
平成 30年度第 1回上越市女性サポートセンター運営委員会次第 

                 

 

日時 平成 30年 8月 1日(水) 午前 10時～ 

会場 上越市役所 4階 401会議室 

 

開   会 

 

 

1. あいさつ 

 

 

2. 議 題 

 

(1) 平成 29年度事業実施報告について 

 

(2) 平成 30年度事業について 

 

(3) その他 

 

 

3. その他 

 

 

閉   会 
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平成 29年度 事業実施報告 

 

 

■就労支援講座「マザーズ再就職支援セミナー」（産業振興課実施） 

講師 定員 申込数 実施日 参加者数  出席率 保育利用 

－ 15人 9人 
10月 17日(火) 

午前 10時～正午 
9人 100％ 8人 

内  容 

 

○結婚や出産、子育てなどで離職し、再就職を希望する人を対象に、保育園や子

育て支援制度、求職活動のポイントなどについて学び再就職に役立てる 

 

 上越市の保育制度・子育て支援情報について（保育課） 

 求職活動のノウハウ（ハローワーク上越） 

 グループディスカッション 

就職活動をする上で、自分を取り巻く環境についての不安や悩みについ

て参加者によるグループディスカッションを実施 

 

担当評価 

・ハローワーク上越との共催事業として開催した。 

・出産等により職場を離れた人が、再就職するにあたって必要とする保育園や求

職に関する情報や、参加者同士で交流する機会を提供することができた。 

・病児保育室についての質問が何件かあり、関心の高さがうかがえた。 

・終了後のアンケート結果では、過半数を超える参加者（9人中 6人）から「今

後の役に立ちそうだ」との回答を得ることができた。 

・一方で、保育制度・子育て支援情報については、「冊子を見れば分かることが

多かったのでプラスαの内容があるとうれしい」との意見もあったため、今後

の説明内容に工夫が必要である。 

・子育て中の就職希望者を対象としているため、保育ルームの開設は好評であっ

た。 

・今後、取り上げてほしいテーマについては「模擬面接を行ってほしい」とか、

「子育て中の人が働きやすい企業の具体的な紹介や合同説明会があるとよい」

といった、再就職に一歩踏み込んだ内容を希望する意見もあり、ハローワーク

上越と共通認識の下、今後の参考としていく。 

 

  

資料１ 
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■かがやき☆アップセミナー（社会教育課実施） 

講師 定員 申込数 実施日 受講者数  出席率 保育利用 

第 1回、第 3 回：

土井惠子さん 

第 2 回：朝賀三

重子さん 

第 4回：デュオ・

セレッソ 

20人 19人 

第 1回：7月 13日（木） 

午前 10時～正午 
15人 79％ 1人 

第 2回：7月 27日（木） 

午前 10時～正午 
16人 84％ 0人 

第 3回：8月 24日（木） 

午前 10時～正午 
13人 68％ 1人 

第 4回：9月 7日（木） 

午前 11 時 30 分～午後 1 時

30分 

14人 74％ 1人 

内  容 

○ 家庭や職場で必要となるマナーを学び、日常生活に役立てる。 

第 1回：文書・手紙のマナー 

第 2回：美しい文字の書き方 

第 3回：訪問・接待のマナー 

第 4回：テーブルマナー 

担当評価 

＜内容について＞ 

日頃気になっていることを中心に、様々な場面で必要となる基本のマナーや魅力

アップのコツを学習した。特に第 2 回「文字の書き方」は好評であり、引き続き

学習したいという声を多数いただいた。きれいに書くコツだけでなく漢字の書き

順や由来の話もあり、文字に関心を持つきっかけになったと思われる。 

 

＜開催日時について＞ 

過去に人気のあったテーマであることから企画をしたが、想定していた数の申し 

込みがなく、マナーがそれほど重要視されなくなってきているのではないかと感 

じた。一方で「文字の書き方」は好評であり、「創作文字を習って年賀状を作成 

したい」といった前向きな意見もいただいた。 

学習ニーズは日々変化しており、過去の実績にとらわれず、要望の高いテーマを 

選定する必要があると実感した。 

 

○ アンケート結果 受講生 19人中、14人回答 

  満足度 (満足・まあ満足と回答) 93％ 

 

今後希望する

講座のテーマ 

（アンケート

結果より） 

着付け・茶道・テーブルマナー・習字・訪問接待のマナー・ストレッチ・ヨガ・

楽器の演奏・歌・絵画・人前でしゃべるためのマナーやレッスン・健康料理教室・

手工芸・上越野菜を使った料理教室・名刺交換の仕方・個人事業主向けのビジネ

スマナー 
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■女性サポートセンターさよならイベント～感謝のつどい～（社会教育課実施） 

実施日 参加団体数 参加者数 

1日目：9月 9日(土) 

午後 2時～5時 

2日目：9月 10日(日) 

午前 10時～午後 4時 

展示コーナー：3団体 

体験コーナー：2団体 

ステージ発表：6団体 

展示コーナー：95人 

体験コーナー：100人 

ステージ発表：100人 

内  容 

○女性サポートセンターの施設閉館を前に、利用団体による成果発表の場を提供

するとともに、利用者同士の交流を図る。 

・利用団体による展示、体験コーナーおよびステージ発表 

担当評価 

＜作品展示＞ 

パッチワークと七宝焼きのアクセサリー、フラワーアレンジメントの作品が計

188 点一堂に並び、見ごたえのある展示会となった。作品鑑賞を通して利用団体

の活動を知ってもらい、交流する場となった。 

 

＜体験コーナー＞ 

・アロマテラピー体験では、和の香りを使った小物作りを行った。珍しい香りに

さそわれて、終日多くの方が体験に来られていた。 

・茶の湯体験では、団体の会員である子どもがお点前を披露し、和やかな雰囲気

の中、茶道に親しんでいた。 

 

＜ステージ発表＞ 

普段は交流の機会がない団体が一堂に会し、発表を通して互いの活動を知る良い

機会となった。一般の来場者にとっても、発表を楽しみながら、利用団体の様子

や活動を知ることができた。 
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平成 30年度 事業方針及び事業計画 

 

 

■ 事業方針 

社会経済の変遷とともに女性の社会進出が進み、個人のライフスタイルやニーズが多様化し

ている状況を踏まえ、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた女性の能力発揮に資する各種事

業を実施するほか、女性の社会参加の機会を創出します。 

 

 

 

■ 重点事項 

１  職業生活及び家庭生活に必要な知識・技能を習得するための各種事業を実施します。 

２ 結婚や出産、子育てなどで仕事から離れた人が、再就職するためのポイントを学び、その際に

考える保育園、幼稚園、こども園の準備について学びます。 

３ 女性の雇用に関する相談窓口の開設により、仕事と子育ての両立・働き方、再就職、キャリア

アップなど、女性が働くこと、働き続けることを応援します。 

 

 

 

■ 事業計画 

 

企業向けワーク・ライフ・バランス推進セミナー ※新潟県と共催 

目的 

県内企業・団体の経営者、人事・総務担当者を対象としたＷＬＢ推進の周知啓発、

ＷＬＢ推進を実施している企業の優良事例の紹介等を行うセミナーを実施するこ

とで、誰もが活躍できる職場環境の整備を推進する。 

対象 定員 開催日 時間 回数 会場 

県内企業の事業主、人事

労務担当者、その他テー

マに興味がある人 

50人 
9月 11日

(火) 
2時間 1回 上越市市民プラザ 

 申込み・問合せ・・・グローカルマーケティング㈱（事業受託者） ℡0258-89-6221 

 募 集・・・広報上越（8月 1日号）に掲載 

 参加費・・・無料 

 セミナープログラム（予定） 

・基調講演（講師：㈱佐々木常夫マネージメント・リサーチ代表 佐々木常夫氏） 

・県内企業の事例紹介（民間企業による事例発表） 

・異業種交流会（事例紹介の振り返り・意見交換） 

 

 

 

 

 

資料２ 
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就労支援講座「マザーズ再就職支援セミナー」 ※ハローワークと共催 

目的 
保育園や子育て支援制度、求職活動のポイントなどについて学び再就職に役立て

る。 

対象 定員 開催日 時間 回数 会場 

結婚や出産、子育てなど

で仕事から離れ、再就職

を希望する人 

15人  
10月 3日

(水) 
2時間 1回 

市民交流施設高田公

園オーレンプラザ 

 申込み・問合せ・・・ハローワーク上越マザーズコーナー ℡523-6121 

 募 集・・・広報上越（9月 1日号）に掲載 

 参加費・・・無料 

 

セミナー「ハラスメントのない職場づくり」 

目的 
ハラスメントとその対策及びハラスメントによるストレスやメンタルヘルス不調

について学び、さまざまなハラスメントに対する知識向上を目指す。 

対象 定員 開催日 時間 回数 会場 

市民及び 

市内企業で働く人 
50人  

11月 19日

(月) 
2時間 1回 上越市市民プラザ 

※（一財）女性労働協会の講師派遣事業を活用 

 

（仮）W ・ L ・ B
ワークライフバランス

推進セミナー「ワーク・ライフ・バランス基本の“き”」※上越雇用促進協議会と共催 

目的 
「仕事」と「生活」の調和のために必要な知識を習得し、ワーク・ライフ・バラン

スの実現に向けた働きやすい職場環境づくりに役立てる。 

対象 定員 開催日 時間 回数 会場 

市内企業で働く人 
50人 

程度 
未定 90分程度 1回 未定 

※新潟県の講師派遣事業を活用 

 

女性の雇用に関する相談窓口の開設 

目的 
仕事と子育ての両立・働き方、再就職、キャリアアップなど、女性が働くこと、働

き続けるための支援とする。 

対象 内容 会場 

就労に関して悩んでいる

人等 

毎月 1回、事前予約制で開設 

※開設日以外でも相談があれば随時受付可能 

市民交流施設高田公

園オーレンプラザ 

※国家資格のキャリアコンサルタントと産業カウンセラーの資格を持った産業振興課の雇用政策専門員が相談対応 


