
女性の活躍推進
佐賀県会議 2022年度活動報告

2022.04 〜 2023.03

● 年度別登録数一覧
年
度 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

※ 合計

会員登
録数 10 48 65 51 94 32 13 7 96 65 478

自主宣
言

登録数
0 0 39 38 40 28 6 4 86 55 296

会員数･自主宣言数が
年々増加しています！

※2022年度は2023.1.31時点

● 業種別登録数
業種 合計

建設業 239
製造業 34

卸売・小売業 25
サービス業 26
医療・福祉 22
情報通信業 15
金融・保険 16

行政 16
個人 13
CSO 10

その他 62
合計 478

登録数
478
2023/1/31

現在

▲ 第8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



2022年度 セミナー開催報告

＜働く女性のキャリアブランディングセミナー＞

講 師：株式会社アテンド 代表取締役 福成 有美 氏
内 容：女性リーダーまたはその候補者の方を対象に、自分の特性や強みを活かした、

自分らしいリーダーシップやキャリアプランを描いてもらうセミナーを開催。
【参加者の感想】
・悩んでいる事は皆同じ。自分だけじゃない。
・人間関係の大切さを感じた。上司になったら、

対部下としてではなく、人として付き合いたい。
・自分の視点ではなく、他者の視点を知ることができて

考え方を改めるきっかけになった。

9/28 ＜若手女性社員向けライフマネジメントセミナー＞

ファシリテーター： 株式会社イーリアス 代表取締役 天野英樹 氏
株式会社ヒューマナイズ 代表取締役 吉次 潤 氏

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
副室長 荒木 薫 氏
株式会社中野建設 管理本部課長 吉村 貴子 氏
株式会社佐賀共栄銀行 佐大通り支店
副支店長 原口 眞由美 氏

内 容： 経歴の異なる三名のパネリストを迎え、歩まれた
キャリアについてお話しいただき、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】
・色々な方の意見を聞けたので考え方が少し変わったかもと思う。
・同世代の女性とたくさん交流できて、刺激になった。

10/21
11/11

8/10 ＜輝く女性のための交流会２０２２＞

県内で活躍する女性たちを対象に、異なる世代や立場の枠組みを超え、新た
なネットワーク形成のきっかけを作り、県内における女性活躍推進の気運を
さらに高めることを目的とした交流会を開催。
日時：令和４年８月１０日（水）１８：３０~２０：００
場所：グランデはがくれ

・佐賀県知事とのトークセッション
・交流会＆名刺交換会



＜会員企業の啓発広告掲載＞（全１１回）

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、会員企業様において活躍されている女性の方々をリレー方式で
新聞の紙面広告として掲載。

11/16（水） 松尾建設株式会社 松尾舗道本部松尾舗道工事部工務課 野口捺菜さん
11/23（水） 東京海上日動火災保険株式会社 佐賀支店 自動車営業課

課長代理 酒見加奈子さん
11/30（水） 伊万里物産株式会社 絵付師 佐々木智子さん
12/7（水） レバレジーズオフィスサポート株式会社

キャリアチケット佐賀チームリーダー 岡本めぐみさん
12/14（水） 株式会社日本政策金融公庫 佐賀支店 国民生活事業 融資第一課

課長代理 吉岡仁美さん
12/28（水） 国立大学法人佐賀大学 学務部入試課 中尾ちひろさん
R5/1/11（水）唐津土建工業株式会社 総務部 内田沙也加さん

1/25  (水） 佐賀県中小企業団体中央会 連携企画部 副課長 鳥谷順子さん

12/1 ＜上司のための女性部下キャリア開発研修＞
講 師：株式会社アテンド 代表取締役 福成 有美 氏
内 容：部下一人ひとりの顔を思い浮かべながら「女性」のキャリア開発

という枠を超え、「一人ひとり」のキャリア開発と言う視点で
セミナーを開催。

【参加者の感想】
・女性活躍、といっても、根本的には一人ひとりときちんと

向き合うことが大切と思った。
・コミュニケーションが大切だと、改めて感じました。
・自分が思っていた以上に部下のことを知らない部分があると感じた。

11/16
～



日 時：令和５年２月２５日（土） １４：００〜１６：００
講 師：第１部 JCHO佐賀中部病院 婦人科医長 坂西 愛 氏

第２部 大塚製薬株式会社
内 容：ライフステージにより変化する、女性特有の健康面における

課題をテーマとしたセミナーを開催。
会 場：ガーデンテラス佐賀ホテル＆リゾート （３階 ブライトンコート）
参加料：無料

順次
開催中 ＜女性活躍推進のための出張セミナー＞

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。今年度は九州三菱自動車株式会社様、株式会社
佐賀共栄銀行様、佐賀県警察本部様で開催。

開催企業：九州三菱自動車株式会社佐賀支店
講師：株式会社イーリアス代表取締役 天野英樹 氏
内容：令和４年１２月５日
「ジェンダーギャップを解消するコミュニケーションの進め方」についてセミナーを開催。
・アンコンシャスバイアスを知る
・コミュニケーションの実習
・全員で気づきの共有

【参加者の感想】
・自分を見つめ直すいい機会になりました。
・今まで以上に部下に関心を持ち、話をしっかり聴く事を心掛けようと思いました。
・アンコンシャスバイアスについて知り、お客様から言われたことを勝手に解釈しないよう

気をつけようと思いました。

＜働く女性のこころとからだケアセミナー＞

2/25
(予定）



第８期ＷＧメンバー活動内容

募集チラシは、ＷＧ
広報班にてデザイン
作成しました。

ＳＡＧＡ ＣＨＩＫＡにてWG活動

＊＊＊＊＊活動内容／スケジュール ＊＊＊
＊＊
＜＃1WG＞ 4/16 第8期生 発足
＜＃2WG＞ 5/20 講演会について内容検討
＜＃3WG＞ 6/17 講演会詳細検討

(演題、担当決め、ｽｹｼﾞｭｰﾙ作成）
＜＃4WG＞ 7/15 講演会準備
＜＃5WG＞ 8/10 交流会（運営補助）
＜＃6＃7WG＞ 9/16・10/21 講演会準備
＜＃8WG＞ 11/15 講演会リハーサル
＜＃9WG＞ 12/14 講演会本番

（女性活躍推進セミナー）
＜＃10WG＞ 1/20 講演会振返り

活動報告原稿作成
＜＃11WG＞ 2/17 企画委員会参加準備
＜＃12WG＞ 3/15 企画委員会参加

第8期生解散式

交流会へ参加講演会詳細検討／準備

講演会リハーサル 黒川先生(講師）と一緒に

経営者向け講演会（女性活躍推進セミナー）開催
県内の女性の活躍推進、職場の組織力向上を目的とするセミナーを企画し、
開催しました。
第８期メンバーで講師選定から、講演会の内容や実施方法の検討を行いました。
役割分担をし、準備から当日の全体運営までを行い、たくさんの方々にご来
場いただきました。

講師：黒川 伊保子氏（株式会社感性リサーチ 代表取締役社長)
演題：脳科学から考える組織力UP

〜違いから紐解く“トリセツ”〜
・日時 令和４年１２月１４日（水）

１３：３０開場 １４：００〜１５：３０
・会場 アバンセホール（佐賀市天神三丁目２−１１）
・来場 １２７名
・アーカイブ配信申込者数 ２６名 明るく、気さくな先生で

楽屋でもいろんなお話を
お聞きしました。

講演会司会も、
ＷＧ運営班にて
行いました。

受付・会場誘導・アン
ケート回収などＷＧメン
バー全員で講演会運営を
行いました。〜来場者の声を紹介します〜 ※一部抜粋

・楽しく聞けた︕ワクワクした︕
・職場で伝えたい。
・伝え方の工夫を知ることができた。
・部下の話を聞く際に反省すべき点が多数ある
ことに気づきました。

講演会詳細検討／準備



第８期ＷＧメンバーの声

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９期メンバーを募集します。
《募集概要》

・対象者 県内企業・団体で働く管理職又は管理職候補の女性
・任期 令和５年４月～令和６年３月
・開催頻度 1か月に１回程度開催

（原則毎月第３水曜日 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。

他業種の方と同じ方向
を向いて活動する中で、
刺激を受け多くを学ぶ
ことができました。今
後に活かしていきたい
です。
第一生命保険(株)

西村 愉衣

働く環境の違う方々と意見交換す
る中で新たな気付きがたくさんあ
りました。WG活動で学んだこと
を活かし男性も女性も活躍できる
職場環境を整えたいと思います。
(株)中野建設

中野 千歳

活動を通じて、異業種の
方と交流し仕事では得ら
れない刺激や経験ができ、
視野を広げることができ
ました。
松尾建設(株)

清永 由美子

WGに参加して、講演会の企画や広報の業
務を経験することが出来ました。
8期のメンバーに出会えてよかったです。
佐賀東信用組合

増野 里美

１年間の活動で、改めて
女性活躍について考える
機会となりました。異業
種のみなさまと一緒に考
え、活動できたことに感
謝いたします。
(株)佐賀銀行

下田 美樹

他企業の方と交流
ができる貴重な機
会であり、またＷ
Ｇを通して学ぶこ
とも多く、とても
いい経験になりま
した。
九州電力(株)

北原 奈津紀

今年度の最終目標が
「講演会実施」という
日頃の業務と通ずるも
のがありましたが、
異業種の方々との作業
工程は普段とは違った
発見があり、刺激をい
ただきました。
(株)佐賀広告センター

徳永 由美子

色々な業種の皆さんと交
流ができ、共に協力して
講演会をやり遂げられた
ことは、とても良い経験
になりました。ありがと
うございました。
損害保険ジャパン(株)

江頭 たまき

「女性活躍」につい
て色んな角度から考
えることができまし
た。ＷＧの皆さんと
お話しすることで考
えの幅が広がったよ
うに感じます。
(株)エンターアイ

納富 まなみ

1年間WGの活動の中で気づいたこと、
学んだことを活かし、人との出会いを
大切にしていきたいと思いました｡
(株)佐賀共栄銀行

友田 眞紀

各企業からの参加者の皆さんと「佐賀
県の女性活躍推進」という共通のミッ
ションに向かって、本気で考え活動で
きたことは、非常に有意義でした。
東京海上日動火災保険（株）

草塲 美穂

mailto:danjo-katsuyaku@pref.saga.lg.jp

