兵庫県男女共同参画推進本部
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はなだ

11/25 第 35 回ひょうご女性未来会議 in 西はりま(赤穂)・第 16 回ひょうご女性未来・ 縹 賞表彰式

第35回ひょうご女性未来会議が赤穂市民会館
で開催され、さまざまな分野で活躍する女性約
130名と金澤副知事はじめとする応援団が一堂
に集い、交流を深めネットワークを広げました。
次代を担う女性の活躍をたたえる｢第16回ひょ
うご女性未来･縹賞｣には、梶本美和さん（森と仲
間になろうプロジェクト会長｡地域活動｡宍粟
市）淡路市消防団女性隊しずかファイヤーズさん
(地域防災活動｡淡路市)､ＷＩＮ明石さん(次世代育
成活動｡明石市)の１個人２団体が選ばれました。
ひょうご女性未来会議清原桂子代表から表彰状
が授与され、兵庫県企画県民部松森章子女性生活
部長から副賞、神戸新聞社面出輝幸取締役から記
念品が贈呈されました。

講演は、｢女性の視点を復興に｣をテーマに赤穂
防災士の会会長 金井貴子さん
が｢地域の安全・安心は私たち
が守る！」をモットーに精力
的に展開する地域主体の防災･
減災活動を発表しました。
とき

パネルディスカッションは、｢ 刻 を駆ける 女匠
たちの手仕事の流儀｣をテーマに、播磨の豊かな
風土に育まれてきた食と伝統工芸の復刻と伝承へ
の取り組みを、特定非営利活動法人赤穂緞通を伝
承する会 花工房 理事長 井関京子さん、工房 あ
か穂の実り(古代米)主宰 松田靜さん、赤穂雲火
焼作家 桃井ミュージアム代表 桃井香子さんの３
人が語りました。
｢風土・文化を大切にする心
を伝えるとともに、地域がつ
ながり、経営に結びつくモデ
ルとして次世代へ発信してい
きたい｣と語りました。
（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

11/22

中堅女性社員リーダー育成研修「キャリアとネットワークづくり」
を開催しました！

働く女性がいきいきと活躍し、力を発揮するた
めのキャリアやネットワークについて考える連続
セミナーの第3回を開催しました。
第１回「アンコンシャス・バイアス（無意識の
思い込み）」、第２回「リーダーシップ」に続
き、今回は「課題解決力」をテーマに、神戸学院
大学講師の岩崎飛鳥さんが午前の講義を担当。課
題に取り組むマインドの重要性や解決に必要な考
え方、現状を見る視点など、実践に役立つスキル
やポイントをわかりやすく解説されました。
午後のグループワーク
では、女性活躍先進企業
で働く女性の事例発表。
コベルコシステム株式
会社の青野淳子さんは、
社内のワーク・ライフ・
バランス改善活動におけ
る課題解決の経験を、

医療法人仁風会小原病院の谷村美保さんは、職場
環境改善に取り組んだ具体的なエピソードを紹介
しました。発表後の質疑応答も大いに盛り上がり
ました。
｢岩崎先生の説明はわ
かりやすく、今後の仕事
に活かしたい｣｢いろいろ
な人の意見を聞くことが
できモチベーションが上
がった｣など参加者から
さらなる活躍につながる声が寄せられました。
第４回「チーム・マネジメント」は、来年2月
22日(金)に開催します。また、最終回の第５回
「企業に求められる人財の育て方」（3月15日
(金)）は、男女ともにご参加いただけます。
．．
男性管理職の皆様も、これからの人財育成につ
いて、専門家のお話を聞いてみませんか。
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

兵庫県主催事業紹介

平成 30 年度ひょうご家庭応援県民大会を開催しました
11月10日、兵庫県公館において「平成30
年度ひょうご家庭応援県民大会」が開催されま
した。
開会にあたり、井戸知事
の「月に１回は家族で同じ
行動をするという日を決め
て是非実行していただきた
い。また、近年家族のあり
方が多様化しているが、そ
れぞれの家族が信頼を高め
る方法で関係を築くのが望ましい」という挨拶
に続き、小西県議会副議長は「本格的な少子高
齢化を迎えるにあたり、昔からの知恵袋を次世
代に継承することは、文字どおり百人力を授け
ることになる。これからの地域づくりにはそう
いったことが大事な
のではないか」と話
されました。
「 第 11 回 家 族 の
日写真コンクール」
の表彰式では、知事
賞など上位５賞の授

与に続いて、入賞作品15点全てをスライドで紹
介。今回のテーマである「家族の思い出」にちな
んだ心温まる作品に会場内からは拍手が送られま
した。
次に事例発表として、永宗節子さん（尼崎市連
合婦人会副会長）から、「地域で見守る子どもの
成長」と題し、尼崎市で行っている見守り活動に
ついて紹介いただきました。
第２部では、谷五郎さん（ラ
ジオパーソナリティー）から、
「家族のカタチ」というテーマ
でご講演をいただきました。ご
自身の生い立ちや夫婦生活など
実体験を交えながら家族の形や
夫婦円満の秘訣についてお話し
され、笑いの絶えない１時間と
なりました。
閉会にあたり、北野美智子さん（こころ豊か
な美しい兵庫推進会議副会長）からご自身の経
験に基づいた家族にまつわるお話をいただき、
参加者らは各々の経験と重ねながら聞き入って
いました。

兵 庫 県 男 女 共 同 参 画 推 進 員 地 域 ブロック事 業 紹 介
西播磨地域
少子高齢化が急速に進み、人生 100 年時代と
いわれる中、男女共同参画社会実現が急務とな
っています。そこで、「男女共同参画」につい
て分かりやすく楽しく学んでもらうために「人
生 100 年時代の生き方～生きがいを見つけて
～ 」 と 題 して 「 たつ の男 女 共 同 参画 Ｓ ＵＮ の
会」とともに寸劇による啓発活動を実施してい
ます。
11 月 16 日には、
たつの市高齢者大学
で寸劇を発表。参加
者の方には、笑いな
がらも今後の人生に
ついて考えていただくことができました。当日
は、西播磨地域 4 市町の男女共同参画担当者の
方々にも寸劇を鑑賞いただくとともに、西播磨
地域の男女共同参画社会実現に向けた取組につ
いて意見交換会を実施しました。
（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

（問）県男女家庭課 078-362-4185

丹波地域

11 月 24 日、柏原住民センターで、「と
もに輝ける社会をめざして～地域における男
女の役割～」を開催しました。
NPO 法人 SEAN 理事長
の小川真知子さんをお迎え
し、「ＣＭを見ながら考え
てみませんか」と題して、
ご講演いただきました。ク
イズやデータを元に男女共同参画時代の基礎
知識を分かりやすく解説いただいた後、メデ
ィアから流れる情報をそのまま信じるのでは
なく批判的に判断し、自ら情報発信すること
の重要性をお話いただきました。
続いて丹波市人権啓発センター宇瀧所長か
ら丹波市の男女共同参画の現状と今後の取組
についてご説明いただきました。
次回は 12 月 16 日に篠山市で、推進員に
よる紙芝居やグループディスカッションを実
施する予定です。ご参加お待ちしています。
（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

県内市町、企業の取り組み
大切な人と共に生きるための性的マイノリティーについてのセミナー

DVについてもっと知ろう

「これが私の生きる道」（11/16）

被害当事者と子どもに寄り添った支援（11/18）

加古川市男女共同参画センタ

川西市男女共同参画センターを会場に「ひょう

ーでは弁護士の仲岡しゅんさん
を講師に迎え、「性的マイノリ
ティについてのセミナー」を開

ごDV被害者支援連絡会（HYVIS・ハイビス）」
と共催で講座を開催。ウィメンズカウンセリング
京都／NPO法人日本フェミニストカウンセリン

催し、87名が受講しました。
ＬＧＢＴに代表されるセクシ

グ学会認定フェミニストカウンセラーの竹之下雅
代さんにご講演いただきました。

ュアルマイノリティについての

DV被害当事者と子どもへの支援には、複雑な

説明の後、ご自身の実体験（男性として生まれ、
女性として生きるトランスジェンダー）を含めた

心理状況を深く理解することが求められます。大
変な状況を生きぬいてきたサバイバーとしての敬

お話をしていただきました。「Ｌ・Ｇ・Ｂ・Ｔの
方たちが抱える問題や悩みはそれぞれ異なるが、

意を持ったうえで、自己尊重感を高め生きる希望
を取り戻すための支援や、子どもの回復には安心

報道などではひとくくりにされてしまっている」
「どこかの誰かの話ではなく、“身内が”と考え
てみよう」「性的マイノリティの問題は、男であ
ることの生きづらさ、女であることの生きづらさ

して気持ちを話せる環境
づくりが必要であること
など、被害当事者と子ど
もに寄り添ったサポート
のあり方を学びました。

の延長線上の問題である」と結ばれました。
（問）加古川市男女共同参画センター 079-424-7172

（問）川西市男女共同参画センター 072-759-1856

◆◆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◆◆

～トーホーグループの成長には女性の活躍が必須と考え、一丸となって取組を推進～
■会 社 名：株式会社トーホー（神戸市東灘区）
■代 表 者：代表取締役社長 古賀 裕之
■事業内容：業務用食品卸売・同現金卸売事業、食品
スーパー事業
■従業員数：4,717 人（平成 30 年７月末時点）
1947 年、有限会社藤町商店として佐賀市で創
業。現在は、業務用食品専業卸売業界で国内トッ 支援を推進し、2016 年に 3.4%だった女性リー
プシェアを占め、2015 年以降はシンガポール ダー職の割合を 2018 年には 8.3％と大幅に上昇
やマレーシアへ海外初進出を果たすなど、「食を させています。
通して社会に貢献する」という経営理念のもと、
また、パートナー社員（パート社員）について
も、人事評価制度を導入。評価制度の「見える
更なる事業拡大を進めています。
2005年にTPA（トーホー・ポジティブ・アク 化」により最短３年で正社員に登用される仕組み
ション）推進プロジェクトを立ち上げ、女性・男 を構築したことに加え、一定の基準に達したパー
性を問わずいきいきと自分の能力を発揮させ、 トナー社員は無期雇用とするなど、それぞれの立
「お客さま」と「会社」と「自分の人生」に対し 場に応じたモチベーションの維持、人材育成、登
て価値を提供していくことが出来る職場環境づく 用への工夫を進めています。
「女性の活躍なくしてトーホーグループの成長な
りを目指してきました。2014年にはコース別人
事制度による採用・昇格の制限を廃止。一方、女 し」というトップメッセージのもと、グループ会社
性が少ないセクションの課題を分析し、職域拡大 横断で取組を推進。女性が更に輝ける組織づくりを
や人材育成、登用、意識改革によるキャリア形成 目指しています。
（問）県男女家庭課 078-362-3160

★情報図書室だより－格差の克服と女性のエンパワーメントのための２冊★
イリス・ボネット著・池村千秋訳・大竹文雄
解説「WORK DESIGN(ワークデザイン):行動
経済学でジェンダー格差を克服する」
（2018 年エヌティティ出版）
著者は、私たちは政治、学校等
の社会のあらゆる場面で、性別に
応じてどのように振る舞うかを
無意識な偏見（アンコンシャス・
バイアス）をもとに選択していると指摘して
います。研修等で意識は改革できても、無意
識が変わらないままでは、ジェンダー格差は
解消しないというのです。本書では豊富な事
例に基づき、無意識な偏見は社会や職場にお
ける評価制度や募集方法等の行動デザインに
よって決まっているので、設計を変更すれば
ジェンダー格差を是正できると、エビデンス

に基づいて具体的な解決策を示しています。
大崎麻子著「エンパワーメント ―働くミレ
ニアル女子が身につけたい力」（2017 年経
済界）
「エンパワーメントとは、自分の人生を自
分で決めながら生きていく力をつけるこ
と。」本書には時代に翻弄されずに、主体的
に生きていくために身につけておきたい物事
の捉え方やスキルについての提言が詰まって
います。また、個人のありよう
だけでなく、社会のありようを
変える行動に参加し、女性が生
きやすい社会を実現しよう！と
語る著者の大崎氏から力をもら
える１冊です。

※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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