平成２９年１月号 Vol.７０
兵庫県男女共同参画推進本部

12/14

平成 28 年度「ひょうご女性の活躍推進会議」開催

ひょうご女性の活躍推進会議が、
12 月 14 日、
県公館で開催されました。
同推進会議は、本県における女性活躍をより
一層促進し、社会全体での気運醸成を図るため、
平成 27 年 7 月、各界で活躍する女性や経済・
労働団体、報道、行政機関の代表者、計 16 名
により発足しました。
会議では、まず梅谷兵庫県理事があいさつ。事
務局から、女性活躍の現状や推進会議事業の実績
報告のあと、構成団体のうち、兵庫県経営者協会、
日本労働組合総連合会兵庫県連合会、兵庫労働局
から取り組み報告がありました。
その後の意見交換では、女性が働きやすい社
会づくりには、
「女性の就業へのさらなる支援」

｢女性の人材育成、エンパワーメント｣｢様々な主
体の連携｣｢マタハラ等ハラスメントへの対応｣
｢若い学生への働きかけ」などが必要との声があ
がりました。特に「トップリーダーの意識醸成」
のためには、
「リーダーが本気で課題にあたるこ
とが最も重要」との意見が多数の出席者から出
されました。
（問）県男女家庭課 078-362-3160

株式会社ユーシステムが
内閣府｢女性が輝く先進企業表彰｣
を受賞！！

企業向け地域セミナー参加者募集
「女性活躍とワーク･ライフ･バランス」

女性が活躍できる職場環境整備を推
進するため、女性登用の方針・取組・実
績、その情報開示において顕著な功績が
あった企業を表彰する平成 28 年度「女
性が輝く先進企業表彰」の表彰式が、総
理大臣官邸で行われました。
県内からは、新３Ｋ産業と言われる
ＩＴ業界で、長時間労働解消に取り組
み、多様で柔軟な働き方を推進してきた
株式会社ユーシステム(神戸市、情報・通
信業)が内閣府特命担当大臣(男女共同
参画)表彰を受賞しました。

地域での女性活躍を進めるため、但馬・丹波・淡路の
３地域で企業向けセミナーを開催します。

表彰式にて安倍総理を囲んで記念撮影
前列左が株式会社ユーシステム佐伯代表取締役

～誰もが働きやすい職場をめざして～

◆丹波地域
日時 平成 29 年２月３日(金)14:00～16:00
会場 丹波の森公苑 多目的ルーム
講師 瀧井 智美さん(株式会社ＩＣＢ代表)
「経営戦略としてのワーク・ライフ・バランス」
◆淡路地域
日時 平成 29 年 2 月 10 日(金)14:00～16:00
会場 洲本市文化体育館 会議室１Ａ
講師 北尾 真理子さん(公財)兵庫県勤労福祉協会
ひょうご仕事と生活センター上席相談員
「経営戦略としての女性活躍推進」
◆但馬地域
日時 平成 29 年 2 月 17 日(金)14:00～16:00
会場 豊岡市民プラザ 多目的ホール
講師 上芝 美恵さん(ソフィアサポート代表)
「女性活躍とワーク・ライフ・バランス」
◆お問い合わせ・お申込み
兵庫県企画県民部男女家庭課男女共同参画班
TEL：078-362-3160

（問）県男女家庭課 078-362-3160

（問）県男女家庭課 078-362-3160
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イーブン事業報告・ご案内
12/8

｢第 20 期男女共同参画アドバイザー養成塾｣
企画発表会・修了式が行われました

６月から半年間にわたって開催された「男女共
同参画アドバイザー養成塾」が、12月8日に最終
日を迎えました。
受講生がグルー
プごとに約２か月
かけて検討してき
た事業企画案を発表。人生の第２ステージを考え
始めた男女の語り合いの場を提供する｢えがお茶
屋｣や、大学生対象の「プレ就活☆出前ワークショッ
プ」、結婚・出産を控えているカップル対象の「パー
トナーとつくろうマリッジ・プロミス」、女性議
員を増やす方法に関心がある人対象の「女性が変
える日本の政治」など５つの企画が提案されました。
参加者による投票の結果、得票の上位３企画が

僅差となる激戦でし
たが、子育て中のカッ
プルを対象とした「パ
パとママのためのコ
ミュニケーション講
座」が、今年度に実施する企画
に選ばれました。
修了式では、イーブンの川村
所長から修了者25名の代表者に
修了証書を手渡し、今後の男女
共同参画社会実現への協力を依頼しました。
引き続き開催された交流会では、修了生と講座
運営に携わったサポーターが、今後の活動の抱負
などを語り合いました。
(問)県立男女共同参画センター

12/17

ステップアップセミナー

｢～働き方を見直そう～
“ワーク・ライフ・バランス”｣

キャリアコンサルタントの萩原紫津子さん
を講師に迎え、10 名が参加。ワーク・ライフ・
バランスの説明の後、働く上で自分が大切に
したいものを知るグループワークを行いまし
た。講師からは、
「将来のことやなりたい自分
像を念頭に置くことによって、日々の選択を
考えるようになる」「自己分析をしっかりし
て、等身大の自分を評価すること」とアドバ
イスがありました。
参加者からは「最近の情報や同世代の方々
の話が聞けて、とても参考になった」｢話し合
いがとても楽しく気づきや学びも多かった」と
いう声が聞かれ、
これからの働き方
を考えるきっかけ
となりました。

11/29,
12/6

女性のための心理講座

◆日
◆講
◆会
◆内

時

豊かなコミュニケーションをめざして
～さわやかな人間関係をつくろう～

日常のコミュニケーションを振り返り、さわやかな
人間関係を作るスキルを身につける連続講座を開催、
約２０名が参加しました。
女性問題カウンセラーが、ロールプレイやワークを
交えた講義を行い、１回目は「聴き上手になろう」を
テーマに「自分の思い込みを取り除き､相手が話したく
なるような共感的な聴き方」を学びました。２回目は、
「伝え上手になろう」をテーマに、自分のありのまま
の気持ちを受け止め、
「I（私）メッセージ」で思いを伝
えることにより、自分も相手も大切にし合う自己表現
をグループごとに考え、発表。
講師からは「人に幸せにしてもらうのではなく、自
分で幸せになろう」というメッセージが送られました。
参加者からは、
「自分自身の言動を見直すきっかけと
なった」
「講座で学んだことをさっそく実践したい」と
の感想がありました。

(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

小野市男女共同参画センター

078-360-8550

(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

リーダー養成講座

「ジェンダー平等を正しく深く理解する講座」を開催します

平成29年１月21日(土)、29日(日)
両日とも13：00～16：00
師 伊田 広行さん(NPO法人ＳＥＡＮ理事、
立命館・神戸大学非常勤講師など)
場 小野市うるおい交流館エクラ 中会議室
容 「性とは何か」｢性の多様性｣｢ジェンダー
秩序の理解とその問題点(格差、競争)」
「ジェンダー統計」等

◆定

15名(テーマに関心のある方)
※両日とも参加可能な方を優先します。
◆参 加 費 1,000円(2回分)
◆託
児 無料(要予約、定員 10 名、1 歳以上
小学3年生まで)
◆申込方法 窓口、電話、ＦＡＸ、メールで住所、
氏名、年齢、電話番号、託児の有無を
お知らせください。
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員

(問)小野市男女共同参画センター0794-62-6765

県内市町･地域･企業の取り組み
宝塚市 宝塚市男女共同参画プラン推進フォーラム
11月29日､｢大災害に備えて 私たち
11/21 「居場所」のない男､「時間」がない女
の防災・減災」をテーマにたつの市青少年館で開催。
～共に幸せになるために～

西播磨

NPO法人たんばコミュニティネットワーク理事の
北村久美子さんから、阪神・淡路大震災と丹波市豪
雨災害の被災体験、東日本大震災被災地や地元での
ボランティア活動について講演いただきました。
｢日頃から仲の良い人をたくさん作っておくこと
が最大の減災」｢災害対応職員に生活感のある人が
いたので助かった｣｢男女
別で役割分担せず、全て
の役割に男女がともに入っ
ていることが大切」など、
経験者ならではのお話が
ありました。

中播磨

生涯にわたる男女の健康対策をテー
マに｢ロコモ体操～生涯歩ける体づくり～｣を開催
します。
日時：平成 29 年 2 月 1 日(水)13：30～15：00
場所：的形公民館 定員：20 名 参加費：無料
講師：段床 繁雄さん(健康運動指導士)
対象：健康づくりに興味のある方
(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

詩人で社会学者の水無田気流
さんを講師に迎え、男女共同参
画プラン推進フォーラムを開催
しました。
水無田さんは、
「常勤で働く妻
の３分の２が家事を 80％以上
担い、7 人に 1 人の夫が全く家
事をしていない｣｢日本の女性に要求される育児
水準が高すぎる」「日本人の自殺、孤独死、ひき
こもりの７割は男性で、男性は社会的孤立に陥り
やすい」などを指摘。日本人女性の「時間貧困」、
日本人男性の「関係貧困」について、データを基
に解説されました。
問題を乗り越えるためには、
「女性を企業のメン
バーに、男性を家庭・地域社会のメンバーにする
こと」
「『標準世帯』を前提とした社会制度の見直
しと、男女問わず総合的な働き方・暮らし方の見
直しが必要である」と語られました。
講演を通じて、男女共同参画社会実現のために
何が必要かを考える貴重な機会となりました。
(問)宝塚市人権男女共同参画課 0797-77-9100

◆◆がんばる企業◆◆

■会 社 名：六甲バター株式会社(神戸市)
■代 表 者：代表取締役社長 三宅 宏和
■事業内容：チーズ及び乳等を主原料とする食品の製造販売
■従業員数：４２６人（H27.12 月末）
■Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.qbb.co.jp/
学校給食やおつまみなど、子供から大人まで
幅広い人気のＱＢＢチーズを手がける昭和 23
年創業のチーズ専業メーカー。
昭和 33 年にＱ・Ｂ・Ｂ(Quality’s Best &
Beautiful ＝「おいしい品質」)をブランド名と
してプロセスチーズを発売して以降、安全・安
心はもちろんのこと、
「おいしさ」には味だけで
はなく、新鮮さ、楽しさ、豊かさを含むという
考えで、独創的な新しい製品を次々に発売して
います。
この独創的な新製品の開発には、男女のバラ
ンスの良い視点が不可欠。同社の技術部門は、
約 1／3 が女性社員で、大きな購買層である女
性の視点を捉えつつ、一歩先の新しさを追求し
ています。
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また、同社が平成 28 年３月に策定した女性活
躍推進法に基づく一般事業主行動計画では、①正
社員採用者の女性割合を 35％以上とし、これま
で女性の配置のなかった設備部門へ新たに女性
を配置すること、②雇用形態の転換制度導入によ
り非正規社員から５名以上を正社員（又はそれに
準ずる雇用区分）へ登用する、という２点を目標
に掲げています。
これらの目標を達成するための取組みの一つ
として、11 月 25 日には、県の「女性活躍のた
めの講師等派遣事業」を利用し、管理職を対象に
した研修を実施しました。
今後も、全ての社員が働きがいを感じ、能力が
発揮できる職場づくりに向けて取組みを進めて
いきます。
(問)県男女家庭課

078-362-3160

参加者募集中の講座・お知らせ
★女性のための再就職セミナー
★ステップアップセミナー
「自分の『魅力』を発見し
｢～仕事のスキルを向上させる～
アピールの仕方教えます！！
“情報共有のポイント”｣★
再就職に向けて！あなたの一歩を応援」★
仕事をする上で、必ず必要な“報連相”。
しかし、意外と教えてもらう機会はなく
て迷ったことはありませんか？
この機会に適切な“報連相”を身につけ
ましょう。
◆開催日時 平成29 年１月18 日(水)
13:30～16:00
◆会
場 県立男女共同参画センター
◆講
師 山本 真奈美さん（インクレセ
ント代表、ビジネスマナー講師）
◆対
象 県内在住・在勤の働く女性、産
休・育休中の女性など
◆定
員 20 名(先着順)
◆受 講 料 無料
◆一時保育 あり(1歳半～就学前まで、要
予約・無料･定員6名)
◆申込方法 申込書に必要事項を記入の上、
センター宛FAX・郵送・持参
又は電話

応募書類の作成で悩んでいませんか？提出先に合わせた
自己 PR 欄の書き方、面接時のテクニックまで学びます。
◆開催日時と内容 ※時間は両日とも９:30～12:00
実施日
内容
平成29 年
「自分の整理」で貴方の魅力を再発見！
１月23日(月) ステキなＰＲを作りましょう
平成29 年
面接官のハートに響く！貴方を伝え
１月24日(火) る面接テクニック
◆会
◆講

場 県立男女共同参画センター
師 中矢 才子さん（産業カウンセラー、キャリア
コンサルタント）
◆対
象 再就職を希望する女性
◆受 講 料 無料
◆定
員 各日 20 名(先着順)
◆一時保育 あり(1歳半～就学前まで、要予約･無料･定員6名)
◆申込方法 申込書に必要事項を記入の上、センター宛
FAX・郵送・持参又は電話
※1日でも参加可能ですが、なるべく2回連続でご参加ください。

※講座の詳細は、下記までお問い合わせください。

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相談
（女性カウンセラー）
法律相談（女性弁護士）
男性のための相談(男性臨床心理士)
女性のためのチャレンジ相談
（女性社会保険労務士等）

相談方法

電話番号等

電話（直通）

078-360-8551

面接（要予約）

078-360-8554

面接のみ ※なやみ相談(面接)後に予約
電話

078-360-8553

電話・面接
(電話・面接とも要予約)

不妊・不育専門相談（助産師等）

思いがけない妊娠ＳＯＳ（助産師）

毎月 第２水曜日（原則）
毎月第１・３火曜日
毎月第１～４木曜日
1/28(土)

17:00～19:00
10:00～13:00

078-360-8260

月～金曜日

9:00～17:00

電話（直通）

078-360-8557

月～土曜日

9:00～17:00

電話（直通）

078-360-1388

毎月第１･３土曜日

10:00～16:00

面接（要予約）

078-362-3250

毎月第２土曜日・1/25(水)

14:00～17:00

電話（直通）

078-351-3400

月曜日と金曜日

10:00～16:00

女性就業相談室ハローワーク相談窓口 問い合わせ(電話相談不可)
情報相談（情報アドバイザー）

078-360-8554

実 施 日 時
9:30～12:00
月～土曜日
13:00～16:30
11:00～18:40
月～金曜日
土曜日
9:20～16:50

メール http://ninshinsos-sodan.com

ひょうご男女共同参画ニュース

随時受付。返信は原則として１週間以内

平成２９（２０１７）年１月号（Ｖｏｌ．７０） ※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 HP：http://www.hyogo-even.jp/
【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
HP：http://www.hyogo-even.jp/
TEL：０７８－３６０－８５５０ FAX：０７８－３６０－８５５８
【 開 館 時 間 】 月～金曜日 ９：００～１９：００／土曜日 ９：００～１７：００
HP
http://www.hyogo-even.jp/
【休 館 日 】 日曜日、祝日、国民の休日、年末年始 (12/28 ～1/4 )
Facebook https://www.facebook.com/hyogo.even
このニュースは、関係機関や希望者に配信するとともに、男女共同参画推進員がお配りしています。ご希望の方は、上記にご連絡ください。
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