平成３０年９月号 Vol.９０

兵庫県男女共同参画推進本部

平成 29 年就業構造基本調査結果が公表されました
～育児中の女性の有業率が大幅に上昇～
総務省統計局が平成２９年に実施した「就業構造基本調査」の結果が公表されました。
これは、就業状況や、就業に関する希望等を５年ごとに調査するものです。その結果は、
雇用政策や少子・高齢化対策等、国や地方公共団体の政策に幅広く活用されています。
兵庫県の女性就業に関する主なデータをご紹介します。

兵庫県の概要
(千人)

○15 歳以上人口の就業状態
有業者※注１）は2,722千人、無業者は2,084千人。
前回調査（平成24年）と比較すると、有業者は
100千人増加、無業者は109千人減少し、有業率
は56.6％（前回54.5％）に上昇しています。
○年齢階級別有業率
の状況
男女別の有業率について見ると、男性は 66.8％
（全国値 69.2％）女性は 47.6％（同値 50.7％）
で、前回調査と比較すると、男性は 0.4 ポイント
女性は 3.8 ポイント上昇。全国順位では、男性が
30 位から 33 位と順位を下げた一方で、女性は
46 位から 41 位と順位を上げ、全国値とのポイント
差も縮小しています。年齢階級別には 35～39 歳
の女性が 11 ポイント上昇したことで、M 字曲線の
底がなだらかになっています。また、有業率が向上
したことにより、県内における共働き世帯の割合
も 44.5%（前回 39.3％）に上昇。全国水準 48.8％
（前回 45.4%）に近づいており、５年間で就労継続
する女性が増加した状況がうかがえます。
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※注３）

○育児をしている
女性就業の状況
育児をしている女性の有業率は、島根県
島根県
が 81.2％と最も高く、次いで福井県、高知
福井県
県と続き、兵庫県は全国平均を下回るもの
高知県
の、前回調査時と比較すると 19.3 ポイント
兵庫県
上昇しています（全国 11.9 ポイント）。
これは 47 都道府県で最も大きな上昇値で、 全国平均
順位も 38 位（前回 46 位）と大幅に上昇しました。
○介護・看護を理由とする離職の状況
介護・看護を理由とする過去１年間に離職者は、
4.8 千人（前回比▲0.5 千人、▲9.4％）。離職者に
占める割合は、2.1％（前回比＋0.1％）でした。
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詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
http://www.stat.go.jp/data/shugyou/2017/index.html

※注１「有業者」とは、ふだん収入を得ることを目的として仕事をしており、調査日（平成 29 年 10 月１日）以降も
していくことになっている者及び仕事は持っているが現在は休んでいる者をいう。
注２ 有業率＝15 歳以上の有業者数 ÷ 15 歳以上の人口 × 100
注３ 「育児をしている」とは、小学校入学前の未就学児を対象とした育児のことで、孫やおい・めい、弟妹の
世話などは含まない。

（問）県男女家庭課 078-362-3160

男女共同参画セミナー

女性の大学進学率がほぼ50%に達する一方
で、理学及び工学を学ぶ女性の割合は依然とし
て低いことを踏まえ、「理工系女子という生き
方」を発信するセミナーを開催しました。
まず大阪府立大学工業高等専門学校准教授の
中谷敬子さんが「女性が理工系を学び、働くと
いうこと」をテーマに講演。活躍の場は多種多
様であり、進路選択では自分らしさを大切にす
べきとし、保護者を含めた自己理解を深め、偏
差値一辺倒でない考え方をし、好きなことにチ
ャレンジしようと呼びかけました。
続くパネルディスカッションでは、中谷さん
のコーディネートの下、さまざまな業種・経歴
の理工系女子６名が自らの理工系女子への思い等

「少子高齢化と女性活躍推進」（8/9）
甲南大学マネジメント創造学部の前田正子
教授にご講演いただきました。
少子高齢化の原因と
現状、女性の就業率と
世帯収入の関係、特に
関西の女性の就業率の
低さとそれに伴う地域
力の低下などデータを
用いてたいへん分かり
やすくお話いただきました。
参加者からは「少子高齢化の問題と時代の
推移、国の政策の問題が関連づけられていて
全体の流れが良く理解できた」「関東と関西
の正規雇用の就業率の格差の現状について残
念に思った」等の意見が寄せられました。

を語られました。
会場には保護
者とともに参加
した女子高生も
多く、「選択肢
はひとつではな
いという大切さ
に気づいた」等の意見が寄せられ、今後の進路
選択を考える良い機会となったようでした。
<パネリスト>
浅井理恵子さん(パナソニック株式会社)、東美佐さん
(P&Gイノベーション合同会社)、石田あずささん(キャタ
ピラージャパン合同会社)、今城愛子さん(株式会社ベ
ネスト)、田島喜美恵さん(神戸市立工業高等専門学校
准教授)、三浦永理さん(兵庫県立大学大学准教授)

「データで読み解く女性の貧困」（8/9）
神戸学院大学経済学部の田宮遊子准教授
にご講演いただきました。母子世帯や高齢
女性の貧困について、さまざまな社会経済
指標をもとに、国際比較も交えて詳しく、
お話いただきました。
参加者からは「女性
が就業継続できること
が女性の貧困対策に必
須であることが理解で
きた」「高齢女性の貧
困問題、年金の問題、
母子世帯に対する女性
労働問題等、女性の貧困に対する社会保障
制度の現状が理解できた」等の多くの意
見、感想が寄せられました。

「「定年後」も視野に入れる人生１００年時代の男性の生き方」（8/23）
神戸松蔭女子学院大学の楠木新(あらた)教授
に、「定年後」をキーワードに人生１００年時
代の生き方について、ご自身の体験や数多のイ
ンタビューに基づき、ご講演いただきました。
受講生からは、「取材も含めて先生自らの経
験を通しての話は説得力があった」「定年後か
ら元気に自立できる時間がいかに長く、またそ
の時間を有効に生かしていくために主体性をも
って挑んでいくことが大切だということがよく

分かった」「６０才定年を迎える前に聴いてお
けば、自分自身の定年後の生き方が変わってい
たかもしれない」等の感想
があり、個々の受講者が
人生の後半戦に向け、長い
時間をいかに有効に使って
いくかについて、前向きに
考えていくよい機会となり
ました。
（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

男女共同参画セミナー・地域・企業の取組み
「働き方と家族のゆくえ ～これからの
共働きを考える～」（8/23）
立命館大学産業社会学部の筒井淳也教授
に、我が国の働き方と家族にあり方に関し
て、「多様性」をキーワードにご講演いただ
きました。
今や多数派となった共働き
社会では、「標準か非標準か」
という二元論ではなく、互いの
存在を受け入れる想像力が大切
であるというお話に、受講生
からは、「家族社会学の視点で
考えると、知識や視界が広がると思った」
「ワークシェアリングの利点や日本的・男性
的働き方は変えていかないといけないという
ことがわかった」等、これからの家族に関す
る多くの感想が寄せられました。

★働く母親を応援する 男性・子どもの
生活自立支援事業 「パパといっしょに
クッキング」(8/19)

第２回男女共同参画セミナー「LGBP と多
様性の尊重～性的マイノリティの人権～」
は、実施日を変更して、9 月 29 日（土）
10:30～12:30 に開催します。

尼崎市女性センターでは、働く母親を応援
する男性・子どもの生活自立支援事業「パパ
といっしょにクッキング！」を開催しました
(共催 特定非営利活動法人全国女性会館協議
会、日本テトラパック株式会社、講師 尼崎
在宅栄養士会 小寺純子)。
この講座は、夏休
みの間に、共働き世
帯の父親と子どもが、
楽しくコミュニケー
ションを図りながら、
準備から調理、配膳、
片づけまで、全てを体験し、調理スキルを習
得することを目的としています。
ハッシュドビーフ、キャロットライス、豆
サラダ等、簡単だけど栄養バランスがよく、
美味しい、パパの家庭料理の定番メニューに
なることをめざしました。とても好評でした。

（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

（問）尼崎市女性センター 06-6436-6331

◆◆ がんばる企業 ◆◆
■ 会 社 名：医療法人 明倫会 宮地病院(神戸市)
■ 代 表 者：理事長 宮地 千尋
■ 事業内容：病院運営事業
■ 従業員数：17７名（平成 30 年７月現在）

■ Ｕ Ｒ Ｌ： http://www.meirinkai.or.jp/
昭和 37 年創立。阪神・淡路大震災で全壊し
たものの、地域の要望に応えて２年後に再建。
その経験から「より患者や地域を大切にする医
療」を目指し、診療の傍ら、地域の方に気軽に
参加していただける各種教室、カフェ、コンサ
ート、病院祭といった楽しい企画を展開してい
ます。一方で、職場環境の改善にも力を入れ、
退職後の再雇用制度や、休業者の職場復帰を支
援する教育プログラムを策定する等、一人ひと
りが抱える事情や性別に関わりなく、多様な能
力を十分に発揮しながら働くことができる環境
の整備を図っています。
これらの取組が実を結び、過去５年間の育児
休業取得率は 100%。人材確保が難しいと言
われる中で応募者が増える等、職場環境づくり
が多様な人材の確保に繋がっています。

また、医療機関の就労環境を評価する特
定非営利活動法人 ejnet から「働きやすい
病院」として認定（全国で９番目）。認可
外保育所「キッズクラブもとやま」を開設
し、スタッフだけでなく、保育所が不足す
る地元にも開いた施設として運営している
ことが評価され、「神戸いきいき男女事業
所表彰」を受賞しています。
さらに、平成 29 年６月には、女性の活
躍推進に積極的に取組む企業として、県内
で 15 社しか認定されていない「えるぼし
認定」を厚生労働大臣から受けました。
これからも地域に根ざした病院として、
医療・介護・福祉の連携を行い、住み慣れ
た場所での暮らしをサポートする取組みを
進めていきます。
（問）県男女家庭課 078-362-3160

★男女共同参画セミナー★
「マンガにみる男女共同参画～マンガからみえてくること～」

★女性のための働き方セミナー★
「起業！知っておきたいお金の話」

「男女共同参画」をより身近な問題として

起業を考えているあるいは起業して間もな

捉えるために、女性が抱える家庭、育児、働

い女性を対象に、創業支援のための融資制

き方等の問題と、それに対応する様々な生き

度、相談や講座等の経営支援情報と、ビジネ

方を描いたマンガ作品を通じて、男女共同参

スプラン作成ポイントと資金計画についてお

画について考えるセミナーを開催します。

話します。

◆開催日時

9/22（土）13:30～15:00

◆開催日時

10/19（金）10:00～12:00

◆場

所

セミナー室

◆場

所

セミナー室

◆講

師

増田のぞみさん（甲南女子大学文学部准教授）

◆講

師

日本政策金融公庫 神戸創業支援センター

◆対

象

県内在住・在勤の方 50 名(先着順)

◆対

象

12 名(先着順)

◆受 講 料

無料

◆受 講 料

無料

◆一時保育

要予約(（１歳半～就学前まで、６名）

◆一時保育

要予約(（１歳半～就学前まで、６名）

◆申込方法

FAX・郵送・持参・電話または web

◆申込方法

FAX・郵送・持参・電話または web

※このページの詳細は、下記までお問い合わせください。

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・1／２3（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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