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1 調査実施概要 

 

1.1 趣旨 

本調査は、人生 100 年時代において、女性活躍推進や働き方改革が求められ、その

ための方策の一つとしてリカレント教育の重要性が注目されている中、神戸市におけ

るリカレント教育のあり方を検討するに当たって、子育て中の女性の復職・再就職の

ためのリカレント教育の現状について、基礎調査を実施するものである。 

 

1.2 調査内容 

① 国の取り組み 

② 自治体の取り組み  

③ 大学の取り組み  

④ 民間の取り組み  

 

1.3 調査対象及び調査手法 

① 国の取り組み 

デスクリサーチ及び内閣府男女共同参画局へのヒアリング調査 

② 自治体の取り組み  

デスクリサーチ及び“北九州市「未就業女性の活躍戦略策定事業」アドバイザ

ーへのヒアリング調査 

③ 大学の取り組み  

デスクリサーチ及び明治大学 学術・社会連携部 社会連携事務室へのヒアリ

ング調査 

④ 民間の取り組み  

デスクリサーチ及び株式会社 Waris、PwC コンサルティング合同会社へのヒ

アリング調査 

 

1.4 調査スケジュール 

 平成 29年 11月～平成 30年 2月：デスクリサーチ 

 平成 29年 12月～平成 30年 3月：ヒアリング調査 

 平成 30年 3月：報告書作成 
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1.5 調査項目 

① 国の取り組み 

 リカレント教育推進の取り組み 

 女性活躍推進のためのリカレント教育推進の取り組み 

② 自治体の取り組み  

 先進事例としての北九州市の取り組み 

 女性活躍推進を取り巻く北九州市の概要と取り組み状況 

 「北九州市未就業女性の活躍戦略策定事業」 

③ 大学の取り組み  

 先進事例としての明治大学の取り組み 

 「明治大学 女性のためのスマートキャリアプログラム」 

 明治大学の事例から抽出する、リカレント教育推進のポイント 

 その他、代表的な女性活躍推進のためのリカレント教育プログラム 

④ 民間の取り組み  

 先進事例としてのインターンシップ型プログラム（１） 

 PwC が展開する教育訓練開発プロジェクト 

 PwC の事例に見るリカレント教育推進のポイント 

 先進事例としてのインターンシップ型プログラム（２） 

 ワークアゲインプログラム 

 導入企業の声 

⑤ まとめと提言 

 

2 国の取り組み 

 

2.1 リカレント教育推進の取り組み 

人生 100 年時代を見据えた経済・社会システムを実現するための政策のグランドデ

ザインに係る検討を行うため、「人生 100 年時代構想会議」が設置され、これまで全

6 回の構想会議が行われる中で、政策の柱の一つとして「リカレント教育」の推進が

位置付けられた。 
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2.2 女性活躍推進のためのリカレント教育推進の取り組み 

内閣府男女共同参画局「すべての女性が輝く社会づくり本部によって、平成 29 年

6 月 6 日、「女性活躍加速のための重点方針 2017」が策定されたが、この中で、「Ⅰ

あらゆる分野における女性の活躍」の「（４）ライフイベントに対応した多様で柔軟

な働き方の推進」の項目において、「④個人の学び直し・復職・再就職支援」が位置

づけられ、リカレント教育推進に向けた施策が位置付けられた。 

【本文】 

“育児等で離職した女性の復職・再就職を促進するため、専門実践教育 訓練給付の

対象となる子育て女性のための「リカレント教育」講座の増 設や給付率と上限額の

引上げを行うとともに、出産等で離職後、子育て でのブランクが長くなっても受給

を可能とする（離職後４年以内→離職 後 20 年以内）等のリカレント教育受講に対

する支援を拡充する。 また、子育て女性等が受講しやすいよう短期プログラムの認

定制度を 創設し、これらの講座について教育訓練給付の対象とすることを検討す る。

さらに、中小企業など産業界や地方公共団体等と連携してキャリア 形成と再就職支

援を一体的に行い女性が学び直しを通じて復職・再就職 しやすい仕組みづくりに関

するモデル構築を行う。 加えて、マザーズハローワーク事業の拠点数の拡充、仕事

と子育てが 両立しやすい求人の確保体制の強化及び母子家庭の母 等のひとり親へ 

の就職支援の強化に取り組むとともに、マザーズハローワークにおける 職業訓練関

係業務のワンストップ化を推進する。” 
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予算に関しては、「女性活躍加速のための重点方針 2017」に基づく平成 30 年度予算のう

ち、「（４）ライフイベントに対応した多様で柔軟な働き方の推進」の項目において、「仕事・

家庭と学び直しの両立を実現する教育訓練のあり方研究事業（厚生労働省）」、「男女共同参

画のための学び・キャリア形成支援事業（文部科学省）」等、約 211 億の予算が計上されて

いる。 
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3 自治体の取り組み 

 

3.1 先進事例としての北九州市の取り組み 

 

3.1.1 女性活躍推進を取り巻く北九州市の概況と取り組み状況 

人口が減少している中、有効求人倍率は上昇を続け、女性の採用に積極的な企業も

増加している。女性の就業状況については、全国とほぼ同様に、年齢階層別就業率は

「Ｍ字カーブ」を描き、就業率は約 63％となっている。 

このような状況の中、女性活躍推進のために、女性活躍を全市的に推進するため、

平成 27 年度に「女性の輝く社会推進室」 が新設され、平成 28 年 5 月には、国・

県・市が連携する全国 初の施設である「ウーマンワークカフェ北九州」が開設され

た。 

さらに平成 29 年度には、足元の課題を抽出し、より効果的な施策モデルを提示す

ることを目的とした、女性、市内事業所を対象とした調査「北九州市未就業女性の活

躍戦略策定事業（調査事業）」が、女性の就労支援を専門とするコンサルティング会

社である株式会社 Waris の担当者を、“北九州市「未就業女性の活躍戦略策定事業」

アドバイザー”として迎える形で、政策立案に結び付けやすい、実証実験も踏まえた

調査として実施された。 
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3.1.2 「北九州市未就業女性の活躍戦略策定事業（調査事業）」 

 

 調査概要 

 

目的、期間、概要は以下の通りとなっている。 

【目的】 

女性の活躍を推進し、地域活力の維持向上を図るため、女性の就業に関する実態

を調査し、育児等を理由に離職した女性及び就業中の女性の現状や課題、企業が

女性人材を獲得する上での課題等について、情報集約・分析等を行うもの。 

調査結果を踏まえ、特に未就業女性の人材活用及びその活躍を支援するための戦

略を策定することを 最終的な目的とする。   

【期間】 

平成 29 年 5 月～11 月  

【概要】 

 アンケート調査 25～44 歳の女性及び事業所に対する書面調査（女性：7,168 

人〔就業女性 約 7 割、未就業女性 約 3 割〕、事業所：1,255 社 ） 

 ヒアリング調査 25～44 歳の女性及び事業所に対するヒアリング調査（未就

業女性：30 人、事業所：15 社） 

 トライアル就労 今後の施策に向けた参考とするために、未就業女性の求職ニ

ーズに合った、企業と女性との試行的なマッチングを行い、各 1-5 営業日の

トライアル就労を実施（3 社、計 5 名） 

 

 調査結果 

 

（１）未就業女性の就業における課題：女性側の課題  

未就業女性の多くは、就業意欲は高いものの家事・育児・介護等を 優先する傾向

にあり、家事育児等との両立への不安から就業行動へ踏み出せずにいる。  

 未就業女性の約 8 割は就業を希望  

 就業を希望する未就業女性の約 8 割が、就業に際して家事育児等との両立

に不安を抱える（家事は女性がするものという男性の意識）  

 就業の条件で最も重視するのは「給与水準」ではなく、約 9 割は「勤務時

間・日数、残業の有無」を挙げている（ 69.6%が 103 万円未満を希望）  

 未就業女性においては、結婚を機に離職する割合が第 1 子出産を理由とす

る離職と同程度に高い  

 就業を希望する未就業女性の約 8 割は、就業を希望する理由を将来への備

え（今後の子どもの教育費や老後資金、年金等） と回答  
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（２）未就業女性の就業における課題：企業側の課題  

企業は、未就業女性の受入れに前向きであるが、未就業女性にはそれが伝わって

いない。  

 企業の半数近くが人員不足の状況  

 未就業女性の採用に前向きな企業が約 7 割を占める  

 女性側の約 7 割は 6 時間以下の労働時間を希望しており、企業側も許容範

囲内である  

 就業を希望する未就業女性の約 8 割は、最初は（もしくは今後も）パート

タイムでの勤務を希望しており、企業の約 5 割はパートタイム求人を検討

している  

 未経験の仕事でもチャレンジしたい未就業女性は 7 割以上であり、企業側

も経験や離職期間を問わないところが多い  

 

（３）就業女性の就業継続における課題：女性側の課題  

就業女性も未就業女性と同様に「勤務時間・日数、残業の有無」を重視しており、

就業継続する上で育児・介護との両立に不安を感じている。  

 就業女性の約 7 割は仕事を継続する上で「勤務時間・日数、残業の有無」

を重視 

 就業女性の約 6 割は就業継続する上で、育児や介護との両立に不安を抱え

ている 

 導入を希望する制度として、時間に対する柔軟な働き方の要望が高い 

 企業側の育児・介護との両立支援制度について、女性の 3 割近くが「十分

に整備されていない」、「あまり利用されていない」と回答  

 

（４）就業女性の就業継続における課題：企業側の課題  

 企業における女性のキャリアアップ支援は十分とはいえない。  

 企業側のキャリア支援の課題として、そもそも対象者がいないとする回答が

最も多く、次いで女性本人が望まないとする回答が多い 

 女性のキャリアアップや管理職登用について、就業女性の約半数は自社の状

況について 「推進しようとしていない」「わからない」と回答している  
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 調査結果からの戦略 

 

「北九州市未就業女性の活躍戦略策定事業（調査事業）」の結果を踏まえ、三

つの戦略が設定された。 

 

戦略ごとの具体的な施策の考え方は以下の通りとなっている。 

 

Ⅰ 未就業女性が「働きたい」「働ける」と思う環境づくり  

 女性の働く意欲と行動を喚起する取組み 

主に子育て中の女性をターゲットに、将来の家計収支の試算、家事育児等と

両立できる働き方、自分の強み探し等をテーマとしたセミナーの開催や広報

活動を行う。 

 未就業期間のある女性が就業し、活躍している事例の周知 

離職期間を経て短時間勤務で再就職し、仕事と家事育児等の両方を充実させ

ている事例など、未就業女性が身近に感じるロールモデルを提示する。 

 トライアル的な就業の機会の創出  

最初から「働く／働かない」の二者択一ではなく、未就業女性と企業の双方

にとって「お試し」となる場を提供することで、女性がより気軽に就業に踏

み出せるきっかけをつくる。 

 男性に対する意識啓発の取組み 

ダイバーシティ推進の中などで、夫が家事育児等を分担することで妻が就業
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に前向きになり、妻の就業は家計の維持向上やリスク分散になると伝えてい

く。 

 その他、未就業女性の採用時における工夫  

 未就業女性の就業では複数名での同時採用が効果的であることを企業に

啓発（同期がいる安心感） 

 未就業女性を採用した中小企業等による合同の研修会の実施 

 

Ⅱ 未就業女性と企業、双方の許容点でマッチングする機会の創出 

 未就業女性のニーズを踏まえた求人情報の提供の促進 

 求人条件の平均値ではなく、条件の幅を提示できるような求人情報を提

供することが望ましい。特に勤務時間・日数、休暇取得のしやすさ等に

ついて企業が許容できる最大範囲を示すことでマッチングの成功率が高

まる。  

 企業に対してこのような求人情報の必要性について啓発する。  

 企業の業務整理によるワークシェアが可能な仕事の創出支援 

 1 つのフ ルタイムのポジションに対して複数人で就くというワークシェ

アの導入や、フルタイムから業務を切り出してパートタイムの業務を創

出するなどにより、人員補充の可能性が高まる。 

 企業を対象とした、業務整理を行うための具体的手順の提示、事例の紹

介、個別サポートの方法等について検討する。  

 企業と女性の許容点をすり合わせながらマッチングを行うコーディネーター

の配置検討 

細かな条件を付した求人情報の検索は現状では限界があるため、企業の求人

条件を把握し、女性とマッチングするコーディネーターがいることが望まし

い。  

  

Ⅲ 女性が働き続けるとともに、キャリアを構築できる環境づくり 

 結婚・出産を経ても、働き続けられる環境整備や風土の醸成 

 出産を経ても働き続けるために必要な情報の提供や、ロールモデルの提

示 

 部下の妊娠出産への対応策を企業へ周知 

 社員の仕事とライフの両方を理解し支援する「イクボス」の取組み、時

間外労働削減や両立支援制度整備、企業の風土改革など、企業における

働 き方改革を促進 

 働き続けるだけでなく、キャリア構築できる環境整備  

 女性を対象としたキャリアアップに関する階層別研修や交流の機会の提
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供 

 企業 に対する女性社員のキャリア形成に係る上司向けプログラムの提

供 

 女子学生向けの仕事体験プログラムの実施 

 

 調査内容について、アドバイザーである株式会社 Waris 調査担当者からのコ

メント  

 

就業時間等に関する個別丁寧なマッチングを重ねていくこと、男性の意識を改

革していくことなどが、女性の就労を促進する鍵であることが明らかとなった。 

 

 「就業意欲は高いがアクションを起こしている人は少ない」、「家計の足しにす

るためにゆくゆくは働きたい」と考えている人が多いことが分かった。 

 女性側は短時間で働きたいと考えている。また有効求人倍率はこれまでにない

ほど高まっている。これらを鑑みると、完全にミスマッチしているわけではな

いが、女性側は求人をどこで探していいかがわかっていないという課題が見え

てくる。現実的にはハローワークで仕事を探そうとしているのだが、ハローワ

ークでの募集の仕方が紋切り型であるため、例えば「就業時間は 6 時間」と書

いてある中で、女性側が「4 時間なら働ける」と思った場合、「そういうこと

なら 4 時間でもお願いしたい」と思っている企業は多いものの、このような細

かいマッチングはなされていない状況である。諸条件でのミスマッチが起こっ

ているわけではなく、企業の思い、女性の思いがそれぞれに伝わっていないと

いうことが原因であるため、企業と女性の思いをつなぐ、コーディネーターが、

切に必要とされている。 

 女性側のニーズとしては、「103 万位内で働きたい」、「夫との家事分担は変え

ずに働きたい」という要素が強い。ここから見えてくる復職を促す策としては、

「女性の背中を押してあげる」、「夫との家事分担の仕方を普及する」ことであ

ると考えられる。 

 夫によって再就職が阻まれているという現実も見えてきた。 

 リモートワークについては、意外ではあるがコールセンターはリモートワーク

では行えないなど、できる職種とできない職種もあり、課題も大きい。地域性

（地域にリモートワークに耐えうる職種があるかどうか）もある。企業の回答

は、6 割が難しい、2 割が条件つきで OK、1 割が OK という回答であった。

しかしまだまだ「業務分解」とい考え方や対応が進んでいないため、厳しい回

答となった可能性も考えられる。 
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4 大学の取り組み 

 

4.1 先進事例としての明治大学の取り組み 

 

4.1.1 「明治大学 女性のためのスマートキャリアプログラム」 

仕事復帰・キャリアアップを支援する、半年間の短期集中ビジネスプログラム。

生活スタイルに合わせ、昼間コース、夜間・土曜主コースから選択することがで

きる。文部科学省より認定された履修証明プログラムであるため、法に基づく履

修証明書が交付され、履歴書に記載することができる。 

 

 プログラムの特徴 

 正社員となることをゴールにしているのではなく、キャリアビジョンとそれ

に基づくこれからの歩み方を明確化することを目的としている。これを考え

るための「ビジョン・ロードマップ」という授業が一番人気となっている。  

 既に展開している、100 程度の講座数を有する、生涯学習プログラム「リバテ

ィアカデミー」より、講師やプログラムを抽出することができる。 

1 履修証明書の交付 

履歴書に記載が可能。 

2 女性の仕事復帰・キャリアアップを支援するプログラム 

家庭に入った女性の仕事復帰等、社会にもう一度足を踏み出すきっかけになる

ことを目的としたプログラム。受講しやすいよう昼の時間帯にも実施。 

3 半年間の短期集中ビジネスプログラム 

ビジネスの基礎から将来的には総合職としてマネジメントを視野に入れた働き

方を目指す方にも対応したカリキュラム。 

4 新たなネットワーク、知の交流の場を提供 

企業の課題を解決する実践的なゼミや、女性経営者を招くサロン形式の講義な

ど、ビジネスの学びを通じて講師と受講生、受講生同士が交流できる場を設定。 

5 就職支援体制 

大学関係企業、提携企業・団体等の協力により、キャリア相談会を実施し、就

職希望者をサポート。 
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 プログラム概要（昼間コース） 

要件  科目名 講師・コーディネーター 

必修  

科目  

5科目 

72時

間  

マーケティング・コミュニケーション 小川智由（明治大学商学部教授）  

金融・財務リテラシー 

（家計のリスクマネジメント） 

（財務諸表の見方・読み方） 

（為替・株式の基礎知識） 

（資産設計塾） 

木村哲（明治大学専門職大学院グローバル・ビ

ジネス研究科教授） 

マーケティング実践 

プロジェクトゼミナール 

小川智由（明治大学商学部教授） 

橋本雅隆（明治大学専門職大学院グローバル・

ビジネス研究科教授） 

マネジメント・サロン 

（女性経営者等による講義、ビジネス

ケーススタディ） 

野田稔（明治大学専門職大学院グローバル・ビ

ジネス研究科教授）他 

ライフ・キャリアマネジメントⅠ 

（ビジョン・ロードマップ） 

藤野公子（琉球大学客員教授・国際キャリアコ

ンサルタント） 

選択  

科目  

4科目 

48時

間 

以上  

ライフ・キャリアマネジメントⅡ 

（人生 100年時代の実践キャリアメイ

キング） 

藤野公子（琉球大学客員教授・国際キャリアコ

ンサルタント）他 

ビジネスコミュニケーションⅠ 

（行動心理コミュニケーション） 

宇井美智子（UCA研究センター所長・元 TBSアナ

ウンサー） 

沖本るり子（(株)CHEERFUL代表取締役）他 

ビジネスコミュニケーションⅡ 

（再挑戦のためのキャリアデザイン） 

小崎亜依子（(株)Warisワークスタイルクリエー

ター）  

島谷美奈子（(株)Warisワークアゲイン事業プラ

ンナー） 

実践・財務分析のポイントと企業価値

評価 
奈良沙織（明治大学商学部准教授）  

ビジネスプレゼンテーション 
村松かすみ（プラネット(株)シニアインストラ

クター） 

ロジカルシンキング 

（論理的思考による問題解決・意思決

定力強化） 

今井繁之（(株)シンキングマネジメント研究所

代表取締役） 

ブランド・マネジメント 
首藤明敏（明治大学専門職大学院グローバル・

ビジネス研究科教授） 

マネジメント層に求められるコンピテ

ンシーの理解と開発 
梅村紀彰（(株)エル・ブレイン代表取締役） 

情報セキュリティ＆リテラシー 
村田潔（明治大学商学部教授） 

井田正道（明治大学政治経済学部教授）他 
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 授業スケジュール 

 

 募集要項 

応募資格  

①大学または短期大学を卒業し、就業経験のある女性。 

もしくは 

②就業経験のある女性で、個別の入学資格審査により、大学又は短期大学を卒業

した者と同等以上の学力があると認められ、応募時点で満 22歳以上の者。 

定員  40名 

受講期間  6ヶ月（2018 年 4月入校～9月修了） 

講義時間  １時限目 10：30～12：00、２時限目 13：00～14：30  

受講料  118,000円  

入学試験  書類選考、面接  

 

 就職支援体制 

想定される４つのキャリアを、効果的に支援  

1 自分のライフスタイルで無理なく仕事を再スタートする。 

2 正規雇用としてキャリアアップを目指していく。 

3 起業（個人事業主含む）に向けて準備をしていく。 

4 さらに専門的な学びを継続するため、ビジネススクール等に進学する。  

 

1 キャリア支援セミナー 

多様な「働き方」の実例紹介、仕事復帰・キャリアップに向けた個別キャリアカ

ウンセリングなど、キャリアについての悩みや不安を解消し、選択肢を広げて各

人が行動できるような支援。起業を目指す方には、明治大学ビジネススクール

（MBS）起業部の協力により、ビジネススクール出身で実際に起業をして活躍を

している経営者が、起業に向けた様々な相談に応じる。 

2 就職サポート 

協力企業・団体による説明会等により、履修生の多様なニーズに対応。 
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3 採用企業合同セミナー 

関係企業の協力により、意欲的な主婦の方を積極的に採用している企業、フルタ

イム採用でも個々人に合わせて勤務曜日・時間に配慮していただける企業、フル

タイムではない働き方を希望される方向けの企業など、履修生の皆様が目指すラ

イフ・キャリアビジョンに合った採用に注力している企業が参加する合同セミナ

ーの実施。 

4 特別講座の実施 

パーソナルコーディネート術など、ビジネスシーンで有用な講座を無料で提供。 

【主な協力企業・団体】 
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 受講風景 

 

 

 受講生の声 
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4.1.2 明治大学の事例から抽出する、リカレント教育推進のポイント 

 

 自治体がリカレント教育を推進するに当たっての視点 

まずは地域の女性のニーズを把握することが重要 

 東北の大学との情報交換の際に、「女性は家を守るもの」という意識が強い

地域であるため、このようなプログラムは成立しない（ニーズがない）と

いうことが明らかになった。  

 一方、このような講座が近くで行われていないため、茨城県から長距離バ

スで通学している学生もいる。  

 スマートキャリアプログラムは、小川智由教授（商学部教授）がハローワ

ークの再就職訓練のプログラム実施委託を厚生労働省から受けていた際に、

女性の受講生が増えてきていることに気づいたこと、明治大学が生涯学習

講座として既に展開した「リバティアカデミー」の受講生のうち女性の割

合が増えてきたことをきっかけとしてスタートした。 

 受講生は、30 代前半から 50 代後半まで、40 代半ばが平均となっている。

職のブランクは 10 年以上の人が多く、20 年以上の人もいる。バックグラ

ウンドや強みは多岐にわたる。講座は卒業生アンケート結果から毎年、選

択科目の入れ替えを行っている（例：英文メール作成講座より財務講座の

ニーズが高い）。  

 

 リカレント教育実施大学 選定の視点 

プログラム開発、事業推進、出口対策、事業費捻出などの視点から、適切な大

学を選定することが重要である。 

神戸大学、甲南大学、等、ある程度の大学規模が求められるが、観光学等、大

学の特色を生かし、神戸国際大学等での展開も考えられるのではないか。 

 プログラム開発：事業推進に熱心な教授（キーパーソン）を見つけられる

かどうか  

 事業推進：教授（キーパーソン）を実務でサポートする事務局があるかど

うか（生涯教育部門や社会連携部門）  

 出口対策：就職やキャリア支援部門が協働していけるかどうか  

 事業費捻出：「大学 COC 事業」または「地（知）の拠点大学による地方創

生推進事業（COC+）」（※注）に認定されているか  

※注：大学 COC 事業とは：日本の文部科学省が国内の大学を対象として、

「地域社会との連携強化による地域の課題解決」や「地域振興策の立案・実

施を視野に入れた取り組み」をバックアップする施策。"COC"は"Center of 

Community"の頭文字を取った略語で、「地（知）の拠点整備事業」とも称
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される。2013 年度より開始された。COC＋は 2015 年度から実施され、上

記事業に「地方創生推進要素」が付加された。 

 

 大学がリカレント教育を実施する意味 

企業側にも女性側にも、意識を変えてもらい、女性活躍の高いポテンシャルに

気づいてもらうこと、門戸を開くこと、それが大学の役割であると、明治大学

は考えている。そのため、「スマートキャリアプログラム」は、事業としてで

はなく、社会貢献という意識で取り組んでいる。 

 企業側 

 女性の再就職までのブランクはマイナスではなく、プロ消費者として

の目を養っていた期間。 

 講座受講（卒業）が大学による人物保証になる。 

 スマートキャリアプログラムでは、企業からの課題にチームで取り組

み、社長、役員へのプレゼンを行い、商品化に至ったこともある。 

 女性側 

 年齢やブランクから、「掃除の仕事しかない」などということをハロ

ーワークで言われ、傷つき自信をなくしている女性の背中を押してあ

げる。 

 

 大学がリカレント教育を実施する金銭的メリット 

120 時間以上履修証明プログラムとして展開した場合、受講生 1 人当たり、最

大 20 万円の補助金を得ることができる。（※ただし明治大学も、この補助制度

を利用しているものの、受講料収入だけでは運営が厳しい状況である。） 

 

 自治体への期待 

市報掲載など広報面での支援と、託児所との連携推進などが自治体に期待され

ている。 

 

 講師を務める株式会社 Waris 小崎さんのコメントと、想定されるプログラム

について  

 マーケティング職に就くことを意図した講座であるが、実際は、マーケテ

ィング職は人気の職種であるため、再就職することが難しい。現在、多く

の企業で求められている人材を育成する内容であることが望まれる。  

 教授に再活躍の場を提供するために行っているという大学側の意図も感じ

られ、現実に即さない内容となっているところが残念である。 

 企業ニーズに即した（出口を強く意識した）プログラムにすることが求め
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られており、株式会社 Waris では以下 2 つのプログラムを展開している。 

①観光産業・ホテル業界 講座 

ホテル業界の職種とスキル、キャリアプランとキャリアアップなどについ

て学ぶことのできる、インターンシップも含めた講座。ニューヨーク大学

東京の講座として実施。20 年近いブランクを経て、給食のおばさんから

ANA インターコンチネンタルホテル東京の副支配人となった薄井シンシ

アさんが講師を務める。 

②RPA 講座⇒ママ・ボランチ事業  

現在、企業側の需要の高い、RPA （Robotic Process Automation：バック

オフィスの自動化）に関するプログラミングができる人を育成し、他に経

理や総務等を担う人材をパッケージ化し、複数社の企業のバックオフィス

を、数人の在宅勤務の女性グループで担うという、出口へとつなげる事業。  
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4.2 その他、代表的な女性活躍推進のためのリカレント教育プログラム 

大学で実施される、リカレント教育としての女性の就労支援プログラムとしては、

明治大学の他に、「日本女子大学 リカレント教育課程」、「関西学院大学ハッピーキ

ャリアプログラム」が展開される。 

 

4.2.1 日本女子大学 リカレント教育課程 

 

プログラムの  
特徴  

 2008年、大学の課程として日本で初めての「リカレント教育課程」

として、文部科学省から認められたプログラム  

 独自の求人Ｗｅｂサイト、大学内での合同会社説明会などを特徴

とし、就職率は 100％（主に中小企業の事務職）  

 実務的な ITと英語スキルの取得がカリキュラムの中心となって

いる  

応募資格  ４年制大学を卒業し、就業経験のある女性。  

定員  40名 

受講期間  4月入学 1年間（2学期）  

受講時間数  必修 7科目 14単位（147時間）、選択必修 7科目 14単位（147時間）、

合計 14科目 28単位（294時間）  

目指せる  
スキル  

TOEIC730～945点  貿易実務検定 C級  
記録情報管理者 Microsoft Office Specialist Excel 
消費生活アドバイザー（消費生活相談員） 公認内部監査人 
日商簿記 3級以上 社会保険労務士  

受講料  入学金：２万円  受講料 前期：１２万円 後期：１２万円  

入学試験  英語筆記試験、ＰＣテスト（Word・Excel の基本操作）、面接  
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4.2.2 関西学院大学ハッピーキャリアプログラム 

 

「女性リーダー育成コース」と「女性の仕事復帰・起業コース」、２コースが設

定される。 

 

 
女性リーダー育成コース  

プログラム  

の特徴  

経営戦略、組織マネジメント、イノベーション、データサイエンス、事業革新

などを、実践的な方法で進めるカリキュラムと、経営トップセミナー、上司タ

イアッププロジェクト、メンター相談会などのハッピーサポートからなる  

応募資格  原則として大学卒業以上で女性リーダーを目指す方  

定員  20名  

受講期間  10か月  

受講料  
6単位＋ハッピーサポート受講：324,000円 

12単位＋ハッピーサポート受講：432,000円  

入学試験  書類選考、面接  

 

 
女性の仕事復帰・起業コース  

プログラム  

の特徴  

キャリアデザインと起業準備講座、及びインターンシップ、起業サポート等

のハッピーサポートからなる。  

応募資格  原則として大学の卒業者  

定員  20名 

受講期間  6か月  

受講料  
3単位＋ハッピーサポート受講：92,600円 

12単位＋ハッピーサポート受講：246,900円  

入学試験  書類選考、面接  
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4.2.3 リカレント教育推進のための大学間連携 

 

実施大学が連携し、女性の復職支援のためのリカレント教育プログラムの認知度

を高めようとしている状況にあり、2017 年 2 月 22 日、三大学合同による、女性の

再就職支援のためのイベントが、明治大学駿河台キャンパスで行われた。  

 

【実施概要】 

 タイトル：「もう一度はたらく」を始めよう！  

 実施日時：2017 年 2 月 22 日 (水)  10：00～16：00 

 内容：セッション、ピッチ、マッチングブース  

 主催：明治大学  

 協賛：日本女子大学／関西学院大学  

 後援：文部科学省／厚生労働省  

 協力：株式会社 Waris 協力、賛同：IBM／ユニリーバ／ YAHOO! ／他 30 数社  

 参加者数：約 300 名  

 参加費：無料  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 民間の取り組み 

 

5.1 先進事例としてのインターンシップ型プログラム（１） 

 

5.1.1 PwC が展開する教育訓練開発プロジェクト 

 

 事業フレーム 

 

PwC コンサルティング合同会社が展開する女性の活躍推進のためのリカレント教育
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プログラム。厚生労働省「労働者等のキャリア形成・生産性向上に資する教育訓練開

発プロジェクト【女性活躍関係（インターンシップ型）】」予算を活用し、モデルプロ

グラムの開発が行われる。 

平成 29 年度にモデルプログラムを開発し、平成 30・31 年度に、特定の大学におい

て実証実験を行う予定となっている。 

現在プログラム開発は終了したものの、プログラム実施は今後となり、実証実験フィ

ールドとしての 大学が募集されている。 

 

 

 

 

 プログラムの特徴 

 

 人生 100 年時代を見据えて、自律的にキャリア形成する力（学び続ける力）を身に

つけることのできるプログラム  

 インターンシップを必修として組み込んだ、専門実践教育訓練として初の体系的な

プログラム  

 専門学校やハロートレーニングとは異なり、スキルの習得ではなく、マインドセッ

トを中心とし、自立的なキャリア形成と、中長期の就業を支援するプログラム  

 「キャリア形成（PTA や地域活動など、ブランク期間も含めた能力の棚卸）」、「仕
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事と家庭の両立」、「変化への対応」の３つのソフトスキルを身に着けることができ

るプログラム  

 インターンシップは、実施前に受講者が、企業の業務ニーズをヒアリングし、イン

ターンシップ期間中に実施する業務設計を自ら行い、実施するという、自発的なプ

ロググラム  

 

 プログラムで身に着ける能力 

 

キャリア形成（PTA 活動等の活動も含めたスキルの棚卸）、仕事と家庭の両立、変

化への対応の３つのソフトスキルを身に着けることができるプログラムとなってい

る。 

 プログラムの概要 

 

• インターンシップは受講者が企業の業務ニーズをヒアリングし、インターンシップ

期間中に実施する業務設計を自ら行い、実施する。  

• インターンシップ期間の中間で振り返り講座を実施し、経験の棚卸および進捗状況

の共有、作業工程の見直しを行うことで、研修効果の向上を図る。  
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• インターンシップ期間終了後に、再度振り返り講座を実施し、最終成果の報告を行

うことで、経験の棚卸と受講者間での共有を行う。  

 

 

 プログラムの実施体制 

 

• 大学はインターンシップ先企業の募集および受講者募集、事務局業務を担う。 

• プログラムは大学がコーディネーターに運営を委託して実施する。 

• ベンダーは、インターンシップを除く座学講座におけるカリキュラムの実施を担う。  

• プログラム運営に当たっては、自治体、行政との連携が必須となる。 
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5.1.2 PwC の事例に見るリカレント教育推進のポイント 

 

（１）リカレント教育推進に当たり、大学と自治体との連携は必須 

 地方によって大学が抱えている問題が異なるため、国が主導する形での、一

律の基準の下で実施するよりも、自治体単位で、柔軟な運用スタイルや、継

続的支援体制を築いていくほうが効果が高いと思われる。  

 中小企業の人手不足を解消できない状況を鑑みると、地域で眠っている新し

い労働力を掘り起こし、トレーニングし、労働力を供給していくという役割

は、本来的には大学の役割ではなく、公的機関の役割なのではないか。  

 

（２）リカレント教育における大学の役割は、品質担保と、知見や人材の提供  

 これまでの学び直しというと、「お稽古」的なものが多かったため、企業か

らの評価が低い状況があり、一方で、リカレントの定義が定まっていない中、

様々なプレーヤーが玉石混交のプログラムを乱立させることで、せっかく受

講したのに再就職に繋がらないということを未然に防ぐためにも、品質を担

保することが大きな役割となるのではないか。 

 豊富な知見や人材を広く提供していくことが、大学の役割なのではないか。 

 

（３）ターゲットの選定 

 リカレント教育を受けられる人は、ある意味、時間的にも、金銭的にも余裕

がある人となる。今すぐにどんな仕事でもいいので働いて給料を得たいとい

受講者とのコンタクト
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う人は対象となりにくい。 

 具体的には、幼稚園に子供を預けているお母さん、または子育てがひと段落

した 50～70 歳ぐらいの主婦がターゲットとなる。 

 

（４）行政への期待 

 プログラム運営費に対する資金的援助（受講料収入のみでのプログラム運

営は、大学側が採算的に厳しいため） 

 受講後の出口としての採用企業開拓支援（受講者ニーズが就職にあるため） 

 地域でプログラムを実施するコーディネーターの開発支援（地域 NPO 等

紹介） 

 

（５）プログラム実施による大学のメリット 

 地方私立大学で生き残り策が求められている中、このような講座を行い、

女性や企業を束ねる地域プラットフォームとしての役割を果たすことが、

他大学との差別化につながる。 

 

（６）プログラムを大学に導入してもらうためのポイント 

 大学には看板と場所を借り、受講者集め、講師探しなどの事務局運営は外

部コーディネーター（非常勤雇用）が実施することで、大学に負担をかけ

ない形でのプログラム運営行うことが重要。 

 

（７）企業の連携を促すポイント 

 特に中小企業では、人材募集をしても応募者が少なかったり、新卒採用し

ても、良い人材を採用することができないことが多かったりという現状が

ある中、「復職支援という採用の新しい形」を提案していくことが重要。  
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5.2 先進事例としてのインターンシップ型プログラム（２） 

 

5.2.1 ワークアゲインプログラム 

 

 プログラム概要 

 

株式会社 Waris が展開する採用を目的としたブランクのある元キャリア女性対

象のインターンシッププログラム。 

 ・インターンシップ期間＝見極め期間（1~2 か月） 

 ・企業側：不安の払しょく、女性側：自信を取り戻す 

〇対象者 

 ・総合職勤務経験者／金融業界での一般職経験者 

 ・30 代、40 代女性を想定 

〇目的 

・ブランクのある元キャリア女性の中に優秀な人材が埋もれている点に着目し、

新たな採用ルートの獲得 

 

 【参考：株式会社 Waris とは】 

 女性の再就職支援に関するプログラムを展開する民間企業。（登録女性：約 4,000

人）  

 代表取締役の田中美和さんは、昨年 9 月に開催された「Ed-tech・リカレント教

育に関する大臣懇談会」 のメンバーも務める。  

〔事業内容〕 

〇Waris プロフェッショナル 

知識・経験を活かしてフリーランスとして働きたい女性にプロジェクト型の仕事

を紹介する事業 

〇Waris ワークアゲイン 

育児や介護、海外転勤などをきっかけにやむなく離職してしまったものの、もう

一度キャリアを再構築したいと願う女性に対し、企業でのインターンシップや、

職務経歴書の添削、スクールでの学び直しなどを提供するプログラム 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 導入事例 

 

2016 年 6 月にサイボウズ株式会社でキャリアママインターンを実施。「外野

の夜明け」でも紹介された。 

 

 

 

5.2.2 導入企業の声 

 

 “この会社だから復職できたという思いがあるからか、派遣社員とは圧倒的に

パフォーマンスが違う”（本採用後配属部署） 

 “年齢からすると、もっと扱いにくい集団かと思ったらゼロから学ぶ意欲が高

く、腰も低く素直で、いい意味で固定観念をくつがえされた“ （インターン

受入れ先部署） 

 “どんな人がくるか皆目見当つかなかったが、高学歴で驚いた” （人事部） 

 “インターン中は、頑張りすぎないようにコントロールするほどみなさん、真

摯で一生懸命な姿が印象的“（インターン受入れ先部署） 

 “経験値があり、かなり精神年齢の高い「第二新卒」を採用したような感覚（人

事部） 

 

 

 

インターンエントリー
15名

インターン参加
5名

本採用
80%（4名）

 効果

1. これまでリーチ出来なかった優秀な女性層にリーチ

2. 企業PR効果

3. 採用ブランディング向上
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6 まとめと提言 

 

6.1 リカレント教育を取り巻く現状と課題 

 

 国：人生 100 年時代構想、女性活躍推進、人づくり革命の流れの中で、女性

の復職支援のためのリカレント教育の推進が、重要施策の一つとして位置付

けられる。 

  

 自治体：北九州市では平成 29 年度、足元の課題を抽出し、より効果的な施策

モデルを提示することを目的とした、女性、市内事業所を対象とした調査が

実施される。  

 

 大学：国の方針を受け、女性の復職支援のためのリカレント教育に取り組む

大学が出てくるものの、「企業の実態に即したプログラムになっていない」、

「履修証明制度の縛り等によりオーバースペックなカリキュラムになってい

る」等、試行錯誤の状態である。  

 

 民間（実践企業）：受講料収入だけでは成立しないなど、事業スキームが確立

していない状況となっている。カリキュラムの構築に当たっては、地域ごと

に異なる女性の就業ニーズや地域の現状を、十分に把握した上での展開が求

められる。  

 

 企業（受け入れ企業）：国の方針や、中小企業における人材不足などを背景に、

女性の受け入れに前向きになってきているものの、女性のキャリアアップ支

援については十分とは言えない状況となっている。女性の受け入れに当たっ

て必要とされる、仕事の切り分けや業務分解ができていない状況である。  

 

 女性：就業意欲は高いものの、家事・育児・介護等を優先した働き方を求め

る傾向にあり、ハローワークなどの求人情報を見て、求人票からは読み取れ

ないが、実際は就業時間への柔軟な対応が可能な企業が多いにも関わらず、

初めから勤務時間が折り合わないとあきらめてしまったり、自信が持てなか

ったりするため、就業に踏み出せないといった状況にある。  
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6.2 今後の展開に関するご提案 

 

6.2.1 現状把握のためのステークホルダー調査 

 

本調査において、女性の復職ニーズは地域特性が高いことが明らかとなった。そ

のため、神戸市の女性、企業、大学の現状とニーズを探ることが、今後のリカレ

ント教育推進に当たっての第一歩になると考える。まずは北九州市の調査を参考

に、現状把握のためのステークホルダー調査を実施することが考えられるのでは

ないか。  

 

 女性：復職に関する現状とニーズを把握する 

女性の復職ニーズは地域特性が高い。復職希望や復職を妨げることなど、女性

の現状と意識に関する調査を行う。 

  

 企業：女性の復職に関する現状とニーズを把握する 

女性の復職に関する企業の現状やニーズに関しても地域特性が高い。神戸市に

おける女性の雇用やキャリアアップ支援の現状とニーズに関する調査を行う。 

 

 大学：女性の復職ためのリカレント教育に関する現状、課題、実現可能性など

を把握する 

本調査で明らかとなった、リカレント教育を推進することのできる大学の要素

を参考に、複数の大学へ、実施可能性を探るための調査を行う。 

〔株式会社 Waris 小崎氏のコメント〕  

• 神戸親和女子大学：リカレント教育を通じて保育士のランクを認定するなど、

大学の権威性を活用した展開が考えられるのではないか。 

• 神戸国際大学：観光学科があるが、神戸市は観光都市なので、ホテル等と連

携した形でのリカレント教育の形があるのではないか。 
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6.2.2 市独自の支援策の検討 

 

リカレント教育に関わる市内ステークホルダーに関する調査結果を踏まえ、神戸

市独自の、女性の復職支援のためのリカレント教育推進支援策を検討することが

求められるのではないか。このことで、”女性の活躍推進 先進都市“として、地

域ブランドを高めていくことも可能であると考える。 

 

〔支援策例〕 

 

 リカレント教育講座 受講生に対する支援 

本調査によって、女性のためのリカレント教育は、金銭的にも時間的にもある

程度余裕のある人が、主な対象となることが明らかとなった。しかし本来は、

貧困の連鎖を断ち切るという視点からも、より幅広い層が受講できるような各

種支援策を検討してくことが必要なのではないか。  

 

 事業開発の初期支援 

本調査によって、女性の復職支援のためのリカレント教育プログラムは、ビジ

ネスモデルが確立されていないことが明らかとなった。そのため、ソーシャル

ビジネスとしての、持続可能なビジネスモデルを検討するための、事業化調査

に関する支援、スタートアップ支援など、事業開発の初期支援を行うことが必

要とされるのではないか。 

出口対策までしっかりと検討された事業モデル、例えば講座提供は無償または

安価で、それとセットとされる人材紹介事業で収益性を確保していくなどの姿

が検討できるのではないか。  
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6.3 調査報告会での討議内容 

 

 参加者：公明党議員議員団 

北川 道夫 議員、髙瀬 勝也 議員、沖久 正留 議員、菅野 吉記 議員 

堂下 豊史 議員、徳山 敏子 議員、軒原 順子 議員、向井 道尋 議員 

大澤 和士 議員、壬生 潤 議員、吉田 謙治 議員、藤本 浩二 議員 

 報告者：株式会社Ｔ．Ｉ．Ｅ 代表取締役 加藤康之 

     株式会社ソシオ エンジン・アソシエイツ 代表取締役社長 町野弘明 

 

議論（１）コーディネーターと配置と、AI・ビッグデータの活用による、適切なマッチン

グ機能の実装が求められる 

今後は、より専門的にこういう資格を取りたい、こういうことを勉強してこういう仕事に

就きたいという、強い意志を持っている人が、職業訓練に行きやすいのではないかと思わ

れる。これまでは趣味的な学びが多かったが、より実学的な学びを得ようという動きにな

っているように思われる。自分がどういうビジョンを持ったらいいかという講座が一番人

気になっているのは、今後どうしていったらいいかということで悩んでいる人が、まだ多

いという状況であると思われる。そういう意味では、新規の企業ニーズをハローワークな

どで取り、それを自治体が、ビッグデータとして持ち、一方で、地域の女性ニーズもあわ

せて持ち、復職希望女性に、これまでのキャリアや興味、特性などについて聞き、それに

適した学びを示唆してあげるという、学び直しのコンサルティングとして、一人一人に寄

り添っていくことが重要なのではないか。 

北九州市を視察した際にも、「相談機能」が最も重要だということであった。一般のマザー

ズハローワークでは、書類を提出するだけで相談機能がなく、交渉もしてくれない。北九

州市では、相談者が来たら、企業とやり取りする、交渉するということが、大きな特徴と

なっている。そういうわけで、一般のマザーズハローワークの就職率は 2 割だが、北九州

市では 5 割となっている。学びが必要な女性には県の職業訓練を紹介したりもしている。 

また、コーディネーターの経験だけでなく、AI、ビッグデータを入れ、瞬時に必要な情報

を提供してあげることも必要であると考える。悩みを聞いてあげたり、背中を押してあげ

たりするのはコーディネーターでもできるが、このあたりは AI を入れたほうがいいのでは

ないかと考える。AI を駆使してソフトをつくり、相談料を安くし、個々人に向いている仕

事や学びに瞬時にマッチングしてあげる。それを産官学で展開することが必要なのではな

いか。 

 

議論（２）株式会社 Waris の特徴について 

Waris は人材派遣会社である。ジャーナリスト、弁護士、会計士の 3 人で、5 年前に起業し
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た。もともとフロントラインで働いていて人事担当など企業とのネットワークがあったが、

さらに口コミでも広がっていった。また女性側についても創業者のネットワークもあり、

さらに口コミでも広がっている状況である。 

特徴は、業務の切り出しを行うところにあり、企業コンサルを行うことによって、足りな

いスペックを補うために、4 千人の会員の中から、適切な人をマッチングしている。もう一

つの特徴は、リモートワーク、プロジェクト型であることが挙げられる。専門的な知識を

持っていても、毎日、またはフルタイムで通える環境にないような人を企業とうまくマッ

チングするところが特徴である。これまでの人材派遣会社は一律でないとマッチングでき

ない形であったが、企業側にも女性側にもきめ細かいマッチングをはかっている。ここは

まだ一般の人材派遣会社では、成熟していないところである。 

 

議論（３）”ちょっと支援をすれば活躍してくれる若者が集まるまち”にするために 

ちょっと支援をすれば活躍してくれる若者が集まるまちにしたいと考えている。リカレン

ト教育も、ごくわずかな優秀な女性を対象とするのではなく、ちょっと支援すれば活躍し

てくれる女性の支援にしたいと考える。神戸は大企業もあるが、中小企業が多い。中小企

業でこういう人材が欲しいということがあれば、そこにリカレント教育をはめて人材の底

上げをすることができないかと考える。 

中小企業も人材不足にある。北九州の調査を見ると、意外にも、フルタイムではなくて、

週 3 日でもよいという結果になっている。きめ細かくマッチングすればもっと女性活躍を

推進することができる。体制や枠組みをつくり、そういう場づくりをすれば一気に女性活

躍が進むと思う。そのモデルを神戸でつくることができないか。 

出口支援、仕事づくりを本気になって行っていかないと、若い人がいなくなってしまう。

家の側に魅力的な仕事があって面倒をみてくれるということがないと、人口流出を止める

ことができない。そういう意味でも女性活躍は重要なポイントとなるので、これからも検

討していきたい。 

 

議論（４）北九州市の支援を参考に、神戸モデルを考える 

北九州では、ウーマンワークカフェというビルのワンフロアに相談コーナーをつくってい

る。マザーズハローワークと県の相談センターも入っており、託児所もある。それを市が

運営している。物理的な施設をつくることも重要であるし、ワンストップで、あそこに行

けば子どもを預けてじっくり相談することができる、という場所がある。こういう場所を

神戸でもつくることができないだろうか。 

女性活躍は厚生労働省、文部科学省、経済産業省が中心となって進められているが、ばら

ばらに政策が進められている。神戸市においてもおそらくそのような状況であると思われ

るが、男女共同参画、産業部署、福祉部署などの部署が連携し、ワンストップの支援サー

ビスをつくることが最初のトリガーになるのではないか。 
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北九州市のような取り組みをしている自治体はまだ他にないため、「女性活躍都市 神戸」

というような打ち出し方をするのは、タイミング的に良いのではないかと考える。 

 

議論（５）中小企業の事業承継も視野に入れた展開を 

事業を継承する後継ぎがいないということが問題となっている。M&A の事業継承に関する

マッチングを都道府県レベルで進めることにもなっている。女性活躍の問題も重要ではあ

るが、こちらについても検討していきたいと考えている。 

それについては、中小企業の事業承継についても、育児休暇中にまとまって学んで MBA を

取った女性をということも考えられるのではないか。 
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