兵庫県男女共同参画推進本部

平成３０年８月号 Vol.８９

今後、事務職等、多くの職業が AI(人工知能)

参加者からは「実際に営業職の経験のある方の

やロボット等に代替されると予想されていま

話が聴け、勉強になった」「営業職のネガティブ

す。こうした中、将来的にも能力を発揮できる

なイメージが覆った」「営業職はスキルを高めら

「営業職」を考えるセミナーを開催しました。

れる重要な仕事であると認識できた」等の意見が

まず「営業女子」の代表ともいえる太田彩子
さん（一般社団法人営業部女子課の会代表理

寄せられ、今後の進路選択や働き方を考える良い
機会となったようでした。

事、株式会社ベレフェクト代表取締役）が「女
性にとっての営業職」について講演。自らの経
験を基に、営業職はますます必要とされる働き
方で、メリットも多く、何よりも女性に適して
いること等を説明されました。
続く意見交換会には、さまざまな業種の営業
女子４名が出席。太田さんのコーディネートに
より、仕事内容、失敗談や喜び、ライフイベン
トとの両立、営業職への思い等を話されまし
た。

〈意見交換会出席者〉
五十幡まりさん（キャタピラージャパン合同会社）
佐久間歩実さん（資生堂ジャパン株式会社）
石川真紀子さん（株式会社日本政策金融公庫）
岡本 茉里さん（フジッコ株式会社）

（問）県立男女共同参画センター

平成 30 年度兵庫県婦人大会開催
～時代に先駆けた活動展開を～

078-360-8550

★兵庫県と労働局の協働事業★

企業等の女性活躍を推進するセミナー
「みんなで守ろう いきいき兵庫」をテーマに、県
連合婦人会主催の平成30 年度兵庫県婦人大会が高砂市
文化会館で開かれ、約 700 人が参加しました。
オープニングでは、夫婦愛、長寿の理想をあらわし
た謡曲の代表作「高砂」の舞が、北野美智子会長の謡
曲に合わせて披露され、参加者は舞台に引き込まれる
ように見入っていました。
式典では、北野美智子会長が、「時代に先駆けた活
動をする団体が婦人会。今後も会員一丸となって、活
力あふれるふるさとづくりを進めましょう」と挨拶し
ました。その後、井戸知事が「県政１５０年 未来へ
の扉を開く」と題して講演。「多様な地域の強みを発
揮し、兵庫県全体の総合力を高めることを目指してき
た」と歴史を紹介しました。その上で、「婦人会は地
域のネットワークの中心。これからも“地域の要（か
なめ）”として、一層の活動に期待している」と県政
との連携強化を呼びかけました。

参加企業
募集中

2016 年 4 月完全施行の女性活躍推進法では、常
時雇用労働者が 301 人以上の一般事業主は、事業主
行動計画を策定することが義務づけられています。行
動計画は、企業の成長戦略だけでなく、男女がともに
イキイキと活躍する職場環境づくりを実現します。
そこで、兵庫県では労働局と協働で、各社の課題に
対応した行動計画の策定と活用に役立つ４回連続セミ
ナーを実施します。是非この機会
に、行動計画策定の手法を学びませんか。

■日時（全講座 13 時～16 時）
公開講座 9 /11（火）
実践講座（全３回）

公開講座講師 佐野 由美氏

９/25（火）､10/9（火）､10/23（火）

■場所：兵庫県立男女共同参画センターセミナー室
■対象：企業の人事・総務・女性活躍推進担当者
■定員：実践講座は先着２０社
■講師：公開講座：佐野 由美氏
(公益財団法人２１世紀職業財団関西事務所長）

実践講座：宝楽

陸寛氏

(NPO 法人 SEIN 事務局長)
詳しくは以下の URL をご確認ください。

http://www.hyogo-even.jp/
（問）県男女家庭課 078-362-3160

（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／男女共同参画アドバイザー養成塾）ほか
「女性への暴力～被害者を孤立させない
ために～」（7/26）
ウィメンズカウンセリング京都のフェミニ
ストカウンセラー・周藤由美子さんにご講演
ただきました。女性に対する暴力を、DV・
セクハラ・性暴力の 3 つの行為類型に分け
て、それらの実態、発生の原因、関係者の心
身その他への影響、具体的対処法等につい
て、詳しく解説いただきました。
参加者からは、
「被害者を思って
のアドバイスが被
害者を責めること
もあることに気づ
かされた」「トラ
ウマの核心は恐怖
と孤立無援感で、人との関係性の中で癒やさ
れるとのことばに、被害者に寄り添う必要性
を痛感した」等の感想が寄せられました。

「意思決定の場への女性の参画～女性議員
が増えれば何が変わるのか～」（7/26）
京都女子大学・竹安栄子副学長にご講演
いただきました。男女格差を表すジェンダ
ー・ギャップ指数が 、 144ヵ国中 114位
（2017年）というわが国の実態とこうし
た状況を是正する具体的取組みとして議員
候補者・議席の一定数を女性に割りあてる
ことを法制化するジェンダー・クオータ制
度の必要性、さらには地方公共団体や地域
社会における女性活躍の場の確保等につい
て詳しく解説されました。
参加者からは「決定権を持っているとこ
ろに女性が
いないとい
うことばの
重みを実感
した」等
の感想が寄
せられました。
（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

就業分野における男女共同参画の状況
～平成 30 年版男女共同参画白書から～
平成 30 年版男女共同参画白書で公表さ
れた「平成 29 年における就業分野におけ
る我が国の男女共同参画の状況」は、以下
のとおりでした。
まず、就業者数では、男性が 3,672 万
人、女性 2,859 万人。就業者数の増減を
男女別に見ると、男性の生産年齢人口
（15～64 歳）は平成 20 年以降減少が
続いているものの、女性の同人口は 25 年
以降増加していました。
次いで、女性の年齢階級別労働力率で
は、依然として、結婚や出産を機に離職す
ることで 30 歳代に落ち込みが見られる
「M 字カーブ」を描いているものの、そ
のカーブは以前に比べて浅くなっており、
M 字の底となる年齢階級も上昇している
ことから、女性の就労継続が進んでいるこ
とが分かります(右図参照)。
更に非正規労働者の割合については、女
性 55.5％、男性 21.9％と、いずれも前
年(女性 55.9％、男性 22.7％)に比べてや

や低下しています。
一方で、平成 29 年における女性の非労働力人
口 2,803 万人のうち、262 万人が就業を希望
しながらも求職活動を行っていませんでした。そ
の理由としては 35.6％が「出産・育児のため」
と、最も多くなっていることから、女性の就業促
進には、子育てと両立できる労働環境整備が必要
であることが分かります。
詳細は下記ホームページをご覧ください。
http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/index.html
女性の就業希望者の内訳(平成 29 年)

（問）県男女家庭課 078-362-3160

地域・企業の取組み
平成３０年度宍粟市男女共同参画週間
記念講演会「イクボス、イクジイ、さん
きゅうパパはかっこいい♪」(7/1)

平成３０年度女性活躍推進講演会
『私らしく生きる』をあきらめない方法
～これからの５０年のために（7/21）

NPO 法人ファザー
リング・ジャパンファ
ウンダー／代表の安藤
哲也さんによる講演で
は、父親が家庭、職場、
地域においてバランス
よく関わることが、社
会や地域をハッピーに
し、父親自身の世界も
広がり人生が楽しくなることを様々な角度か
らポシティブなメッセージとして発信してく
ださいました。
参加者の男性からは「『若いパパたちは OS
も新しくなって、毎日アップデートしている
反面、トップは OS が古いままでアプリが稼
働しない状況から、トップの意識改革や働き
方改革が必要である』というパソコンの例え
話がすっと心に届き、職場で実践したい」と
いう声が寄せられました。

一般社団法人リベルタ学舎代表理事の湯川
カナさんを講師に迎え講演会を開催しまし
た。Yahoo! JAPAN 創設メンバーとしての
働き方エピソード、それに続くスペインでの
経験を経て、「私らしさ」の発見には、第三
者や外からの基準ではなく、自分自身のあり
方、存在をまっすぐ見つめ認めることが大切
とのお話をいただきました。
また、少子高齢化や仕事
のあり方等、現在の社会状
況を踏まえて、全ての方が
これからの人生を幸せに生
きるために、私だからでき
ること、私にしかできない
こと、自分自身も幸せでい
られる「なりわい（社会に
価値を生むこと）」をやり
続けることが大事であり、
大人がイキイキと過ごす姿が子ども達を支え
「すべてのこどもが未来に希望を持てる社
会」に繋がるとのメッセージをいただきまし
た。

（問）宍粟市人権推進課 0790-63-0840

（問）高砂市男女共同参画センター 079-443-9133

◆◆ がんばる企業 ◆◆
■ 会 社 名：株式会社あっぷる
■ 代 表 者：代表取締役 横田

稔

■ 事業内容：介護サービス事業・障害福祉サービス事業
■ 従業員数：474 名（2018 年 6 月現在）
■ Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.apple-117.jp/
冠婚葬祭関連事業を主とする 117（イイナ）
グループの介護部門として、1988 年１月設
立。現在は姫路市内を中心に、訪問介護事業、
デイサービス施設の運営、介護付有料老人ホー
ムといった介護事業を１４カ所（介護保険指定
３０事業所）で運営しています。
利用者へのサービス向上には、優秀な人材の
定着が不可欠と考え、子育て世代も安心して働
けるように、事業所内託児所を開設（H23 姫
路、H25 加古川）。また、従業員が個々の事
情に応じて選べる多様な勤務体制（社員で５区
分、パートタイムは 22 区分に細分化）を整
備。更に、近隣の事業所間で職種ごとの応援体

制を構築し、家庭での急用等による休暇にも
チームプレイで対応しています。
一方で、資格取得支援制度として、ケアマ
ネージャーや介護福祉士等の受験対策講座を
社内で開催し、個人のスキルアップを全力で
バックアップしています。さらに、非正規職
員も本人の頑張りに応じて主事やチーフ職を
任せています。やり甲斐を見いだせる環境か
ら、人材不足に悩む業界の同業他社がうらや
む魅力あふれる職場になっています。これか
らも、お互いに感謝の気持ちを持ちながら、
誰もが無理なく活躍できる職場づくりを目指
します。
（問）県男女家庭課 078-362-3160

★イーブン情報図書室便り★

★女性のための心理講座★
「夫婦関係を見直そう」
夫と会話している時に、｢話し合いがしたいの
に、すぐにけんかになってしまう｣「話がかみ合
わない｣などと感じたことはありませんか。夫と
の関係を見直し、よりよい関係を築くためのコ
ミュニケーションを考えてみましょう。
◆開催日時と内容
※時間は両日とも 10:00～12:00
実施日
内容
9 月 7 日(金)
10 月 5 日(金)

自分と夫との関係をあらため
て考える
夫とのコミュニケーション

◆会場 県立男女共同参画センター
◆講師 同センター 女性問題カウンセラー
◆対象 ２回連続受講可能な方ほか
◆定員 20 名(応募多数の場合は抽選)
◆受講料 無料
◆一時保育 あり(1 歳半～就学前、9 名要予約)
◆締切 ８月 24 日(金)
◆申込方法 FAX・郵送・持参又は電話

兵庫県出身の小説家・垣谷美雨さんの本を紹
介します。主人公が、自らの気持ちを軸に自己
変革していく小説2作品です。
「嫁をやめる日」（中央公論新社
・2017年刊）もし夫が急死した
ら、夫の両親とどう付き合います
か？「嫁」として扱われる時に主
人公のなかで生じる違和感、家族
とのこじれた関係、中高年のデー
トDVなどが、リアルに描かれて
います。
「女たちの避難所」（新潮社・
2017年刊）主人公は、東日本大
震災の津波被害に遭った女性３人。
家族や家を失い、避難所で直面した
のは「男尊女卑」がはびこる世界。
そこで女たちは立ち上がります。

※このページの詳細は、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）

相談方法

電話番号等

電話（直通）

078-360-8551

月～土曜日

9:30～12:00
13:00～16:30

面接（要予約）

078-360-8554

月～金曜日
土曜日

11:00～18:40
9:20～16:50

面接のみ ※なやみ相談(面接)後に予約

実 施 日 時

毎月 第２水曜日（原則）

男性のための相談(男性臨床心理士)

電話

078-360-8553

毎月第１・３火曜日

17:00～19:00

女性のためのチャレンジ相談
（女性社会保険労務士等）

電話・面接
(電話・面接とも要予約)

078-360-8554

毎月第１～４木曜日
10／27(土)

10:00～13:00

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)

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・８／２２（水）

14:00～17:00

電話（直通）

078-351-3400

月曜日と金曜日

10:00～16:00

情報相談（情報アドバイザー）
不妊・不育専門相談（助産師等）

思いがけない妊娠ＳＯＳ（助産師）

メール 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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