―

３社ともフォーカスしているのは女性ですか？

岡田

女性は結構優秀な社員が多いにも関わらずそ

いう意識の人が増えると仕事が回らないって。私たち女

の能力を活かせていない。
だからまずは女性にフォーカ

性も「どうしたら職場の成果を維持しお互いさまでやっ

スをしてダイバーシティを進めています。

ていけるのか」「子育て期もキャリアを伸ばすために何
をするか」主体的に考えなければいけませんね。

山本・木下

全く同様です。

木下

岡田 うちは女性管理職登用の数値目標も明確にあ
り、女性管理職も誕生しました。当然、
「なんで女性だ

もの病気で休暇は駄目って雰囲気がある。

け？」
という声も。
「まずは女性」にひっかかりがある人も
いるようで
（苦笑）女性優遇ではなく未来への投資、経
営課題なのに。
「女性は通過点ですよ、女性活躍も出来
ないところがダイバーシティなんか出来ないですよ」
と説

山本

はあります。
ただ、女性たちの職種や働き方に対する意

実際に、家庭のことで休む男性達に対して、仕

事していない、みたいな評価をしている上司はいる…そ
れも平気で言葉にしている。
これって九州だから？
（笑）
木下

明するのに、
またも理解して貰えないんです（笑）
木下 うちは女性を増やしていくことへの社内の賛同

確かに出産の立会で休むことはＯＫでも、子ど

育児中の女性への理解は向上しているけど、

多様な人が活躍していく上では、女性だけじゃなくて男
性社員や管理職の働き方の変化も必要ですよね。

見は多彩。
「やるんならゴリゴリやれ、一般職を廃止しろ」
とか（笑）
「多様性ならバリキャリもゆるキャリもどっちも認
めるべきだ」
とか。
岡田

社内には色んな考え方の人がいる。
だから丁

寧に伝えなければいけませんよね。管理職登用に関して
も、
もう少し丁寧にやる必要があるなあ…って。

多様性が無い会社の未来は
無い！そう強く実感した
―

皆さん熱意を持ってダイバーシティの推進にまい進さ

れているのはなぜですか？

岡田

社内を多様化していく為には、
男性の働き方も多様に
―

ところで、男性社員の働き方はどうですか？

木下

変わらないですね…。男性に育児休職を勧め

ると職場の目が気になり、取れないという声が多いです。
岡田 うちも同じ。子どもが病気で男性社員が休む
と、
「パパが子どもの看病をするって可哀そう」
と同僚が

大げさですが、
ダイバーシティが進まないと会社

が潰れると思ってます（笑）
木下 うちは男性が９割で打ち合わせも男性ばっか
り。そこに女性が一人でも加わると、本当に違うアイデアが
出てくる。革新にダイバーシティは不可欠です！
山本 まずは女性たちにスイッチを入れたい。
うちは男
女分け隔てなくチャンスも与えてくれる。手を上げれば、い
くらでもやっていけるこの環境を活かして、成長して欲し
いんです。

話をしているんです。
お子さん
お迎え？
奥さんは？

君じゃなきゃダメなの？

具合悪いの？

お大事にね。

トップのハートに火をつけろ！
巻き込むメンバーは慎重に

― ところで、山本さんの会社の女性プロジェクトはどんな活
動をしたんですか？

〜推進者の心得〜

山本

独身、既婚、子育て中、子育て終了後など様々

なメンバー１０人でスタートし、
まずは制度の勉強会、その
―

次に成果や取組みのポイントを教えて下さい。

岡田

社内の意識が変わってきたのは事実。特に女

後「結婚して、子育てしながら長く働き続けられる会社づ
くり」
というテーマで活動しました。何をするにしても、
自分

性が変わった。会議で発言するなんてとんでもないという

たちから、やりたいという提案をすることを意識して活動

雰囲気だったけど、発言が増えました。

を行いました。当時独身だったメンバーは、その後出産

木下 うちは、
ライフイベントでの退職者が無くなった

し、
自分たちで作った制度を利用して、今も頑張っていま

し、風通しも良くなった。
オープンにお互いのバックグラウ

す。

ンドを話せる土壌が無いとお互いの多様性の受容は進

―

みません。

して行くための働き方を考える機会になったんでしょうね。

―

効果を実感するための秘策とは？

山本 トップを巻き込むこと。某社で女性活躍の部署
が立ち上がったことを社長に話したことで、即、
トップダウ
ンで女性プロジェクトチーム設立に至りました。
岡田

仲間作りが大事かと。
プロジェクトリーダーに任

ダイバーシティ推進の
先にある、
会社の未来像
―

命された際、色々と考えて柔軟でバランス感覚のある人
を集めました。選ぶなら「この人なら周りが協力してくれる
だろうな」
という人望がある人（笑）やる気はあっても反
感をかわれてしまう人では駄目です。
あと社内営業も大

山本

そう、
プロジェクトに男性に一目置かれているベ

テラン女性社員をアドバイザーとして巻き込みました。そ

キーマンを巻き込むことは鉄則ですね。

木下

それと管理職の意識も大事です。講演を聞い

たりして意識を変えること、大事だと思います。
岡田 ダイバーシティ推進のプロセスでは「誰が伝え

るか」が物凄く大事みたいです。本当は「何を伝えるか」
が大事なんですが（笑）

決定権のある場所に多様な人がいる状態。男

女や属性、働き方も多様な人がその枠を超えて共働して
いるって良いですね。
木下 まずは女性管理職の増加。活躍する女性が顕
在化すると雰囲気も変わると思う。
わざわざ推進しなくて
も、活躍してくれる職場が理想かなと思います。
山本

の人が言うことだったら皆、聞く耳を持つので管理職の
意識も変わりました。

推進の先にある職場の未来像とは？

岡田

事。断られても粘り強く説得しました
（笑）

―

活動のプロセスを通じ、女性社員も本気で会社と共存共栄

笑顔の集まる会社にしたいです。女性管理職

の増加も必須ですが、皆が管理職を目指している訳では
ないから、各社員がやりがいを見いだせるものが会社の
中に色々あるといいなと思います。結果、個人も会社も笑
顔となり、
それが地域にも良い影響をもたらす。そういうの
良いな…。
―

有難うございました。皆さんのまいた種が社内を活性

化する日が訪れることを信じ、突き進んで下さい。
ダイバー
シティはまさに終わりなき旅…、応援しています。

