平成２９年４月号 Vol.７３
兵庫県男女共同参画推進本部

日本の６歳未満の子どもを持つ夫の 1 日あ
男性の家事・育児参画コンセプトポスター（内閣府）
たり平均家事・育児時間は 67 分。アメリカや
イギリスなど、欧米主要国では 150 分～200
分で、その差は約２～３倍。
一方、日本の妻は 461 分で、夫の約７倍。
夫婦の家事・育児時間の合計は、各国でほぼ
同程度であることから、日本の夫の家事・育
児時間は各国より非常に短く、妻の家事・育
児等の分担割合が高いことが分かる－。
内閣府が設置した｢男性の暮らし方・意識の
変革に関する専門調査会｣が平成 29 年３月に
公表した報告書では、日本の夫の家事・育児
等への参画度合いについて、このような結果
を明らかにしています。
また報告書の中で、男性の家事・育児等へ 下記ホームページからダウンロードできます。
の参画については次のような意義があると述 http://www.gender.go.jp/public/conceptposter/index.html
べています。①男性に、生活者の視点や経済
感覚が身につき、多様な視点を持つ機会とな
同じポスターに掲載されている「都道府県別
る、②女性の家事育児等の負担の軽減により、 日本人男性の家事・育児平均時間」の表によれ
社会参画のハードルが下がる、③女性社員が
ば、本県の夫の家事・育児時間は 51 分。全国
ますます能力を発揮しやすくなる一方、男性
平均の 67 分より短く、
最も長い秋田県の 104
社員のコミュニケーション力やマネジメント
分の半分にも満たない状況です。
力等が向上し、企業の生産性やダイバーシティ
こうした状況を踏まえ、本県では「ひょうご
が向上する。
男女いきいきプラン 2020」
（第 3 次兵庫県男
さらに、内閣府の「男性の家事・育児参画 女共同参画計画）の 13 の推進項目のひとつと
コンセプトポスター」に掲載されている下の
して「男性の働き方の見直しと家庭・地域活動
図は、夫の休日の家事・育児時間と第 2 子以
への参画促進」を掲げており、平成 29 年度も
降の出生率に正の相関関係があることを示し
「お父さん応援フォーラム」や「父親の子育て
ています。つまり、男性の家事・育児参画を
応援セミナー」の開催を通じて、男性の子育て
促進することは、少子化対策にも寄与すると
や地域活動への参画促進のための普及啓発を
考えられます。
進めていきます。
子供がいる夫婦における夫の休日の家事・育児時間
が増えると第２子以降の出生率が大幅に増加
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出典：厚生労働省「第 13 回 21 世紀成年者縦断調査」
(2014）
注：１．集計対象は、①または②に該当し、かつ③に該
当する同居夫婦。ただし、妻の「出生前データ」
が得られていない夫婦は除く。
①第１回調査から第 13 回調査まで双方から回答を
得られている夫婦。
②第 1 回調査時に独身で、第 12 回調査までの間に
結婚し、結婚後第 13 回調査まで双方から回答を
得られている夫婦。
③出生前調査時に子ども 1 人以上ありの夫婦。
２．家事・育児時間は、出生前調査時の状況。
３．12 年間で 2 人以上出生ありの場合は、末子に
ついて計上。

休日の男性の家事・育児時間
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（問）県男女家庭課 078-362-3160

イーブン事業報告・ご案内
3/13

女性起業家会座談会
｢“先輩起業家”の話を聞こう！｣～夢をカタチにするには？～

女性の先輩起業家が体験談を語り合う座談会。
44 名の方が参加しました。
第１部座談会は、コーディネーターと３人の起
業家の質疑応答形式で進行。起業家はインテリア
ライトの製造・販売、外国からの旅行者や地元住
民の交流・情報交換ができるゲストハウスの開設、
手作りのお総菜やお弁当の販売と三者三様。
それぞれ創業のきっかけやこの事業を選んだ理
由、どんな準備をしたか、資金調達などについて
お答えいただきました。さらに開業するまでに困っ
たこと、相談した相手、工夫したこと、開業のた
めの準備金額に加え、販路開拓やＰＲ方法まで、
貴重な体験談を聞くことができました。

第２部交流会では、一足先に開業した先輩起業
家が各テーブルをまわり、参加者からの個別の質
問に答えていただきました。また、参加者同士も
情報を交換するなど活発に交流しました。
参加者は、｢創業間もない方たちの色々な状況
が分かった｣｢前向きな話に自分も頑張ってみよ
うという気持
ちになった｣
などの声が聞
かれ、自らの
起業について
考える機会と
なりました。
(問)県立男女共同参画センター
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女性のための働き方セミナー
「アンガーマネジメント講座
怒りをポジティブに変換！！」

3/25

きらめき労働オフィス代表の角井孝次さんを
講師に迎え、当初の募集人数を大幅に超える申
し込みに、参加者の枠を拡大しての開催となり
ました。
言葉は知っていても、理解していない『怒り』
を講師と共に少しずつ掘り下げていきました。
怒りのタイプを、自分に当てはめて冷静に判断。
そして、怒りの仕組みや衝動・思考・行動のコ
ントロール方法について、ワークを交えて学び、
自分を怒らせるものの正体、それが扱いにくい
理由に迫りました。
最後に、仕事や生活で活用できるアサーティ
ブな感情の伝え方を教わり、参加者は｢分かりや
すい説明で、自分に落とし込めることができた｣
｢怒りがどうして生まれるのか、どうしたらよい
のかを具体的に知ることができた｣など、相手や
自分の怒りを理解し、上手く付き合う方法を学
ぶことができました。

078-360-8550

パパとママのための
コミュニケーション講座
～心が通うことばのプレゼント～

子育て中のカップルを対象に、コミュニケー
ションを学ぶ講座を開催。昨年開催した｢第20
期アドバイザー養成塾｣修了生が企画したもの
で、内容の検討や当日の運営も修了生の有志が
行いました。
初めに、修了生が、｢近年の子育て事情｣につ
いて説明。仕事と家庭生活を両立したいと希望
しながら現実には仕事を優先している男性が多
いこと、夫婦のコミュニケーションが十分に取
れていると夫婦関係満足度が高いこと等を指摘
しました。
続いて、ワーク｢２人の今を再確認！｣で、現在
と理想の時間の使い方や、理想の暮らしに近づけ
るためにパートナーに伝えたいことなどを確認
し合いました。
水田恵美先生によるワークショップ「夫婦のコ
ミュニケーションを見直そう～心が通うことば
探し」では、相手の意見を尊重しながら率直に、
誠実に、対等に自分の気持ちや意見を伝えること
を学びました。
その後、具体
的な場面での夫
婦お互いの気持
ちについて話し
合うという実り
の多いセミナー
となりました。

(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078-360-8550
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県内市町･地域･企業の取り組み
丹波

～イーブン情報図書室＆情報相談のご案内～
イーブン情報図書室は、男女共同参画の推
進に関する図書、行政資料、映像資料、ミニ
コミ誌・情報誌を収集し所蔵をしています。
貸出はもちろん、館内での閲覧や視聴もでき
ます。
図書室には｢情報アドバイザー｣がおり、情報相
談を行っています。男女共同参画に関する図書、
行政資料、映像資料を用いて、みなさまから寄せ
られる情報ニーズを汲み取り、必要な情報を提供
するサービスです。
お気軽にご相談、お問合せください。
●利用時間 月～金 9:00～19:00
土
9:00～17:00
●蔵書数
図書 約16,000 冊 映像資料 約500 点
(生き方・仕事・子育て・介護・DV など
幅広く収集)
●その他
絵本コーナー、授乳室、視聴覚室ブースあり
●情報相談 「講座の組み方のアドバイスが欲しい」
「男女共同参画に関する講師を探している」
「ハラスメント研修の DVD を探している」
「卒業論文の資料を探している」
など
●問合せ 情報図書室直通☎ 078-360-8557
(問)県立男女共同参画センター情報図書室
078-360-8557

3月2日に｢男性料理教室～料理ができるって
かっこいい～｣を丹波市氷上住民センターで開催。
丹波では初めての試みでしたが、男性
が料理をすることへの関心の高さが感じ
られました。参加者は、生産者への感
謝、作る楽しさ、その先に見える家族の
笑顔等を感じながら調理し、家事分担の
重要性等について考えている様子でした。

阪神北

3月15日、宝塚市立男女共同参画センター･
エルで、｢大切なひとを失わないために家庭･学校･社会
にできることがある！～思春期のこどもの｢心｣ちゃん
と観ていますか？｣を開催しました。
女子高生(JK)を売り物にしたサービスを行う業務
形態｢JKビジネス｣｡その実態調査や啓発活動などを
行っている学生団体｢SMILE｣代表の迫裕太さんによ
る講演と意見交換を行いました。
講師は、思春期の子どもの行動や心について解説。家
庭や学校に居場所のない少女の気持ちにつけ込むのが
JK産業で、その中ではスカウトマン、店長、オーナー
がそれぞれ女子高生の兄、父、祖父の役割を演じる｢模
擬家族｣が作られていること等が説明されました。
意見交換では、思春期の子どもに対して自分ができ
ることについて話し合い、最後に各自が自分の決意を
書き出しました。
(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

◆◆ がんばる企業 ◆◆

■会 社 名：佐藤精機株式会社(姫路市)
■代 表 者：代表取締役社長

佐藤

慎介

■事業内容：機械器具製造業
■従業員数：４６人（Ｈ２９．２月末）
昭和 30 年に佐藤鉄工所として創業。昭和 47
年より佐藤精機として株式会社に移行。産業機
器全般及び部品の製造・組立てを行い、その内
容は半導体、液晶、有機ＥＬ関連の設備部門や
治工具類、昇降機、搬送機用部品、医療機器や
食品製造設備の試作品、設備部門等、多種多様
な業種に及びます。
同社では、良い人材に働き続けてもらうため、
親の介護で離職した社員をパートとして再雇用
したり、学童保育に通う子どもをもつ社員には
終業時刻を早める等、社員一人ひとりの事情に
合わせ、柔軟な働き方を認めています。
また、地域貢献の一環として、地域のスポー
ツチーム所属のサッカー選手や実業団バスケッ
トボール選手も積極的に雇用しています。ワーク
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ライフバランスに理解ある社内環境が、仕事
とスポーツの両立も可能にし、またそのよう
な社員が他の社員の良い刺激になるという好
循環を生んでいます。
現在、女性社員は８名。ゆくゆくは女性管
理職も育って欲しい、との思いから、県の「女
性活躍のための講師等派遣事業」を利用し、
｢“組織のニーズ”と“社員一人ひとりのキャリ
アビジョン”の融合のために｣と題して、全社員
対象にステップアップ研修を実施しました。
自社の技術・技能・知識に不断の革新を行
うことをモットーとする同社は、全社員が仕
事に誇りを持って働き続けるための環境整備
の面においても、努力を怠ることなく、取り
組みを続けています。
(問)県男女家庭課

078-362-3160

参加者募集中の講座・お知らせ
★女性のための働き方セミナー
「春☆新たな自分に出会う！
コラージュで自己発見」★
｢この春、一歩踏み出したい！｣と思っている方にお
勧めです。コラージュ作成を通して自分を理解し、こ
れからの働き方、生き方のヒントを見つけます。｢仕事
探し｣に向けて｢自分探し｣してみませんか？
※コラージュ：雑誌やパンフレット等から写真や絵を切
り抜いて台紙に貼り付けていく方法

◆日
◆会
◆講

時 4 月 21 日(金)10:00～12:00
場 県立男女共同参画センターセミナー室
師 藤原寛子さん(OFFICE SOPHIA代表、
社会保険労務士、キャリアカウンセラー)
◆対
象 テーマに興味や関心のある女性
◆受 講 料 無料
◆定
員 8 名(定員を超えた場合は抽選)
◆持 ち 物 筆記用具、ハサミ、のり、雑誌やパンフ
レットなど
◆一時保育 あり（1歳半～就学前まで、要予約･無料･
定員6名）
◆申込締切 4 月 14 日(金)必着
◆申込方法 申込書に必要事項を記入の上、センター
宛 FAX、郵送又は電話

再就職パソコン講座

◆各2 コース(ワード・エクセル)
・短期集中(神戸)① 5/３０～6/２ ② 6/５～８
・長期(神戸) 6/19～７/３のうち１０日間
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
第 1 回 ５/２9(月)
◆再就職セミナー
第 1 回 ７/10(月)、11(火)
仕事づくりセミナー

◆8/26～９/16 の毎週土曜日
女性のための働き方セミナー

出張開催
あり！

◆4/21(金)、5/11(木)、23(火)
在宅ワークチャレンジ基礎セミナー

◆５/25(木)
営業準備セミナー

◆６/28(水)、７/５(水)

※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
5/27(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･5/24･8/2３

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

メール相談HP 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２９（２０１７）年 4 月号（Ｖｏｌ．７３） ※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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