平成２９年５月号 Vol.７４
兵庫県男女共同参画推進本部

公務員（市町村）の係長相当に占める女性の割合（兵庫県）

公務員（市町村）の管理職に占める女性の割合（兵庫県）
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〔出典：内閣府 地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成 28 年 4 月 1 日現在)
全国の状況等については、右のホームページからダウンロードできます http://wwwa.cao.go.jp/shichoson_map/?data=1〕

平成 27 年 8 月 28 日に「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。この法律は、女性の職業生
活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の
実現を図ることを目的としています。
そして、その実現のために、女性の活躍推進
に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策
定・公表や、女性の職業選択に資する情報の公
表が事業主(国や地方公共団体、常用労働者
301 人以上の企業等)に義務付けられました。

これを受け、内閣府では図表やイラストで、
女性の活躍状況をより分かりやすく伝える「女
性活躍状況の見える化」を進めています。
現在、サイトには国・地方公共団体、企業、
独立行政法人等、大学での状況が掲載されてお
り、先日は「市町村女性参画状況見える化マッ
プ」が公表されました。この中で公務員(市町
村)における管理職に占める女性の割合をみる
と全国平均の 13.8%に対し、本県は 14.6%。本
県トップの淡路市では 32.5%に達しています。
(問)県男女家庭課

078-362-3160

“
“男で○、女で○、共同作業で◎。”
平成 11 年６月 23 日に「男女共同参画社会基
本法」が公布・施行されたことにちなみ、平成 13
年度以降、毎年６月 23 日から 29 日までの１週
間は「男女共同参画週間」と定められています。
この週間については、男女共同参画の目的や基
本理念の浸透を図る一環として、毎年度、キャッ
チフレーズが設けられています。

(詳細は内閣府ＨＰへ http://www.gender.go.jp/)

平成 29 年度は｢女性も男性も、自らの意思によ
り個性と能力を発揮して活躍できる職場を作るた
めのキャッチフレーズ｣として応募総数 3,050 点
の中から決定されました。これは｢女性の職業生活
における活躍の推進に関する法律｣の完全施行か
ら 1 年が経過し、女性の活躍推進に向けた取り組
みが大きく前進していることを反映したものです。
(問)県男女家庭課
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078-362-3160

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
ダーを養成する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
(日程) ６月 15 日(木)～12 月 7 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に関する
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。

の視点をプラスして、地域での活動に新たな一
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)

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(水)必着
で郵送･FAX 又は持参 ※詳細は(問)まで

【主なカリキュラム】
★6/29(木)AM 男女共同参画概論

★7/20(木)PM 女性に対する暴力を考える

～男女がともに いつでも どこでも いきいきと～

～「男性の暴力」という視点を踏まえて～

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：立命館大学大学院応用人間科学研究科 教授 中村 正さん

★6/29(木)PM 男女共同参画を可能にする家庭科教育

★8/3(木)AM 医師が語る女性の心とからだの健康

～女性のチャレンジを支える男性の家庭参画～

講師：兵庫県医師会理事、兵庫県産婦人科学会理事

講師：大阪教育大学教育学部 准教授 小崎 恭弘さん

大門 美智子さん

★8/3(木)PM 女性の生き方と貧困

★7/7(金)ＡM 性的マイノリティの人権
～SOGI（性的指向・性自認）の多様性と社会～

～ひとり親家族の自立支援～

講師：大阪府立大学大学院人間社会システム科学研究科 教授 東 優子さん

講師：神戸学院大学現代社会学部 教授 神原

文子さん

★8/18(金)PM 防災・復興における女性の参画とリー
ダーシップ ～国際的な視点からみた女性のエンパワー

★7/7(金)PM 【ひょうごフォーラム】
「居場所」のない男、「時間」のない女

メントとは～（仮題）

～幸せになるために、今、必要なこととは？～
講師：社会学者・國學院大學経済学部 教授 水無田 気流さん

講師：国際連合国際防災戦略事務局(UNISDR)
駐日事務所代表

★7/20(木)ＡM 女性が働くということ

松岡 由季さん

※ ８/31(木)～11/22(水) 実践力習得
12/７(木) 企画発表会・修了式・交流会

～すべての女性が活躍できる社会へ～
講師：兵庫県立大学経営学部 教授 横山 由紀子さん

女性のための働き方セミナー

(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

4/21 「春☆新たな自分に出会う！
～コラージュで自己発見～」

子育て中のみなさん、読書でリフレッシュしま
せんか。
1 歳半から就学前までのお子さんをお持ちの方
が、当センター内の保育室にお子さんを預け、情
報図書室で本を読んだり、併設のハローワークで
職業検索や相談ができます。
日時：毎月第 3 火曜日
午前 10 時～12 時
対象：県内在住で 1 歳半～
就学前までのお子さん
をお持ちの方(親、祖
(イーブン保育室)
父母等)
保育定員：子ども9 人
参加費：無料
申込方法：電話・
窓口で受け付けます。
(イーブン情報図書室)

(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

社会保険労務士･キャリアカウンセラーの藤
原寛子さんを講師に迎え開催。申込多数で抽選
で参加者の決定となりました。
受講者にはコラージュ(雑誌やパンフレット
などから写真や絵を切り抜き、それを素材とし
て台紙に貼り付けていく絵画の技法)を作って
披露していただきました。
講師からは、｢心に迷いがある時は､書く､話
すなど意識化することが大切｣｢作品から読み
取れる鍵となる言葉を中心に物事を考えると
良い｣などのアドバイスがありました。
受講者からは「作品についていろいろな面か
らのアドバイスがあり興味深く聞けた｣「新た
な自分に出会
えそう」など
の声が聞かれ
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･地域･企業の取り組み
～新着図書のご案内～

三田市
4/16

『介護離職しない、させない』
和氣美枝・著、
毎日新聞出版（2016 年 5 月）
働きながら介護をしている人
は約 240 万人、そのうち、毎年
概ね８～10 万人が介護を理由
に退職していることをご存知で
すか。※１
この本では、介護者の実例が
数多く紹介されており、介護に携わっていない人に
も、介護と仕事の両立生活が想像しやすくなっていま
す。巻末の特別付録｢いざというときに役立つ『介護
の初動マニュアル』」も必読。
介護離職する人たちが離職するまでの期間は、男女
ともに半数以上が介護が始まってから１年以内なの
だそうです。突然目の前に現れた「未経験の出来事」
にパニックになり、｢介護が始まったら、会社を辞め
るしかない｣と思い込みがちな介護者へ、著者は｢初動
が大事｣｢介護は情報戦｣とエールを送っています。
介護をしながら働くことが当たり前の社会をつく
るためにも、ぜひみなさんにご一読をお勧めしたい
本です。
（※１

オトコだけで語ろう！“地域で
活きる”～新たな居場所、新た
な出会いを育むために～

男性が定年後、地域で楽しくイキイキと自分
を活かすために開催。三田市で活躍の｢プラチナ
ボーイズ｣(未来を考えるおやじの会)の皆さんに
コーディネートをお願いし､｢さんだガイド塾｣の
平井重次さんをゲストにお迎えしました。
前半は平井さんのライフワークである歴史
のお話から、三田にゆかりのある｢白洲次郎｣に
ついてお聞きし、後半はお茶を飲みながらのフ
リートークでした。参加者は、｢定年後になぜ
この活動をしようと思ったのか｣｢『プラチナボー
イズ』は日頃どのような活動をしているのか」
等の質問をし、興味深く聞いていました。「目
的を持って過ごすことの大切さを学んだ」とい
う声もあり、参加者の一歩踏み出してみようと
いう意欲が感じられました。

総務省「平成 24 年 就業構造基本調査」より）
(問)県立男女共同参画センター情報図書室
078-360-8557

(問) 三田市人権・男女共同参画プラザ 079-559-5163

◆◆ がんばる企業 ◆◆

■会 社 名：株式会社大地農園(丹波市)
■代 表 者：代表取締役社長

大地 伹

■事業内容：プリザーブドフラワー等の製造販売
■従業員数：１９２人（Ｈ２９．４月末）
山に自生する山シダの商品化に始まり、花き
の加工生産企業として昭和 35 年に創業。昭和
50 年代からはプリザーブドフラワー、ドライ
フラワーを主力商品として、優れた加工技術と
商品開発により、現在ではその国内シェアは
50％を超えています。原料花の輸入や販路開拓
ではグローバル化にも積極的です。
規模も当初の家族経営から 190 名以上が働
く企業にまで成長、地元丹波はもちろん、加工
花の生産に携わりたいと全国から人材が集まっ
ています。
社員は男女半々ですが、工場以外ほぼすべて
の部門に女性が在籍。女性管理職は現在１名の
み(全 10 名)ですが、管理職候補者となるリーダー
は全 28 名中 11 名が女性と、女性の活躍の場
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は広がっています。
同社は地元の主婦やシニア層を積極的に雇用
し、希望に応じた働き方を柔軟に選択すること
により、性別・年齢を問わず働きやすい職場づ
くりを推進。「短時間正社員制度」は、子育て
中の女性に好評です。また、最近では社員食堂
を設置。安価で温かい昼食の提供により、家庭
応援とともに、社員間のコミュニケーション促
進にも寄与しています。
また、丹波市豪雨災害復興支援のために丹波
市と連携してプロジェクトに参画。希望者にア
ジサイ栽培の株を無償提供し、育ててもらった
アジサイを買い取る取り組みを実施するなど、
地元丹波の活性化にも大きく貢献しています。
(問)県男女家庭課

078-362-3160

参加者募集中の講座・お知らせ
★ 再就職のためのパソコン講座

★ 第 32 回ひょうご女性未来会議 in 宝塚
自由に自分らしく起業した女性たち★

(短期・操作経験者向け)★
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(火)､31 日(水)
9:30～
ワード①
6 月 1 日(木)､2 日(金)
12:00
６月 5 日(月)､６日(火)､
13:30～
ワード②
７日(水)､8 日(木)
16:00
エクセル 5 月 30 日(火)､31 日(水) 13:30～
①
6 月 1 日(木)､2 日(金)
16:00
エクセル ６月 5 日(月)､６日(火)､
9:30～
②
７日(水)､8 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(1歳半～就学前まで、要予約･無料･
定員6名)
◆締め切り 5月22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

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をめざす
｢ひょうご女性未来会議」を開催します。
◆日時 ５月 20 日(土)13:00～16:00
◆会場 宝塚ホテル翡翠の間 ◆参加費 1,000円
◆内容
〈講演会〉「自由に自分らしく起業した女性たち
～羽根を大きく広げてはばたく時～」
講師：平木安見子さん(ラッピングアトリエ
あおいとりからのおくりもの)
〈パネルディスカッション〉
パネリスト：
中村梓さん(ダリアジェンヌ化粧品代表)
平木安見子さん(あおいとりからのおくりもの)
本下瑞穂さん(マナビノミカタ代表)
コーディネーター
中山光子さん(第 32 回ひょうご女性未来会議 in
宝塚実行委員会代表)
〈コンサート〉宮脇有季さん(声楽家)
◆締め切り 5月13日(土) ◆定員 100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

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
5/27(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・5/24･8/23

14:00～17:00

電話（直通）

078-351-3400

月曜日と金曜日

10:00～16:00

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

メール相談HP http://ninshinsos-sodan.com 随時受付。返信は原則として１週間以内

ひょうご男女共同参画ニュース

平成２９（２０１７）年５月号（Ｖｏｌ．７４） ※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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