平成２７年１２月号 Vol.５７
兵庫県男女共同参画推進本部

ひょうご仕事と生活センターワーク・ライフ・バランスフェスタ
11/2

ちょっとした工夫でワーク・ライフ・バランスを実践
た基調講演では、渥美由喜さん(内閣府少子化社
会対策大網を踏まえた結婚･子育て支援の推進
に関する検討会座長代理)が「ワークライフマネ
ジメントで大
切なのは、一
人で抱え込ま
ず職場や家庭
でバトンリレ
ーをすること。
徹底的に業務
の効率化を図ることが、生産性の向上につなが
る｡」など、働き方を見直して業務を改善する必
要性についてわかりやすく話されました。

｢ひょうご仕事と生活センターワーク･ライフ･
バランスフェスタ｣が兵庫県中央労働センターで
開催されました。
金澤副知事が｢ワーク･ライフ･バランス(WLB)
は、社会の一番奥深い所にいろんな形で関わって
いる。改めて WLB のもつ意味や大切さを考えて
ほしい｡｣と挨拶。
その後、｢仕事と生活のバランス｣の実現推進に
先進的に取り組む企業･団体等 8 団体の表彰式
や、今年度初めて募集したワーク･ライフ･バラン
スキャッチフレーズ入賞４作品(応募 156 作品)
の表彰式が行われました。
｢ちょっとした工夫で働き方を変える｣と題し

ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰受賞団体
★株式会社基陽
★株式会社神戸製鋼所
★株式会社神鋼エンジニアリング＆メンテナンス
★株式会社マインズ
★株式会社みなと銀行

★市立加西病院
★西芝電機株式会社
★株式会社リベラル

ワーク･ライフ･バランスキャッチフレーズ
☆グランプリ
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※表彰企業の
取組は、ひょ
うご仕事と生
活センターの
HP に掲載予
定です。

｢明るく、元気に、前向きに！WLB を進める『ええ会社』｣

ひょうご家庭応援県民大会開催

国が定める｢家族の日｣に合わせ、県民一人
ひとりが家族･家庭の大切さを見直すきっか
けとして｢ひょうご家庭応援県民大会｣が兵庫
県公館で催されました。
金澤副知事、上田県議会副議長のあいさつ
に続き、｢いいね! あったか家族｣をテーマに募
集した｢第8回家族の日写真コンクール｣の表
彰式が行われ、受賞34作品をスライドで紹
介。仲のよい家族の雰囲気が伝わってくる作
品に、温かい拍手がおくられました。
続いて、鳥越皓之さん(大手前大学副学長)
が｢多世代交流と地域コミュニティの役割｣を
テーマに講演。｢家族を超えて地域の人たちの
やすらぎ･居場所づくりが求められている。高

（問）県男女家庭課 078-362-3160

齢者は人生経験が豊富という長所を活かし、まち
づくりの主役となってほしい｡｣と話しました。
続いて藤浦重美さん(多可郡連合婦人会会長)が
｢目配り、気配り、足運び｣を心がけ子育て中の母
親達と地域で取り組む世代間交流を紹介。
最後に、北野美智子さん(こころ豊かな美しい兵
庫推進会議副会長)が、
｢地域創生はそれぞれの
家族、地域が良くなっ
て実現される。家族と
家族をつなぐ地域がよ
り良くなるようなまち
づくりを目指しましょ
う｡｣と提言しました。
（問）県男女家庭課 078-362-3169

多様なニーズに対し一元的な情報発信を行う など、女性活躍推進のための情報を幅広く発信して
ため、専用 HP を開設。推進会議による情報発信 います。
検索
をはじめ、国や関係機関･団体等の取組や支援策 ☆詳細は｢ひょうご女性の活躍推進会議｣
http://w-hyogo.jp/
(問)男女家庭課 078-362－3160
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イーブン事業報告・ご案内
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｢ひょうご女性未来会議」開催･縹賞表彰

さまざまな分野で活躍する女性たちがネットワ
ークを広げ、男女共同参画社会の実現をめざす｢ひ
ょうご女性未来会議｣が、県立姫路労働会館で例会
を開催。120名の参加者が集いました。
第１部は子どもたちのバレエで開幕し、(株)足
もみ塾の吉田潔さんが､｢どんなときでも足もみで
健康｣をテーマに講演。東日本大震災後の足もみボ
ランティア活動紹介の後、参加者に足もみを手ほ
どきし、｢カラダが温まる｣ことを体験しました。
第2部は、ゴスペル風合唱｢インチウォーム｣の
力強い歌声で始まり、地域で活躍する女性のリレ
ートークで交流が深まりました。
また、次代を担う女性の活動を讃え、応援する
｢第13回ひょうご女性未来･縹(はなだ)賞｣の表彰

が行われ、ワーク･ライフ･バランス講師として活
躍されている瀧井智美さん(神戸市)、播州織を世
界に発信するデザイナーの玉木新雌さん(西脇市)、
女性の視点を活かした防災を広める神戸学院大
学の防災女子の皆さんの2名･１団体が受賞。清原
代表が表彰状、応援団の金澤副知事･神戸新聞社
の高士社長
が副賞を贈
呈し、受賞
者のさらな
る活躍を期
待して激励
の言葉を贈
りました。
(問)県立男女共同参画センター

女性のための働き方セミナー

シンポジウム

078-360-8550

内閣府｢地域における女性活
躍推進モデル事業」委託事業

「女性と子どもの貧困の連鎖を断ち切るために
11/14 ｢非正規雇用で働く
～私たちができること～」
参加者募集中！
シングル女性のライフプラン｣
非正規雇用で働くシングル女性を対象
にセミナーを開催。定員8名のところ、
多数の申込みがあり、希望者22名全員の
方に参加いただきました。
講師の髙見香織さんは｢何もしないと
時間はすぐ過ぎてしまう。今日の目標は
自分のナビに目的地を入力すること｡｣
｢社会から何が求められているかを知り、
自分はどのように貢献できるのか考える
ことが重要｡｣｢優先順位を付け、やるべき
ことを見極める｡｣などアドバイス。
参加者はワークを通して｢将来なりた
い自分｣｢理想の自分になれた時の気持
ち｣をイメージ。現在地を確認し、階段を
1段上がるために今できることなどを記
入しました。
｢ぬるま湯
から脱却し、
まず一歩進も
うと思う｡｣｢自
分と同じよう
な立場の方たちと会えただけで安心でき
た。自分の不満や不安は自分の努力で解
決できると分かった｡｣などの感想が聞か
れ、未来に向かってナビを始動させる気
持ちになった様子でした。

｢大阪二児置き去り事件｣などの丁寧な取材で知られる杉
山春さんを講師に迎えて開催するシンポジウムの参加者を
募集中です。貧困の世代間連鎖を断ち切り、誰もが将来の
夢や希望を持てるようにするために、私たちができること
を考えます。
◆日時 12月19日(土)13:30～16:30
◆内容
★基調講演｢取材から見える女性と子ども
の貧困｣
講師:杉山 春さん
雑誌記者を経て、現在、フリーのルポライター。子
育て、親子問題を取材。生活保護家庭で育った青年の
支援にも携わる。
著書に｢ルポ虐待－大阪二児置き去り死事件」｢ネグ
レクト育児放棄｣など。
★シンポジウム｢何が貧困解決のカギとなるのか｣
シンポジスト:杉山春さん､神原文子さん(神戸学院大学
教員･家族社会学)､石田賀奈子さん(神戸学院大学教
員･社会福祉学)
コーディネーター:田宮遊子さん(神戸学院大学教員･
社会保障論)
◆会場 県立男女共同参画センターセミナー室
◆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、定員10名･12月12
日までに要予約･無料)
◆申込 電話･FAX(078-798-6150)･メール
(wacca@mbr.nifty.com)のいずれかで

（問）県立男女共同参画センター078-360-8550

(問)WACCA(わっか)

- ２ -

078-798-6150

県内市町･地域･企業の取り組み
但馬

11 月 7～8 日に県立但馬ドームで開催さ
れた｢但馬まるごと感動市｣に但馬地域男女共同参画
推進員連絡会議が PR ブースを出展しました。
2 日間計 8 万 1 千人が来場した会場の中で、東北
の仮設住宅や避難所で小物をつくっている女性たち
を紹介する｢兵庫と東北つながっ展｣と但馬 3 市 1 郡
の活動状況の展示、そして豊岡市の男女共同参画担
当職員にも協力いただいてアンケートによる意識調
査を行いました。
アンケートを通じて
皆様から貴重なご意見
をいただき、今後の活
動の参考になる 2 日間
でした。

阪神南

講師 3 名による講演会を開催します。
日時：12 月 13 日(日)13:30～16:30
場所：尼崎市女性センタートレピエ 2F 学習室１
内容：｢ピンチは、チャンス～男女共同参画と
私たちの未来～｣
講師：白井 文さん(元尼崎市長、大阪
府男女共同参画推進財団業務執行理事)
｢兵庫県における男女共同参画の取組｣
講師：川村 貴子さん(兵庫県立男女共同
参画センター所長)
｢地域と家庭のつながりについて～防災
やボランティアを通して～｣
講師：米田 美和子さん(尼崎市女性セン
ター トレピエ所長)
(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

小野市

◆◆ がんばる企業 ◆◆

自治会役員にもっと女性
の参画を！

～社員一人ひとりが主人公～

｢自治会役員女性参画推進事業補助金｣
小野市では、平成25年度から｢自治会役
員女性参画推進事業補助金」を実施してい
ます。規約や総会の議決等により毎年必ず
2名以上女性を役員に登用するしくみを作
っている自治会に年額10万円、女性役員の
うち1名以上が会長、副会長、会計の場合
には更に10万円を加算して補助するもの
です。
自治会役員に女性が参画することで、新
しい視点での取り組みが生まれ、地域活動
がより活発になります。また、防災対策に
も女性の視点が欠かせません。
しかし、平成24年9月時点で、女性役員
が い る のは 89自 治会中 わ ず か 5自 治 会
(5.6％)。そこで、3年間限定の補助金を導
入。これにより女性が役員に参画している
自治会は、平成27年9月末には27自治会
(29.6%)に増えました。
27年9月に開催した
｢女性役員意見交換会｣
では、｢役員会で『女
性の意見が聞きたい』
と言われることがあり、
必要とされている実感がある｡｣｢女性が役
員に加わることで、今後の自治会運営が変
わっていくのではと期待している｡｣などの
さまざまな意見が出されました。
(問)小野市男女共同参画推進グループ

■会 社 名：株式会社新井組（西宮市）
■代 表 者：代表取締役社長 梶原 卓
■事業内容：総合建設業
■従業員数：280人
建築工事や土木工事等、
全国各地のさまざまな施工
に携わる株式会社新井組は、
経営困難な時期を乗り越え、
社業発展に向け経営ビジョンによる経営改善を図り、現
在では、社長の明確な方針のもと、社員の働き甲斐のあ
る会社づくりを推進しています。
部署の代表者で構成する｢福利厚生委員会｣は、ボトム
アップ方式で、社員の声を吸い上げる｢場｣として運営。
今年は、助成金を活用して、女性用トイレの改修工事を
行うなど、労働環境の整備、柔軟で風通しの良い企業風
土づくりや社員のキャリア形成のための研修計画づくり
に取り組んでいます。
また、女性活躍推進に向けて、女性の管理職登用を進
めていく方針で、昨年、5名の女性社員を一般職から総合
職に転換。そのうち2名をリーダーと位置づけ処遇してい
ます。
業務歴18年の橋本さんは、女性活躍に関する外部研修
にも積極的に参加。次回、自らが講師となり、研修で学
んだことを活かして社内で講義する予定です。新生新井
組初の女性管理職誕生に向けて取組を進めています。
今後も社員一人ひとりが主人公となり活躍できる会社
に向け、同社の取組は、日々成長し続けています。
■URL：http://www.araigumi.co.jp/
(問)県男女家庭課

0794-63-1017
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参加者募集中の講座・お知らせ

※会場はいずれも県立男女共同参画センターです。

★女性のための働き方セミナー

★営業準備セミナー
起業に活かす!Facebook
ページ活用講座
起業後、集客アップに欠かせな
いと言われるFacebookページ。
でも、特長がよく分からない、投
稿の見え方が不安ということはあ
りませんか?そんな方を対象に、
Facebookページの基本的な仕組
みや効果的な活用方法を学び、実
際のページを見て使う実践的な講
座です。
◆日
時 12 月 11 日(金),18 日
(金)13:30～15:30
※原則 2 日間とも受講が必要
◆講
師 宇田名保美さん(中小企
業診断士、1 級販売士、宇田マネ
ジメント(株)代表)
◆対
象 起業をめざしている方、
起業後間もない方等
◆定
員 20名(先着順)
◆受 講 料 無料
◆一時保育 1歳半～就学前まで、要
予約･無料･定員6名

働く女性のマネー事情～気になる扶養と保険
･税金の話
『103万･130万の壁』って何?社会保険や税金の仕組みを知
り、働き方をシミュレーションしてみませんか？また、ワーキン
グマザーの講師からワークライフバランスについて学び、自分に
合った働き方を見つけましょう!
◆開催日時 12 月 17 日(木)10:00～12:00
◆講
師 西本恭子さん(特定社会保険労務士)
◆対
象 テーマに関心のある女性 ◆受 講 料 無料
◆定
員 8名(応募多数の場合抽選)
◆一時保育 1歳半～就学前まで、要予約･無料･定員6名
◆申込締切 12月10日(木)

アロマテラピーでストレスマネジメント
就活や仕事で疲れた心をアロマでリフレッシュ！自分に合
う香りを見つけエアーフレッシュナーを作ってみましょう♪
◆日 時 1 月 21 日(木)10:00～12:00
◆講 師 相神ゆりさん(アーブル ドゥ レスポワール代表)
◆対 象 テーマに関心のある女性 ◆受講料 無料(要材料費)
◆定 員 8名(定員を超えた場合抽選)
◆一時保育 1歳半～就学前まで、要予約･無料･定員6名
◆申込締切 1月１３日(水)

※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
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【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
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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/
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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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