
 

 

令和元年５月１４日                                                             

第２期次世代女性リーダー候補育成講座（中部ＷＩＮ） 

を明日５月１５日から実施します 

～中部地域の「ダイバーシティ」実現を加速化～ 

 

 中部経済産業局は、平成３０年４月に中部地域の次世代女性リーダー候補育成講座

（通称：中部WIN)を立ち上げ、同年５月から１０月にかけて実施したところです。 

今年度も第２期講座としてこれを継続し、社会的課題の解決や新たな価値創造につ

いての提案を取りまとめ、併せてリーダーに必要とされる知見の習得や人的ネットワ

ークの構築を図ります（期間：令和元年５月～１０月、１１月成果報告会）。 

本取組により、次世代の女性リーダーの活躍を促進し、地域・企業・個人の「win-

win-win」により、中部地域におけるダイバーシティ形成を目指します。 

 ※“中部 WIN“とは：中部 Women’s Initiative for Next-generation の略 

 

１．講座の内容 

中部地域の企業に所属する将来の管理職・経営層候補の女性（次世代女性リーダー 

候補）を対象に、必要な知見の習得、人的ネットワーク構築の機会を提供します。 

①女性リーダーからのミニ講演 

②トップリーダーを講師に招いた経済社会情勢等に関する講義 

③ビジネスモデルや必要な政策提案に係るグループワーク 

 

 ※プログラム（案）は別紙を参照 

 

２．参加者 

以下２８名による官民交流型で実施します。 

・中部地域に活動の本拠地を置く企業に所属する管理職（課長級以上） 

    または管理職候補の女性社員２２名 

・国の行政機関（東海財務局、東海農政局、中部経済産業局）の職員６名 

による官民交流型で実施します。 

 

※当局管内の幅広い業種（製造業、小売業、サービス業、情報・通信業等）、規模、

地域の企業が参加 

 

（お問合せ先） 

   中部経済産業局地域経済部地域経済課地域人材政策室長 青山 

     担当：後藤 

      電話：０５２－９５１－２７３１（直通） 

 

https://www.chubu.meti.go.jp/


次世代女性リーダー候補育成講座（中部ＷＩＮ）
について

令和元年５月
中部経済産業局

別紙

“中部WIN“とは：中部 Women’s Initiative for Next-generationの略



 中部経済産業局は、平成３０年４月に中部地域産業界の次世代女性リーダー候補育成講座
（通称：中部WIN)を立ち上げ、平成30年5月～1０月に実施。

 地域経済の一層の発展を図るべく、今年度も第２期講座として継続し、社会的課題の解決や新た
な価値創造についての提案を取りまとめ、併せてリーダーに必要とされる知見の習得や人的ネット
ワークを構築に向けて展開。

 ５月～１０月まで講座を毎月実施し、１１月に成果報告会にてグループワークの成果を報告。

【中部WIN第２期参加企業】
業種 企業名

電機機器 ブラザー工業株式会社

食料品 アピ株式会社
わかば農園株式会社

機械 鍋屋バイテック株式会社
化学 名古屋エアゾール株式会社

輸送用機器

アイシン・エィ・ダブリュ株式
会社
株式会社東海理化
株式会社デンソー
トヨタケ工業株式会社
トヨタ自動車株式会社

医薬品 万協製薬株式会社

その他製品 小林クリエイト株式会社
中島産業株式会社

電気・ガス業 中部電力株式会社
情報・通信業 株式会社エスケイワード

卸売業 豊田通商株式会社
株式会社八幡ねじ

＜参加企業勤務地＞

業種 企業名
小売業 株式会社アルペン

株式会社寿屋
証券、商品先物

取引業 東海東京証券株式会社

サービス業 株式会社サンクレール
ハリタ金属株式会社

【官公庁】
東海財務局
東海農政局
中部経済産業局
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中部WINの全体プログラム（予定）
日程

14:00～14:20
女性リーダーの
ミニ講演

14:20～15:30
講義（60分）

質疑応答（10分）

15:30～17:00
グループワーク
（90分）

備考

第１回 5/15
（水）

オリエンテーション
・事務局から全体プログラム説明
・アドバイザー＆サポーター紹介 交流会
・リーダー、サブリーダーの決定
・グループワークのテーマの方向性決定

第２回 6/20
（木）

日本特殊陶業株式会社
技術開発本部 FT開発部
主任 廣部 由紀 氏

知財活用と経営デザイン
土生特許事務所 弁理士

土生 哲也 氏
グループワーク
（テーマ決定）

第３回 7/19
（金）

中部電力株式会社
電力ネットワークカンパニー
送変電部 変電グループ
課長 黒崎 恵美 氏

リーダー論
井村屋グループ株式会社

代表取締役社長 中島 伸子 氏
グループワーク

第４回
8/21,22,

23のいずれ
か※調整中

井村屋グループ株式会社
総務・人事部

課長代理 松田 瞳 氏

日本経済
トヨタ自動車株式会社
取締役 菅原 郁郎 氏

中間報告 交流会

第５回 9/20
（金）

ｱｲｼﾝ･ｴｨ･ﾀﾞﾌﾞﾘｭ株式会社
VIT事業本部 事業企画部
ビジネスマネジメントG

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ大類 恵 氏

イノベーション
株式会社SYSホールディングス

代表取締役会長兼社長
鈴木 裕紀 氏

グループワーク

第６回 10/30
（水） 最終報告を見据えたディスカッション（グループワーク）

成果報告会 11/20
（水）

参加者の所属企業の経営層等への成果報告会＆修了式
・グループ発表、質疑応答、総評
・修了証授与

交流会

２



 平成30年4月、次世代女性リーダー候補育成講座（通称：中部WIN)を創設。中部地域の企
業に所属する将来の管理職・経営層候補の女性向けに、経営者に必要な知見の習得・人的ネッ
トワーク構築の機会を提供。（開催期間：平成30年5月～9月、10月成果報告会）

 官民交流型で実施し、国の職員の資質向上と、民間、女性の視点からの政策課題の把握、官
民の人的ネットワークの構築を図った。

 詳細はこちら：http://www.chubu.meti.go.jp/b12mono_woman/win/index.html
【参加企業】

業種 企業名
建設業 大和リース株式会社
食料品 井村屋グループ株式会社

ガラス・土石製品 日本特殊陶業株式会社
電機機器 ブラザー工業株式会社

輸送用機器
アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
株式会社デンソー
三菱自動車工業株式会社

その他製造業 菊水化学工業株式会社
電気・ガス 中部電力株式会社

小売
株式会社アルペン
マックスバリュ中部株式会社
ユニー株式会社

サービス 株式会社トーカイ
リゾートトラスト株式会社

保険 東京海上日動火災保険株式会社
その他金融 東濃信用金庫

＜勤務地＞

業種 企業名
食料品 アピ株式会社
精密機器 エイベックス株式会社
機械 株式会社光機械製作所

その他製品 東海アヅミテクノ株式会社
東海光学株式会社

医薬品 万協製薬株式会社

【官公庁】
東海財務局
東海農政局
中部経済産業局

＜キックオフセッション及び特別講演（4月23日開催）＞
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