平成２８年１２月号 Vol.６９
兵庫県男女共同参画推進本部

ワーク・ライフ・バランスフェスタ

ひょうご仕事と生活センター
11/７

働き方の見直しで業績向上！！
フレーズのグランプリを含めた入賞４作品の表
彰式も行われました。
特別講演第一部では「朝型勤務を通じた働
き方改革と健康経営」について、西川大輔さ
ん(伊藤忠商事株式会社人事・総務部企画統
括室室長)が講演。第二部では「多様な人財の
活躍推進とワークスタイル変革について」と題
し、植田英嗣さん(日本航空株式会社執行役員
人財本部人事教育担当兼人事部長)が講演し、
参加者は興味深く聞き入っていました。

兵庫県中央労働センターで開催されたフェス
タでは、初めに金澤副知事が「ワーク・ライフ・
バランスを実現する職場が、スタンダードになる
よう心から期待しています」と挨拶。
その後、仕事と生活のバランスの実現に先進的
に取り組む
11 企業・団
体が表彰さ
れました。
また、同セ
ンターが募集
したキャッチ

☆表彰企業の取組については、ひょうご仕事と生活
センターのＨＰからご覧いただける予定です。

ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰受賞団体
☆株式会社あっぷる
☆医療法人社団伊藤歯科クリニック
☆株式会社ウエスト神姫
☆MHI ニュークリアシステムズ・ソリューション
エンジニアリング株式会社
☆医療法人仁風会小原病院

(50 音順)

☆キー・ポイント株式会社
☆株式会社ダイハツビジネスサポートセンター
☆株式会社チャイルドハート
☆株式会社日本政策金融公庫兵庫県内各支店
☆白鶴酒造株式会社
☆ミツ精機株式会社

ワーク・ライフ・バランスキャッチフレーズ
☆グランプリ

「ワーク・ライフ・バランス

未来を託す あいことば」
（問）県男女家庭課 078-362-3160

11/19

ひょうご家庭応援県民大会開催

県で推進している地域創生の一環として、県
民一人ひとりが、地域で家庭を支えることの大
切さについて考え、家族の大切さを見直すきっ
かけとして「ひょうご家庭応援県民大会」が県
公館で開催されました。
井戸知事、藤本県議会副議長のあいさつに続
き、
「家族のベストショット」をテーマに募集し
た「第９回家族の日写真コンクール」の表彰式
が行われ、受賞 34 作品をスライドで紹介。ほ
のぼのとした雰囲気の伝わる家族の写真に、会
場には笑顔が広がりました。
事例発表では、冨士原恵子さん(高砂市連合婦
人会阿弥陀町婦人会副会長)が地域での子ども
の見守りについて「高砂市地域子育て支援ネッ
トワーク」の活動を紹介されました。
続いて、寺見陽子さん(神戸松蔭女子学院大学
大学院教授)が「これからの親・家族・地域」を

テーマに講演。
「多様な価値観のある現在の社会
では、親も家庭も地域も、自然に育っていく時
代ではなく、学び創生していかねばならない。地
域活動はまさしく、その学習の場である」と話さ
れ、参加者は大きく頷きながら聞いていました。
最後に、北野美智子こころ豊かな美しい兵庫
推進会議副会長が「今は子育ても社会の一つの
お仕事と、行政も民間も認めなければならない
時代。地域での子どもの見守りも兵庫から発信し
て今や全国に広がっ
ている。その時代の
社会にあった形で民
間が活動していかな
ければならない」と
述べ、会場からの大
きな拍手で閉会しま
した。
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（問）県男女家庭課 078-362-3169

イーブン事業報告・ご案内
11/12

｢ひょうご女性未来会議」開催･縹賞表彰

さまざまな分野で活躍する兵庫の女性がネット
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」が 11 月 12 日(土)に
明石市立勤労福祉会館で例会を開催。会員や応援
団の井戸知事・泉明石市長など約 160 名が集い
ました。
まず「人のつながりが子どもを育てる－地域で
育てる地域の宝－」をテーマにパネルディスカッ
ション。NPO 法人シミンズシーズ代表理事の柏
木登起さんをコーディネーターに、NPO 法人フ
ルーツバスケット絵本研究会の田中八潮さん、魚住
まちづくり協議会子ども部会の松澤公恵さん、明石
市立鳥羽
小学校長
の八木眞
由美さん
が、地域
みんなで
子ど

女性のための働き方セミナー

11/17 ｢～転勤に負けない！
キャリアと自分の作り方～｣

子どもを育むためのより良い連携、協働について
語り合いました。
また、次代を担う女性の活動を讃え、応援する
｢ひょうご女性未来･縹賞｣の表彰式が行われ、日
本女子プロ野球リーグ兵庫ディオーネ監督の碇
美穂子さん(淡路市)、甲南大学生活協同組合専務
理事の内田真紀子さん(宝塚市)、柏木登起さん
(明石市)の３名が受賞されました。清原桂子未来
会議代表が表彰状、井戸知事･神戸新聞社の高梨
常務取締役
が副賞を贈
呈。受賞者
は｢女性がが
んばれる場
所を作って
いきたい｣な
どと喜びを
語りました。
(問)県立男女共同参画センター

11/17

自身の経験から転勤族親子がホッとできる場を
作りたいと「転勤族ママ＆キッズ探検隊 in 西宮」
を立ち上げた松村真弓さんを講師に迎え、西宮ガー
デンズ(5 階スタジモにしのみや)で開催。
参加者は子育て真っ最中の転勤族ママで、これま
での仕事や力を注いだこと、これからやりたいこ
となどを発表。グループに分かれて「仕事がした
くても、転勤のことを考えると踏み出せない」｢子
どもの転校が心配｣など、転勤族ならではの悩みや
不安を出し合いました。
講師からは「働いていなくても前向きに何かす
ることがキャリアに繋がる」｢自分が何を大切に生
きていくのかを考え、納得できる道を選ぶ｣などの
アドバイスがあり、参加
者からは「同じ思いの方
がいることで勇気づけら
れた｣｢自分のことについ
て真剣に考える時間が持
てた」などの声が寄せら
れました。

神戸親和女子大学と
連携協定を締結しました

11 月 17 日(木)、イーブンと神戸親和女子大
学は、男女共同参画社会づくり及び女性の活
躍を推進するための連携協定を締結しました。
イーブンがこのような連携協定を締結する
のは初めてのことです。
この連携により、お互いの持つ人材や知識、
情報などの資源を活用し、イーブンはインター
ンシップの受け入れ、大学はキャリア形成支
援のためのアンケートに協力するなど、次世
代を担う女性の育成等に共に取り組んでいき
ます。
今後、さらにたくさんの若い方にイーブン
をご利用いただき、自らのキャリアなどにつ
いて考えていただ
く機会を提供する
ために、同様の連
携協定を神戸市内
の女子大学にも順
次広げていく予定
です。
(問)県立男女共同参画センター

（問）県立男女共同参画センター078-360-8550
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078-360-8550

078-360-8550

県内市町･地域･企業の取り組み
阪神南

11月５日(土)に西宮ガーデンズ(5階ス
タジモにしのみや)で「ひょうご阪神南男女共同参
画EXPO」を開催。約100名が参加しました。
会場では終日、行政資料や関係団体のパネルなど
を展示。さらに、午後からは県、イーブン、西宮市、
尼崎市、芦屋市から、それぞれの施策や拠点施設な
どについての説明がありました。
参加者からは活発な質問があったほか、「工夫さ
れた楽しいイベントだった」｢資料が豊富で男女共
同参画に対するそれぞれの思いが伝わってきた｣
「行政の様々な活動を知ることができ、良かった」な
どの意見が寄せら
れるなど、今後、阪
神南地域での男女
共同参画活動の一
層の促進を感じさ
せる催しとなりま
した。

但

馬

11月12日(土)、13日(日)
に全但バス但馬ドームで開催された
「但馬まるごと感動市」に今年もＰＲ
ブースを出展。
但馬地域の男
女共同参画推進
員の活動状況の
展示とアンケー
ト調査を行いました。
今年は新たに但馬各市町の防災マ
ニュアルを紹介するとともに、男女共
同参画に関するＤＶＤを流すなどよ
り分かりやすいものとしました。当日
のご意見やアド
バイスは今後の
事業に活かして
いくこととして
います。

(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：株式会社ダイハツビジネスサポートセンター(伊丹市)
■代 表 者：代表取締役社長 岡野 博志
■事業内容：自動車の開発支援、自動車用品、副資材・販売促進グッズの卸販売、人材派遣、
施設管理、清掃、警備、保険・ウェル
フェア等、ダイハツグループを中心
とした企業をサポートするサービス
の提供
■従業員数：７７８人
■Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.dbsc.co.jp/
全従業員の 47％が女性である同社は、ダイ
ハツグループにおける女性活躍推進のモデル
として様々な取り組みを実施しています。
特に、産休・育休からの復職を応援する「す
くすくサポート」制度では、休職前・復職前・
復職後の面談や、上司向け「産休育休社員の
復職支援」研修を実施し、産休育休を取りや
すく、復職して働き続けやすい職場づくりを
進めています。
また、子育てと仕事の両立を応援する「お
仕事・子育て頑張るサポート」制度も導入。
祝日勤務日の臨時託児所の実施や、法定を上
回る育児休業（２歳の誕生日まで）
、育児短時
間勤務（小学校４年生修了まで）
、フレックス
タイム勤務など手厚い制度を設け、子育てし

ながら働きやすいと感じる環境づくりに取り
組んでいます。
このような取り組みが評価され、平成 28
年度ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰
を受賞しました。
さらに同社では、研修も積極的に行ってお
り、昨年には県の「女性活躍のための講師等
派遣事業」を利用してダイバーシティ経営の
観点から考える「管理職向けハラスメント防
止研修」を実施しました。また、ワークライ
フバランス推進のための管理職研修なども行っ
ています。
これからも、社員が仕事と生活を両立し、
個々の能力を最大限に発揮できる職場づくりを
めざし、一歩一歩進んでいくこととしています。
(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
★再就職のためのパソコン講座
(女性対象･初心者向け)★

★イーブン情報図書室だより★

◆開催日時と内容 ※時間は 10:00～16:00
実施日
内容
･コミュニケーション能力の
１/11(水)
向上とビジネスマナー
～1/13(金) ･年金、社会保険の基礎知識
の 3 日間
･効果的な履歴書の作成方法
と面接対策
1/17(火)
･ワード基本
～2/4(土)の
･エクセル基本
12 日間
◆会
場 あかし男女共同参画センター
◆対
象 再就職を考えている県内在住の全日程
受講できる方でローマ字入力とマウス
操作ができる方
◆定
員 20名(応募者多数の場合は抽選)
◆受 講 料 無料(テキスト代4,590円は受講者負担)
◆締 め 切 り 12月16日(金)必着
◆問い合わせ 078-918-5611(あかし男女共同参
画センター)
◆申 込 方 法 申込書に必要事項を記入の上、あかし
男女共同参画センター宛FAX・郵送・持参

『日本の女性議員―どうすれば増えるのか―』
三浦まり編著 朝日新聞出版 2016年
本書は、女性議員へのインタビューやアンケート
から、
世界と比較して日本の女性議員が非常に少
ない現状を分析した本です。
「なぜ日本の女性議
員は少ないのか」
「なぜ女性議員が少ないといけ
ないのか」｢増えたらどんな変化が起こるか」と
いった政治の世界での女性活躍に関する疑問に
わかりやすく答えています。
「女性の政治参画については、性別役割規範や
家族の協力のなさが大きな壁となっている」
とい
う本書の指摘に、
『政治は決して特別な世界のこ
とではない』と改めて実感しました。
イーブンは、
この他にも女性
と政治参画に関
する図書を多数
所蔵しています。
ぜひ、ご利用
ください。

※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１２月号（Ｖｏｌ．６９） ※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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