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エソール広島映画祭のご報告
■広島県男女共同参画財団では，広島県の男女共同参画を
すすめる会と共催で,毎年 6 月に映画祭を開催しております。
今年度は６月２８日（土）に「ペコロスの母に会いに行く」
を上映しました。当日の午前，午後の上演で４４８名の方が
来場されました。
当日はすすめる会主催のバザーや東日本大震災被災者支援
ハンドマッサージなども行われ多くの方にご参加いただき，
(Ｃ)2013「ペコロスの母に会いに行く」製作委員会

楽しんでいただきました。
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（公財）広島県男女共同参画財団

をお知らせします

特集

広島県の働く女性のいま，そしてこれからについて
国の成長戦略の中核としてあげられている「女性の活躍促進」。
少子高齢，人口減少社会が我が国において，女性の活躍は未来を担う重要な力として注目されています。
現在，女性の力を社会で広く活用するために，国では「2020 年までに，あらゆる分野で指導的地位に女性
が占める割合が，少なくとも 30％程度」という 202030 とする目標数値が掲げられています。
広島県においても，
「女性の働きやすさ日本一」をめざし，今年 4 月 10 日，経済界主導のもと，経済団
体，労働団体，行政（国，県，市町）のトップによって構成する「働く女性応援隊ひろしま」が立ちあが
り，女性活躍促進の取り組みを進めようとしています。
このような中，広島県の働く女性を取りまく現状はどうなのでしょうか。
「女性の就業継続への意識に関する企業と女性促進の意識」と女性が家庭と仕事を両立するうえで大切
な男性の協力として「男性の育児休業取得の現状」という点から，今後の「女性の活躍促進」に必要なこ
とを考えてみたいと思います。

１．女性の就業継続意識
１．女性の就業継続意識
【企業】■就業継続することの企業メリットの有無
【企業】■就業継続することの企業メリットの有無
Ｎ＝１４４社

企業，女性従業員アンケート
★出典：企業における女性の活躍促進等に関す
る調査(2014.広島県)
★県内本所事業所のうち仕事と家庭の両立支
援制度登録企業等から 314 社任意抽出，アン
ケート調査 144 社

9 割以上の企業
が女性の就業継

就業継続に関する意見
（経営者インタビュー）

続へのメリット
●保育サービスを活用し,早期に
復帰してもらいたい
●スキルを積んで働き続けて,会
社に貢献して欲しい
●男性もできるなら,育児に参加
すべきである

を感じている

【女性従業員】■就業継続の意思
Ｎ＝1637
Ｎ＝1637 人（その他 115・無回答
115・無回答 10 を含む）
（％）

長く続けたい

女性従業員の約 67.9％
（1112 人）

が長く働き続けたいと
雇用形態や勤務
形態が変われば
続けたい

いずれはやめるつもり

思っている

左記の女性の就業継続意識
女性の就業継続意識アンケートの結果をみると，
企業側も就業継続はメリットになることを認識して
女性の就業継続意識
おり，働く女性達自身も“働き続けること”へ意欲的です。しかし，実際には女性従業員の 3 割が結婚・出産
を機に退職しています。この希望と現実の差はどこから生じているのでしょうか？大きくは２つの理由が考え
られるのではないでしょうか。

理由

１．男女にとって家庭と仕事が両立できる環境が企業内で整備されていない
２．男は仕事，女は家庭という固定的性別役割分担意識が選択を狭めている

子どものお迎えの
時間があるから，
残業できない…

家事・育児は結局私が
男性と同じように働きた

し なき ゃ い け ない か ら
いけどうちの会社は働き

…
がいもキャリアアップも
期待できないよね…

２．男性の育児休業取得
２．男性の育児休業取得の現状
取得の現状
女性が仕事と家庭を両立し，働き続けるためには男性の家事・育児への参画は重要なポイントになります。
広島県では男性の育児休業取得を進めています。育児休業取得率は平成２１年度の 1.2％から平成 2４年
度の 7.2％まで数値をあげています。これは全国平均 1.89％に比べかなり高い数値です。とはいえ，女性の
8９.6％（広島県平均）に比べるとまだまだ低い取得率となっています。ではなぜ制度が整っているのに男性
の育児休業取得が進まないのでしょうか？
広島県 の男性育児休 業取得率は 全国平均
1.89％に比べかなり高い数値ではあります
が，広島県の女性の取得率 89.6％にくらべ
るとまだまだ低い数値です。

≪男性の育児休業
≪男性の育児休業取得率 全国平均は 1.89％≫
1.89％≫
2012 年度雇用均等基本調査（厚生労働省）
によると,
によると,男性の取得率は過去最高だった前年
度より 0.74％ポイント低下。
0.74％ポイント低下。国
％ポイント低下。国は，2020
は， 2020
年までに男性の取得率を１３％にする目標を
掲げています。
育児休業取得が伸び悩む理由
★広島県が行った男性育児休業についてのアンケートにおいて「育児休業該当者はいるが取得ができ
ていない」と回答した方の理由として，
●業務が忙しい（37.0％）
●収入が下がるので本人が取得を希望しない（34.2％）
●代替職員を採用する余裕がない（13.7％）
●他の従業員の負担が増える（11.0％）

広島県ＨＰ：企業における女性の
活躍促進等に関する調査結果から

男性の長時間労働の働き方の見直しの必要性，職場においての従業員同士の理解，育児休業中の収入の
確保などが今後の男性の育児参画を促す上で大きな課題として浮かびあがってきます。

３．女性の活躍促進
３．女性の活躍促進に必要なこと
活躍促進に必要なこと
女性の活躍促進を進めるためには，固定的性別役割分担意識にとらわれず，男女ともに働きやすい企業風土
や社会全体の意識改革を推進していくことが重要です。これらを推進するために企業・女性・社会の３つの意
識を積極的に改革していくことがこれからますます求められます。必要な意識改革を 3 つのポイントにまとめ
てみました。

女性の活躍促進を
女性の活躍促進を進める
活躍促進を進めるための
進めるための３つのポイント
ための３つのポイント

・男女にとって働きやすい環境づくりを推進する
（特に男性のワーク・ライフ・バランス推進）
・次世代リーダー育成を見据えた女性社員の人材
育成を行う
・結婚・出産で就業継続をあきら
めない意識づくり
・次世代リーダーになるための
積極的チャレンジ支援

企業トップの意識
トップの意識改革

女性の
・固定的な性別役割分担意識の払拭

活躍促進

・多様性を享受する意識づくり

女性自身の意識改革
社会風土の意識改革

そこで，これから財団
そこで，これから財団が行う事業を
これから財団が行う事業をご
が行う事業をご紹介します
女性の活躍促進を成功させるためのポイントをしっかりおさえ,女性の活躍促進を推進していく
ために活用していただけるさまざまな研修会を当財団では重点事業として行います。
広島県からの委託によって行う「働く女性の応援研修会（県内 4 か所で 7・9・10・11・2 月開
催）」，
「出前講座（県内事業所向け）」
「女性の活躍促進シンポジウム（8/25）＆研修会（5 回）」
，
などがございます。（★これらの研修会はすべて無料です）
そして，当財団では一人ひとりが多角的な視点を身につけ，さまざまな分野で男女ともに協働し
ながら活躍できる男女共同参画社会を実現できる人材育成の場としてエソールひろしま大学（基
礎・応用・専科）を開講しております（各講座有料）。10 月から基礎講座を開講します。
ぜひ各種研修会・講座をご活用ください！みなさまのご参加をお待ちしています。
。

企業トップの意識改革
女性の活躍促進シンポジウム
＆研修会

女性自身の意識改革
働く女性応援研修会

社会風土の意識改革
エソールひろしま大学
（基礎・応用・専科）

当財団事業開催のお知らせ
働く母親を応援する男性・子どもの生活自立支援事業として，仕事を持って働く
お母さんのために，お父さんと子ども（小学１年～３年）を対象とした料理教室を
開催します。★この事業は全国女性会館協議会・日本テトラパック㈱との共催事業です
★働いている母親をもつお父さんと
子ども（小学 1 年～3 年生）を
10 組募集！！
組募集！！
（※1 組 3 人までです）
※事後のアンケートやインタビューに
ご協力いただける方
★ お申込み多数の場合は抽選とさせ
ていただきます

パパと一緒に簡単な朝ごはんを作って覚えましょう！
栄養バランスもバッチリで働いているママも大喜び！
晩ごはんへの簡単アレンジ方法も紹介します♪

※食材に，卵，乳製品，大豆製品，
キウイフルーツ，ゴマ又はナッツを
使用します。

講
師：沖野 恵子さん（管理栄養士・料理研究家）
場
所：エソール広島 ３階調理室 (広島市中区富士見町１１－６)
申込締切：８月９日（土）必着
８月９日（土）必着
申込方法：電話・FAX または E メールで当財団までお申込みください
E メールでお申込みの場合は件名を「パパ子クッキング」とし
てください

注意）※食物アレルギーが心配な方はご参加いただけない場合があります。

募集要項が出来次第ＨＰに掲載します！
募集要項が出来次第ＨＰに掲載します！
コ

ー

ス

エソール広島

10 月開講コース

検索

1 月開講コース

開 講 期 間

（Ｈ26.10 月～12 月）
（計６回）

（Ｈ27.1 月～3 月）（計６回）

開 講 場 所

エソール広島(広島市中区富士見町 11-6)

開 講 日 時

月２回土曜日開講

対

象

県内在住または通勤の方（性別・年齢は問いません）

定

員

各コースとも２５人

１３：００～１５：３０

応 募 締 切

平成２６年９月２４日（水）

平成２６年１２月２０日(土)

決 定 通 知

９月末に通知します

１２月下旬に通知します

受

講

料

各

そ

の

他

託児をいたします（無料）※１歳～就学前まで

３,０００円

エソールひろしま大学とは，一人ひとりが，学校・職場・地域など社会の様々な分野でお互いに協働して男女共同参画社会を実現できる
人材を養成する講座です。基礎講座は時事テーマをはじめとして男女共同参画の基礎的な理解を深めることができます。

●実施日：平成２６年４月２６日（土）
くまもと

●講 師：隈元美穂子さん
（国連訓練調査研究所（ユニタール）
広島事務所長）
●講座参加者数：６８名

中国・四国地方唯一の国連機関であるユニタール広島事務
所初の日本人所長の隈元美穂子さんをお迎えし，幼少期から
国連での仕事に携わるまで，ご自身が歩んでこられた道のりや
家庭と仕事の両立に関してのお話しなどをされました。
★ 講座参加者の声 ★
・女性の立場からみた主夫への気づかいという話はとても新鮮でした。
・何歳になっても挑戦している姿に感動しました。
・「人として幸福と思える生活のバランス」を自分でも考えていきたいです。
・

正しいパンツのたたみ方

情報センターからのおススメ本

新しい家庭科勉強法

南野 忠晴

著 岩波ジュニア新書

南野先生には 3/8 にエソールひろしま大学専科
公開講座「自分で決める！時間の使い方・暮ら
し方」の講師をしていただき大変好評をいただ
きました。

10 代の暮らしにそったごはんのつくり方，
お金との付き合い方，時間の使い方，洗濯の
干し方など生活の自立に関する具体的なアド
バイスを随所にちりばめた 1 冊。
著者自身が教員生活の中で学生たちの生き
方をみるうちに家庭科は社会の中で他者とと
もに生きていく力を育てる教科だと実感し，
自ら専任教員に変わった経歴の持ち主です。
子どもから大人まで楽しめます。

★エソール広島２F には，
どなたでも無料で利用でき
る情報センターがあります。
生き方のヒントになる本や
子ども向けの絵本，コミック，
雑誌，新聞があります。
ゆっくり過ごせるスペース
もあり，無料で本の貸出しを行
なっています。
情報センター内及び２Ｆ財
団入口,１Ｆロビーにも返却ポ
ストがありますので，返却時に
ご利用ください。
【開館時間】
10：00～18：00
(毎週水・第三日曜日・祝休)

ひろしまけん通信
しごとプラザ
マザーズひろしま

女性の就職支援 広島県「わーくわくママサポートコーナー
広島県「わーくわくママサポートコーナー」
わーくわくママサポートコーナー」

広島県「わーくわくママサポートコーナー」では，きめ細かい相談対応と情報提供により，働きたいあなたの就職
活動（踏み出す一歩♪）をサポートします。
「働きたいあなた」にうれしい３つのサポート
きたいあなた」にうれしい３つのサポート
サポート１ 相談コーナー
働く前の悩みや不安をじっくり相談したい，
保育園や子育て支援の情報が知りたいなど，
女性相談員が担当制で就職準備をサポート♪
今年から，県内各所での出張相談も始めました！
※ 希望に応じて，併設のマザーズハローワーク広島で職業紹介を受けることもできます。

サポート２ 就職準備セミナー（県内各所で毎月開催）
就職準備セミナー（県内各所で毎月開催）
～経験豊富な専門家による１日の気軽なセミナー～
⇒ そろそろ働きたい･･･こんな人にオススメ♪
★ 何から始めたらいいか知りたい！
★ 仕事と子育てを両立するコツを知りたい！

サポート３ 職場体験プログラム
職場体験プログラム（
プログラム（中区で毎月開催）
中区で毎月開催）
～３日間の事前研修と２日間のイ ンターンシップ～
⇒ 再就職の準備･･･こんな人にオススメ♪
★ 両立のシミュレーションをしたい！
★ ブランクが不安･･･職場感を取り戻したい！

参加者募集中！まずはお電話を♪ 参加無料・託児無料！
【お問合せ】 広島県「わーくわくママサポートコーナー」 ０８２－５４２－０２２２
【利用時間】 月～金曜日 ８：３０～１７：１５（祝日・年末年始を除く）
【 所 在 地 】 広島市中区立町１－２０ ＮＲＥＧ広島立町ビル３階「しごとプラザ マザーズひろしま」内
お子さま連れでも安心（チャイルドコーナー・授乳室完備）
広電「立町」電停すぐ南側，
「新生銀行」が入居しているビルです。
※就職準備セミナー・職場体験プログラム・出張相談等の年間スケジュール
わーくわくママ 広島県
検索
は，広島県のホームページでご確認ください♪

いきいきパパの育休奨励金
いきいきパパの育休奨励金をご活用ください！
きパパの育休奨励金をご活用ください！
広島県では，男性の育児休業等（育メン休暇）を取得しやすい職場づくりを応援するため，
育メン休暇取得者のいる中小企業等に対し，１０～３０万円の奨励金を支給しています。
会社にもメリットがあれば，
「育メン休暇を取得したいです！」って言いやすいですよね♪

【中小企業等への奨励金支給額】
区 分

１週間以上１か月未満

１か月以上

１人目

２０万円

３０万円

２人目から５人目

１０万円

２０万円

【お問合せ】
広島県 健康福祉局 働く女性応援プロジェクト・チーム 両立支援グループ
住 所：〒７３０－８５１１ 広島市中区基町１０－５２
電 話：０８２－５１３－３４１９（ダイヤルイン）
ＦＡＸ：０８２－５０２－３６７４
E-mail：fuhatajopt@pref.hiroshima.lg.jp
パパの育休奨励金 広島県

検索
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相談員や支援員など，
“人とかかわる活動”というのは，常にストレスにさらされます。
自分自身がストレスを抱えていることに気付き，早めに対処ができると心身ともに健康を
保つことができますが，対処が遅れると悪化させてしまうこともあります。
ここでは，ストレスがかかると心や体はどのように反応するのか，また，その時の対処法
などを臨床心理学の観点から学びます。

ＵＲＬ http://www.essor.or.jp

E-mail essor@essor.or.jp
休業日:水曜日・祝日・第３日曜日
《エソール広島相談事業》
相談電話 082-247-1120
月・火・木・金・土
10 時～16 時受付

講 師：小早川久美子さん（広島文教女子大学心理学科教授，臨床心理士）
日 時：平成 2６年８月２日（土）1０：０0～1２：０0
場 所：エソール広島２階会議室（広島市中区富士見町 11－6）
参加費：500 円 ※当日受付でお支払いください
対 象：相談員やカウンセラー等で活動している人・テーマに興味がある方等
託 児：有（１歳から就学前まで。おひとりにつき 1,000 円。１週間前までに
申し込みが必要です）
申 込 方 法 ：電話，FAX または E メールでお申し込みください
※Ｅメールでお申し込みの場合には，件名に「ストレス対処法講座申込」と記
入してください。

《デートＤＶ相談事業》
相談電話 082-247-1120
毎月第 1・3 土曜日
13 時～16 時受付
《在宅ワーク支援センター》
ＴＥＬ 082-242-5261
月・火・木・金
13 時～17 時受付

相談現場はますます複雑多様化しています。この講座では相談員の
基本姿勢を改めて学びなおすとともに，男女共同参画の視点に立った
相談員を養成します。人とかかわるための基本である「聴くこと・共
感すること」を演習を通して再学習し，現場で使える力を身につけます。
今年度もさらに充実した内容で開催します。
★日程，プログラムの詳細は当財団ホームページや募集要項をご覧ください。
開

講

期

間

平成２６年１０月～平成２７年 3 月（全８回）

開

講

場

所

エソール広島（広島市中区富士見町１１－６）

開

講

日

時

対

象

定

員

心理部門１０：3０～１５：３０（昼休憩 1 時間）
講義・講演会等は１３：００～１５：００
相談業務ならびに対人援助に携わっている方
（資格の有無，男女を問いません）
２５名 ※定員を超えた場合には抽選とさせていただきます

切

平成２６年１０月１０日（金）

料

２５，０００円

児

有料：お子様おひとりにつき 1 回１，０００円（1 歳～就学時前まで）

応
受
託

募

締
講

❤

公益財団広島県男女共同参画財団の
メールマガジンに登録しませんか？
国・県内の最新情報や当財団情報を
メールでお送りします。
当財団ホームページから簡単に登録
できます。トップページ右側 「メー
ルマガジン エソールほっと通信」
のバナーをクリックしてください。
お気軽にご登録ください♪
（登録無料）

