兵庫県男女共同参画推進本部

兵庫県における女性の活躍の状況を公表
兵庫県は、平成 14 年に男女共同参画社会づくり
条例を制定。すべての県民の人権が平等に保障さ
れ、男女が自らの意思によって社会のあらゆる分
野における活動に参画する機会を確保し、共に責
任を分かち合う男女共同参画社会の早期実現を目指
し、各分野における女性の活躍状況を調査・公表
しています。平成 30 年の調査結果の主な内容を紹
介します。

さまざまな分野で活躍する女性の割合
■ 各分野における指導的地位に占める女性の
割合が上昇
県審議会等委員を除く分野ではまだ目標の
30％に達していないものの、条例及び男女共
同参画計画策定以降、あらゆる分野で着実に上
昇しています。

各分野における指導的地位に占める女性の割合
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■ 県内行政機関における女性管理職の割合が
上昇
県職員の管理職に占める女性割合は 9.５%で、
前年(９.１%)より 0.4 ポイント上昇したものの、
全国都道府県における平均割合(9.7%)を若干下回
っています。また、県内市町における同割合は
16.3%で、前年(15.7%、全国 14 位)を 0.6 ポ
イント上回っています。

10.8
13.5
11.6
12.8
11.8
12.4
14.7
15.3

2

3

農業協同
組合役員

4

6

7

0.0

5.4
6.3
7.6
8.2 (＊)

民間企業
の管理職
（全国）

9.4 (＊＊)

4.3
5.6
8.2
9.5

5

市町職員
の管理職

10.0

0.3
2.5

県職員の
管理職

5.1
7.0
6.9
7.2 (＊)

8.9

(%)

H23
H28

5.1
7.2
8.7
9.6 (＊)

7

30.0

H18
12.6
14.6
16.3

6

20.0

17.3
20.1
19.4

2.4
3.4
5.5
7.3 (＊)

農業委員

16.0
14.7
15.9
17.1 (＊)

5

0.0

10.0

備考：兵庫県企画県民部調べ（現状：平成 30 年現在

現状
(%)

20.0

＊は 29 年

30.0

＊＊は 28 年）

（注）：「民間企業の管理職」は全国データ（民間企業の管理職＝部長級＋課長級）

県・市町職員の管理職に占める女性割合
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女性の所定内給与額は７年連続で増加
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所定内給与額と男女間賃金格差の推移（兵庫県）
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[ 所定内給与額とは ]
その年の６月分として支給された現金給与額のう
ち、時間外勤務手当等を差し引いた額で、所得税
や社会保険料等の控除前の額
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■ 女性の所定内賃金が増加し、男女間賃金格
差は縮小傾向
所定内給与額について、男性、女性ともに増
加傾向が続いている。平成 28 年における所定
内給与額の男女間格差は、男性 100 に対し女
性は 77.6（全国 73.4％）となっています。
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詳しくは、兵庫県ホームページをご覧下さい。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk17/ac15_000000009.html

（問）県男女家庭課 078-362-3160
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国の動き

政策・方針決定過程への女性の参画状況

内閣府では、社会のあらゆる分野における政策・方針決定
過程への女性の参画状況および地方公共団体における男女共
同参画の推進状況を毎年調査・公表しています。平成 30 年調
査結果の主なポイントを紹介します。
☆

国家公務員の役職段階別女性の割合の推移

国家公務員は、指定職相当、本省課室長相当職等に占め
る女性の割合が過去最高に
指定職相当に占める女性割合は 3.9％(前回 3.8%)でした。
また、本省課室長相当職も 4.9％(同 4.4%)となる等、い
ずれの役職でも過去最高となりました。

☆ 上場企業の女性役員数は、６年前の 2.7 倍に
役員に占める女性割合は 4.1%(前回 3.7％)。過去６年で、
女性役員数は 2.7 倍(平成 24 年 630 名⇒30 年 1,705 名)
に 増 加 し て い ま す 。 ま た 、 課 長 相 当 職 も 、 10.9%( 同
10.3％)に上昇しました。

上場企業の役員に占める女性の割合の推移
人

☆ 役職段階別地方公務員の女性割合も上昇
都道府県の本庁部局長・次長相当職の割合は 6.4%(前回
5.9%)、課長相当職は 10.5%(同 9.8%)となりました。
(％)

地方公務員の役職段階別女性の割合（平成30年）
(備考)東洋経済新報社｢役員四季報｣を基に内閣府作成

出典：内閣府男女共同参画局｢政策・方針決定過程への女性参画状況及び地方公
共団体における男女共同参画に関する取組の推進状況について

◇詳しくは、内閣府男女共同参画局のホームページをご覧ください。
http://www.gender.go.jp/research/kenkyu/sankakujokyo/s
tatistics-index.html

(問)県男女家庭課

地 域 事 業 のお知 らせ

参加者募集

女性活躍地域セミナーを開催します（淡路、丹波、但馬）
社会が多様化する中、企業がさらに発展していくため
に、女性活躍の推進が求められています。
経営視点で「いま、なぜ『女性活躍』なのか」に迫る
講演、地元で女性活躍に積極的に取り組む企業経営者、
活躍する女性ロールモデルによる座談会等を通じ、明日
から実践できる「女性活躍」について学びます。皆様の
ご参加をお待ちしています。
◆淡路地域
開催日時：平成31年２月15日（金）14:00～16:00
開催場所：洲本市文化体育館 会議室（洲本市塩屋1-1-17）
◆丹波地域
開催日時：平成31年２月28日（木）14:00～16:00
開催場所：ゆめタウンポップアップホール（丹波市氷上町本郷300）
◆但馬地域
開催日時：平成31年3月14日（木）14:00～16:00
開催場所：豊岡市民プラザ多目的ホール（豊岡市大手町4-5）
◆内
容
☆講演「女性社員の活躍を企業の発展につなげる」
講師：瀧井 智美 氏（株式会社ＩＣＢ代表）
☆座談会「女性活躍の推進に向けて」
コーディネーター 瀧井 智美 氏
パネリスト
地元企業の役員ほか
詳しくは、https://w-hyogo.jp/event/をご覧下さい
(問)県男女家庭課

078-362-3160

078-362-3160

国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業

関西女性活躍推進シンポジウム
すべての女性が活躍できる関西へ
内閣府・関西女性活躍推進フォーラム・ひょうご女性の活
躍推進会議等の主催により、企業、行政、地域団体、大学、
学生等、それぞれの立場で女性活躍に向けた理解を深め、行
動につなげることを目的としたシンポジウムを開催します。
奮ってご参加ください。
◆開催日時：平成31年２月13日(水)13:30～17:00
◆開催場所：兵庫県民会館９階 けんみんホール
◆内
容
○ 第１部 基調講演
・関西における企業の女性活躍推進の取組状況とキャリアアップ支援について
西村智氏（関西学院大学経済学部教授）
・働き方改革～仕事・家庭の両立支援とイクボスの心得～
安藤哲也氏（ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン代表理事）
○ 第２部 若者世代からの政策提案発表
・生き方・働き方「わたし流」～誇りと自信を持って働く未来を描く～
四国大学短期大学部学生チーム「阿波 Girls」
○ 第３部 パネルディスカッション
☆ パネリスト
安藤哲也氏
西村智氏 学生チーム
白井正勝氏（東洋紡株式会社執行役員・東京支社長）
清原桂子氏（神戸学院大学現代社会学部教授）
☆ ファシリテーター
三崎秀央氏（兵庫県立大学政策科学研究所教授）
詳しくは、下記 URL をご覧ください。
http://www.gender.go.jp/public/event/2018/renkeievent0213.html
(問)県男女家庭課

078-362-3160

県内市町、地域男女共同参画推進員、企業の取り組み
平成30年度男女共同参画に関する市民企画講座

夢をかなえる

男女共同参画推進員地域ブロック事業

阪神南地域

～侍ジャパン女子代表監督として～

「いのちと人権～避けて通れない大切なこ
と、あなたならどうする？～」（1/27）

1/27（日）、三木市内にて侍ジャパン女子
代表監督の橘田恵さんをお招きした講演会を開
催しました。
初の女性監督と
して挑んだ昨年の
ワールドカップで 6
連覇の快挙という
ことで、三木市内
外から 100 名以上のご参加がありました。
これまで数々の困難を乗り越えてきた際の体
験談を、様々な人との出会いやエピソードも交
えてお話して下さり、ご参加頂いた方からとて
も好評でした。
選手たちと対等な目線で交流し、常に相手を
理解しながら対応しようとする姿勢に、男女の
垣根を全く感じさせない橘田さんの魅力をたっ
ぷり感じた有意義な講演となりました。

家族の介護、自分や家族の病気について誰も
が真剣に考えなければならない時代になってい
ます。そこで、尼崎市女性センターで、「いの
ちと人権～避けて通れない大切なこと、あなた
ならどうする？～」を開催しました。
人権映画「いのちに寄り添う～ターミナルケ
アと人権～」を鑑賞し、参加者で感想や今後の
生き方などについて話し合いました。「親子で
コミュニケーションを取って納得できる看取り
になればいいと思う」「まず掛かりつけ医を決
めておかなければならない」「生涯働き続けた
い」など、多世
代の方がそれぞ
れの家族や今後
について考える
きっかけとなっ
たようです。

（問）三木市男女共同参画推進センター 0794-89-2331

（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

◆◆平成 30 年(第３回)ひょうご女性の活躍企業表彰

受賞企業紹介◆◆

～企業内での女性活躍推進グループの組織化、STEM 賞の創設などで組織内外の女性の活躍を支援～
■会 社 名：キャタピラージャパン合同会社明石事業所（明石市）
■代 表 者：代表執行役員 明石事業所長 豊浦 信海
■事業内容：油圧ショベルの開発、生産
■従業員数：1,851 人（平成 30 年 12 月末時点）
■Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.caterpillar.com/ja.html

キャタピラージャパンは、世界最大の建設
機械 等 の製 造 企業 キ ャタ ピ ラー 社 の日 本 法
人。日本の事業拠点の一つでもある明石事業
所では、半世紀以上に渡り、油圧ショベルの
研究開発・製造をリードし、時代の先端を行
く製品と技術を世界へ発信し続けています。
2018年イクボス企業同盟に加盟。ダイバ
ーシティ実現に向けたトップメッセージを発
信し続け、フレックス・テレワーク勤務共に
約1,000人が利用できる体制を構築。国民の
祝日前後に会社の休業日を設定し、長期休暇
の取 得 を促 し てい ま す。 こ れら の 取組 に よ
り、多様な働き方と休暇取得が浸透し、子が
３歳になるまで取得できる育児休業について
も、大部分の社員が子が１歳になるタイミン
グで復職するなど、子育てや介護等を理由に

キャリアを諦めない仕組みが構築されていま
す。また、社内には複数の女性活躍推進グル
ープが組織され、女性リーダーの育成、企業
内外でのネットワーク形成といった活動を展
開しています。
更に、内閣府が実施する理工系女子応援事
業「リコチャレ応援団体」として活動するほ
か、地域の女子学生を招待し、理工系女性が
活躍する現場見学、女性エンジニアとの交流
など、理系の女性育成と地域貢献に力を入れ
てきました。2018 年には、国内で機械工学
等の研究に携わる 35 歳以下の女性が応募で
きる研究支援事業「STEM 賞」を創設するな
ど、国内外で活躍を目指す女性を広く応援し
ています。
（問）県男女家庭課 078-362-3160

★男女共同参画セミナー★
～朗読劇と事例から学ぶ～
地域で活躍する女性リーダーを増やそう！！
なぜ、地域社会で男女共同参画が進まない
のでしょうか。そこには、無意識に潜む性別
による固定的役割分担意識があるのでは？
朗読劇や女性リーダーの事例発表を通して
一緒に考えましょう
◆日時：3 月 16 日（土）14:00～16:00
◆場所：県立男女共同参画センターセミナー室
◆内容：①朗読劇、②パネルディスカッション（詳細は
チラシを参照）
◆対象：テーマに関心のある方 50 名（先着順）
◆一時保育：１歳半から就学前のお子様（先着６名、
無料、要予約、同伴受講はご遠慮下さい。）
◆申込：チラシ（http://www.hyogo-evenjp/から）
裏面の申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸ・郵
送又は電話にてお申込み下さい。

★平成 30 年度ひょうご男女共同参画推進員★
全県大会を開催します。
地域で活躍する男女共同参画推進員が一堂
に会し、日頃の活動における課題や成果、工
夫等の情報交換を行います。推進員の皆さん
のご参加をお待ちしています。
◆日時：2 月 25 日（土）10:30～16:00
◆場所：県立男女共同参画センターセミナー室
◆内容：①講演「女性活躍で創りだそう！ 誰にとって
も優しいまちを！」
講師：萩原なつ子さん（立教大学大学院 21
世紀社会デザイン研究科教授）
②地域推進員活動発表、情報交換会
◆対象：男女共同参画推進員、行政職員 60 名
◆一時保育：１歳半から就学前のお子様（定員 8 名、
無料、要予約）
◆申込：詳しくは企画啓発課担当まで

※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
2/23（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

14:00～17:00

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）

078-351-3400
電話（直通）
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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