平成２８年２月号 Vol.５９
兵庫県男女共同参画推進本部

「第４次男女共同参画基本計画」が閣議決定されました！
ないことや、女性の参画拡大に向け、将来指導的
地位へ成長していく人材の層を厚くするための
取組を進めることなどの内容が盛り込まれてい
ます。

国は、2016 年からの 5 年間の目標を定めた
第 4 次男女共同参画基本計画を決定しました。
この計画では、女性の活躍推進のためにも長
時間勤務等の男性の働き方等の見直しが欠かせ

４次計画で改めて強調している視点
➀女性の活躍推進のためにも男性の働き方・暮らし方の見直しが欠かせないことから、男性中心型労働
慣行(注)等を変革し、職場･地域･家庭等あらゆる場面における施策を充実
②あらゆる分野における女性の参画拡大に向けた、女性活躍推進法の着実な施行やポジティブ・アクシ
ョンの実行等による女性採用・登用の推進、加えて将来指導的地位へ成長していく人材の層を厚くす
るための取組の推進
③困難な状況に置かれている女性の実情に応じたきめ細かな支援等による女性が安心して暮らせるた
めの環境整備
④女性に対する暴力の状況の多様化に対応しつつ、女性に対する暴力の根絶に向けた取組を強化
⑤東日本大震災等の経験と教訓を踏まえ、男女共同参画の視点からの防災･復興施策を推進
⑥国際的な規範・基準の尊重に努めるとともに、国際社会への積極的な貢献、我が国の存在感及び評
価の向上
⑦地域の実情を踏まえた主体的な取組が展開されるための地域における推進体制の強化
(注)勤続年数を重視しがちな年功的な処遇の下、長時間勤務や転勤が当然とされている男性中心の働き方等
を前提とする労働慣行。

詳細は内閣府男女共同参画局ホームページをご覧ください。
http://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/4th/index.html
（問）県男女家庭課 078-362-3160

さまざまな分野で活躍する女性の状況
兵庫県及び全国における各分野での｢指導的
地位｣に占める女性割合は、次のとおりです。
本県の状況を見ると、各分野での女性割合は、
年々上昇傾向にはあるものの、多くの分野で
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資料：内閣府推進状況調査
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イーブン事業報告・ご案内

第 8 期男女共同参画推進員(地域)を募集しています！
男女がともに、いつでも、どこでも、いきいき
と生活できる男女共同参画社会をめざし、地域で、
あなたの経験やアイデアを活かして活動してみま
せんか？
子育て･介護、防災、女性のチャレンジ支援、ワ
ーク･ライフ･バランスなど、男女共同参画に関す
る地域での課題解決に向けた実践活動を、ともに
進めましょう

★応募資格 兵庫県内在住・在勤の成人男女で、
地域において男女共同参画推進に向けた情
報の収集･提供、啓発や実践活動に取り組む
意欲と資質のある方
★任期 平成28年4月1日～30年3月31日(2年間)
★委嘱 兵庫県知事の委嘱状をお渡しします。
★保険 活動中の事故に備えるため、兵庫県ボラ
ンティア･市民活動災害共済に加入し、掛け
金は県が負担します。
★応募方法 所定の申込用紙に必要事項を記入
し、県立男女共同参画センターへ郵送･FAX･
又は持参
★応募締切 平成28年２月29日(月)
★選考 申込用紙の記載内容の審査により決定
し、平成28年3月中に選考結果を文書でお知
らせします。
★その他 提出いただいた書類は、返却できませ
んので、ご了承ください。

男女共同参画推進員の活動
◇男女共同参画社会づくりの推進に関する
情報収集・提供
〈例えば…〉県立男女共同参画センター発行の
情報誌「ひょうご男女共同参画ニュース」
による情報収集と発信
◇活動地域(県民局･県民センター単位)ごとの
グループで、学習会等を企画・実施
〈例えば…〉①講座・ワークショップ等の開催
②朗読劇、イベントの実施

(問)県立男女共同参画センター
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女性のための再就職セミナー

女性のための働き方セミナー

｢アロマテラピーで
ストレスマネジメント」

アロマとハーブのサロンを経営する相神ゆ
りさんをお迎えし、就活や仕事で不安定にな
りがちな心と体をリフレッシュするアロマの
特長や効果について学びました。
まず、目を閉じ、名称を伏せた7種類のア
ロマオイルの香りを試し、イメージした人物
や風景を発表し合うことで、自分の中にある
潜在意識を感じとり、個々の感じ方の違いを
楽しみました。
そして、なりたい自分をキーワードに、そ
れに合う香りをイメージしながら好きなオイ
ルをブレンドし、オリジナルのエアーフレッ
シュナーを作りました。
参加者からは、｢イメ
ージをシェアして、いっ
ぱい笑うことができた｡｣
｢“癒される”とともに
自分を深く理解できた｡｣
などの声が寄せられ、香
りの効果により、自分の
意識がプラスに向かう
ことを実感できるセミ
ナーでした。

078-360-8550

1/15

あなたを｢魅せる｣“3 つの術”で
就活スキルアップ!!

｢就活に活かす“情報収集術”｣をテーマに、佐久本
優子さんから、ハローワークやスマートフォンなどを
活用した就職活動に必要な情報収集方法を、実践を交
えて学びました。
ハローワーク活用
では、イーブン女性
就業相談室に併設の
ハローワーク相談窓
口で、受講者全員が
実際に検索機での求
人検索やハローワー
ク相談員への職業相
談を体験しました。
講師から、｢情報収集は、仕事内容や勤務条件など
求人内容の収集と思いがちだが、就活でより大切なの
は自分自身の情報収集で、ハローワークでは、相談窓
口で実際に相談員と話をすることが大切｡｣といった
話がありました。
受講者からは｢仕事探しにもっと外に出ていこうと
思った｡｣｢ハローワークの相談窓口をもっと活用しよ
う｡｣との声が寄せられ、実際にハローワーク相談員と
話をしたことが、自分自身を知る機会になったことを
実感したようでした。
(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078-360-8550
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県内市町･地域･企業の取り組み
丹波

自治会における男女共同参画推進をテーマ
に活動しています。自治会に出向いて推進員が作っ
た朗読劇を上演したり、男女共同参画について参加
者みんなで語り合う｢井戸端会議｣を開催したりして
います。
今年度の井戸端会議は 11 月に丹波市山南町上久
下自治協議会で行いました。また、2 月には篠山市
村雲まちづくり協議会で行います。
日時：平成 28 年 2 月 27 日(土)13:30～16:00
会場：村雲まちづくり協議会会館(篠山市草ノ上)
内容：｢自治基本条例とまちづくりについて｣
篠山市政策部長 堀井宏之さん
朗読劇｢さんかくちゃん｣｢あなたの自治会
どうするの｣、グループ討議

淡路

洲本市との共催による事業の参加者
を募集中です。
男女共同参画セミナー
｢夢に向かって落語に生きる｣
日時：平成28 年2 月27 日(土)14:00～15:30
会場：洲本市文化体育館 １A 会議室
内容：講演と落語
講師：露の都さん(落語家)
定員：50 名(先着順｡2 月
10 日締切)
申込方法：電話･FAX･メー
ルで洲本市人権推進課
(電話 0799-22-2580、
FAX0799-23-0974)まで
(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

◆◆ がんばる企業 ◆◆
ＤＶに関する書籍のご紹介
～『働き方の改革』を推進～
『DV･モラハラ･熟年
離婚-自立に向けて
のガイドブック
愛は傷つけない』
ノーラ・コーリー著、
梨の木舎、2008年
著者は、人生の半
分をそれぞれ日本と
海外ですごしたDV
(ドメスティック･バイオレンス)カウンセ
ラーです。本書では、私たち日本人の精
神的な暴力に対する気づきにくさを解説
しています。パートナーと今の関係に留
まるとしても、自立するとしても、希望
をもてるようにと、優しく励ましてくれ
る1冊です。
2008年に出版された本ですが、今で
も情報図書室のDV関連の本のなかでも
貸出数が多く、リピート率も高い人気の
本です。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
情報図書室では、他にもDVに関する図
書･学習会に使うことができる映像資料
を取り揃えています。利用カード作成は
FAX、貸出･返却は郵送でも承ります。
お気軽にお問い合わせください。

■会 社 名：株式会社みなと銀行(神戸市)
■代 表 者：代表取締役 尾野 俊二
■事業内容：金融業
■従業員数：2,189人
兵庫県を代表する地域
金融機関である株式会社
みなと銀行は、女性職員
の活躍の場を拡大する一
方で、仕事と家庭の両立を支援する制度の拡充にも取り
組むなど、一人ひとりがイキイキと働くことができる職
場環境づくりを進めています。
育児休業制度は、取得期間を最長子どもが3歳になるま
で延長。育児休業者には、職場復帰に向けた研修も実施
しています。中学校就学前まで取得できる短時間勤務制
度では、時間が｢30分｣｢60分｣｢90分｣｢週1日｣短縮の4
コースより選択できます。
また、2013年に設置したダイバーシティ推進室に、
女性職員によるサポートチームを結成。各営業店を訪問
し、女性職員一人一人と面談。両立に関する意見･要望の
ヒアリングやキャリア形成のアドバイスを行い、吸収し
た意見を施策に反映しています。
さらに、女性の活躍推進と並行して｢働き方の改革｣の
推進も強化。職員のライフスタイルに合わせて取得でき
る休暇制度の新設や業務に集中する時間のルール化等に
取り組む等、同行の改革は継続中です。
■URL：http://www.minatobk.co.jp/

(問)県立男女共同参画センター
情報図書室 078-360-8557

(問)県男女家庭課
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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。

★女性創業応援セミナー
～なりたい自分になるために、
今できること～★

★女性のための働き方セミナー
シングルマザーの暮らしとお金★

創業時に考えておくべきポイントってなに…？
キラリと光る個性はどうやって打ち出せばいいの…？
経験豊富な講師が、様々な疑問にお答えします！
◆日時 2 月 13 日(土)13:00～16:00
◆内容 ｢創業前に考える３つのポイント｣
中村 佳織さん(中小企業診断士)
｢『それいいね！』って言ってもらえるビジネ
スを作ろう！｣
芳田 京美さん(中小企業診断士)
支援機関からのご案内
※セミナー終了後中小企業診断士及び公庫担当者に
よる個別相談会があります(先着各 6 名･要予約)
◆対象 創業を考えている女性、創業後間もない女性
経営者
◆定員 30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･
先着6名
◆申込方法 所定の申込書により日本政策金融公庫
神戸創業支援センターまで
FAX(078-341-4995)

子どもの教育費は？貯金は？母と子の生活
設計に欠かせないお金の話。
今の家計のやりく
り、
そして将来に向けてどのような準備が必要
なのかをシングルマザーのファイナンシャル
プランナーと一緒に考えます。
未来を見つめて、
一歩ずつ前進していくため
の生活設計や働き方を探しましょう。
◆日時 2 月 27 日(土)10:00～12:00
◆講師 高見 香織さん(社会保険労務士、
ファイナンシャルプランナー)
◆対象 シングルマザー、
またはシングルマザ
ーになることを考えている方
◆受 講 料 無料
◆定員 8名(申込多数
の場合は抽選)
◆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 2月20日(土)(定員に達しない場
合、締切日以降も受け付けます｡)
◆申込方法 電話、郵送、FAXで県立男女共
同参画センターまで

※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２８（２０１６）年２月号（Ｖｏｌ．５９） ※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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