
◆岩手県は、従業員300人以下の企業が全体の約98％を占めて
いることから、県全体において女性活躍の取組を進めるためには、
中小企業において女性活躍推進法に基づく行動計画の策定する
ことが必要である。
◆様々な分野の女性の活躍を一層推進するために、個別の分野
ごとの取組や、企業・団体トップによる率先した取組が重要である。

地域の実情と課題

◆ いわて女性の活躍促進連携会議構成団体（19団体）
岩手県商工会議所連合会、岩手県中小企業団体中央会
岩手県商工会連合会、一般社団法人岩手経済同友会
一般社団法人岩手県経営者協会、岩手県中小企業家同友会
一般社団法人岩手県銀行協会、岩手県信用金庫協会
岩手県農業協同組合中央会、岩手県漁業協同組合連合会
一般社団法人岩手県農業会議、岩手県森林組合連合会
一般社団法人岩手県建設産業団体連合会、岩手県消防長会
認定NPO法人いわて子育てネット
特定非営利活動法人参画プランニング・いわて
岩手労働局、岩手県男女共同参画センター、岩手県

連携団体

・ 女性の活躍を推進するため、より多くの企業・団体のトップによ
る率先した取組の促進が必要
・様々な産業分野での女性の活躍を推進する取組が必要
・女性が働きやすい環境の整備や働く女性のキャリアアップを支援
する取組が必要

今後の課題
◆「いわてイクボス共同宣言」を行った企業・団体をはじめとする多
くの企業・団体から、ワーク・ライフ・バランス等働き方改革のため
の出前講座への要請が増加するなど、女性活躍に向けて具体的
に取り組む企業が確実に増加した。
◆平成29年度に創設した「いわて女性活躍認定企業等」の認定に
より、官民連携による企業・団体における女性活躍の取組を促進
した。
◆「岩手で輝く女性交流会」において、業種を越えた女性のネット
ワークの構築や活躍する女性の情報発信が強化された。

事業の効果

いわて女性の活躍支援事業【岩手県】

◆ 女性活躍のための経営者研修出席者数
目標 50名 ⇒ 実績 67名

◆ ロールモデル提供事業参加者数
目標 45名 ⇒ 実績 43名

目的・目標

◆より広い分野での女性の活躍を支援するために、いわて女性の
活躍促進連携会議に５部会（防災・子育て支援・女性の就業促進・
農山漁村・建設業）を設置
◆「女性」、「男性」、「経営者」を対象としたセミナーを実施し意識
啓発を図るとともに、活躍する女性の情報発信を目的とした女性
交流会を開催。
◆企業・団体の女性活躍を促進するため、岩手県独自の女性活
躍企業認定制度を創設

事業の特徴



事業の概要

１ 女性活躍企業認定制度の創設

女性の活躍推進に積極的に取り組む県内企業等を知事が認定し、その取組を広く公表することにより、企業の自主
的な取組の促進を図り、県内企業等における女性活躍の一層の促進を図ることを目的とする。性の活躍推進に

いわて女性活躍認定企業等 ステップ１

(1)、(2)の要件をすべて満たす企業
(1) 女性の活躍推進に向けた経営トップ（代表者）の取組方針を従
業員に対して宣言している。
(2) 次の項目のいずれかに取り組んでいること。
ア 県が主催する女性活躍関連セミナーに参加している。
イ 女性社員・女性管理職を対象とした女性のキャリア形成につなが

る研修を実施している。
（社外研修を含む）している。

いわて女性活躍認定企業等 ステップ２

(1)、(2)、(3)の要件をすべて満たす企業
(1) 女性の活躍推進に向けた経営トップ（代表者）の取組方針を従
業員に対して宣言している。
(2) 次の項目のいずれかに取り組んでいること。（更新の場合、ア、イは
当初申請時の状況の維持でも可。）
ア 今までに女性が少なかった職務への女性の配置を増員している。
イ 女性管理職の人数を増員している。
ウ 女性社員・女性管理職を対象とした女性のキャリア形成につなが

る研修を実施している。
（外部研修を含む）している。

(3) 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、岩手
労働局に届出している。

【県の認定制度】



事業の概要

２ イクボス企業同盟ネットワークの構築支援

県内の企業や団体に「イクボス」を増やす取組として、イ
クボスの具体的取組内容や経営戦略としての位置づけ
を指南する共通マニュアル本「いわてイクボスガイドブッ
ク」を作成。性の活躍推進に

３ 女性活躍に係る研修及びセミナー事業

働き方改革、子育て支援制度との連携

県の関係部局が実施する女性に関するセミナーを、
女性のライフステージに合わせたシリーズとして開催。

【シリーズ化したセミナー】

①女性キャリアアップセミナー１

②女性キャリアアップセミナー２

③男性のためのワーク・ライフ・バランスセミナー

④若手女性のための先輩管理職の話を聞く会１

⑤働き方改革セミナー［商工］

⑥いきいき岩手支援財団主催セミナー［保福］

⑦女性活躍のための経営者研修

⑧若手女性のための先輩管理職の話を聞く会２

⑨若手女性のための先輩管理職の話を聞く会３

⑩岩手で輝く女性交流会



女性活躍関連セミナー
キラキラ輝く私になる！「働く女性のためのキャリアアップセミナー」

女性自身がキャリアアップするために必要なスキルを学ぶことにより、女性が活躍できる社会の形成に寄与するこ
とを目的に実施

◆ 第１回
日時：平成29年７月28 日(金)13:00～16:00
場所：アイーナ ８階
内容：働き方改革全盛の時代で進めるキャリアアップ

岩手で輝く「女性イクボス」養成セミナー①
講師：グラース社会保険労務士事務所代表

新田 香織さん
参加者：２３名

◆ 第２回
日時：平成29年８月28 日(月)9:00～12:00
場所：アイーナ ５階
内容：働き方改革全盛の時代で進めるキャリアアップ

岩手で輝く「女性イクボス」養成セミナー②

事例発表：県内企業の女性管理職・女性経営者
グループワーク「私のイクボス宣言！」

参加者：２０名

実際の私生活との両立経験、自身の職場での部下とのやり取
りの事例、イクボスを推進する企業の事例等様々な観点からお
話しいただきました。

後半のワークショップでは、職場で感じている課題、課題に対す
る対処法などについてグループで話し合いを行いました。 講師の新田香織さん

講座の様子

事業の概要



女性活躍関連セミナー
女性活躍のための経営者研修

女性の活躍を推進するためには、経営者や管理職がワーク・ライ
フ・バランスや女性登用について理解し、事業所のトップが率先して
取り組むことが重要となることから、経営者や管理職の理解を深め
ることを目的とした研修を実施する。

実践事例に学ぶ！
働き方改革 お悩み解決セミナー

日時：平成29年12月19日（火） 13：00～16：45
場所：ホテルメトロポリタン ニューウィング４階
参加者：６７名

基調講演
「イクボスが働き方改革の中心となる理由」

講師：NPO法人ファザーリングジャパン東北 共同代表 竹下小百合氏

具体的取組を推進する組織の事例発表
㈱ジョインセレモニーパレスグランデール 常務取締役 武田靖子氏
㈱ママそら 代表取締役 奥田絵美氏
㈱ペンギンエデュケーション 代表取締役 横田智史氏

推進者パネルトークセッション
「明日から実行できる働き方改革」をテーマにパネリストと参加者と
の情報交換を実施。

事業の概要



事業の概要

女性活躍に関する出前講座①

企業や団体が主催する女性の活躍促進に関する研修会等へ講師を派遣する ことにより、女性自身の能力開発
及び周囲の理解協力を推進する。

日 企業・団体名 対象 人数 内容・テーマ

7/1 花巻市 一般の夫婦 28人
女性活躍はパパの家庭参画から！
シェアしたくなるイクメン・カジメン講座

7/12 岩手県高圧ガス保安協会
協会構成企業の
経営者・管理職等 61人 イクボス講演

7/13
7/18

岩手大学 全学年対象 214人
キャリアを考える
～女性活躍・働き方改革・パパの視点から～

8/4 岩手県国保連合 職員 25人 女性活躍とマネジメント講座

8/20 花巻市 市民 16人 イクメンカジメン講座 パパの料理講座

9/21 雫石町 町民 41人 雫石町民 イケてるオヤジ＆マダム講座

9/26 盛岡地方検察庁 職員 42人 働き方改革講座

9/30 花巻市 市民 14人 花巻市パパスクール最終回

10/1 岩手県教職員組合 組合員 52人 男性の育休シンポジウム

10/3 いわてイクボス共同宣言企業 経営者・管理職・担当者 51人 第１回いわてイクボス共同宣言企業勉強会

10/14 岩手県学校事務職員組合 組合員 39人 働き方改革講演

10/17 岩手県立大学 職員 39人 ワーク・ライフ・バランス

10/24 盛岡税務署・県内税務署 管理職 48人 イクボスセミナー

10/26 東京海上日動岩手支社 社員 90人 働き方改革セミナー



事業の概要

女性活躍に関する出前講座②

日 企業・団体名 対象 人数 内容・テーマ

11/9 水沢ハローワーク 市民 9人 マザーズ応援セミナー：ワーク・ライフ・バランス

11/14 一関税務署 職員 38人 イクボスセミナー

11/15 リコージャパン 代理店 23人 働き方改革＆マネジメント講座

11/18 金ケ崎子育て支援センター 町民 16人 パパデイ：男性を巻き込んだ女性の意識改革

11/18 山ノ目市民センター 市民 25人 おはなしフェス：男性の意識改革

11/26 田野畑村女性団体協議会 会員 20人 地域を支える女性のチカラ

11/27 盛岡市社会福祉協議会 市民 24人 働き方改革セミナー

12/12 一関社会福祉協議会 市民 52人 働き方改革・イクボス講座

1/17 東北電力 職員 30人 イクボスセミナー

1/20 陸前高田・一関社協共催 職員 17人 働き方改革講座

1/24 岩手大学 学生 198人 キャリアを考える



女性活躍関連セミナー
男性のためのワーク・ライフ・バランスセミナー

「地域に男性のチカラを！」
働き方改革で家族・組織・地域・自身をすべてハッピーに！

今こそＬＩＦＥをＳＨＩＦＴ！

日時：９月13日（水） 14：00～16：00
場所：岩手県民情報交流センター（アイーナ）501Ａ
参加者：３８名

ＳＨＩＦＴ １ 基調講演
「働き方改革全盛！いま男性の働き方改革が必要なこれだけの理由」

講師：NPO法人ファザーリングジャパン東北 理事 後藤大平さん

ＳＨＩＦＴ ２ パネルトーク
「仕事だけでいいの？俺たちの考える“次世代に残したい男の生き方”」

パネリスト 日脇隆弘さん（盛岡市）
早坂孝一さん（仙台市）

司会 後藤大平さん

男性ワーク・ライフ・バランスを進めるために、自身のワークスタイ
ル（長時間労働など）ライフスタイルを知り、タイムマネジメントの実
践につなげられるよう、男性のロールモデルの提供等を実施

事業の概要



事業の概要

４ いわて女性の活躍促進連携会議

連携会議を開催し、構成団体の連携した事業実施や情報共有を行うことによって、「女性が活躍できるいわて」の実
現を目指す。

◆連携会議の開催
第1回
日時：平成29年９月11日（月）14:00 ～ 15:30
場所：大通会館リリオ ３階 イベントホール
内容：(1) いわて女性の活躍促進連携会議設置要領の

一部改正について
(2) いわて女性の活躍支援事業の取組について

ア 平成29年度の取組状況について
イ いわて女性の活躍促進連携会議部会の取組について
ウ いわて女性活躍企業等認定制度の創設について
エ 岩手で輝く女性交流会について

第２回
日時：平成30年３月14日（水）15:00 ～ 15:50
場所：大通会館リリオ ３階イベントホール
内容：(1) いわて女性の活躍促進連携会議の取組について

ア 平成29年度女性活躍支援の取組状況について
イ いわて女性の活躍促進連携会議5部会の取組について
ウ いわて女性活躍企業等認定制度の認定状況について
エ 岩手で輝く女性交流会について

(2）平成30年度における「いわて女性の活躍促進連携会議」
事業計画（案）について

(3) 平成30年度における県の女性活躍支援に関する取組に
ついて



事業の概要

４ いわて女性の活躍促進連携会議5部会

連携会議に５つの部会を設置し、本県の現状を踏まえて個別の分野ごとの取組を推進する。



事業の概要

４ いわて女性の活躍促進連携会議5部会

連携会議に５つの部会を設置し、本県の現状を踏まえて個別の分野ごとの取組を推進する。



事業の概要

４ いわて女性の活躍促進連携会議5部会

連携会議に５つの部会を設置し、本県の現状を踏まえて個別の分野ごとの取組を推進する。



事業の概要

岩手で輝く女性交流会

県内で活躍する女性の取組発表や意見交換などによる交流を通じて、業種を越えたネットワークづくりやそれ
ぞれの活動を情報発信する。



将来において目指したいと思うモデルとなる女性を学生や若手社員等に示し、今後のキャリア形成に生かすととも
に、女性自身がキャリアアップするために必要なスキルを学ぶことにより、女性が活躍できる社会の形成に寄与す
ることを目的に実施

５ 女性活躍関連セミナー
若手女性のための先輩管理職の話を聞く会（ロールモデル提供事業）

事業の概要

「働く女性に学ぶ！先輩社会人との意見交換会」 （学生向け） 参加者１３名
日時：平成30年１月10日（水）17：30～19：30
場所：岩手県公会堂21号室
講師：㈱北日本銀行 市場国際部 勝 智香子 氏

盛岡ターミナルビル㈱ メトロポリタン運営グループ 木村 望美 氏
岩手県職員 環境生活部環境生活企画室 主任 目時 麻由 氏

「働く女性のためのキャリアアップセミナー」
◆盛岡地区：若手社員向け 参加者１７名
日時：平成30年2月1日（木）14：00～16：00
場所：エスポワールいわて ３階特別会議室
講師：㈱岩手銀行 個人ローンセンター調査役 高橋 利恵 氏

ＩＧＲいわて銀河鉄道㈱ 総務部 総務・法務G 副課長 小綿 奈津子 氏
㈱ワイズマン 総務部人事課 課長 山田 潮里 氏

◆金ケ崎地区：若手社員向け 参加者１２名
日時：平成30年2月１４日（水）14:00～16:00
場所：金ケ崎町中央生涯教育センター
講師：㈱東北銀行 江刺支店副調査役 小田島 宏美 氏

㈱デンソー岩手 経営本部 総務部人事課係長 佐藤 一恵 氏
㈱プラザ企画 サービス担当トレーナー 佐々木 美幸 氏

意見交換会の様子



事業の概要

６ 女性活躍推進相談事業

女性活躍推進法第18条第２項に規定する「相談対
応、関係機関の紹介その他の情報提供、助言等」を
実施するため、相談窓口を岩手県男女共同参画セン
ターに設置
相談内容：労働環境、解雇、転職、就職 職場のパ
ワハラ、在宅ワーク、就職活動の仕方、再就職、仕
事と介護の両立、職場の人間関係、パワハラ、休職
中の不安など



事業の概要

７ むら・もり・うみ女子ネットワーク活動等応援事業

若手女性農業者の主体的な活動や地域活性化をめざしたアイディアの実現を支援し、将来の女性リーダーを育成
する。また、女性起業の高度化や地域活性化に向け、食の匠等による食文化の伝承・発信の取組等を支援する。

１ 農業技術や経営、農産加工等のスキルアップのための学びの「場」の提供
セミナー等の開催による基礎知識の習得や仲間づくり、プロジェクト活動の支援、各専門講座等への参加を誘

導〔各地域〕

２ 農業女子のネットワーク化や相互研鑽のための集まりの「場」の提供
「いわて農業女子研修大交流会」の開催（11月16日、ビッグルーフ滝沢）
県内で活躍する先輩からの活動報告や、情報交換会などにより、今後の農山漁村を担う若い女性農業者の交

流活動等を支援（参加者数46名、うち若手女性農業者等27名）

３ 豊かな感性・自由な発想の実現のためのチャレンジの「場」の提供
「岩手でかなえよう夢実現事業」の実施
(1) 農村地域活性化のアイディア（夢）を広く公募し、実現に向けたプラン作成を支援（４件）

・プランナー派遣による夢プランのブラッシュアップ（７～３月）
・プランニング講座（９月）、視察研修（10月）、夢プラン発表会（３月）等

(2) 昨年度の夢プラン作成者に対して、夢プラン実践の取組について助成（定額補助、４件）


