令和 2 年 8 月号 Vol.113

兵庫県女性活躍推進本部

7月3日（金）神戸クリスタルホールに、
国連女性機関日本事務所長の石川雅恵（い
しかわかえ）さんをお招きし、講演会を開
催しました。
石川さんは神戸市のご出
身で、神戸大学大学院国際
協力研究科にて法学修士を
取得後、日本政府国連代表
部専門調査員としてキャリ
アをスタートされ、国連児
童基金、国連人口基金にてキャリアを積み
重ね、2017年10月より現職に就任されま
した 。 講 演 では 、① 持続 可能 な 開発 目標
（SDGs）からみる世界の課題、日本の課
題、②UN Women（国連女性機関）の女
性・ 女児 の エン パー メン トに 関 する 取組

み、③ジェンダーギャップ指数（世界経済
フォーラム）に対する見解や評価、④国連
で活躍する日本女性等について、お話しい
ただきました。
あいにくの曇天にもかかわらず、募集人
員いっぱいの110名の方々にご参加いただ
き、「包括的に現在の日本の状況、進むべ
き 方 向 が よ く わ か り ま し た 」 「 UN
Womenの取組みや、私たちができること
を改めて知るきっかけとなりました」等の
感想が寄せられ、男女共同参画社会の実現
に向けた個々人の貢献のあり方等をあらた
めて認識いただけた講演会となりました。
この講演の模様は、YouTube Live で配
信し、現在、イーブンホームページの録画
映像へのリンクでもご覧いただけます。

労働力不足への対応や、人材の多様性の
確保の面から、女性活躍の推進は、企業に
とって不可欠な取組みとなっています。さ
らに、昨年度は女性活躍推進法が改正さ
れ、常用雇用者数 101 人以上の企業は、令
和４年３月末までに女性活躍のための一般
事業主行動計画を策定することが義務化さ
れるなど、女性活躍推進には拍車がかかっ
てきています。
こうした状況を踏まえ、県立男女共同参
画センターでは、兵庫労働局と連携し、女
性活躍に意欲のある中小企業に対して、行
動計画の策定方法や活用ポイント等につい
て解説する連続講座を開催します。
また、講座の開催と並行して「女性の活躍
企業育成プロジェクト」を実施。企業等に専
門講師・アドバイザーを派遣して、一般事業
主行動計画策定の取組みを支援します。

〇 一般事業主行動計画策定セミナー
◆日時：９月 15 日(火)、11 月 24 日(火)
(いずれも 13 時から 16 時)
◆場所：県立男女共同参画センター・セミ
ナー室
◆プログラム
・ 女性活躍推進法の概要解説
・ 先進企業の事例発表
・ 行動計画策定のための講演
・ 策定した行動計画案への講評
◆参加費：無料
〇 女性の活躍企業育成プロジェクト
◆対象：従業員数 300 人以下かつ一般事
業主行動計画未策定の企業等
◆受けられる支援内容
・ 女性活躍推進専門員による助言・相談
・ 専門講師等の派遣(上限５回)
◆費用：無料

（問）女性活躍推進センター(県立男女共同参画センター) 078-360-8550

「女性活躍加速のための重点方針２０２０」が決定されました！！
令和２年７月１日に「すべての女性が輝く社会づくり本部」において、「女性活躍
加速のための重点方針２０２０」が決定されました。
今後､政府ではこの重点方針に基づき､具体的な取組を進めていくこととしています。
～基本的な考え方～
●女性に対する暴力の根絶に向けた取組や困難に直面する女性への支援の充実
●女性活躍推進のための自主的な取組や地域の実情に応じた取組の後押し
●仕事と育児・介護等を両立できる環境の整備及び社会全体での意識改革の推進
●あらゆる施策における男女共同参画・女性活躍の視点の反映
Ⅰ安全・安心な暮らしの実現
:
○女性に対するあらゆる暴力の根絶
「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」に基づく取組の強化 等
○困難を抱える女性への支援
非正規雇用労働者など困難に直面する女性への支援 等
○生涯を通じた女性の健康支援の強化
ライフステージに応じた健康保持の促進 等
○スポーツ参加の促進やスポーツ分野における男女共同参画の推進
女性の運動・スポーツへの参加促進に向けたコンソーシアムの設置 等
○男女共同参画の視点からの防災・復興の取組
男女共同参画センターの災害対応におけるネットワーク拡大に向けた支援 等
Ⅱ あらゆる分野における女性
○男性の暮らし方・意識の変革
企業や国・地方公共団体における男性の育児休業の取得促進 等
○女性活躍に資する多様な働き方の推進
テレワークの推進、女性活躍推進法に基づく中小企業への行動計画の策定支援 等
○地域における女性活躍の推進
地方公共団体が行う地域の実情に応じた取組への支援 等
○あらゆる分野における女性の参画拡大・人材育成
女性の政治参画の状況や環境整備に関する調査・情報提供 等
Ⅲ 女性活躍のための基盤整備
:
○国際的な協調及び貢献等
日本の取組の充実及び国際会議における議論への参画 等
○子育て・介護基盤の整備
保育人材の確保や「介護離職ゼロ」に向けた受け皿整備、介護休業の定着 等
○性別にとらわれず多様な選択を可能とするための意識改革、理解の促進
男女共同参画意識の形成を図るための学校で活用できる教育プログラムの開発 等
○女性活躍の視点に立った制度等の整備
働く意欲を阻害しない制度の在り方の検討
（問）県男女家庭課 078-362-3160

地域・企業の取組み

「男女（とも）に学ぼう防災」（7/22）
特定非営利活動法人アジア女性自立プロ
ジェクト代表理事の奈良雅美さんを講師に
お迎えし、アジアの女性たちを取り巻く現
状と、当団体がフェアトレードを通じて行
っている支援についてお話いただきまし
た。厳しい状況に置かれた女性たちが、民
族の伝統を生かした織物等を製造・販売し
ながら自立を目指している現状等について
理解を深め
る と と も
に、安価な
製品の背景
を考えるな
ど、社会に
おける問題

関西学院大学災害復興制度研究所 主任
研究員の斉藤容子さんにお越しいただき、
コロナ禍における避難所運営・災害対応に
必要なポイントについて話していただきま
した。避難所でのストレスによる災害関連
死や性暴力等、被災生活の中で起こり得る
問題は男女共同参画の視点をもって避難所
を運営することで未然に防ぐことができる
ということ、被災者自らが避難所の運営に
直接携わることで被災生活の満足度が大き
く向上することを学びました。

や女性のエンパワメントを改めて考えるき
っかけにもなりました。
（問）姫路市男女共同参画センター 079-287-0803

（問）三木市男女共同参画センター 0794-89-2331

◆◆がんばる企業◆◆
～「ダイバーシティ推進室」女性が活躍できる環境の実現を目指して～
■会 社 名：株式会社さくらケーシーエス（神戸市）
■代 表 者：代表取締役社長 神原 忠明
■事業内容：システム構築､システム運用管理､システム機器販売 他
■従業員数：1,126 人（2020 年 4 月 1 日時点（連結））
■Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.kcs.co.jp/
1969 年３月に｢地域のための計算センタ
さらに、2015 年 10 月には「ダイバー
ー｣として神戸青年会議所などの地元有志に シティ推進室」を新設し、社員一人ひとりが
ｚ
より設立､その後､神戸銀行(現三井住友銀行) その個性と能力を最大限に発揮できる環境の
と富士通（株）の資本および経営の参加等を 整備や仕事と子育てを両立できる働きやすい
経て、現在ではＳＭＢＣグループの総合情報 職場環境の整備に一層注力しています。
サービス企業として､さまざまな情報サービ
特に、「女性が活躍できる環境づくり」を
スを提供する｢ワンストップ･ソリューショ 優先課題に位置付け､育児休暇中のサポート
ン｣体制を確立し、ＩＴの利活用をサポート 強化やキャリア形成の支援強化などを推進し
しています｡また､創業以来半世紀にわたり、 ています｡
技術の高度化に向け積極的な取り組みを続け
これらの取り組みが評価され、2018 年に
ています。
は､厚生労働大臣から､｢子育てサポート企業｣
当社は、ワーク・ライフ・バランスの実現 として認定を受け、次世代育成認定マーク
に向けた時間外勤務の削減運動や連続休暇の 「くるみん」を取得しています。
取得推進に加え、育児休暇・介護休暇制度や
今後も､社員全員が誇りを持ち､いきいきと
フレックス型シフト勤務制度など、あらゆる 働くことができる環境、特に女性が一層活躍
社員が働きやすい環境の整備にも永年取り組 できる環境づくりを進めていきます。
んできました。
（問）県男女家庭課 078-362-3160

お知らせ・参加者募集中の講座
男女共同参画アドバイザー養成塾・公開講座は動画配信により公開します!!
本年当初より世界を震撼させてきた新型
コロナウイルス感染症の拡大防止をはじめ
とする、この感染症との付き合い方も五里
霧中というものではなくなってきました。
そこで今年の男女共同参画アドバイザー
養成塾も、先月・7月号（Vol.112）で、
ようやく受講者の募集を開始しました。
募集リーフレットには、講座の公開につ
いて、インターネット環境でのビデオ視聴

になりましたので、お知らせいたします。
１ 参加希望者は、自宅等においてインタ
ーネット環境をお持ちの方に限ります。
２ 電子メール等によりお申し込みいただ
き、受講決定通知に参加方法（配信動画
のURL等）を記載させていただきます。
３ 配信予定は、募集リーフレット・カリ
キュラムに記載の第3回入門講座以後の
基礎講座を予定していますが、詳しくは

等による公開を検討しています、とお知ら
せさせていただいたところです。
このたび、公開方法に関する技術的な課
題に つい て 、 解 決の 目処 が立 った こ とか
ら、以下のとおり、ご参加いただけること

後日、兵庫県庁HP及び当センターのHP
によりお知らせいたします。
受講のハードルは少し高くなりました
が、大勢の方のお申し込みをお待ちしてい
ます。

※このページの詳細は、下記までお問い合わせください。

※ 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。
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

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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