平成２９年１０月号 Vol.７９
兵庫県男女共同参画推進本部

９月 14 日、兵庫県農業共済会館で「兵庫
県子育て応援協定」と「男女共同参画社会づ
くり協定」の合同締結式が開催されました。
子育て応援に積極的に取り組む企業及び男女
共同参画社会に向けた職場づくりに積極的に
取り組む企業との協定を兵庫県が合同で締結
するもので、今回それぞれ 32 社(累計 1,264
社)、26 社(累計 1,247 社)が加わりました。
開会にあたり、有本県女性青少年局長は「将
来にわたって社会の活力を維持していくため
には、あらゆる場で、男女が互いの人権を尊
重し、責任を分かち合い、その個性と能力を
十分に発揮できる男女共同参画社会づくりに
努めていくことが重要」としました。
続いて、社会保険労務士ニシモト事務所代
表の西本恭子さんが「子育て・介護と仕事と

の両立支援～この会社で働き続けるために～」
として講演を行いました。西本さんは、子育
て・介護と仕事の両立には、必要な制度の利
用のほか、働き方の見直しが必要だと語られ
ました。講師の投げかけに対して行われた出
席者同士の意見交換は、仕事を続けるために
壁となることについて考えることで、今後の
働き方を考える機会となりました。

（問）県男女家庭課 078-362-3160

育児期女性の就業継続を図るため、比較的
保育所に入所しやすい４月をまたいで育児
休業を取得できるよう、法律が改正されまし
た。改正されたポイントを紹介します。
★ 保育所に入れない場合等は、２歳まで育
児休業取得が可能に
現在の育児休業期間は、原則「1 歳に達す
るまで」、保育園等に入所できない場合には
例外的に「1 歳 6 ヵ月」までとなっていま
した。今回の改正で、１歳６ヶ月に達した時
点で、保育園等に入所できない場合は再度申
し出ることにより「2 歳」までの再延長が認
められることになりました。育児休業期間の
延長に合わせ、育児休業給付金の給付期間も
延長されました。
★子どもが生まれる予定の方等に育児休業
の制度等を周知 (努力義務)

事業主には、労働者もしくはその配偶者が妊
娠・出産したとき、または労働者が対象家族を
介護していることを知ったときは、関連する制
度について個別に周知するための措置を講じ
ることが努力義務とされました。
★育児を目的とする休暇制度の導入促進(努力
義務)
事業主には、未就学児を抱えて働く労働者の
子育て支援として、新たに育児のために使える
休暇制度を設けることが努力義務とされまし
た。この休暇は、子の看護休暇や年次有給休暇
等、既に法律で定められているものとは別に、
学校の行事参加も含めた多目的に利用できる
休暇で、各企業の実情に応じた整備が望まれて
います。
詳しくは、厚生労働省のホームページでご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
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イーブン事業報告
男女共同参画セミナー

9/6 ＤＶ防止法律セミナー

防災・復興における女性の参画とリーダーシップ
8/18 ～国際的な視点からみた女性のエンパワーメン
トとは～

講師：松浦 真弓さん
(法テラス阪神法律事務所常勤弁護士)

講師：松岡 由季さん
(国際連合国際防災戦略事務局(ＵＮＩＳＤＲ)駐日事務所代表)

松岡さんは「災害イコール“自然”では
ない。自然現象である地震や台風そのもの
を止めることはできないが、社会の脆弱性
に対処することで、災害による被害を軽減
することが重要である｣と指摘し、｢貧困や
都市化等の社会的・経済的要因、インフラ
などの物理的要因、また環境的要因などにより脆弱性が
高まり被害を増大させる。これらへの対策が災害リスク
の軽減につながる｣ことについて解説されました。
その上で、日本は防災に関して多くの知見を持ってお
り、国際的に貢献できる分野であるとし、これまで国連が
3 回の国連防災世界会議を日本で開催し、そこで包括的な
国際的防災指針が採択されていることを説明されました。
また、防災分野において、他の課題に比べて進捗が遅
いものの、近年は防災・減災対策にジェンダーの視点を
取り入れる意識が国際的に高まっており、国連防災世界
会議においても、2005 年の｢兵庫行動枠組｣では、女性
のリーダーシップや意志決定への関与の重要性は言及さ
れませんでしたが、 2015 年の｢仙台防災枠組｣では、防
災・減災を推し進める主体として女性が強く認識されて
います。ご自身の経験も紹介しながら、防災・減災への
女性参画の重要性を参加者に呼びかけられました。
(問)県立男女共同参画センター

8/26､9/2､9/9､9/16

078-360-8550

県立男女共同参画センターと日本司法
支援センター「法テラス」兵庫地方事務所
(法テラス兵庫)が共催。県内市町の相談担
当職員や警察署、県の関係機関の職員等が
参加しました。
｢知っておくと役立つ法律知識を学ぶ｣
をテーマに、法テラス阪神の松浦弁護士が
DVの現状や課題について講演。保護命令
などDV防止法に関する基本知識や相談
を受ける際の注意点について、ご自身の経
験も交えて具体的に話されました。
また、法テラス兵庫事務局職員から業務
や犯罪被害者支援制度について説明した
後、利用する際の問い合わせから法律相談
までの流れを、模擬事例のロールプレイに
よりわかりやすく解説。
セミナー終了後も個別に講師に質問する
参加者も多く、｢大変わかりやすかった｣｢実
践で活かしたい｣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

078-360-8550

仕事づくりセミナー「起業への一歩を踏み出そう」

起業をめざす方を対象に毎年開催している
セミナー。今年も 4 週連続で開催し、31 名が
参加しました。
初日に 3 名の先輩起業家、カフェ｢３３+ ｻｰ
ﾃｨｰｻｰﾄﾞ珈 琲 ｣の 依 田 美 香 さ ん 、雑 貨 販 売
｢Ｃ hocolaＴan｣の加茂努さん、アロマテラピー・
ハーブサロン「arbre de l'espoir」の相神ゆり
さんをお迎えし、｢いろんな人の知恵・助けを
借りること｣といった助言をお聞ききしまし
た。受講者からは｢お金の話など“なるほど”
と思った」｢それぞれの体験談に勇気をいただ
きました｣との声が出ていました。
2 日目以降は、午前に融資、会社設立、社会
保険、広報といった基礎知識を学び、午後には
講師からの｢しっかりした事業計画の作成が重
要、他の人から意見を聞けるのは貴重な機会｣

という指導のもと、グループワークで意見を交
わしながら計画の完成度を高めました。最終日
には一人３分間のプレゼンテーションを行い、
しっかりと自分の計画や目標を発表していま
した。
毎年、修了者が起業に至っています。今回も
１人でも多くの方が夢を実現し、講師として戻
ってこられることを願っています。

（問）県立男女共同参画センター
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県内市町･地域･企業の取り組み
阪神南

北播磨

男性科学料理教室「秋ランチ
鯖ずしを作ろう」を開催します。
日時：10 月 28 日(土)10:30～13:30
場所：八千代コミュニティプラザ(多可
郡多可町八千代区中野間 650-1)
講師：村上貴美子さん(栄養士)
内容：男性にも簡単。科学の視点から、
旬を丸ごとランチに！！
実習費：500 円
定員：男性 25 名(女性も可)先着順
持ち物：エプロン、三角巾、マスク、フキ
ン(2 枚)、お箸、持ち帰り容器
申込：多可町生涯学習課
TEL 0795-32-5122
FAX 0795-32-1937

西宮市で男女共同参画社会の実現に向け
活動しているグループの紹介や意見交換等を行う
｢ひょうご西宮男女共同参画 EXPO 2017｣を開催
します。
日 時：10 月 14 日(土)10:30～17:00
場 所：スタジモにしのみや(阪急西宮ガーデンズ
5 階)
内 容：展示「西宮市の男女共同参画活動推進グ
ループの紹介｣｢兵庫県の男女共同参画施
策の紹介」
意見交換会 ｢西宮市の男女共同参画につい
て語り合おう！｣(14 時～15 時)
参加費：無料
申込：不要
問い合わせ：090－9712－7442
(阪神南地域代表 澤井さん)

中播磨

「中播磨地域活動交流メッセ＆姫路
港ふれあいフェスティバル秋版」に「男女共同
参画」をわかりやすく紹介するＰＲブースを出
展します。
日 時：10 月 29 日(日)10:00～15:00
場 所：姫路港飾万津臨海公園(姫路市飾磨区須加)

内

容：男女共同参画推進員活動紹介、兵庫
県の男女共同参画施策の紹介(パネ
ル展示等)
参加費：無料
申込：不要
問い合わせ：中播磨県民センター県民課
TEL 079-281-9197
(問)県立男女共同参画センター

078-360-8550

◆◆平成 29 年度(第 2 回)ひょうご女性活躍企業表彰 受賞企業紹介 ◆◆

■会 社 名：株式会社基陽（三木市）
■代 表 者：代表取締役社長 藤田 尊子
■事業内容：安全保護具の製造及び販売
■従業員数：31 人（平成 29 年 8 月末時点）
■Ｕ Ｒ Ｌ：http://kh-kiyo.com/
安全保護具等の製造・販売を行う株式会社基
陽は、
「じゃばら安全帯」でグッドデザイン賞を
受賞したほか、最近ではハローキティとコラボ
した工具収納バッグ等が人気を博すなど、顧客
ニーズの探求に基づくユニークな商品開発で注
目を集めています。
そのノウハウは職場づくりにも活かされてお
り、藤田尊子社長は、「社員第一主義」を掲げ、
誰もが働きやすく、働き甲斐のある職場づくり
を追求しています。
その結果、女性社員が自然と増加、社員数は
男性を上回るほか、入社５年目の女性社員を係
長に抜擢するなど、製造業にあって女性活躍を
推進しています。

働き続けるための充実した制度は大企業にも
ひけをとりません。特に休暇取得に積極的で、
３年以上勤続の社員が毎年取得できる７日間連
続の「リフレッシュ休暇」は取得率 100％を誇
ります。このほか、「メモリアル休暇」「ファミ
リー休暇」等様々な休暇制度を設けていますが、
高い取得率は社員の助け合いがあってこそ。多
くの社員が複数の部署を兼任することにより、
「お互い様」の精神が根付いています。全社員
が参加する社内委員会活動やレクリエーション
行事も活発に行われ、社員が役職や部署に関わ
りなく意見を言い合える環境となっています。
抜群のチームワークからユニークなアイデアを
生み出す、同社の取組から目が離せません。
(問)県男女家庭課
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参加者募集中の講座・お知らせ
★女性のための働き方セミナー★
｢応援します！初めての起業｣
～私の強みをビジネスに！～
得意なことで起業したい！身につけたスキルで私に
しかできない仕事をしたい！そんな熱意を持つ女性を
応援します。はじめの一歩は誰もが不安なもの。起業の
メリット、デメリット、自分の強みや夢をビジネスにつ
なげるために必要なことを学び、ぼんやりとしたイメー
ジをひとつずつ形にしましょう。
◆日
時 10 月 31 日(火)10:00～12:０0
◆会
場 県立男女共同参画センター
◆講
師 中谷 恭子さん(有限会社ネオナレッジ
代表取締役)
◆対
象 起業に興味や関心のある女性
◆定
員 10名(抽選)
◆受講料 無料
◆一時保育 あり・無料・定員6名
(1歳半～就学前まで、要予約)
※1歳半未満のお子さまは、抱っこやベビー
カーで同席可。
◆申込締切 10月18日(水)
◆申込方法 申込書に必要事項を記入の上、センター宛
てFAX・郵送・持参又は電話

★ひょうご女性未来会議 in やぶ
母ちゃんが支える“やぶぐらし”
～清く･いそしく･美しく～★
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
実現をめざす「ひょうご女性未来会議」を開催
します。
◆日
時 11 月 18 日(土)13:00～16:00
◆会
場 但馬長寿の郷 郷ホール
◆内
容
〈事例発表〉｢やぶの元気紹介！養父で輝く人々｣
発表団体：わはは牧場、出合校区協議会、わ
くわく食農くらぶ
〈縹賞表彰式〉次代を担う女性の活動を讃え、
応援する縹賞受賞者の表彰式
〈交流タイム〉リレートーク
◆定
員 100名(先着順)
◆参 加 費 1,000円
◆申込方法 申込書に必要事項を記入の上、セ
ンター宛て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
10/28(土)、11/25(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・1/24（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

ひょうご男女共同参画ニュース

平成２９（２０１７）年１０月号（Ｖｏｌ．７９） ※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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