２０１７年６月１６日
イ オ ン 株 式 会 社

女性活躍推進にむけ、千葉県の産・官・学の７団体リーダーが行動宣言

6 月 16 日「輝く女性の活躍を加速するちばのリーダーの会」を発足

イオン株式会社の岡田元也（取締役兼代表執行役社長 グループＣＥＯ）は、千葉県内の産・官・学
のリーダーとともに、下記の通り「輝く女性の活躍を加速するちばのリーダーの会」を発足しました。
この会は、千葉県における女性活躍推進の裾野を広げ、意欲・能力ある女性の積極登用を進めるため、
県内のリーダーが主導して社会的ムーブメントを起こし、それを地方創生につなげていくことを目的と
しており、株式会社千葉銀行が発起人となり発足するものです。
６月１６日の発足式には、発足賛同者の各団体のリーダーが集まり「行動宣言」の発表をしました。

記
1. 発足式開催日

2017 年 6 月 16 日（金）

2. 「輝く女性の活躍を加速するちばのリーダーの会」賛同者（順不同）
所属企業・団体名
千葉県
千葉市
国立大学法人 千葉大学
学校法人 千葉工業大学
株式会社千葉銀行
株式会社オリエンタルランド
イオン株式会社

役職名
知事
市長
学長
理事長
頭取
代表取締役社長兼ＣＯＯ
取締役兼代表執行役社長
グループＣＥＯ

賛同者名
森田 健作
熊谷 俊人
徳久 剛史
瀬戸熊 修
佐久間 英利 （発起人）
上西 京一郎
岡田 元也

3. 「輝く女性の活躍を加速するちばのリーダーの会」宣言(別紙ご参照)
今後もイオンは、絶えず革新し続ける企業集団として２０２０年女性管理職比率５０％の目標達成を
目指し、千葉県をはじめとしてさまざまな地域のリーダーと連携し多様な人材が活躍できる環境づく
りに努めてまいります。

以

上

＜イオンのダイバーシティ推進の取り組みのホームページ＞
http://www.aeon.info/diversity/

■千葉におけるイオンのダイバーシティ推進に関する取り組み■
①

「ちばイクボス同盟」への加盟
２０１５年１１月、千葉市長をはじめ同市内の企業や大学の代表※ と共同の「イクボス宣言」を行い、
多様な人材の活躍推進に取り組んでいます。

（※千葉市、千葉銀行、イオン株式会社、株式会社ウェザーニューズ、ＪＦＥスチール株式会社東日本
製鉄所（千葉地区）、国立大学法人千葉大学

順不同）

ニュースリリース：http://www.aeon.info/news/2015_2/pdf/151124R_2.pdf
② 「まくはりんぴっく」の開催
２０１６年９月、千葉市内の企業３社※で組成した「千葉キャリア開発コンソーシアム」。
企業文化の異なる３社で同年代の若手社員と交流を深め、柔軟な視点、広い視野、高い視座の習得を
図り、自社の枠組みに囚われない次代を担う社員の育成を目的とし、計２回開催。
（※イオン株式会社、日本アイ・ビー・エム株式会社、東日本電信電話株式会社 千葉事業部 順不同）

2

【ご参考】イオンの主なダイバーシティの取り組みについて
★“ダイ満足”の取り組み推進
イオンでは、
「ダイバーシティが生み出す「従業員・従業員の家族」
「お客さま」
「会社」の満足」を“ダイ満足”と表し、グループを
挙げてダイバーシティ経営の実現に向けて取り組んでいます。
“ダイ満足”サミット
グループ各社のダイバーシティ推進責任者・リーダーが
参加する“ダイ満足”サミットを２０１４年４月、約７０
社とともにキックオフしました。情報共有や新しい知識の
インプットを行う全体会議を年４回実施しています。
“ダイ満足”アワード
ダイバーシティ推進企業を表彰するグループ内で独自のアワードを年１回実施。グループ企業の優
れた取り組みを表彰してその実践方法を共有することにより、グループ企業の活動の推進力を高め
ています。
“ダイ満足”カレッジ
キャリアデザインコース（入社５年目の女性社員対象）
キャリアアップコース（管理職候補の女性社員対象）
マネジメントコース（現管理職対象）トップマネジメ
ントコース（女性役員候補対象）の４つのコースを開講。
ダイバーシティ経営実現に向けた人材の育成と啓蒙の
機会としてグループ各社が参加しています。マネジメ
ントコースの研修では、グループ会社のシネマ会場を
中継で結び開催しています。
★１６カ所の保育施設の設置
出産・育児にあたる従業員のスムーズな復職と､子育て従業員の活躍支援を目的に、事業所内保育
施設の設置を進めています。グループ企業の従業員に加えて、テナント従業員の方や地域の方もご
利用いただける施設として「イオンゆめみらい保育園」を全国に１４カ所に設置、一般の保育事業
施設との利用提携２カ所を含めイオンの事業所内保育施設は計１６カ所に拡大しています。
（２０１７年４月末時点）
原則として７時～２２時まで年中無休で運営し､従業員の多様な働き方を支援しています。

★約１,２０００人が「イクボス検定」合格
ダイバーシティ経営の実現には、
「イクボス」の育成を通じてワークライフバランスのとれた働き方
の実現と成果の創出が必要であると考え、「イクボス」育成を進めています。現在グループ企業
３９社が、特定非営利活動法人ファザーリング・ジャパン主宰の「イクボス企業同盟」に加盟し取
り組みを進めるほか、携帯電話を使いイオン独自の内容を盛り込んだ「イクボス検定」も実施して
います。現在約１２,０００人が、この検定の初級編に合格
しています。
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★主な表彰
・２０１５年２月２４日 マックスバリュ中部㈱
「平成２６年愛知県ファミリー・フレンドリー企業表彰」の「大手企業の部」で受賞
・２０１５年３月６日 イオン㈱
「２０１５ Ｊ-Ｗin ダイバーシティ・アワード」の「ベーシックアチーブメント大賞」を受賞
・２０１５年３月１８日 イオン㈱
経済産業省の「ダイバーシティ経営企業１００選」に選定

・２０１５年９月８日 イオンリテール㈱、アビリティーズジャスコ㈱、イオン㈱
「平成２７年度障害者雇用優良事業所等厚生労働大臣表彰」の「努力賞（独立行政法人高齢・障害・
求職者雇用支援機構理事長努力賞）
」を受賞
・２０１５年９月８日 アビリティーズジャスコ㈱
「平成２７年度障害者雇用優良事業所等厚生労働大臣表彰」の「優秀勤労障害者」を受賞
・２０１５年９月８日 イオンスーパーセンター㈱
「平成２７年度障害者雇用職場改善好事例」の「優秀賞（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支
援機構理事長賞）
」を受賞
・２０１５年１０月１日 ㈱山陽マルナカ
「平成２７年度“均等・両立推進企業表彰”
「均等推進企業部門 岡山労働局長優良賞」を受賞
・２０１５年１０月１９日 ㈱ダイエー
「イクボスアワード ２０１５」の「特別奨励賞」を役員が受賞
・２０１６年９月１３日 イオン琉球㈱
「沖縄県障害者雇用優良事業所・優秀勤労者表彰」優良事業所の部で、
「沖縄県知事賞」を受賞
・２０１６年１０月１６日 イオンビッグ㈱
第３回「ファザー・オブ・ザ・イヤーin みえ」の部門大賞をザ・ビッグエクストラ玉城店副店長
が受賞
・２０１６年１０月２６日 イオン㈱、トップバリュコレクション㈱
「ＰＲＩＤＥ指標」の「シルバー賞」をそれぞれ受賞。またイオン㈱の
ＬＧＢＴの取り組みがベストプラクティスに選出される
・２０１７年５月１９日 イオン㈱
日経ＷＯＭＡＮと日経ウーマノミクス・プロジェクトの共同調査「企業の女性活用度調査」に基
づく「女性が活躍する会社Ｂｅｓｔ１００ ２０１７」の「女性活躍推進度１位」受賞
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★「えるぼし」
、
「くるみん」認定の推進
「えるぼし」認定は、女性活躍推進法に基づき、５つの評価項目（
「採用」
「継続就業」
「労働時間等の働き方」
「管理職比率」
「多様なキャリアコース」
）
において、優良な取り組み実績が認められた企業に対して厚生労働大臣から
与えられるものです。現在のイオングループの認定企業は合計２３社
（３段階目、２段階目を含む）になります。
「プラチナくるみん」認定は、次世代法に基づき子育てサポート企業とされた
「くるみん」認定企業が更に高い水準の取り組みを実施し、一定基準を満たし
た場合に認定されるものです。イオンは２０１６年に「プラチナくるみん」
認定を受けました。
「くるみん」認定も合わせてグループで１５社が、認定を
受けています。
【女性活躍推進法に基づく認定企業一覧】

【次世代法に基づく認定企業一覧】
２０１７年４月末時点

「えるぼし」
（３段階目）
イオン㈱
イオンリテール㈱
イオン北海道㈱
イオン九州㈱
マックスバリュ九州㈱
㈱カスミ
イオンビッグ㈱
ミニストップ㈱
イオンモール㈱
㈱イオン銀行
イオンクレジットサービス㈱
イオン保険サービス㈱
クレアーズ日本㈱
イオンアイビス㈱
イオンマーケティング㈱

「プラチナくるみん」
イオン㈱
「くるみん」
イオンリテール㈱
イオン九州㈱
イオン琉球㈱
㈱サンデー
マックスバリュ中部㈱
マックスバリュ西日本㈱
イオンビッグ㈱
㈱カスミ
㈱ダイエー
オリジン東秀㈱
イオンモール㈱
イオンクレジットサービス㈱
イオングローバルＳＣＭ㈱
イオントップバリュ㈱
（合計１５社）

「えるぼし」
（２段階目）
マックスバリュ北海道㈱
マックスバリュ東海㈱
マックスバリュ西日本㈱
イオンプロダクトファイナンス㈱
㈱イオンファンタジー
㈱ツヴァイ
㈱ジーフット
タルボットジャパン㈱
（合計２３社）
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䛿䚸䛱䜀䛾ዪᛶά㌍䛻㛵䛩䜛⮬┠ᶆ䜢タᐃ䛧䚸㐩ᡂ䛻ྥ䛡䛯ྲྀ䜚⤌䜏䜢
䬖≧ἣ䜢
䜢ᐃᮇⓗ䛻ᢕᥱ䞉බ⾲䛧䚸ྲྀ䜚⤌䜏䜢⥅⥆ⓗ䛻ᨵၿ䛧䜎䛩䚹
䬖≧ἣ䜢ᐃᮇⓗ䛻ᢕᥱ䞉බ⾲䛧䚸ྲྀ䜚⤌䜏䜢⥅⥆ⓗ䛻ᨵၿ䛧䜎䛩䚹㻌

○ ⚾䛯䛱䛿䚸䛂ዪᛶ䛾ά㌍䛜䛱䜀䛻䛸䛳䛶䛔䛛䛻㔜せ䛛䛃䛸䛔䛖䛔䜢䚸⮬䜙䛾ゝⴥ䛷ᆅᇦ♫䛻
䛿䚸䛂ዪᛶ䛾ά㌍䛜䛱䜀䛻䛸䛳䛶䛔䛛䛻㔜せ䛛䛃䛸䛔䛖䛔䜢䚸⮬䜙䛾ゝⴥ䛷
Ⓨಙ䛧䜎䛩䚹㻌
Ⓨಙ䛧䜎
䜎䛩䚹
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䛾ព㆑ኚ
ኚ㠉䜢㐍䜑䜎䛩䚹
○ ⚾䛯䛱䛜㛵䛩䜛䛒䜙䜖䜛ᶵ䛻ዪᛶ䛜ཧຍ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢☜ㄆ䛧䚸䛭䛾㔜せᛶ䜢ッ䛘䛶䛔䛝䜎
⚾䛯䛱䛜
䛜㛵䛩䜛䛒䜙䜖䜛ᶵ䛻ዪᛶ䛜ཧຍ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢☜ㄆ䛧䚸䛭䛾㔜せᛶ䜢
䜛䛒
䛜ཧຍ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢
䛭䛾
ᛶ䜢ッ䛘䛶䛔䛝䜎
䛩䚹㻌
䛩䚹

⌧≧ࢆᡴ◚ࡍࡿ
○ ⚾䛯䛱䛿䚸✚ᴟⓗ䛻ேᮦ䜢Ⓨ᥀䛧䚸⬟ຊ䜢㛤Ⓨ䛧䚸Ⓩ⏝䛩䜛䛣䛸䛷䚸䛱䜀䛾ዪᛶ䛾ά㌍䜢ᨭ䛘
䛿䚸✚ᴟⓗ䛻ேᮦ䜢Ⓨ᥀䛧䚸⬟ຊ䜢㛤Ⓨ䛧䚸Ⓩ⏝䛩䜛䛣䛸䛷䚸䛱䜀䛾ዪᛶ䛾
䛶䛔䛝䜎䛩䚹䜎䛯䚸䛭䛾䛯䜑䛻⤌⧊䛾ព㆑ኚ㠉䜢ಁ䛧䜎䛩䚹㻌
䛶䛔䛝䜎
䜎䛩䚹䜎䛯䚸䛭䛾䛯䜑䛻⤌⧊䛾ព㆑ኚ㠉䜢ಁ䛧䜎䛩䚹
○ ⚾䛯䛱䛿䚸䛣䜜௨ୖᰂ㌾䛺ാ䛝᪉䛜䛷䛝䛺䛔䛾䛛䜢☜ㄆ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸ዪᛶ䛾ά㌍䜢㜼ᐖ
䛿䚸䛣䜜௨ୖᰂ㌾䛺ാ䛝᪉䛜䛷䛝䛺䛔䛾䛛䜢☜ㄆ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸ዪᛶ䛾ά
䛩䜛せᅉ䜢ྲྀ䜚㝖䛟䛸䛸䜒䛻䚸⏨ዪ䛾ാ䛝᪉䛾ኚ㠉䜢㐍䜑䜎䛩䚹㻌
䛩䜛せᅉ
ᅉ䜢ྲྀ䜚㝖䛟䛸䛸䜒䛻䚸⏨ዪ䛾ാ䛝᪉䛾ኚ㠉䜢㐍䜑䜎䛩䚹
○ ⚾䛯䛱䛿䚸ዪᛶ䛜䛥䜎䛦䜎䛺䝷䜲䝣䜲䝧䞁䝖䜢⤒䛺䛜䜙䜻䝱䝸䜰䜢⥅⥆䛧䛶䛔䜛䛛䝕䞊䝍䛷᳨ド䛧
䛿䚸ዪᛶ䛜䛥䜎䛦䜎䛺䝷䜲䝣䜲䝧䞁䝖䜢⤒䛺䛜䜙䜻䝱䝸䜰䜢⥅⥆䛧䛶䛔䜛䛛䝕䞊
䛺䛜䜙䚸ᡂ㛗䛾ᶵ䜢ィ⏬ⓗ䛻ᥦ౪䛧䚸ᨭ䜢⥆䛡䜎䛩䚹㻌
䛺䛜䜙䚸ᡂ
ᡂ㛗䛾ᶵ䜢ィ⏬ⓗ䛻ᥦ౪䛧䚸ᨭ䜢⥆䛡䜎䛩䚹
○ ⚾䛯䛱䛿䚸䛱䜀䛻ᗈ䛟ዪᛶ䛾ά㌍᥎㐍䛾㔜せᛶ䜢ఏ䛘䜛䛸ྠ䛻䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥䜢Ⓨ䛧䚸ዪ
䛿䚸䛱䜀䛻ᗈ䛟ዪᛶ䛾ά㌍᥎㐍䛾㔜せᛶ䜢ఏ䛘䜛䛸ྠ䛻䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥䜢
ᛶά㌍᥎㐍䛻✚ᴟⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䜘䛖ᆅᇦ♫䛻ാ䛝䛛䛡䜎䛩䚹㻌
ᛶά㌍᥎
᥎㐍䛻✚ᴟⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜐䜘䛖ᆅᇦ♫䛻ാ䛝䛛䛡䜎䛩䚹

ࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢࢆ㐍ࡵࡿ
○ ⚾䛯䛱䛿䚸㍤䛟ዪᛶ䛾ά㌍䜢ຍ㏿䛩䜛䛱䜀䛾䝸䞊䝎䞊䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢ᗈ䛢䚸ᡂຌ䜢ඹ᭷
䛿 ㍤䛟ዪᛶ䛾ά㌍䜢ຍ㏿䛩䜛䛱䜀䛾䝸䞊䝎䞊䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢ᗈ䛢 ᡂຌ
䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸⏘䞉ᐁ䞉Ꮫ䛭䜜䛮䜜䛾≉ᛶ䜢ά䛛䛧䛶㍤䛟ዪᛶ䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᵓ⠏䜢ᨭ䛧䚸㐃ᦠ
䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹㻌
䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹

ᖹᡂᖺ᭶᪥
ᖹᡂᖺ᭶᪥

