平成２６年８月号 Vol.４１
兵庫県男女共同参画推進本部

「日本再興戦略」改訂 2014 を閣議決定
日本経済を確実に成長軌道に乗せるため、平成
26 年 6 月 24 日に『「日本再興戦略」改訂 2014』
が閣議決定されました。
改訂戦略では、柱の１つに「女性の更なる活躍促
進」を掲げ、新たに講ずべき具体的施策として「育
児・家事支援環境の整備」
、
「企業等における女性の
登用を促進するための環境整備」、
「働き方に中立的
な税制・社会保障制度等への見直し」を進めること
としています。

また、安倍首相は、経済３団体（経団連、経済
同友会、日本商工会議所）との意見交換のなかで、
指導的地位に占める女性の割合を２０２０年まで
に３０％に引き上げる政府目標の達成に向け、企
業ごとに女性登用目標や自主行動計画を策定する
よう要請。国や地方自治体、企業の女性登用を促
す新法を検討する考えも示しました。女性の活躍
促進に向けた積極的な取組が動きだしました。
２ 企業等における女性の登用を促進
するための環境整備

１ 育児・家事支援環境の拡充
☆「放課後子ども総合プラン」
→「小１の壁」を打破

☆子育て支援員(仮
称)の創設

・放課後児童クラブ：２０１９年
度末までに約３０万人分の受け
皿拡大
・一体型放課後児童クラブ・放課
後子供教室を約１万か所以上に

☆女性の活躍推進に向けた
新たな法的枠組みの構築

・幅広い子育て支援分
野で主婦等が活躍で
きるよう認定の仕組
みを創設

・公共調達や各種補助事業に関
し、取組指針を策定
・改正次世代育成支援対策推進
法に基づくインセンティブ付与の
検討等､両立支援に積極的に取
り組む事業主への支援等拡充

☆安価で安心な家事支援サー ☆ 保 育 士 確 保 対 策
の着実な実施
ビスの実現
・利用者負担が低い、安心なサー
ビスが供給される仕組みを構築 ☆ 国 家 戦 略 特 区 に
おける家事支援
するため、推進協議会を設置し、
人材の受入れ
年度内に検討・結論

３

働き方に中立的な税制
・社会保障制度等への見直し

☆働き方に中立的な税制・社会保障制度等への見直し
・女性の活躍の更なる促進に向け、税制、社会保障制度、配
偶者手当等について、経済財政諮問会議で年末までに総合
的に検討

☆キャリア教育の
推進、女性研究
者・女性技術者
等の支援等
☆国家公務員にお
ける女性職員採
用・登用の拡大

☆企業における女性登用の
「見える化」及び両立支
援のための働き方見直し
の促進

☆「女性の活躍応
援プラン」(仮称)
等の実施

・有価証券報告書における女性
役員比率の記載を義務付け等
・女性の登用状況等に関する企
業情報の総データベース化
・長時間労働の削減やテレワー
クの推進

・
「女性の活躍応援プ
ラン」(仮称)を策定
・各地域で女性応援
会議の開催や女性
登用推進のための
枠組みを構築

（問）県男女家庭課 078-362-3160

女性の育児休業取得率 ７６．３％に低下
厚生労働省がこのほど発表した２０１３年度の雇
用均等基本調査によると、女性の育児休業取得率は
前年度より７.３ポイント低下して７６.３％、男性は
前年度より 0.１４ポイント上昇して２.０３％にな
ったことが明らかになりました。
女性の育児休業取得率低下は、景気回復に伴う人
手不足で休みにくくなったこと、保育所が増えて子
どもの預け先を確保しやすくなったことが理由とし

【男性】

■育児休業取得率の推移

【女性】
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てあげられています。
特に、２９人以下の小さな事業所に勤める女
性の取得率は、５８.６％（前年度 73.4％）で
１４.８ポイントと大幅に低下しています。
一方、男性の育児休業取得率は上昇してお
り、育児参加の状況は改善傾向であることがわ
かりましたが、２０２０年までに１３％にする
という政府の目標は大きく下回っています。
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資料：厚生労働省「平成 25 年度雇用均等基本調査」

（問）県男女家庭課 078-362-3160
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イーブン事業報告・トピックス

ひょうごフォーラム「『クラウドソーシングが生み出す
新しいワークスタイル』～広がる在宅ワークの可能性～」
「男女共同参画週間」記念事業として「ひょう
ごフォーラム」を開催し、吉田浩一郎氏((株)クラ
ウドワークス代表取締役社長兼ＣＥＯ)に講演い
ただきました。
クラウドソーシングとは、インターネットを通
じて仕事と人を結ぶ場を提供し、非対面で、雇用
形態や勤務時間に制約されずに仕事の受発注から
納品まで行える仕組み。在宅ワークの新しいマッ
チング方法として急速に広がっており、吉田氏は
その先駆者として注目を集めています。
講演では、神戸で育ったご自身のお話からクラ
ウドソーシングの現状、地域活性化をめざして進

７/３

めている自治体との連携、働き方を巡る我が国の
課題に至るまで最新の動向も交えた多様な話が
あり、参加者は熱心に聞き入っていました。
定員を大きく上回る２７９人の参加があり、
「人には誰にでもスキルがある、働くとは人の役
に立ってありがとうと言ってもらえること、その
蓄積が大切、という言
葉が印象的だった」
「新
しい在宅ワークの可能
性を感じた」といった
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

男女共同参画セミナー（第１８期男女共同参画アドバイザー養成塾公開講座）
男女共同参画社会を学ぶ第1回セミナーでは、講師
の勝木洋子さんから、人口推移や社会の現状、家庭や
子育てなど身近な事例を通して男女共同参画の必要性
や今後のあり方をお話いただきました。
参加者からは「性別にかかわらず誰もが生きやすい
社会をつくることの大切さを再認
識した」「生活のあらゆる場面で
男女共同参画を意識し、角度を変
えて見ると新しい発見がある」と
いう感想が寄せられました。
メディアが男女共同参画社会づくりに及ぼす影響や
メディア・リテラシーの必要性を学ぶ第2回では、講師の
小川真知子さんが｢メディアは広告の器であると意識
し、情報をうのみにせず、
『あたりまえ』とされてきた
ことを『ホンマかいな？』と問うことが必要｣と解説。
ワークショップでは様々なＣＭを視
聴し、登場人物の行動や服装など男女の
役割について気になる点を分析。参加
者からは「見慣れたＣＭも視点を変え
るとジェンダーの問題が含まれている
ことが分かった｣｢これから情報に接する
時はメディア・リテラシーのメガネをつけようと思
う」という声が聞かれました。

男女雇用機会均等法施行規則等が改正施行されま
した。主な内容は以下のとおりです。
１ 間接差別となり得る措置の範囲の見直し
すべての労働者の募集・採用、昇進、職種の変更に
当たって、合理的な理由なく転勤要件を設けることが
間接差別に該当することになりました。
２ 性別による差別事例の追加
結婚していることが理由の職種変更や定年に男女
で異なる取扱いをする事例が性差別指針に追加され
ました。

６/２６，７/３

井吹東ふれあいのまちづくり協議会委員長の
坂本津留代さんが講師を務めた第3回は、阪神・
淡路大震災後に始めた仮設住宅訪問や子ども見
守りが、ボランティア活動のスタートであったこ
と、｢テレフォンクラブ出店阻止署名活動｣｢門灯
点灯１００％運動｣｢井吹ふくし銀行設立｣｢小中
学生による防災チーム結成｣など、住民、行政、
企業、団体と連携して実践した数々の取組みを
お話いただきました。
その実行力の源は、常に「街がよくなること｣
を願い「街にとって何がベストか｣を考えて動
く、街が大好きという気持ち。｢代表は何が大事
かを考え、ぶれない、決断することが仕事｣とリ
ーダーとしての覚悟も示されました。
参加者からは｢地域への思い、責任感等、大変
な覚悟で活動されていることに感銘を受けた｣
｢できないことより、自分に何ができるかを考
え、街を良くしたい思いが行動に
なる｣｢女性の視点が入ることで、
地域も活性化し、高齢者にも子ど
もにも優しい街になる」と大変好
評でした。
（問）県立男女共同参画センター

３ セクシュアルハラスメント予防・事後対応の徹底
次のことが指針に明示・追加されました。
（１）同性に対するものも含まれる
（２）性別役割分担意識に基づく言動をなくすこと
が防止に重要
（３）放置すれば就業環境を害したり、性別役割分
担意識に基づく言動でセクシュアルハラスメン
トが生じるおそれがある場合も相談に対応
（４）被害者に対する事後対応の例として、メンタ
ルヘルス不調への相談対応
４ コース等別雇用管理についての指針の制定
（問）県立男女共同参画センター

- ２ -

078-360-8550

078-360-8550

県内市町･地域･企業の取り組み
イーブン女性のための相談室より
～自分らしく生きるために～
私たちは、子どもの頃、家族や身近な大人
から、自分の気持ちをどう人に伝えるか、感
情の処理をどうするか、自分をどんなふうに
守り、大事にするかを学んでいきます。
ところが、そのような大人から｢世間では
どうあるべきか｣｢自己主張することはわが
ままだ｣｢人の役に立つように行動すべき｣
などと言われ続けるうちに、自分が感じること
や考えることを優先してはいけないと思う
ようになります。そして、人の目が気になり、
他人の言動に振り回されやすくなるのです。
このように、とても生きづらさを感じて
相談室を訪れる方が少なくありません。自分
に焦点を当ててカウンセラーと話すことで、
感じることや考える力を取り戻し、本来の伸び
やかな自分に向き合ってみませんか。
県立男女共同参画センターでは、｢女性の
ためのなやみ相談｣を開設し、女性が抱える
悩みや問題の解決に向けて、女性
カウンセラーが気持ちや考え方の
整理のお手伝いをします。

男女共同参画推進員連絡会議では、地域ブロックごと
に普及啓発活動を実践していただいています。
今回は、神戸地域と中播磨地域の事業をご紹介します。
６月に「多様性について考える～ジェンダーの視点から」
というテーマでスピーカーを囲んでのトーク参加型の
勉強会を、７月には「チャイルド・ケモ・ハウス」
（小児がん
治療中の子どもとその家族をサポートする日本で初めて
の専門治療施設）の見学会を実施しました。
今後も、勉強会や講座を月１回開催していく予定です。
男女共同参画の視点から防災･減災を考えるワークショップ
を開催します。災害に備えて私たち一人ひとりができる
ことをいっしょに考えませんか。
「地域の安全・安心を考えよう～防災・
減災について私たちにできること～ 」
講師：前川安子さん（防災士）
日時：平成 26 年 9 月 6 日（土）13:30～15:00
場所：ネスパルやすとみ（姫路市安富町安志）
※ 県立男女共同参画センターでは「男女共同参画推進員として
地域で活動してくださる方」を引き続き募集中です！
詳しくは当センターまで。
(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

(問)県立男女共同参画センター 078-360-8550

尼崎市男女共同参画週間事業

浜矩子が語る!グローバル社会に
おける女性のエンパワメント

尼崎市
７/５

尼崎市女性センター・トレピエは、尼崎
市女性センター40 周年記念誌発行実行委
員会と共催で、平成 26 年度男女共同参画
週間記念事業／尼崎市女性センター40 周
年記念誌発行記念講演会「浜矩子が語る！
グローバル社会における女性のエンパワ
メント」を開催。定員を大幅に超えるお申
し込みがあり、会場は熱気で溢れました。
「成長戦略」
「デフレ脱却」
「女性が輝く
日本」など、安倍政権が打ち出す経済政策
がどういうものなのか、また、現在の日本
経済の問題をジェンダーの視点から考え
ました。
グローバル化
の中、日本社会
はどの方向を
めざすべきなの
か、浜さんから
多くのヒントを
いただきました。

◆◆ がんばる企業 ◆◆
■会 社 名：昭和精機株式会社(神戸市)
■代 表 者：代表取締役 藤浪 芳子
■事業内容：電子プログラム制御機器、
プログラム制御機器、油圧・
空圧制御機器などの製造販売
■従業員数：34 人
■ＵＲＬ：http：//www.showa-seiki.co.jp/
産業機器に欠かせない電子プログラム制御機器や油圧・
空圧制御機器などを製造・販売する同社は、女性や母親と
しての視点を経営に生かし、各従業員の実情に合わせた多
様な働き方ができる環境づくりに取り組んでいます。
年３回の従業員との個人面談を通して、それぞれが抱え
る問題を聞き取りながら、育児休業制度や短時間勤務制度
の利用はもちろん、保育園への送り迎えの時間の調整や病
気になった場合の急な休暇の取得など、状況に応じて無理
なく働けるよう、サポートしています。
また、従業員同士が助け合える職場を目指して、作業内
容を共有する多能工化を進めるとともに、性別に関係なく
さまざまな職種で活躍できるよう能力アップを図り、製造
現場の一部門では、女性が主任を務めるなど、分け隔ての
ない配属や昇給がモチベーションの維持、技術力の向上に
もつながっています。
同社は、従業員とその家族が幸せであることを第一に考
え、仕事にやりがいを持ち安心して長く働いてもらえる職
場づくりに熱心に取り組んでいます。

（問）尼崎市女性センター・トレピエ 06-6436-6331

(問)県男女家庭課
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参加者募集中のイーブン主催講座・イーブンからのお知らせ
仕事づくりセミナー ～起業への一歩を踏み出そう～
起業をめざしている方を対象に、会社の設立、社会
保険、融資等、個人事業主として必要な基礎知識を習
得するとともに、先輩起業家からの話を聞く機会や事
業計画書の作成、営業活動の手法等についてグループ
ワークを通じて学び合うセミナーを開催します。
【実施日時】
1日目 8/23（土） 9：45～16：00
2日目

8/30（土）10：00～16：00

3日目

9/ 6（土）10：00～16：00

４日目

9/13（土）10：00～16：50

【講

師】宇田 名保美さん（中小企業診断士）ほか

【対

象】次のいずれの要件も満たす方
①県内に在住･在勤.･在学で起業をめざす方
②４日間全時間の受講ができる方

【定

員】30名（先着順）

【受 講 料】2,000円（資料代等）
【申込方法】所定の申込用紙に必要事項を記入の上、
FAX・郵送・持参にてセンターあてへ

次世代を担う女性たちを応援する
「ひょうご女性未来・縹（はなだ）賞」の
候補者募集中！
様々な分野で活動する女性たちのネット
ワーク「ひょうご女性未来会議」では、地域・
社会で活躍する女性を表彰し応援するため、
「平成２６年ひょうご女性未来・縹賞」の候
補者を募集しています。
【推薦基準】兵庫県内在住、在勤、在学、又は
兵庫県を活動拠点としている
概ね40歳までの女性で、各分野
で顕著な功績のある方、新しい
時代を切り拓く活動を行ってい
る方など
【推薦方法】所定の用紙をセンターあてに郵送、
又は持参
（自薦・他薦は問いません）
【表 彰 式】
〈日時〉11月2日（日）13：30～
〈場所〉クリスタルホール（神戸市中央区）
※ 阪神・淡路大震災２０年事業ひょうご
女性フォーラム「防災・減災、復興に
女性の力を」において、受賞者３名に賞
状及び記念品を贈呈します。

※講座内容や相談についての詳細は、下記までお問い合わせください。

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

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

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） 毎月 第２火曜日（原則）

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 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

078-360-8260 月～金曜日

9：00～17：00

078-360-8557 月～土曜日

9：00～17：00

男性のための相談（男性臨床心理士）電話相談のみ
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）

電話相談・面接相談
（電話･面接とも要予約）

問い合わせ先
(電話相談不可)

電話相談（直通）

平成２６（２０１４）年８月号（Ｖｏｌ．４１） ※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
〒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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