平成２７年１０月号 Vol.５５
兵庫県男女共同参画推進本部

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

成立

8 月 28 日、女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍で
きる環境を整備するための｢女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推
進法)｣が成立しました。これにより、平成 28 年 4 月 1 日から、国･地方公共団体、労働者
301 人以上の企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられ
ることとなります。

【301 人以上の企業】(*300 名以下の企業は努力義務)
自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析

＊次の項目については必ず把握し、課題分析を行う。
(a)女性採用比率 (b)勤続年数の男女比 (c)労働時間の状況 (d)女性管理職比率
・そのほか任意で把握することとする項目、望ましい課題分析の手法については、
今後、厚生労働省で定め、10 月頃に公表予定

上記課題を踏まえて、女性活躍推進に向けた ①行動計画の策定、
②都道府県労働局への届出、③労働者への周知、④外部への公表 を行う。
＊➀行動計画には、(a)計画期間 (b)数値目標 (c)取組内容 (d)取組の実施時期
を盛り込む。

自社の女性の活躍に関する情報の公表
☆女性活躍推進法の詳細は、こちらから

女性活躍推進法特集ページ

検索

（問）県男女家庭課 078-362-3160
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男女共同参画社会づくり協定締結企業 1136 社に！

｢男女共同参画社会づくり協定｣と｢子育て応
援協定｣の合同締結式が 9 月 18 日、兵庫県学
校厚生会館で開催されました。仕事と家庭の両
立や女性の能力発揮などに向けた環境整備を
進めている企業等と県の｢男女共同参画社会づ
くり協定｣は、今回新たに 34 社が加わり、累
計で 1,136 社となりました。
岡田県女性生活局長が、｢社員が継続就業し
ていくためには、両立支援を進め、事業主と社
員のそれぞれが意識の変革を行う必要があり、
今後の取組に期待している｡｣と述べました。

続いて開催された研修
では、(株)ダイバーシテ
ィオフィス KITAO 代表
の北尾眞理子さん(ひょ
うご仕事と生活センター
上席相談員)が｢子育てと
仕事の両立支援｣をテーマに講演。
参加者全員で行われたワークショップでは、
｢子育てと仕事の両立支援をうまく進めるには
何が必要か？｣等、他社の事例を参考に、それ
ぞれの企業の課題解決に向けた話し合いが行
われました。北尾さんは、｢ワークライフバラ
ンスの実現推進は終わりのない旅。まず、感じ、
行動をおこし、意識を変えること。そして、小
さなことからコツコツと取り組み続けること
が大切｡｣と熱弁をふるい、約 150 名の参加者
は熱心に聞き入っていました。
（問）県男女家庭課 078-362-3160
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ＶＡＬ２１座談会「いきいきと働く女性たちに聞く」
～食品製造業で活躍する女性の本音トーク！～

兵庫県経営者協会女性産業人懇話会(VAL21)、
兵庫県立男女共同参画センター、ひょうご仕事と
生活センターの共催で座談会を開催。内閣府検討
委員会でご活躍の渥美由喜さんを司会進行に、食
品製造業で活躍する3人の女性(伊藤ハム株式会
社･鈴木さん、白鶴酒造株式会社･垣内さん、モロ
ゾフ株式会社･中川さん)をパネリストにお迎えし
ました。
座談会では、｢採用担当になって仕事がおもし
ろくなった｡｣｢夫が子どもの迎えを担当してから
はやりがいのある仕事ができるようになった｡｣
｢責任ある仕事をまかされ、モチベーションがあ
がった｡｣など3人の経験をお聞きしました。｢選択
肢が複数ある時、よりチャレンジングなものを選
んだ｡｣｢環境を整えれば女性管理職が増える｡｣
｢後悔せず次の道に進んでほしい｡｣など、女性活
躍に向けた参加者へのメッセージが述べられま
した。

女性のための働き方セミナー

8/25 ｢なりたい自分を見つけよう
～ドリームマップで夢を描く～｣
｢夢･目標が叶う！それは自分だ
けが幸せになるだけではなく、他者
にも社会にも貢献することができ
る。個人に留まらず周囲も幸せに
し、社会も元気になる｡｣そんな幸せ
の連鎖をドリームマップに描きま
した。
講師の瀧
井智美さん
から、たく
さんのアド
バイスをい
ただいた後、二人一組になって長所
や問題に思っていることなどをイ
ンタビューしました。相手の｢素晴
らしいところ｣を伝え合うことで自
分の強みを発見することができ、自
分自身、そして夢にじっくりと向き
合う時間が作れました。
参加者からは｢モチベーションア
ップに繋がった｡｣｢一歩踏み出すき
っかけになった｡｣などの声があり、
目標に向かって心のスイッチをオ
ンにするセミナーとなりました。

渥美さんから､｢『ライフ』の延長
上に『ワーク』があり、女性の『気
づき』が仕事に生かせる｡女性が活躍
するには、男性がもっと『ライフ』
に力を入れること｡｣｢多様性を理解
し、女性に機会を与えて、鍛えて、
期待をする上司が求められる｡｣との
アドバイスをいただきました。
参加者からは、｢ダイバーシティの
推進には、抜本的な意識改革が必要と改めて実感
した｡｣｢女性活躍推進で取り組めそうなヒントを得
られた｡｣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

8/29 ､ 9/5 ､ 仕事づくりセミナー
9/12､9/19 「起業への一歩を踏み出そう」
起業をめざす方を対象に20年以上毎年開催しているセ
ミナー。今年も4週連続で開催し、36名が参加しました。
初日に3名の先輩起業家から経験談を聞き、｢自分の思い
だけでは売れず、消費者が何を求めているかを聞くことも
必要｡｣といった貴重な生の声に、受講者は熱心に聞き入っ
ていました。
2日目以降は、毎回、午前に融資、会社設立、社会保険、
広報といった基礎知識を学び、午後には講師の中小企業診
断士からの｢しっかりした事業計画の作成が重要。他の人か
ら意見を聞けるのは貴重な機会｡｣という指導のもと、グル
ープワークで意見を交わしながら計画の完成度を高め、最
終日には一人３分間のプレゼンテーションを行いました。
今回は、卒業生を講師としてお迎えしました。アロマサ
ロンarbre de l’espoir代表の相神ゆりさんには初日の先
輩起業家として、(株)マジックマイスターコーポレーショ
ン代表の大谷芳広さんには｢プレスリリースを活用した広
報｣の講師として、受講後の起業、現在の事業展開に至る経
験もお話いただき、受講者は将来を思い描いてさらに意欲
を高めていました。
毎年約１割の受講者が起業
に至っています。今回も１人
でも多くの方が夢を実現し、
講師として戻ってこられるこ
とを願っています。

（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
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県内市町･地域･企業の取り組み
東播磨

多彩なプログラムで楽しみながら男女共同参
画について考えるイベントを 9 月 6 日に県立東播磨生活
創造センター｢かこむ｣で開催しました。
認知症サポーター養成講座やギターとマンドリン演奏
などのステージプログラム、防災･減災のパネルやグッズ
の展示、折り紙教室などに約 100 名が参加しました。
絵本の読み聞かせでは、
｢しげちゃん｣｢カリンのあ
たらしいおうち｣を題材に、
性別にとらわれず自分らし
く生きることの大切さにつ
いて考えました。

北播磨

パネルディスカッション｢方
針決定への女性の参画を考える｣を開催
します。
日時：10 月 31 日(土)13:30～15:30
場所：コミュニティセンターおの
コーディネーター：中村和子さん(小野市
市民安全部ヒューマンライフグループ
男女共同参画推進リーダー)
パネリスト：小林千津子さん(小野市議会
副議長)､上原節子さん(小野市本町自治
会長)､原田美登利さん(小野市女性団体
連絡協議会会長)

(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

高卒資格等を目指す女性向け
学習会を開催します
内閣府｢地域における女性活躍推進
モデル事業」委託事業

神戸で長年、男女平等を目指し女性に対
する暴力防止と被害者支援の活動を続けて
いる｢NPO法人女性と子ども支援センター
ウィメンズネット･こうべ｣が、女性やシン
グルマザー、子どもたちの居場所として神
戸市長田区に開設した｢WACCA(ワッカ)｣
で、｢高卒資格等を目指す女性向け学習会｣
を開催します。
対象は、シングルマザーや若年女性で、
高校卒業認定資格取得や専門学校受験を希
望される方、または専門学校等に通学して
いるが学習時間がない方等です。参加ご希
望の方は、WACCAにお申し込みください。
【実施期間】平成27年9月～平成28年1月
毎週水曜15:00～17:00/18:00～20:00
第1･3日曜13:00～15:00/15:00～17:00
＊月何回でも参加可。希望者が多数の場
合、回数制限あり。
【実施場所】WACCA(JR新長田駅南徒歩
7分、アスタくにづか1番館北棟2階)
【参加人数】各回5名程度
【参加費】無料

WACCA スクールボランティアも募集
しています！！
女性のための学びの場 WACCA スクー
ルや一時保育を手伝ってくださるボラ
ンティアを募集しています。詳しくは、
WACCA までお問い合わせください。
(問)WACCA(ワッカ)

◆◆ がんばる企業 ◆◆
～兵庫県内初のプラチナくるみん認定企業～
■会 社 名：ネスレ日本株式会社(神戸市)
■代 表 者：代表取締役社長兼CEO 高岡 浩三
■事業内容：製造業
■従業員数：2500人
世界第一位の売り上げを誇
る食品･飲料メーカーの日本
法人であるネスレ日本株式会
社は、さまざまな違いを持つ
社員が集まった組織こそが新
しい発想やイノベーションを生み出すとの考えから、ダ
イバーシティ経営や女性の活躍推進に向けた取組を進め
ています。
女性のキャリア継続や男性の育児参加を促すため、国
内の工場で事業所内保育園を開設するほか、神戸本社内
にも企業内託児ルームを開設し、急な預かりにも柔軟に
対応。小学3年生の終わりまでの時短勤務制度、育児･介
護のための在宅勤務制度、育児休業を最大10日間有給
化、育児休業取得者の職場復帰セミナーの開催など、様
々な取組を推進することにより、女性の継続就業はほぼ
100％、過去3年間の男性育児休業取得者は98名(取得
率38％)にまで上昇しています。これらの取組が評価さ
れ、2015年6月、兵庫県内初のプラチナくるみん認定
企業になりました。
さらに、女性社員のキャリア形成のために他部門の役
員･管理職らが半年間、若手女性社員にマンツーマンで付
き、月2回程度の電話･面談を中心に継続的な育成支援を
行う｢メンタリングプログラム｣を実施。今後は、管理職
の意識改革やコーチングのスキルアップに力を入れてい
くなど、同社の先進的な取組は、進行中です。
■URL：http://www.nestle.co.jp/
(問)県男女家庭課
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参加者募集中の講座・お知らせ
★継続就業応援セミナー
｢小１の壁｣ってなんだろう？
～仕事と子育ての両立～★

★働く女性のためのステップアップセミナー
“コミュニケーション力”アップで
スムーズな人間関係を！★

小学校入学後子どもが放課後や長い休み
をどう過ごすのか気になります。
｢小１の壁｣ということばをよく聞きます
が、どんな課題があるのか、学童保育など、
どのような制度が利用できるのかを知り、講
師の経験も交えてざっくばらんにお話しし
ながら、｢仕事と子育ての両立｣について考え
ます。
◆開催日時 10 月 17 日(土)10:30～12:00
◆講
師 西本恭子さん(特定社会保険労務士)
◆会
場 県立男女共同参画センター
◆対
象 仕事をしながら子育てをしている
(したい)人(男女問わず参加可)
◆定
員 12名(定員を超えた場合は抽選)
◆受 講 料 無料
◆一時保育 あり(1歳半～就学前まで、要予約･
無料･定員6名)
◆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･持参または
電話
◆締め切り 10月7日(水)必着

“女性の活躍推進”
が注目される中、
多くの女性が｢人
間関係が上手くいかない｣｢上司や部下とどう付き合え
ばいいの？｣｢仕事を続ける自信がない｣など、
様々な悩
みや不安を抱えているようです。
お互いを尊重する、コミュニケーション力アップの
コツを学びませんか？職場の人間関係がスムーズにな
れば、楽しく前向きに仕事を進められます。
自分の能力を活かして次のステップに踏み出しまし
ょう。
◆開催日時 10 月 23 日(金)13:30～16:00
◆講
師 西村美紀代さん(社会保険労務士、心の健
康管理士、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 県内在住･在勤の働く女性、産休･育休中
の女性など
◆定
員 20名(先着順)
◆受 講 料 無料
◆一時保育 あり(1歳半～就学前まで、要予約･無料･
定員6名)
◆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･郵送または電話

※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
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【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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