平成２６年４月号 Vol.3７
兵庫県男女共同参画推進本部

県ＤＶ防止計画を改定～配偶者等からの暴力のない社会の実現をめざして～
県では、配偶者等からの暴力のない社会の実現をめざして、「配偶者等からの暴力防止・被害者保
護計画」を改定しました。計画期間は 26 年度から 30 年度までの５か年で、６つの目標から構成さ
れ、平成 18 年の第１期計画から数えて、今回は第３期計画となります。
目標１ ＤＶ防止に向けた啓発・
教育の推進
目標２ 市町のＤＶ対策の促進
目標３ 相談体制の充実
目標４ 緊急時の安全確保

・地域や職域等におけるＤＶ防止出前講座の実施
・市町の庁内ＤＶ対策連携会議設置促進に向けた支援
・市町の実施状況等に応じて、取り組むべきモデルケー
スの提示
・市町障害者虐待防止センター等のＤＶ相談を配暴セン
ターに情報提供するなどの連携強化
・医療機関向け対応マニュアルの整備、研修会の開催

目標５ 自立支援の推進

・民間賃貸住宅への入居に向けた家主等への協力の働きかけ等
・施設退所後の住居について市町公営住宅等を活用する
方策の検討

目標６ 専門人材の育成と関係
機関との連携強化等

・関係機関で構成する「ひょうごＤＶ防止ネットワーク
会議」に有識者による部会を設置し、毎年計画の進捗
状況の評価等を実施
（問）県児童課 078-362-3198

「平成２５年度ダイバーシティ経営企業１００選」に４６社

女性を積極活用｢なでしこ銘柄｣26 社を発表

～兵庫県からＰ＆Ｇが受賞～
経済産業省は、女性や外国
人、高齢者、障がい者等を含
め、多様な人材を活用してイ
ノベーション(革新的な発想や
手段・方法)の創出、生産性向
上等の成果を上げている企業 46 社を、「平成
25 年度ダイバーシティ経営企業 100 選」に選
定し、発表しました。
この事業は、24 年度から３年程度かけて累
計 100 社を表彰するもので、このたび本県から
は、プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパ
ン(株)が受賞されました。
同社においては、在宅勤務、フレックスタイム
など豊富な制度を柔軟に運用し、多様な働き方
を受け入れる等の取り組みや、20 年以上前にウ
ーマンネットワークを立ち上げ、管理職のうち
女性の占める割合が 34％に上るなどの取り組
みが評価のポイントになっています。
詳しくは、次のアドレスまで。
http://www.diversity100sen.go.jp/index.html
（問）県男女家庭課 078-362-3160
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経済産業省と東京証券取引所は、このたび、
東証一部上場で女性を積極的に活用している
企業 26 社を選定し、「なでしこ銘柄」として
発表。選定は 24 年度に続いて２回目で、前回
より９社増え、うち７社は２年連続で選ばれま
した。
「なでしこ銘柄」は東証一部上場企業の中か
ら、女性が働き続けるための環境整備を含め、
女性人材の活用を積極的に進めている企業を
業種ごとに紹介するものです。
選定企業一覧（26 銘柄、業種順）
国際石油開発帝石、カルビー、東レ、武田薬品工
業、ブリヂストン、旭硝子、ジェイエフイーホー
ルディングス、住友金属鉱山、ＬＩＸＩＬグルー
プ、ＩＨＩ、日立製作所、日産自動車、ニコン、
トッパン・フォームズ、大阪瓦斯、東京急行電鉄、
日本郵船、ＡＮＡホールディングス、ＫＤＤＩ、
三菱商事、ローソン、三菱ＵＦＪフィナンシャ
ル・グループ、野村ホールディングス、東京海上
ホールディングス、オリックス、ツクイ
（問）県男女家庭課 078-362-3160

事業紹介・トピックス

ひょうご男女共同参画西播磨地域セミナー

2/27

農山村の暮らしは、おもしろい ～女性リーダーの活動から～
少子・高齢化に伴い、人口減少の問題に直面し
ている農山村地域。本県では、農業委員に占める
女性の割合も 3.8%(※)と依然低い状況です。
そこで、農業分野における女性の参画を促し、
活力ある地域づくりを考えるセミナーを、西播磨
県民局で開催し、約 30 名が参加しました。
基調講演では、講師の靍理恵子(つる りえこ、吉備国
際大学准教授)さんが「開かれた田舎、開放的な地域
を目指し、それぞれ得意なことを活かせる雰囲気
を高め、組織を活性化していくことが大切｣｢男女
共同参画が進むと、女性も男性も地域も元気にな
る。自分を大事にしながら他人を思いやり、信頼
を積み重ねること。金持ちより『人持ち』になろ
う」と熱く呼びかけました。
続いて、西播磨地域で活躍する女性 2 名が事例
発表を行いました。 ※ 平成 25 年 3 月現在県農政環境部調べ

働く女性のための

ステップアップ・セミナー

地元で花壇苗を栽培する岡田さんは、夫婦で
脱サラして農家になったいきさつや地域への想
いのほか、まちづくり等の委員活動にも取り組
んでいることを紹介。
次に、専業農家の松田さんが、夫婦二人三脚
で取り組んできた加工食品(古代米)の開発など
について発表しました。
参加者からは「男女を問わず、地域を元気に
していこうという
勇気をもらった｣
｢地域の役員に女
性も入れるよう
提案する｣との前
向きな感想が聞
かれました。 （問）県立男女共同参画センター 078-360-8550
女性のための心理講座

2/12
20

パートナーとの関係を考えよう！

～ＤＶの影響を受けた私の気持ちをみつめる～

3/11
18

いきいきと輝きながら働き続けたい女性を応
援するため、職場で活躍するにあたり必要なス
キルや心構えを学ぶ２回の連続講座を開催し、
延べ20名が参加しました。
１回目は、コミュニケーションの基本理念と
その上手な実践方法について、ワークを通じて
体感。講師からは「関係性を良くするためには
自分が変わること。自分を認めて愛してほしい
と相手もみんなそう思っている」との助言があ
りました。
２回目は、職場で求められる社会人基礎力な
どについて学び、受講生自身が抱えるキャリア
形成や仕事と生活を両立する上での不安、悩み
を語り合い、解決策を考えました。
「今後の働き方に漠然と不安を抱いていた」
「職場の人間関係に悩んでいた」と言う受講生
からは、「日々安心感を得られない理由がわか
った｣｢悩みを
言葉にするこ
とで、自分の考
えが整理でき
た｣といった声
が聞かれまし
た。

DV(ドメスティック・バイオレンス)は、身体
や精神などにさまざまな暴力を受けることによ
って、被害者に大きな心の傷を残します。
また、パートナーから離れた後も被害者の気
持ちや人間関係にも影響を与え続けていること
があります。
そこで、パートナーとの関係がＤＶではない
かという悩みをもつ女性を対象に、少人数によ
るグループワークを通して「自分の気持ち」を
みつめる講座を実施しました。
２回連続の講座は「ＤＶの関係があるとどん
な影響があるのだろう」
「自分の気持ちに気づい
ていこう」をテーマに、イーブン女性カウンセ
ラーが進行を担当。パートナーからＤＶ被害を
受け続けていると、知らないうちに相手に合わ
せてしまう、相手を優先しがちになる、自分の
感覚に自信が持てなくなる、といったことにつ
いて参加者同士で話し合いました。
２回目の講座では、自分の気持ちをコップに
置き換え、それを絵に描いて表現をするという
ユニークなワークを実施。参加者自身が、漠然
としている、または見失っていた自分の気持ち
に気づき、伝え合うことで、
「共感」
することを体験でき、「孤独ではない」
という思いを力に変えていく場となり
ました。

（問）県立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
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男女共同参画推進のための

平成２５年度男女共同参画相談担当者研修
講師

3/4

有園 博子さん (兵庫教育大学大学院教授)

県内の男女共同参画センター等で相談業務
に携わっている職員を対象に、DV（ドメスティッ
ク・バイオレンス）被害者支援のあり方について考
え、今後の取組みにつなげるための研修会を、
県立男女共同参画センターで開催しました。
前半は、県女性家庭センターが DV センター(配
偶者暴力相談支援センター)の業務を説明した後、講
師の有園さんより４年間にわたって実施した
巡回相談事業の結果をもとに、男女共同参画セ
ンターと DV センター、福祉関係等との役割分
担や今後の課題、対応について講話がありました。
後半は、グループに分かれて「男女共同参画
センターでできる支援」「予約受付時の困りご
と」についてワークを行い、活発な意見交換が
交わされました。
参加者からは「DV センターと男女共同参画
センターの連携・役割分担について課題がみえ
た」「被害者支援に関わる立場から課題を再確
認することができた」「研修という場はコミュ
ニケーションがとりやすく、全体的に考える事
ができる」という声が寄せられました。

ファシリテーター養成基礎講座
講師

（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

親子で
学ぶ

委嘱状交付式・地域別研修会を開催します
男女共同参画社会づくり条例第 24 条に基づ
き、地域で男女共同参画の推進に取り組むキー
パーソンとして実践活動を行う「第７期男女共
同参画推進員」の委嘱状交付式ならびに地域別
研修会を４月 18 日より、各地域（10 カ所）
で行います。
当日は、このたび地域推進員となられた方々
に兵庫県知事からの委嘱状を交付した後、地域
別研修会において推進員の役割や活動内容、
「新ひょうご男女共同参画プラン 21」等につ
いて学習いただく予定です。
任期は平成 2６年４月から２年間。地域の
様々な課題解決に向け、今後の活躍が大いに期
待されます。
【各地域の実施日程】
地 域

日 程

地 域

日 程

神 戸

４月1８日（金）

中播磨 ※

５月２０日（火）

阪神南※

４月２５日（金）

西播磨

５月１４日（水）

阪神北

４月２５日（金）

但 馬

５月２２日（木）

東播磨

５月２０日（火）

丹 波

５月１６日（金）

北播磨

５月 ７日（水）

淡 路

４月２４日（木）

宝楽 陸寛さん（NPO 法人 SEIN 事務局長）

ファシリテーターとして必要なグループワー
クでの合意形成やホワイトボードミーティング
の活用方法などについて学習する講座(2 回連続)
を、県立男女共同参画センターで開催しました。
アドバイザー養成塾修了生、男女共同参画地域推
進員、市町男女共同参画の担当職員など 16 名が、
地域や職場での取り組みに役立てようと参加し
ました。
講師の宝楽(ほうらく)さんは「『ファシリテーター』
とは、会議等の中でメンバー同士が聴き合う関係
を育み、一人ひとりの力を引き出すプロセスをつ
くる進行役。『ファシリテーション』は技術であ
り、練習をすれば誰もが『ファシリテーター』に
なれる」と話しました。
参加者は、ホワイトボードミーティングを熱心
に繰り返し、お互いに考えがイメージできるよう
に意識しながら議論を深めました。

（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

第７期男女共同参画推進員

3/6,13

「防災・減災体験プログラム集

～普段の備えが防災に活きる～」を作成！
県立男女共同参画センターでは、日々の暮ら
しの中で男女共同参画の視点から「防災･減災」
について意識してもらうため、親子や地域の
方々と一緒に出来る体験プログラムを取り入
れたセミナーを市町等の協力のもと、各地で実
施しました。
そして、この取り組みを地域の団体や機関が自
主的に継続して実施していただけるよう、セミナ
ーの実施事例を「プログラム集」としてこのたび
作成しました。
このプログラム集は、当センターのホーム
ページからダウンロードできます。
http://www.hyogo-even.jp/(ｾﾝﾀｰ HP ｱﾄﾞﾚｽ)
【掲載内容】
☆はじめに
☆各団体が実施したプログラム事例
・NPO 法人兵庫県防災士会
・NPO 法人生涯学習サポート兵庫
・NPO 法人ファザーリング・ジャパン関西
☆セミナーから防災を意識する

■実施は､原則午後。但し※印は午前に実施。
（問）県立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
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参加者募集中の講座・お知らせ
★女性のための働き方セミナー★
～自分らしい働き方へのファーストステップ～
春からパートを初めてみませんか？

★育児・介護等離職者再就職準備支援補助金★
再就職に向けたスキルアップを応援！
新たな補助金の受付が始まります

そろそろ仕事を始めたいけど、「ブランクがある」
「資格がない」「何からスタートしたらよいか分から
ない」…と思っていませんか？経験豊富な講師が、知
っておくべきパートで働くルールや再就職における
不安にお答えします。
自分にあった働き方をみつけて、再就職への一歩を
踏み出しましょう！

平成26年４月１日から、育児・介護等を理由に離職し
た方に対し、再就職のために受講した教育訓練講座の受
講料等を補助する制度が始まります。
情報、事務、サービス、社会福祉など様々な分野の講
座が対象となります。スキルアップして、再就職をめざ
しましょう。

◆日 時 平成 26 年 4 月 18 日(金)
10:30～12:00
◆会 場 県立男女共同参画センター
セミナー室
◆講 師 藤原 寛子氏
（キャリアカウンセラー・社会保険労務士）
◆対 象 テーマに興味のある再就職を希望する女性
◆定 員 8 名(定員を超えた場合は抽選)
◆受講料 無料
◆一 時 保 育 無料・要予約(1 歳半～就学前まで・定員 6 名)
◆申 込 締 切 平成 26 年 4 月 10 日（木）必着
◆申 込 方 法 所定の申込書に必要事項を記入の上、FAX・
郵送または持参でセンター宛
◆受 講 決 定 4/11 以降参加いただける方のみご連絡します。

◆対象者 県内在住の65歳未満の方で、結婚、出産、育
児、介護、配偶者の転勤で離職し、再就職を
めざす方
※教育訓練給付金の受給資格者等は対象となりません。
詳細はセンターにご確認ください。
◆対象講座 国が指定する教育訓練講座で、平成26年４月
１日から27年３月31日までに受講開始・
修了するもの
◆補助金額 入学料及び受講料の20%（上限10万円）
◆申込方法 所定の書類を持参または郵送でセンター宛
に提出
スキルアップをめざす
講座の受講料等を
兵庫県が補助します！

※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の相談
（女性カウンセラー）

電 話 番 号
電話相談（直通）

078-360-8551

面接相談（要予約）

078-360-8554

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
男性のための相談（男性臨床心理士）
不妊専門総合相談（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）
イーブン女性就業相談室
ハローワーク相談窓口
（学習や調べもの等で役立つ）

情報相談（情報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）

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
原則毎月第２火曜日

電話相談

078-360-8553

毎月第１・３火曜日

17：00～19：00

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

問い合わせ先
(電話相談不可)

078-360-8260

月～金曜日

9：00～17：00

電話相談（直通）

078-360-8557

月～土曜日

9：00～17：00

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２６（２０１４）年４月号（Ｖｏｌ．３７） ※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
【休 館 日 】 日曜日、祝日、国民の休日、年末年始 (12/28 ～1/4 )

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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