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兵庫県女性活躍推進本部

平成 31 年度県・市町男女共同参画合同会議、
県内男女共同参画センター等連絡会議を開催しました（4/24）
４月24日、平成31年度県・市町男女共同参画合
同会議、第1回県内男女共同参画センター等連絡会
議が県立男女共同参画センターで開催され、県と市
の男女共同参画担当職員約70名が出席しました。
会の冒頭、県女性青少年局長は「県と市の職員が
一堂に会する年に1度の機会ですので、ぜひ有効活
用して欲しい。」と関係機関の協力を呼びかけまし
た。
まず、県から事業の報告が行われ、県男女家庭課
からは、平成31年度新規事業の「企業における女
性活躍推進グループ活動支援事業」等について、県
立男女共同参画センターからは同センターの概要や
「中小企業における一般事業主行動計画策定推進の
ためのプロジェクト事業」等について説明がありま
した。また、県児童課からは県のＤＶ関係施策や計
画の改定について報告があり、市町等の担当者は熱
心に耳を傾けていました。
続いて、市町における取組報告が行われ、今年度

は神戸市、姫路市及び宝塚市の3市が報告。神戸市
における第4次男女共同参画計画の目標と推進状況
の報告に続き、姫路市が実施する男性のための電話
相談が紹介されました。最後に宝塚市から、条例の
改正と同市が推進しているパートナーシップ制度の
紹介、同市男女共同参画センターでの取組について
報告がありました。
閉会挨拶では、県立男女共同参画センター所長が
「今後も県と市町が連携を深めながら男女共同参画
の取組みを進めてまいりたいので、どうぞよろしく
お願いします。」と締めくくりました。

「ひょうご女性の活躍企業表彰」
～表彰候補企業募集のご案内～

「女性活躍推進グループ活動支援事業」
～活動グループを募集します～

女性の登用や職場環境の改善等、女性の活躍に
積極的に取り組む事業所を「ひょうご女性の活躍
企業」として表彰します。県内で活躍する皆様の
積極的な応募をお待ちしています。

兵庫県では、企業における女性活躍に向けた気
運醸成、取組の促進を図るため、女性社員を中心
としたグループの活動を支援することとしまし
た。現在、女性活躍推進のためのグループの申請
を募集しています。
○対象グループ
県内に事業所を有する企業の社員で構成する、
女性活躍の推進を目的に設置したグループで、以
下の基準をすべて満たすものが対象となります。
・企業における女性活躍の推進を目的とするもの
・ 構成員が５人以上であること
・ 代表者が女性であること
・ 構成員の半数以上が女性であること
・ 複数企業の社員により構成されること 等

■募集方法
自薦のほか、市町及び関係団体等による他薦
■募集期間・申込み方法
平成 31 年４月１５日(月)～７月１６日(火)
※ 郵送又は持参により提出
■表彰の対象
県内に事業所を有し、女性の活躍に積極的な取
組を行っている法人・その他の団体（国・地方
公共団体を除く）。
■表彰企業等数 ５社程度（H３０年度実績：７社）
■選考方法
「ひょうご女性の活躍推進会議」内に設置する
審査委員会において、各企業等からの申請書及
び個別ヒアリング結果等をもとに選考のうえ決
定します。
※詳細はひょうご女性の活躍推進会議ＨＰから
ご確認ください。https://w-hyogo.jp/news/

（問）県男女家庭課 078-362-3160

○助成額
１団体あたり１０万円を限度に助成
○募集期間
平成31年４月23日（火）～９月３０日（月）
※詳細は兵庫県のHPからご確認ください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk17/jyoseikatuyaku
/holtusokukaigi.html
（問）県男女家庭課 078-362-3160

イーブン事 業 紹 介
受講生
募集！
（日程）6月13日(木)～12月12日(木)のうち15日間

（定員）30名程度（県内在住、在勤、在学の男女）

（場所）県立男女共同参画センター・セミナー室

（受講料）無料

（内容）《前半》講義形式で男女共同参画に関する基 （一時保育）1歳半から就学前まで(要予約、定員8名)
礎知識を学びます。

（申込方法）所定の受講申込書を5月31日(金)必着で

《後半》地域課題の分析、事業企画、会議

郵送･FAXまたは持参

運営、情報発信等の実践力を磨きます。

※詳細は(問)まで

【主なカリキュラム】
★6/27（木）13:30-15:30
★7/13（土）13:30-15:30
男女共同参画の視点を集めてみましょう
男性介護が当たり前になる社会
神戸親和女子大学教授 勝木 洋子さん
～大介護時代到来を前に
立命館大学産業社会学部教授 津止 正敏さん
★7/4（木）13:30-15:30
★7/25（木）10:30-12:30
女と時代
女性の貧困と子どもの貧困～自己責任論からの脱却
――『森瑤子の帽子』にみる主婦の孤独・働く女の葛藤
神戸学院大学現代社会学部長・教授 神原 文子さん
ジャーナリスト 島﨑 今日子さん
★7/25（木）13:30-15:30
★7/11（木）10:30-12:30
女性の労働参加の現状と課題
世界の男女共同参画と女性のエンパワーメント
～縮みゆく日本とこれからの女性の選択
～SDGsと取組事例から
甲南大学マネジメント創造学部教授 前田 正子さん
JICA関西所長 西野 恭子さん
★8/8（木）10:30-12:30
★7/11（木）13:30-15:30
働き方と家族のゆくえ～これからの共働きを考える
地域社会における女性活躍
立命館大学産業社会学部教授 筒井 淳也さん
～意思決定の場への女性の参画が必要な理由
京都女子大学特命副学長 竹安 栄子さん ★8/8（木）13:30-15:30
DVとモラハラ、児童虐待
★7/13（土）10:30-12:30
～加害者を変えるNOVOの取組み
性（ＳＯＧＩ）の多様性
非暴力ルーム・大阪（NOVO）運営 伊田 広行さん
～差別や偏見のない社会づくりのために
大阪府立大学大学院人間社会システム科学研究科教授 東 優子さん

（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

「ひょうご女性未来会議 in あかし」を開催します!!

◆日時
2019年5月25日(土)
13:00～16:00
◆会場
あかし市民広場

◆参加費

無料

◆内容
〈オープニング〉

〈パネルディスカッション〉
☆コーディネーター
﨑野圭子さん
☆パネリスト
石井美弥子さん
柏木輝恵さん
フェアマルガリータさん
（﨑野圭子さん）
〈交流タイム・リレートーク〉
☆明石焼きの振る舞いや記念撮影コーナーも
あります。ぜひご参加ください！
（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

〈アクセス〉

“ともに創るやさしい未来を明石から～み
んなちがってみんないい～”をテーマに「第
36 回ひょうご女性未来会議 in あかし」を開
催します。
誰もが安心してその
人らしく暮らせる社会
をともに創るために、
私たちがこれからでき
ることを一緒に考えて
みませんか。

イーブン情報図書だより
～イーブン情報図書室のご案内～

～イーブンシネマ＆トーク～

イーブン情報図書室は、男女共同参画推
進に役立つ図書、行政資料、映像資料、情

「マイ・インターン」の上映会を開催します。この
映画は 2015 年にアメリカ合衆国で製作されたコメデ
ィ映画で、主演をロバート・デ・ニーロとアン・ハサ
ウェイが務めました。老若男女の共感を呼び、すっき
りと温かい気持ちにさせてくれる作品です。
ご家族やご友人を誘って、ぜひお越しください。も
ちろん、おひとりでのご参加も歓迎です‼

報誌などを収集し所蔵しています。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、男女共同参画推
進を目的とする活動（講演会・セミナーな
ど）を行うための情報提供も行っていま
す。お気軽にご相談ください。
（℡：078-360-8557）

◆日時 ５月２５日（土）
10:00～12:30
◆会場
◆対象
◆一時保育

◆申込方法 電話・FAX・
来館・イーブンＨＰ
（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

◆◆がんばる企業◆◆
～女性職員向けの研修制度や多様な勤務制度の導入により男女共に働きやすい職場づくりを～
■会 社 名：兵庫信用金庫（姫路市）
■代 表 者：理事長 園田 和彦
■事業内容：預金業務、貸出業務、内国・外国為替業務
有価証券投資業務
■従業員数：553 人（平成 31 年 3 月末時点）
■Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.shinkin.co.jp/hyoshin/index.html
1931年（昭和6年）に「網干信用販売組合」
と し て 創 業 。 1974 年 （ 昭 和 49 年 ） に 現 在 の
「兵庫信用金庫」という名称になりました。
「愛と信と和を基に、あふるる活力により金庫
の発展を目指し、私たちの幸福とともに地域社会
に価値ある存在になろう」という経営理念のも
と、姫路や神戸をはじめ、県内の瀬戸内沿岸地域
を中心に本支店を置き、地元密着型の金融機関と
して親しまれています。
同金庫では、女性のキャリア形成を妨げる課題
を分析し、女性業務職（一般職）向け階層別キャ
リアアップ研修、女性総合職向けのキャリアアッ
プ研修、女性役席候補者のキャリア研修、女性管
理職・監督職・事務係長向けのトレーニー研修
と、業種や役職に応じた多様な研修を通じて、女

性職員の活躍を支援しています。
また、2014年から、子育てと仕事の両立が可
能な勤務制度を導入。３歳までの子どもを持つ職
員の17時以降の勤務を免除する変形勤務制度
や、小学校就学の始期までの子を養育する職員向
けの短時間勤務制度等の利用も定着しています。
これらの取組が評価され、平成28年7月には県
内金融業界で初めて「プラチナくるみん」を取
得。さらに、平成29年1月には、「えるぼし（２
段階目）」の認定も受け、女性活躍に悩む同業他
社もうらやむ環境が整っています。
これからも、地域に根ざした金融機関として、
男女が共に個々の能力を十分に発揮できる職場の
実現に向けた取組が期待されます。

（問）県男女家庭課 078-362-3160

お知らせ・参加者募集中の講座
★男性のための電話相談★

～もっと素敵に働きたい～

家庭や職場、恋人間の人間関係、夫婦関係の
なやみ、子育てや介護のなやみ、定年後の生き
方、働き方についてのなやみなど、臨床心理士
の資格を持つ経験豊かな男性相談員が電話で相
談に応じます。

50代から考える働き方とシニアライフ

◆対象：男性（原則、県内在住、在勤、在学の方）
◆料金：無料

50 代女性の雇用状況を踏まえ、知っておき
たい制度の知識を学び、生涯を通じての働き方
について考え、振り返る機会をもち、自分が素
敵だと思う働き方、生き方を見つけましょう。
◆日時：5 月 31 日（金）10:00～12:00
◆場所：県立男女共同参画センター・セミナー室

◆電話番号：０７８－３６０－８５５３
◆実施日時：毎月第１・３火曜日（原則）の
１７時から１９時まで、１０月までの実施日
は下表のとおりです。
5月

7 日、21 日(火)

8月

6 日、20 日(火)

6月

4 日、18 日(火)

9月

3 日、17 日(火)

7月

2 日、16 日(火)

10 月

1 日、15 日(火)

◆対象：再就職または継続就業をめざす女性
10 名（申込多数の場合抽選）
◆一時保育：要予約、無料。定員 6 名
（1 歳 6 ヶ月から就学前まで）
◆申込締切：5 月 24 日（金）17 時まで
◆申込方法：チラシ裏面の申込書により郵便ま
たは FAX（電話申込も可）、インターネッ
トは 兵庫県イーブン で検索して下さい。

※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

男性のための相談(男性臨床心理士)

電話

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)

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（原則）

17:00～19:00

078-360-8554

毎月第１～４木曜日、
5/25

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、
5/22、8/28

14:00～17:00

電話（直通）

078-351-3400

月曜日と金曜日

10:00～16:00

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)

情報相談（情報アドバイザー）

実 施 日 時

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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