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1. はじめに 

 

（1）本事業について 

観光庁は、観光産業を我が国の成長に資する基幹産業とし、さらに高いレベルの観光立国

を目指すために、観光産業の担い手を「観光産業をリードするトップレベルの経営人材」か

ら「観光の中核を担う人材」、さらには「即戦力となる地域の実践的な観光人材」育成の取

組強化の支援をしている。 

 「産学連携による観光産業の中核人材育成・強化事業」は「観光の中核を担う人材」の育

成を目的として観光庁が実施し、本校は委託事業として「ホスピタリティ産業における女性

活躍と組織づくり講座」を開催する。 

 

（2）講座の目的 

少子化が急速に進展しているわが国において、働き手の急減を埋めるには多様な人材の

積極的な活用が求められる。その人材のなかでも、女性の活躍が遅れているとの指摘は多く、

この状況を改善することが急務であると考えられる。 

 特にホスピタリティ産業では、労働者のうち女性が占める割合が高い一方で、管理職に就

く割合がきわめて低い。しかしこれは見方を変えると、女性の管理職への登用における余地

が大きいともいえる。さらに食と住に深く関係するホスピタリティ産業では、女性の感性を

取り入れることは重要であると考えられる。そこで本講座では、女性が活躍しうる組織づく

りについて論議する。 

 

（3）講座の教育効果を高める工夫 

 本プログラムでは、ホスピタリティ産業における女性管理職・経営者の登用環境を整備す

るために、産業側の協力を大いに活用する。具体的には、問題点や成功例の抽出から阻害要

因の検証、講師としての登壇などを行う。 

 また、既存研究で得られている知見のみならず、講座参加者とともに考察を深めるワーク

ショップの開催やディスカッションの実施、シンポジウムでの受講生の発表などを通じて、

理論的に解明しきれていない側面にもスポットライトを当てる。これにより、企業ごとの事

情に即した組織づくりが実現することを目指す。受講者へのアンケートも実施し、効果の検

証を行なう。 

 

（4）講座の対象者 

宿泊施設やブライダル施設、料飲サービスといったホスピタリティ産業で、総支配人、若

女将などのマネージャー層や経営層を目指す女性をメインターゲットとし、加えて女性の

活躍の場を広げたいと考える企業の経営層やホスピタリティ産業の関係者をサブターゲッ

トとする。 
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（5）対象となる観光分野の現状・課題 

帝国データバンクによる 2016年の調査では、調査対象の全国 10,285社のうち、管理職に

占める女性の比率は平均で 6.5%に過ぎないうえ、女性の管理職が 1 人もいない企業が半数

を占めている。ホスピタリティ産業に絞ると、スタッフは女性の割合が高く 6割前後を占め

るにもかかわらず、管理職の割合は 5%にも満たないというアンバランスが生じている。こ

の産業は女性が活躍しやすいといわれる一方で、管理職・経営者にはなかなか就けないのが

現実である。こうした状況を打開すべく、総支配人の 30%を女性にするという目標を掲げた

世界チェーンも出現してきている。 

 以上から、ホスピタリティ産業における有能な女性の登用について考えていくことは喫

緊の課題といえる。 

 

（6）実施体制 

本学教員と企業の構成員を中心としたメンバーで運営検討委員会を組織し、本委員会が

プログラムの開発、実施、検証を行なうこととする。本委員会はプログラム編成のほかに、

プログラム開講中のフォローアップも実施する。 

 

（7）スケジュール 

平日の夜間を中心に開講して、社会人の受講者のスケジュールに合わせやすくする。また、

会場である東洋大学白山キャンパスは、都営地下鉄三田線、東京メトロ南北線の利用が可能

でありアクセスはきわめて良好である。 
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2. 事業実施体制とカリキュラム 

 

（1）実施概要 

①事業題目 

観光庁「産学連携による観光産業の中核人材育成・強化事業」の事業 

 

②講座名称 

ホスピタリティ産業における女性活躍と組織づくり講座 

～講義、ワークショップ、施設見学を通じて女性が活躍できる組織づくりを考えます～ 

 

③実施主体及び事業実施 

実施主体：国土交通省観光庁 

事業実施：東洋大学 観光産業の中核人材育成・強化事業カリキュラム検討委員会 

実施責任者：国際観光学部 教授 森下晶美 

事務局 ：研究推進部 産官学連携推進課 

 

④受講対象者 

ホスピタリティ産業および観光産業に現在従事されているマネージャー層、経営者層、

またはマネージャー層を目指す方 

 

⑤受講要件 

原則として、カリキュラムの全日程参加可能な方 

 

⑥募集定員・受講料 

募集定員：20名 

受講料  ：無料 

 

⑦受講場所 

東洋大学 白山キャンパス 

〒112-8606 東京都文京区白山 5-28-20 

都営地下鉄三田線「白山」駅 A3 出口から「正門」徒歩 5 分 

東京メトロ南北線「本駒込」駅 1番出口から「正門」徒歩 5 分 
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（2）実施体制 

本講座のプログラム内容についてはカリキュラム検討委員会にて話合いを行い決定する。

平成 29 年 8 月 30 日にカリキュラム検討委員会を開催し本講座のプログラム内容を下記の

ように検討した。 

 

①カリキュラム概要 

日本の観光政策、マーケティング、組織論など観光庁や本学教員にての理論習得を行い、

その後実情把握としてホスピタリティ産業に関わる実務講師を招き実例を基にした講義と

ワークショップを行う。女性活躍の実態把握のための施設見学も実施し、最後にまとめとし

てシンポジウムを開催し全体の総括を行う。 

 

②カリキュラムの特徴 

 「理論習得→実情把握→実態視察→まとめ」といった一連の流れによって理論だけでなく、

受講者が実際に所属企業に持ち帰り実践できる内容となっている。ワークショップやパネ

ルディスカッション、発表会などを取り入れて受講者が新しい知見を取り入れやすくする。

都心キャンパスという立地を生かしつつ社会人でも受講しやすいように平日の夜間の開催

を主とし、仕事をしながらでも学べる環境とする。 

 

（3）カリキュラムについて 

①理論習得 

国土交通省観光庁より田村参事官にご登壇頂き日本の観光政策と人材育成について講義

を頂く。本学教員よりマーケティングと組織論・組織行動論についての学問的な側面から講

義を行い理論の習得を目指す。 

 

②実情把握 

旅行会社、ホテル、ブライダルなどホスピタリティ産業に関わる実務教員だけでなく、女

性が活躍している企業などの事例も取りいれる。また日本だけでなく海外の事例もとりい

れグローバルな視点からの女性活躍の実情の把握を目指す。講義の後にワークショップを

取りいれ、各グループにて実際に女性が活躍できる組織はどのようにすればよいのかを討

論し、各所属企業に持ち帰り実際に取りいれて反映することを目指す。 

 

③実態視察 

関東近郊の宿泊施設を視察し女性が活躍している実際の現場を把握することを目指す。 

 

④まとめ 

これまでの講義の内容を振り返り、自分自身でどのような組織にすべきかを考える。 
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（4）カリキュラム一覧 

 

第 1ターム 

 

 

 

 

第 2ターム 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:10～15:20 主催者挨拶   東洋大学 学長   竹村 牧男

  東洋大学国際観光学部  准教授 

  徳江 順一郎

17:30～18:20 組織論・組織行動論と人的資源管理論を学ぶ

  東洋大学国際観光学部

  学部長・教授

  飯嶋 好彦

1-2

1-3

  東洋大学国際観光学部  教授 

 カリキュラム検討委員会委員長 

  森下 晶美

15:10～ 開校式
  東洋大学国際観光学部  教授

  森下 晶美

1-1

10月28日(土)

15:00～15:10

東洋大学

白山キャンパス

10号館  A301

開講に当たっての説明

15:20～16:20 日本の観光政策と人材育成
  観光庁参事官（観光人材政策） 

  田村 寿浩 氏

16:30～17:20 ホスピタリティのフレームワークとマーケティング

第1ターム
時間 教室 講義名 担当講師など

日程

2-1 11月15日(水)

  [成長企業事例]

経営者が考える女性のキャリ

アと働きがい

  株式会社 生活の木  / TREE OF LIFE 

  代表取締役社長CEO

  重永 忠 氏

2-2 11月21日(火)

  [業界事例1]

JTBにおける女性活躍の事例か

ら学ぶ

  株式会社JTB

  JTBユニバ－シティ運営事務局長

  鈴木 良照 氏

2-3 11月29日(水)

  [他国の事例]

フランスにおける女性のキャ

リア 実例から学ぶ

  天空の森,忘れの里 雅叙苑

  ディレクター

  シャスリー 範子 氏

2-4 12月5日(火)

  [業界事例2]

究極のサービス業における女

性登用の事例から学ぶ

  セレモアホールディングス株式会社

  常務取締役 

  笠置 さおり 氏

2-5 12月13日(水)

  [業界事例3]

ブライダル産業における女性

のキャリアについて考える

  株式会社スティルサンク

  代表取締役

  濱野 紹央子 氏

2-6 12月20日(水)

  [業界事例4]

外資系ホテルにおける女性の

キャリアについて考える

  ハレクラニ沖縄

  開業準備室 人材開発部長

  木元 貴俊 氏

講義名 担当講師など
日程

19:00～21:00

(19:00～20:00)　事例講義

(20:00～21:00)ワーク

ショップ

東洋大学

白山キャンパス

10号館  A206

第2ターム
時間 教室
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第 3ターム 

 

 

 

 

第 4ターム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1

3-2

平成30年

1月8日(月)

～9日(火)

女性活躍の先進的な宿泊施設視察とヒアリングセミナー

1泊2日の研修（宿泊費、交通費など研修費実費）

ABBA Resorts 坐漁荘

（伊豆高原・浮島温泉郷）

第3ターム
講義名 開催場所

日程

4-1

基調講演

「女性が活躍できる組織

づくり」

株式会社リクルート・ホールディングス 執行役員

（サステナビティ・PR・総務）

  冨塚 優　氏

4-2

パネルディスカッション

「ホスピタリティ産業と

女性活躍」

株式会社 JTB 

  JTBユニバ－シティ運営事務局長

  鈴木 良照 氏

株式会社帝国ホテル

 帝国ホテル東京 レストラン部長

 安久津 光恵 氏

東洋大学総務部 広報担当部長

  柳川 悦子

東洋大学国際観光学部 准教授

  徳江 順一郎

受講者による発表と全体

総括

東洋⼤学国際観光学部

  学部⻑・教授

  飯嶋 好彦

修了証授与式

   修了証授与

  観光庁参事官（観光人材政策） 田村 寿浩 氏

  東洋大学 学長   竹村 牧男

   主催者挨拶   東洋大学 学長   竹村 牧男

講義名 担当講師など（予定）
日程

平成30年

１月20日

(土)

13:00～

16:10

東洋大学

白山キャン

パス 5号館

井上円了

ホール

第4ターム
時間 場所
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3. 開催概要 

 

（1）告知方法 

本学 HP での告知、募集チラシの配布を通じて告知を行う。申し込みは本学 HP からが多

いが、都内のイベントなどで配布したチラシを見て応募を行った受講者もいる。また観光庁

の HPにて本講座を知り応募を行った受講者もいた。 

 

募集チラシ 
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（2）冊子 

告知内容だけでは本学の講座内容が伝わりにくいため、別途冊子を作成し配布をおこな

った。本冊子は受講開始後も適時配布をおこなった。 
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（3）応募者概要 

①応募者の現在の職務内容 

全体的に所属組織にて中心的な役割を担っている管理職が多かったが、今後そのポジシ

ョンを担うと想われる応募者も少なからずいた。本講座の受講対象者として想定している

「ホスピタリティ産業および観光産業に現在従事されているマネージャー層、経営者層、ま

たはマネージャー層を目指す方」に沿った応募であった。 

 

②応募動機 

応募動機としては、所属組織にて今後女性をどのように活躍すべきかを学びたい意見が

多かった。また講師陣が魅力であり無料であること、他の受講生の方とのつながりもつくり

たいとの意見もあった。 

（一部修正のうえ抜粋） 

・少子高齢化を迎え人口構造の変化に伴い、女性社員の活躍と人材育成は急務のため。 

・これまであまり学んでこなかった経営についての基礎知識や視座を身につけたい。 

・女性の感覚や女性目線でのサービスが会社の成長に欠かせないとの考えから、現状から変

われるヒントを得たい。 

・高いレベルのホスピタリティ性に触れ吸収し、自社や地域にフィードバックをしたい。 

・今後成長していくためにも女性が活躍できる場は必須となるので、本講座を通して制度の

改革へも繋げていきたい。 

・女性が働き易く、またキャリア登用にチャレンジできる環境・組織を整備するために、今

の自分に出来ることは何かを学びたい。 

・働く女性たちの自主性を活かした、やりがいのある職場にしたい。 

・「働き方改革」の実践ためにも、今後は女性従業員が長く活躍できる業界を目指すべきと

検討している（現在はテレワーク制度等を検討）ところであり、他の観光関連企業・団体等

の先進的な事例や取組等を学びたい。 

・本講座で事例や動向を学びながら、当社の D&I 推進、女性活躍、働き方改革などの人事諸

施策につなげていきたい。 

・講師陣の先生方が魅力的。 

・受講料が無料。 

・業界における女性の適正な活用が進んでいないと憂慮しているため。 

 

③申し込みの経緯 

申し込みは観光庁の Web サイト、旅行業界向けの情報提供サイト、受講者募集チラシ、本

学 HP、紹介、などの経緯であった。このような募集講座の場合は多様な情報発信の必要性

が求められていると考えられる。 
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④出席状況 

講義は 1-1～4-2まで全 13 回行った。応募者総数 17名の内、規定の出席回数を満たした

16名に修了証の授与をおこなった。 

 

⑤住所  

都心で仕事帰りでも受講可能な日程表にしたため、東京を中心

とした受講者を見込んでいたが、講義内容に魅力を感じて遠方か

ら申し込みを行った受講者もいた。特に遠方の方は出席率が高

く、全 13回の講義をほぼ休みなく出席され修了している。 

 東京・埼玉・神奈川の方は想定通りに仕事帰りに受講するスタイ

ルが多かった。 

 

⑥年代と男女比 

受講者の年代は 40 代が多く、次いで 50 代、30 代となってい

る。受講対象者の第１のターゲット層は管理者層を見据えてい

たため、それに沿った応募となった。また今後マネージャー層を

目指す 30 代と 20 代の応募もあり、本講座の目的としたターゲ

ット層に対して講義の受講が行われていると考えられる。 

 男女比も女性の方が多いが管理職である男性の受講もあり、関

心の高さがうかがえる。 

 

⑦所属業種と役職 

想定していた応募業種は宿泊業

が主になると考えており、約半数が

その通りとなったが、旅行会社やそ

の他の業種からも応募があった。宿

泊産業にかかわらず、ホスピタリテ

ィ産業界全体の問題として女性活

躍が求められていると考えられる。 

また役職も経営者層や管理職などからの応募が多く、女性活躍について現実的な問題と

してとらえ解決を求めていることがうかがえる。 

 

1-1 1-2 1-3 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 3-1 3-2 4-1 4-2

16 15 15 14 13 14 13 15 15 12 12 15 15

出席状況（人）

東京 11

埼玉 2

神奈川 1

群馬 1

静岡 1

島根 1

住所（人）

20代 2

30代 3

40代 8

50代 4

年代（人）

女性(人) 11

男性(人) 6

ホテル 8

旅館 1

旅行会社 4

その他 4

所属業種（人）

役員・取締役 2

総支配人・女将 2

シニアマネージャー 3

部長 2

課長 3

係長・主任 3

役職（人）
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（4）講座運営 

①設営 

本講座は 1 時間の事例講義と 1 時間のワーク

ショップとなっている（第 2ターム） 

講座の設営は毎回同一の教室であり、受講者

が迷わず来室できるようにした。 

  

 

 

 

毎回の講義事に会場である 10 号館の入り口

に案内板、教室の入り口に会場の表記をおこな

い、教室の番号を忘れても迷うことがないよう

にした。 

 

 

 

 

 

本事業であることを明示するために、講義毎

に横断幕を設営している。受講者がこの横断幕

を背景に写真撮影などを行っている様子もみら

れた。 

 

 

 

 

 

            設営風景①                                    設営風景② 
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②座席配置（側面型） 

ワークショップは毎回 4グループに分かれて討議をおこなう。1時間の講義後に同じ教室

ですぐワークショップを行うため、4グループが集まることが可能なレイアウトを作成する

時間がない。そのため同一教室内にてワークショップ用のグループを予め用意し、事例講義

終了後すぐにワークショップが可能なレイアウトを用いている。またグループ分けも事務

局にて予め作成し、講師負担の低減と時間の短縮を図っている。 

 

 

中央の座席が事例講義時の席、A・B・C・Dがワークショップ時の席 

 

 

 

 

前方入り口より                               後方入り口より 

 

 

 

聴講席 聴講席 聴講席 聴講席

聴講席 聴講席 聴講席 聴講席 入り口（後方）

ホ
ワ
イ
ト

ボー

ド

ホ
ワ
イ
ト

ボー

ド

ホ
ワ
イ
ト

ボー

ド
D B

ホ
ワ
イ
ト

ボー

ド
C A

スクリーン 入り口（前方）
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③座席配置（凹型） 

ワークショップは講師の要望により、グループでの討論ではなく受講者全体でおこなう

場合もある。この場合は予め講師と座席の調整を図り要望に沿った配置を行う。その例とし

て下記の通り凹型配置をおこなった事例をあげる。 

 

 

 

前方入り口より                                 後方入り口より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スクリーン 入り口（前方）

入り口（後方）
聴講席 聴講席 聴講席 聴講席

聴講席 聴講席 聴講席 聴講席
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4. 講義内容 

 

（1）第 1ターム 

① 講座開講に際する挨拶 

 

主催者挨拶   東洋大学長   竹村 牧男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開講にあたっての説明   東洋大学国際観光学部  教授  森下 晶美 
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②日本の観光政策と人材育成（1－1） 

2017年 10月 28 日(土) 15:20～16:20 

 

 

 

 

講 師：田村 寿浩 参事官 

    観光庁観光産業課（観光人材政策室） 

 

テーマ：日本の観光政策と人材育成 

 

 

 

 

 

本講義のねらい 

国や地域の観光振興に資する観光人材政策に関して、本事業の実施主体である観光庁の

参事官より直々に動向をうかがい、現状と今後の方向性の理解を促す。また受講者の観光に

対する視野を広げ、本講義から始まる本講座への期待を高めることも意図して開講された。 
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講義概要 

・国際観光市場の今後の予測 

・政府の取組 

平成 15 年 4月  ビジット・ジャパン・キャンペーン開始 

平成 20 年 10月 観光庁発足 

平成 25 年 3月  観光立国推進閣僚会議設置 

平成 27 年 11月 第 1回「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」開催 

平成 28 年 3月 「明日の日本を支える観光ビジョン」決定 

平成 29 年 3月 「観光立国推進基本計画」決定 

平成 29 年 5月 「観光ビジョン実現プログラム 2017」決定 

・「観光先進国」への「3つの視点」 

視点 1：「観光資源の魅力を極め、地方創生の礎に」 

視点 2：「観光産業を革新し、国際競争力を高め、我が国の基幹産業に」 

視点 3：「すべての旅行者が、ストレスなく快適に観光を満喫できる環境に」 

・観光産業を担う人材の育成・強化 

① 観光産業を牽引する経営人材 

② 地域の観光産業を担う中核人材 

③ 即戦力となる実務人材 

・観光地域づくりを行う舵取り役＝「日本版 DMO」を各地域で形成・確立 

 

 

 

講義内容 

  マクロ的な視点から観光を捉え、観光の重要性など数値を交えて説明される。特に今後の

国際観光市場は伸びが予想され、特に北東アジア・東南アジアにおいては高い伸びが期待さ

れている。訪日外国人の旅行消費額は電子部品の輸出水準を超える物となり、我が国におい

ても重要な産業となっていることが伝えられた。 

  具体的な数値を交えての説明であったため、観光産業というものの重要性をイメージし

やすいと声が上がった。また今後の観光産業の方向性についても、段階を踏んで基幹産業に

する道筋が描かれており、受講者からも国への期待が高まったと感じられた。 
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③ホスピタリティのフレームワークとマーケティング（1－2） 

2017年 10月 28 日(土) 16:30～17:20 

 

 

 

講 師：徳江 順一郎   

東洋大学国際観光学部 准教授 

 

テーマ：ホスピタリティのフレームワークとマーケティング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本講義のねらい 

  理論習得の 1 つとしてマーケティングの基礎とホスピタリティとは何か、を学び第 2 タ

ームでの実情把握にて考察するための礎となることを期待している。マーケティングを学

んでない受講者でもわかりやすいマーケティングの基礎、今後のマーケティングの方向性、

サービスとホスピタリティの違い、など幅広く伝え受講者が自ら興味を持ち学びたくなる

ような内容となっている。 
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講義概要 

マーケティング 

・マーケティングの基本概念 

      マーケティングとは？ 

・マーケティングにおける製品とニーズ 

      製品の持つ「意味」 

・販売とマーケティング 

・マーケティングの歴史 

・マーケティングの変遷 

・マーケティングとパラダイム 

・Segmentation、Targeting、Positioning 

ホスピタリティ 

・ホスピタリティ≠おもてなし 

・ホスピタリティの語源 

サービス概念／サービスの特性 

・「サービス」とは？ 

・2 つの品質／性質 

・応用的サービス提供とリスク 

サービスとホスピタリティ 

・サービスとホスピタリティの相違点とは？ 

・トライアドモデル 

 

 

講義内容 

  マーケティングについてあまり詳しくない受講者に対し、マーケティングとは？などマ

ーケティングの基本概念から説明があり、大まかな概要をつかむことができた様子であっ

た。 

ホスピタリティ＝おもてなし、と考える受講者が多い中、重なる部分もあるが別物である

という理論に興味を抱いていた。特に関係性というキーワードを用いたホスピタリティの

説明には、日頃もやもやと感じていたことがきれいまとめられていたためスッキリしたと

いう声もあがった。 
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④組織論・組織行動論と人的資源管理論を学ぶ（1－3） 

2017年 10月 28 日(土) 17:30～18:20 

 

 

 

講 師：飯嶋 好彦 

東洋大学国際観光学部  

学部長・教授 

 

テーマ：組織論・組織行動論と人的資源管理論を学ぶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本講義のねらい 

  本講座も理論習得の 1 つとして経営学や組織論の重要性を伝え、組織を理論的に考える

ことの重要性を伝える。また講師の専門分野である女性の人的資源管理の面から、女性のキ

ャリアを妨げる障壁、女性活躍のためのキャリア開発、人事制度、ダイバーシティ・マネジ

メント、など第 2タームでの実情把握に必要な基礎知識を伝え、幅広い視点から考察するこ

とを期待している。 
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講義概要 

・経営学の誕生 

・F.テイラーの科学的管理法 

・ファヨールの企業の経営活動 

・ファヨールの経営管理プロセス 

・メイヨーの人間関係論 

・分化と統合をいかに行うか？ 

・女性のキャリアに注目した理由 

    キャリア開発を妨げる時間の障壁 

・ホテル企業の従業員がしたがう 6つのキャリア開発形態 

・3 次元構造の複線型人事制度 

・ダイバーシティ・マネジメントの構造 

 

 

 

講義内容 

  ほとんどの受講生がまだ学んだことがない経営学について、経営学の誕生からどのよう

な変遷をたどってきたのかをわかりやすく説明された。特に今後の講義にて重要となる組

織論については、具体的な理論を用いて説明し学術的な側面から組織を考えることの重要

性を伝えた。 

  大学の講義のような感じであったため最初は緊張していた受講者も、学問の面から組織

を考える面白さが見え始め、経営学をより学びたいという声が上がった。 

  女性のキャリア開発に焦点を当てた内容は、本講座の理論的な核心となる部分であり、熱

心に拝聴する様子が見て取られた。 

  時間の関係上、主な項目だけの説明になってしまったため、今後自ら勉強したい受講生に

対して、組織論、組織行動論、女性の人的資源管理論などのテキストの紹介がおこなわれ、

実際に購入をおこなった受講者もいた。 
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⑤懇親会 
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（2）第 2ターム 

①【成長企業事例】経営者が考える女性のキャリアと働きがい（2－1） 

2017年 11月 15 日(水) 19:00～21:00 

 

講 師：重永 忠 氏 

（株式会社 生活の木 / TREE OF LIFE 代表取締役社長 CEO） 

 

テーマ：【成長企業事例】経営者が考える女性のキャリアと働きがい 

 

 

 

 

 

 

 

本講義のねらい 

株式会社 生活の木 / TREE OF LIFE は社員の男女比が 1:9であり、数多くの女性が活躍

している企業である。実際に女性が活躍できる組織作り、経営理念、企業哲学をどのように

すればよいか、また組織内において女性活躍を持続させるには、どのようなキャリアプラン

が必要なのかを考察するのがねらいである。 
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講義概要 

・自社紹介 

・創業～現在まで 

・海外展開 

・活躍のための 3つのベース 

    理念・哲学の理解と賛同 

目指すものの共有 

役割の明確化 

・キャリア形成に必要な 8つのこと 

    理念 

    経営観 

    志事観 

    使命 

    愉しみ 

    縁 

    覚悟 

    感謝 

 

 

講義内容 

経営理念として「自然・健康・楽しさ」を提供することにより、お客様に感動を与える、

社員の生活を豊かにする、会社の発展を促す、こととしている。小売りを主としているため

業種的に女性比率は高いが、更に高い理由としてはこの経営理念に賛同する女性が多く、ま

た女性でも意見を伝えやすい組織、キャリア形成の指針などがあり、企業として女性を引き

つけていることがうかがえる。 

企業にて女性活躍を考える場合、多くの企業は社内の女性従業員に対してより活躍して

もらうにはどのような施策を採ればよいのかを考えるが、企業の経営理念そのものを女性

活躍も含めた内容とすると、外部から女性が集まり社内で活躍している実例に多くの受講

者は驚いていた。 

女性活躍に必要なキャリア

形成についても、8 つの内容

について一つ一つ丁寧に説明

をされ、受講者が所属組織に

持ち帰り活かせる内容であっ

た。 
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ワークショップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31



②【業界事例 1】JTB における女性活躍の事例から学ぶ（2－2） 

2017年 11月 21 日(火)19:00～21:00 

 

講 師：鈴木 良照 氏 

（株式会社 JTB   人事部 JTB ユニバ－シティ運営事務局長） 

 

テーマ：【業界事例 1】JTB における女性活躍の事例から学ぶ 

 

 

 

 

 

 

本講義のねらい 

昨今ダイバーシティが頻繁に取り上げられているが、その先進的な取り組みをおこなっ

ている企業にて、実際にどのような施策をおこなっているかの実例を学ぶ。女性特有のライ

フイベントなどがあっても継続的に働くことができる環境作り、多様性を受容する意識・風

土の確立への具体例を通して、受講者の所属企業にて今後女性が活躍できる組織作りをす

るために指針や問題点を洗い出すことがねらいである。 
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講義概要 

・JTB の概要 

・ダイバーシティ推進のあゆみ  

    ダイバーシティマガジン 

    ダイバーシティアワード 

    ダイバーシティ INDEX 

    ダイバーシティ推進フロー 

・ダイバーシティ推進の意義 

    ダイバーシティはなぜ経営戦略か 

・課題と取組み 

    意識調査から見える課題 

    課題に対する取組み 

    女性育成ロードマップ 

    女性活躍推進のための取組み 

    女性の更なる活躍のためのポイント 

    働き方改革の事例 

 

 

 

講義内容 

  ダイバーシティが重要であることは理解しているが、どの意志決定レベルで行えばよい

のかがわからない受講生が多い中、組織のトップが率先してダイバーシティの推進を図る

ことの重要性を伝えた。先進的な取組みとして、ダイバーシティマガジンの発行、ダイバー

シティアワードで優れた推進の取組みを表彰など、個人や組織にとってダイバーシティが

重要であるという意識付けの取組みも行っている。 

  また意識調査を重視しており、何が今問題なのかを理解する必要性を伝えている。例とし

てはキャリアデザインが見えない事に対して、ロールモデルを提示して今後のキャリアを

具体的にイメージできるようにしている。 

  今まであまり知るこ

とのできなかった JTB

社内におけるダイバー

シティ推進の様々な話

を聞けて、大変有意義な

内容であったことが受

講者の様子から感じら

れた。 

33



ワークショップ 
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③【他国の事例】フランスにおける女性のキャリア 実例から学ぶ（2－3） 

2017年 11月 29 日(水) 19:00～21:00 

 

講 師：シャスリー 範子 氏 

（天空の森,忘れの里 雅叙苑 ディレクター） 

 

テーマ：【他国の事例】フランスにおける女性のキャリア 

  実例から学ぶ 
 

 

 

 

 

 

 

本講義のねらい 

本講座はホスピタリティ産業における事例が中心ではあるが、他国の事例についても知

見を持つことが必要であると考え開講されるに至る。フランスは女性が働きながらでも育

児などが可能な社会であるため、企業での取り組みだけでなく、社会システムとしての女性

活躍が可能なものにするには、どのような方向性がよいかを考察するのがねらいである。 
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講義概要 

・プロフィール 

・フランスにおける働き方 

・フランス人の気質 

・フランスにおける女性の働き方 

    日本との違い 

・フランスの生涯出生率 

・フランスにおけるダイバーシティ 

・フランスにおける子育て環境 

    日本と大きく異なるところ 

・女性が働く環境における日本との制度的な違い 

 

 

講義内容 

一見、女性の活躍が進んでいると思われるフランスでも、実は少し前までは、それほど女

性が活躍しているというわけではなかったことがまず紹介され、受講生たちは驚きの声を

あげていた。フランスでも、政策面の充実により、女性の活躍が進んだということが明らか

になった。 

事実、2012年の外交官における女性比率は 11%であった。しかし、2016 年には 26%にまで

高められることになった。省庁における重要ポストの女性比率、閣僚における女性比率など

も、高くなっていっている。 

その前提となっているのは、楽しむことを重んじる国民性、合理的な考え方、休日取得の

義務化や数値目標を掲げ、それを厳守（アファーマティブ・アクション）させるような政策

面でのサポート、そして、仕事を続けることが可能な、子育て面での政府のサポートである。

やはり、産業側の努力だけではどうしても限界があり、政策面での充実も必要とされること

が理解できた。 

わが国では往々にして「仕事か家庭か」といった選択が迫られることが多いが、このよう

な施策のおかげもあり、フランスでは両立が十分可能であるという。こうした背景を知るこ

とができた。 

 

 

 

 

 

 

 

36



ワークショップ 
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④【業界事例 2】究極のサービス業における女性登用の事例から学ぶ（2－4） 

2017年 12月 5日(火) 19:00～21:00 

 

 

講 師：笠置 さおり 氏 

（セレモアホールディングス株式会社 常務取締役） 

 

テーマ：【業界事例 2】究極のサービス業における女性登用の 

事例から学ぶ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本講義のねらい 

  ホスピタリティ産業とは異なる業界として、究極のサービスと例えられる葬祭業での取

組みを取り上げる。一見ホスピタリティ産業と葬祭業では繋がりがないと思われるが、提供

サービスを心より喜んで頂くという点では共通している。 

女性活躍を組織の仕組み作りだけでなく、提供サービスを通して推進することの重要性

を考察することがねらいである。 
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講義概要 

・会社概要 

・エピソード紹介 

・意識改革 

    社内風土 

・仕組み作り 

    社内研修制度 

    クレド制度 

 

 

 

 

講義内容 

  ほとんどの受講者は葬祭業についての知見をあまり持っていないため、実際のエピソー

ドを通して具体的にどのような仕事内容であるのかのお話を頂いた。究極のサービスと例

えられるきめ細やかな対応に受講者からも関心の声が上がった。 

  組織からみた女性の役割ではなく、提供サービスの内容から女性の役割といったこれま

でにあまりない視点からの女性活躍の内容であったため、驚きを覚える受講者もいた。 

  組織としても社内研修やクレド制度を通して女性活躍を推進する制度を整えていて、組

織と提供サービスの両方の面から女性活躍を推進する体制の重要性がみえた。 

ワークショップは講師の要望により受講生全員が参加できるスタイルをとった。これは

受講生が課題に対して、どのような考えを持っているのかをより詳しく聞きたいとの要望

のためであったが、その予測通り様々な受講者と密接なやり取りができ、講師と受講者の両

者が満足している様子がうかがえた。 
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ワークショップ 
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⑤【業界事例 3】ブライダル産業における女性のキャリアについて考える（2－5） 

2017年 12月 13 日(水) 19:00～21:00 

 

講 師：濱野 紹央子 氏 

（株式会社スティルサンク  代表取締役） 

 

テーマ：【業界事例 3】ブライダル産業における女性のキャリアに 

ついて考える 
 

 

 

 

 

講義のねらい 

「ブライダル産業における女性のキャリアについて考える」と題し、ブライダル産業にお

いて活躍する 7名の生き方、働き方をキャリアモデルのひとつとして紹介することにより、

業界内での女性のキャリアの事例と課題を明らかにして頂く。 

働き方に対する価値観は個々で異なること、また受講者自身どのような価値観を抱いて

いるのかをワークショップを通じて考察することをねらいとしている。 
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講義概要 

・自己紹介：ブライダルの仕事についての詳細 

   専門誌での対談・連載 

   ブライダル企業へのコンサルティング 

   個人のお客様のトータルプロデュース 

・結婚式のプロデュース実例 

   オートクチュールウェディング 

   ガーデンウェディング 

   花嫁は外国人 

・ブライダル業界での女性のキャリアデザインについて 

   ブライダル業界で活躍している女性の成功例 

・ブライダル業界の現状と今後の課題 

   女性特有のライフイベントへの対策について 

 

 

講義内容 

自身の結婚式で、ドレスから会場のコーディネートまでの一切を自身で手配した事から、

ブライダルを仕事とすることを決め、欧米スタイルの結婚式を日本に広めるに至った経緯

をお話いただいた。ブライダルの仕事にかけてきた思い、様々な困難と地道な実践（花嫁衣

裳会社との提携やドレスレンタル事業の展開など）、オートクチュール（≒オーダーメイド

一点物）ウェディングの先駆者として生きてきた講師自身の軌跡に受講者の関心が集まっ

た。 

また、ブライダル産業内で活躍する協力者らとの関わり、インタビュー等を通じて知った

彼女らの生き方や働き方もリアルに伝えられた。自身の興味関心から始めた仕事を、相手を

感動させるビジネスに発展させる姿や、その功績の大きさが作用し、受講者がキャリアモデ

ルをイメージすることに大いに役立つ講義となった。 

ブライダル業界で活躍して

いる女性の成功例として、ヨー

ロッパ挙式＆ハネムーンのス

ペシャリスト、日本を代表する

ウェディングドレス・デザイナ

ー、ウェディングドレスショッ

プ・オーナーほかが取り上げら

れた。 
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ワークショップ 
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⑥【業界事例 4】外資系ホテルにおける女性のキャリアについて考える（2－6） 

2017年 12月 20 日(水) 19:00～21:00 

 

 

講 師：木元 貴俊 氏 

ハレクラニ沖縄  開業準備室 人材開発部長 

（元マンダリンオリエンタル東京 人事部次長） 

 

 

テーマ：【業界事例 4】外資系ホテルにおける女性のキャリアに 

ついて考える 

 

 

 

 

 

講義のねらい 

外資系ホテルの現役採用責任者のお話を聞いた上で、新卒採用において優秀な女子学生

を惹きつける要因を検討することと、評価制度や昇進システムに関する考察を深めること

の二点を主なねらいとして、本講義が実施された。 
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講義概要 

・ハレクラニ沖縄について 

・外資系ホテルあるある 

    新卒採用における志望者 

    従業員の男女比 

    昇進のスピード 

    女性管理職の多さ 

・昇進の仕組みについて 

 

 

 

 

講義内容 

「使えそうな事例を持ち帰って」という講師の言葉どおり、講師の外資系ホテルでの人事

職経験から数多くの実践例をご紹介いただく講義となった。日本では男女バランスをとる

事が多い採用や役職任命において、性差をほぼ考慮せずに取り組む実態が話され、疑問の念

（＝それでうまくいくのか）を抱く受講者も中にはいた。 

講師によれば、外資系ホテルにおいて公平な評価と公平な昇進システムは当然の事なの

で、そこに疑問を抱くこともないし、実際に支障も生じていないとの事であった。これには

多くの受講者が驚いていたが、講義に基づくグループディスカッションでは、女性が勤めた

い会社の要因として、自身の働きぶりを公平に評価される仕組み、モデルとなるキャリアを

歩む女性先輩社員の存在、働く場所としてのブランディングなどが挙げられ、特にホテルキ

ャリアへの考察を深めることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45



ワークショップ 
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（3）第 3ターム 

 

平成 30年 1月 8日(月)～9 日(水) 宿泊研修 

 

①場所：伊豆・伊東 浮山温泉｢ABBA RESORTS IZU - 坐漁荘｣ 

（〒413-0232 静岡県伊東市八幡野 1741、0557-53-1170、http://zagyosoh.com/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②スケジュール 

 

1月 8日(月) 

14時 伊豆急行線伊豆高原駅集合 

宿の迎えにより、宿へ 

14時 30 分頃～15時頃チェックイン 

15時 チェックイン後、館内見学 

16時 施設に関するセミナー 

18時 夕食 

1月 9日(火) 

8:30 朝食 

11時 チェックアウト 

12時 昼食（希望者のみ） 

13時 全体統括の方からのセミナー 

14時 人事ご担当者と女性従業員によるパネルディスカッション 

15時 退館 
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③宿泊研修の目的 

第 3 タームは、「女性活躍の先進的な宿泊施設視察とヒアリング」を目的として、ABBA 

RESORTS IZU 坐漁荘様のご協力を賜り、2日間にわたって開催した。 

今回の宿泊研修は、施設見学を通じて女性の感性を生かしたサービス提供の現場を学び、

さらに人事の責任者や、女性スタッフたちをはじめとしたスタッフの皆様に対するヒアリ

ングも実施して、受講者の皆様が女性活躍の先進事例を直接的に感じてもらえることを目

的としている。 

 

 

 

 

④施設概要 

当施設は、伊豆高原からほど近い浮山温泉郷において約半世紀の歴史を刻んできた。別荘

地に広大な敷地を占め、「座して魚を釣るがごとく」ゆったりとした時間を過ごしてもらい

たいという思いをおもてなしに込めたサービスで、多くの顧客に愛されてきた。 

この伝統ある旅館は、日本旅館ならではの魅力を認識した海外資本のオーナーによって

買収され、新しいスタイルの旅館として 2014 年に再スタートを切ることになった。新オー

ナーのもとで改修も進められ、周辺の敷地を買い増しして、露天風呂やプールつきのヴィラ、

フランス料理のレストラン、日本刀コレクションを飾る美術スペースが増設されるなどし

た。しかし、そこで提供されるサービスは、歴史とともに積み重ねてきた和のもてなしその

ものをベースとしたものであり、いわゆる「外資系」といった言葉からの連想とは若干の相

違が感じられる。 
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⑤セミナーについて 

当施設の最大の特徴は旅館の良さを活かしつつ再生を図っていくために、大いに女性の

能力の活用を図ったことである。事実、現在では各部門のマネージャー層の半数は女性が占

めており、女性の活躍が同館の再生に大きく寄与していることがうかがえる。 

今回のセミナーでは管理職のみならず、実際に現場で活躍している担当者から生の声を

聞くことができた。受講生が所属組織にて、具体的に女性活躍を実践するにはどのようにす

ればよいのかの指針にもなったかと思われる。 
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⑥宿泊研修を終えて 

今回の宿泊研修は初日に雨に見まわれたが、スケジュール通り滞りなく進めることがで

きた。お忙しいなか坐漁荘のスタッフ皆様の細かい心配りと、受講者のホスピタリティ溢れ

るご協力の結果であるといえる。 

また受講者同士で一晩過ごすことにより、こうした状況の共有機会を設けることで、人材

育成についての議論を活発化させ、当人材育成事業の効果および本学の研究・教育の特長を

学内外に示すことにもつながっていくことも期待できる。 
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（4）第 4ターム 

「ホスピタリティ産業における女性活躍と組織づくり」シンポジウム 

①シンポジウムチラシ 
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② 基調講演：「女性が活躍できる組織づくり」（4－1） 

平成 30年 1月 20 日(土) 

講 師：冨塚 優 氏   

株式会社リクルート・ホールディングス   

執行役員（サステナビティ・PR・総務） 

基調講演：「女性が活躍できる組織づくり」 

 

 

 

略歴 

1988年入社、2004年に国内旅行ディビジョン デ

ィビジョン長、2006年国内旅行カンパニー カンパ

ニー長を経て 2008年 4月より 執行役員に就任し現

在に至る。 

2012年 10月株式会社リクルートライフスタイル 

代表取締役社長、2013 年 4月 株式会社リクルート

マーケティングパートナーズ 代表取締役社長、

2016年 4月 株式会社リクルートアドミニストレー

ション 代表取締役社長を兼任。 

 

 

 

 

 

 

【冨塚様の講演概要】  

・事業紹介、自己紹介  

・STAGE1：具体的な施策  

  女性の意識改革・育成の取り組み  

  管理職のマネジメント強化の取り組み  

  多様な人材の活用に向けた活動の取り組み  

  取り組みの結果  

・STAGE2：働き方変革の取り組み  

・最後に：これらの変革を支えるもの  
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基調講演「女性が活躍できる組織づくり」 

 

株式会社リクルートホールディングス 

 

執行役員（サステナビリティ・PR・総務） 冨塚 優 氏 

 

 

冨塚：皆様こんにちは。ご紹介いただきました、冨塚優です。 

観光庁の皆様ならびに東洋大学の皆様、本日はこのような貴重な機会を頂戴しまして、あ

りがとうございます。 

リクルートは今、リクルートグループということで、1960年に創業しまして 58年目です。

従業員数は 4 万 5,688 名、グループ企業は 357 社あります（2017 年 3 月 31 日時点）。実は

2011年度末は海外の売り上げが 3.6%だったのですが、2017年 3月期で 40.1%が海外売り上

げということで、急速にグローバル化が進んでいる会社でもあります。 

そのような中でリクルートではどのような事業をやっているかといいますと、国内では

一人一人のライフイベントと日常消費を、お取引先とユーザーの皆様の間に入ってつなぐ

ようなビジネスをしています。私も求人採用の仕事から始まって、「住宅」以外の仕事を実

は全て担当していまして、人の一生に関わる選択の部分の仕事と日常消費的に気軽に使う

サービスの両方のビジネスを展開してきました。 

私は 1988年に入社し、現在 52歳、3歳の息子がいます。 

2013 年にリクルートマーケティングパートナーズという会社の社長になったのですが、

この会社は、ゼクシィやスタディサプリ、カーセンサーなどのサービスを運営している会社

なのですが、ちょうどゼクシィを担当する年に結婚をすることになりまして、その翌年に息

子を授かりました。49歳のときです。 

実はこの体験が女性活躍推進に大きな影響を及ぼしています。私の妻もリクルートグル

ープに勤めていたのですが、出産を前に退職をして、自分で起業して今は社長をしています。

そのため、今は家で働いているのですけれども、その彼女を見ながら、今まで頭で理解して

いた女性の結婚、育児や介護という問題が本当に目の前で繰り広げられているのを見て、こ

れは頭で分かっていたことではなくて、本当に自分も含めて体感をして、何とかしていかな

いと、本当に生産性を含めて経営を考えたときにこういう人材をどうやって最大限に生か

していくのかということが経営のポイントになるなということを身につまされて感じた次

第です。そういう部分がこの後の色々な施策につながっていきました。 

私が 1988年にリクルートへ入社した年は新入社員の約半数が女性でした。そして入社し

てから、男性や女性など性の差はあまり関係ないような雰囲気の中で仕事をしてきました。

ヒューマンリソース、採用・教育の営業の仕事を 13年、それから『リクナビ』の編集長や

商品の企画の責任者を 3年、HR 領域で担当してまいりました。 
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その 13年の営業の中で、『とらばーゆ』という女性の採用メディアがあったのですが、こ

の営業を 10 年やっていました。その当時は積極的に女性に仕事を任せる企業はそんなに多

くなかったものですから、当社のいろいろな部署の事例を持って人事部に行きまして、もっ

と女性に仕事を任せていきましょうよと、このような提案をしていました。そういった関係

で、女性活躍という視点はこのときにもう身に付いていたかもしれません。 

結婚して子どもができたという話を先ほどしましたが、それと匹敵するぐらい私自身に

影響を及ぼした出来事のひとつで、リクルートマーケティングパートナーズ時代のお話し

をさせていただきます。 

この会社は約 1,400名ぐらいの会社ですが、社員の約 6割が女性となります。産前産後・

育児休暇を取得する際に、気になるのは、復帰後どのように仕事と育児を両立していくか。

こうだったら戻って働けるイメージが湧くという状態まで、仕事のやり方・進め方というの

を変えましたまずは在宅勤務ですね。テレワークと言ったり、リモートワークという言い方

をしますけれども、これを OKにしよう、きちんと成果さえ上げてくれれば場所はどこでも

いいというふうに変えましょうと。仕事を開始するとき、終わるときに連絡を行い、労働管

理も工夫していました。 

その結果、それから 3年たっていますが、どうやってその人たちに生き生きと働いてもら

えるのかという環境整備をすることがマネジメントの仕事だということをつくづく実感し

ました。リモートワークの導入に始まり、働き方変革にも着手し、女性従業員が育児休暇後

も戻ってきてくれるようになり、子育てをしながら働くことが当たり前の会社になってき

たと自負しています。週刊ダイヤモンドの「本当にいい会社ランキング」において 2014年

1位になったということが僕にとって、リクルート人生の中で最もうれしいなと思ったこと

です。 

ということで、自己紹介を含めまして私の人材マネジメント、特に女性に対してどのよう

に生き生きと働いていただくかというような思いの背景の部分を伝えさせていただいたの

ですが、そもそもリクルートグループの働き方というのを常に進化させていこうと思って、

経営陣は日夜いろいろなことを考えています。その中で、私は以前、労務を担当して、今は

働き方変革と言っていますが、この担当をしています。 

このような環境で、このリクルートグループの働き方変革、ダイバーシティの目的という

のは、イノベーションの創出をさせることをいかにスピーディーに行うことができるかと

いうことを目的にしようと決めています。そして従業員がよりイノベーションを創出でき

るような仕組みというのをどのように作っていくのかということが大切であろうと思って

います。 

そういった意味において、経営においても、昔はじっくり計画を立てて、現場はその計画

を着実に実行し…というような時代があったわけですが、もう今はそのようなことを言っ

ていてはイノベーションは全く起きない。個人起点でどんどんイノベーションが生まれて、

経営はその個人の自主性を生み出すために解放させるということです。束縛から解放させ
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て、創発の仕組みをできるような環境を作っていかなければいけないと思っています。 

そのためには 3 ステップを踏んでいこうと決めていまして、まず第 1 ステップは多様な

就業形態を許容する、限定的なダイバーシティ、管理職の意識改革です。そして、ステップ

2として個の自主性の解放、成果型マネジメントと時間を生み出すことをやっていきましょ

うと。 

将来に向けてはステージ 3ということで、本質的なダイバーシティ、イノベーションの創

出への資源配分というのをどんどん行っていき、そのベースとしては個のエネルギーをさ

らに開放できるよう、そして創発による新しい価値を通じて社会への貢献を加速していこ

うと思っています。 

「新しい価値の創造」「社会への貢献」「個の尊重」の３つはリクルートグループの理念で

ありまして、トップに「新しい価値の創造」をおいています。ですから、これをもう愚直に

まい進していこうというのが今のステップ 3 の進め方のベースになっています。その新し

い価値の創造というのは何のためにやるのかというと、社会への貢献ということで、そのた

めには個人個人の自主性を尊重して、その個人の集合体の組織として 1＋1＝2ではなくて 3

になり 4になりというような、創発できるような状態を作る。そのような組織を作れるよう

にしていくのが経営の役割だということを定義しています。 

では具体的にどのようなことを行ってきたのか、その成果はどうだったのかということ

を次にお話をしたいと思います。 

最初にステージ 1の具体的施策です。 

まず 1つ目です。女性の意識改革・育成への取り組みということで、経営者候補の女性を

対象とした Women's Leadership Program というリーダーシップ研修です。こちらは私が手

掛ける前からある、もう 10年ぐらい行なっているプログラムです。約半年にわたって実施

しているプログラムで、半年間の間に約 5回の研修と所属会社の社長・役員との面談を通し

て、自身の成し遂げたいことは何か、その実現手段としてどんなリーダーシップを身に着け

るかを考え抜きます。 

社長との面談というのは、1人あたり 1時間程度かけて、今どのような成し遂げたいこと、

思いがあって、どのようにチャレンジしていこうと思っているのか、その実現に向けた本質

的な課題は何かという

ことの「壁打ち役」をや

っていくもので、かなり

時間を投資しているプ

ログラムです。 

この研修に参加する

人間というのは 2 つの

タイプの人間でして、1

つは今もうマネージャ
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ーになっている若手の管理職の中でも部長任用を期待している人で、より一段高いマネジ

メントができるような人材に育てていくというタイプです。もう 1 つは管理職になる前の

リーダーシップを発揮している若手の層を出しています。大体今は 3：1ぐらいの比で参加

しています。もう 10年やっていますので、ここから執行役員や部長がかなり出ているので

すけれども、最も影響があったのは実は 1人の若い人です。というのは、自分よりもずっと

先輩の女性と半年間リーダーシップについて一緒に議論をしていくので、吸収をどんどん

していって、ものすごく成長が加速されるということが成果として上がったなと思ってい

ます。 

2つ目は、次世代マネージャー向けのスキル講座というものです。 

先ほどのリーダーシップ講座というのは実はスタンスがメインになります。リーダーシ

ップを発揮してほしいという人たちに対して、リーダーシップやマネジメントというのは

一体何なのかということや、本人がどのようなリーダーでありたいかという思いといった

スタンスの面をトレーニングします。 

一方で、会社の要望に対して「そんな、管理職なんて私はちょっと。あまりイメージでき

ません」というような女性が多く、本人自身の役職志向にあまり火がついていないと。その

理由は、「管理職になれるイメージが湧かない」と。イメージが湧かないというのはどうい

うことなのか…「スキルが付いていないので、マネージャーにはなれない」と思っているの

だということがヒアリングで分かったため、であれば、そういったスキルは学べば身に付く

ということを分かりやすく提示をしてあげることによって、「ああ、私にもできそう」と思

ってもらおうと始めたのです。 

私がリクルートマーケティングパートナーズ時代などに行っていたのは、経営トップに

よるケーススタディーを用いたディスカッションをメインとした全 5 回の研修です。例え

ば、マネージャーと部下の問題が発生しました、あなたがマネージャーだったらこの問題を

どのように解決しますか、ということを私が講師としてお題を出します。それに対しての案

を作り発表してもらい、どこが良いのか悪いのか、というのをみんなでディスカッションを

しながら、最後に実はこのケースはどうだったのかという話をします。 

うまくいったケースもあれば、失敗したケースもあります。うまくいったケースはこうい

う理由でうまくいきました…失敗したケースはこういう理由で失敗しているのです…それ

に対して私が介入していってどのように事を収めていって、現在はどうなっているのか…

というようなことを各論で一個一個説明します。こういう経験をすることによって、「なる

ほど」とマネジメントの引き出しが豊かになっていくのです。 

これを 5 回やるのですけれども、それによって自分の今の配下の人間関係で起こったこ

とに関して、このように対峙していけば乗り越えられそうだと自信が付くというようなプ

ログラムです。 

一方で、あなたが今抱えているマネジメント上の課題は何なのですか、ということもピッ

クアップしてきて、それに対してみんなで考えて、われわれからもアドバイスをします。実

57



際にそれをやってみてどうだったか。うまくいったか、いかなかったか。なぜうまくいって、

なぜうまくいかなかったのか。ではそれをもう 1回繰り返してみましょう、というのも 5回

にわたってずっと続けていくと。 

現在のリクルートホールディングスでは、そのようなマネジメントスキルに加えて、外部

講師によるロジカルシンキングなどのスキルの研修も加えています。物事をロジカルに構

想して、それを実行できる力を付けるということで、ピラミッドストラクチャーの組み立て

方から、構造化と定量化など論理的な思考を身に着けるためのトレーニングをします。この

結果は非常に好評で、参加した人はもちろん、参加者が学んだ内容を周囲の同僚に話し、周

りの女性たちも「そういうことだったら私もできるかもしれない。やってみようかな」とな

るという波及効果もあります。 

次が Career Cafe 28 です。今後ライフイベントの節目を迎える 28歳前後の女性従業員

を対象に、自らの強みや今後のキャリアを考えるキャリア構築支援の 1 日研修を行ってい

ます。今まで 28歳の女性だけにやっていたのですが、さらに現場での成長を加速させるた

めその上司にもやろうということで今は女性版と上長版の 2つが走っています。 

28 歳というのは新卒で入社すれば 6 年目ですね。この年代というのは、これから私はど

う生きて行こうかということを結構真剣に考える時期であるというのがアンケート等で分

かってきたため、ではこの時期にキャリアを考えるということをやってもらいましょうと。

というようなことで外部講師に招いて、これからのキャリアとそこにおける自分の強みを

徹底的に考える 1日研修を任意参加で行っています。 

それを何年か続けてみたところ、研修成果を現場で生かすには、上司が理解し支援をして

くれることが重要だと分かりました。そこで、この研修に参加した女性メンバーの上司を主

な対象に、女性版と同様の外部講師の方をお招きして、女性活躍推進がなぜ経営にとって必

要なのかから始まり、実際に現場で女性メンバーの成長を加速させるためのコミュニケー

ションのコツなどを脳科学などの観点も交えながら学ぶ 1 日研修を、こちらも任意参加で

開始しました。 

これらの研修の参加後アンケートの結果が非常に好評で、「この研修を後輩にも勧めたい

ですか」は「強く勧めたい」と「勧めたい」で 95%、「今後、受けていないマネージャーにも

勧めたいと思いますか」は 98%という回答を得ています。 

コメントでも、上司側が 20 代後半～30代前半の女性メンバーが何をどう考え、どのよう

に感じているかが分かり、コミュニケーションの円滑化につながったなどの声があり、上司

と女性メンバーの相互理解という点でも非常に好評でした。 

それから、「育ボスブートキャンプ」です。結婚後子どもが生まれ、実際に自分で子育て

をするようになり、改めて子育ては大変だと実感しました。49 歳の時に生まれた子供でし

たので、経験値・人から聞いた知識などもあり、それなりに自信もありましたが、やはりと

ても大変でしたね。 

仕事仲間と子育ての話をするのですが、「いや、大変ですね」と。やはり子どもが生まれ
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る前の僕と同じ反応だなと思いました。どうすればリアリティーが湧くのかなと。今後、育

児だけではなく、介護・看護など様々なバックグラウンドをもった人が活躍できる環境を整

えたいと思いました。 

育ボスブートキャンプでは、3つのプログラムに分かれています。1つ目は体験です。実

際に、私のように子どものいる従業員の家に、参加者 2名が、子どものお迎えから寝かしつ

けなど、育児・家事を体験します。2つ目は講座。体験前に子育ての注意事項、親不在の中

での育児・家事概要について専門家の講座を受けてもらいます。さらに有識者来ていただき、

子育てだけではない介護や不妊治療などさまざまな制約を抱える社内メンバーへのインタ

ビューを通して、ダイバーシティへの理解を深めていただきます。3つ目は、今回の体験を

振り返り、自分と組織へのアクションプランを社長にプレゼンテーションするということ

をやりました。では、これを実際に行ってどうだったのかという VTR がありますのでご覧く

ださい。 

＜動画再生＞ 

…ということでありまして、ある社員の方が言っていた言葉が印象的で、やはり相手のこ

とを知らない限り愛情は出てこないよなと。大体自分の好きな人と苦手な人を頭に思い浮

かべたときに、苦手な人の好きな食べ物や誕生日など知らないことの方が多いですよね。そ

ういう話もこの研修でしながらきちんと知る、理解をするということをしていこうと。 

育児と仕事の両立の難しさを聞いた話でしか分からなかった人たちが実際に体験してみ

て、家に帰ってからこんなにやることがあるのか、などということ相手の立場にたって、想

像しながら寄り添えるようになったことが、参加者から気づきとして聞きましたね。 

それ以外にも男性の育休取得を必須化しているグループ会社もいくつかあります。育休

は取れるというだけではやはり取らない。周りへの迷惑がどうだ、取ったときに相手にしわ

寄せがいってしまうのではないかと議論になってしまうため、必須にしようという流れに

なりました。最低限の育休取得日数を決めることで、育休を取りやすくしてあげようという

ようなことを行なうグループ会社も出てきています。 

それ以外に、女性活躍推進以外のダイバーシティも推進していこうというメッセージを

グループ全体に発信し

ていまして、「Be a 

DIVER!」というイベン

トを行なっています。 

例えば介護。これも

結構衝撃的だったので

すけれども、もし自分

が認知症になったらど

のような世界になるの

かをバーチャル・リア
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リティで体験し、認知症の人が見ている世界を体感してもらいます。そして介護と仕事を両

立する上で、仕事をどのように進めていくのか、周囲と助け合っていくのかということを考

えていきましょう、というようなイベントを行いました。 

男性の育児と仕事の両立も応援しています。以前に開催したイベントでは、私自身も、リ

クルートグループで初めて男性の育児休暇取得の必須化を開始したリクルートコミュニケ

ーションズの社長や、外部の有識者とともに登壇して、育児と仕事の両立による人生へのプ

ラスの効果を話し、多くの従業員が集まりました。 

他には LGBT ですね。自身がセクシュアル・マイノリティの当事者であることを、職場の

中でなかなかカミングアウトできなかたりその偏見に対して苦しんでいるというような

方々もいらっしゃるわけです。リクルートグループの一部企業では 2017年 4月から、同性

パートナーにも福利厚生の一部を適用するということを開始しておりまして、グループの

中でもセクシュアル・マイノリティへの理解と需要が進んできています。実際に社内でカミ

ングアウトしている当事者もおり、そのような方を招いて、職場でのマネジメントをどう変

えていくかなどを考える管理職向け研修や一般社員向けのイベントなども行っています。 

ざっと、細かいことはまだまだいっぱい各会社でやっているのですけれども、グループの

主だった施策をお話させていただきました。今のところ、ではこの結果はどのようになって

いるのかということなのですが、1つ目が女性の管理職がどれだけ増えてきているのかとい

うデータです。 

リクルートグループでは 2006 年の時点では、課長比率は 10.3%とようやく二桁に乗った

ところですが、2017 年時点で課長で 27%、部長は 17.8%、役員で 12.8%という数値まで来て

います。 

日本国内の上場企業全体の女性管理職比率の平均は超えているものの、まだまだ女性の

活躍を支援していかなければなりません。 

それから、出産後も働き続けられる会社にしていこうと取り組みを始め、先ほどゼクシィ

で会社を辞めてしまうような人をどのようにして減らすのかというようなことをお話した

わけですけれども、女性従業員に占めるワーキングマザーの比率というのがどんどん上が

ってきており、現在は女性従業員の約 5人に 1人はワーキングマザーです。 

これも何パーセントになればいいというものではないのですけれども、やはり子どもが

生まれても働き続けられるような会社でありたいということを考えています。 

男性の育児休暇の取得率というのも高くなってきていまして、2015年度と 16年度比較し

て約 3 倍に増えています。やはり男性の育児休暇取得の必須化を行うような会社が出てく

るとこの数値も上がってくるのだなと思っています。 

大体過去の経験から、このような施策を入れたときに 2 割を超えると一気にぐんと上が

ってくるなというふうに思っています。最初のアーリーアダプター層というのが 10%ぐらい

いまして…こういう人は出たものをすぐに、はやりものに飛び付いたりするタイプの人が 1

割弱いるのですけれども、この人たちから上位 2 割と言われるような人たちに移管してい
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くと、この後、加速度的に真ん中の 6割の方というのが増えてくるのだろうなと感じていま

すので、今後この数字が上がっていくことを期待できるのではなかろうかと思っています。 

それから、従業員のアンケートから見る経年での変化ですね。ダイバーシティに関しての

アンケートを毎年取り、定点でダイバーシティ推進の状況を分析しています。リクルートグ

ループの主要各社で実施し、会社ごとに状態を把握し、翌年度の施策に反映します。実際に

アンケートをもとに施策を打ち、対前年比でスコアが改善されたものもあります。 

続いて、ステップ 2の話に移りたいと思います。こちらは私たちが非常にこだわって、何

とか今実現ができているというところであります。 

そもそも働き方変革の大前提としてイノベーションを高めると。別に場所は関係ないで

はないか、成果をきっちりと上げればどこで働いてもいいだろうということを私自身は思

っていますし、そう信じてメンバーにその制度を入れたら業績は上がるし、この組織で働い

て良かったという項目も上がるというような、最初はどうかなと思いながら、信じて行った

ら成果が上がったという成功体験がありますので、これをやはりグループ全体に進めたい

と思いました。 

例えば大宮や柏の人が 1 時間かけて…東京駅のサウスタワーというところに会社がある

のですけれども…そこまで来る往復 2 時間が無駄ではないかと僕は思うのですね。であれ

ば、自宅で働けばいいと。「でも自宅で仕事をするとなかなか集中できない」などという人

もいるわけです。そういう人は、では柏の駅前にサテライトオフィスというのを用意したの

でそこで働いて頂戴というようなことですね。子どもが小さくて集中できない、テレビ会議

をやっていると後ろで子どもの泣き声がする、犬が吠えるなどという個別の事情もあった

ので、ではサテライトオフィスでやりましょうと。現在では約 40カ所のサテライトオフィ

スを利用しています。これは外部のサテライトオフィス貸出のサービスをリクルートで契

約し利用しているため別にリクルートグループ専用ではなくて、いろいろな会社の方々と

共用して使っているスペースです。 

その中で、子どもを連れて来て、面倒を見てもらう人を置いて仕事ができるスペースを何

とか作りたいという思いがすごくありまして…一番のきっかけはインフルエンザです。お

母さんの方はお分かりになると思いますが、突然学級閉鎖になると、子どもの預けようがな

いのです。自分の子どもがインフルエンザにかかったら仕方がないですけれども、インフル

エンザが多くて学級が閉鎖になると預けようがないという問題になります。そういうとき

に子どもを連れて来て働けるスペースというのを用意しようということで、今トライアル

で 2カ所あるのですが、まあまあ利用があります。 

 

それから、iction!（イクション）という「働く子育て」を応援するプロジェクトをやっ

ていまして、ZIP WORK（ジップワーク）という新しい働き方の概念を提唱しています。専門

的なスキルを身に付けたにも関わらず、育児や介護など時間的な制約があり、フルタイム勤

務が難しい方たちに、限られた時間でスキルを活かしながら成果を出してもらう働き方で
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す。2016 年から最初はリクルートグループの中でそのような専門スキルを持った方に、お

願いできる仕事はないかと仕事の切り出しを進めました。 

例えば、社労士の資格を持って人事で働いていたが介護で辞めた方。われわれのグループ

会社では社労士の資格を持った人事の人が誰もいないという時に、ではその専門家に見て

もらおうということで週 1 回 3 時間お願いするというように、仕事を切り分けアウトソー

スすることによって、実は Win-Win になれることがいっぱいあるということが分かってき

ました。 

また、最初は女性をメインやり始めましたが、男性の中にも、専門性を生かしてフリーラ

ンスで働きたいと希望する人たちもいて、こういう形で仕事をお願いしています。2017 年

４月からリクルートグループ以外にも広めており、100社を越えるマッチング事例が生まれ

ています。 

そして、私が今最も力を入れているのはこのリモートワークの推進です。その推進に伴っ

て、IT ツールをもっと充実をさせたり、先ほど言ったサテライトオフィスというのをもっ

と細かくいっぱい作るなどということによって、社員の満足度が上がることも重要だと考

えていて、今少しずつ実行しています。 

最後に、これらの変革を支えるものというのは一体何なのでしょうか。今、施策をいっぱ

い言ったのですけれども、学生の皆さんは「ふーん、そうなのか」…ひょっとしてこれでリ

クルートはいい会社だねと思ってもらえる。別にこれはリクルーティングの場ではありま

せんのでそういうことを言いたいわけではないのですけれども、企業の方はお分かりにな

ると思うのですが、これができればいいけれども、でもこれはベースにこういうことがない

と無理だよね、というのが実は最後のまとめです。 

それは何かというと、結果を出してくれればいいというふうに言っているのですけれど

も、結局どこでやろうと何時間働く時間などは関係ないということなのです。ミッションを

明確化にし、あなたのミッションはこれで、ここまで到達したら何点の評価をしますよとい

うことが明確になっていないと、サボるのではないか、などですね。別にサボるならサボっ

ていいと僕は思っています。もっと怖いのは、法律で決められた労働時間があるのですけれ

ども、ややもすれば成果を出すためにその時間をオーバーしてしまうということのほうが

やはり怖くて、きちんと労働時間を守って成果を出してくださいと。 

全員に対して Will Can Must シートというのを年 2回書いてもらいます。あなたの Will

は何なのですかと。今こういうことがしたい、3年後にこういうことがしたいということを

書きます。それに対して上長のコメントが一番上の下の段に、今はこういうことを期待した

い、3年後にはこういうことを期待したい。今の強みと弱みというのを、自分が見た強みと

弱み、上司が見た強みと弱み、ではその強みと弱みを具体的にどのような仕事の中でそれを

解決していくのかというのが右側に書いてあって、その下に上司からここをきちんとしよ

うというところが赤い字で書かれています。 

この半期でやる項目というのがこの下にダーッと書いてあります。項目が左側に書いて
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あって、真ん中にどのようなやり方でやるのかが書いてあって、その右側に項目ごとに 5点

満点です。ここまでいったら 3点、これができたら 4点になるし、こうなったら 5点。これ

ができなかったら 2点になり 1点になるというのが全部書いてあります。 

これは契約段階ではここまでです。その横に数字が書いてありますが、これはグレードで

合計すると 100 になるようになっています。半期が終わると自分で振り返ったのを空欄の

左側に書き、それを上司が右側に書いて、終わった後に上司と部下ですり合わせをして、あ

なたは何点ねというのを全部出していきます。 

ということで、この成果に対しての「握り」がしっかりできているので、実はこういう色々

なことが運用できるのです。ちなみに、このシートは文字が見えないように小さく出してい

ますが、これは私のこの半期のミッションシートです。役員も書いて、社長と面談を行いま

す。 

最後にまとめの言葉ですけれども、60 分の時間をいただいて今お話をさせていただきま

したが、リクルートグループの取り組みというのを通じて、女性が働きやすい組織の実現に

向けてどのようにしていけばいいのかという、1つのヒントになってもらえればと思ってお

話をさせていただいています。 

そもそもこの国の人口の半分は女性であるわけでありまして、生産労働人口の半分も女

性だと。ただ、先ほど途中 1 カ所、LGBT という話をしましたけれども、昨今そのようなこ

とが叫ばれる時代の中で、男性や女性などという性別の区別ということではなくて、一人一

人の人間のその個性の中に性別から来るものも一部含まれているというような考え方をし

ていく時代なのだろうなと、私自身は思っています。 

そのような中で、リクルートグループの理念の 1つである個の尊重と申し上げましたが、

一人一人の個性を生かしてどれだけのパフォーマンスを発揮し、それによってイノベーシ

ョンが起こるスピードを加速できるかということがわれわれリクルートグループは大切だ

ろうというふうに思っています。そういう中でお話をさせていただきました。何か皆様の参

考になっていただければ幸いです。長い間ご清聴いただきまして、誠にありがとうございま

した。（拍手） 
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③パネルディスカッション：「ホスピタリティ産業と女性活躍」（4-2） 

 

 

パネリスト 

株式会社 JTB  人事部 JTB ユニバーシティ運営事務局長  鈴木 良照 氏 
略歴 

1990 年入社、2005 年に JTB トラベランド中部事業部企画管理課長、2008 年

JTB 中部 経営企画部経営管理課長、2011 年同総務課長を経て 2013 年に JTB 中

部の浜松支店長に就任。 

2015年 2月より株式会社 JTB  人事部 JTB ユニバーシティ運営事務局長に就

任し現在に至る。 

 

 

株式会社帝国ホテル 帝国ホテル東京 レストラン部長 安久津 光恵 氏 
略歴 

1990 年入社以来、国内の法人企業営業担当、海外ホテルへのアウトバウンド

セールスを経て 2000 年にはグループホテルの立ち上げ後その運営業務に就く。

また、2008年からは帝国ホテル東京の宴会部門の管理職として、ウェディング、

宴会サービスを担当する。2016年より現職。 

 

 

東洋大学 総務部 広報担当部長                   柳川 悦子 
略歴 

立教大学大学院ビジネスデザイン研究科博士前期課程修了(MBA) 

デルタ航空 広報･宣伝 担当部長、サムソナイト・ジャパン広報室長、 

エア タヒチ ヌイ日本アジア地区営業マーケティング本部長など 

外資系企業の広報を歴任し、2010年立教大学観光学部特任准教授 

2012年東洋大学グローバルキャリア教育センター副センター長、兼、 

広報担当部長、2015年より現職。 

 

 

コーディネーター 東洋大学国際観光学部准教授  徳江順一郎  
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パネルディスカッション「ホスピタリティ産業と女性活躍」 

パネリスト：株式会社 JTB 人事部 JTB ユニバーシティ運営事務局長 鈴木 良照氏 

株式会社帝国ホテル 帝国ホテル東京 レストラン部長 安久津 光恵氏 

東洋大学 総務部 広報担当部長  柳川 悦子 

コーディネーター：東洋大学国際観光学部 徳江 順一郎 

 

 

【パネルディスカッションの流れ】 

・国家レベル、政府レベルの視点について 

・業界レベルの視点について  

～ホスピタリティ産業、旅行業界、ホテル業界、外資系企業 

・企業レベルの視点について ～JTB、帝国ホテル、外資系企業 

・将来に向けて ～各企業として、各個人として 

 

 

 

 

司会：それでは皆様、パネルディスカッションに移らせていただきたいと思います。本日の

テーマですけれども、「ホスピタリティ産業と女性活躍」でお願いをしています。 

簡単ではありますがも、壇上のパネリストの皆様をご紹介させていただきます。 

皆様の向かって左から、株式会社 JTB、人事部・JTB ユニバーシティ運営事務局長の鈴

木良照様、株式会社帝国ホテル、帝国ホテル東京・レストラン部長の安久津光恵様、本学・

総務部・広報担当部長の柳川悦子です。以上の皆様にパネリストをお願いしています。ご

略歴につきましては時間の関係上、皆様のお手元のチラシに記載をさせていただいてい

ますのでそちらをご覧いただけたらと思います。 

コーディネーターは本学・国際観光学部准教授の徳江順一郎にお願いしていますので、

徳江先生にマイクをお渡しします。どうぞよろしくお願いします。 

徳江：それではパネルディスカッションをスタートさせていただきます。ご紹介いただきま

した、本学の国際観光学部の徳江です。 

今回、先ほど田村参事官からもお話をいただきましたけれども、第 1タームで私どもが

理論的なレクチャーをさせていただきまして、その後、第 2 タームで 6 名の先生方にさ

まざまな事例についてお話をいただきました。先に第 3 タームで坐漁荘様におじゃまさ

せていただきまして、そこで先進事例ということでさまざまに見学等々をさせていただ

いたということになっています。 

さらに、本日の第 4タームでは、リクルート様における他業界での先進事例もお話しい

ただきました。 
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リクルート様のお話をうかがっていると、逆にだんだん、こんなことができるのかな、

などという気持ちにもなってしまう部分もあるのですが、何もかも同じようにできるわ

けではないというのは当然のことでありまして、どうやってホスピタリティ産業におい

てはいいところを取り入れていけるだろうというようなことを考えていく必要があるの

だと思います。 

これまでの第 1 から第 3 タームまでのお話を簡単にまとめて、私どもで気付いた点に

ついてまずさくっと私から話をさせていただきますけれども、基本的に女性が活躍でき

る状況というものはどうやってできるかというと、以下のように大別できると思います。 

まず国家レベル、あるいは政府レベルといった視点での対応ですね。それから、業界レ

ベルです。観光産業、あるいはホスピタリティ産業という業界の中の特性としての視点で

す。そして、個々の企業です。各企業がいかにして対応しているかという視点です。最後

にはもちろん個人、一人一人がどのようにしてそういった意識を持っていくのか。このよ

うな段階に応じた視点が必要とされるのではないかと考えた次第です。 

ここで、まず国家レベル・政府レベルの話ということになりますとかなりお話も大きく

なってしまいますし、特に政府がやっていただくということだけではなくて、個人個人の

価値観…日本人という中での価値尺度といったものをやはり変えないといけないような、

そういう部分もあったりするかもしれません。例えば、日本人が持っている「個人よりも

集団を大事にする」という空気感は必ずしも悪いことではないと思うのですけれども、弊

害の面もあろうかと思います。あるいは、楽しむことよりも努力をすることがとても重ん

じられる…修行のようなこういった価値観、価値尺度といったものもある部分では変え

なければいけないのかなという面もあるかもしれないわけです。これはここで議論して

もなかなか進みませんので、ちょっと置いておきたいと思います。 

あるいは、第 2タームでフランスの事例を聞かせていただいたのですけれども、その中

でフランスは一見女性が非常に活躍しているようにも見えますが、十数年前までは決し

てそんなことはなかったと。そのときに何をしたかというと、さまざまな数値目標を政府

が掲げて、それに対する法案、施策を通していったというような背景があるという話をう

かがいました。その意味では、例えば国会議員の女性比率や上場企業の役員比率等の数値

的な目標等々を設定していく必要もあったりするのかもしれません。これも当然私ども

がここで議論しても結論がなかなか見えてくるお話ではありませんので、置いておきた

いと思います。 

さらには、女性が活躍していくことを支えていく上での保育園の整備などといったイ

ンフラ面などに関しまして、これも色々なところで常に問題となっていますが、やはりこ

こでの議論には少々そぐわないのかなというように考えている次第であります。その意

味では先ほど申しました、国家・政府レベル、あるいは業界レベル、企業レベル、個人レ

ベルの中で、ここでは特に業界レベルと企業レベルといったところでのお話をパネリス

トの先生方には聞かせていただきたいと思っている次第です。 
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まずはホスピタリティ産業をさらに取り巻くといいますか…ちょっとこれはいろいろ

な議論があるのですけれども、旅行業ですね。観光産業であるのは間違いないのですけれ

ども…まずは旅行業における業界レベルのお話を鈴木さんにおうかがいしたいと思いま

す。ちょっと自己紹介も軽く絡ませつつお話しいただければと思うのですが、旅行業では

いかがでしょうか。 

鈴木：はい。改めまして、皆さん、こんにちは。株式会社 JTB の人事部から参りました、鈴

木と申します。今日はよろしくお願いします。 

簡単に自己紹介ということですけれども、私は人事部の中にある JTB ユニバーシティ

運営事務局というセクションに勤務しています。ここは私ども JTB グループ 170 社の横

断的な教育研修・人財育成を司る機能でありまして、私どもグループで集合教育としての

研修を年間 100種類、1,100本ほど行っています。年間 1,100本と言われてもピンと来な

いかもしれないのですけれども、大体毎日 5 本ぐらい必ず研修をやっているということ

で、グループ全体で 1万 6,000人ぐらいが年間こういった研修を受けています。 

その他に 300 種類の通信教育や e ラーニングの支援など、人財育成全般の戦略策定や

施策の実施を行っているということです。 

弊社は社員を最大の財産と捉えており、社員への投資という意味で人財育成には非常

に力を注いでいます。私どもの事例も含めて今日は 1 つでも何かご参考になればいいか

なと思っていますので、よろしくお願いします。 

その中で今、徳江先生からお話にありました、私どもが所属する旅行業界、ツーリズム

産業とも呼んでいますけれども、その状況について少しお話をさせていただきます。 

あまり全体を通して細かな数値というのはありませんが、1つの指標となるのが私ども

の業界の労働組合、サービス連合という組合が調べた数値をご紹介させていただきます。

少し古いデータになりますが、2015 年度、観光業界、航空貨物業界を含めた全組合員大

体 2万人ぐらいの調査結果として、女性が約 8,300人、女性比率が 43.7%という数字が出

ています。この数字につきましては、2010年は 29.1%だったということですので、この 5

年の中で飛躍的に女性の方々の比率が高くなっており、今後ますますその比率は高まっ

ていくだろうと思っていま

す。 

もともと私どもの業界は、

特に学生さんの就職先とし

て、女子学生の皆さんが志望

されることが非常に多くなっ

ていまして、弊社に挑戦して

いただく方も女性の方の比率

が圧倒的に多いということが

あります。マーケット自体も
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いわゆる旅行ということにおいては、例えば店舗のカウンターに、ご夫婦など男女ペアで

旅行の相談に来ていただくと、大体旅行の行き先や旅先で何をするかという決定権は、ほ

とんど女性が握っています。奥さんが好む旅行に最終的には決まっていくといったこと

が多いように思います。 

つまり、私どものマーケットを形成するのは圧倒的に女性だということが言えるので

はないかと思います。従って、そのマーケットにしっかり対応するためにはやはり女性の

目線、女性の価値観や好みといったことをしっかり取り込んでいかないといけないとい

うことがあります。 

それから、先ほど田村参事官からもお話がありましたように、われわれを取り巻く環境

が激変をしています。インバウンド、ウェブ、グローバルといった変化の中で、今までな

かった競争相手、あるいは今までのお客様とは違うようなお客様をしっかりと取り込ん

でいかなければいけません。そういった意味でも非常に多様な視点や価値観といったこ

とをしっかりとわれわれ自身も身に付けながら、それに対応していかなくてはいけない

ということが業界にとっても大きな課題だと思っています。 

その上で、業界としてのポイントは 3 つかなと思います。まず 1 つは女性を中心とし

た社員の定着という問題だと思います。これも先ほどのサービス連合の数字ですけれど

も、平均勤続年数を見てみますと男性が大体 15.3年ぐらいの平均勤続年数です。それに

対して女性は 8.7 年ということです。この 8.7 年という数字は、2010 年には 9.1 年とい

うことでしたので、ほぼ横ばい、あるいは若干下がっているというのが実態です。先ほど

申し上げた、女性の比率はどんどん高まっているのにもかかわらず、この勤続年数という

数字が横ばい、あるいは下がっているといったことについては、やはり定着についてもっ

と手を打っていかなければいけないと考えています。 

2つ目は成長と挑戦ということについてです。それを示す指標としましては女性の管理

職比率です。 

これは帝国データバンクの数字ですけれども、例えば他の業界、繊維製品や服飾品の小

売業界、あるいは医薬品や日常雑貨品の小売といった業界の女性の管理職比率というの

は大体 30%を超えているのです。一方、旅行業を含めたサービス業界は大体 10%程度とい

うことで業界ごとの実態に大きな開きがあります。 

女性の比率が非常に高い業界でありながらも、こうした比率が非常に低いのです。もち

ろん、管理職を目指せばいいということではありませんけれども、よりチャレンジングな

仕事に就いてもらう。あるいは、より責任ある業務を担っていただくといったことにぜひ

チャレンジしていただく。そのための成長をしていただく。そういった取り組みも業界と

しては課題になっているのではないかと思います。 

最後、3点目は生産性です。これは日本全体に言えることかもしれません。ご存じのよ

うに日本の名目 GDP は約 546 兆円と言われていまして、中国に次ぐ世界第 3 位なのです

けれども、その GDP の数値を就業者の数で割った労働生産性という指標がありますが、こ
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れで見ますと日本は OECD の加盟 35カ国中 21位という位置付けなのです（財団法人日本

生産性本部調べ）。非常に日本全体の労働生産性が低いということです。とりわけ私ども

がいる旅行業界は利益率、あるいは生産性というものがとても低いということが大きな

課題でもあります。この辺も含めてこの生産性をどう上げていくかということが女性活

躍といった部分に大きく結び付いていきますし、これが鍵になっていくのではないかな

と思っています。業界の事情としてはそのようなところです。 

徳江：ありがとうございます。なかなか定着してくれない部分、今後は個人の成長に関して

の意識を向けていく必要があるのではないか。それとともに生産性も当然上げていかな

いと他国との競争の中でも難しい部分があるのではないか、という 3 つのポイントをお

話しいただきました。 

旅行業のお話をしていただいたわけですけれども、例えば鈴木様から見た場合、取引先

がまさにホテルなわけですね。今回ホスピタリティ産業ということで…私どもは、ホスピ

タリティ産業はホテルや料飲サービス、ブライダルなどを対象としているわけですが…

ホテルなどについてはどのように見ていらっしゃるのか、ちょっとご意見をいただけれ

ばと思うのですが。 

鈴木：極めて重要で密接に関係する、日々本当にお世話になっている業界でありますので、

たぶん課題感は同じだと思いますし、やはりそれを一緒に課題の解決をしていく必要が

あるなと思っています。良きビジネスパートナーでもあり、時には競合ということでもあ

りますけれども、そのような関係性です。 

徳江：ありがとうございます。それでは早速ですけれども、そのような良きビジネスパート

ナーでもあり競合相手でもあるホテルを代表しまして、安久津さんに…特に国内のホテ

ルを代表していただいている気持ちで私どもはいるのですが…ホテル業界ではどのよう

な状況になっているのか、ちょっとお話しいただければと思います。 

安久津：はい。今日は代表ということで参加させていただいています、現在帝国ホテル東京

のレストラン部長を務めている安久津光恵と申します。改めまして、どうぞよろしくお願

いします。 

国内のホテル業がどうかといいますと、本当に全国にわたる情報というのは実は公開

されているものはなかなか少なくて、実際には帝国ホテルがホテルの一般的なところと

して語られることが多いということで、今日のベースとしてちょっとお話しさせていた

だきたいと思います。 

その理由ですが、まずは帝国ホテルが日本でこういう西洋型のホテルを作ろうという

国策にのっとって設立され、今年で 128年を超えます。日本のホテル業界に、日本ホテル

協会というのがありますが、協会自体も私どもの帝国ホテルよりも後に団体として成り

立ってきている歴史があります。日本ホテル協会も 2009 年に 100周年を迎えられている

ということで、こうした歴史を踏まえて帝国ホテルがどのように何かをしてきたかとい

うのが、日本が取り組んでいく方向性、または変化の兆しが現れるところなのだなという
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ふうにお聴きになっていただくと、業界の雰囲気がつかめるのではないかというスタン

スでお話をさせていただきます。 

実は私も入社してかなり経ちますが、入社した頃に他社さん、特に都内のホテルグルー

プ、例えば電鉄系などは日本の主要ホテルチェーンですけど、やはり女性で入社する人は、

高校、専門学校、大学を卒業して入社になるわけですが、その頃は各割合としては 4分の

1ぐらいずつ女性という形で入社をしていたと思います。 

その当時、約 30 年前のうちの会社で女性の人数比率を見ますと、2,000 名ぐらいいる

うちの 500名ぐらいが女性でした。その 500名というのも、上がそのころ 55歳が定年だ

ったのですけれども、それでももう 50代の女性、または定年を超えても特別社員という

ことで女性は働いていたようです。 

そういった形で女性がどのように、今、鈴木さんからもお話がありましたが、どうやっ

て生産性を上げていくか、どうやって女性の定着をみるかといったときに、ホテル業界と

いうのは特性がホスピタリティ、おもてなしと言われますけれども、接客をしていくとい

う部門ではもともと女性が活躍できる業界であったと思います。管理職になるか役員に

なるかというのは別としまして、幅広い業務で女性がもともと活躍している業界の 1 つ

と思っています。 

そのような中で最近どのようになっているかと申しますと、実際に私どものホテルに

はダイバーシティ推進室という組織があります。他のホテルでも、やはりダイバーシティ

というキーワードで仕事を専門で行うというのはどこのホテルさんにも設置されている

と聞いています。まだ独立した室というところまではいかなくても、ダイバーシティを推

進していくにあたって企業で真剣に取り組んでいくというのは、もうホテル業界では当

然ほぼ全社が行っているというのが現状と聞いています。業界の話は、そういった推進が

されているという状況です。 

徳江：現場は推進されているということでよろしいのですね。ありがとうございます。 

今、ホスピタリティ産業は、どうしても人が足りないというのがあちらでもこちらでも

聞く話で、業界の方に会うたびに皆さんに「誰かいませんか？」、「誰かいませんか？」と、

今日も先ほど言われたばかりなのですけれども、必ず言われているのが現状です。そうい

った中では女性の活躍というのは当然、むしろもう一刻を争うぐらい必要だということ

で、各社それぞれにそのために一生懸命動いていらっしゃるというような状況だという

理解でよろしいですね。 

このように、若干外から、半分近い業界ですけれども、旅行業というところからのお話

と実際にホスピタリティ産業を代表するホテル、その中でもさらに代表する帝国ホテル

から見た業界の話をしていただいたわけですが、ちょっとお一人お待ちの方が隣に座っ

ていただいています。もう 1人、私どもの広報というところで大活躍をしてくれているの

がこちらの柳川さんになります。ただ今回、そちらにはこういうお題だという形で出てい

ますけれども、実は柳川さんは経歴もかなり面白いものがあります。そのあたりのお話も
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並べつつ、外資系企業というところの本当の外からの視点などもちょっと絡めながら、現

状の女性活躍に関するお話、ご意見をうかがいたいと思います。よろしいでしょうか。 

柳川：はい。東洋大学の柳川です。改めてよろしくお願いします。 

今はこの東洋大学の広報部長をやっていますが、もともと私も 20年以上外資系企業で

主に航空会社の広報・マーケティングという仕事を担当してきました。その経歴も含めて

お話をさせていただきます。ここに今いらっしゃる安久津さんのように、日本の大手企業

に二十数年勤めたという経歴とはまったく違った観点からお話させていただければと思

います。 

徳江：180度違う感じですね。 

柳川：そうですね。真逆です。 

この講座において、以前に外資系ホテルの代表ということでハレクラニ沖縄の木元先

生が、外資系は男女の差が全くなく、マネージャーはもちろんディレクターから GMまで

女性が既に活躍されていて、また特別なことをしているわけでもないというようなお話

をされていました。 

それに少し加えるかたちでお話をしますと、まず私の大学卒業後の仕事は日本の企業

ではなく、ハワイの島の間を飛んでいる航空会社からスタートしました。この会社に勤め

ているときに、もう少しメジャーなキャリアで働きたいなという希望がありまして、たま

たま日米航空交渉がまとまったときにデルタ航空が参入してきて、そこで念願の広報・マ

ーケティングの仕事をさせていただくことになりました。 

その後、一貫して外資系企業の広報やマーケティングの仕事を続けてきたのですが、私

が大学を出た時代はまだ男女雇用機会均等法の施行前だったのですね。しかしながら、そ

の当時から外資企業は給料や仕事の内容について男女差もありませんでしたし、新しい

仕事にチャレンジする機会が公平に与えられていました。この公平に与えられていたと

いうことが、たぶん私が現在まで仕事を続けてこられた原動力になっているような気が

します。 

そこで感じてきたこととして、20 年以上働いてみて、やはりそこで働く人たちも外国

人、日本人に限らず共通していたのは、自分が希望する職種に就きたいとか、自分の幸せ

な生き方とはなん

だろうかというこ

とを考えて、それを

実際に実践してい

た人が多かったよ

うな気がします。実

際、私はアメリカや

フランスの航空会

社に勤務していま
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したが、どちらも基本的に価値観の多様さは尊重されてきました。自分が考えた自分独自

の価値観を持つことはすごく重要で、周りもそれを尊重してくれるというのが当たり前

の環境だったのです。 

例えば、外資の航空会社の場合は採用に関してほぼ中途採用が多かったのですが、当時

は採用の方法としてジャパンタイムズなど英字新聞で募集をしていました。現在は会社

のホームページにコールセンターのオペレーターやシニアマネージャーの募集、または

セールスアナリストなど、職種と給料と仕事内容というのが非常に明確になっています。

例えば、今の日本の会社で募集しているような、大枠で、総務や営業募集などということ

ではなくて、具体的にきちんと何の仕事をするのだと、アプライする段階から自分の希望

する職種にストレートに入っていくわけです。 

今回のテーマである女性活躍ということを考えてみますと、外資系ホテルの木元先生

がおっしゃったように、外資系航空会社にも女性の支店長もいらっしゃいますし、私のよ

うに広報・マーケティングの責任者というのも多数いました。ただここで、では女性活躍

ということを考えた場合に、必ずしも管理職になることや何か役職を持つということだ

けが重要ではないということも感じています。 

私が 30 代のころは、ロールモデルになるような実に素敵な憧れの先輩方も少なからず

いらっしゃいました。 

そういう方々も含めてホスピタリティ産業に従事している女性というのは、男性もそ

うかもしれませんが、何らかの形でお客様から感謝されるような仕事をしたい、喜んでも

らいたいというような気持ちを持って仕事をしていらっしゃる人が多いのです。 

航空会社でいえば、例えば乗り遅れてしまいそうなお客様をきちんとお乗せして出発

させるとか、オンタイムでフライトを出すというような現場の仕事を生き生きとしてい

るスタッフがたくさんいるのです。そのように仕事の達成感を得て、結婚しても子どもを

持ってもずっと仕事を続けていきたいという気持ちを持ち続けられるような職場環境と

自分の成長を実感できる仕事というのが、私はすごく大事だと思っています。そういう環

境というのが、文化の違いというのももちろんあるとは思いますが、海外の、アメリカの

会社やフランスの会社にはあるのかな、という感じはしています。 

やはり仕事を続けていくことによって、達成感を持っていろいろなことを経験し、そこ

で得られる体験的知識というものによって、中核的人材というのは育てられていくのだ

と思うのです。辞めない職場というか、これを続けていきたいというか、それを認める価

値観の自由さや寛容さというのが、たぶん外資系の企業にはあるのかなと。もちろんいい

ことばかりではないです。例えば、目標を達成していなかったら即、異動になることもあ

るなど、そういう厳しさもありますが、ただそういうことも含めて価値観の多様性や寛容

さで支えられていたのが私のいた外資系の会社で、そのために続けてこられたのかなと

いう気はしています。 

徳江：はい、ありがとうございます。前提条件としてこういう仕事だというのを明確化した
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上でそれを選ぶ自由といいますか、そういったところがとても「外資系」にはあると。そ

して、これはなかなか、われわれが普段こういった議論をしていると気が付かないのです

けれども、必ずしも管理職になることばかりが幸せかと。どうしても日本人がこういう女

性活躍やダイバーシティなどというと、みんながみんな管理職にならなければいけない

のかと思うのかもしれませんが、そうでもないのだよというところで、それを選べる自由

といいますか、そういったところですね。 

非常に明確化されている採用条件といったものがどうしても求められてくる部分があ

ろうかと思います。多様な価値観を認めるというのは、日本人は非常に苦手な部分なのか

なとも思うところなのですけれども、ちょっと突然振ってしまって申し訳ないのですが、

安久津さん的にホテル業界全体を見渡して、そういった多様な価値観はある程度受け入

れられやすいと思われますか。どうでしょうか。 

安久津：まずホテルは、先ほど鈴木様からお客様の話がありましたけれども、ホテルを使う

お客様が本当に多様化していると思うのです。もともと多様化を受け入れて、それに接遇

をするというのが 1つの業務というか主の業務だと思います。 

ですので、皆さんと今日話していて、では具体的に大きくホテルの中で変化してきたと

いう職種で申し上げると、例えば宿泊も昔はチェックイン・チェックアウトというフロン

トが女性の主業務だったとしますと、今、ホテルによっては例えば入り口から見るベルマ

ンという、マンと付いていますけれども、ベルマンというのも女性がもうお迎えするとい

うのも出てきていると思います。 

あと、コンシェルジェですね。何でも聞いたことを調べて対応してくれる、提案してく

れるという職務も、パッと聞いた感じでは女性がコンシェルジェというのがイメージと

してはあると思うのですが、これも男性のコンシェルジェというのが増えてます。 

一方、私は今レストラン部なのですけれども、レストラン部もたぶん最初に資格を取っ

て女性が出てきたのはワインのソムリエだと思うのですが、最近ではバーテンダー…こ

れもバーテンダーというのは男性の呼び方になります…これも女性が非常に活躍してい

て、当社も女性のバーテンダーはどこのバー・ラウンジにも全て今はいる状態です。 

ですので、職種、仕事、好きなことをやれるという可能性としては、またさらにプロフ

ェッショナルというのを目指していくというのは、もう自分の努力とそれを認めてもら

えるような職場環境への自分の働きかけというのではかなり開けてきていると思います。 

徳江：確かにかつては、これは男性の仕事、女性の仕事というような、すごく明確に分かれ

ていたような部分もあったかもしれません。おっしゃるとおり、バースタッフなどでも最

近は本当に女性の方が増えているなと思います。ドアマンなどにしても、昔は女の子を外

に出させると寒いから、暑いからなどとよく言いましたけれども、最近はもう全然関係な

く皆さんがやっていらっしゃるような状況で、そういう意味では日本の企業もやはりそ

ういった多様な価値観を受け入れるというか、その方向にベクトルが向いているという

ことですね。 
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ホスピタリティ産業ではないかもしれませんが、鈴木さん、旅行業ではその辺はどうで

しょうか。 

鈴木：まずお客様がホテルさんと同じように多様化をしています。かつては、私ども旅行業

界は日本人の方が国内を旅行する、日本人の方が海外旅行をする。そういったことを中心

としたビジネスをやっていればよかったのですけれども、やはり人口減少に伴ってそう

いった需要がどんどん減っていくとともに、全く今までとは違うようなビジネスがわれ

われとしての生業になりつつあると思っています。 

先ほども話をしましたように、訪日インバウンド、日本に来る外国人の旅行者の数が、

もう日本人が海外に旅行に出かける人数よりもはるかに上回っているといった環境の変

化や、1泊の職場旅行などといったことだけではなくて地方創生、地方を活性化するため

にわれわれ旅行業といいますかツーリズム産業として貢献できることが非常に増えてい

ますし、まだまだ大きなポテンシャルとしてあると思います。それから、日本から海外と

いうことだけではなくて、例えばアジアからヨーロッパに旅行する、ヨーロッパからアメ

リカに旅行するといったところも含めたグローバルなツーリズム（交流）といったことが

どんどん広がってきているということで、そういったことに対応しなければいけません。

そういった意味で、多様性がわれわれにも求められているということです。 

一方、内部の業務を中心に見てみると、これも例えば今まではインショップや路面店で

のカウンターでのご旅行のご相談といったものは女性中心にやっており、企業や学校さ

んなどでの渉外営業のところは男性中心にやっていいましたが、やはりその辺は女性が

渉外営業をやったり、あるいは男性社員がカウンターでの窓口業務をやったりという形

で大きく変わっているというようなところが現状です。 

徳江：やはり旅行業でも同じような方向になっているということですね。 

実は昨日の夜、私が某ラグジュアリーホテルの総支配人方と飲んでいましたら、4月の

外国人の宿泊比率が 8割近いと。なぜそんなに高いのですかと聞いたら、みんな桜を見に

来たがるのだと。海外の方が桜を見に来たがるというのは、どうもわれわれの感覚では

「え？」と思うのですけれども、今、ホテルの世界ではかなりそれがホットな話題になっ

ていらっしゃると聞いて、なるほどなと思った次第です。ステレオタイプにお客様を捉え

るのではなく、スタッフがお客様に個別的に対応していくのと同じように、企業もそして

業界としても対応していらっしゃるというのは非常に興味深い事実だと思います。 

さて、それぞれの業界のお話、それからいわゆる外資と呼ばれる企業からの視点という

のが把握できたところで、個別の企業のお話というのも少しここで伺わせていただきた

いなと思っています。 

実は鈴木さんには第 2 タームの中でお話をしていただきました。そのお話が非常に興

味深かったのですが、JTB さんはこれだけ大きな企業でありながら、かなり全社的に統一

的な視点がうまく持てているのかなという印象を私は受けました。その辺をもう 1回、ち

ょっと受講者以外の方も今回はいらっしゃいますので簡単にご説明いただいて、今後は
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どのような展開なのかというのはその後でおうかがいしますので、今現在の JTB での事

例を少しお話しいただければと思います。 

鈴木：はい。では今現在の取り組みを中心にお話をさせていただきます。 

先ほど業界の状況をお話ししましたけれども、その業界の状況あるいは課題が、イコー

ル私どもの会社の状況でもあり課題でもあるというようなことが言えるかと思います。

まず私どもの会社の女性社員比率で見ますと実は 63%が女性という非常に高い比率であ

ります。従って、女性が活躍していただかないと私どもの会社は成り立ちません。 

そのため、その女性の皆さんにいかに活躍をしていただくか、定着をしていただくか。

そういったことに 10 年ほど前からかなり力を入れて取り組んでいるということです。幾

つか実際にやっていることですが、まずダイバーシティ推進や女性活躍への施策を実行

する前提として、一番大事なのはトップのコミットメントだと思います。水は上から流れ

ますし、経営陣がその気になって取り組まないとやはり下は動いていかない、ということ

です。 

従って、10 年ぐらい前に、トップがこれからはダイバーシティ推進だということで、

社長を委員長としたダイバーシティ委員会というような組織を他の経営陣とともに組織

化して、会社の中のダイバーシティの推進に率先垂範したといったことが非常に重要だ

と思っています。その上でまず現状を把握しなければいけない、今会社はどうなっている

のだといったところをしっかり把握する必要があるということです。 

先ほどリクルートの冨塚さんからもリクルートさんの取り組みの紹介がありましたが、

同じようなことを私どももやっていまして、全社員にダイバーシティ、働き方に関する意

識調査を年 1回行っています。大体 2万人が回答し、80%以上の社員から回答が寄せられ

ます。70問ぐらいの設問の中で、「あなたの職場の中でダイバーシティは進んでいますか」、

「やりがいを感じていますか」、「どのぐらいまでのキャリアを積みたいと思いますか」と

いうような多岐にわたる質問を毎年必ず 1 回行っていて、それをしっかりと可視化をし

ています。 

その上で経営陣に対しては、170社ほどのグループ会社がありますけど、それぞれ出て

きた調査の結果を基にそれを経営陣にフィードバックをして、ダイバーシティ指標とい

う、あなたの会社は今こうなので、こういうレベルまで持ってきてくださいといったよう

な指標を明確化して、それに対しての社長評価というか、会社評価といったことにつなげ

ていくというようなことが 1つあります。 

それから、マネジメント層に対しては、冒頭に触れましたように、マネジメント研修で

しっかりとこのダイバーシティの重要性を共有していくというようなことも進めていま

す。 

加えて、社内で当人たちがやはりダイバーシティの重要さといったことをしっかりと

認識しながら、それに対して会社としてもしっかり認めてあげるというようなことも重

要と思っています。会社の中でのダイバーシティの取り組みといったことを事例として、
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年 1 回のグループ幹部で集まる大きなミーティングの中で、ダイバーシティアワードと

いう、そういった取り組みで非常に素晴らしかった組織や個人に対しての表彰を行うと

いうようなことで、全社の中でこのダイバーシティが非常に重要なのだといったことを

浸透させているというような取り組みなどを行っています。 

徳江：はい、ありがとうございます。トップがしっかりコミットメントしているという部分

と調査をして分析をしてきちんと施策に落とし込んでいくという、この 2 つの部分が非

常に興味深いです。2万人が回答するアンケートですか！？ 

鈴木：日本国内で 2万 2,000人ぐらいです。 

徳江：2万 2,000 人ぐらいで 2万人が回答する。 

鈴木：そうです。 

徳江：すごい回答率ですね。私どもは 3万人ぐらいの学生がいますけれども、全然アンケー

トに答えてくれなくて事務方がいつも大変困っている状況ですので、何とか見習いたい

と思っています。旅行会社の事例としてこのようにやっていらっしゃるというお話でし

た。 

今日来ている学生の中には森下先生の授業で旅行系統を学んでいる学生と、私の授業

で宿泊系統の授業で学んでいる学生がいます。私の学生たちは恐らく帝国ホテルでは一

体どうなっているのかなというのが興味津々だと思いますので、具体的なお話を安久津

さんからお話ししていただきたいと思います。 

安久津：今日は冒頭のリクルートの冨塚さんのお話から今の鈴木さんのお話を聞いて、会社

というのは業種が違ってもやはり同じような方向性が進んでいくのだなと本当に思いま

した。 

まず、私どもの帝国ホテルも、全く規模は違うのですけれども全社員のアンケートを取

っています。活躍推進についてどう思っていますかというのは、実際私どもは社員数…ア

ンケートの配布数は 2,000通、2,000 人ぐらいなのですけれども、回答率は 91%というデ

ータが残っています。 

そのような中で女性活躍推進の重要性について問いましたところ、「大変重要だ」と「重

要だ」の両方を合わせると 86.1%の回答者が「重要」だと考えているということで、ほと

んどの者が重要性を認識してい

ることが分かりました。かなり分

厚いアンケート…ちょっと今日

持って来たのですけれども、その

中でいろいろしてほしいこと、あ

るいは課題感というのをアンケ

ートで取りまして、実際に声が大

きかったところからまずは取り

組もうということで、私どもの中
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期経営計画の 1 つとして、まずは社長からの発信ということで私どもの社長がしっかり

これを取り組んでやっていくのだぞということをことあるごとに発信していまして、セ

ミナーなどもやっています。 

今、ダイバーシティというと女性活躍、LGBT、介護、育児、障害者、シニア、外国人と

いう、本当に多様性という中ではたくさん取り組まれているポイントがあると思うので

すが、当社ではまずは身近な育児、そしてやはり歴史が長いホテルなので従業員の年代も

幅広く、18 歳から 80 歳ぐらいまでうちは仕事をしていますので、次に介護、それから、

女性活躍の 3つに焦点を絞ってやっていこうというふうに取り組んでいます。 

まずは情報を集めました、アンケートを取りました、みんなでこう思っているのだなと

いうのを共有しました。では実際に具体的にどうしていこうか？というところでは、会社

の経営陣が色々なルールや制度を整えていっている状態です。 

先ほどもリクルートさん、JTB さんのお話を聞きましたけれども、やはり女性の管理職

になる・ならないは関係なく、女性を教育するということではスキルが足りないと意識が

変わらないのではないかということですね。今まで女性だけを集めて研修するというこ

とを会社はしていなかったのです。逆にいうと男女差なくいろいろな研修をしていたの

ですけれども、特に女性にも研修を 1つやってみようというようなこともありました。 

育児・介護については、進んで取れるようにしたということで、育児制度の「くるみん」

というマークをもらって、育児制度をより多くやっているということで、今だと子どもが

2 歳に達するまで休みが取れますとか、お子さんが 10 歳になるまでは時短でやりますと

か、実際に昨年は育児休暇後の離職率がゼロでした。つまり、復職率が 100%になった記

念すべき年ですね。 

徳江：100%ですか！？ 

安久津：そうです。それは絶対お伝えするようにとダイバーシティ推進室から言われてます

(笑)。取得、復職率が 100%です。あと男性も取っています。それは 1 年間などではない

のですけれども、数日間というので、これはまだまだこれからだと思うのですが、男性の

取得率は 4.3%です。これも育児に関わっている男性の中での率は取っていないのですけ

れども、全体の男性で 4%を越えているという状態になっています。 

徳江：すごいですね。100%というのはかなり驚きの…たぶん、今の話を聞いてかなり目指そ

うかなと思った学生も出てくるのではないかと。…学生たちをしっかりと教育しないと、

と思いを新たにしました。 

ただ、実際に先ほどこういった多様な生き方のアンケートの中で、必ずしも上っていく

ばかりがゴールで目標にするべきでもないのではないか、という話もありましたが、一方

で、ホテルですと東横インさんや今回の受講生でもいらっしゃった三井ガーデンさんで

は、女性の総支配人というのがかなり出てきているところもありますよね。そういった部

分でいうと、もしかしてやがて帝国ホテル東京も女性総支配人誕生などもあり得る感じ

ですか？ どうですか。 
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安久津：私も今は帝国ホテル東京にいるのですけれども、その前はグループホテルで従業員

が全部で 100 人ぐらいの、宿泊主体でレストランが 1 店舗、宴会場が少しあるというホ

テルにいました。ここでは実は総支配人室のマーケティング担当という仕事をしていた

のですが、規模が管理職 1人で見られる範囲などが、方向性や金額的にというのですか…

予算感というのも、1人の長で見られる組織の動かし方などを、これからもっと訓練して

いけば、男女関係なくやっていけるようになるのかなとは思います。 

私が今いるレストラン部というのも、うちの会社全部で 2,500～2,600 人のうち、レス

トラン部だけで 400 人ぐらいの従業員がいまして、それをマネジメントしていくという

のをまずはトライアル的な意味も含めて、女性での部長というのは初めての取り組みな

ので、その第一歩とも思っているところです。 

徳江：なるほど…5年後くらいにはぜひ総支配人…という期待をさせていただきます。その

話は置かせていただきまして、こういった事例を各企業の事例としてお話いただきまし

たけれども、どうですか。外資系といわれる企業と比較をすると。 

柳川：そうですね。実は私は仕事上、旅行会社特に JTB さんでも色々な方と、それから帝国

ホテルさんともお仕事をさせていただきましたが、以前にも増して JTB さんは今も女性

で活躍されている方がたくさんいて素晴らしいなと思います。また安久津さんは以前か

ら存じ上げていて、若いころからとても真面目に仕事をしていらして、いつも夜遅くまで

仕事をしていたのが印象的でした。そのときからこれまでの仕事ぶりを、現在の社長であ

る定保さんがきちんと評価をなさったのだと思います。また、帝国ホテルのレストラン部

長は部下が 400人というお話でしたが、おそらく、ほとんど男性なのですよね。しかも、

レストランのマネージャーやバーマンのような結構「癖のある方」が 400 人も部下にい

る。そういうポジションを予算も含めて安久津さんに任せようという、そのトップの気合

いというか、気概というか考え方。先ほど鈴木さんがおっしゃいましたが、トップのコミ

ットメントはすごく大事だと思うのです。トップの方が、女性で真面目にきちんと仕事を

やっている人を評価する。 

そして、「ちょっと難しいかもしれないけれどもやってごらん」、「予算もいけるかどう

か分からないけれども、そこも何とかやれ」と任せる。 

ホスピタリティ産業と大きくくくっていますが、やはり航空会社などは大きい組織で

すし、外資はもともと土壌がありますから女性の活躍の場を広げやすいとは思うのです。

日本では、やはりリーディングカンパニーである JTB さんや帝国ホテルさんにまずは業

界を引っ張っていただくことにはなると思いますが、それ以外にも JATA に加盟している

何百社という会社のトップの方々にぜひわれわれのように外資系にいた例も含めて、JTB

さんや帝国ホテルさんの例を見ていただいて、働く環境というものを変えていく意識を

持っていただくことが、私、今勝手にまとめにはいっていますね…それがすごく大事なこ

とと今しみじみと感じている次第です。 

また、外資系の場合は、先ほど明確な職種や仕事内容で入社すると言いましたが、入社
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後、例えば空港で働いていてもダウンタウンのほうで広報が空いた、営業が空いた、アナ

リストのポストが空いたというと、社内で手を挙げられることが多いのです。手を挙げて

自分がプレゼンをして、こういうような仕事を私もやってみたいです、というやる気のあ

る女性がたくさんいると、彼女たちはまた違う部署でも活躍するという、そういうチャン

スが均等に与えられているのです。今はカルビーさんの「キャリアチャレンジ制度」をは

じめ様々な企業が、チャレンジできる制度を導入されているようですので、ぜひそういう

制度や機会がこれからも増えていくといいなと思います。 

徳江：はい。かなりまとめになって大変ありがたいです(笑)。 

だいぶ時間が押してまいりましたので、最後にちょっとここで将来に向けてどのよう

に企業として、あるいは個人としてお考えでいらっしゃるか、まずそこら辺の話を安久津

さんのほうからしていただけますでしょうか。 

安久津：はい。将来に向けてというと、私も先ほどお話にあったように、もうほぼ 2020年

には会社に勤めて 30 年になるのですけれども、私より先輩も部長をされて、活躍されて

います。 

私の下にはたくさんの女子が社内にいるのですけれども、育休を取って産休を取って

みんな帰ってくる。2人目のお子さんもまた育てながら仕事をしている。本当に私のすぐ

下には課長、支配人と女子がいるのですけれども、そういった女子の人たちが社会経験を、

育休産休をしたときに会社でただ仕事をしているときよりも色々な付き合い方、色々な

人間関係、あるいは色々な社会の今というのを感じて、実感して帰って来たら本当にいい

仕事ができるから、堂々と休んで、堂々とまたいろいろなことを感じて帰って来てほしい

と言ったら、本当に今帰ってきてくれています。 

高齢化すれば週 3 のワークライフバランスのワークも得られるということを…あるい

は私ぐらいの世代ですと介護を辞めずにやっていく。ですので、今、女性の活躍といった

ときにまずはうちの会社の場合は育児産休といっていますけれども、いろいろな働き方

があっていいですよ、というのをみんなで共有して、しっかりチームワークでやっていけ

たらいいなと思っています。 

徳江：実際、ある程度、女性活躍というよりも多様化といいますか、そういった部分がかな

り着実に進行できているような部分だということですね。ちなみに、先ほど 80歳ぐらい

の方がいらっしゃるというお話しでしたけれども、差し支えなければなのですが、どのよ

うな職種の方でしょうか。 

安久津：もう接客最前線でして、もちろん週 5日フルタイムで働くという仕事ではもうない

のですけれども、特別社員という契約をしています。本当に先輩として尊敬していますが、

まずお一方はウエディングの花嫁さん…今はもう花嫁さんとは言わないですね…新婦さ

んに昔は付いていた介添えさんというのですけれども…これはもう最近ですと新郎新婦

に付いていくというか、支える、導くという当日のお役があるのですが、ここに最高齢の

女性がいらっしゃいます。それから 70代の方で女性のアテンダントで宿泊のお客様のお
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迎え、アレンジというのをフロアでされています。 

徳江：すごいですね。そういった方の存在が生かされる職場でもあるということですね。 

では鈴木さん、どうしょうか。将来に向かって、御社の場合はどのような形で考えてい

らっしゃるのでしょうか。 

鈴木：はい。将来に向けての話としては、繰り返しになるかもしれませんけれども、これは

もう弊社だけ、あるいはうちの業界だけではなくて日本の産業全体に言えることだと思

っていますけれども、これから極めて大きな環境の変化、マーケットの変化がますます加

速するのだろうなと思っています。 

われわれの競合相手は例えば広告代理店さんであったり、OTA（オンライントラベルエ

ージェンシー）であったり、今までは考えられなかったような会社さんが競合相手になっ

ています。あるいは、さらには Amazon さんや Google さんといったところともこの分野に

おいても競合になってくると思います。例えば AIを利用したような旅行プランの提供と

いうのも今後出てくると。そういったときにわれわれがどう立ち向かって競争に打ち勝

っていくかということが極めて重要になってくると思います。 

そのあたりを視野に入れて、今度 4 月から私どもは経営体制を大きく変えるというこ

とが決定していまして、今までは各地域に分社をしていた JTB グループが 1 つの会社に

統合をしまして、新たに株式会社 JTB という大きな会社になります。大きな会社にはなり

ますけれども、経営の意思決定のスピードを早めるという目的で、こうした環境やマーケ

ットの変化に対応していこうということです。 

その中での大きなコンセプトワードが 3 つありまして、Open と Challenge と Fun とい

うキーワードで進めていこうと考えています。 

Open といいますのはとにかく外に目を向けようと。あるいは、異なる才能、異なる能

力の方々と共創、ともに創り上げていこう、異能と共創しようというような意味での Open

ということであります。 

それから Challenge、一歩を踏み出そう、失敗を糧にしていこう。何か失敗を恐れてや

らないのではなくて、とにかくバッターボックスにまず立とうよと。そして、立ってバッ

トを振ろう、見逃し三振は駄目だよ

といったことで、とにかくチャレン

ジをしていこうということです。 

そして、Fun というのは楽しも

う、お客様を楽しませることと自分

たちも楽しもうと。 

こういった 3 つのワードをコン

セプトに経営改革を進めていくと

いうのが今後の方向性です。 

その上で、やはり多様な価値観や
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多様な考え方といったことが極めて重要になってきます。その 1 つとしての女性の活躍

ということが大きな経営改革の肝であると考えています。 

ただ、やはりそれを進めていく中で皆様ともちょっと考えていきたいのは、女性自身、

皆さん自身の意識の改革。それから、男女問わず意識していない無意識の壁といったこと

をいかに取り払っていくかということが大きなポイントになるのではないかと思います。 

先ほど申し上げた私どもの社内意識の調査の中で、女性社員の中で例えば現状のまま

でいいですか、あるいは、例えば課長や部長などどのぐらいまでいきたいですか、という

ような調査項目があるのですけれども、その中で今のままでいいですよと答えるのは女

性の中で半分近くいらっしゃるのです。なぜそのように思うかという質問の中には、40%

以上が自分にはふさわしい能力がないと思うと答えています。あるいは、20%以上の方は

責任が重たくなるのが嫌だと答えていらっしゃるのですね。 

自分にはふさわしい能力がないと思うというのは本当にそうなのか。無意識の中で自

分にはそのように思っているのではないのか。あるいは、男性側もひょっとしたらそのよ

うに思うような働きかけや雰囲気など、そういったことを出していないかということで

す。 

例えば、この仕事はやはり男性でないと無理だよねとか、あるいは時短社員の方には責

任のある仕事は任せられないよねとか、管理職は時短社員にはちょっと無理ではないか

とか、そういった無意識の壁…こういったことが男性にも、そして女性の中にもあるので

はないかと。こういったことをしっかり払拭していくということが 1つです。 

それから、責任が重たくなるのが嫌だということについては、先ほどリクルートさんの

話にもありましたけれども、産休を取って育休を取って復帰をする。その後復帰をすると

きにまた責任の重い仕事、あるいはハードな仕事に就くというところで躊躇してしまう

ということであれば、やはりその働き方を変えていかなければいけないということで、弊

社もテレワークや会議の削減など、そういったことに本気になって取り組んでいく、サテ

ライトオフィスといったことも本気になって取り組んでいこうというような方向性です。 

また、JTB ならではの働き方改革も行っていきたいと思っています。ワーケーションと

いう言葉があり、すでに実施している会社さんもありますが、例えば長期の休みを取ろう

としても真ん中にどうしても出なければいけない会議があるとか、どうしてもこれは打

ち合わせしなければいけないというようなときに、別にその場にいなくてもいいではな

いか、ハワイでバケーションを取りながらその時間だけウェブなどを使って会議に参加

する。そういったことでしっかりと休みを取っていくといった働き方の導入も検討して

います。 

一方で、別にここにいなくても、あるいは会議に出席しなくても働けるような環境を進

めていくのと同時に、しっかりとコミュニケーションを常に取っていくというようなこ

とも同時進行でやっていかないといけないとも思っていますので、その辺をしっかりと

進めていく必要があります。それから、女性の皆さんにも多くのチャンス、成長のチャン
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ス、挑戦のチャンスといったことを用意していって、先ほど言いましたように、バッター

ボックスに立ってバットを振るといったような機会提供をしていく。例えば、社内インタ

ーンシップや社内留学制度、自分で手を挙げてこういった仕事をちょっと試しにしてみ

るとか、そういった制度も今整えるべく検討をしています。 

そういったいろいろな施策を一つ一つというよりも同時進行でいろいろなことをまと

めてやっていく。その一歩の幅はそんなに広くなくてもいいのですけれども、いろいろな

ことを少しずつ同時にやっていくといったことが大切なのではないかなということ。そ

れから経営とマネジメントと社員、それぞれが三位一体でこういった推進と改革を進め

ていく。そういうことが重要なのではないかなと考えています。 

徳江：はい、ありがとうございます。かなりいろいろな視点で議論をしていただけたと思い

ます。残念ながらお時間が来てしまいました。柳川さんには先ほどまとめていただきまし

たので、それで良しとさせていただきたいと思います(笑)。 

拙い司会ではありましたけれども、1時間少々お付き合いくださいまして、まことにあ

りがとうございました。もう一度パネリストの先生方に拍手をしていただきますよう、お

願い申し上げます。皆様ありがとうございました。（拍手） 

司会：はい、ありがとうございました。ますます女性の活躍の場が広がっていくのではない

かなという、ちょっと希望が持てるようなディスカッションでした。ありがとうございま

した。今一度皆様の拍手をお願いします。（拍手） 
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④受講者発表内容 

 

A チーム 宿泊産業・宿泊施設の内部からみた女性活躍 

 

 

 

 

 

 

 

83
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B チーム 宿泊産業の外部から見た女性活躍のポイント 
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⑤受講者発表風景 

Aチーム 宿泊産業・宿泊施設の内部からみた女性活躍 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B チーム 宿泊産業の外部から見た女性活躍のポイント 
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⑥修了式次第 
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⑦修了証授与 
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⑧講座修了に際し主催者より挨拶 

 

 

このたびは、国土交通省観光庁「中核人財育成・強化事業 － ホスピタリティ産業に

おける女性活躍と組織づくり講座」の集大成となるシンポジウムにご参加いただき、まこ

とにありがとうございました。 

多くの方にご協力いただき、第 1タームから第 3ターム、すなわち本学における座学か

らはじまり、ABBA Resorts 坐漁荘での実習に至るまで、つつがなく遂行することができ

ました。このような機会をお作りいただきました国土交通省観光庁の皆様、お忙しいとこ

ろご登壇いただきました外部講師の先生方、学びの場をご提供いただいた坐漁荘のスタッ

フの方々、コーディネート校の小樽商科大学様、そして本日のシンポジウムにおける基調

講演にご登壇いただいた(株)リクルートホールディングスの富塚様、パネルディスカッシ

ョンでご登壇いただいた(株)JTB の鈴木様、(株)帝国ホテルの安久津様には、この場を借

りて改めて御礼申し上げます。 

今回は、受講者の皆様も、お仕事の合間をぬって全国各地からいらしていただいたと聞い

ております。また、どなたも、既に業界の、まさに「中核」を占めていらっしゃる方々とも、

うかがっています。ご多忙の折、学びにいらしていただいた価値は十分にお感じいただけま

したでしょうか。業界を担う受講者の皆様方に学んでいただけましたことは、大変光栄なこ

とと考えております。 

東洋大学国際観光学部は、将来の日本を、そしてアジアを牽引する観光学の研究拠点を目

指しております。その意味でも、今回テーマとなりました、ホスピタリティ産業における女

性の活躍とそのための組織づくりについて検討することは、大変有意義であったと考えま

す。 

大学とは本来、学生とともに学ぶ場であります。今回の講座を通じて、まさに受講生の皆

様方と私ども東洋大学の教職員は、きわめて有意義な学びをともにできたことと存じます。 

しかし、学びは一生とも考えます。そのため、今回の講座は、本日のシンポジウムで一区

切りとなりますが、ぜひともこの講座にご応募いただいた際の意欲を忘れることなく、皆様

には学び続けていただきたいと思います。 

この国の観光産業を牽引する人材としての、皆様のご活躍を祈念しております。 

 

 

平成 30年 1月 20日 

東洋大学長 竹村 牧男 
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⑨シンポジウム結果報告 

修了書授与者：16名 

シンポジウム参加者 480 名、本学国際観光学部学生 400名が聴講しました。 

 

シンポジウムには 400 名近くの学生も参加した。将来の観光産業の担い手として、特に国

際観光学部で学ぶ生徒らにこの業界で働く意義や魅力を伝え、今後の活躍の舞台としての

イメージを喚起させる目的で講義の一環として位置づけた事による。多くの学生が、基調講

演、パネルディスカッション、受講者発表に興味深く耳を傾け、関心を示している様子であ

った。 

 

東洋大学長 竹村 牧男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修了者記念撮影 

会場風景①                                   会場風景② 
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5. アンケート結果 

 

第 1タームの 1－1から 1－3、第 2タームの 2－1から 2－6の合計 9回の講義において受

講者の皆様にアンケートを行った。各アンケートには 9個の質問があり、それぞれに対して

1点から 5点の 5段階評価を実施していただいた。 

 

質問内容と評価基準 

 

(1) 今回の受講によって、受講時と異なる気づきや学びを感じられましたか？ 

１．感じられなかった 

２．あまり感じられなかった 

３．どちらともいえない 

４．ある程度感じられた 

５．感じられた 

 

(2) 受講後、このテーマについての理解はさらにどの程度深まりましたか？ 

１．ほとんど深まらなかった 

２．あまり深まらなかった 

３．どちらともいえない 

４．ある程度深まった 

５．かなり深まった 

 

(3) 本講義はあなたにとって価値や刺激はありましたか？ 

１．価値・刺激がなかった 

２．あまり価値・刺激がなかった 

３．どちらともいえない 

４．ある程度価値・刺激があった 

５．価値・刺激があった 

 

(4) 本講義はあなたにとって有益なものでしたか？ 

１．有益でなかった 

２．あまり有益でなかった 

３．どちらともいえない 

４．ある程度有益であった 

５．有益であった 
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(5) 本講義で得た知識やノウハウをあなたの施設で実践する具体的なイメージは持てまし

たか？ 

１．持てなかった 

２．あまり持てなかった 

３．どちらともいえない 

４．ある程度持てた 

５．持てた 

 

(6) 講師はあなたの質問に適切に答えてくれましたか？ 

１．答えてもらえなかった 

２．あまり答えてもらえなかった 

３．どちらともいえない 

４．ある程度答えてもらった 

５．答えてもらった 

 

(7) 講師はあなたにとって有用な多くの理論や事例、ヒントを与えてくれましたか？ 

１．そのようには感じなかった 

２．あまりそのようには感じなかった 

３．どちらともいえない 

４．そのように感じた 

５．強くそのように感じた 

 

(8) 講義時間は適切でしたか？ 

１．とても長かった 

２．少し長すぎた 

３．適切であった 

４．少し短かった 

５．とても短かった 

 

(9) スライドや配付資料等の教材は適切でしたか？ 

１．適切でなかった 

２．あまり適切でなかった 

３．どちらともいえない 

４．ある程度適切であった 

５．適切であった 
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各質問に対しての 5段階評価は下記の結果となった。 

 

 

考察 

 

(4)については 4.75 と高い評価となり、本講座が受講生にとって非常に有益なものにな

ったことを示している。また（3）は 4.69となり、日々行う通常業務では得ることができな

い新しい刺激や知識を得ることができたと評価されている。 

第 2タームは 1回の講義につき、1時間の事例講義と 1時間のワークショップを組み合わ

せて合計 2時間となっている。（6）の評価については、各講師はワークショップにて各グル

ープを巡回して質問に答えていたが、発表などの時間の都合上全ての質問に答えられなか

ったと思われる。 

 （8）の講義時間が適切かどうかについては「適切であった」の評価が 3で、「とても短か

った」が 5の評価となっている。評価は 3.56 であるため、もっと講義を聞きたかったとい

う積極的な評価になったといえる。 

全体としては平均 4.25 と高い評価を頂いている。9 項目中 7 項目が 4 以上の評価を頂い

ている。以上から本講義は十分な成果があったと考えられる。 

 

（1）今回の受講によって、受講時と異な
る気づきや学びを感じられましたか？

4.46

（2）受講後、このテーマについての理解
はさらにどの程度深まりましたか？

4.35

（3）本講義はあなたにとって価値や刺激
はありましたか？

4.69

（4）本講義はあなたにとって有益なもの
でしたか？

4.75

（5）本講義で得た知識やノウハウをあな
たの施設で実践する具体的なイメージは

4.02

（6）講師はあなたの質問に適切に答えて
くれましたか？

3.90

（7）講師はあなたにとって有用な多くの
理論や事例、ヒントを与えてくれました

4.29

（8）講義時間は適切でしたか？ 3.56

（9）スライドや配付資料等の教材は適切
でしたか？

4.20

平均 4.25

4.46 

4.35 

4.69 

4.75 

4.02 

3.90 

4.29 

3.56 

4.20 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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自由記述欄の各講師に対する感想としては下記のような回答があった。 

1-1 観光庁  田村 寿浩 参事官 

・資料のまとまりが良く、わかりやすかったです。田村参事官が常にニコニコ笑顔なのが素

晴らしいと思いました。 

・資料の内容も講義の進め方もとても上手で有意義な内容だった。 

・観光の現状についても理解ができた。ありがとうございました。 

・シンポジウムなどで観光庁の田村長官が基調講演などであげられている数字について、も

っと具体的にくわしく知ることができました。 

 

1-2 東洋大学国際観光学部  准教授 徳江順一郎 

・マーケティングとホスピタリティについてのエッセンスをまとめて下さりありがとうご

ざいました。 

・興味深い内容でしたのでじっくり学んでみたいです。 

・マーケティングも、ホスピタリティも、双方の関係性も重要課題である。深く学びたいと

思わされた。 

・トライアド・モデルでの確実性の高さで業務を分けて、確実性の高いところの安定性を高

めることでサービスもまた安定して行えるというところは、日頃からもやもやと感じて

いたことをきれいにまとめてくれていたと感じました。 

 

1-3 東洋大学国際観光学部 学部長・教授  飯嶋 好彦 

・本講義の目的や意義が明確になりました。経営論学びたいと感じました。ありがとうござ

いました。 

・複線型人事制度の重要性について再認識致しました。 

・当社も 10 施設の運営をしているが、女性の総支配人は 1名のみであるし、なんらかのガ

ラスの天井があるのかと思いました。専門職の一部については複線的な人事制度がある

が現場での認知度も低いので改善を考えたいと思います。 

・一生懸命にお話し下さり、とてもお気持ちがよく伝わりました。 

 

2-1 株式会社 生活の木  重永 忠 氏 

・盛りだくさんの内容で時間が短すぎたのがおしいと思いました。部署があると、どうして

も同じ人で群れてしまうので意図的に壊す必要を感じました。 

・すばらしいお話を聞けました。ありがとうございます。 

・大変参考になりました。何が欠けていたのか判りはじめた気がします。 

・理想的なお話でした。そして、持ち帰り会社に活かします！！ 
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2-2 株式会社 JTB  鈴木 良照 氏 

・女性中心の職場でキャリアアップにつながる有益なアドバイスを沢山頂きました！ 

・女性の働き方のボトルネックが浮きぼりになりわかりやすかった。 

・男性はそれをあたり前のこととしてとらえてしまっているので、あらためて女性視点で考

えられたことがとてもよかった。 

・ブライダルにも通じる事例で大変参考になりました。ありがとうございました。 

 

2-3 天空の森,忘れの里 雅叙苑  シャスリー 範子 氏 

・実際に住んでいる方のお話はとても印象に残りました。実態が伴っていて、説得力があり

ました。 

・日本とフランスの価値観・文化どちらも共感できる。 

・すごく参考になりました。目からウロコです。 

・フランスのお話、カルチャーショックでした。ありがとうございました。 

 

2-4 セレモアホールディングス株式会社  笠置 さおり 氏 

・とっても素晴らしかったです！！葬祭業の事例がとてもわかりやすく自分の職場にあて

はめた場合をイメージしやすい展開でした。 

・風土と仕組みづくり、今一度見直していきたいと改めて思いました。また、同じ想いの人

を増やすという言葉にも共感をもちました。 

・これほどほとんど知ることのなかった業界のお話をうかがい大変勉強になりました。 

・しっかり社内人間関係をつくったうえで、フォローしてあげられる体制とともになくては

いけないと思いました 

 

2-5 株式会社スティルサンク 濱野 紹央子 氏 

・お人柄が伝わり温かな講義でした！ありがとうございます！！！ 

・生きいきと仕事をされている方の事例に勇気が出ました。 

・あまり知らないブライダル産業のお話、活躍なさっている方のことを知ることができおも

しろかったです。ありがとうございました。 

・パワーのある人は輝いていますね！感動です。 

 

2-6 ハレクラニ沖縄  木元 貴俊 氏 

・性別関係なしの採用、昇進に魅力を感じた。会社でも活かせるようにしたい。 

・新しい気づきをいただけました。 

・すばらしいの一言です。早くこのような企業にしていきたいです。 

・外資系であたり前にできていることが、できていないということは、“思い込み"による問

題なのか、と思いました。 
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6. メディア掲載 

 

週刊トラベルジャーナル  2018年 1.1・8合併号  10P  ニュース短信 
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HOTERES（週刊ホテルレストラン） 第 52巻 37号 (2017 年 10月 06日発売) 

観光革命の旗手たち 第 8回 1/2 
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HOTERES（週刊ホテルレストラン） 第 52巻 37号 (2017 年 10月 06日発売) 

観光革命の旗手たち 第 8回 2/2 
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7. 平成 29年度の事業総括と次年度へのつなぎ 

 

（1）本年度の事業総括 

①「ホスピタリティ産業における女性活躍と組織づくり講座」事業概要 

 

 

②プログラム内容について（内容、構成、スケジュール等） 

今年度は、初回と最終回以外の講座開催日を火曜または水曜の夜としたが、次回は曜日を

固定せずに開催することを検討中である。その背景としては、ホスピタリティ産業従事者の

皆さんは、勤務体系もそれぞれとなるため、各受講者の日程調整にかける負担を平準化する

ことを目的としている。 

 

③プログラムの実施、運営について（受講者募集、講師との調整、会場の設営、広報、資料

等の準備等） 

募集時期を早めて募集期間を確保したい。広報については、「知っていたら行きたかった」

という声が各講師、受講者の耳に届いている。次年度は、採択後速やかに、今年度の講師・

受講者のネットワーク等も活用して講座案内を広く伝える。 
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講師間の情報共有の仕組み（他者の講義の聴講推奨、カリキュラム検討委員会での情報共

有等）を継続する。 

受講者アンケートからは、配布資料として投影スライドがほしいという声が散見された。 

 

④体制について（学内の体制と協力機関との連携等） 

次年度のカリキュラム検討委員は、今年度受講者から手を挙げてもらい、プログラム企画、

講師を依頼し、本人達の学びもさらに深めていただく。そして、そのことを通じて、プログ

ラムの内容をより理解してもらいたいと考えている。すなわち、これが「アドバンス」コー

スとしての位置づけとなる。 

今年度のカリキュラム委員は、次年度はアドバイザーとして引き続き講座運営にご協力

いただく方向で調整している。 

 

⑤教材開発や学習システム（E-learning など）について 

今年度は、Google Class を利用して動画共有した。講師から自身の講義動画を見たいと

いう声があった。次年度は、講義を欠席した受講者のフォローに役立てる予定である。 

 

⑥受講者や外部講師との人的ネットワーク形成（関係構築）について 

受講者同士の関係は非常に良好なものとなった。初回からかなり和やかなムードの中で

スタートしていたが、やはり、1泊での研修を入れたのが奏功していると考える。これに外

部講師が来られなかったため、外部講師との関係は、あまり深くはならなかった。 

 

⑦予算計画について 

予算計画や予算管理に関しては事務局(産官学連携推進課)が担当、初年度ということで、

小樽商科大学に様々なフォローやサポートを頂き、概ね計画通りの実績であった。 

予定通りにはいかない反省点もあったが次年度は、今年度の反省を踏まえて改善してい

きたい。 
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（2）次年度へのつなぎ 

①教育プログラム開発の実施計画 

平成 30年度は、引き続きホスピタリティ産業に関係する組織論、人的資源管理論につい

てサーベイを実施しつつ、カリキュラム検討委員会を中心にプログラムを編成する。 

1 回目の会議は 6 月、2 回目は 7 月、3 回目は 9 月を予定し、9 月までにプログラムの概

要を固める。7～8 月頃には、オーストラリアでの調査と他大学へのヒアリング・視察を実

施し、プログラムをより精緻なものとする。10月以降、順次プログラムを実施する。 

 

②事業終了後の継続的かつ自立的な実施体制の構築 

 事業終了後には、本学産官学連携推進課による支援のもとで、社会人向け特別講座として

の開講を目指す。さらに将来的には、本学国際観光学研究科（平成 30年 4月設置予定）に

おいて、専門職大学院としての開講も視野に入れ、修士学位の取得によるキャリアへの側面

的支援も行なっていく。 

また、海外のホスピタリティ系大学へのプログラム編成ノウハウの供与も行ない、教育面

から世界のホスピタリティ産業への貢献もしていくことを視野に入れている。既に香港理

工大学、スイス・エデュケーション・グループ、ベルジャヤ・カレッジといった海外のホス

ピタリティ系高等教育機関との提携も進んでいるため、この面での協力関係の構築は、実際

のプログラム実施後にはスムーズに進むものと考える。 
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8. スペインの視察によるわが国における女性活躍への示唆 

 
東洋大学国際観光学部国際観光学科 

徳江順一郎 
 

Faculty of International Tourism Management 
Department of Tourism 

TOKUE, Jun-ichiro 
 

 
１．はじめに 
本調査は、わが国のホスピタリティ産業における女性が活躍できる組織作りを目指して

実施した講座の開講に向けて行なわれた。 
残念ながらわが国は、産業界で女性が十分に活躍できているとはいいがたい状況である。

図表 1 は、わが国の上場企業における女性役員数とその割合をグラフにしたものである。

近年、急速に増えてはいるが、以前低水準にとどまってしまっているのが現状である。 
また、各産業分野において労働力不足は顕著であるが、特にホスピタリティ産業において

は、労働力の確保は喫緊の課題である。もちろん、外国人労働者の受け入れや生産性向上も

重要な問題であるが、既に活躍している女性に、さらに活躍してもらうことはホスピタリテ

ィ産業におけるさらなる成長の鍵になると考えられる。 

図表 1 わが国上場企業における女性役員数と割合 

 

出典：内閣府男女共同参画局調べ（左軸は人数、右軸はパーセントを示す） 
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なぜならば、ホスピタリティ産業はもともと女性の方が多く働いているにもかかわらず、

管理職以上になると女性の割合が急減するという、いびつな組織構造になっているからで

ある。逆にいえば、それだけ女性が活躍できる可能性が高いともいえるだろう。 
労働力不足は即、事業遂行のマイナス要因となる。将来、管理職に就けないという思いか

ら離職してしまう女性が増えると、その分損失につながってしまうとも考えられる。将来の

展望も拓けるという期待感から離職が少なくなれば、当然ながらその組織はより強力なも

のになると考えられる。 
さて、本講座に向けた調査は、大きく

三つに分けて考察することにした。すな

わち 
・国家的・民族的要因 
・業界的要因 
・企業内要因 

である。本調査は、このうち国家的・民

族的要因について解明することを目指

し、外国人来訪者の絶対数ではフランス、

米国についで世界第 3 位、入国率で見る

とフランスを超えるスペイン（図表 2）
における状況について、ヒアリングを中

心とした調査を実施した報告書となって

いる。以下では、その前提として行なっ

た予備調査を含む調査結果について報告

する。 
 

２．女性活躍の阻害要因 
筒井(2015)は、わが国における女性活躍の停滞について詳細な分析を実施してる。そこで、

本報告の前提として、彼の分析を紹介したい。 
一般的なイメージとしては、昔から日本は女性活躍が遅れており、欧米諸国は女性活躍が

進んでいるととらえられがちである。しかし、これは必ずしも正しい視点ではない。 
筒井(2015)によれば、日本で専業主婦の割合がもっとも高くなったのは 1970 年代である

という。1970 年代以前と以後はいずれも、働く女性の比率は高くなっている。ただし、そ

れ以前と以後とでは、仕事の内容が異なっている。それ以後は雇用されての労働が主体とな

ってきたのに対して、それ以前は農作業や自営業の比率が高かったという（p.2）。 
つまり、工業化による雇用労働化の進展によって、住居と職場との間に距離が生じること

になり、その結果として働く女性の比率は下がっていった、ということになる。そして、

1970 年代以後は、雇用されて働く女性が増えてきている。なお、この点はわが国だけに当

てはまるのではなく、各国も同様である。工業化以前と以後とで、従事する仕事は大きく異

図表 2 外国人来訪者数と入国率 

 
出典：JNTO 調べ 

国名 外国人来訪者数(a) (a)/人口
フランス 82,600 1.23
米国 77,471 0.24
スペイン 75,563 1.62
中国 59,270 0.43
イタリア 52,372 0.86
トルコ 39,478 0.50
英国 35,814 0.55
ドイツ 35,579 0.43
メキシコ 34,961 0.27
タイ 32,588 0.47
オーストラリア 28,121 1.17
マレーシア 26,757 0.86
香港 26,553 3.61
ギリシャ 24,799 2.31
ロシア 24,551 0.17
日本 24,039 0.19
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なり、それが女性の仕事にも大きな影響を及ぼしている。 
また、この事実から、女性が働くことが少子化の進展の原因とすることも間違いであるこ

とが指摘される。戦後の第一次ベビーブームの頃も、必ずしも専業主婦が全盛ではなかった

という。むしろ、雇用労働が増加するプロセスにおいて、各国がどのような対応をしたかが

大きなポイントになってくる。 
そして、「欧米」とひとくくりにできないということも筒井(2015)は指摘している。彼は、

米国、スウェーデン、ドイツ、日本を比較することで、興味深い事実を論じている。ここで、

米国は「小さな政府」による低負担・低福祉、スウェーデンは「大きな政府」による高負担・

高福祉の国の代表であり、ドイツと日本はその中間領域に位置している。 
米国やスウェーデンは、いずれもフルタイムで働く女性の比率は高く、ドイツや日本は低

い。ただし、米国とスウェーデンでも大きな相違があり、米国は民間セクターが、スウェー

デンは公的セクターが、主としてフルタイムの女性を雇用している。そのうえで、米国は「男

性も女性もよく働くが、社会全体の格差が大きな国」（p.25）であり、スウェーデンは「男

女ともによく働くが、男女で別々の場所で別々の仕事をしている社会」（p.23）であると結

論づけられる。 
実は、米国やスウェーデンのような両極端の国々は、女性就労者比率は高く、かつ出生率

も比較的高いという共通項があり、中間領域の国々は出生率が比較的低い（p.19）。一方、

いずれの国にも共通していることは、女性労働力参加率が高くなると、出生率が下がる傾向

になる。ただし、日本だけが特異な事象としては、出生率の下がり方が極端に大きくなって

いるという点である（pp.59-60）。 
他国では、結婚に関する希望と現実のギャップを埋めるため、あるいは家計を維持するた

めに共働きが選択される傾向があった。しかし、そのためには、女性がそれなりに高い賃金

で長く仕事を続けられるか、労働市場が柔軟で、出産などで仕事を辞めたとしても、ある程

度は条件のよい仕事に復帰できる見込みが必要とされる。 
これを邪魔しているのが、いわゆる「日本的な働き方」と呼ばれるものである。筒井(2015)

はその特徴として、 
・職務内容の無限定性 
・勤務地の無限定性 
・労働時間の無限定性 

の三つの無限定性を、正社員が求められることを挙げている。職務内容の無限定性とは、そ

もそも労働契約締結前には職務内容が明確ではなく、また締結後でも職務内容が会社の事

情で変えられてしまうことをいう。勤務地の無限定性は、転勤の可能性の存在である。労働

時間の無限定性は、残業の常態化である（pp.103-105）。 
この日本的な働き方の存在は、女性の正社員化にとって、大きな足枷となっている。特に、

勤務地と労働時間の無限定性は、家族と過ごす時間の不安定性をきわめて大きくする。 
こうした現状に対して、政府もなにもしなかったわけではない。1972 年に勤労婦人福祉

法が施行され、1985 年に改正されて男女雇用機会均等法となり、その後も幾度かの改正を
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重ねてきた。ただし、これが実現した女性の活躍とは、「女性を従来の男性的な働き方に近

づけましょう、ただし出産・育児期は配慮します」（p.114）というものであった。ここでい

う男性的な働き方とは、上記の三つの無限定性をともなうものである。その結果として実現

された社会は、 
内部労働市場で男性が柔軟に配置され、外部労働市場（ここでは非正規の労働市場）

で女性が柔軟に雇用され、場合によっては農家や自営業が失業者を吸収する（「いい仕

事が見つからないから田舎に帰る」パターン）のが、日本的「全部雇用」の社会経済構

造 
ということになる（p.113）。 

こうして、男性か女性のいずれかが、三つの無限定性を受け入れざるをえなくなり、その

場合、ほとんどは女性がキャリアをあきらめる形になってしまった。そして、日本は、出産・

育児期のサポートはむしろ手厚いが、その後の対策ができていないために、女性が活躍しき

れない状況になっているということが浮き彫りになった。日本的な働き方が、キャリア構築

における前提となっているために、三つの無限定性を受け入れない限り「活躍」できにくい

状況が生じているといえる。 
なお、米国的なアプローチではどうしても失業が増加するし、スウェーデン的なアプロー

チでは公的部門でばかり女性の雇用が吸収され、結局、民間部門での女性活躍が阻害されて

しまうことにもなりかねない。いずれも一長一短あることは当然であるが、今後の議論にお

ける留意点となる。ただ、わが国の場合には、労働力不足が進んでいっている点と、社会保

障の担い手が急速に減少していっているという周辺環境には注意が必要である。 
 

３．スペインの概要 
(1)スペインの歴史 
スペインは、ヨーロッパでも南西端に位置しており、その地理的特性から特異な歴史を歩

んできた。その歴史的経緯を、野々山(1994)にしたがって簡単に確認しておく。 
紀元前 1 万年頃の氷河時代、スペインがその領域の多くを占めるイベリア半島は既に形

成されていたという。そこに紀元前 4000 年前頃、オリエントにはじまった農耕文化が到達

し、イベリア原住民たちが土器を作るようになった。 
紀元前 1000 年頃、ケルト人がピレネー山脈を超えて進出してきて、現在のカタルーニャ

地方に定住するようになり、イベリア原住民と混血し、ケルト・イベリア人と呼ばれる存在

になっていく。 
一方、地中海沿岸にはギリシャ人とフェニキア人が到達した。彼らは、沿岸部に自らの文

化を伝えていった。その結果、地中海沿岸部のギリシャ・フェニキア人と、内陸部のケルト・

イベリア人とに大別されるようになっていった。 
野々山(1994)では、ローマ支配が進んだあと、ギリシャの地理学者ストラボンによるケル

ト・イベリア人に対する記述を引いて、「女性上位の風習」について論じている（p.10）。ま

た、同じくストラボンの記述から、ケルト・イベリア人は、敵に対しての残忍さと、「異国
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の旅人には競って宿を貸す」という見方への親切さを、「いまも変わらぬスペイン人の特色」

（p.11）としている。 
その後、紀元前 227 年から 218 年にかけては、アフリカ北部を支配していたカルタゴ人

による支配下に入った。当初はカルタゴとローマは共存していたが、やがてローマによって

カルタゴはほぼ滅亡させられることになる。その後はローマ帝国の一部となり、これは 5 世

紀頃まで続く。その間に、都市は近代化されていった。道路は石畳で舗装され、上下水道の

設備も整えられ、円形劇場なども建設され、まさにローマ様式の街になっていった。世界遺

産になっているセゴビアの水道橋もこの時代に作られたものである（写真 1）。また、その

間にキリスト教も伝えられている。 
5 世紀に入ると、ゲルマン民族の大移動がイベリア半島にも押し寄せてきた。ビシゴート

人が侵入し、イスパノ・ビシゴート王国を築いたが、それ以前の文化との交流も繰り返し、

改宗までして浸透していった。 
8 世紀にアラブ人とベルベル人の連合軍が侵入してきて、ビジゴート王国は征服された。

ここからは、イスラム教勢力とキリスト教勢力との争いの歴史になっていく。イベリア半島

の大半はイスラム教勢力下におかれ、キリスト教勢力は北部の山岳地帯で細々と続いてい

くことになる。 
その後、961 年にカスティーリャ地方に拠点を多く築くに至っていたキリスト教勢力が、

カスティーリャ王国を建国した。一方、カタルーニャではキリスト教勢力のフランク王国が

版図を広げたが、その後、分割

統治の時代を経て、キリスト教

勢力の諸王国は連合し、13 世紀

にイスラム教勢力を駆逐するに

至った。 
その後、1479 年にカスティー

リャとアラゴンの両王国が連合

し、キリスト教勢力による統一

王国が完成する。フェルナンド

王とその妻イザベル女王、すな

わちカトリック両王による統治

によって、事実上の国家統一や

カトリックへの信仰が確立され

た。 
ここからスペインは黄金時代を迎え、中南米をはじめ、世界中への進出を図っていく。し

かし、18 世紀になると、ヨーロッパ諸国間のパワーゲームに巻き込まれていった。 
さらに 19 世紀、ナポレオンによる支配から逃れるために独立戦争が勃発したが、その後

はさまざまな勢力に左右され、政治的に安定しない状況が続く。この間に中南米の領地はほ

とんどが独立を果たした。 

写真 1 セゴビアの水道橋 

 
筆者撮影 
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この状況は 20 世紀にまで及び、その状況で第一次世界大戦に巻き込まれ、共和制への道

をたどっていく。やがて亡命をせまられることになるアルフォンソ 13 世は、イギリス出身

の王妃ビクトリア・エウヘニアを娶ったが、彼女は最新のファッション、化粧といった、そ

れまでのスペインの女性にはなかった習慣を持ち込んだ。これは上流から中流にかけての

女性に大いに影響を及ぼし、ショートヘアーまで流行するようになった。 
しかし、内戦が勃発すると、禁欲的なスタイルが強いられるようになった。内戦終結後は

フランコ将軍による独裁体制になり、40 年近いフランコ体制が続いた。その後にはファン・

カルロス国王による民主化が進められていくが、依然として各地は独立志向が強く、必ずし

も政治的に安定しているとはいいがたいのが現状である。 
しかしこの間、社会労働党（以下、「社労党」という）による文化革命によって、女性の

権利は拡大した。かつての「マチズモ」と呼ばれる男性優位主義を撤廃するために、社労党

は社会福祉省と婦人局を設置したのはその対策の一つである。社労党が政権に就いた 1982
年の総選挙以前は、女性議員は 22 名だったのが、1990 年代には 53 名と倍以上に増えてい

る。 
また、1975 年から 1986 年にかけて、女性の大学への進学率は 60%も増加したという。

そして、その後、女性が大学入学者の半数以上になった。 
いずれにせよ、スペインには周辺から多くの侵略・侵入の歴史があり、その都度、権力者

や宗教が変わっていった。この

影響は現代にも及んでおり、地

域ごとの独立心は旺盛である。 
紀元前から首都であったト

レド（写真 2）は、紀元 2 世紀

にはローマ帝国に占領され、神

殿や劇場などが立ち並ぶロー

マ都市となっている。しかし、

712 年から 1085 年まではアラ

ブ帝国によるイスラム支配下

に置かれ、中心的な位置を占め

ていた。そのため、街の様相が

独特であり、街全体が世界遺産

にもなっている。 
 
(2)スペイン人の気風 

野々山(1994)には、中世のスペインにおける興味深い事実の記述もある。「下層の女は乳

母となって金持ちの子供を育てた。豊かな家庭では、七歳まで乳母や召使に大事にされて育

った。」（p.185）という。また、18 世紀における性の乱れについて、「私生児の数が飛躍的

にふえた。女性が働きはじめ中産階級の風俗、習慣に性革命が起こったことによると考えら

写真 2 トレドの街並み 

 
筆者撮影 
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れる。」（p.220）と論じている。さらに、19 世紀には、禁欲的な生活を強いられ、結婚が女

性の「出世」につながる唯一の道であるとも述べられている一方、貧しい女性たちは工場で

働いたりする必要性もあったという（pp.264-266）。 
スペイン人は「自分たちの生活を楽しむことに重点をおき、エコロジー、平和、富の平等

な分配などの大義にはまったく無関心」（p.337）であるという。また、「いまおおいに生活

を楽しんでいる」（p.338）ともいう。 
この、「自分たちの生活を楽しむ」というのはスペインを理解するうえできわめて重要な

キーワードになるだろう。 
そして、イザベル女王やビクトリア王妃のような存在は、スペインの女性たちに大きな影

響を及ぼしてきた。こうした女性著名人の存在は、その言動が価値観や文化面に影響するほ

か、女性たちにとっては一つのロールモデルにもなってきた。最近では、第 4 代スペイン首

相だったホセ・マリーア・アスナール・ロペスのアナ・ボテーリャ夫人がマドリード市長を

務めるといったこともあった。 
 

４．現地調査 
(1)ヒアリング調査 
今回は、マドリードにある IE Business School のスタッフと、バルセロナにある IESE 

Business School の在校生の方々にヒアリングを実施した。これは、日本とスペインとで、

どのような環境の相違があるか、また、それを取り入れることが可能なのかどうか調査する

ことを目的とした。 
IE Business School は、マドリードの中心部、サラマンカ地区に本部を置いている。1973

年に、スペインの貴族でありかつ起業家でもあるディエゴ・デル・アルカサルによって設立

された。当時はフランコ独裁体制下であったが、経済成長とともにそれを支える人材の供給

源となり、近年では各種 MBA ランキングで上位を占めるようになってきている。2007 年

にはセゴビアの SEK 大学を買収して、IE 大学として運営されている。 
一方、IESE Business School は、バルセロナ以外にもマドリード、ニューヨーク、ミュ

ンヘン、サンパウロにキャンパスを持つ国際的な大学である。バルセロナは英語がメインの

MBA を運営しており、日本人も企業派遣を中心として多く在籍している。 
今回の調査で明らかになったことであるが、スペインでは、家政婦やベビーシッターを雇

用したりすることについて、特に問題とはとらえられていない。自分たちが楽しむための時

間を創出するためでさえも、躊躇なくこうした人たちに依頼する。そうであるならば、仕事

のために家政婦やベビーシッターを雇うことは、むしろ普通に行なわれていることである

といえよう。なお、この点は西欧諸国で比較的共通している。 
また、スペインでは産後の休みはもともと非常に短かったという。現在でも、産後 16 週

までが基本である。この期間内であれば、給与と同額が社会保険から支払われる。もちろん

長期にわたって休む人もいるそうだが、多くは 16 週内で仕事に復帰する。また、男性側も

約 8 割程度は休暇を取得するという。 
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こうした変化は、2000 年代を通じて、社会労働党政権のもとで、平等省と女性研究所が

中心となりさまざまな施策を遂行していった結果である。クオータ制、すなわち特定の地位

や職に対して、特定の社会的属性の者を優先して採用したり配置したりする制度も幅広く

採用されている。2011 年には 10.6%だった女性役員比率は、2015 年には 18.8%にまで増加

している。ただし、スペインのクオータ制には罰則がないため、罰則のあるノルウェーなど

に比較するとかなり少ない。ただし、わが国の上場企業役員数に占める女性役員比率は、

2016 年の時点でもわずか 3.4%にすぎない。 
また、これは他の西欧諸国に共通するが、仕事が終わるとさっさと職場を後にして、タパ

スなどをつまみながら友人たちと語らう時間を大切にし、職場の人たちと飲みに行くよう

なことはほとんどない。やはり、労働時間の「限定性」が存在していることが分かる。 
 

(2)環境面における調査 
次に、スペインの観光資源における女性活躍の状況を調べていて気がついたことを述べ

る。それは、使えるものはとことん利用しようとする精神である。 
スペインの観光資源といえば、ガウディによる一連の建築が有名である。サグラダ・ファ

ミリア教会（写真 3）にはじまって、グエル公園、カサ・ミラなど、バルセロナ市内とその

周辺部に多くの建築が残っている。サグラダ・ファミリアやグエル公園などは、あまりの人

気のため当日券ではほぼ入

れないほどの人出である。 
ここで、サグラダ・ファミ

リアが建造途上であるとい

うことは有名だが、グエル

公園も、ある意味では未完

成のものであるということ

は、それほど知られてはい

ない。この公園はもともと、

住宅地として開発されたも

のであり、工事途中での挫

折ののち、公園として開放

されることになったもので

ある（写真 4）。 
 

写真 3 サグラダ・ファミリア教会 

 
筆者撮影 
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また、これはあまり有名な観光

資源ではないが、コロニア・グエ

ル教会という施設が、バルセロナ

中心部からカタルーニャ鉄道で

20 分程度のところに存在する。

ここは、繊維工場を中心に、労働

者が近隣に住めるような町を目

指して開発された地区である。地

区内に工場と労働者の住居はも

ちろん、学校や病院、劇場なども

作られ、地区内で生活が完結でき

る街となっていた。そのため、当

然のことながら教会も必要とさ

れた。しかし、このガウディが設

計した教会も未完成である（写真

5）。 
教会の半地下部分は完成した

が、上層部分は未完成のままであ

る。 
さらに、IE 大学のあるセゴビ

アには、写真 1 で紹介した水道橋

がある。これは、今のスペイン人

からすれば異民族であるローマ

が建造したものである。しかし、

使えるものは使うということで、

イスラム教勢力に破壊されたあ

とでも、カスティーリャ王国のイザベル女王はこれを補修し、今の姿になっている。それが、

現在では重要な観光資源になっているのは、やはり興味深い事実である。 
 

５．ホスピタリティ産業における女性活躍に向けたポイント 
冒頭でも述べたように、本調査を実施する前に、筆者は、ホスピタリティ産業において女

性が活躍しきれない状況となっている理由を、大きく三つに分けて考察することを目指し

た。すなわち 
・国家的・民族的要因 
・業界的要因 
・企業内要因 

写真 4 グエル公園 

 
筆者撮影 

写真 5 コロニア・グエル教会 

 
筆者撮影 
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である。本調査は、このうち国家的・民族的要因について解明することを目指して調査を実

施したが、調査を進めるにつれて、日本でもかなりアグレッシブな改革を進めなければ、女

性活躍はとても無理ではないかと思えてきた。それは、やはりそもそもの「働き方」がまっ

たくことなっているからで、職務内容、勤務地、労働時間の「三つの無限定性」を前提とし

た「働き方」が存在している限りにおいては、男性も女性もともに活躍できる社会の実現は

難しいのではないかと感じたからである。 
しかし、近年はこうした風潮を変えるべきという雰囲気も生じるようになってきている。

過酷な残業は悪であるという雰囲気が急速に広まっており、少なくとも労働時間の無限定

性はかなり緩和されていくことが期待できる。ところがそれでも、職務内容と勤務地におけ

る無限定性が残ってしまう。 
実はここで、本講座が「ホスピタリティ産業」に限定したことがポイントになってくる。

そこで、少しだけ業界的要因についても触れておく。冒頭で日本の上場企業における女性役

員比率の低さを紹介し、その後にこの「日本的な働き方」について論じた先行研究を通じて

考察を加えたが、現在のわが国ホスピタリティ産業には、非常に多くの「外資系」企業が参

入してきているのである。もちろん、運営のみが「外資」ということもあるが、その場合で

もトップである総支配人が海外から送られてくることが多く、「外資系的」な組織運営が行

なわれることは当然である。 
そしてまた、ホスピタリティ産業では比較的、職務内容も限定的である。少なくとも数年

間は、宿泊系統であれば宿泊、料飲系統であれば料飲と、職務内容は大きくぶれることはな

い。 
こうしたことを反映して、もともとホスピタリティ産業では転職が多い。その意味では、

例えば産後の復職の場を提供しうるような企業は、競争力を高めることもできる可能性が

生じる、 
ただし、逆に労働時間については、むしろ遅れてしまっている面があることも否めない。

ホスピタリティ産業における女性活躍のためには、その点のコントロールについて、より深

い研究が必要とされよう。 
最後に、スペインでの調査から見えてきたことをもう一度確認したい。 
・楽しむという気風の醸成 
・ロールモデルの出現 
・無限定性の除去 

についての対策が、これからは求められることになろう。 
 

■主要参考文献 
筒井淳也(2015),『仕事と家族』中央公論新社. 
内閣府男女共同参画局(2011),『諸外国における専門職への女性の参画に関する調査-スウェ

ーデン、韓国、スペイン、アメリカ合衆国-』 
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