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兵庫県女性活躍推進本部

ジェンダー・ギャップ指数 2021 が発表されました！
世界経済フォーラム（WEF）は、３月30日に、世界
各国の男女格差を分析した「ジェンダー・ギャップ
指数2021」を発表しました。
この指数は「経済活動の参画と機会」「教育」「健康と
生存」「政治的エンパワーメント」の４分野（14項目）
における男女平等の度合いを数値化して順位を決め
ています。「１」に近づくほど平等で、遠ざかるほ
ど格差が開いていることを表しています。
2021年の日本の順位は156カ国中120位でスコアは
0.656 （ 2020 年 は 、 153 カ 国 中 121 位 、 ス コ ア
0.652）で、昨年度から1位上昇したものの、主要7
カ国（G7）中では最下位でした。
日本のスコアを分野別に見ると、経済117位、
0.604（115位）、教育92位、0.983（91位）、
健康65位、0.973（40位）、政治147位、0.061
（144位）となり、すべての項目で前回から悪化し
ています。
特に、経済と政治の分野では依然として男女格差が
大きく、その原因としては管理職についている女性割
合や、国会議員、閣僚の女性割合が低いことがあげ
られます。
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世界経済フォーラムが公表したレポートの詳細は、以下URLをご確認ください。
https://jp.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021
（問）県男女家庭課 078-362-3160

イーブン主 催 事 業 のご紹 介
受講生
募集！
（日程）7月8日(木)～12月9日(木)のうち12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
基礎知識を学びます。
《後半》地域課題の分析、事業企画、会議運
営、情報発信等の実践力を磨きます。

（定員）20名程度（県内在住、在勤、在学の男女）
（受講料）無料
（一時保育）1歳半から就学前まで(定員8名)
（申込方法）所定の受講申込書を6月25日(金)必
着で郵送･FAXまたは持参
※詳細は(問)まで

【主なカリキュラム】
★7/8（木）13:30-15:30
★9/2（木）10:00-16:00
無意識と制度に潜むジェンダー不平等
地域課題を解決する事業の策定
～固定的性別役割分担を問い直す～
多賀 太さん
斉藤 容子さん
★7/17（土）10:30-12:30
★9/16（木）10:30-12:30
ＳＯＧＩ（性的指向・性別自認）の多様性
～
～
～ジェンダーの視点から～
東 優子さん
高田 昌代さん
★8/5（木）13:30-15:30
★9/16（木）13:30-15:30
地域における女性活躍
どうして親しい人に暴力を振るうのか
～政策・意思決定の場への女性の参画～
～加害者臨床の実践と政策・制度～
竹安 栄子さん
中村 正さん
★8/19（木）10:30-12:30
★9/30（木）13:30-15:30
女性の貧困と子どもの貧困
～要因から解決策を見据える～
神原 文子さん

竹本 三保さん

「ひょうご女性未来会議 in たかさご」を開催します!!
“みんな集まり みんなが繋がる 女性が
キラキラ輝けるまち たかさご”をテーマに
「第39回ひょうご女性未来会議inたかさご」
を開催します。
女性が地域の中で自分
らしく生きていくため
には、困った時に助け
合える“暖かい繋がり”
が大切です。「with コ
ロナ」時代だからこ
そ、地域のみんなで手
を取り合い「たかさ
ご」から元気に人の輪
を広げましょう。
◆日時
2019年5月22日(土)
13:30～16:00

◆会場
高砂市文化保健
センター中ホール
◆参加費 無料
◆内容
〈オープニング〉
兵庫県立高砂高校ジャズバンド部によるコンサート
〈パネルディスカッション〉
☆コーディネーター 大平曜子さん
☆パネリスト
竹内茂雄さん
菱田好美さん
間村通子さん
〈リレートーク・交流タイム〉
☆高砂市でさまざまな分野でご活躍中の女性
らによる１分間スピーチ！ぜひこの機会に交
流を深めてみませんか？
（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550
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講 座 ・セミナーのお知 らせ！
男女共同参画セミナー（6/5）
「筋肉女子という生き方」を開催します！

働く女性のためのステップアップセミナー
を開催します（6/17～全 6 回）

筋肉トレーニングを通して力強い美し
さ、決して諦めない生き方を手に入れよう
とする女性たちに焦点をあて、自らのライ
フスタイルの選択について男女共同参画の
観点から考えます。筋肉女子の世界をのぞ
いてみませんか。

女性が働き続け、職場で活躍するために
必要なスキル等をわかりやすく学べます。
全6回のプログラムですが、どの回からで
も受講していただけます。中堅女性職員リ
ーダーのキャリアアップ研修としてもご活
用ください。
◆場所 兵庫県立男女共同参画センターセミナー室
◆対象 県内在勤・在住の働く女性・各回定員20名
◆一時保育 要予約・１歳６ヶ月以上就学まで。定員６名

◆講師 米澤 泉（よねざわいずみ）さん
甲南女子大学人間科学部教授
◆受講方法 オンラインまたは来場
◆日時 6月5日（土）14時～16時
◆場所 兵庫県立男女共同参画センター
◆対象・定員 県内在住在勤でテーマに関心のある方
100名(先着順。来場を制限する場合があります。)
◆申込方法 電子申請によりお申し込み下さい。

※詳細については電話でお問い合わせ下さい。
（問）県立男女共同参画センター 078-360-8550

企業の取り組み！
◆◆令和２年(第５回)ひょうご女性活躍企業表彰

受賞企業紹介◆◆

～完全フレックスタイム制などにより柔軟な働き方や企業方針｢誰もが活躍できる｣が浸透～
■会 社 名：株式会社夢工房（神戸市）
■代 表 者：代表取締役 田中 裕子
■事業内容：その他サービス業（ソフトウェア開発・販売）
■従業員数：15 人（令和 2 年 10 月末時点）
■Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.yumekobo.jp/
1986 年、雇用機会均等法と同年に創業。学
校、保育園、施設他給食システム等の開発を手がけ
ています。キャッチコピーは「あなたの働き方に
合わせます」。創業当時から「完全フレックスタ
イム制 ※１」や「在宅勤務」を全国に先駆けて推進
してきた会社です。
女性活躍の取組については、代表取締役・取締
役ともに女性ということもあり、すでに女性登
用・活躍は進んでいますが、男性社員も管理職に
登用しており、男女問わず「誰も」が活躍できるとい
う考えが社員に浸透しています。
ソフト開発ということで専門技術や知識が求め
られますが、階層別研修や AI 等技術研修などの外
部研修も、入社後会社負担で受講できる体制を整
備し、キャリアアップも積極的に支援していま
す。

また､ボトムアップで意見を吸い上げるため
に､「職場環境改善委員会」を年２回開催し、
休暇のあり方や必要な施設整備など、問題点
を出し合う場を設けることで、常に働きやす
い環境づくりに向けた取り組みを推進してい
ます。
更に、育児休業については取得時期や期間
はあえて定めず、本人の希望に合わせて対応
するなど、完全フレックスタイム制も含め、多様
な働き方が当たり前の社風となっています。
小規模であることを活かし、「わくわく愉
しく」を合い言葉に定期的に懇親会を開催す
るなど、風通しのよい職場環境づくりも実現
しています。
※１

月 150 時間（7.5 時間×20 日）を標準とし、
１日あたりの勤務時間に定めはない制度
（問）男女家庭課 078-362-3160

お知らせ
★イーブン相談事業のご紹介★
★男性のための電話相談★

★女性のためのチャレンジ相談★

臨床心理士の資格を持つ経験豊かな男性
相談員が電話で相談に応じます。家庭や職
場、恋人間の人間関係、夫婦関係、子育て
や介護、定年後の生き方、働き方について
のなやみなど、お気軽にお電話ください。
◆実施日時

毎月第１・３火曜日（原則）
17 時から 19 時まで、下表

2021 年 5 月

18 日

9月

7 日、21 日

６月

1 日、15 日

１０月

5 日、19 日

7月

6 日、20 日

11 月

2 日、16 日

8月

3 日、17 日

12 月

7 日、21 日

◆電話番号

078-360-8553（男性相談専用）

社会保険労務士やキャリアコンサルタン
トの資格を持つ女性相談員が、アドバイス
や情報提供します。少し勇気を出して前向
きに一歩を踏み出してみませんか？
オンライン相談も是非ご利用ください。
◆実施日時 毎月第 1～第 4 木曜日（原則）
※ 土曜日に実施している月もあります。
月
5月
６月
7月
8月

木曜
土曜
6・13・20・27 29
3・10・17・24
1・8・15・29
5・19・26
28

月
9月
１０月
11 月
12 月

木曜
2・9・16・30
7・14・21・28
4・11・18・25
2・9・16

土曜
※30

※10 月 30 日（土）のみ午後（13:30／14:30／15:30）実施
◆電話番号 078-360-8554（チャレンジ相談専用）

※このページの詳細は、下記までお問い合わせください。

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、随時変更の場合があります。
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）
女性就業相談室ハローワーク相談窓口

情報相談（情報アドバイザー）
不妊・不育専門相談（助産師等）

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

9:50～18:40
9:20～16:50

面接のみ ※なやみ相談(面接)後に予約
電話

078-360-8553

実 施 日 時

毎月 第２水曜日（原則）
毎月第１・３火曜日（原則）

17:00～19:00

毎月第１～４木曜日

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

14:00～17:00

電話・面接
078-360-8554
(電話・面接・ｵﾝﾗｲﾝとも要予約)
問い合わせ(電話相談不可)
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