平成２６年７月号 Vol.４０
兵庫県男女共同参画推進本部

男 女 共 同 参 画 白 書 閣 議 決 定、 公 表
「変わりゆく男性の仕事と暮らし」
政府は６月 17 日、平成 26 年版「男女共同参画白書」を公表しました。
例年白書では、政府がその年最も重要であるとしている内容を「特集」と
して掲載していますが、今回の白書では、安倍政権が掲げる「女性の活躍促
進」は、女性だけでなく、男性も含めた全ての人に関わる問題であることか
ら、平成 12 年の発行以来初めて、男性の就労や生活状況の変化など「男性」
に焦点をあてた特集が組まれています。
特集では、「『夫は外で働き、妻は家庭を守るべきだ』という考え方に対
する賛成の割合は、独身男性の場合、世代が若くなるにつれて低くなって
いる」
、一方で「男性の労働時間や家事関連活動時間に大きな変化は見られず、その背景には主たる
稼ぎ手としての男性自身の認識と女性からの期待があると考えられる」、「家族類型や就業スタイル
など、あらゆる面において多様化が進み、特定のモデルは存在しなくなっている。個人、企業、行
政は、従来の考えに縛られることなく様々な施策や制度の検討・実施を行うことが求められる」な
どが指摘されています。
概要版・全体版ともに内閣府のホームページに掲載されていますので是非ご覧ください。
＊http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/index.html
（問）県男女家庭課 078-362-3160

作品募集！第 7 回（平成２６年度）
「家族の日」写真コンクール

合計特殊出生率は微増、出生数は減少
～平成２５年人口動態統計より～

家族のきずなを深めるきっかけづくりを進め
る「家族の日」運動の一環として、「家族の日」
写真コンクールの作品を募集します。
家族の笑顔あふれる瞬間、何気ない幸せなひと
時をカメラに収め、気軽に応募してみませんか？
■テーマ
「家族の笑顔」
■締め切り 平成２６年９月３０日必着
■応募資格 兵庫県内に在住または通勤・通学し
ている方
■応募規定
○サイズ等
・カラーまたは白黒写真でプリントしたもの
・デジタルカメラ可（合成したものは不可）
・サイズは２L（127 ㎜×１７８㎜）、または、
キャビネ判（130 ㎜×１80 ㎜）
○応募点数 お１人で５点まで
■賞 兵庫県知事賞のほか入賞者へは副賞あり
※詳細は兵庫県ＨＰから「家族の日写真コンクー
ル作品募集」で検索してください。

厚生労働省は 6 月４日、平成２５年人口
動態統計月報年計（概数）の結果を発表しま
した。
合計特殊出生率は全国で 1.43 となり、前
年の 1.41 をわずかに上回り、上昇傾向にあ
ります。兵庫県では 1.42 で、前年の 1.40
を上回ったものの、全都道府県中３４位と低
い水準にとどまっています。
出生数は全国で 102 万 9,800 人と過去
最少となり、兵庫県でも前年に引き続き減少
して 45,672 人でした。

（問）県男女家庭課 078-362-3169
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(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

イーブン事業報告・トピックス

第１８期

男女共同参画アドバイザー養成塾 開講

３４名の受講生を迎え、第1８期男女共同参画 共同参画の視点を持って活動する先輩の話に、
アドバイザー養成塾が６月12日に開講しました。 受講生は｢社会の様々な場面で男女共同参画の
午前の講話では、緊張した面持ちの受講生から 問題はあるのだなと思った｣｢いろいろなアンテ
「男女共同参画が長い時間をかけて一歩一歩進ん ナを張って行動することが大切と感じた｣｢アド
できたんだと実感した」との感想が寄せられまし バイザー養成塾で学んだことをどう活かしてい
た。一人１分間の自己紹介では、世代・地域・性別・ くのかのヒントを
職域を超えて、様々な立場の人が集まって学ぼうと 得た｣等､これから
している姿勢に、参加者の意識の高さを感じなが の学びへの期待と
ら、新しい仲間との交流を育んでいきました。
意欲で胸を膨らま
午後のイーブンカフェでは、７名の修了生を迎 せていました。
え、グループで活発な意見交換が行われました。 (問)県立男女共同参画
アドバイザー養成塾で学んだ経験を基に男女 センター078-360-8550

「再就職のためのパソコン講座」

6/23～7/17

「女性のための再就職セミナー」

今年度は、初心者向け長期（15日間）・中期（5
日間）、経験者向け短期（一時保育付･4日間）のパ
ソコン講座の実施を予定しています。このうち、長
期講座が6月23日(月)から始まりました。
昨年度までは、ワード･エクセルのコースに分かれ
ていましたが、両方学びたいという声が多かったた
め、今年度はともに学べる1コースで募集したとこ
ろ、定員の２０名を大きく上回る応募がありました。
この講座は、単にパソコン操作だけでなく、ビジ
ネスマナーや年金・社会保険の基礎知識、面接技法
など、再就職に必要な知識やスキルを学ぶ座学がセ
ットになっている点が、他のパソコン講座にはない
特徴です。
初日の講座は『コミュニケーション能力の向上と
ビジネスマナー』。はじめに15日間ともに学ぶ仲間
一人ずつが自己紹介した後、お辞儀の仕方や敬語の
使い方といったビジネスマナーや、表情や話し方な
どのコミュニケーションスキルを実践しながら学ん
でいきました。
3日間の座学を終えた受講者からは、「パソコン
だけ学べばよいと思っていたが、座学が大変参考に
なった」「役立つ知識がたくさんあり、年金につい
て必死に聞いた」といった声が寄せられ、昼食を一
緒に摂り情報交換をするなど、受講者同士の結束が
早くも深まっている様子が見られました。
6月 30日 (月 )か ら は
１２日間にわたり、ワード、
エクセルをそれぞれ基礎
から学ぶ実技講習が行わ
れています。

（問）県立男女共同参画センター

078-360-8550
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今年度第1回目となる再就職セミナーは『就
活前のウオーミングアップ』として、西村美紀
代氏（社会保険労務士・キャリアコンサルタン
ト）を講師に迎え3日間開催しました。
最初に、
「就活前に自分に必要なものは何か、
何から始めるべきかを考えたうえで進めてい
くことが必要」とのアドバイスがありました。
受講者は、今の自分を見つめ直すために過去か
ら振り返りながら、未来はどうなりたいのかを
イメージし、グループワークを通じて意見交換
を行いました。
｢自分が何がしたいのかわかってきた」｢様々
な人と出会えて、様々な視点で話を聞けてよか
った」との感想があり、早速センター内にある
ハローワーク相談窓口で職業相談をする姿も
見られました。
毎回多くの受講者から「パワーをもらった」、
「一歩を踏み出す勇気をもらった」などと好評
の再就職セミナー。次回は７月30日(水)～８月
１日(金)の3日間連続で開催。
テーマは『好感度アップで、相手のココロを
つかむ！』『面接ウオーミングアップ』『適職
を見つけよう』で、面接技法のトレーニングや
自己分析などを通じて就職活動に必要なスキ
ルを身に付けるとともに一歩を踏み出す気持
ちを高めます。
定員は各回20名（先
着）、受講料無料、一時
保育あり（事前要予約）、
お申し込みをお待ちして
います。
（問）県立男女共同参画センター

078-360-8550

県内市町･地域･企業の取り組み
イーブン情報図書室だより
ちょっと意外！？
子ども向け資料が充実しています
◆紙芝居の貸し出しがはじまりました！
情報図書室では、6 月より紙芝居を貸し出しして
います。
『くわず女房』
『こそだてゆうれい』など全
27 タイトル。すでに子育てグループをはじめ、多
くの方にご利用いただいています。
◆大型絵本も貸し出します！
高さ１ｍを超す「ちか１００かいだてのいえ」な
ど、イーブンには大きな絵本が 14 冊あります。落
下すると危ないので書架には並んでいませんが、貸
し出しもしています。ご希望の方は、カウンターで
お尋ねください。
そのほかに絵本も約 400 冊あります。貸し出し
冊数は 3 点、期間は 2 週間です。イベントやご家
庭での読み聞かせに、ぜひご利用ください。
また、触って楽しめる布
絵本（館内閲覧用）もあり、
小さなお子さんだけでなく
大人にも好評です。イーブ
ンにお越しの際は、ぜひお
手に取ってご覧ください。

加西市男女共同参画週間事業

◆◆ がんばる企業 ◆◆
加西市
６/14

加西市では、女性の地域づくり活動への
参画と男女共同参画による地域づくりの
推進を目的とする「女性のコミュニティ活
動助成金制度」を設けています。６月 14
日には助成金を利用して事業を行った女
性の団体による活動報告会を行いました。
報告会の後は、女性の起業支援を手掛け
ておられる有限会社パワーエンハンスメ
ント代表取締役社長の三根早苗さんによ
る、
「女性が起業して自分らしく生きる」を
テーマとした講演会を行いました。起業に
関する基礎知識や女性による起業の成功事
例等をお話しいただき、受講者に働き方の
選択肢の
一つとし
て｢起業｣
を知って
いただく
きっかけ
となりま
した。
（問）加西市ふるさと創造課

※ 県立男女共同参画センターでは「男女共同参画推
進員として地域で活動してくださる方」を引き続き
募集中です！詳しくは同センターまで。
(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078-360-8557

女性のコミュニティ活動
報告会および講演会

地域や職場で男女共同参画社会の実現に取り組
んでいる男女共同参画推進員。阪神北地域の太田代
表に、活動についてお聞きしました。
―どのような活動をされていますか？
「『男女共同参画』とは何か？」、
「何を誰にどの
ように伝えなければならないか？」を考えながら
メンバーと一緒に活動しています。すべての人が
「自分を大切に」
「自分らしく」生きていくために
はどうすればいいのか？を地域の方々と一緒に考
える場を作っています。
―阪神北地域では、どのような取り組みを計画さ
れていますか？
次世代を担う子供たちが、将来自分らしく生き
ていきやすいよう、世の中の「男女」という「す
りこみ」や「思い込み」に気づく機会や、
「あなた
はありのままでいい」「自分らしく」「自分を大切
に」と伝える場、例えば、地域コミュニティ、PTA、
他の男女共同参画団体とのコラボ等の場を作って
いく予定です。

■会 社 名：ブンセン株式会社（たつの市）
■代 表 者：代表取締役社長 田中 瑞樹
■事業内容：製造（食料品）
■従業員数：２５４人
のりつくだ煮や塩吹昆布など多
くの商品を製造しているブンセン
株式会社が、昭和 44 年に設立し
た企業内保育施設「ちびっこ園」が 45 年を迎えます。
働くことが子どもを産む妨げとならないよう、女性が安
心して働ける職場環境づくりをしようと設置されたもの
です。創業時から数多くの女性従業員が働いており、産
休・育休を終えた従業員のほとんどが同園を利用。「子ど
もが体調を壊したとき、すぐに連絡を取ることができて安
心。園があるから仕事を続けられる。」と大好評です。育
休明けには、比較的時間の融通が利く部署へ配置転換する
など、出産、子育て世代が働きやすい職場環境づくりも行
っています。
さらに、同園を巣立った子ども達の中には、成人後、社
員として活躍している人も多く、世代を超えた人材育成の
場としても一役買っています。
同社では、「地元を拠点に発展できるように、今後も出
産や子育て支援を中心に、従業員を大切にしたい」と女性
が安心して働ける環境づくりに取り組んでいます。
■ＵＲＬ：http://www.bunsen-kk.co.jp/

0790-42-8706

(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
営業準備セミナー ブログ活用編
～ブログ活用で集客アップ！～

男女共同参画セミナー（第４回～第７回）
(第18期男女共同参画アドバイザー養成塾 公開講座)
日時

テ ー マ

講

師

7/24(木)
目に見えにくい女性の貧困
10:00～
～女性ホームレスの現状～
12:30

立命館大学
産業社会学部准教授

7/24(木)
法律の中の女性
13:30～
～法制度の男女差を知る～
16:00

桃山学院大学
法学部教授

8/7(木)
次世代へ継承する学校教育
10:00～ ～たくましく生きる力を
12:30
身につける～

大阪府立八尾北高等
学校家庭科教員

丸山 里美さん

松田 聰子さん

南野 忠晴さん
岡山大学大学院

8/7(木)
農村社会における女性リーダー 社会文化科学研究科
13:30～
～地域が変わる・地域を変える～ 教授
16:00
藤井 和佐さん
【定
員】各回４０名（無料・先着順、県内在住・在勤者）
【一時保育】１歳半から就学前まで８名（無料・要予約、先着順）
【申込方法】所定申込書に記入の上、開催日の一週間前までに
センター宛 ＦＡＸ・郵送・持参で。

【日時・内容】（２回連続講座ですので、
２日間とも受講が必要です。）

７月18日（金）13:30～15:30
「ブログの可能性を知ろう」
7月25日（金）13:30～15:30
「読みたいと思われるブログ
をめざそう！」
【講

師】宇田 名保美
（中小企業診断士、宇田
マネジメント株式会社
代表）
【定
員】２０名（先着順）
【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
（定員６名）
【申込方法】所定の申込書をセンター
宛 ＦＡＸ・郵送・持参

※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 ※なやみ相談(面接後に予約)

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）

毎月 第２火曜日（原則）

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 毎月第２土曜日･第４水曜日

14：00～17：00

078-360-8554 毎月第１～４木曜日

10：00～13：00

078-360-8260 月～金曜日

9：00～17：00

078-360-8557 月～土曜日

9：00～17：00

男性のための相談（男性臨床心理士）電話相談のみ
不妊専門総合相談（助産師等）

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

電話相談・面接相談
(電話･面接とも要予約)

問い合わせ先
(電話相談不可)

電話相談（直通）

ひょうご男女共同参画ニュース

平成２６（２０１４）年 7 月号（Ｖｏｌ．４０） ※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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