
 

 

 

 
 

 

 

 

 

広島県は県内の働き方改革と女性活躍を一体的に進めるため，企業や従業員個人を対象に

した２つの研修をスタートさせます。 

○企業経営者勉強会 

 働き方改革の必要性を実感していただき，取組意欲を喚起する実践的な勉強会 

○女性キャリアアップ支援研修 

 企業だけでなく女性従業員自身も対象に，人材育成やキャリア形成支援を行う研修 

 

Ⅰ 働き方改革企業経営者勉強会  

経営者の方を対象に，働き方改革を進める意義や重要性，経営上のメリット等について理解を深め， 

働き方改革に着手するきっかけとしていただく勉強会です。 

 

１ プログラム内容 

（１）基調講演 

  「働き方改革の意義と具体的取組」 講師 矢島 洋子  
（講師プロフィール） 

    三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 共生社会室室長 主席研究員 
中央大学大学院戦略経営研究科客員教授 2004 年～2007 年  
内閣府男女共同参画局男女共同参画分析官。少子高齢対策，男女共同参画の視点から， 
ワーク・ライフ・バランスやダイバーシティマネジメント関連の調査・研究・コンサルティングに取り組んでいる。 

 
（２）働き方改革取組企業による取組事例紹介とグループディスカッション 

・アイデアや工夫で働き方改革を進める企業からの取組事例の紹介（取り組む上でのポイントや課題等） 

・参加者に企業ゲストも交えて，働き方改革をすすめる上での課題などについて意見交換 

 

２ 開催概要 

 

 

  

開 催 日 時 
【広島開催】 
平成 29 年７月 27 日（木） 
13：30～16：30（受付 13：00～） 

【福山開催】 
平成 29 年７月 28 日（金） 
13：00～16：00（受付 12：30～） 

開 催 場 所 ホテルメルパルク広島  広島県民文化センターふくやま 

応 募 対 象 企業の経営者，人事・労務責任者 など 

応 募 期 間 平成 29 年５月 30 日（火）～平成 29 年６月 28 日（水） 

資 料 提 供 
平成 29年５月 30日 

働き方改革推進・働く女性応援チーム 

（働き方改革推進・働く女性応援課） 
担当 西岡・志水 
内線 3340，3419 

企業の皆様が直面する課題に応じたきめ細かな支援を実施 

広島県の働き方改革・女性活躍推進の研修スタート！ 
「企業経営者勉強会」と「女性キャリアアップ支援研修」の募集開始 



Ⅱ 女性のキャリアアップ支援研修   

女性の活躍の場を広げていくため，企業の女性社員育成と働く女性自身のキャリア形成をトータルで支援する

取組です。 

昨年度の「広島県女性活躍推進企業実態調査」結果を踏まえ，県内企業における人材育成など，女性の活躍

促進に向けた課題を一体的に解決できる本県オリジナルの内容となっています。 

 

１ 研修概要 （詳細は別紙チラシ参照） 

（１） わーくわくｗｏｍan’s アクション塾 【無料】 …働く女性自身のキャリアデザインや就業継続の支援 

①キャリアデザイン研修 

 （全２日間/広島・福山・三次） 
長く活躍できるよう，中長期視点で自分のキャリアを考える 

②育休復帰・就業継続支援研修 

（全１日/広島） 
育休復帰後も就業継続＆活躍できるよう，仕事と家庭の両立ノウハウを習得 

③メンター研修 

 (全２日間/広島・福山) 

女性従業員の悩みや課題を理解し，相談・助言・育成をする指導者（メンタ

ー）の養成，およびメンター制度の導入の支援 

 

（２）わーくわくキャリア塾 【有料※減免措置あり】 …企業の人材育成や女性人材活躍を支援 

④キャリアアップ研修 

(全４日間/広島・福山) 
管理職候補として，意識意欲の向上とリーダーシップ・マネジメント力の習得 

⑤リーダー研修 

(全２日間/広島・福山) 

女性部下のキャリア形成・キャリア向上・就業継続の支援が可能な人材育成・

マネジメント力の習得 

※「わーくわくキャリア塾」（ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ研修，リーダー研修）については，受講料が必要です。（減免制度詳細は，チラシ裏面参照） 

 
２ 研修プロデューサー・メイン講師 
 

  

 

 

 

 

 

※本事業は，公益財団法人日本生産性本部に委託して，実施するものです。 

上司と部下などセットでの受講も大歓迎！このチャンスを是非，お見逃しなく！ 

 

 

 

 

 

 

 

・公益財団法人 日本生産性本部ダイバーシティ推進センター所長 
・人材育成コンサルタント，ダイバーシティ・コンサルタント 
・株式会社キャリアン 代表取締役 

  
  河野 真理子  

 

 

 

参加をお待ちしています！ 



「わーくわくwoman‘ｓアクション塾＆わーくわくキャリア塾」 
を開講します！ 

②育休復帰・就業継続 
支援研修 

（全１日/広島） 
 

育休復帰後も就業継続＆活躍できるよう、 
仕事と家庭の両立ノウハウを習得 

 
【対象者】 

育休等に直面する女性従業員 
（今後の取得予定者、 
復帰間もない者を含む） 

⑤リーダー研修 
（全２日間/広島・福山） 

 
女性部下のキャリア形成・キャリア向上・ 

就業継続の支援が可能な 
人材育成・マネジメント力の習得 

 
【対象者】 

女性従業員を 
部下に持つ管理職 
（男女を問わない） 

①キャリアデザイン研修 
（全２日間/広島・福山・三次） 

 
長く活躍できるよう、中長期視点で 

自分のキャリアを考える 
 

【対象者】 
女性従業員 

（主に入社～１０年未満） 

③メンター研修 
（全２日間/広島・福山） 

 
  女性従業員の悩みや課題を理解し、 

相談・助言・育成をする指導者（メンター） 
の養成、および導入ノウハウの習得 

 
【対象者】 

メンター制度導入を検討する担当者・ 
女性後輩の相談にのることを希望する 

従業員（男女を問わない） 

④キャリアアップ研修 
（全４日間/広島・福山） 

 
管理職候補として、 

意識意欲の向上とリーダーシップ・ 
マネジメント力の習得 

 
【対象者】 

管理職候補として 
期待される女性従業員 

（主任、ﾘｰﾀﾞｰ、係長級等） 

広島県商工労働局 働き方改革推進・働く女性応援課 
〒730-8511 広島市中区基町１０－５２ Tel.082-513-3419 

問い合わせ 

研修プロデューサー・メイン講師： 河野 真理子氏 
公益財団法人 日本生産性本部ダイバーシティ推進センター所長 

株式会社キャリアン 代表取締役  

広島県 

～多様な社員の力を最大限に発揮させるために～ 
社員の人材育成とキャリア形成支援を行う研修です。 

コースは全部で５つ！就業継続～活躍まで県がトータルサポート！ 

無料託児付き 
無料託児付き 

平成29年夏 

わーくわくwoman’sアクション塾（無料） 

わーくわくキャリア塾（有料）  ※キャリア塾受講料の 
   「減免制度」あります！ 

申し込みは６月５日 
から開始です！ 

NEW 



①キャリアデザイン研修（全２日間/広島・福山・三次） 
 【対象者】 女性従業員 （主に、入社～１０年程度） 
第１回 平成29年７月５日・26日 広島県情報プラザ 定員50名 共催 広島市 

第２回 平成29年７月６日・27日 みよし まちづくりセンター 定員30名 共催 三次市 

第３回 平成29年10月５日・19日 イコール福山／ものづくり交流館 定員50名 共催 福山市 

第４回 平成30年２月24日・３月10日 広島県情報プラザ 定員50名 共催 広島市 

平成29年度「わーくわくwoman‘ｓアクション塾＆キャリア塾」スケジュール 

②育休復帰・就業継続支援研修（全１日/広島） 
 【対象者】 育休等に直面する女性従業員（今後の取得予定者、復帰間もない者を含む） 

第１回 平成30年1月31日 広島県情報プラザ 定員30名 共催 広島市 

③メンター養成セミナー（全２日間 /広島・福山） 
 【対象者】 メンタースキルの修得を希望する従業員（男女を問わない） 

第１回 平成29年８月３日・24日 広島県情報プラザ 定員20名 共催 広島市 

第２回 平成29年８月４日・25日 イコール福山／ものづくり交流館 定員20名 共催 福山市 

第３回 平成29年10月６日・20日 広島県情報プラザ 定員20名 共催 広島市 

④キャリアアップ研修（全４日間/広島・福山） 
 【対象者】 管理職候補として期待される女性従業員（主任、ﾘｰﾀﾞｰ、係長級等） 

第１回 平成29年８月30日・31日 
      ９月27日・28日 広島県情報プラザ 定員25名 共催 広島市 

第２回 平成29年11月８日・９日 
      11月29日・30日 広島県情報プラザ 定員25名 共催 広島市 

第３回 平成30年１月11日・12日 
      １月25日・26日 まなびの館 ローズコム 定員25名 共催 福山市 

第４回 平成30年３月８日・９日 
      ３月22日・23日 広島県情報プラザ 定員25名 共催 広島市 

⑤リーダー研修（全２日間/広島・福山） 
 【対象者】 女性従業員を部下に持つ管理職（男女を問わない） 

第１回 平成29年８月2日・23日 広島県情報プラザ 定員20名 共催 広島市 

第２回 平成30年２月8日・22日 イコール福山／ものづくり交流館 定員20名 共催 福山市 

第３回 平成30年２月9日・23日 広島県情報プラザ 定員20名 共催 広島市 

 わーくわくwoman’sアクション塾（無料） 

 わーくわくキャリア塾（有料）  ※キャリア塾受講料の「減免制度」あります！ 

※「わーくわくキャリア塾」（④キャリアアップ研修、⑤リーダー研修） 研修受講料と減免制度 
適    用 受講料 

原則 ・従業員301人以上の企業 
・従業員300人以下で次の要件にあてはまらない企業 ３万円 

減免 

・従業員300人以下の企業 

① 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定 無料 

② 次世代法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し，かつ「広島県女性活躍推進部署設置」をしている企業 1万円 

・１企業から複数人が受講をする場合（従業員規模は不問） ２人目以降， 
基本受講料の半額 
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