平成２５年２月号 Vol.２３
兵庫県男女共同参画推進本部

６月から国を挙げて実施している「働くなでしこ大作戦」（女性の活躍促進
による経済活性化行動計画）は、①男性の意識改革、②思い切ったポジティブ・
アクション、③「公務員から率先して取り組む」の３つの柱により取り組んで
います。その中の「ポジティブ・アクション」についてご案内します。

ポジティブ・アクションって何？ なぜ必要なの？
ポジティブ・アクションとは・・・職場での女性の能力発揮を促進するための積極的な取組です。
社内制度では男女同じ扱いとなっていても、固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から、女性
の管理職が増えない、女性の職域が広がらない等の問題が生じているのが現状です。このような課題
を解決することで、労働意欲・生産性・企業イメージが向上するほか、幅広く高い質の労働力確保に
つながるなど企業にも様々なメリットがあります。国・地方自治体では、様々な支援を行っています。

厚生労働省では、ポジティブ・アクションを積極
的に推進している企業及び「仕事と育児・介護との
両立支援のための取組」を先進的に推進しているフ
ァミリー・フレンドリーな企業を対象に、
「均等・両
立推進企業表彰」を実施しています。
このたび、平成２５年度の各賞候補を公募します。
【表彰の種類】
・均等･両立推進企業表彰
厚生労働大臣最優良賞
・均等推進企業部門、ファミリー・フレンドリー企業部門
厚生労働大臣優良賞、兵庫労働局長優良賞、
兵庫労働局長奨励賞
【応募方法】応募用紙に必要事項を記入し、兵庫労
働局雇用均等室あてに郵送又はＦＡＸ
【応募締切】３月３１日(木) 当日消印有効
【受賞企業の表彰】平成２５年１０月（予定）
（問）兵庫労働局雇用均等室

内閣府が作成した「地方公共団体の公共調達等
における男女共同参画等の推進に関する取組事例
集」では、都道府県や市町村での公共契約におけ
る男女共同参画等の取組状況をまとめています。
これには、公共工事や物品の購入等にかかる競
争参加資格審査における項目設定の事例や、総合
評価落札方式における項目設定の事例を、都道府
県、政令指定都市、市町に区分して、項目ごとに
まとめて紹介されています。
実質的な男女平等確保を実現し、とりわけ女性
の能力が十分に発揮できるようにするために、ポ
ジティブ・アクションに積極的に取り組む企業へ
の公共契約を通じた支援の一つとして、成果が期
待されています。
（問）県男女家庭課

078-367-0820

取組事例を知って、必要性と効果を考えてみよう！

兵庫県経営者協会 女性産業人懇話会(VAL21)
では、女性産業人を支援するための活動や勉強会
を行っています。
今回の事例発表会では、経営トップの強いリー
ダーシップの下、女性活躍推進やワークライフバ
ランスを積極的に推進し成果を上げている企業
から、経営から見る必要性と、具体的な取り組み
についてお話をうかがいます。
企業の役員や人事担当者、女性活躍推進・ワー
クライフバランス取り組みの検討・実行をされて
いる方など、ぜひご参加ください。

078-362-3160

県内企業の先進的な
事例が聞けます！

【日時】2 月 26 日(火) １５〜17 時
【定員】50 名
【参加費】 無料
【場所】県立男女共同参画センター セミナー室
【内容】○先進事例紹介
講師 コベルコシステム株式会社
顧問役 奥田兼三氏
人事企画グループ長 仮家里美氏
○グループ・ディスカッション
【申込締切】 2 月 1８日(月)
【問合せ･申込み】 兵庫県経営者協会 女性産業人懇話会
TEL 078-321-0051 FAX 078-321-0166
-1-

事業実施報告
神戸女子大学生、佐用町海内地域づくり協議会の方々が、
イーブンで男女共同参画社会について学ばれました。
1/12

神戸女子大学 吉岡研究室

1・2 回生約 80 人が、イーブンへ課外授業の一環として来館され
ました。この研修は前年度も行われており、兵庫県の男女共同参画
の現状や、男女共同参画センターの機能や役割について具体的に学
べると好評を博し、｢悩みの相談や学習情報等の収集場所として、友
人・知人に利用を呼びかけたい｣との声が上がりました。

県の取り組みを熱心に学習

1/28 佐用町海内地域づくり協議会ボランティア福祉会
佐用町から来られたのは、６０代から８０代のボランティアなどの地
域活動をされている方々。男女共同参画をテーマにした講話を聞き、
地域で活躍する女性たちの姿を描いたＤＶＤ｢夢へのパスポート〜ま
ちづくりにかける元気な女性たち〜｣を鑑賞されました。参加者から
は「今までは後ろに引っ込む感じだったけれど、これからは前に前
にチャレンジしていきたい」といった積極的な感想が聞かれました。

イーブン女性のための相談室より

イーブン情報図書室より

相談室で様々な悩みを伺う中で、「もう年だし、
働きたくても仕事がない」という声も多いようで
す。新卒でさえ就職困難な昨今、女性や高年齢者
の再就職が難しくなるのも、残念ですが事実です。
専業主婦の生活が長いと、二の足を踏むかもし
れませんが、誰でもその人なりの良さ、強みを持
っています。ＰＴＡやボランティア活動の経験が
ある方もあれば、子育てばかりだったと思われる
方もあるでしょう。ですが、子育てはとても大き
な仕事です。何もしてこなかった方などいない。
誰でも様々な可能性を持っているのです。
人生に「もう遅すぎる」ことはなく、いつから
でも再チャレンジ可能です。社会に出ることで、
今より自信を得ることもできるでしょう。いきな
り正社員は難しくても、一度仕事につけばさらに
パワーアップすることも不可能ではありません。
イーブンでは、再就職に役立つ図書の貸出やセ
ミナー、チャレンジ相談などで女性の再就職を応
援しています。
「何から手をつけていいのか．．．」と
思われる方は、
「なやみの相談」でカウンセラーが
考え方や気持ちの整理のお手伝いをしています。
（イーブン女性問題カウンセラー）

「女性就業相談室」において、ハローワークと
協働で企業面接会をはじめて開催します。
◇日時 ２月１３日(水) １４〜１６時
（受付時間１３：４５〜１５：３０）
◇対象 出産･育児､介護等で退職し、再就職を
目指す方､仕事と子育ての両立を目指す方

資料の豊富さに驚き！

情報アドバイザーが選んだオススメの図書を紹介
『あなたの人生を盛り上げる加齢（華麗）に認め印』
西條節子著 生活思想社 ２０１１年
作者は８０代の社会起業家の女性。
身につけた知識と経験を大切に、自
分自身の心を手入れして、たった１
回の人生を楽しむためのエッセイ
集。加齢を嘆くのではなく、元気に
生きるための｢認め印｣を押しまし
ょうと呼びかけています。
『「手仕事」で夢をかなえる女性たち
なりわい

モノづくりを生業にした 24 人の物語』

塩沢 槙/写真･文 淡交社 2012 年
「江戸切子」
、「リース」
、
「手織り・
手紡ぎ」など、愛情をこめて作りだ
されたものは人の心を豊かにして
くれます。著者は作り手の元を訪れ
て、作品だけではなく、好きなもの
について語るときの笑顔、経験、思
いを写真と文章で紹介しています。

書類選考なしで企業面接を受けられるチャンス！
◇参加方法 ・事前申込不要（入退出自由）
・履歴書(複数枚)を持参し直接会場へ
◇求人企業 神戸市内やその近隣地が勤務地であ
る企業１０社程度参加予定
◇一時保育 2 月 6 日(水)までに要予約
（１歳半〜就学前まで対象・無料）
※詳細・参加登録票は、イーブンＨＰに掲載
- ２ -

（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

県内市･地域･企業の取り組み

尼崎市
今年度、尼崎市の防災に
関する会議や防災活動への
女性参画の促進を図るとと
もに、災害対策における女
性や子育て家庭のニーズを
把握し、その対応のあり方
を調査・検討するために女性部会を設置しました。
当部会は、防災会議の女性委員（尼崎市連合婦人会、
民生児童委員、地域からの選出委員）と専門委員（学
識経験者、県立男女共同参画センター、市立女性・勤
労婦人センター、尼崎市女性団体協議会、自治体勤務
経験者）の９名（内、女性８名）で構成し、昨年８月
より女性と防災という大きな視点から各々の経験や
知見に基づき活発な意見交換をスタート。
その結果、市の防災体制充実と地域防災力の活性
化の一助とするため、
〔第２次尼崎市男女共同参画計
画を踏まえた地域防災計画の基本的な考え方〕、〔防
災・減災における女性センターの役割〕に関する地域
防災計画への反映や〔単に女性が配慮されるという
立場にとどまらず、防災・減災の担い手としての意識
をもつ〕といった内容を盛り込んだ提言書をとりま
とめ、尼崎市防災会議会長である尼崎市長に提言し
ます。
（問）尼崎市協働・男女参画課 06-6489-6153

男女共同参画推進員が地域で啓発活動をして
いるのをご存じですか？ 県民局ごとの１０グル
ープで、男女共同参画推進のための事業を自ら企
画・実施しています。さまざまなセミナーなどを
開催していますので、ぜひご参加ください！

男女共同参画の視点で防災・減災を考えるセ
ミナー「大災害 そのとき女性は〜阪神・淡路
大震災の経験は活かされたのか？」を１月１９日
に三木市立教育センターで開催しました。
東日本大震災後に被災地を訪れた正井礼子氏
（ＮＰＯ法人女性と子ども支援センター ウィメン
ズネット・こうべ代表理事）は、授乳・着替えス
ペースも男女別のトイレもなく、運営責任者が
ほぼ男性を占める避難所の状況を目にし、「阪
神・淡路大震災の経験が活かされていない」と
がく然。
「男女格差の大きい国ほど災害時に女性
の被害者が多く、また大きな災害が起これば女
性への暴力が増える」と分析し、
「女性の声が反
映できる避難所づくりには女性のリーダーが必
要。そのためには防災
や復興対策はもとより、
平時から様々な分野で
意思・政策決定の場で
女性の参画が不可欠｡｣
と熱く語りました。
これまでの主な事業

【代 表 者】 代表取締役 横山 誠一
【事業内容】 医薬品の研究、開発
【所 在 地】 神戸市 【従業員数】１９２人
【Ｕ Ｒ Ｌ】
http://www.asubio.co.jp/company/index.html

○セミナー
・家族でコミュニケーション（阪神北・中播磨）
・女性の働き方講座（東播磨・阪神南）
・「メディア・リテラシーって何？」（西播磨）
・男の健康・料理教室（神戸・但馬・淡路）
○研修会「女性消防士に聞く」（北播磨）
○男女共同参画井戸端会議（丹波）

推進員は随時募集しています。ボランティア
経験などなくても心配ありません。
応募資格 県内在住の成人男女で、地域で男女共
同参画推進のための啓発・実践活動等
に取り組む意欲と資質のある方
任
期 委嘱の日から平成２６年３月３１日まで
応募方法 所定の申込用紙と、地域で取り組みた
いことについての作文をセンター宛。

「医療の未充足ニーズに
応える世界初の新薬の創設｣
をミッションに掲げ、医療
品の研究開発機能に特化し
て事業を展開する同社は、
親会社の第一三共に倣い、
多様な働き方を支援する各種制度の充実や、ワー
ク・ライフ・バランスを経営戦略に位置づけるなど、
さまざまな取組にチャレンジしています。
２０１０年１０月、分散していた３つの拠点を集約
し神戸ポートアイランドへの本社新設を機に、個々
人の能力を最大限に生かす組織づくりや年功序列に
よらないチーム編成を推進し、賃金体系も能力で評
価するよう改めました。また、労働時間が長くなっ
たり、育児・介護などライフイベントを迎えたりする
社員に対しては、当人に話を聞き、出てきた課題の
解決策をもとに探る「個に対しての支援」にも注力。
さらに、神戸市の協力を得ながら、周辺の事業所
とともに共同で利用できる保育園を設置するなど、
社員がいきいきと働けるよう進化し続けています。

（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

（問）県男女家庭課 078-362-3160
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参加者募集! 無料！

お知らせ
防災･減災体験セミナーを開催します！
家族いっしょにまなぼう！

女性創業応援セミナー
〜なりたい自分になるために、今できること〜

創業するためにはどのような準備が必要なの？
事業を成功させる(失敗しない)ためには？
悩みを解消し、事業を軌道に乗せるセミナーです。
さあ、創業の夢への第一歩を踏み出しましょう！

「母と子の防災・減災ハンドブック地域版」を活用し、
親子や家族が男女共同参画の視点から防災・減災につ
いて学べるセミナーを 10 地域(各県民局単位)で開催。
今回は、３月前半実施分の参加者を募集します。

◇日時
２月 23 日(土) １３〜16 時
◇会場
県立男女共同参画センター セミナー室
◇内容・講師
テーマ①「新しいビジネスをはじめよう！！」
講師：中小企業診断士 斉藤 悠実氏
テーマ②「Facebook などのコミュニティツールを
活用してみよう！！」
講師：中小企業診断士 宇田名保美氏
◇対象
創業予定の方、創業後間もない方（女性）
◇定員
２５名（先着順）
◇一時保育 １歳半〜就学前まで１０名（無料､要予約）
◇申込方法 既定の申込書を下記宛 FAX する。
◇申込・問合せ先 日本政策金融公庫神戸支店
TEL078-341-4982 FAX078-361-3801

●定 員
●対象者

各地域 ３０名程度（先着順）
小学生以上の子どもとその保護者、
防災・減災に関心のある方 など
●内 容 男女共同参画の視点から防災・減災を
学べる体験型プログラム など
●実施日時・場所

セミナー後、
中小企業診断士・公庫担当者との個別相談会を開催！
（相談無料･事前申込制 先着各 6 名）

東播磨

３／３(日)
10:00〜12:00

但 馬

豊岡市民ﾌﾟﾗｻﾞ（ｱｲﾃｨ 7F)
３／９(土)
13:30〜16:00
市民活動室Ｃ

北播磨

３／１６(土)
13:30〜16:00

丹 波

３／１７(日)
13:30〜16:00

明石市防災センター

小野市うるおい交流館
エクラ 中会議室
篠山市民センター
多目的ルーム２

＜セミナー詳細や申込みに関するお問い合わせ＞
県立男女共同参画センター（TEL078-360-8550）

兵庫県立男女共同参画センター・イーブンの相談窓口
種類
女性のためのなやみの相談
（女性カウンセラー）

電話番号

実施日時

電話相談（直通）

078-360-8551

月〜土曜日

面接相談（要予約）

078-360-8554

月〜金曜日
土曜日

法律相談（女性弁護士） 面接相談のみ ※なやみの相談(面接)後予約

9：30〜12：00
13：00〜16：30
11：00〜18：40
9：20〜16：50

原則毎月第２火曜日

こ こ ろ

女性のための心身の健康相談
（女性看護師）
妊娠総合相談（助産師等）
女性のためのチャレンジ相談
（女性社会保険労務士等）
男性のための相談（男性臨床心理士）

面接相談（要予約）

078-360-8554

毎月第１・３火曜日

13：30〜16：40

電話相談（直通）

078-360-1388

毎月第１・３土曜日

10：00〜16：00

面接相談（要予約）

078-362-3250

電話相談・面接相談
（どちらも要予約）

078-360-8554

毎月第１〜４木曜日

10：00〜13：00

電話相談

078-360-8553

毎月第１・３火曜日

17：00〜19：00

ひょうご男女共同参画ニュース

毎月第２土曜日・第４水曜日 14：00〜17：00

平成２５（２０１３）年２月号（Ｖｏｌ．２３） ※毎月１日発行

【編集・発行】 兵庫県立男女共同参画センター・イーブン、兵庫県男女家庭課
【問い合わせ】 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町１−１−３ 神戸クリスタルタワー７階 兵庫県立男女共同参画センター
TEL：０７８−３６０−８５５０ FAX：０７８−３６０−８５５８
HP：http://www.hyogo-even.jp/
【 開 館 時 間 】 月〜金曜日 ９：００〜１９：００／土曜日 ９：００〜１７：００

このニュースは、関係機関・団体や希望者に配信させていただくとともに、男女共同参画推進員が
お配りさせていただいています。配信を希望される方は、上記にご連絡ください。
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