
ワンストップ窓口（ここシェルジュSAPPORO）

漠然と働きたいと考えていながらも、子どもの預け先など不安や悩みを持っていること
から就職活動に踏み切れない子育て中の女性を対象に、希望に合った働き方をサポート
する「ここシェルジュSAPPORO」を10/2にオープン。
専任のカウンセラーによる就労と保育の一体的な相談のほか、セミナーの開催や出張

相談、就職に向けた職場体験等を実施。

・子育て中の女性にとって、保育と就労は切っても切れない関係であるものの、当窓口
のように両者を一体的に相談できる窓口は少なく、政令市で初の取組となった。

・まだ開設して間もないため、相談実績は少ないが、この様な取組は非常に有益である
と利用者の声も多く挙がっている。

・窓口の開設場所は市内各所から来所しやすい札幌駅直結の公共施設内であるが、子育
て中の女性は特に、外出に制限があることから、出張相談を各区に拡大するなど、身
近な場所で相談できる体制づくりが急務であると認識している。

・子どもの預け先を確保できない女性向けに、育児をしながら在宅でできる働き方を
提案する。
▶在宅ワーク実践者によるセミナーを開催し、在宅ワークの種類やメリット・デメ
リット、働く上での 注意点について説明。

▶将来の就労に向けて、ブランク解消やスキルアップを図ることが目的。
▶本格的に在宅ワークに取り組みたい女性には、男女共同参画センター４階に設置
している、「女性のためのコワーキングスペース リラコワ」との連携により支
援を行う。

・出張相談先の拡大を図り、働きたい気持ちを持つ子育て中の女性へ向けて、積極的
に働きかける。

・キャリアカウンセラーによる相談の対象を、子育て中の女性のみならず、結婚・出
産後も就労を望む女性にも拡大。

女性の希望をかなえる！≪女性への支援≫①

■女性の多様な働き方支援窓口運営事業

事業概要

取組実績（H31.２.28現在）

取組に対する評価及び課題

今後の方向性

愛称は、H29年度に設置された「札幌市
女性職員プロジェクトチーム」メンバーから
募集、メンバー間の投票により決定。
▶「心（こころ）＋コンシェルジュ」
▶「ここから始める女性を応援！」
▶「コンシェルジュの様な窓口」
となるようにと希望を付けて名付けたもの。

女性の活躍推進に係る主な取組 【資料1-1】

・仕事や保育に関する相談件数：252件
・セミナー参加者数：計207名
・出張相談：子育て支援総合センターでの相談：6件（5回開催）

北区保健センターでの相談：4件（5回開催）



女性の希望をかなえる！≪女性への支援≫②

子育て環境の充実
■保育士等支援

事業概要

取組実績

・「保育士・保育所支援センター（さぽ笑み）」の体制強化（相談員の増）
・市内保育士資格保有者全員を対象に、復職や離職などに関する状況把握を目的に、実態調
査を実施。

（調査期間：８/20～31 回収数：3,820、回収率：31.7％）
・高校生保育職場体験事業の対象校拡大や、合同面接・施設説明会の回数増
・潜在保育士を対象とした「保育所見学バスツアー」の新規開催

取組に対する評価及び課題

・高校生保育職場体験事業などといった既存事業の拡充については、参加者の増
加に繋がっている。また、保育所見学バスツアーといった新規事業については、
新たな潜在保育士の復職支援の契機となっていると考えているところ。

・保育士実態調査について、結果の分析を進め新たな取組等の検討を行っていく。

今後の方向性

・保育士実態調査の結果分析を進め、新たな人材確保策の検討を行うとともに、
「保育士・保育所支援センター（さぽ笑み）」での求職と求人のマッチング
に繋げる。

・実態調査の回答者のうち希望された方に対し、ハローワーク等との共催事業
である合同面接会や、職場復帰セミナー等の案内を直接送付するなど、様々
なアプローチを行うことによって、潜在保育士の掘り起こし等に繋げていく。

■子育て援助活動支援
事業概要 会員制度による子どもの日常的な預かり支援及び病児・病後児や緊急時の預か

り支援を行う。

取組実績

・別々の場所で、事前の会員登録が必要
であった「子サポ」「緊サポ」「病後
児デイ」※について、10/1より北・東・
白石のこそだてインフォメーションで
一元的な登録手続を開始。子育て中の
市民であれば、居住地は不問。

・緊サポの病児・病後児預かりに関する
助成の仕組を、補助金の事後申請から
利用料金の減免に変更し、補助の対象
期間を延長。（3日間→7日間）

取組に対する評価及び課題

・10/1のスタートから1カ月間で約200世帯
の方が登録説明会に参加。参加者からは
「従前よりも非常に手間が減って便利にな
った」という声をいただいている。

・北・東・白石以外にお住まいの方も説明会
に参加しているが、居住区での実施を望む
声もあり、今後の拡大に向けた準備を進め
ている。

今後の方向性

・利用者の目線に立ち、利便性を向上させるた
め、事前登録一元化窓口の拡大について検討。

変更前 ＜子サポ＞
月１回の区別説明会

＜緊サポ＞
市内一か所※１で手続き

＜病後児デイサービス＞
施設に持参または郵送

（３つの制度を利用する場合）
▶各事業それぞれで手続きが必要
▶手続き場所やタイミングも限定的

※１…NPO法人北海道子育て支援ワーカーズ
※２…10月1日以降も各事業所での申し込みは継続（ただし、各事業所では当該事業の申し込みのみ）

変更後

【北・東・白石】３つ同時に登録可能！

＜子サポ＞
＜緊サポ＞
＜病後児デイサービス＞

（３つの制度を利用する場合)
▶新たに3ヶ所で登録手続きが可能※２
▶登録機会が拡大（毎日手続きが可能）
▶３つのサービスの手続きを1回で

女性の活躍推進に係る主な取組

潜在保育士の復職支援や保育所等の求人と求職者とのマッチング等を行う「保育士・保育所支
援センター（さぽ笑み）」の運営や、合同面接会、高校生保育職場体験事業等により、潜在保育
士の掘り起こしや就業継続支援、次世代の育成といった３つの観点で保育人材の確保を行う。

※子サポ：さっぽろ子育てサポートセンター事業 緊サポ：札幌市こども緊急サポートネットワーク事業 病後児デイ：病後児デイサービス事業



働きやすい企業を広げる！≪企業の環境整備≫①

企業に対するノウハウ支援

札幌商工会議所と連携し、女性が活躍できる環境整備に向けて取り組む中小企業と社労士等専
門家をマッチングのうえ、コンサルティング支援を実施。
コンサルティング支援については、取組過程を事例集にまとめ、市内企業へ広く波及させる。
また、女性の就労継続を目的とした女性社員向けセミナーや企業向け集合セミナー等を実施。

・女性活躍に向けた働き方改革ロールモデルづくりについては、市内企業に広く
波及させるために、H30年度取り組んでいない業種に着手し、企業向けセミ
ナーにおいて、H30年度本事業で作成した事例集を用い、市内中小企業に特に
参考となる働き方改革を紹介する。

・企業向けの取組は、女性の活躍推進のみならず、男性の働き方改革など一歩踏
み込んだ支援を実施する。

・若年女性向けイベントについて、男女共同参画課で実施しているさっぽろ女性
応援festaと連携するなど、実施方法や周知方法を工夫して実施する。

・参加企業の業種については多岐にわたっており、コンサルティング支援もそれぞれの業界の抱
える問題を解決するための方策を示す内容とするべく概ね順調に進めてきた。

・本市の企業の働き方改革に向けたマニュアルともいえる事例集となることが期待される。

・札幌商工会議所の協力を得て、市内企業19,000社にリーフレットを送付するなど、周知に
力を入れたにも関わらず、募集10社に対して、申し込みも10社と少なかったことが最大の
課題。

・市内企業に関心を持ってもらうための広報を積極的に行うことが必要であると認識している。

■女性社員の活躍応援事業
事業概要

取組実績（H31.3.5現在）

取組に対する評価及び課題

今後の方向性

女性の活躍推進に係る主な取組

7月24日に選考会を開催、飲食・IT・製造・運送など、様々な業種の10社を選定。
8月より専門家派遣によるコンサルティング支援を行っており、検証会を11月６日に実施。
そこでの商工会議所や国等からの助言を活かし、１月末まで支援を実施した。

3月5日に開催した改善モデル事例報告会に、93名（73社）が参加したところ。
報告会では、４社による事例紹介のほか、参加企業向けの無料相談会を実施した。



働きやすい企業を広げる！≪企業の環境整備≫②

■男女が共に活躍できる職場づくり応援事業

平成20年度から実施していた従来のワーク・ライフ・バランス認証制度に、女性の活躍推進に関する要素を
追加した、ワーク・ライフ・バランスplus企業認証制度を創設し、無料の推進アドバイザー派遣等を実施。

STEP１以
上

認証マークの使用 印刷物やウェブページに認証マークを掲載できる
求人票への記載 市内ハローワークの求人票の備考欄にW・L・Bplus企業であることを表示できる
札幌市との契約上の優遇 札幌市競争入札参加資格者名簿に登録のある認証企業は、札幌市の工事契約上の優遇制度を設置

STEP２以
上

育児休業等助成金 初めて育児休業を取得した従業員がいる認証企業など、一定の条件を満たした場合に助成金を支給

融資制度 認証を取得した中小企業は、札幌市中小企業融資制度の「札幌みらい資金」を利用可能

■テレワーク・業務管理システム普及促進

従来のテレワーク導入に関する補助に加え、業務管理システム導入に関
する補助を追加。
▶テレワーク導入補助：12件（8月末に予算額到達）
▶業務管理システム導入補助：８件（7月末に予算額到達）
※ともに申請額が予算額に到達したことにより、公募を終了。

・今年度の早い時点で補助金申請額が予算額に到達し、本事業が企業等に必要とされていると考えら
れること、また、テレワークを導入してる企業の割合が2年前の3.3％から5.9％へ増加しているこ
とから、一定の成果を得られたものと認識している。

・一方で、全国でテレワークを導入している企業の割合は13.9％と大きな差があり、経費補助を行う
だけでは、この差を埋めることが困難であると考える。

・これまでは、左記のとおり企業に対し経費の補助による支援を実施し、一定の成果を得られたとこ
ろである。

・しかし、テレワーク等の一層の普及促進のために、雇用者側のみならず、被雇用者側にもテレワー
ク等について知ってもらう必要性があることから、今後は企業の成功事例紹介に加え、市民の皆さ
んがテレワーク等について正しく理解していただけるような取組を強化していく。

取組企業に対する支援の充実

事業概要

取組実績

取組に対する評価及び課題

今後の方向性

事業概要

市内中小企業にテレワーク及び業務管理システム導入に係る補助を実施し、
補助を行った企業へヒアリングを行い、導入事例集を作成、周知を行う。

取組実績（H31.2.28現在）

▶認証企業数は293件（STEP１:142件、STEP２:55件、STEP３:96件） ▶推進アドバイザー派遣件数は35件
▶H30.10.30に厚生労働省と共催で企業セミナーを実施、22名が参加。
第2回企業セミナーを３月18日に開催予定

認証企業へのインセンティブ

取組に対する評価及び課題

今後の方向性

・現在までの認証企業数は293件。従来制度の認証を取
得していた企業777社から新制度に移行した企業が
231社、新規に取得した企業が62社であり、それぞれ
着実に件数が伸びている。

・推進アドバイザーの派遣対象を、認証を取得していな
い企業にも拡大して、派遣件数が増加した。

・更なる社会への波及のため、より一層制度の周知を図
る必要性がある。

・セミナーの開催や推進アドバイザーの派遣等のほか、
企業を対象とした庁内の他事業とも連携して、企業
における認証制度の周知と取組の促進を図る。

・さっぽろ女性活応援festaなどの啓発事業により市民
理解の促進に努め、企業が認証制度を利用しやすい
環境づくりを進める。

女性の活躍推進に係る主な取組

ロゴマークデザイン作
成：澤口優七さん
（札幌市立大学
デザイン学部）



市民や企業が支え合う！≪社会の意識改革≫①

社会の意識改革

女性が希望をかなえられる社会を目指し、札幌市の女性を取
り巻く環境の実情や、様々な活躍の形を共有することに加え、
女性に限らず、男性や企業、学生などが様々な立場から課題解
決の方向性や方策を見出す場として、官民協働のフォーラム等
を開催する。

■さっぽろ女性活躍・働き方改革応援事業

【若者向けイベント】
将来の担い手である若年層に向け、「SAPPOROライフデザ
インカフェ」と称し、９月から１０月に、各世代に合わせた
テーマで、将来のライフプランやキャリアプランについて考
えるきっかけを創出。

▶大学生向けイベント（参加者：31名）
ゲストスピーカーに、お笑いコンビのオクラホマの2人を

迎え、就職に対する漠然とした不安や悩みを解消し、将来の
キャリアやライフプラン、自分らしい働き方について考えて
もらうことを目的として開催。

≪参加者の声≫
「初めて会った人と、新鮮な環境で話し合うことで、普段では考えな
いことを議論できた」「いろんなジャンルの学生と話せて良かった」
など

▶高校生向けイベント（参加者：14名）
ゲストスピーカーに、ビリギャルモデルの小林さやか氏、

札幌新陽高校校長の荒井優氏を迎え、将来について考えるこ
とに対して不安になりすぎずに、自分らしく進路や将来を決
められるヒントを得られる場となることを目的に開催。

≪参加者の声≫
「色々な考え方を知ることができて、世界が広がった気がする」「そ
ういう考え方もあるんだと思うばかりで、良い機会になった。」など

▶若手社員向けイベント（参加者：47名）
ゲストスピーカーに、タレントの木村愛里氏、レバンガ北海

道の折茂武彦氏を迎え、就職して間もない、若手の社員が、仕
事を続けていく上で日々感じている困難や悩みを共有し、
「壁」を乗り越えるヒントを得られる場となることを目的に開
催。

≪参加者の声≫
「他の会社の方と関わる機会が今までなかったのでとても貴重な時間を
過ごせた」「普段社内では話すことのできないことも話せた」など

▶子育て世代向けイベント（参加者：27名）
ゲストスピーカーに、ライフスタイルプロデューサーの村上

萌氏を迎え、子育てに奮闘しているなかで抱える悩みや不安を
共有して、自分らしい子育ての方法や、自分がやりたいことを
叶えるヒントを得られる場となることを目的に開催。

≪参加者の声≫
「同じ境遇の方々と話ができ、気持ちが少し楽に、視野が広まった」
「同じグループの方の、“ムリしない”という言葉に気持ちが楽になっ
た」など

取組実績

事業概要

女性の活躍推進に係る主な取組



市民や企業が支え合う！≪社会の意識改革≫②

【さっぽろ女性応援festa】
男女問わず、幅広い市民が参加できるように、仕事や子育て、就活な
ど、９つのテーマからなるフォーラムを１１月２２日、２３日に開催。
2日間で延べ293名が参加。

・若者向けイベント、festaともにアンケート結果によると参加者の満足度
が高いことが伺える。

・展示パネルの出展等を企業に働きかけることで、官民一体の取組を促進
することができた。

・若者向けイベント、festaともに、男性の参加率が低い。
・多様な参加者集客のため、平日と休日で開催したが、平日昼間は企業関
係者はなかなか参加が難しく、集客に難航した。

・社会への波及を進めるためには、官民の連携をより強固にしていく必要
性がある。

女性が働きやすい社会は、男性も
働きやすい社会であり、女性活躍
推進を波及するためには、男性へ
の更なる意識啓発が必須。

▶festa等イベントの男性参加率向
上とともに、男性の意識啓発が
進むような事業を検討。

社会の意識改革

取組に対する評価及び課題 今後の方向性

女性の活躍推進に係る主な取組

1日目開催

▲市長挨拶 ▲北海道なでしこ応援企業表彰

▲小嶋美代子氏（株式会社アワ
シャーレ）による全体セミナー

▲分科会（1日目は、キャリア
継続や若手社員向けなど、４
つの分科会を開催）

▲WLBplus認証企業や、北海道なでし
こ応援表彰企業など、有志14社が自社
の取り組みを紹介するパネル展示

▲森崎博之氏（TEAM
NACS）による全体セミナー

▲ランチ＆交流タイム

◀分科会（２日目は、
子育て世代向け、再
就職、大学生向け、
セクハラなど５つの
分科会を開催）

1日目参加者：計144名

1日目、2日目共通実施

4つの相談窓口を開設！

【札幌市実施】
▶ここシェルジュSAPPORO

▶女性のためのコワーキングスペース リラコワ
【北海道実施】

▶北海道女性の活躍支援センター
▶マザーズ・キャリアカフェ

２日目開催

2日目参加者：計149名
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