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「第 22 期男女共同参画アドバイザー養成塾」企画発表会・修了式

12月13日、半年間にわたって開催してきた
「第22期男女共同参画アドバイザー養成塾」
(全25回)の最終日を迎えました。受講生が、講
座後半のグループワークで検討してきた事業企
画を発表。｢お互いがムリしない介護とワーク・
ライフ・バランス｣｢めざせ！リア充！みなさん
は、将来どんな人と“しあわせ”に暮らしたい
ですか？」「女性の働き方をデザインする！～
女性事業承継者のインターンシップを築こう
～」等のテーマも対象者もバラエティに富んだ
４つの企画が提案されました。脳トレを実演する

グループもあり、各グループとも工夫と練習を
重ねてきたことが伺える発表会となりました。
参加者全員による投票
の結果、｢なんかヘン、ど
こかヘン？～みんなで考
えよう固定的な性別役割
分担を～」が最も票を集
め、イーブンで今年度中に実施する企画に選ば
れました。修了式では、修了者20名の代表者に
イーブンの野澤所長から修了証書が手渡された
後、県女性青少年局大久保局長のあいさつで閉
講しました。続いて開催された交流会では、修
了生とボランティアで講座運営に携わってくだ
さったサポーターが講座の感想や、今後の活動
の抱負などを熱心に語り合いました。
（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

平成30年度「女性が輝く先進企業表彰｣で
「内閣府特命担当大臣賞」を受賞
内閣府の平成30年度「女性が輝く先進企業表
彰」において、スポーツ用品業界で初となる「内
閣府特命担当大臣賞」を神戸市中央区に本社を置
く株式会社アシックスが受賞し、表彰式が12月
17日に総理大臣官邸で行われました。
同社は「多様な人財が活かされることで、創造的
なアイデアが生まれ、ビジネスが成長する」という
方針の下、女性社員向けのキャリア研修やロール
モデルを集めたフォーラム等を開催し、女性社員
のキャリアアップを重点的に支援してきました。
その結果2012年に３％だった女性管理職比率
を2018年には12％まで向上させたことが高く
評価され、今回の受賞となりました。

表彰式にて安倍総理、片山大臣を囲んで記念撮影
前列・一番左が、廣田代表取締役社長

（問）県男女家庭課 078-362-3160

ジェンダー・ギャップ指数 2018 発表
世界経済フォーラム（WEF）は1２月１８日、
各国のジェンダー不平等状況を分析した「世界ジ
ェンダー・ギャ ップ報 告書 2018」 の中で 、
2018年版「ジェンダー・ギャップ指数」を公表
しました。ジェンダー・ギャップ指数は、経済参
画・政治参画・教育・健康の4分野14項目におけ
る男女平等の度合いを指数化し、各国をランキン
グしたものです。
日本は昨年114位
で過去最低、今年は
4つ順位をあげ149
カ国中110位となり
ましたが、G7の中で
は最下位です。日本
が低い順位にとどま
っているのは、経済
(117位)と政治(125
位)の分野における男
女格差が大きいこと
が影響しています。
経済・政治分野の評価を項目別に見ると、経済
分野では管理職に就いている男女の人数の差
(129位)、収入における男女格差(103位)が、政
治分野では国会議員の男女比(130位)が響き、順
位が低迷する結果となりました。
（問）県男女家庭課 078-362-3160

講 座 ・セミナー開 催 報 告
学生のためのキャリアデザインセミナーを開催
１2月13日、神戸市内で開催した「学生のため
のキャリアデザインセミナー」に県内企業で活躍
する女性社員23名と学生26名（高校生５名、大
学生21名）が参加しました。
兵庫県女性青少年局・大久保局長による開会挨
拶の後、企業等で活躍する２名の先輩によるショ
ートスピーチが行われました。まず、伊藤ハム株
式会社の池田実里さんは「キャリアデザインと
は、自分の理想とする姿を描いて実現していくこ
と。思い通りに進まない時でも、精一杯の選択を
繰り返すことが大切」と話しました。続いて、兵
庫労働局雇用環境・均等部の金井陽子部長は「職
場では業務遂行において足りない知識を埋める作
業が楽しく、気が付くと35年が経っていた。仕事
は自身を成長させるもの。皆さん、前向きに取組ん
で下さい」と学生にエールを送りました。
引き続き開催され
たグループワークで
は、キャリアアップ
と仕事のやりがい等
について、先輩職員
に直接尋ねる機会となりました。参加した学生か
らは「先輩女性の生の声を聞くことができ、普段
から疑問に思っていたことが解消された」等、満
（問）県男女家庭課 078-362-3160
足度の高いセミナーになりました。
（問）県男女家庭課 078-362-3160

なりたいあなたに近づくために

「ワーク・ライフ・バランス講座」
（12/11）を 開催しました！
第15回「女性のための働き方セミナー」は、
夢を叶えるためのタイムマネジメント術を、ワー
ク・ライフ・バランスの視点から、オフィス
hint link 代表でワーク・ラ
イフバランス コンサルタン
トの槙本千里さんにお話い
ただきました。
「なりたい自分」を具体的
にイメージし現状と将来を
客観的に把握するワークと
夢を実現するために時間を有効に使うマネジメン
トの秘訣を紹介しました。
「なりたい自分像検索では様々な質問を投げか
けてもらえ、課題が一層明確になった」「ビジネ
スでもプライベートでも、お互いを大切にするた
めにタイムマネジメントを実践している講師のお
話は説得力があった」「タスクに集中できるTo
Doリスト作成術を
さっそく手帳に取り
入れたい」等、満足
度の高い有意義なセ
ミナーになりました。
（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

男 女 共 同 参 画 推 進 員 地 域 ブロック事 業 紹 介
中播磨地域（12/9（日））

淡路地域（12/13（木））

北播磨地域（12/16（日））

子育て世代の男性は、仕事が
忙しく、家事・育児の時間が取
りづらい状況にあります。そこ
で、姫路市立網干公民館で「イ
クメンパパ親子そば打ち体験教
室～年越しそばを作ってみよ
う！～」を開催、20名が参加し
ました。そば打ち名人の諏訪芳
一さんやそば打ち同好会の方の
指導の下、子どもとのふれあい
を楽しみながら、そば作りに挑
戦しました。親子で作ったそば
の味は格別だったようで、参加
者からは｢楽しかった｣｢ぜひもう
一度開催し
てほしい」
という声が
多く聞かれ
ました。

地域全体で子どもを育て、高
齢者が住みやすい町をめざし
て、｢三世代交流事業～郷土料理
を作ろう～｣を洲本中 央 公 民 館
で開催。淡路島の産後の回復食
である郷土料理「ちょぼ汁」を
高齢者から
若い世代に
伝え、賑や
かに食しま
した。その
後、洲本キ
リスト教会の宮崎達雄牧師から
「感情的にならずに言葉で育て
る」「 一日30秒で も 抱きしめ
る」等、子育てに大切なことを
お話いただきました。最後に参
加者全員で歌を歌い、楽しい交
流の時間を過ごしました。

第３弾男性科学料理教室「簡
単おせちをつくろう」を八千代
コミュニティ
プラザで開催。
電子レンジ、
炊飯器、ミキ
サー等を活用
し、旬の食材をまるごと使う雑
煮、鶏肉ロール巻き等８品を作
り上げました。栄養士の村上貴
美子さんが説明するメニューや
調理法等を真剣な面持ちで一言
も聞き漏らすまいと、熱気あふ
れる教室になりました。
「これからは男性も料理をす
ることが大切。次回もぜひ参加
したい」との声に、さらに男性
料理教室を広めようとの意を強
くしました。

（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

県内市町、企業の取り組み
生涯現役応援講座
「人生100年時代！セカンドステージ
（第二の人生）を、生き生きと過ごすため
に！！」（12/7・14・21）を開催しました。
姫路市男女共同参画推進センター“あいめっ
せ”では、人生が100年続くと言われる時代を
迎えるにあたり、退職後・子育て後に生き生きと
過ごすためのヒントを学ぼうと、概ね50歳以上
の方を対象に3回連続の生涯現役応援講座を開催
しました。第1回は「人生100年時代に向けて前
向きになれるマネー術」、第2回は「セカンドス
テージを迎える片付け術」、第3回は「心とカラ
ダにアプローチ！7歳若返る健康のコツ」。
それぞれの専門家の指導に、熱心な受講者の皆
さんは、うなずいたりため息をついたり大笑いし
たり。これから避け
ては通れないお金・
片付け・健康につい
て、知識とともに前
向きになれる心の持
ち様を学びました。
（問）姫路市男女共同参画推進センター 079-287-0803

＃Me too 以降から考える
～みんなが知っていたい「性的同意」
（12/1）を開催しました。
西宮市男女共同参画センターでは、一般社団
法人ちゃぶ台返し女子アクション共同代表の大
澤祥子さんを講師に迎え、「性的同意」につい
てご講演をいただきました。
＃Me too では多数の著名人が賛同し、性暴
力について"NO"と意思表示することの大切さが
世界的に広がりました。しかし、依然として性
暴力の被害者の多くが泣き寝入りしている現状
や、周囲の心無い言動による
二次被害の問題など、社会全体
がしっかりと意識を持つことが
大切だと感じました。また、職
場の飲み会などの場面を想定し
たロールプレイングでは、加害
者・被害者ではない第三者とし
ての関わり方を学びました。
（問）西宮市男女共同参画センター 0798-64-9495

◆◆平成 30 年(第３回)ひょうご女性の活躍企業表彰

受賞企業紹介◆◆

～ダイバーシティ・女性活躍プロジェクトチームと人事グループ連携による社内改革の実現～
■会 社 名：住友精密工業株式会社（尼崎市）
■代 表 者：代表取締役社長 田岡 良夫
■事業内容：航空宇宙機器、熱交換器、LNG 気化装
置、オゾン発生装置、MEMS・半導体製造装置、
MEMS デバイスなどの設計・製造・販売
■従業員数：1,147 人（平成 30 年７月末時点）
■Ｕ
Ｒ Ｌ：https://www.spp.co.jp/
1961年に住友金属工業株式会社の航空機器
シティ・女性活躍推進プロジェクトチームと改
事業部門を継承し発足。独自の技術によって、 め、活動を開始し、人事グループと連携を取りな
航空機器や一般産業用熱交換器を設計・開発、 がら、①女性の活躍推進、②仕事と子育ての両立
他にもＩＣＴ関連分野で高性能な半導体製造装 支援、③男性の育児参加推進、④全従業員に対す
置やセンサ等を供給し、世界有数のメーカーと る意識啓発といった取組を推進しています。
しての信頼を獲得しています。
その他にも、2018年９月にテレワーク制度を
女性社員が全体の約１０％と非常に少ないこと 導入、社内報のなかで育児休暇を取得した男性社
を課題視。2016年度より「新卒大卒・高専卒 員を紹介するなど、誰もが制度を利用しやすい雰
の採用者に占める女性の割合を２０％以上にす 囲気づくりを推進しています。こうした取組が認
る」という目標を掲げ、積極的に取組むことで められ、2017年にえるぼし（二つ星）、2018
毎年目標を達成しています。2015年より社内 年にくるみん認定を受けました。
で女性が活躍するために必要な改革について議
今後も企業理念の一つである「人を大切にし、
論を重ねるべく社外取締役の白井文氏（元尼崎 多様な個性の実現と調和をはかります」のもと、
市長）と女性社員の交流会を３ヶ月に一度開 誰もが働きやすい職場づくりを目指して、活動を
催。さらに、2017年１月より同会をダイバー
継続しています。
（問）県男女家庭課 078-362-3160

★キャリアとネットワークづくり★
第 5 回「企業に求められる人財の育て方」

★育休復帰応援セミナー★
復帰後も安心！上手なコミュニケーション術

これからの企業成長のカギを握る「女性の活
躍」。実効性の高い取り組みとして、女性をは
じめとする多様な人々がイキイキと働き続ける
ための、しくみづくりが求められています。企
業にとっての喫緊の課題である人財育成につい
て、人的資源管理研究の第一人者よりお話を伺
います。
◆日時 3 月 15 日(金)13:00～15:00
◆講師 神戸大学大学院経営研究科教授
上林 憲雄 氏
◆会場 県立男女共同参画センター
◆対象 働く男女 100 名（先着順）
◆受講無料
◆一時保育 要予約・無料・定員６名(1 歳半～
就学前まで)
◆申込方法 Web・FAX・郵送・持参又は電話

職場や家庭で自分の気持ちを上手に伝えるコ
ミュニケーションのコツを学びます。
◆日時 ２月15日(金)10:00～12:00
◆講師 ビジネスマナーコンサルタント
荘木 優美 氏
◆会場 県立男女共同参画センター
◆対象 産休・育休中、将来的に育休を取得し
働 き 続 け た い と 考 え てい る 方 １ ０ 名
(組) （抽選）（おひとり、パートナー
参加いずれも可）＊1歳半未満同伴可
◆受講無料
◆一時保育 要予約・無料・定員６名(1歳半～
就学前まで)
◆締め切り ２月７日(木) 17:00
◆申込方法 FAX・郵送・持参又は電話

※このページの詳細は、下記までお問い合わせください。

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）

相談方法

電話番号等

電話（直通）

078-360-8551

月～土曜日

9:30～12:00
13:00～16:30

面接（要予約）

078-360-8554

月～金曜日
土曜日

11:00～18:40
9:20～16:50

面接のみ ※なやみ相談(面接)後に予約

実 施 日 時

毎月 第２水曜日（原則）

男性のための相談(男性臨床心理士)

電話

078-360-8553

毎月第１・３火曜日

17:00～19:00

女性のためのチャレンジ相談
（女性社会保険労務士等）

電話・面接
(電話・面接とも要予約)

078-360-8554

毎月第１～４木曜日
2/23（土）

10:00～13:00

問い合わせ(電話相談不可)

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・1／２3（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

情報相談（情報アドバイザー）
不妊・不育専門相談（助産師等）

思いがけない妊娠ＳＯＳ（助産師）

メール http://ninshinsos-sodan.com

随時受付。返信は原則として１週間以内
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