兵庫県女性活躍推進本部

令和３年度兵庫県予算案

～男女共同参画社会づくりの推進～

県は 2 月 16 日、令和３年度当初予算案を発表しました。一般会計は前年度当初比
7,348 億円増の２兆 7,304 億円となっており、県議会での議決を経て成立します。男女
共同参画に関連する予算のうち主なものは、以下のとおりです。

＜すべての女性の活躍＞
■ひょうご女性の活躍推進事業(11,269 千円)
女性活躍の促進を図るため、様々な分野で活躍する
女性や経済団体等と連携・協働し、社会全体の気運
醸成を図るとともに、職場における意識改革や女性
登用につながる研修等を実施。

■
女性活躍の促進を図るため、関係団体と連携して企業
経営者等への働きかけを行う他、女子大学生の就職や
キャリアデザインの意識を高めるための啓発を支援。

■
働く女性が職種の枠を越えて情報交換を行う場づく
りを支援するため、異業種交流会を開催する他、フ
ォーラムやホームページ等において、県内企業にお
ける女性活躍の状況を発信。

■女性の就業サポート事業(19,615 千円)
再就業等を希望する女性を支援するため、個別相談
やハローワークと連携した職業紹介等を県立男女共
同参画センターの女性就業相談室で実施。

＜仕事と生活の両立支援＞
■
ひょ うご 仕 事と 生活 セ ン ター 及び 地 域拠 点 に お い
て、企業等におけるワーク・ライフ・バランスの取
組を支援し、誰もが働きやすい職場環境を創出。

■
育児、介護等による離職者の早期再就職を促進する
ため、当該離職者を雇用した事業主に助成。

■
中小企業における育児・介護休業等の利用促進のた
め、代替要員の賃金の一部を助成。

＜互いに支え合う家庭と地域＞
■地域祖父母モデル事業(12,360 千円)
会員登録した特定の子育て世帯とシニア世帯同士を
マッチングし､シニア世帯が日常的な見守りや相談、
緊急時の一時預かり等を行い、地域における擬似的
な三世代家族の育成を推進。

■(拡)女性活躍と兵庫への定着促進 (8,526 千円)
離職した女性への再就職支援や、県外への「女性が
暮らしやすい兵庫」の情報発信等を行い、県内での
女性の定着を促進。

■女性起業家への支援(66,000 千円)
地域経済の活性化を図るため、有望なビジネスプラ
ンを有し、県内で起業を目指す女性起業家を支援。

＜安心して生活できる環境の整備＞
■ＤＶ防止対策(26,143 千円)
関係機関や民間支援団体との連携により、被害者の
保護･自立支援を強化。

＜次世代への継承＞
■
人手不足解消、ダイバーシティ経営による競争力の
強化を図るため、最大の潜在力である女性のものづ
くり分野への就業を促進。

■(拡)出会い･結婚支援事業(115,852 千円)
進行する未婚化･晩婚化に対して､出会いイベント・
個別お見合い紹介等を通じて、独身男女の出会い・
結婚を社会全体で支援。

※(拡）：拡充事業
（問）県男女家庭課 078-362-3160

県主催事業の紹介
「子育て応援ネット全県大会」を開催しました！（2/15）
2月15日、｢子育て応援ネット全県大会｣を
オンラインで開催しました。
開会にあたり、友藤県連合婦人会会長は、
｢コロナ禍で思うように活動できず、大変な
1年だった。それでも『地域の子どもは地域で守
ろう』を合言葉に活動を継続していこう｣と呼び
かけました。金澤副知事は、
｢若い世帯の背中を押したり、
温 かく包 んであげられる兵 庫
づくりが求 められるた め 、 力
強いサポートの継続をしてい
ただきたい｣と、春名兵庫 県
副議長は、｢時代とともに 子
金澤副知事
育ての環境は変化している一方、『地域』でのサ
ポートはいつの時代にも必要です。子育て支援
の活動を県議会も全力で応援していきます｣とそ
れぞれ話されました。

次に事例発表として、淡路市婦人会がお菓
子を使った防災ポシェットづくり、東灘区連合婦
人会が手作りマスクを地域へ寄贈した話など、
日頃の活動を発表いただきました。
続く基調講演では、臨床心理士
スクールカウンセラーの中村経子
さ ん が ｢『あたりまえ』は地 域 の宝
～みんなでつなげる笑 顔 の輪 ～ ｣
と題し、｢『あたりまえ』を改めて
知ること、有事の際にはこれまで 中村さん
の経験と教訓を生かした対応が必要となって
くる｣と話されました。
閉会時には、玉田神戸市婦人団体協議会会
長が、｢今回の事例発表・ご講演を参考に地域
での子育て支援を継続していきましょう｣と締め
くくりました。
（問）県男女家庭課 078-362-3160

イーブン主催事業の紹介
働く女性のためのステップアップセミナー

兵庫トヨタ自動車株式会社執行役員で経営
企画室働き方変革室室長の山元弘生（やまも
とひろみ）さん、株式会社フタツカホールデ
ィングス人材開発課長の鍵谷涼子（かぎたに
りょうこ）さん、山陽特殊製鋼株式会社粉末
事業部粉末技術部粉末分析課粉末分析作業長
の大平明美（おおひらあけみ）さんのお三方
をパネリストにお迎えし、イーブン女性活躍
推進センターの冨岡朝子（とみおかともこ）
さんのコーディネートで、「働き続けるため
のモチベーションを保つ方法」と「部下の育
成」の二つのテーマについて、パネルディス
カッションを行いました。
このセミナーは、パネリストをはじめ19名
の受講者らがそれぞれの職場や自宅からリモ
ートで参加するテレビ会議方式で開催しまし
た。また、今年度のステップアップセミナー
のまとめとして、女性活躍の大きなテーマで

ある「女性リーダー」について、以上の3名の
ロールモデルをお招きして、それぞれの取組
やご経験をお話しいただきました。
一つ目のテーマでは、「周囲とコミュニケ
ーションを取り続ける」とか「笑顔を大事に
する」など、働き続けるための具体的な取り
組みを紹介いただき大変参考になりました。
二つ目のテーマでは部下の育成について、
「部下の抱える問題を自分の事として考え
る」や「管理職になる具体的なメリットを伝
えている」など、それぞれの取組をお聞かせ
いただきました。
受講者からは「管理職となった経緯や取り
組みを具体的に聞くことが出来て良かった」
などの感想が寄せられ、働く女性のための大
きな励みになったことがうかがえる効果的な
セミナーになりました。
（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

県内市町、地域と企業の取り組み
知ってよかった！と思える

DV の基礎知識（2/16）
この講座は2017年度よりフェミニスト
カウンセリング神戸と共同で開催していま
す。４回目の今年度は、「母と子が暴力に
巻き込まれず安全に生活するために」をテ
ーマに、兵庫県警察本部の職員からは
「DV被害に遭った時、警察ではどのよう
な支援をしてもらえるのか」、FC神戸の
認定カウンセラーからは「DVが母と子ど
もに与える影響とその影響をどのように減
らしていけるのか」について話を聞きまし
た。DV相談対応の流れや支援内容を被害
者自身が選択できること、またDVによる
トラウマをどう
やって回復につ
なげていくのか
を、それぞれわ
かりやすく説明
していただきま
した。
（問）姫路市男女共同参画推進センター

079-287-0803

集まれ！プレパパ・プレママ
二人で楽しむ子育てセミナー（2/21）
6組のプレパパ・プレママが参加されま
した。まずは、「誰がするシート」を使っ
て、例えば「オムツをかえる」ことは誰が
する？気になる？得意？好き？など個別に
考えた後パートナーとつきあわせて、スト
レスなく家事育児をシェアする方法を、ま
たライフプラン表を作成し家族の将来を見
える化して夢と準備が同時に進むことをワ
ークしました。家事も育児も初めからプロ
なんていない、子どもにたくさんの価値観
を与えるためにも、多くの人が育児に係わ
ろう、パパもママ
も子どもと一緒に
成長しよう、とエ
ールをもらった時
間でした。
（問）尼崎市女性センター・トレピエ

◆◆令和２年(第５回)ひょうご女性活躍企業表彰

06-6436-6331

受賞企業紹介◆◆

～研修の積極的な推進に加え、社内短期留学制度等によりキャリア構築を積極的に支援
■会 社 名：東京海上日動火災保険株式会社神戸中央支店（神戸市）
■代 表 者：神戸中央支店長 東 秀明
■事業内容：保険業
■従業員数：109 人（令和 2 年 10 月末時点）
■Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/
東京海上日動の始まりは、1879 年「東京
神戸中央支店では、社内短期留学制度に
海上保険会社」の創業から。以来、同社では より毎年２名を他部署へ留学に出し、同様
国内損害保険業界のリーディングカンパニー に受け入れることで、キャリア促進に向けた
として活動を続けてきました。グループの成 意欲を高める機会を創出しています。更に、
長戦略として D&I※１を推進しており、従来か 年２回全社員を集め、ロールモデルによる
らジェンダーや年齢、障がいの有無等によら 講演や交流会を開催するなど、意識改革の
ず、社員一人ひとりがイキイキと働き意欲と能 取組も積極的に行っています。
力を最大限発揮することを重視しています。社
同社は、ダイバーシティ企業 100 選定、
員の約半数が女性であることから、｢きらり なでしこ銘柄選定、プラチナくるみん認定
☆キャリアアップ応援制度」を整備し、女性 など、組織をあげての取組が高く評価され
社員が自立的にキャリアを構築し、より広いフィ ています。
ールドで活躍できるよう、様々な機会やチャ
※１:D＆I：ダイバーシティ＆インクルージョン
レンジの場を提供するとともに、サポート体
※２:マイセレクト：勤務時間を通常以外のパターン
制や制度を整えています。
から選択することができる制度
※３:ママメンター：仕事と育児を両立させ活躍して
短時間勤務制度や在宅勤務制度に加え､マイ
いる社員に相談できる体制
セレクト ※2､ママメンター ※3 など､仕事と子育て
の両立支援体制も充実しています。

（問）男女家庭課 078-362-3160

お知らせ
★イーブン情報図書室便り★
2020 年度、貸出数ランキング第 1 位の
図書と DVD をご紹介します。
『まんがでわかる LIFE SHIFT
100 年時代の人生戦略』
（リンダ・グラットン/アンドリュー・スコット
2018.4/東洋経済新報社）

人生 100 年時代と言われる今、
あなたは何を大切に生きますか。
2016 年に邦訳されて以来ベストセラー
を続けている『LIFE SHIFT』。人生の途
中で変革を遂げることの重要性を知れば、
今後の生き方の指針になるかもしれませ
ん。同じ著者による原作『LIFE SHIFT』
（2016.11/東洋経済新報社）はもちろん『WORK
SHIFT～孤独と貧困から自由になる働き方の未来図～』
（2012.8/プレジデント社）も所蔵しています。

【DVD】

『ビリーブ
～未来への大逆転～』

（フェリシティ・ジョーンズ主演
ミミ・レダー監督/2019 年/ギャガ）

アメリカ歴代 2 人目の女性判事で
87 歳まで現役だった最高裁判事
ルース・ベーダ―・キンズバーグをモデル
にした実話です。1970 年代のアメリカで
「100％負ける」と断言された<男女平等>
裁判に挑んだ彼女の生涯を爽快に描いてい
ます。女性蔑視が様々なところで話題に上
る今、ぜひご覧ください。
図書『ルース・べーダー・キンズバーグ
信念は社会を変えた！』（ジェフ・ブラックウェル＆ルー
ス・ホブディ/2020.10/あすなろ書房）『大統領を動か
した女性』(ジョナ・ウィンター/2020.11/汐文社)
等も併せてお読みください。

※このページの詳細は、下記までお問い合わせください。

※ 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

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（原則）

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

10:00～13:00
※14:00～17:00

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、

14:00～17:00

女性就業相談室ハローワーク相談窓口

情報相談（情報アドバイザー）
不妊・不育専門相談（助産師等）

問い合わせ(電話相談不可)
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