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データに見る情報通信業界の「女性の活躍」
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情報通信業で輝く女性　インタビュー

企業・関連団体の取組

　東京都は、女性も男性も子供もシニアも障害のある方もいきいきと暮
らし、活躍できる「ダイバーシティ」の実現を目指しています。とりわけ、
人口の半分を占める女性の活力は、東京のさらなる発展に欠かせません。

　あらゆる場における女性の活躍を推進するため、都は、様々な分野で活
躍する女性の姿を広く発信しています。平成30年度は、女性が少ない分野
で活躍している方々と知事が語り合う「女性が輝くTOKYO懇話会」を３
回にわたって開催しました。

　第3回懇話会のテーマは「情報通信業」です。
　情報通信業は女性が少ない業界ですが、女性の参画が進むことで、新た
な視点や切り口が加わるなど、情報通信技術のさらなる発展が期待され
ます。
　懇話会の様子や、情報通信業界で実際に活躍している女性へのインタ
ビュー、企業や業界団体における女性の活躍推進に向けた取組をご紹介
します。
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女性の専門的・技術的職業従事者数（左目盛：万人）

　国や地方自治体、企業などにより、様々な分野に
おける女性の活躍を進めれられていますが、依然
として産業による隔たりがあります。東京都にお
ける産業別女性比率を見ると、「情報通信業」は
29.1%と、「建設業（17.3%）」、「運輸業、郵便業
（21%）」に次いで3番目に低く、男性の比率が高い
状況です。
　しかし、それだけ伸びしろが大きい産業である
とも言えます。

　情報通信業にも様々の業種がありますが、特に
情報サービス業の女性比率が低いことが分かりま
す。
　情報サービス業には、ソフトウェア業や情報処
理・提供サービス業などが分類されており、情報通
信業界の中で最も就業者数が多い業種です。情報
サービス業においてさらに女性が活躍すること
で、サービスの向上や情報技術の更なる発展が期
待されています。

　情報サービス業の女性比率が低い数値
を示しているのは、専門的・技術的職業従
事者に女性が少ないことが要因ですが、
その数は年々増加傾向にあり、15年間で
約2倍に増えています。
　

　少子高齢化の急速な進展、生産年齢人口の減少など、様々な課題に直面している現代において、「IoT」や「AI」
などの情報通信技術は、課題に挑戦し、克服するための鍵となり、持続可能な成長の実現に不可欠です。
　情報通信業はまだまだ女性の参画が少ない業界ですが、女性の参画が進むことによって、これまでなかった
視点が加わり、情報通信技術のさらなる発展が期待できます。今後、女性のさらなる活躍が期待される情報通
信業界の現状をデータから見ていきます。

データに見る情報通信業界の「女性の活躍」
情 報 通 信 業 界 で は 、今 後 の 女 性 活 躍 が 期 待 さ れ て い ま す

データ①　産業別女性就業者数及び女性比率

データ②　情報通信業の業種別女性割合

データ③　情報サービス業における女性の専門的・技術的職業従事者数及び比率の推移

　経済成長を支えている情報通信業界
においても、人材が不足していること
がわかります。IT業界の人材の不足感
は平成21年度に減少したものの、平成
23年度以降増加傾向にあり、平成29年
度には「大幅に不足している」「やや不
足している」を合わせると9割以上の企
業が人材不足と回答しています。特に、
過去10年で「大幅に不足している」と
いう回答の割合が高く、性別に関わら
ず多くの人材が求められています。

データ④　IT 企業の IT 人材の“量”に対する過不足感

　大学の学科別女子学生比率を見る
と、理学、工学といった理系分野の女子
学生が少ないことが分かります。情報
通信業界には文系の学部を卒業した学
生も多く入職していますが、女性技術
者をさらに増やすためには、女子学生・
生徒の理工系分野の選択を促進する必
要があります。

データ⑤　学科別女子学生比率

　情報通信業はテレワークの導入率が
もっとも高く、業界の3割以上の企業で
導入していることがわかります。その
ため情報通信業は、就労場所にとらわ
れない仕事が他の業界よりも多く、働
き方の自由度が高いため、女性が働き
やすい業界であると言えます。
　多くの女性が活躍することで、さら
なる職場環境の整備や情報通信技術の
発展、サービスの向上が期待されてい
ます。

データ⑥　産業別テレワークの導入状況の推移

  

資料：総務省「労働力調査（平成29年）」より作成

資料：総務省「労働力調査（平成 29年）」より作成

資料：東京都総務局「東京の労働力（平成29年）」より作成
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■小池知事　この懇話会は、東京で働く女性みんなに輝

いてほしい、そして実際に皆さんの声を聞いてみようと

いう思いから開催している。この業界は日進月歩で変化

を遂げており、また、変化が多いために男性も女性も関

係なく活躍できる分野でもあると思います。皆さんが今

後さらに活躍していただくために何をすべきなのか、率

直なご意見をいただきたいと思います。

◆ゲストプレゼンテーション

■増田　一般の方が日常生活で使用しているものに関

わりたいという思いと、当時はFOMA端末のサービス

がスタートするころで、先端技術の象徴のような

FOMAに関わる仕事がしたいという興味もあり、NTT

ドコモに入社しました。

　入社から４年ほどはFOMA端末の商用開発を行う開

発部に配属され、その後営業部門に配属されました。１

年間の育児休暇から復帰後、１年半ほどは時短勤務をし

ながらサービス企画部門におり、限られた時間の中で結

果を出す方法や、どのようにポジティブに取り組んでい

くかなどを意識して業務に取り組んでいました。その

後、現在の課長職にステップアップし、育成される側か

ら育成する側に変わりました。現在は、私らしいリー

ダーシップの発揮や、個の得意を伸ばし、主体的に動く

チームの形成などを意識して取り組んでいます。

　当社では、女性社員のキャリア意識の向上を図り、

個々の能力を最大限発揮するために、若手社員と担当課

長との交流や、担当課長同士の横のつながりなど、ネッ

トワーキングを図れるプログラムを実施しています。

　こうした中で、私がここ数年取り組んでいるのは「10

年プランのススメ」です。これは、10年先に自分が何を

していきたいかをイメージしながらキャリアを描くも

ので、具体的には自分のやりたいことに対して、子供や

両親がどのようなステージになるかも予測しながら、ア

クセルを踏める時期とブレーキを踏む時期を予測する

ものです。アクセルを踏める時期にしっかり踏むことが

重要だと考えています。

　また、仕事と育児を両立するには、外部サービスや隙

間時間を有効利用することで、自分の時間や子供の時間

を豊かな時間にしていくことがポイントになると思っ

ています。

■成井　私がIT関係の会社に入ったきっかけは、学生時

代に情報処理を学んでおり、縁あって工学博士に師事し

たことです。

　技術職で入社してシステムエンジニアとして勤めた

後、転職した現在の会社では技術営業などの営業職に就

いています。具体的には、ビッグデータの分析や、AI等

のデータ活用でお客様の課題を解決しますが、最近では

新しいテクノロジーを使ってこれまでできなかったこ

とを解決できるようになり、仕事の面白さを実感してい

ます。

■藤川　理系の大学で学んだ後、新卒でシステムエンジ

ニアとして就職しました。新しいことが好きで、新しい

ことへのワクワク感がこの仕事で満たされると感じた

のがこの仕事に就いた理由です。

　入社後は10年以上開発部門にいましたが、現在は管

理部門に異動して社員の人材開発業務に携わっており、

社内研修の企画・運営、資格取得等の自己研鑽の推進を

しています。また、2018年10月から、AIを使った新規事

業の立ち上げに参加することとなり、一生懸命取り組ん

でいるところです。

■和田　5年前に起業して、タスカジという家事代行の

マッチングプラットフォームを運営するサービスを立

ち上げました。前職は、富士通でシステムエンジニアを

しており、毎日充実して楽しく仕事をしていましたが、

子供が生まれて共働きになると、家事育児の負担が大き

くなり、やりきれない状況になりました。そんなときに、

仕事のチャンスがきているのに飛びつけなくなってい

る自分に気づき、また、同様の女性が多くいることにも

気づきました。なぜ女性が家事や育児の負担を背負わな

いといけないのか、これは社会課題だと捉え、この課題

を解決するために現在の会社を立ち上げました。

■治部　東京都で行っている男性の家事・育児参画促進

の取組について、知事にお話を伺います。

■小池知事　『パパズ・スタイル』というWebサイトを

開設しました。実用的な情報などを掲載しており、これ

まで家事・育児にあまり関わってこなかった人にも親し

みやすい内容となっています。都内の６歳未満の子供が

いる世帯では、一日当たりの家事・育児時間は夫が２時

間１分、妻が７時間５分と大きく偏っています。この現

実を是非改善したいと思っています。

◆女性が活躍できる職場環境

■藤川　当社では2018年度からテレワーク勤務制度が

導入されましたが、私はトライアルとして2017年秋か

ら週1回の在宅勤務を実施してきました。一般的にテレ

ワーク制度で期待されるのは勤務時間の削減などの生産

性向上だと思っていましたが、実際に体験してみると、生

活にゆとりが感じられて新しいプロジェクトにチャレン

ジする意欲が芽生えるなど、予想外の効果もありました。

また、母親が週1回家にいるというだけで子供たちがと

ても喜んでいるのも良かったことのひとつです。

■成井　私の職場ではリモートワークが出産以前から

定着していましたので、各自の判断でどこで働いてもよ

いという環境でした。一方で、営業職で地方への出張も

あったので時間のやりくりと保育園選びが重要でした。

現在お世話になっている保育園は長時間預けられるの

で、夫のお迎えも可能となり積極的に仕事に関わること

ができるようになりました。

◆ライフ・ワーク・バランス

■成井　朝7時に起きて身支度や家事を済ませてから

8時過ぎに子供を起こします。私が出社する日は夫が、

私がテレワークの日は私が保育園に送ります。

　保育園のお迎えは19時半から20時半の間で、買い物

をして帰宅、22時半くらいに子供を寝かしつけてから1

時半くらいまでに家事、仕事、自由時間を過ごして就寝

という毎日です。

■藤川　朝は6時半に起床して3人の子供の食事と身支

度を済ませて送り出し、7時半に家を出ます。業務終了

後は残業を一切しないで帰宅、長男と次男は21時半く

らいに就寝します。21時過ぎに習い事をしている長女

が帰宅、長女とお話をしたり自分の自由時間を過ごして

就寝するという毎日です。

　テレワークの日は、朝身支度をしたらすぐに業務を開

始できるところが出社の日と異なるところです。

　前倒しで業務ができるので終了も早くなり、平日に子

供の習い事を入れたり商店街で一緒に買い物ができま

すので、テレワークの日を子供たちが楽しみにしている

という状況です。

■増田　7時に起床して急いで子供を送り出し、8時に

自分も出勤しています。業務開始が9時または9時半で、

終了が19時です。20時に学童保育のお迎えをしながら

帰宅後、私の夕食タイムとなります。子供は学童保育で

夕食を済ませているので必要ないのですが、親子で一緒

に食卓を囲むことが子供の気持ちの安定につながると

気づき、最近では簡単なものを用意して一緒に食べてい

ます。その後、子供が22時半ごろ、私が23時ごろに就寝

しています。

■和田　7時に起床して、8時までに身支度や子供の送

り出しを済ませます。会社の始業は10時なので、それま

での時間はネットで情報収集等をしています。出勤時間

は30分程度です。これまでも保育園の近くに住むなど、

住居を固定しないでその時々のライフスタイルに合っ

た地域に住むというスタイルをとってきました。

　18時半に帰宅して夕食の準備をするのですが、実は

私も弊社サービスのヘビーユーザーで、タスカジさんに

作り置きしてもらった料理に1品プラスして食事の準

備をしています。21時に子供が寝た後は、就寝まで私の

リラックスタイムです。

◆メッセージ

■治部　最後に、これから情報通信業界を目指す方に対

するメッセージ、または知事に聞いてみたいことがあり

ましたらお願いします。

■成井　多様な働き方に対応していくさまざまな保育

形態や、男性の育児参加時間をもっと増やしていくため

の施策など、今後の展開がありましたら教えてくださ

い。

■小池知事　子育てと仕事が両立できるようなバック

アップは、今後も引き続き徹底して行っていきたいと思

います。また、男性の家事育児参加については、働く職場

の空気を変えていくことも必要だと考えています。

■和田　東京都としても、家事代行サービスの利用で仕

事のチャレンジがもっと可能になることの発信や、男性

の家事育児参画の積極的な呼びかけをしていただけた

らと思います。

■増田　キッズシッターや家事代行で来てくれる人も

含めて、チームで家族を育てていくような世界が今後広

まってほしいと感じました。また、人々のライフスタイ

ルに合った選択肢がもっと充実したもので、手に届くと

ころにあると、みんなにとって生きやすい社会につなが

るのかなと思います。

■藤川　本日改めて、テレワークを始めてから我が家は

だいぶ幸せになったと実感しました。ですから、みなさ

んも知っているけど使ったことのないさまざまなサー

ビスに目を向けることをお勧めします。

■小池知事　女性がビジネスの場でいろいろな提案を

して、例えばタスカジさんのように主婦のスキルを提供

することによって収入が得られ、外で働く女性も助かる

というように、お互いが得意分野を提供することによっ

て社会がうまく循環していく、社会の仕組みが出来上

がっていくのだと感じました。情報通信業界はこれから

ますます伸びる分野で、女性が活躍するチャンスもたく

さんあると思います。

　本日は、子育てしながらもしっかりと仕事もできると

いう良い例を、いきいきとお伝えいただきました。ご参

加いただきましてありがとうございました。

女 性 が 輝 く T O K Y O 懇 話 会
～ 情 報 通 信 業 編 ～

（写真左より）
株式会社NTTドコモ／
■増田 恭子 さん

株式会社DSB情報システム／
■藤川 結季 さん

（モデレーター）ジャーナリスト・昭和女子大学研究員／
■治部 れんげ さん

東京都知事／
■小池 百合子

日本マイクロソフト株式会社／
■成井 美香 さん

株式会社タスカジ／
■和田 幸子 さん

増田 恭子さん

成井 美香さん
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ニアとして就職しました。新しいことが好きで、新しい

ことへのワクワク感がこの仕事で満たされると感じた

のがこの仕事に就いた理由です。
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くなり、やりきれない状況になりました。そんなときに、

仕事のチャンスがきているのに飛びつけなくなってい

る自分に気づき、また、同様の女性が多くいることにも

気づきました。なぜ女性が家事や育児の負担を背負わな

いといけないのか、これは社会課題だと捉え、この課題

を解決するために現在の会社を立ち上げました。
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の取組について、知事にお話を伺います。
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開設しました。実用的な情報などを掲載しており、これ
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いという環境でした。一方で、営業職で地方への出張も

あったので時間のやりくりと保育園選びが重要でした。

現在お世話になっている保育園は長時間預けられるの

で、夫のお迎えも可能となり積極的に仕事に関わること

ができるようになりました。

◆ライフ・ワーク・バランス

■成井　朝7時に起きて身支度や家事を済ませてから

8時過ぎに子供を起こします。私が出社する日は夫が、

私がテレワークの日は私が保育園に送ります。

　保育園のお迎えは19時半から20時半の間で、買い物

をして帰宅、22時半くらいに子供を寝かしつけてから1

時半くらいまでに家事、仕事、自由時間を過ごして就寝

という毎日です。

■藤川　朝は6時半に起床して3人の子供の食事と身支

度を済ませて送り出し、7時半に家を出ます。業務終了

後は残業を一切しないで帰宅、長男と次男は21時半く

らいに就寝します。21時過ぎに習い事をしている長女

が帰宅、長女とお話をしたり自分の自由時間を過ごして

就寝するという毎日です。

　テレワークの日は、朝身支度をしたらすぐに業務を開

始できるところが出社の日と異なるところです。

　前倒しで業務ができるので終了も早くなり、平日に子

供の習い事を入れたり商店街で一緒に買い物ができま

すので、テレワークの日を子供たちが楽しみにしている

という状況です。

■増田　7時に起床して急いで子供を送り出し、8時に

自分も出勤しています。業務開始が9時または9時半で、

終了が19時です。20時に学童保育のお迎えをしながら

帰宅後、私の夕食タイムとなります。子供は学童保育で

夕食を済ませているので必要ないのですが、親子で一緒

に食卓を囲むことが子供の気持ちの安定につながると

気づき、最近では簡単なものを用意して一緒に食べてい

ます。その後、子供が22時半ごろ、私が23時ごろに就寝

しています。

■和田　7時に起床して、8時までに身支度や子供の送

り出しを済ませます。会社の始業は10時なので、それま

での時間はネットで情報収集等をしています。出勤時間

は30分程度です。これまでも保育園の近くに住むなど、

住居を固定しないでその時々のライフスタイルに合っ

た地域に住むというスタイルをとってきました。

　18時半に帰宅して夕食の準備をするのですが、実は

私も弊社サービスのヘビーユーザーで、タスカジさんに

作り置きしてもらった料理に1品プラスして食事の準

備をしています。21時に子供が寝た後は、就寝まで私の

リラックスタイムです。

◆メッセージ

■治部　最後に、これから情報通信業界を目指す方に対

するメッセージ、または知事に聞いてみたいことがあり

ましたらお願いします。

■成井　多様な働き方に対応していくさまざまな保育

形態や、男性の育児参加時間をもっと増やしていくため

の施策など、今後の展開がありましたら教えてくださ

い。

■小池知事　子育てと仕事が両立できるようなバック

アップは、今後も引き続き徹底して行っていきたいと思

います。また、男性の家事育児参加については、働く職場

の空気を変えていくことも必要だと考えています。

■和田　東京都としても、家事代行サービスの利用で仕

事のチャレンジがもっと可能になることの発信や、男性

の家事育児参画の積極的な呼びかけをしていただけた

らと思います。

■増田　キッズシッターや家事代行で来てくれる人も

含めて、チームで家族を育てていくような世界が今後広

まってほしいと感じました。また、人々のライフスタイ

ルに合った選択肢がもっと充実したもので、手に届くと

ころにあると、みんなにとって生きやすい社会につなが

るのかなと思います。

■藤川　本日改めて、テレワークを始めてから我が家は

だいぶ幸せになったと実感しました。ですから、みなさ

んも知っているけど使ったことのないさまざまなサー

ビスに目を向けることをお勧めします。

■小池知事　女性がビジネスの場でいろいろな提案を

して、例えばタスカジさんのように主婦のスキルを提供

することによって収入が得られ、外で働く女性も助かる

というように、お互いが得意分野を提供することによっ

て社会がうまく循環していく、社会の仕組みが出来上

がっていくのだと感じました。情報通信業界はこれから

ますます伸びる分野で、女性が活躍するチャンスもたく

さんあると思います。

　本日は、子育てしながらもしっかりと仕事もできると

いう良い例を、いきいきとお伝えいただきました。ご参

加いただきましてありがとうございました。

女 性 が 輝 く T O K Y O 懇 話 会
～ 情 報 通 信 業 編 ～

（写真左より）
株式会社NTTドコモ／
■増田 恭子 さん

株式会社DSB情報システム／
■藤川 結季 さん

（モデレーター）ジャーナリスト・昭和女子大学研究員／
■治部 れんげ さん

東京都知事／
■小池 百合子

日本マイクロソフト株式会社／
■成井 美香 さん

株式会社タスカジ／
■和田 幸子 さん

増田 恭子さん

成井 美香さん

6



■小池知事　この懇話会は、東京で働く女性みんなに輝

いてほしい、そして実際に皆さんの声を聞いてみようと

いう思いから開催している。この業界は日進月歩で変化

を遂げており、また、変化が多いために男性も女性も関

係なく活躍できる分野でもあると思います。皆さんが今

後さらに活躍していただくために何をすべきなのか、率

直なご意見をいただきたいと思います。

◆ゲストプレゼンテーション

■増田　一般の方が日常生活で使用しているものに関

わりたいという思いと、当時はFOMA端末のサービス

がスタートするころで、先端技術の象徴のような

FOMAに関わる仕事がしたいという興味もあり、NTT

ドコモに入社しました。

　入社から４年ほどはFOMA端末の商用開発を行う開

発部に配属され、その後営業部門に配属されました。１

年間の育児休暇から復帰後、１年半ほどは時短勤務をし

ながらサービス企画部門におり、限られた時間の中で結

果を出す方法や、どのようにポジティブに取り組んでい

くかなどを意識して業務に取り組んでいました。その

後、現在の課長職にステップアップし、育成される側か

ら育成する側に変わりました。現在は、私らしいリー

ダーシップの発揮や、個の得意を伸ばし、主体的に動く

チームの形成などを意識して取り組んでいます。

　当社では、女性社員のキャリア意識の向上を図り、

個々の能力を最大限発揮するために、若手社員と担当課

長との交流や、担当課長同士の横のつながりなど、ネッ

トワーキングを図れるプログラムを実施しています。

　こうした中で、私がここ数年取り組んでいるのは「10

年プランのススメ」です。これは、10年先に自分が何を

していきたいかをイメージしながらキャリアを描くも

ので、具体的には自分のやりたいことに対して、子供や

両親がどのようなステージになるかも予測しながら、ア

クセルを踏める時期とブレーキを踏む時期を予測する

ものです。アクセルを踏める時期にしっかり踏むことが

重要だと考えています。

　また、仕事と育児を両立するには、外部サービスや隙

間時間を有効利用することで、自分の時間や子供の時間

を豊かな時間にしていくことがポイントになると思っ

ています。

■成井　私がIT関係の会社に入ったきっかけは、学生時

代に情報処理を学んでおり、縁あって工学博士に師事し

たことです。

　技術職で入社してシステムエンジニアとして勤めた

後、転職した現在の会社では技術営業などの営業職に就

いています。具体的には、ビッグデータの分析や、AI等

のデータ活用でお客様の課題を解決しますが、最近では

新しいテクノロジーを使ってこれまでできなかったこ

とを解決できるようになり、仕事の面白さを実感してい

ます。

■藤川　理系の大学で学んだ後、新卒でシステムエンジ

ニアとして就職しました。新しいことが好きで、新しい

ことへのワクワク感がこの仕事で満たされると感じた

のがこの仕事に就いた理由です。

　入社後は10年以上開発部門にいましたが、現在は管

理部門に異動して社員の人材開発業務に携わっており、

社内研修の企画・運営、資格取得等の自己研鑽の推進を

しています。また、2018年10月から、AIを使った新規事

業の立ち上げに参加することとなり、一生懸命取り組ん

でいるところです。

■和田　5年前に起業して、タスカジという家事代行の

マッチングプラットフォームを運営するサービスを立

ち上げました。前職は、富士通でシステムエンジニアを

しており、毎日充実して楽しく仕事をしていましたが、

子供が生まれて共働きになると、家事育児の負担が大き

くなり、やりきれない状況になりました。そんなときに、

仕事のチャンスがきているのに飛びつけなくなってい

る自分に気づき、また、同様の女性が多くいることにも

気づきました。なぜ女性が家事や育児の負担を背負わな

いといけないのか、これは社会課題だと捉え、この課題

を解決するために現在の会社を立ち上げました。

■治部　東京都で行っている男性の家事・育児参画促進

の取組について、知事にお話を伺います。

■小池知事　『パパズ・スタイル』というWebサイトを

開設しました。実用的な情報などを掲載しており、これ

まで家事・育児にあまり関わってこなかった人にも親し

みやすい内容となっています。都内の６歳未満の子供が

いる世帯では、一日当たりの家事・育児時間は夫が２時

間１分、妻が７時間５分と大きく偏っています。この現

実を是非改善したいと思っています。

◆女性が活躍できる職場環境

■藤川　当社では2018年度からテレワーク勤務制度が

導入されましたが、私はトライアルとして2017年秋か

ら週1回の在宅勤務を実施してきました。一般的にテレ

ワーク制度で期待されるのは勤務時間の削減などの生産

性向上だと思っていましたが、実際に体験してみると、生

活にゆとりが感じられて新しいプロジェクトにチャレン

ジする意欲が芽生えるなど、予想外の効果もありました。

また、母親が週1回家にいるというだけで子供たちがと

ても喜んでいるのも良かったことのひとつです。

■成井　私の職場ではリモートワークが出産以前から

定着していましたので、各自の判断でどこで働いてもよ

いという環境でした。一方で、営業職で地方への出張も

あったので時間のやりくりと保育園選びが重要でした。

現在お世話になっている保育園は長時間預けられるの

で、夫のお迎えも可能となり積極的に仕事に関わること

ができるようになりました。

◆ライフ・ワーク・バランス

■成井　朝7時に起きて身支度や家事を済ませてから

8時過ぎに子供を起こします。私が出社する日は夫が、

私がテレワークの日は私が保育園に送ります。

　保育園のお迎えは19時半から20時半の間で、買い物

をして帰宅、22時半くらいに子供を寝かしつけてから1

時半くらいまでに家事、仕事、自由時間を過ごして就寝

という毎日です。

■藤川　朝は6時半に起床して3人の子供の食事と身支

度を済ませて送り出し、7時半に家を出ます。業務終了

後は残業を一切しないで帰宅、長男と次男は21時半く

らいに就寝します。21時過ぎに習い事をしている長女

が帰宅、長女とお話をしたり自分の自由時間を過ごして

就寝するという毎日です。

　テレワークの日は、朝身支度をしたらすぐに業務を開

始できるところが出社の日と異なるところです。

　前倒しで業務ができるので終了も早くなり、平日に子

供の習い事を入れたり商店街で一緒に買い物ができま

すので、テレワークの日を子供たちが楽しみにしている

という状況です。

■増田　7時に起床して急いで子供を送り出し、8時に

自分も出勤しています。業務開始が9時または9時半で、

終了が19時です。20時に学童保育のお迎えをしながら

帰宅後、私の夕食タイムとなります。子供は学童保育で

夕食を済ませているので必要ないのですが、親子で一緒

に食卓を囲むことが子供の気持ちの安定につながると

気づき、最近では簡単なものを用意して一緒に食べてい

ます。その後、子供が22時半ごろ、私が23時ごろに就寝

しています。

■和田　7時に起床して、8時までに身支度や子供の送

り出しを済ませます。会社の始業は10時なので、それま

での時間はネットで情報収集等をしています。出勤時間

は30分程度です。これまでも保育園の近くに住むなど、

住居を固定しないでその時々のライフスタイルに合っ

た地域に住むというスタイルをとってきました。

　18時半に帰宅して夕食の準備をするのですが、実は

私も弊社サービスのヘビーユーザーで、タスカジさんに

作り置きしてもらった料理に1品プラスして食事の準

備をしています。21時に子供が寝た後は、就寝まで私の

リラックスタイムです。

◆メッセージ

■治部　最後に、これから情報通信業界を目指す方に対

するメッセージ、または知事に聞いてみたいことがあり

ましたらお願いします。

■成井　多様な働き方に対応していくさまざまな保育

形態や、男性の育児参加時間をもっと増やしていくため

の施策など、今後の展開がありましたら教えてくださ

い。

■小池知事　子育てと仕事が両立できるようなバック

アップは、今後も引き続き徹底して行っていきたいと思

います。また、男性の家事育児参加については、働く職場

の空気を変えていくことも必要だと考えています。

■和田　東京都としても、家事代行サービスの利用で仕

事のチャレンジがもっと可能になることの発信や、男性

の家事育児参画の積極的な呼びかけをしていただけた

らと思います。

■増田　キッズシッターや家事代行で来てくれる人も

含めて、チームで家族を育てていくような世界が今後広

まってほしいと感じました。また、人々のライフスタイ

ルに合った選択肢がもっと充実したもので、手に届くと

ころにあると、みんなにとって生きやすい社会につなが

るのかなと思います。

■藤川　本日改めて、テレワークを始めてから我が家は

だいぶ幸せになったと実感しました。ですから、みなさ

んも知っているけど使ったことのないさまざまなサー

ビスに目を向けることをお勧めします。

■小池知事　女性がビジネスの場でいろいろな提案を

して、例えばタスカジさんのように主婦のスキルを提供

することによって収入が得られ、外で働く女性も助かる

というように、お互いが得意分野を提供することによっ

て社会がうまく循環していく、社会の仕組みが出来上

がっていくのだと感じました。情報通信業界はこれから

ますます伸びる分野で、女性が活躍するチャンスもたく

さんあると思います。

　本日は、子育てしながらもしっかりと仕事もできると

いう良い例を、いきいきとお伝えいただきました。ご参

加いただきましてありがとうございました。

藤川 結季さん　

女性が輝くTOKYO懇話会～情報通信業編～

和田 幸子さん
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■小池知事　この懇話会は、東京で働く女性みんなに輝

いてほしい、そして実際に皆さんの声を聞いてみようと

いう思いから開催している。この業界は日進月歩で変化

を遂げており、また、変化が多いために男性も女性も関

係なく活躍できる分野でもあると思います。皆さんが今

後さらに活躍していただくために何をすべきなのか、率

直なご意見をいただきたいと思います。

◆ゲストプレゼンテーション

■増田　一般の方が日常生活で使用しているものに関

わりたいという思いと、当時はFOMA端末のサービス

がスタートするころで、先端技術の象徴のような

FOMAに関わる仕事がしたいという興味もあり、NTT

ドコモに入社しました。

　入社から４年ほどはFOMA端末の商用開発を行う開

発部に配属され、その後営業部門に配属されました。１

年間の育児休暇から復帰後、１年半ほどは時短勤務をし

ながらサービス企画部門におり、限られた時間の中で結

果を出す方法や、どのようにポジティブに取り組んでい

くかなどを意識して業務に取り組んでいました。その

後、現在の課長職にステップアップし、育成される側か

ら育成する側に変わりました。現在は、私らしいリー

ダーシップの発揮や、個の得意を伸ばし、主体的に動く

チームの形成などを意識して取り組んでいます。

　当社では、女性社員のキャリア意識の向上を図り、

個々の能力を最大限発揮するために、若手社員と担当課

長との交流や、担当課長同士の横のつながりなど、ネッ

トワーキングを図れるプログラムを実施しています。

　こうした中で、私がここ数年取り組んでいるのは「10

年プランのススメ」です。これは、10年先に自分が何を

していきたいかをイメージしながらキャリアを描くも

ので、具体的には自分のやりたいことに対して、子供や

両親がどのようなステージになるかも予測しながら、ア

クセルを踏める時期とブレーキを踏む時期を予測する

ものです。アクセルを踏める時期にしっかり踏むことが

重要だと考えています。

　また、仕事と育児を両立するには、外部サービスや隙

間時間を有効利用することで、自分の時間や子供の時間

を豊かな時間にしていくことがポイントになると思っ

ています。

■成井　私がIT関係の会社に入ったきっかけは、学生時

代に情報処理を学んでおり、縁あって工学博士に師事し

たことです。

　技術職で入社してシステムエンジニアとして勤めた

後、転職した現在の会社では技術営業などの営業職に就

いています。具体的には、ビッグデータの分析や、AI等

のデータ活用でお客様の課題を解決しますが、最近では

新しいテクノロジーを使ってこれまでできなかったこ

とを解決できるようになり、仕事の面白さを実感してい

ます。

■藤川　理系の大学で学んだ後、新卒でシステムエンジ

ニアとして就職しました。新しいことが好きで、新しい

ことへのワクワク感がこの仕事で満たされると感じた

のがこの仕事に就いた理由です。

　入社後は10年以上開発部門にいましたが、現在は管

理部門に異動して社員の人材開発業務に携わっており、

社内研修の企画・運営、資格取得等の自己研鑽の推進を

しています。また、2018年10月から、AIを使った新規事

業の立ち上げに参加することとなり、一生懸命取り組ん

でいるところです。

■和田　5年前に起業して、タスカジという家事代行の

マッチングプラットフォームを運営するサービスを立

ち上げました。前職は、富士通でシステムエンジニアを

しており、毎日充実して楽しく仕事をしていましたが、

子供が生まれて共働きになると、家事育児の負担が大き

くなり、やりきれない状況になりました。そんなときに、

仕事のチャンスがきているのに飛びつけなくなってい

る自分に気づき、また、同様の女性が多くいることにも

気づきました。なぜ女性が家事や育児の負担を背負わな

いといけないのか、これは社会課題だと捉え、この課題

を解決するために現在の会社を立ち上げました。

■治部　東京都で行っている男性の家事・育児参画促進

の取組について、知事にお話を伺います。

■小池知事　『パパズ・スタイル』というWebサイトを

開設しました。実用的な情報などを掲載しており、これ

まで家事・育児にあまり関わってこなかった人にも親し

みやすい内容となっています。都内の６歳未満の子供が

いる世帯では、一日当たりの家事・育児時間は夫が２時

間１分、妻が７時間５分と大きく偏っています。この現

実を是非改善したいと思っています。

◆女性が活躍できる職場環境

■藤川　当社では2018年度からテレワーク勤務制度が

導入されましたが、私はトライアルとして2017年秋か

ら週1回の在宅勤務を実施してきました。一般的にテレ

ワーク制度で期待されるのは勤務時間の削減などの生産

性向上だと思っていましたが、実際に体験してみると、生

活にゆとりが感じられて新しいプロジェクトにチャレン

ジする意欲が芽生えるなど、予想外の効果もありました。

また、母親が週1回家にいるというだけで子供たちがと

ても喜んでいるのも良かったことのひとつです。

■成井　私の職場ではリモートワークが出産以前から

定着していましたので、各自の判断でどこで働いてもよ

いという環境でした。一方で、営業職で地方への出張も

あったので時間のやりくりと保育園選びが重要でした。

現在お世話になっている保育園は長時間預けられるの

で、夫のお迎えも可能となり積極的に仕事に関わること

ができるようになりました。

◆ライフ・ワーク・バランス

■成井　朝7時に起きて身支度や家事を済ませてから

8時過ぎに子供を起こします。私が出社する日は夫が、

私がテレワークの日は私が保育園に送ります。

　保育園のお迎えは19時半から20時半の間で、買い物

をして帰宅、22時半くらいに子供を寝かしつけてから1

時半くらいまでに家事、仕事、自由時間を過ごして就寝

という毎日です。

■藤川　朝は6時半に起床して3人の子供の食事と身支

度を済ませて送り出し、7時半に家を出ます。業務終了

後は残業を一切しないで帰宅、長男と次男は21時半く

らいに就寝します。21時過ぎに習い事をしている長女

が帰宅、長女とお話をしたり自分の自由時間を過ごして

就寝するという毎日です。

　テレワークの日は、朝身支度をしたらすぐに業務を開

始できるところが出社の日と異なるところです。

　前倒しで業務ができるので終了も早くなり、平日に子

供の習い事を入れたり商店街で一緒に買い物ができま

すので、テレワークの日を子供たちが楽しみにしている

という状況です。

■増田　7時に起床して急いで子供を送り出し、8時に

自分も出勤しています。業務開始が9時または9時半で、

終了が19時です。20時に学童保育のお迎えをしながら

帰宅後、私の夕食タイムとなります。子供は学童保育で

夕食を済ませているので必要ないのですが、親子で一緒

に食卓を囲むことが子供の気持ちの安定につながると

気づき、最近では簡単なものを用意して一緒に食べてい

ます。その後、子供が22時半ごろ、私が23時ごろに就寝

しています。

■和田　7時に起床して、8時までに身支度や子供の送

り出しを済ませます。会社の始業は10時なので、それま

での時間はネットで情報収集等をしています。出勤時間

は30分程度です。これまでも保育園の近くに住むなど、

住居を固定しないでその時々のライフスタイルに合っ

た地域に住むというスタイルをとってきました。

　18時半に帰宅して夕食の準備をするのですが、実は

私も弊社サービスのヘビーユーザーで、タスカジさんに

作り置きしてもらった料理に1品プラスして食事の準

備をしています。21時に子供が寝た後は、就寝まで私の

リラックスタイムです。

◆メッセージ

■治部　最後に、これから情報通信業界を目指す方に対

するメッセージ、または知事に聞いてみたいことがあり

ましたらお願いします。

■成井　多様な働き方に対応していくさまざまな保育

形態や、男性の育児参加時間をもっと増やしていくため

の施策など、今後の展開がありましたら教えてくださ

い。

■小池知事　子育てと仕事が両立できるようなバック

アップは、今後も引き続き徹底して行っていきたいと思

います。また、男性の家事育児参加については、働く職場

の空気を変えていくことも必要だと考えています。

■和田　東京都としても、家事代行サービスの利用で仕

事のチャレンジがもっと可能になることの発信や、男性

の家事育児参画の積極的な呼びかけをしていただけた

らと思います。

■増田　キッズシッターや家事代行で来てくれる人も

含めて、チームで家族を育てていくような世界が今後広

まってほしいと感じました。また、人々のライフスタイ

ルに合った選択肢がもっと充実したもので、手に届くと

ころにあると、みんなにとって生きやすい社会につなが

るのかなと思います。

■藤川　本日改めて、テレワークを始めてから我が家は

だいぶ幸せになったと実感しました。ですから、みなさ

んも知っているけど使ったことのないさまざまなサー

ビスに目を向けることをお勧めします。

■小池知事　女性がビジネスの場でいろいろな提案を

して、例えばタスカジさんのように主婦のスキルを提供

することによって収入が得られ、外で働く女性も助かる

というように、お互いが得意分野を提供することによっ

て社会がうまく循環していく、社会の仕組みが出来上

がっていくのだと感じました。情報通信業界はこれから

ますます伸びる分野で、女性が活躍するチャンスもたく

さんあると思います。

　本日は、子育てしながらもしっかりと仕事もできると

いう良い例を、いきいきとお伝えいただきました。ご参

加いただきましてありがとうございました。

藤川 結季さん　

女性が輝くTOKYO懇話会～情報通信業編～

和田 幸子さん
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日本マイクロソフト株式会社

成井 美香さん

▪興味をもったきっかけ、仕事に就いた経緯�
　大学の情報処理の授業をきっかけにプログラミングに
興味を持ちました。その後、プログラミングに特化した工
学博士のゼミに2年間在籍し、ITへの興味が高まりました。
　私が大学を卒業したのは就職氷河期といわれる2001
年でしたが、IT業界は比較的採用人数が多かったことも
あり、また、興味ある分野でもありましたので、この業界
に就職しました。
　当時のIT 業界では開発拠点を海外に持つという流行
があり、前職の会社も中国を拠点としてプログラミング
や設計、現地のルール作り等をしており、その業務に2
年間関わりました。その経験を経てモノを作るのではな
く、既存の製品やサービスを活かしながら要件に応えて
いくことに興味を持つようになり、弊社に転職しました。

▪現在の業務内容�
　入社して14年目になります。最初は技術営業として
全国の県庁や市役所などを担当していました。お客様へ
の提案や打ち合わせで日本全国を回り、多いときは月曜
日から金曜日まで連続で出張する場合もありました。
　その後、中央省庁、ヘルスケアの担当を経て、現在は製
造業の製品営業を担当しています。
　技術営業と製品営業では、担当する範囲が異なります。
技術営業では、弊社が提供する全製品・サービスの技術
的な総合窓口として、Windows の話からOffice の話、
クラウドサービスの話にまで及びます。

　一方、製品営業では担当する製品が決まっており、そ
の上でここはクラウドを使うとか、クラウドのもっと詳
細な話やネットワーク経路や機能の話などを掘り下げ
てしています。

▪仕事の魅力とやりがいを感じるとき�
　現在はビッグデータ分析、AI等のプラットフォーム
の営業をしています。これらの先端技術がクラウドによっ
て安価に利用できるようになったことで、今まで実現で
きなかったお客様の課題を解決するための提案ができ、
喜んでいただけることにやりがいを感じています。
　また、私たちの仕事は、弊社の製品を導入してくれる
会社など、多くの社外の方との関わりがあって成立して
います。さまざまな知識を備えた方と接する機会も多く、
それが刺激となり日々楽しく仕事をしています。

▪これまでに苦労したこと�
　子育て中なので、時間のやりくりに苦労しています。
私が育児に専念している夕方以降も仕事の話が進んで
おり、子供の就寝後にメールチェックをすると新しい課
題ができている等、そのスピード感に追いつくことが大
変だと感じています。
　昨年初めて6日間の海外出張に行きました。話を受けたと
きはどうなることかと思いましたが、保育園の夕食と夫の協
力、料理の作り置きで無事に乗り切れたので、工夫次第で以
前のように働くことができるという自信にもつながりました。
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▪力づけられた先輩の言葉かけ�
　復帰してから思うように働けないことも多く、気持ち
が沈んでいたときに「助けてもらってばかりで申し訳な
い」と上司に伝えたところ、「助けてもらうのも一つのや
り方だ」と言っていただき、周囲に助けてもらうやり方
を予め考えておく必要性に気づくことができて、すごく
肩の荷が下りました。

▪ライフ・ワーク・バランス（生活と仕事の両立）�
　男子厨房に入らずではありませんが夫は料理ができま
せんので、洗濯とゴミ出し、保育園の朝の送りを担当して
もらっています。弊社のようにどこでも仕事ができる会
社はまだ多くないので、夫も保育園のお迎えに行きたく
ても事情が許さない場合が多く、親の助けを得ずに夫婦
だけで子育てと仕事を両立する難しさを感じています。
　夫婦とも土日が休日なので、近くの公園に行くなど、で
きる限り子供と遊ぶようにしています。

▪女性が活躍できる職場環境について�
　2006年に弊社に転職した当時は、残業が多く、終電
やタクシーで帰る日が続きました。それが入社5年ほど
で社内の環境が大きく変化して、結婚して子育てするこ
ろには働きやすい環境が整ってきました。今では、保育
園のお迎えをする時間ぎりぎりまでパソコンやスマー
トフォンで会議にも参加できるので、周囲とコミュニケー
ションを取りながら子育てと仕事の両立が可能な環境
になりました。
　制度面は整いましたがカルチャー面の急速な変化は難

しく、個人や部署によって差はあります。もっとお互い寛
容になれば、より働きやすい環境になると思います。
　私の場合はお客様先にも子供のお迎えについてオープ
ンに伝えることで、お客様自身が打ち合わせ時間の調整
をしてくれることもあり、このようにオープンにコミュ
ニケーションをとることも働きやすい環境作りにつなが
ると思います。

▪自身の将来像（今後のキャリア形成や目標について）�
　現在、子育てをしながら大変ではありますが、楽しく
主体的に仕事に関われるようになってきました。今後
もこの状態を維持しながら、子供が成長したときにママ
は楽しく働いていると伝えられるように、積極的に楽し
んで働き続けたいと思います。
　今の自分が恵まれた環境で働けているのは、私より前
の世代の方が厳しい環境のなかで、子育てをしながらで
も周囲が認めてくれるような働き方をしてきてくれたお
かげです。そういう意味では、自分もしっかり周囲に貢献
して、後の世代の人がもっと働きやすい環境になるよう
取り組んでいきたいと思います。

Interview

タイム
スケジュール

両親の助けが得られないため、夫婦で協力し
て家事・育児を行っています。

　IT業界にはもともと長時間労働と
いう面がありましたが、それも時代
とともに変化しつつあります。
　新しい業界ということもあり
決して女性にとって働きにくい
業界ではなく、フラットにだれで
も手を挙げて発言できるオープン
な雰囲気があります。
　未だ女性の絶対数が少ないというの
が現状ですが、是非情報処理業界に入って活躍してくれる女性が
増えてほしいと思います。

｜メッセージ
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株式会社DSB情報システム

藤川 結季さん

▪興味を持ったきっかけ、仕事に就いた経緯�
　小学生のころ、児童センターのパソコンコーナーに行
き、簡単なコマンドを打ち込んで画面上に色々な模様を
描く遊びをしていました。中高生のころにインターネッ
トが普及し始めましたが、自宅にパソコンがなかったた
め、近所の喫茶店に連れて行ってもらい、ネットに触れ
ていました。大学では理系に進み、授業でプログラミン
グに再会し、自分が作ったものが動くときの喜びは、小
学生時代と変わらず楽しく、その楽しさや新しいことへ
のワクワク感から、システムエンジニアに絞って就職活
動を行いました。

▪現在の業務内容�
　就職当初はメーカーや流通系のプログラム開発に関
わっていました。Javaを使ったものがメインで、在庫管
理や決算照合、生命保険や損害保険に関するプログラム
の開発等です。
　2005年の出産後10年間は時短勤務で、プロジェクト
メンバーの要望を集約して作業の効率化を図ることで
開発に関わる、後方支援業務を担当していました。
　その途中で弊社に転職しましたが時短勤務は続き、
2015年にようやくフルタイム勤務に戻りました。2年
間プログラム開発に携わった後、人材開発に異動、2018
年10月から事業部の研究開発も兼務しています。
　人材開発では、全社員向けの研修や階層別研修の企画・
運営や資格取得等の自己研鑽推進、採用支援としてイン

ターンの企画、新人研修としてJava講師等をしています。

▪仕事の魅力、やりがい�
　システムエンジニアの仕事は、その経験を重ねれば重
ねるほどスキルも身につき、自分の成長も実感できます。
また、キャリアを自分のライフステージに合わせて自分
でコントロールできるのが魅力です。
　現在関わっている研究開発では、興味あることをとこ
とん突き詰めたり、新しいことにチャレンジできるので、
とてもやりがいを感じています。
　一方人材開発の業務では、10年間仕事をセーブして
子育てした経験が仕事に活かせています。子育ても人
材開発も、育成するという部分は共通しており、どのよ
うな方向性を提示すれば能力が伸びていくのか、工夫が
必要です。子育てで得たスキルを業務で活かし、また、業
務で得たテクニックを家庭でも活かすという相乗効果で、
子供との関係も良くなったと実感しています。

▪仕事で大変なこと、苦労すること等�
　就職して5年ほどは残業も多く体力的にも大変な時
期でしたが、その分スキルが身につき、成長もできたの
で辛かったという思いはありません。
　ただ、産休明けに時短勤務をしていたころは、毎日仕
事を早く終わらせて早く帰ることだけを考えて業務を
こなしていましたので、仕事を面白いと感じることもな
く、今振り返るともったいない時期だったと思います。
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▪これまでに印象に残っている先輩の言葉�
　上司から掛けていただいた言葉で変わることができ
ました。それは、いつまでも与えられた仕事をしている
だけでいいのか、という主旨の言葉でした。早く帰るこ
とばかり考えて慣れた仕事だけを単純に繰り返してい
た自分に、もっと視野を広げること、他の仕事にもチャ
レンジしてほしいこと等、いろいろ話してくださり、仕
事に対する意欲が芽生えました。

▪ライフ・ワーク・バランス（生活と仕事の両立）�
　2017年10月から毎週1回テレワークを行ってきま
した。それまでの10年間は時間に追われる生活をして
いましたのでその習慣が抜けず、テレワークでも昼休み
に夕食の買い出しに行くなど、隙間時間に用事を詰め込
んで忙しく過ごしていました。
　半年ほど過ぎたころ、少しのんびりする時間を持っても
いいのではないかと思うようになり、この考え方は自分に
とって大きな変化でした。自分の内面の変化は子供にも伝
わっていると思います。1週間に1日でも私が家にいると子
供は「安心する」と言ってくれて、その日を楽しみにしています。

▪プライベート、休日の過ごし方�
　子供たちの習い事やイベントで費やすことが多いです。
一昨年までは3人の習い事全てを私が担当していましたが、
夫も地域活動に関わった方がいいと考え、男の子の習い事

（サッカーや空手）は夫に分担してもらうようにしました。
　その空いた時間に私は長女と出かけたり、家でのんび
り過ごすことにしています。

▪もっと女性が活躍するために必要なこと�
　私の場合、上司が理解のある方で時短の融通も利いた
ので現状に満足していますが、職場によっては上司が理
解ない、又は社員の状況を十分把握できない場合もあり
ますので、そのような点を改善すればもっと働きやすく
なると思います。
　テレワークが更に普及すれば良いと思いますが、業務
の段階によっては同じ場にいないと迅速に業務が進ま
ないことや、チーム全員が揃うことを希望するチームリー
ダーがいる場合もあり、そのような点も変えていく必要
があると思います。

▪今後のキャリア形成や目標について�
　私は最初の10年間でJavaのキャリアを積み、次の10
年間で子育てのキャリアを積んできたと思っています。
ここで今後の10年間に何を身に付けるべきなのか思案
中ですが、やりたいことが目の前にたくさんある状況で
すので、それぞれに真剣に向き合っていきたいです。

Interview

タイム
スケジュール

テレワークの日は通勤時間がないため、業務開
始、終了時間が早くなり生活にゆとりができます。

　システムエンジニアは自分にスキ
ルがあるので、出産や育児などのラ
イフステージに関わらず続けるこ
とができ、一時現場を離れても戻
る場のある職種です。
　また、この業界は技術革新が速
いので、新しいトレンドがどんど
ん出てきます。もともと男性の多い
業界ですが、そこに女性が入って新しい
提案や目先の変わった提案をすることによって、これまでにない
新鮮な事業展開が期待できると思います。

｜メッセージ
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株式会社NTTドコモ

増田 恭子さん

▪現在の仕事に興味をもったきっかけ�
　就職活動でさまざまな業界を調べているうちに、一般
の人が日常的に使っている製品に関わる仕事に就きたい
と思い、また、当時の先端技術が小さな携帯の中に詰まっ
ていることに興味を持ってＮＴＴドコモに入社しました。

▪入社から現在までの業務内容�
　入社当初は携帯電話を開発する部門に配属され、4年間
技術の勉強や開発業務に就いた後、営業部門に異動し、ド
コモショップのルート営業を2年間行いました。ルート営
業は、担当範囲のドコモショップを回って会社の方針を伝
えたり、販売促進施策の実行支援などの業務を行います。
　その後は、サービス企画部門での音声認識サービスの
立ち上げや位置情報サービス、開発部門でのアプリケー
ション開発、そして現在はスマートフォンの開発・企画
に総合的に関わる業務に就いています。ドコモで取り扱
うAndroidスマートフォンについて、主力機能検討や
訴求方針の検討等、端末メーカ様と協議しながら商品性
を磨き上げ、お客様にお届けする業務を行っています。

▪仕事の魅力とやりがいを感じるとき�
　サービス企画に在籍していたころは、自由な発想でいろ
いろなアプリケーションを開発し、それを実際の多くのお
客様が使っているのを目にしたときはうれしかったです。
　2012年に、「しゃべってコンシェル」というサービス
を企画開発しました。サービスをより良いものにするた

めに、他部署に掛け合うなど、1年くらいかけていろい
ろな機能も作りました。このサービスは多くのお客様に
使っていただいて外部の賞もいただきました。苦労し
て開発したものを多くの人に使っていただけると、非常
にやりがいを感じます。

▪これまでに苦労したこと�
　開発部門から営業部門に異動になった最初のころは、
かなり大変でした。
　ルート営業はドコモの代表としてショップを回るわ
けですから、開発にいた当時は特に必要なかった営業・
販売の施策やルールの知識をすべて知っていなければ
いけないと思い込み、とても苦しい思いをしました。で
すが、ルール変更は多々ありますし、自分がそのすべて
を覚える必要はないことが徐々にわかりました。私の
役目は現場の疑問点を解決できる担当者につなぐこと
だと理解してからは、仕事への取り組み方が大きく変わ
り、自分も成長できたと感じています。

▪力づけられたアドバイス、支援など�
　言葉ではありませんが、営業に異動した当初、私の様子
がおかしいとすぐに声を掛けてくれる上司がいて、声を掛
けずとも見守ってくれていることは常に感じていました
ので、それが心の支えになっていました。
　また、現在は管理職として難題を解決しなければなら
ないこともあり、そんな場合は上司の判断を参考にした
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り、経験値のある先輩にアドバイスをいただきながら乗
り越えています。

▪ライフ・ワーク・バランス（生活と仕事の両立）�
　小学3年生の子供がいます。育児では、シッターさん
の助けを積極的に借りているので、家のことを全部自分
でしなければいけないというプレッシャーがなく、とて
も助かっています。子供の夕食は学童保育で出してく
れるので、そのお迎えから宿題の相手とお風呂、その後
の自由時間や食器洗いなどを、週1，2回19時半から22
時半くらいの3時間程度お願いしています。
　外部の勉強会にも積極的に参加しています。社外の人
と交流することで視野が広くなり違った視点で自分の
仕事について考えられたり、また、チームマネージメン
トで悩んだときなども、その状況を相談することで自分
も冷静に考えられるので、非常に有益だと感じています。

▪プライベート、休日の過ごし方�
　子供と外出することもありますが、近所の友達の家を
訪ねたり、または我が家に来てもらったりして、みんな
で夕食を食べることもあります。
　最近では子供が留守番をしてくれるようになったので、
短い時間ですが近くのマッサージに行ったり、ひとりで
コーヒーを飲みに行ったりと気晴らしができるように
なり助かっています。

▪女性がもっと活躍できる職場環境にするには�
　弊社の場合、制度面は非常に充実しています。特に

2018年４月からは、本社でもフレックスタイム制度が
導入されましたので、働きやすさは倍増し、時短勤務を
フルタイムに戻した人も増えました。ただ、この制度は
時短勤務者には適応されませんので、その点が改善され
ればより働きやすくなると思います。
　在宅勤務の推奨も行っています。年に数回ある推奨
月間では、子供の有無にかかわらず多くの社員が利用し
て働き方の自由さを実感しており、利用者も年々増加し
ています。

▪今後のキャリア形成や目標について�
　これまでに開発、営業、企画の部門を経験してきまし
たが、まだ関わっていない部門をやってみたいという気
持ちと、以前所属していた企画部門で新しいチャレンジ
をしてみたいという両方の気持ちがあります。
　特にこれからは、通信速度がより速くなることによっ
て、これまでの既成概念を超えたサービスが新しく生み
出される時期が来ているので、そういった部分にとても
興味があります。

Interview

タイム
スケジュール

家事・育児は外部サービスを活用することで、
自分の時間や子供との時間を確保しています。

　この仕事の面白さは、日常的にお客
様が使っていただけるものに関われ
る、そして自分が関わってきたもの
が世の中にお披露目されて話題
になるという部分にあります。
　弊社には女性社員が多く活躍で
きる環境があり、子育てしながら働
いている同僚も多いので、下の世代も
出産後当たり前のように復職しています。
さまざまなバリエーションの働き方が用意されており、個々の事情
に合わせて選ぶことができるのでそれも魅力の一つだと思います。

｜メッセージ
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株式会社タスカジ
代表取締役

和田 幸子さん

▪企業のきかっけ�
　大学では経営学部会計情報学科で学んでいて、漠然と
ですが将来的には起業したいと考えていました。卒業
後の進路について考えていたころ、大企業の重要なポス
トに就いた後に起業した方の著作物を読んで、起業のノ
ウハウを学ぶために一度は社会人として働くという選
択肢があると気づき、富士通に入社しました。
　富士通では14年間システムエンジニアとして働き、新
規事業の立ち上げやサービスの構築に関わっていました。
仕事は非常にやりがいのあるものでしたが、子供が生ま
れてからの仕事と家庭の両立は想像以上に大変でした。
独身のころのように仕事に意欲的にチャレンジする気
力がわかない日々が続き、周囲を見回すと子育てしなが
ら働いている同期はみんな私と同じような状態でした。
　そこで、これは自分だけの問題ではなく社会課題であ
ると認識し、この課題を解決するために起業したいと考
えました。自分のエネルギーを注入してサービスを立
ち上げる価値のあるものだと思ったのがきっかけです。
2013年のことでした。
　起業の際には、前職で担当していた新規事業立ち上げ
の経験が役に立ちました。新しく会社を立ち上げるの
ですから大変ではありましたが、作りたいと思うサービ
スが自分自身の課題に深く紐づいていましたので、ユー
ザーリサーチを詳細に行わなくても自分の予想が大幅
に外れることはありませんでした。

▪現在の業務内容�
　弊社は家事代行業ではなく、「タスカジさん」と呼んで
いるハウスキーパーとその利用者をマッチングするプ
ラットフォームの会社です。
　システムが出来上がる前のテストマーケティングの
段階では手作業で両者を結び付けるようなことをして
いました。徐々にスタッフが増えて以降も、タスカジさ
んの面接や利用者のルール作り、ルールのアップデート、
サポートセンターの立ち上げ等、しなければいけないこ
とは山ほどありました。
　起業して6年目に入り任せられるスタッフも増えた
現在、今後は経営者として組織のトップに立っていると
いう意識をしっかり持ち、将来に目を向けて課題の洗い
出しと今後の展望について取り組んでいかなくてはい
けないと考えてます。

▪今後の展開について�
　現在のサービス範囲は関東・関西近県と秋田県湯沢市
だけですので、今後は全国展開を目指したいと考えてい
ます。全国展開を考えた場合、リソースが多く必要なビ
ジネスなので、各地域の企業や自治体と提携しながら進
めるつもりです。
　また、共稼ぎ世帯の課題を解決すべく立ち上げたサー
ビスですが、シニア向け課題の解決に向けてシニアをター
ゲットにした展開も模索していきたいと思います。
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▪力づけられた言葉やアドバイス�
　夫の「迷っているならやってみればいい。」という言葉
は背中を押してくれたひとつです。夫とは結婚すると
きに、収入のポートフォリオを持とうと約束していまし
た。ですが、ふたりともローリスクローリターンのサラ
リーマンでしたので、私がハイリスクハイリターンとも
いえる起業をしたいと言い出したことは、彼にとっても
予定通りだったのだと思います。

▪ライフ・ワーク・バランス（生活と仕事の両立）�
　家事分担については、掃除や作り置き料理などを定期
的にタスカジさんにお願いし、その他の部分では夫も家
事をある程度こなせますので協力しあって生活してい
ます。
　まだ息子が10歳なので、夜はどちらかが定時で帰宅
するようにしています。お互い仕事の予定等を考慮して
それぞれ週の半分ずつの担当です。夫の詳しい職場事
情はわかりませんが、ライフ・ワーク・バランスの観点か
ら定時帰りが推奨されていますので、調整をして早く帰
宅するように心がけています。

▪プライベート、休日の過ごし方�
　休日はインドアで過ごしていることが多いです。テ
レビドラマや映画を見たり読書をして過ごしています。
会社で課題と感じている領域のものやFacebookで友
人が紹介している本などを読んでいます。
　町歩きが好きなので、降りたことのない駅で下車して
夫とふたりで散策することもあります。

▪女性が働きやすい環境づくり�
　現在の弊社スタッフは15名で、男女比は半々です。大
企業ではありませんので制度として確立しているわけ
ではありませんが、それぞれの事情に合わせて柔軟な対
応をするように心がけています。
　例えば、授業参観などの日には通勤の時間ロスを考え
て在宅勤務をしたり、出産後の復帰を希望しているス
タッフには赤ちゃん連れで出勤してもらう等、小さな組
織だからこそさまざまな対応が可能です。
　最初は完全リモートワークも試みましたが、ベンチャー
では役割分担がまだ明確に決まっていないことと、その
場の熱気や空気感が伝わりにくいため、オフィスを借り
て集まることにしました。より働きやすい環境にするた
めに、今後も模索し続けます。

Interview

タイム
スケジュール

帰宅が遅くなる日は、終業後、勉強会等に参加又
は登壇、同僚とコミュニケーション等を行っています。

　起業でも会社の中の新規事業でも
同様ですが、今までにないサービス
や現在の課題解決のためのサービ
スを立ち上げることは、その課題
の当事者でなければできません。
是非、その課題の渦中にいる人が
立ち上がり、課題を解決しつつ周囲
のためにもなるサービスを考えてくだ
さい。そうすれば、新しい展望が開ける
と思います。
　私も自分の抱えている課題を解決したいという、怒りにも似た強
い思いをエネルギーに変えて事業展開をしてきました。怒りという
感情はエネルギーの源になります。これだけは許せない、理不尽だ
と思っている課題に着目して、それを事業という形で解決していく
人が増えることで、社会はよりよいものに変わっていくと思っています。

｜メッセージ
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業務執行役員　岡部 一志さん

立花麻貴子

Interview

▪会社の現状と働きやすい環境の整備�
　弊社は米国を本社とするグローバル企業ですが、日本
法人に関していえば女性の社員数が少ないという状況が
伝統的に続いていました。しかしここ数年、女性の比率は
年々上昇しており、働き方改革の推進とも連動して、女性
が活躍する環境は年々整いつつあります。
▪就業規則における勤務制度について�
　働き方改革の推進において、「ワークライフチョイス」
の考え方のもとに、「個人と組織が持っているポテンシャ
ルを最大限発揮できる環境」づくりを目指しています。
2016年5月に「テレワーク勤務制度」を就業規則の中で
導入しました。働く場所、時間にとらわれず、社員一人一
人がいつでもどこも、フレキシブルに多様な働き方がで
きる環境を推進しています。
▪休暇制度について�
　2017年9月よりファミリーフレンドリー休業という
休暇制度をスタートしました。この制度は、女性社員は
法定の無給の休業に加えて、有給の出産休業が20週取
得できます。加えて、男性社員も、6週間の育児休業が有
給で取得できます。現在では子供が生まれた男性社員の
70%が所得しています。また家族の介護や看護向けにも、
有給で20日/年取得できます。テレワーク勤務も休暇の
取得も男女の別、役職の上下に依らず社長でも新入社員
でも同様に取得できるよう、共通化しています。
▪女性社員への取組�
　米国本社から来日した女性の幹部や外部講師による
講演会等のイベント、女性をターゲットにしたキャリア
支援施策、何らかの理由で一度キャリアを中断した女性
が復帰するためのリターンシッププログラムなどを実
施しています。
　イベントは月1回程度開催されており、社員コミュニ
ティのウーマンインテック、育児中の女性が職場復帰す
るためのもの、女性社員がキャリアを考えるものなど様々
あります。これらは会社命令だけではなくボトムアップで、
いろいろな部署の社員がイベントを企画し、講演会やワー
クショップを開催しています。

日本マイクロソフト株式会社

▪女性管理職登用への取組�
　社内異動又は社外から管理職適任者を選ぶ際に、女性
も必ず候補者に挙げています。慣習にとらわれず男性と
女性を平等に見て、これまでの実績等を考慮し管理職に
採用します。このような取組の積み重ねによって、管理
職を目指す女性を育てています。
▪女性が働きやすい環境にするために�
　会社として制度面の共通化に取り組んでいますが、カ
ルチャーという目に見えない部分は今後も注意深く見
ていく必要があります。例えば女性だから、若手だから、
シニアだから、国籍や母国語が違うからという先入観が、
意図しない部分で働くことを防止するための無意識の
偏見をなくすためのトレーニングを実施しており、管理
職は毎年必ず受講しています。
　以前は、「女性の活躍」という言葉を旗印としての取組
が主流でしたが、現在では、ダイバーシティ＆インクルー
ジョンという観点から取り組むべきテーマがあります。
多様な人材を活かす環境づくりで、特にインクルージョ
ンを当たり前の環境にするための取組に重点を置いて
います。
▪メッセージ�
　働き方改革によって行政、企業、人それぞれの成長を
目指すという機運の中、どのような職場、どのような会
社で働くかということを考えるとき、男女共に、その働
く環境がコアテーマになっています。IT 業界は、IT の環
境を使うことで柔軟性のある多様な環境を作りやすい
業界です。そのような気持ちを持った方は是非この業界
にチャレンジしていただきたいと思います。
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立花麻貴子

Interview

▪女性社員の積極的な採用について�
　業界的にも女性比率は少なく、弊社でも20%を切って
います。女性社員がいることで職場が明るくなることは
もちろんですが、女性は率直な意見を呈してくれるので
議論が活性化するなどの効果もあります。
　新卒採用でも積極的に女性採用に取り組んでいますが、
結果的に男性の入社が多くなっており、今後も女性の採
用に力を入れていく必要があります。

▪女性が働き続けられる制度や取組について�
　弊社では、時短勤務や育児に関するものなど、女性が
働き続けられるための基本的な制度が整っています。子
育て中の女性に最も利用されている時短勤務は、子供が
小学2年生まで利用することができます。
　IT業界は残業が多いイメージを持たれやすいのが現
実ですが、テレワーク制度の普及などによって悪いイメー
ジを払拭していく必要があると感じています。
　女性が働きやすい環境として、女性同士のコミュニティ
も重要だと思っています。子育ての有無、未婚、既婚を問
わず、女性が情報交換できるような仕組みを、これから
も継続していくつもりです。
　女性だけでなく社員全員が働きやすい職場にするた
めには、男性社員の意識改革も必要だと感じています。
弊社の育児休暇制度は、男性も女性も取得できるもので
すが、男性の利用者はほとんどいません。最近では、早め
の相談と周囲の理解によって２週間の育児休暇を取得
した男性社員がいましたので、周囲の協力によって男性
の育児休暇取得も可能だと思っています。

▪テレワーク導入とその効果について�
　弊社は主に金融業界をお客様としておりますので、テ
レワーク導入時は、セキュリティの確保が課題である一
方、社員の利便性も考える必要もあり、そのバランスを
どのようにとるかという課題もありました。
　リモート接続方式を採用し、モバイルPCにはデータ
を保存できなくしたため、セキュリティ面の課題は解決

株式会社DSB情報システム

され、在宅勤務を行う社員からは好評を得ている半面、
新幹線内等でモバイルワークをする社員からは、トンネ
ル通過時に接続が途切れてその後の作業ができない等
の意見や改善要望も挙げられています。
　導入後の課題としては、通信速度のスピード化、プロ
ジェクトチームにおけるテレワークの適用およびバーチャ
ル化の推進、ウェブ会議やチャットワークなど、どのよ
うに浸透させていくかだと感じています。
　テレワークの生産性をどのように測るかという課題
もありますが、テレワークをすることで生活にゆとりを
持つことができ、仕事へのチャレンジ、意欲につながる
と考えていますので、今後もテレワークを促進していき
たいと思います。

▪これからこの業界を目指す女性へ�
　システムエンジニアは、専門スキルを備えた技術者な
ので、仕事の成果を男女関係なく評価され、スキル、給与、
地位も上を目指すことのできる仕事です。理系ばかりで
なく文系出身者も多く活躍しており、女性が十分に活躍
できる分野です。
　いろいろなことに対する探究心やチャレンジ精神を
持っている人は、この業界でいろいろなチャンスに出会
えるはずです。是非チャレンジしてください。

総合管理部長　長谷川 敦司さん
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▪女性社員の積極的な採用と活躍の場について�
　もともとインフラ業ということもあり、社員の男女比
は8:2というのが現状です。しかし、最近では女性社員の
採用に積極的に取り組んでおり、新卒採用に限れば、女
性社員は技術系と事務系を合わせた全体で35%、事務系
だけでは40%を超えています。
　弊社は通信事業だけではなく、dマガジンやdグルメ
等さまざまなビジネス展開をしていますので、興味関心
が広範囲に及んでいる女性の能力は絶対的に必要です。
女性の知見と流行に敏感な感覚を生かして、新しいビジ
ネス展開や既存ビジネスとの融合等の場面で多く活躍
してもらいたいと思っています。
▪女性が働き続けられる制度、取り組みについて�
　NTTグループはテレコミュニケーターの時代から女
性社員の比率が高い部署もありましたので、育休等の制
度面では充実していました。
　ドコモでは2006年にダイバーシティ推進室ができて
から制度を拡充し、女性の活躍、ワーク・ライフ・バラン
スという観点に重点を置いて取り組んでいます。
　2010年には在宅勤務制度を導入しました。当初は育
児や介護をしている社員だけが利用するものという思い
込みがあり、利用者数が停滞した時期もありました。そこ
で、社員全員が対象であることを周知し、自宅のパソコン
から事前に申請・設定しておけば、クラウド上の社内ネッ
トワーク環境に入ることができるようにした結果、今年
度は約8割の社員が在宅勤務を利用しました。
　さらに、2018年4月からフレックスタイム制度を全社
員が利用できるようにしました。育児中の社員はもとよ
り、そうでない人も柔軟に使えるので、例えばセミナー
等の自己研鑽の時間を作れるなど、非常に使い勝手がい
いという声をいただいています。
　今後の課題は「女性が働き続けられる職場」から、さらに
進めて「女性がやりがいを持って働き続けられる職場」を
整備することだと考えています。数年前、マミートラック
という言葉が話題になりました。出産後復帰して時短勤務
で働いている社員に対して、上司が気を遣いすぎて重要な
仕事を任せない、そうすることで当の社員も仕事にやりが

株式会社NTTドコモ

いを見出せなくなるという現象です。そのようなことを払
拭し、時短勤務でもフルタイムでもきちんとアウトプット
してもらう、期待しているという部分を女性社員にも伝え
ていく、そういう風土作りが今後は必要だと考えています。
▪女性管理職育成への取り組み�
　ダイバーシティ推進室を開設した当初から特に力を入
れて取り組み、Win-d（Women’s innovative network 
in docomo）という活動をしています。
　当時は女性管理職が非常に少なかったので、まず主査
クラスの女性社員に全国でロールモデルとして後輩社員
にキャリア形成などを伝える活動をしてもらいました。
また、彼女たちが育って管理職になった後、さらにその先
を目指してもらうために役員交流会や組織長メンタリン
グによる育成にも取り組みました。
　現在では早期にキャリア意識付けを自覚してもらう
取組として、入社5年目の社員を対象に管理職がメンタ
リングを行うなど、ある程度階層的につながっていくよ
うな仕組みを作っています。
▪これからこの業界を目指す女性へのメッセージ�
　非常に変化のスピードが速い業界なので、目指してい
る女性には新たに先取りしていくという感覚を大事に
してもらいたいと思います。
　一般的な傾向として、自分自身を前面に押し出すこと
が苦手な女性が多いように感じますが、それぞれがうち
に秘めている可能性は大きいので自らを制限すること
なく、是非新しいことに挑戦して好奇心をもってチャレ
ンジしてほしいです。

人事部　ダイバーシティ推進室　野沢 千晶さん
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▪設立の経緯と目的�
　日本女性技術者フォーラム(JWEF：Japan Women 
Engineers Forum) は、女性技術者相互の交流により、
その能力を生かせる社会創りに参加し、女性技術者の社
会貢献を高める目的で1992 年に設立されました。現在
は、化学系、電機系、機械系の製造業、情報通信業、専門
機関での研究職などの個人会員と法人会員19社が活動
しています。
　我が国は、科学技術の専門化や高度化による産業構造
変革の時代を迎え、技術者人口の流動化や技術職種の多
様化、職域の多様化が進んでいます。特に、技術系人材
の需要は増大し、その中で多数の女性技術者が重要な貢
献をしてきました。しかし、女性技術者の絶対数は少な
く、必ずしもそれぞれの専門性が生かされた人材活用が
なされている状況とは言えません。
　フォーラムでは、各企業や教育・研究機関などで、とも
すれば孤立しがちな女性技術者相互の交流をはかり、業
種業界を横断した研修の場を企画することで、自己啓発
や人材活性化の機会を設けています。
▪活動内容�
　当フォーラムでは以下の３つを活動の大きな柱とし
ています。

■女性技術者自身の能力を伸ばす
■能力を発揮できる職場環境、社会環境の実現
■女性技術者を増やすための社会貢献

　具体的な活動を少しご紹介します。
①JWEF女性技術者に贈る奨励賞＆授賞式

　職場においてリーダーシップを発揮し、活躍してい
る若手女性技術者を2009年より毎年表彰しています。
今回の「女性が輝くTOKYO懇話会」に参加された増
田恭子様も2016年度の受賞者でいらっしゃいます。
　仕事を遂行する上での行動・手法・成果が社会や会
社の意識・風土の改革につながり、若手のロールモデ
ルとなっている、40歳未満（応募年の４月１日現在）
の女性技術者が対象です。自薦・他薦を問いません。
皆様の周囲に該当する方がいらっしゃる場合は、是非
ご紹介ください。

日本女性技術者フォーラム

②各部会活動
　会員自身が部会を運営し、自分の能力を伸ばしたり、
情報交換の場として活用しています。

産業技術
勉強部会

我が国の産業動向、今後の課題、施策、技
術の現状などを俯瞰し、より広い視野を
得る機会を提供（年3回程度）

メンター部会
ロールモデルカフェ（ロールモデルによ
る話題提供＆トーク）の開催による若手
や年代別のメンタルサポート

関西部会 関西地区での交流、ワークショップ開催

地方活性化
部会

首都圏、関西以外の地域の会員が相互交
流できる場づくり

悠々部会 50歳以上の会員の交流、意見・情報交換

法人会員
交流会

JWEF 法人会員間の情報共有の場を提供

国際部会
海外の女性技術者・科学者との交流、国
際イベント開催・派遣など

③会報発行
　1992年より会報 「JWEF News」 を発刊していま
す。当フォーラム主催
の勉強会や見学会、ま
た JWEF 女性技術者
に贈る奨励賞＆授賞
式の内容や各部会活
動の紹介などを行っ
ています。
▪技術者を目指す女性に向けて�
　女性技術者の全体数は増えているものの、１企業もし
くはその業界の中での女性比率が低いケースはまだま
だ存在します。そんな世界に飛び込むのは不安かもしれ
ませんね。でも、社会全体、またグローバルに目を向け
ると、女性技術者として素敵な人生を歩んでいる人達が
多数存在します。女性技術者でないと体験できないこと
もたくさんあります。当フォーラムはもちろん様々な女
性技術者の仲間がサポートしますので、チャレンジして
みてください。
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