令和 3 年６月号 Vol.123

兵庫県女性活躍推進本部

男女共同参画週間

６月２３日（水）～６月２９日（火）

毎年6月23日から29日までの一週間は､平成11年6月23日｢男女共同参画社会基本
法」の公布・施行を記念して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「男女共同参画週間」です。
今年度のキャッチフレーズは
「女だから、男だから、ではなく、私だから、の時代へ。」 が選ばれました。
「自分を好きになって、自分を信じ、創り上げた自由な発想が受け入れられる社会。
みんなで築いていく 男女共同参画社会とは？！みなさんが進んでいく社会への願い・
想いのこもったキャッチフレーズ」をユース世代を対象に募集し、応募総数2,785点
の中から、審査の結果、上の作品が選ばれました。
職場で､学校で､地域で､家庭で､それぞれの個性と能力を発揮できる社会の実現を目指しましょう！
（問）県男女家庭課 078-362-3160

『コロナ禍で考えるジェンダー平等』

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う最初の緊
急事態宣言が出されてから1年以上経ちます。コ
ロナは、我々に感染への恐れだけでなく、社会が
抱えているいろいろな問題やひずみを見せつけま
した。女性の置かれている状況についても潜在化
していたものを浮き彫りにしました。
警察庁の統計によると、昨年8月の女性の自殺
者数は前年比4割増、特に40歳未満は7割以上増
えています。女性は非正規雇用が多く、コロナ禍
で職を失った人も多く、外出自粛に伴う育児や介
護のストレス、家庭内暴力なども潜んでいた恐れ
があるといいます。また、女性労働問題研究会
は、労働力調査(R2年3月)では女性の正規雇用は
増えているのに、女性の非正規雇用だけが急激に
減っている、飲食業など女性比率が高い業界が直
撃を受け、仕事が減らされていると指摘します。
ひとり親を支援するNPOは、子どもの食事回数を
減らす等、極めて厳しい困窮状態にあるひとり親
の生活状況を報告しています。
従来から日本では男性に比べ、女性の非正規雇
用率が大変高くなっています（男性の非正規雇用
率は22％に対し、女性は56％）。シングルマザ
ーや単身世帯の女性等も非正規雇用が多く、コロ
ナの影響で各業種で雇い止めが増えると真っ先に
窮地に立たされました。この歪な雇用の構造がこ
の窮地を招いた原因です。
また、6歳未満の子どもがいる家庭で日本の男
性が家事・育児に費やす時間は１日に83分、欧米

の男性では約3時間あることをみても、日本では
家事・育児は女性の役割となっていることがわか
ります。これには根深い潜在的な刷り込みがある
のではないかと思われるアンケート結果を紹介し
ます。昨年の緊急事態宣言終了後の7月に当セン
ターが来所者等に実施したアンケートです（回答
者数219人（男性53人、女性163人））。配偶
者等と同居されている人に｢コロナ後、家事・育児
など家庭の中での役割分担に変化があったか｣を訊
いたところ、「あった」が26.8％「なかった」が
72.5％でした。世界規模の緊急事態で日常生活が
大きく変化しているにも関わらず、家庭での役割
分担が固定されていることはある意味驚きです。
SDGｓの５番目の目標は「ジェンダー平等を実
現しよう」ですが、コロナは我々にジェンダー平
等とはほど遠い、多くの女性がいかに不利な立場
に置かれているか、雇用形態や無意識の男女の役
割分担等のためにいかに脆弱な基盤の上にいる
か、をあぶり出すように見せつけました。まもな
く男女共同参画週間です。だれもが自分らしく、
安心して暮らせる社会となるよう、このコロナ禍
の機会に各家庭での男女の役割分担を見直してみ
てください。社会全般としてみた時にいわれなき
男女不平等はないか見回してみてください。私ど
ももジェンダー平等の実現に一歩一歩地道に歩を
進めてまいりたいと考えています。
県立男女共同参画センター所長

小藤

智代美

（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

参加しませんか？

県内各地の「男女共同参画週間」事業の取組
伊丹市 同和・人権推進課 (問) 072-784-8146

阪神エリア

◎ここいろジェンダー講座 (3 回講座)

宝塚市 男女共同参画センター (問) 0797-86-4006
◎男女共同参画スタディーズ 2021 ｢講座｣

場所：伊丹市立男女共同参画センター

① ｢ジェンダーとは？～コロナとジェンダー格差～｣

場所:宝塚市立男女共同参画センター 学習交流室１A･B
① ｢コロナで女性に何があった？｣
日時：6/5(土) 10～12 時

日時：6/10(木) 10:00～12:00 講師：田上 時子
②

講師：正井 禮子

② ｢コロナ時代

ここいろ

｢自分らしく生きることとは～LGBT ってなんだろう？～」
日時：6/17(木) 10:00～12:00 講師：藤原 直

③ ｢体育・スポーツに潜むジェンダー課題｣

～改めて問われる｢男性問題｣のこれから～」
日時：6/12(土) 10～12 時

講師：伊藤 公雄

③ ｢みんなでつくる“黙らない社会”
日時：6/19(土) 10～12 時

講師：富永 京子

④ ｢なぜ､日本はいつまでもジェンダー不平等なのか？｣
日時：6/26(土) 10～12 時

講師：田上 時子

日時：6/24(木) 10:00～12:00 講師：井田 惠子
◎「DV とは？ ～DV が子ども達に与える影響～」
場所：伊丹市立男女共同参画センター

ここいろ

日時：6/20(日) 14:00～16:00 講師：高田 昌代
◎伊丹市男女共同参画週間パネル展 (6/23(水)～6/29(火))
場所：伊丹市立男女共同参画センター

ここいろ

宝塚市 人権共同参画課 (問) 0797-77-9100

：イオンモール伊丹 1 階展示スペース

◎男女共同参画週間 ｢特別寄稿｣

：ことば蔵〔市立図書館〕

執筆者：木村 涼子

掲載誌：市広報誌 (7 月号)

播磨エリア
西宮市 男女共同参画センター
あかし男女共同参画センター

(問) 0798-64-9495
◎男女共同参画週間講演会

講師：アルテイシアさん

｢40 歳を過ぎたら生きるのがラクなった｣
場所:西宮市男女共同参画センター ウェーブ 411 学習室
日時:7/11(日)

(問) 078-918-5600

◎館内装飾･パネル展示･Twitter アンケートの実施
場所:複合型交流拠点ウィズあかし(6/23(水)～6/29(火))
◎男女共同参画週間映画観賞会「レディ・マエストロ」
場所：複合型交流拠点ウィズあかし

14:00～16:00

日時：6/25(金)

芦屋市 人権･男女共生課 (問) 0797-38-2055
◎啓発映画会 ｢ママをやめてもいいですか！？｣
場所:芦屋市男女共同参画センター

3 回上映（各回 500 円）

10:00～･14:00～･19:00～(開場 30 分前)
◎本の企画展示（6/23(水)～6/29(火)）
場所：複合型交流拠点ウィズあかし及び明石市立図書館

(芦屋市役所分庁舎)2 階 大会議室
日時:6/26(土) 3 回上映

(30 分前開場)

(10:00～11:45・13:15～15:00・15:45～17:30)

場所：上宮川文化センター3 階 ホール
13:30～15:00 (開場 13:00)

講師：坂東 眞理子 (昭和女子大学理事長･総長)

尼崎市 女性センター･トレビエ

:
◎令和 3 年度男女共同参画週間事業

(問) 0791-52-2911

◎男女共同参画図書コーナーの設置
場所：生涯学習支援センター1 階 図書館

◎講演会 ｢力強く､そしてやさしく｣

日時：7/3(土)

上郡町 教育委員会教育総務課

(問) 06-6436-6331
講師：勝木 洋子

｢みんなが自分らしく住みやすい町を目指して｣
場所:尼崎市女性センター･トレビエ
日時:7/3(土) 14:00～15:30 (開場 13:30)
Tuti
◎ギャラリー展 6/15(火)～7/18(日)

期間：6/15(火)～6/30(水)

西脇市 男女共同参画センター
◎男女共同参画啓発パネル展示

(問) 0795-25-2800

6/23(水)～6/29(火)

場所：西脇市茜が丘複合施設 Miraie

福崎町 社会教育課

(問) 0790-22-0560

◎福崎町サルビアセミナー［男女共同参画週間特別講座］
｢くらし活き活き！整理収納の基本講座｣
場所：福崎町文化センター
講師：笹田 奈美子

日時：6/25(金) 13:30～

(整理収納コンサルタント)

※掲載スペースの都合により、講師の敬称を省略しました。あしからずご了承ください。
（問）県男女家庭課 078-362-3160

宍粟市 男女共同参画センター

(問) 0790-63-0840

◎令和 3 年度男女共同参画週間記念講演会 講師:遠矢 家永子
場所:宍粟防災センター5 階ホール(6/20(日)10:00～11:30)

相生市 地域振興課

(問) 0791-23-7130

◎パネル展示 ｢男女共同参画とは何か｣ 6/18(金)～6/25(金)
場所: 相生市文化会館扶桑電通なぎさホール ギャレリア

◎ハートフルシネマ in しそうぱる 映画上映会
場所:メイプル福祉センター･宍粟防災センター2 階ｱｰｽｼｱﾀｰ

小野市 男女共同参画センター

期間:6/21(月)～6/25(金)9:30～･13:30～(1 日 2 回)

◎男女共同参画週間パネル展 6/23(水)～7/4(日)
場所：小野市うるおい交流館エクラ ハートフルサロン

◎男女共同参画週間パネル展示
場所: 宍粟防災センター1 階

但馬・丹波エリア

加古川市 男女共同参画センター
◎男女共同参画週間記念講演会

(問) 079-424-7172

講師：小﨑 恭弘

｢もっと！！子どもの｢負けないチカラ｣を引き出す法則｣
場所：加古川市立青少年女性センター

(問) 0795-82-8684

～6/29)
◎令和 3 年度丹波市男女共同参画講演会

講師：吉岡

俊介

「男性の視点から考える男女共同参画」

日時：6/26(土)

姫路市 男女共同参画推進センター
場所：あいめっせホール

丹波市 男女共同参画センター

場所：ポップアップホール(丹波ゆめタウン)

日時：6/26(土) 10:00～11:30

◎男女共同参画週間講演会

(問) 0794-62-6765

(問) 079-287-0803

｢広がる可能性と夢の実現｣
日時：6/26(土)

講師：中村 朱美 (株式会社 minitts 代表取締役)

13:30～15:30 (開場 13:00)

◎パネル・図書の展示
場所：丹波市市民プラザ

期間：6/1(火)～6/30(木)

◎FM805 たんば人権啓発ラジオ ｢男女共同参画特集｣
期間:6/7(月)～6/12(土),6/14(月)～6/19(土)

◎あいめっせ写真展
場所：イーグレひめじ 1 階･3 階

期間:6/14(月)～6/30(水)

養父市 男女共同参画センター

(問)079-662-7601

◎啓発のぼり旗設置 (市役所本庁周辺) (6/23～6/29)

多可町 生涯学習課

(問) 0795-32-5122

◎男女共同参画週間記念講演 6/26(土)14:00～(受付 13:30～)
場所:八千代プラザ

講師：小川 真知子（SEAN 理事長）

◎男女共同参画に関連する図書コーナーの設置
場所:養父市立養父公民館 図書コーナー (6/15～6/29)
◎女性のためのチャレンジ相談

◎図書コーナー設置(多可町図書館) 6/23(水)～6/29(火)

場所：子育て･移住サポートセンター

◎パネル展示 (多可町役場 1 階) 6/23(水)～6/29(火)

日時：6/24(木) 10:00～・11:00～・12:00～

◎啓発｢懸垂幕｣設置

( 多 可 町 役 場 本 庁 舎 ) 6/23( 水 ) ～

6/29(火)

赤穂市 市民対話課

(問) 0791-43-6818

◎広報誌(6 月号)にて男女共同参画週間の周知 (6/10(木)～)
件けん
◎特設図書コーナーの設置 （図書等の展示･紹介）
場所：赤穂市女性交流センター (6/23(水)～6/29(火))

三木市 人権推進課

(問) 0794-89-2331

◎男女共同参画に関するパネル展示 6/23(水)～6/29(火)
場所：三木市役所

場所:加西市民会館 小ホール

講師:勝木 洋子

6/26(土)13:30～16:00

6/23(水)～7/17(土)

高砂市 男女共同参画センター

(問)079-443-9133

◎男女共同参画･女性活躍応援書籍の紹介

～6/29)

朝来市 人権推進課

期間 6/16(水)～6/28(月)

(問) 079-672-6122

◎啓発のぼり旗設置(市役所本庁､各所周辺)(6/14～6/29)
◎男女共同参画に関連する図書コーナーの設置(6/5～6/29)
場所:朝来市和田山図書館及び朝来市朝来図書館

淡路エリア
淡路市 市民人権課

(問 )0799-64-0001

◎男女共同参画に関する図書コーナーの設置
場所：淡路市立津名図書館･淡路市立東浦図書館

場所:アスティア加西 3 階 ウォールギャラリー

場所:高砂市立図書館

場所：豊岡市立図書館本館

(問) 0790-42-8706

◎「ウィメンズネット加西塾」公開講座

◎パネル展示

◎男女共同参画に関する図書コーナーの設置

◎啓発チラシの配布(全戸) 6/4

プロムナード

加西市 ふるさと創造課

豊岡市 ジェンダーギャップ対策室 (問) 0796-21-9004

6/8(火)～6/29(火)

期間：6/1(火)～6/29(火)

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、
中止もしくは変更になる場合があります。
(問）県男女家庭課 078-362-3160

お知らせ・参加者募集中の講座
★再就職・継続就業をめざす「女性のための働き方セミナー」★
ライフプランから考える、
子育て世代の働き方（6/22）

職場で伝わる話し方講座（6/25）

将来の不安を解決するために５年後のラ
イフプランを立て、これからの仕事のこと、
働き方を考えてみませんか。

言いたいことを上手に伝えたいと思って
いる方を対象に、話のまとめ方やわかりや
すく伝える話し方を講義とミニワークを通
して学ぶセミナーです。

◆講

畠中 直美さん
（キャリアコンサルタント）
◆定
員 ８名（申込多数の場合は抽選）
◆一時保育 要予約・無料（１歳６ヵ月以上就学前ま

◆講

で・保育児定員６名）*お子さまの同伴受講
はご遠慮ください。
◆申込締切 6 月１1 日（金）１２時まで
◆申込方法 チラシ記載の QR コード または、当セン
ターホームページからお申し込みください

で・保育児定員６名）*お子さまの同伴受講
はご遠慮ください。
◆申込締切 6 月１5 日（金）１２時まで
◆申込方法 チラシ記載の QR コード または、当セン
ターホームページからお申し込みください

師

師 河本栄味子さん（秘書検定１級・神戸新
聞文化センター「話し方教室」講師）
◆定
員 12 名（申込多数の場合抽選）
◆一時保育 要予約・無料（１歳６ヵ月以上就学前ま

※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）
男性のための相談(男性臨床心理士)

女性のためのチャレンジ相談
（女性社会保険労務士等）
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）

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

9:50～18:40
9:20～16:50

面接のみ ※なやみ相談(面接)後に予約
電話

078-360-8553

実 施 日 時

毎月 第２水曜日（原則）
毎月第１・３火曜日（原則）

17:00～19:00

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

14:00～17:00

電話・面接
078-360-8554
(電話・面接・ｵﾝﾗｲﾝとも要予約)
問い合わせ(電話相談不可)
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