平成２8 年 5 月号 Vol.６２
兵庫県男女共同参画推進本部

第 5 次男女共同参画兵庫県率先行動計画-アクション 8-を改定しました
庫県率先行動計画-アクション８-（以下、
「アクション８」
）」を策定。
同年９月に施行された｢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)｣において、地方公共団体が女性
活躍を推進するための目標等を定めた｢特
定事業主行動計画｣を策定することとされ
たことを受け、女性の活躍のための目標や
取組の設定等、必要な改定を行ったうえで
｢アクション８｣を｢特定事業主行動計画｣と
して位置づけました。｢アクション８｣にお
いて定める数値目標は以下の通りです。

本県では、男女共同参画社会の実現をめざ
し、｢男女共同参画社会づくり条例｣の施行や男
女共同参画計画の策定を通じ、県民、事業者、
団体等と行政が一体となってさまざまな取組
を行ってきました。
このような取組をより効果的なものにする
ため、まず県自らが男女共同参画のモデル職場
となるよう率先して行動することが重要であ
るとの認識から、平成 15 年 5 月に｢第１次男
女共同参画兵庫県率先行動計画｣を策定し、庁
内の取組を進めてきました。
平成 27 年 3 月には｢第５次男女共同参画兵
2020 年(平成 32 年)までに達成

◆知事部局等の採用者に占める女性の割合
◆知事部局等の本庁課長相当職以上の職に占める女性の割合
(うち本庁部局長相当職に占める女性の割合
◆知事部局等の本庁副課長、班長･主幹相当職に占める女性の割合

40%
15%
10%)
20%

計画期間中(平成 28～30 年）に達成
◆育児休業の取得率
希望者の 100％(男女)
◆配偶者の出産補助休暇の取得率
100％(男性)
◆男性の育児参加休暇の取得率
100％(男性)
(教委･警察を除く)

詳細は兵庫県ホームページを
ご覧ください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ac15/ac15_000000010.html

(問)県男女家庭課

4/22

078-362-3160

県･市町男女共同参画合同会議を開催

市町及び市男女共同参画センターと県が男
女共同参画の取組について情報交換を行う会
議を、4 月 22 日、県立男女共同参画センタ
ー(神戸市)で開催しました。
会議には、市町等の男女共同参画担当職員
が約 70 名出席。国、県、市町、それぞれの
立場から、具体的な取り組み内容等について
報告し、
情報交換
を行いま
した。
内閣府
男女共同
参画局推

進課の岡本早苗氏が、｢女性活躍の現状と
政府の取組｣をテーマに講演。｢女性活躍推進
法｣をはじめとした女性活躍に関する取組、
平成２７年１２月に閣議決定された国の第
４次男女共同参画基本計画についての報告
や、女性の活躍における現状と課題、地方公
共団体の役割等についての詳しい説明があり
ました。
また、兵庫県の有本女性青少年局長は、｢女
性の活躍に関する動きが加速化している。こ
の機を捉え、地域に根付かせていくために
も、県や市町が一層連携を深めていきましょ
う。」と呼びかけました。
(問) 県男女家庭課 078-362-3160

-1-

事業紹介・トピックス
受講生募集！
地域で男女共同参画社会づくりを推進するリー
ダー養成講座の受講生を募集します。これまでの
経験や知識､ネットワークに、男女共同参画の力を

プラスして、地域での活動を通して新たな一歩
を踏み出しませんか？ みなさんの思いや行
動が地域社会を変える力につながります！
(定 員 )
(受講料)
(一時保育)
(申込方法)

(日程) ６月 16 日(木)～12 月８日(木)のうち 15 日間
(場所) 県立男女共同参画センター セミナー室
(内容)《前半》講義形式で男女共同参画の視点から
基本的な知識を養います。
《後半》企画力･発信力･ファシリテート力な
どの実践力を習得します。

30 名程度(県内在住･在勤･在学の男女)
無料
１歳半から就学前まで(無料･要予約、定員８名)
所定の受講申込書を 5 月 31 日(火)必着
で郵送･FAX 又は持参 ※詳細は(問)まで

【主なカリキュラム】
★6/30(木)AM 「男女共同参画概論」

★7/21(木)PM ｢女性と子どもの貧困｣

～男女がともに いつでも どこでも いきいきと～

～ひとり親家族の自立支援～

講師：神戸親和女子大学発達教育学部教授 勝木洋子さん

講師：神戸学院大学現代社会学部 教授 神原 文子さん

★8/4(木)AM 男女共同参画を可能にする家庭科教育

★6/30(木)PM 「女性のチャレンジ支援」

～女性のチャレンジを支える男性の家庭参画～

～しなやかでたくましい女性のリーダーシップが ２１世紀を変える！～

講師：大阪教育大学教育学部 准教授 小崎 恭弘さん

講師：国連ウィメン日本協会理事 三輪 敦子さん

★7/7(木)ＡM 女性の働き方と社会保障制度

★8/4(木)PM 憲法と女性の人権

～高齢期になって見えてくるもの～

～法のもとの男女平等について考える～

講師:神戸学院大学経済学部准教授 田宮遊子さん

講師：桃山学院大学法学部 教授 松田 聰子さん

★8/18(木)AM 女性に対する暴力の現状と対応

★7/7(木)PM ｢ひょうごフォーラム｣
～働き続けるあなたに贈るメッセージ～

～非暴力系男子の時代 / ホワイトリボンキャンペーン～

講師: 前厚生労働省事務次官 村木 厚子さん

講師：関西大学文学部 教授 多賀

※ ８/18(木)PM～11/２4(木) 実践力習得
12/8(木) 企画発表会・修了式・交流会

太さん

(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

ひょうご女性未来会議 in こうべ
さまざまな
分野で活躍す
る兵庫の女性
たちがネット
ワークを広げ、
男女共同参画
社会の実現に取り組む「ひょうご女性未来会
議」の第 30 回記念例会が、４月 23 日(土)、
相楽園会館で開かれました。
｢地域活動における、女性の光と影｣をテー
マにパネルディスカッションが行われ、認定
ＮＰＯ法人｢コミュニティ・サポートセンター
神戸｣理事長の中村順子さんをコーディネー
ターに、ＮＰＯ法人｢福祉ネットワーク西須
磨だんらん｣理事長日埜昭子さん、｢竹の台防
災・防犯福祉コミュニティ｣会長代行浜尚美
さん、｢生活協同組合コープこうべ教育学習

～第 30 回記念例会～

センター」担当係長斎藤優子さん、一般社団法
人「あそびの先生」理事長宝田ひか里さんが、
苦労話を交えて、地域活動のこれまでやこれ
からの望ましいあり方を、世代毎に本音で熱
く語り合いました。その後、「ひょうご女性
未来憲章」を全員で唱和し、次の世代・未来
につなげていく女性の活躍を誓い合いま
した。また、第 30 回を記念
して制作した未来会議のペナ
ントが披露されました。

(問)県立男女共同参画センター078-360-8550
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県内市町･企業の取り組み
日本の少子化と子育て支援
に関する新着図書のご紹介
『保育園義務教育化』
古市憲寿・著
（小学館 2015 年）
社会学者・古市憲寿さんは、
子育ての責任が「お母さん」
ばかりに背負わされている今
の日本の異常な現状を、読みやすい文章で浮
かび上がらせています。そして、待機児童問
題、育児の孤立化、子どもの貧困と教育機会
不平等などの諸問題を解消し、その上経済成
長にもつながる『０歳からの義務教育の制度
化』を提言しています。
『仕事と家族－日本はなぜ働き
づらく、産みにくいのか』
筒井淳也・著
（中央公論新社 2015 年）
男性中心の労働環境のため
女性が活躍しづらく、少子化
が深刻な日本。著者の立命館大学筒井教授
は、出生率、働き方、家族の機能を、アメリ
カ・スウェーデンなど欧米諸国のデータと比
較して、日本が目指すべき、「家族」と「働
くこと」のあり方を説いています。

加
古
川
市 女性のためのクラウドソー
シング活用セミナー
1/21,2/16,17,3/23
在宅ワークの新しい形として、クラウドソーシ
ングについて学び、｢記事執筆：Webライティング｣
に挑戦する連続講座を開催しました。実際にクラ
ウドソーシングで発注されている｢観光スポット
情報｣などの仕事の中から選んで記事を作成し、納
品するまでを体験。講座開催後に設けた1か月の在
宅ワークトレーニング期間には、ネットや個別相
談会を通じて、講座の際には出てこなかった疑問
を解決しました。
最終回には交流会を行い、一人での作業では気
づかなかった仕事受注のポイントなどについても
共有しました。｢オンラインや交流会での他のメン
バーの報告がとても刺激になり、また励みになっ
た。｣｢自宅で子育てしながら仕事の時間を確保す
るのは簡単ではないが､
ゆっくりではあっても
今後も仕事に取り組ん
でいきたい」などの声が
寄せられ、最初の一歩を
後押しできる講座とな
りました。

(問)県立男女共同参画センター
情報図書室 078-360-8557

(問)加古川市男女共同参画センター079-424-7172

◆◆

◆◆
～2021 年までに管理職の女性比率 50％を目指す～

■会 社 名：生活協同組合コープこうべ（神戸市）
■代 表 者：組合長理事 本田 英一
■事業内容：流通・小売 ■従業員数：9,535 人
■ＵＲＬ：http://www.kobe.coop.or.jp/
生活協同組合コープこうべは、兵庫県全域と
京都府・大阪府の一部を事業エリアとする、世
界的にも大規模な消費生活協同組合です。
生活者の視点を大切に事業活動を展開して
きた同組合は、創業時から女性活躍の素地があ
り、多くの女性職員が様々な分野に在籍し、管
理職への登用も早くから推進してきました。ま
た、平均勤続年数も、男女ともに業界で高い数
値を維持し、職場環境への満足度も非常に高い
ものとなっています。
その中にあって、平成 25 年に組合長理事が
｢2021 年までに管理職の女性比率 50％を目
指す｣ことを宣言。平成 27 年には、｢ダイバー

シティ･アクションプラン｣をスタート、トッ
プのリーダーシップのもと、｢就業継続支援｣
と｢多様性の活用｣を柱とした働き方改革を推
進しています。｢ダイバーシティ推進に向けた
所属訪問･ヒアリング ｣ ｢パパ＆ママ合コン
(懇)｣｢イクボス･フォーラム｣｢ダイバーシテ
ィ･ミーティング｣｢育休明け職員への復職支
援セミナー･ランチ交流会｣等の様々な取組を
展開し、女性はもちろん誰もがいきいきと働
き続け、活躍できる職場づくりが進められて
います。
(問)県男女家庭課
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参加者募集中の講座・お知らせ
★ 再就職のためのパソコン講座
(短期・操作経験者向け)★

★ 子育て広場
「Baby きらきら」★

出産、育児や介護などで離職し再就職をめざす方
や、育児休業中で職場復帰を控えている方を対象に
したパソコン講座を開催します。
◆開催日時等
コース
実施日
時間
5 月 30 日(月)､31 日(火)
9:30～
ワード①
6 月 1 日(水)､2 日(木)
12:00
６月３日(金)､６日(月)､
13:30～
ワード②
７日(火)､９日(木)
16:00
エクセル 5 月３０日(月)､31 日(火) 13:30～
①
6 月 1 日(水)､2 日(木)
16:00
エクセル ６月３日(金)､６日(月)､
9:30～
②
７日(火)､９日(木)
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(テキスト代約2,000円は受講者負担)
◆一時保育 あり(要予約･無料･定員6名)
◆締め切り 5月２３日(月)
◆申込方法 所定の申込書(イーブンホームページから入
手可能)に必要事項を記入の上、センター宛
FAX･郵送または持参

イーブンでは親子で遊びながら、
おしゃべり
や友達づくりをする「Baby きらきら」を開
催しています。
毎月、楽しいイベントがあり、４月は 66 組
の親子が「はじめまして こんにちは」をテ
ーマに、ふれあい遊びを楽しみました。
◆参 加 費 無料
◆申 込 み 事前申し込みは不要です
◆日
時 毎月第２水曜日
いずれも10：00～11：30
◆対象年齢 おおむね３か月～１歳頃まで
◆会
場 県立男女共同参画センター

※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

078-360-8553

電話・面接
(電話・面接とも要予約)

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水曜日（原則）
毎月第１・３火曜日
毎月第１～４木曜日
5/28(土）

17:00～19:00
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・5/25･8/24

14:00～17:00

電話（直通）

078-351-3400

月曜日と金曜日

10:00～16:00

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）

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

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２８（２０１６）年５月号（Ｖｏｌ．６２） ※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
HP：http://www.hyogo-even.jp/
TEL：０７８－３６０－８５５０ FAX：０７８－３６０－８５５８
【 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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