平成２８年度県立男女共同参画センター主要事業の実施概要
１

人材育成

（１）リーダー養成
■ 男女共同参画リーダー養成講座
男女共同参画について体系的に学び、地域・職場等で多様な主体との連携・協働を進め、
実行力を発揮できるリーダーを育成するための「第20期男女共同参画アドバイザー養成塾」
を実施した。
〈実施期間〉６月16日(木)～12月８日(木)（25回連続講座） 〈受講者〉30人
■ 男女共同参画リーダースキルアップ研修
リーダー養成講座修了生等を対象に、ファシリテーターとしてのスキルアップなど再教育
を行い、情報や意見の交換をすることにより相互の交流を図った。
〈実施時期〉平成29年１月12日(木)、19日(木)（２回連続講座）〈参加者〉24人
（２）学習機会の提供
■ 男女共同参画各種セミナー
男女共同参画社会の実現に向けて意識啓発と実践の機会を提供するため、各種セミナー
等を実施した。
〈回
数〉８回 〈定 員〉各回40人程度
〈実施日等〉
（男女共同参画リーダー養成講座のカリキュラムを活用）
実施日
テーマ
講師
参加者
男女共同参画概論
神戸親和女子大学
58人
１
勝木 洋子
６月30日 ～男女がともに いつでも どこでも いきいきと～
(木)
女性のチャレンジ支援
国連ｳｨﾒﾝ日本協会
64人
２
～しなやかでたくましい女性のリーダーシップが21世紀を変える！～
三輪 敦子
女性の働き方と社会保障制度
神戸学院大学
76人
３
田宮 遊子
７月７日 ～高齢期になって見えてくるもの～
(木)
ひょうごフォーラム
前厚生労働事務次官
353人
４
～働き続けるあなたに贈るメッセージ～
村木 厚子
神戸学院大学
７月21日 女性と子どもの貧困
60人
５
(木)
～ひとり親家族の自立支援～
神原 文子
男女共同参画を可能にする家庭科教育
大阪教育大学
50人
６
小崎 恭弘
８月４日 ～女性のチャレンジを支える男性の家庭参画～
(木)
憲法と女性の人権
桃山学院大学
49人
７
～法のもとの男女平等について考える～
松田 聰子
関西大学
８月18日 女性に対する暴力の現状と対応
53人
８
(木)
～非暴力系男子の時代/ホワイトリボンキャンペーン～
多賀
太
■ 男女共同参画週間記念事業 ひょうごフォーラム（再掲）
〈実施日〉７月７日(木)
〈場 所〉神戸クリスタルタワー３階 クリスタルホール
〈参加者〉353人
〈テーマ〉働き続けるあなたに贈るメッセージ

■ 女性のための心理講座
県立男女共同参画センターの女性問題カウンセラーが講師となり、女性が地域社会で活動し
ていく上で遭遇する様々な悩みや課題等について、心理的な観点から考える講座を実施した。
〈回 数〉２講座
〈実施日〉第１回 11月29日(火)、12月６日(火) 〈参加者〉42人
第２回 ３月９日(木)、３月16日(木) 〈参加者〉９人
２

活動支援

（１）地域支援
■ 男女共同参画推進員の設置及び活動支援
男女共同参画社会づくり条例第24条に基づき、地域や企業・労働組合において、男女共同
参画社会を着実に推進するためのキーパーソンを設置した。
また、男女共同参画推進員等が各地域（県民局・県民センター単位）の実情にあわせ、自
主的に男女共同参画社会づくりを推進するための啓発事業等を実施した。
〈任
期〉２年（平成28年４月～30年３月）
〈委嘱人数〉1,376人(地域135人・企業1,200人・労組52人)
■ ひょうご男女共同参画推進員研修・大会
推進員活動の活性化と多様な主体との連携・協働による男女共同参画のさらなる推進を図った。
◇ひょうご男女共同参画推進員地域別研修
〈開催日〉４～５月 〈回 数〉９回
〈内 容〉ひょうご男女いきいきプラン2020
県の取組み状況
地域推進員の役割と活動内容
◇ひょうご男女共同参画推進員全県大会
全県大会として推進員が一堂に集い、取組状況を発表し交流を図った。
〈開催日〉平成29年２月15日（水） 〈参加者〉75人 〈内容〉講演、活動発表など
（２）団体支援
■ 登録グループ・関係団体等の活動支援
県内で男女共同参画の推進に取り組むグループの登録制度を設け、交流サロン・保育室を
提供することにより活動や交流の支援を行った。
〈登録グループ数〉120団体
３

ネットワークの推進

（１）協働促進
■ ＮＰＯ、関係団体等との協働促進
男女共同参画の推進に取り組むＮＰＯ、企業、登録グループや、法テラス兵庫、兵庫労働
局等の関係団体との協働により各種セミナーを開催した。

■ ひょうご女性未来会議の支援
さまざまな分野で活躍する女性たちのネットワーク「ひょうご女性未来会議」の事務局
として､例会幹事への助言等の支援を行った。
◇第30回例会 〈開催日〉４月23日（土）
〈場 所〉相楽園会館（神戸市）
〈参加者〉150人
◇第31回例会 〈開催日〉11月12日(土)
〈場 所〉勤労福祉会館（明石市）
〈参加者〉160人
（２）連携推進
■ 男女共同参画センター等連絡会議
県内の男女共同参画センター等の効果的な事業実施のため､相互の情報交換・連絡調整や
運営上の諸課題の検討等を行った。
◇第１回 〈開催日〉４月22日(金)〈場所〉県立男女共同参画センター 〈参加者〉77人
◇第２回 〈開催日〉10月28日(金)〈場所〉宝塚市男女共同参画センター・エル〈参加者〉32人
◇第３回 〈開催日〉２月９日(木)〈場所〉三田市まちづくり協働センター 〈参加者〉31人
■ 市町男女共同参画担当者研修
◇市町男女共同参画施策担当職員研修
県・市町などの行政職員が「男女共同参画」の視点をもって施策を展開することができ
るよう、当センターが実施するセミナー等を市町男女共同参画施策担当職員対象の研修に
位置づけて実施した。
〈回 数〉12回程度 (男女共同参画セミナー、ひょうご男女共同参画推進員全県大会、
ＤＶ防止啓発セミナー等 いずれも再掲）

◇市町男女共同参画センター相談員等に対する出張相談
対応困難なケースを抱える男女共同参画センター女性問題相談員等の心理的負担軽減
と相談業務の円滑な運営の一助とするため、県立男女共同参画センターの女性問題カウン
セラーが市町に出向いて出張相談事業を実施した。
〈開催日〉淡路市11月28日(月)、西脇市１月23日(月)、篠山市２月13日(月)
〈内 容〉個別相談事例や業務運営上の課題などに関する対応の検討、意見交換等
◇市町男女共同参画センター等相談員研修
複雑化、深刻化する相談に対応するための研修を実施した。
〈開催日〉平成29年２月24日（金） 〈参加者〉13人 〈内容〉講演、意見交換等
４

チャレンジ支援

（１）社会参画支援
■ イーブン保育付きライブラリー等
子育て中の保護者が子ども(１歳６か月以上就学前)を保育室に預け、学びと交流の機会、
再就業や起業、在宅ワーク、地域活動に関する情報収集をできる場を提供した。
また、子どもと一緒に絵本の読み聞かせやふれあい遊びを楽しみながら親子がともに交
流できる場を設けることで、子育ての不安解消の一助とした。

◇イーブン保育付きライブラリー
（毎月１回 原則第３火曜日･保育定員９人）
◇紙芝居・絵本の読み聞かせひろば
（毎月１回 原則第４水曜日･事前申込不要）
◇子育てひろば｢Ｂａｂｙきらきら｣
（毎月１回 原則第２水曜日･事前申込不要、
３か月～１才頃の子連れ親子対象）
◇すこやか親子セミナー
乳幼児といっしょに親子のふれあいを楽しみながら、子育ての知恵や知識を学び、育児者
の疑問や不安の解消につなげる講座を開催した。
実施日
１

５月11日(水)

２

６月８日(水)

３

７月13日(水)

４

８月10日(水)

テーマ
親子で学ぶお口のケア
～口から始まる健康づくり～
子どものホームケア
～コンビニ受診にならないために～

あかちゃんマッサージ
～親子で楽しくタッチケア～
アロマと指圧でリフレッシュ
～お母さんも癒しのひとときを～

対象・定員

参加者

乳幼児親子
25組程度
乳幼児親子
40組程度
12月児までの親子
20組程度
妊婦・乳幼児親子
30組程度

50人
25組
57人
28組
36人
18組
64人
32組

（２）女性就業支援
■ 再就職応援セミナー
◇再就職セミナー（１日集中講座）
就職活動を進める上で、すぐに効果的に実践できる面接対策などの知識や技術を習得し、
再就職につなげる講座を開催した。
〈回 数〉 １日間（午前･午後）×５回 〈定 員〉各日12人
〈実施日〉６月14日(火) 参加者数７人、９月16日(金) 参加者数12人、
11月25日(金) 参加者数13人、２月16日(木) 参加者数７人、
３月１日(水) 参加者数13人
◇再就職セミナー
自己分析やビジネスマナーなど、就職活動を進めるうえで必要となる基礎的な知識や技
術を習得し、積極的に就職活動に臨めるきっかけとなる講座を開催した。
〈回 数〉２日間（午前）×３回 〈定 員〉各日20人
実施日
テーマ
講師
参加者
７月14日(木)
１

２

７月15日(金)

知って得するマネーな話！（社会保険編）
知って得するマネープラン！
(ファイナンシャルプラン家計編）

10月19日(水)

第一印象で心をつかむ！好感度ＵＰのビジネスマナー

10月20日(木)

求人票の見方！読み方！

23人
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ

佐久本 優子

23人
23人
19人

実施日
１月23日(月)

テーマ
「自分の整理」で貴方の魅力を再発見!
ステキなＰＲを作りましょう

講師

参加者

産業カウンセラー・

18人

キャリアコンサルタント

３
１月24日(火)

面接官のハートに響く!
貴方を伝える面接テクニック

中矢 才子

16人

◇短期パソコン講座（経験者向け）
保育付きで、就職や職場復帰に必要となるパソコンの実践的活用方法を学ぶ講座を開催
した。
〈回 数〉４日間(計10時間)×２コース［ワード・エクセル］×６回
〈定 員〉各コース10人
〈参加者〉５月30日(月)～６月２日(木)(ワード８人、エクセル10人)
６月３日(金)～６月９日(木)(ワード10人、エクセル10人)
９月26日(月)～９月30日(金)(ワード10人、エクセル10人)
10月３日(月)～10月６日(木)(ワード10人、エクセル９人)
２月９日(木)～２月14日(火)(ワード９人、エクセル10人)
３月２日(木)～３月７日(火)(ワード10人、エクセル10人)
◇中期パソコン講座（初心者向け）
パソコンの基礎を短期間で集中的に学ぶ講座を開催した。
〈回 数〉５日間(計25時間)×２コース［ワード・エクセル］×１回
〈定 員〉各コース10人
〈参加者〉ワード 11月７日(月)～11月15日(火)10人
エクセル11月11日(水)～11月22日(火)10人
◇長期パソコン講座（初心者向け）
パソコン(ワード・エクセル)の基礎と、ビジネス
マナー、応募書類の作成や面接対策、社会保険の基
礎知識などを連続して学ぶ講座を開催した。
〈回 数〉15日間(計75時間)×２回（神戸･明石）
〈定 員〉各回20人
〈参加者〉神戸６月20日(月)～７月12日(火)20人
明石１月16日(月)～２月４日(土) 19人
◇おもてなし現場への就職支援セミナー
人材の確保が重要な課題となっている旅館等でセミナーや現地見学会を実施してその
やりがいや魅力を発信し、コミュニケーション力アップ研修により女性の再就職や転職を
支援した。

１
２

実施日
９月14日(水)
10月４日(火)

場 所
有馬温泉
城崎温泉

３

10月26日(水)

県立男女共同参画センター

内容
和風旅館で働くって？
～やりがいと喜びを知る～
“おもてなし力”アップセミナー
～コミュニケーションスキルを磨く～

参加者数
28人
26人
18人

■ 起業・在宅ワーク応援セミナー
自分の仕事を自分で創り出すことを考えている起業希望者や、在宅ワーク希望者を対象
に、起業や在宅ワークについての基礎的な情報と学習機会を提供する場として開催した。
◇仕事づくりセミナー
〈期 間〉４日間
〈実施日〉８月27日(土) 、９月３日(土)、９月10日（土）、９月17日（土）
〈定 員〉30人
〈参加者〉26人 〈テーマ〉起業への一歩を踏み出そう
◇在宅ワークチャレンジ基礎セミナー
〈回 数〉１日間×２回 〈定員〉各回40人
〈実施日〉５月27日(金) 〈参加者〉21人
11月29日(火) 〈参加者〉39人
◇営業準備セミナー
〈期 間〉２日間×３回）〈定 員〉各回20人
〈実施日〉６月10日（金）、６月17日（金）参加者32人
〈テーマ〉起業に活かす！ＳＮＳ活用講座
〈実施日〉12月13日（火）、12月20日（火）参加者38人
〈テーマ〉起業に活かす！顧客を増やすFacebookページ
〈実施日〉３月10日（金）、３月17日（金）参加者数41人
〈テーマ〉２回でできる！ネットショップ～ネットショップづくりに挑戦！～
◇創業支援フォーラム
日本政策金融公庫、生きがいしごとサポートセンター、ひょうご産業活性化センター、
神戸商工会議所、神戸市産業振興財団、神戸市等と連携し、フォーラム等を開催した。
① ひょうごコミュニティ・ビジネス１ｄａｙスクール
〈実施日〉７月31日(日)〈参加者〉239人
② 女性創業応援セミナー

〈実施日〉６月18日(土)〈参加者〉 37人

③ 女性起業家座談会

〈実施日〉3月13日(月) 〈参加者〉44人

④ 在宅ワーカー座談会

〈実施日〉2月23日(木) 〈参加者〉28人

■ 女性の就業サポート事業
出産・育児等で仕事を離れた女性等の再就業や、継続就業を支援するセミナー等を開催
するとともに、職業相談・職業紹介事業を実施した。
◇女性のための働き方セミナー
再就業への第一歩を踏み出すきっかけづくりや、
助け合える仲間づくりができる少人数制のセミナー
を実施した。
〈回 数〉20回 〈定 員〉160人（８人×20回）
実施日
１ ４月 21 日(木)

テーマ
自分を知ることから始めよう！
～コラージュで自己分析～

講師

参加者

社会保険労務士・キャリアカウンセラー
藤原 寛子

10 人

実施日

テーマ

講師

参加者

キャリアカウンセラー
飯鉢 仁弥

８人

３ ５月 27 日(金) 好感度アップ！コミュニケーション術

ビジネスマナー講師

10 人

４ ５月 27 日(金) 好感度アップ！コミュニケーション術

山本 真奈美

11 人

５ ６月７日(火) 趣味を活かして仕事を創ろう

なまえアーティスト
民野 智美

13 人

６ ６月 28 日(火) 面接のためのアサーショントレーニング

キャリアアドバイザー
柏原 吉野

16 人

２ ５月 10 日(火) パーソナルカラーで魅力をプラス

７ ７月５日(火)

子育てママのマネープラン
～将来に必要なお金はいくら？？～

８ ８月２日(火) 好感度アップ！就活メイクレッスン
９ ９月 13 日(火)

私らしいキャリアデザイン
～自分の軸を明確にしよう～

ファイナンシャルプランナー・キャリアアドバイザーー
11 人
長谷川 まゆみ
キャリアカウンセラー・ビジネスマナー講師
５人
小西 美佐子
ワークライフバランスコンサルタント
20 人
瀧井 智美

10 10 月１日(土) 非正規職シングル女性のライフプラン

社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー
20 人
高見 香織

11 10 月 17 日(月) めざせ起業！応援講座

ショップコンサルタント
中谷 恭子

14 人

日本政策金融公庫
青木 伸也

13 人

転勤族ママ&キッズ探検隊代表
松村 真弓

11 人

ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
中谷 才子

15 人

これだけは知っておきたい！起業にまつ
わるお金の話
転勤に負けない！キャリアと自分の作り
13 11 月 17 日(木)
方
12 11 月８日(火)

14 12 月 2 日(金) タイムマネジメントでモチベーション UP!

働く女性のマネー事情
10 人
～気になる扶養と保険・税金の最新事情～
社会保険労務士
藤原 弥季
働く女性のマネー事情
12 月 9 日(金)
9人
～気になる扶養と保険・税金の最新事情～
自分プロデュースで扉を開けよう！
ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
1 月 13 日(金)
9人
星野
たか子
～自分の強みを再発見～
家事と仕事の両立をスムーズに!!
1 月 20 日(金)
14 人
働くママの整理収納術
整理収納ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
笹田 奈美子
家事と仕事の両立をスムーズに!!
1 月 20 日(金)
13 人
働くママの整理収納術
クラウドワーク・Web ライティング講座
情報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・キャリアカウンセラー
2 月 7 日(火)
20 人
霜田 準子
～今日からあなたも在宅ライター～
シングルマザーを応援！
ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
2 月 25 日(土)
７人
中野 冬美
自分らしい暮らしを見つけよう
アンガ-マネジメント講座 怒りをポジテ 社会保険労務士・ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
3 月 4 日（土）
37 人
角井 孝次
ィブに変換!!
私発見！色で探る「今とこれから」の働き
ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
3 月 14 日(火)
15 人
山脇 洋子
方

15 12 月 9 日(金)
16
17
18
19
20
21
22
23

◇出張！女性のための働き方セミナー
〈回 数〉28市町
〈定 員〉224人（８人×28回）
〈場 所〉各市町男女共同参画センター等
実施日

市町名

テーマ

講師

参加者

働く前に知っておきたい！
ファイナンシャルプランナー・キャリアアドバイザー
８人
社会保険や税金･年金の最新情報
長谷川 まゆみ
キャリアカウンセラー
10 人
２ ６月２日(木)
尼崎市 働く女性のための時間管理術
森本 紀子
キャリアカウンセラー
８人
３ ６月 23 日(木) 播磨町 働くママの時間管理術
森本 紀子
私らしい働き方を考えよう
キャリアカウンセラー
９人
４ ６月 29 日(水) 加東市 ～５年後輝くためのライフプラン～
飯鉢 仁弥
知っておこう！パート 106 万 特定社会保険労務士
６人
５ ７月６日(水)
三木市
円の壁
西本 恭子
夢をカタチに！
日本政策金融公庫
８人
６ ７月 13 日(水) 豊岡市
「女性のための起業入門セミナー」
古川 隆三
社会保険労務士・キャリアカウンセラー
７人
７ ７月 15 日(金) 養父市 子育てママのマネープラン
藤原 寛子
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー
９人
８ ９月３日(土)
太子町 子育てママのマネープラン
高見 香織
私らしい働き方を考えよう
キャリアアドバイザー
５人
９ ９月８日(木)
佐用町
～５年後輝くためのライフプラン～
山脇 洋子
ワークライフバランスコンサルタント
６人
10 ９月８日(木) 加古川市 働くママの楽ラク時間管理術
瀧井 智美
ファイナンシャルプランナー・キャリアアドバイザー
８人
11 ９月 14 日
（水） 伊丹市 働くママのためのマネーセミナー
長谷川 まゆみ
キャリアアドバイザー
９人
12 ９月 14 日
（水） たつの市 働くママの時間管理術
山脇 洋子
特定社会保険労務士
10 人
13 ９月 15 日(木) 篠山市 働くママの時間管理術
西本 恭子
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー
９人
14 10 月４日(火) 多可町 子育てママのマネープラン
高見 香織
スマイル de 新生活！
キャリアコンサルタント
３人
15 10 月 11 日(火) 西宮市
～わたしと子どものこれから計画～
中野 冬美
社会保険労務士・キャリアカウンセラー
７人
16 10 月 19 日(水) 上郡町 自分の良さを見つける講座
藤原 寛子
キャリアアドバイザー
５人
17 10 月 26 日(水) 赤穂市 働くママの時間管理術
山脇 洋子
キャリアカウンセラー
８人
18 10 月 28 日(金) 姫路市 働き続けるコツとヒント
森本 紀子
再就職の際に知っておきたい 特定社会保険労務士
６人
19 10 月 28 日(金) 川西市
年金・保険・税金
西本 恭子
キャリアコンサルタント
７人
20 11 月 11 日(金) 西脇市 乗り越えよう「小１の壁」
鴨谷
香
再就職に向けて自分の強みを キャリアコンサルタント
８人
21 11 月 16 日(水) 朝来市
発見しよう
飯鉢 仁弥
１ ５月 27 日(金)

三田市

実施日
22 11 月 21 日(月)
23 1 月 17 日(火)
24 1 月 19 日(木)
25 1 月 24 日(火)
26 1 月 25 日(水)
27 1 月 27 日(金)
28 2 月 28 日(火)

市町名

テーマ

講師

ファイナンシャルプランナー・キャリアアドバイザー
長谷川 まゆみ
これだけは知っておきたい！ ファイナンシャルプランナー・キャリアアドバイザー
洲本市
社会保険や税金・年金の最新情報
長谷川 まゆみ
知って得する！起業で気にな 日本政策金融公庫
宍粟市
るお金の話
青木 伸也
働く前に知っておきたい！
社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー
芦屋市
社会保険や税金・年金の最新情報
高見 香織
起業の不安を解消し、自分らしく働こう！
中小企業診断士
淡路市 『お客様に喜んでいただく新商品・メ
宇田 名保美
ニューづくり』
ファイナンシャルプランナー・キャリアアドバイザー
高砂市 子育てママのマネープラン
長谷川 まゆみ
キャリアカウンセラー
再就職に向けて
猪名川町
飯鉢 仁弥
～プラス思考で一歩を踏み出そう～
小野市

働くママのマネープラン

参加者
７人
７人
４人
７人
10 人
７人
３人

◇職業相談･職業紹介事業
兵庫労働局、ハローワーク神戸と協働し、職業紹介窓口、求人検索用端末を設置し、職
業相談･職業紹介事業を実施した。
<ハローワーク利用者数> 4,184人
<就職件数> 179件
◇イーブン女性就業相談室 就職面接会
ハローワーク神戸と協働で就職面接会を随時開催した。
〈回数〉５回
〈実績〉８月１日（月） 〈参加者〉４人、１社
〈就職件数〉
11月14日（月） 〈参加者〉７人、１社
〈就職件数〉
11月25日（金） 〈参加者〉３人、１社
〈就職件数〉
12月15日（木） 〈参加者〉２人、１社
〈就職件数〉
1月25日（水） 〈参加者〉６人、１社
〈就職件数〉

１件
１件
０件
１件
２件

◇多様な働き方応援シンポジウム
「イクボス」をテーマに自分にあった働き方を選択できる社会をめざし、働き方やその
選択方法を実践事例から学ぶシンポジウムを開催した。
〈実施日〉10月19日（水）
〈テーマ〉人材多様化時代を勝ち抜くイクボスマネジメント戦略
〈講 師〉塚越 学(株式会社東レ経営研究所上席シニアコンサルタント)
〈参加者〉 108人
◇その他の就業サポート事業（他機関との共催事業）
兵庫県経営者協会女性産業人懇話会（ＶＡＬ21）と連携し座談会を開催した。
〈開催日〉９月６日（火） 〈参加者数〉40人
〈テーマ〉「いきいきと働く女性たちに聞く」～技術畑で活躍する女性たちの本音トーク～
■ チャレンジ相談事業
女性の再就職や起業、在宅ワーク、地域活動などへのチャレンジに関する相談を実施した。
◇チャレンジ相談
〈回 数〉週１回程度（原則第１～第４木曜日、１回３名）
〈相談者数〉129人
◇出前チャレンジ相談 〈回 数〉29市町104回 〈場所〉市町男女共同参画センター等

〈実施回数〉30市町100回
■ 育児・介護等離職者再就職準備支援事業
出産・育児・介護等による離職者を対象に、再就職に必要な知識・スキルを習得するた
め受講した教育訓練講座の費用の一部を補助する事業を実施した。
〈対 象 者〉県内在住で結婚､妊娠､出産､育児､介護､配偶者の転勤を理由に離職した者
〈対象講座〉厚生労働大臣が指定する教育訓練講座
〈補助金額〉教育訓練講座の入学料及び受講料の20％（上限10万円） 640,187円
〈補助件数〉24件
５

女性活躍の推進

■ 女性活躍推進センターの設置
女性の活躍を一層推進するため、当センター内に女性活躍推進
センターを設置し、女性の活躍推進についての気運醸成、企業の
自主的取組や更なるキャリアアップやステップアップを目指す女
性の支援を行った。
■ 女性活躍推進専門員の設置
職場における意識改革や女性登用の促進など、女性の職業生活における活躍を促進する
ため、企業を直接訪問し女性の活躍に関する様々な相談に応じる「女性活躍推進専門員」
を設置した。
〈設置人数〉３人
■ 企業への出前相談、専門講師・アドバイザー派遣
女性活躍推進専門員が企業等を直接訪問し、女性の活躍に関する様々な相談に応じると
ともに、女性の活躍推進について、より専門的な講師・アドバイザー等を派遣し、社内等
での具体的な取組を支援した。
〈研修実施回数〉21回 〈企業訪問件数〉89件（社）
■ 女性のためのステップアップセミナー
女性リーダーの登用促進を図るため、キャリア形成やストレスマネージメント等を学ぶ
セミナーを開催した。
〈回 数〉４回 〈定 員〉各20人
実施日
１ 10 月７日(金)
２ 12 月 17 日(土)
３ １月 18 日(水)
４ ２月 17 日(金)

テーマ
～ありたい姿を目指す～
キャリアを描こう
～働き方を見直そう～
“ワーク・ライフ・バランス”
～仕事のスキルを向上させる～

“情報共有のポイント”
～職場で活かす～
“コミュニケーション力”

講師

参加者

ワークライフバランス
コンサルタント

16 人

瀧井 智美
産業カウンセラー・
キャリアコンサルタント
萩原 紫津子
インクレセント代表・
ビジネスマナー講師
山本 真奈美
コミュニケーショントレーナー・
キャリアコンサルタント
小林 清美

10 人
14 人
22 人

■ 「小１の壁」克服術セミナー
新小学１年生の放課後での生活や、仕事を続けるワーキングマザーの不安とストレスを克
服するためのセミナーを開催した。
実施日
１

７月９日(土)

テーマ
乗り越えよう小１の壁

２ 11 月 19 日(土) 「小１の壁」に備える

講師
キャリアコンサルタント
鴨谷 香
特定社会保険労務士
西本 恭子

参加者
６人
７人

■ 育休復帰応援セミナー
育児休業等で長期間職場を離れた女性の不安等を解消し、スムーズに職場復帰してもらう
ためのセミナーを開催した。
〈回 数〉４回程度 〈定 員〉10人程度
実施日

テーマ

講師

キャリアカウンセラー
湯本 理絵
ファイナンシャルプランナー
２ 10 月 29 日(土) 育休復帰後のライフプラン
大津 恵美子
キャリアカウンセラー
３ １月 31 日(火) 働くママの時間管理術
森本 紀子
産業カウンセラー・
キャリアコンサルタント
４ ２月 28 日(火) 私らしい仕事と子育て
萩原 紫津子
１ ８月 23 日(火) 育休復帰後の不安解消

参加者
16 人
11 人
18 人
16 人

６

相 談

（１）女性のための相談
女性問題に関するなやみの解決及び女性の社会参加を支援するため、女性問題カウンセ
ラーや弁護士等が電話や面接によりさまざまな相談に応じた。
種

別

なやみ相談
【電話･面接相談】
法 律 相 談
【面接相談】

相 談 実 施 日

相 談 員

月～土曜日
・電話 9:30～12:00 13:00～16:30
・面接 11:00～18:40(土曜日 9:20～16:50)

女性問題カウンセラー

月１回（第２水曜日） 13:30～15:30
※５月、１月は第３水曜日

女性弁護士

月４回（第1～４木曜日 10:00～13:00）
女性のための
チャレンジ相談【再掲】 ※土曜日もあり
女性社会保険労務士等
【電話･面接相談】
(5/28,10/1,10/29,1/28 10:00～13:00)
・電話 月２回
（第１･３土曜日 10:00～16:00）

不妊・不育専門相談
【電話･面接相談】 ・面接 月２回
（第２土曜日､第４水曜日 14:00～17:00）
※第４水曜日は５月、８月、29年１月のみ

助産師

医師、助産師

・電話 週２回
（月曜日･金曜日 10:00～16:00）

思いがけない妊娠
ＳＯＳ
【電話･メール相談】 ・メール随時受付（原則、一週間以内返信）
http://ninshinsos-sodan.com

助産師

（２）男性のための相談
男性の人間関係や健康、介護のなやみの解決、さらには生き方や社会参加を支援するた
め、男性臨床心理士が電話による男性のための相談に応じた。
種

別

男性問題相談【電話相談】

相 談 実 施 日

相 談 員

月２回（第１･３火曜日 17:00～19:00） 男性臨床心理士

７

情 報

■ ひょうご男女共同参画ニュースの発行
男女共同参画社会づくりに関する国・県・市の取組及び地域の情報をリアルタイムで発
信し、広く県民の男女共同参画について意識啓発を図った。（毎月１日発行・6,500部）
■ 図書・資料、人材等の情報提供
情報図書室において、情報アドバイザーが男女共同参画に関する学習や調査研究・活動
の相談に応じるほか、講師等の人材情報や図書・映像・行政資料・新聞クリッピング・ミ
ニコミ紙等を収集・整理及び情報提供するとともに、図書の貸出などを行った。
種

別

情報相談【電話･面接相談】

相 談 実 施 日

相 談 員

月～土曜日 9:00～17:00

情報アドバイザー

〈平成29年３月31日現在の蔵書数〉
図
書：16,970冊
映 像 資 料：

583本

行 政 資 料： 3,934冊
※「イーブン震災ライブラリー」

(平成24年10月開設)
防災分野の所蔵資料を集約した上で、
資料リストファイルとして分類整理。
（資料数897点 平成29年３月31日現在）

８

普及啓発

■ 男女共同参画・ＤＶ防止等啓発事業
だれもがいきいきと暮らす社会をめざすとともに、ＤＶ防止や被害者等への啓発の強化な
ど、ＤＶ防止対策の充実を図る啓発セミナー等を実施した。
◇ＤＶ防止セミナー
〈開催日〉７月27日（水） 〈参加者〉41人
〈テーマ〉知っておきたいＤＶ情報 ～身近な人を守るために～
◇ＤＶ防止法律セミナー
〈開催日〉９月７日（水） 〈参加者〉42人
〈テーマ〉ＤＶの現状・課題・支援制度について
知っておくと役立つ法律知識を学ぶ
法テラスにおける犯罪被害者支援について

