平成２６年９月号 Vol.４２
兵庫県男女共同参画推進本部

7/29

平成２６年度 県婦人大会

「婦人会は地域の要(かなめ)」

兵庫県連合婦人会は、
「ふるさと兵庫～安全元気やさしい兵庫づ
くりのために、今、地域の絆を再生しよう～」をテーマに、姫路市
市民会館で兵庫県婦人大会を開催し、約８００人が参加しました。
県連合婦人会の北野会長は、「会場には若い世代の会員が多くお
られ、婦人会の未来も明るく豊かなものになると感じている。私た
ちの世代は若い人たちのために素晴らしい地域を残していかなけれ
ばならない。家庭、地域において心と心が通じ合う、家族、住民同
士の絆が大切です。」と挨拶しました。
その後、井戸知事が、
「安全元気ふるさと兵庫の実現」と題して
講演。
「婦人会は『地域の要（かなめ）』です。家族や地域の絆を育
む仲介者、「ふるさと」を次代につなぐ継承者、地域の元気を生む
推進者、地域の安全･安心を守る活動者として、元気な活動を期待
したい。」と呼びかけました。
（問）県男女家庭課 078-362-3169

女性の活躍推進～女性管理職登用の動き～
兵庫県女性職員の登用目標を見直し

%

兵庫県では、女性職員登用の目標を見直し、知事部局
等における女性管理職の比率を、平成３２年に１５％と
しました。これは、現時点での都道府県の女性管理職
比率における最上位を目指すというもので、平成 26 年
４月１日現在の比率（６．５％）を踏まえ、現実的であり、
困難であっても実現させていくべき目標として設定する
こととしたものです。

兵庫県の管理職における女性の割合
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（問）県立男女共同参画センター

078-360-8550

２７社が数値目標 経団連が計画公表
一般社団法人日本経済団体連合会は、女性
管理職の活用策を定めた大手企業による自
主行動計画をまとめ、４７社分を公表しまし
た。そのうち約６割にあたる２７社が具体的
数値目標を掲げました。
２０２０年に女性の管理職比率３０％達
成を促す安倍政権の目標と同水準を目指す
企業は、資生堂、セブン＆アイ・ホールディ
ングス、損害保険ジャパンの３社。トヨタ自
動車は、女性管理職の比率を２０年までに現

在の３倍、３０年には５倍とし、女性社員の
増加に対応するため、仕事と育児の両立支援
策として、育児休業からの早期復帰を支援。
また、働く女性に対する男性の理解を深め
るための動きも広がっており、セブン＆ア
イ・ホールディングスでは、男性管理職らを
対象に女性活用の研修を開くなど意識を変え
る取組を強化し、男性の育児参加を支援する
など、各企業の更なる女性の活躍促進に向け
た取組がスタートしています。

○各企業の取り組みの詳細にいては、下記 URL をご覧ください。
＊http://www.keidanren.or.jp/policy/woman/actionplan.html
（問）県男女家庭課 078-362-3160
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目に見えにくい女性の貧困～女性ホームレスの現状～
7/24 講師：丸山 里美 さん（立命館大学産業社会学部准教授）

法律の中の女性～法制度の男女差を知る～
7/24

講師：松田 聰子 さん（桃山学院大学法学部教授）

自ら女性ホームレスやその周辺の人々と共に過
ごして女性の貧困を調査研究してきた丸山さん
は、男女別・世帯類型別貧困率などのデータを用
いて、貧困の現状を解説。
「男性は外で働き、女性は家事という性別役割
分業を行う家族を基本に雇用・税金・社会保障な
どのシステムが構築されたことが、女性の低賃金、
非正規雇用につながる。ホームレスを路上生活者
だけでなく、ネットカフェ難民、ＤＶ被害者のシ
ェルター入居、居候など、広くとらえると、女性
のホームレスが見えてくる。
」「貧困は世帯単位で
計測されているため、家から出られない女性の貧
困は世帯の中に隠れている」と
分析。参加者からは「ジェンダー
による構造的差別を強く感じた。」
などの声が寄せられました。

ジェンダーの視点から判例、条文を読み解
き、法制度の男女差を知り、暮らしに密接に
関わる法制度について考えるセミナーでは、
講師の松田さんが、刑法の強姦罪と尊属殺
人、民法の非嫡出子相続差別、母体保護法、
戸籍法など、具体的な判例をあげて、法制度
が時代を反映して少しずつ改善されてきた
ことなどを解説されました。
参加者は法女性学クイズも交えながらの
テンポのよい話に引き込まれ、「法律の話を
こんなにも興味深く話せる先生はとても素
敵だと思った」
「法制度を女性視
点で分かりやすく話していただい
た」
「事例から法律も変わっていく
ということが分かった」と、大変
好評でした。

次世代へ継承する学校教育～たくましく生きる力
を身につける～

農村社会における女性リーダー
～地域が変わる・地域を変える～

8/7

講師：南野 忠晴 さん（大阪府立八尾北高等学校家庭科教員）

英語教員から一念発起、大阪府立高校で初の男性家
庭科教員に転身された南野さんは、「家庭科は人生そ
のものを扱う教科。いろんな価値観、立場の人が集ま
っているのが社会であり、ＴＶやネットの情報より身
近な人の声、関係性の中でしか生まれない言葉を教室
の中で聞き、一緒に人生を考えていこうという思いで
教鞭をとっている」と家庭科の大切さを強調。
「社会も自身も変わっていく中、自分はどれを選ぶ
かを判断し、一歩を踏み出す力が必要となるとき、選
択肢が多いほど強みとなる。多様な価値観を手に入れ
ることが、生きる力になり、自立に
つながる。失敗を許し、認め合える、
仲間を増やせる,受け入れる力、いつ
でもポイントを切り替えられる力に
なる。」と話されました。
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講師：藤井 和佐 さん（岡山大学大学院社会文化科学研究科教授）

「地域社会の課題に対応するためには、男女
を問わず多様な地域住民の参画が必要です。あ
なたの周りはどうですか？」講師の藤井さんの
問いかけに、参加者は地域社会にはどんな組
織・団体があるか、そのメンバー・代表者はど
んな人か、を考えます。
藤井さんは、慣習の厳しい農村地域における
女性リーダーの成長事例を通して、意思決定の
場に女性が参画することの意義と課題について
話され、
「地域の未来に向けて、課題を見つけ、
解決していくのは、あなた自身です」と熱く語
られました。
参加者からは「地域に興味・
関心を持って、自分に何ができ
るか考えていきたい」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
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女性のための働き方セミナー『子育てママのマネープラン』

１歳半までの子どもと一緒に参加するスタイル
で、ファイナンシャルプランナーの加藤葉子さん
を講師に迎え、
「人生の 3 大支出」の一つといわれ
ている教育資金について学びました。
講師が「教育費はどのくらい必要か」
「平均額を
鵜呑みにしない」
「教育費以外にも費用がかかる」
など、子育てにかかるお金の注意点を解説。その
後、参加者が実際に家族の年齢、子どもの人数や
進路希望を基にシミュレーションを行いました。

最後に、教育費軽減策や勉強方法の変化など、
子育て世代のお金にまつわる最新情報の提供
と、
「共働きすることでライフプランが大きく変
わる」といった助言がありました。
具体的な金額とその貯め時を実感した参加者
からは、
「良い意味で危機感を
持つことができた」
「未来のこ
とを意識して考え直したい」と
の感想が聞かれました。
（問）県立男女共同参画センター078-360-8550
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県内市町･地域･企業の取り組み

イーブン情報図書室だより
図書だけではありません。ビデオ･DVD が
約 500 本あります！

地域ブロックごとに男女共同参画推進員の
企画・立案による事業を実施しています。今回
は阪神南地域と東播磨地域の事業を紹介します。

男女共同参画に関するドラマやドキュメンタリ
ー、セクハラ・パワハラなどの啓発用ビデオ・ＤＶ
Ｄを所蔵しています。貸出期間は１週間。自宅で楽
しんだり、職場やグループの学習会でご利用いただ
けます。また、図書室内の落ち着いた空間での視聴
も好評です。利用カードを作成するとどなたでも利
用できます。詳しくは、情報図書室までお問い合わ
せください。

阪神南地域ブロック
8 月 24 日（日）に尼崎市
小田公民館で「男女共同参画
ってなに？」をテーマとした
講演会を開催しました。高校生など約３０名
の参加者に、5 名の講師から、デートＤＶの
ロールプレイを交えた話や女性消防士の方か
らの体験談などのお話をいただきました。12
月にも、学生を対象とした講座を開催予定です。

新着ＤＶＤのご紹介
『マーガレット･サッチャー鉄の女の涙』
2011 年、上映時間 106 分、
監督 フィリダ・ロイド 発売元 ギャガ

東播磨地域ブロック

(C)2011 Pathe Productions Limited ,
Channel Four Television Corporation and
The British Film Institute.

イギリス史上、ただ一人の女性首相マーガレッ
ト・サッチャーは、強い信念により国内外に大きな
影響力を与えた「鉄の女」として知られています。
本作は、妻・母として、そして国のリーダーとして、
力の限り闘い続けた一人の女性の姿をありのままに
映し出し、主演のメリル・ストリープがアカデミー
主演女優賞を受賞した感動作です。

9 月 9 日（火）に県立明石清水高等学校の 3
年生を対象に、出前講座を開催します。「おん
ぶはこりごり」という絵本を題材に、ワークシ
ョップ形式で性別役割分担について学びます。
また、12 月には、男女共同参画についての
基本的な事柄についての学習会を、来年 2 月に
は、地域活性化の取り組みについて考える講座
を開催予定です。
※ 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 078-360-8557

◆◆ がんばる企業 ～男性育児休業体験記～◆◆
■会 社 名：コベルコシステム株式会社（神戸市）
■事業内容： IT ソリューションの設計・開発から運用・保守までトータルで提供
■従業員数：１，０６５人
■Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.kobelcosys.co.jp/
どれだけ制度が整っていても男性が育児休業
を取得するには、まだまだハードルが高いのが
日本社会の現状ですが、コベルコシステム株式
会社では、積極的に子育てを支援しており、育
児休業を二度取得した男性社員がいます。
６人のお子さんを子育て中の渡邉誠さんは、
以前から育児に奮闘する妻を手伝いたいと思っ
ていたこと、先輩の男性社員が初めて育児休業
を取ったことが後押しとなり、5 人目の時に１
ヶ月半、６人目の時に３ヶ月間、育児休業を取
得しました。
「休業中は、食事の準備や幼稚園のお迎えなど
に奮闘しましたが、子どもの成長を近くで見守
ることができたのは何よりの幸せ。子育てを通
じて学んだことも多く、育児体験を仕事に大い

に活かすことができました。
自分自身を見つめ直す機会にもなり、休業はブラ
ンクになると思われがちですが、実際はプラスに
なることの方が多い」、また、休業を取得するに
あたっては、「お客様や仲間に迷惑をかけないよ
う計画を立てて準備しておくこと、復帰後、感謝
の気持ちをもって仕事を一生懸命頑張ることが
大事」と話します。
また、二度の育児休業取得経験を活かし、妊娠
から復帰後までに利用できる会社の制度や心構
えをまとめた「育児支援ガイド」の作成に携わり
ました。
最後に、渡邉さんは「仕事の成功は家庭環境を
良くすること。制度を利用し、『家族を知る』こ
とで仕事も充実できる。
」と力強く話しました。

※ 以下のサイトに上記に関する事例紹介動画が掲載されています。
http://www.hyogo-wlb.jp/movie/index.html
(問)県男女家庭課
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078-362-3160

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
再就職のためのパソコン講座

一時保育あり！
子どもがいるので長時間の受講は難しい…。そんな方でも
受講しやすい設定です。短時間・短期間集中開催！
【講習日時等】
コース

【定員：各コース 10 名】
実 施 日
時 間
9 月25 日(木)、26 日(金)、
ワード①
9:30～12:00
29 日(月)、30 日(火)
10 月1 日(水)、3 日(金)、
ワード②
13:30～16:00
6 日(月)、7 日(火)
9 月25 日(木)、26 日(金)、
エクセル①
13:30～16:00
29 日(月)、30 日(火)
10 月1 日(水)、3 日(金)、
エクセル②
9:30～12:00
6 日(月)、7 日(火)
【会
場】県立男女共同参画センター 講習室
【受 講 料】無料。ただしテキスト代別途要(１,８３６円(税込))
【応募要件】（すべてを満たす県内在住の方）
①出産・子育て・介護等で退職し、再就職をめざす方、育児
休業中で職場復帰を控えている方
②ワード、エクセルで簡単な文書や表計算ができる方
③全日程（4 日間）に出席できる方
【一時保育】１歳半から就学前まで定員６名（無料・要予約）
【応募締切】９月１８日（木）必着。応募者多数の場合は抽選

女性のための再就職セミナー
（1日集中パワーアップ講座）
出産、育児や介護などで退職し再
就職をめざす女性を対象に、応募書
類の書き方のポイントや面接のトレ
ーニング、自己分析などを通じ再就
職に向けて必要なスキルを身に付け
るセミナーです。今回は1日集中講座
として、行います。
【日
【内

【会
【講

【対
【定

時】平成26年9月19 日(金)
10:00～16:00
容】｢あなたを魅せる応募書
類作成と面接」のウォー
ミングアップ
場】県立男女共同参画センター
セミナー室
師】西村 美紀代 氏
(社会保険労務士、産業
カウンセラー)
象】再就職を希望する女性
員】20 名(先着順)

※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。

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

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）

ひょうご男女共同参画ニュース

平成２６（２０１４）年９月号（Ｖｏｌ．４２） ※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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