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兵庫県男女共同参画推進本部
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県・市町男女共同参画合同会議開催

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、互いに情報交換を行う
会議が、4 月 22 日、県立男女共同参画センター
(神戸市)で開催されました。
冒頭、県の岡田女性生活局長があいさつ。｢国
全体として『女性の活躍』について各種取組みが
進められている今日、その意識をもつ人々を育
て、また、
働き方全般
を見直す意
識改革に本
腰を入れな
ければなら

ない時期です。そのためには、これまで以上に
市町の皆様と連携をはかり、それぞれの能力が
発揮できる社会づくりに向けて共にがんばりま
しょう｡｣と力強く呼びかけました。
会議では、国の動向や県における男女共同参
画の現状、具体的な取組内容等の説明のほか、
尼崎市から「男女表現ガイドラインの改訂」に
あたって、その特徴や苦労した点について、小
野市から｢自治会役員女性参画推進事業の実施｣
で得た結果と今後の課題についての報告があ
り、参加した 65 名の男女共同参画に携わる職
員は、熱心に聞き入っていました。
（問）県男女家庭課 078-362-3160

内閣府男女共同参画局 HP「女性応援ポータルサイト」開設
内閣府は、｢日本再興戦略｣､｢すべての女性
が輝く政策パッケージ｣及び｢女性のチャレン
ジ応援プラン｣を踏まえ、平成27年3月に｢女
性応援ポータルサイト｣を開設しました。
このサイトでは、様々なライフステージに
ある女性が、ニーズに合った支援情報を一元
的に入手できるようになっており、具体的に
は、｢安心して出産したい｣｢就業･再就職した
い｣といったニーズごとに、女性が利用できる
関係府省等の支援策の概要と関係サイトへの

リンクなどを提供しています。
また、同時に｢はばたく女性人材バンク｣も開設
し、国の審議会等の女性委員など、企業における
社外役員等の候補となり得る人材の情報を提供し、
企業の役員等への女性登用を促進します。
詳しくは、同局ホームページをご覧ください。

「女性応援ポータルサイト」 URL：http://www.gender.go.jp/policy/sokushin/ouen/
「はばたく女性人材バンク」 URL：http://www.gender.go.jp/policy/yakuin/index.html
（問）県男女家庭課 078-362-3160

平成 27 年度「男女共同参画週間」キャッチフレーズ決定！
6 月 23 日から 29 日までの 1 週間は、｢男女共同参画週間｣です。内閣府は 27 年度のキャッ
チフレーズを募集していましたが、応募総数 2,331 点の中から、以下の作品が選ばれました。
最優秀作品

ちいきりょくかけるじょせいりょくいこーるむげんだい の みらい 」

｢地 域 力 × 女 性 力

＝ 無限大の未来 ｣

坂本 直哉さん（千葉県）

(男女共同参画週間及び兵庫県内で実施される事業については、6 月号で詳しくお伝えします。)
(問)県立男女共同参画センター078-360-8550
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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を推進する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、男女共同参画をプラスして、地域での活動を通して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、地域社会を変える力につながります！
( 定 員 ) ３０名程度（県内在住・在勤・在学の男女）
(日程)6 月 18 日(木)～12 月１０日(木)のうち 15 日間
(場所)県立男女共同参画センター セミナー室
(受講料) 無料
(内容)《前半》講義形式で男女共同参画の視点から
(一時保育) １歳半から就学前まで（無料・要予約、定員８名）
(申込方法) 所定の受講申込書を 5 月 30 日(土)必着
基本的な知識を養います。
《後半》企画力・発信力・ファシリテート力
で郵送･FAX 又は持参 ※詳細は(問)まで
などの実践力を習得します。
【主なカリキュラム】
★７/30(木)ＡM｢多様な選択を可能にする学校教育｣

★7/2(木)AM 「男女共同参画概論」

～家庭科教育と学校における男女共同参画～

～「男女共同参画社会」って何だろう？～
講師：神戸親和女子大学発達教育学部教授

講師：大阪教育大学教育学部准教授

勝木洋子さん

★7/30(木)PM 「法のなかの女と男」

★7/2(木)PM 「変容する現代家族」

～憲法が定める男女平等について考える～

～多様な家族のカタチを考える～
講師：神戸学院大学現代社会学部教授

講師：桃山学院大学法学部教授

神原文子さん

～暴力をなくすために男性に何が出来るか～

～それぞれの課題の違いを事業に生かす～

講師：関西大学文学部教授

森屋裕子さん

太さん

～グローバルな視点で日本を読み解く

～社会保障制度と労働の現状から考えよう～

3/26

多賀

★8/6(木)PM 「女性と政治参画」

★7/16(木)PM ｢見えにくい女性の貧困｣
講師:神戸学院大学経済学部准教授

松田聰子さん

★8/6(木)AM 「女性に対する暴力の現状と対応」

★7/16(木)ＡM 「地域における男女共同参画の推進」
講師:ＮＰＯフィフティネット代表

小崎恭弘さん

講師：国連ウィメン日本協会理事

田宮遊子さん

三輪敦子さん

※ ８/20(木)～11/２６(木) 実践力習得
12/１０(木) 企画発表会・修了式・交流会

男女共同参画アドバイザー養成塾
第１８期修了生企画事業

『学ぼう！怒りのコントロール
～イライラ子育てにバイバイ～』
第 18 期男女共同参画アドバイザー養成塾の企
画発表会で、塾生がグループ毎に提案した企画の
中から参加者による投票で選ばれた事業を、修了
生がイーブンと協働して実施しました。
まず、事業を企画した修了生グループが、スト
レスの原因は「性別役割分業意識」や男性の育児
参加の課題などが考えられると解説。
後半は、日本アンガー
マネジメント協会認定講
師の梶原由美さんから、
怒りのコントロールにつ
いてお話を聞きました。
｢怒りは感情の一つで、良いも悪いもない。怒る
ことか、怒らないことか判別できていないことが
問題。怒りの感情のピークは 6 秒間で過ぎ去る。
深呼吸したり頭にきていることを手のひらに書
いたりして、怒りの対象から目をそらします。自
分と相手とでは、『こうあるべき』という思いが
違うことを知りましょう｡｣と話されました。
(問)県立男女共同参画センター078-360-8550
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(問)県立男女共同参画センター078-360-8550
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女性のための働き方セミナー

「自分を知ることから始めよう！
～コラージュで自己分析～」
社会保険労務士･キャリアカウンセラーの
藤原寛子さんを講師に迎え開催。申込多数で
午後の部を追加しました。
受講者はコラージュ(雑誌やパンフレット
などから写真や絵を切り抜き、台紙に貼り付
けて、自分の内面を振り返る方法)の作品を作
って受講者同士でシェアし、講師からは、
｢心のもやもやがある場
合は､書く､話すなど意
識化することが大切｡｣
｢自分のシンボルとなる
ものを一つ考えるとよ
い｡｣などのアドバイスがありました。
受講者からは｢自分を客観的に見ることが
できた｡｣｢新たな視点からの助言をもらえ
た｡｣などの声が聞かれました。
(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
男女共同参画の啓発に役立つ

男女共同参画推進員地域ブロック事業

新作 DVD のご紹介

阪神南地域ブロック

『家庭の中の人権 カラフル』
2014 年、上映時間 31 分、
東映教育映像
ある家族をモデルに、多様
な生き方を認めて自分らしく
生きることについて話し合う
ことのできるドラマです。
『家庭の中の人権 生まれ来る子へ』
2013年、上映時間25分、
東映教育映像
祖父母と出産を控える孫夫
婦の物語の中に、イクメン、
介護、DV などの課題が盛り
込まれ、すべての「いのち」
を大切にすることについて考
える教材です。
上記の DVD は兵庫県内で
実施する無料学習会でご使用いただけます。貸出期間は
１週間です。詳しくは情報図書室までお問い合わせくだ
さい。
(問)県立男女共同参画センター情報図書室 078-360-8557

多彩な講師による講演会を開催します。
日時：平成 27 年 5 月 9 日(土)
14:00～16:30
場所：尼崎市総合文化センター
7 階第 4 会議室
内容：
『女性が活躍できる職場環境の醸成』
丸岡正信さん、丸尾裕香さん
(キッザニア甲子園 管理部)
『介護の現状と課題』和田秀人さん
(特定医療法人中央会介護老保健
施設なにわローランド事務長)
『防災(地域のつながり)』大石照男さん
(尼崎市防災対策課課長補佐)
『ワーク･ライフ･バランス』伊藤成行さん
(平成 26 年度内閣府男女共同参画
局キーパソンアドバイザー)
『輝け！女性リーダーの育成』
南ひろこさん(バスガイド、サンケイ
リビングカルチャー講師)
(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

尼崎市
尼崎市は、市職員一人ひとりがジェンダーに対
する感覚を磨き、人権に配慮した刊行物の作成や
情報の発信を行うために平成 14 年度に作成した
「男女表現ガイドライン」を改訂しました。
職員有志からなるワーキンググループで検討
し、女性センター・トレピエや県立男女共同参画
センターのアドバイスを受けて作成。
「気をつけて見てみよう」という標題で、「男
女いずれかに偏った表現になっていませんか？」
「性別によってイメージを固定化した表現にな
っていませんか？」など５つの視点に分けて記載
しています。コラムを入れ
るなど分かりやすい内容に
なり、イラストも明るくポ
ップなものにリニューアル。
イラストは、使用に関する
規約を守れば誰でも無料で
使用でき、協働・男女参画
課に連絡をすれば、データ
での提供が可能です。情報
発信のツールとしてご活用
ください。
（問）尼崎市協働・男女参画課 06-6489-6153

■会 社 名：医療法人社団まほし会
真星病院（神戸市北区）
■代 表 者：院長 大石 麻利子
■事業内容：医療業
■従業員数：３１３人
信頼される医療を通
して地域社会に貢献し
ながら、生きがいある職場を創造する医療法人社
団まほし会真星病院は、仕事と家庭の両立を多彩
に支援し、一人ひとりがいきいきと働ける環境づ
くりを推進しています。
子育て世代の職員のため、365 日 24 時間対応
の院内保育を実施。夜勤の際も預けられるほか、
急な残業が入った場合もそのまま延長できます。
また、育児休業中の職員とコミュニケーション
を図るため、月に一度、看護部長が面談を実施。
復帰前には自信を持って仕事に臨めるように研
修を行っています。皆でバックアップする雰囲気
が浸透しており、育児休業の取得率はほぼ
100％。介護休業を取得した男性職員も。
さらに、毎年、パート職も含めた全職員と院長
自ら面談を行い職員の声に耳を傾け、柔軟に対応
し、皆が輝く風通しの良い職場づくりに努めるな
ど、取組は留まることなく進展し続けています。
■URL：http://www.mahoshi.com/
(問)県男女家庭課
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078-362-3160

参加者募集中の講座・お知らせ
★再就職のためのパソコン講座
(短期・操作経験者向け)★

★育児・介護等離職者
再就職準備支援補助金★

出産、育児や介護などで離職し再就職をめざす方
や、育児休業中で職場復帰を控えている方を対象に
したパソコン講座を開催します。
◆開催日時等
コース
実施日
時間
5 月 26 日(火)､28 日(木)､
9:30～
ワード①
29 日(金)､6 月 1 日(月)
12:00
６月２日(火)､３日(水)､
13:30～
ワード②
４日(木)､５日(金)
16:00
エクセル ５月 26 日(火)､28 日(木)､ 13:30～
①
29 日(金)､6 月 1 日(月)
16:00
エクセル ６月２日(火)､３日(水)､
9:30～
②
４日(木)､５日(金)
12:00
◆会
場 県立男女共同参画センター 講習室
◆定
員 各コース10名(応募者多数の場合は、抽選)
◆受 講 料 無料(テキスト代約2,000円は受講者負担)
◆一時保育 あり(要予約・無料・定員6名)
◆締め切り 5月18日(月)
◆申込方法 所定の申込書(イーブンホームページから入
手可能)に必要事項を記入の上、センター宛
FAX・郵送または持参

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
講料を補助する制度です。
◆補助金額 入学料と受講料の20%
(上限10万円)
◆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
※ 国の教育訓練給付金の受給資格者は
対象外です。受給資格のない例えば次
のような方が対象です。
●離職から４年以上経過している方
●雇用保険未加入者で離職された方
◆対象講座
国が指定する教育訓練講座
→平成 26 年度に受講開始した講座も、
修了が 27 年４月１日以降であれば
27 年度の補助金交付対象となります。
◆申込方法 所定の書類を持参又は郵送でセ
ンターに提出

※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

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火曜日（原則）

078-360-8553

毎月第１・３火曜日

17:00～19:00

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

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・第４水曜日

14:00～17:00

電話（直通）

078-351-3400

月曜日と金曜日

10:00～16:00

電話・面接
(電話・面接とも要予約)

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）

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２７（２０１５）年５月号（Ｖｏｌ．５０） ※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
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
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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