
What’s コムズ？
COMMON（共通の）、COMMUNICATION（コミュニ
ケーション）、COMPANION（仲間）の接頭語「COM-（コ
ム）」は“共に”という意味です。これを複数形にすることにより、
男女を問わず多数の人が集う場所を表現しています。「+S」
は男女みんな（複数）の平等とプラス思考、プラスαなど、知り
学び、創造し、伝えていく、前向きな姿勢を表現しています。
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輪 つ な げ よ う
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松山市男女共同参画推進センター

所 在 地 〒790-0003
愛媛県松山市三番町6丁目4-20

開館時間 火～土曜日 9：00～21：00
日・祝 9：00～17：30

URL http://www.coms.or.jp
E-mail coms@coms.or.jp

TEL 089-943-5777
FAX 089-943-0460

（コムズ）
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毎週月曜日
（祝日に当たる場合はその翌日）
年末年始（12月29日～1月3日）

・電車「JR松山駅前」→「南堀端」下車
 （電車5分＋徒歩5分）
・徒歩20分

JR松山駅から

・徒歩10分
松山市駅から 駐車場に限りがありますので

公共交通機関をご利用ください

休
館
日

交
　
　通

コムズ相談室のご案内

相談無料。秘密は厳守しますのでご安心ください。

女性のための
　　　電話・面接相談

男性のための電話・面接相談
性の心理相談員が相談をお受けします。男性が抱えている悩み
や不安、心配事、家族や職場の問題、自分の生き方など、お気軽

にご相談ください。

電話相談・面接相談とも1回30分。予約制。
相談日時：毎月 第2水曜日・第4土曜日　8時30分～20時30分
　　　　    　＊但し、月により変更の場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

予約・相談電話：089（943）5777
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意識をカイカク。男女でサンカク。
社会をヘンカク。
佐川印刷株式会社 代表取締役 佐川正純さん インタビュー

女性もリーダーとして活躍できる！
和気公民館 館長 芳之内淑子さん インタビュー

相談日時：毎月 第１土曜日・第３水曜日
　　　　  10時～16時・1回50分・予約制
予約・相談電話：089（943）5770

電話相談：1回30分
面接相談：1回50分・予約制
相談日時：火・水・金・土曜日　10時～20時
　　　　　日曜日・祝日　　   10時～16時
予約・相談電話：089（943）5770

託児付面接相談
談室を利用したくても、子どもが一緒だ
と無理かしら？と思っている女性に、ぜ

ひご利用していただきたいサービスです。安心
できる保育者にお
子さんを預けて育
児不安、人間関係、
夫婦問題など、どん
なことでもお気軽
にご相談ください。

の悩みはそれぞれ違います。コムズ相談
室では、その人の気持ちをありのままに受

けとめ、その人が家族や地域、社会の中で孤立す
ることなく自分らしく生きていけるように解決方
法を一緒に探っていくお手伝いをしています。まず
はお気軽にお電話ください。

託児室の様子

夫婦関係で
悩んでいる

パートナーからの
暴力（DV）に悩んでいる

人間関係が
うまくいかない

子どもとの関係が
しっくりこない

介護に疲れて…
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年間スケジュール コムズでは、男性も女性もともにいきいき  と暮らすことのできる社会づくりをめざして、さまざまな事業を行っています。

平成28年度平成28年度 年間テーマ

事　業

コムズフェスティバル

講座 ・ セミナー

映画上映会

講師派遣

市民活動支援事業

まどんな応援企業宣言
認証制度

まつやま
ファミリー ・ 

サポート ・ センター

コムズフェスティバル どなたでも

どなたでも

どなたでも

女　性

男　性

親　子

シニア

学　生

企　業

市民グループ

市民グループ

提供会員のみ

企業・市民グループ

講座 ・ セミナー

映画上映会

講師派遣

市民活動支援事業

まどんな応援企業宣言
認証制度

まつやま
ファミリー ・ 

サポート ・ センター

対　象 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

提供会員に
なりたい方
新規登録のための

初級講習会

（レベルアップ講習会）

育児

介護

つ な げ よ う  ひ ろ げ よ う  男 女 共 同 参 画 の 輪

市民企画分科会・
イベント 公募説明会

7/2
土

サイボウズ株式会社 青野慶久さん講演会
「チームのことだけ、考えた。～女性も男性も輝く  社会へ～」

8/26
金

コムズ仕事塾PART3～明日のトビラをひらけ～10月中旬～11月上旬

働く女性向け講座11月上旬～下旬

男性対象講座11月中旬～下旬

人材養成講座「これからの
幸せを考えてみませんか」
　　　　　　　  （全4回）

7/6水・7/13水・
7/20水・7/27水

コムズ登録団体イベント
「コムズde遊ぼう」

1/22
日

第18回
コムズフェスティバル

1/28土
1/29日

安全・安心なセカンドライフを
おくろう！（全3回）

9月初旬
～下旬

公開審査会8/下旬

親子でトライ！ 「ママとサイエンス」8月20土

1回目（育児）7/1金

コムズ白熱教室201611月下旬～12月中旬

市民グループ向け講座10月中旬～下旬

映画上  映会＆ミニトーク
★上映  作品「日本一幸せな従業員をつくる！」6/25土

企画  募集

次世代ワークスタイル事業（愛媛県法人会連合会委託）

随時受付中（予定数に達した時点で受付終了）

募集開始（6/1～）  募集締切（7/31）  選考会（8月）  サポート開始（9/1～）

助成金申請　随時受付中（予定数に達した時点で受付終了）

「こころと体の健康」講座

映画上映会＆ミニトーク

報告会

4回目（介護）

ＤＶ関連講座

6/14火・15水  ・16木・17金・22水23木 11/15（火）・16（水）・17（木）・18（金）・22（火）・25（金）

6/21火・22水  ・23 木 11/22火・24木・25金

2回目（育児）8/4木 3回目（介護）9/14水 4回目（育児）10/6木 5回目（育児介護共通）10/12水

◆コムズの事業案内はコムズホームペー
ジ、館内のポスター・チラシ、「広報まつ
やま」などに掲載しております。

◆日程が入っていない事業につきましては
開催時期が変更になる場合もあります。

松山市コムズ 検 索

写真1

写真2

写真3

第18回
コムズフェスティバル

写真1

コムズ白熱教室
写真3

親子でトライ！
「ママとサイエンス」

写真2

託児について託児について
講座等を受講される方を対象に
託児サービスを設けています。

要申込

対象 1歳～就学前
料金 子ども1人につき200円

コムズフェスティバル
映画祭・シネマ＆トーク
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INTERVIEW

Q
A

意 識をカ イカク。
男 女でサンカク。
社 会をヘンカク。

意 識をカ イカク。
男 女でサンカク。
社 会をヘンカク。

　毎年６月23日～29日は「男女共同参画週
間」です。
　今年度は、「旧来の労働慣行や意識を変
え、女性も男性も多様な暮らしや働き方が可
能な社会を作る」をテーマにキャッチフレー
ズが募集され、応募総数3,299点の中から

「意識をカイカク。男女でサンカク。社会をヘ
ンカク。」が最優秀作品に選ばれました。

企 業 で 意 識
を カ イ カ ク

　平成17年度に「均等推進企業表彰」愛媛労働局長奨励賞を受賞し、平成27年
度には、愛媛労働局長優良賞を受賞した佐川印刷株式会社。コムズの「まどんな
応援企業」としても認証されました。男女ともに働きやすい職場づくりに取り組み
続けてきた代表取締役 佐川正純さんにインタビューしました。

　先代の社長は実力主義で、能力のある社員を登用してきたのですが、私が平成12年に社長になってから
は、それに加え、今でいうダイバーシティ、社員それぞれの良いところを見て、お互いがお互いを尊重し合
えるような職場づくりをめざすという経営理念を立てました。

ポジティブ・アクションの取り組み

　その後、平成16年に「ポジティブ・アクション※」という言
葉に出会い、その評価基準、例えば「すべての部署に女性
がいるか」「女性の管理職はいるか」「営業車はすべてオー
トマチック車が導入されているか」などで自社を診断した
時、できていないことに気がついたのです。それまで、男
性ばかりの会議があったり採用時に女性試験官がいな
かったりすることに全く違和感なくやってきたので、あっ、
これかと。お互いを尊重し合える職場づくりをしてきたつ
もりが、実はできていないことに気がついたのです。

インタビューを終えて
　ご自分の意識と実態のギャップ
に気づいたことをきっかけに、女性
の活躍推進に本気で取り組んでき
た佐川社長。「経営者は、自分の価
値観を固定化せず、いろいろなも
のを見て、社員にとってこちらのほ
うがいいのではと思うことを勉強
し吸収し実現する必要がある」と
いう言葉もとても印象的でした。

※ポジティブ・アクション（積極的改善措置）
　　 様々な分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を改善するた

め、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、活動に参画する機
会を積極的に提供するものであり、個々の状況に応じて実施していくもの。

・印刷工場のハンドリフト設置

・営業車社用車へのオートマチック車導入

・配送担当者の設置

・採用選考時の女性による面接

・採用応募者への取り組みの説明

・ 「均等・両立推進企業表彰」愛媛労働局長優良賞（均等推進企業部門）
・ 次世代認定マーク（くるみんマーク）取得
・ 愛媛県「女性活躍推進優良企業等（えひめの女性が輝く『ひめリット』事業所）」表彰

公開講座 「チームのことだけ、考えた。～女性も男性も輝く社会へ～」

サイボウズ株式会社 代表取締役社長講 師

青野  慶久さん

日 時

（「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」メンバー）

8月26日（金）13時30分～15時

会 場 松山市男女共同参画推進センター・コムズ
5階大会議室

コムズは「女性の活躍推進」をさらに支援！コムズは「女性の活躍推進」をさらに支援！
公開講座を開催！ （下欄をご覧ください）

申込方法は、広報まつやま7月15日号に掲載予定
まどんな応援企業も募集中！
応募方法は、コムズホームページをご覧ください。1 2

佐川  正純さん佐川印刷株式会社 代表取締役

企業としての受賞歴（平成２7年度）

能力主義 プラス 多様性のある組織づくりへ

意識と実態のギャップへの気づき

　子どもがいる社員は学校行事やＰＴＡの会合
などに参加します。親の介護をする時期もありま
す。誰しもに仕事ができなくなるリスクがあるし
活躍できるチャンスがあります。同じ女性でも違
うし、男性でも違います。だから性別という属性
で決めるのではなく、社員それぞれの事情に向
き合い、問題があったら、できるだけ解決する方
向で考えています。
　しかし、周りの社員にも影響がでるので、それ
も社員の協力があってこそ。そういう意味で、職
場の風土がとても大事だと考えています。

社員一人ひとりの事情に向き合う
　例えば女性社員が妊娠して休む時に「あの人がい
なくなったらどうするんだ。仕事が倍になる」という風
土だと、いくら社内規則を作ってもうまくいきません。
社員みんなが「元気な子どもを産んで、早く復帰して
ね」と心から思える職場風土であることが大事なので
はないでしょうか。

風土があれば、ルールはいらない

ずいぶん早くから、男女ともに働きやすい職場づくりに取り組まれていますが、
意識して取り組むようになったきっかけはありますか？

Q
A 　社員全体の中での仕事の平準化、単位時間当たりの労働生

産性が向上し、付加価値の創出がなされ、労働時間が短くなり
休みが増えることを実現できればと思います。
　これは風土づくりや施策だけでは難しく、製品開発や新規事業、
付加価値の高いビジネスへの移行などが必要になってきます。
　つまり社員の働きやすさとビジネスの成功は、車の両輪なん
ですね。どちらかだけでは、車はまっすぐ前を向いて走りませ
ん。ですから、このバランスがかみ合って、前に進んでいくこと
が大切だと思います。

目標は、社員の幸せと会社の繁栄

目標の実現にむけて、壁となっていることはありますか？

女性に対する障壁の除去

SAKAWAなでしこ連 （女性管理職と管理職候補生による活動）

（平成16年当時）

◎プロフィール
1971年生まれ。愛媛県今治市出身。
大阪大学工学部情報システム工学科卒業後、
松下電工（現 パナソニック）を経て、
1997年8月愛媛県松山市でサイボウズを設立。
2005年4月代表取締役社長に就任（現任）。
社内のワークスタイル変革を推進し離職率を
6分の1に低減するとともに、
3児の父として3度の育児休暇を取得。
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INTERVIEW

　人口の過半数を占める女性たちが、能力をそれぞ
れが望む形で発揮できるようになれば、日本は、もっ
ともっとしなやかに豊かになれる！
　そこで、和気公民館館長として「安全・安心・笑
顔を和気よう！」をスローガンにまちづくりを進めてお
られる芳之内淑子さんにインタビューしました。

平成  ４年　民生児童委員 就任。
平成15年　和気公民館 館長補佐就任。
平成17年　和気公民館 館長就任。現在に至る。

芳之内 淑子さん

和気公民館 館長

プロフィール

　当時、女性は手伝いをする立場だと思っていたので、女性がリーダーを務めるとは想像だにしておらず、非常に
驚きました。2年間、館長補佐を経験後、館長に就任しましたが、1期目はあいさつをさせていただくのが関の山で、
まずは状況把握に努めた期間でした。
　2期目は勝負の時と考えました。女性が館長であることを打ち出そうと、前任者の仕事を引き継ぎつつ、スクラッ
プ＆ビルドをしながら、きめ細かい繊細なところを盛り込むよう心がけました。
　そして3期目は結果を出すことを意識し、次から次へと自分の色を出していき、地域の皆さんに女性でも館長職
が務まることを理解してもらえた時期だったと思います。

突然、館長職の話が！

　学んだ情報は自分だけが持つのではなく、公民館の分館長さん、小中学校の校長先生、幼稚園・保育園の園長先生、
民生委員さんなどに配布し、「私はこの取り組みをしたい」と訴えていきます。企画した人間、旗を振る人間がその
必要性を説かないといけません。必要性を説かないとわかってもらえないからです。初めは抵抗されますよ。でもそ
こであきらめてはいけない。夜明け前は暗いものですよ。

説得する力

　独居高齢者訪問事業では、内宮中学校・北中学校が
分団ごとに生徒の行き先を決め、町内会長さんや民生
委員さんとともに、その町の子どもたちが訪問するので、

「顔の見える防犯」になります。
　子どもたちの笑顔、これがとても喜ばれ、子どもたち
も役に立てることがうれしいし、今まで登下校で見守っ
てくれた恩返しもできるという気持ちもあります。子ど
もたちが生き生きと活動している姿に、保護者や中学
校の協力体制もさらに深まりました。

信頼と信用を得る力女 性 も
リ ー ダ ー と し て
活 躍 で き る ！

　研修に行った、講演を聞いた、聞いてメモをと
るだけというのが一番もったいないです。学んだ
ことをこの和気の地で活用できないかと、いつも考えています。
　例えば、防犯と孤独死防止のための独居高齢者訪問事業で
は、西警察署での研修資料に東京でのフォーラムの報告があ
り、そこに高齢者を個別訪問しているという事例がありました。
また昨年、文部科学省の課長の「これからは学校が地域に出
向いて協力をする体制が必要」という講話を聞きました。
　これらのすでに実施しているさまざまな取り組みの情報を得
て、5のつく日にパトロール隊が定期的に校区を回っている・民生委員さんも積極的に活動している・和気地区の
スローガンは北中学校の生徒が考えてくれている等を組み合わせ、中学生とともに、スローガンを印刷したタオルを
独居高齢者に配りながら安否確認をしていくとどうだろうと考えたのです。

研修での学びを形にする企画力

インタビューを終えて
　平成28年4月14日に発生した熊本地震の翌
日に予定されていた独居高齢者訪問事業では、
急きょ保存食のビスケットも手渡すことにした芳
之内館長。発想力と行動力をかけあわせて新規
事業を立ち上げることに加え、その時その時の
状況に臨機応変に対応していく姿に、リーダーと
して必要な資質を学ばせていただきました。

さまざまな分野における
「指導的地位」に女性が占める割合
さまざまな分野における

「指導的地位」に女性が占める割合
　女性は人口の過半数、労働力人口の４割余りを占め、政治、経済、教育などさまざまな分野で活動しています。
しかし、どの分野においても政策・方針決定過程への女性の参画は低調であり、大きな課題となっています。
　今、女性が能力を発揮できる環境づくり、制度設計が求められています。

（備考）　１．内閣府男女共同参画局「第4次男女共同参画基本計画」「男女共同参画白書 平成27年版」より一部情報を更新。
　　　　２．原則として平成27年値。ただし*は平成26年値。

訪問時に渡された
メッセージ付きのティッシュ

カード入れ
＊初等中等教育機関

  の教頭以上

市町村における
本庁課長相当職

＊民間企業における
  課長相当職

自治会長

市区長

0 5 10 15 20（％）

教育

行政

雇用

地域

政治

15.2％

14.5％

9.2％

4.9％

2.1％

地域における実践事例

スローガンを
印刷したタオル

2030
にい       まる       さん        まる

2020年に指導的地位に占める
女性の割合を30％に！

国の目標

　さまざまな事業に取り組んできましたが、無理はして
いません。無理すると続かないですし、ほころびが出ま
す。洋服も自分のサイズに合ったものだと、手が楽に
動かせ肩もこらないように。
　今、求められていることを見極め、いろんなことのス
テーションの役割を果たす公民館となるよう、これから
も「笑顔になれる和気づくり」に取り組んでいきます。

自然体で
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What’s コムズ？
COMMON（共通の）、COMMUNICATION（コミュニ
ケーション）、COMPANION（仲間）の接頭語「COM-（コ
ム）」は“共に”という意味です。これを複数形にすることにより、
男女を問わず多数の人が集う場所を表現しています。「+S」
は男女みんな（複数）の平等とプラス思考、プラスαなど、知り
学び、創造し、伝えていく、前向きな姿勢を表現しています。

P.2～3 平成28年度
年間スケジュール

P.8 コムズ相談室
のご案内

Vol.56 2016
JUNE

輪 つ な げ よ う
 ひ ろ げ よ う  男 女 共 同 参 画 の

社会をヘン
カク。ヘンカク社会をヘン
カク。男女でサ

ンカク。サンカク男女でサ
ンカク。

意識をカ
イカク。カイカク意識をカ
イカク。

松山市男女共同参画推進センター

所 在 地 〒790-0003
愛媛県松山市三番町6丁目4-20

開館時間 火～土曜日 9：00～21：00
日・祝 9：00～17：30

URL http://www.coms.or.jp
E-mail coms@coms.or.jp

TEL 089-943-5777
FAX 089-943-0460

（コムズ）

情報誌「コムズ」Vol.56 情報誌「コムズ」Vol.56　編集・発行 （公財）松山市男女共同参画推進財団

毎週月曜日
（祝日に当たる場合はその翌日）
年末年始（12月29日～1月3日）

・電車「JR松山駅前」→「南堀端」下車
 （電車5分＋徒歩5分）
・徒歩20分

JR松山駅から

・徒歩10分
松山市駅から 駐車場に限りがありますので

公共交通機関をご利用ください

休
館
日

交
　
　通

コムズ相談室のご案内

相談無料。秘密は厳守しますのでご安心ください。

女性のための
　　　電話・面接相談

男性のための電話・面接相談
性の心理相談員が相談をお受けします。男性が抱えている悩み
や不安、心配事、家族や職場の問題、自分の生き方など、お気軽

にご相談ください。

電話相談・面接相談とも1回30分。予約制。
相談日時：毎月 第2水曜日・第4土曜日　8時30分～20時30分
　　　　    　＊但し、月により変更の場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

予約・相談電話：089（943）5777

県庁

南堀端

コンビニ

GS

R56 市駅

銀行

愛
媛
新
聞
社

市
役
所

Ｊ
Ｒ
松
山
駅

三番町通三番町通

特集1
P.4～5

特集2
P.6～7

意識をカイカク。男女でサンカク。
社会をヘンカク。
佐川印刷株式会社 代表取締役 佐川正純さん インタビュー

女性もリーダーとして活躍できる！
和気公民館 館長 芳之内淑子さん インタビュー

相談日時：毎月 第１土曜日・第３水曜日
　　　　  10時～16時・1回50分・予約制
予約・相談電話：089（943）5770

電話相談：1回30分
面接相談：1回50分・予約制
相談日時：火・水・金・土曜日　10時～20時
　　　　　日曜日・祝日　　   10時～16時
予約・相談電話：089（943）5770

託児付面接相談
談室を利用したくても、子どもが一緒だ
と無理かしら？と思っている女性に、ぜ

ひご利用していただきたいサービスです。安心
できる保育者にお
子さんを預けて育
児不安、人間関係、
夫婦問題など、どん
なことでもお気軽
にご相談ください。

の悩みはそれぞれ違います。コムズ相談
室では、その人の気持ちをありのままに受

けとめ、その人が家族や地域、社会の中で孤立す
ることなく自分らしく生きていけるように解決方
法を一緒に探っていくお手伝いをしています。まず
はお気軽にお電話ください。

託児室の様子

夫婦関係で
悩んでいる

パートナーからの
暴力（DV）に悩んでいる

人間関係が
うまくいかない

子どもとの関係が
しっくりこない

介護に疲れて…
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