平成３０年１１月号 Vol.９２

兵庫県男女共同参画推進本部

平成 30 年度多様な働き方応援シンポジウムを開催しました
10月24日、神戸市内のクリスタルホールに
おいて「多様な働き方応援シンポジウム」が開
催されました。第１部の「平成30年ひょうご女
性の活躍企業表彰」は、平成27年７月に発足し
た「ひょうご女性の活躍推進会議」の取組の一
つとして、女性の育成・登用や職場環境の改善
等に取組んでいる県内 の事業所を讃えるもの
で、３回目となる今回は、女性活躍を喫緊の課
題として捉え、独自の取り組みを進める７社が
受賞しました。
第２部のシンポジウムでは「企業の社会的責
任と女性活躍」をテーマに、株式会社野村総合
研究所プリンシパルの伊吹英子さんにご講演頂
きました。伊吹さんは、企業を取り巻く環境が
大きく変化していることを指摘。環境等の社会
課題に配慮した製品・サービスの提供を例に、
○

新しい分野や地域でのビジネス
拡大の可能性を示しました。
次いで、これまでキャリア重視
の「バリキャリ」、生活重視の
「ゆるキャリ」に分類されていた
女性のキャリアについて、結婚・
出産を経てもキャリアを諦めず、
生活も仕事もフルスロットル（全力）で臨み、
キャリア形成にも前向きな「フルキャリ」の存
在について触れ、働く女性の約46％を占めるフ
ルキャリに着目しなければ、女性管理職候補層
を厚くすることはできないと結ばれ、会社経営
者を含む約130名の参加者は、「企業の社会的
責任と女性活躍」について意を強くしたようで
した。

受賞企業（50 音順）
株式会社 ○

合同会社明石事業所

○ＪＣＲファーマ株式会社 ○住友精密工業株式会社
○株式会社ダイハツビジネスサポートセンター
○株式会社トーホー ○株式会社フェリシモ
※各受賞企業の取組については、ひょうご女性の活躍推進会議ＨＰ
をご覧ください。 https://w-hyogo.jp/case/
松森県女性生活部長を囲んで記念撮影

11月12日(月)から11月25日(日)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
為等の女性に対する暴力はその人権を
著しく侵害するもので、決して許され
るものではありません。

（問）県男女家庭課 078-362-3160

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。

県が設置する女性のための主な相談窓口
〇兵庫県立男女共同参画センター･イーブン
☎078-360-8551
月～土（祝日、年末年始除く）9:30～12:00,13:00～16:30
〇兵庫県女性家庭センター

☎078-732-7700

毎日 9:00～21:00

（問）県男女家庭課 078-362-3160
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女性のための再就職セミナー
あなたらしいワーク・ライフ・バランス
を実現する働き方と就職活動準備講座

２日間で再就職に備えるセミナー。
初日はワーク・ライフ・バランスをテーマに
ワークを通じ自己認識を深め、２日目は、採用
者の見方を知るとともに、身につけておきたい
ビジネスマナーもロールプレイングやグループ
ワークも取り入れて学びました。
「人生には様々なできごとがあるが、順位を
つけるのではなく、並列にどれも大切にする。
ライフイベント、キャリアプラン、タイムスケ
ジュールをイメージし、あなたらしいワーク・
ライフ・バランスを実現する就業をめざそう」
「具体的なエピソード
を交えて意欲をアピー
ル。挨拶はエレガント
に」とエールが送られ
ました。
（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

9/25, 10/9, 23

第 2 回男女共同参画セミナー（9/29）
多様性の尊重と LGBT
～性的マイノリティの人権～を開催しました！
当初７月７日開催を予定し、荒天のため延
期となった見出しのセミナーを９月29日に
開催、大阪府立大学の東優子教授にご講演い
ただきました。
多様性と包摂の促進について、用語の説
明、国連をはじめとする世界の動向や国内の
取組み、性の多様性について等、具体的な事
例に基づいた大変貴重なお話をいただきまし
た。参加者からは「マイノリティである部分
をお互い抱えながら尊重しあえる、大切にし
あえる自分や社会でありたい」「社会が生き
やすくなれるよう、日常
生活の中から変わってい
こうと感じた」等の感想
があり、多様性の尊重や
包摂について深く考える
機会となりました。
（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

「女性活躍推進法 行動計画策定・活用
セミナー」 実践講座を開催しました！

兵庫労働局と共催で、9月11日の公開講
座に引き続き、４回の連続講座を開催しまし
た。実効性の高い計画を目指す企業担当者が
参加。「意見を可視化して社員の要望を計画
に反映する」手法をワーク形式で学びまし
た。自社の課題をアセスメントシートで再確
認後、策定企業の事例発表で具体的な取り組
みを聞き、可視化に有効なホワイトボード・
ミーティングで、さらに具体的に深めまし
た。最終回では各企業が発表する学習成果に
対して、意見交換ならびに兵庫労働局から各
社へコメントをいただきました。
「ホワイトボード・ミーティングで方向性
が見えてきた」
「労働局から貴
重なコメントを
いただけた」
「他社の取り組
みを知る得難い
機会だった」

「このような講座をまた開催してほしい」
等、明日からの業務に生かせる満足度の高い
講座となりました。
行動計画は、企業が女性活躍を推進するた
めの、現状認識、課題抽出、目標設定、取り
組みのサイクルを具体化す
る有効なツールです。取り
組みに県の講師等派遣事業
（無料）をご活用いただく
こと等、詳しいことは当
センターの女性活躍推進
専門員まで、お気軽にお問
い合わせください。
（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・イーブン情報図書室図書紹介
北播磨地域
「大丈夫？あなたの将来設計は！～年金の仕組みを
知って、賢く受給しよう～」をテーマに公開講座を
開催します。
日時：平成３０年 11 月 11 日(日)13:30～15:30
場所：三木市立教育センター 3 階セミナー室
講師：沼澤 郁美さん(特定社会保険労務士)
定員：40 名(どなたでも) 参加費：無料
申込：電話・FAX 0794-89-2331(三木市男女共同
参画センター)
神戸地域
「大災害が起こったらあなたはどうする？避難所
で」をテーマに公開講座を開催します。
日時：平成３０年 11 月 17 日(土)14:00～16:00
場所：県立男女共同参画センター・セミナー室
講師：斉藤 容子さん(関西学院大学災害復興制度研
究所研究員)
内容：【ミニ講座】誰もが安心できる避難所運営
【ワークショップ】避難所運営ゲーム｢HUG
(ハグ)｣を体験
定員：24 名(先着順) 参加費：無料
一時保育：有り(無料、1 歳半～就学前、要予約、先着
9 名)
申込：ＦＡＸ 078-967-3437
メール evenkobe@gmail.com

「赤ずきんとオオカミのトラウマ・ケア」
自分を愛する力を取り戻す［心理教育］の紹介
（白川美也子著/2016 年/アスク・ヒューマン・ケア）
「トラウマ」とは、心に受けた傷のことで、戦
争、災害のような一度の打撃による心の傷のこと
と思われがちです。しかし、日々繰り返される慢
性的な心の傷、子どもにとっては、児童虐待や面
前ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）等による
場合もあります。近年、「トラウマ」という観点
から傷ついた子どもを支える「トラウマ・インフ
ォームド・ケア（TIC）」という考え方が広まっ
てきました。支援者だけでなく、地域みんなでト
ラウマの影響と回復について学ぶことで、地域で
温かいまなざしで子どもの成長を支えようという
考え方です。
本書は、赤ずきんちゃんとオオカミを素材にス
トーリー仕立てで、トラウマによ
る症状、回復のプロセス、支援の
方法が説明されています。難しい
概念が分かりやすく書かれており、
タイトルの通り、自分を愛する力
を取り戻す方法を知りたい方にも
おすすめします。
（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

◆◆平成 30 年(第３回)ひょうご女性活躍企業表彰

受賞企業紹介◆◆

■会 社 名：アスカカンパニー株式会社（加東市）
■代 表 者：代表取締役社長 長沼 恒雄
■事業内容：プラスチック製品の開発・製造・販売
■従業員数：235 人（平成 30 年７月末時点）
■Ｕ Ｒ Ｌ：http://askacompany.co.jp/
1968年に創立され、食品容器やヒンジキャ
ップ等のプラスチック製品の開発・製造を行う
企業です。1982年に本社を加東市に移転し、
同市内に工場を増設。創立50周年にあたる今
年度には東北に新工場を竣工するなど好調な業
績をあげています。同社は経営目標を「人々が
成長し社会に貢献出来る場の提供」とし、社長
主導で社内の人材育成、社外への自社技術の提
供、働きやすい環境づくりに注力しています。
社員の誕生日会として、毎月リビングで社長
との食事会を開催しているほか、社員のWLB
アンケートを実施するなど、社員一人ひとりを
大切にする社風があります。また、正社員の
10%が短時間勤務を利用。勤務時間は個人別
に設定でき、夏休み等に限った利用も可能であ
るため、管理職も短時間勤務を利用し育児を行
っています。

結婚後に他府県に転居した社員は、短時間+
テレワーク勤務を実現。社員同士に「お互い様
意識」があり、男女関わらず仕事と家庭を両立
しやすい風土が根付いています。
女性の登用にも積極的で、創立50周年記念
式典準備委員会のプロジェクトリーダーに入社
３年目の女性を抜擢。女性のモチベーション維
持と能力向上のための取組を推進しています。
また、インターンシップ等で女子学生の受け入
れを積極的に行う等、性差にとらわれない採用
を行っているため、2013年に36.3％だった
女性職員比率は現在、41.3％まで上昇。女性
活躍に加え、LGBTの研修等、多様性を受け入
れる環境づくりを進めています。
（問）県男女家庭課 078-362-3160

★育休復帰応援セミナー★
育休復帰が少し楽しみになるための準備

★第 35 回ひょうご女性未来会議
in 西はりま（赤穂）★

職場や家族での会話のコツ、両立ポイント
を先輩ワーキングマザーが紹介します。

刻を駆ける 女匠たちの手仕事の流儀

◆日時 11月21日(水)10:00～12:00
◆講師 湯本 理絵（キャリアカウンセラー）
◆会場 県立男女共同参画センター
◆対象 テーマに関心のある方１０名(組)（お
ひとり、ペア参加いずれも可）
＊1歳半未満同伴可
＊申込者多数の場合、抽選
◆受講 無料
◆一時保育 要予約・無料・定員６名(1歳半～
就学前まで)
◆申込締切 11月13日(火) 17:00
◆申込方法 申込書をセンター宛てFAX・郵
送・持参又は電話

とき

播磨には、その豊かな風土に育まれてきた
きめ細かな手仕事における食と工芸が感性を
持ってもって伝承されています。途絶えかけ
た古き良き伝統を復刻し、未来へつなぐ取り
組みについてともに学び合いましょう。
◆日時 11月25日(日)13:00～16:00
◆会場 赤穂市民会館１階 大会議室
◆定員 130名
◆参加費 1,000円
◆申込方法 申込書をFAX・郵送・持参又は
電話でひょうご女性未来会議事
務局(センター内)

※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
2/23（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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