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はじめに

  静岡市では、若い女性の首都圏等への流出が深刻な問題となっています。そこで、

市では若い女性がこのまちに住み続けられるよう、女性が活躍できる魅力あるまちづく

りを目指しています。その実現のためには、子育て支援や雇用の確保に加え、活躍

したい女性を支援するとともに、男女ともに働き方を見直し、ワーク・ライフ・バランス

を実現することが必要不可欠です。市民一人ひとりが主役となり充実した時を過

ごせる静岡市、若い女性が住み続けたいと思う静岡市を目指し、「しずおか女子

きらっ☆プロジェクト」と題して様 な々事業に取り組んでいます。

次のような商品を認定します。

★女性のアイデアにより、新たな商品が生まれた

★女性のアイデアにより、既存の商品が更に優れたものになった

★女性がリーダーシップを発揮し、新たな商品が生まれた（または既存の商品が更に

優れたものになった）等

企画・開発における女性の活躍の様子、商品の先駆性（新しさ）、他の商品と

比較して優れている点、商品のクオリティや、市場における評価等を選考の基準

とし、総合的に判断し選定します。

しずおか女子きらっ☆ブランドって？

　静岡市では、女性が開発に貢献した商品を募集・審査の上、その中から優れたものを「しずおか

女子きらっ☆ブランド」に認定し、女性活躍の好事例として積極的にＰＲ協力します。

　女性たちのモチベーションアップはもちろん、女性活躍が企業等の業績をアップさせる「経営戦略

のカギ」のひとつであることを皆様にご理解いただき、市内企業等における女性の雇用・登用の促進

や、更なる女性活躍の取組促進への気運醸成につなげ、「女性が活躍している静岡市」、「女性が

活躍できる静岡市」として市内外に広くＰＲしていきたいと考えています。

　また、就職を控えた女性学生に対し、女性が活躍できる企業等や、起業して活躍している女性たち

を見える形で情報発信し、女性の市内企業への就職を促進します。　

※この事業は、しずおか女子きらっ☆プロジェクトの一環として実施しています。

★市長からの認定証交付

★しずおか女子きらっ☆プロジェクトロゴマークの使用

★市HPや広報紙、商品紹介冊子等によるＰＲ 等

詳細は しずおか女子きら ブランド認定 検索

認定特典
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01. 居抜き110番（情報マッチングサービス）

02. 興津あんぱん・興津っこ・興津っこ初恋

03. カウンセリングが形になる！メモリアルフラワー

04. カフェを併設した屋内型公園

    「mon chou chou」（モンシュシュ）

05. 身体にやさしい けいこのおやき

06. ごほうび羊かん

07. 清水のお茶「濃旨」

08. 生花のおむつケーキ

09. 創るのは、あなたのブランド

    オーダーワンピース　style. i

10. 街deカルチャー「街カル」

11. mitete（みてて）

12. 夢どら

13. ローズandゼラニウムのフローラルウォーター

    化粧水手づくりキット・

    スイートアーモンドオイルのバームクリーム

    手づくりキット

平成28年度・29年度認定商品 14件

しずおか女子きらっ☆ブランドに認定されて…

静岡市企業表彰

株式会社ジーコンコーポレーション         

マックスバリュ東海株式会社マックスバリュ清水興津店

Season of Flower MINA

mon chou chou（モンシュシュ）

チクタク open the kitchen

有限会社望月茶飴本舗

清水農業協同組合

Jáime laf  leur花や（しあわせの花が咲く株式会社）

style. i

街カル実行委員会

株式会社エーエフシー

株式会社三坂屋

株式会社ケアリングジャパン

CONTENTS

平成30年度認定商品 13件 P4～16
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Ｐ18

Ｐ19
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株式会社ジーコンコーポレーション

静岡市葵区西草深町8-8

代表取締役／杉山 穰

電話／054-260-7668

取扱店舗／本店、三島店、藤枝店

URL／inuki110.com

スタッフのみなさん

居抜き110番 検索

01 ★

　「居抜き」店舗に特化した情報マッチングサービス「居抜き110番」は、営業中の店舗の閉店予定

情報をもとに、新規店舗の開業者につなげる取組みです。このサービスは、第15回SOHOしずおか

ビジネスプランコンテスト新規事業部門で最優秀賞を受賞しました。

　居抜き店舗を活用した出店は、厨房機器など基本的に現状あるものを利用するため、内装設備に

掛かる費用など出店経費を抑えることができます。開業費を抑えるということは、開業後のリスクを低減

でき、起業・開業チャレンジへのハードルを下げることにつながります。

　女性が立ち上げた事業で、スタッフ全員が女性です。取扱いの多い店舗は、飲食店や美容室

などで、女性の開業コンシュルジュからきめ細かくアドバイスを受けることができます。お客様は、店舗や

企業であるため、平日の昼間が主な業務時間であることや、アポイントは自分で調整できることなどから、

女性、特にワーキングマザーが活躍できる場となっています。

居 抜き1 1 0 番（情報提供マッチングサービス）

ニッチな市場をとらえており、女性スタッフが企画からしっかり考えて

ビジネスを立ち上げた経緯が分かる。
審査員からヒトコト
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マックスバリュ東海株式会社
マックスバリュ清水興津店

静岡市清水区興津本町113-1

店長／山中 和代

電話／054-369-2145

取扱店舗／マックスバリュ清水興津店

URL ／ www.mv-tokai.com/

ベーカリースタッフのみなさんと山中店長（右）
マックスバリュ東海 検索

02 ★

興 津あんぱん・興 津っこ・興 津っこ初 恋

女性のパート社員中心のフレックス委員会が活発に活動しているのが

伝わってくる。
審査員からヒトコト

　マックスバリュ清水興津店は、日々 の店舗運営・店舗経営を女性店長が中心となり実践しています。

　地域密着経営の具現化を目指し「フレックス委員会」という地域をよく知るパート社員が中心と

なって店舗運営を考える組織があり、その活動の中で、興津が製餡業発祥の地であることを知った

メンバーが、八幡神社にある製餡業の父・北川氏の石碑や伝統的な興津あんを製造している松永

製餡所を訪問し、興津の食文化としての興津あんぱんをどのようにお客様に伝承できるかという観点

から興津あんぱんを企画しました。

　「興津あんぱん」を販売する中で、「小さいサイズがあるといい」という提案から小さいサイズの「興

津っこ」が誕生、「いちごホイップを入れたら更に美味しくなるのでは？」という声から「興津っこ初恋」が

誕生しました。焼印やパッケージに貼付するシールもフレックス委員会のメンバーが興津川や興津

薄寒桜などをモチーフにデザインし、店舗全員の力で「興津らしさ」を提供しています。

　「興津あんぱん」開発のリーダーをしていた当時の担当者は、その実績が認められ、マックスバリュ

エクスプレス清水駅前店の副店長となり、同店でも「興津あんぱん」をベースに地元の塩を加えた

「港っこ」あんぱんを販売するなど広がりを見せています。
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Season of Flower MINA

静岡市駿河区下川原２丁目

代表／三浦 実奈子

電話／090-1298-9426

取扱店舗／ホームページ、ヤフーショッピング

URL／ameblo.jp/season875/

代表 三浦実奈子さん

Season of Flower MINA 検索

03 ★

カウンセリングが形になる！ メモリアルフラワー

花と思い出の品を組み合わせるセンスが素晴らしく、可能性を感じる。審査員からヒトコト

　ずっと手元に残したいと思うものほど、押し入れや引き出しにしまいがち。そういった思い出の品に

プリザーブドフラワーでアレンジし、メモリアルフラワーにします。

　例えば、亡くなったペットの首輪と毛を大事にとっておいたお客様。生前に使用した犬のサイズに

首輪を合わせ、毛は見えるよう小ビンに詰め、ガラス張りのケースにプリザーブドフラワーとともにおしゃ

れに飾りました。サイドボードの上などに置き、インテリアとしてもオリジナルのお仏壇としても飾ることが

できます。より身近に感じ、思い出の品と寄り添えます。

　２回完結の講座で、１回目は亡くなったペットの思い出を参加者同士で共有しつつ、遺品をどう展示

するか相談。２回目に飼い主自らがメモリアルフラワー講座（レッスン）を受講し、制作します。

　ご自身のペットの話を聞いてもらう、飼われていたペットの話を聞くという、思い出の品も心も整理

するというカウンセリングの時間をあえて持つという機会をご提案します。｠
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　子どもの教育に有効と言われているヨーロッパの遊具を設置した、室内公園施設です。天候

に関わらず自由に遊ぶことができる空間とカフェを併設し、子どもが遊ぶ姿を見守りつつ大人は

リラックスできる時間を過ごすことができます。

　また、七五三や記念日等の写真スタジオを施設内に配置するなど、子育て世代の視点から様 な々

サービスが提供されています。

　東日本大震災による原発事故を転機として、子どもたちが屋外で思いっきり遊ぶことに対し、親たち

の間で不安が広がったことから、「子どもが屋内で安心して体全体を使って遊べ、親も子どもを見守り

ながらくつろげる空間を作りたい。しかもオシャレでリラックスできる場所を」という強い想いがこのサー

ビスを提供するきっかけとなったそうです。

　子育てで毎日悩んだりつまづいたりしている親を笑顔に、そして、親が笑顔だと子どもも笑顔になり

ます。子どもと親の両方の笑顔を引き出す場所がモンシュシュです。

mon chou chou（モンシュシュ）

静岡市駿河区下島130-2

代表／佐藤 美紀

電話／054-269-6903

取扱店舗／店舗

URL／www.monchouchou.club

代表 佐藤美紀さん

mon chou chou 検索

04 ★

カフェを併設した屋内型公園
「mon  chou  chou」（モンシュシュ）

働いているスタッフは女性が多く、時間帯も女性が活躍しやすい。審査員からヒトコト
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チクタク open the kitchen

静岡市葵区丸山町36

代表／望月 慶子

電話／080-9494-2160

取扱店舗／店舗、各種イベント

URL／www.facebook.com/chikutaku.otk/

代表 望月慶子さん

チクタク open the kitchen 検索

05 ★

身体にやさしい けいこのおやき

　もちもちとした食感の生地に、具がいっぱいつまったおやきです。生地は卵や乳製品、油脂を使って

いないため、アレルギーを持つお子様も安心して食べることができます。また、冷凍保存が可能なので、

朝食、おやつ、夜食など食べたいときに解凍し、気軽に食べることができます。赤ちゃんからご年配の

方まで幅広いお客様に喜ばれています。

　おやきというと信州の伝統食ですが、「静岡ならではの新しいおやきを作りたい」とお客様の声と

向き合いながら研究を重ねている望月さん。静岡産の食材を中心に無添加・国産の食材を使い、

斬新なおやきを作り続けています。

SNSで魅力的な情報発信をしており、お客様との信頼関係や安心安全

な食品ということが伝わってくる。
審査員からヒトコト
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望月茶飴本舗 検索

★

有限会社望月茶飴本舗

静岡市葵区片羽町62

代表取締役／望月 功

電話／054-254-8088

取扱店舗／店舗、キオスクなど

URL／cha-ame.com

スタッフの望月みどりさん

06

ごほうび羊かん

オリーブや発酵茶など、新たなターゲットを獲得できそうなアイデアがある。審査員からヒトコト

　女性が活躍する職場が多い昨今、忙し

い日 を々過ごす中で体への気遣いが必要

な女性が増えていると感じます。

　同時にサプリメントと同様にお菓子も手

軽な補給アイテムとしての形態が支持され

ているように思います。

　45年作り続けてきたひとくち羊かんは、片

手間で食べられる包装形態、長期保存が

可能、エネルギーを取れる豆が主原料と

いう元々のメリットを活かし、補給アイテムと

して素材にこだわった新しいイメージの羊か

んを作りたいと考えられたのが本商品です。

　ポリフェノール含有のカカオ、カテキン豊富

なお茶、オメガ9で話題のオリーブと注目の素材を使用し、また、楽しさも味わえるようクランベリー、

乳酸発酵茶、レモンピールなどをトッピングしました。ほっと一息をつけるときに食べて欲しい羊かんと

いうイメージから「ごほうび羊かん」と命名されました。

　企画・製造・デザイン、様 な々工程に女性が関わっており、女性デザイナーの発案で、和のイメー

ジから一転してパール感のある洋風パッケージに。手に取ったときのときめきを感じていただけるよう

な商品となっています。
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清水農業協同組合 検索

07 ★

清水のお茶「濃旨」

　お茶の持つ本来の旨みを際立たせる「芽重型（がじゅうがた）

栽培」で作られた清水茶に、桜葉の香りが特徴の清水を代表

するブランド茶「幸せのお茶　まちこ」と、さらに贅沢に抹茶を加えた清水産100%のお茶です。

　一般的に販売されている緑茶ドリンクとは異なったほのかな桜葉の香りと深い旨みが感じられ、山の

お茶ならではの浅蒸し製法にこだわり、清水のお茶の特徴である透き通った黄金色をしています。

急須が無い時でも本格的なお茶が手軽に飲める商品です。

　市販中の「清水のお茶」と高級志向の「濃旨」との差をつけるため、パッケージと中身をリニュー

アルしました。女性職員が企画会議等に参加し、内容を理解した上でデザインを検討し、半年掛けて

制作しました。制作にあたって、色彩検定やカラーコーディネーターの資格を取得し、濃い緑をベース

に金や赤をあしらい、高級感を出しています。

　また、JAしみずのキャラクターや清水に伝わる「羽衣伝説」のストーリーをパッケージにし、お土産に

も喜ばれています。

商品化のために資格を取得してデザインを行い、企画開発にも参画し

ている。
審査員からヒトコト

清水農業協同組合

静岡市清水区庵原町1

代表理事組合長／柴田 篤郎

電話／054-367-3200

取扱店舗／JAしみず各営農センター・営農拠点、

              アンテナショップきらり、グリーンセンター、ネット販売 ほか

URL／www.ja-shimizu.org

職員の村岡花帆さん
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J’aime la fleur 花や（しあわせの花が咲く株式会社）

静岡市葵区沓谷1350-1

代表取締役／岸 佑里子

電話／054-655-1887

取扱店舗／店舗、ホームページ

URL／shizuoka-hanaya.com

代表 岸佑里子さん

08 ★

生 花のおむつケーキ

J’aime la fleur 花や 検索

　出産祝いとして人気のギフト「おむつケーキ」。おむつ

ケーキというと人形やおもちゃなど赤ちゃんへのプレゼントとの

組合せが一般的ですが、季節の生花をあしらったアレンジメ

ントと最高級のおむつで作る「頑張ったママへのプレゼント」

が生花のおむつケーキです。水を扱う生花店でありながら、

湿気を嫌うおむつとをうまく組み合わせ、２段の商品は意匠

登録を受けています。

　どんな出産祝いがよいか悩む方が多いなか、誰でも必ず

喜んでくれる出産祝いがないかと考えたことが商品開発の

きっかけとなりました。ベビー服を取ってみてもサイズが分から

ない、ママの好みを知らないなど、贈るのが難しい出産祝い。

　「質の高い消耗品が最

も嬉しい」という声を聞いた

ことから、高級おむつに着

目しました。

　ママの頑張りを称え、

束の間の休息や心の安ら

ぎを感じていただけるフラ

ワーアレンジメントが一緒に

贈れる商品が誕生しました。

水が苦手なおむつと水が必要な生花を組み合わせるアイデアが斬新。審査員からヒトコト

ジェイム　 ラ　フルール
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style. i

静岡市葵区西門町2-3

代表／池田 あず紗

電話／080-3533-1832

取扱店舗／店舗

URL／keibuyabe.wixsite.com/style.i

代表 池田あず紗さん

style .  i 検索

09 ★

　既製服のサイズ選びに苦労した経験は誰にでもあるのではないでしょうか。「自分の好きな生地で

寸法ぴったりのかわいい服が着たい。もちろんリーズナブルに」そんなワガママから生まれたのがstyle. i

になります。

　豊富な色柄の生地を選び、基本のスタイルにお客様の要望をプラスするだけで、オンリーワン

ブランドが創られます。生地と縫製は日本製にこだわり、フルオーダーならではの着心地と高級感と

なっています。

　style. iのワンピースに用いる布はポリエステルが主体です。ポリエステルの特徴は耐久性の高さで、

シワ・型崩れしにくいため、衣類の着崩れを気にしなくていいのが魅力です。しかも洗濯をしても傷み

にくく、シワにもなりにくいためお手入れがとても楽。春夏秋冬オールシーズン着ることができます。

　「残念ながら、若い女性たちにはオーダーで洋服を作る意識がありません。値段が高いという先入

観があり、可愛いと思える生地や、バリエーションに乏しいことがネックになっています。そこで、手軽な

値段で豊富な色柄の生地の中から楽しく選べるオーダーメイド服を目指しています。」

創るのは、あなたのブランド オーダーワンピース

style.  i

素材や仕立て、お客様への思いにこだわりを持ち、女性のためのオーダー

メイドを行っている。
審査員からヒトコト
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街カル実行委員会

静岡市葵区昭和町1-2スカイタウンビル9-F

代表／大庭 千晶

電話／054-253-8267

取扱店舗／街カルホームページ

URL ／ hapicul.net/machicul/

街カル

街カル実行委員会メンバー
（後列左から）井上さん、梅原さん、中山さん

（前列左から）酒井さん、代表 大庭さん、大村さん

検索

10 ★

街 d eカルチャー「 街カル」

活躍している女性、活躍したい女性に場を提供している。審査員からヒトコト

　静岡市街地のお店でカルチャー講座が体験できるサービスで、講座とお店のサービスが同時に受

けられるのが「街カル」の特徴です。女性のカルチャー講師を中心とした市民グループ「街カル実行

委員会」が講座開催可能なお店を開拓し、講座をプロデュースします。講座を開催する講師は、SNS

や公式ホームページから一般公募を行い、お店と講師の条件をマッチングします。

　実行委員会は女性のメンバーが中心で、企画・運営からチラシ・パンフレット、ホームページの設計

まで携わり、カルチャー講師としても活動する実行委員メンバーの人脈やネットワークにより、多くの

講師や参加者を集めるイベントとなっています。

　パンフレットやホームページは街カル参加者のメインとなる女性に好まれるよう、親しみやすく、可愛ら

しさを意識したデザインに統一し、ブランディングを行っています。また、参加・講座予約はスマートフォン

対応のホームページから誰でも簡単に予約でき、ユーザビリティを意識した設計を行っています。

　街カル2018は、アート・ものづくり・フード・健康・癒し・ビューティー・実用・キャリアなど、講師34人と

お店29店がコラボし、静岡市中心市街地が多くの参加者でにぎわいました。
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株式会社エーエフシー

静岡市駿河区豊田2-4-3

代表取締役社長／淺山 雄彦

電話／0120-4649-81

取扱店舗／通販、各百貨店、商業施設 ほか

URL／464981.com/mitete/

スタッフのみなさん

エーエフシー 検索

11 ★

mitete（みてて）
 miteteシリーズは、結婚・出産・

子育ての世代に向けた商品です。

　エーエフシーでは、結婚や出

産を経験した女性社員が大勢活

躍しており、「あの時期にこうしたら

良かった」「これが悩み」という意

見がよく飛び交っていました。その

中で、妊娠前から妊娠中、産後に葉酸が推奨されているということを聞き、もともと販売していた「葉酸」

のサプリメントに、鉄分やビタミン等の女性に必要な栄養素と言われる成分を加え、妊活中・妊婦

向けにリニューアルしました。

　葉酸サプリに続き、女性社員や女性のお客様を対象にアンケートを実施し、「こんな商品が欲しい」

「こんなことで悩んでいる」などのご意見をもとにマタニティクリー

ムや月巡り茶の企画・商品化が進められました。

　miteteには、新しいことへの期待や不安を抱えながら、

初めてのことに向き合っていく「変化の世代」の一人ひとりの

声に耳を傾け、見守り支え続けたいという思いが込められて

います。家族の健康を「この先もずっと『見てて』（見守って

いて）」と、お客様から願われる存在でありたいという思いを

込めて、mitete（みてて）と名付けられました。

　シリーズには、「女性100人の声から生まれた葉酸サプリ」

「女性100人の声から生まれたマタニティクリーム」「夫婦100

組の声から生まれたはぐマカ」などがあります。

スタッフのほとんどが女性で、購買者（女性）の声を積極的に聞きなが

ら商品開発している。
審査員からヒトコト
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　和菓子をもっと身近に食べてもらいたいという思いから生まれた、ケーキ感覚で楽しめるどら焼きです。

　安倍奥の朝採り卵やはちみつを使用し、コクのある味わいの生地になっています。一枚一枚心を

込め手焼きにこだわったふんわりとした生地にあっさりとした生クリームをたっぷり詰めたボリュームの

あるどら焼きは、スイーツ好きな若者から年配の方まで幅広く愛されています。種類も季節で変え、

春は朝摘みイチゴ、秋はモンブラン、冬はベルギーチョコなど、年間を通して10種類以上の味が

楽しめます。

　静岡大学の学生とのコラボレーションやデパートのバイヤー提案により、新たな味も生まれています。

　女性社長が、女性社員の意見を取り入れながら新商品の開発を行っています。｠

株式会社三坂屋

静岡市葵区井宮町138-4

代表取締役／橋本 加代子

電話／054-271-2411

取扱店舗／本店、ネットショップ、静岡駅グランドキヨスク、

              ネオパーサ静岡、静鉄ストア ほか

URL／www.yumedora4.com

代表取締役 橋本加代子さん
三坂屋 検索

12 ★

夢どら

商品の見た目がインパクト大。商談体制も意欲的で、女性社長の活躍

が分かる。
審査員からヒトコト
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株式会社ケアリングジャパン

静岡市駿河区国吉田2-5-67

代表取締役社長／野末 年延

電話／054-208-6767

取扱／通販、イベント

URL／www.hamoc.jp

スタッフのみなさん

ケアリングジャパン 検索

13 ★

ローズandゼラニウムのフローラルウォーター化粧水手づくりキット・

スイートアーモンドオイルのバームクリーム手づくりキット

　「キッチンでも簡単にオーガニック

スキンケアが作れる」をテーマにお肌

に贅沢なオーガニックレシピを提案

するスキンケアブランドHAMOC（ハ

モック）の手づくりキットです。内容は

至ってシンプル。レシピに沿って、ご家庭のキッチンにある計量スプーンや計りを使って混ぜるだけ。

　実際に自分で作るので、何の成分が入っているのか目で見て分かる！そんな商品です。

　アロマテラピーの専門家であり、化粧品の開発者でもあるケアリングジャパンが、厳選された国内外

のオーガニック原料を取り扱い、新鮮で高品質な商品を取り揃えています。カラダに取り込むもの

だから食事を作るのと同じようにこだわったオーガニック原料を選び、お客様のお肌に合うスキンケア

レシピを提案しています。

　HAMOCでは、自宅でサロンを展開する方や手づくりコスメを自宅で楽しむ方などと日々 接しており、

お客様のリアルな声を聞いています。お客様の「こんなオイルが欲しい」「こんなエキスがあったらいい」と

いったご要望をお聞きし、すぐにサービスに取り組めるよう女性スタッフ同士が話し合っています。

　国内のオーガニック原料は、三島市にある有機JAS認定ハーブ農園 落合ハーブ園と提携し、

完全無農薬栽培の原料を取り扱っております。

女性スタッフ中心に運営されており、女性デザイナーがパッケージを

デザインしている。
審査員からヒトコト
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これまでの認定商品

平成２８～29年度の認定商品は、

ホームページでご覧いただけます。

04. 足と靴のトラブルに対応した

    オーダーメイドパンプス「シンデレラ」シリーズ

05. お茶ソフトかりんとう

06. 思い出の帯や着物の

    オーダーメイドリメイクバッグ

07. Cat（キャッと）！サブレ

    ～A letter from a cat～

08. 中学英語で大丈夫！！

    英語deおもてなしトレーニング

09. ２wayマタニティワンピース

10. HARUMIアロマキャンドル、バスソルト

11. ポチャージュ

12. みんなが美味しい介護食

    ウェルビーSweets

13. ようこそ静岡お茶ランチコース、

    ようこそ静岡お茶ディナーコース

14. 両河内産抹茶 白拍子

マイ・シューズ・ストーリー（株式会社ヤマナミ）

井川農林産物加工センター アルプスの里

静岡よみかえる工房

すずとら（株式会社ベルエキップ・プラス）

Global Jam株式会社

tori

株式会社CREA FARM

丸福製茶株式会社

株式会社ウェルビーフードシステム

ルモンドふじがや（ルモンド有限会社）

清照由苑

01. KANZASHI

02. 女性限定の宿泊プラン「RA・SHI・KU」

03. ベビー用スリング「キュット ミー！」

三代目板金屋（株式会社山崎製作所）

ホテルクエスト清水（株式会社竹屋旅館）

北極しろくま堂有限会社

平成28年度認定商品 3件 

平成29年度認定商品 11件
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しずおか女子きらっ☆ブランドに認定されて…

● マスコミ、メディア等に紹介される機会が増えた。

● 新聞掲載等により、商品を広く県内の方に知っていただくことができた。

● 企業のイメージアップに繋がった。

● 商品の売り上げが増えた。

● 入社希望者が増えた。

● 募集を出さなくても入社希望の問い合わせが来るようになった。

● 活躍した女性社員のモチベーションが上がった。

● 主体的にかかわったメンバーが更に他のメンバーを巻き込むといった相乗効果が生まれた。

● 社内全体のモチベーションが上がった（主に女性）。

● 女性のお客様の（企業に対する）安心感が増した。

● 女性従業員の（企業に対する）安心感が増した。

● 皆様の期待を受けているという実感が従業員の成長に繋がった。

● 行政に認められたことによって女性従業員が自信をつけることができた。

メリットと感じたこと

● 女性の意見やアイデアをさらに積極的に採用するようになった。

● 多様な意見を取り入れる習慣が少しずつついてきた。

● 女性の採用増を検討している。

● 認定前よりも女性管理職増を検討している。

● 女性社員に研修等に参加してもらい、意識向上を目指している。

認定後、変わったこと
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静岡市には、良好な就業環境の構築に取り

組む企業や、独創的な高い技術力を有している

企業が数多くあります。その活動や技術力につい

て、市民の皆さんに知っていただくために企業

表彰を行っています。

静岡市企業表彰

しずおか女子きらっ☆

プロジェクト

動画配信中！！
女性が働きたいまち

女性が暮らしたいまち

静岡市の魅力を映像で

伝えます！

両立支援や労働条件など

女性が気になる取組の

好事例を

紹介します！

企業研究や就職活動に

役立つ市内の企業情報が

満載です！

多様な人材活躍企業

紹介サイト

しずおかいきいき

ワークスタイル通信

静岡市の若者就活

応援サイト

しずまっち

企業は地域社会の一員で

あり、地域を支える重要な存

在です。そこで、適正な労務管理、コンプライ

アンス、地域貢献活動の充実など、企業の

持続的な発展に繋がる「ＣＳＲ（Corporate 

Social Responsibility :

企業の社会的責任）」活動に

取り組む企業を表彰してい

ます。

静岡市には、新規又は独創

性の高い技術を活かして活

躍している中小企業が数多くあります。市民

の皆さんにそのような高度な技術を持った企

業を広く知っていただくとともに、表彰企業の

技術開発意欲の向上や更

なる事業活動の活性化につ

なげていくことなどを目的に企

業を表彰しています。

平成26年度から実施し

ている「女性の活躍応援

事業所表彰」を、30年度から「多様な人材

の活躍応援事業所表彰」に改め、女性を

はじめとした多様な人材の活躍応援に積極

的に取り組んでいる事業所

を表彰しています。

CSR パートナー企業表彰

中小企業技術表彰
多様な人材の
活躍応援事業所表彰

表彰企業のほかにも静岡市内には魅力的な企業がいっぱいです！

「しずおか女子きらっ☆ブランド認定」以外にも、こんな取組をしています
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静岡市市民局男女参画・多文化共生課

電話：054 -221-1349

〒420-8602

静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館15階

Eメール：sankaku@city.shizuoka.lg.jp

しずおか女子きら ブランド認定 検索


