女性活躍を応援

Company Future Project

「企業の未来プロジェクト2017」概要
企業の未来プロジェクトは、仙台、宮城、東北の企業における女性活躍推進を具体
的にサポートするため、2015 年にスタートしました。管理職候補女性の育成を目的と
した「仙台女性リーダー・トレーニング・プログラム」を柱に、各種コンテンツを提供し
ております。

参加企業

仙台近郊の企業22社

実施期間

2017年4月〜2018年3月

企業の未来プロジェクト

仙台女性リーダー・
トレーニング・
プログラム2017 ダイジェスト
期

間

2017年5月〜12月

対

象

将来、責任ある立場での活躍を期待される女性社員

「仙台女性リーダー・トレーニング・プログラム 2017」は 2017 年 5 月〜 12 月実施

参加費

150,000円

月1回平日午後（全9日間、40時間、合宿研修含む）

22名

20 社までは国の交付金を活用し75,000 円を助成

女性活躍を推進する各種コンテンツ

企業から受講成果を実感する声が寄せられています

● 毎回、目に見えて受講生の変化を感じました。

●
「仙台女性リーダー・
トレーニング・プログラム2017」
の受講

● 生産性の高い働き方が社内のロールモデルになっています。

参加企業から推薦された、責任ある立場での活躍を期待される女性社員 22 名（30 〜 50 代）
が、約 8 ヵ月間にわたるプログラムを受講

● 働き方改革のアイディアを提案し、実践してくれています。

●社内研修への講師派遣

● 業種を越えたネットワークが、新たな着想をもたらしてくれています。

希望いただいた 6 社に対し、女性活躍（管理職向け／女性社員向け）、ワーク・ライフ・バラ
ンス等の社内研修に（公財）せんだい男女共同参画財団職員を講師として派遣

● リーダーになる決意が聞けました。
これまでの参加企業（50音順、敬称略）

●
（公財）
せんだい男女共同参画財団が実施する
働く女性対象セミナー等への優先受講

㈱あいあーる パレスへいあん、アイアンドエス税理士法人、㈱アドテック、㈲アリスワールド、㈱エスワイピー、
健生㈱、興立産業㈱、㈱七十七銀行、学校法人秀志学園、住宅金融支援機構 東北支店、㈱関・空間設計、
セキスイハイム東北㈱、全国農業協同組合連合会 宮城県本部、㈱仙台銀行、仙台ターミナルビル㈱、㈱セント、
東北インフォメーション・システムズ㈱、㈱東北構造社、東洋ワーク㈱、東洋ワークセキュリティ㈱、
㈱日専連ライフサービス、㈱日本政策金融公庫 仙台支店、㈱ハナサク、㈱ビー・プロ、東日本興業㈱、
㈱東日本放送、フィデアホールディングス㈱、㈱福田商会、ホシザキ東北㈱、㈱マルタマ、三菱商事㈱ 東北支社、
㈱宮城運輸、㈱山一地所、㈱ユーメディア
ほか

働く女性のビュッフェ交流会、働き方改革セミナー等 9 回実施のイベント・講座に延べ 51 名
が参加

●専用サイトへの企業バナー掲載
（公財）せんだい男女共同参画財団の専用サイト（http://www.sendai-l.jp/cfp/）に、
希望いただいた 12 社のバナーを掲載

●女性活躍推進のための各種ご相談

お問い合わせ

2017

※仙台女性リーダー・トレーニング・プログラムは 3 年間で延べ 67 名参加

（2018 年 2 月現在）

（公財）せんだい男女共同参画財団
仙台市男女共同参画推進センター エル・ソーラ仙台

管理事業課

〒980-6128 仙台市青葉区中央 1−3−1 アエルビル 28 階
TEL 022-268-8044（平日 8:30 〜 17:00） FAX 022-268-8045

主

催

仙台市

E-mail sola29＠sendai-l.jp

後

援

東北経済産業局

一般社団法人宮城県経営者協会

仙台商工会議所

仙台経済同友会

P-B10064
この印刷製品は、
環境に配慮した
資材と工場で製造されています。

この印刷物は、
輸送マイレージ低減によるCO2削減や
地産地消に着目し、国産米ぬか油を使用した
新しい環境配慮型インキ ライスインキ で印刷し、
印刷用の紙へリサイクルできます。

公益財団法人せんだい男女共同参画財団

株式会社七十七銀行

宮城県中小企業団体中央会

株式会社日本政策金融公庫仙台支店

2017
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仙台女性リーダー・
トレーニング・プログラム2017
■管理職としてのスキルアップをトータルサポート
■職場での実践を通して現場に即時還元
■多彩な地元のロールモデルに出会える
■業種を越えたネットワークで新しい視点を獲得

プログラムの
特徴

本プログラムは、ノルウェー経営者連盟（NHO）の「女性役員候補育成プログラム（Female Future Program）
」をもとに、在仙
企業ヘのアンケート調査や経営層・管理職層の方々のヒアリングを重ね、
（公財）せんだい男女共同参画財団が開発したものです。

企業の未来プロジェクト
参加の感想・今後への期待
女性技術者を含めて社員の「個

参加企業
の声

幼稚園及び保育園運営の他、学

のレベルアップ」は会社経営の重

童保育等、女性活躍の基盤とな

要課題と位置付けています。働

る幅広い子育て支援事業を展開し

き方改革推進、特に、生産効率

ています。受講者を旗振り役に「自

向上と労働時間短縮の両立に向

ら考え行動する」人材を育成する

けて、受講者がリーダーシップを

とともに、保育者等が働きやすい

発揮してくれると確信しています。

職場環境を目指していきます。

株式会社アドテック（測量設計業）

学校法人秀志学園（教育）

◆プログラム構成と講師（敬称略）
2017年5月29日（月）
●開講式・ガイダンス

●働き方改革を進める

●企業の未来を担う女性リーダーへ
〜仙台市トップリーダーからのメッセージ
仙台市長

奥山恵美子（当時）

●企業におけるダイバーシティの必要性と女性活躍の意義
（公財）せんだい男女共同参画財団 理事長

●自分の「強み」の活かし方
納庄守・板倉由美子

ギャラップ認定ストレングスコーチ

●組織を変える
高橋真弓

ただよし

大野任美

（公財）21世紀職業財団 客員講師

9月6日（水）

「チャレンジ精神を持ち、一歩踏

「会社は人で決まる」と考え、男

登用や法人融資部門への職域拡

み出せる社員になってほしい」と

女を問わない多様な人材育成や

大等、女性活躍に取り組んでき

いう思いから、受講者を送り出し

実力本位の登用に、積極的に取

ました。今後、プログラムで得た

ました。結果、社外にネットワー

り組んでいます。受講者は社内

視点を行内に拡散するなど、受

クが広がったことで、本人の自信

コンペで選抜。子育てをしながら

講者のリーダーとしての活躍に大

につながり、他の社員にも良い

効率的に働く姿が、社内のロー

いに期待しています。

影響を与えてくれています。

ルモデルとなっています。

株式会社仙台銀行（銀行業）

株式会社日専連ライフサービス（クレジットカード業）

株式会社福田商会（卸売業）

●効果的な会議のマネジメント

6月14日（水）
木須八重子

当行は、パートから正職員への

8月2日（水）

ホシザキ東北㈱ 管理部総務課 課長代理／
当プログラム2015年度修了生

木須八重子

国際コーチ連盟アソシエイト認定コーチ

●ネットワークを活かす

自分の行動に誇りと自信を持ち、

（公財）せんだい男女共同参画財団職員

●【オプション企画】過去受講生との交流会
企画：修了生ネットワーク
Sendai華の会・みつばちの会

受講者の声

今回築いたネットワークは、人生

前を向いて進んでいくこと、社内

において貴重な財産。今後もメ

のロールモデルになる覚悟を決

ンバーと意見交換しながら、職

めることができました。

場の環境改善を進めていきます。

（不動産・リース事業

30 代）

（卸売業

40 代）

10月4日（水）
7月14日（金）
［宿泊研修1 日目］
●女性の健康とキャリア
竹田理恵

仙台青葉学院短期大学 看護学科 講師

●仕事力を上げるプレゼンス
猪俣恭子

●ロールモデルに学ぶ
今野彩子
長谷部牧
鈴木陽子

㈱ユーメディア 経営企画本部 取締役
KHB東日本放送 執行役員
仙台ターミナルビル㈱ホテル事業本部
ホテルメトロポリタン山形 総支配人室次長

㈱story I 代表・国際コーチ連盟プロフェッショナル認定コーチ

●交流会

11月8日（水）
●キャリア構築

7月15日（土）
［宿泊研修2 日目］

長谷部牧

KHB東日本放送 執行役員

●自ら考え行動する部下を育てる
猪俣恭子

㈱story I 代表・国際コーチ連盟プロフェッショナル認定コーチ

●成果を生み出すチームビルディング
木須八重子

国際コーチ連盟アソシエイト認定コーチ

●共感を生む論理的思考
藤井辰紀

12月6日（水）
●研修成果報告会・修了式
●交歓会

㈱日本政策金融公庫 総合研究所
小企業研究第二グループ グループリーダー

受講者によるネットワーク「はちみつ∞の会」が発足

