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女性活躍促進・仕事と家庭の充実応援に係るセミナー等の開催について 

 

１ 要旨・目的 

経営者や人事労務担当者，女性従業員等を対象に，女性の活躍推進や男性育児休業の取得

促進などについてのセミナーや研修プログラムを開催し，企業成長につながるダイバーシテ

ィ経営の推進に向け，女性活躍を自社の経営戦略に位置付ける重要性の理解や実践方法等の

習得を促進する。 

 

２ 現状・背景 

  県内企業における指導的立場に占める女性の割合は 20.5％（令和３年度），また，男性の

育児休業取得率は 18.2％（令和２年度）となり，いずれも着実に増加をしているものの，

依然として低い水準にとどまっており，女性が意欲と適性に応じてその力を発揮できると

ともに，男女がともに仕事と家庭を両立しながら職場で活躍できる環境づくりを促進して

いく必要がある。 

 

３ 概要 

(1) 女性活躍推進セミナー及びサポート研修 

名  称 女性活躍推進セミナー 

実施日時 令和 4年 9月 20日(火)14:00～16:00 令和 4年 10 月 19日(水)14:00～16:00 

場  所 RCC文化センター 

（広島市中区橋本町 5-11） 

※オンライン同時開催 

サテライトキャンパスひろしま 

（広島市中区大手町 1-5-3） 

※オンライン同時開催 

実施内容 ・「なぜ女性活躍が重要なのか?」を学

ぶ女性人材の採用・就業継続セミナー 

・講師：㈱タナベ経営 中四国支社 

  ﾁｰﾌｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 鎌田智一 氏 

・女性活躍を企業の成長に繋げる戦略構

築セミナー 

・講師：㈱タナベ経営 中四国支社 

  ｼﾆｱﾊﾟｰﾄﾅｰ 松本順行 氏 

対象者・定員 経営者層，人事労務担当者等 各 100名 

 

 

名  称 サポート研修 

実施時期 令和 4年 11 月，令和 5年 1 月，2月（全 3回） 

場  所 広島市内中心部会場 

実施内容 経営者層と女性リーダー候補での実例づくりサポート研修 

対象者・定員 (10/19)戦略構築セミナーに参加した企業（経営者と女性リーダー候補者）30 社 

 

(2) 女性活躍推進講演会及びネットワーク交流会 

名  称 女性活躍推進講演会 

実施日時 令和 4年 11 月 24日（木）13:00～14:45 

場  所 広島県民文化センター（広島市中区大手町 1-5-3） 

※オンライン同時開催 

実施内容 【第 1部】公開特別対談「犬山紙子 氏（ｴｯｾｲｽﾄ/ｺﾗﾑﾆｽﾄ）× 湯﨑知事」 

・テーマ：「誰もが活躍できる環境づくり」 
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《ファシリテーター》広島大学教授 石田洋子 氏 

【第 2部】犬山紙子トークショー 

・テーマ：「仕事を楽しみながら生きていく」 

対象者・定員 経営者，人事労務担当者，管理職，県内で働く人 100 名 

 

 

名  称 ネットワーク交流会 

実施日時 令和 4年 11 月 24日（木）15:00～16:45 

場  所 サテライトキャンパスひろしま（広島市中区大手町 1-5-3） 

実施内容 講演の感想共有や意見交換等を中心に，今後の働き方やキャリアについて共に

考え交流する場を提供。 

《司会》小嶋沙耶香 氏（広島ホームテレビアナウンサー） 

対象者・定員 女性活躍推進講演会に参加者した女性 50 名 

 

(3) 自信創出研修及びフォローアップ交流会 

名  称 自信創出研修 

実施日時 【第 1回】令和 4年 10月 20 日（木）13:30～16:30 

【第 2回】令和 4年 12月 6 日（火）13:30～16:30 

場  所 オンライン配信 

実施内容 ・テーマ：「女性の持つジェンダーバイアス＆自信創出」 

     ～なりたい自分に向って，一歩踏み出すために～ 

・講師：パク・スックチャ 氏（アパショナータ.inc 代表） 

対象者・定員 県内で働く女性 各回 45名 

 

 

名  称 フォローアップ交流会 

実施日時 令和 5年 3月 7 日（火）13:30～16:30 

場  所 TKPガーデンシティ PREMIUM 広島駅前（広島市南区大須賀町 13-9） 

実施内容 自信創出研修受講後，改めて意見交換やフィードバックを行い，研修後の行

動，成果や思いを共有する場を提供。 

・講師：パク・スックチャ 氏（アパショナータ.inc 代表） 

対象者・定員 自信創出研修参加者 45名 

 

(4) 男性育休取得促進セミナー，出前講座 

名  称 男性育休取得促進セミナー 

実施日時 令和 4年 11 月 16日（水）13:30～15:40 

場  所 合人社ウェンディひと・まちプラザ（広島市中区袋町 6-36） 

※オンライン同時開催 

実施内容 【第 1部】特別対談「木下ゆーき 氏（子育てｲﾝﾌﾙｴﾝｻｰ）×湯﨑知事」 

・テーマ：「広島発！令和の男性育休」 

【第 2部】パネルディスカッション「次世代につなぐ男性育休」 

・パネラー：木下ゆーき 氏，湯﨑知事 

県内の企業経営者，男性育休取得者，大学生 

対象者・定員 企業経営者，人事労務担当者，管理職，男性従業員等 100 名 
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名  称 男性育休取得促進出前講座 

実施期間 令和 4年 9月～令和 5 年 2月 

実施内容 男性育休取得促進に関する企業内研修に講師を派遣する。 

テーマ（例）： 

・男性育休から考える組織の成長（管理職向け） 

・育休を取得するメリット（男性従業員向け） 

・男性育休を「当たり前」にする職場風土づくり（すべての従業員向け） 

対象者・定員 県内に事業所がある企業，団体，組合（複数企業の合同申込も可） 10社 

 

４ その他（関連情報等） 

男性の育児休業取得を促進するため，県内企業が実施する他企業の参考となる優良事例

（ベストプラクティス）を募集し，県ホームページ等で情報発信を行う。 
 

募集内容 男性の育児休業取得促進に向けて企業が実施している取組のうち，ユニークな

取組や他企業の参考となる取組。 

※改正育児・介護休業法で義務化された取組内容を除く。 

募集期間 随時受付 

 



















募集内容

応募企業等の
要件

男性の育児休業取得促進に向けて企業等が実施している取組のうち、ユニークな取組や他企業等の
参考となる取組。ただし、改正育児・介護休業法で義務化された取組内容を除く。

❶県内に事業所を有している企業等であること。
❷次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）に基づく一般事業主行動計画を策定し、
都道府県労働局へ届け出ていること。
❸「広島県仕事と家庭の両立支援企業登録制度」に登録し、“男性の育児休業等取得促進に向けた取組
自慢”に男性育児休業取得促進への取組等が記載されていること。
❹改正育児・介護休業法で義務化された内容以上の取組を行っていること。
❺就業規則等に育児休業等について規定していること。
❻法の規定を遵守していること。

募集期間

応募方法
次の資料を作成して県に提出してください。
❶広島県男性育児休業取得促進ベストプラクティス応募用紙（様式第１号）
❷男性育児休業取得促進に向けた取組内容用紙（様式第２号）　

随時受付

次の①～⑥の
すべての要件を
満たしていること。

▶詳しくはこちらから

令和４年４月１日から、「改正育児・介護休業法」が順次施行されます！

育児休業に関する研修、
相談体制の整備 など

育児休業を取得しやすい
雇用環境の整備

（本人又は配偶者の）妊娠・出産の
申し出をした労働者に対する

個別の制度周知と
意向確認

有期雇用労働者の

育児・介護休業取得要件の
緩和（就業規則の変更）

R4
4/1~

●産後パパ育休（出生時育児休業）の創設
●育児休業の分割取得 など

就業規則の変更

R4
10/1~

（常時雇用する労働者1,000人超の企業）
育児休業の取得状況の公表

R5
4/1~

〒730-8511 広島市中区基町10番52号 県庁東館３階
TEL.082-513-3419（ダイヤルイン） FAX.082-222-5521
E-mail: syokaikaku@pref.hiroshima.lg.jp

働き方改革推進・
　働く女性応援課

男性育児休業取得促進の取組
ベストプラクティスを
募集しています！

広島県

県内企業が取り組んでいる『男性の育児休業の取得促進に向けた取組』の中で、
他の企業の参考となる優良事例（ベストプラクティス）を募集しています。 
応募いただいた取組事例は、県のホームページ等でPRいたします！

事業主の皆様へ

「改正育児・介護休業法」の詳細は厚生労働省ホームページでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

改正法の施行に伴い、事業主の皆さまは、以下の対応が必要になります。

お問い合わせ先
ベストプラクティスに関する
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