平成３０年１月号 Vol.８２
兵庫県男女共同参画推進本部
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「第21期男女共同参画アドバイザー養成塾」企画発表会・修了式

12月7日、半年間にわたって開催してきた
「第２1期男女共同参画アドバイザー養成塾」
(全25回)の最終日を迎えました。
受講生が、講座後半のグループワークで検討し
てきた事業企画を発表。｢ハラスメントってなあ
に？～日常生活に潜むハラスメントについて考
える～｣｢男も楽しむ楽家事のススメ｣｢病と共に
輝く人生～ガンカフェ 笑いと癒しの居場所づく
り～｣など、テーマも対象者もバラエティに富んだ
４つの企画が提案されました。寸劇を交えて発表
するグループ
もあり、各グ
ループとも工
夫と練習を重
ねてきたこと

が伺える発表会となりました。
参加者全員による投票の結果、｢もし、あした
大災害が起こったら？～女性が知っておくべき
避難所の話～」が最
も得票を集め、イー
ブンで今年度中に実
施する企画に選ばれ
ました。
修了式では、修了者20名の代表者にイーブン
の野澤所長から修了証書が手渡され、続く有本
県女性青少年局長のあいさつで閉講しました。
続いて開催された交流会では、修了生とボラ
ンティアで講座運営に携わってくださったサポー
ターが講座の感想や、今後の活動の抱負などを
熱心に語り合いました。
（問）県立男女共同参画センター078-360-8550

10/26､12/9

兵庫県政 150 周年記念事業
多様な働き方応援シンポジウム

女子大学生キャリアデザインセミナー開催
就業と女性特有の結婚・妊娠・出産といった
ライフイベントも含めた｢キャリアデザイン｣
を描くきっかけづくりとして、女子大学生キャ
リアデザインセミナーを 10 月 26 日(木)と
12 月９日(土)に神戸市内で開催し、66 名が参
加しました。
ワールドカフェ方式で実施したグループワー
クは、学生が不安に感じていた、会社選びや
仕事と生活の両立、ステップアップ等につい
て先輩女性社員に直接尋ねる機会となりまし
た。参加した学生からは、｢先輩女性の生の声
を聞くことができ、普段から疑問に思ってい
たことが解消された｣｢様々なライフステージ
の歩み方を知って視野が広がった」といった
感想が寄せられました。

Ｃｈａｎｇｅ，ｏｒ Ｄｉｅ！
～やめられない、とまらない
カルビーの女性活躍♪～
｢女性の活躍なしに、カルビーの
将来はない｣という確固たる信念の
下、女性の活躍を積極的に推進し、
８期連続の過去最高益を達成した
松本会長をお迎えし、講演していた
だきます。
この機会に、｢女性活躍」や｢多様
な働き方｣等について考えてみませんか。
■ 日時 平成 30 年 2 月 9 日(金)13:30～15:30
■ 会場 クリスタルホール(神戸クリスタルタワー3 階)
■ 講師 松本 晃さん(カルビー株式会社
代表取締役会長兼 CEO)
■ 定員 200 名(先着順) ■ 受講料 無料
■ 一時保育 あり・無料・定員 12 名(1 歳半から就
学前まで、要予約）
■ 申込 ①QR コード、イーブン HP からインター
ネット、②FAX、電話、ハガキで、市区町
名、氏名、年齢、電話番号、所属、一時保
育の希望の有無をお知らせください。
※詳細は、下記ホームページをご覧ください。
http://www.hyogo-even.jp/kouza.html#3002tayou

（問）県男女家庭課 078-362-3160

（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・ご案内
11/21

第７期

第１回男女共同参画審議会開催

兵庫県では、男女共同参画社会づくり条例に基づ
き、男女共同参画計画の決定・変更のほか、男女共
同参画社会づくりの促進に関わる重要事項につい
て審議することを目的として、｢男女共同参画審議
会｣を設置しています。
今年度、有識者や団体の代表者等17名の委員の
参画のもと、｢女性の活躍と働き方改革に向けた具
体的方策｣を審議テーマとする第７期男女共同参画
審議会を設置し、11月21日(火)に県立のじぎく会
館で、第１回全体会を開催しました。県における男
女共同参画の推進状況等に関する報告に続き意見
交換を行い、委員からは、女性の就業率や男性の育
児休業取得率等が話題になる中、女性が就業の場等
で一層活躍していくために、｢女性にばかり負担を

強いるのではなく、男性が家事・育児へ参画するこ
とが不可欠｣｢職場の管理職の意識改革が必要｣「若い
世代への意識付けが必要」などの意見がありました。
今後も、男女共同参画社会の形成に向けたご意
見・ご要望を頂くため、定期的に審議会を開催する
こととしています。
(過去の審議会の議事録については、県ホームペー
ジをご覧ください。)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk17/ac15_000000428.html

(問)男女家庭課

11/29

女性のための働き方セミナー

12/5

｢仕事と生活が楽しくなる
手帳で時間管理術｣
“ワーク・ライフ・バランス”｣
時間を効率的に使うために、手帳を使った時

078-362-3160

女性のための働き方セミナー

｢行政書士に学ぶ！
起業にまつわる手続き｣

今回は、兵庫県行政書士会のご協力により、
辻村さおり先生をお迎えし、初めての起業に必
要な手続きをテーマに開催し
ました。
起業の準備をしているけれ
ど、個人事業主の届け出は？
法人の設立は必要なの？飲食
店を開くにはどこに届け出る
の？物販をしたいけれど免許はいるのかしら？
などなど起業の内容により必要な手続きも届け
出先も様々。誰に聞いたらいいのかも分からな
いと悩みは尽きません。
今回のセミナーでは、開業に必要な手続きか
ら税の申告まで受講者が気になるポイントを幅
広く丁寧に説明。セミナー終了後もたくさんの
方が質問する姿が見られました。
受講者からは｢創業に関するセミナーはある
が、具体的な手続きのものはなかったのでよかっ
た｣｢何から始めていいのか、どういった手続き
が必要なのか全く分からない状態だったので、参
加してよかった」という意見が聞かれました。

間管理術(タイムマネジメント)を学びました。
ワークを取り入れながら、タイムマネジメン
トの必要性を再確認。取り組みのポイントや具
体例を盛り込みながら、手帳の記入方法から予
定が終了したあとの処理までの解説に加え、効
率的にメールを書いたりチェックするタイミ
ングについてもアドバイスがありました。
さらに、簡易な時短ツールとして、携帯の保
存メールを買い物リストに活用し、買い忘れを
防止するといった方法も紹介していただきま
した。
講師の体験話や事例がたくさん盛り込まれ
ていて、受講生からは｢TODO リストの使い方
がとても参考になった｣｢手帳の書き方をする
のかと思ったが、付箋を利用したもので、とて
も斬新だと思った｣との声があり、セミナー終
了後も講師にアドバイスを求める受講者も多
く、好評のうちに終了しました。

(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
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県内市町･地域･企業の取り組み
伊丹市 ＤＶ防止講演会
「それってデート
12/11 ＤＶなんじゃない？」

阪神北・阪神南

阪神北・阪神南地域ブロックが
初の試みとして共同でシンポジウムを開催します。
◆「みんなちがって、それがいい～自尊感情を大切に～」
日時：平成 30 年 2 月 18 日(日)13：00～16：45
会場：宝塚市立中央公民館 1 階ホール
内容：シンポジウム＆ワールドカフェ
コーディネーター：北野 さと子さん(宝塚市議会議長)
講師：金 慶子さん(伊丹市人権教育指導員)
「韓国人として生きて」
迫 裕太さん(｢学生団体SMILE｣創設者)
｢自殺･性産業など若者の社会問題｣
村井 琢哉さん(社会福祉士、NPO法人山科醍
醐こどものひろば理事長)
｢貧困とひとりぼっちのないまち｣
波多野 靖之･カナエさん(男女共同参画アドバイザー)
「ジェンダー(男らしさ･女らしさ)にとらわれ
ない生き方」
小林 ひかりさん(｢宝塚発達コミュニティ花｣代表)
｢発達障がいの子どもとの日々｣
定員：150 名(先着順)
参加費：無料
締め切り：2月16日(金)
※申込方法：申込書に必要事項を記入の上、阪神北県
民局県民課(担当暮石)宛FAXまたはメール
FAX：079７-86-4379
ｍail：danjokyoudousankaku@gmail.com

市内の高等学校と連携してDV防止講演会を
毎年開催しています。今年度は立命館大学産業
社会学部教授斎藤真緒さんを講師にお迎えし、
デートＤＶについて講演。｢お互いにとって『楽
しい恋愛』『対等な恋愛』ってなに？｣「デート
＋DVの意味」を理解し合いました。また、ス
マホの使用により24時間どこにいてもそばに
いるように思えることから来る｢生きづらさ｣
や、｢彼氏追跡アプリ｣等本人の同意なしに情報
が送られる恐ろしさについて、大学で日々学生
と接しておられる先生の体験を踏まえ、温かい
ハートで語っていただきました。
自尊感情や自分らしく生きることの大切さ、
恋愛なのか、暴力なのかを気づき合い、自分も
相手も大切にできる恋愛とは何かに気づいた生
徒も多く、寒さも忘れ興味を持って聞き入って
いる様子がとても印象的でした。

(問)伊丹市立女性・児童センター072-772-1078

(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：株式会社竹中工務店神戸支店（神戸市中央区）
■代 表 者：支店長 弦田 康平
■事業内容：建設業
■従業員数：242 人（神戸支店：平成 29 年 2 月末時点）
■Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.takenaka.co.jp/
竹中工務店は 1610 年の創業以来、建築を専
業とし、ランドマークとなる多くの建築物を手が
け、社会発展の一翼を担ってきました。
建設業界でも女性活躍推進の動きが活発です
が、同社はその先駆けとして、トップのリーダー
シップのもと、本社の｢ダイバーシティ推進グルー
プ｣を中心とする推進体制を構築し、全社挙げて
取り組んでいます。e ラーニングや職場ダイアロ
グの実施により、管理職等の意識向上を図るとと
もに、｢育休取得社員へのサポート制度｣｢女性社
員に特化した研修やジョブローテーションの実
施｣など制度や取組を充実、平成 29 年４月入社
の女性技術者の採用数は業界トップを誇ります。
さらに活躍の場を広げるため「地域限定管理職制
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度｣を導入、女性作業所長も誕生しています。
加えて、同社創立の地でもある神戸支店では、
部門横断的に独自にワーキンググループを結成、
｢もっと働きやすい職場環境を作ろう｣をテーマ
に、女性も男性も働きやすい作業所を目指した職
場環境巡回をはじめ、モノづくりの意識向上のた
めの勉強会や多様な働き方に関する意見交換会
の開催、社内への情報発信、社外交流などの草の
根的な活動を実施。企業主導の形だけではなく、
社員の自主的な取組が加わることにより、支店ぐ
るみのムーブメントにつながっています。
今後も、これまで女性が少なかった部門でも積
極的に管理職登用するなど、幅広く人材が活躍で
きる職場づくりを進めます。
(問)県男女家庭課

078-362-3160

参加者募集中の講座・お知らせ
★女性のための心理講座
「～自分を大切にするために～
他人に振り回されない心をつくる」★

★育休復帰応援セミナー
「育休復帰目前！準備･対策セミナー」★

｢人の顔色を見て､ビクビクしてしまう｣｢強く言われたら断
れない｣ということはありませんか。人間関係が苦手だと感じ
ている人は身近で影響力のある人たちに､日々、振り回されて
いるのかもしれません。考え方のクセや思い込みに気付いて
修正する方法を学び、人間関係の変化をめざしましょう。
◆開催日時と内容 ※時間は両日とも 10:00～12:00
実施日
内容
平成30 年1 月26 日(金) 他人に振り回される原因とは？
平成30 年2 月 2 日(金) 人間関係の変化のために
◆会
場 県立男女共同参画センター
◆講
師 同センター 女性問題カウンセラー
◆対
象 次の①～③すべてに該当する女性
①テーマに関心のある方
②県内在住または在学・在勤の方
③２回連続受講可能な方
◆定
員 20 名(応募多数の場合は抽選) ◆受講料 無料
◆一時保育 あり(1歳半～就学前まで、要予約･無料･定員９名)
◆締め切り 1月15日(月)
◆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・持参又は電話

職場復帰が近づくにつれ、仕事と家庭・育児の両立
など、いろいろ不安になってきませんか？
復帰後の生活をイメージしながら、仕事・家事・子
育て・そして自分の心と身体、いろいろな角度から、
復帰に向けた準備のポイントをお伝えします。
準備を整えて、自信を持って職場復帰しましょう！
◆日時 平成 30 年 1 月 31 日(水) 10:00～12:00
◆会場 県立男女共同参画センター◆受講料 無料
◆講師 森本 紀子さん(NPO 法人【夢コネクト】理事長、
キャリアカウンセラー）
◆対象 産休・育休中の方、将来的に育休を取得して
働き続けたいと考えている方
◆定員 10 名(組)(応募多数の場合は抽選)
※お一人での参加、パートナーとの参加、
どちらでもご参加いただけます
◆一時保育 あり(1歳半～就学前まで、要予約･無料･
定員６名) ※1歳半未満のお子さまは、
抱っこやベビーカーで同席可。
◆締め切り 1月19日(金)
◆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・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
3/24(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３０（２０１８）年１月号（Ｖｏｌ．８２）
HP：http://www.hyogo-even.jp/
※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
【 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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