平成２７年１1 月号 Vol.５6
兵庫県男女共同参画推進本部

女性に対する暴力をなくす運動(11 月 12 日～11 月 25 日)
11 月 12 日(木)から 11 月 25 日
(水)までの 2 週間は、国の男女共同
参画推進本部(事務局：内閣府男女共
同参画局)が定めた｢女性に対する暴
力をなくす運動｣期間です。
夫やパートナーからの暴力、性犯
罪、売買春、人身取引、セクシュア
ル･ハラスメント、ストーカー行為な
ど女性に対する暴力は女性の人権を
侵害するもので、決して許されるも

のではありません。
期間中、女性に対する暴力根絶の
ための啓発活動や、ポスターやリー
フレットなどを活用したキャンペ
ーン等が県内各地で実施されます。
この機会に、県民、地域団体･
NPO、企業、行政等が一体となっ
て、暴力に悩む女性を生み出さな
い、暴力を許さない社会づくりに取
り組みましょう。

自分さえ我慢すればと思っている方、配偶者等からの暴力に悩んでいるが、どこに相談したらよ
いかわからないという方。一人で悩まず、まずはご相談ください。
女性のための主な電話相談窓口

〇兵庫県立男女共同参画センター･イーブン
電話：078-360-8551 月～土 9:30～12:00,13:00～16:30
〇兵庫県女性家庭センター
電話：078-732-7700 毎日 9:00～21:00
自動音声案内により、最寄りの相談機関の窓
口に電話が転送され、直接、相談できます。

（問）県男女家庭課 078-362-3160

県内の市町が設置する審議会等において女 ■審議会への女性の登用の年次推移（市町平均）
性委員の登用が進んでいます。
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イーブン事業報告

「出前チャレンジ相談」県内市町で開催中！
県内市町に資格を持つ女性相談員を派遣する｢出
前チャレンジ相談｣も、今年度は24市町で開催中
です。

県立男女共同参画センターでは、再就職や起
業、働き方などについて個別に相談に応じる「女
性のためのチャレンジ相談」を実施しています。

◆相談料無料 ◆予約制 ◆一人おおむね50分間(個室利用) ◆一時保育付き
≪これまでの相談者からの声≫
子育てしながら働けるか不安

親身に話を聴いてくださり、病児保育など具体的なサ
ポート情報を教えて頂け不安な気持ちがやわらいだ。

趣味や特技を活かして何かで
きないか？

相談員自身の体験を聞いたり、社会のニーズを教えて
いただいたことで、ヒントを沢山もらえた。

次の市町で開催を予定しています。どうぞお気軽にご相談ください。
今後の予定はホームページをご覧ください。
【養父市】
●月 日：平成 27 年 11 月 25 日(水)
●場 所：やぶ保健センター
●時 間：①13 時～②14 時～③15 時～
●予約電話番号：079-664-2110

【三木市】
●月 日：平成 27 年 11 月 27 日(金)
●場 所：市立教育センター
●時 間：①10 時～②11 時～③12 時～
●予約電話番号：0794-89-2331
(問)県立男女共同参画センター

女性のための再就職セミナー

10/21～ ｢美しい所作で
10/23

西脇市茜が丘複合施設
西脇市 「Ｍｉｒａｉｅ(みらいえ)」
開館記念イベント

あなたの魅力をアップ!!｣

再就職を目指す女性を対象に、3日連続で
開催。29名が参加し、お辞儀の仕方や電話
対応などのビジネスマナーを実践形式で学
びました。
初めに、初対面で顔を合わせたグループ内
の参加者の｢第一印象｣についてそれぞれ発
表。なかには、印象が自分の思いと違った人
もあり、｢その第一印象こそが就活や職場の
初日での大きなポイント｡｣との講師の話に
｢他人から自分の印象を聞く機会はないので
参考になった｡｣、｢良い印象をもたれるよう
に表情や姿勢を意識したい｡｣との感想が聞
かれました。
セミナー中、参加者は初日に学んだお辞儀
の仕方や姿勢、｢よろしくお願いします｡｣｢失
礼します｡｣などの声の出し方を意識し、セミ
ナー終了後には、一人ひとりが講師に｢あり
がとうございました｡｣と丁寧にお辞儀をし
て退室する様
子が見られ、
学んだ内容が
実践につなが
ったセミナー
でした。

078-360-8550

西脇市野村町茜が丘に男女共同参画センター、こど
もプラザ、図書館、コミュニティーセンター機能を併
せもつ施設が平成27年10月18日にオープン。開館
を記念し、子育て番組などテレビ･ラジオで活躍中の
くわばたりえさんのトークショーをはじめ、複合施設
ならではの内容でイベントを開催します。
◆日時 11月21日(土)13:00～15:00
(トークショーは13：30～14：40)
◆内容 くわばたりえトークショー｢子育てって楽
しい!!｣、朗読劇、男女共同参画フォトコン
テスト表彰式、図書館まつり
◆会場 西脇市茜が丘複合施設｢Miraie｣
多目的ホール
◆定員 200名
◆参加費 無料
◆託児 あり(生後6ヶ月～就学前まで、
要予約･無料･20名)
◆申込方法(申込締切：11月16日(月)
申込書に必要事項を記入の上、
下記連絡先へ郵送･FAX･持参または電話
〒677-0057西脇市野村町茜が丘16-1
FAX 0795-25-2220
(問)西脇市男女共同参画センター

（問）県立男女共同参画センター078-360-8550
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0795-25-2800

県内市町･地域･企業の取り組み
中播磨

9 月 30 日、姫路市福祉保育専門
学校で、学生･教職員を対象に、デート DV
の学習会を開催しました。
講師の姫路市男女共同参画推進センター
職員の解説で①どんな行為が DV なのか、
②なぜ起こるのか、③もし自分や友だちが
DV に遭ったら？を考えながら DVD｢人と
人とのよりよい関係をつくるために｣を視
聴。その後、データの説明や相談されたとき
の対処法などの講義がありました。
参加者はとても熱心に聞き入り、アンケー
トでは｢普段したりされたりしていることが
DV とわかり驚いた｡｣｢どんな理由があって
も暴力をふるうのはダメだとわかった｡｣｢お
互いに相手を
尊重しあい対
等な関係を作
っていくこと
が大切だと学
んだ｡｣などの
意見がありま
した。

西播磨

婚活イベントを多数企画運営し
ている講師による講演会｢男女共同参画から
見る若者たちの結婚事情｣を開催します。
日時：平成 27 年 12 月 5 日(土)
13:30～15:30
場所：たつの市青少年館 1F 会議室 1
講師：｢夢こらぼ｣主宰 松尾やよいさん
平成 27 年度宝塚市男女共同参画プラン推進フォーラム

宝塚市 職場で！我が家で！地域で！
はたらく女性たちへ
人気ドラマ、花子とアン、
ハケンの品格等の脚本家、
中園ミホさんによる講演会
と女性の活躍をテーマにし
たフリートーク。
日時：平成27年11月6日(金)
13:00～15:45(開場12:30)
会場：ソリオホール(阪急宝塚駅前ソリオ1の
3F)
内容：第1部 講演｢働くことは、生きること
～逆境が私を育ててくれた～｣
第2部 フリートーク｢はたらくみんな
のReal Voice｣
申込：宝塚市人権男女共同参画課HP、電話

神戸

女性の政治参加をテーマとした事業「未
来をつくる政治」を開催します。
日時：平成 27 年 11 月 21 日(土)13:00～16:00
場所：県立男女共同参画センター
内容：
第1部
講演｢知っているようで知らない国会｣
講師 衆議院議員 井坂信彦さん
第 2 部 テーブルトーク
｢女性議員が増えると何が変わるのか｣
｢18 歳選挙権に期待するところは｣など 6
つのテーマで語り合います。
申込：メールで evenkobe@gmail.com まで
(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

◆◆ がんばる企業 ◆◆
～陸･海､好きな環境で誰もがいきいきと働く～
■会 社 名：早駒運輸株式会社神戸シーバス(神戸市)
■代 表 者：代表取締役社長 渡辺 真二
■事業内容：船業 繋離船
業 旅客船業
警戒船業 海
上防災業
■従業員数：138人
神戸港を拠点に、旅客船
の運航や大型船舶の入出港
補助等さまざまな港湾サービスを展開する早駒運輸
株式会社は、海上に女性が活躍できる場をつくり、社
員のスキルアップや育児支援、従業員間の交流促進を
図るなど、誰もが気持ちよく働ける環境づくりに取り
組んでいます。
平成8年より運航している観光船｢ファンタジー号｣
は、船長をはじめ、スタッフのほとんどが女性。従来
の観光だけでなく、今までにない船上での各種イベン
トクルーズを企画するなど、女性ならではの気配りと
感性が光ります。
また、培った技能を結婚･出産後も引き続き発揮し
てもらうため、法令制度に加えて産前や時短勤務期間
は一時的に陸上業務に切り替えるなど、社員の事情に
合わせた柔軟な働き方を導入しています。
さらに、女性に限らず、一般職と総合職の中間に当
たる新職階を設置し、専門分野に秀でた人や女性の管
理職への道を新たに開いています。
近年、子どもの海離れや船乗り不足が進む中、同社
は、風通しの良い環境で皆がいきいきと働く姿を見せ
ることで、次代への希望につながっていると確信して
います。
(問)県男女家庭課

(問)宝塚市人権男女共同参画課 0797-77-9100

-3-

078-362-3160

参加者募集中の講座・お知らせ
★在宅ワークチャレンジ基礎セミナー★ ★あなたがめざす働き方の実現を応援！
在宅ワークについて、仕事の種類や獲得方法、
多様な働き方応援シンポジウム★
心構えを学びます。話題のクラウドソーシング
の情報も!
◆開催日時 12 月 1 日(火)13:30～15:30
◆講
師 齋藤 晴美さん(インプルウヴ代表
･中小企業診断士)
◆会
場 県立男女共同参画センター
◆対
象 在宅ワークに興味がある方
◆内
容
〈在宅ワークについて知ろう〉
仕事の種類、働き方、獲得方法を知り、
自分に合う在宅ワークを考えます
〈在宅ワークの心構えを学ぼう〉
進め方やトラブル対処から自分が望む
ワークの進め方を考えます
◆定
員 40名(先着順)
◆受 講 料 無料
◆一時保育 あり(1歳半～就学前まで、要予約･
無料･定員6名)
◆申込方法 申込書に必要事項を記入の上、セ
ンター宛FAX･郵送･持参または
電話

自分らしい働き方を実現するために、経営者、働き
手それぞれに何が必要か、多様な働き方の経験をもつ
女性経営者による講演や参加者同士のワークを通じて
みんなで考えましょう。
◆開催日時 12 月 2 日(水)13:30～16:00
◆会
場 クリスタルホール(神戸市中央区東川崎町
1-1-3 神戸クリスタルタワー3階)
◆内
容
(第 1 部)講演
・テーマ：自分らしい働き方をめざして
～一つにつながる様々な経験～
・講師：広野 郁子さん
(株式会社アイ･キューブ代表取締役)
(第 2 部)ワークセッション(フューチャーセッション)
◆定
員 100名(先着順)
◆参 加 費 無料
◆一時保育 あり(1歳半～就学前まで、要予約･無料･
定員12名) ※お子様同伴の参加も可
◆申込方法 ・所定の申込書に必要事項を記入の上、
センター宛FAX･郵送、電話、持参
・QRコード、県立男女共同参画センター
ホームページからの電子申請

※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１１月号（Ｖｏｌ．５６） ※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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