平成２９年８月号 Vol.７７
兵庫県男女共同参画推進本部

平成 29 年（第２回）
「ひょうご女性の活躍企業表彰」表彰式の開催
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７月７日「平成 29 年ひょうご女性の活躍
企業表彰」表彰式が、クリスタルホールで行
われました。
この表彰は、平成 27 年 7 月に発足した
「ひょうご女性の活躍推進会議」の取組の一つ
として、女性活躍の気運を醸成するため、女
性の育成・登用や職場環境の改善等に取り組
んでいる事業所をたたえるものです。第２回
目となる今回の表彰では、様々な業種・規模
の計６社が受賞しました。

各受賞企業の取組については、ひょうご女性
の活躍推進会議 HP をご覧ください。
https://w-hyogo.jp/infomation/

表彰式にて審査委員会の井野瀬委員長を囲んで記念撮影

受賞企業（50 音順）
☆株式会社 アシックス
☆株式会社 基陽
☆株式会社神戸製鋼所
☆株式会社竹中工務店 神戸支店
☆株式会社チャイルドハート
☆プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社（P＆G)
（問）県男女家庭課 078-362-3160
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ひょうごフォーラム

｢居場所｣のない男、｢時間｣がない女～幸せになるために、今、必要なことは～
詩人、社会学者、國學院大學経済学部教授
で一児の母親でもある水無田気流さんから、
男性、女性の生きづらさについて、ユーモア
たっぷりに講演いただきました。
まず日本の男性は、世界で最も孤独である
と指摘。そこから生じる「関係貧困」が自殺、
孤独死、引きこもりの要因になっているとさ
れました。さらに高齢化率や生涯未婚率が増
加する中、状況はより深刻になるおそれがあ
ります。この背景にあるのが「男性の仕事第
一主義」で、これが男性を一律に不審者扱い
する「平日昼間問題」やCM等に表された夫
不要論にもつながっているとされました。
次に女性の陥っている「時間貧困」を解説。
仕事と家事の時間を合算した総仕事時間でみ
ると、日本の既婚女性は世界一忙しい状態に
あります。また、育児に求められる水準が高
い一方で、家庭生活や子育ての満足度は低く
なっています。こうした状況にある女性に、

仕事の場において、さらなる活躍を求める
のは「日本女性超人化計画」に他ならないと
されました。
最後に、課題を乗り越えるために、男性は
仕事、女性は家事・育児を担うという従来の
「標準世帯」を前提とした社会制度の見直し
を提言。女性を企業等のメンバーに、男性を
家庭・地域社会のメンバーとし、男女を問わ
ず総合的に働き方・暮らし方を見直し、「働
き方改革」とともに「暮らし方改革」を行う
必要があると結ばれました。

（問）県立男女共同参画センター078-360-8550
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イーブン事業報告
男女共同参画セミナー
男女共同参画を可能にする家庭科教育
～女性のチャレンジを支える男性の家
庭参画～

男女共同参画概論 ～男女がともに
いつでも どこでも いきいきと～
6/29 講師：勝木 洋子さん(神戸親和女子大学発達教育学部教授)
男女共同参画を推進する
理由や視点について、パワ
フルに講演いただきました。
ジェンダー格差が144ヵ国
中111位である我が国の状
況や、近年、問題となって
いる｢高齢男性のひきこもり｣
｢未婚男性の突出した不幸感｣
｢夫在宅ストレス症候群｣等
に触れ、その底流にある｢男らしさ、女らしさと
は何か｣を問いかけました。
その上で、次世代のためにも社会を変革し、
誰もが生きやすい社会(男女共同参画社会)を構
築する必要があるとし、｢女性の活躍促進｣は全
ての人に関わる人権問題であるとされました。
さらに参加者とのワークを通じ、｢公正と公平
性」は人間に欠かせない社会的資源であること
を指摘するとともに、｢自分を大切にする｣こと
の重要性を訴えられました。

6/29

講師：小﨑

恭弘さん(大阪教育大学教育学部准教授)

講師の小﨑さんは、学校
における家庭科教育の変遷
等を示しながら家庭科教育
における男女共同参画の必
要性を説明。家庭科は社会
の変化に対応するための実
践的教科であり、自らが人
生の主人公になるという意
識とその実践である｢ライフ
デザイン｣を家庭科を通じて伝えることが必要
であると話されました。
加速度的に変化する現代社会は、これまでの
生き方が参考にならないモデル不在の時代と言
えます。このため、自らが自分の人生の責任に
おいてライフデザインをし、そのための努力を
することが求められているとユーモアを交えて
お話いただきました。
また、スマートフォンアプリを使ったアクティ
ブラーニングも体験しました。

性的マイノリティの人権
～SOGI(性的指向･性自認)の多様性と社会～
冒頭、講師の東さんから、
多様性のとらえ方の変化に
ついて説明。
性別や年齢、国籍、障害
の 有 無 等 の 多 様 な 人 で組
織・社会が構成される「ダ
イバーシティ (多様性)」を
進めていく中、合理的な配
慮をすることによって、誰
もが公平に参画できる組織・
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講師：東 優子さん(大阪府立大学大学院
人間社会システム科学研究科教授)

社会・文化づくり｢インクルージョン(包摂)｣に取
り組む必要があると話されました。
また、その中で性的マイノリティ、LGBTなど
のことばをめぐっての歴史的背景と最近の国際的
な潮流などについても詳しく説明されました。
そして、金子みすゞさんの「みんなちがって、
みんないい」、ミルトン・ダイアモンドさんの「自
然は多様性を好むが、社会がそれを嫌う」という
ことばを紹介し、多様性を認め合うことの重要性
等について訴えられました。
（問）県立男女共同参画センター

078-360-8550

7/11 働く女性のためのステップアップセミナー ｢～見直そう～“職場のコミュニケーション”｣
コミュニケーショントレーナーの小林清美さ
んを講師に迎え開催しました。
エニアグラムという質問票を使って自分がど
のタイプかを認識し、どうすれば他のタイプの
方とコミュニケーションがスムーズにできるの
かを、エクササイズも交えて話し合いました。

受講生からは｢自分のことがよく分かった｣｢エニ
アグラムが実用的
で、人の心、経験
に響くものだった」
という声が寄せら
れました。

（問）県立男女共同参画センター078-360-8550
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県内市町･地域･企業の取り組み
東播磨

6月29日､｢10年後の自分をイメージす
る｣をテーマに相生学院高等学校加古川学習センターの
３年生を対象として出前講座を開催しました。
講師の落水七重さんから男女共同参画社会について
説明いただいた後､｢自分の強み」や｢自分の未来年表｣を
記入するワークを行い、｢10年後の自分宣言｣をグルー
プで発表。講師からは､｢10年後こうなりたいと具体的
に文章にすることが重要。そのために今から何をやらな
ければならないかを考え、行動に移すことが大切」とい
うメッセージが送られました。
参加者からは「将来につい
て具体的に考える時間を過
ごせてよかった｣との感想が
寄せられました。

丹波市 平成29年度男女共同参画講演会
6/23 ～地域自治の担い手としての｢女性｣～

７月2日の日曜日に､｢酒蔵から知る北播磨
の魅力～蔵をささえる女性たち～｣をテーマにセミナー
を開催しました。神結酒造株式会社専務取締役の長谷
川妙子さんから日本酒の歴史や最近の社会情勢によ
る日本酒造りへの影響、北播磨の魅力等について語っ
ていただき、酒蔵へ移動して説明を受けました。
「酒造りは酒蔵で働く杜氏・蔵人や社員だけでな
く、夫が留守の間、家を守る
女性達の支えなくしてはで
きない｣｢家族がそれぞれの
場所で役割を果たし、お互
いに尊敬し合い、感謝する
ことが大切」と話されました。

男女共同参画週間
の啓発事業として、
藤井和佐さん(岡山
大学大学院教授)を
講師にお迎えし、講
演会を開催しました。
「意思決定の場に
女性がいるだけで質が変わる｣｢無理に発言をし
なくてもよいのでしっかり聞くこと｣｢意思決定
の場にいることは女性にも義務がある｣｢女性の
参画には家族、周りのサポートが必要｣｢女性の
参画には順序が必要｣など、事例紹介も交えなが
ら、具体的にわかりやすくお話しいただきました。
参加した女性からの｢大きな役が回ってくる
のが怖いが」という質問に対し、藤井さんは｢怖
がらず、引き受けてください｣と女性参画に期
待を込めて励まされました。
今回、多くの自治会役員の参加があり、自治
会長会の総会でも藤
井先生の講演を望む
声があがるなど、意
識改革につながる大
変有意義な講演会と
なりました。

(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

(問)丹波市まちづくり部人権啓発センター 0795-82-0242

北播磨

110 年ぶりに刑法が改正されました
性犯罪を厳罰化する改正刑法が平成 29 年７月 13 日
に施行されました。主な改正内容は以下のとおりです。
(1) 強姦罪の名称を｢強制性交等罪｣と改称し、被害者
及び行為の対象を拡大。被害者については男性も
含め、行為については性交類似行為も含める。
(2) 懲役３年だった法定刑の下限を懲役５年とする。
(3) 家庭内の性的虐待などに対応するため、脅迫や暴
行、被害者の抵抗の有無に関係なく、監護者が｢影
響力に乗じて｣及んだわいせつ行為や性交を｢監
護者わいせつ罪」
、｢監護者性交等罪｣とする。
(4) 起訴の要件として被害者の告訴が必要となる「親
告罪」規定を削除する。

平成 26 年に実施した内閣府の調査に
よると、異性から無理やり性交された経
験があった女性のうち、被害について
「どこ（だれ）にも相談しなかった」と
いう回答が 67.5％と 7 割近い一方で、
警察に相談した人は 4.3％にとどまって
います。
被害者が誰にも相談できず、加害者を
訴えるこができない背景には、暴行脅迫
など、犯罪として認定されるためのハー
ドルが高いという問題が指摘されてき
ました。明治時代以来となる今回の大幅
な改正には、性被害者や支援者が長年求
めてきた内容が盛り込まれました。
詳細は法務省のホームページをご覧
ください。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00140.html
(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
★男女共同参画セミナー★

★仕事づくりセミナー～起業への一歩を踏み出そう～★

防災･復興における女性の参画とリー
ダーシップ～国際的な視点からみた
女性のエンパワーメントとは～

起業をめざしている方を対象に、会社の設立、社会保険、融資
等の事業主として必要な基礎知識を習得し、先輩起業家からの話
を聞く機会を設けるとともに、事業計画書の作成、営業活動等に
◆日
時 ８月１８日(金)
ついてグループワークにより学ぶセミナーを開催します。
◆開催日時
1３:３0～1６:０0
1 日目 8／26（土） 9:45～16:00
◆講
師 国際連合国際防災戦略事務局
２日目 9／2 （土） 10:00～16:00
(UNISDR)駐日事務所代表
３日目 9／9 （土） 10:00～16:00
松岡 由季さん
４日目 9／16（土） 10:00～16:50
◆定
員 40名(先着順) ◆受講料 無料
◆講
師 宇田 名保美さん（中小企業診断士）ほか
◆一時保育 1歳半～就学前まで
◆対
象 次のいずれの要件も満たす方
要予約・無料・定員８名
①県内に在住・在勤・在学で起業をめざす方
◆申込締切 8月11日(金)
②４日間全時間の受講ができる方
★次世代を担う女性たちを応援する
◆定
員 ３0名（先着順)
「ひょうご女性未来・縹（はなだ）賞」の
◆費
用 無料 ※別途交流会費必要(500円)
◆申込方法
所定の申込用紙に必要事項を記入の上、
候補者募集中！★
センター宛FAX・郵送・持参
様々な分野で活動する女性たちのネットワーク
「ひょうご女性未来会議」では、地域・社会で活躍す
る女性を表彰し応援するため、｢平成 29 年ひょうご ◆推薦基準
兵庫県内在住、在勤、在学、又は兵庫県を活
女性未来・縹賞」の候補者を募集しています。
動拠点としている概ね４０歳までの女性（団体
◆推薦方法 所定の用紙をセンター宛郵送又は持参
を含む）で、各分野で顕著な功績のある方、新
（自薦・他薦は問いません）
しい時代を切り拓く活動を行っている方など
◆申込締切 ８月 25 日（金）
※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
※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・8/24(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
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【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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