
2020 年度 参加企業の声
株式会社オールスパイス 

（飲食業）
社内の研修だけでは限界があるため、当社は社外の研

修を積極的に活用しています。受講者は全店舗の接客に
目を配るポジションに就くことを目指しており、マネジ
メントや部下との向き合い方などを学べるプログラムが
役立つと考えて推薦しました。学んだことを職場でも実
践し、次の世代を育てるという意識が強くなっているよ
うです。会社によい種をまき、次世代のあこがれとなる
ような人材になってくれると信じています。

三井住友海上火災保険株式会社 
（損害保険業）

社員の約65％が女性ですが、女性社員の勤続年数が
男性に比べて短く、管理職候補層を増やす必要があると
考えていました。成長へのチャレンジを後押しするため
に、研修の拡充を図っています。受講者はめざすリーダー
の姿がより明確になり、新たな業務に対し前向きに挑戦
しています。職場のコミュニケーションも活性化しまし
た。研修の成果を他の女性リーダーにもフィードバック
することで、周囲も刺激を受けています。

リブライト株式会社 
（人材紹介業）

当社の次世代リーダーとして30代の受講者を推薦しま
した。自分から発信するタイプではありませんでしたが、
自発的に意見を出すことが増え、自社ホームページの改
善プロジェクトのリーダーに手を挙げるなどうれしい変
化が見られます。子育てや介護でフルタイム勤務ができ
ない女性たちの力も生かしたいと考え、リモートワーカー
を積極的に採用してきました。勤務地を選ばず活躍する
リモートワーカーとしても、受講者の今後に期待します。

社会福祉法人緑仙会 
（第二種社会福祉事業）

これからの法人経営を考えていく上で、最重要課題は
人材育成だととらえています。異業種の参加者との交流
で視野を広げることが役立つと考え、「将来的に法人に
還元してほしい」との期待を伝えて、受講者を送り出し
ました。コミュニケーションの取り方などを工夫するよ
うになり、今の職位でも経営に携わろうという姿勢が見
られるようになっています。近い将来、管理者として活
躍してくれることを願っています。

受講者の声
学んだことを職場で実践し、その内容をプログラムの

他の受講者と共有することで、自分の力になっていきま
した。失敗例も共有したことで、失敗を恐れず挑戦して
みようという気持ちになりました。

（小売業・30代）

部下やチームメンバーとよりよい関係を構築するため
に、立ち振る舞いや話の聞き方、ポジティブな発言など
を意識するようになり、相談しやすい雰囲気や前向きな
姿勢が生まれています。

（損害保険業・50代）

2015～2020年度参加企業の声を
専用ウェブサイト（https://www.sendai-ℓ .jp/cfp/）に掲載しています。ぜひご覧ください。
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仙台市⻑
郡　和子

　東日本大震災から 10 年。私たちは，震災
時の教訓，またその後の復興の過程から，女
性をはじめとする多様な人材が能力を十分に
発揮し，活躍することができる環境づくりを
進める重要性を強く認識してまいりました。
　さらに，本市では「挑戦を続ける，新たな
杜の都へ～ “The Greenest City” SENDAI
～」を理念として，次の 10 年に向けた新た
な基本計画を始動させたところであり，多様
な力を活かして，これまで受け継がれてきた

「杜の都」のまちづくりを新しいステージへ
と押し上げてまいりたいと考えております。
　今年で７年目となる本プロジェクトでは，
働く女性活躍の推進と企業における働き方改
革の実現に向けた具体のコンテンツを提供し
ます。これまでにご参加いただいた企業から
も，女性社員の成長を感じる声や企業の働き
やすさにつながっているなど，様々な好影響
のご報告をいただいております。
　貴社の更なる発展のためにも本プロジェク
トを存分にご活用いただき，仙台，宮城，そ
して東北の経済を先導し，ご活躍いただくこ
とを期待しております。

参加企業を 
募集します 
4 月13 日（火） 
9 時から 
申込開始
これからの企業の成長戦略を描くと
き、人材の多様性を力とし、新たな価
値を創造することが求められます。そ
のために「女性活躍推進」は欠かせま
せん。「企業の未来プロジェクト」は、
仙台・宮城・東北の経済を牽引する企
業の女性活躍推進をより具体的にサ
ポートしていきます。

女性活躍を推進したいと考える 
仙台・宮城・東北の企業

2021年 4 月～2022 年 3 月

女性活躍を推進する各種コンテンツを
ご活用いただけます（詳細は中面参照）

●「仙台女性リーダー・トレーニング・プログラム 2021」 
の受講
◉マネージャーコース（管理職候補）
　定員 20 名（1 社 1 名） ※詳細スケジュールは 別紙 1

※エグゼクティブコース（部⻑相当職・役員候補）は2022年度実施予定

4 月 22 日（木）まで
※定員になり次第締切
締切後、メールまたは郵送で結果をお知らせいたします。

150,000 円
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申込期間

参 加 費



「企業の未来プロジェクト 2021」申込手続きの流れ 「仙台女性リーダー・トレーニング・プログラム」とは

女性活躍を推進するコンテンツ
「仙台女性リーダー・トレーニング・プログラム 2021」への参加にあたって

※ 2021 年度はマネージャーコースのみ実施。エグゼクティブコースは 2022 年度実施予定

参加申込書	 別紙 2 	の送付

2021年4月13日（火）	9時		〜		22日（木）	17時
参加申込書を上記期間内にメール（soℓa29@sendai-ℓ.jp）でご提出ください。

※提出書類は返却いたしません。
※申込書は専用ウェブサイト（https://www.sendai-ℓ.jp/cfp/）からもダウンロードできます。

参加決定通知、各種申請書類※、参加費ご請求書の受取
2021年4月23 日（金）以降にお送りします。

プロジェクト参加費の振込 2021年5月25日（火）まで

女性活躍を推進する各種コンテンツのご利用2022 年3月末まで

※定員になり次第 締切

申 　 　 込 
受 付 期 間

※各種申請書類
  ・「 仙台女性リーダー・トレーニング・プロ

グラム 2021マネージャーコース」  
エントリーシート

  ・社内研修への講師派遣申請書
  ・ 専用ウェブサイトへのバナー掲載申請書

（締切日は各申請書に記載）

社内研修への講師派遣
（1 社 1回まで無料。 
2 回目以降はご相談ください。）

下記の社内研修に、せんだい男女共同参画財団職員を派遣します。
ご希望に合わせてテーラーメイドで実施します。
　研修メニュー：	①女性活躍推進（管理職対象）
	 ②女性活躍推進（一般社員対象）
	 ③セクシュアル・ハラスメント防止
	 ④ワーク・ライフ・バランス推進
	 ⑤育休取得者復帰支援

働く女性対象セミナー
等の優先受講

せんだい男女共同参画財団が主催する対象セミナー、ワークショップ
のご案内を随時送付いたします。ご希望のセミナーへのお申込を優先
してお受けします。

専用ウェブサイトへの 
バナー掲載

掲載を希望される場合に、専用ウェブサイト 
（https://www.sendai-ℓ.jp/cfp/）に貴社バナーを掲載します。

女性活躍推進に関する
各種相談 随時ご相談ください。

参 加 企 業 は
責任ある立場での活躍を期待する女性社員（1名）を、受講者として社内から選
定していただき、本人と話し合って受講目標を設定します。
プログラム最終日の修了式にご出席いただき、研修成果を受講者と共有します。

受 講 者 は
「企業の未来プロジェクト 2021」に参加する企業からの推薦が必要です。
事業主と共に定めた目標の達成に向け、モチベーションを高く持ち、自らの仕事
のスケジュール調整をしながら積極的に参加し、惜しみない努力をすることが求
められます。

研 修 期 間
2021 年5月26日（水）～12月1日（水）　※詳細スケジュール 別紙 1
全9日間　40時間程度

会 場 仙台市男女共同参画推進センター　エル・パーク仙台 
（141ビル［仙台三越定禅寺通り館］6階）

定 員 20名

個人コーチング トレーニング効果を高めるため、希望者には有資格者による 3ヵ月（4.5 時間）
のビジネスコーチングを個別に提供します。

受 講 費 用 トレーニング教材費、個人コーチングを含め、プログラム受講費は、「企業の未
来プロジェクト 2021」参加費に含まれます。

「仙台女性リーダー・トレーニング・プログラム 2021マネージャーコース」の受講
参加企業推薦の女性社員が受講できます（1社 1名）。詳細は右ページ参照。
　▶エントリーシートの提出　2021年5月17日（月）まで
　▶プログラムの受講　2021年5月26日（水）～	12月1日（水）

ノルウェー経営者連盟（NHO）の女性役員候補の育成プログラム Female Future Program を参考に開発！
◆業種を超えたネットワークで新しい視点を獲得
　第1期（2015年）～第6期（2020年）で、計149名（マネージャーコース137名、エグゼクティブコース12名）の修了者
を輩出

▶マネージャーコース（毎年実施）
◆	管理職としてのスキルアップをトータルサポート
…多くの女性が一人ひとりの持てる力を十分に発揮し、将来、企業において管理職として活躍することを目的につくられた
プログラムです。

◆	職場での実践を通して企業に還元
…管理職として必要な知識・スキルを学ぶだけでなく、職場に持ち帰ってすぐに実践することで、受講者本人だけにとどまらず、
企業への好影響が期待できます。

◆	多彩な地元のロールモデルに出会える
…高いポジションで活躍している地元企業の講師の方々や、多くの修了者と交流できる場です。受講年度を超えた修了者の
ネットワークが動き出し、仙台・宮城で働く異業種・異年代の女性たちの輪が広がっています。

▶エグゼクティブコース（隔年実施）
◆	経営者視点の獲得をめざす
◆	トップリーダーとの対話


