平成２９年１1 月号 Vol.８０
兵庫県男女共同参画推進本部

11 月 12 日(日)から 11 月 25 日
(土)までの２週間は、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｢女性に対する暴
力をなくす運動｣期間です。
夫やパートナーからの暴力、性犯
罪、売買春、人身取引、セクシュアル･
ハラスメント、ストーカー行為等の暴
力は女性の人権を侵害するもので、
決して許されるものではありません。

期間中、女性に対する暴力根絶
のための啓発活動や、ポスターや
リーフレットを活用したキャン
ペーン等が県内各地で実施され
ます。
この機会に、県民、地域団体･
NPO、企業、行政等が一体となっ
て、暴力に悩む女性を生み出さな
い、暴力を許さない社会づくりに
取り組みましょう。

配偶者等からの暴力に悩んでいるが、どこに相談したら良いか分からないという方。
一人で悩まずに、まずはご相談ください。
内閣府の設置する DV 相談窓口
県が設置する女性のための主な相談窓口
〇兵庫県女性家庭センター
電話：078-732-7700

0570-0-55210

毎日

9:00～21:00

〇兵庫県立男女共同参画センター･イーブン
電話：078-360-8551
月～土 9:30～12:00,13:00～16:30

全国共通の電話番号
です。最寄りの相談
窓口に電話が転送さ
れます。

（問）県男女家庭課 078-362-3160

「女性に対する暴力をなくす運動特集」
2001年に制定された｢配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保護等に関する法律｣は、男
性、女性双方の暴力を対象としています。しか
し、配偶者等からの暴力の被害者の多くは女性
であり、その被害が深刻なことから、まず、女
性に対する暴力を根絶することが急務となっ
ています。
そのためには、暴力の背景となる男女の経済
的・社会的な格差の解消が必要です。同時に、
暴力や暴力による被害を「限られた人の限られ
た問題」｢個人や家庭に因るもの｣と見過ごすこ
とがないよう、私たち一人ひとりが「暴力」に
ついて学び、暴力のない社会をつくることが必
要です。
今回は、近年の｢精神的な暴力＝モラルハラ
スメント｣に関する問い合わせの増加を受け、
DVD｢夫の虐待を許さない！―夫婦のモラル・
ハラスメント―」をご紹介します。この作品は、

物理的な暴力がない
ために見逃しがちな
モラルハラスメント
の構図を、夫婦・親
子といった家庭内の
ケースを通じて描い
た19分の映像資料
です。
他にも、地域や企
業での勉強会・研修
に利用していただけ
る映像資料 DVD を
貸し出しています。
郵送での貸出・返却や、上映可能な映像資料
リストの送付も承っています。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。
イーブン情報図書室 TEL078-360-8557
(月～土・9時～17時)
（問）県立男女共同参画センター
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078-360-8550

イーブン事業報告
女性のための再就職セミナー

スキルアップ再就職準備支援補助金

10/5､ 求人票の見方！読み方！
10/6 正しい履歴書作成と面接の準備
～再就職に向けてあなたの一歩を応援～
１日目は求人票の見方や自己分析を実施。求人票
のサンプルを使って、企業が求める人材のヒントを
さがしました。２日目は正しい履歴書作成と面接攻
略法で、実際に履歴書を作成した後、グループ発表
し、知識のシェアに取り組みました。
｢求人票の見方にも色々な角度があることに気づ
いた｣｢面接ロールプレイで自分の弱点が分かって
良かった｣等の感想があり、それぞれの就職活動に
プラスになる知識が得られたようでした。
次回の女性のための再就職セミナーは12月12日
(火)に開催。申し込みは今号の 4 面をご覧ください。

（問）県立男女共同参画センター078-360-8550

（問）県立男女共同参画センター078-360-8550
参加者募集

再就職をめざす方が資格取得やスキルアッ
プのために受講した講座受講料の一部を補
助します。
■対象者：県内在住で育児や介護、病気等
の理由により離職し、県内で再就職をめ
ざす方
■対象講座：厚生労働大臣が指定する教育
訓練で平成 26 年 4 月 1 日以降に開始し、
平成 30 年 3 月 31 日までに修了するも
の(その他要件あり)
■上限額：10 万円(入学料及び受講料の合
計金額の 20％以内)
■申請方法：補助金交付申請書(ダウンロー
ド可能)等をセンター宛郵送(持参可)
※詳しくは下記ホームページをご覧くだ
さい。
http://www.hyogo-even.jp/joseishugyou.html

参加者募集

ワーク・ライフ・バランスセミナー
～新しい働き方を考える～

ひょうご家庭応援県民大会を開催します

11 月 23 日は「ワーク・ライフ・バランス」
の日です。本県では、11 月を多様で柔軟な働き
方により、誰もが働きやすい雇用就業環境の創出
をもたらす「ワーク・ライフ・バランス推進月間」
と定めています。月間に合わせ、県内３カ所にお
いて地域セミナーを開催します。
＜神戸地域＞
◆日時：平成 29 年 11 月 1 日(水)14:00～
◆場所：兵庫県中央労働センター 小ホール
◆事例発表：株式会社松田ポンプ製作所
◆講演：「企業の生き残りのために働き方を考える」
講師：中山 正人さん(office G＆C 代表)
＜尼崎地域＞
◆日時：平成 29 年 11 月２日(木)14:00～
◆場所：尼崎商工会議所 701 号室
◆座談会「仕事のムダを減らして生産性を高める」
◆講演：「企業の生き残りのために働き方を考える」
講師：中山 正人さん(office G＆C 代表)
＜姫路地域＞
◆日時：平成 29 年 11 月 27 日(月)14:00～
◆場所：姫路労働会館 ３階多目的ホール
◆事例発表：株式会社新宮運送、日高食品工業株
式会社
◆講演：
「企業の生き残りのために働き方を考える」
講師：中山 正人さん(office G＆C 代表)
（問）県男女家庭課 078-362-3160

兵庫県では、家庭・家族の大切さを考え、き
ずなを深めるとともに、
地域で家庭を支える取
組を進めるため、国の「家族の日」「家族の週
間」に合わせ、
「ひょうご家庭応援県民大会」
を開催します。
◆日時：平成 29 年 11 月 11 日(土)
13:00～15:15
◆場所：兵庫県公館 １階大会議室
(神戸市中央区下山手通４丁目４－１)
◆プログラム
○第 10 回「家族の日」写真コンクール表彰式
○事例発表
★「地域の子どもは、地域で
守り・地域で育てる～子ど
もは地域の宝～」
兵庫県連合婦人会
発表者：山根 延子さん
★「子育て支援・子ども食堂」
神戸市婦人団体協議会
発表者：玉田はる代さん
▲ 第 10 回「家 族 の 日 」
森田 祐子さん 写真ｺﾝｸｰﾙ知事賞受賞作品
○講演
「歌で気づく、歌って築く、家族のきずな」
講師：石田 裕之さん
シンガーソングライター・防災士
（問）県男女家庭課 078-362-3160

- ２ -

県内市町･地域･企業の取り組み
神戸 働き続けたいあなたの未来を考えよう
～2037 年あなたの仕事がなくなる？！～
｢ワーク・ライフ・バランス｣や「働き方改革」が求
められている中、ＡＩやＩＴの発展は社会を大きく変
化させています。そこで、20年後の働き方がどうな
るか考えるセミナーを10月21日に開催しました。
最初に、｢社会は
変わる、それも加
速度を上げて｣を
テーマに講演。国
の政策や雇用の現
場で起きているこ
と、今後なくなる仕事となくならない仕事等につい
て説明がありました。｢労働の価値観が変わり、『働
き方改革』のみならず『生き方の改革』を考える必
要がある｣ことを結論とされました。次に｢ＡＩにお
ける危険性と期待される役割｣と題して、最近メディ
アに取り上げられた事例から見えてきた課題を紹介。
最後に参加者がグループに分かれて｢ＡＩの利用
方法と男女共同参画｣等について活発に意見を交わし
ました。
11月25日(土)は、
「遺品整理･福祉整理の現場から
～モノが語る生きた道～」をテーマに、孤立死の現状
を知り、私たちに何ができるのかを考えるセミナーを
開催します。ご参加お待ちしています。

尼崎市 じんけんスタディツアー
10/17 第3回事業
「ＬＧＢＴを知ろう！」
尼崎市では、毎年じんけん
スタディツアーを６回連続
で開催しており、その中の１
回を男女共同参画の視点か
ら人権を考えるテーマにし
ています。
今年度は、れいんぼー神戸・LGBTスピー
カーネットワークの内藤れんさんを講師に
迎えて、多様な性に配慮する必要性を学びま
した。
初めに用語の説明が丁寧にあり、性の４つ
の指標、LGBTの人が困ること、その対応策
案、カミングアウトの受け止め方などについ
ての講演と質問タイム。具体事例がたくさん
盛り込まれ、初めてLGBTを学ぶ方にもとて
も分かりやすい講座でした。

(問)尼崎市女性センター06-6436-6331

(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

◆◆平成 29 年(第 2 回)ひょうご女性活躍企業表彰

受賞企業紹介◆◆

■会 社 名：株式会社チャイルドハート（神戸市西区）
■代 表 者：代表取締役社長 木田 聖子
■事業内容：保育サービス
■従業員数：150 人（平成 29 年 2 月末時点）
■Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.child-heart.com/
木田社長が主婦と保育士の経験を通じ、｢安心
して子どもを預けられる保育園を作りたい｣との
思いから起業し、平成 12 年に設立された株式会
社チャイルドハート。現在は直営保育園のほか、
多数の企業内保育園も運営しています。
主婦の視点は保育園の運営だけでなく、職場環
境づくりにも活かされています。木田社長は、｢女
性が働き続けられる職場｣を実現するため、社の方
針として｢社員の幸せ追求｣を掲げ、毎日保育園を
巡り一人ひとりのスタッフと面談するほか、きめ
細かなアンケートにより、スタッフそれぞれの思
いや悩みに寄り添い、真摯に向き合っています。
一方、スタッフの希望・要望にはいち早く対応、
｢社内保育所の整備｣｢給食の無料支給｣｢正社員・
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短時間正社員・パートの転換制度｣等、仕事と家
庭の両立支援のための制度を充実してきました。
また、気兼ねなく制度を利用できるよう、スタッ
フ間のチームワークを重視、パートも含め有給取
得率 100％を達成する等ストレスや不公平感な
く働ける職場づくりを進めた結果、ハードワーク
のイメージの強い業界で職場定着を果たしてい
ます。業種柄、社員は女性が多く、まさに「女性
活躍」の職場ですが、男性保育士の採用にも積極
的で、男性の園長がいるほか、定年制を置かずシ
ニア保育士も活躍するなど、多様な人材を活用し
ています。｢保育事業の充実｣｢女性が働き続けら
れる職場づくり｣の両面から、社会の女性活躍を
推進しています。
(問)県男女家庭課

078-362-3160

参加者募集中の講座・お知らせ
★在宅ワークチャレンジ基礎セミナー★
在宅ワークについて、仕事の種類や獲得方法、心構
えを学びます。話題のクラウドソーシングの情報も！
◆日
◆会
◆講

時 11 月 30 日(木)13:30～15:30
場 県立男女共同参画センター
師 齋藤 晴美さん(インプルウヴ代表･
中小企業診断士)
◆対
象 在宅ワークに興味がある方
◆内
容
〈在宅ワークってどんな仕事の仕方？〉
仕事の種類、働き方、獲得方法を知り、自分に合
う在宅ワークを考えます。
〈在宅ワークの心構えを学ぼう〉
進め方やトラブル対処から自分が望むワークの
進め方を考えます。
◆定
員 40名(先着順)
◆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)
◆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

★女性のための再就職セミナー
「面接なんて怖くない♪」★
就職のためには避けて通れない“面接”
。
｢面接に自信がない｣｢面接での質問にどう答え
たら良いのか不安｣等の声が多く聞かれます。この
セミナーでは、面接会場への入退出から、面接の
ためのマナー、応対法など実戦形式で学びます。
今日から、自信を持って面接にチャレンジでき
ること間違いなしです！
◆日
◆講

時 12 月 12 日(火)10:00～16:00
師 中矢 才子さん（産業カウンセラー、
キャリアコンサルタント）
◆会
場 県立男女共同参画センター
◆定
員 再就職を希望する女性12名(先着順)
◆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)
◆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
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１１月号（Ｖｏｌ．８０） ※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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