平成２９年２月号 Vol.７１
兵庫県男女共同参画推進本部

育児･介護休業法・男女雇用機会均等法改正
妊娠・出産・育児期や家族の介護が必要な時期に、男女ともに離職することなく働き続け
ることができるよう、また有期契約労働者の方が介護休業・育児休業を取得しやすくなるよ
う法律が改正されました。改正のポイントを紹介します。
１

介護休業の分割取得

改正前

改正後

〔１～６:育児・介護休業法の改正〕
〔７:育児・介護休業法、男女雇用機会均等法の改正〕

対象家族１人につき、原則１回
対象家族１人につき、３回
２ 子の看護休暇・介護休暇の取得単位の柔軟化
１日単位
半日単位
３ 介護のための所定労働時間の短縮措置等
介護休業とは別に、利用開始から３年
介護休業と通算して９３日
の間で２回以上の利用が可能
４ 介護のための所定外労働の免除の新設
なし
対象家族１人につき、介護終了まで利用で
きる所定外労働の制限(残業免除)を新設
５

有期契約労働者の育児休業・介護休業の取得要件の緩和
次の２要件に緩和 ①１年以上勤続②子が１歳６
か月になるまでの間に雇用契約が更新されないこ
とが明らかでない
※介護休業の場合は、取得予定日の９３日経過日
から６か月を経過する日まで

次の３要件とも満たす方
①１年以上勤続
②子が１歳になった後も雇用継続の見込みが
ある③子が２歳になるまでの間に雇用契約が
更新されないことが明らかでない

６

育児休業等の対象となる子の範囲の拡大

特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組
里親に委託されている子等も新たに対象
７ いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置の新設
左記に加え、上司・同僚等からの嫌がらせ
事業主による妊娠･出産・育児休業・介
等を防止する措置を講じることを事業主へ
護休業等を理由とする不利益取扱いは
新たに義務付け
禁止
法律上の親子関係がある実子・養子

詳細は厚生労働省ＨＰへ

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

（問）県男女家庭課 078-362-3160

平成２９年
(第２回)

ひょうご女性の活躍企業表彰
表彰候補企業を募集しています

「ひょうご女性の活躍推進会議」では、女
性の登用や職場環境の改善等、女性の活躍に
積極的に取り組む事業所を、
「ひょうご女性の
活躍企業」として表彰しています。このたび
平成 29 年(第２回)表彰候補企業を、次のと
おり募集します。
★募集方法
自薦のほか、市町及び関係団体等による他薦
★表彰企業数 ５社程度
★募集期間 平成 29 年２月 24 日（金）必着

★表彰の対象
県内に事業所を有する法人その他の団体
(国・地方公共団体を除く)で、女性の活躍に関
して取り組んでいる者(詳細は下記ＨＰ参照)
★申込方法
申請書を郵送または持参
申請書様式はＨＰからダウンロードできます。
★申込・お問い合わせ
ひょうご女性の活躍推進会議事務局
(兵庫県企画県民部男女家庭課)
電話番号：078-362-3160

「ひょうご女性の活躍推進会議」で検索！https://w-hyogo.jp/news/2hsb/
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（問）県男女家庭課 078-362-3160

事業紹介
★特集★

女性のチャレンジ支援の取り組み

県立男女共同参画センター・イーブンでは、「女性就業相談室」に
ハローワーク相談窓口を開設しているほか、再就職や起業など新たな
チャレンジをめざす女性を応援する様々な取り組みを行っています。
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チャレンジする女性を応援！
再就職や起業をめざす方のために、働き方セミ
ナー、再就職セミナー、営業準備セミナーやチャ
レンジ相談など様々な取り組みを行っています。
また、ひょうご産業活性化センター、神戸市産業
振興財団、日本政策金融公庫など、相談や融資を
実施する団体と連携し、フォーラム等を開催して
いるほか、専門窓口への紹介も行っています。
1月2３日、24日には応募書類作成のコツや面
接での効果的な受け答えなど就職活動ですぐに役
立つセミナーを開催。受講者は講師の説明を参考に
自己ＰＲの作成などに取り組みました。

１日目は「お客様が見たくなる投稿」｢クチコ
ミしてもらえる仕組みづくり」、２日目は｢商品
写真の撮り方｣｢加工の仕方も含めFacebook
ページ(ＦＢ)を上手に活用する方法｣などにつ
いて学びました。
講師からの「知っていただくことが大切」｢お客
様目線で購入や利用したくなるページづくり
を工夫する」といった説明に、受講者は熱心に
聞き入っていました。
受講者は「FＢの特性がよくわかった」｢見
る側の立場に立った内容・コンテンツを作る大
切さと視点に気づいた」と自らのFＢ作成に意
欲がわいたようでした。
◆次回の営業準備セミナー開催予定

◆今後開催予定の主なセミナー
2 月 16 日(木) 10:00～16:00

再就職セミナー

3 月 1 日(水) 10:00～16:00

再就職セミナー

3 月 13 日(月) 13:30～16:30

3 月 10 日(金) 13:30～
3 月 17 日(金) 15:30

女性起業家座談会

2 回でできる！ネット
ショップ～ネットショッ
プづくりに挑戦！～

◆女性のためのチャレンジ相談◆
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「子育てしながら働きたい」「起業したい」、
そんなあなたに、社会保険労務士などの女性相
談員が、豊富な経験に基づくアドバイスや情報
を提供。どうぞお気軽にご相談ください。

再就業への第一歩を踏み出すきっかけづく
りとして、毎月開催している少人数制の働き方
セミナー。１月13日には｢自分プロデュースで
扉を開けよう！～自分の強みを再発見～｣を開
催しました。
講師からは「仕事は待っていても来ない。自
分で取りに行くもの」「働き続けるために資格
取得などブラッシュアップするべき」などをア
ドバイス。参加者からは「棚卸し、自分探し、
決断の仕方など具体的に示していただき、大変
役に立った」｢講師のお話が力強く、勇気が出
た」などの声が寄せられました。自分の可能性
を知り、将来に向けてチャレンジする気持ちに
繋がるセミナーとなりました。

【相談日】毎月第１～第４木曜日（土曜日実施もあり）
【相談方法】
電話または面接による個別相談
(いずれも予約制)

【一時保育】あり
無料・要予約
【予約専用電話】

078-360-855４

イーブン 公式 Facebook

最新情報
発信中！

男女共同参画や就業支援(再就職・起業等)
に関する最新の情報を「いいね！」で逃さ
ず入手できます。

↑こちらから
アクセス

https://www.facebook.com/hyogo.even
（問）県立男女共同参画センター

- ２ -

078-360-8550

県内市町･地域･企業の取り組み
阪神北
さんだ

西脇市
12/12

以下の2つの講演会を開催します。

◆「自分らしく生きる！」
日時：平成 29 年３月 11 日(土)10：30～12：00
会場：三田市まちづくり協働センター・多目的ホール3
講師：てんご堂雅落さん(落語家)
定員：50名(先着順)
参加費：無料
締め切り：平成29年3月9日(木)
◆「～大切なひとを失わないために家庭・学校・
社会にできることがある！～思春期のこどもの
『心』ちゃんと観ていますか？」
日時：平成 29 年３月 15 日(水)10：00～12：30
会場：宝塚市立男女共同参画センター・エル学習
交流室 3・4
講師：迫 裕太さん(学生団体「SMILE」代表)
定員：30 名(先着順)
参加費：無料
締め切り：平成29年3月13日(月)
※申込方法：申込書に必要事項を記入の上、阪神
北県民局県民課宛FAXまたはメール
FAX：079７-86-4379
ｍail：danjokyoudousankaku@gmail.com

(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

西脇市男女共同参画セミナー
みんなで子育てを考えよう！
～パパの子育て・家族の子育て～

西脇市男女共同参画センター
と市民活動グループ「もっとす
てきに“パートナー”委員会」
との共催事業として、男女共同
参画セミナーを開催しました。
講師は大阪教育大学教育学部
准教授の小﨑恭弘さん。３児の
父親でもある自身の体験も踏まえ、父親が積極的
に子育てに関わることのメリットや、子育ての楽
しさ・大変さなどを笑いも交えながら講演いただ
きました。
平日の夜の開催でしたが、仕事帰りに参加した
子育て世代のパパも多く、男性が家事・育児へ前
向きに参画している様子が
感じ取られました。
講演後は、個別に講師に相
談をする参加者や、参加者
同士で情報交換をする様子
も見られ、それぞれに「気づき」や「ヒント」を持ち
帰ることができた有意義なセミナーとなりました。
(問)西脇市男女共同参画センター0795-25-2800

◆◆がんばる企業◆◆

■会 社 名：社会福祉法人三愛会(洲本市)
■代 表 者：理事長 三倉 めぐみ
■事業内容：保育園の運営
■従業員数：７６人（平成２８年１２月末）
社会福祉法人三愛会は、洲本市にある洲本保育
園と神戸市垂水区にある多聞台保育園を運営し
ています。
洲本保育園は、昭和３年設立の地域に根ざした
伝統ある保育園です。その運営で培ったノウハウ
と人材を活かし、平成 26 年 4 月には、それまで
神戸市が運営していた保育所を引き継ぎ、多聞台
保育園を開園しました。
多聞台保育園の開設に当たって、洲本保育園の
経験豊富な保育士が異動し、若手保育士の育成に
あたるなど、２園運営のメリットを活かした取り
組みを行っています。
三愛会では、残業のない働きやすい職場づくり
をめざして、保育士として採用しているパート職
員一人ひとりの事情に合わせてシフトを組んで
います。そのため、結婚・出産・育児で一旦退職
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した保育士も、子どもの成長に合わせて、
「この時
間帯なら」と戻ってこれることがあります。また、
パート勤務を経て再度正規職員に戻った職員もい
ます。
同会では、職員と子ども、職員と保護者、職員
と地域の人々、職員と職員、それぞれのコミュニケー
ションが円滑であることこそが、働き続けやすい
職場づくりとなり、ひいては保育園の安定した運
営につながると考えています。
そのため、県の「女性活躍のための講師等派遣
事業」を利用し、平成 27 年度は多聞台保育園、
平成 28 年度は洲本保育園で、職員のコミュニケー
ション力向上のための研修を実施しました。
これからも「職員が働き続けたい職場」である
ために、取り組みを一歩一歩進めていきます。
(問)県男女家庭課

078-362-3160

参加者募集中の講座・お知らせ
★在宅ワーカー座談会★
★女性のための心理講座「ＤＶ被害からの回復
～新しい在宅ワークのカタチ「クラ
～わたしらしさをとりもどすために～」★
ウドソーシング」にチャレンジ！～
「なぜ私は被害を受けてしまったのか」｢なぜもっと早く
働きたい！でも、子どもが小さいので外で
は働けない・・・。そんな悩みを持っている
方、新しい在宅ワークのスタイル｢クラウド
ソーシング｣にチャレンジしてみませんか。
◆開催日時 平成29 年２月23 日(木)
10:30～13:00
(12:30～交流会 自由参加)
◆会
場 県立男女共同参画センター
◆講
師 河口 紅さん（特定非営利活動法
人さんぴぃす理事長）
◆対
象 「クラウドソーシング」を活用し
た在宅ワークに関心のある女性
◆定
員 30 名(先着順)◆参 加 費 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
※キッズスペースあり(お子様と同伴可)

逃れることができなかったのか」など、悩みや不安を一人で
抱えていませんか。同じ体験をした人たちと一緒に自分の今
の気持ちをみつめてみましょう。
◆開催日時と内容 ※時間は両日とも 10:00～12:00
実施日
内容
平成29 年３月９日(木)
ＤＶについて知る
平成29 年３月16日(木) 被害からの回復を目指す
◆会
場 県立男女共同参画センター
◆講
師 同センター 女性問題カウンセラー
◆対
象 次の①～③すべてに該当する女性
①ＤＶ被害を受けたことがあると思う方(今は
加害者と離れて安全が確保されている方)
②原則として県内在住または在学・在勤の方
③２回連続受講可能な方
◆定
員 10 名(応募多数の場合は抽選) ◆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９名)
◆締め切り ２月２２日(水)
◆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

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)

10:00～13:00

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

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２９（２０１７）年２月号（Ｖｏｌ．７１） ※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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