
平成２７年度　ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議　事業実施報告 資料①

事　業　名 開催日時・参加者数 内　　　容 効　　果 課　　題

第１回
ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携
会議

H27.12.16(水)
15：30～16：30
12名

連携会議設立の趣旨説明，女性活躍推進法の概
要説明などそれぞれの現場の状況報告，課題認識
の共有

女性活躍推進を切り口にして，これまで直
接的な働き掛けができていなかった民間
事業所との男女共同参画に関するネット
ワークができた。

連携会議に幹事として参画する代表者を
核として，民間事業所の会員への参画拡
大に努め，女性活躍推進を図る。

【講演会】

女性の活躍とダイバーシティ
講師：佐々木かをりさん
（（株）イー・ウーマン代表取締
役社長）

H28.1.30(土)
13：00～14：15
80名

ダイバーシティとは，男女老若などでなく内側にあ
る考え方の多様性を育むこと。物事１つでも見え方
は異なり，いろんな視点でみる多様性が大切。
チャンスは人が運んでくる。そしてタイミングが大
事。「やってみませんか？」には，やったらいい！

産業政策担当部署との協働開催により，
参加者層が広がった。協働開催すること
で，双方の担当者の意識向上にもつなが
り，行政内における連携事業の好事例と
なった。

事業予算や人員が削減される中で，他部
署との連携は費用対効果を高める一助と
なる。今後もあらゆる分野での連携につ
いて検討する必要がある。

【事業所対象セミナー】

ポジティブ・アクションでどう変
わる？！
講師：宮越泰子さん
（（一財）女性労働協会 女性就
業支援専門員）

H28.2.4(木)
14：00～16：00
13名

女性の活躍の更なる推進のためには，自治体や事
業所が，地域の課題・実情に応じた取り組みを積極
的に進めることが必要。
地域における女性活躍推進の必要性，ポジティブ・
アクションの取組事例などを紹介。
グループワークで，職種の異なる参加者との情報
交換。

少人数での開催であったため，講義内容
の理解度やグル―プワークにおける情報
交換などにおいて充実した内容となった。

参加事業所の少なさから女性活躍推進法
への関心がまだまだ低い現状が伺える。
法や連携会議の趣旨等について継続した
周知広報が必要である。

【働く女性対象セミナー】

女性のためのバージョンアップ
仕事術
①わたしらしいキャリアの創り
方
②仕事力をあげる交渉術
講師：柴田朋子さん
（ＪＵＮＯ代表）

① H28.1.29(金)
② H28.2.12(金)
13：15～16：30
33名
2日間連続セミナー
（延べ61名）

① 自分が仕事で何を大事にしているのか，強み弱
みは何か，自分の価値観・成功パターンをよく理解
することによって，今よりもっと自分らしさを上手く活
かして仕事を楽しめる仕事術を学んだ。

②職場で，家庭で周りを巻き込む力を付けるため，
交渉で大切なのは，「目的は何か，自分は何を伝え
るのか，相手は何を知りたいか」の3つの視点を持
つことと学んだ。またグループワークの中では自分
のコミュニケーションの癖を発見した。

リーダー候補の年代の参加者が自分自
身を見つめ直し，自分の傾向を知ること
で，仕事へのモチベーションやスキルアッ
プにつながる機会となった。

中小事業所が単独で人材育成の研修等
を実施することは難しい。業務の一環とし
て参加できるような仕組みが必要。
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ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携
会議　専用サイトの構築

【サイト項目】
・メンター（ロールモデル）紹介
・ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議概要
・事業案内
・先進事例紹介
・関連資料リンク

市民団体との協働制作で，若い女性の
ニーズを把握し活かせることができた。委
託事業とすることで団体の活動支援や人
材育成支援にもつながった。

サイト内容の充実とサイト活用に関する周
知。

連携会議への参画依頼
H27.12月
H28.1月

・市内の事業所に対し，参画依頼の文書を送付
・アンケート結果から抽出した事業所に案内を送付
・電話連絡
・ジェフリーすずか通信の送付

参画同意　11社

・市内事業所370社に依頼文書送付
・事業所アンケート回答の中から，条件を
絞って37社に再度案内送付と電話案内
・事業実施概要を掲載した通信と参画依
頼文書を再度送付
現状（郵送）での事業所の事業所件数の
増加は見込めない
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資料②

〒 住　　所

1 富士電機FAサービス㈱ 513-8633 鈴鹿市南玉垣町５５２０番地 130 13

2 イケダアクト㈱ 513-0032 鈴鹿市池田町櫛引１１４０ 38 5

3 富士電機㈱鈴鹿工場 513-8633 鈴鹿市南玉垣町５５２０番地 767 62

4 ㈱マザキナ 513-0836 鈴鹿市国府町１０９８－４ 25 4

5 510-0801 鈴鹿市神戸四丁目６番２２号 1438 521

6 大日本住友製薬㈱鈴鹿工場 513-0818 鈴鹿市安塚町１４５０番地 354 110

7 住友電装㈱鈴鹿製作所 513-8631 鈴鹿市三日市町字中の池１８２０番地 1912 286

8 ヤマコー株式会社 513-0809 鈴鹿市西条九丁目１４番地 9 3

9 ㈲ココワークス 513-0009 鈴鹿市中冨田町35-1 17 9

10 鈴鹿農業協同組合 513-8650 鈴鹿市地子町1268 478 229

11 ㈱三重銀行 513-0801 鈴鹿市神戸二丁目1番5号 150 90

12

13

14

15

16

17

18

19

20

女性従
業員数
（人）

㈱第三銀行鈴鹿支店

ＳＵＺＵＫＡ女性活躍推進連携会議　参画団体名簿

企 業 ・ 団 体 名
所 在 地 全従業

員数
（人）



平成28年度　事業実施スケジュール（案）

(3)専用ＨＰの
管理運営

広報開始
(2)-②女性労働者対
象セミナー

企画 広報開始

(2)-①事業所対象セ
ミナー

企画 広報開始 広報開始

（2）講演会 企画・調整 広報開始

H２９.１月 ２月 ３月

(1)SUZUKA女性活
躍推進連携会議

資料③

H２８.４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

7月

事業所対象セミナー

①

「(仮)ポジティブ・アク

7月～8月

女性労働者対象セミナー（3回講座）

「(仮)スキルアップ講座」

4月14日

第1回SUZUKA女性

9月

女性活躍推進セミナー

講師：

2月上旬

第2回SUZUKA女

ＨＰ開設の周知広

報

12月

事業所対象セミナー

②

「(仮)ワーク･ライフ・

1月

女性労働者対象セミナー

「(仮)フォローアップ講座」



SUZUKA女性活躍推進連携会議　平成28年度事業計画（案）　 資料④

事　　業 日　　時 目　　的 概　　要

講演会

女性活躍推進セミナー
*ダイバーシティ経営起業
100選受賞企業による 女
性の活用成功事例

9月
啓発
事例紹介

経営者，人事担当者，
労働組合役員，一般

事業所対象セミナー

「（仮）ポジティブ・アクション
　支援セミナー」
*先進事業所視察*

7月
啓発
事例紹介
取組支援

経営者，人事担当者，
労働組合役員等対象

「（仮）ワーク・ライフ・バラン
ス支援セミナー」

12月
啓発
事例紹介
取組支援

経営者，人事担当者，
労働組合役員等対象

働く女性対象セミナー

「（仮）スキルアップ講座」 7～8月
キャリアアップ
エンパワメント
人材育成

働く女性対象
3回連続講座
30名程度

「（仮）フォローアップ講座」 1月
キャリアアップ
エンパワメント
人材育成

働く女性対象
3回連続講座のフォロー
30名程度

専用ＨＰの管理運営 通年 啓発，周知
協力依頼先：
マザーズライフサポー
ター

JUNO代表　柴田朋子さん

連携先：
地協女性委員会
商工会議所（女性部）

JUNO代表　柴田朋子さん

講　　師

・㈱光機械製作所（津市）
・田代珈琲㈱（東大阪市）
・富士特殊紙業㈱（瀬戸市）

連携先：
青年会議所
商工会議所
鈴鹿地協
鈴鹿農協

協力依頼先：
ＪＴＢ

・㈱光機械製作所（津市）
・田代珈琲㈱（東大阪市）
・富士特殊紙業㈱（瀬戸市）

雇用対策関係
・育児介護休暇関係法令etc
・住友電装の休暇積立制度紹介


