
埼玉県の女性就業率等（15～64歳）の推移 

 埼玉県知事記者会見                                          ① 

埼玉版ウーマノミクスプロジェクトの新たな取組 

女性の活躍するフィールド拡大事業 

企業での取組の促進 

「輝く女性応援団」によるムーブメントづくり 

 女性を応援する気運の醸成 
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女性の活躍するフィールド拡大事業 （その１） 

 これまでの企業への働き掛け 

◆ 企業トップへのアプローチ（H26） 
  ・経営者の集まる総会など１００か所 ５，１１１社 
 

◆ 短時間勤務制度普及のための企業訪問（H24） 
  ２，０４９社 
 
 
◆ 多様な働き方実践企業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２７年度の新たな取組 

464社 

1,004社 

1,532社 

H24 H25 H26 H27

 

・商工会議所などの経済団体や 

・女性従業員の少ない業界団体と連携 
 
〔取組の例〕 

個々の企業への 
働き掛け 

経済団体・ 
業界団体と連携 

Ｈ２７目標 

２，０００社 

女性の活躍事例の紹介など 
男性職場といったイメージの払しょく 

女性社員のネットワークづくりなど 
女性社員の定着支援 

経営者向けセミナーの開催など 
企業トップの理解の促進 

埼玉版ウーマノミクスプロジェクトの新たな取組 
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女性の活躍するフィールド拡大事業 （その２） 

 連携団体 経済団体 ９団体 業界団体 １２団体 

川越商工会議所     ( 4,293) 埼玉県建設業協会         (  418) 埼玉県自動車販売店協会 (   54) 

川口商工会議所      ( 7,557) 埼玉県造園業協会         (  117) 埼玉県宅地建物取引業協会 
 さいたま浦和支部   (  530) 熊谷商工会議所      ( 3,006) 埼玉県電気工事工業組合   (1,172) 

さいたま商工会議所   (12,000) 埼玉県空調衛生設備協会   (   45) 埼玉県酒造組合         (   35) 

行田商工会議所     ( 1,780) 情報通信設備協会埼玉県支部(   16) 埼玉県情報サービス産業協会（ 104) 

本庄商工会議所     ( 1,545) 埼玉建築士会             (1,590) 

草加商工会議所     ( 3,314) 埼玉県トラック協会       (2,186) 

春日部商工会議所    ( 3,522) 埼玉県乗用自動車（タクシー）協会 
南部支部             (   71) 宮代町商工会         (   555) 

会員企業数合計 
約４４，０００社 

６月～ 
 団体ごとの 
 基礎調査 

コーディネーター
による会員企業等
へのヒアリング 

団体ごとの 
課題の抽出、 
取組内容の決定 

８月～ 
 各団体と連携した 
 取組の実施 

今後の取組 

※ （  ）内は会員企業数 

（公募による） 

埼玉版ウーマノミクスプロジェクトの新たな取組 
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  「輝く女性応援団」 によるムーブメントづくり （その１） 

 これまでの取組 

 
◆ ＳＡＩＴＡＭＡ Ｓｍｉｌｅ Ｗｏｍｅｎフェスタ 
 
  H26 出展数 １１３社  
       協賛数  ５９社  
    （来場者数20,100人） 

 

◆ ウーマノミクス推進キャンペーン（H26） 
  （ウーマノミクス・トレイン、 
            輝く女性への応援メッセージの募集） 
 

  協賛企業 ４７社（メッセージの応募909通）          

２７年度の新たな取組 
 
◆ 「輝く女性応援団」として、 

    企業等がそれぞれの活動 で 

     女性の活躍を応援 
 

〔具体的な取組〕 

 ○ 県が配布するグッズを使ったＰＲ 

 ○ 企業の独自取組でのＰＲ 
 

  

女性活躍を 
応援する気運の 
盛り上がり 

 
 
〔参 考〕 
 ◆ ＳＡＩＴＡＭＡ Ｓｍｉｌｅ Ｗｏｍｅｎフェスタ２０１５ 

    平成２７年９月１２日（土）、１３日（日）開催 

 ◆ 輝く女性への応援メッセージの募集 

    平成２７年６月１日（月）～７月３１日（金） 

 

埼玉版ウーマノミクスプロジェクトの新たな取組 
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県が配布するグッズを使ったＰＲ 
 

 ① ウーマノミクスＰＲ 「名刺」 

    企業トップが 「セカンド名刺」 として活用 
 
 ② ロゴマークのバッチ 

    金融機関などの窓口等で着用 
 
 ③ ステッカー 

     タクシーなどに掲出 
 
 ④ ＰＲポスター 

企業の独自取組でのＰＲ（例） 
 

 

 ① プロスポーツチーム 

    試合会場のオーロラビジョン等で、選手出演 

  による女性応援のための動画を放映 
 
 ② コンビニエンスストア 

    女性視点の商品開発及び販売 
 

 ③ 大型商業施設 

    タイアップイベントの開催                  

 期　　間 平成２７年６月～ ２８年２月 

「応援団」として活動いただける企業等を募集 

  「輝く女性応援団」 によるムーブメントづくり （その２） 

目標１，０００ 社 

埼玉版ウーマノミクスプロジェクトの新たな取組 

具体的な取組  

埼玉県知事 

上田 清司 
〒330-9301 

埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

電話：048-830-2033 

FAX：048-831-9008 

見本 

http://www.google.co.jp/url?url=http://www.irasutoya.com/2014/06/blog-post_7357.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=4Qs2Vb_yJ8THmAWXiYHwDQ&ved=0CDIQ9QEwDjgo&usg=AFQjCNG_ivB-WPrrQUPXc1BeC174E5_qyQ
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 （参考）    埼玉県の女性就業率等 （15～64歳） の推移 
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出典：総務省労働力調査 プロジェクト開始前との比較 （埼玉県） 

就 業 率 H23 57.9％   →   H26 61.8％（+3.9P） 

就業者数 H23 132.6万人  →  H26 137.5万人 

   （+4.9万人）      

女性就業者数の全国との比較 

埼玉県 

全 国 

H22 132.9万人 →  H26 137.5万人（+3.5％） 

H22 2,42１万人 →  H26 2,462万人（+1.7％） 

※ H23は震災により被災3県で一部調査できなかったためH22と比較 
H20.5～ 
女性キャリアセンター開設 

H24.4～ 
ウーマノミクスプロジェクト 


