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兵庫県女性活躍推進本部

兵庫県子育て応援協定・男女共同参画社会づくり協定合同締結式、
お父さん応援フォーラムを開催しました！
９月６日、県立のじぎく会館において、家庭と
仕事の両立支援や男女共同参画に向けた職場づく
りに積極的に取り組む企業と県が取り交わす「兵
庫県子育て応援協定」および「男女共同参画社会
づくり協定」の締結式が行われ、それぞれ新た
に、18 社（累計 1,335 社）、13 社（累計
1,324 社）が加わりました。
締結式に続いて開催された「お父さん応援フォ
ーラム」には、従業員の子育て支援に積極的に取
り組む企業の担当者ら約 120 人が出席。
はなまる総合研究所代表の杉下正行
さんが「言いたいことがきちんと言え
る、雰囲気の良い職場を作る方法」と
題して講演。グループワークも交えな
がら、和気藹々とした雰囲気の中で、風通しの良
い職場をつくる秘訣への理解を深められました。
事例発表では、姫路市を拠点に人材派遣サービ
ス事業を展開する株式会社マインズ常務取締役の
山本修士さんが、本格的に到来する人生 100 年

時代を見据え、今後求められる「会
社」と「社員」の関係に対応する為
に進めた働き方改革について紹介。
創業後 10 年が経過し、社員のプライ
ベートが変化する中で、従業員のニーズに合わ
せて導入した複数の短時間勤務制度や、社外で
も活躍する実力を持つ人材を育成する教育制度
により、働きがいと業績の両立が可能とされま
した。独自の取り組みに、参加者は熱心に耳を
傾けていました。

▲子育て応援・男女共同社会づくり協定締結式

（問）県男女家庭課 078-362-3385

参加者募集

参加者募集

ひょうご家庭応援県民大会を開催します！
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。「わたしの家族自慢」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：令和元年 11 月 16 日（土）
13:00～15:30

◆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 12 回「家族の日」写真コンクール表彰式
〇事例発表
〇講
演「家族のこれまでとこれから」
筒井 淳也 氏
（立命館大学産業社会学部教授）
◆参加費

無料
（問）県男女家庭課 078-362-3385

第 37 回ひょうご女性未来会議
in こうべ を開催します！

ひょうご女性未来会議とは、様々な分野で活躍
する兵庫の女性たちが一堂に会し、ネットワーク
を広げ、能力や力を高め合いながら新しいライフ
スタイルの実現を目指していく女性の集いです。
このたび11月10日（日）に、神戸学院大学ポ
ートアイランドキャンパスにおいて例会を開催し
ます。テーマは「一歩前へ！～いつだって、ワタ
シらしく輝くために～」です。企業人や起業家、
銀行員と映画監督の兼業者、地域活動家など様々
な方によるパネルディスカッションをとおして、
一緒に考えませんか？
どなたでもご参加いただけます。大勢の方のご
参加をお待ちしています。
日時
場所

令和元年11月10日(日)13:30～16:30
神戸学院大学ポートアイランドキャンパス
Ａ号館６階大会議室
お申し込み 県立男女共同参画センター内
「ひょうご女性未来会議」事務局
（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

就業支援関連講座
仕事づくりセミナー

～起業への一歩を踏み出そう～

起業をめざす方を対象に20年以上毎年開催
している恒例のセミナー（4週連続講座）を開
催し、２９名が参加しました。
このセミナーは、ワークやディスカッショ
ンを取り入れ、起業に関する基礎的な知識を
幅広く学ぶカリキュラムです。
２日目には、3名の先輩起業家、ハンドメイ
ド雑貨販売を行っている a la fete の内山
奈己さん、花とカフェの店を経営している
Plants Café の西口晶代さん、キッチン付レ
ンタルスペースを経営している 2nd Kitchen
の中川ひろこさんをお迎えし、「この受講生
の仲間との交流を大事にすること。 起業前・

を開催しました！

起業後も、人との繋がりやコミュニケーショ
ンを大切にネットワークを広げてください」
といった助言をいただきました。
他にも、融資、社会保険、税金の話といっ
た基礎知識、中小企業診断士の講師陣から
は、事業計画書作成のポイントからマーケテ
ィング、お金の計算、事業の伝え方、ＳＮＳ
を活用した
広報等をグ
ループワー
クで意見を
交わしなが
ら学びまし
た。 最終日
の午後には一人３分間のプレゼンテーション
を行い、緊張しながらもしっかりと自分の計
画や目標を発表していました。
１人でも多くの方が“起業”という夢を実
現できることを願っています。
（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

自分を活かす働き方
～私らしいリーダーシップ～

会ってみたいと思われる履歴書の書き方
～再就職に向けてあなたの一歩を応援～

【働く女性のためのステップアップセミナー】
を開催しました！
9月13日（金）

【再就職応援セミナー】

に「自分を活かす
働き方～私らしい
リーダーシップ～」

書き方｣。ワーク
やディスカッショ
ンを取り入れなが

をテーマに、リーダーシップや自分らしいキャ
リア開発の考え方について、株式会社ＩＣＢ代

ら自分の強みや長
所を見つけ、志望
動機の表現のポイントについて学び、それを履
歴書に落とし込み、履歴書を完成させるまでを

表取締役・キャリアカウンセラーの瀧井智美さ
んにお話いただきました。
受講者からは
「色々なリーダ
ーシップの形を
紹介され、自分

女性のための再就職

１日集中講座を開催しました！
テーマは｢会ってみたいと思われる履歴書の

実習しました。
「履歴書の書き方だけなく、考え方や視点の
おき方を学べて非常に役立ちました」「自分の
方向性が固まり、“まず、やってみよう！”と

もできるという
気持ちになれ

思えた」等の意見があり、受講生のこれからの
求職活動にプラスとなる知識や発見があったよ

た」「気づきが
たくさんあり、今後に活かしたい」等の感想が
寄せられました。

うでした。次回の再就職１日集中講座は、11月
7日（木）に、｢自分らしさをアピール！職務経
歴書作成術｣をテーマに開講します。
（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

市町・企業の取組み
親子で楽しむ♪
ダイナミック！ 新聞あそび（9/16）

「仕事と子育て両立」準備セミナー

西脇パパサークルＪＡＯ（じゃお）は、「J
（自由に）A（遊ぼう）O（おとんと）」をモ
ットーに子育ての楽しさを男性に知ってもら
おうと活動している市民活動グループです。
今回、西脇市こどもプラザと共同で、茜が
丘複合施設みらいえ多目的ホールにて、みだ
しのイベントを開催しました。
西脇パパサークルＪＡＯの先輩・現役パパ
が、手遊びや新聞を使った簡単で楽しい遊び
を披露してくれました。
参加者からは、「子どもと一緒に楽しい時
間を過ごせました」「普段、子どもと遊ぶこ
とが少ないので、良い機会になりました」等
の声が聞かれました。

9月21日（土）、芦屋市男女共同参画セン
ターウィザスあしやにおいて、みだしのセミナ

（問）西脇市男女共同参画センター 0795-25-2800

ーを開催しました。
育休復帰経験があるキャリアコンサルタント
の井本七瀬（いもとななせ）さんをお迎えし、
育児復帰に向けた不安や悩みの解消方法をお話
しいただきました。
参加者からは「復帰に向けて、具体的にどん
なことが大変で、どう考えればいいのかを知る
ことができました」等の感想があり，有意義な
時間になりました。

（問）芦屋市男女共同参画センター

0797-38-2023

◆◆がんばる企業◆◆
～女性が働き続けられる環境づくりのために事業所内保育施設を開園～
■会 社 名：フルヤ工業株式会社（丹波篠山市）
■代 表 者：代表取締役社長 降矢寿民
■事業内容：プラスチック製品の開発及び製造
■従業員数：148 人（令和元年 9 月 1 日時点）
■Ｕ Ｒ Ｌ： http://www.furuyainc.co.jp/index.html
フルヤ工業株式会社は、大正7年に大阪市で、ボ
タン製造を行う降矢ボタン工場として創業。昭和2
年に本社を現在の丹波篠山市に移転。同社は、精密
プラスチック射出成形業者として高い技術力を持
ち、自動車から時計、カメラ、医療関連機器まで幅
広い業界向け部品の製造を行っています。
同社では、従業員の約6割以上を女性が占めてお
り、その多くが製品の良不良をチェックする検査部
門で働いています。同社の重要な戦力として活躍す
る女性従業員達が結婚・出産後も働き続けられる環
境づくりのため、平成27年11月に事業所内保育施
設「サボテンハウス」を開園。同施設で、乳幼児の
受入を開始したところ、育児のために一度退職した
元従業員の復職も実現しました。また、平成29年に
は、女性パートタイマーを対象に「正社員として働
きたいか」を尋ねるアンケート調査を実施。同調査

で正社員になりたいと手を挙げた2人の女性は、今
では正社員として働いています。
さらに、毎週月曜日と金曜日をノー残業デーに定
めている他、向こう1カ月の有給休暇を2日分あらか
じめ申請した上で取得する計画有休制度も導入して
おり、残業削減・有給休暇の取得促進に向けても積
極的に取り組んでいます。
このような取組の結果、平成30年にはワーク・ラ
イフ・バランスの推進に向け先進的な取組を実施し
ている企業として「ひょうご仕事と生活のバランス
企業表彰」を、今年の５月には兵庫県健康づくりチ
ャレンジ企業アワード「全国健康保険協会 兵庫県
支部長賞」を受賞しています。
今後も、さらなる女性従業員の活躍、従業員のワ
ーク・ライフ・バランスの推進に向け、取り組みを
進めていきます。
（問）県男女家庭課 078-362-3160

★女性のための働き方セミナー★
～これからも輝きたい !! ～
小学生ママのキャリアデザイン
預けられる保育園時代と違い小学生を育て
ながら自分らしく働き続けていくには…と悩
んでいる方、働き方の最新情報や事例などを
知り、５年後､１０年後のキャリアデザインを
一緒に描いてみませんか。大学でのキャリア
講座など女性向け研修、キャリア開発講座で
活躍のNPO法人アーチ・キャリア代表の井本
七瀬さんが講師です。
◆開催日時
◆場
◆講

所
師

◆対
象
◆受 講 料
◆一時保育
◆申込方法

10月30日（水）
10:00～12:00
セミナー室
キャリアコンサルタント
井本 七瀬さん
12名(申込多数の場合、抽選)
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

★女性のための働き方セミナー★
子育てママに役立つマネープラン
子どもの成長に合わせたマネープランについ
て学びます。扶養の範囲で働くとどうなるの
かなど、働き方で変わってくる税金や社会保
障制度についてもわかりやすく説明します。
講師は、自身の子育て経験を活かしセミナ
ー経験豊富な福一由紀さんです。生活に密着
したマネー情報をわかりやすく学べるセミナ
ーです。
◆開催日時
◆場
◆講

所
師

◆対
象
◆受 講 料
◆一時保育
◆申込方法

11月20日（水）
10:00～12:00
セミナー室
ファイナンシャルプランナー
福一 由紀さん
10名(申込多数の場合、抽選)
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

※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
10/26（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

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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