平成２９年３月号 Vol.７２
兵庫県男女共同参画推進本部

平成２９年度兵庫県予算案
男女共同参画に関連する予算のうち主なもの
は、以下のとおりです。

県はこのたび、平成 2９年度当初予算案を発
表しました。一般会計は前年度当初比 456 億円
減の 1 兆 9,038 億円で、現在開会中の第 335
回定例県議会での議決を経て成立します。

＜仕事と生活の両立支援＞
■ひょうご仕事と生活センター事業(158,770 千円)

＜すべての女性の活躍＞
■ひょうご女性の活躍推進事業(9,095 千円)

ひょうご仕事と生活センターにおいて、企業等に
おけるワーク･ライフ･バランスの取組を支援し、
働きやすい職場環境を創出。

女性活躍を推進するため、様々な分野で活躍す
る女性や経済団体等と連携･協働し、社会全体の
気運醸成を図るとともに、職場における意識改
革や女性登用につながる研修等を実施。

■ 中小企業育児･介護代替要員確保支援事業(200,000 千円)
中小企業における育児･介護休業の取得及び育
児･介護による短時間勤務制度の利用促進のた
め、代替要員の雇用に要する賃金の一部を助成。

■(新)女子大生向けキャリアデザインの形成支援事業(626 千円)
女子大学生の就職やキャリアデザインの意識を
高めるための啓発を支援。

＜互いに支え合う家庭と地域づくり＞
■地域祖父母モデル事業(6,360 千円)

■女性の就業サポート事業(18,115 千円)

子育て支援団体等が、特定の子育て世帯とシニア世
帯をマッチングし、シニア世帯が日常的な見守りや
相談等を行い、個々の家族のような仕組みを確立で
きるよう、地域における三世代家族の育成を推進。

再就業等を希望する女性を支援するため、個別相
談やハローワークと連携した職業紹介等を県立
男女共同参画センターの女性就業相談室で実施。

■女性就業いきいき応援事業(5,615 千円)

＜安心して生活できる環境の整備＞
■ＤＶ防止対策(5,718 千円)

出産、育児などで離職した女性の多様な働き方を
支援するため、再就業･起業のための講座･セミ
ナーを開催。

関係機関や民間支援団体との連携により、被害者
の保護･自立支援を強化。

■育児･介護等離職者再就職準備支援事業(9,324 千円)
育児、介護や病気など様々な理由で離職した人
が、再就職に必要な知識･スキルを得るため受講
した教育訓練経費の一部を助成。

＜次世代への継承＞
■(拡)出会い･結婚支援事業(110,255 千円)
少子化の大きな要因である未婚化･晩婚化の進行
に対する取組として、社会全体で結婚を支援する
ため、出会いイベント･個別お見合い紹介等を通
じて独身男女の出会い･結婚を支援。

■中小企業育児･介護等離職者雇用助成事業(45,000 千円）
育児、介護等を理由とする離職者の再就職を促進
するため、当該離職者を雇用した事業主に助成。

（拡）：拡充

（問）県男女家庭課 078-362-3160

お父さん応援フォーラム
～男女共同参画社会づくり協定締結企業 1,222 社 3 団体に～
2 月20 日、
社会全体で子育て家庭を支援するため、
｢男女共同参画社会づくり協定｣と｢子育て応援協定｣合
同締結式を兵庫県中央労働センターで開催。仕事と家
庭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・ハラスメントの防止等に取り組む企業との
「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、累計で 1,222
社 3 団体となりました。
締結式は、お父さん応援
フォーラムのなかで行われ、
有本県女性青少年局長が各
企業の代表者一人ひとりに
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協定書を手渡しました。
続いて、甲南大学文学部教授の中里英樹さんが
「共存戦略としてのワーク・ライフ・バランス～
女性活躍と父親の子育てをつなぐ～」と題して講
演。ワーク・ライフ・バランスとは「仕事・家庭・
コミュニティという三つの領域での負担と資源に
ついての自分の感じ方」のことであり、その向上
に向けて企業ができることは「仕事の負担減（労
働時間の削減等）
」
、
「仕事の資源増（やりがい、働
きやすい環境整備等）
」
、｢『家族』
『コミュニティ』
の資源増」についての手助け等であるとして、企
業の取り組みの必要性について話されました。
（問）県男女家庭課 078-362-3160

イーブン事業報告・ご案内
2/15

平成 28 年度ひょうご男女共同参画推進員全県大会開催

地域や企業・労働組合で活動している兵庫県男
女共同参画推進員が一堂に会して情報交換するこ
とを目的に開催、県内全域か
ら75名が出席しました。
はじめに「地域政治と女性
の参画～女性の政治的過少代
表を考える～」をテーマに、
竹安栄子さん（京都女子大学
地域連携研究センター長）が
講演。地方議会における女性
議員の現状や、女性議員が少ないことがなぜ問題
なのかについて詳しく説明され、議会への女性の
参画を阻む要因として、性別役割意識、家族役割
との両立、地域社会の男性優位の政治的文化があ
ると話されました。女性議員を増やす方法として

は、クオータ制の導入が有効で、女性議員の割合
が30％以上ある国のほとんどで制度を導入して
いるとのこと
でした。
午後には地
域推進員が各
地域で実施し
た事業につい
て報告した後、グループに分かれて、事業の企
画・運営の工夫
や、地域で活動
するにあたって
の課題などにつ
いて熱心に討議
しました。
(問)県立男女共同参画センター

企業向け地域セミナー

2/3, 「女性活躍とワーク･ライフ・
2/10, バランス～誰もが働きやす
2/17 い職場をめざして～」
丹波、淡路、但馬の３地域で、企業向
け地域セミナー「女性活躍とワーク・ラ
イフ・バランス～誰もが働きやすい職場
をめざして～」を開催しました。
このセミナーでは、女性がいきいきと
活躍でき、また、社員全員が働きやすい
職場づくりを進め、企業の成長に結びつ
けていくための方策などについて専門の
講師から講演いただきました。その後、
県立男女共同参画センターの女性活躍推
進専門員から、女性活躍推進センターの
取組状況、各地域の女性活躍の状況など
について報告を行いました。３地域で計
約 170 名の参加があり､｢女性活躍推進
の重要性が理解できた」｢企業での具体の
取組事例がとても参考になった」などの
声が寄せられました。
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078-360-8550

女性のための働き方セミナー

｢クラウドワーク・Ｗｅｂライティング講座｣

在宅ワークに興味がある女性を対象とした講座を開
催し、２０名が参加しました。
当センターの情報ア
ドバイザーが、在宅ワー
クとクラウドワークの
基礎知識、Web ライティ
ングの仕事の探し方、
仕事の種類や報酬の単
価など、在宅ワーク経
験者の視点から具体的な解説をしました。
実際の仕事内容を見て、どの仕事ならできそうかを
グループで話し合ったり、Web ライティングのメリッ
トや効率的なライティングのための工夫について学び
ました。最後に講師が、
「今日から行動を起こし、第一
歩を踏み出してほしい」と激励しました。
また、２月 23 日には女性在宅ワーカーによる座談
会を開催。在宅ワークを始めたきっかけやどのように
受注を増やしていったかなどの経験談を語っていた
だく機会を設けました。座談会後の交流会では、先輩
の挑戦に刺激を
受けてやる気に
なった受講者が
興味を惹かれた
ことを直接質問
する姿が見られ
ました。
(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
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県内市町･地域･企業の取り組み
中播磨

2月1日、的形公民
館で、健康寿命を縮める要因で
あるロコモティブシンドローム
(運動器の機能低下や障害によっ
て移動能力が落ち、要介護や寝
たきりになったり、その可能性
が高い状態)を防いで生涯歩け
る体づくりをめざす｢ロコモ体
操～生涯歩ける体づくり～｣を
開催。
健康運動指導士の段床繁雄
さんから健康寿命を延ばすた
めの対策などについてのお話
を聞いた後、参加者全員で体操
を行いました。

東播磨

２月 19 日、男性料理
教室「集まれ！フレッシュ男性、
料理ができるってかっこいい!」
を明石市生涯学習センターで開
催し、28 名が参加しました。
メニューは「お雛祭りを楽しみ
ましょう」で、薬味ずし、菜の
花の辛子味噌和え、すまし汁、
鶏肉のマスタードマリネ焼き、
花焼売でした。
グループ内で手分けをして、
和気あいあいと調理し、参加者
からは「おいしかった」｢ぜひ家
でも挑戦してみたい｣という感
想がありました。

北播磨

春とれ野菜をふんだ
んに使った健康によいワンプレー
トランチを子どもと祖父母、父
母が一緒に作る｢三世代で楽し
む春ランチ｣を開催します。
日時：平成 29 年３月 26 日(日)
10：30～13：30
場所：八千代コミュニティプラザ
定員：24 名(10 組)
参加費：親子など 2 人 500 円
※3 人以上の場合、大人一人３00
円、子ども一人 200 円追加。
講師：村上 貴美子さん(栄養士)
対象：5歳から小学6年生までの
児童とその家族
持ち物：エプロン、三角巾、マ
スク、布巾、お箸、持
ち帰り用容器
※飲み物はお茶を用意します。
(問)多可町生涯学習課
TEL：0795-32-5122
FAX：0795-32-1937

(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：株式会社川嶋建設(豊岡市)
■代 表 者：代表取締役社長

川嶋

実

■事業内容：建設業
■従業員数：１７１人（H２８.１２月末）
明治 22 年創業の株式会社川嶋建設は、企業
コンセプト「風景になる、仕事」のとおり、公
共工事から古民家組成まで幅広く手がけ、但馬
地域に深く息づく「風景」を創成。
同社では、女性活躍を但馬地域の建設業全体
の課題と捉え、取り組んでいます。
日本建設業連合会では、建設業界で活躍する
女性を「けんせつ小町」と呼び、業界での女性
活躍推進を啓発しています。
すでに、同社でも女性の建築士が、育児休業
制度や子供が就学するまでの子育て休暇（５
日）、時間短縮勤務を活用。
また、平成 27 年には、兵庫県建設業協会豊

岡支部が主催した「女性活躍フォーラム」に協
力。建設業で活躍する女性技術者をパネリスト
として招聘し、建設現場で働く女性の悩みなど
を地域の経営者と共に考える機会をもち、参加
者から好評を得ました。
また平成 29 年度には、技術職、事務職あわ
せて 16 名の女性従業員が、より一層活躍でき
る職場環境づくりのため、県の「女性活躍のた
めの講師等派遣事業」を利用した研修を企画し
ています。
女性従業員のみならず、従業員誰もが働きや
すく、かつ会社の発展につながる職場づくりを、
但馬の地から発信していきます。
(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
★パパとママのための
コミュニケーション講座
～心が通うことばのプレゼント～★

改正男女雇用機会均等法に対応したハラスメン
ト・LGBT に関する研修 DVD のご紹介

パートナーに気持ちを伝えたいのに、分かってもら
えない、そんな経験はありませんか。相手に伝わりや
すい話し方について考えてみましょう。
◆開催日時 平成29 年3 月25 日(土)10:00～12:00
◆会
場 県立男女共同参画センター
◆講
師 水田 恵美さん（株式会社ひとまち ファ
シリテーター ホワイトボード・ミーティ
Ｒ 認定講師）他
ング○
◆プログラム ①近年の子育て事情
②ワークショップ１「2 人の今を再確認！」
③ワークショップ２「夫婦のコミュニケー
ションを見直そう～心が通うことば探し～」
◆対
象 未就学児を子育て中のカップル
(お一人でも参加できます。)
◆定
員 20 名(先着順)◆参 加 費 無料
◆一時保育 あり(1歳半～就学前まで、先着12名・
要予約・無料)
◆申込方法 申込書に必要事項を記入の上、センター
宛FAX・郵送又は電話

平成 29 年 1 月 1 日に改正男女雇用機会均等法が
施行され、事業主に妊娠や出産等を理由とするハラ
スメントの防止措置が義務づけられました。
同時に、LGBT（レズビアン、ゲイ、バイセクシュ
アル、トランスジェンダー）等の性的少数者につい
ても職場でのセクシャルハラスメントの対象になる
ことが明示されました。
イーブン情報図書室では、今回の法改正に沿って、
マタニティハラスメント・セクシャルハラスメン
ト・LGBT に
関する映像資
料(DVD)を新
しく配架して
います。ご利
用の際は郵送
での貸出返却
も承ります。
詳しくは、イーブン情報図書室までお問い合わせく
ださい。TEL（078）-360-8557

★イーブン情報図書室だより★

※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

メール相談ＨＰ 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３月号（Ｖｏｌ．７２） ※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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