平成２９年６月号 Vol.７５
兵庫県男女共同参画推進本部

男女共同参画週間

6 月 23 日(金)～6 月 29 日(木)

「男で ○ 、女で ○ 、共同作業で ◎ 。」
6 月 23 日(金)から 29 日(木)までの 1 週間は、平成 11 年 6 月
23 日に｢男女共同参画社会基本法｣が公布・施行されたことを記念
して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｢男女共同参画週間｣です。
今年のキャッチフレーズは、男性も女性も自らの意思により個性
と能力を発揮して活躍できる職場の実現をテーマに選ばれました。
これを機に、職場における男女のパートナーシップについて考えて
みませんか。
（問）県男女家庭課 078-362-3160

４/２６
県･市町男女共同参画合同会議を開催

■日

時 平成 29 年 7 月 7 日(金)
13：15～15：30
■会 場 クリスタルホール
(神戸市中央区)
■内 容 第 1 部：「ひょうご
女性の活躍企業」
表彰式
第 2 部：講演
■講 師 水無田気流さん
(社会学者･國學院大學経済学部教授）
■定 員 200 名(先着順)
■一時保育 あり(1 歳半～就学前まで(無料・要予約))
■申込方法 以下のいずれかでお申込ください。
①イーブン HP からのインターネット
申し込みフォーム
②チラシの QR コード
③FAX、電話、ハガキ
http://www.hyogo-even.jp/kouza.html#29hyogoforum

市町及び市男女共同参画センターと県が男
女共同参画の取り組みについて情報交換を行
う会議を４月 26 日に県立男女共同参画セン
ター（神戸市）で開催しました。
会議には男女共同参画担当職員約 70 名が
出席し、それぞれの取り組み内容の報告と情報
交換等を行いました。
この中で、芦屋市からは、女性活躍推進法の
趣旨に基づき実施された「芦屋市女性活躍推進
会議」「芦屋市女性活躍推進事業」について、
小野市からは、「意思の決定の場に女性を～防
災をキーワードに地域に参画」と題した、平成
28 年度の「女性防災会議」の取り組みについ
ての報告がありました。

(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

♪県内市町の男女共同参画週間に開催される事業
については 2・３ページに掲載しています。

（問）県男女家庭課 078-362-3160
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参加しませんか？

県内各地の「男女共同参画週間」事業の取組

西宮市男女共同参画推進課(問)0798-64-9495
尼崎市女性センター・トレピエ(問)06-6436-6331
○講演会「ダメをみがいてほどほど働く」(6/24)
○平成 29 年度男女共同参画週間記念事業(7/2)
講師：津村記久子(作家)
☆基調講演「防災・復興に男女共同参画の視点を」
会場：西宮市男女共同参画センターウェーブ 411 学習室
講師：浅野幸子(減災と男女共同参画推進研修
センター共同代表)
芦屋市男女共同参画推進課(問)0797-38-2023
☆市長対談 稲村和美(尼崎市長)
○映画上映：
「ダブルシフト パパの子育て奮闘記」(6/24)
会場：尼崎市立女性・勤労婦人センター多目的ホール
会場：ルナ・ホール
伊丹市同和・人権推進課（問）072-784-8146
○男女共同参画週間講座(会場:伊丹市女性・児童センター)
☆お片づけはじめの一歩(6/23)
講師：山口あや(整理収納アドバイザー)
☆女性のための法律セミナー(6/28)
講師：澤田有紀（弁護士）
☆にちようびはパパとあそぼ！(6/25)
講師：柴田綾子、岸田梨枝子
☆フォトコンテスト表彰式(6/25)
○パネル展示(6/19～6/30)
男女共同参画推進表彰事業所の紹介・募集
男女共同参画川柳入賞作品の展示・川柳の募集
会場：伊丹市役所１階ロビー

宝塚市人権男女共同参画課 (問)0797-86-4006
○特別寄稿：市広報紙(7 月号)に掲載
執 筆 者：水無田気流(詩人・社会学者)
宝塚市立男女共同参画センター
○明日につなぐ男女共同参画スタディーズ ４回講座
①「ジェンダー学への招待」(6/10)
田間泰子（大阪府立大学教授）
②「女性と貧困」(6/17)
中野冬美(女性のための街かど相談室「こ
こ・からサロン」共同代表)
③「二極化する女性の労働」(6/24)
横山由紀子(兵庫県立大学教授)
④「ジェンダー平等とエンパワメント」(7/1)
井山里美(NPO 法人女性と子どものエンパワメント関西事務局次長)

川西市人権推進室
(問)072-740-1150
○街頭啓発活動(6/15) 阪急電鉄川西能勢口駅周辺
○男女共同参画助成事業実施団体 事業報告会
(6/16)会場：川西市男女共同参画センター
○パレットかわにし 15 周年事業
☆フェスタ：
「笑顔でふれあう、パレットの輪！」(6/17、6/18)
☆講演会：「哲学者岸見一郎さんにうかがう
これからの豊かな生き方」(6/29)
講師：岸見一郎(哲学者)
会場：川西市男女共同参画センター

三田市まちづくり協働センター(問)079-559-5163
○講演会「高齢社会の支え合いネットワークづくり」(6/17)
講師：上野千鶴子(社会学者 東京大学名誉教授)
会場：三田市まちづくり協働センター多目的ホール

加古川市男女共同参画センター （問)079-424-7172
男女共同参画週間記念講演会(6/4)
○講演会：
「てんてん＆ツレ流 この先なにが起き
ても大丈夫！夫婦のチカラ家族のチカラ」
講師：細川貂々、望月昭
会場：加古川市立青少年女性センター ４階
○起業カフェ加古川フェア(6/26)
○ママとしてのコミュニケーション術(6/29)
他５事業を 6/23～6/29 に開催
三木市男女共同参画センター (問)0794-89-2331
○講演会「男女共同参画時代の女と男」(6/24)
講師：小川真知子(NPO 法人 SEAN 理事長)
会場：三木市立教育センター ４階 大研修室
○啓発資料の掲示 場所：三木市役所・公民館
○のぼり旗の設置 場所：三木市役所・公民館
加東市人権教育課
(問)0795-43-0544
○セミナー「私らしい働き方を見つけよう！
～5 年後輝くためのライフプラン～」
(6/27)
講師：飯鉢仁弥（キャリアコンサルタント・産業カウンセラー）
会場：加東市滝野公民館 会議室
○CATV で、男女共同参画 DVD 放映(6/23～6/29)
○ちらし等啓発グッズの配布(6/23)
場所：市内３カ所のショッピングセンター
○ホームページによる広報
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明石市男女共同参画センター（問）078-918-5600
○パネル展示(6/21～6/29)
会場：ウィズあかし７階 ウォールギャラリー
高砂市男女共同参画センター(問)079-443-9133
○講演会・地元企業就業相談会 (7/15)
演題：
「女性活躍は実現できる？」
講師：村木厚子（前厚生労働事務次官）
会場：高砂市文化会館 じょうとんばホール
○女性活躍応援書籍の紹介(6/23～6/29)
場 所：高砂市立図書館
○パネル展示(6/26～7/7)
場所：高砂市役所１階、市民ギャラリー「あいぽっと」
西脇市男女共同参画センター(問)0795-25-2800
○啓発パネル展示(6/23～7/2)
会場：西脇市茜が丘複合施設 Miraie 情報交流コーナー
小野市男女共同参画センター(問)0794-62-6765
○講演会「とまどう男たち 生き方編 そして」(6/25)
講師：伊藤公雄(京都産業大学客員教授)
勝木洋子(神戸親和女子大学教授)
コーディネーター：中村和子（男女共同参画アドバイザー）
会場：小野市うるおい交流館エクラホール
加西市ふるさと創造課
(問)0790-42-8706
○セミナー：「知って安心！子育て費用とマネープラン」(6/26)
助言者：大津恵美子(社会保険労務士)
会場：アスティアかさい３階 OA ルーム
○ポスター掲示(6/23～6/29)
会場：アスティアかさい３階地域交流センター
掲載スペースの都合により、講師の敬称を省略しました。
あしからずご了承ください。

福崎町社会教育課
(問)0790-22-0560
○講演会：男女共同参画ってなあに？(6/23)
講師：小川真知子(NPO 法人 SEAN 理事長）
会場：福崎町文化センター小ホール

姫路市男女共同参画推進センター(問)079-287-0803
○男女共同参画推進フォーラム(7/1)
☆基調講演「女性が活躍できる社会に向けて」
講師：国谷裕子(キャスター)
☆パネルディスカッション
｢多様な生き方、働き方、それぞれのスタイル｣
コーディネーター：伊藤公雄(京都産業大学教授)
パネリスト：三井貴子(バイオジェン・ジャパン(株)広報部長)
森田玲子(姫路タクシー(株)代表取締役)
八木直美(兵庫医科大学 特任講師)
会場：イーグレひめじ３階あいめっせホール
○女性の権利 110 番(法律相談(6/23))
対 象：兵庫県に在住・在勤・在学の方
助言者：弁護士
場 所：イーグレひめじ３階相談室他
○あいめっせ写真展(6/22～7/8)
「私の大切な人が活躍している写真」
場所：イーグレひめじ１階及び３階

相生市男女共同参画センター（問）0791-23-7130
○男女共同参画フォーラム(６/24)
☆講演会：
「笑う顔には福が来る」
講師：三遊亭 楽団治
☆トーンチャイム演奏
☆フォトコンテスト
☆ふれあいマーケット
会場：相生市文化会館扶桑電通なぎさホール
宍粟市人権推進課
(問)0790-63-0840
○講演会：わたしたちの選択が未来を変える
～エシカルな暮らしのすすめ～(6/24)
講師：末吉里花( (一社)ｴｼｶﾙ協会代表理事)
会場：宍粟防災センター５階ホール

豊岡市生涯学習課
(問)0796-23-0341
○街頭啓発活動(6/23) 場所：市内ショッピングセンター
○男女共同参画関係書籍コーナー開設(6/23～6/29)
場所：豊岡市立図書館

朝来市人権推進課
(問)079-672-6122
○街頭啓発 啓発チラシの配布(6/23)
場所：市内ショッピングセンター
○啓発のぼり旗設置(6/22～6/29)
場所：朝来市役所本庁舎、各支所周辺
○展示本ｺｰﾅｰに関連図書を配架(6/6～6/29)
場所：朝来市和田山図書館
○映画上映会「海よりもまだ深く」(6/24)
会場：朝来市和田山ジュピターホール 小ホール

養父市男女共同参画センター (問)079-664-2110
○講演：「笑う『声』には福来る～イキイキ長
生き笑顔のススメ～」(６/28)
講師：坪内美樹（トーキングプランナー）
会場：養父公民館Ａ研修室
○のぼり旗の設置(6/8～6/29)、啓発グッズの配布(6/28)
場所：やぶ保健センター、市内商業施設周辺

篠山市人権推進課
(問)079-552-6926
○講演:｢あれから 22 年、阪神･淡路大震災が教えた
もの～男女共同参画の視点から～｣(7/7)
講師：中尾由喜雄(全国隣保館連絡協議会常任顧問)
会場：篠山市民センター２階催事場

丹波市人権啓発センター
(問)0795-82-0242
○講演会：地域自治の担い手としての｢女性｣(6/23)
講師：藤井和佐(岡山大学大学院教授)
会場：丹波市立春日文化ホール

(問）県男女家庭課 078-362-3160

◆ ◆ が ん ば る企 業◆ ◆
■
■
■
■
■

会 社 名：新日鐵住金株式会社 広畑製鐵所
代 表 者：所長 福田 和久
事 業 内 容：製鉄製品（薄板）の製造
従 業 員 数：1,224 人（2017 年 4 月現在）
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.nssmc.com/

世界最大級の鉄鋼メーカー、新日鐵住金株式会
社の製造拠点の１つです。同製鐵所では、2016
年に兵庫県技能顕功賞表彰を 12 名が、同青年優
秀技能者表彰を 3 名が受賞するなど世界に誇れ
る確かな技術力を有し、その誇りを胸に日々仕事
に取り組んでいます。
少子高齢化が進む中、優秀な人材を確保するた
めには女性採用が不可欠との考えから、2011 年
より 24 時間稼働の製造現場でも積極的に女性採
用を開始。現在 43 名が同現場で働いています。

また、キャリアリターン制度(※１)やワークライ
フサポート制度（※２）などを整備しているため、
高い技術を持つ女性従業員が働き続けることが
できる環境を整えています。
さらに、2017 年 3 月には女性従業員の就業
継続意識の醸成やモチベーションアップを目的
とした研修を開催するなど、ハード面のみなら
ずソフト面での改革にも取り組んでいます。こ
れからも働き続けるための社内の環境づくりを
続け、一層の飛躍を目指します。

※１）キャリアリターン制度：出産・育児、介護、配偶者の転勤のため退職
した職員について再入社を認める制度
※２）ワークライフサポート制度：子育て費用の一部を会社が負担する制度
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(問）県男女家庭課 078-362-3160

参加者募集中の講座・お知らせ
★イーブン情報図書室だより★

★男女共同参画セミナー★
日時
テーマ
講師
6/29(木) 男女共同参画概論 神戸親和女子大学
10:00 ～ ～ 男 女 が と も に 発達教育学部 教授
12:30
いつでも どこで 勝木 洋子さん
も いきいきと～
6/29(木) 男 女 共 同 参 画 を 大阪教育大学
13:30 ～ 可 能 に す る 家 庭 教育学部 准教授
16:00
科教育
小﨑 恭弘さん
～女性のチャレン
ジを支える男性の
家庭参画～
7/7(金)
性的マイノリティ 大阪府立大学
10:00 ～ の人権
大学院人間社会シ
12:30
～ＳＯＧＩ(性的指 ステム科学研究科
向･性自認)の多様性 教授
と社会～
東 優子さん
◆定
員 各回 40 名(先着順)
◆受 講 料 無料
◆会
場 県立男女共同参画センター
◆一時保育 １歳半から就学前まで８名(要予約･先着順)
◆締め切り 各開催日の１週間前
◆申込方法 所定の申込用紙に必要事項を記入の上、セ
ンターあてＦＡＸ・郵送又は持参

～７月７日「ひょうごフォーラム」
講師水無田気流さんの著書のご紹介～
「『居場所』のない男、『時間』
がない女」
日本経済新聞出版社（2015 年）
本書では､現代日本の「生
きづらさ」の背景にあるも
のを、男性の「居場所のな
さ」と女性の「時間のなさ」
にスポットを当てて論じて
います。また、データに基づいた鋭い分析とウィッ
トに富んだ表現が溢れた内容となっています。
本書で取り上げられる事例は､一見ごく当たり
前でありながら､偏った「性別役割の負担感の象
徴」として考えさせられる日本社会の課題でもあ
ります。
「当たり前」を疑う視点に富んだ「水無田気流
“節”」を体感できる「ひょうごフォーラム」に
ぜひお越しください。(当日はサイン会もあります)

※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
8/5(土)、10/28(土)

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・8/23(水)

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６月号（Ｖｏｌ．７５） ※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
TEL：０７８－３６０－８５５０ FAX：０７８－３６０－８５５８
HP：http://www.hyogo-even.jp/
【 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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