平成３０年３月号 Vol.８４
兵庫県男女共同参画推進本部

平成３０年度兵庫県予算案

～男女共同参画社会づくりの推進～

県は 2 月 16 日、平成 30 年度当初予算案を発表
しました。一般会計は前年度当初比 158 億円減の
１兆 8,880 億円となっており、第 339 回定例県

＜すべての女性の活躍＞

議会での議決を経て成立します。男女共同参画に関
連する予算のうち主なものは、以下のとおりです。

＜仕事と生活の両立支援＞
■(拡)ひょうご仕事と生活センター事業(178,297 千円)

■ひょうご女性の活躍推進事業(9,048 千円)

ひょうご仕事と生活センターにおいて、企業等にお
けるワーク・ライフ・バランスの取組を支援し、誰
もが働きやすい職場環境を創出。

女性活躍の促進を図るため、様々な分野で活躍す
る女性や経済団体等と連携・協働し、社会全体の
気運醸成を図るとともに、職場における意識改革
や女性登用につながる研修等を実施。

■(拡)中小企業育児･介護代替要員確保支援事業(200,000 千円)
中小企業における育児･介護休業の取得及び育児･
介護による短時間勤務制度利用の促進のため、代替
要員の雇用に要する賃金の一部を助成。

■(拡)構成団体との連携による女性活躍の推進(1,000 千円)
女性活躍の促進を図るため、関係団体と連携して企業
経営者等への働きかけを行う他、女子大学生の就職や
キャリアデザインの意識を高めるための啓発を支援。

＜互いに支え合う家庭と地域づくり＞

■女性の就業サポート事業(18,085 千円)

■(拡)地域祖父母モデル事業(9,409 千円)

再就業等を希望する女性を支援するため、個別相談
やハローワークと連携した職業紹介等を県立男女
共同参画センターの女性就業相談室で実施。

子育て支援団体等が、会員登録した特定の子育て世
帯とシニア世帯同士をマッチングし、シニア世帯が
日常的な見守りや相談、緊急時の一時預かり等を行
い、個々の家族のような仕組みを確立できるよう、
地域における三世代家族の育成を推進。

■(新)女性活躍推進のためのネットワークづくり推進(2,500 千円)
働く女性が職種の枠を越えて情報交換を行う場づ
くりを支援するため、異業種交流会を開催する他、
フォーラムやホームページ等において、県内企業に
おける女性活躍の状況を発信する。

■中小企業育児･介護等離職者雇用助成事業(45,000千円）

＜安心して生活できる環境の整備＞
■(拡)ＤＶ防止対策(8,210 千円)
関係機関や民間支援団体との連携により、被害者の
保護･自立支援を強化。

育児、介護等の理由により離職した者の再就職を促
進するため、当該離職者を雇用した事業主に助成。

＜次世代への継承＞

■女性就業いきいき応援事業(5,615 千円）

■(拡)出会い･結婚支援事業(100,706 千円)

出産、育児等の理由で離職した女性の多様な働き方を支
援するため、再就業・起業のためのカリキュラムを提供。

少子化の大きな要因の一つである未婚化・晩婚化の
進行に対する取組として、社会全体で結婚を支援す
るため、出会いイベント・個別お見合い紹介等を通
じて独身男女の出会い・結婚を支援。

■育児･介護等離職者再就職準備支援事業(9,298 千円）
育児、介護等を理由とする離職者が、再就職に必要な知
識・スキルを得るため受講した教育訓練経費の一部を助成。

（新）：新規（拡）：拡充
（問）県男女家庭課 078-362-3160

お父さん応援フォーラム～男女共同参画社会づくり協定締結企業 1,277 社 3 団体に～
2 月 20 日、社会全体で子育て家庭を支援する
ため、｢男女共同参画社会づくり協定｣と｢子育て応
援協定｣合同締結式を兵庫県中央労働センターで
開催。仕事と家庭の両立や女性の能力発揮に向け
た環境整備、セクシュアル・ハラスメントの防止
等に取り組む企業との「男女共同参画社会づくり
協定」は、今回新たに 30 社が加わり、累計で
1,277 社 3 団体となりました。
締結式は、お父さん応援フォーラムの中で行わ
れ、有本県女性青少年局長から各企業の代表者一人
ひとりに協定書を手渡しました。
続いて、株式会社毛利マーク代表取締役の藤井淳
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史さんが｢地域社会を自分ごと化する｣と題して講
演。子育てのために時短勤務を取得したご自身の経験
から、こうべイクメン実行委員会を立ち上げたことや、
平成 22 年 2 月に｢こうべイクメン大賞｣を企画された
経緯について話されました。企業による事例発表では、
株式会社オーシスマップの白山美佐子さんが、社内で
のワーク・ライフ・バランスの取組のため、月一度は
「家族の日」とし
て、定時に帰宅す
る制度の創設や今
後の展開について
話をされました。
（問）県男女家庭課 078-362-3160

イーブン事業報告
2/９

多様な働き方応援シンポジウム「Change, or Die! ～やめられない、
とまらない カルビーの女性活躍♪～」を開催
講師：松本

晃さん（カルビー株式会社

今年度は、女性活躍・ダイバー
シティを積極的に推進し、働き方
改革を進めるカルビー株式会社の
松本会長兼ＣＥＯに講演いただき、
200 名超が熱心に耳を傾けました。
仕事は成果が重要、その成果を
出すためには変革が必要という信念の下、就任以
降取り組まれた様々な改革を紹介。定例会議をや
め、固定席をなくし、時短勤務・在宅ワークで働き
方を変え、給与体系を見直すなど、社員１人 1 人が
成果を出すために社内環境・制度を整え、しくみ・
文化を変えてこられた経緯と、業績アップに結びつ
いた理由を話されました。さらに、執行役員、工場
長などへの女性登用を積極的に進め、2020 年の

代表取締役会長兼ＣＥＯ）

女性管理職比率 30％達成に向けてダイバーシティ
を推進(2017 年 24.3%)。ワーク・ライフ・バラ
ンスではなくライフ・ワーク・バランスを進める同
社では、働き方・生き方を変え、人生を豊かにす
るという循環が生じています。
企業からの参加者も多く｢企業が本気でやるとい
うことが、ど
ういうことか
よく分かった｣
｢積極的に取り
入れたい｣など
の前向きな感
想が数多く寄
せられました。

ワークショップ｢第 2 回女性社員がイキイキ働くキャリアとネットワークづくり」
シンポジウムに引き続き、イーブンセミナー室
で｢第 2 回キャリアとネットワークづくり｣ワーク
ショップを開催。企業で働く女性約 50 名が参加
しました。パネラー
であるカルビー株
式会社中日本事業
本部近畿支店宮川
可奈子マーケティ
ング課長による｢女
性活躍先進企業で

働くこと｣の発表、グループワークでの協議と発
表を行いました。同社の自分の
企画を幹部にプレゼンする｢チャ
レンジシステム｣や人材登用制度
などに質問が寄せられました。
｢キャリアとネットワークづく
り｣は来年度も実施する予定です。
詳細は女性活躍推進センターにお問い合わせ
ください。
電話：078-360-8550
(問)県立男女共同参画センター
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078-360-8550

女性のための働き方セミナー
「おうちで、キャリアも収入もゲットする！クラウドソーシング入門」

在宅ワークの新しい形態として人気の高いク
ラウドソーシングのセミナーを開催、18 名の方
が参加しました。
クラウドソーシングは、好きな時間に仕事がで
きる、収入は年齢や性別に関係なく実績による等
のメリットがあります。そのため、育児や介護で
時間に制約があったり、家を留守にすることが難
しい女性か
らの関心が
高まってい
ます。
一方で、
どうやって

仕事を見つけたら良いのかや、仕事を選ぶポイ
ントが分からないなど、なかなか始められない
人も多いようです。
講座では、初心者向け
の仕事を選ぶワークや仕
事選びのポイントのレク
チャーがありました。
受講者からは「何から
手をつければいいか、とっかかりがつかめずに
いたが、わかりやすく要点がまとまっていた」
「何となく不安で始められなかったスタート
がきれそう」といった声があり、チャレンジへ
の一助になったようです。
(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
明石市 2 月 3 日開催

阪神北・阪神南

男女共同参画シンポジウム
みんなちがって、それがいい～自尊感情を大切に～

女性のためのエンパワメントセミナーvol.3

男女共同参画の目
標のひとつに、多様
な人々が安心して生
活できる社会の実現
があります。この観
点から、子どもたち
が自分を大切に自分
らしく生きるため、
大人たちにできることを考えるシンポジウムを２月
18日に宝塚市で開催。約100名が参加しました。
まず、北野さと子さん(宝塚市議会議長)のコーディ
ネートの下、在日外国人、若者、貧困と孤立、ジェ
ンダー、発達障害の課題に取り組むパネラーが、そ
れぞれの想いについて熱く語りました。
その後、パネラーと一般参加者を交えた分科会を開
催。グループに分かれ、それぞれ課題について意見交換
を実施し、そこでの｢気づき｣等について発表しました。
参加者からは｢自分の価値観が真っ白にひっくり
返る感じがした｣｢差別は根っこでつながっているこ
とに気づいた｣等の感想が寄せられました。
今回のシンポジウムで、知り・気づいたことを、
それぞれの家庭・地域・職場へと持ち帰り、より深
めていただければと思います。

カウンセラーが語るモラルハラスメント
～人生を自分の手に取り戻すためにできること～
「カウンセラーが語るモラルハラスメント」
の著者で、心理カウンセラーの谷本惠美先生を
講師にお迎えし、モラハラ(精神的暴力)被害を
受けた方や援助職の方など20～70代の幅広い
世代の女性が受講しました。
講座は質疑応答を軸に展開され、それぞれの
立場でモラハラと向き合うことができました。
また、モラハラに気づいた場合、まず加害者を
客観的に観察することや、加害者の支配から抜
け出すためにはどうするかも学びました。
アンケートでは、｢ずっとモヤモヤしていた
が、前向きな気持ちになれた｣｢自分の生き方に
ついて考えていきたいと思えた｣などの感想が
寄せられ、とりわけ、パートナーからの精神的
DVで悩んで
いる方にとっ
て、奪われた
パワーを取り
戻す貴重な機
会になったよ
うです。
(問)あかし男女共同参画センター

(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

078-918-5603

受賞企業紹介◆◆

■会 社 名：株式会社神戸製鋼所（神戸市中央区）
■代 表 者：代表取締役会長兼社長 川崎 博也
■事業内容：鉄鋼業
■従業員数：11,332 人（平成 29 年 2 月末時点）
■Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.kobelco.co.jp/
1911 年に神戸の地で設立し、KOBELCO(コ
ベルコ)のブランド名でもなじみ深い、国内を代表
する鉄鋼メーカーである株式会社神戸製鋼所。男
性の多い業界にあって、同社ではトップがダイバー
シティ推進を重要な経営課題と捉え、女性活躍推
進法の施行に先駆け、2014 年にダイバーシティ
推進室を設置、女性をはじめ、多様な社員の活躍
を推進するための体制を整備しました。
同室では、まずは女性社員の増加と定着、さら
に女性管理職の増加をめざし、配偶者の転勤時の
離職を防止するための｢キャリア継続休職制度｣や
｢再雇用エントリー制度｣等の女性社員の就業継
続支援策や、若手女性社員が早期に高難度の職務
を経験する｢女性総合職キャリアアッププラン｣や

女性社員交流会のなかで実施した男性社員との意見
交換会の様子

｢メンター制度｣｢女性社員交流会｣等のキャリア形
成・モチベーション向上を目的とした活躍支援策
など、多彩な取組を実施しています。一方、社員
全員が働きやすい職場づくりにも注力しており、
｢19 時以降の残業の原則禁止｣｢メールや会議の効
率化」などの｢スタッフ働き方変革｣の取組も精力
的に実施しています。
これらの取組により、女性管理職はこの 10 年で
３倍に増加、更なる向上をめざし後進の育成にも意
欲的に取り組んでいます。
トップのリーダーシップと専門部署によるきめ細
かな取組を中心にスクラムを組み、女性活躍の推進
に向け果敢に挑戦しています。
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(問)県男女家庭課

078-362-3160

参加者募集中の講座・お知らせ
★女性のための働き方セミナー
「病気をしても働き続ける
ライフスタイル」★

★第９期男女共同参画推進員(地域)を
募集しています！★

病気の治療を受けながら働くという新しい
ライフスタイルについて考えるセミナーです。
まだまだ大丈夫と思っていても、病気はい
つ自分に訪れるか分かりません。これからの
働き方、生き方を見つめてみませんか。
◆日
時 平成 30 年３月 17 日(土)
10:00～12:00
◆会
場 県立男女共同参画センター
◆講
師 平田 直子さん
(関西労災病院 治療就労両立
支援センター)
◆対
象 テーマに興味や関心のある女性
◆定
員 30 名(先着順)
◆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６名)
◆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

男女がともに、いつでも、どこでも、いきいきと生活できる男女共
同参画社会をめざし、お住まいの地域で、あなたの経験やアイデアを
活かして活動してみませんか？子育て･介護、防災、女性のチャレンジ
支援、ワーク･ライフ･バランスなど、男女共同参画に関する地域での
課題解決に向けた実践活動を、ともに進めましょう！
◆応募資格 兵庫県内在住・在勤の成人男女で、地域において男女共
同参画推進に向けた情報の収集･提供、啓発や実践活動に取り
組む意欲と資質のある方。
※男女共同参画推進員としての地位を政党または政治・営利
・宗教などの目的に利用することは禁止しています。
◆任 期 平成30年4月1日～2年間
◆委 嘱 兵庫県知事の委嘱状をお渡しします。
◆処 遇 (1) 推進員活動は無報酬で取り組んでいただきます。
(2) 活動中の事故に備えるため、兵庫県ボランティア･市
民活動災害共済に加入し、掛け金は県が負担します。
◆応募方法 所定の申込用紙に必要事項を記入し、県立男女共同参画
センターへ郵送･FAX･又は持参
◆選 考 応募申込書の記載内容を審査の上、選考結果を文書でお知
らせします。
◆その他 提出いただいた書類は、返却できませんので、ご了承ください。

※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

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３月号（Ｖｏｌ．８４）
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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