平成２８年１０月号 Vol.６７
兵庫県男女共同参画推進本部

男女共同参画社会づくり協定・子育て応援協定合同締結式を開催
イフバランス(ＷＬＢ)」と題して講演。荒金
さんは「自分から始めるＷＬＢ」として８つ
のポイントを紹介。また、
「諦めの壁を乗り
越えよう」とＷＬＢを進めるための意識改
革について語られました。
全員参加のグループ討議では、１３０人が
４～６人のグループに分かれ、各職場での
ＷＬＢの取り組みについて話し合い、最初は
言葉少なだった参加者も、最後には活発な意
見交換を行っていました。

「男女共同参画社会づくり協定」と「子
育て応援協定」の合同締結式が９月 14 日、
兵庫県農業共済会館で開催されました。
仕事と生活の両立や女性の能力発揮に向
けた環境整備、セクシュアル・ハラスメン
ト防止などに取り組む企業と県が結ぶ「男
女共同参画社会づくり協定」は、今回新た
に 30 社が加わり、合計で 1,194 社３団体
となりました。
有本県女性青少年局長が開会にあたり、
「皆さまには、職場でのワークライフバラ
ンスを広めるためのキーパーソンとして期
待している」と挨拶。
続いて開催された研修では、株式会社ク
オリア代表取締役の荒金雅子さんが「子育
て世代に寄り添うことから始めるワークラ

（問）県男女家庭課 078-362-3160

内閣府

女性活躍推進法「見える化」サイトを開設
女性活躍推進法では、一般事業主（民間企業等）
と特定事業主（国及び地方公共団体の機関）に、
事業主行動計画の策定・公表、女性の職業選択に
資する情報の公表等を義務づけています。
内閣府男女共同参画局は、９月に、特定事業主
の情報公表を中心に、法に基づく各種取組み等に
ついて一覧で比較することができるサイトを開設
しました。このサイトでは、法の全体像や、特定
事業主の行動計画、女性職員の採用割合、男女別
育休取得率、管理職の女性割合等の情報を一覧で
掲載しており、国の機関、都道府県、政令指定都
市、市町村ごとに比較できます。
詳しくは下記ＵＲＬをご覧ください。
http://www.gender.go.jp/policy/suishin_law/index.html

父親の子育て応援セミナー
開催企業募集
兵庫県では、子育て期の家庭を支援す
るため、企業等で働く男性を主な対象
に、家庭も仕事も充実したライフスタイ
ルを応援する出前セミナーを開催して
います。
◇募集期間
平成 28 年 9 月 1 日～平成 29 年 3 月末
◇対象
兵庫県内の企業、事業所等
（15 名程度集まることが必要）
◇テーマ例
パパの育児応援講座 等
◇実施場所
申込み企業が会議室等を用意
◇お問い合わせ・お申込み
兵庫県企画県民部男女家庭課家庭応援班
TEL：078-362-3385
（問）県男女家庭課 078-362-3160

（問）県男女家庭課 078-362-3160
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イーブン事業報告
ＶＡＬ２１座談会「いきいきと働く女
9/6 性たちに聞く」～技術畑で活躍する
女性たちの本音トーク～

9/7 ＤＶ防止法律セミナー
講師：坂本 裕香さん(法テラス阪神法律事務所常勤弁護士)

VAL２１等との共催
で、田井久惠さんを司
会進行に、技術畑で活
躍する３人の女性(川崎
重工業株式会社の丹波
さん、麒麟麦酒株式会
社の小林さん、参天ビジネスサービス株式会
社の清玄寺さん)をお迎えし座談会を開催し
ました。
「働き続けることで仕事の幅が広がり、やれる
こと、やりたいことが増した」
「技術系の仕事で、
皆の役に立てていると感じる」
「好きなものづく
りに携われる」など３人の経験をお聞きしました。
後半は参加者のグループ・ディスカッション。
「女性が活躍するには上司の理解やサポートが
必要」「一人で悩まず考え過ぎない」
「コミュニ
ケーションが大切」等の意見が出ました。
(問)県立男女共同参画センター

はじめに坂本さんから、法律を基にDVの課題、
現状、基本知識、注意点の解説がありました。そ
の後、法テラス職員が同所の実施する支援制度を
説明。さらに、坂本さん、法テラス職員がロール
プレイングにより、DV被害者が問い合わせてから
法律相談を受けるまでの流れを説明しました。
今回のセミナーでは、保護命令の対象・内容、
相談を受けた際の注意点、DV被害者に対する生
活保護、年金の分割制度、被害者の弁護士費用の
援助制度等、具体的で有益な解説がありました。
最後の質疑応答では、出席者の体験に基づく、難
しい質問に、坂本さんが
分かりやすく回答。出席
者からは「具体的で分か
りやすかった｣｢実際の業
務に活かせる」等、好評
を得ました。

078-360-8550

おもてなしセミナー＆業界見学バス
9/14 ツアー「和風旅館で働くって？～や
りがいと喜びを知る」
旅館の仕事やおもてなしに興味はあるけれ
ど、詳しいことを知らないので、そこで働く自
分の姿をイメージしにくい・・・。そこで、兵
庫県では有馬温泉の旅館に協力いただき、初め
て業界見学バスツアーを開催しました。
旅館の客室係、総支配人、女将からおもて
なし現場で働くこと
の喜びややりがいと
いったお話を聞いた
後、普段は見ること
のできない厨房の様
子や社員寮などを見学しました。参加者は熱
心にメモを取りながら、「旅館で働いてみた
いと漠然と考えていただけだったが、実際に
チャレンジしてみたいと思うようになった」
との声も出ました。
なお、10 月４日には第２弾となる城崎温
泉への見学バスツアーを開催予定です。おも
てなし現場へ就職
を考えている方が
勇気を出して一歩
を踏み出す後押し
になることを期待
しています。

(問)県立男女共同参画センター

078-360-8550

8/27 ､ 9/3 ､ 仕事づくりセミナー
9/10、9/17 「起業への一歩を踏み出そう」
20年以上毎年開催しているセミナー。今年も4週連続
で開催し、起業をめざす26名が参加しました。
初日に 3 名の先輩起業家、創作ジャムとパンの店
「ＶｅｇｅＭｅｒｒｙ」の小西かおりさん、食堂カフェ「し
あわせ島ごはん まどみ」の網城恵子さん、パッチ
ワーク教室「ｐａｔｃｈ－ｗｏｒｋ」の丸井康司さんをお迎
えし、「夢の実現には強い覚悟が必要」といった熱い
思いをお聞きしました。受講者からは「起業された方
の生の声を聞けて良かった」「不安が解消して良かっ
た」との声が出ました。
2 日目以降は、午前は融資、会社設立、社会保険、
広報などといった基礎知識を学ぶ講座。午後は講師の
中小企業診断士からの｢しっかりした事業計画の作成
が重要。他の人から意見を聞ける貴重な機会｣という
指導のもと、グループワークにより各自の計画の完成
度を高めました。最終日には一人５分間のプレゼン
テーション。受講者は自分の計画や目標をしっかり
と発表しました。
毎年約１割の受講者が
起業に至っています。今
回も一人でも多くの方が
夢を実現し、講師として
戻 っ て こら れ るこ と を
願っています。

（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
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078-360-8550

県内市町･地域･企業の取り組み
東播磨

９月４日に播磨町中央公民
館で、「さんかくフェスタ～ずっと
いっしょ～」を開催。
250名を
超える来場
者が、多彩
なプログラ
ムを通じて
楽しく男女共同参画を学びました。映
画「うまれる」上映後の座談会では、
初対面の参加者が感想や自身の体験
を熱心に語り合いました。
また、起業家による「チャレンジ
マルシェ」では、子どもから大人ま
で幅広い年齢のみなさんがアートや
楽器演奏などを体験。「アドラー流
勇気づけ子育てセミナー」や男女共
同参画の視点に基づいた避難所づく
りなどをテーマにした防災講座は、共
に定員を超
える参加が
ありました。

神戸

女性の働き方をテーマに｢～ジブン価値アップの
時代～女性の自立とは 新しい働き方とは｣を開催します。
日時：10 月22 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「女性の多様な働き方」、
「女性の
ワークスタイルとジブン価値のアップ」
第 2 部 テーブルトーク「キャリアアップ」｢企業
の考え方を知る｣等 5 つのテーマで語り合います。
申込：メールで evenkobe@gmail.com まで

阪神南

「男女共同参画」をわかりやすく紹介する｢ひょ
うご阪神南男女共同参画 EXPO｣を開催します。
日 時：11 月5 日(土)10:30～18:30
場 所：スタジモにしのみや
(阪急西宮ガーデンズ 5 階)
内 容：兵庫県、尼崎市、西宮市、芦
屋市の男女共同参画施策紹介、
活動団体紹介(展示＆交流)
兵庫県、３市の担当者発表(14 時～16 時))
参加費：無料
申込：不要
問い合わせ：090－9712－7442(阪神南地域代表 澤井さん)
Ｅメール：info@financial-support.net
(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

◆◆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：メック株式会社（尼崎市）
■代 表 者：代表取締役社長 前田 和夫
■事業内容：製造業（化学）
■従業員数：186 人（平成 28 年 3 月末時点）
■Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.mec-co.com/
メック株式会社は、昭和 44 年の創業以来、
電子基板・部品製造用薬品の開発、販売を行っ
ている研究開発型企業です。
創業当時から「男女とも機会は均等にあるべ
き」と考え、男女問わず必要な人材を採用し、
社員一人ひとりが能力を存分に発揮できるよ
うな環境づくりを進めてきました。その結果、
製造業という業種・従業員１８０人を超える規
模の企業でありながら、女性管理職比率は
21.6％と、業界平均(3.0％：全国)と比較して
極めて高い水準です。さらに、取締役５名の内
１名、執行役員３名の内１名が女性となってい
ます。

また、出産・育児の休暇制度等を設け、育
児休業制度利用後の職場復帰率は 100％、男
性社員も配偶者出産休暇や育児短時間勤務を
利用しているほか、平均勤続年数でも男女差
が無いなど、男女問わず働きやすい職場を実
現しています。
これらの取組や実績が評価され、本表彰に
先駆け、平成 27 年度に内閣府の「女性が輝
く先進企業表彰」を、本県企業として初めて
受賞しました。
社是「仕事を楽しむ」のもと、今後も皆で協
力しながら、社員一人ひとりが能力を存分に発
揮できるような環境づくりを推進します。
(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
★育休復帰応援セミナー
｢育休復帰後のライフプラン｣★
｢そろそろ職場復帰を考えているけれど、
どんな働き方ができるのだろう？｣｢この先、
子育てにどれくらいお金がかかるのだろ
う？｣等の不安を持っていませんか？
すごろくを使ったワークショップで社会
保険や年金等の制度を知り､これからのライ
フプランについて一緒に考えてみましょう。
◆開催日時 10 月29 日(土)10:00～12:00
◆講
師 大津 恵美子さん
(ファイナンシャルプランナー、社
会保険労務士)
◆会
場 県立男女共同参画センター
◆対
象 産休・育休中の方、将来的に育休
を取得して働き続けたいと考え
ている方
◆定
員 10名(組)(申込多数の場合は抽選)
◆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・1歳半未満同伴可)
◆締め切り 10月21日(金)必着
◆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・持参又は電話

★再就職のためのパソコン講座
～基礎から学ぼう！ワード・エクセル～
（初心者対象・入門編)★
｢自信を持って就職に望みたい｣｢長期間の受講は難しい｣
そんな方を対象にした1日5時間、全5日間の講座です。
◆開催日時等
コース
実施日
時間
11 月 7 日(月)､8 日(火)､
10:00～
ワード 11 日(金)､14 日(月)､
16:00
15 日(火)
11 月 16(水)､17 日(木)､
10:00～
エクセル 18 日(金)､21 日(月)､
16:00
22 日(火)
◆会
場 県立男女共同参画センター 講習室
◆定
員 各コース10名(応募者多数の場合は、抽選)
◆受 講 料 無料(テキスト代1,836円は受講者負担)
◆内
容 ワードコース：Word2013の操作(書式設
定、作図・作表、文書作成・編集、印刷等)
エクセルコース：Excel2013の操作(デー
タ・数式入力、表作成、関数、グラフ作成等)
◆締め切り ワ ー ド：10月28日(金)必着
エクセル：11月8日(火)必着
◆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・郵送または持参

※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

078-360-8553

電話・面接
(電話・面接とも要予約)

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）
毎月第１・３火曜日
毎月第１～４木曜日
10/1，29(土)・1/28(土)

17:00～19:00
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・1/25(水)

14:00～17:00

電話（直通）

078-351-3400

月曜日と金曜日

10:00～16:00

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）

078-360-8554

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１０月号（Ｖｏｌ．６７） ※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
HP：http://www.hyogo-even.jp/
TEL：０７８－３６０－８５５０ FAX：０７８－３６０－８５５８
【 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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