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ある女性契約社員の戦い、気がつけば活動家－
広がる非正規と高い壁

 ５月30日（ブルームバーグ）：2009年春、東京。 
風の強い日だった。丸井美穂さん(42)は街宣車の上から雇
用主が入る35階建てのＫＤＤＩビルを見上げながら、どうし
てこんなところに立つことになったのだろうと思っていた。
 震える手でマイクを握り、拡声器で上司たちに向
かって労働慣行の問題を訴えた。同僚たちはそんな彼女の
姿を窓際に張り付いて見つめていた。
 「たぶん私は正気じゃなかったかもしれない」と
丸井さんは振り返る。友人と２人で日本で最初の非正規労
働者のための労働組合を設立することになった経緯や、そ
の後の訴訟のことなどを一晩かけて話した。 丸井さんの弁
護士によると、東京地裁は４月、ＫＤＤＩの100％子会社で
あるＫＤＤＩエボルバに対して、不当解雇を訴えていた丸井
さんに、１年分の賃金を賠償金として支払うよう和解案を
示した。ある意味勝利ではあったが、求めていたものから
は程遠かった。

 「すごくばかばかしい話でしょ」と、丸井さんは話
し終わってから付け加えた。東京大学大学院で海洋学を
学んだものの、袋小路の仕事にはまり込み、出る杭は打た
れる日本で活動家になっていった身の上を語った。「こんな
ことってほんとにあるのっていう感じ」と。
 日本の終身雇用の伝統が崩壊しつつある中で、こ
のようなことが丸井さんだけでなく日本で実際に起きてい
る。米国では１％の富裕層とその他の人 と々の経済格差が
議論の的となっているが、日本では正社員と増大し続ける
2000万人もの非正規社員との格差が問題になっている。

日本政府によると、非正規社員は今や労働力全体の約40
％を占める一方で、賃金水準は38％低いという。

「一番大事な問題」

 慶応義塾大学の樋口美雄教授は、非正規労働者
問題が「日本の一番大事な問題だ」と話す。
 正規雇用の不足が多くの問題を生み出していると
いう。樋口氏は指を折りながらデフレーション、貧困率の
上昇、生産性の低下、それに出生率の低下にも影響が及ん
でいると指摘した。親は娘が派遣社員と結婚するのを望ま
ず、銀行は住宅ローンを渋り、企業は派遣社員への職業訓
練に費用を掛けるのを惜しむ。
 丸井さんは2000年まで遡る給与明細の束を持っ
てインタビューに現れた。ほっそりした体に水色のシャツ。
大きなことをするような人には見えなかった。ただ、話して
いるうちに、1987年に伊丹十三監督が映画
「マルサの女」で描いた女性税務査察官のように規則に
厳格で不正を暴くイメージを連想させた。
 丸井さんの父親、司郎さんは美穂さんについて    
「真面目過ぎるという部分もあるかもしれない」と話す。
 ＫＤＤＩエボルバとの戦いの中で丸井さんの申し
立てがきっかけとなって、会社は数百人の女性社員に対し
未払い給与の支払いを命じられた。別の訴えでは彼女が
設立した労組を解散させようとしたことに関して、オフィス
の入口に謝罪文を掲示させたこともあった。連日街頭でメ
ガホンを握り、正社員と同様の仕事をする非正規社員の
賃金の低さを訴えた。
 丸井さんの雇用主であるＫＤＤＩエボルバはイン
タビューの申し入れに応じず、この記事に関する書面での
質問にも係争中であることを理由に回答しなかった。
 総務省統計局の統計によると、12年12月に安倍
晋三政権が誕生した時点に比べて現在の正社員数は110
万人減少している。派遣労働者やパートタイム労働者が週
40時間働くことも珍しくないが、過去５年間の雇用の伸び
は全てこうした非正規労働者で占められている。(抜粋)

【記者：Jason Clenfi eld】
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Accidental Activist Finds Cause in Japan’s 
Surging Part-Timers

 May 30 (Bloomberg) - Miho Marui isn’t 
exactly sure how she wound up standing on top 
of a bus on a blustery Tokyo day in 2009, staring 
up at the 35-story headquarters of KDDI Corp.
 There she was, hands trembling, as she 
shouted up at her bosses through a loudspeaker 
while co-workers pressed against the windows to 
watch her pick a fi ght with Japan’s second-largest 
phone company over labor practices at one of its
subsidiaries.
 “I guess I was just mad,” she said. Marui 
had spent an entire evening explaining why she and 
a friend started Japan’s fi rst union for temporary 
workers and how, eight years and a lawsuit later, 
the fi ght goes on. Tokyo District Court last month 
recommended that the KDDI subsidiary pay Marui 
a year’s wages to compensate her for wrongful 
termination - a victory of sorts, though not nearly 
what she asked for.
 “It sounds pretty ridiculous,” the 42-year-
old said at the end of her story about how a 
marine biologist from Japan’s top university got 
stuck in a dead-end job and became an activist in 
a country where not standing out is a treasured
trait. “It’s like, ‘Can this really be happening?’”
 It is, to her and Japan, as the country’s 
tradition of lifetime employment crumbles. While 
the U.S. debate about economic inequality 
focuses on the richest one percent versus 
everyone else, here the lines are drawn between 

those with full-time jobs and a ballooning 
underclass of 20 million temporary workers. The 
latter, according to the government, now make up 
almost 40 percent of the workforce and get paid 
38 percent less.
 They are also disproportionately women.

Biggest Problem

 “It’s Japan’s biggest problem,” said Yoshio 
Higuchi, a professor of economics at Tokyo’s Keio 
University and head of a government panel on 
labor market reform.
 A dearth of regular jobs is the source of 
so many of Japan’s troubles, he said, ticking them 
off on his fi ngers: defl ation, higher poverty rates, 
lower economic productivity, even depressed 
birthrates. Parents don’t want their daughters to
marry temps; banks won’t give them home loans; 
and employers don’t want to spend money 
training them.
 Marui arrived for the interview armed with 
a thick sheaf of pay slips going back to 2000. Rail 
thin, in a light blue oxford shirt, she didn’t look like 
she had a lot of weight to throw around. Still, as 
she talked, there was something reminiscent of
Juzo Itami’s “A Taxing Woman,” the 1987 movie 
about a tax auditor who’s a stickler for the rules 
and always able to uncover dirt; she’s right about 
a lot and also a total pain.
 As Marui’s father put it in an interview: 
“She’s a little too serious for her own good.”
 During her battle with KDDI Evolva Inc., 
the wholly owned subsidiary that employed her, 
Marui fi led a claim that forced the company to 
pay back wages to hundreds of women. Another 
claim compelled her employer to post an apology 
in the entrance of the KDDI building for trying to 
dissolve her union. (Excerpt)
 

By Jason Clenfi eld
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佐藤ゆかり議員：欧米は女性就労が当たり前、
配偶者控除見直しも

 ５月29日（ブルームバーグ）：「欧米は女性が働く
ことは当たり前」 - 。佐藤ゆかり参議院議員（自民党政務
調査会内閣部会長）は、女性の就労意欲を妨げる税制な
どの見直しを通じて、成長戦略を推進し、デフレを克服す
べきだと説く。
 佐藤氏（52歳）はブルームバーグ・ニュースとの
インタビューで、男女雇用機会均等法で「共働き世帯が
急増しているため、女性の就労を基本にして税、年金、社会
保障などの制度の見直しが必要」と述べた。世帯単位での
所得課税のほか、子育て支援や保育園の待機児童対策な
ど環境整備なども課題だと言う。
 1961年に創設された配偶者控除制度では、専業
主婦のパートタイムの給与収入が年間103万円以下の場
合、夫の所得税から38万円の控除が受けられる。女性の就
労を抑制して共働きに不利な税制との意見が出る中、安倍
晋三首相は所得税配偶者控除の見直しを指示している。
 佐藤氏は、所得税の配偶者控除を見直す案につ
いて、「女性の社会での活躍支援策としてこの問題に取り
組む時期。女性の就労を抑制する壁があるので、税の歪み
構造を改正し、自由に労働できるような制度にすべきだ」と 
語った。インタビューは21日に行った。
 アベノミクスによる積極的な金融緩和策や財政出
動を背景に、昨年の国内株価は上昇し、消費者物価指数（
生鮮食品を除くコアＣＰＩ）は2008年以来の高水準に達
した。円相場は昨年約18％下落し、トヨタ、パナソニックな
ど大手輸出企業の収益を押し上げた。

フロントランナー

 「日本の常識は世界の非常識。世界の常識は日
本の非常識」 - 。佐藤氏は「欧米に長く住んだので、女性も
労働するのが当たり前の世界にいた。世界の常識を日本の
常識にするために活動してきた」と語り、フロントランナー
として多くの壁を乗り越えながら道を切り開いてきたとし
ている。
 少子高齢化が進み、労働力人口が減少する中、女

性は日本に残された数少ない有望な未開拓資源の一つ。
女性就業率（25－54歳）で見ると、経済協力開発機構
（ＯＥＣＤ）加盟30カ国中で22位にとどまる。
 佐藤氏は女性の活用が重要とし、「成長戦略を推
進し、15年に及ぶデフレスパイラルを克服すべき」と述べ
た。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券は27日付のリポート
で、安倍首相の経済再生に向けた取り組みにとって、労働
力の不足が「アキレス腱」になると分析した。
 政府は６月に成長戦略の改定版をまとめる方針。
安倍首相は女性の活躍の推進に意欲を示している。内閣
府男女共同参画局が昨年12月に発表した文書によると、
同年11月現在で衆議院議員総数480人のうち、女性議員
は39人で8.1％、参議院議員総数242人のうち、女性議員
は39人で16.1％にとどまる。列国議会同盟（ＩＰＵ）が策定
した各国の女性議員の割合比較では、日本は129位と、中
国の61位、サウジアラビアの75位を大きく下回っている。
 法人税率引き下げについて、佐藤氏は「民主党政
権時代に歴史的な円高により、国内産業の空洞化が進ん
だ。法人税を減税して、国内産業を支援することは喫緊の
課題」と語り、空洞化によって失われた税収を取り戻し、対
日直接投資を拡大させる必要があると説明した。
 財源に関しては、「課税対象の拡大を併せて提言
している。制度設計を打ち立てずに大胆な減税が進むと
バランスを欠くので、課税対象拡大の議論も急速に
進めるべき。」(抜粋)

【記者：池田祐美、石川茉莉子】
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Madonna Lawmaker Targets Absurdities of 
Work as a Woman in Japan

 May 29 (Bloomberg) - Yukari Sato, one of 
Japan’s few female lawmakers, says changes in 
working conditions for women must accompany 
economic stimulus programs for the country to 
break out of a 15-year defl ationary spiral.
 Flexible working hours, revision of spouse 
tax deduction rules and better access to childcare 
are areas that need reform, said Sato, who served 
as chief economist at Credit Suisse Group AG 
before becoming a legislator in a nation that ranks 
behind Saudi Arabia in the proportion of women 
in parliament. The measures could help address 
a labor shortage that Morgan Stanley MUFG 
Securities Co. called an Achilles heel for Prime 
Minister Shinzo Abe’s revival program.
 “What’s common sense in Japan is absurd 
by global standards, and what’s absurd here is 
common sense in the rest of the world,” Sato, 52, 
said in an interview in Tokyo on May 21. “As a 
pioneer, I hit many walls, but I would like to invite 
more Japanese women to join the club.”
 Sato’s political career took off in 2005, 
when she became one of 43 women to secure 
Diet seats as former Prime Minister Junichiro 
Koizumi’s Liberal Democratic Party claimed 
a landslide election victory. The media-savvy 
campaign starred a number of fresh-faced, 
photogenic women dubbed Koizumi’s “assassins.”
Her race against then-independent candidate 
Seiko Noda earned the two a “Madonna” moniker, 
a term used in Japan to refer to widely admired, 
high-profi le women.

Women’s Odds

 Sato, who graduated from Columbia 
University and has a Ph.D. in economics from 
New York University, remains a rarity in Japan. 
Only 16 percent of the 242-member upper house 
where she works are female, a government report 
shows. The proportion for the lower chamber is 
half that, placing Japan at 129 in a global ranking 

of women in national parliaments, below China at 
No. 61 and Saudi Arabia at No. 75, according to 
the Inter-Parliamentary Union.
 The disparity is mirrored in the workplace. 
Japan’s ratio of women to men in the labor 
force was 0.74 in 2010, ranking 90th globally 
and compared with the U.S.’s 0.86, the latest 
Global Competitiveness Report from the World 
Economic Forum shows. The number of women 
employed jumped 470,000 to 27 million last year, 
an increase unseen since 1991, according to the
internal affairs ministry.
 “We need to review social security and 
pension systems to keep up with the growing 
number of double-income families,” said Sato. 
“We must fi x the distortion in the tax system and
break barriers for women to work more freely and 
take active roles in the society.”
 Abe’s administration is reviewing rules that 
mean the second income earner in any household 
only pays tax if they earn more than 1.03 million 
yen ($10,110) a year, a measure that encourages 
about 14 million married workers to limit their 
workforce participation. Altering the arrangements 
could spur some women to work longer hours 
and help improve the gender balance in Japan’s 
shrinking labor force. (Excerpt)

By Mariko Ishikawa and Yumi Ikeda
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女子会変貌の株式セミナー、優待など興味－
「株女」育成へ取引所意欲

 ５月29日（ブルームバーグ）：肥後知歩さん（36）
が講師を務める株式投資セミナーは、女性が平均で１クラ
ス全体の４割を占め、妊娠中の女性も熱心に耳を傾けてい
る。肥後さんの目にかつて映った「男子高校さながら」の授
業風景は、今やすっかり様変わりした。
 「６年くらい前は男性ばかり集まり、女性がいても、
１人教室に紛れ込んだようだった」 - 。お金に関する
スクールやセミナーを運営する日本ファイナンシャル
アカデミーのマネーマネジメントコーチ、肥後さんはこう
振り返り、現在は男性が６割にとどまる印象と言う。
 講座によっては「女性ばかりの女子高みたい」な
ケースもあり、株式投資に貪欲になり始めた女性心理を
肥後さんは「貯蓄も大切だが、全部貯蓄で持っていても
老後が過ごせないと気付いている」と分析した。
 男性のイメージが強かった日本の株式市場におけ
る個人投資家像が変貌しつつある背景には、女性の就業
者数増加や晩婚化といった社会構造の変化に加え、貯蓄
から投資への動きを加速させようとする政府、取引所の努
力もある。
 日本取引所グループが２月に東京で開いた東証
ＩＲフェスタ2014では、「東証女子株会」と題する女性向
けのイベントを新設した。資産運用アドバイザーの木村佳
子氏が、「配当と優待をもらいながら、ゆっくり値上がりす
るのを待つ」などと女性目線の投資法を伝授。定員30人に
対し、20代から70代まで幅広い年齢層の200人から申し
込みがあり、会場には立ち見まで出た。

 女子株会に参加した会社員の橘田亜希子さん
（34）は、株主優待銘柄や高配当利回り銘柄を対象に
５－６年前から株式投資を行っている。「銀行金利が低い
ため、長期的な資産形成が目的。安定している大企業で、
配当利回りが高い銘柄に注目している」と話した。

優待活用し家族でステーキも

 立ち見で参加した主婦の大波和子さん（61）は、「
最近は株主優待がマスコミに取り上げられることが多くな
っている」とし、手ごろな値段で株式優待制度がある企業
に投資中だ。保有するコロワイド株の優待を使って、「家族
と一緒にステーキ店を利用している」と言う。
 日本取引所では、個人投資家層の裾野拡大を目
指す一環で、女子株会のような女性をターゲットにした取
り組みを行っている。同社の吉松和彦報道・ＩＲ課長は、「
日本の個人投資家層の中でも女性の若・中年層の投資比
率は飛び抜けて低い」と、背景を説明する。
 父親に連れられＩＲフェスタを訪れた会社員の小
堀綾子さん（24）も、株式投資に興味がない１人。多くの個
人投資家が売買に利用するインターネットも好まず、「株
式投資は難しそうで、損をしそう」と不安を口にした。小堀
さんの知人にも株式投資を行う女性は見当たらず、「皆趣
味にお金を使っている。生活がぎりぎりの人もいる」と語る。
 日本取引所が昨年７月に発表した個人投資家調
査によると、「知らない」「名前は知っているが具体的なこと
は分からない」と答えた人を除いた株式認知率は全体で
40％、30－40代男性で46％だったのに対し、30－40代
女性は22％にとどまった。同じ女性でも、50代以上は43
％で、若い世代の低さが際立つ。
 「バブル以降の日本経済が悪かった中で成功体
験を生まず、若い人たちの関心を削いでしまった」と同社の
吉松氏。特に女性の場合、お金を無駄なく使うという生活
面での意識が強い結果、資産運用という株式投資への関
心のなさに拍車が掛かっている、と見る。(抜粋)

【記者：長谷川敏郎、Anna Kitanaka】
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Women Courted With Cakes as Japan 
Looks for Stock Investors

 May 29 (Bloomberg) - When Chiho Higo 
started teaching stock trading at a Tokyo night 
school in 2008, there were often no female 
attendees. Now there are 50. One mother said 
she bought shares in a toymaker instead of toys 
for her child.
 “If there was a woman, she usually looked 
like she’d wound up there by accident,” Higo, a 
36-year-old lecturer, said in an interview in her 
classroom at Tokyo’s Financial Academy. “Now in 
some lessons, it’s like a girls’ night out.”
 That’s welcome news to Japanese 
institutions that have struggled to entice women 
to stocks, no easy task in a market that has 
returned 1 percent a year for three decades. Now, 
with Prime Minister Shinzo Abe hoping share 
appreciation will help revive the economy and the 
Topix index coming off its best annual rally since 
1999, the Tokyo exchange and its members are
pushing everything from gifts to free cake to 
spread the gospel.
 “Women are key to the long-term 
sustainability of the Japanese stock market,” said 
Kazuhiko Yoshimatsu, head of investor and media 
relations at Japan Exchange Group Inc., which
operates the bourse. “We’re seeing more working 
women in Japan, so I’d expect an increase in their 
fi nancial planning needs as well.”

 They’re already investing more. Female 
clients held 24 percent of online accounts at 
Matsui Securities Co. at the end of March, an all-
time high, and opened 31 percent of new ones in
the fi scal year ended that month. Of the new 
accounts created, 46 percent of those held by 
women were used to make trades, compared with 
43 percent of accounts held by men.

Making Progress

 The exchange’s campaign coincides with 
efforts by Abe to boost female employment and 
increase the number of women in leadership 
positions at companies and in politics. The 
rewards for success could be huge: while the 
bourse doesn’t have data on female buying of 
shares, in a poll it commissioned last year, just 
one in fi ve women in their 30s or 40s said they 
knew the fi rst thing about stocks.
 Getting women interested in equities 
hasn’t been easy in Japan. Inducements that 
would risk alienating investors elsewhere are 
becoming standard practice. For instance, the
exchange says offering gifts helps attract 
women to equities. Star Mica Co., a Tokyo-
based real estate investor, gives cosmetics to its 
shareholders. Hokkaido Gas Co., which serves
Japan’s northernmost region from its headquarters 
in Sapporo, provides 2 kilograms of rice with its 
shares.
 Star Mica shares slipped 1.2 percent 
today in Tokyo, taking its loss for the year to 15 
percent. Hokkaido Gas lost 0.7 percent, paring 
its gain for 2014 to 1.5 percent. The Topix gained 
0.2 percent today and is 7.8 percent lower this year.
 Such perks, spanning everything from 
discount coupons to toilet paper, are known as 
yutai in Japanese, and were used by a record 
30 percent of the 3,788 listed companies in 
the country as of the end of April, according to 
Nomura Investor Relations Co. (Excerpt)

By Anna Kitanaka and Toshiro Hasegawa
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「君じゃないんだよ」から四半世紀、
メガバンクに女性役員－変革期待

 ５月14日（ブルームバーグ）：「君じゃないんだよ。
男の人を出してくれ」 - 。受話器から聞こえる声に一瞬思
考が止まった。４月に三井住友銀行で初の女性役員に就
任した工藤禎子さん（49）は当時をこう振り返る。1987年
に女性総合職第１期生として旧住友銀行に入行、取引先
に中堅・中小企業の多い神田支店に配属された。
 86年に施行された男女雇用機会均等法で開かれ
た女性登用の道。しかし、工藤さんは入行後２年間、制服
を着てお茶くみもした。「総合職と言っても入社したばかり
でできることも少ないから」と腐らず自分の居場所を探し
続けたことが、今につながっていると思う。
 ＮＰＯジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネット
ワークが２月に公表した調査によると、金融業界の女性役
員比率はわずか0.3％。米ＮＰＯカタリストの調査による米
金融業界の12.4％に比べ圧倒的に低い。日本企業全体の
女性役員比率は3.3％。大和総研の河口真理子研究員は、
「銀行は日本企業の中でも一番お堅く保守的だ」と指摘
する。

当初の均等法施行から30年近く経っても企業での
女性の活躍がなかなか広がらない中、安倍晋三政権が動き出
した。アベノミクスの成長戦略の柱として13年４月、女性の社
会進出や労働を支援する方針を表明。労働環境の改善を進
める一方で安倍首相は経済３団体幹部と会い「全上場企業
でまずは役員に一人女性を登用してほしい」と呼び掛けた。

「ウーマノミクス」

 インドでは最大手のインドステイト銀行など金融
機関で５人の女性トップが活躍している。世界経済フォー
ラムが算出する2013年の世界男女格差指数で、日本は対
象136カ国中105位。１位はアイスランドで米国は23位、
インドは101位。日本の出遅れが目立つ。
 安倍政権が女性の活躍を急ぐ背景には、人口減
少・少子高齢化がある。経済の活力を取り戻すには、企業
の中で女性に幅広く活躍してもらったり、女性が働きなが
ら子どもを産み、育てやすい社会制度を整えたりして、少
子高齢化に歯止めを掛ける必要がある。

 男女の就業率格差が縮まれば日本の国内総生産
（ＧＤＰ）は大幅に増える－。女性の活躍による経済の活
性化「ウーマノミクス」を提唱するゴールドマン・サックス
証券のキャシー松井氏は６日付リポートで女性の就業率
（62.5％）が男性と同じ80.6％まで上がれば、就業者が
710万人増えＧＤＰを最大12.5％押し上げるとの試算を
公表している。
 工藤さんは日本企業ならではの年功序列の階段
を上り詰め、初めて役員となった女性の一人だ。入社３年
目に国際業務部に配属され、自分の得意分野となるプロ
ジェクトファイナンスに出合った。「案件完了まで時間がか
かり、徹夜で働くこともあったが、職場に女性が少ない。す
ぐに顔と名前を覚えてもらえたのはラッキーだった」という。
 三井住友銀行で環境分野など成長が期待できる
企業を発掘・支援する部署を率いる工藤さんが役員となっ
た４月。みずほ銀行でも初の執行役員が誕生した。有馬充
美氏（51）は中小企業に事業戦略を提案するコーポレート
アドバイザリー部長に就任した。
 企業統治（コーポレートガバナンス）が専門の青山
学院大学の北川哲雄教授は、女性役員登用などの動きに
ついて「日本は生え抜きで出世していく色彩が濃く、ようや
く出てきた」と指摘する。大和総研の河口氏は、すでに人口
減少が始まっている日本で「男女の選り好みしている場合
ではない」と危機感を募らせる。 (抜粋)

【記者：谷口崇子、油井望奈美】
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Tea Lady Turns Executive as Japanese Banks 
Promote Women

 May 14 (Bloomberg) - Teiko Kudo has 
come a long way from her days at a Sumitomo 
Bank branch in the 1980s, when clients often 
asked her to hand the phone to a male loan 
offi cer because she was a woman. Last month 
she became the lender’s fi rst female top manager, 
promoted to a level shared by 88 men.
 “The start of my career was a struggle,” 
said the 49-year-old who was named a director 
last month at Sumitomo Mitsui Banking Corp., 
recalling how she had to serve tea despite being
one of the fi rst women hired for career-track 
positions under Japan’s 1986 Equal Employment 
Opportunity Law. “Now I go to meetings 
surrounded by male executives all wearing dark 
suits, which can be nerve-racking.”
 Japan’s second-largest bank, along with 
the country’s two other largest lenders, all based 
in Tokyo, have appointed their fi rst women into 
senior ranks, a total of four since June. The moves 
come after a call last year by Prime Minister 
Shinzo Abe for companies to move women up 
management ranks as part of his efforts to revive 
the economy.
 In Japan’s fi nance industry, women hold 
just 0.3 percent of executive positions, compared 
with a 3.3 percent average in private industry, 
according to a survey published in February by
the Japan Women’s Innovative Network, a 
nonprofi t research group on diversity issues 
known as J-Win. In the U.S., women hold 12.4
percent of executive positions at fi nancial fi rms, 
according to Catalyst Inc., a New York-based 
research group.

‘Most-Stubborn’

 “Banks have been the most-stubborn and 
conservative industry,” said Mariko Kawaguchi, 
a researcher at Daiwa Institute of Research Ltd. 
in Tokyo. “But being slow to change is still much 
better than doing nothing.”

 As in the U.S., none of the country’s 
biggest lenders is run by a woman. Even South 
Korea, where women’s participation in the 
workforce is below Japan’s, has had a female 
chief executive offi cer at a bank since December, 
at Industrial Bank of Korea. Five women are CEOs 
of Indian lenders, including the largest, State Bank 
of India, and second-largest, ICICI Bank Ltd.
 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., 
Japan’s biggest lender, was the fi rst to move, last 
June appointing Yuko Kawamoto, 55, to become 
the fi rst woman to sit on the board of one of the 
country’s so-called megabanks. Kawamoto spent 
15 years at consulting fi rm McKinsey and Co. 
after four years at Bank of Tokyo, the predecessor 
of Mitsubishi UFJ.
 Mizuho Financial Group Inc. last month 
named Hiroko Ota, 60, a former economic 
and fi scal policy minister, as external director 
and chairman of the board of directors. Her 
appointment is subject to shareholder approval in 
June.
 Also last month, Mizuho’s banking unit 
appointed its fi rst and only female executive, 
Atsumi Arima, 51, to a rank held by 83 men at the 
lender. Arima joined Dai-Ichi Kangyo Bank Ltd.,
which later merged with two other banks to form 
Mizuho, in 1986 as part of the lender’s fi rst female 
career-track positions. (Excerpt)

By Monami Yui and Takako Taniguchi
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外国人家政婦は働く女性の救世主になるか－
特区で先行実施へ

 ５月15日（ブルームバーグ）：専業主婦の一松紀
子さんは地元の薬局でパートタイムの仕事を見つけること
ができた。一松さんはケンブリッジ大学で修士号を取得し
たバイリンガルの薬理学者だが、勤めていた大阪の製薬会
社での研究職を結婚後に離職し、都内に転居。12歳と９
歳の２人の娘の子育てに専念している。
 安倍晋三首相は経済活性化の一環として家事代
行サービスを受けやすくし、一松さんのような働きたい女
性の職場復帰を促すため、外国人家政婦の受け入れ拡大
を掲げた。しかし、一松さんは家政婦を雇っても研究職に
戻ることは難しいと思っている。
 子供が小さいうちは自分の手で育てたいという一
松さんは「家事の問題だけではない。子供達が大きくなるま
でパートタイムで仕事をしていれば、帰りが遅い夫のかわり
に受験勉強の面倒をみることもできる」と語った。いずれフ
ルタイムで仕事をしたいが、長く職場を離れたため、専門性
の強い元の研究職に戻れる見込みが薄いのが現実だ。　
　 政府の産業競争力会議の民間議員を務める増田
寛也元総務相は「女性の労働力を生かし活躍の場を増や
すために、東南アジアからの人材に家事や育児をやっても
らう外国人家政婦の議論は進んでおり、かなり多くの人の
共通認識になりつつある」と語る。
 同会議の雇用・人材分科会は外国人家政婦の導
入について政府が進めている「国家戦略特区で先行実施
し、どの程度の需要があるかを見極めた上で拡大の検討
を行うべきだ」と提言。国家戦略特別区域諮問会議の民間
議員も12日、特区での「女性の活躍推進のための外国人
支援人材の活用」を規制改革事項の１つとして掲げた。

成長戦略の中核

　　
 安倍首相は「女性の活躍は成長戦略の中核をな
す」とし、女性の労働参加を促す仕事と育児・家事の両立
支援や税・社会保障制度の見直しに着手している。今年１
月にスイス・ダボスで行った演説では「多くの女性が市場
の主人公となるためには家事の補助などの分野に外国人

のサポートが必要だ」と外国人家政婦の受け入れを提唱し
ていた。
 独立行政法人労働政策研究・研修機構によると、
日本の女性（15－64歳）の労働力率（11年）は63％と、
70％超の英国やドイツをはじめ米国の68％、フランスの
66％を下回る。厚生労働省によると女性の出産後の継続
就業率は36％(10年）にとどまっている。一方で、13年の
日本の女性就業者数は2701万人と過去最多を記録。
 野村総研が2011年に実施したアンケート調査で
は、女性の離職経験がある人のうち30％強が「仕事と家
事や育児との両立が困難」だったことを理由に挙げた。一
方で、家事支援サービスを受けることで両立しやすいとの
答えが８割を占め、同サービスを利用できれば働き続けら
れた可能性があると考えている女性は３割近くいた。同調
査はインターネットを通じて1000人を対象に行われた。
 日本では女性が家事のほとんどを任されている。
経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が昨年３月に発表した調査
結果によると、日本の女性が家事や育児などの「無償労
働」に１日平均299分を費やすのに対し、男性は62分と韓
国に継いで最低レベルとなった。一方で、日本男性の「有償
労働」時間は375分と加盟国中で最長となっている。
 法務省によると昨年末段階で家事使用人として入
国している外国人は1169人、うちフィリピン人が921人と
大半を占める。(抜粋)

【記者：下土井京子、Isabel Reynolds】
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Foreign Maids Seen Lifting Japan Moms Over 
Career Barriers: Jobs

 May 15 (Bloomberg) - Noriko 
Hitotsumatsu, a bilingual research pharmacologist 
with a master’s from Cambridge University, 
considers herself lucky to have a part-time job in a
Tokyo pharmacy after shelving her career to raise 
two daughters in one of the world’s most work-
oriented countries.
 “I was determined to raise my children 
myself when they were small,” she said. “When 
they were older, I kept to part-time work so I could 
coach them through school entrance exams, while 
my husband worked around the clock,” she added. 
“I’d like to go back to full-time work someday, but 
I don’t think I can return to research after such a 
long period away.”
 Japanese professionals like Hitotsumatsu, 
38, face a raft of obstacles in returning to work 
after having a child, from a lack of affordable 
household services to tax rules that discourage 
women from full-time employment. Women 
abandoning work altogether contributed to Japan 
being ranked 90 out of 148 in female workplace 
participation in the World Economic Forum’s 
2013-2014 Global Competitiveness Report, more 
than 50 places behind China.
 Prime Minister Shinzo Abe has made 
helping women like Hitotsumatsu a centerpiece of 
his policy to revive an economy that needs more 
female workers to replenish a labor force forecast 
to shrink as much as 42 percent by 2060. Abe is 
even considering granting entry to more foreign 
household workers, a challenge for one of Asia’s 
least diverse countries, as he seeks to make 
good on his vow to get women into 30 percent of 
management positions by the time Japan hosts the 
2020 Olympics.

‘Society Changing’

 “To allow women to work to their full 
capacity, we will have to bring in people 
from Southeast Asia to help with childcare and 

housework,” said Hiroya Masuda, an adviser at the
Nomura Research Institute, or NRI, who serves on 
an economic advisory panel to the government. “I 
think a lot of people have come around to that view.”
 Abe pushed the idea in a Jan. 22 speech 
at the World Economic Forum in Davos. Such a 
policy change would mark a dramatic shift in a 
country where 1.7 million foreign residents make 
up 1 percent of the population.
 “If we talk about accepting immigrants, 
there will be people who object,” Masuda said. 
“There are people who complain about Japanese 
society changing. There are fears of a rise in crime.”
 More than half of working women give 
up full-time work when they have their fi rst child, 
many returning only to poorly paid part-time jobs, 
according to a study by the National Institute
of Population and Social Security Research. A 
third of women surveyed by NRI in 2010 who had 
given up their jobs said they did so because the 
environment was not in place either at home or 
the workplace to enable them to continue while 
managing children and a household. NRI surveyed 
1,000 women via the Internet.
 Even for women working full time, the 
expense of house hold services is prohibitive, with 
one typical Tokyo agency charging about 48,000 
yen ($469) a month for three hours of cleaning a
week. (Excerpt)

By Isabel Reynolds and Kyoko Shimodoi
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パパよ休みを取ろう、育児分担で女性の活躍後押し－
安倍成長戦略

 ４月23日（ブルームバーグ）：「管理職にはなりた
いけど、夫の協力なしでは絶対無理」。東証１部上場企業
に勤務する長井裕子さんは、４歳児を育てながらフルタイ
ムで働いている。夫はインターネットメディア企業の管理
職で多忙を極め、毎晩帰宅は午前零時過ぎ。長井さんは
「年10日でいいから国は有休取得を義務付けてほしい」
と訴える。
 女性就業率（25－54歳）で経済協力開発機構
（ＯＥＣＤ）加盟30カ国中22位と、下位にとどまる日本。
少子化で労働力不足が予想される中、安倍政権は成長促
進には女性労働力が欠かせないとして、女性の雇用促進に
本腰を入れ始めた。その鍵を握るのは、男性が仕事偏重か
ら脱却し、育児を妻と分担する「イクメン」の普及だ。
 ＯＥＣＤの調査によると、日本人の家事・育児時間
は女性が１日平均269分とほぼ平均並みなのに対し、男
性はわずか59分と平均の半分以下。労働政策研究・研修
機構の調査では、年休でさえ取り残す理由は１位の「病気
や急用に備え取っておく」を除くと、「周りが取らないので
取りにくい」、「上司がいい顔をしない」、「勤務評価等への
影響が心配」などが上位を占め、職場環境が理由だ。
 お茶の水女子大学大学院の石井クンツ昌子教授
は、「男性が育児に参加すると女性の継続就労率は高くな
る」と指摘。男性の意識は変わっては来ているが、「行動も
一緒に変えていかないと、なかなか育児参加にはつながら
ない」との見方を示した。

男性の育児休暇

 安倍政権は成長戦
略として、社会のあらゆる分
野で20年までに女性が指
導的地位に占める割合を
30％以上とする目標を掲げ
た。４月からは育児給付率
を休業前賃金の50％から
半年間に限り67％に引き上
げ、収入低下から育休に消

極的な男性に取得を促す。共働き夫婦が半年ずつ育休を
取得すれば合計で１年間増額する仕組みだ。
 女性は第一子出産前後で約６割が離職してしまう
ため、政府は20年までに離職率を45％にとどめる目標を設
定した。ゴールドマン・サックス証券のキャシー松井氏はリ
ポートで、日本の女性の就業率が現在の約60％から男性並
みの約80％に上昇すれば、労働人口は800万人増え、国内
総生産（ＧＤＰ）を最大14％押し上げると分析する。
 女性が働き続けるには「男性が協力することだ」と
森まさこ男女共同参画担当相は話す。内閣府のワーク・ラ
イフ・バランス推進のための行動指針では、20年までに有
休取得率を47.1％（12年）から70％、男性の育児休暇取
得率を1.89％（12年度）から13％、６歳未満の子供を持
つ夫の育児・家事時間を67分（11年）から２時間半への
向上を目指す。
 上司や男性が育児休暇を取得することで、女性への
理解が進めば働きやすい環境につながるとして、女性比率の
高い保険業界では男性の育児参加を推進する会社もある。
 「まさか男性が育児休暇を取れると思わなかっ
た。制度をよくみたら書いてあった」。日本生命保険総合企
画部の塩田一貴さんは、結婚記念日と重なる13年７月に
１週間の育休を取得、妻や１歳の子供と１泊２日の旅に出
かけ、丸１日は１人で子供の面倒を見た。
 育休を経験し、「１つ１つならどうってことないこと

も、ご飯を作りながら子
供をあやしたりと子育て
はマルチタスク」と大変
さが身に染みたという。
塩田さんは「取得に向け
た周りのサポートなどを
考えると現実的なのは１
週間。子供は日々成長し
ている。(抜粋)

【記者：伊藤小巻、山崎朝子】
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Japanese Men Bringing Up Babies Seek to 
Send Wives to Work

 April 23 (Bloomberg) - Manabu 
Tsukagoshi, a Tokyo-based consultant, took a 
month of paternity leave after his second child 
was born. That prompted his stay-at-home wife to 
get a full-time job in the fi nancial industry.
 “When someone asks why I would take 
such leave when my wife was a stay-at-home mom, 
I tell them it was for her to go back to work,” said 
Tsukagoshi, 38, who plans to take leave again later 
this year, from Toray Corporate Business Research 
Inc., when his wife returns to work after having their 
third child. “We need role models to show that 
there are fathers who can do this.”
 While Tsukagoshi is among a tiny minority 
in Japan, Prime Minister Shinzo Abe wants men 
to take more-active roles in childrearing under a 
campaign dubbed the “Ikumen Project,” which 
translates as men raising children. Just 1.9 
percent of Japanese men took paternity leave in 
2012, according to fi gures from the government’s 
Cabinet Offi ce. The goal is to raise the fi gure to 
13 percent by 2020.
 Some fi nancial-industry fi rms, including 
Nippon Life Insurance Co. and Meiji Yasuda Life 
Insurance Co., are among companies that have 
responded with new programs to encourage men 
to take time off after children are born. Nippon 
Life, Japan’s largest insurer, announced on March 
20 that paternity-leave 
participation had 
reached 100 percent.
 “The Ikumen 
Project has helped 
make people realize 
that men can have 
an important role in 
childrearing,” said 
Masako Ishii-Kuntz, a 
sociology professor at 
Ochanomizu University 
in Tokyo. “Having said 
that, there’s a huge 
gap between the ideal 
situation and the reality, 

and that gap needs to be fi lled.”
 The government is also seeking to increase 
the percentages of employees taking annual 
paid vacation from 47 percent to 70 percent, and 
women returning to work after giving birth from 38
percent to 55 percent by 2020.

Changing Culture
 

 If paternity leave and women’s workforce 
participation rise, “the entire society will likely 
grow to become more prosperous,” according to 
the goals of the Ikumen Project’s policy outlined 
on its website. 
 “We see more young fathers dressed in 
suits and carrying babies in baby carriers, so the 
climate is defi nitely changing,” said Ishii-Kuntz. 
“The culture has to change fi rst so that men will 
view taking childcare leave differently.”
 Under Japanese law, male employees 
with young children are entitled to one year of 
childcare leave if they have worked more than 12 
months for the same employer. While on leave, 
employees can qualify to receive government 
unemployment benefi ts, and the
employer isn’t obliged to pay salaries.

 Paternity leave is 
most common in 
Scandinavia and some 
countries of western 
Europe, with men 
taking two weeks to 
14 weeks, according 
to a 2012 report by 
the Organization for
Economic 
Cooperation and 
Development, which 
didn’t cite a U.S. or 
Japanese statistic.
(Excerpt)

By Tomoko Yamazaki and Komaki Ito
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霞が関のウーマノミクス加速へ、
幹部に外部人材登用も－森担当相 

 ４月15日（ブルームバーグ）：森雅子男女共同参
画担当相は中央省庁の幹部公務員の女性比率を引き上げ
るため、外部人材の登用を検討するよう首相官邸に働き
掛けている。９日のブルームバーグ・ニュースとのインタビ
ューで明らかにした。
 政府は社会のあらゆる分野で指導的地位に占める
女性の比率を2020年までに30％に引き上げる目標を掲
げている。森担当相はそのうち政権の足元である国家公務
員はそもそも女性の絶対数が少ないことから、「外部登用し
ないと間に合わない」と指摘。８日には首相官邸側に「どん
どんすべきだ」と積極的な外部人材の活用を求めたという。
 政府が指導的地位と位置付ける「課室長相当職
以上」の国家公務員9691人のうち、女性は３％（昨年10
月現在）。人事院の年次報告書によると、課長に昇進する
時期はキャリア組の旧Ｉ種試験合格者でも通常20年以上
はかかるとされている。20年前の1994年度の同試験によ
る採用者に占める女性の割合は12％で、内部昇進だけで
は女性の幹部候補者が不足しているのが現状だ。
 人材マネジメントの専門家で一橋大学大学院商
学研究科の守島基博教授は、幹部公務員の女性登用率が
民間企業に比べて低い背景を「幹部官僚は超長時間労働
が当たり前とされてきて、家庭を持つ女性には壁が高かっ
た」と分析。外部登用については「多様な視点が入るのは
いいことだが、職務範囲を明確化して、外部からも入って
来やすい環境整備が必要だ」との考えを示した。

内閣人事局

 安倍晋三政権は、女性の活用は少子高齢化によ
る労働人口減少の影響を緩和できるなどとして、成長戦略
の柱に据えており、政府人事で女性登用を進めてきた。11
日には参院本会議で公務員制度改革関連法が可決、成
立。中央省庁の幹部人事を一元管理する内閣人事局の設
置が決まり、首相や官房長官がこれまで以上に各省人事
への影響力を発揮できるようになる。
 菅義偉官房長官は15日午後の記者会見で、幹部

公務員への女性外部人材の登用について聞かれ、「当然、
登用ということは考えられること」と述べた。
 経済協力開発機構(ＯＥＣＤ)は４月に公表した日
本への政策提言の中で、女性の就業率が男性並みになれ
ば、横ばいの場合と比べて労働人口の減少は５％にとどま
り、今後20年間で国内総生産(ＧＤＰ)が約20％増加する
と想定。さらに、25歳から34歳の大卒者は女性で63％、
男性で55％である一方、非正規雇用者の70％が女性であ
ると指摘し、「日本は、女性労働者やそのスキルを効果的に
活用」すべきと結論づけた。 

 森担当相は自民党参院議員で現在２期目。中学１
年生と高校１年生の２人の娘がいる。弁護士時代、夫と離
れて生まれたばかりの長女を連れて米国に留学。大臣とな
った現在も毎朝家族の弁当を作るワーキングマザーだ。
 自らの人生を「なんて女性が働きにくい国なんだろ
うと、世の中を呪いながら仕事をしてきた」と振り返る。女
性が働く上での障害を周りから見えない「ガラスの石ころ」
にたとえ、「私はそこにスプレーをして、みんなに見えるよう
にして、若い働くママたちのために取り除いていきたい」と
抱負を語る。(抜粋)

【記者：高橋舞子、Isabel Reynolds】



MAKE IT
HAPPEN

Abe Ministries Risk Failure in ‘Womenomics’ 
Goals, Mori Says

 April 15 (Bloomberg) - Prime Minister 
Shinzo Abe will fail to meet his goal of having 
women in 30 percent of management positions 
in the civil service by 2020 unless candidates are 
lured from private industry, the gender equality 
minister said in an interview.
 More than a year since Abe won election 
promising to boost female employment, the 
government has only managed to fi ll 3 percent 
of supervisory positions in the civil service with 
women.
 “Unless they appoint people from outside, 
they won’t make the target,” Masako Mori said in 
an interview in Tokyo on April 9.
 The diffi culty in promoting women in the 
bureaucracy illustrates Abe’s challenge in reaching 
the 30 percent target for the entire economy as 
part of his bid to replenish a workforce forecast 
to shrink as much as 42 percent by 2060. Long 
working hours, diffi culty in fi nding childcare and 
lack of opportunities to return to work after a career 
break have hampered women’s progress, Mori 
said.
 “I’ve cursed the world around me as I’ve 
worked. It’s just so hard for women to work in this 
country,” she said.
 Mori, 49, warned Abe’s deputy chief 
cabinet secretaries the goal was at risk in a 
meeting last week. That warning came days
before parliament gave fi nal passage on April 
11 to a law increasing Abe’s control over the 
bureaucracy by placing 600 senior appointments 
under the control of the cabinet.

Age-Based Promotions

 Under the civil service’s age-based 
promotion system it typically takes more than 20 
years to reach the rank of section chief, the fi rst rung 
of the management ladder at the ministries. Women 
made up just 12 percent of new recruits for the top 
echelons of Japan’s bureaucracy in 1994, according 

to government data, meaning there are currently few 
internal candidates to choose from.
 “Extreme working hours are taken as a 
matter of course among senior bureaucrats, which 
has been a barrier to women with families,” said 
Motohiro Morishima, a professor at Hitotsubashi

University in Tokyo who specializes in personnel 
management. Twenty percent of Japanese men 
in their thirties work more than 60 hours a week, 
according to a government white paper published
last year, while men with children under the age 
of six spend an average of 40 minutes a day 
looking after them, about half the level in Western 
countries.
 Economic growth under Abe and local 
government efforts to cut waiting lists for 
childcare have already resulted in more women 
joining the workforce. The number of working 
women rose by 470,000 last year to 27 million. 
(Excerpt)

By Maiko Takahashi and Isabel Reynolds


