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兵庫県女性活躍推進本部

ロールモデル意見交換会（10/8）を開催しました！
～女性が共に支え合い、成長しよう！リーダーシップを発揮し合おう！と決意を新たに～
女性活躍推進センター（男女共同参画センタ
ー内）では、県内企業でいきいきと働くロール

点に立つ広い視野が大切である等、ロールモデ
ルならではの意見が出ました。

モデルの女性たちを取材し、「ひょうご女性の
活躍推進会議」のホームページで紹介していま

最後にゲストスピーカーの兵
庫県経営者協会女性産業人懇話

すが、取材女性が50名を超えたことを契機

会（VAL21）代表幹事・川崎
重工業株式会社・総務本部総務

に、ロールモデルが一堂に会す「ロールモデル
意見交換会」を開催しました。１分間自己紹介

部副部長の今村弥雪さんが、

の後のグルーワークでは、「今、職場で気にな
っていること」「後進の育成で工夫しているこ
と」の２つのテーマで意見交換。部下との世代
間ギャップを超えたコミュニケーションや、話
しやすい環境づくりなど、自身の経験を踏まえ
たアプローチの

VAL21を紹介するとともに、女性同士の社外
のネットワークの重要性につい
て話され、同じく神戸新聞社論
説副委員長の勝沼直子さんが、
働く女性の歴史や、兵庫県女性
のトップランナーであった、第

方法を提案し合
いました。
続くフリー
トークでは、昇進への心のハードルの超え方
や、部下の昇進意欲の意識づけについて、女性

68代衆議院議長・故土井たか子さんの逸話を
もとに、働く女性の責任感、使命感とともに、
女性同士の連帯について話されました。
お二人からの力強いエールに参加者から大き
な拍手が送られました。

自身のキャリアアップだけではなく、企業の視

11月12日(火)から11月25日(月)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｣の実施期間です。夫やパートナーか
らの暴力、性犯罪、売買春、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）女性活躍推進センター 078-360-8550

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

イーブン事 業 報 告

横浜国立大学大学院教授の須川亜紀子さんをお

本のアニメにおけるバトルヒーローもの、スーパ

迎えし、「２.５次元文化」から、セクシュアリ
ティ、ジェンダー、アイデン

ーロボットもの、魔法少女もののキャラクターに
焦点をあて、アニメのヒーロー、ヒロイン

ティティ、心の問題等を考え
るセミナーを開催しました。

像の変化と各年代の時代背景、男女共同参
画への歩みを話されました。

まず、須川先生から、2.5

参加者からは、「男女共同参画の背景、

次元文化について「アニメな
ど２次元の虚構の世界と、身

時代の流れがよく分かる講座でした」「社
会の時代背景とアニメの関係についての講

体性を伴った経験を共有する
３次元の現実世界の曖昧な境

義を初めてお聞きして、とても新鮮でし
た」「青春時代、激動の時代、今現在ま

界で行われる文化実践」との

で、アニメの魅力、メッセージを改めて体
【須川亜紀子さん】

説明がありました。
また、神戸ハーバーランドのアンパンマンこど
もミュージアムや、今年、新神戸に新設された
2.5次元ミュージカル専用劇場のアイアシアター
を訪れた話を交えながら、2.5次元文化はコンテ
ンツツーリズムとも関わりが深いことに触れられ
ました。その後、１９６０年代から現代まで、日
働く女性のためのステップアップセミナー（10/4）

仕事に振り回されない私になろう！
～仕事の効率術とタイムマネジメント術～

感しました」
などの感想があり、
アニメを通じて男
女共同参画を考え
る有意義な時間と
なりました。
（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550
2 日間連続

女性のための再就職セミナー（10/10、11）

見つけよう！
私にあった職種と将来の「なりたい私」

時間管理の必要性やノウハウ、付箋を使った作

１日目は職業興味チェックと働くイメージづく

業の優先順位の見える化などについて、オフィス

りでした。職業興味チェックリストとキャリアす

hint link 代表の槙本千里さんに、ご講義いただき
ました。

ごろく（就業体験版）を使って、自分がどのよう
な職業に興味があるのか、興味のある職業領域を

「メールは相手
の欲しい情報を５
W２Hでそろえて1
通で送る」「デッ

体験することによって、就活へのモチベーション
アップを図りました。２日目は自己理解を深めま
した。キャリアエレメンツカードを使い、インタ
ビュー・語りを通して、自身の価値観への認識を

ドラインを早めに

深めました。

設定する」「通例
を疑い、前例踏襲しなくて良いと考える」など効
率的な仕事の手法を紹介いただくとともに、実際

「自分の今の思い
に気づき、視野が広
げられ、心を解放で

に付箋にやるべき仕事を書き込み手帳に貼り付け

きた」「人に話すこ

る「To doリスト」作業の作成を行いました。
受講者からは「時間の上手な使い方を知ること
ができた」「To doリストを今後活用してみた
い」等の感想が寄せられました。

とで自分の考えが整
理され、今の就活に
役立った」等の意見があり、それぞれの就職活動
にプラスになる時間でした。

（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

（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／企業の取組み
但馬地域報告（10/7）
トーク＆ダンス「ハッピーフラダンス」
～ちょい悪マダムのススメ～
美方郡村岡町のレストラン「森ちゃんの隠
れ家」を会場に、店主の森脇眞理子さんに講
話とフラダンスを披露していただきました。
題して「ハッピーフラダンス」～ちょい悪
マダムのすすめ～

淡路地域報告（10/24）
三世代交流事業
「郷土料理教室・親子ふれあい教室」
10月24日（木）、洲本中央公民館にてたく
さんのご参加のもと開催されました。
前半は親子で調理実習。おんぶ紐の赤ちゃん
からエプロン姿に三角巾をキリリの子どもさん
まで参加して賑やかに淡路の郷土料理「ちょぼ
汁」をつくりました。
後半は地域のみなさんと一緒にお食事会＆交流

森脇さんは、夫
と始めたレストラ
ンを夫亡き後も自

会。子育てアドバイザーの西角京子さんのかけ
声にあわせて、みんなで手遊び・鈴遊び。「大

らの生きがいとし
て明るく切り盛り

きな栗の木の下で」などのおなじみの曲から最

されており、夫への想いや家族、周りの人た
ちに支えられながら、自分らしく生きるとい

新の「パプリカ」まで、三世代が一緒になって
歌って踊る楽しい時間を過ごしました。

ったお話をされ、参加者はそれぞれに、自分
らしい生き方について考えるよい機会となり
ました。
また、フラダンスも仲間の方々と披露して
いただき、身振り手振りで真似て、フラダン
スの楽しさに触れることもできました。
（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

（問）県立男女共同参画センター

078-360-8550

◆◆がんばる企業◆◆
～女性が「働き続ける」からステップアップ、「個性と能力を発揮し、活躍できる」職場へ～
■会 社 名：株式会社デンソーテン（神戸市）
■代 表 者：代表取締役社長 加藤 之啓
■事業内容：自動車用電子機器の開発・製造・販売
■従業員数：3,797 人（令和元年 10 月 1 日時点）
■Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.denso-ten.com/jp/index.html
大正9年に創立した川西機械製作所を源流に、神戸
工業(株)・富士通(株)・富士通テン(株)を経て、平成
29年に資本構成変更により、｢株式会社デンソーテ
ン｣となりました。
カーナビ・カーオーディオ、ドライブレコーダ
ー、エンジン制御ECU等の自動車用電子機器の開
発・製造・販売を行っており、｢人とクルマ、社会と
クルマをつなぎ、自由で快適なモビリティ社会の実
現への貢献｣を目指し、国内のみならず海外でも事業
を展開しています。
また、同社では、女性社員が働き続けるだけでな
く、それぞれの能力・個性を発揮し、イキイキと活
躍する組織づくりに向けて、制度・仕組みづくりと
風土改革に取り組んでいます。具体的には、女性社
員対象のキャリアデザインやコミュニケーションス
キル向上の研修、社員同士のネットワークづくりを

目的とした交流会や座談会、社内サイトによるロー
ルモデルの紹介等を実施しています。
さらに、女性活躍推進のためには、仕事と生活の
両立が必要不可欠であることから、定時退社日、フ
レックスタイム制度、休暇の計画的な取得等に加
え、新たにテレワーク制度を導入するなど、社員の
ワーク・ライフ・バランスの推進支援も充実させて
います。
これらの取組が評価され、平成27年に「プラチナ
くるみん」、平成28年に「えるぼし（3段階目）」
の認定も受けています。
これからも、「すべての人がそれぞれの能力・個
性を最大限に発揮して、イキイキと活躍する」会社
を目指して、職場のダイバーシティ推進に積極的に
取り組んでいきます。
（問）県男女家庭課 078-362-3160

★女性のための心理講座★
今より少し、楽に生きてみよう
「こころを軽くする考え方講座」(12/2)

★多様な働き方応援シンポジウム★
～日本イーライリリー
多様な働き方への挑戦～(12/3)

「何をやっても思うようにいかない」「自分
には価値がない」「人から嫌われているかも」
「どうせこの先、幸せになれない」などと、つ
い物事を悪く考えすぎることはありませんか？
認知行動療法を知り、自分の「こころの癖」に
気づくことで「今より少し楽に生きる」柔軟な
考え方に触れてみませんか。

社員一人ひとりの多様な価値観を互いに尊重
し、会社全体で積極的にダイバーシティに取組
んでいる日本イーライリリー株式会社の安原部
長をお迎えし、「多様性のある働き方を推進す
る制度改革と職場環境の整備」や「女性活躍の
現状」について、お話しいただきます。

◆開催日時
◆場
所
◆講
師
◆対
象
◆受 講 料
◆一時保育

12月2日（月）
10:00～12:00
セミナー室
イーブン・女性問題カウンセラー
20名（申込多数の場合、抽選）
無料
要予約(（１歳半～就学前まで、9名）

◆申込方法

FAX・郵送・持参・電話またはweb

◆開催日時

12月３日（火）
13:30～15:30
◆場
所 クリスタルホール
（神戸クリスタルタワービル３階）
◆講
師 日本イーライリリー株式会社
安原 菜津子さん（人事本部・部長）
◆対
象 150名（先着順）
◆参 加 費 無料
◆一時保育 要予約(（１歳半～就学前まで、12名）
◆申込方法 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
R2.2.22（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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