平成２８年１1 月号 Vol.６８
兵庫県男女共同参画推進本部

女性に対する暴力をなくす運動(11 月 12 日～11 月 25 日)
11 月 12 日(土)から 25 日(金)ま
での 2 週間は、国の男女共同参画推
進本部(事務局：内閣府男女共同参画
局)が定めた｢女性に対する暴力をな
くす運動｣期間です。
夫やパートナーからの暴力、性犯
罪、売買春、人身取引、セクシュア
ル･ハラスメント、ストーカー行為な
ど女性に対する暴力は女性の人権を
侵害するもので、決して許されるもの

ではありません。
期間中、女性に対する暴力根絶の
ための啓発活動や、ポスター、リー
フレットなどを活用したキャンペー
ンなどが県内各地で実施されます。
この機会に、県民、地域団体･
NPO、企業、行政等が一体となっ
て、暴力に悩む女性を生み出さな
い、暴力を許さない社会づくりに取
り組みましょう。

自分さえ我慢すればと思っている方、配偶者等からの暴力に悩んでいるが、
どこに相談したらよいかわからないという方。一人で悩まず、まずはご相談ください。
県が設置する女性のための主な電話相談窓口
〇兵庫県立男女共同参画センター･イーブン
電話：078-360-8551
月～土 9:30～12:00,13:00～16:30
自動音声案内により、最寄りの相談機関の窓
口に電話が転送され、直接、相談できます。

〇兵庫県女性家庭センター
電話：078-732-7700 毎日 9:00～21:00
（問）県男女家庭課 078-362-3160

多様な働き方応援シンポジウム「人材多様化時代を勝ち抜くイクボス戦略」
講師：塚越 学さん（株式会社東レ経営研究所上席シニアコンサルタント、
ファザーリング・ジャパン理事）
多様な人材の活用や男性
の長時間労働の見直しに不
可欠なイクボスについて考
えるシンポジウムで、企業、
団体、行政等から約 110 名
が参加しました。
塚越さんは、３児の父親である自らの体験
を交え講演。若年層の価値観の変化や超高齢
化社会の到来を受け、多様な雇用形態や働き
方が一般化する中、働く者の意欲を損なうこ
となく、目標を達成するためには、ワークラ
イフバランス(WLB)支援が必要であると指摘
しました。その土台となる「多様な価値観や
生き方等を受容できる職場づくり」｢仕事管理
や時間管理等の人材マネジメントと働き方の
改革」に有効なのが“イクボス”。イクボス
とは部下の WLB を尊重しながら、組織の業
績をあげる上司を指します。講演では、部下の

子育て事情を知り、それを差別しないなどのイ
クボス十か条、実現のポイント、マネジメント、
行動原理、部下としての留意点などイクボス
についての具体的な説明がありました。
シンポジウム後半は、小﨑恭弘さん(大阪教
育大学准教授)を始めとするファザーリン
グ・ジャパン関西のメンバーを進行役に、グ
ループワークを実施。参加者が「20年後の
理想」を出し合い、その評価や実現するため
の方策、自らが踏み出すべき一歩について考
えました。参加者からは「データが豊富で説
得力があった」｢具体的な方法論が示され、
参考になった｣｢グ
ループワークが
ユニークでおも
しろかった」な
どの声が寄せら
れました。
（問）県立男女共同参画センター
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078-360-8550

イーブン事業報告
ステップアップセミナー

女性のための再就職セミナー

10/1

非正規職シングル女性の
ライフプラン

10/7

非正規雇用で働くシングル女性が自分らしく
働き、安心して生活するためのセミナー。２0 名
が参加し、理想の自分をイメージするワーク、
情報収集の仕方について学びました。
講師の髙見香織さんからは、「社会（会社）
から何が求められているのかを知り、自分は何
を提供し、どのように貢献できるのか考えるべ
き」というメッセージが送られました。
参加者からは「今踏み出す必要性や社会の状
況を伝えていただき、やるべきことが見えた」
「悩んでいる場合ではない。流されながらも動
くことの大切さが分
かった｣｢将来の目標に
向かって行動を起こす
気持ちになった」など
の意見が出ました。

キャリアカウンセラーの瀧井智美さんを講
師に迎え、16 名が参加。考えることの大切
さやキャリア開発に必要なＳＴＥＰなどを学
びました。講師からは「最初から大きな目標
は大変」
「段階ごとの目標を立てよう」
「小さ
くてもいいので成功体験を持つことが大事
で自信につながる」とのお話がありました。
参加者からは「自分の課題がはっきりし
た」
「先生の体験談やグループワークを通し
て仕事に対する考え方を学べた」
「これから
の生活の中に取り入れたい」という声が聞
かれ、課題解決
への具体的な行
動を起こすきっ
かけとなりそう
です。
（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078-360-8550

～子育てひろば「Ｂａｂｙきらきら」～
お気軽にご参加を!!
イーブンでは、子育て中の方を対象に楽し
いイベントを毎月、無料で開催しています。
「子育てひろば『Babyきらきら』」(原則
第２水曜日)は、
親子でふれあい
遊びをしながら、
参加者同士のお
しゃべりや友達
づくりをするも
ので、毎回、楽しい催しがあります。10月
のテーマは「みんなで遠足」。78組156名
が参加しました。
「イーブン保育つきライブラリー」(原則
第３火曜日)では、お子さんをイーブンの保
育室でお預かりし、保護者の方にゆっくり
と読書やＤＶＤの鑑賞、情報収集を楽しん
でいただいています。
この他、「紙芝居・絵本の読み聞かせひろ
ば」(原則第４水曜日)も開催。読み聞かせを
楽しんだ後は保育室で自由に遊んでいただ
き、参加者の情報交換の場にもなっています。
どうぞ、お気軽にご参加ください。
※詳細は下記ホームページをご覧ください。
http://www.hyogo-even.jp/kouza.html

～ありたい姿を目指す～
“キャリアを描こう”

参加者募集！

ひょうご家庭応援県民大会を開催します
兵庫県では、家庭・家族の大切さを考え、きずな
を深めるとともに、地域で家庭を支える取組みを進
めるため、国の「家族の日」「家族の週間」に合わ
せ、
「ひょうご家庭応援県民大会」を開催します。
◆日時：平成 28 年 11 月 19 日(土)
13:00～15:15
◆場所：兵庫県公館 １階大会議室
(神戸市中央区下山手通４丁目１-１)
◆プログラム
・第 9 回｢家族の日｣写真コンクール表彰式
・事例発表 高砂市連合婦人会阿弥陀町婦人会
・講演 「これからの親・家族・地域」
寺見 陽子さん
(神戸松蔭女子学院大学大学院･
人間科学部子ども発達学科長･教授)

当日会場には心
が和む入賞作品
34 点を展示して
います。是非見に
来てください。

第 9 回｢家族の日｣写真コンクール知事賞受賞作品

（問）県立男女共同参画センター078-360-8550

（問）県男女家庭課 078-362-3160

- ２ -

県内市町･地域･企業の取り組み
神戸

異性から受けた理不尽な対応
や違和感に声を上げてみませんか。経
験を語ることで、新たな気づきのきっか
けとするために｢～身近なところにある
～男女差別｣を開催します。
日時：平成 28 年 11 月 12 日(土)
13：30～16：00
場所：県立男女共同参画センター
内容：
第1 部 男性も女性もお互いに気づ
きあおう
◇「気づいていますか 身近な男
女差別」田淵 靖弘(兵庫県男
女共同参画推進員)
◇「男性の見方、女性の見方」
男女共同参画推進員トーク
(男性×女性)
第２部 ワイワイがやがやディスカッ
ション ｢職場｣｢家庭｣｢学校｣「地域」
の４つのテーマに分かれて語り合い
申込：メール(evenkobe@gmail.com
又はＦＡＸ(020-4662-0527)

北播磨

雇用保険や社会保険、収入の壁について
聞く「あなたが“トク”する働き方」を開催します。
日時：平成２８年１１月 1９日(土)13：30～15：30
場所：西脇市茜が丘複合施設「Ｍｉｒａｉｅ」会議室１
講師：沼澤 郁美さん(特定社会保険労務士)
託児：有り(11月14日までに要申込)
(問)：西脇市男女共同参画センター
TEL0795-25-2800・FAX0795-25-2220

西播磨 「大災害に備えて～私たちの防災・減災～」
を開催します。何度も大災害に遭い、現在は地域拠
点で支援者として活動する講師から、
その経験と防災に対する提言を聞き、
日頃の心構えを考えてみませんか。
日時：平成２８年１１月２９日(火)
13：30～15：30
場所：たつの市青少年館 ２階第２会議室
講師：北村 久美子さん（NPO法人たんばコミュニ
ティネットワーク理事）
(問)：0791-58-2115（西播磨県民局県民交流室
県民活動支援課）
(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

◆◆ がんばる企業 ◆◆

■会 社 名：株式会社 夢舞台（淡路市）
■代 表 者：代表取締役社長 藤井 英映
■事業内容：ホテル業、飲食店の経営、淡路夢舞台
施設管理運営
■従業員数：２２５人
■Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.westin-awaji.com/
関西の都市圏からほど近く、気軽にリゾー
ト気分が味わえると観光客に人気の淡路島。
県内の高級リゾートホテルの代表格、ウエス
ティンホテル淡路と、隣接するレストランや
国際会議場、さらに人気観光スポット「奇跡
の星の植物館」などを管理運営するのが、株
式会社夢舞台です。
従業員の約８割はホテル勤務で、爽やかな挨
拶を基本とした風通しのよい職場づくりに努
めています。
女性の管理職は 6 名で、夢舞台企画広報・
ホテル広報、ショップ、国際会議場(手配・支
援)など多様な部門に登用しています。また出
産での離職を回避するため、非正規社員も育

児休業を取得できるよう規程を整備。今年も
1 名のアルバイト社員が取得するなど、有能
な人材が就業継続できるよう制度運用を行っ
ています。
それでも、24 時間シフトで夜勤を伴う部署
は、結婚・子育てとの両立が難しい場面もあ
ります。そこで、今年 10 月 12 日に、県の
「女性活躍のための講師等派遣事業」を利用
して「コミュニケーション力ＵＰで、働きや
すい職場へ」と題し、男女ともに働きやすい
職場づくりのための職場研修を行いました。
社員誰もがいきいきと活躍できる職場づく
りを目指して、同社の取組みはこれからも続
いていきます。
(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
★ひょうご女性未来会議in あかし
人のつながりが子どもを育てる★
さまざまな分野で活躍する兵庫の女性たち
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」を開催
します。
◆開催日時 11 月1２日(土)13:00～16:30
◆会
場 明石市立勤労福祉会館
◆内
容
〈パネルディスカッション〉
人のつながりが子どもを育てる
－地域で育てる地域の宝－
〈縹賞表彰式〉
次代を担う女性の活動を讃え、応援す
る縹賞受賞者の表彰式
〈交流タイム〉
リレートーク、明石焼き試食
◆定
員 150名(先着順) お子様同伴可
◆参 加 費 1,000円
◆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

★在宅ワークチャレンジ基礎セミナー★
在宅ワークについて、仕事の種類や獲得方法、心構え
を学びます。話題のクラウドソーシングの情報も！
◆開催日時 11 月29 日(火)13:30～15:30
◆講
師 齋藤 晴美さん(インプルウヴ代表･中小企
業診断士)
◆会
場 県立男女共同参画センター
◆対
象 在宅ワークに興味がある方
◆内
容
〈在宅ワークってどんな仕事の仕方？〉
仕事の種類、働き方、獲得方法を知り、自分に
合う在宅ワークを考えます
〈在宅ワークの心構えを学ぼう〉
進め方やトラブル対処から自分が望むワーク
の進め方を考えます
◆定
員 40名(先着順)
◆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)
◆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

※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
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１1 月号（Ｖｏｌ．６８） ※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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