
「私が、リーダーになる！？」

女性管理職に関するアンケート

2012年11月

株式会社アヴァンティ

avanti働く女性研究所事務局

アヴァンティ女性視点研究報告vol.21



1

avanti働く女性研究所

登録メンバーに対するインターネット調査

【【【【調査概要調査概要調査概要調査概要】】】】

２２２２．．．．調査方法調査方法調査方法調査方法

1.管理職以上の役職につく女性
2.一般職の女性

３３３３．．．．調査対象調査対象調査対象調査対象

平成24年10月22日～11月20日

４４４４．．．．調査期間調査期間調査期間調査期間

98サンプル（一般職65名、管理職以上33名）

５５５５．．．．調査規模調査規模調査規模調査規模

avanti働く女性研究所

１１１１．．．．調査調査調査調査データデータデータデータ

未婚 46.6%

既婚 43.2%

経験有 10.2%

100%

正社員 79.5% 経営者 4.5%

契約社員 6.8% パート･アルバイト 6.9%

派遣社員 2.3% その他 0.0%

100%

20歳～24歳 2.3% 40歳～44歳 12.5%

25歳～29歳 21.6% 45歳～49歳 14.8%

30歳～34歳 21.6% 50歳以上 8.0%

35歳～39歳 17.0% 100%（無回答2.3%）

世界的に見てもまだまだ低い、日本の企業における女性管理職の割合。女性管理職がいまだ少ない理由は、日本企業の風土

にあるのか、はたまた女性たち自身の意識にあるのか･･･？そこで今回は「女性管理職」に関する女性の意識を探りました。
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●年齢 ●未既婚 ●雇用形態

【【【【回答者属性回答者属性回答者属性回答者属性】】】】



建設業 3.4%

製造業 6.8%

情報通信業 13.6%

運輸業 3.4%

卸売・小売業 5.7%

金融・保険業 1.1%

不動産業 0%

飲食店・宿泊業 0%

医療・福祉業 9.1%

教育・学習支援業 3.4%

サービス業 33.0%

官公庁・公共団体 12.5%

その他 8.0%

100%

●勤務先の業種

10人未満
13.6%

10～30人未満
35.2%

30～50人未満
10.4%

50～100人未満
6.8%

100～300人未満
4.5%

300人以上
29.5%

100%

●従業員数

事務 42.0% 専門職 23.9%

営業 5.7% 管理職 15.9%

販売 3.4% その他 6.8%

接客 2.3% 100%

●職種

【【【【回答者属性回答者属性回答者属性回答者属性】】】】
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※今回のアンケート調査・レポートにおける「管理職」とは、社長、副社長、専務、取締役、部長、次長、課長、店長、

マネージャーなど、社員・部下を指揮し、組織の運営にあたる管理職以上の役職を指しています。



いいえ

はい

経験あり

3

Q1Q1Q1Q1．．．．あなたはあなたはあなたはあなたは現在現在現在現在、、、、管理職以上管理職以上管理職以上管理職以上のののの役職役職役職役職についていますかについていますかについていますかについていますか？？？？
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回答者のうち、女性管理職は3割にとどまる

今回のアンケート調査の回答者のうち、管理職以上の役職についている人

は約3割。半数以上は、一般職の女性たちだった。

3.4％

65.9％

30.7％

n=98

一般職の女性

の回答結果は

P4へ

管理職以上の

女性の回答結

果はP9へ



いる

いない

4

Q2Q2Q2Q2．．．．職場に女性管理職の人はいますか？
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約70％の一般職女性が、職場に女性管理職が「いる」と回答。意外と女性管理職がいる人

が多い様子。ただし、女性管理職の人数はといえば、「1人」が約40％、「2～4人」が約35％

と、職場職場職場職場のののの女性管理職女性管理職女性管理職女性管理職のののの人数人数人数人数がががが5555人未満人未満人未満人未満がががが約約約約75757575％％％％にものぼるにものぼるにものぼるにものぼる。。。。職場に女性管理職はいるも

のの、その人数はごくわずか。管理職と一般職、意外と接点のないのが現状か？

n=65

一般職女性･･･近くて遠い？女性管理職の存在

＜一般職の人へ＞

1人

2～4人

5～9人

10人以上

Q3Q3Q3Q3．．．． Q2で「はい」と回答した人へ･･･

職場に、女性管理職は何人いますか？

67.2％

32.8％

n=65

41.0％

17.9％

35.9％

5.1％



そう思う

どちらかというとそう思う

どちらかというとそう思わない

そう思わない

分からない
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約6割もの女性たちが、昇進には消極的

Q4Q4Q4Q4．．．．あなたも管理職として昇進・昇格したいと思いますか？

「そう思う」「どちらかというとそう思う」という管理職に昇進したい人は約30％。一方、「ど

ちらかというとそう思わない」「そう思わない」という管理職管理職管理職管理職へのへのへのへの昇進昇進昇進昇進にににに消極的消極的消極的消極的なななな人人人人はははは約約約約

60606060％％％％。昇進にはあまり前向きでない人のほうが多いという現状がみられた。

n=65
6.9％

19.0％

32.8％
10.3％

29.3％

昇進したい人

の理由はP8へ

昇進したくない

人の理由はP6へ



私にはあんなにたくさんの

仕事仕事仕事仕事はこなせそうにないはこなせそうにないはこなせそうにないはこなせそうにない。

（24歳・官公庁公共団体）

私私私私にはにはにはには無理無理無理無理そうそうそうそう。

（27歳・サービス業）

管理職になるよりも専門専門専門専門

分野分野分野分野をををを極極極極めるほうにめるほうにめるほうにめるほうに魅力魅力魅力魅力

を感じる。（46歳・製造業）

責任責任責任責任のののの重重重重いいいい立場立場立場立場にはにはにはには

耐耐耐耐えられなさそうえられなさそうえられなさそうえられなさそう。（25

歳・官公庁公共団体）

人人人人のののの上上上上にたつことににたつことににたつことににたつことに魅力魅力魅力魅力をををを感感感感じじじじ

ないないないない。（42歳・教育学習支援業）

子子子子どもがいるどもがいるどもがいるどもがいる、、、、共働共働共働共働きのきのきのきの状状状状

態態態態でででで、、、、これこれこれこれ以上責任以上責任以上責任以上責任のののの重重重重いいいい

仕事仕事仕事仕事はははは無理無理無理無理だと思うので。

（30歳・サービス業）
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自信がない、私には無理･･･だから昇進には消極的

Q5Q5Q5Q5．．．．Q4の理由を教えてください

「自信や能力がないと思う」「私には無理」といった意見が、特に20代に目立った。また、

「家庭との両立が難しいのではないか」「管理職･昇進への興味がない」などの意見も。

n=65

昇進に消極派

決断力、問題解決能

力など、自分には

まったくまったくまったくまったく自信自信自信自信がないがないがないがない

ので。どうすればそ

ういった力をつける

ことができるのか、こ

のまま勤続していれ

ば自分自分自分自分もそうなれるもそうなれるもそうなれるもそうなれる

とはとはとはとは到底思到底思到底思到底思えないえないえないえない。。。。

（29歳・サービス業）

結婚して、家庭を持ちたいという思い

はある。中間管理職の女性の先輩た

ちは皆独身。私私私私はそうはなりたくないはそうはなりたくないはそうはなりたくないはそうはなりたくない。。。。

（26歳・マスコミ業）

決断力決断力決断力決断力がないがないがないがないため。 サポー

トする側にまわりたいため。

（26歳・卸売・小売業）

現在現在現在現在のののの会社会社会社会社ではではではでは女性女性女性女性のののの昇進昇進昇進昇進がありがありがありがあり

えないえないえないえないから。（37歳・情報通信業）
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しかし、年齢が上がるほど、昇進意欲にも変化が

Q4Q4Q4Q4「「「「管理職管理職管理職管理職にににに昇進昇進昇進昇進・・・・昇格昇格昇格昇格したいですかしたいですかしたいですかしたいですか」」」」とととと「「「「年齢年齢年齢年齢」」」」ををををクロスクロスクロスクロス集計集計集計集計でででで分析分析分析分析
n=65

「20～24歳」では、昇進したくない人が100％、「25～29歳」では約89％。「30～34歳」では、約60％。

「35～39歳」では、昇進したい人が約33％、したくない人が約44％

「40～44歳」では、昇進したい人が50％、したくない人が約33％。

「45～49歳」では、昇進したい人が50％、したくない人が50％。

20代～30代前半では、管理職昇進に対する抵抗が強いが、年齢が上がるにつれ徐々に抵抗感は減少。30代

後半では意見が分散。そして、40代以上になると昇進積極派と消極派のどちらかに明確に分かれる、という傾

向がみられる。年齢が上がるにつれて、昇進への意欲が上昇していることが判明。

女性管理職に昇進・昇格したいですか？

年齢 そう思う どちらかというとそう思う どちらかというとそう思わない そう思わない 分からない

20～24歳 0.0% 0.0% 33.3% 66.7% 0.0%

25～29歳 11.1% 0.0% 44.4% 44.4% 0.0%

30～34歳 16.7% 16.7% 33.3% 25.0% 8.3%

35～39歳 11.1% 22.2% 33.3% 11.1% 22.2%

40～44歳 50.0% 0.0% 0.0% 33.3% 16.7%

45～49歳 33.3% 16.7% 0.0% 50.0% 0.0%

50歳以上 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0%

無回答 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%



やりがいがありそうやりがいがありそうやりがいがありそうやりがいがありそうだから。

社会的社会的社会的社会的にもにもにもにも貢献貢献貢献貢献できそうできそうできそうできそうだか

ら。（42歳・情報通信業）

年収年収年収年収がががが上上上上がるがるがるがるし、大大大大きなきなきなきな仕仕仕仕

事事事事もできるもできるもできるもできるし、発言力もある

し、社会への影響力が高ま

る。（26歳・情報通信業）

自分自分自分自分のののの成長成長成長成長につながるかにつながるかにつながるかにつながるか

らららら。。。。何でも挑戦してみたい。

（30歳・サービス業）

やる気と能力があれ

ば、男女男女男女男女のののの区別区別区別区別なくなくなくなく

昇進昇進昇進昇進するべきするべきするべきするべき。。。。

（49歳・サービス業）何事もやるからには目標を持ち、

上上上上をををを目指目指目指目指したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っているっているっているっているか

ら。（37歳・情報通信業）

会社が生き残るために、

男女男女男女男女にににに関関関関わらずわらずわらずわらず優秀優秀優秀優秀なななな

人材人材人材人材のののの活躍活躍活躍活躍がががが必要必要必要必要だと

思うので、女性も管理職

にチャレンジするのがい

いと思うため。また、仕

事のマネジメントは楽し

そうだと思うため。（29

歳・製造業）

男女平等な世の中なら、当当当当

然男性然男性然男性然男性とととと同同同同じじじじ責任責任責任責任をををを女性女性女性女性もももも

負負負負うべきうべきうべきうべきだと思うからです。

（30歳・旅行業）
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成長・やりがい・会社へ貢献･･･だから昇進したい！

Q5Q5Q5Q5．．．．Q4の理由を教えてください

「成長・やりがい・上を目指したい」「昇進に男女は関係ない」「女性として

の自分の意見や能力を会社に役立てたい」といった、昇進に前向きで積

極的な意見が、特に30代以上の女性たちに多くみられた。

n=65

昇進に積極派

私の職場は管理職がすべて男性と

いうところです。リーダー的な女性職

員はいるが管理者はいません。女女女女

性性性性ならではのならではのならではのならではの細細細細やかなところまでやかなところまでやかなところまでやかなところまで気気気気

がつくがつくがつくがつく目線目線目線目線でででで職場職場職場職場をををを変変変変えていきたいえていきたいえていきたいえていきたい。。。。

（51歳・医療・福祉業）
男性管理職男性管理職男性管理職男性管理職よりよりよりよりマネジメントマネジメントマネジメントマネジメントでででで

きるきるきるきる自信自信自信自信があるがあるがあるがある（48歳・製造業）

今の職場では独身の女性しか管理

職についていないので、既婚であ

る自分が管理職になって、前例を

変えたい。また、自分自分自分自分のののの意見意見意見意見でででで会会会会

社社社社のののの労働環境労働環境労働環境労働環境をよりよくしたいをよりよくしたいをよりよくしたいをよりよくしたいと、

思うから。（36歳・卸売・小売業）



20代

30代

40代

無回答

9

Q2Q2Q2Q2．．．．初めて管理職以上に就いた年齢は？
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管理職に昇進した年齢は、30代が約45％と最多。ついで40代が約27％。管理職昇進

の転機を迎えるのは、やはり30代以上が多いが、一方で20代での昇進も約20％と少

数ではあるが、存在はしている。

また、経験年数は「1～5年未満」が約43％と半数近くを占めた。

n=33

昇進は30代・経験は5年未満

＜＜＜＜管理職以上管理職以上管理職以上管理職以上のののの人人人人へへへへ＞＞＞＞

Q3Q3Q3Q3．．．．管理職の経験年数は何年ですか？

43.3％

n=65

23.3％

26.7％

6.7％

1～5年未満

5～10年未満

10年以上

無回答

43.3％

23.3％

26.7％

6.7％
n=33



勤務時間が減った

会社や上司から高い評価を得られる機会が増えた

仕事の効率がアップした

勤務時間が増えた

リーダーシップを発揮できるようになった

仕事にやりがいや面白みが増した

社内の人材育成を手がけられるようになった

収入が上がった

決裁権が増え、自分でできる仕事が増えた

責任や役割の重い仕事が増えた
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大きく変わったのは、責任・決裁権・収入

Q4Q4Q4Q4．．．．管理職に昇進・昇格して、一般職だった頃と比べて具体的に変わったことや得られた

スキルはありますか？（複数回答可）
n=33

24

21

20

16

15

14

9

6

トップトップトップトップ3333はははは「「「「責任責任責任責任やややや役割役割役割役割のののの重重重重いいいい仕事仕事仕事仕事がががが増増増増えたえたえたえた」、「」、「」、「」、「決裁権決裁権決裁権決裁権がががが増増増増ええええ、、、、自分自分自分自分でできるでできるでできるでできる仕事仕事仕事仕事がががが増増増増えたえたえたえた」、「」、「」、「」、「収入収入収入収入がががが上上上上

がったがったがったがった」」」」との結果に。責任と決裁権など、管理職ならではの変化を実感している人が多い様子。一方で、「仕

事の効率がアップした」「会社や上司から高い評価を得られる機会が増えた」の項目は低く、管理職の悩み

や戸惑いが、このあたりに隠れているのかもしれない。

6



業界、マーケットにおける成果

他部署との連携、協力

部署の管理＆マネジメント

ビジョン・企画立案力

戦略的思考

問題解決能力

業務遂行能力

社内コミュニケーション能力

マネジメント能力

リーダーシップ

部下の育成

自分が必要だと思うもの

会社から求められているもの
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会社から求められる以上に、がんばっています！

Q5Q5Q5Q5．．．．会社側から、管理職であるあなたに求められているものは何だと思いますか？

Q6Q6Q6Q6．．．．あなた自身が管理職に必要だと思うものは何だと思いますか？（複数回答可）
n=33

24

「マネジメント能力」「問題解決能力」「ビジョン・企画立案力」「部署の管理＆マネジメント」については、会社側が

自分に求めているだろうと考える以上に、自分自身が管理職として必要だという認識が高かった。一方で「業務

遂行能力」については、会社側から求められているかもしれないが、自身の意識はあまり高くない、という結果に。

25

21

22

19

24

19

19

19

14

17

21

15

17

14

20

14

18

13

16

11

12



そう思う

どちらかというとそう思う

どちらかというとそう思わない

そう思わない

分からない
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約8割もの女性管理職が「昇進してよかった！」

Q7Q7Q7Q7．．．．管理職に昇進・昇格してよかったと思いますか？

「そう思う」「どちらかというとそう思う」という「「「「昇進昇進昇進昇進・・・・昇格昇格昇格昇格してよかったしてよかったしてよかったしてよかった」」」」人人人人はははは過半数過半数過半数過半数をををを超超超超ええええ

るるるる約約約約83838383％。％。％。％。一方、「どちらかというとそう思わない」「そう思わない」という「「「「昇進昇進昇進昇進してよかっしてよかっしてよかっしてよかっ

たとはたとはたとはたとは思思思思わないわないわないわない」」」」人人人人はわずかはわずかはわずかはわずか10101010％％％％にとどまったにとどまったにとどまったにとどまった。実際に管理職へ昇進している女性たち

のほとんどが、昇進に対して肯定的な意見を持っていると判明。

n=33

6.7％

53.3％

30.0％

3.3％

6.7％

その理由はP14へ



自分より年上の男性部下がいて、

対応が難しかった（46歳・課長）

求められるものと、自分

の能力や技術の足りな

さのギャップに悩むこと

も。 （48歳・取締役）

部下の仕事を把握する

こと。他部門との連携。

（39歳・課長）

プライベートとの両立。次の目標を

見つける難しさ。（32歳・部長）

部下と接する時間が短くな

り、教育指導が行き届か

ない。（42歳・課長）

上司・部下との板挟みにな

る事。（36歳・看護師長）
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上司・部下との関係、他部署との連携･･･悩みは多い

QQQQ8888．．．．管理職に昇進・昇格してから、難しいなと感じることや悩みはありますか？

「上司や部下との関係」「他部門との連携の難しさ」など管理職になって感

じる悩みも多い。また「男性管理職・男性社員との軋轢」「プライベートとの

両立」など、“女性”だからこその悩みも。

n=33

他部署との連携。部署ごとに事業内容が異なるため、それぞ

れの部門の知識や、理解が必要だった。人材管理の管理職

になったばかりの頃は、自分よりキャリアが長い部下がいた

ためやりづらい点があった。（52歳・課長）

昔ながらの男性管理職

の中には考えが古い人

も多く、「 女性だから」と

男性と接するときと態

度が違うことも。（37歳・

係長）

いつも売上が心配で、気が休まらない。

誰よりも情報に敏感にならなくてはと思

いアンテナを張っているので、脳がパン

パンな感じで疲れます。（49歳・取締役）

仕事を家に持ち込まないといけな

い状況が度々あり、当時はオンと

オフの切り替えがうまくコントロー

ルできなくなった、という経験があ

ります。 （44歳・看護師長）



自己成長はもちろんで

すが、部下部下部下部下のののの成長成長成長成長・・・・成成成成

功功功功をををを自分自分自分自分ごとのようにごとのようにごとのようにごとのように

誰誰誰誰よりもよりもよりもよりも喜喜喜喜べるからべるからべるからべるから。。。。

幸幸幸幸せがせがせがせが2倍倍倍倍になったになったになったになった気気気気

がするがするがするがする。。。。（32歳・サービ

ス業・部長）

決裁権限決裁権限決裁権限決裁権限のののの幅幅幅幅がががが

広広広広がるがるがるがる。。。。情報量情報量情報量情報量

やややや質質質質がががが広広広広がるがるがるがる。。。。モモモモ

チベーションチベーションチベーションチベーションがあがあがあがあ

がるがるがるがる。。。。（48歳・その

他業種・係長）

世間の対応が

違う。交際範囲

が広くなった。

視点視点視点視点がががが変変変変わりわりわりわり、、、、

井井井井のののの中中中中のののの蛙蛙蛙蛙かかかか

らららら抜抜抜抜けけけけ出出出出せたせたせたせた。。。。

（49歳・情報通

信業・取締役）

管理職管理職管理職管理職になってみないとわからなになってみないとわからなになってみないとわからなになってみないとわからな

いいいい仕事仕事仕事仕事のののの見見見見ええええ方方方方、、、、面白味面白味面白味面白味、、、、醍醐味醍醐味醍醐味醍醐味

があるがあるがあるがあると思います。責任も増えま

すが、その分やりがいも増えます。

（38歳・製造業・課長）

すべてにおいてやりがいすべてにおいてやりがいすべてにおいてやりがいすべてにおいてやりがいを感じ、仕事、

プライベートを含め、何事にも前向前向前向前向きにきにきにきに

取取取取りりりり組組組組めるようにめるようにめるようにめるようになった。 周りの見る目

が変わり、同時に責任を背負う事によ

り、自分自分自分自分がががが日日日日々々々々成長成長成長成長しているしているしているしていると感じられ

る。（45歳・サービス業・専務）

自分の意見が反映されるこ

と、職場職場職場職場のためにのためにのためにのために企画企画企画企画がでがでがでがで

きることにやりがいをきることにやりがいをきることにやりがいをきることにやりがいを感感感感じるじるじるじる。。。。

収入収入収入収入もももも上上上上がったがったがったがった。。。。（？歳・医

療・福祉業・看護師長）
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けれど、管理職ならではのやりがい、成長がある！

QQQQ9999．．．．Q7の理由を教えてください

「やりがい」「管理職ならではの面白み・視野の広がり」「部下の成長」など、

管理職ならではの喜びが多く聞かれた。また「自分を成長させるチャン

ス」だと捉えている人も多かった。

n=33

自分の本来の性格は、リーダーには向いていないか

もしれません。どちらかというと言われたことをこなす

方が向いていると思う。 ただ、自分自分自分自分もももも成長成長成長成長できるできるできるできるチャチャチャチャ

ンスンスンスンスとととと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。リーダーリーダーリーダーリーダーとしてのとしてのとしてのとしての自覚自覚自覚自覚もやっとでもやっとでもやっとでもやっとで

てきたばかりてきたばかりてきたばかりてきたばかり。。。。これからこれからこれからこれから頑張頑張頑張頑張りたいりたいりたいりたい。。。。（39歳・サービス

業・課長）

自分自分自分自分をををを成長成長成長成長させるさせるさせるさせるチャンスチャンスチャンスチャンスをもらっ

た気がする。（48歳・取締役）



＜＜＜＜一般職一般職一般職一般職のののの女性女性女性女性＞＞＞＞

◆◆◆◆職場職場職場職場にににに「「「「女性管理職女性管理職女性管理職女性管理職」」」」がいるのはがいるのはがいるのはがいるのは約約約約7777割割割割。。。。だがだがだがだが、、、、そのそのそのその人数人数人数人数はははは5555人未満人未満人未満人未満がががが約約約約8888割割割割。。。。

約70％の一般職女性が職場に女性管理職は「いる」一方で、その人数は「5人未満」が約75％にものぼる。一般職

の女性たちにとって「「「「女性管理職女性管理職女性管理職女性管理職」」」」はははは職場職場職場職場にはいるけれどにはいるけれどにはいるけれどにはいるけれど、、、、人数人数人数人数がががが少少少少ないためないためないためないため、、、、あまりあまりあまりあまり身近身近身近身近にににに接接接接するするするする機会機会機会機会がががが少少少少ないないないない

存在存在存在存在なのかもしれないなのかもしれないなのかもしれないなのかもしれない。。。。

◆◆◆◆管理職管理職管理職管理職へのへのへのへの昇進昇進昇進昇進、、、、消極派消極派消極派消極派がががが約約約約6666割割割割。。。。ただしただしただしただし、、、、年齢年齢年齢年齢がががが上上上上がるにつれてがるにつれてがるにつれてがるにつれて昇進意欲昇進意欲昇進意欲昇進意欲ももももアップアップアップアップ。。。。

管理職管理職管理職管理職へのへのへのへの昇進昇進昇進昇進にににに消極的消極的消極的消極的なななな人人人人のほうがのほうがのほうがのほうが多多多多いのがいのがいのがいのが現状現状現状現状。。。。特に20代～30代前半では、管理職昇進に対する抵抗が強い。

年齢が上がるにつれ徐々に抵抗感は減少し、30代後半では意見が分散するが、40代以上になると昇進積極派も半

数ほどに伸びるという結果に。勤続年数や仕事の経験が、昇進への意欲を高めているのかもしれない。

◆◆◆◆昇進昇進昇進昇進へへへへ消極的消極的消極的消極的なななな人人人人がががが多多多多いのはいのはいのはいのは「「「「自分自分自分自分にはにはにはには無理無理無理無理」「」「」「」「家庭家庭家庭家庭とととと両立両立両立両立できないのではできないのではできないのではできないのでは？」？」？」？」などなどなどなど、、、、管管管管

理職理職理職理職へのへのへのへのマイナスイメージマイナスイメージマイナスイメージマイナスイメージがががが先行先行先行先行しているからしているからしているからしているから？？？？

昇進へ消極的な理由に多く挙げられたのが「「「「自信自信自信自信やややや能力能力能力能力がないとがないとがないとがないと思思思思うううう」「」「」「」「私私私私にはにはにはには無理無理無理無理」」」」といったといったといったといった「「「「自分自分自分自分」」」」にににに対対対対するするするする

意見意見意見意見。。。。またまたまたまた「「「「家庭家庭家庭家庭とのとのとのとの両立両立両立両立がががが難難難難しいのではないかしいのではないかしいのではないかしいのではないか」」」」といったといったといったといった意見意見意見意見も見られた。これらは、一般職の女性たちの身近

に、実際に管理職として働く女性としてのロールモデルがいないため、管理職に対するマイナスイメージが先行し、

昇進に対するハードルが高くなっているのではないかと読み取れる。

◆◆◆◆昇進昇進昇進昇進したいしたいしたいしたい人人人人からはからはからはからは、、、、前向前向前向前向きできできできで積極的積極的積極的積極的なななな意見意見意見意見がたくさんがたくさんがたくさんがたくさん！！！！

「「「「成長成長成長成長・・・・やりがいやりがいやりがいやりがい・・・・上上上上をををを目指目指目指目指したいしたいしたいしたい」「」「」「」「昇進昇進昇進昇進にににに男女男女男女男女はははは関係関係関係関係ないないないない」「」「」「」「女性女性女性女性としてのとしてのとしてのとしての自分自分自分自分のののの意見意見意見意見やややや能力能力能力能力をををを会社会社会社会社にににに役立役立役立役立てててて

たいたいたいたい」」」」など、管理職への昇進に意欲的な女性たちからは、仕事に対する前向きで積極的な意見が多数出ていた。こ

こから読み取れるように、成長したいという気持ちや仕事への意欲が高い女性たちが、管理職へのマイナスイメー

ジを払拭し、戸惑うことなく昇進を目指して進めるための環境整備が必要なのかもしれない。
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【総括】一般職女性が思う「管理職」って･･･



＜＜＜＜管理職以上管理職以上管理職以上管理職以上のののの女性女性女性女性＞＞＞＞

◆◆◆◆管理職管理職管理職管理職へのへのへのへの昇進昇進昇進昇進はははは「「「「30303030代代代代」」」」・・・・経験年数経験年数経験年数経験年数はははは「「「「5555年未満年未満年未満年未満」」」」がががが、、、、約半数約半数約半数約半数。。。。

管理職昇進の転機を迎えるのは、やはり30代以上が多いよう。また、経験年数は「1～5年未満」が多く、管理職と

しての経験はまだ浅い人が多い様子。

◆◆◆◆管理職管理職管理職管理職になってになってになってになって変変変変わったのはわったのはわったのはわったのは、、、、責任責任責任責任、、、、決裁権決裁権決裁権決裁権、、、、収入収入収入収入。。。。

責任の重さや決裁権が増えたことなど、管理職ならではの変化を実感している人が多く、また制度面では、収入が

上がったという変化がある様子。

◆◆◆◆「「「「部下部下部下部下のののの育成育成育成育成」」」」はもちろんはもちろんはもちろんはもちろん、「、「、「、「マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント・・・・問題解決問題解決問題解決問題解決・・・・企画立案企画立案企画立案企画立案・・・・部署部署部署部署のののの管理管理管理管理」」」」にににに重重重重きききき

をををを置置置置きききき、、、、日日日日々々々々がんばるがんばるがんばるがんばる姿姿姿姿がががが垣間見垣間見垣間見垣間見えるえるえるえる。。。。

女性管理職の「会社側から求められているもの」と「あなた自身が必要だと思うもの」とのギャップを比較してみ

ると、「部下の育成」という点では会社と自身の考えは合致していた。一方、「「「「マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント能力能力能力能力」「」「」「」「問題解決能問題解決能問題解決能問題解決能

力力力力」「」「」「」「ビジョンビジョンビジョンビジョン・・・・企画立案力企画立案力企画立案力企画立案力」「」「」「」「部署部署部署部署のののの管理管理管理管理＆＆＆＆マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント」」」」についてはについてはについてはについては、、、、会社側会社側会社側会社側がががが求求求求めるめるめるめる以上以上以上以上にににに自分自身自分自身自分自身自分自身がががが管理管理管理管理

職職職職としてとしてとしてとして必要必要必要必要だとだとだとだと感感感感じじじじ、、、、そのようにそのようにそのようにそのように振振振振るるるる舞舞舞舞おうとしているおうとしているおうとしているおうとしている女性管理職女性管理職女性管理職女性管理職たちたちたちたちの意識が見て取れる。

◆◆◆◆昇進昇進昇進昇進してよかったしてよかったしてよかったしてよかった人人人人はははは、、、、なんとなんとなんとなんと約約約約8888割割割割！！！！やりがいやりがいやりがいやりがい・・・・楽楽楽楽しさしさしさしさ、、、、自己成長自己成長自己成長自己成長にもつながるにもつながるにもつながるにもつながる。。。。

約約約約8888割割割割ものものものもの女性管理職女性管理職女性管理職女性管理職がががが「「「「昇進昇進昇進昇進してよかったしてよかったしてよかったしてよかった」」」」とととと、、、、昇進昇進昇進昇進にににに対対対対してしてしてして肯定的肯定的肯定的肯定的な意見を持っていることが判明。「やりが

い」「管理職ならではの面白み・視野の広がり」「部下の成長」など、管理職ならではの喜びが多いことがその理

由だった。また、「自分を成長させるチャンス」だという回答も多かった。

これら女性管理職たちの前向きな意見が、先述の「管理職は自分には無理」という一般職女性たちに届けば、管理

職にチャレンジしてみてもいいと思える女性が増えるかもしれない。女性管理職が少ない一因は「身近に女性管理

職のロールモデルがいないこと」。管理職の女性たちのイキイキと仕事を楽しむ姿をロールモデルとして今以上に

広めていくことで、管理職に対するマイナスイメージを少しでも変えていく必要があるだろう。
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【総括】女性管理職の現実とは･･･



本件本件本件本件にににに関関関関するするするするおおおお問合問合問合問合せはせはせはせは、、、、

株式会社株式会社株式会社株式会社アヴァンティアヴァンティアヴァンティアヴァンティ までまでまでまで

E-mail ：：：： labo@e-avanti.com
TEL ：：：： 092-724-3226 

一般職の女性たちは、ロールモデルとなる管理職の女性が少ないため

に「私もこうなりたい」という理想像を描けず、昇進へ躊躇しているの

が現状のようだ。しかし、実際に管理職以上の役職に就いた女性たちは

「管理職になってよかった」と強く実感している。

国・県レベルでは、女性リーダーを増やす取組みが始まるなど「女性

管理職の増加」への気運が高まっている。だが、私たちの職場や意識レ

ベルでは、その気運がいまだ浸透していないのが現状のようだ。まずは、

女性管理職たちのイキイキとした姿に光をあて、一般職女性たちへ身近

にロールモデルがいると示すことが昇進への意欲を高めるきっかけとな

るはず。また、一般職と管理職以上の女性たちが身近に接することので

きる職場環境の整備や、異業種間の交流などの仕掛けも必要だろう。


