平成２８年９月号 Vol.６６
兵庫県男女共同参画推進本部

～平成 27 年度雇用均等基本調査の結果が公表されました～
男性の育児休業取得者割合は過去最高の 2.65％
課長相当職以上の管理職に占める女性の割合は 11.9％
男女の均等な取扱いや仕事と生活の両立など
雇用管理の実態把握のために、厚生労働省が毎
年実施している「雇用均等基本調査」の平成 27
年度調査結果が公表されました。
これによると、男性の育児休業取得者の割合
は 2.65％で、過去最高となっています。
平成 8 年の初回調査時はわずか 0.12％。男
性も育児休業をという意識は、この 20 年で高
まってきていると考えられますが、国が掲げる
「2020 年までに 13％」の目標には、まだ大き
な隔たりがあります。

一方、女性の育児休業取得者の割合は
81.5％で、前回 86.6％(26 年度)から 5.1 ポ
イント低下しています。
また、管理職に占める女性の割合は、課長相
当職以上は 11.9％（25 年度 9.1％）
、係長相
当職以上は 12.8％（同 10.8％）で、ともに
前回調査に比べて上昇しており、企業で女性登
用が進んでいることを示しています。
※詳細は下記ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-27.html

女性活躍推進専門員が企業の女性活躍の
取組みを支援しています！
兵庫県では、県立男女共同参画センターに女性活躍
推進専門員を配置し、企業の「女性の活躍に関する取
組み」を支援しています。
支援の流れは、まず専門員が、「企業訪問」を行い、
企業ごとの実情や課題をヒヤリングします。その中で、
個々の企業に合った県の制度や、より専門的な講師等
を社内研修等に無償で派遣する「女性活躍のための講
師等派遣事業(以下「講師等派遣事業」)をご案内しています。
これまで、約８０社の企業を訪問し、そのうち１１社
に講師を派遣。企業の方から好評を得ています。
去る 8 月４日、この講師等派遣事業を利用した、日
本政策金融公庫主催の“女性活躍推進セミナーin 神戸”
が開催されました。女性活躍の必要性を学ぶ研修を、
公庫の関係企業にも公開する形で、46 名が参加しま
した。講師には神戸学院大学現代社会学部教授の清原
桂子さんをお迎えし、「今、なぜ女性活躍の推進が必
要なのか」を熱く講演いただきました。続いて、女性
活躍推進専門員からも、
一般事業主行動計画策定
に向けてアドバイス。最
後に名刺交換会により参
加者のネットワークづく
りを行いました。
(講師等派遣事業に関するＵＲＬはこちら https://w-hyogo.jp/koushitouhakenjigyou/）
（問）県男女家庭課 078-362-3160
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（問）県男女家庭課 078-362-3160

多様な働き方応援シンポジウム
人材多様化を勝ち抜く
イクボスマネジメント戦略
少子高齢化の進展等、社会情勢の変化に
対応するためには、多様な人材の活用や、
男性の長時間労働を見直すことが必要です。
その円滑な推進に不可欠な「イクボス」に
ついて考えます。
■ 日 時 平成 28 年 10 月 19 日(水)
13:30～16:00
■ 会 場 クリスタルホール(神戸市中央区)
■ 講 師 塚越 学さん(東レ経営研究所
上席シニアコンサルタント)
■ 定 員 200 名(先着順)
■ 一時保育 あり(１歳半～就学前まで
(無料・要予約)
■ 申 込 ①イーブン HP からインター
ネット、QR コードまたは
②FAX、電話、ハガキで、
市区町名、氏名、年齢、電
話番号、所属、一時保育の
希望の有無をお知らせく
ださい。
※詳細は、下記ホームページをご覧ください。
http://www.hyogo-even.jp/kouza.html
（問）県立男女共同参画センター078-360-8550

イーブン事業報告
男女共同参画セミナー
女性と子どもの貧困
～ひとり親家族の自立支援～

男女共同参画を可能にする家庭科教育
～女性のチャレンジを支える男性の家庭参画～

7/21 講師：神原 文子さん(神戸学院大学社会学部 教授)

～憲法が定める男女平等について考える～
8/4 講師：小﨑 恭弘さん(大阪教育大学教育学部 准教授)

神原さんは、日本のひとり親世帯の貧困率が国
際的に最下位の水準にあること、それはシング
ルマザーの就業形態に臨時・パートが多く、しか
も時給が非常に低いことによるためだと説明。そ
の多くが、経済的困窮に加え、子どもに関する相
談先が乏しく、差別や偏見もあって、生きづらさ
を抱えていると話されました。
また、実際に面会して調査した結果を、｢子ども
たちは『貧しい家庭の子ども』とレッテルを貼ら
れることや『かわいそう』と同情、特別視される
ことに抵抗を感じている。しかし、無意識に無理
や我慢をしている面も否定できな
い｡」と紹介。最後に、頑張れば報
われる賃金体系の構築や気軽に相
談出来るワンストップサービスな
ど、「自立」のために必要な社会
的支援策について話されました。

家庭科という科目の説明から始まった講座。社
会の変化に対応するための実践的教科であるこ
とや、社会の多様性の中で領域が広くなり、他
の教科に入らない問題、例えば消費者教育や環
境教育などが入っていることが説明されました。
小﨑さんは、社会の多様化や、社会変化のスピー
ドの加速化などにより、生き方のモデルを設定
することが難しくなっていることを、具体例を
交えてわかりやすく話されました。これまでの
生き方が参考にならないモデル不在の時代の中
で、社会の変化を理解し、それ
に合わせた多様な生き方をする
ことが求められており、自らが
自分の人生に責任を持ち、思い
描き、そのための努力をするこ
とが必要、などのお話がありま
した。

憲法と女性の人権
～法のもとの男女平等について考える～
8/４

講師：松田

女性に対する暴力の現状と対応～非暴力
系男子の時代 / ホワイトリボンキャンペーン～

聰子さん(桃山学院大学法学部 教授)

セミナーは「憲法とは何か」から始まりました。
近代以降の憲法は人権を天賦のものとし、国民の
自由と平等のため、政府の行為を制限するものと
説明されました。一方、法律は国民の自由を制限
するものですが、そこに、なお女性の権利(憲法
で保障する人権)について不合理な扱いがあると
指摘されました。
その事例として「女性に対する暴力とジェンダー」
を取り上げ、関連法の問題点を
解説されました。ハードな内容
もありましたが、松田さんの優
しい人柄がそれをカバー。クイ
ズや事例検討により、法律の矛
盾を一緒に考えるなど、参加型
のセミナーとなりました。

8/18

講師：多賀 太さん(関西大学文学部 教授)

「男女を問わず暴力は絶対にいけない」とした
うえで、男女間の暴力の実態について解説。女性
の被害や深刻度が高いこと、子どもへの影響等を
指摘し、女性への暴力対策が急務であると話され
ました。これにより、男性優位の意識や社会構造
の変革が進めば、男性の暴力被害軽減にもつなが
るとしています。
後半は男女間の暴力について、
グループごとに意見や疑問点を発
表。また、多賀さんが共同代表を
務めるホワイトリボンキャンペー
ン・ジャパン(女性への暴力を選ば
ない男たちのアクション)の理念、
活動等について紹介されました。
（問）県立男女共同参画センター078-360-8550

7/14,15

女性のため再就職セミナー

働く前に知っておきたい制度とお金の話!!

ファイナンシャルプランナーの佐久本優子さんを
講師に迎え、20 名余りが参加。社会保険や年金、
税の仕組みや 103 万円の壁などについて講義があ
りました。講師からは、働き方により加入する社会
保険が異なることや、扶養から外れる額、所得額別
の可処分所得額の変動について説明がありました。
参加者からは「会社が労災を使うのを渋っても、
病院を通して請求出来ることが分かった」
「どのくら
いの給与額で働きたいのかも考えながら仕事探しを

しようと思った」と、セミナーを受講して保険の
仕組みがよく分かった、今後の働き方を考えるき
っかけになったという意見がありました。
次回の女性のための再
就職セミナーは 9 月 16
日（金）に開催。ビジネ
スマナーや履歴書の書き
方、面接のコツについて
学んでいただきます。
（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
西宮市
7/8,15

姫路市
7/7,14 モラルハラスメントを知る～人間関係
に押しつぶされない対処法を学ぶ～

これから働きたい女性のための
知っておきたいお仕事事情

主な参加者は 20～40 代の女性。第１回
「『資格』があれば有利ですか？～就職状況か
ら見てみよう」では、ハローワーク就労支援ナ
ビゲーターから、資格と就職のマッチングにつ
いての現実をお話しいただきました。
後半はワークショップ形式で､働くうえでの
自分の優先順位を決め、その後、グループで
どんな資格を取りたいかなどを話し合い、発表
しました。グループトークでは自分が取りたい
資格をもっている人に､直接に話を聞くことが
でき、同じような状況の人たちとエンパワメン
トできていました。
第 2 回｢働き方ルールを知っていますか？～
いざという時に役立つ知識｣では、今秋に改正
される法律も含め、労働法、社会保険、税金に
ついての知識を水田かほるさん（社会保険労務
士）から丁寧にお話しいただきま
した。働く人の権利と義務を知っ
てもらい、トラブルにあった時に
も役立ててもらえるように相談窓
口もお知らせしました。

7 月 7 日・14 日の 2 回にわたり「モラル
ハラスメントを知る ～人間関係に押しつぶ
されない対処法を学ぶ～」を開催しました。
第１回には井山里美さん（NPO 法人女性と子
どものエンパワメント関西事務局次長）を講
師に迎え、身近な例を挙げながらモラルハラ
スメントについての正しい知識を身につけ、
対処法についても学びました。
第２回には、本多明美さん（Say 家族相談
室代表）を講師に迎え、加害者・被害者の特
徴についてのチェックリストを使って自己診
断を行いました。アンケートでは、
「無意識の
うちに加害者にならないよう
に気をつけたい」などの意見
があり、誰もが被害者にも加
害者にもなる可能性があると
いう意識を持つことが重要で
あると教えていただきました。
(問)姫路市男女共同参画推進センター 079-287-0803

(問)西宮市男女共同参画センター

0798-64-9495

◆◆平成 27 年度(第 1 回)ひょうご女性活躍企業表彰 受賞企業紹介 ◆◆

■会 社 名：株式会社みなと銀行（神戸市）
■代 表 者：取締役頭取 服部 博明
■事業内容：銀行業
■従業員数：2,136 人（平成 28 年 3 月末時点）
■Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.minatobk.co.jp/
株式会社みなと銀行は、兵庫県を地盤とし 107
の店舗を有する、県を代表する地域金融機関です。
同行では、中期経営計画において「女性行員
の活躍推進」を掲げ、トップがリーダーシップ
を発揮しそれを積極的に内外に発信することに
より、銀行全体に意識が浸透し、行内一丸とな
った取組が進んでいます。
平成25年に設置されたダイバーシティ推進
室では、
「ダイバーシティ・ミーティング」｢アー
リー・カムバック制度」
「短時間勤務制度（選択
型）」「管理職登用に向けた研修プログラム」や
「ロールモデル集【ワーキングマザー編】の作成」
等、他行にはない様々な取組を実施し、女性が
働き続けるための環境づくりを進めています。
また、本部他部署を兼務する4名の女性行員で
「ダイバーシティ推進サポートチーム」を結成

し、各店を訪問、女性のキャリア形成や両立支
援について女性職員や男性管理者等と面談を
行い、得られた要望を制度に反映しています。
女性がイキイキと働き活躍できる環境を整
備し、
「キャリア形成」と「仕事と家庭の両立」
の促進に向けたきめ細かな取組を進めてきた
結果、女性管理職比率はこの５年間でほぼ倍
増、平成 27 年で 16％と現状でも高い水準で
すが、平成 29 年度までに 20％程度を目指す
との目標を設定、更なる女性の活躍に向け取り
組んでいます。
本年６月には、本県企業として初めて、女性
が活躍する会社をたたえる厚生労働省の「える
ぼし」の認定を受けました。今後も引き続き、
女性を含めたすべての行員がいきいきと働き続
ける銀行を目指し、活動を継続していきます。
(問)県男女家庭課
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078-362-3160

参加者募集中の講座・お知らせ
★セミナー＆業界見学バスツアー第２弾
★再就職のためのパソコン講座
「和風旅館で働くって？～やりがい
(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
と喜びを知る～in 城崎温泉」★

ているけれど長い間パソコンを使っていないので不
おもてなしの現場で働く。その心遣いを知
安…｣そんな方を対象にした講座です。
り､自分を磨く。旅館の女将やそこで働いて
いる人の話を聞き､その現場を実際に見てみ ◆開催日時等
ませんか。
コース
実施日
時間
◆開催日時 10 月 4 日(火)12:00～15:00
9 月 26 日(月)､27 日(火)､
9:30～
ワード①
◆内
容
28 日(水)､30 日(金)
12:00
12:00～ 昼食(｢まかない(給食弁当)｣ご試食)
10 月 3 日(月)､4 日(火)､
13:30～
ワード②
12:30～ 就職セミナー
5 日(水)､6 日(木)
16:00
13:00～ 職場見学
エクセル 9 月 26 日(月)､27 日(火)､ 13:30～
※班に分かれて、旅館内はもちろん、
①
28 日(水)､30 日(金)
16:00
バックヤードや食堂までご覧いた
エクセル 10 月 3 日(月)､4 日(火)､
9:30～
だきます。
②
5 日(水)､6 日(木)
12:00
14:00～ 温泉街見学(約 1 時間自由散策)
◆会
場 県立男女共同参画センター 講習室
◆会
場 城崎温泉旅館協同組合会議室ほか
◆定
員 各コース10名(応募者多数の場合は、抽選)
◆対
象 就職を希望する女性
◆受 講 料 無料(テキスト代1,836円は受講者負担)
◆定
員 20名(定員を超えた場合は抽選)
◆一時保育 あり(1歳半～就学前まで、要予約・無料・
◆参 加 料 無料
定員6名)
◆無料送迎バス 有り（JR神戸駅前発着）
◆締め切り 9月16日(金)必着
◆締め切り 9月26日(月)必着
◆申込方法 電話又は申込書に必要事項を記入の ◆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
上、センター宛 FAX･郵送･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水曜日（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
10/1，29(土)・2/25(土)

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・1/25(水)

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/
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【 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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