平成２７年２月号 Vol.４７
兵庫県男女共同参画推進本部

政策・方針決定過程への女性の参画状況

☆☆平成 2７年度「男女共同参画週間」

～県職員の女性管理職比率は６.５％～

キャッチフレーズ募集！☆☆

内閣府は、男女共同参画に関する推進状況につい 【募集テーマ】身近な女性の活躍を地域ぐるみで
て、平成２６年度の調査結果を発表しました。本県
応援するキャッチフレーズ ～女性の力を活
における主な結果は次のとおりです。
かして元気な地域社会をつくるために～.
県職員の女性管理職比率 6.5％
【応募資格】どなたでも応募できます。
(全国平均 7.２%、全国２４位)前年より0.３ポイント上昇
但し、応募作品は、未発表の自作のも
＊管理職とは、本庁の課長相当職以上
のに限ります。
【応募方法】内閣府下記ホームページの応募フ
県審議会の女性委員比率 33.0％
ォームから必要事項を入力し、ご応募くだ
（全国平均 3５.３%、全国 3６位）前年と同じ
さい。お一人何作品でも応募可。
＊但し、応募１回につき１作品
県防災会議の女性委員比率 10.9％
【応募締切】平成２７年２月２８日（土）
（全国平均１２.１%、全国２０位）
詳しくは、内閣府ホームページをご覧ください。
市町防災会議の女性委員比率 7.7％
http://www.gender.go.jp/public/week/week.html
（全国平均７.３%、全国１５位）
＊毎年 6 月 23 日から 29 日までの 1 週間を｢男
市町の男女共同参画計画策定率

87.8％

（全国平均 7１.９%、全国 2５位）前年と同じ
☆詳しくは、内閣府のホームページをご覧ください。
http://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo
/2014/report.html

女共同参画週間｣として、男女共同参画社会基本
法の目的や基本理念について理解を深めるため
の取組を全国で実施しています。
＊最優秀賞に選ばれたキャッチフレーズは、平成
27 年度｢男女共同参画週間｣のポスター等に使用
するほか、男女共同参画週間に男女共同参画大臣
から表彰の予定。

（問）県男女家庭課 078-362-3160

兵庫県男女共同参画
県民アンケート

（問）県男女家庭課 078-362-3160

「夫婦とも育休を」６割～男性の育児参加意識、徐々に変化～
ために必要な家族や社会等からの支援」では、
｢保育や介護及びサービスの充実｣｢男性の積極
的な家事・育児・介護参加｣と考える女性が特に
多く、施設やサービスの充実に加え、男性の積
極的な参画を促進させるための環境整備が求め
られています。
■家庭での夫婦の役割分担(兵庫県)

兵庫県が実施した男女共同参画に関する県民
アンケートによると、育児休業は、「夫婦とも
取るべき」58.2％（前回 H2１調査より 7.1
ポイント増）が｢妻が取るべき｣の 32.9％(同
8.2 ポイント減)を大きく上回っており、男性の
育児参加への意識が徐々に浸透しつつあること
が分かりました。
生活費の確保
「家庭での夫婦の役割分担のあり方」につい
主に妻
9.9%
てもそれぞれ同程度行うべきだという回答が
主に夫
同程度
増えており、夫婦が共に協力していくべきとい
55.2%
30.8%
う意識が高まっています。
「女性が活躍できる仕事・職場環境にするた
めに必要なこと」では、「育児・介護との両立 地域の行事参加等
支援制度の充実 (74.1％)」
「女性が働くことへ
主に夫
の理解（66.3％）」「長時間労働がないこと 主に妻
3.6%
（58.6％）」があげられ、
「女性の活躍が進む 25.7%
同程度

家事
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子育て
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家計管理
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主に夫
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高齢者等の介護･世話
主に夫
0.6%

同程度

☆詳しくは、兵庫県ホームページをご覧ください。
67.0%
65.5%
http://web.pref.hyogo.lg.jp/kk04/26monitor/dai3kaimonitatyousa.html
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イーブン事業報告・トピックス

子育て中の方、「紙芝居・絵本の読み聞かせひろば」
「イーブン保育付ライブラリー」をご利用ください！
イーブンでは、子育て中の方がお子さんと一緒
に参加できるイベントも実施しています。
「紙芝居・絵本の読み聞かせひろば」では、
「イ
ーブン読み聞かせグループ」の方が楽しい絵本の
読み聞かせをしています。中でも好評なのは、お
母さんやお父さんにむけた絵本です。参加者から
は、｢おとな向けの絵本もあって楽しかった｡｣とい
う声が寄せられています。
紙芝居や手遊びの時間もあり、読み聞かせ終了
後は、保育室で自由に遊べます。いろいろな年齢
の子どもたちが楽しく遊び、親
同士の情報交換や交流の場にも
なっています。
主催者の「イーブン読み聞か
せグループ」はこの活動により
平成27年１月28日、こころ豊
かな地域社会づくりに貢献した
団体に贈られ
「紙芝居・絵本の読み聞かせひろば」
る｢兵庫県くす
毎月第４水曜日 10:30～11:00
のき賞」を受
事前申込不要
賞しました。

1/21

女性のための再就職セミナー

「イーブン保育付ライブラリー」
毎月第３火曜日 10:00～12:00
対象：１歳半から就学前までのお子さんをお持ちの方
※要事前申込（受付期間：参加月の前月中旬）
(問)県立男女共同参画センター

１日集中パワーアップ講座

1/15

講師に星野たかこさんを迎え、すぐに就職活動
に活かせるよう効果的なハローワークの活用法、
応募書類の書き方についての解説、面接練習など
の内容で開催しました。
「共通して求められる人物像は明るく元気で前
向きな人。
」
、
「面接では多少のミスは気にせず、誰
よりもこの会社で働きたいとの思いを伝えること
が大切。｣といった話のほか｢年齢の数だけ不採用
通知が来たが諦めなかった｡｣といった自らの経験
談もあり、受講者は熱心に聞き入っていました。
最後に「今年の12月31日をどう迎えたいか。
」
を一人ずつ発表。
「正社
員として働いている。」
「転職し新しい職場で。
」
などの思いを語り合い
ました。
求人が多くなる時期
でのセミナーとあって、講座終了後には｢明日が面
接なので。
」と講師に質問したり、センター内の｢ハ
ローワーク相談窓口｣で求人検索や相談をしたり
する姿も見られました。
（問）県立男女共同参画センター

｢イーブン保育付ライブラリー｣では、お子さ
んをセンター内の保育室でお預かりし、保護者
の方に情報図書室でゆっくり読書や情報収集を
楽しんでいただいています。センター内のハロ
ーワーク相談窓口で求人検索や職業相談もで
きます。図書を探したいときや調べものなどの
際には、情報アドバイザーがお手伝いをします。
この他、３ヶ月から１歳
までの子どもと保護者が一緒
に参加する｢Babyきらきら｣
もイーブンで開催している
人気イベントです。親子で
楽しくふれあい遊びをし、いつも笑い声でいっ
ぱいです。
いずれのイベントも参加費無料です。
ぜひ、ご参加下さい！

078-360-8550

- ２ -

078-360-8550

平成２６年度

ＤＶ防止法律セミナー

平成２５年中に警察が認知したＤＶ事案は
４万９５３３件と過去最多を記録しました。
このような中、女性に対する暴力や女性の人
権尊重について理解を深めるため、法テラス
弁護士の中村衣里さんに、ＤＶの現状・課題・
支援制度についてご講演いただきました。
中村さんは、「結婚後２０年たって自分が
DV被害者だと気づく人がある。また、同居の
子どもの面前DVがクローズアップされつつ
あり、子どもに及ぼす影響も深刻。
」と解説。
「深刻な被害に進展するのを防ぐには、支援
機関相互が日頃から顔の見える関係づくりを
しておくことが大事。」と語りました。
参加者からは、「実際にDV被害者の相談に
あたっている弁護士
の、経験に基づいた
アドバイスを聞くこ
とができて非常に有
益だった。
」という声
が寄せられました。
（問）県立男女共同参画センター

078-360-8550

県内市町･地域･企業の取り組み
昨年 7 月に朝来市で市場恵子さん・市場
尚文さんの講演会を、10 月に新温泉町で
教育評論家尾木直樹さんの講演会を開催。11 月には
県立但馬ドームで開催された｢但馬まるごと感動市｣に
ブース出店して活動紹介パネル展と男女共同参画アン
ケートを行いました。2 月に以下の講演会を開催します。
「但馬聖人 池田草庵に学ぶ」

北播磨

但馬

“日進月歩”を軸に地場産イキイキ
起業家と高齢者介護をテーマにセミナーを開催
します。
「起業するっておもしろい！」

日時：平成 27 年２月 7 日（土）13:30～15:30
場所：西脇市生涯学習まちづくりセンター3 階
講師：玉木新雌さん（播州織作家）
、
蓮池昌美さん（ケーキ工房店主）
申し込み：西脇市生涯学習課 0795-22-5996

日時：平成 27 年２月 10 日（火）13:30～15:00
場所：大屋市民センター２階大会議室
講師：山根功暉さん(立誠舎と池田草庵顕彰会会長)
(問)：養父市男女共同参画センター079-664-2110

「これからの高齢者介護」
日時：平成 27 年３月８日（日）13:30～15:30
場所：三木市立教育センター４階 中会議室
講師：川邉久美子さん、藤本淳子さん
申し込み：三木市男女共同参画センター0794-89-2331

「地域の防災力を高めるために」
日時：平成 27 年２月２1 日（土）13:30～15:30
場所：豊岡市役所本庁舎内稽古堂交流館 1-4
講師：山本秀さん（ひょうご防災特別推進員）
｢笑顔でパートナーシップ UP 働く男性のハッピーライフプラン｣

「笑ろてるパパがええやん！」を合言
葉に活動する NPO 法人ファザーリング・ジャパン関
西から講師を招き講座を開催。第1 回｢家事場のパ
パヂカラ UP 家族がよろこぶパパのクッキング｣
を 2 月1 日に、第2 回を右記のとおり開催します。

日時：平成 27 年３月 1 日（日）13:30～15:00
場所：洲本市健康福祉館(みなと元気館)3F 会議室
講師：天野勉さん(ファザーリング・ジャパン関西理事）
(問)：洲本市人権推進課 0799-22-2580
(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

西宮市 ウェーブきらっと★カフェ
1/17 「手芸でつながる・ひろがる」

◆◆ がんばる企業 ◆◆

阪神・淡路大震災から20年の1月17日。西宮
市男女共同参画センターで、兵庫と東北をつなぐ
トークカフェが開かれました。
語り手は2組の女性グループ。阪神・淡路の震
災後に仮設住宅で手芸教室を開催し、中高年女性
の仕事づくりや生きがいづくりを支援してきた
「木馬の会」と、東北の被災女性たちがつくる小
物を兵庫で販売する｢ひょうご・女・ネット｣です。
「木馬の会」は、避難所の味噌汁に入っていた
しじみの殻を使って根付を作りはじめたグループ
結成時から現在までの活動について語りました。
「ひょうご・女・ネット」は、これまでの活動や
作り手の女性たちについて紹介するとともに、た
くさんの小物を披露しました。
その中にあった「しじみの根付」。実は「木馬
の会」が、20年前に生み出した根付が“お母さ
ん”とのこと。3.11のあと、必要な材料とノウ
ハウを東北へ送り、出来上がった根付を兵庫県で
販売していて、物資を送る団体など、色々な人が
関わっているそうです。
時空を超えてつながる女性
たちの姿は力強く､経験をもと
にした話は感動的で、参加者
は熱心に聞き入っていました。

■会 社 名：株式会社ラフト（神戸市）
■代 表 者：代表取締役
濱嶋 一陽
■事業内容：施設給食受託
■従業員数：３８０人
■U R L:http://www.rafuto.co.jp/
高齢者福祉施設や病院などの給食を請け負っている
株式会社ラフトは、従業員の思いに柔軟に対応し、誰
もが長く働ける職場づくりに取り組んでいます。
毎月１回、社長が講師を務める自由参加型勉強会「社
長塾」を開催しているほか、年２回、全従業員との社
長面談を行っています。また、補充要員として社長自
らが現場に入るなど、経営陣と従業員がコミュニケー
ションを密に図り、従業員からの要望に対しても迅速
に対応しています。
このような取組の結果、お互いの信頼関係が生まれ、
風通しの良い職場、良い仕事につながっています。
全従業員の約8割が女性であることから、結婚や出
産でキャリアが中断しないよう、個々の事情に合わせ
た働き方を認め、女性従業員が能力を発揮し続けられ
よう努めるとともに、やる気があれば、パート職から
正社員になる道も用意されています。
今後は、女性活躍推進に向けて、さらに女性の管理
職登用を進めていく方針で、人材育成にも積極的に取
り組むこととしています。

(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

(問)県男女家庭課
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078-362-3160

参加者募集中の講座・お知らせ
★先輩起業家の話を聞こう！｢女性起業家座談会｣★ ★女性のための再就職セミナー★
体験談や専門家のアドバイスから起業に必要な
基礎知識、ヒント等を学び、起業への一歩を踏み
出しましょう。情報交換やネットワークづくりが
できる交流タイムもあります。
◆日 時 ３月６日（金）13:30～16:30
◆内 容
（１）座談会〔13:30～15:30〕
・コーディネーター：宇田名保美さん(中小企業診断士)
・出演者
上田 理久子さん（神戸リッコロッ：国産米を
使用したライスコロッケを開発・販売）
増田 榮子さん(Regolith Medical Beauty：癌患者
専門の美容師。設備の整った美容院を開業)
吉池 貴美子さん（株式会社エミクル：噛む美
容サプリメントを通信販売）
（２）交流タイム〔15:35～16:30〕
◆会 場 県立男女共同参画センターセミナー室
◆対 象 県内在住・在勤・在学で起業を考えている女性、
創業して間もない女性
◆定 員 2０名（先着順） ◆参加費 無料
◆一時保育 １歳半～就学前まで（定員６名・無料・
要予約）
◆申込方法 所定の申込書に必要事項を記入の上、FAX、
郵送、電話にて県立男女共同参画センター
まで。ホームページからも申し込み可能。

就職活動をしてもいい結果がなかなか出ない。
そんな方に弱点の洗い出しから応募書類対策、
面接レッスンまでを行い、就職活動の見直しを
図っていきます。
求人が多くなるこれからの時期に向け、しっ
かり対策を立て就職活動に臨みましょう。
◆日時・内容・講師
（１）２/19(木) 就職活動見直しレシピ！
～こんな時は、どうすればいいの？～
（２）２/26(木) ｢受かる！｣応募書類術
～あなたの魅せ方教えます～
（３）３/５(木) 春にはあなたも新入社員!!
面接突破のための特別レッスン
時間：各日10:00～12:00
講師：（１）星野たかこ さん
（２）（３）佐久本優子 さん
◆会 場 県立男女共同参画センターセミナー室
◆対 象 再就職を希望する女性
◆定 員 各日２０名（先着順）◆受講料 無料
◆一時保育 １歳半～就学前まで（定員各日６名・
無料・要予約）
◆申込方法 所定の申込書に必要事項を記入の上、
FAX・郵送、電話にて県立男女共同参
画センターまで。

※講座の詳細は、下記までお問い合わせください。

兵庫県立男女共同参画センター・イーブンの相談窓口
種

類

女性のためのなやみ相談
（女性カウンセラー）

電 話 番 号
電話相談（直通）

078-360-8551

面接相談（要予約）

078-360-8554

法律相談（女性弁護士） 面接相談のみ ※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)
不妊専門総合相談（助産師等）
女性のためのチャレンジ相談
（女性社会保険労務士等）
イーブン女性就業相談室
ハローワーク相談窓口
情報相談（情報アドバイザー）
（学習や調べものなどのご相談に）

実 施 日 時
9：30～12：00
月～土曜日
13：00～16：30
11：00～18：40
月～金曜日
土曜日
9：20～16：50
毎月 第２火曜日（原則）

電話相談

078-360-8553

毎月第１・３火曜日

17：00～19：00

電話相談（直通）

078-360-1388

毎月第１･３土曜日

10：00～16：00

面接相談（要予約）

078-362-3250

電話相談・面接相談

毎月第２土曜日・第４水曜日 14：00～17：00

078-360-8554

毎月第１～４木曜日

10：00～13：00

問い合わせ先
(電話相談不可)

078-360-8260

月～金曜日

9：00～17：00

電話相談（直通）

078-360-8557

月～土曜日

9：00～17：00

(電話・面接とも要予約)

ひょうご男女共同参画ニュース

平成２７（２０１５）年２月号（Ｖｏｌ．４７） ※毎月１日発行

【編集・発行】 兵庫県立男女共同参画センター・イーブン、兵庫県男女家庭課
【問い合わせ】 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町１－１－３ 神戸クリスタルタワー７階 兵庫県立男女共同参画センター
TEL：０７８－３６０－８５５０ FAX：０７８－３６０－８５５８
HP：http://www.hyogo-even.jp/
【 開 館 時 間 】 月～金曜日 ９：００～１９：００／土曜日 ９：００～１７：００
【休 館 日 】 日曜日、祝日、国民の休日、年末年始 (12/28 ～1/4 )

このニュースは、関係機関・団体や希望者に配信させていただくとともに、男女共同参画推進員が
お配りさせていただいています。配信を希望される方は、上記にご連絡ください。
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