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兵庫県男女共同参画推進本部
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ひょうごフォーラム

｢働き続けるあなたに贈るメッセージ｣

「男女共同参画週間」記念
事業として「ひょうごフォー
ラム」を開催し、村木厚子氏
(前厚生労働事務次官)に講演
いただきました。
村木氏のお話をいくつかご紹介します。
１ 女性活躍が進んでいる会社には３つの共通点
（１）トップの決意、意識がしっかりしていれ
ば変わる
（２） 「働きやすさ」と「働きがい」という
２つの座標軸をつくる
（３） 普遍的な制度、お互い様の制度にする
と肩身の狭い思いをする人がなくなる
２ 後輩への４つのアドバイス
（１）異動や新しい仕事が回ってきたらチャン
ス。引き受けよう
（２）昇進のオファーがあれば引き受ける
（３）やることをやった上での発言は「提案」
になる
（４） ネットワークをつくる

３ 家庭生活との両立のための４つのアドバイス
（１）外部のサービスを使い、余裕を持つ
（２） 悩まない、考えすぎない
（３） 貸し借りの感覚を大切にする
（４）やりがいのある仕事をすることをあきら
めない
定員を大きく上回る 353 人の参加があり、
「『男性も女性も働きやすい職場であることが重
要だ』
『悩むならプラスに悩め』という言葉が印
象的だった」といった声が寄せられました。
講演の開催報告
及び当日の資料に
ついてはセンター
のホームページに
掲載しています。

（http://www.hyogo-even.jp/activitysupport.html#28
0707foram）
（問）県立男女共同参画センター078-360-8550
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平成 28 年度 県婦人大会

「婦人会は地域の要（かなめ）
」

県連合婦人会は、「みんなが支え合うやさしい
兵庫」をテーマに、淡路市立しづかホールで兵庫
県婦人大会を開催し、約 600 人が参加しました。
県連合婦人会の北野会長は、「婦人会は会員の
皆さんの努力によって地域から信頼される団体
として活躍してきました。今後も家庭・地域を守
るため、行政と手を携え地域に根ざした活動に一
層精進し、子どもたちのために明るい未来を創り
ましょう。
」と挨拶しました。
その後、井戸知事が、「兵庫らしさを活かす地
域創生」と題して講演。婦人会に対して、「家族
や地域の絆を育む仲介者」「ふるさとを次代につ
なぐ継承者」
「地域の元気を生む推進者」
「地域の
安全・安心を守る活動者」としての期待を寄せ、
これからも『地域の要
（かなめ）
』として、引
き続き積極的な活動
を期待したい」と呼
びかけました。
（問）県男女家庭課 078-362-3160

スキルアップ再就職準備支援補助金
育児、介護、病気など様々な理由により離職
した方が、再就職に向けて必要な資格取得や知
識、スキルの習得を目的に受講した講座受講料
の一部を補助する制度です。
■補助額 入学金と受講料の合計金額の２0％
(上限 10 万円)
■対象者 次のすべての要件を満たす方。
・県内在住で 65 歳未満の方
・育児、介護、病気など様々な理由により離
職し、県内企業で再就職をめざしている方
・国の教育訓練給付金の受給資格を有しない方
・再就職のために必要な講座の受講であること
■対象講座 国が指定する教育訓練講座
※平成 28 年度分の対象は、26 年 4 月 1 日以
降に受講が開始され、28 年 4 月から 29 年
3 月までに修了する講座です。
■申請期限 平成 29 年 3 月 31 日(金)
※詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.hyogo-even.jp/joseishugyou.html#28skilluphojyokin
（問）県立男女共同参画センター078-360-8550
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イーブン事業報告
男女共同参画セミナー
男女共同参画概論 ～男女ともに
いつでも どこでも いきいきと～

女性のチャレンジ支援 ～しなやかで
たくましい女性のリーダーシップが 21
世紀を変える！～

6/30 講師：勝木 洋子さん(神戸親和女子大学発達教育学部教授)

6/30

男女共同参画を進める理由
や視点について、社会の動き
や世界各国との比較に基づき
講演していただきました。
「生活自立と経済自立｣｢公平
と公正」等のキーワードをあ
げ、女性が働くことや男性の家
事参画の意味について解説。
今後、わが国では高齢者人口以外はすべて減
少していく社会となる中、次世代のためにも男
女共同参画により、誰もが生きやすい社会を目
指す必要があると話されました。その意味で
「女性の活躍促進」は全ての人に関わる人権問
題であると指摘されました。
また、男女共同参画等を分かりやすくまとめ
た動画「サイボウズ ワークスタイルムービー」
「diversity & inclusion Love Has No Labels｣が紹
介され、参加者全員で視聴しました（動画は
You Tubeでご覧いただけます）。

講師：三輪

敦子さん(特定非営利活動法人国連ウィメン
日本協会理事･公益財団法人世界人権問題研究センター研究員)

セミナーは「ガラパゴス化する日本」という衝撃
的なフレーズで始まりました。女性管理職・議員の
少なさ、男女間賃金格差から、2015年のわが国の
ジェンダーギャップ指数は145カ国中101位と
なっています。これを解決するためには、経済や
政治等の分野で女性がリーダーシップを発揮す
ることが肝要であり、そのための仕組みとして、
「クオータ制」「パリテ法」について解説されま
した。また、東日本大震災の事例をあげ、地域社
会への女性参画とリーダーシップの重要性を指
摘するとともに、「女性のリーダーシップ育成」
についてグループで討議しました。
今後、わが国は未婚率の上昇等に
より、個人や家庭だけでは、課題に
対応できない社会になるため、リー
ダーシップを持った女性の参画に
より、地域と社会の未来をつくり、
男女ともにいきいきと暮らせる社
会をつくるべきだと話されました。

女性の貧困
～高齢期になって見えてくるもの～
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高齢女性の貧困問題が取り上られました。
国際的にみた場合、わが国の高齢者の貧困率は
高く、しかも女性が男性を上回っています。高齢
者の最大の収入源である年金をみると、女性の多
様な生き方が男性よりも低額な受給額ににつ
ながっており、①今、困っている高齢者、②近い
将来困るであろう女性等、③これから生まれてく
る者、を視野に入れた制度改革が重要であると解
説。特にパート労働者の位置づけの変更は、大
きな意味があると指摘されました。

講師：田宮 遊子さん(神戸学院大学経済学部准教授)

次に生活保護制度を説明するとともに、不正受
給に対する誤解や捕捉率の問題、受給者に対する
認識の厳しさにも触れました。生活保護受給者に
占める高齢者の割合は 50％
を超えています。
一方、わが国では貧困の理由
を「怠惰・やる気のなさ」に求
める人が多く、それでは社会や
制度の見直しにはつながりにく
いと話されました。

（問）県立男女共同参画センター078-360-8550
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小１の壁克服術セミナー ｢乗り越えよう『小１の壁』｣

鴨谷香さんを講師にお迎えして、少人数制の
小１の壁克服術セミナーを実施しました。小学
生の子どもを持つ女性、もうすぐ小学生の子ど
もを持つ女性が参加され、講師の実体験の紹介
後、参加者も自身の状況や体験について積極的
に発言し、意見が交わされました。
参加者からは「実際に今小学生のお子さんを

持っているママたちの生の声を聞けてとても勉強に
なった｣｢具体的
な事例、情報を
提供してもらえ
て良かった」な
どの感想があり
ました。
（問）県立男女共同参画センター078-360-8550

- ２ -

県内市町･企業の取り組み
川西市 7/15

女性の起業支援講座

今年も女性を対象に「起業支援講座」を
開催しました。第１部「わたしの一歩を踏
みだそう」では、永里真由美さん（株式会
社マーレ代表取締役）が、自分の強みを活
かしたビジネス構築の仕方について、第２
部
「わたしだけのビジネスプランを作ろう」
では、青木伸也さん（日本政策金融公庫
神戸創業支援センター所長）が、創業計画
の立て方のポイントなどについて分かりや
すく話してくださいました。
今年度の特徴は、昨年 12 月に立ち上げた
川西市・川西市商工会・NPO 法人市民事
務局かわにし（中間支援 NPO）
・日本政策
金融公庫の４者がタッグを組んだ「ソー
シャルビジネス支援ネッ
トワークかわにし」と
の連携です。
今後はフォローアップ
体制の充実で、川西で
起業を目指す女性をさ
らに力強く応援してい
きます。
(問)川西市男女共同参画センター

072-759-1856

播磨町男女共同参画週間講演会
播 磨 町 「自分らしく生きる」
～性的違和を乗り越えて～
6/27
播磨町教育委員会では清水展人さん（NPO 法
人 Japan GID Friends 理事長）をお迎えして男
女共同参画週間講演会を開催しました。清水さん
は女性として生まれたものの、幼いころから自分
の性別に違和感があり、人との違いに気づきなが
らも、誰にも相談できずに過ごしてきました。何
年もの間、自分自身や家族、社会と葛藤してきま
したが、現在は戸籍も男性へと変更し、結婚して
幸せに暮らしています。
「私たちは、誰もが、自分らしく生きることが
できる社会を目指しています。人と人との違いや
多様性を認め合うことは、全ての人の幸せに繋が
ります。そのために、まずは「知る」ことが大切
です。悩みを抱えている人々の状況はまだまだ深
刻です。一人で悩ませない社会、カミングアウト
や相談のしやすい環境づくり
が今、求められています。
」と
話を締めくくられました。
困難を乗り越え、現在自ら
その問題解決に取り組まれて
いる清水さんの姿に、勇気を
いただいたのは私一人でな
かったと思います。
(問)播磨町教育委員会生涯学習グループ

079-435-0565

◆◆平成 27 年度(第 1 回)ひょうご女性活躍企業表彰 受賞企業紹介 ◆◆

■会 社 名：住友ゴム工業株式会社（神戸市）
■代 表 者：代表取締役社長 池田 育嗣
■事業内容：製造業
■従業員数：7,241 人（平成 28 年 2 月末時点）
■Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.srigroup.co.jp
住友ゴム工業株式会社は、タイヤ事業から産
業品事業、スポーツ事業まで多岐にわたる事業
を展開しており、その活動地域もアジアから欧
米まで世界に広がっています。
2012年発表の長期ビジョン「VISION2020」
では、目指すべき企業の姿として、企業の成長
と同時に「全社員の幸せを追求する」ことを掲
げています。人材を重要視する経営方針のも
と、能力・実績を重視したポスト付与等、男女
問わず有能な人材を積極的に活用するととも
に、多様な働き方や両立支援制度の充実などに
よる環境の整備を推進してきました。また、
「女
性の役員・管理職登用に関する自主行動計画」
を2014年に策定し、2020年までに女性管理

職を２倍に増やすことを掲げ、女性社員の採用
や社内での女性の職域拡大や登用を着実に進め
てきた結果、元々男性社員の多い業界ですが、
近年では女性従業員比率、女性管理・監督職比率
の向上が顕著です。
育休から早期職場復帰した際に託児サービス
利用に係る費用を助成する「託児サポート制度」
や家庭事情等で離職した後の職場復帰をサポー
トする「ＪＯＢリターン制度」を社員の意見を
取り入れ新たに制度導入するなど、働きやすい
職場づくり・人材の活用において業界で先駆け
た取組を推進しています。
今後も、将来の目指すべき姿に向かって、全
社一丸となって取組を進めていきます。
(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
★男女共同参画セミナー★
女性に対する暴力の現状と対応
～非暴力系男子の時代
ホワイトリボンキャンペーン～

★仕事づくりセミナー～起業への一歩を踏み出そう～★

起業をめざしている方を対象に、会社の設立、社会保険、融資
等、事業主として必要な基礎知識を習得するとともに、先輩起業
家からの話を聞く機会や事業計画書の作成、営業活動の手法等に
◆日
時 ８月１８日(木)
ついてグループワークを通じて学び合うセミナーを開催します。
10:00～12:30
◆開催日時
1 日目 8／27（土） 9:45～16:00
◆講
師 関西大学文学部教授
２日目 9／3 （土） 10:00～16:00
多賀 太さん
◆定
員 40名(先着順)
３日目 9／10（土） 10:00～16:00
◆一時保育 1歳半～就学前まで
４日目 9／17（土） 10:00～16:50
要予約・無料・定員８名 ◆講
師 宇田 名保美さん（中小企業診断士）ほか
◆受 講 料 無料
◆対
象 次のいずれの要件も満たす方
◆申込締切 8月12日(金)
①県内に在住・在勤・在学で起業をめざす方
②４日間全時間の受講ができる方
★次世代を担う女性たちを応援する
◆定
員 ３0名（先着順)
「ひょうご女性未来・縹（はなだ）賞」の
◆受 講 料 2,000円(資料代等)
候補者募集中！★
◆申込方法 所定の申込用紙に必要事項を記入の上、
様々な分野で活動する女性たちのネットワーク
センター宛FAX・郵送・持参
「ひょうご女性未来会議」では、地域・社会で活躍
する女性を表彰し応援するため、｢平成２８年度ひょ ◆推薦基準
うご女性未来・縹賞」の候補者を募集しています。
兵庫県内在住、在勤、在学、又は兵庫県を活
◆推薦方法 所定の用紙をセンター宛郵送又は持参
動拠点としている概ね４０歳までの女性（団体
（自薦・他薦は問いません）
を含む）で、各分野で顕著な功績のある方、新
◆申込締切 ８月２６日（金）
しい時代を切り拓く活動を行っている方など
※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水曜日（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
10/1，29(土)・2/25(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・8/24(水)

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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【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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