平成２６年５月号 Vol.3８
兵庫県男女共同参画推進本部

４月１日から育児・介護等を理由に離職した方が、
再就職のために受講した教育訓練講座の受講料等の
一部を補助する制度が始まりました。
パソコン､介護､福祉､簿記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。
◆対 象 者 県内在住の65歳未満の方で、結婚、妊
娠、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 所定の書類を持参又は郵送でセンター
宛に提出
注１ 補助金が支払われるのは、講座修了後です。
注２ 講座を修了できなかった場合、必要書類が未
提出の場合などは、補助金を受けられませんの
で、ご注意ください。

補助金交付対象チェックシート
□ 兵庫県内に在住
□ ６５歳未満

すべての項目にあては
まれば補助対象です。

□ 結婚、妊娠、出産、育児、介護、配偶者の転勤のた
め離職中

□ 兵庫県内の事業所での再就職を希望
□ 再就職のために教育訓練講座の受講が必要
□ 受講開始日において、国の教育訓練給付金の受給資
格が無い→資格の有無は、最寄りのハローワークへお問い合わせを

□ これまでに、この補助金を受けたことがない
□ 受講するのは国の指定する教育訓練講座である
→インターネットの教育訓練制度検索システムか、最寄りの
ハローワークで確認できます

□ 平成 26 年４月１日以降に開始する講座である
□ 講座の入学料＋受講料が２万円以上かかる
→補助金額が４千円未満となる場合は、対象外です

(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

地域で農林水産業の活性化に貢献した女性らに贈られる農山漁村
女性･シニア活動表彰農林水産大臣賞に、黒田惠美（くろだ えみ）さんが
選ばれました。平成２５年度農林水産大臣賞の女性地域社会参画部門
受賞者は全国で２人。
黒田さんは､たつの市の黒崎梅林組合初代婦人部長としてリーダー
シップを発揮し、観梅事業や梅料理、梅加工品等の開発を主導して
「綾部山梅林」が有数の観光農園として発展することに貢献。
また、兵庫県女性農漁業士会の初代会長として女性の地位向上を
訴え、社会福祉協議会理事等を歴任し、平成２０年には同市初の
女性農業委員となり、現在の２期目では、農業者年金加入推進に
取り組むなどの活躍をされています。
（問）県男女家庭課 078-362-3160
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事業紹介・トピックス
受講生募集！
地域で男女共同参画の推進を担うリーダーを養成する連続講座の受講生を募集します。これまでの
経験や知識､ネットワークに、男女共同参画の力をプラスして、地域活動から新たな一歩を踏み出しま
せんか？ みなさんの思いや行動が、地域社会を変えていく力につながります！
(日程) 6 月 12 日(木)～12 月 11 日(木)のうち 15 日間
( 定 員 ) ３０名程度（県内在住・在勤・在学の男女）
(受講料) 無料
(場所) 県立男女共同参画センター セミナー室
(一時保育) １歳半から就学前まで（無料・要予約、定員８名）
(内容) 《前半》講義形式で男女共同参画の基本的な
(申込方法) 所定の受講申込書を郵送･ＦＡＸ又は持参
知識や視点を養います。
(申込締切) ５月２８日(水)必着 ※詳細は（問）まで
《後半》企画力・発信力・ファシリテート力
などの実践力を習得します。
【主なカリキュラム】
★6/26(木) AM 「男女共同参画概論」
講師：神戸親和女子大学発達教育学部教授

★7/24(木) PM 「法律の中の女性」
勝木洋子氏

講師：大阪府立八尾北高等学校家庭科教員

小川真知子氏

南野忠晴氏

★8/7(木) PM 「農村社会における女性リーダー」

★7/3(木) ＡM 「地域における男女共同参画の実践」

講師：岡山大学大学院社会文化科学研究科教授 藤井和佐氏

講師:井吹東ふれあいのまちづくり協議会委員長 坂本津留代氏

★7/3(木) PM 「クラウドソーシングが生み出す新しい
ワークスタイル」（仮題）（ひょうごフォーラム）

★8/21(木) ＡM 「私たちが知っておきたいDV情報」
講師：イーブン女性問題カウンセラー、県警察、法テラス

講師:㈱クラウドワークス代表取締役社長 吉田浩一郎氏

★７/24(木) ＡM ｢目に見えにくい女性の貧困｣
講師：立命館大学産業社会学部准教授

松田聰子氏

★8/7(木) AM 「次世代へ継承する学校教育」

★6/26(木) PM 「男女共同参画時代のメディア・リテラシー」
講師：ＮＰＯ法人 ＳＥＡＮ理事長

講師：桃山学院大学法学部教授

※ 9/4(木)～11/27(木) 実践力取得
12/11(木) 企画発表会・修了式・交流会

丸山里美氏

(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

県・市町男女共同参画合同会議を開催（4/23）
市町及び市男女共同参画センターと県が、男
女共同参画の取組について情報交換を行う会議
が、4 月 23 日、県立男女共同参画センター（神
戸市）で開催されました。
当日は男女共同参画に携わる職員 65 名が出
席。国､県､市町､それぞれの立場から具体的な
取り組み内容等について報告がありました。
内閣府男女共同参画局推進課の山北貴子氏から
は､｢日本再興戦略における女性の活躍推進｣を
テーマに、政府が進める三本の柱として
①女性の活躍促進や仕事と子育てなどの両立支援
に取り組む企業に対するインセンティブ付与等、
②女性のライフ・ステージに対応した活躍支援、
③男女が共に仕事と子育て等を両立できる環境の
整備、を中心とした報告がありました。
特に、女性登用状況の開示が、企業の中長期的
な競争力や財務状況の見通しに役立つことから、
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今年１月に内閣府が開設した「女性の活躍『見
える化』サイト」について、詳しく説明されま
した。
最後に、県の四海こども局長が｢住民に近い
我々自治体職員が、国の政策を受けて施策に魂
を吹き込んでいく。そのためには互いにしっか
りと議論をし、連携をすすめていきましょう。｣
と呼びかけました。
（
「女性の活躍『見える化』サイト」
）
http://www.gender.go.jp/policy/mieruka/
company/mierukasite.html
（問）県男女家庭課 078-362-3160

県内市町･地域･企業の取り組み
第７期男女共同参画推進員（地域）

ご利用ください！

委嘱状交付式・地域別研修開催

イーブン情報図書室をご存じですか。図書、雑誌、

地域で男女共同参画の推進に取り組むキー

行政資料、映像資料など男女共同参画に関連するさ

パーソンとなる｢男女共同参画推進員｣。第７期

まざまな資料が揃う図書室です。専門的なものだけ

の委嘱状交付式･地域別研修会を 4 月１８日の

でなく、コミックや映画なども所蔵しています。貸

神戸地域を皮切りに、淡路(24 日)､阪神南・阪

出はもちろん、館内での閲覧や視聴もできます。

神北(２５日)の地域で開催し、委嘱状交付と県

図書室には「情報アドバイザー」がおり、情報相

の男女共同参画施策の説明などの研修後、推進

談を行っています。情報相談は図書室の資料をはじ

員同士のみなさまで今後の活動などについて

めとする多くの情報ツールを用いて、みなさまから

熱心にご討議いただきました。
任期は平成２８年３月までの２年間。地域の

の相談に的確な情報を提供するサービスです。お気

様々な課題解決に向け、地域ブロックごとにセ

軽にお問い合わせください。

ミナー開催などの啓発活動に取り組んでいた

～All about 情報図書室～
●利用時間

だきます。また、男女共同参画推進員として活

月～金 9:00～19:00
土
9:00～17:00 （日･祝日休館）

動してくださる方を引き続き募集しています。

映像資料約 500 点

地域での活動

〈生き方､仕事､子育て､介護､DV など幅広く収集〉

に興味のある

●蔵書数 図書約 16,000 冊

●その他 絵本コーナー､授乳室､視聴覚ブースあり

方々のご参加

●情報相談 「講師を探している」
「○○に関するグループを知りたい」
「授業づくりの参考資料がほしい」
などの相談に対応
●問い合わせ 078-360-8557

をお待ちして
います！
(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

◆◆ がんばる企業 ◆◆
不安を自信に！

「再就職にむけて 集中セミナー」
加古川市男女共同参画センターでは、女性の
再就職にむけた集中セミナーを開催します。
少人数制の徹底対策コースで、キャリアコンサ
ルタントや仲間とともに就職活動に臨むことをめ
ざします！
履歴書・職務経歴書
作成コース
５／２２（木）

子育てしながら働く
コース
５／２３（金）

効果的なアプローチ方を習得

「子育てしながら働く」を考え

し、強みや魅力を伝えよう！

ましょう！

面接実践対策コース
５／２９（木）

開催時間：全コース
10:00～11:30
定 員：各コース 7 名
（複数受講可）
一時保育あり
（無料・要予約）
場 所：加古川市
男女共同参画
センター
（ＪＡビル
3 階）

面接を実際に体験し、改善点
をみつけ、本番に臨もう！

このセミナーのほか、毎
週火・木・金曜日に「女
性のためのチャレンジ
相談」を実施しています
ので、お気軽にお問い合
わせください。

（問）加古川市男女共同参画センター

07９-424-7172

■会 社 名：社会福祉法人聖隷福祉事業団
花屋敷せいれいの里（宝塚市）
■代 表 者：園長 飛田 耕志
■事業内容：福祉・介護サービス
■従業員数：２００人
特別養護老人ホーム、ショート
ステイの受け入れやデイサービス
の実施施設として、医療･保健･福祉･介護サービスを提供
している(福)聖隷福祉事業団花屋敷せいれいの里。勤務
中の職員の子どもを預かるなど､育児支援やキャリアアッ
プ支援などで長く働ける職場づくりを進めています。
201１年、職員が夏休み中の園児･小学生を職場に連れ
てこられるように専任の見守り職員を配置した〝子供
自習室″を開設。日中の勤務時間に合わせ、一緒に来て
一緒に帰れるように預かる時間を設定。子どもたちは勉
強だけでなく、施設内のホールで遊んだり、入居してい
るお年寄りとレクリエーションをしたり、多彩な体験が
できる工夫も。
また、妊娠中は経過や希望に応じて、体力のいる介
護職から負担の軽いサポート業務や事務作業に職務
内容を変えられるなど、産休に入る直前まで安心して
勤務できる体制を整えるほか、全従業員を対象にキャ
リアアップ支援も行い長期勤務を可能にしています。
■URL：http：//www.seirei.or.jp/elderlyhome/hanayashiki/
(問)県男女家庭課
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078-362-3160

参加者募集中のイーブン主催講座・お知らせ
再就職のためのパソコン講座
（短期集中・一時保育付）

女性のためのチャレンジ相談

コース

実 施 日
時 間
5 月26 日(月)､
9:30～
ワード① ２７日(火)､29 日(木)､
12:00
30 日(金)
6 月3 日(火）
13:30～
ワード②
～6 日(金)
16:00
5 月26 日(月)、
9:30～
エクセル① 27 日(火)、29 日(木)､
12:00
30 日(金)
6 月3 日(火）
13:30～
エクセル②
～6 日(金)
16:00
【定員】各コース10名
【対象者】以下の応募要件すべてを満たす方
・子育てや介護などのために退職し、再就職を
めざしている方、又は育児休業中で職場復帰
を控えている方
・ワード、エクセルを仕事で使用したことのあ
る方（簡単な文書作成や表計算ができる方）
・全日程（4 日間）に出席できる方
【受講料】無料
【一時保育】１歳半から就学前のお子さん対象
無料・要予約
【応募締切】5月19日(月)必着

出産・育児等で離職した女性の再就職や起業、
在宅ワーク、地域活動等へのチャレンジを応援す
る相談を実施しています。
｢もう一度働きたい｣｢起業したい｣｢何かを始め
てみたい｣と思いながら一歩を踏み出せない方
に、社会保険労務士等の資格を持つ女性相談員
が、豊富な経験に基づいてアドバイスや情報を提
供し、それぞれに合ったプラン作りをお手伝いし
ます。どうぞ、お気軽にご相談ください！
【相談日】原則毎月第１～第４木曜日
※予約状況に応じて臨時に追加実施します。
【相談方法】電話又は面接による個別相談
（いずれも予約制）
【時間】①10:00～ ②11:00～ ③12:00～
【相談料】無料
【一時保育】あり（１歳半から就学前のお子さん
対象）無料・要予約
【予約専用電話】078-360-855４

※講座内容や相談についての詳細は、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
情報相談（情報アドバイザー）
（学習や調べものなどのご相談に）

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５月号（Ｖｏｌ．３８） ※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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