
女性の活躍推進
佐賀県会議 2021年度活動報告
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● 年度別登録数一覧
年
度 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021※ 合計

会員登
録数 10 48 65 51 94 32 13 7 68 388

自主宣
言

登録数
0 0 39 38 40 28 6 4 62 217

会員数 自主宣言数が
年々増加しています！

※2021年度は2022.1.31時点

● 業種別登録数
業種 合計

建設業 170
製造業 31

卸売・小売業 23
サービス業 21
医療・福祉 18
情報通信業 14
金融・保険 16

行政 14
個人 13
CSO 9

その他 59
合計 388

登録数
388
2022/1/31

現在

▲ 第7期ワーキンググループメンバー

“女性の活躍推進佐賀県会議”とは、
女性の社会進出を考え、女性がその柔軟なセン
スを発揮し、日本経済において活躍することが
できる社会の実現のために経済団体、地域社会
が一体となって取り組むプロジェクトです。

女性の活躍推進佐賀県会議の取り組みを進め
るため、県内各企業から集まったメンバーが
Jump Up Women SAGA（ワーキング
グループ）を組織し、「重点活動項目」に資す
る事業についての検討や調査、自己研鑽など、
経済界のリーダー（企画委員会）の下、核とな
り活動しています。
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自主宣言とは女性管理職比率・数の向上、女性が活躍しやすい育児支援等社内
制度の整備並びに教育の充実などの目標に向けた取組を進めるための宣言



2021年度 セミナー開催報告

＜若手女性社員向け
ライフマネジメントセミナー＞

パネリスト：国立大学法人佐賀大学 ダイバーシティ推進室 荒木 薫 氏

株式会社中野建設 管理本部 吉村 貴子 氏

ファシリテーター：まちの中間支援TENつなぎ 代表 永松 直子 氏

内容：「私らしく生きる。私らしく働く。私のスタイルを見つける。」をテーマに、経歴が異なるお二人の
パネリストが歩まれたキャリアを話題提供いただき、参加者それぞれの未来を描くきっかけをつくっていくセミナーを開催。

【参加者の感想】

・参加前と比較して人生のモチベーションが上がりました。

・同世代の意見を聞くことができ、非常に貴重な経験ができました。

・自分の思いをアウトプットすることで、できる気になれた。

・もっと自分の将来について具体的に考えなければと感じた。

・一方向の講義ではなく、今後の自分のために考えるきっかけになった。

8/19 ＜経営者向け講演会＞
男性育休で会社は変わる！
～積水ハウス流「イクメン休業」活用法～ 「オンライン配信」

講 師： 積水ハウス株式会社 ESG経営推進本部 執行役員 山田 美和 氏

積水ハウス株式会社 ESG経営推進本部 ダイバーシティ推進部 森本 泰弘 氏

内 容： 「男性育休」をテーマに、会社独自の育児休業制度である 「イクメン休業」について、

制度の導入から、取得率 １００％に至るまでの取組について、講演。

【参加者の感想】

・会社として、男性の育休取得に取り組み始めたところなので、大変参考になった。

・経営者だけではなく、従業員も意識改革ができるような職場の風土づくりが必要

であると感じた。

11/5
11/11
12/3

＜部下と上司の女性のキャリア開発研修＞
部下と上司で考える成果が生まれる組織づくり
セミナー

ファシリテーター：株式会社アテンド 代表取締役 福成 有美 氏

株式会社ヒューマナイズ 代表取締役 吉次 潤 氏

株式会社イーリアス 代表取締役 天野 英樹 氏

内容：関係の質にフォーカスして、成果が生まれる組織づくりにつながる学びの場として、第1回は
部下の方々、第2回は上司の方々、第3回は部下の方々と上司の方々と合同で開催。

【参加者の感想】

・上司の方は部下をちゃんと見ていてくれていることに気付けてよかった。

・部下の気持ちが良く分かった。・とても勉強になった。

・日頃のコミュニケーションが大事だと気付けた。
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11/26 ＜ＷＥＢ会議・在宅勤務導入セミナー＞

県内における女性活躍推進の気運醸成及び当会議のプレゼンス向上を目的とし、先進的な事例に取り組んでおられる会員様を
新聞の紙面にて御紹介させていただくことを予定しています。

アンケートに御協力いただき、ありがとうございました。

今回は、令和４年４月からの育児・介護休業法の改正（産後パパ育休制度が創設される等、男性の育児休業取得に向けた取
組の強化）に伴い、「男性育休」をテーマに紙面を構成します。

【掲載紙】 佐賀新聞

【掲載日】 令和4年3月8日（予定）

【掲載スペース】全10段・1回

【掲載事例数】 3社程度

（参考）令和３年３月８日佐賀新聞掲載

12～ ＜女性活躍推進のための出張セミナー＞

講師：株式会社アテンド 代表取締役 福成 有美 氏

内容：各企業における Web 会議等の積極的な導入を後押しするため、オンライン上で のコミュニケーションの取り方やツー
ルの実際の運用方法や使用感、職場での活かし方等を学ぶことができるセミナーを開催。

【参加者の感想】

・色々なツールを実践しながら参加できた。

・ＷＥＢ会議の心得は対面会議でも活かせそうだと思った。

・社員間のコミュニケーション作りの勉強になった。

女性活躍を推進する上で各企業様が抱える様々な困りごとについて、
課題に応じた講師を派遣して行う出張型のセミナーを１２月から開
催。今年度は佐賀県倉庫協会様、佐賀子育て応援団ココロ様、株式
会社佐賀共栄銀行様で開催します。

開催企業：佐賀県倉庫協会
講師：YOHAKU-DESIGN代表 明紀 氏
内容：令和３年１２月１０日開催の業務連絡会議にて会員へ女性活
躍に取り組むメリットについてセミナーを開催。
・日本の女性活躍推進の取組
・アンコンシャスバイアス（無意識の思い込み、偏見）
・若手人材の獲得と定着・コーポレートガバナンス（企業統治）と
ダイバーシティ
・ダイバーシティ推進とは

【参加者の感想】
・柔軟な考え方で対応してきたいと思えた。
・職場活性化へ役立てていきたい。
・社内でセミナーの内容を共有したい。

＜新聞掲載＞
3/8

(予定）



第７期ＷＧメンバー活動内容

女性の活躍推進佐賀県会議
Jump Up Women SAGA（ワーキンググループ）

第８期メンバー（定員１０名）を募集します。
《募集概要》
・対象者 女性が活躍できる環境作りに関心のある県内企業・

団体で働く女性
・任期 令和4年４月～令和5年３月
・開催頻度 1か月に１回程度開催

（原則毎月第３金曜日 １５：００～１７：００）
・開催場所 主に佐賀市内
・申込先 女性の活躍推進佐賀県会議事務局

（佐賀県男女参画・女性の活躍推進課内）
TEL : 0952-25-7062 FAX : 0952-25-7338
メール : danjo-katsuyaku@pref.saga.lg.jp

※ご応募いただいた方から、業種や地域バランスによりメンバーを
選定させていただきます。

第7期ワーキンググループメンバー

九州電力(株)

(株)佐賀銀行

(株)佐賀共栄銀行

(公財)佐賀県女性と生涯学習財団

佐賀東信用組合

損害保険ジャパン(株)

第一生命保険(株)

東京海上日動火災保険(株)

(株)中野建設

松尾建設(株)

脇内 深春

西村 智子

原口 眞由美

池田 梨恵

千住 江梨奈

北川 彰子

藤野 優美

山口 祐季

西山 久美子

清永 由美子

（社名五十音順）

Ｊｕｍｐ Ｕｐ Ｗｏｍｅｎ ＳＡＧＡ活動成果発表会のご案内
第７期メンバーの１年間の活動成果発表会を開催します。

ぜひ御出席いただき、メンバーの１年間の活動成果を御覧ください。

日時
会場 ホテル グランデはがくれ ２階 フラワーホール

（佐賀市天神２丁目１番３６号）

※新型コロナウイルスの感染状況により予定が変更になる場合があります。
変更の場合はＨＰにて御案内いたします。

女性の活躍推進佐賀県会議ＨＰ https://www.juw-saga.jp/

（令和3年3月18日 第6期メンバー 活動成果発表会）

Ｓ Ａ Ｇ Ａ Ｃ ＨＩＫ Ａ にて グ ル ープ 活 動

発 表 会 に 向 け て の プ レ プ レ ゼ ン の 様 子産 業 人 材 課 へ イ ン タ ビ ュ ーセミナー講師 中倉誠二氏

第 ７ 期 Ｗ Ｇ 発 足

・4/16 第７期生 発足

・5/21 6/18 7/16 グループ活動

・8/20 「女性の就業率向上に向けて」セミナー

中倉ビジネスコンサルティング 代表 中倉 誠二 氏

・9/22 10/15 11/19 グループ活動

・12/17 プレプレゼン

・1/21 2/18 グループ活動（ブラッシュアップ）

・3/18 活動成果発表会


