兵庫県女性活躍推進本部

令和 2 年 9 月号 Vol.114

内閣府から、「令和2年度版男女共同参画白書」が公表されました。今年度の白書で
は、『「家事・育児・介護」と「仕事」のバランス～個人は、家庭は、社会はどこに向
かっていくか～』と題し、家庭と仕事のよりよいバランスを考え、見直すことの意義や
重要性を示すとともに、最善の配分を考える材料について特集しています。
◆男性の家事・育児関連時間が少ない現状
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０
２時間 ４時間 ６時間 ８時間
況を改善するには,男性に期待されている｢仕事｣のあ
【令和 2 年度男女共同参画白書 P47 から作成】
り方や､男性自身の｢仕事｣への向き合い方の変革と併
せて、男性の「家事･育児･介護」への参画を進めることが必要です。女性の｢就労｣によ
る稼得役割を確保し、男性が家族ケアを担えるようにしておくことは、家庭単位で見た
場合のリスクヘッジという側面もあります。
※詳細は、内閣府HPをご覧ください。（http://www.gender.go.jp/index.html）

兵庫県では､毎年男性の家事・育児参画を応援し､出産・育児をしやすい職場環境づくり
をテーマとしたフォーラムを開催しています。
今年度は対象者別の２部制のオンライン開催とし、各立場に合わせた具体的な事例から
社内で使えるヒントをご紹介。社員だれもが仕事も家庭も大切にできる組織づくりを応援
します。
■日 時 令和２年９月 11 日（金）
１部 14:00～14:50／２部 15:00～15:50(いずれも講演 30 分+質疑応答等 20 分)
■会 場 オンライン（Zoom）
■内 容 瀧井 智美氏（株式会社ＩＣＢ代表取締役・合同会社ＷＬＢＣ関西代表） による講演
■定 員 先着 200 名（各部とも 100 名・要事前予約）
■申込方法 ９月３日までに下記より申込みください。
https://www.shinsei.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/dform.do?id=1596091262835
（問）県男女家庭課

078-362-3160

イーブン就業支援講座特集
★働く女性のためのステップアップセミナー★
女性が働き続け、職場で活躍するために
必要なスキル等をわかりやすく学べます。
プログラムは全６回です。何回でも、どの
回からでも受講していただけます。中堅女
性社員リーダーのキャリアアップ研修とし
てもご活用ください。
◆場
◆対

所 県立男女共同参画センター セミナー室
象 県内在勤・在住の働く女性（産休・育休中の方含
む）各回定員 20 名
◆一時保育 無料・講座の１週間前までに要予約（１歳半以上
就学前まで。定員６名。同伴受講は不可。）
◆申込方法 開催日の一週間前までに、チラシ裏面の申込書に
必要事項を記載し、FAX または郵送でお申し込み
いただくか、QR コードまたはホームページから
専用申込フォームでお申し込みください。

参加者募集中!!

◆プログラム・開催日
回
日時
テーマ
8月25日（火） ビジネスコミュニケーションを学ぶ
１
13:30～15:30
【終了】
9月24日（木） 職場のハラスメント対応
２
13:30～15:30
（パワハラ・セクハラを防ぐ）
１0月16日（金）
３
チームマネジメント論
13:30～15:30
12月17日（木） アンコンシャスバイアス
４
13:30～15:30 （無意識の偏見や思い込み）の理解
1月26日（火） アサーション（お互いの意見を
５
13:30～15:30
尊重する自己表現）の実践
２月24日（水）
６
職場リーダーの役割
13:30～15:30
※ 各回の講師については、チラシをご覧ください。

★女性のための再就職１日集中講座★参加者募集中！
再就職へ GO!!
好印象を与える履歴書作成
＆あなたを魅せる表現力を修得

★在宅ワーク応援セミナー★参加者募集中！
「スキマ時間」を使って
お家でお仕事しましょう！
～自営型テレワーク（在宅ワーク）の理解を深める～

就職活動で大切なのは、採用担当者にア
ピールできる履歴書の書き方から始まりま
す。このセミナーでは自分を映し出す履歴
書の魅力的な書き方を実戦形式で習得しま
す。採用に繋がる書き方のポイントを学ん
で、自信をもって就職活動に臨みましょ
う。

「在宅」でも介護や育児、家事などのち
ょっとした「スキマ時間」を活かした働き
方も可能です。「自宅型テレワーク」って
仕組はどうなっているの？どんな仕事があ
るの？自分はテレワークに向いているの？
この講座では、在宅で、自分自身に適し
た仕事を始めるための基礎を学びます。

◆日 時 9 月 25 日（金）10:00～16:00
◆会 場 県立男女共同参画センター・セミナー室
◆講 師 西村 美紀代さん（特定社会保険労務
士・産業カウンセラー）
◆対 象 再就職を希望する女性
◆定 員 15 名（先着順）
◆受講料 無料
◆一時保育 無料・要予約（1 歳半～就学前までの
お子さん・定員６名）
◆申込方法 チラシの QR コードまたはホームペ
ージから
※ この講座は、雇用保険受給にかかる求職活動
実績に認められます。

◆日 時 9 月 30 日（水）13:30～15:30
◆会 場 県立男女共同参画センター・セミナー室
◆講 師 霜田 準子さん（キャリアコンサルタ
ント・産業カウンセラー）
◆対 象 自宅型テレワーク（在宅ワーク）に興
味のある方
◆定 員 20 名（応募者多数の場合は抽選）
◆受講料 無料
◆締 切 9 月 23 日（水）13:00
◆一時保育 無料・要予約（1 歳半～就学前までの
お子さん・定員６名）
◆申込方法 チラシの QR コードまたはホームペ
ージから
（問）県男女共同参画センター

078-360-8550

地域・企業の取組み
市町におけるコロナ渦中のリモートやオンラインの取組みをご紹介します！！
どうする？！ウィズコロナ時代の

交流の場づくり（8/17）
コロナ禍でリアルに集いにくい状況下、
Zoomなどの急速な普及により場づくりも
様変わりしてきました。近畿大学総合社会
学部教授の久隆浩（ひさたかひろ）先生を
講師に、的確な「羅針盤」となるお話をう
かがいました。
先生からは「社会は以前から変革期、コ
ロナ禍が変化を加速させ人々に価値観や行
動の変容を促した」「会議や交流の場の目
的・用途に応じてリアルとオンラインを使
い分ける」「オン
ラインで代替でき
ないこともある」
など事例豊富な話
をお聞きしました。
（問）川西市男女共同参画センター 072-759-1826

つながる ZOOM サロン＠ウィズあかし

外出の自粛や活動の制限が強い ら れ る
中、オンラインサービスを利用できないこ
とによる活動機会の損失にならないよう、
ウィズあかしでは、いち早く4月からオン
ライン会議ツールのZOOMの体験会を毎週
開催しました。
現在は「つながるZOOMサロン」を月2
回開催し、これまで約５００人が参加しま
した。参加者はこのセミナーを通じて
ZOOMの基本的な使い方を共有し、実際に
参加・開催ができるようになっています。
ぜひ一度オンライン
会議を体験してみては
いかがでしょう。開催
は10月28日まで（予定）
（問）ウィズあかし（あかし男女共同参画センター）
078-918-5600

◆◆がんばる企業◆◆
～働きやすい仕組みを社員が提案。一人ひとりの事情を配慮した環境づくり～
■会 社 名：小泉製麻株式会社（神戸市）
■代 表 者：代表取締役社長 小泉 康史
■事業内容：黄麻･合成樹脂、不動産賃貸、スポーツ･レジャー事業
■従業員数：157 人（2020 年 7 月時点（単体））
■Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.koizumiseima.co.jp/
日本初のジュート紡績工場を建設し、１８
９０年に創業。穀物運搬用の麻袋の生産から
事業を始め、現在では、業務用液体容器（Ｂ
ＩＢ容器）・物流資材・農業資材・緑化土木
資材など、幅広い分野の産業資材の開発・製
造・販売を手掛けています。特に近年は、農
作業の効率化や自然災害などの社会課題に対
応した新商品・新サービスの創出に注力。飛
行害虫が農業ハウスへ侵入するのを抑制する
「虫フラッとシート」や、ガードレール等の
柱脚部の防食強度維持工法である「ＮＥａｃ
工法（ＮＥＴＩＳ登録品）」など、経営理念
『かけがえのない企業をめざして！』の実現
に向けてチャレンジを続けています。
そうしたチャレンジの活力を生むために
も、ワークライフバランスの整備を積極的に
進めています。

２０１７年からは事務部門の女性社員を中
心とした「業務改善プロジェクト」を立ち上
げ、業務課題の洗い出しを行いました。属人
的だった仕事をメンバー間で共有化し、休暇
を取りやすく繁忙期の業務負担も分散できる
ようになっています。
産休育休の取得・復帰も近年は１００％を
維持し、復帰後も最長で子どもが小学４年生
になるまで時短勤務ができる制度を設けてい
ます。そのほかにも、女性に限らず社員一人
ひとりに寄り添って制度やルールの見直しを
行うなど、仕事も私生活も充実できる職場環
境づくりを進め、２０１９年には「ひょうご
仕事と生活のバランス企業表彰」を受賞。
"売り手良し""買い手良し""世間良し""自分
良し"という、『四方良し』な会社を目指し
て、より一層取り組んでいきます。
（問）県男女家庭課 078-362-3160

お知らせ
あなたの一歩を応援します！

女性のためのチャレンジ相談

☑働きたい ☑資格をとりたい
☑趣味や特技を活かして起業してみたい
☑何かを始めてみたいけれど整理がつかない
こんな希望と不安をお持ちの女性のみな
さん。社会保険労務士やキャリアコンサル
タントの資格をもつ女性相談員が、個別で
あなたのお話をじっくり聴いて、アドバイ
スや情報提供をします。
少し勇気を出して前向きに一歩を踏み出

◆相談日 原則 毎月第1～第4木曜日（下表）
◆時 間 ①10:00～ ②11:00～ ③12:00～
◆場 所 兵庫県男女共同参画センター
◆予約電話 ０７８－３６０－８５５４
◆一時保育 1歳半以上就学前まで・無料・要予約
◆相談方法 基本はご予約日に来所していただき
ますが、電話での相談、パソコン、スマート
フォンをお持ちで、データ通信に不自由のな
い方はビデオ通話での相談も可能です。

してみませんか？

※ コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止になることがあります。
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24 ※ 午後のみ
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3・10・17
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4・11・18・25

土曜日

27

※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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