平成２８年４月号 Vol.６１
兵庫県男女共同参画推進本部

「ひょうご男女いきいきプラン 2020」を策定しました！
兵庫県はこのたび、第 3 次兵庫県男女共同参
画計画｢ひょうご男女いきいきプラン
2020(計画期間:平成 28 年度～平成 32 年度)｣
を策定しました。男女共同参画社会の実現を目
＜めざす社会＞

指し、ともに力を合わせ取り組んでいきましょう。
※詳細は下記 URL をご覧ください。
http://web.pref.hyogo.lg.jp/kk17/keikaku.html

男女がともに、いつでも、どこでも、いきいきと生活できる社会＝男女共同参画社会

＜プランの５つの重点目標と 13 の推進項目＞

１

すべての女性の活躍

① あらゆる分野への女性の参画拡大
② 女性の能力発揮の促進と環境整備
③ 農林水産業や商工業等自営業における女性の参画拡大

２

仕事と生活の両立支援

④ 男性の働き方の見直しと家庭・地域活動への参画促進
⑤ ワーク・ライフ・バランスの推進

３

互いに支え合う家庭と
地域

⑥ 地域ぐるみの家庭支援体制の充実
⑦ 地域における男女共同参画の推進
⑧ 男女共同参画の視点に立った防災体制の推進

４

安心して生活できる
環境の整備

⑨ 生涯にわたる男女の健康対策
⑩ 生活のセーフティネット
⑪ 多様な人々が安心して生活できる環境の整備

５

次世代への継承

⑫ 若者の就労と出会いの支援
⑬ 多様な選択を可能にする教育・学習
（問）県男女家庭課 078-362-3160

3/28

第１回「ひょうご女性の活躍企業表彰」表彰企業決定

3 月 28 日、｢平成 27 年度ひょうご女性の活躍 ご女性の活躍推進会議｣の取組みの一つとして、
企業表彰｣表彰式が、兵庫県公館で行われました。 女性活躍の気運を醸成するため、女性の育成･
この表彰は、平成 27 年 7 月に発足した｢ひょう 登用や職場環境の改善等に取組んでいる事業所
を称えるものです。
第１回受賞団体は、従業員 301 人以上の企
業 4 社、30０人以下の企業 2 社、計 6 社です。
各受賞企業の取組については、ひょうご女性
の活躍推進会議 HP をご覧ください。
https://w-hyogo.jp/infomation/

受賞団体
〇従業員 301 人以上の企業
〇従業員 30０人以下の企業
☆川崎重工業株式会社
☆メック株式会社
☆住友ゴム工業株式会社
☆株式会社ユーシステム
☆生活協同組合コープこうべ
☆株式会社みなと銀行
（50 音順）
（問）県男女家庭課 078-362-3160
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イーブン事業報告・ご案内
3/11

女性在宅ワーカー座談会 ｢ワクワク在宅ワーカーへの道｣

～新しい在宅ワークのカタチ「クラウドソーシング」にチャレンジ！～

インターネットを活用した在宅ワークの新しい
受発注の仕組みとして注目を集める｢クラウドソ
ーシング｣。今回はその代表的な企業の１つである
(株)クラウドワークスの協力のもと、在宅ワーカ
ーの養成に取り組んでいるNPO法人さんぴぃす
との共催で開催し約30名が参加。
河口紅さん(NPO法人さんぴぃす理事長)の進行
で、5名の女
性在宅ワーカ
ーが、｢始め
たきっかけ｣
｢仕事探しの
方法｣｢いつど
うやって仕事
を進めている

か｣などについて話しました。
｢自分の仕事でお金が入ってくる喜びは大きい｡｣
｢今では子どもも応援してくれる｡｣といった声だ
けでなく、｢在宅ワークとはいえ仕事。始めてか
ら3か月は特にしんどかった｡｣｢収入が大きいわ
けではないのに時間の確保や家族の理解を得る
のが大変｡｣など、厳しい現実を思い知ったという
発言もありました。
子どもが小さいので家でできる仕事を探して
いる、今後の働き方の１つとして考えているとい
った動機での参加者が多く、「時間をやりくりさ
れていることがわかった｡」｢失敗や苦労など正直
な体験が聞けて参考になった｡｣など、ほぼすべて
の方から｢よかった｡」との声が寄せられました。
(問)県立男女共同参画センター

3/19

ケアメン養成講座～やがてくる日を
あわてずに迎えるために～

男性を対象に、介護情報と高齢期の健康づくりを
学ぶセミナーを開催。平成27年度男女共同参画ア
ドバイザー養成塾第19期修了生が事業企画として
提案し、採択されたもので、イーブンとの協働で実
現しました。
主任ケアマネージャーの鶴本和香さんからは「困
ったら地域包括支援センターへご相談を。使える制
度へつなげます｡」との力強い言葉がありました。
｢ほっこり庵｣を運営する西山良孝さんは、京都で
起きた認知症母殺害心中未遂事件をふりかえりな
がら、｢男性介護者の抱える悩みは外からはうかが
い知れない。１人でもいいから苦しさをはき出せる
人を作ることが大切｡｣と話しました。
管理栄養士の仲井美穂さんは、脱水や味覚の低
下、嚥下障害など加齢に伴う能力低下に対して、ち
ょっとした一工夫で無理の無い介護食作りを提案。
参加者からは「自分自身と妻の今後について非常
に役に立つ｡」｢大変勉強になった。問題点もいろい
ろ考えさせられた｡｣｢また同様の講座を期待してい
る｡｣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
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078-360-8550

育休復帰応援セミナー
3/1 「産休・育休ママの職場復帰

応援！私らしい仕事と子育て」
｢私らしい仕事と子育て｣をテーマに、産業カ
ウンセラー、キャリアコンサルタントの萩原紫
津子さんをお招きして開催。
キャリア
とは、華々
しいもので
なく全員が
持っている
もの、キャ
リアには仕事だけでなく私生活、子育ても含ま
れ、同時にいろいろな役割を持っていることを
学びました。
27歳で退職してその後勤務しない場合は、
生涯賃金損失率は92％にもなり、やりがいも
違います。自分の10年後の人生役割を考えて
みて、今を乗り切る｢私らしい両立｣についてみ
んなで考えました。
時間配分をどうするか、仕事も家事･育児も
中途半端になった時、モチベーションをどのよ
うに保つか、などの課題についてグループで話
し合い、やるべきことを洗い出し優先順位をつ
ける、家族で何がベストか話し合う、などの解
決方法を共有しました。
｢悩みを共有できた｡｣｢復帰後の生活に向け
て対策が見えてきた｡｣などの感想が聞かれま
した。
(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

県内市町･地域･企業の取り組み
川西市
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ストレス過多な中高年の

『悩みの聴き方』セミナー」

川西市男女共同参センターの出張講座として、川
西市総合センターとの連携により｢中高年の自殺防
止｣をテーマにセミナーを開催しました。
講師はNPO法人ゲートキーパー支援センター理
事長の竹内志津香さん。穏やかな語り口の中に、悩
んでいる人のサポートへの熱い
思いが伝わってきます。定員を
大幅に超える36人の参加があ
り、講義のほかグループで悩み
の話し手･聴き手をロールプレイ
する時間も持ちました。
｢『心のスイッチ』をオンにして、悩んでいる人
に気づき寄り添って聴くこと｣｢激励や自分の価値
観を伝えるのは逆効果｣｢命を大切にする支援の輪
を広げていくこと｣など、参加者は、それぞれに新
たな気づきを持ち帰られた様子でした。
(問)川西市男女共同参画センター072-759-1856

『企業力を高める―女性の
活躍推進と働き方改革』
経団連出版編、2014年
｢女性活躍推進の意義と
効果｣｢ダイバーシティ推
進と働き方改革｣を、豊富
な数値データや実例を背
景に、ダイバーシティ担当者や学識経験者
ら17名が多角的に論じた本です。
どちらの本も、自社に適した仕組みをつ
くるための参考書としてご利用いただける
内容です。
他にも女性活躍推進に関する資料を多数
ご用意しています。お気軽にお問い合わせ
下さい。

2 月 27 日、洲本市との共催で講演
と落語｢夢に向かって落語に生きる｣を開催。日
本で最初の女性落語家である露の都さんが、生
い立ちから入門するまでの経緯や、内弟子とし
て師匠から様々なことを学びながら過ごした
日々の苦労などをユーモアを交えて話されま
した。
結婚と離婚、再婚を経
て６人の子の母に。反抗
がひどい時期を乗り越え
て、成人した子から感謝
の言葉を聞けた喜びなどを｢何でも正面から受
け止め、受け止めたからには責任を持ってやり
遂げる｡｣と語られました。
(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

◆◆ がんばる企業 ◆◆
～女性が働きやすい、やりがいを持って
働き続けられる職場づくりを目指して～

｢女性活躍推進法｣に関する
新着図書のご紹介
『輝く会社のための女性活
躍推進ハンドブック』
清水レナ著、ディスカヴァー･
トゥエンティワン、2015年
女性活躍のための社内
制度や風土づくり、採用の
仕方までを具体的に説明
しています。
人事担当者、管理職から、組織で活躍し
たい女性まで、幅広く役立つ良書です。

淡路

■会 社 名：株式会社リベラル(三田市)
■代 表 者：代表取締役 石井 幸子
■事業内容：サービス業
■従業員数：51人
清掃事業部を主力とするアウ
トソーシングサービスを行う株
式会社リベラルは、子育て中の
女性が働きやすい、やりがいを
持って働き続けられる職場づく
りに取り組んでいます。
女性が働くことへの理解が今ほど進んでいない時代に3
人の息子を育てた社長の石井さんは、｢子育てしながら働く
母親をサポートしたい｣という思いから2001年に同社を設
立。6年前の清掃事業受託をきっかけに｢理想の職場づくり｣
に向けた挑戦が始まりました。
まず、保育所を見つけられなかった社員のため｢子連れワ
ーク｣を容認。一定時間をコアタイムと定め、1ヶ月の期間
中で勤務時間を調整できるフレックスタイム制度も導入し
ました。また、事業所内には、託児所も整備するなど、それ
ぞれの従業員の状況に合わせて働きやすい環境づくりを実
施しています。
さらに、短時間社員制度を導入し、パート社員だった人を
正社員として登用するなど、多様な人材のキャリアアップを
図っています。
今後、職域の幅を広げるとともに正社員を増やしていくな
ど、女性活躍の場のさらなる拡大を目指します。
＊｢子連れワーク｣：子どもと一緒にいながら親が仕事をする
■URL：http://www.liberal-woman.com/

(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

-3-

078-362-3160

参加者募集中の講座・お知らせ

お申込は電話、郵送、FAX で県立男女共同参画センターまで

★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～★

★第 30 回ひょうご女性未来会議 in こうべ
地域活動における女性の光と影★
地域活動のこれまでを、世代毎に本音で語り合い
これからの望ましいあり方を語り合います。暮らし
続けられる地域づくりのためにみなさんと知恵を出
し合いましょう。
◆日時 ４月 23 日(土)13:00～16:00
◆会場 相楽園会館
◆参加費 1,000円
◆内容
第 1 部 パネルトークショー
パネリスト
日埜昭子さん(NPO 法人福祉ネットワーク西須
磨だんらん理事長)
浜尚美さん(竹の台防災･防犯福祉コミュニティ
会長代行)
斎藤優子さん(生活協同組合コープこうべ教育
学習センター担当係長)
宝田ひか里さん
(一般社団法人あそびの先生理事長)
コーディネーター
中村順子さん(認定 NPO 法人コミュニティ･サ
ポートセンター神戸理事長)
第 2 部 よさこい踊り(～颯爽 JAPAN～)、
交流タイム

春から何か始めたい！でも｢私って本当は何
をしたいの？｣｢自分が得意なこと、大切にして
いることって何？｣と考えたことはありません
か？
コラージュで自己分析しながら、自分に合っ
た働き方のヒントを見つけましょう！
※コラージュ：雑誌やパンフレット等から写真
や絵を切り抜いて台紙に貼り付けていく
ことで、自己の内面を振り返る方法
◆日時 4 月 21 日(木)10:00～12:00
◆会場 県立男女共同参画センターセミナー室
◆講師 藤原寛子さん(OFFICE SOPHIA代表、
社会保険労務士、キャリアカウンセラー)
◆対象 テーマに興味や関心のある女性
◆受講料 無料
◆定員 8 名(定員を超えた場合は抽選)
◆持ち物 筆記用具、紙きりハサミ、のり、雑
誌やパンフレットなど
◆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 4 月 13 日(水)必着

※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
5/28(土)

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･5/25･8/24

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 4 月号（Ｖｏｌ．６1） ※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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