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兵庫県女性活躍推進本部

受講生
募集！
【開講にあたって】
令和２年は新年当初から新型コロナウイルス

そこで当センターでは、この感染症に対し、

感染症の流行という近年経験したことのない種

より十全な備えの下、講義の形態や受講の仕方

類の災害が日本を襲い、その猛威は今も私たち
を脅かしています。現在のところ流行の第１波

等を工夫し、今後、再び緊急事態宣言が発せら
れた場合でも、継続してご受講いただけるよう

は、幸いにして欧米諸国が震撼したほどの被害
には拡大していません。こうした状況は、今後

インターネット等の ICT 技術を活用し、ご自宅
の PC 等のデバイスに講義を配信する準備も進

の第２波、第３波の脅威がより大きいことを予
告していると言っても過言ではありません。

めていますので、安心してご応募くださいます
ようお願いいたします。

【 募 集 の 概 要 】
（日程）令和2年9月3日(木)～令和3年1月20日(水) （定員）20名程度（県内在住、在勤、在学の男女）
のうち11日間

（受講料）無料

（場所）県立男女共同参画センター・セミナー室

（一時保育）１歳半から就学前まで（要予約、定員８名）

（内容）講義形式で男女共同参画に関する基礎知識を （申込方法）所定の受講申込書を7月31日(金)必着で
学ぶとともに、地域課題の分析、事業企画、

郵送･FAXまたは持参

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】
★9/19（土）10:30-12:30
無意識の偏見に気づく
～男女共同参画社会の実現のために～
京都光華女子大学副学長 加藤
★9/19（土）13:30-15:30
人生１００年時代
～人生の節目に扉をあける～
同志社女子大学教授

日下

★10/15（木）13:30-15:30
男性の働き方と子育て
～育児休業の国際比較の視点から～
千恵さん
甲南大学教授 中里

英樹さん

★10/29（木）10:30-12:30
女性の貧困と子どもの貧困
～要因から解決策を見据える～
菜穂子さん
社会学者（博士）・専門社会調査士 神原

文子さん

★9/26（土）10:30-12:30
★10/29（木）13:30-16:00
ＳＯＧＩ（性的指向・性別自認）の多様性
地域リーダーに求められる文章力とは？
～差別や偏見のない社会づくりのために～
～コツと貯金で「伝わる文章」を書く～
大阪府立大学教授 東 優子さん
伝わる文章の書き方講師・耕文舎代表 赤羽 博之さん
★10/1（木）10:00～16:00
★11/12（木）10:30-12:30
地域課題を解決する事業の策定
「女性に対する暴力」の現状・背景・対策
～プロジェクト・サイクル・マネジメント手法を学ぶ～
～ＤＶと性暴力を題材に～
関西学院大学准教授 斉藤 容子さん
市民共同法律事務所・弁護士 吉田 容子さん
★10/15（木）10:30-12:30
地域における女性活躍
～政策・意思決定の場への女性の参画～
京都女子大学学長 竹安

★11/12（木）13:30-15:30
スポーツとジェンダー
～ジェンダー平等と体育・スポーツの功罪～
栄子さん
京都教育大学名誉教授 井谷 惠子さん
（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

国・県の動き
女性活躍推進グループ募集！
企業における女性活躍に向けた気運醸成､取組の推進を図るため､女性社員を中心としたグループの
活動を支援しています｡企業主導ではない､社員が主体となる活動を活性化することにより､女性活躍
をボトムアップで推進することを目指します。女性リーダーを中心とする、女性活躍推進のためのグ
ループの申請を募集します。
■募 集 期 間

令和２年４月１日（水）～令和２年１２月１５日（火）

■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 5 名以上のグループ（要件あり）

■対 象 事 業

企業等における女性活躍推進のための事業
例:勉強会の開催、先進企業の視察、研修会の開催 等

■補 助 内 容

・補助金額:上限 10 万円(１グループ１回限り)
・補助対象経費:申請事業に直接必要な経費
例:講師等謝金、旅費、消耗品費（文具・用紙代等）会場使用料 等

■事業の流れ

①申請書の提出→②決定通知書の送付→③事業実施→④実績報告書の提出
(年度末に｢成果報告会」を開催する予定ですので､ご協力をお願いします｡)

※事業の詳細や要件、申請書類等は、兵庫県ＨＰをご確認ください。
（URL:https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk17/jyoseikatuyaku/holtusokukaigi.html）

「家族の日」写真コンクール作品募集！

家族のきずなを深めるきっかけづくりを進める｢家族の日｣運動の一環として、｢家族の日｣
写真コンクールの作品を募集します。
あなたのカメラやスマホにある、“これもまた家族”“やっぱり家族”“それでも家族”と
感じる写真をぜひご応募ください。
■募集期間

令和２年７月１日（水）～９月３０日（水）

■応募資格

兵庫県内に在住または在勤・在学されている方、 e-県民登録者

■写真部門
・郵送や持参：カラーまたはモノクロでプリントしたもの
・インターネット：県ホームページに掲載している応募サイトに
必要事項を入力し､写真データを添付
■インスタグラム部門
①公式アカウント[@hyogo_family ]をフォロー
②[@hyogo_family]をタグ付け
③応募用ハッシュタグ「＃ひょうご家族の日 20」をつけて投稿
■賞 兵庫県知事賞等、入賞者へは副賞もあります
※事業の詳細、要件等は兵庫県ＨＰをご確認ください
（URL:https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk17/ac15_000000450.html）
（問）県男女家庭課 078-362-3160

令和２年（第５回）「ひょうご女性の活躍企業表彰」
表彰候補企業を募集します！

県内における女性の活躍を一層推進するため、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」として表彰しています。
自薦・他薦は問いませんので、ぜひご応募ください。
■募 集 期 間 令和２年６月１５日（月）～令和２年８月１８日（火）
■募 集 方 法 自薦のほか、市町及び関係団体による他薦
■表彰の対象 県内に事業所を有する法人その他の団体で､以下のいずれかの取組を行う者
・女性の活躍や登用に関する具体的な方針がある
・女性の活躍や登用に関する具体的な取組及び環境整備を推進している
・女性の管理職比率が上昇､役員に女性を登用している等の実績がある
・女性の活躍や登用に関する現状、方針、取組内容を具体的に開示している
・その他、女性の活躍や登用に関する先進的な取組を実施している
■表彰企業数 5 社程度
■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て選考します
■申 込 方 法 申請書に必要事項等を記載し、郵送又は持参により提出
※事業の詳細や要件､申請書類等は､ひょうご女性の活躍推進会議のＨＰをご確認ください。
（URL:https://w-hyogo.jp/）
（問）県男女家庭課 078-362-3160

地域の取組み
ここいろジェンダー講座「私たちの求める
もの、次世代に引き継ぐものとは～身近な
慣習やしきたりから考える～」（6/3）

男女共同参画スタディーズ 2020「ジェン
ダー平等が SDGs を前進させる」（6/6）

4月から新規開設の「伊丹市立男女共同参画

一般社団法人アジア・太平洋人権情報センタ

センター ここいろ」の初めての講座となり、
女性学研究者の源淳子さんに登壇頂きました。
ジェンダーギャップ指数が153ヵ国中121位

ー所長の三輪敦子さんをお迎えし、SDGsのあ
らゆる項目に関連する分野横断的課題でありな
がら、独立した目標（
ジェンダー平等を実現

と低い日本は、性別役割分業の問題があり、安

しよう）でもある、ジェンダー課題についてお
話して頂きました。コロナ渦ではこれまでのジ
ェンダーの問題が改めて顕在化しており、「一
人ひとりを大切にしながら世界を変革する」と
いうSDGsの理念を強みに『誰もが可能性を閉
ざされることのない、公正で豊かで持続可能な

心できる生活の場を阻害している要因にもなっ
ています。また、多様性を阻むものとして近代
の家制度が残っている点を挙げられました。し
きたりや慣習が残る日常生活の中で、家族、夫
や子、パートナーと対等な関係を作っていくこ
とは難しいが、「おかしことをおかしいと気づ
くきっかけを頂きました」、「日常の小さなこ
とからでも気づきを促
して、多様性を認めら

未来』にむけて。を考える機会となりました。
参加者のみなさんからは「自分も少しづつ行動
したい」という積極的な声があがりました。

れる社会につながれば
と思う」、といった感
想がありました。
（問）伊丹市立男女共同参画センター 072-781-5516

（問）宝塚市立男女共同参画センター 0797-86-4006

お知らせ・参加者募集中の講座
★育休復帰応援セミナー★

★営業準備セミナー★

自分で見つける！育休復帰後の
上手な時間の使い方（8/5）

ネットショップにチャレンジ！（7/30, 8/3）

実際に「育児」をしながら「仕事」に取り組
んでいる先輩ママたちのリアルな声やアドバイ
スを基に、育休復帰後の生活を具体的にイメー
ジしながら「私らしい時間の使い方」について
考えてみませんか？

この度のコロナ禍における休業要請で、「賃
料」や「人件費」といった「固定費」が営業を
圧迫する中、初期費用を抑えて始められる「ネ
ットショップ」に注目が集まっています。受講
者同士で意見交換しながら、ネットショップづ
くりのコツを学びます。

◆講

師
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象
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◆受 講 料
◆会
場
◆一時保育
◆締め切り
◆申込方法

森本 紀子さん
（NPO法人夢コネクト理事長）
産休・育休中の方 10 名（組）(申込
多数の場合抽選)
無料
県立男女共同参画センターセミナー室
１歳半から就学前まで６名(要予約)
7 月 29 日（水）13:00 必着
チラシ記載の QR コードを読み込んでお申
し込みください。パソコンの場合は、当セ
ンターHP からお申し込みください。

宇田名保美さん（ＩＴコーディネーター、
1級販売士、ADU株式会社代表）
県内在住、在勤でネットショップの開業を目指
している方 20 名(申込多数の場合抽選)

◆受 講 料 無料（ただし、二日間とも参加できる方）
◆会
場 県立男女共同参画センターセミナー室
◆一時保育 １歳半から就学前まで６名(要予約)
◆締め切り ７月 2１日（火）13:00
◆申込方法 チラシ記載の QR コードを読み込んでお申
し込みください。パソコンの場合は、当セ
ンターHP からお申し込みください。

※このページの詳細は、下記までお問い合わせください。

※
種

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、随時変更の場合があります。
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

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、
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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