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男女共同参画白書を公表

～女性活躍推進法による女性活躍の加速・拡大に向けて～
内閣府から平成 29 年版男女共同参画白
書が公表されました。
今回の白書では、
「女性活躍推進法による女性
活躍の加速・拡大に向けて」を特集しています。
特集では、生産年齢人口が減少している状
況で、平成 24 年から 28 年の全年齢総数の
就業者数が 170 万人(女性 147 万人、男性
23 万人)増加している要因として、女性の就
業が拡大していることをあげています。
女性の就業率は昭和 61 年から平成 28 年
までの 30 年間で 12.9 ポイント上昇してい
ます。この上昇幅の過半は最近 10 年間の上
昇によるもので、特に最近４年間で 5.3 ポイ
ント上昇していることから、女性活躍推進法 詳細は下記ホームページをご覧ください。
施行により女性活躍が加速していることが分 http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/ h29/zentai/index.html
かります。
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（問）県男女家庭課 078-362-3160

県婦人大会

「婦人会は地域の要（かなめ）
」

県連合婦人会は､｢みんなが活躍できるいきい
き兵庫｣をテーマに、伊丹市のアイフォニックホー
ルで兵庫県婦人大会を開催し、約 600 人が参加
しました。
同会の北野会長は､｢この国に生まれた誇りを
忘れることなく、一層活力あふれる婦人会活動を
めざし会員一丸で取り組んでまいりましょう｣と
挨拶しました。
その後、井戸知事が､｢県政 150 周年に向けて
飛躍する兵庫｣と題して講演し、婦人会に対して､
｢地域の元気、地域の魅力を生み出す女性の知恵
と声｣｢地域の安全安心を守る生活者の視点｣｢地
域三世代同居など良きおせっかい社会を担う地
域の橋渡し役｣としての期待を寄せられ､｢これか
らも『地域の
要(かなめ)』
として、引き
続き、元気で、
一層の活動を
期待したい」
と呼びかけま
した。
（問）県男女家庭課 078-362-3169
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株式会社基陽の藤田尊子社長が
内閣府｢女性のチャレンジ賞｣を受賞！！
起業、地域活動などにチャレンジし、活躍する
女性を表彰する内閣府の｢女性のチャレンジ賞｣
の表彰式が、６月 21 日に総理大臣官邸で行われ
ました。
本県では、
三木市の安全保護具メーカー「基陽」
の藤田尊子社長が受賞されました。
男性が９割を
超える業界において社長を務める藤田氏は、｢平
成 25 年度ひょうご№１ものづくり大賞｣を受賞
した｢じゃばら式安全帯｣など、使いやすさとデザ
イン性を備えた多くの商品開発を手がけるとと
もに、経営者として働きやすい職場づくり・女性
の活躍を推進されたことが評価されました。

表彰式にて安倍総理、加藤大臣を囲んで記念撮影
前列・右から２番目が藤田社長

（問）県男女家庭課 078-362-3160

イーブン事業報告

男女共同参画
アドバイザー養成塾開講
第 21 期

第 10 回
（平成 29 年度）

作品募集！

男女共同参画社会づくりを推進するリーダーに必
要な知識や実践力を習得する｢第21期男女共同参画
アドバイザー養成塾｣を6月15日に開講。
午前中は当センター
の野澤所長から男女共
同参画社会づくりに向
けた本県の取り組みを
説明した後、参加者の
自己紹介を行いました。
午後は、
「イーブンカフェ～アド塾先輩と語る男女共
同参画～」と題したグループ討議を実施。養成塾修了後、
さまざまな分野で活躍している６名をゲストスピー
カーに迎えました。審議会公募委員、女性の貧困対策、
子育て支援、青少年育成事業等の多彩な活動に、学びの
成果をどのように活かしているのかをお話しいただき
ました。その後、グループに分かれ、ゲストスピーカー
を囲んでの活発な討議が行われました。
受講生からは､｢色々な切り口で地域づくりをしてい
るのだと思った」｢様々な価値観があることが分かった｣
などの感想が聞かれました。
(問)県立男女共同参画センター
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078-360-8550

家族のきずなを深めるきっかけづくりを
進める｢家族の日｣運動の一環として､｢家族
の日｣写真コンクールの作品を募集します。
家族のあたたかさやきずなの大切さを感
じるひとときをカメラに収め、お気軽にご応
募ください。
■テ ー マ
■締め切り
■応募資格

わが家の「家族の日」
平成２9 年 10 月 2 日(月)必着
兵庫県内に在住または通勤・
通学されている方
■応募規定(サイズ等)
・カラーまたは白黒写真でプリントしたもの
・デジタルカメラ可(合成したものは不可)
・サイズは２L(127 ㎜×178 ㎜)、また
は、キャビネ判(130 ㎜×１80 ㎜)
■賞 兵庫県知事賞のほか入賞者へは副賞
もあります。
※詳細は兵庫県ＨＰから「家族の日写真コン
クール作品募集」で検索してください。
（問）県男女家庭課 078-362-3385

第 32 回 ひょうご女性未来会議 in 宝塚

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
現に取り組む
「ひょうご女性未来会議」。その第 32 回例会が
5 月 20 日、宝塚ホテルで開かれました。今回の
テーマは「自由に自分らしく起業した女性たち～
羽根を大きく広げてはばたく時～」。地域で活躍
する女性等約 120 人が参加しました。
冒頭に金澤副知事から起業する女性たちへエー
ルを送った後、同会議の清原桂子代表が女性の強
みを生かした起業家たちの広がりと輝きについ
て話されました。
第一部前半は宝塚市内で起業した｢ラッピング
アトリエあおいとりからのおくりもの｣平木安見
子さんによる講演があり、後半には平木さんに

加え「ダリアジェンヌ化粧品」代表中村梓さん、
｢マナビノミカタ｣代表本下瑞穂さんをパネリス
トに、宝塚ＮＰＯセンター事務局長の中山光子
さんをコーディネーターとしてパネルディスカッ
ションを行いました。生活の中から生まれたニー
ズを実現するために起業した等、それぞれが起
業に至った経緯や思い等が披露されました。
第二部は中川宝塚市長からの挨拶の後、平木
さんによるラッピングワークショップ、県内各
地で活躍する 8 組 9 名によるリレートーク、名刺
交換等を行い交流を深めました。
最後に､｢ひょうご女性未来憲章」を唱和し、
ひょうご女性未来会議
の理念と継続的な開
催を再確認しました。
なお、次回例会は
今年 11 月 18 日に
養父市(但馬長寿の郷)
で行われる予定です。
（問）県立男女共同参画センター
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078-360-8550

県内市町･地域･企業の取り組み
東播磨

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｣を開催します。
日時：平成 29 年 8 月 6 日(日)10:00～13:00
場所：明石市生涯学習センター北館 8 階 調理室
内容：簡単、美味、基本のキ、料理の楽しさを実感
する講座！
定員：男性 24 名(女性も可)先着順 参加費：800 円
持ち物：エプロン、三角巾
講師：男性料理教室「味蕾(みらい)の会」
申込先：一般財団法人明石コミュニティ創造協会
TEL:078-918-5600又は FAX:078-918-5618

阪神南

「パパとキッズ(もちろんママも OK！)
の夏休み企画！つくろう！ちいさなお庭」を開催
します。
日時：平成 29 年 8 月 10 日(木)13:30～15:00
場所：芦屋市男女共同参画センター ウィザスあしや
内容：親子でプリザーブドフラワーやドライフラ
ワー、木の実などを使って箱庭を作ります。
対象：小学生のお子さんとその保護者
定員：親子 10 組(申込多数の場合は抽選)
講座料：1,000 円 持ち物：はさみ
講師：フラワー工房クレシエンテ 畠田裕子さん
申込先：芦屋市男女共同参画センター ウィザスあしや
TEL：0797-38-2023 FAX：0797-38-2175
メール：josei-ce@city.ashiya.lg.jp
(問)県立男女共同参画センター

078-360-8550

6/4 加古川市

男女共同参画週間記念講演会

「この先なにが起きても大丈夫！てんてん＆
ツレ流 夫婦のチカラ家族のチカラ」
大ベストセラー「ツレがうつになりまして。」
の著者で漫画家の細川貂々さんと、ツレさんこと
望月昭さん夫妻をゲストに迎え、約100人の方に
お越しいただき、トークショーを開催しました。
ツレさんの退職、専業主夫としての生活をきっ
かけに直面したさまざまな経験談をもとに、そ
れらを乗り越えるための家族間のコミュニケー
ションの大切さ、パートナーシップ術について
お話いただきました。
その中では、家族やパー
トナーがいてくれることを
当然と思わず、その存在に
お互いが感謝しながら支え
あえる関係性、家事や育児など｢お互いが得意
な役割を担当する｣ことで良好な関係が保てる
といった“てんてん＆ツレ流の夫婦関係”をは
じめ、ドラマ・映画化が決まった時の裏話までも
披露。お二人の
息のあったトー
クに会場内は終
始和やかな雰囲
気に包まれてい
ました。
(問)加古川市男女共同参画センター

079-424-7172

◆◆ がんばる企業 ◆◆
■ 会 社 名：有限会社 サント・アン
■ 代 表 者：塚口 肇
■ 事業内容：洋菓子製造・販売
■ 従業員数：５２名
■ Ｕ Ｒ Ｌ： http://www.saintan.com/index.html
昭和 63(1988)年兵庫県三田市に創業。
「よ
りよいお菓子で人と文化を育む」を理念に、厳
選した素材を使用した、無添加の洋菓子の製
造、販売を 30 年間続けています。
多くの女性が活躍している企業で、従業員
52 名のうち 38 名が女性です。従業員が長く
勤められる環境づくりとして、パート・アルバ
イトも含めた 全従業員の有休取得率 100％の
推進、産前産後休業の取得、男性の育児休暇取得
を積極的に勧めています。

また、パート・アルバイトと正社員間の採用
替えの制度もあり、ライフステージにあわせた
働き方の選択ができる企業です。従前 19 時ま
でだった三田本店の営業時間を 18 時までに
するなど、ワーク・ライフ・バランスの推進に
も取り組んでいます。創業 30 年の節目にあた
り、従業員が働く環境づくりだけでなく、より
吟味した国産の原材料、無添加での商品づくり
に力を入れるなど、消費者にも配慮した会社づ
くりで地元への貢献を目指しています。
(問)県男女家庭課

-3-

078-362-3160

参加者募集中の講座・お知らせ
★男女共同参画セミナー★

★再就職のためのパソコン講座
(中期･初心者向け)★
◆日

時 平成 29 年 7 月 27 日(木)～
8 月 2 日(水)の 5 日間
10:00～16:00
◆内
容 ワード､エクセルの基本操作
◆会
場 県立男女共同参画センター講習室
◆対
象 再就職をめざしている県内在住
の全日程参加できる方で、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(テキスト代他4,590円は
受講者負担)
◆申込締切 7月12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・郵送または持参

日時
7/20(木)
10:00 ～
12:30
7/20(木)
13:30 ～
16:00

テーマ
女性が働くというこ
と～すべての女性が
活躍できる社会へ～
女性に対する暴力を
考える～｢男性の暴
力｣という視点を踏
まえて～
8/3(木)
医師が語る女性の心
10:00 ～ とからだの健康
12:30
8/3(木)
女性の生き方と貧困
13:30 ～ ～ひとり親家族の自
16:00
立支援～
◆定
員 各回 40 名
◆受 講
◆申込締切 各開催日の１週間前

★ＤＶ防止セミナー

講師
兵庫県立大学
経営学部 教授
横山 由紀子さん
立命館大学大学院
応用人間科学研究科
教授
中村 正さん
兵庫県医師会 理事
兵庫県産婦人科学会理事
大門 美智子さん
神戸学院大学
現代社会学部 教授
神原 文子さん
料 無料

◆対 象 DV被害者の支援をしている方、テーマに関
心のある方
◆講 師 イーブン女性問題カウンセラー、兵庫県警
察本部生活安全企画課職員、法テラス兵庫
弁護士
◆受講料 無料 ◆申込締切 7 月 19 日(水)

｢ＤＶについて知る
～大切な人を守るために～」★
◆日 時 平成 29 年 7 月 26 日(水)
13:30～16:00
◆会 場 県立男女共同参画センター

※講座の詳細は、下記までお問い合わせください。

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
※14:00～17:00

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 随時受付。返信は原則として１週間以内
平成２９（２０１７）年７月号（Ｖｏｌ．７６） ※毎月１日発行
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