平成２９年９月号 Vol.７８
兵庫県男女共同参画推進本部

平成 28 年度雇用均等基本調査の結果公表

「
“おとう飯”始めよう」キャンペーン実施

～管理職に占める女性の割合は過去最高に～
男女の均等な取扱いや仕事と生活の両立等の雇用管
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 28 年度調査結果が公
表されました。
これによると、管理職に占める女性の割合は、課長相
当職以上(役員含む)で 12.1%(平成 27 年度 11.9％)と
過去最高となっています。役職別にみると、部長相当職
では 6.5%(同 5.8％)、
課長相当職では 8.9％(同 8.4％)、
係長相当職では 14.7％(同 14.7％)となっています。
また、男性の育児休業取得者の割合は 3.16％(平成
27 年度 2.65％) で、過去最高となっていますが、国
が掲げる「2020 年までに 13％」の目標には、まだ
隔たりがあります。
※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/71-28r.html
役職別女性管理職割合の推移(企業規模 10 人以上)

日本の６歳未
満の子どもを持
つ夫の１日あた
りの平均家事・
育児労働時間は
67 分。アメリカやイギリス等の欧米主要
国では 150 分～200 分と、
その差は約２～
３倍で、日本の妻の家事・育児等の負担割
合は欧米と比べて高くなっていることが
分かります。
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｣は平成 29
年３月に公表した報告書で、このような結
果を明らかにし、男性の家事・育児等への
参画の機会の創出の取組の必要性を提言
しました。
そこで、内閣府男女共同参画局では、
「
“おとう飯(はん)”始めよう」キャンペー
ンを展開しています。これは、簡単で手間
をかけないレシピの紹介等により、料理に
対する男性の抵抗感を弱め、家事・育児等
への参画を促そうとするものです。男性の
料理に関する知識やスキルのギャップを埋
めるきっかけとなるイベントも実施されます。
※詳細は下記ホームページをご覧ください。
http://www.gender.go.jp/public/otouhan/index.htm

（問）県男女家庭課 078-362-3160

男女がともに活躍できる職場づくりをめざして
昨年４月の女性活躍推進法の施行を受け、県
では同年６月に、県立男女共同参画センター内
に女性活躍推進センターを設置。現在、３名の
女性活躍推進専門員が、女性活躍に向けての取
組みを進めています。
具体的には、専門員が県内企業を訪問し、職
場における意識改革等、男女がともに活躍でき
る職場づくりに向けての課題をきめ細かく聴
取。個々の企業ニーズに合った研修を企業の担
当者と共に企画し、経験豊かな専門講師を無料
で派遣しています。
これまでに165社を訪問。うち35社におい
て「男女がともに働きやすく働きがいのある職

（問）県男女家庭課 078-362-3160

ー女性活躍推進専門員を派遣しますー

場づくり｣や｢女性活躍のための管理職研修｣等
の研修を実施しました。
また、県内大学と連携し、女子学生向けに、将
来のキャリアとライフプランを考えるための｢職
業講話｣等も実施
しています。
｢女性活躍｣に
関することなら、
どんな内容でも
結構です。お気
軽にお問い合わ
せください。
講師等派遣事業に関する URL：https://w-hyogo.jp/koushitouhakenjigyou/

（問）女性活躍推進センター(県立男女共同参画センター内)078-360-8550
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イーブン事業報告
男女共同参画セミナー
女性が働くということ
～すべての女性が活躍できる社会へ～

女性に対する暴力を考える
～｢男性の暴力｣という視点を踏まえて～
講師：中村

正さん(立命館大学大学院応用人間

7/20 講師：横山 由紀子さん(兵庫県立大学経営学部 教授)

7/20

横山さんは、｢女性の活躍｣が
必要な理由について、少子・高
齢化という社会的な背景や世帯
を取り巻く環境変化、企業で就
業継続する女性が増加したこと
等を挙げられました。そして、
これからは仕事でも家庭でも男
女共同参画の社会をめざすべき
であり、そのためには、女性の社会進出と男性の
家庭進出、｢働き方改革｣と｢暮らし方改革｣が必要
であることを様々な統計データを読み解くコツ
等も交えて分かりやすく説明されました。
参加者から｢家事は人間が暮らすために必須の
こと、男女問わずすべきというのが前提の社会に
したい｣等の感想があり、女性の活躍推進のために
必要な視点について理解を深めた様子でした。

暴力の加害者の大半は男性であり、男性の問
題を考えるうえで暴力は欠かせないテーマであ
ると話されました。そして、処罰では人は変わ
らない、加害者対策として処罰以外の何かが必
要であるとの考えから中村さんが始められた
｢男親塾｣について説明。大阪府内一円から暴力
の加害に悩む男性が集まり、自分のコミュニケー
ション方法やふるまい方、考え方などについて
のグループワークを行い、成果を挙げていること
を紹介されました。
参加者からは「強い男＝暴力
ではないこと、力関係に頼るの
は対等な人間としての在り方で
はないこと等、
気付きがたくさん
あった」等の感想が寄せられま
した。

講師：大門

美智子さん(兵庫県医師会理事･兵庫県

産婦人科学会理事)

8/3 講師：神原 文子さん(神戸学院大学現代社会学部 教授)

大門さんは、まずジェンダーについて、役割の
規範にとらわれないということであり、性差をな
くすということではないと説明。続いて、女性の
ライフサイクルと気をつけたい健康トラブルにつ
いて、ご自身のエピソードも交えて、分かりやすく
お話しいただきました。
女性はホルモンの働きによって
年齢ごとに男性とは違う健康リス
クを持っていること、ネガティブ
な感情や痛みは何かを教えてくれ
るアラームであること等の説明に、
参加者からは｢心とからだの声を
聞いて、健康に留意しようと思った｣｢自分で気をつ
けることも多いが、社会的配慮が必要なことも多く
あると思った」との感想が寄せられました。

8/19 女性のための働き方セミナー

教授)

女性と生き方と貧困
～ひとり親家族の自立支援～

医師が語る女性の心とからだの健康
8/3

科学研究科

神原さんから、女性の貧困の実態や子づれシン
グル女性の貧困化の要因等について、統計データ
をもとに分かりやすくお話しいただきました。
子づれシングル女性の自立支援をめぐる課題
では、助けてと声を上げて人に協力をお願いでき
ることも自立のひとつであると
話されました。
貧困世帯で育ったことにより
中低学歴となり、正規職に就け
ないというリスクが高くなると
いう「貧困の悪循環」をどこか
で断ち切るための社会的支援策
の必要性を訴えられました。
（問）県立男女共同参画センター078-360-8550

働いている人のストレスケアセミナー「レジリエンスの力を磨こう！」

レジリエンス力(回復力、逆境力、立ち直る力)
をテーマに開催。ワークを通して、今までの自分
と向き合い、失敗した経験があっても、あるがま
まの自分を肯定的に受け止めることが自己尊重へ
となること、そして経験によって困難に対処する
力が養われてくること等を学びました。
レジリエンスの技法についての説明や｢キャリ
アの棚卸し｣により、受講生からは｢何となく分かっ
ていたことが、より理解できた」｢とても心強い励

ましになる話だった」との声もあり、大変好評で
した。

（問）県立男女共同参画センター078-360-8550

- ２ -

県内市町･地域･企業の取り組み
丹波

7月22日、平成29年度篠山市自治会長会研 姫路市 平成29年度 理工チャレンジ事業
修会を篠山市自治会長会と共催で実施。推
8/9 「リコチャレ応援バスツアー」
進員が朗読劇｢さんかくちゃん｣｢あなたの
理工系分野に興味のある女子中学生を対象
自治会どうします｣を上演した後、｢地域の
に、将来の自分をしっかりイメージして進路
暮らしと女性の参画～女性議員が増えると
選択することを応援するバスツアーを開催。
何が変わるのか～｣をテーマに京都女子大
当日は、姫路市内の大学や企業を訪問し、理
学特命副学長の竹安栄子さんに女性の政治
工系分野の実演や体験をしました。定員30人
参画の重要性についてご講演いただきました。
のところ、87人の応募がある等、大変好評で
｢自治会に女性役員を増やすには｣という質問に、｢男性が
した。
歩み寄り､あきらめないで女性人材を育ててほしい」
「女性
午前中は兵庫県立大学姫路工学キャンパ
が新たな役割を持つために、まずは家庭内の役割を見直す
ことから始めてほしい｣というメッセージが送られました。 スを訪問し、一人ひとり試験管を使って両親
媒性分子※１の面白い性質を体験しました。午
後からは、住友精化株式会社姫路工場を訪問
阪神北 「発達障がいと当事者・家族を取り巻く環境
し、女性研究員の方々に理工系に進むきっか
や課題～幼少期から学齢期を中心に～｣をテーマに公開
けなどお話いただいた後、吸水性樹脂を用い
講座を開催します。
た吸水実験を体験しました。
日時：平成 29 年９月 27 日(水)10：00～11：45
アンケートでは、｢進路選択の参考になった｣
場所：宝塚市立男女共同参画センター･エル学習交流室１A
「理工系の道に進
定員：30 名(先着順) 参加費：無料
んでみたいという
講師：小林 ひかりさん(宝塚発達コミュニティ花代表)
気持ちが深まった」
対象：テーマに関心のある方
申込：FAX(0797-86-4379(阪神北県民局県民課･暮石 という感想が寄せ
宛)又は、メール(danjokyoudousankaku@gmail.com) られました。
まで、お名前･所属･連絡先をお知らせください。
問合せ：メール(danjokyoudousankaku@gmail.com)

※1両親媒性分子：水と
油の両方になじみの良い構造を持つ分子の総称。

(問)姫路市男女共同参画推進センター079-287-0803

(問)県立男女共同参画センター078-360-8550

◆◆平成 29 年(第 2 回)ひょうご女性活躍企業表彰

受賞企業紹介◆◆

■会 社 名：株式会社アシックス（神戸市）
■代 表 者：代表取締役社長 尾山 基
■事業内容：各種スポーツ用品等の製造及び販売
■従業員数：1,031 人（平成 29 年 7 月末時点）
■Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.asics.com/jp/ja-jp/
株式会社アシックスは、1944 年に神戸で創業
した、スポーツシューズを中心とするスポーツ用
品総合メーカーです。国内で業界売上高１位を誇
る一方、海外売上比率は８割近くに達するなど、
近年はグローバル企業としての知名度も一層高
まっています。
グローバル化が追い風となり、社内でもダイバー
シティに対する理解は高まっていますが、トップ
がリーダーシップを発揮し内外で積極的に発信
することにより、さらに意識の浸透を促していま
す。中でも女性活躍を重点課題と捉え、担当役員
と専門部署を中心とした体制を構築。｢女性社員
キャリア研修｣｢女性ロールモデルフォーラム｣等
の取組により女性社員のキャリアアップを重点的
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に支援し、現状８％の女性管理職比率を 2017
年中に 10％に引き上げ、将来的には 30％とい
う高い水準をめざしています。また、部署横断選
抜メンバーにより「ダイバーシティ推進プロジェ
クト」を組織し、ランチタイムを利用した啓発セ
ミナーを実施するなど、社員の自主的な活動も活
発で、全社あげての推進体制が整備されていま
す。かつて体育会的な雰囲気が強かった職場です
が、一人ひとりの能力を活かす職場に進化しつつ
あります。
2020 年東京オリンピックの国内最高水準ス
ポンサー「東京 2020 ゴールドパートナー」に
決定し意気あがる中、さらなる高みをめざし走り
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★
｢介護も仕事もあきらめない！｣
～両立のためのはじめの一歩～

★女性のための再就職セミナー
｢求人票の見方！読み方！正しい
履歴書作成と面接の準備｣

介護を理由に離職する人が増えています。
いつ直面するかも、どのくらいの期間になるかも予
測できないだけに、不安になることもありますよね。
介護は“情報戦”とも言われ、必要な情報を知って
いるどうかで、不安や負担の度合いが大きく変わります。
介護をしながら働き続けるために、まずは“知る”
ことから始めましょう！
◆日
時 ９月 26 日(火)10:00～12:０0
◆会
場 県立男女共同参画センター
◆講
師 西本 恭子さん(特定社会保険労務士)
◆対
象 テーマに興味や関心のある女性
◆定
員 ８名(抽選) ◆受講料 無料
◆一時保育 あり・無料・定員6名
(1歳半～就学前まで、要予約)
※1歳半未満のお子さまは、抱っこやベ
ビーカーで同席可。
◆申込締切 9月15日(金)
◆申込方法 申込書に必要事項を記入の上、センター
宛てFAX・郵送・持参又は電話

求人票の正しい見方、読み取り方を学び、求人票か
ら得たヒントを元に面接官にアピールできる履歴書の
正しい書き方と、面接の練習をします。
企業からの求人が多くなるこの時期、今回のセミナー
で習得し採用を勝ち取りましょう。
◆日
時 10 月 5 日(木)、6 日(金)
9:30～12:00
◆会
場 県立男女共同参画センター
◆講
師 西村 美紀代さん(産業カウンセラー、
キャリアコンサルタント)
中矢 才子さん(産業カウンセラー、
キャリアコンサルタント)
◆対
象 再就職を希望する女性 (原則2日とも出席)
◆定
員 20名(先着順) ◆受講料 無料
◆一時保育 あり・無料・定員6名
(1歳半～就学前まで、要予約)
◆申込方法 申込書に必要事項を記入の上、センター
宛てFAX・郵送・持参又は電話

～再就職へ向けて！あなたの一歩を応援～★

※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
10/28(土)、11/25(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・1/24（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

メール相談HP： http://ninshinsos-sodan.com 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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