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兵庫県男女共同参画推進本部

９月 19 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 17 社 （ 累 計
1,308 社）、27 社（累計 1,301 社）が加
わりました。
開会にあたり、大久保県女性青少年局長は
「国をあげて女性活躍推進に取組んでいま
す。この取組が目指しているのは、男女が共
に活躍できる社会。現在は制度を整え、女性
の登用を進めている段階。意識改革も含めた
一層の取組の推進で、誰もが働きやすい社会
の実現が必要です」と、挨拶しました。
表彰式に続いて、社会保険労務士事務所代表
の藤原弥季さんが「男性の育児参加を促進する
環境づくり」と題して講演を行いました。

藤原さんは、「本格的な少子高齢化を迎える
に当たり、子育てや介護と仕事の両立が可能な
環境を整えることで、女性の活躍を促すことが
できる。さらに定年延長等により、労働者数を
維持していくことがこれからの社会には必要」
と、語りかけました。人事や総務事務に従事す
る参加者らは、講師の投げかけに熱心に耳を傾
けていました。

▲男女共同参画社会づくり協定締結式

仕 事 づくりセミナー

を開催しました

～ 起業への第一歩を踏みだそう ～

(8/25,9/1,8,15)

恒例となったイーブンの「仕事づくりセミ

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。「家族の思い出」をテーマに募
集した写真の中から選ばれた作品の表彰式や講
演会等を予定しています。皆さんのご参加をお
待ちしています。
◆日 時：平成 30 年 11 月 10 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
〇第 11回「家族の日」写真コンクール表彰式
〇事例発表
〇講
演
講師：ラジオパーソナリティ 谷 五郎 氏
◆参加費 無料

ナー」（４回連続講座）を開催しました。
イーブンのセミナーの特色は、ワークやグ
ループディスカッションを取り入れ、４回で
トータルに学べるカリキュラムです。
事業計画作成ポイント、マーケティング、
顧客獲得コミュニケーションを学び、最終日
には成果をプレゼンテーションしました。
受講生21名が、それぞれユニークでニッチ
なアイデアのビジネスプランを熱く発表。会
場は大いに盛り上がりました。
講師からは「志を
同じくする仲間との
ネットワークでつな
がり、事業も広がる。
あ き ら め ずに 、 ブ ラッシ ュ ア ッ プし て ほ し
い。一人ひとりが夢を実現することを楽しみ
にしています」と励ましのエールが送られま
した。

（問）県男女家庭課 078-362-3385

（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

男女共同参画セミナー／女性活躍推進法 行動計画策定・活用セミナー
男女共同参画セミナー「マンガで考える男女共同参画
～マンガから見えてくること～」を開催しました（９／２２）
女性が抱える家庭、育児、働き方等の課題を

分で生きること」「高齢者の生き方」等につい

端的に表し、それに対応する様々な生き方を描

て解説。共通していることは「多様な生き方の

くマンガ作品。その内容を通じて、「男女共同

モデルの提示」であるとされました。

参画」について考えるセミナーを開催し、甲南

その上で、現実を反映するとともに、読者の

女子大学准教授の増田のぞみさんにご講演いた

考え方・価値観に影響を与えるマンガは、さま

だきました。

ざまな課題に向き合う人生の教科書とも言え、

まず戦後の女性向けマンガの変遷について解
説。描き手が男性作家から女性作家へ移行した

男女共同参画を含め、社会を変える可能性があ
るものだと結ばれました。

ことにより、女性の活躍の場が確保され、女性
向けマンガは「女性による女性のための物語」
になったとされました。これとともに描かれる
テーマも変化し、既存のジェンダーに縛られな
い多様な女性・男性像、関係性が描かれるよう
になったと指摘されました。
次に、近年の作品を例にマンガに描かれた「女
性の労働感」「家事労働が抱える問題」「女性の
持つ呪縛からの脱却」「新たな男性像」「まず自

「女性活躍推進法

（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

行動計画策定・活用セミナー」

公開講座を開催しました（９／１１）
兵庫労働局との協働事業として、公開講座と実

が女性活躍を推進する

践講座をあわせて４回開催する新企画。初日の公

ために」を実施。女性

開講座では、兵庫労働局（雇用環境・均等部指導

活躍を巡る全容が半日

課國廣課長）の「女性活躍推進法の概要」、兵庫

で理解できる内容に

県（企画県民部女性青少年局大久保局長）の「兵

「法律の解釈だけでは

庫県の現状と取組」、女性活躍推進センター（濱

なく、県の支援制度や

口主任女性活躍推進専門員）の「女性活躍推進セ

企業の具体的な事例もあり、大変参考になった」

ンターの活動」に引き続き、公益財団法人21世

との声をいただきました。

紀職業財団関西事務所佐野所長による講演「企業

9/25、10/9、10/23 の実践講座では「意見
を可視化して社員の要望を反映する」手法をワー
ク形式で学び、実効性の高い行動計画の策定及び
活用を目指します。策定企業の事例発表などもあ
る充実のカリキュラムです。
実践講座へのお問い合わせは女性活躍推進セン
ターまで。
（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

男女共同参画推進員地域ブロック事業紹介
西播磨地域
9月19日、たつの市で「女性起業家交流ワー
ク」を開催しました。株式会社リリーライフ居宅
介護サービスセンター専務の上田郁代さんを講師
にお招きし、｢介護保険の事業所をして、今思う
こと～地域で暮らせる幸せを求め～」をテーマに
介護保険事業所を始めた理由、介護保険を取り巻
く状況の変化などについて、分かりやすくお話し
いただきました。
「誰もが地域で安心して暮らしていくために、
また、介護離職を減らすためには、困っているこ
とを声に出し、一人ひとりが自立してお互いに助
け合いの気持ちをもつことが大切」と話されまし
た。参加者からは、
起業にあたり困った
こと、介護の現場で
苦労されていること
など、多くの質問が
出され有意義な交流
会となりました。

（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

阪神北地域
「災害と女性～災害が起こる度に置き去りにされる
女性の課題 その時あなたに出来ることは？みんな
で一緒に考えましょう～」をテーマに公開講座を開
催します。
日時：平成30年10月28日(日)13:30～15:30
場所：三田市まちづくり協働センター 講座室
講師：正井禮子さん(認定ＮＰＯ法人女性と子ども
支援センター「ウィメンズネット・こうべ」
代表理事)
定員：テーマに関心のある方 30 名(先着順)
参加費：無料
申込先：阪神北県民局県民課・暮石
（FAX 0797-86-4379）
阪神北地域連絡協議会代表・橋上
（メール hiroko.cisv.0118@gmail.com）
東播磨地域
「“自分の花”を咲かせよう～すべての人が輝ける
社会へ～」をテーマに公開講座を開催します。
日時：平成３０年 10 月 28 日(日)10:00～12:00
場所：東播磨生活創造センター
｢かこむ｣1 階講座研修室
定員：５０名(先着順) 参加費：無料
講師：福井敏幸さん
(加古川市人権教育・啓発担当課長)
申込先：東播磨生活創造センター「かこむ」
（TEL:079-421-1136）

◆◆ がんばる企業 ◆◆
■ 会 社 名：姫路信用金庫（姫路市）
■ 代 表 者：理事長 三宅 知行
■ 事業内容：金融業（信用金庫法に基づく業務）
■ 従業員数：７２６名（2018 年 3 月現在）

■ Ｕ Ｒ Ｌ： http://www.shinkin.co.jp/himeshin/
1910（明治43）年、姫路信用組合として
設立。兵庫県内にある11の信用金庫の中でも
最も古い歴史を持ち、「地域社会に貢献し共
生する」という使命を胸に、職員が一丸とな
り、姫路市内を中心に地域に根ざした事業を
展開しています。
地 域 か ら 信頼 さ れ 続ける 企 業 で ある た め
に、職員一人ひとりのキャリアアップをしっ
かりサポート。研修による育成プログラムに
加え、通信講座修了者や資格試験合格者に費
用の一部を援助するなど、「自ら学ぶ」意欲
を奨励し支援する仕組みを作っています。
また、ウィメンズカレッジなど、女性職員

向けの研修を実施。女性の管理職への昇格・
総合職への転換も積極的を行うことで、女性
の職域拡大を進めています。
一方、地域で暮らす職員の幸せづくりにも
注力し、平成 20 年に次世代認定マーク（く
るみん）を取得。以降も、男女ともに仕事と
子育てを両立させながら生き生きと働ける職
場づくりを進め、女性職員の 100％が育児休
業を取得。女性 職員の 短時間勤務利用 率も
100％近くを達成するなど、両立支援の取組
が着実に浸透しています。これから先の 100
年も地域とともに成長し続ける環境づくりを
進めていきます。
（問）県男女家庭課 078-362-3160

★県政150周年記念事業★
平成30年度多様な働き方応援シンポジウム
「企業の社会的責任と女性活躍」

★女性のための働き方セミナー★
～ 小学生ママだからこそ！ ～
私らしくキャリアデザイン
小学生の子どもは、学年が上がるにつれ、でき
るこ と が広 が りま す 。子 ども の 成長 を イメ ー ジ
し、５年後､１０年後の私のキャリアデザインを一
緒に描いてみませんか。
◆開催日時
◆場
◆講

所
師

◆対
象
◆受 講 料
◆一時保育
◆申込方法

10月26日（金）
10:00～12:00
セミナー室
キャリアコンサルタント
鴨谷 香さん
12名(先着順)
無料
要予約(（１歳半～就学前まで、６名）
FAX・郵送・持参・電話またはweb

近年、注目を集めている「企業の社会的責任」
（CSR：Corporate Social Responsibility）。
なかでもダイバーシティ推進は特に重要な課題
であり、この一環として「女性活躍」を進める企
業が増加していることを 受け、「CSRと女性活
躍」について考えます。
■日時 10月24日(水)13:30～15:30
■会場 クリスタルホール(神戸市中央区)
■内容
（第１部）平成３０年度（第３回）ひょうご女性
の活躍企業表彰
（第２部）講演「企業の社会的責任と女性活躍」
講師 伊吹英子さん（野村総合研究所プリンシパル）
■定員 200名(先着順)
■一時保育 １歳半～就学前まで(無料・要予約))
■申込 ①QRコードまたは②FAX、電話、ハガキ
で、お申し込みください。

※このページの詳細は、下記までお問い合わせください。

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）

相談方法

電話番号等

電話（直通）

078-360-8551

月～土曜日

9:30～12:00
13:00～16:30

面接（要予約）

078-360-8554

月～金曜日
土曜日

11:00～18:40
9:20～16:50

面接のみ ※なやみ相談(面接)後に予約

実 施 日 時

毎月 第２水曜日（原則）

男性のための相談(男性臨床心理士)

電話

078-360-8553

毎月第１・３火曜日

17:00～19:00

女性のためのチャレンジ相談
（女性社会保険労務士等）

電話・面接
(電話・面接とも要予約)

078-360-8554

毎月第１～４木曜日
10／27(土)

10:00～13:00

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)

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・1／２3（水）

14:00～17:00

電話（直通）

078-351-3400

月曜日と金曜日

10:00～16:00

情報相談（情報アドバイザー）
不妊・不育専門相談（助産師等）

思いがけない妊娠ＳＯＳ（助産師）

メール http://ninshinsos-sodan.com

随時受付。返信は原則として１週間以内
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