
 ながさき女性活躍推進会議 
活動報告 

平成28年1月19日 



1.発足 
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長崎県において、女性の社会進出の促進を図り、 
その能力と感性をより発揮できる社会づくりを 
推進する官民が一体となった組織です。 
会議の活動により女性の活躍の場を広げ、 
地域経済の活性化を図ります。 

平成26年12月22日発足 
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2.組織・体制 
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企画委員会 
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［代表］  上田 惠三  長崎県商工会議所連合会 会長  

［代表］  井石 八千代  株式会社 井石 代表取締役  

   宅島 壽雄  長崎県商工会連合会 会長  

   石丸 忠重  長崎県中小企業団体中央会 会長  

   横田 宏  長崎県経営者協会 会長  

   宮脇 雅俊  長崎経済同友会 代表幹事  

   里 隆光  長崎都市経営戦略推進会議 議長  

   森 拓二郎  株式会社 十八銀行 代表執行役頭取  

   吉澤 俊介  株式会社 親和銀行 取締役頭取  

   才木 邦夫  株式会社 長崎新聞社 代表取締役社長  

   伊東 昌子  長崎大学ダイバーシティ推進センター長  



顧問 

●長崎県知事 

●長崎労働局長 

●長崎県市町会 会長 

●長崎県町村会 会長 
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ワーキング･グループ 
三菱重工業株式会社 長崎人事労政グループ主任 

有限会社一高本舗 代表取締役 

九州電力株式会社 長崎支社人事労務部労務安全グループ 

株式会社イシマル 社長室 室長  

株式会社浜屋百貨店 婦人営業部 部長 

株式会社親和銀行 人事部 副調査役 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 長崎支店諫早支社島原営業所業務課長 

させぼパールシー株式会社 営業部課長 

長崎商工会議所 総務部長 

長崎県商工会連合会 指導課課長 

長崎県経営者協会 業務部長 

長崎労働局雇用均等室 地方機会均等指導官 

長崎県 県民生活部 男女共同参画室 課長補佐 

長崎県 福祉保健部 こども政策局 こども未来課 総務企画班 係長 

長崎県 産業労働部 雇用労働政策課 労政福祉班 主任主事 
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3.事業の実施状況 

ながさき女性活躍推進会議 



1）企画委員会 

第1回（平成27年4月23日開催） 

第2回（平成28年3月開催予定） 

●行動宣言に基づく 
  3つの重点活動 

① 女性の活躍推進に向けた気運醸成と 
男女が共に仕事と家庭を両立できる職場づくり 

② 女性登用に繋がる職域拡大や管理職者数・比率等の
目標設定の推進 

③ 女性の能力・意欲の発揮支援 

ながさき女性活躍推進会議 



2）ワーキング・グループ 

●本年度のテーマ 

① 男女が共に働きやすい環境整備 

② 女性の登用等促進 

●会議の開催 
平成27年   5月28日 

  7月21日 
  9月18日 
11月18日 

（6回開催） 

平成28年 1月15日 
  2月19日（予定） 



●男女が共に働きやすい環境整備 
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・男女がともに働きやすい環境について 

●全体的な長時間労働の軽減 

 →ワーク・ライフ・バランスの考え方 

●有給休暇の計画的な取得促進 

 →言い出しにくい環境の改善 

●円滑な情報交換で、相互理解を深める 

 →ランチミーティングなどを提案 

●男女の職の格差を是正 

 →男女ともに教育を充実させる 

中小企業では対応できていないところもあるので 

               フォローが必要な部分も 

 仕事と家庭の両立ができる職場へ 

情報共有の 

円滑化 

休暇の 

取得促進 

長時間労働

の是正 

【ワーキング・グループで出た意見】 



●女性の登用等促進 
 
・女性の登用促進 

・趣旨賛同会員、自主宣言会員を増やす取組 

・会員が宣言した目標の実行を促す取組 

等 



●女性の登用等促進 
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・女性の登用促進について 
【ワーキング・グループで出た意見】 

男女ともに経験を積んで管理職になるのが理想的。男女の考え方に違い
があるので、それを会社側が理解して育てていくことが必要。どういう取
組が必要なのかを相談できるところ、専門家等の紹介が取組の推進になる
のでは。 
女性の登用の定義についても考える必要がある。採用割合、管理職割合
等数値目標達成だけでなく、企業側が「登用している」という認識で、女
性が活躍していれば登用になるのではないか。 
女性が登用されたい、と思っているのかという点。管理職を促されても、
機会を与えられておらず断られる場合がある。数値目標ありきで経験がな
いのに役職をつけたところで、ダメだったという話もある。 
人事制度の段階で整備が必要。異動させて、経験を積んで、自信を持た
せて上にいくというやり方。研修を受けさせるなどの環境を整備していく。 
労働時間が長いことも問題なので、法の整備、女性本人の意識を変える
ということをやっていくべきでは。 



●女性の登用等促進 
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・趣旨賛同会員、自主宣言会員を増やす取組について 
【ワーキング・グループで出た意見】 

各種媒体での広報 

• web 

• パンフレット 

• テレビ 

• その他広告等 

説明の「場」を設ける 

• 経営者に向けて説明

できるような各種団体

の集まり、セミナーを活

用 

• 県内企業に説明する

機会を設ける 

ロゴマーク等の使用 

• ロゴの使用を促し、「女

性活躍を推進している

会社」である事が一目

でわかるように 

• LINEスタンプなどに拡

充 

●県内事例は自主宣言をしている企業全てを掲載(Web) 
●バナー、ロゴをつくって各企業に貼ってもらう→相互リンク(Web) 
●女性の活躍を理解して協力する男性の情報も掲載（Web、パンフレット） 



●女性の登用等促進 
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・会員が宣言した目標の実行を促す取組 について 
【ワーキング・グループで出た意見】 

社内的な周知 
進捗状況を 

Webサイトに掲載 

数値目標あり 

→現状の数値を紹介 

数値目標なし 

→取組状況を紹介 

他社の取組を知る 

ながさき女性活躍推進会議Webサイトで進捗状況の公表 

交流会の開催 

共通項がある企業をつなげる 情報交換、研修 

↑ 
社内的に 
対外的に 
↓ 

◆その他 

→自主宣言達成後の目標の検討 
→宣言の実行状況をアンケートで調査 



3）経営者向け女性活躍推進セミナーの開催 

県下各地でのべ8回開催 
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開催日 開催地 参加人数 

6月15日 長崎市 49名 

6月17日 佐世保市 36名 

6月19日 諫早市 19名 

6月23日 五島市 25名 

6月29日 壱岐市 22名 

8月27日 長崎市 61名 

11月16日 長崎市 30名 

11月27日 大村市 53名 



4）広報関連 
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テレビCM  1/8より放送中 

パンフレット 本日配布 
 

Webサイト（ 10/28公開）  
http://nagasaki-joseikatsuyaku.net/   

 
 
 
 
 



4.会員等の加入状況 
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1）趣旨賛同会員加入 
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2）自主宣言登録 

（平成28年1月15日現在） 

企業・団体数 135件 

企業・団体数   71件 



会員の皆さまの自主宣言例 
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•女性が働きやすい労働環境の整備に努め、活
躍できる職域を拡大します。 

•長崎県内の営業所における女性雇用率を30％
までに引き上げ、女性の活躍出来る職場環境を
平成28年3月20日までに実現します。 

•現在、従業員の80％を女性が占めていますが、
今後も女性の活用を推進してまいります。 

等 



ながさき女性活躍推進会議Webサイトで公開中 
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http://nagasaki-joseikatsuyaku.net/ichiran/ 



ご清聴ありがとうございました。 
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