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兵庫県男女共同参画推進本部
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ひょうご女性の活躍推進会議

兵庫県では、｢女性の活躍｣を一層促進していく
ため、様々な分野で活躍する女性や経済･労働団
体等で構成する｢ひょうご女性の活躍推進会議｣
を設置します。同会議では、それぞれが連携・協
働することにより、社会全体の気運醸成を図ると
ともに、企業表彰、個別企業等への支援、セミナ
ー開催、情報発信(専用 HP(ポータルサイト)の開
設･運用等)など、職場等における意識改革や女性
登用の促進を図ります。
このたび、同会議の設置を広くアピールするた
め、右記のとおり｢発足会｣を開催します。
発足会では、各界で活躍する女性、経済･労働
団体、報道関係者及び行政のトップ自らが集い、
｢女性活躍｣に向けた決意を述べるとともに、本県
の女性活躍推進に向けた今後の指針となる｢ひょ
うご女性の活躍行動宣言｣の採択を行うなど、兵
庫県における新たな取組がスタート。多数のみな
さまのご参加をお待ちしています。

発足会

○日 時 平成 27 年７月７日(火)
13:30～15:30
○場 所 兵庫県民会館 9 階
けんみんホール
○定 員 350 名
〇参加費 無料
○内 容
・基調講演｢女性の活躍推進について｣
講師：坂東 眞理子さん
(元内閣府男女共同参画局長
・昭和女子大学学長)
・発起人からのメッセージ
｢女性活躍に向けた私たちの決意｣
・
「行動宣言」読み上げ・採択

（問）県男女家庭課 078-362-3160
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平成 27 年度「男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣
表彰」｢女性のチャレンジ賞」 兵庫県からダブル受賞！

６月 24 日、総理大臣官邸において｢男女共同参画社会づくり
功労者内閣総理大臣表彰｣及び｢女性のチャレンジ賞｣の表彰式が
行われました。
本県からは、有光毬子さん(兵庫県経営者協会顧問)が長年の功
績により｢男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰｣を、
農事組合法人きすみの営農女性部｢きすみの･ふぁ～む｣がその先
進的な取組が評価され｢女性のチャレンジ賞｣を受賞しました。
この表彰は、毎年、男女共同参画週間に合わせて行われるもの
で、本年度は、本県の受賞者を含め、男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰(注 1)11
名、女性のチャレンジ賞(注２)5 名 1 団体が表彰されました。
受賞者の功績や取組については、下記 URL に掲載されていますので、ぜひご覧下さい。
http://www.gender.go.jp/public/commendation/index.html
(注１)｢男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰｣……男女共同参画社会づくりに関し、極めて
顕著な功績のあった個人を、内閣総理大臣が表彰する。
(注２)｢女性のチャレンジ賞｣……起業、NPO 法人での活動、地域活動などにチャレンジすることで輝い
ている女性の個人、女性団体・グループ等を男女共同参画担当大臣が表彰する。
（問）県男女家庭課 078-362-3160
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イーブン事業報告

第 19 期

男女共同参画アドバイザー養成塾 開講

6月18日、第19期男女共同参画アドバイザー
養成塾がスタートしました。36名の受講生は、こ
れから約半年間、男女共同参画社会づくりを推進
するための知識や実践を学びます。
開講オリエンテーションでは一人１分間の自
己紹介で、各自が実践している活動や抱えている
課題、アドバイザー養成塾への期待、今後の活動
目標などを発表し、これから半年間、共に学ぶ仲
間を知ることができました。
午後のイーブンカフェでは、6名の修了生をカ
フェマスターとして迎え、グループ別の各テーブル

で活発な意見交換を行いました。アドバイザー養成
塾での学びを活かして活躍する先輩の話に、受講
生は｢様々な角度から男女共同参画の切り口があ
ることを知った｡｣｢新たな視点で考えることがで
きた｡｣｢年代･性別
･職業などの枠を
超えた話から刺激
を受けた｡｣等、こ
れからの学びへの
期待に胸を膨らま
せていました。
(問)県立男女共同参画センター

起業応援セミナー

女性のための再就職セミナー

「働く前に知っておきたい
制度とお金の話!!」

078-360-8550

「起業に活かす！
イチから学ぶＳＮＳ」

6/11,12,15

｢働く前に知っておきたい制度とお金の話｣を
テーマに3日間開催。
初日に保険、年金、税の仕組みを学んだ後、
2日目には20～30年後のキャッシュフロー表
を講師の指導で一人ひとりが作成。ライフイベ
ントの発生に伴い支出が増える状況が見え、講
師からは｢将来を見据え、今何ができるかを考え
て仕事探しを。収入が増えればキャッシュフロ
ーは良くなる｡｣とのアドバイスもあり、受講者
は自分にとって必要な働き方について考えてい
きました。
最終日は、仕事を探すうえで大切にしたいこ
とや興味がある分野についてチェックリストに
記入。思いがけない分野に興味関心があるとの
結果が出た受講者もいる中、グループでの話し
合いや、講師からの｢仕事を探すうえで自分の思
い込みだけでなく他の人の意見なども参考に広
い視野を持って臨んで欲しい｡｣との助言を受け
て、自分に合った仕事について考える様子が見
られました。
次回の女性のための再就職セミナーは７月15
日(水)、23日
(木)、28(火)
に開催。応募
書類の書き方
について学び
ます。

（問）県立男女共同参画センター

078-360-8550
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中小企業診断士の宇田名保美さんを講師に
迎え、約40名が参加。2週にわたり、ビジネ
スでのSNSの活用法やFacebookページの
特長についての講義と、SNSで何を伝えるか
について受講者によるディスカッションを行
いました。
イーブンでは、今年4月から無料で公衆無
線LANに接続できるようになり、今回はこれ
を使った初めてのセミナーとなりました。
2回目の講座ではスマートフォンやタブレ
ットなどを手元に、講師の説明に合わせて同
じ画面を確認しながら受講するという様子が
見られました。
受講者からは、｢講義を聴きながら手元で確
認でき分かりやすかった｡｣といった声があ
り、今後も無線LAN接続を活用したセミナー
を企画していきたいと考えています。
イーブンでは、毎年夏に、起業をめざす方
を対象にした｢仕事づくりセミナー｣を開催し
ています。今年度は、8月29日(土)から9月
19日(土)ま
での毎週土曜
日に4日間で
の開催が決ま
りました。詳
細は次号でお
知らせします。

（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
東播磨

中播磨 ｢デート DV ってなあに？-人と人との
よりよい関係をつくるために-｣
日時：平成 27 年 7 月 17 日(金)10:50～12:20
場所：姫路日ノ本短期大学 ベテルホール
講師：姫路市男女共同参画推進センター
“あいめっせ”職員
内容：DVD 鑑賞と講義

阪神北
夏休み

子どもが一人でいる時に災害が起きたら？
困難な場面を乗り越えるため、普段の生活を振り返
る防災デイキャンプを開催します。
｢子ども防災デイキャンプ『生きなあかんねん』
」
日時：平成 27 年 8 月 8 日(土)10:00～15:00
場所：宝塚市立勤労市民センター、末広中央公園
講師：米山清美さん(NPO 法人日本災害救援ボラ
ンティアネットワーク理事)
(問)：090-6231-8419(阪神北地域代表 太田さん)

5 月 30 日に播磨町中央公民館で男性料
理教室｢集まれ!フレッシュ男性 料理ができるっ
てかっこいい!!｣を開催。
食材の選び方や男性の
家事参加のポイントなど
の講義の後、年齢･性別･
国籍もさまざまな 30 名
の参加者が、和気あいあいとした雰囲気の中、ロ
コモコ丼とサラダなどのランチメニューの調理
実習を行いました。

但馬

｢32 年間の介護生活-その中で得た宝物-｣
日時：平成 27 年 7 月 15 日(水)13:30～15:00
場所：豊岡市民会館 4 階 講座室
講師：奥野初見さん
(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

◆◆ がんばる企業 ◆◆
「夏休み小学生特集」
柔軟な心を持つ小学生が、男女平等
や人権の尊重について学ぶことは、と
ても大切な経験です。
情報図書室では、7月13日から8月
31日まで｢夏休み小学生特集｣として、
男女共同参画の啓発冊子や読みやす
い本、DVD、紙芝居、かるた、チェ
ックリストなどの小学生が楽しく男女
共同参画を学ぶことができる資料を展
示します。
子どもたちが、自分の可能性を信じ
て生きていくことについて、家庭や地
域で考えてみませんか。
ＤＶＤ教材
（18 分）

｢ひとり一人の
違いを活かし
あう関係づく
り｣について
やさしく解説。
『わたしも★ボクもみんな活き活き』
発行：NPO法人SEAN
(問)県立男女共同参画センター078-360-8557

■会 社 名：株式会社デジアラホールディングス(神戸市)
■代 表 者：代表取締役 有本 哲也
■事業内容：外構資材のインターネット販売とお庭の施工事業
■U R L：https://www.d-a.co.jp/
■従業員数：121人
エクステリア商品のインターネット
販売、施工や外構・庭空間の提案をし
ている株式会社デジアラホールディン
グスは、家族のための休暇制度として、
親に感謝するための｢親孝行休暇｣､幼稚園から中学校までの子
どもの入学式と卒業式を祝う｢子ども成長記念休暇｣という独
自の休暇制度を設けています。
制度化した当初は、実際に活用する人がほとんどいませんで
したが、予め休む日を社員に宣言させ、各部門で年間のスケジ
ュールに組み込むことで、無理なく休暇を取得することがで
きるように。
また、休暇を取得した社員は、朝礼時に休暇の報告を行いま
す。休暇を取って味わった喜びや感謝等、体験談を聞く機会を
持つことで、自分もそのうれしさを味わいたいという連鎖が生
まれ、今ではどちらの休暇も取得率はほぼ100%。従業員同
士、助け合う雰囲気が社風としても根付き、安心して仕事も家
庭も両立させていくことができる働きやすい職場環境づくり
を行っています。
＊同社は、平成 26 年度に厚生労働省が発行した事例集｢人と企業を
活性化する休暇制度を導入しましょう｣で紹介されており、下記の
URL から他社の事例についてもご覧いただけます｡
(平成 27 年 4 月 1 日より(株)デジタルアライアンスから(株)デジアラ
ホールディングスに社名が変更されています｡)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/ki
nrou/dl/101216_03_h26.pdf
(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
★女性のための働き方セミナー
｢育休復帰後、不安を感じていま
せんか？～復帰後のモヤモヤを
リフレッシュ～｣★
◆日

時 平成 27 年 7 月 25 日(土)
10:30～12:00
◆会
場 県立男女共同参画センター
◆講
師 湯本理絵さん(キャリア･デベロッ
プメント･アドバイザー､ワーク･
ライフバランスコンサルタント)
◆定
員 産休･育休後職場復帰された方、ま
たは産休･育休中の女性8名
(応募者多数の場合は抽選)
◆一時保育 あり･無料･定員6名(1歳半から就
学前まで、要予約)
※1歳半未満のお子様は、同席可
◆受 講 料 無料 ◆申込締切 7月17日(金)

★男女共同参画セミナー★
日時
テーマ
講師
7/30(木) 多様な選択を可能に 大阪教育大学
10:00 ～ する学校教育～家庭 教育学部 准教授
12:30
科教育と学校におけ 小崎 恭弘さん
る男女共同参画～
7/30(木) 法のなかの女と男～ 桃山学院大学
13:30 ～ 憲法が定める男女平
法学部 教授
16:00
等について考える～
松田 聰子さん
8/6(木)
女性に対する暴力の現 関西大学文学部
10:00 ～ 状と対応
教授
12:30
～暴力をなくすために 多賀
太さん
男性に何ができるか～
8/6(木)
女性と政治参画
国連ウィメン日本
13:30 ～ ～グローバルな視点で 協会 理事
16:00
日本を読み解く～
三輪 敦子さん
◆定
員 各回 40 名
◆受 講 料 無料
◆申込締切 各開催日の１週間前

★ＤＶ防止セミナー★

◆講
師
◆日時 平成 27 年 7 月 27 日(月)13:30～16:00
◆会場 県立男女共同参画センター
◆対象 DV被害者の支援をしている方、
テーマに関心 ◆受 講 料
のある方
◆申込締切

イーブン女性問題カウンセラー、兵庫県
警察本部生活安全企画課ストーカー･DV
対策室職員、法テラス兵庫弁護士
無料
7月21日(火)

※講座の詳細は、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

面接（要予約）

078-360-8554

面接のみ ※なやみ相談(面接)後に予約

7 月 7 日(火)の相談は中止します。
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）

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

随時受付。返信は原則として１週間以内

平成２７（２０１５）年７月号（Ｖｏｌ．５２） ※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/
〒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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