平成３０年４月号 Vol.８５
兵庫県男女共同参画推進本部
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平成 29 年度第２回ひょうご女性の活躍推進会議開催

兵庫県は、｢女性の活躍｣を一層促進してい
くため、様々な分野で活躍する女性や経済・
労働団体の代表者等で構成する｢ひょうご女
性の活躍推進会議｣を平成 27 年７月に発足。
構成団体等が連携・協働しながら女性活躍促
進に取り組んでいます。
３月８日、県公館において平成 29 年度第
２回会議を開催しました。会議では、事務局
から、企業訪問をはじめとした女性活躍に向
けての取組の実績と成果について、また、会
議構成団体である兵庫労働局から女性活躍推
進法の施行状況、県商工会議所連合会(神戸商
工会議所)から｢女性活躍推進及び働き方に関
する調査｣の結果について、それぞれ報告をし
ました。
引き続き、平成 30 年度の事業計画案等に
ついて意見交換を行ったところ、｢男女共同参
画・女性活躍が企業にとって成長戦略となる
ことを示すことが必要｣｢兵庫県では、多様な
地域性を踏まえた対応が必要｣｢これまでの施策

を整理すべき時期｣等の意見が出されました。
これらの意見を受け、女性活躍の一層の推
進に向けて、具体的手法の提示、効果的な情
報発信、トップをはじめとした男女の意識改
革等について、構成団体が連携を強化しなが
ら取り組んでいくことを合意しました。
なお、同会議のこれまでの活動については、
以下のホームページをご参照ください。
https://w-hyogo.jp/infomation/
（問）県男女家庭課 078-362-3160
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平成 29 年度ひょうご男女共同参画推進員全県大会開催

地域や企業・労働組合で活動している兵庫県
男女共同参画推進員が一堂に会して情報交換す
ることを目的に開催。県内全域
から６０名が出席しました。
はじめに、｢男性が自分らしく
生きるために～心が折れない生き
方～」をテーマに、吉岡俊介さん
(シニア産業カウンセラー・キャリ
アコンサルタント)が講演。男性相談の現場か
ら、｢男らしさ｣に縛られ、仕事中心のタテモー
ドから切替ができず、弱音を吐けない男性の姿
が見えることを説明されました。よりよい人間
関係を築くには、｢モード切替を意識し、心の柔
軟性をたかめる｣｢ストレスと上手につきあい、
気持ち上手になる(不快な感情はいったん棚上
げに)｣等自分らしくしなやかに生きるためのヒ
ントをお話しいただきました。参加者からは、｢男
性からの視点に特化した貴重なお話が聞けて良

かった｣「男性だけでなく女性にもたくさんの気
づきがあった」等の感想が寄せられました。
午後には地域推進員が各地域で実施した事
業について報告。その後、グループに分かれ
て、事業の企画・運営の工夫や、地域で活動
するにあたっての課題などについて熱心に討
議しました。｢地域によって違う課題もある
が、共通の課題もある｣「地域にあったやり方
を見つけ
て地域に
根ざした
活動に取
り組む必
要がある｣
｢これまでの活動を若い人につなぐことが必
要」等の意見が出ました。
現在、第9期の男女共同参画推進員を募集
しています。詳しくは4面をご覧ください。
（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・ご案内
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第 21 期男女共同参画アドバイザー養成塾実施企画
｢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｣

昨年開催した｢第21期アドバイザー養成塾｣修了
生のグループが企画したセミナーを開催しました。
まず、災害対策や避難所運営に
なぜ男女共同参画の視点が必要な
のかを講師の斉藤容子さん(くら
し研究所ままどころ代表)が説明。
続いて、参加者全員がグループに
分かれて｢ＨＵＧ｣を体験しました。
｢ＨＵＧ｣とは、静岡県が開発した
避難所運営ゲームで、避難所で起こる様々な出来
事への対応を疑似体験するものです。高齢者や障
がいのある人、ペット連れ等個別の事情を抱える
多数の避難者を適切な生活スペースに配置した
り、トイレ問題への対応、ボランティアの受け入
れ等に対応する中で、それぞれが新たな気付きや

視点を獲得し、お互いの考え方の相違を認識する
ことを目的に作られています。今回のセミナーで
は、｢授乳しているのを男性にじっと見られる｣
｢どうして女性ばかりが炊き出しやトイレ掃除を
しなければならないの！｣等、修了生が女性の視
点を取り入れて作成したオリジナルカードも追加
してゲームを行いました。
ゲームの講評
も交えた講演で
は、近年、日本
で発生した災害
時の事例も紹介
しながら、避難
所運営を成功させるために留意すべきことにつ
いてのお話がありました。
(問)県立男女共同参画センター
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女性のための働き方セミナー

078-360-8550

4/28 開催

｢病気をしても働き続けるライフスタイル｣

関西労災病院治療就労両立支援
センターの平田直子さんに、｢治療
と仕事の両立｣に向き合う方法につ
いてお話いただきました。
これからのライフスタイルをじっ
くり考えたい人や現在治療をしなが
ら働き続けている人、支援者等の参加があり、自分
が病気になった時、家族が病気になった時の制度活
用や手続き、相談窓口等を詳しく学びました。
医療ソーシャルワーカーの平田直子さんから何度
も繰り返される「仕事、やめないで！」のメッセー
ジ。また、｢誰でもみんなサポートされる側でもあ
り、周囲の人をサポートする側でもある｣という意
識を持つことの大切さ、まずは声に出してみる勇気を
訴えられました。患者に寄り添った経験からの言葉
が深く参加者の心に響くセミナーでした。
参加者からは「自分自身の病気のことはもちろ
ん、今後の『親の介護と仕事の両立』について考え
る機会になった」｢今までは、病気＝離職・退職と
考えていたが、両立できる制度の活用、心の持ち方
等を学んだ」と好評でした。

(問) 県立男女共同参画センター078-360-8550
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イーブン情報図書室・ワークショップ

「本でつながろう･語り合おう♪」
参加者ご自身が関心のあるテー
マや事柄について、イーブン情報
図書室の書架から当日ご自身が手
に取った本を通じて、参加者同士
で語りあい、聴きあうワークショップを開催し
ます。お気軽にお越しください。
◆日時 30 年 4 月 28 日(土)10：00～12：00
◆会場 県立男女共同参画センター
◆対象 どなたでも ◆定員 16 名(先着順）
◆一時保育 あり(1歳半～就学前まで、要予
約･無料･定員６名) ◆受講料 無料
～イーブン情報図書室のご案内～
イーブン情報図書室は、男女共同参画の推
進に関する図書、行政資料、映像資料、ミニ
コミ誌・情報誌等を収集し所蔵しています。
貸出はもちろん、館内での閲覧や視聴も可能
です。また、図書室には、情報アドバイザー
がおり、男女共同参画に関連する学習・調査
や、男女共同参画推進を目的とする活動等
を行うための情報収
集のサポートを行い
ます。お気軽にご相談
ください。相談の予約
もできます。
(℡：078-360-8557)
(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

県内市町･地域･企業の取り組み
西脇市
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中播磨

核家族化や家族の小規模化、ひ
とり親の増加等により、親子三世代による家
事や育児、介護の分担が難しくなっています。
また、地域とのつながりの希薄化等により、
近年、児童虐待等の痛ましい事件が後を絶ち
ません。
そこで、地域の高齢者と幼児の交流の機会
をつくるため、３月１日、姫路市立めぐみ保
育所で、｢世代間交流会｣を開催しました。
地域の生涯クラブの会員と園児が一緒に｢嬉
しいひな祭り｣や｢きらきらぼし｣の歌を歌った
り、手遊びをするなど、音楽を通じた交流で、
参加者全員が笑顔になりました。
また、生涯クラブの方が、幼少期のひな祭り
の思い出を語っていただき、伝統文化の継承も
併せて行うことができました。高齢者のお話に
熱心に耳を傾ける園児の姿が印象的でした。

西脇市男女共同参画セミナー
僕は父親になった
～性同一性障がいの父とその家族～

市民活動グループ｢もっとすてきに“パートナー”
委員会｣等との共催事業として、ＬＧＢＴセミナー
｢僕は父親になった～性同一性障がい
の父とその家族～｣を開催しました。
心と体の性が一致しない性同一性障
がいに悩み、女性から男性へ戸籍を変
えられた前田良さんを講師に迎え、性
への違和感、周囲からの理解を得られ
ない苦悩等、ご自身の経験を交えてＬＧＢＴの現状を
お話いただきました。また、パートナーとの間に非配
偶者間人工授精で授かった２児との親子関係を巡っ
ての裁判や、家族の支えについても触れられました。
アンケートでは、｢子どもたち、ＰＴＡ、職場等、
多くの学習の場を広げてもらいたい｣｢地域活動に活
かしたい｣等の意見があり、悩みを抱えている方の想
いや実情等、
『ＬＧＢＴを知
る』ことの重
要性を改めて
考えるセミ
ナーとなり
ました。

(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

(問)西脇市男女共同参画センター 0795-25-2800

◆◆ がんばる企業 ◆◆

■会 社 名：キャタピラージャパン合同会社
明石事業所（明石市）
■代 表 者：所長 豊浦信海
■事業内容：油圧ショベルの開発・製造
■従業員数：1,540 人（平成 30 年３月時点明石事業所のみ）
■Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.caterpillar.com/ja.html
キャタピラージャパンは、米国に本社を置く世
界最大の建設機械、鉱山機械、エンジン、発電機
等の製造企業キャタピラー社の日本法人です。日
本の事業拠点の一つでもある明石事業所では、半
世紀以上に渡り、油圧ショベルの研究開発・製造
をリードし、時代の先端を行く製品と技術を世界
へ発信しています。
製造業というと男性的なイメージが強いかもし
れませんが、女性活躍にも力を入れています。社
員の Work life balance を重視する施策として企
業内保育所やテレワークを利用した在宅勤務制度
等の充実を図り、今年 1 月には｢イクボス企業同
盟｣に加入しました。多様な人材の活躍が不可欠と
いう考えのもと、社を上げて多様な価値観の人たち

がともに活躍できる環境づくりを積極的に推進し
ています。
2014 年に発足した、女性社員中心の自主活動
グ ル ー プ で あ る “ WIN （ Women`s Initiative
Network）明石”も女性活躍の一端を担っていま
す。メンバーは、会社と共同して、育休マニュア
ルの作成、D&I(ダイバーシティ＆インクルージョ
ン)に関する講演会の開催、社内外のネットワーク
の構築、スキルアップのワークショップなどを展
開してきました。また、製造業として、WIN 明石
では未来のエンジニア育成のため、地域の女子学
生を中心にした理系教育のイベント開催など、持
続可能な発展に向けて地域への貢献にも力を入れ
て取り組んでいます。
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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
★第９期男女共同参画推進員(地域)を
「子育てママのマネープラン」★
募集しています！★
入学や進学など、子どもの成長につれて気
になるのがお金のこと。
なんとなく不安なままでいるより、ライフ
イベントに合わせたマネープランを考えて
みませんか。
◆日
時 平成 30 年４月 19 日(火)
10:00～12:00
◆会
場 県立男女共同参画センター
◆講
師 長谷川 まゆみさん
(特定社会保険労務士、ファイ
ナンシャルプランナー、キャリ
アアドバイザー)
◆対
象 テーマに興味のある女性
◆定
員 16 名(申込多数の場合は抽選)
◆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・
宗教等の目的に利用することは禁止しています。
◆任 期 委嘱する日～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。

※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
5/26(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４月号（Ｖｏｌ．８５）
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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