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 「子どもの脳は柔らかい」って、よく聞きますよね。実際に、子どもの脳は大人

の脳に比べ、その機能が環境により変化しやすく、外界からの刺激を多く受け、吸

収することで作りこまれていくのだそうです。 

 最近では、小学校でも男女共同参画に関する冊子を配ったり、授業で取り上げた

りするそうです。お父さんの育児休暇や、お母さんの仕事の仕方について、子ども

たちの柔らかい脳は、素直に受け入れてくれるかもしれませんね。 
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－－－■◇コラム◇■－－－ 

イクメン知事が考える働き方改革 

/三重県知事 鈴木英敬氏 

 

１．男性の意識変革と育児参画 

 

三重県では、少子化対策を進めるため、「男性が変わる」、「働き方を変える」をキ

ーワードに、「みえの育児男子プロジェクト」を平成 26 年度に立ち上げました。男

性の育児参画を進めるための鍵を握っているのは組織のリーダーです。そこで、平

成 28 年度に誰もが働きやすい職場づくりに取り組む企業経営者等（＝イクボス）



で構成する「みえのイクボス同盟」を立ち上げ、「イクボス」の認知度向上や普及の

ために取り組んでいるところです。 

 

また、私自身も率先垂範となるべく育休を取得するとともに、三重県庁の所属長

がそれぞれの目標に男性職員の育児参画に関する目標値を記載するなど、組織全体

で子育てを応援しようとする取組を進めています。育児参画計画書などを活用した

面談の実施や、イクボスの推進にも取り組んでおり、その結果、平成 28 年度の男

性の育児休業取得率は過去最高の 22.09％、男性の育児参加休暇取得率も過去最高

の 98.84%となりました。 

 

２． 働き方改革の推進 

 

男性が積極的に育児参画できるよう、三重県では、これまで積極的に企業におけ

る働き方改革の取組を支援してきたところです。その結果、支援を受けた企業が自

発的に企業同士の情報交換会や経営者間の勉強会を開催するなど、民間主体の取組

につながり、全国からも注目を集めています。こうした動きを加速させるため、8 月

に自治体単独では全国初となる金融機関との働き方改革に関する協定を締結し、9

月には働き方改革セミナーを開催するとともに、専門家派遣による個別長期コンサ

ルティングなどを開始したところであり、引き続き、働き方改革が県全体での取組

となるよう広く展開していきます。 

 

－－－■◇取組事例◇■－－－ 

働き方は自分で決める 家庭も仕事も楽しもう！/株式会社エス・アイ 

 

 データ入力、プログラム開発、ホームページ作成等の事業を展開する株式会社エス・

アイ。家庭も仕事も大切にできる働き方を模索し、驚くほど柔軟な取組を行っています。

その内容は? 

 まず、日本ではまだ数少ないワークシェアリングを導入。これは、業務の固定化によ

る作業停滞、集中力低下、を避けるため、複数の人員で業務を共有する働き方。作業時

間も短縮され、質の高い作業を円滑に進めることができるのです。 

 そして、ワークシェアリングの実施により自由出勤制度の採用が可能になりました。

出勤、退勤時間が文字通り自由なので、自分で勤務時間を決定できます。また、残業は

完全禁止。家庭で家族と過ごす時間が増えるだけでなく、集中力アップで業務効率も上

がります。自由な勤務形態で、優秀な人材も確保！社員にも大好評です。 

 さらに、パートタイムと正社員の差をなくすため全員を正社員に登用。これに伴い完

全時給制を実施。加えて、繁忙期や人手不足の時に出勤するとポイントが加算されるポ



イント制も導入。頑張りが金銭面での評価にわかりやすく反映されるので、社員のモチ

ベーションもアップ！ 

 皆が納得できる働き方を模索することが、企業の成長の秘訣ですね。 

 

－－－■◇最新情報◇■－－－ 

---≪お知らせ≫--- 

●「イクメン企業アワード2017」「イクボスアワード2017」の受賞企業・受賞者を決

定しました～10月24日開催の「イクメン推進シンポジウム」で表彰式～(2017年9

月) 

 

厚生労働省では、働きながら安心して子どもを産み育てることができる労働環境

の整備を目的に、模範となる企業や個人を表彰する「イクメン企業アワード」「イク

ボスアワード」を実施しており、このほど、今年度の受賞企業・受賞者を選定しま

した。 

アワードの表彰式は、10月24日（火）に時事通信ホール（東京都中央区）で開催

する「イクメン推進シンポジウム」の中で実施します。シンポジウムでは、受賞企

業等の取組紹介、イクメン推進企業の成功の秘訣に迫るパネルディスカッションな

ども行います。 

シンポジウムへの参加申込みはイクメンプロジェクト公式サイトから 

⇒ https://ikumen-project.mhlw.go.jp/symposium2017/ 

 

---≪地方公共団体の動き≫---------------------------------- 

●あおもり働き方改革宣言企業について【青森県】(2017年 9月) 

 

 あおもり働き方改革宣言企業をお考えの皆様へ、申請に至るまでの取組ステッ

プについてまとめました。ぜひ、ご覧ください。 

 宣言企業が新たに登録されましたのでお知らせいたします。 

⇒ http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kodomo/hataraki-

sengen.html 

 また、あおもり働き方推進企業が新たに 4社認証されましたので、こちらも併

せてご覧ください。 

⇒ http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kodomo/hataraki-

suishin.html 

 

●平成 29年度「秋田県子ども・子育て支援知事表彰」の表彰式を行いました【秋

田県】(2017年 8月) 

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/symposium2017/
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kodomo/hataraki-sengen.html
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kodomo/hataraki-sengen.html
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kodomo/hataraki-suishin.html
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kodomo/hataraki-suishin.html


  

 秋田県では、子ども・子育て支援に関し積極的な活動を行っている団体や企業

等を対象に、「秋田県子ども・子育て支援知事表彰」の表彰を平成 20年度から実

施しています。 

 このたび、平成 29年度の表彰式を 8月 10 日(木)、県庁正庁において行いまし

た。 

 詳しくは以下の URL をご覧ください。 

⇒ http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/11336 

 

●県内 100社目のイクボス宣言！【福島県】(2017年 8 月) 

 

 平成 29年 8月 29日(火)、福島県庁において、県内で 100社目にイクボス宣言

をした一般財団法人竹田健康財団の竹田秀理事長が、知事及び福島労働局長の前

で宣言を行いました。 

 竹田理事長からは、「人材確保が課題となっており、働きやすさを考慮しなけ

ればならないと考えている。」、「育児休業を取る職員の割合は高いが、男女を

問わず介護休業も取ってもらえるようにしたい。」とのコメントがありました。 

 福島県では引き続き、「イクボス」を県内に増やし、男女がともに働きやすい

職場環境づくりを推進していきます。 

⇒ https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011c/ikubosusengenkigyou100. 

 また、イクボス宣言の具体的方法等は、以下の URLをご覧ください。 

⇒ https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011c/ikubosusengenkigyou.html 

 

●「輝く女性応援事業」の実施について【千葉県】(2017年 8月) 

 

 千葉県では、「輝く女性応援事業」として、正社員での再就職を希望する女性

を対象に、セミナーや職場実習などを組み合わせた「輝く女性応援プログラム」

を実施します。 

 就職活動に一歩を踏み出したい方々の参加をお待ちしています。 

 プログラムの内容等、詳しくは以下の URLをご覧ください。 

⇒ https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/press/2017/kagayakujyosei.html 

 

●イクメン応援宣言企業 取組等の一覧【新潟県】(2017年 9月) 

 

 新潟県では、男性が育児に参加しやすい職場環境づくりを積極的に推進する企

業を「イクメン応援宣言企業」として登録し、支援しています。 

http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/11336
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011c/ikubosusengenkigyou100.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011c/ikubosusengenkigyou.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/press/2017/kagayakujyosei.html


 「仕事も子育ても、どちらもがんばりたい」と考える男性は増えています。 

 この気持ちに応え、働きやすく、休みやすい職場づくりに取り組んでいる本制

度の登録企業と、その取組内容をご紹介します。 

⇒ http://www.pref.niigata.lg.jp/roseikoyo/1356851018832.html 

 

●平成 28年度 女性職員の活躍推進のための新潟県教育委員会特定事業主行動計

画の実施状況について【新潟県】(2017年 8月) 

 

 新潟県教育委員会では、平成 27年 8 月に成立した「女性活躍推進法」の規定に

基づき、「女性職員の活躍推進のための新潟県教育委員会特定事業主行動計画」

を策定し、女性の職業生活における活躍の推進に向けた取組を行っています。 

 この度、同法第 15条第 6 項の規定に基づき、平成 28 年度の取組の実施状況に

ついて公表しました。 

 詳しくは以下の URL をご覧ください。 

⇒ http://www.pref.niigata.lg.jp/kyoikusomu/1356876016773.html 

 

●「イクボス企業同盟とやま」加盟団体募集中！【富山県】(2017年 8月) 

 

 富山県では、男女がともに仕事と家庭の両立が可能な職場環境づくりを推進す

るため、平成 29年 7月 25日に「イクボス企業同盟とやま」を設立しました。 

 本同盟に加盟いただける企業・団体を広く募集しておりますので、ぜひお申込

みください。 

 詳しくは以下の URL をご覧ください。 

⇒ http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1017/kj00017644.html 

 

●「プラス 1女性雇用企業支援事業」について【福井県】(2017年 9月) 

 

 福井県では、県外に進学、就業した若者等の U・Iターン就職を促進するため、

県内企業において雇用を拡大する「プラス 1雇用」運動を展開しています。特

に、女性の U・Iターンを進めるため、県外在住の女性の中途採用を進める県内企

業を支援する「プラス 1女性雇用企業支援事業」を展開しています。 

 現在、第二次募集中（10月 31 日締切）です。 

 応募方法等、詳しくは以下の URL をご覧ください。 

⇒ http://www.pref.fukui.jp/doc/furusato/plus1/gaiyou.html 

 

●えな・働くママ＆パパを応援する企業紹介サイト【岐阜県】(2017年 9 月) 

http://www.pref.niigata.lg.jp/roseikoyo/1356851018832.html
http://www.pref.niigata.lg.jp/kyoikusomu/1356876016773.html
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1017/kj00017644.html
http://www.pref.fukui.jp/doc/furusato/plus1/plus1undou.html
http://www.pref.fukui.jp/doc/furusato/plus1/gaiyou.html


 

 岐阜県では、仕事と家庭を大切にする職場環境づくりに積極的な企業を増やし

ていくため、「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業登録制度」の活用を呼

びかけています。更に、岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業に登録されて

いる企業の中で、特に優良な取組を実施している企業を「岐阜県ワーク・ライ

フ・バランス推進エクセレント企業」として認定しています。 

 この他、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことで子育てサポート企業

として、厚生労働大臣の認定「くるみん認定」を受けることができます。 

 当サイトでは、子育て支援に積極的な企業の取組を随時紹介していきます。ぜ

ひ、ご覧ください。 

⇒ http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/soshiki-

annai/kenjimusyo/ena-jimusyo/ena-mama-papa.html 

 

●「愛知県男女共同参画審議会」の委員を公募します！【愛知県】(2017年 9月) 

 

 愛知県では、男女共同参画を県民の皆様とともに推進するため、愛知県男女共

同参画審議会委員を募集します。委員になられた方は、愛知県男女共同参画審議

会に出席し、男女共同参画の推進に関する重要事項について調査・審議していた

だきます。募集人員は 2人程度です。 

 任期 平成 30年 4月 1日～平成 32 年 3月 31 日までの 2年間 

 締切 平成 29年 11 月 17 日（金） 

 詳しくは以下の URL をご覧ください。 

⇒ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/danjo/iinnkoubo2017.html 

 

●企業向け働き方相談等支援事業を実施しています【三重県】(2017年 8 月) 

～企業の働き方改革の推進に関する相談受付、アドバイザーの派遣を行います！

～ 

 

 三重県では、企業におけるワーク・ライフ・バランスの取組促進を目的に、働

き方改革に取り組む中小企業等からの相談受付、課題に応じた専門家「働き方改

革アドバイザー」の派遣等、きめ細かな支援を行う事業を実施しています。期間

中、多くのご利用をお待ちしています。 

 実施期間 平成 30年 3月 30 日(金)まで 

 詳しくは以下の URL をご覧ください。 

⇒ http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0030700120.htm 
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http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/soshiki-annai/kenjimusyo/ena-jimusyo/ena-mama-papa.html
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●滋賀県庁における「働き方改革」実現のための行動計画の取組状況について

【滋賀県】(2017年 8月) 

 

 滋賀県では、今年 5 月、働き方改革の取組を組織及び職員の取組として定着さ

せていくため、平成 29年度における行動計画を策定しました。 

この行動計画に係る取組状況は、以下の URLをご覧ください。 

⇒ http://www.pref.shiga.lg.jp/gyokaku/hatarakikatakaikaku/torikumijouky

ou.html 

 

●愛媛県版イクボス「ひめボス宣言事業所」の募集について【愛媛県】(2017年 8

月) 

 

 愛媛県版イクボス、「ひめボス」宣言をしませんか？ 

 「ひめボス宣言事業所」として登録されると、シンボルマークを使用できた

り、県から情報提供を受けられます。また、企業のイメージアップにも結び付き

ます！ 

 詳しい応募方法は以下の URLをご覧ください。 

⇒ https://www.pref.ehime.jp/h15200/himeboss/jigyosyo.html 

 また、「ひめボス」の輪を広げるため、「ひめボス」実践研修を実施すること

としました。 

 講師は、「愛媛県版イクボス「ひめボス」講師養成講座」を受講し、要件を満

たした講師 20名を登録しています。 

 詳しくは以下の URL をご覧ください。 

⇒ https://www.pref.ehime.jp/h15200/jyoseikatsuyaku/himeboss-kensyu.html 

 

●よかボス企業を募集します！【熊本県】(2017年 9月) 

 

 熊本地震からの復興を成し遂げるためには県民総幸福量の最大化に向けた取組

を推進する必要があります。 

そこで、知事を筆頭に幹部職員が「よかボス宣言」を行い、率先して、より働

きやすく、働きがいがある熊本県庁の実現を目指します。 

また、熊本県全体に「よかボス」を増やして、オール熊本で県民の総幸福量の

最大化を目指すために、「よかボス宣言」を行う企業、「よかボス企業」を募集

します。 

 募集期間 平成 29年 9月 6日(水)から 

 応募方法等、詳しくは以下の URL をご覧ください。 

http://www.pref.shiga.lg.jp/gyokaku/hatarakikatakaikaku/torikumijoukyou.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/gyokaku/hatarakikatakaikaku/torikumijoukyou.html
https://www.pref.ehime.jp/h15200/himeboss/jigyosyo.html
https://www.pref.ehime.jp/h15200/jyoseikatsuyaku/himeboss-kensyu.html


⇒ http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_20771.html?type=top 

 

●おおいた働き方改革」共同宣言を行いました！【大分県】(2017年 8月) 

 

 大分県働き方改革推進会議では、「おおいた働き方改革共同宣言」を行うとと

もに、長時間労働の是正や、仕事と子育て・介護との両立環境整備など県内にお

ける働き方改革を推進していくための目標を設定しました。 

 8月 17 日の共同宣言式では、経済団体や労働団体の代表、女性企業経営者、有

識者等 14名の委員と大分県知事、大分労働局長らが宣言。今後は目標達成に向

け、各企業や団体など全ての職場における働き方改革を進めてまいります。 

⇒ http://www.pref.oita.jp/site/oitarodo/hatarakikatakaikaku-sengen.html 

 

●鹿児島県女性活躍推進宣言企業を紹介します【鹿児島県】(2017年 8月) 

 

 鹿児島県女性活躍推進会議では、女性の活躍を推進するため、女性が働きやす

い環境づくり環境整備、制度の導入、登用や採用目標等に、積極的に取り組む企

業を「鹿児島県女性活躍推進宣言企業」として登録しています。 

 平成 29年 8月 22日付けで下記 1 社を鹿児島県女性活躍推進宣言企業として登

録しました。 

 城山観光株式会社 

⇒ https://www.pref.kagoshima.jp/ab15/kurashi-kankyo/danjokyoudou/joseik

atuyaku/sengenkigyou.html 

 

●ワーク・ライフ・バランスアドバイザー派遣【沖縄県】(2017年 8月) 

 

 沖縄県では、労働者が仕事と生活を両立し、充実した生活を営むことのでき

る、働きやすい職場環境づくりを整備することを目的にワーク・ライフ・バラン

ス推進事業を実施しており、ワーク・ライフ・バランスを推進したいと考えてい

る企業にアドバイザーを派遣します。  

 詳しくは以下の URL をご覧ください。 

⇒ http://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/rosei/joseishugyo/h29adobaizaha

ken.html 

 

---≪イベント≫-------------------------------------------- 

▼仕事と介護の両立支援に関するシンポジウムの開催【厚生労働省】(2017年 10月) 

 

http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_20771.html?type=top
http://www.pref.oita.jp/site/oitarodo/hatarakikatakaikaku-sengen.html
https://www.pref.kagoshima.jp/ab15/kurashi-kankyo/danjokyoudou/joseikatuyaku/sengenkigyou.html
https://www.pref.kagoshima.jp/ab15/kurashi-kankyo/danjokyoudou/joseikatuyaku/sengenkigyou.html
http://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/rosei/joseishugyo/h29adobaizahaken.html
http://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/rosei/joseishugyo/h29adobaizahaken.html


介護離職を防ぐには、仕事と介護の両立が必要であり、企業における介護休業や

介護休暇、短時間勤務などの両立支援制度と、地域で提供される介護サービスを

上手に組み合わせることがポイントです。 

 このシンポジウムでは、有識者による講演のほか、企業の人事担当者やケアマ

ネジャーも交え、介護に直面した従業員への支援を中心に、両立支援のポイント

を議論します。また、支援のポイントをまとめた研修用の動画も初公開します。 

経営者・人事担当者や介護支援を担う地域包括支援センターの職員、ケアマネジ

ャーを始め、仕事と介護の両立支援に関心のある方ならどなたでもご参加いただ

けます。皆さまのお申し込みをお待ちしています。 

 

【日時・会場】※全会場共通 13:30～16:30 

東京 平成 29年 10月 11日（水）浜離宮朝日小ホール 

愛知 平成 29年 10月 17日（火） 

TKPガーデンシティ名古屋新幹線口バンケットホール 7A 

大阪 平成 29年 10月 23日（月）ハービス HALL 小ホール 

 

 

【事前申込制（先着順）・参加無料】 

詳しくは以下の URLをご覧ください。 

⇒ 東京会場：http://www.murc.jp/sp/1708/symposium/tokyo.pdf 

  愛知会場：http://www.murc.jp/sp/1708/symposium/nagoya.pdf 

  大阪会場：http://www.murc.jp/sp/1708/symposium/osaka.pdf 

 

▼『夢を持つ女性のための交流会～創めの一歩～』参加者募集【群馬県】(2017年

8 月) 

 

 「小さな店を持ちたい」「活動範囲を広げたい」「仲間がほしい」などの夢や

目標を持つ女性向けの交流会です。 

 自分のお店を持っている人、これから何か始めたいと思っている人、ボランテ

ィアをしている人、夢について語りたい人など、どなたでも参加できます。 

 夢を実現するヒントを一緒に考えましょう！ 

 日時 平成 29年 10 月 14 日（土）13時 30 分～15時 30 分 

 会場 ぐんま男女共同参画センター  

 定員 30名（先着順） 

 詳しくは以下の URL をご覧ください。 

⇒ http://www.pref.gunma.jp/04/p031_00013.html 

http://www.murc.jp/sp/1708/symposium/tokyo.pdf
http://www.murc.jp/sp/1708/symposium/nagoya.pdf
http://www.murc.jp/sp/1708/symposium/osaka.pdf
http://www.pref.gunma.jp/04/p031_00013.html


 

▼「出張ジョブカフェ・マザーズセミナー」の参加者を募集しています！【群馬県】

(2017年 9月) 

 

 群馬県では、ジョブカフェぐんま高崎センター内に「ジョブカフェ・マザーズ」

を設置し、子育て中の方など就職を希望する女性を対象に、職業紹介、キャリアカ

ウンセリング及び保育情報や生活支援情報などの提供を行っています。 

 この度、これから就職を考える女性を対象に、「出張ジョブカフェ・マザーズセ

ミナー」を開催します。 

 会場によって日程が異なります。以下の URLでご確認ください。 

⇒ http://www.pref.gunma.jp/06/g22g_00011.html 

 

▼県内初・最大級 女性在宅ワーカー向け商談会 10月のビジネスマッチングフェ

ア 参加者募集【埼玉県】(2017年 8月) 

 

 埼玉県では、「埼玉版ウーマノミクスプロジェクト」の取組の一環として、在

宅ワークの支援を行っています。 

 このたび、女性在宅ワーカーの皆様が、顧客となる発注企業など 40社と出会え

る県内初の最大規模イベント「SAITAMA 在宅ワークビジネスマッチングフェア

2017」開催いたします。 

 現役在宅ワーカーや在宅ワークに興味をお持ちの女性の参加をお待ちしていま

す！  

 日時 平成 29年 10 月 3日（火）11時～15 時 

 会場 大宮ソニックシティ ホール棟 4階 国際会議室 

 定員 100 名（定員に達した時点で締め切りとなります。） 

 詳しくは以下の URL をご覧ください。 

⇒ https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2017/0825-05.html 

 

▼東京ウィメンズプラザフォーラム【東京都】(2017年 8月) 

 

 東京ウィメンズプラザでは、男女平等参画社会の実現に向け、都民、民間団

体、都内の男女平等参画に関わる行政機関等が、様々なイベントを通じて交流を

深める「東京ウィメンズプラザフォーラム」を開催します。 

 今年度も多くの皆様のご参加をお待ちしています！ 

 日時 平成 29年 10 月 27 日(金) 28日(土) 29日(日) 

    9時～17時 

http://www.pref.gunma.jp/06/g22g_00011.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2017/0825-05.html


 会場 東京ウィメンズプラザ 

 詳しくは以下の URL をご覧ください。 

⇒ http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/08/29/09.html 

 

▼ビジネス活動を後押し！「ふくい元気女子」大交流会を開催します【福井県】

(2017年 9月) 

 

 自営業、専門職など、個人の能力を活かした仕事をする女性は「ふくい元気女

子」。仕事スキルアップや人脈づくりのための交流会を開催します！ 

 仕事のスキルアップを目指した内容となっています。女性マーケティングのカ

リスマ社長による講演会のあとは、美味しいスイーツを食べながらわいわい交流

会！ 

 仕事にいかせるヒントやビジネスパートナーが見つかるかもしれません。  

 日時 平成 29年 10 月 12 日(木) 18時 30 分～20時 50 分 

 会場 ユー・アイふくい（福井県生活学習館）1階多目的ホール・学習室   

 定員 100 名 

 参加費 500円（スイーツ・飲料代として） 

 締切 平成 29年 10 月 5日(木) 

 詳しくは以下の URL をご覧ください。 

⇒ 

http://www.pref.fukui.jp/doc/joseikatuyaku/ladygo/genkikouryukai28.html 

 

▼「仕事と介護の両立支援セミナー」の参加者を募集します！～介護離職を防ぐ

ために企業ができること～【愛知県】(2017年 9月) 

 

 今日、職場における仕事と介護の両立支援は、企業経営にとって、避けては

通れない課題となっています。  

 そこで愛知県では、企業経営者や人事労務担当者等を対象に、仕事と介護の

両立ができる職場環境づくりについて理解促進を図るセミナーを県内 2か所で

開催します。 

 特定社会保険労務士の講義や既に取組を進めている企業の事例発表等により

実務に役立つ情報をお届けします。ぜひ、ご参加ください。 

  名古屋会場 

  日時 平成 29 年 11月 10 日(金) 14時～16時 30分 

  会場 愛知県産業労働センター 1110 小会議室 

  刈谷会場  

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/08/29/09.html
http://www.pref.fukui.jp/doc/joseikatuyaku/ladygo/genkikouryukai28.html


  日時 平成 29 年 12月 12 日(火) 14時～16時 30分 

  会場 刈谷市中央生涯学習センター 403・404研修室 

  定員 30名（先着順） 

  締切 名古屋会場・・・平成 29年 11 月 2日（木） 

     刈谷会場・・・・平成 29年 12 月 6日（水） 

  詳しくは以下の URLをご覧ください。 

⇒ http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/kaigoseminar.html 

 

▼男女共同参画フォーラム～みえの男女（ひと）2017～を開催します【三重県】

(2017年 9月) 

 

 三重県では、皆がいきいきと暮らせる男女共同参画社会づくりのために、県内

各地の人々が一堂に会し、様々なテーマで考え交流する場として、男女共同参画

フォーラムを毎年開催しています。 

 今年は、「減災・復興と男女共同参画」をテーマに、南海トラフを震源とする

大地震の発生が想定されている今、地域住民・企業・行政の連携した取組や、県

民の皆さんが男女共同参画の視点からできる備え等について考えます。 

 どうぞお気軽にご参加ください。 

 日時 平成 29月 11 月 11 日(土) 10時～15時 30分 

 会場 三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」 多目的ホール他 

 詳しくは以下の URL をご覧ください。 

⇒ http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0011500068.htm 

 

▼「女性のキャリアアップ支援セミナー」参加者募集について【滋賀県】(2017年

8 月) 

 

滋賀県では、企業で働いている女性を対象に、リーダーに向けての資質の向上

および各職場におけるロールモデルとなる人材の育成、及びネットワークづくり

を目的に「女性のキャリアアップ支援セミナー」（2日間連続日程）を開催しま

す。  

 日時 平成 29年 11 月 7日(火) 8日(水) 9時 30分～16時 

 会場 滋賀県庁東館 7階大会議室  

 定員 50名(先着順)  

 締切 平成 29年 10 月 20 日(金)  

 詳しくは以下の URL をご覧ください。 

⇒ http://www.pref.shiga.lg.jp/hodo/e-shinbun/ct00/20170829.html 

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/kaigoseminar.html
http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0011500068.htm
http://www.pref.shiga.lg.jp/hodo/e-shinbun/ct00/20170829.html


 

▼イクボス・ファミボス養成塾の開催 【鳥取県】(2017年 8月) 

 

 介護が必要となる方が今後増加していく中で、従業員の介護と仕事の両立は重

要な課題です。 

 育児はもちろん、介護と仕事が両立できる職場づくりを実践する上で役に立つ

具体的なノウハウについて学ぶための「イクボス・ファミボス養成塾」を開催し

ます。  

 日時 平成 29年 10 月 18 日(水) 13時～17時 

 会場 とりぎん文化会館 第 4会議室 

 定員 30名 

 締切 平成 29年 10 月 11 日(水)  

 詳しくは以下の URL をご覧ください。 

⇒  http://www.pref.tottori.lg.jp/254041.htm 

 

▼平成 29年度 女性創業支援研修「創業塾 中・上級 Step upコース」受講者募

集！ 

【岡山県】(2017年 9月) 

 

 創業をお考え等の女性を対象に、平成 29年度女性創業支援研修「創業塾 中・

上級 Step upコース」を開催します。 

 ご応募、お待ちしています。 

 日時  平成 29 年 10月 24 日、10月 31 日、11月 14 日、11 月 28日、12月 12

日（全て火） いずれも 13 時～17 時 

 会場  岡山県男女共同参画推進センター（ウィズセンター）会議室 

 定員  15名(先着順) 

 締切  平成 29 年 10月 17 日(火) 

 詳しくは以下の URL をご覧ください。 

⇒ http://www.pref.okayama.jp/site/presssystem/528286.html 

 

▼今こそ！ママ戦力 2017セミナー参加者募集！【徳島県】(2017年 9月) 

 

 結婚・出産・育児などによる離職から、再就職を目指す女性等を対象に、再就

職支援セミナーを開催します！ 

 求人情報の探し方、履歴書＆職務経歴書の書き方、面接練習、働く上で知って

おきたい法律・制度などを学びます。 

http://www.pref.tottori.lg.jp/254041.htm
http://www.pref.okayama.jp/site/presssystem/528286.html


 美馬・阿南・徳島の 3つの会場にて、それぞれ 4日間の講座、および締めくく

りの講座を別途 1日間の計 5 日間の講座です。(美馬会場は既に締め切っておりま

す。) 

 12月には再就職マッチングフェアを開催します。 

 各会場の日時等、詳しくは以下の URLをご覧ください。 

⇒ http://www.pref.tokushima.jp/docs/2017080900104/ 

 

▼平成 29年度「イクケン香川」子育てカレッジの参加者を募集します！【香川

県】(2017年 9月) 

 

 子育て家庭の子育てに関する不安や孤立感を解消し、次代を担う子どもたちを

安心して生み、健やかに育てることができる環境を整えることを目的に、主に子

育て中の保護者や、県外から転入してきた子育て家庭を対象に、子育てに関する

正しい知識や情報を提供し、更に地域の子育て支援事業につながるきっかけとす

る「『イクケン香川』子育てカレッジ」を開催します。 

 子育てカレッジの詳細については、以下の URL をご覧ください。 

⇒ http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir1/dir1_1/dir1_1_1/wgtphl17083

1092027.shtml 

 

▼子育て女性のための合同会社説明会＆就職支援セミナー」を開催します！【福

岡県】(2017年 8月) 

 

 福岡県では、県内 4 か所に「子育て女性就職支援センター」を設置し、個別相

談や求人情報・保育情報の提供、就職支援セミナーの開催のほか、お仕事紹介な

どを行い、子育て中の女性に対し、きめ細かな就職支援を実施しています。 

 利用者の方から「自宅周辺で就職活動や実際に仕事をしたい」という声も多く

いただいていることから、今年度、県内 8 か所で、「子育て女性のための合同会

社説明会＆就職支援セミナー」を開催します。 

 子育て中の女性が働きやすい地元企業が多数出展し、具体的な仕事内容や採用

までの流れについてご説明するほか、お仕事探しに役立つセミナーも実施しま

す。 

 参加費無料、託児（先着順・要予約）もありますので、お子さま連れで参加い

ただけます。 

 各地区によって、日時、会場が異なります。 

 以下の URLをご確認ください。 

⇒ http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kosodate-gousetsu2017.html 

http://www.pref.tokushima.jp/docs/2017080900104/
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir1/dir1_1/dir1_1_1/wgtphl170831092027.shtml
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir1/dir1_1/dir1_1_1/wgtphl170831092027.shtml
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kosodate-gousetsu2017.html


 

▼平成 29年度女性のためのミドルマネジメント講座(佐世保会場)受講者募集【長

崎県】(2017年 9月) 

 

 女性社員のキャリア形成へのモチベーションを高め、チームビルディングのス

キルを体系的に学ぶ講座です。 

※5回連続講座です。各回個別の受講はできません。 

 ただし、交流会（11月 30 日・木）のみの参加は可能です。 

 日時 

 第 1回 平成 29 年 11月 2 日(木) 13時～17時 30分 

 第 2回 平成 29 年 11月 16 日(木) 13時 20分～17時 30 分 

 第 3回 平成 29 年 11月 30 日(木) 13時 20分～18時 

     (交流会 18時～20時 30分) 

 第 4回 平成 29 年 12月 1 日(金) 9 時 30分～12時 10 分 

 第 5回 平成 29 年 12月 15 日(金) 13時 20分～17時 30 分 

 会場  佐世保市男女共同参画推進センター スピカ 研修室 2 

 締切 平成 29年 10 月 26 日 

 詳しくは以下の URL をご覧ください。 

⇒ https://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/boshu/30557

4.html 

 

▼仕事と子育て両立応援セミナー参加者募集！【熊本県】(2017年 9月) 

 

 熊本県しごと相談・支援センターとハローワーク熊本は、くまもと県民交流館

パレアとの共催で、仕事と子育ての両立に向けて再就職を希望しているお母さん

たちを応援するセミナーを開催します。 

 再就職活動に役立つ内容が盛りだくさんですので、奮ってご参加ください。 

 日時 平成 29年 10 月 24 日（火）10時～15時 

 会場 くまもと県民交流館パレア 9階 会議室 1 

 定員 40名程度 

 締切 平成 29年 10 月 13 日(金) 

 詳しくは以下の URL をご覧ください。 

⇒ http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_11424.html?type=top 

 

▼働きたいあなたを応援～ホップ・ステップ・ワーキング～【鹿児島県】(2017年

8 月) 

https://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/boshu/305574.html
https://www.pref.nagasaki.jp/object/shikaku-shiken-bosyu/boshu/305574.html
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_11424.html?type=top


 

 鹿児島県では、就労を中断している女性や、正規雇用として働きたいと考える

非正規雇用の女性を対象に、再就職サポートセミナーを実施します。 

 皆様が不安に思うことや課題をピックアップし、自信を持って再就職ができる

お手伝いをします。再就職へつながる第一歩を踏み出してみませんか。 

 日時 10月 10日(火) 13 日(金) 25日(水) 28日(土) 30 日(月) 

    各日 9 時 30分〜13 時頃(最終日は 15 時まで) 

 会場 リビングカルチャー倶楽部イオン鴨池店教室(旧ダイエー鹿児島店) 

 詳しくは以下の URL をご覧ください。 

⇒ https://www.pref.kagoshima.jp/af04/roufuku/documents/29hatarakitaijos

eisemina.html 

 

▼男女共同参画基礎講座 ｉｎ奄美」の受講者を募集します！【鹿児島県】(2017

年 9月) 

 

 この講座は、男女共同参画の基礎知識や、地域における男女共同参画の推進に

必要な知識と手法を学ぶことを目的としています。 

 「男女共同参画って何？」「こんな機会に話を聞いてみたい」「男女共同参画

についてより深く学びたい」という方！男女共同参画の基礎知識、地域における

男女共同参画の推進に必要な知識と手法を学んでみませんか？ 

 多くの皆様の参加をお待ちしています。 

 日時 平成 29年 10 月 21 日(土) 10時～16時 

    平成 29年 10 月 22 日(日) 10時～15時 

 会場 鹿児島県大島支庁 4 階大会議室 

    ※会場に変更がありました。ご注意ください。 

 定員 40名(先着順) 

 締切 平成 29年 10 月 14 日(土) 

 詳しくは以下の URL をご覧ください。 

⇒ https://www.pref.kagoshima.jp/ab15/kurashi-kankyo/jinken/danjo/tokuno

shimakyoudoukouza.html 

 

―＜編集後記＞― 

イクボスの輪が広がっています。イクボス宣言をした全国の自治体・学校等は、200

にも上ろうとしています。公式サイト「日本総イクボス宣言プロジェクト！！」（ひ

ろがれイクボスの輪） http://www.mhlw.go.jp/ikubosu/  では各自治体や企業の宣

言を動画で紹介しています。厚生労働省では、イクボス宣言が単なるお題目に終わら

https://www.pref.kagoshima.jp/af04/roufuku/documents/29hatarakitaijoseisemina.html
https://www.pref.kagoshima.jp/af04/roufuku/documents/29hatarakitaijoseisemina.html
https://www.pref.kagoshima.jp/ab15/kurashi-kankyo/jinken/danjo/tokunoshimakyoudoukouza.html
https://www.pref.kagoshima.jp/ab15/kurashi-kankyo/jinken/danjo/tokunoshimakyoudoukouza.html
http://www.mhlw.go.jp/ikubosu/


ないよう、フォローアップ調査も実施。９割が「宣言した内容を実践したと回答」。

ワーク・ライフ・バランスは、一企業だけが取組んでも取引先が実施していなければ

なかなか広がりません。だからこそ日本“総”イクボス宣言プロジェクトなのです。

今後もこの輪が広がっていくことを期待します。 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

このメールは送信専用メールアドレスから配信されております。 

このままご返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。 

□配信中止・配信先変更は、こちらから 

http://wwwa.cao.go.jp/wlb/e-mailmagazine/tetsuzuki.html  

□バックナンバーはこちらから 

http://wwwa.cao.go.jp/wlb/e-mailmagazine/backnumber/index.html 

□このメールマガジンへのご意見・ご要望はこちらから 

https://form.cao.go.jp/gender/opinion-0086.html 

□内閣府仕事と生活の調和推進室ホームページはこちらから 

http://wwwa.cao.go.jp/wlb/ 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 
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