平成２７年９月号 Vol.５４
兵庫県男女共同参画推進本部

「ひょうご女性活躍のための講師等派遣事業」がスタート
～ 講師等派遣を希望する企業・団体等の募集開始 ～

兵庫県では、女性の活躍を一層推進していく
ため、本年 7 月、様々な分野で活躍する女性や
経済･労働団体等で構成する｢ひょうご女性の活
躍推進会議｣を設置し、同推進会議を中心に官民
一体となった取組を推進しています。
その取組の一環として、｢ひょうご女性活躍の

ための講師等派遣事業｣がスタート。
県立男女共同参画センターの｢女性活躍推進
専門員｣が直接お伺いし、女性の活躍に関する
様々なご相談に応じるほか、専門講師･アドバイ
ザー等を無償で派遣し、社内等での具体的な取
組のお手伝いをします。

【こんなお悩みありませんか？】
◇ 女性を管理職に登用したいが、どのように育成すればよいかわからない
◇ 先進事例や、実際に活躍している女性(ロールモデル)について知りたい
◇ 社内研修(管理職向け、職員向け等)を実施したいが、どうすればいいかわからない
◇ ｢女性の活躍｣に向け、職場環境の改善や社内制度の整備等を
考えているが、具体的にどのようにすればよいかアドバイス
がほしい
◇ 女性活躍推進のための支援制度(助成金･補助金等)が知りたい
◇ とりあえず｢女性活躍｣について話を聞いてみたい 等々
【こんなことができます】
◇ 女性の活躍に関連した社内研修への専門講師派遣
◇ 経営者や管理職等を対象とした勉強会への専門講師派遣 ＊本事業の活用事例（専門講師による社
内研修の実施）を３面にて紹介してい
◇ 女性の活躍に向けた取組や社内環境整備等に関する専門
ます。
アドバイザーの派遣 等々
「女性の活躍」に関することなら、どんなご相談でも結構です。
まずはお気軽にお問い合わせください。電話 078-360-8550(県立男女共同参画センター)
（問）県男女家庭課 078-362-3160

女性の育児休業取得率 86.6％に！～男女とも微増～
厚生労働省がこのほど発表した平成 26 年度
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 3.6 ポイント上昇して 86.6％、
男性は 0.27 ポイント上昇して 2.3％になったこ
とが明らかになりました。
特に、従業員 29 人以下の小さな事業所で取得
率の上昇が大きく、女性は 78.9％で 7.6 ポイン
ト上昇、男性は 3.62％で 1.59 ポイント上昇と、
全体の取得率を引上げています。
ただ、男性の取得率は年々上昇傾向にあるもの
の、2％前後と低迷が続いており、国が掲げる目
標｢2020 年までに 13％｣とはまだ隔たりが大
きい状況にあります。
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イーブン事業報告
男女共同参画セミナー
多様な選択を可能にする学校教育
～家庭科教育と学校における男女共同参画～
7/30 講師：小崎 恭弘さん(大阪教育大学教育学部 准教授)
1993年以降、家庭科が男女共修となり、子ども
たちは教科のなかで男女共同参画を学んでいます。
家庭科教員養成の現場から見た、学校における男女
共同参画推進について小崎さんからお話しいただ
きました。
家庭科は、自立に必要な能力
｢生きる力｣を育むために幅広い
テーマを扱う教科であり、変化
する社会状況において、人生を
主体的に生きることができる、
｢よりよい市民｣の育成を目指し
ていると解説されました。
ご自身の育児休業体験談なども交えたユーモア
あふれるお話は、大変好評でした。

女性に対する暴力の現状と対応
～暴力をなくすために男性に何ができるか～
8/6

講師：多賀

太さん(関西大学文学部 教授)

7/30 講師：松田 聰子さん(桃山学院大学法学部 教授)
憲法が定める基本的人権の尊重について、
法の男女差を中心に現在の法制度の現状や課
題について考えるセミナーを開催しました。
松田さんは、非嫡出子
相続差別、再婚禁止期間、
欧米の人生パートナーシ
ップ法、人工生殖補助な
ど、具体例をあげて、身
近な法制度の問題を解説。
参加者はテンポのよいお
話に引き込まれ、「法律
に不平等があることに驚いた｡」｢あるべき家
族像について、いろいろ考えさせられた｡」と
の意見が聞かれました。

女性と政治参画
～グローバルな視点で日本を読み解く～
8/6

多賀さんは、暴力や虐待によって傷つけられるの
は、妻、母、姉妹、娘、友人であることから、女性に
対する暴力は男性にとっても重
要な問題であること、DVは暴
力を通した支配･コントロール
であり、個人的な問題にとどま
らず、男性優位、女性蔑視の意
識･慣習や、女性の男性への経済
的依存などの社会的問題、ジェ
ンダー問題が絡んでいることな
どを解説されました。
男女の対等な関係づくり、暴力を許さない価値観の
浸透などについて、非暴力男子が声をあげることで、
女性だけでなく、男性にとっても幸せな社会づくりに
つながる、と話されました。
参加者からは｢『非暴力』は『何もしない』のでは
なく、相手を尊重することという話に、なるほどと思
った｡｣などの声が寄せられました。
8/22

法のなかの女と男
～憲法が定める男女平等について考える～

講師：三輪

敦子さん(国連ウィメン日本協会 理事)

日本は、女性の経済参加、国内総生産、識字
率などでは、国際的に上位ですが、意思決定分
野の要素が加わると、順位が大きく下がります。
三輪さんは、ジェンダーギ
ャップ指数などの具体的な数
値を示して、日本の女性の人
権や政治参画に関する現状に
ついて解説。女性リーダーの
育成、ロールモデルの存在が
大切で、女性の政治参画が多
様な声を反映するよりよい政
治につながると話されました。
参加者からは｢意思決定に加わることの大切
さ、そこから変えられるものについて考えた
い｡｣｢女性の政治参画が社会を変える可能性を
改めて感じた｣などの感想がありました。
（問）県立男女共同参画センター078-360-8550

女性のための働き方セミナー『小１の壁』を考える

共働き家庭において、子どもが保育園から小学
校に上がる際、直面する社会的な問題を『小 1 の
壁』といいます。キャリアコンサルタントの鴨谷
香さんを講師に迎え、｢小１の壁｣について考える
セミナーを実施しました。
学童保育は足りているのか、時間が保育園より
短いのでは？など、参加者が不安な点を共有し、
現役小１の母である講師が、自らの体験や知人の
実例を交えて、丁寧に答えてくださいました。

学童保育を見学したり様々な情報を得たりす
ることで、実は｢壁｣には｢トビラ｣があるのでは
ないか、との話に、参加者からは｢実例で入学後
のイメージがわいた｡｣｢トビラを見つけるため
に自分が動い
ていこうと思
う｡｣などの感
想が聞かれま
した。
（問）県立男女共同参画センター078-360-8550

- ２ -

県内市町･地域･企業の取り組み
阪神北

8 月 8 日、宝塚市で小学校高学年を対
象に、防災デイキャンプを開催しました。
末広中央公園で防災施設を見学した後、グルー
プ別に、災害時に自分で自分を守るにはどうした
らよいかを考えて発表しました。
続いて、ライフラインが止まりペットボトルの
水は使えるという状況設定で、普段家にあるよう
な材料を使って防災クッキング。子どもたちは、
ポテトスナック菓子をマヨネーズであえてクラッ
カーに挟むなどのメニューを思いつき、工夫して

(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

淡路市 淡路市市民協働センター
(準備室)を開設しました
淡路市は、市民･地域活動団体等の総
合的な支援と、男女共同参画推進の拠点
として、｢淡路市市民協働センター(準備
室)｣を平成27年4月1日に開設。
7月から9月の間、3回シリーズで趣味
や特技を活かした仕事がしたい女性を
対象にしたセミナー｢女性のための起業
応援カフェ｣を開催しました。
また、９月18日と25日には、地域活
動や起業をしたい女性を対象に、キャリ
アカウンセラーが無料で個別相談に応
じる｢女性のためのチャレンジ相談｣を
開催します。
(問)淡路市市民協働センター(準備室)0799-70-7143

北京＋20､女性差別撤廃条約批准
30年展示
1975年の国際婦人年以
降、国連では女性の地位向
上のための取組がなされて
きました。女性差別撤廃条
｢北京＋20｣
ロゴマーク
約の批准は男女雇用機会均
等法成立につながり、190の国と3万人以
上が参加した北京会議(第4回世界女性会
議)では、｢女性に対する暴力｣などが初めて
議論され、｢北京宣言｣及び｢行動綱領｣が採
択されました。
2015年は、北京会議から20年、女性
差別撤廃条約批准から30年の節目の年と
して、実施状況の評価と課題の確認が世界
各国で行われています。展示資料から女性
の人権をめぐる動きを眺めてみませんか。

調理しました。
水消火器を使った消火活
動の後、講師の米山清美さ
ん(認定 NPO 法人日本災害
救援ボランティアネットワ
ーク)の話を聞き、講座をふりかえりました。
子どもたちからは、｢日頃から災害のことをも
っと知っていこうと思う｡｣｢自分で自分の身を
守る大切さに気付いた｡｣｢備えが大切なことに
気付いた｡｣などの意見がありました。

◆◆ がんばる企業 ◆◆
～1 面｢女性活躍のための講師派遣事業｣
専門講師派遣による社内研修～
■会 社 名：株式会社協同病理(神戸市)
■代 表 者：代表取締役 小川 隆文
■事業内容：各種試験･研究受託および医療関連
サービス(病理学的検査･各種標本作製)
■従業員数：15人
■U R L：http://www.kbkb.jp/
医療機関や製薬会社等からの各
種試験･研究受託事業を行う株式会
社協同病理では、社員が長く働き
続けられる環境の整備に向けた様
々な取組を推進しています。
ただ、制度や環境を整えても、職員の意識そのものを
変えるのは容易ではないと考える小川社長。県の｢女性
活躍のための講師派遣事業｣がスタートすることを聞
き、キャリア形成や働くことの意義を改めて考えるセミ
ナーを開催したいと考えました。
依頼を受けたイーブンでは、WLBコンサルタントの瀧
井智美さん(龍谷大学非常勤講師)を講師として派遣、8
月18日同社にてセミナーが開催されました。
本セミナーには同社への就職を希望する大学生も参加。
｢キャリアとは何か｣｢働くとは何か｣｢男女ともに働きや
すい職場とは｣をテーマとした講師の話に、参加者は深
く頷きながら、これからのキャリア
形成や働くことについて、改めて考
えているようでした。
また、女性の活躍には夫や親な
ど、周囲の人々の意識改革も必要と
考え｢家族参観日｣も開催する同社。
小川社長は｢今後も社員のニーズ等を確認しながら、よ
り働きやすい職場づくりに取組んでいきたい｡｣と話し
ます。
(問)県男女家庭課

(問)県立男女共同参画センター078-360-8550
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参加者募集中の講座・お知らせ
★女性のための再就職セミナー
｢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★
｢就職活動をしているけれど、うまくい
かない｣｢面接が苦手｣などの悩みを、実践
的なセミナーで解消しましょう。
◆開催日時 ９月 18 日(金)10:00～16:00
◆内
容
①好感度アップのためのマナー＆表情
②あなたを｢魅せる｣ための準備
③応募書類はあなたのプレゼンツール
④あなたらしさをアピール
⑤面接にチャレンジ！
◆講
師 西村 美紀代さん
(社会保険労務士、産業カウンセ
ラー＆キャリアコンサルタント)
◆会
場 県立男女共同参画センター
◆対
象 再就職を希望する女性
◆定
員 2０名(先着順)
◆受 講 料 無料
◆申込方法 申込書に必要事項を記入の上、
センター宛FAX･郵送･持参又
は電話

★再就職のためのパソコン講座
(短期・操作経験者向け)★
｢再就職をめざしている｣｢育休中で職場復帰を控えて
いるけれど長い間パソコンを使っていないので不安…｣
そんな方を対象にした講座です。
◆開催日時等
コース
実施日
時間
9 月 29 日(火)､30 日(水)､
9:30～
ワード①
10 月 2 日(金)､5 日(月)
12:00
10 月 6 日(火)､7 日(水)､
13:30～
ワード②
8 日(木)､9 日(金)
16:00
エクセル 9 月 29 日(火)､30 日(水)､ 13:30～
①
10 月 2 日(金)､5 日(月)
16:00
エクセル 10 月 6 日(火)､7 日(水)､
9:30～
②
8 日(木)､9 日(金)
12:00
◆会
場 県立男女共同参画センター 講習室
◆定
員 各コース10名(応募者多数の場合は、抽選)
◆受 講 料 無料(テキスト代2,160円は受講者負担)
◆一時保育 あり(1歳半～就学前まで、要予約・無料・
定員6名)
◆締め切り 9月24日(木)必着
◆申込方法 所定の申込書に必要事項を記入の上、セン
ター宛FAX・郵送または持参

※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）
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）

相談方法

電話番号等

電話（直通）

078-360-8551

面接（要予約）

078-360-8554

面接のみ ※なやみ相談(面接)後に予約
電話

不妊・不育専門相談（助産師等）

思いがけない妊娠ＳＯＳ（助産師）

毎月 第２火曜日（原則）

078-360-8553

毎月第１・３火曜日

17:00～19:00

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

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・第４水曜日

14:00～17:00

電話（直通）

078-351-3400

月曜日と金曜日

10:00～16:00

電話・面接
(電話・面接とも要予約)

女性就業相談室ハローワーク相談窓口 問い合わせ(電話相談不可)
情報相談（情報アドバイザー）

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

メール http://ninshinsos-sodan.com

ひょうご男女共同参画ニュース

随時受付。返信は原則として１週間以内

平成２７（２０１５）年９月号（Ｖｏｌ．５４） ※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
HP：http://www.hyogo-even.jp/
【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
HP
http://www.hyogo-even.jp/
【休 館 日 】 日曜日、祝日、国民の休日、年末年始 (12/28 ～1/4 )
Facebook https://www.facebook.com/hyogo.even
このニュースは、関係機関や希望者に配信するとともに、男女共同参画推進員がお配りしています。ご希望の方は、上記にご連絡ください。
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