平成２９年度

神戸市男女共同参画年次報告書
神戸市の男女共同参画施策の推進状況（詳細）

平成２９年１１月

神

戸

市

基本目標１ 男女共同参画社会の実現に向けた啓発・教育の推進
（１）男女共同参画に関する広報・啓発の充実
事業名と内容
男女共同参画センター（あすてっぷＫ
ＯＢＥ）の運営
女性の地位向上及び男女共同参画
社会実現のための拠点施設。
女性の意識啓発・エンパワーメント
のためのセミナーや就業支援のため
の講座、また男性のための講座のほ
か、グループの活動・交流支援、情報
ライブラリーの運営、女性のための相
談室の運営などを行っている。
（施設概要）
地下 1 階～地上 5 階のうち地下 1
階～地上 2 階部分
・B1F 駐車場
・1F 情報ライブラリー、相談室、交
流コーナー、グループ学習室
・2F セミナー室、保育ルーム、印刷
コーナー

28 年度実績と 29 年度事業
【28 年度実績】
センター利用者数 50,154 人
セミナー室利用率 50.7%
グループ学習室利用件数 652 件

予算額
33,750 千円

所管課
市民参画推進局男
女共同参画課（男
女共同参画センタ
ー）

○セミナー室の貸し出し
申込み可能日：2 ヶ月前の 1 日～
優先予約：男女共同参画に関する内容で、
市・公共団体等が利用の場合
減免対象：男女共同参画目的使用 3 割
障害者団体等 5 割
5 倍適用：会社等の利用、営利目的
○情報アドバイザーの配置
センター主催セミナーの企画や市民・グル
ープへの情報提供を行う。
毎週火～土曜 9：00～18：00
日曜・祝日
9：00～17：00
○情報ライブラリーの運営
配架図書：男女共同参画・女性問題・男性
問題に関する啓発図書、行政資料等
貸し出し件数：529 件

【29 年度事業】
事業継続
男女共同参画セミナーの開催
【28 年度実績】
男女共同参画センターにおいて男女 ・女性のためのからだセミナー
共同参画の啓発セミナーを実施する。 テーマ：
「妊娠中から考えたい産後のからだ
センター主催の講座においては、一 とこころ」他
時保育（※）を実施（全講座で実施・ 開催回数：年 6 回
無料）
。
受講者数：153 名（6 回計）
・女性のための自己表現セミナー
テーマ：「コラージュで自分再発見」他
開催回数：年 5 回
受講者数：175 名（5 回計）
・女性のための法律セミナー
テーマ：
「熟年期から考える離婚の問題」他
開催回数：年 3 回
受講者数：64 名
・女性のための就業・チャレンジセミナー
テーマ：
「仕事で役立つ人間関係トレーニン
グ」
開催回数：年 2 回
受講者数：44 名（2 回計）
※一時保育事業
対象：原則 1 歳 6 ヶ月～就学前の子ども
場所：保育ルーム
保育者：登録している保育協力者（保育士
の有資格者、その他育児経験等必要）
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34,559 千円
652 千円

市民参画推進局男
女共同参画課（男
女共同参画センタ
ー）

一時保育協力者 延べ 63 名
保育児童数 延べ 128 名

「あすてっぷ講演会」の開催
広く市民等を対象とした講演会を開
催し、意識啓発をする。

【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
日時：10 月 22 日（土）13：30～15：30
テーマ：
「漂流する彼女たち」～若年女性を
取り巻く現状～
講師：橘ジュン（
「NPO 法人 BOND プロジ
ェクト代表）
会場：男女共同参画センター
内容：若年女性を取り巻く現状と課題につ
いて学ぶ。
参加人数：45 名

【29 年度事業】
事業継続
男女共同参画センター情報紙「あすて 【28 年度実績】
っぷＫＯＢＥ」の発行
掲載内容：あすてっぷＫＯＢＥの事業照会
（12 年 8 月創刊）
等
発行部数：各 3,500 部
主な配布先：区、図書館、公民館等
発行月：4・7・10・1 月（年 4 回）
【29 年度事業】
事業統合（すくらむ KOBE と統合）
ホームページへの掲載・インターネッ 【28 年度実績】
トによる情報発信
こうべ女性活躍応援ポータルサイト
市の男女共同参画施策、神戸市男女 期間：平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月
共同参画センター、神戸婦人大学など
31 日
の情報をホームページに掲載し、イン セッション数：3,864 件
ターネットによる情報発信を行う。 ユーザー数：2,276 件
（13 年 3 月～）
【29 年度事業】
事業継続
男女共同参画推進会議
【28 年度実績】
市内の地域団体、経済団体、教育団 第 1 回
体等全市的な団体で構成する推進会 日時：平成 28 年 8 月 3 日 14：00～
議を開催し、情報・意見交換その他必 場所：神戸市役所 1 号館 14 階 AV1 会議室
要な連携を図り、男女共同参画社会の 内容：各団体の取組状況報告、推進月間行
実現をめざして社会の幅広い分野で 事（案）の検討等
の取組を推進する。
（構成団体）市内の全市的な 25 団体 第 2 回
及び学識経験者
日時：平成 29 年 2 月 20 日 10：00～
場所：神戸市役所 1 号館 14 階 AV1 会議室
内容：推進月間実施の結果報告、29 年度事
業（案）の説明等
【29 年度事業】
事業継続（2 回開催予定）
推進会議ニュース「すくらむ KOBE」 【28 年度実績】
の発行
Vol.32
男女共同参画に取り組む個人や団 掲載内容：
「こうべ男女いきいき事業所」の
体の紹介、市や国の動き、トピックス インタビュー、計画の概要紹介等
などを掲載したニュース「すくらむＫ 発行部数：13,000 部
ＯＢＥ」を発行し、推進会議を通じて、 配布先：男女共同参画推進会議構成団体、
企業・団体への啓発を進める。
いきいき事業所、各区役所、各区民センタ
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403 千円
―

市民参画推進局男
女共同参画課（男
女共同参画センタ
ー）

―
―

市民参画推進局男
女共同参画課（男
女共同参画センタ
ー）

―
300 千円

市民参画推進局男
女共同参画課

300 千円
637 千円

市民参画推進局男
女共同参画課

637 千円
371 千円

市民参画推進局男
女共同参画課

ー、市内図書館、神戸婦人大学、ほか
発行月：2016 年 8 月
Vol.33
掲載内容：企業セミナーの報告、神戸で働
く女性の紹介インタビュー
発行部数：13,000 部
配布先：同上
発行月：2017 年 2 月
【29 年度事業】
事業継続（あすてっぷＫＯＢＥと統合）
年 2 回発行予定
男女共同参画啓発リーフレットの作
成・配布

広報テレビ・ラジオ番組等での男女共
同参画に関する情報発信

【28 年度実績】
「みんながいきいきと働くために」の配布
掲載内容：
『こうべ男女いきいき事業所』の
男女共同参画やワーク･ライフ・バランス等
の取組み等について紹介。
発行部数：4,000 部
配布先：市内大学、経済団体、表彰企業等
発行月：10 月
【29 年度事業】
事業継続（改訂予定）
【28 年度実績】
内容：ラジオ番組「サンデー神戸」におい
て「こうべ男女いきいき事業所」の取材レ
ポート
日時：11 月 27 日

【29 年度事業】
内容：ラジオ番組「サンデー神戸」におい
て「こうべ男女いきいき事業所」の取材レ
ポート
ネットモニターへの男女共同参画に 【28 年度実績】
関する意識調査の実施
実施月：28 年 8 月
「ネットモニター」を募集し、イン 対象：ネットモニター 約 2,000 人
ターネットによるアンケート調査な 内容：男女共同参画社会の実現にとって重
どＩＴ（情報技術）を活用することで、 要だと思われることや意識に関する調査
市政に対する意見・提案をよりスピー 設問数：7 問
ディに把握し、効果的に市政に反映す
る。
【29 年度事業】
事業継続
「E-こうべ経済つうしん」の配信
【28 年度実績】
神戸市の産業振興施策、中小企業支 （配信数は、いずれも約 1,400 件）
援に関する情報をメールマガジン方 内容：「こうべ男女いきいき事業所」募集
式で配信。
配信月：6 月
内容：川柳コンテスト作品募集
配信月：6 月
内容：
「こうべ男女共同参画推進月間」企業
セミナーのお知らせ
配信月：10 月
内容：
「イクボス養成プロジェクト in 神戸」

3

371 千円

402 千円

市民参画推進局男
女共同参画課

402 千円
市長室広報課
40,438 千円
（テレビ・ラ
ジオ全体）

40,438 千円
（テレビ・ラ
ジオ全体）
―

市民参画推進局広
聴課

―
―

経済観光局経済政
策課

配信月：12 月
【29 年度事業】
事業継続

―

（２）男女共同参画の視点に立つ学校教育・生涯学習の充実
事業名と内容
男女共同参画社会の実現に向けた啓
発・教育の推進
男女が互いにその人権を尊重しつ
つ責任も分かち合い、性別にかかわり
なく、その個性と能力を十分に発揮で
きる男女共同参画社会の実現に向け
た教育を行う。
職員研修や校内委員会などで男女
共生の理念に基づく取り組みが進め
られるようにする。
性別によって活動を制限されるこ
となく、個人として尊重され、自立的
に自分らしい生き方を選択できる男
女共同参画社会を目指す。
小学生向け男女共同参画教育用啓発
資料「できることいっぱい」の作成・
配布
男女共同参画についての教育を実
施することが、将来の意識形成に大き
な意義を持つことから、小学生向け啓
発資料「できることいっぱい」を作成、
市内の小学 3 年生全員に配付し、授業
等で活用してもらう。特に 3・4 年生
を対象に男女共同参画教育の視点か
らねらいを立て、道徳の時間を中心に
年間計画に位置づけた指導を行って
いる。
（平成元年初版、12 年改訂、15 年部
分改訂、17 年改訂）
啓発冊子「あすへの飛翔」の作成
さまざまな人権課題についてとり
あげ、人権意識の高揚と啓発を推進す
る。人権課題の一つである「女性の人
権」については、男女共同参画社会基
本法の趣旨や男女共同参画に関する
データ等を取り上げている。
（平成 14
年度～）

キャリア教育の推進
小中高の発達段階に応じたキャリ
ア教育の実施、その道の達人に学ぶ体
験講座等の実施、企業・事業者の協力
を得て、「大人・親の働く姿を見せる
運動」を展開。

28 年度実績と 29 年度事業
【28 年度実績】
教職員研修の充実
・人権担当者会
・初任者研修
・二年次教員研修
【29 年度事業】
事業継続

予算額

所管課

―

教育委員会事務
局学校教育課

―

【28 年度実績】
内容：性別を問わず、好きな職業につける
こと等を伝える内容
対象：小学校 3～4 年生
発行部数：14,000 部
配布先：市立小学校全校
発行月：28 年 3 月
※28 年度に、全面改訂。
【29 年度事業】
事業継続

510 千円

市民参画推進局
男女共同参画課

510 千円

【28 年度実績】
内容：男女共同参画、デートＤＶを取り上
げ女性の人権について伝える。
対象：中学校 1 年生
発行部数：15,500 部
配布先：市立中学校全校
発行月：9 月
【29 年度事業】
性的少数者の項目を独立して設ける。
その他は、28 年度と同様の内容で実施予定
【28 年度実績】
その道の達人に学ぶ体験講座
内容：夏休みなどに、様々な分野のプロを
招き、体験活動を開催。
講座数：57 講座
参加人数：11,144 人
大人・親の働く姿を見せる運動
人材バンクの登録状況
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1,166 千円

保健福祉局人権
推進課

1,205 千円
教育委員会事務
（生涯学習課） 局総務課・学校
150 千円
教育課・生涯学
習課

団体登録数 31 団体（44 人）、個人登録
10 人
社会人講師の派遣状況
派遣講師数延べ 60 人、派遣校数 30 校
職場訪問の実施
民間企業 8 社、神戸市役所 42 ヶ所
【29 年度事業】
事業継続
選択制授業の実施
子どもたちの発達段階に応じた自
主性・自立性の育成を目指し、男女を
問わず、自らが選択した体育授業（い
わゆる選択制授業）の履修幅の拡大と
男女共習授業の内容の充実を図る。
（男子のダンス履修、女子の柔道履修
等）

生涯学習の振興
生涯学習の大切さや意義を企業・団
体を含め、広く PR・啓発するための
事業を実施している。
また、市民の生涯学習を支援する全
市的な拠点施設として、生涯学習支援
センター（コミスタこうべ）を設置（12
年 9 月～）
神戸婦人大学の運営
女性が自らの生き方を発見し、社会
のあらゆる分野における活動に参加
並びに参画するための基礎的な能力
を身につけることを目的とする 3 年
制の市民大学である神戸婦人大学を
運営する。

（生涯学習課）
150 千円

【28 年度実績】
高校 全校実施
中学校 3 年生より領域別選択を実施
中学校の体育分野は 8 領域（①体つくり運
動②器械運動③陸上競技④水泳⑤球技⑥武
道⑦ダンス⑧体育理論）で構成されている。
体つくり運動は全ての学年で 7 単位以上、
体育理論も全ての学年で 3 単位以上、その
他の領域は 1・2 年生の 2 年間で全てを実施
することになっている。そして、3 年生で
は器械運動・陸上競技・水泳・ダンスから 1
つ以上、球技・武道が 1 つ以上の領域と種
目を選択することになっている。
【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
市民講師制度の運営
市民講師登録者数：508 人
市民講師紹介延人数：3,022 人
一日体験教室の実施
開催件数：157 回 延参加者数：2,044 人
【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
学生数 370 人（28 年 4 月当初）
本科
1 年生
138 人
2 年生
114 人
3 年生
83 人
研究科 1 年生
33 人
2 年生
2人
対象：神戸市在住・在勤の 67 歳以下の女性
内容：①生活・環境コース、②文化・デザ
インコース
【29 年度事業】
事業継続

―

教育委員会事務
局スポーツ体育
課

―
教育委員会事務
（指定管理料） 局生涯学習課
114,741 千円
（指定管理料）
114,741 千円

19,229 千円

市民参画推進局
男女共同参画課

19,488 千円

（３）市職員への男女共同参画の意識の浸透
事業名と内容
職場研修の中での取り組み
各局・室・区で毎年実施される人権
研修や各課で毎年実施される倫理研
修、その他の職場研修において、男女
共同参画をテーマに取り上げ、職員の

28 年度実績と 29 年度事業

予算額

【28 年度実績】
人権シートの庁内回覧

―

【29 年度事業】
事業継続

―
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所管課
各局室区

意識啓発を行う。
基本研修（階層別研修）及び専門研
修・職場研修

男女共同参画推進員（男女共同参画サ
ポーター）制度
男女ともに働きやすい職場環境づ
くりを進めるため、各局室区に係長級
職員等男女各 1 人の男女共同参画サ
ポーターを設置し、男女共同参画に関
する情報の収集提供や連絡・調整な
ど、庁内の男女共同参画の推進を支援
する役割を担う。
（16 年度～）

女性職員の活躍推進に関する研修等

【28 年度実績】
新規採用職員研修
採用 3 年次職員研修
係長昇任時研修
課長昇任時研修
【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
・サポーター研修の開催
日時：６月 24 日,10 月 14 日
推進員選任：62 人

―

行財政局職員研
修所

―
29 千円

市民参画推進局
男女共同参画課

・こうべ男女共同参画ニュースの発行
内容：男女共同参画に関わる取組み等に
ついて情報発信
発行方法：電子媒体
主な配布先：推進員・イントラ掲載
発行月：9 月,11 月
【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
・ダイバーシティ＆インクルージョン研修
実施日：5 月 23 日
内容：「ダイバーシティ＆インクルージョ
ン」について、Ｐ＆Ｇジャパンの理念や社
内制度などを例に学び、また、ワークショ
ップを通じて意見交換を行い「ダイバーシ
ティ＆インクルージョン」の意味や意義に
ついて、理解を深める。
参加人数：22 名
対象：受講を希望する係長級以上の職員
・女性同士のランチミーティング
実施回数：（本庁にて実施）計 12 回
（区役所にて実施）計 6 回
内容：女性職員同士の交流を深め、ネット
ワークづくりを行うとともに、若手・中堅
職員が先輩職員による仕事の体験談等を聴
くことにより、キャリアその他働くこと全
般について考える機会を提供する。
参加人数：157 名
対象：職員一般
・女性の管理職との交流会
実施日：11 月 10 日
内容：女性職員がキャリアデザインを考え
る際のロールモデルとして女性管理職の体
験談を聞くことができる場を提供するとと
もに、女性職員同士のコミュニケーション
を促進し、モチベーションの向上及び組織
の活性化を図る。
参加人数：36 名
対象：女性職員一般
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29 千円
―

行財政局職員研
修所

・育児休業取得者・育児休業復帰職員研修
実施日：11 月 30 日、12 月 2 日
内容：育児休業中及び育児休業から復帰し
た職員に対して、休業中の市政や業務関係
の情報を提供するとともに、育児休業を取
得した職員同士での情報交換を通じて、復
帰後の仕事と育児の両立に向けたサポート
とキャリア形成支援を図る。
参加人数：80 名
対象：行政職員給料表の適用を受ける職員
（適用相当職員を含む）のうち、次の①ま
たは②に該当するもの
① 研修実施日時点において育児休業取得
中の職員
② 平成 27 年 10 月 1 日以降に育児休業か
ら復帰した職員
・女性のキャリア形成支援研修
実施日：12 月 14 日
内容：女性職員が、自身のキャリアや働き
方について考える機会を提供し、よりいき
いきと仕事をしていく上で必要な意識やス
キルを身につけるとともに、モチベーショ
ンの向上を図る。
参加人数：35 名
対象：女性職員一般（係長級以上の職員を
除く）
【29 年度事業】
ダイバーシティ＆インクルージョン研修を
除いて事業継続
ワーク・ライフ・バランス研修

女性職員の職域拡大と積極的な登用
女性職員の職域を、庶務的な事務の
みに限らず、制作形成的な企画部門あ
るいは直接事業を実施する部門へ広
げていく。

【28 年度実績】
研修名：採用 3 年次職員研修
内容：テーマ別研修「キャリア形成支援研
修」内にてワーク・ライフ・バランスに関
連する制度説明を実施。
実施日：10 月 4 日、10 月 5 日、10 月 6 日、
10 月 7 日、10 月 31 日、11 月 1 日、11 月
2日
対象人数：301 名
【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
工夫点：人事異動による職域拡大、庁内公
募制の実施

【29 年度事業】
事業継続
女性消防職員の採用及び職域の拡大
【28 年度実績】
平成 9 年度から計画的に女性消防 工夫点：市内の高校、短大、大学、専門学
吏員の採用を図り、平成 18 年度から 校、県内外の高専に向け、女性消防吏員活
採用試験において男女枠を撤廃して 躍のためのポスター及びリーフレット（消
いる。
防庁作成）の配布。
また、平成 26 年 10 月から、
救助隊、
合格者（受験者）
特殊災害隊を除く全ての部隊に女性 大卒
1 名（6 名）
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―

―

行財政局職員研
修所

―
行財政局人事課
―

―
消防局職員課
―

を配置可能としている。

地下鉄・市バス関連の女性職員の職域
拡大
乗合自動車運転士及び地下鉄駅掌
の募集対象を、これまでの男性のみか
ら、男女とも対象に拡大している。
（12
年度～）

高専・短大卒 0 名（5 名）
高卒
1 名（5 名）
【29 年度事業】
職域拡大の事業継続
【28 年度実績】
工夫点：平成 12 年度より募集対象を男女と
もに拡大した。
地下鉄の女性運転士・車掌・駅掌・運輸事
務
13 人→13 人
【29 年度事業】
事業継続

―
―

―
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交通局経営企画
部職員課

基本目標２ 男女の多様な働き方や生き方を認め合えるワーク・ライフ・バランス社会の実現
（1）ワーク・ライフ・バランスの実現のための施策の充実
事業名と内容

28 年度実績と 29 年度事業

こうべ男女いきいき事業所表彰
男女共同参画に積極的な取り組み
を行っている事業所等を「こうべ男女
いきいき事業所」として表彰し、当該
取組みを広く紹介することによって、
他の事業所における男女共同参画を
推進する。

【28 年度実績】
・事業所の表彰
内容：男女共同参画やワーク・ライ
フ・バランスの実現に積極的な取り
組みを行っている事業所等の表彰
表彰事業所：６社
（応用地質㈱神戸支店、大塚製薬㈱
神戸支店、㈱ｸﾚｽﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ、光青工
業㈱、神鋼不動産㈱、㈱竹中工務店
神戸支店）
・事例集の発行
内容：表彰事業所の取組みを紹介
発行部数：4000 部
配布先：市内大学、経済団体、表彰
企業等
発行月：10 月
【29 年度事業】
・事業所の表彰
・事例集の改訂
【28 年度実績】
対象：次世代育成支援・男女共同参
画に取組んでいる企業
内容：神戸市工事請負競争入札参加
者等級格付における等級格付におい
て認定基準を満たす企業に 5 点また
は 10 点の加算

予算額

所管課

641 千円

市民参画推進局男女共同
参画課

641 千円

工事請負契約競争入札参加資格の等
級格各付における男女共同参画支援
―
点数加算
・平成 24・25 年度より神戸市工事請
負競争入札参加資格における等級格
付について、男女共同参画推進に関し
て、平成 15 年度以降に国の「均等・
両立推進企業表彰」（※注）あるいは
神戸市の「こうべ男女いきいき事業所 【29 年度事業】
表彰」を受賞している者のみ、5 点を 事業継続
―
加算している。（※注 旧「均等推進
企業表彰」「ファミリー・フレンドリ
ー企業表彰」も可としている。
）
・平成 24・25 年度より神戸市工事請
負競争入札参加資格における等級格
付について、「次世代育成支援対策推
進法」に基づく「一般事業主行動計画」
を策定（平成 24 年 1 月 31 日現在有
効なもの）し、都道府県労働局へ届け
出ている者のみ、
5 点を加算している。
こうべ男女いきいき事業所調査・事業 【28 年度実績】
展開検討
こうべ男女いきいき事業所に対し
1,000 千円
て、効果的と考える施策や要望等に
ついてアンケート調査を実施
調査期間：平成 28 年 6 月 21 日（火）
～平成 28 年 7 月 21 日（水）
回答企業：48 事業所
【29 年度事業】
28 年度のみ実施
―
保育所などの充実
【28 年度実績】
・地域の需要に応じた保育所の適正配 内容：受入施設の拡充による定員の 2,780,002 千
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市民参画推進局男女共同
参画課

市民参画推進局男女共同
参画課

こども家庭局振興課・事
業課

置を進める。
・ニーズの高い地域での既設保育所の
増築等による定員拡大
・延長保育、一時保育、すこやか保育
（障害児保育）の充実
・休日保育のモデル実施

家庭的保育事業
「子ども・子育て支援新制度」にお
ける新たな認可事業（※平成 27 年度
赤ちゃんホーム等の充実事業より移
行）

事業所内保育事業
「子ども・子育て支援新制度」にお
ける新たな認可事業

拡大
円
・教育・保育施設の新設：2 ヶ所
・幼稚園から認定こども園への移
行：3 ヶ所
内容：延長保育、一時保育、すこや
か保育の充実（対象保育所数〇ヶ所）
・延長保育：全箇所で実施
・一時保育：236 ヶ所で実施
・休日保育：3 ヶ所で実施
・すこやか保育（障害児保育）
：211
ヶ所で実施
【29 年度事業】
事業継続
内容：受入施設の拡充による定員の
拡大
・教育・保育施設の新設：3 ヶ所
・教育・保育施設の分園整備：4 ヶ
所
・幼稚園から認定こども園への移
行：9 ヶ所
【28 年度実績】
内容：乳幼児を家庭的な雰囲気のも
とで、少人数（定員５人以下）を対
象にきめ細かな保育を行う。
実施箇所数：25 ヶ所
【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
内容：会社の事業所の保育施設など
で、従業員の子どもと地域の子ども
を一緒に保育を行う。
新設：3 ヶ所
【29 年度事業】
事業継続（4 ヶ所新設予定）

小規模保育事業
「子ども・子育て支援新制度」にお
ける新たな認可事業

【28 年度実績】
内容：待機児童の多い 3 歳未満児を
対象とした定員 6 人から 19 人の保
育施設を駅前等に整備し、保育枠の
拡大を図る。
新設：17 ヶ所
【29 年度事業】
事業継続（20 ヶ所新設予定）

民間保育園の老朽改築補助

社会福祉法人への移管保育所の保育
環境整備

【28 年度実績】
内容：老朽化した民間保育園の改築
に必要な経費の一部を補助する。
実施箇所数：3 ヶ所
【29 年度事業】
事業継続（4 ヶ所予定）
【28 年度実績】
内容：社会福祉法人への移管保育所

10

3,882,913 千
円

こども家庭局事業課
―

―
12,000 千円

こども家庭局事業課

12,000 千円
こども家庭局振興課
330,000 千円

480,000 千円
こども家庭局振興課
4,246 千円

3,694 千円
こども家庭局振興課
4,246 千円

における児童の処遇改善と保育環境
の維持向上をはかる。
実施箇所数：6 ヶ所

保育所の情報提供
保育所の入所案内を作成し、福祉事
務所や保育所で配布又は閲覧できる
ようにしている。またインターネット
での情報提供も行っている。
また、利用手続きに関する動画を作
成し、保育所等の利用を希望されてい
る方にもわかりやすい情報提供を行
うほか、平成 29 年 10 月からは保育所
等の利用申請を電子化する。

【29 年度事業】
事業継続（5 ヶ所予定）
【28 年度実績】
・入所案内の作成・配布
発行部数：28,000 部
設置場所：福祉事務所・保育所・イ
ンターネットによる情報提供
リンク先：
http://www.city.kobe.lg.jp/child/gro
w/shinseido/img/hoikuriyounogoan
nnai.pdf

3,694 千円
こども家庭局事業課
執行対応

【29 年度事業】
事業継続
放課後児童健全育成事業
保護者が労働、疾患、家族の介護等
により昼間家庭にいない小学校に就
学している児童として、放課後や学校
休業日に、適切な遊び及び家庭的な雰
囲気をもった生活の場を与えて、その
健全な育成を図ると共に、本事業の実
施を通じて仕事と子育ての両立を支
援するもの。

【28 年度実績】
・公設 児童館
107 か所
学童保育コーナー 54 か所
・民設 児童館
４か所
学童保育
34 か所

ファミリー・サポート・センターの運
営
「子育ての応援をしてほしい人」と
「子育ての応援をしたい人」との会員
組織による、地域レベルでの子育て相
互支援活動。具体的には、保育所（園）
や幼稚園等への送迎や終了後の預り
などを行う。

【28 年度実績】
内容：「子育ての応援をしてほしい
人」と「子育ての応援をしたい人」
との会員組織。
会員数（Ｈ29.3 末時点）
依頼会員：2,306 人
協力会員：1,262 人
療法会員：397 人

【29 年度事業】
事業継続
・公設 児童館
108 か所
学童保育コーナー 63 か所
・民設 児童館
４か所
学童保育
33 か所

【29 年度事業】
事業継続
病児保育の実施
【28 年度実績】
小学校以下の児童が病気等で、他の 実施箇所数：計 14 ヶ所
児童との集団生活が困難な時期に、保 区別一覧
護者の勤務の都合・傷病・事故・出産・ ・東灘区 2 ヶ所 ・灘区 3 ヶ所
冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事 ・中央区 2 ヶ所 ・兵庫区 0 ヶ所
由により自宅での保育が困難な場合 ・北区
1 ヶ所 ・長田区 2 ヶ所
に、当該児童を病院・診療所に併設さ ・須磨区 1 ヶ所 ・垂水区 1 ヶ所
れた専用スペースで一時的に保育す ・西区
2 ヶ所
る。
【29 年度事業】
既存の 14 ヶ所に加えて、新規に 2
ヶ所の整備を実施予定
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1,788,715 千
円
161,28 千円

こども家庭局こども青少
年課

2,409,616 千
円
204,608 千円

18,862 千円

こども家庭局こども青少
年課

18,862 千円
こども家庭局事業課
264,598 千円

306,497 千円

（2）多様な人材の活躍や経済的自立のためのワーク・ライフ・バランスに関する企業等への啓発の実施
事業名と内容

28 年度実績と 29 年度事業

出前講座の実施
男女共同参画推進会議と連携し、市
民・事業者等の男女共同参画に関する
理解と認識を深めることを目的とし
て、推進会議構成団体及びその傘下の
団体が実施する学習会、研修会等へ講
師等の派遣などを行う。

【28 年度実績】
テーマ：神戸近隣の歴史から街かど
学のすすめ
実施日：6 月 16 日
場所：兵庫工業会（女性会）

「こうべ男女共同参画推進月間」事業
の実施
毎年 10 月を「こうべ男女共同参画
推進月間」と位置づけ、その期間中に
啓発事業を集中的に実施する。

神戸市働き方改革推進支援業務
テレワークやクラウドソーシング
など、多様な働き方を神戸市民及び市
内の企業に対して広く提案し、推進す
ることにより、女性・高齢者・障がい
者等、誰もがそれぞれのライフステー
ジに応じた働き方を選択することを
可能とするとともに、潜在的な労働力
を掘り起こすことで、市内企業の経営
基盤の強化につなげる。

【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
・企業セミナーの開催
テーマ：
「女性が活躍する組織の強さ
～メリットと推進するポイント～
講師：麓 幸子氏（日経ＢＰ社執行役
員）
日時：10 月 14 日（金）15：00～17：
00
場所：男女共同参画センター
対象：一般市民、民間団体・企業人
事担当者など
参加人数：102 人
・あすてっぷ登録グループ企画・発
信ＤＡＹ
内容：登録グループが自ら企画した
セミナー等の開催を支援する。
・シネマ＆トーク
テーマ：「天のしずく～辰巳芳子”い
のちのスープ“～」
・川柳コンテスト入賞作品展示
テーマ：男女共同参画に関する内容
【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
・テレワーク及びクラウドソーシン
グに係る周知活動
方法：特設ページ（多様な働き方推
進都市 KOBE）の開設、ダイレクト
メール、SNS での発信、市内各地で
広告チラシの配布 等
・企業向けテレワークセミナー
内容：企業の働き方改革の必要性や
効果、テレワークの基本情報につい
て
実施日時：9 月 26 日 15：00～17：
00
場所：神戸市勤労会館
対象：神戸市内に事業所のある企業
参加数：15 社 16 名
・企業向けテレワーク導入支援
実施期間：12 月 1 日～3 月 31 日
対象：2 社
支援内容：制度導入に向けての環境
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予算額

所管課

―

市民参画推進局男女共同
参画課

―
458 千円

市民参画推進局男女共同
参画課

458 千円
経済観光局経済政策課
8,618 千円

整備のコンサルティング
・市民向けクラウドソーシング及び
ハンドメイド作品のＥＣ活用セミナ
ー
内容：クラウドソーシングとハンド
メイド販売方法の紹介（入門）
実施日：9 月 26 日 10：00～12：00
＠神戸市勤労会館
9 月 27 日 10：00～12：00＠神戸市
立西区民センター
対象：神戸市民
参加人数：中央区 109 名、西区 29
名
・市民のためのクラウドソーシング
研修会
内容：クラウドソーシングの中で初
心者からでも始められるライティン
グの体験講座
実施日：10 月 24 日～26 日 10：00
～12：30＠神戸市産業振興センター
10 月 30 日～11 月 1 日 10：00～12：
30＠神戸市立西区民センター
対象：神戸市民
参加人数：中央区 16 名、西区 11 名
【29 年度事業】
事業継続
（企業向けテレワーク導入支援以
外）

6,500 千円

（3）男性中心型労働慣行を見直すための取り組みの充実
事業名と内容

28 年度実績と 29 年度事業

男の生き方セミナーの開催
男性が、自分自身の生き方を振り返
り、「男らしく」でなく「自分らしく
生きる」ということについて考える場
とする。

【28 年度実績】
第1回
テーマ：「もしかして男性更年期」
講師：石蔵文信氏（大阪樟蔭女子大
学教授）
実施日：6 月 25 日
第2回
テーマ：
「増える男性介護～介護離職
を防ぐために～」
講師：藤島一篤氏（ＮＰＯ法人ワー
ク・ライフ・コンサルタント）
実施日：9 月 3 日
第3回
テーマ：「つぶれない働き方講座」
講師：吉岡俊介氏（シニア産業カウ
ンセラー）
実施日：12 月 3 日
第4回
内容：
「男性のためのこころの悩み相
談室」
カウンセラー：関西カウンセリング
センター

13

予算額

所管課

―

市民参画推進局男女共同
参画課（男女共同参画セ
ンター）

実施日：2 月 25 日

プレパパママ食育講座
初めての子どもを妊娠中の妊婦と
夫を対象に、親自身の健康づくりとこ
れから生まれる子どもへの「食育」へ
の関心を深め、家族そろって食事を楽
しめる家庭づくりの推進を図るため
に、講話と調理実習による講習会を行
う。
（毎回日曜日開催）

【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
内容：講話、調理実習
実施回数：年 14 回（うち 1 回は警
報発令により中止）
講師：薬剤師、管理栄養士・栄養士
場所：東灘区民センター、ピフレホ
ール、垂水勤労市民センター
対象：市内在住の初産の妊婦とその
夫
参加人数：318 名（160 組）
【29 年度事業】
事業継続
開催場所にこべっこランドを追加
（実施回数は変更なし）

イクメンサポート事業
①大学と連携した子育て広場事業の
実施
②イクメン支援講演会
③「なだパパマママップ」の作成

【28 年度実績】
①のびやかスペースあーち（神戸大
学）
、まつぼっくり（神戸松蔭女子学
院大学）との連携

―
保健福祉局健康政策課
832 千円

832 千円

灘区こども家庭支援課
818 千円

②イクメン支援講演会
内容：子育てのヒントが入ったふれ
あい遊び
講師：越智正篤氏
実施日：11 月 15 日
時間：10：00～11：30
場所：六甲勤労市民センター体育館
対象：2 歳から就学前の子どもと保
護者
参加者数：28 組
③「なだパパマママップ」の作成
内容：灘区内の子育て便利情報
発行部数：4,500 部
配布先：窓口、新生児訪問時、子育
てサークル、地域福祉センター等

父親の子育て支援
・母子健康手帳交付時・出生届提出時
など、父（母）が来所する機会をとら
えて「父子健康手帳」、啓発用冊子の
配布をするとともに、講座の開催など
を通じ、父親の育児参加を促す。

【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
① 子健康手帳の配布
内容：父親への育児啓発
配布部数：1,250 部（本区 612 部、
支所 638 部）
親向け講座（子育てサークル PR
を目的とした「すまっこフェス
タ」
）と同時開催
内容：リトミックや親子体操などの
親子あそびと子育てサークル紹介
実施日：11 月 19 日
実施場所：須磨区役所多目的会議室
②
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818 千円
① 133 千円

② 450 千円

須磨区こども家庭支援
課・北須磨支所保健福祉
課

対象：須磨区内乳幼児とその保護者
参加人数：64 組 171 名（うち父親
29 名）
【29 年度事業】
事業継続
男性のための料理教室の開催
男性が料理を作ることによって家
事により一層の協力ができ、また自活
ができるように、男性を対象にした料
理教室を開催する。
・東灘区民センター
・生田文化会館
・北区民センター
男性外来
男性のみを対象に、泌尿器科などの
相談を扱う
15 年 7 月～診療開始

① 133 千円
② 450 千円

【28 年度実績】
内容：初歩の季節料理
開催日：年間 36 回（3 センター）
対象：シニア男性
参加人数：75 名（3 センター）
【29 年度事業】
事業継続（28 年度と同様規模）
【28 年度実績】
内容：泌尿器科・男性医師が性器の
の悩みや相談に応じたり、性感染症
の治療を行う。
受付時間：第 2・4 木曜
14 時～16 時（完全予約制）
対象：男性
受付件数：68 件
【29 年度事業】
事業継続
平成 29 年 7 月より毎週木曜診察へ
14 時～16 時（完全予約制）

525 千円

市民参画推進局文化交流
部（（公財）神戸市民文化
振興財団）

1,107 千円

保健福祉局（地方独立行
政法人神戸市民病院機構
中央市民病院）

1,320 千円

（4）市職員のワーク・ライフ・バランス推進の取り組みの実施
事業名と内容

28 年度実績と 29 年度事業

次世代育成支援対策推進法に基づく
特定事業主行動計画の策定

【28 年度実績】
・子育てにかかる休暇制度の情報発
信
内容：採用 3 年次職員研修のカリキ
ュラムに組み込んで、ワーク・ライ
フ・バランス研修を実施
日時：10 月 4・5・6・7・31 日、11
月 1・2 日のいずれか 1 日間

男女共同参画推進員制度

【29 年度事業】
事業継続
・計画内の数値目標に対する実績値
の公表
・
「仕事と子育ての両立を上司が応援
するプログラム」で使用している「仕
事と子育て応援手帖」の内容の更新
【28 年度実績】
・研修
対象者：局の総務担当係長等
実施日：6 月・10 月
・ニュースの発行
内容：男女共同参画に関わる取組み
等について情報発信
配布方法：電子媒体
発行月：９月・11 月
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予算額

所管課
行財政局人事課

―

―

29 千円

市民参画推進局男女共同
参画課

【29 年度事業】
事業継続

採用 3 年次研修の実施

29 千円

【28 年度実績】
対象：採用 3 年目の職員
実施日：10 月 4 日、5 日、6 日、7
日、31 日、11 月 1 日、2 日
内容：テーマ別研修「キャリア形成
支援研修」内にてワーク・ライフ・
バランスに関連する制度説明を実
施。
【29 年度事業】
事業継続

行財政局職員研修所
―

―
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基本目標３ 女性の社会への参画・活躍のさらなる推進
（1）女性の就労・再就労への支援の充実
事業名と内容

28 年度実績と 29 年度事業

育児休業からの職場復帰準備セミナ
ー
育児休業から復帰する女性及び男
性に対し、仕事と家庭の両立に向けて
のアドバイスや情報提供等を行うセ
ミナーを開催し、スムーズに職場復帰
ができるよう支援する。

【28 年度実績】
第1回
テーマ：
「ふたりで一緒に考えるワー
ク・ライフ・バランス」
講師：福江敬介氏
参加人数：6 名
実施日：7 月 23 日

予算額

所管課

―

市民参画推進局男女共同
参画課（男女共同参画セン
ター）

第2回
テーマ：「ベビーマッサージ＆座談
会」
講師：高森麻衣子氏
参加人数：19 名
実施日：11 月 11 日

KOBE Job Navi（神戸市しごと情報
案内版）への情報提供掲載
求職者に対する就職支援の内容を
広く周知するため、インターネットを
活用して情報提供を行う。
↓
しごとポータルサイト KOBE JOB
PORT への情報掲載
求職者や企業、大学キャリアセンタ
ー等の様々な利用者が情報を容易に
収集できる雇用・就労関連情報ポータ
ルサイトを運用する。
神戸ワーク・ネットワーク（就業促進
連絡会議）
関係機関と連携･協力して神戸市域
の就業支援施策を進める。

【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
参考 URL：
http://www.city.kobe.lg.jp/life/liveli
hood/jobnavi/index.html
【29 年度事業】
KOBE Job Navi より内容が充実し
た、使用者にとって使いやすいポー
タルサイト KOBE JOB PORT を 9
月初旬にオープン予定。

【28 年度実績】
・就労相談
内容：相談員を配置し、相談者から
の就労関係全般の相談に応じる。
受付時間：10：00～19：00
対象：就職を目指す市民等
相談件数：2,248 件
・合同説明会
日程：10 月 31 日、3 月 10 日
場所：神戸商工会議所会館
対象：新卒学生・既卒 3 年以内の者
参加人数：577 名
・合同就職面接会
内容：8 月 4 日、2 月 10 日
日程：神戸ポートピアホテル
場所：新卒学生・既卒 3 年以内の者
参加人数：341 名
・就労支援セミナー
内容：求職者の就職活動に役立つ知
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―
経済観光局経済政策課
―

―

経済観光局経済政策課
4,495 千円

識や技能が得られるセミナーを年間
8 回実施
テーマ：自己分析、面接対策等
対象：求職活動中の方
場所：ひょうご・しごと情報広場
参加人数：計 171 名
・採用力アップセミナー
内容：市内企業の採用力向上及び離
職防止（人材確保支援）
テーマ：①情報発信の重要性と効果
的な発信方法 ②内定辞退防止のた
めの具体的方策
対象：神戸市内企業
場所：神戸商工会議所
参加人数：27 名
【29 年度事業】
継続実施
就業・チャレンジセミナー
就職や起業、地域活動などにチャレ
ンジしようとする女性のキャリアプ
ラン作りを応援するセミナーを開催
する。

5,605 千円

【28 年度実績】
テーマ：
「仕事で役立つ人間関係トレ
ーニング」
講師：小林清美氏
実施日：8 月 4 日
参加人数：32 名

―

市民参画推進局男女共同
参画課（男女共同参画セン
ター）

内容：
「兵庫県女性のための就業・チ
ャレンジ相談会」
講師：鴨谷香氏
実施日：9 月 16 日
人数：3 名
テーマ：
「基礎から学べるビジネスマ
ナー講座」
講師：河本栄味子氏
人数：12 名

就業・チャレンジ相談
就職や起業、地域活動などにチャレ
ンジしようとする女性の相談に女性
キャリアカウンセラーが対応する。

女性向けものづくり仕事実践講座
未就労女性に対し、ものづくりの面
白さを感じてもらい中小製造業への
関心を高めるための講座（1 日間）を
受講料無料・定員 15 人で年間 5 回開
催する。なお、子どもを持つ女性のた
めに無料の託児サービスも実施する。
内容は、ものづくりの仕事イントロダ
クション、ものづくりの現場で活躍し
ている女性の体験談、当該女性との座
談会及び当該女性が働いている企業

【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
実施日：原則毎月第 4 土曜日、午前
相談件数：30 件
【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
実施回数：5 回（産業振興財団主催：
2 回、ポリテクセンター主催・財団
共催 3 回）
受講者数：計 85 名
産業振興財団主催
第 1 回女性の多様なお仕事セミナー
実施日：12 月 8 日
参加者数：19 名
アンケート結果：
「モノづくりの仕事
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―
296 千円

市民参画推進局男女共同
参画課（男女共同参画セン
ター）

296 千円
916 千円

（公財）神戸市産業振興財
団ものづくり支援課

の工場見学等を予定している。

への関心が高まった」68.4％
第 2 回女性の多様なお仕事セミナー
実施日：3 月 21 日
参加者数：27 名
アンケート結果：
「ものづくりの仕事
への関心が高まった」80.8％
財団共催・ポリテクセンター主催
第 1 回女性に向けた就業支援セミナ
ー
実施日：1 月 18 日
受講者数：10 名
第 2 回働きたい女性のためのものづ
くり訓練見学会＆座談会
実施日：2 月 15 日
受講者数：12 名
第 3 回働きたい女性のためのものづ
くり訓練見学会＆座談会
実施日：2 月 23 日
受講者数：17 名
【29 年度事業】
就職・転職・再就職を希望する女性
を対象に、受講料無料・定員 20 名で
セミナー1 回と見学会 1 回を組み合
わせた形式（いずれも無料託児サー
ビス付）で、計 4 回、さらに共催分
として職業訓練機関と連携して実施
する予定

就業・チャレンジ情報コーナー
男女共同参画センター内に、就業・
チャレンジに関連する講座、相談機
関、支援制度等についての情報を集め
た情報コーナーを運営する。

学校力アップ講座（女性活躍推進）
女性が活躍できる環境をつくり上げ
ていくことは、学校教育現場において
も重要な課題である。様々な視点から
その意義や課題を出し合い、学校組織
の活性化を目指す。

【28 年度実績】
設置場所：男女共同参画センター1
階交流コーナー
実施内容：就業等に関する情報提供
【29 年度事業】
事業継続
※29 年度より事業開始
第1回
テーマ：学校の活性化と女性が活躍
できる環境づくり
日時：6 月 30 日 15:00～17:00
場所：KEC602・603 号室
対象：全教職員
第2回
テーマ：女性が活躍できる環境づく
りが未来に生きる子供たちを育てる
日時：10 月 13 日 15:00～17:00
場所：KEC602・603 号室
対象：女性教職員
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916 千円

―

―
153 千円
（学校力ア
ップ講座全 4
種類の合計
金額）

市民参画推進局男女共同
参画課（男女共同参画セン
ター）

教育委員会事務局総合教
育センター

（2）就労の場における男女共同参画の推進
事業名と内容

28 年度実績と 29 年度事業

セクシュアル・ハラスメント防止対策
改正男女雇用機会均等法（11 年 4
月 1 日施行）に基づき、セクシュア
ル・ハラスメント防止についての市の
方針の明確化（11 年 4 月 30 日付 神
総職人第 44 号）と周知・啓発、相談・
苦情への対応、事後の迅速かつ適切な
対応等を行い、セクシュアル・ハラス
メントの防止に努める。
「セクシュアル・ハラスメント防止ハ
ンドブック」の作成・配布
職場はもとより、地域や学校におい
ても起こりうるセクシュアル・ハラス
メントについて、正しい理解とその防
止に役立てるために、啓発冊子を作
成・配布する。

【28 年度実績】
コンプライアンス職場研修
対象：全職員
実施日：5 月 16 日より 6 月 30 日の
間に各職場において実施

セクシュアル・ハラスメント防止のた
めの啓発ビデオの貸出し制度
ビデオ貸出し制度を設け、行政機
関、企業、団体、学校等への啓発を図
る。

【29 年度事業】
事業継続

予算額

所管課
行財政局人事課・総務課

―

―

【28 年度実績】
・出前トークでの配布
テーマ：ワーク・ライフ・バランス
が実現した社会を目指して～ハラス
メントを考える～
実施日：5 月 10 日、6 月 14 日
場所：神戸市青少年会館
参加人数：各 30 名
【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
貸し出し件数：0 件
【29 年度事業】
事業継続

―

市民参画推進局男女共同
参画課

―
―

市民参画推進局男女共同
参画課（男女共同参画セ
ンター）

―

（3）企業等における政策・方針決定過程への女性の参画の推進
事業名と内容
女性活躍推進事業の実施

28 年度実績と 29 年度事業
【28 年度実績】
女性活躍推進プログラムの開催
内容：ダイバーシティについてなど、
全 7 回の研修プログラム
対象：県内に事業所のある企業で働
く女性社員
参加人数：23 名（16 社）
【29 年度事業】
事業継続

予算額

所管課

532 千円

市民参画推進局男女共同
参画課

532 千円

（4）防災・復興の分野における女性の参画の推進
事業名と内容
女性消防団員の採用
男女共同参画社会の実現と女性の
能力を活かして地域の防災力の向上
のために、12 年度に女性消防団員採
用検討委員会を設け、定員の一割以
内、女性を採用することとした。
（13 年度～）
※平成 19 年度、一割の定員枠を撤廃
した。

28 年度実績と 29 年度事業
【28 年度実績】
工夫点：積極的な採用を推進
消防団別女性の人数（割合）
・東灘消防団 10 名（7.1%）
・灘消防団
19 名（14.6%）
・中央消防団 13 名（8.8%）
・兵庫消防団 13 名（9.6%）
・北消防団
39 名（3.0%）
・長田消防団 7 名（5.6%）
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予算額

所管課
消防局警防課

―

・須磨消防団
・垂水消防団
・西消防団
・水上消防団

16 名（12.0%）
6 名（3.7%）
0 名（0.0%）
4 名（3.7%）

【29 年度事業】
拡充予定
・兵庫県女性消防団員活性化大会参
加
・第 23 回全国女性消防操法大会参加
・全国女性消防団員活性化大会参加
婦人防災安全委員
【28 年度実績】
防災意識の高揚を図るとともに、一 内容：婦人会活動を通じて、習得し
般家庭における防災安全体制づくり た防災知識・技術を地域・家庭に広
の推進を図り、もって市民生活の安全 めるなど、防災の推進者として活動
性を高める。
してもらう。また、防災福祉コミュ
ニティ活動にも積極的に活躍しても
らう。
対象：婦人会活動を通じて、地域の
ために活動する女性 300 人
任期：2 年
【29 年度事業】
事業継続

1,200 千円
（旅費・資機
材）

消防局予防課
1,217 千円

1,383 千円

（5）市政における政策・方針決定過程への女性の参画の推進
事業名と内容

28 年度実績と 29 年度事業

市の審議会等への女性委員の登用
女性委員比率 35％以上(目標年度平
成 32 年度)と女性委員がいない審議会
の解消を目標に、女性委員の登用促進
を図る。
また、年に 1 度登用状況の調査を行
い、進捗状況を把握する。

【28 年度実績】
工夫点：平成 32 年度までの登用計画
を策定（カッコ内は 28 年 3 月 31 日
現在の数値）
審議会数：167（172）
女性がいない審議会数：29（31）
総委員数：2,776（2,963）
女性委員数：875（926）
登用率：31.5％（31.3%）
【29 年度事業】
引き続き、平成 32 年度までの登用
実施計画に基づき、所管する各審議
会の委員改選や委員選定に女性委員
の登用を図っていく。また、登用状
況調査を行い、進捗状況を把握する。

市の審議会等への女性委員の登用に
ついての働きかけ
各審議会等の委員の改選時期の前
に、担当部局に対して登用実施計画に
基づき、女性委員の積極的な登用につ
いて依頼・協議している。

【28 年度実績】
研修名：
「附属機関及び有識者会議の
運営に関する研修」
実施日：6 月 13・16 日
内容：女性委員の積極的な登用につ
いて呼びかけ。
【29 年度事業】
研修の実施は行わず、毎年の審議会
等定例調査の照会時に、総務担当課
長会議等のタイミングで呼びかけを
行う。
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予算額

所管課

―

行財政局行政経営課
市民参画推進局男女共同
参画課

―

―

―

行財政局行政経営課
市民参画推進局男女共同
参画課

また、定例調査（4 月実施）や、委
員委嘱にかかる事前協議時等の機会
において、担当部局へ女性委員の積
極的な登用を呼びかける。
神戸市男女共同参画審議会
学識経験者、実務家、市民などで構
成される審議会を設置し、男女共同参
画の推進に関する重要事項や施策の
実施状況について、調査・審議し、意
見を述べてもらう。

【28 年度実績】
第1回
開催日：11 月 2 日
場所：市役所 1 号館 14 階 AV1 会議
室
内容：神戸市男女共同参画年次報告
書（案）について等

3,274 千円

市民参画推進局男女共同
参画課

第2回
開催日：3 月 7 日
場所：市役所 1 号館 14 階 AV1 会議
室
内容：平成 29 年度予算について等

ネットモニター
インターネットによるアンケート
調査など IT（情報技術）を活用する
ことで、市政に対する意見・提案をよ
りスピーディに把握し、効果的に市政
に反映する。

婦人市政懇談会
婦人を対象に、身近な問題や市政に
関する諸問題について話し合い、集約
されたこれらの声を把握し、市政に反
映していくともに、相互の対話によ
り、市政に対する理解と認識を深め
る。

神戸市男女共同参画推進会議におけ
る登用状況の把握
市内の地域団体、経済団体、教育団
体等各種団体からなる「男女共同参画
推進会議」
（平成 11 年 4 月～）におい
て、女性の登用状況等について報告し
てもらう。（男女共同参画推進会議
30 参照）

【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
登録者数：2,932 名（うち女性 2,117
名）
実施内容：インターネットによるア
ンケート調査など
テーマ例：
「多様な人材がくらしやす
い環境づくりについて」
【29 年度事業】
事業継続（ネットモニター追加募集）
【28 年度実績】
地域集会
112 回
問題別懇談会 2 回
年代別懇談会 5 回
各区総括集会 9 回
全市総括集会 1 回
報告集会
1回
【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
実施日：8 月 3 日
場所：市役所 1 号館 17 階 AV1 会議
室
内容：男女共同参画への取り組み状
況について各団体から報告。

【29 年度事業】
事業継続
婦人政治選挙講座の開催
【28 年度実績】
女性の有権者を対象に、政治、選挙、 開催期間：7 月～11 月
時事問題等についての講座を開催し、 回数：48 回
政治、選挙に対する関心を高める。
参加者数：1,458 人
【29 年度事業】
事業継続

3,351 千円
市民参画推進局広聴課
―

―
市民参画推進局広聴課
―

―
―

―
選挙管理委員会事務局
478 千円

556 千円
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市民参画推進局男女共同
参画課

一般行政職員の管理職への登用の促
進
人事異動を通じて、女性職員の管理
職への登用を促進していく。

女性消防職員の活躍しやすい環境づ
くり
人事異動を通じて、女性職員がキャ
リアアップを目指して昇任し、活躍し
やすい環境づくりを行う。

女性職員が係長昇任選考を受験しや
すい環境づくり
女性職員がより受験しやすい係長
昇任選考制度の検討とともに、管理職
への意識の向上のために啓発活動に
取り組む。

【28 年度実績】
工夫点：人事異動による職域拡大、
庁内公募制の実施
実績：29.4.1 現在
※（）内は、28.4.1 現在
・局長級 3（2）
・部長級 10（9）
・課長級 27（28）
・係長級 131（122）
【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
工夫点：人事異動による職域拡大
実績
司令
2名
司令補 20 名
【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
・係長昇任選考説明会の実施
・女性係長との座談会の実施
・新規早期受験対象者への受験のお
知らせ送付
【29 年度事業】
事業継続

行財政局人事課
―

―
消防局職員課
―

―
人事委員会事務局
―

―
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基本目標４ 男女の人権を侵害するあらゆる行為の根絶
（1）ＤＶのさらなる予防啓発と被害者に寄り添った着実な支援の実施
事業名と内容

28 年度実績と 29 年度事業

配偶者暴力相談支援センター業務
改正「配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防
止法)」及びこれに基づく国の基本方
針に対応して、配偶者暴力相談支援セ
ンターの業務を継続し、被害者支援の
一層の強化を図る。
(業務内容)
・相談業務
・カウンセリング
・保護命令のための手続き支援
・関係機関への同行支援及び安全確保
や自立支援等のための連絡・調整
ＤＶ被害者支援活動への補助
民間団体が行っているシェルター
運営や、PTSD を抱える DV 被害者や
日本語の不自由な外国人 DV 被害者
などへの関係機関・施設への同行援助
に対して補助を行う。

【28 年度実績】
相談件数：延べ 3,772 件（電話相談
3,067 件、面接相談 467 件、カウン
セリング 238 件）
同行支援 25 件
保護命令書面提出 34 件
証明書発行 108 件
【29 年度事業】
事業継続

所管課

23,264 千円

市民参画推進局男女共同
参画課

24,250 千円

【28 年度実績】
内容：補助金の交付。
対象事業：シェルター運営、同行支
援

【29 年度事業】
補助の対象の拡充
神戸市ＤＶ対策関係課長連絡会議
【28 年度実績】
市域におけるＤＶへの対応に関し、 実施日：平成 29 年 3 月 28 日
庁内の関係各課が相互に連携しなが 場所：市役所 1 号館 23 階 1234 会議
らＤＶ被害者の防止から被害者への 室
適切な支援の取り組みを支援する。
内容：関係各課の取組みについての
（内容）
情報交換等
関係各課の取り組みについての情
報交換、ＤＶ対策についての研究協 【29 年度事業】
議、個別事例の研究 等
事業継続
「ひょうご DV 防止ネットワーク会 【28 年度実績】
議」
（兵庫県児童課主催）への参加
第1回
実施日： 10 月 19 日
場所：兵庫県立のじぎく会館
第2回
実施日：3 月 3 日
場所：兵庫県農業共済会館
内容：いずれも、県から計画に基づ
く取り組み状況報告及び意見交換等
参加人数：97 名

DV 被害者母子並行ｸﾞﾙｰﾌﾟカウンセリ
ング事業
DV 被害から子どもとともに逃れた
母親を対象としたグループセラピー
を実施する。

予算額

【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
※28 年度より対象が母子になった。
・入門編
実施日：6 月 18 日
参加者：22 名
・連続講座
実施日：7 月 24 日～週 1 回（全 8
回）
参加者：97 名

24

1,200 千円

市民参画推進局男女共同
参画課

1,200 千円
―

市民参画推進局男女共同
参画課

―
―

市民参画推進局男女共同
参画課（男女共同参画セ
ンター）

―
1,874 千円

市民参画推進局男女共同
参画課（男女共同参画セ
ンター）

DV 被害当事者グループ活動支援事業
定例的に被害当事者が集り情報交換
したり、たがいに語り合う場を設け
る。

ＤＶ防止啓発パンフレット等の発行
一般市民、ＤＶ被害者向けに、ＤＶ
問題についての啓発を行い、また、Ｄ
Ｖ被害者の相談窓口を紹介する。

【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
・サポートカフェ
実施回数：12 回
参加者：73 名

2,081 千円
287 千円

【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
内容：内容を全面改訂。
・一般市民向け
発行部数：2,000 部
配布先：区、図書館、公民館等
発行月：11 月

市民参画推進局男女共同
参画課（男女共同参画セ
ンター）

287 千円
293 千円

市民参画推進局男女共同
参画課（男女共同参画セ
ンター）

・ＤＶ被害者向け
発行部数：20,000 部
配布先：区、図書館、コンビニ等
発行月：11 月
※いずれのパンフレットも、ホーム
ページ上に掲載。
・地下鉄電飾看板による広告
市内地下鉄 5 駅において、広報啓
発を実施。

ＤＶ防止セミナー
一般市民を対象に、ＤＶ問題につい
ての理解を高め、被害の防止、被害者
への支援等についての啓発を行う。

【29 年度事業】
必要に応じて、増刷や改訂等を行う。
【28 年度実績】
テーマ：
「ＤＶから子どもを守るため
に～暴力のない安全で安心できる環
境づくり～」
内容：ＤＶが子どもに与える影響を
知り、子どもとの適切なコミュニケ
ーション方法を学ぶ。
実施日：11 月 17 日
参加人数：18 名

293 千円
73 千円

市民参画推進局男女共同
参画課（男女共同参画セ
ンター）

テーマ：
「ＤＶについて考える～ＤＶ
サバイバー支援の現場から～」
内容：ＤＶ被害者支援の現場で働く
講師から、具体的な支援方法を学ぶ。
実施日：2 月 8 日
参加人数：16 名

男女共同参画センターにおける講座
護身及び防犯知識の習得・実技によ
り、女性に対する暴力被害を防止す
る。

【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
テーマ：「女性のための護身セミナ
ー」
内容：警察官による防犯教育と護身
術の実技指導。
実施日：7 月 8 日
参加人数：21 名
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73 千円
652 千円

市民参画推進局男女共同
参画課（男女共同参画セ
ンター）

デート DV 予防啓発事業
中学生・高校生へのデート DV 予防
啓発事業を実施する。

ＤＶ被害者支援関係者向け研修の実
施
配偶者暴力相談支援センター及び
区の相談員等関係機関の支援者向け
研修を実施する。

【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
中学校：14 校
高等学校：1 校
教職員研修：0 校

403 千円
734 千円

【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
内容：スーパーバイズ研修
1 回目
実施日：6 月 29 日
参加人数：12 名
2 回目
実施日：3 月 9 日
参加人数：13 名

市民参画推進局男女共同
参画課（男女共同参画セ
ンター）

1,043 千円
―

市民参画推進局男女共同
参画課（男女共同参画セ
ンター）

テーマ：警察と配偶者暴力相談支援
センターにおける被害者支援を知る
実施日：6 月 30 日
参加人数：64 名
テーマ：ＤＶと児童虐待のある家庭
に対する支援について～関係機関と
の連携～
実施日：12 月 11 日
参加人数：27 名

ＤＶ防止キャンペーンの実施
啓発資料を配布する等のキャンペ
ーンを実施し、市民に DV 防止につい
ての周知・啓発を行う。

【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
街頭啓発
実施日：11 月 12 日
場所：三宮センター街
内容：市民の方に手作りしていただ
いたパープルリボンを添えた啓発グ
ッズの配布

―
244 千円

市民参画推進局男女共同
参画課

市内施設のライトアップ
実施日：11 月 12 日
場所：ポートタワー、モザイク大観
覧車、フラワーロード
実施日：11 月 13 日
場所：明石海峡大橋
【29 年度事業】
事業継続

428 千円

（2）男女の人権の尊重
事業名と内容
男女共同参画申出処理制度
市民・事業者からの男女共同参画に
関する施策に対する苦情・提案又は人
権侵害の相談に対し、苦情処理委員が

28 年度実績と 29 年度事業
【28 年度実績】
申出件数：2 件
処理件数：0 件
申出にかかる調査：2 件
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予算額

所管課

346 千円

市民参画推進局男女共同
参画課

調査を行い、その報告を受けて市が適
切に対応する。
広報紙等への掲載
女性の人権尊重についての啓発を
行う。

【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
内容：広報紙ＫＯＢＥ11 月号の紙面
へパープルリボンキャンペーンの実
施について掲載。
【29 年度事業】
未定

346 千円
―

―
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市民参画推進局男女共同
参画課

基本目標５ 社会的支援を必要とする男女への支援の充実
（1）貧困などの生活上の困難に直面する男女への支援
事業名と内容
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付
金事業
母子家庭の母及び父子家庭の父（所得
要件あり）が一定の資格を取得するた
めに 1 年以上養成機関等で修業する
場合に、生活費の負担軽減のため、修
業期間中の一定期間（上限 3 年）につ
いて訓練促進給付金を、また修業修了
時に修了支援給付金を支援すること
により、能力開発を支援し自立促進を
図る。
母子家庭等就業・自立支援センター事
業
母子家庭の母及び父子家庭の父並
びにそれに準ずるものに対し、就業相
談や就業支援セミナーの実施、就業情
報の提供など一貫した就業支援サー
ビスを行い、母子家庭等の自立促進を
図る。

28 年度実績と 29 年度事業
【28 年度実績】
支給件数
訓練促進給付金 75 件
修了支援給付金 19 件
【29 年度事業】
事業継続

予算額

所管課

137,832 千円

こども家庭局こども家庭
支援課

100,777 千円

【28 年度実績】
・就業相談
10,103 千円
内容：ひとり親家庭の就業相談に応
じ、家庭の状況、職業の適性等に対
し、適切な助言や支援を行う。また、
管内の区に赴き、就業に係る巡回相
談を行う。
相談件数：78 件

こども家庭局こども家庭
支援課

・就業セミナー
内容：マンツーマンのＰＣ講座等
参加人数：54 名

母子世帯福祉乗車証の交付
母子世帯に対し福祉乗車証を交付
することにより日常生活の便宜を図
る。

【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
交付件数：11,609 件

310,989 千円

【29 年度事業】
事業継続

310,989 千円

10,081 千円

ひとり親家庭等医療費公費負担
ひとり親家庭の親と児童を対象に、
医療機関等における保健診療の対象
となる自己負担金を助成することに
より、これらの家庭の保健の向上及び
福祉の増進に寄与する。

【28 年度実績】
ひとり親家庭等医療費公費負担
件数：230,190 件

ひとり親家庭指導育成事業
母子生活支援施設入所者の指導の
一環として各種行事の実施及び事業
助成を行い、入所者の自立更生を図
る。各区保健福祉部に母子・父子自立
支援員・婦人相談員を配置し、ひとり
親家庭及び要保護女子の生活上の相
談指導を行う。

【28 年度実績】
事業継続

1,881 千円

【29 年度事業】
事業継続

1,233 千円

【29 年度事業】
事業継続
名称の変更（
「母子家庭等医療費助成
制度」から「ひとり親家庭等医療費
助成制度」に名称を変更）
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こども家庭局こども家庭
支援課

こども家庭局総務課
670,580 千円

588,598 千円

こども家庭局こども家庭
支援課

ひとり親家庭福祉支援団体推進事業
ひとり親家庭等の福祉増進を図る
ため、ひとり親家庭福祉推進事業とし
て指導者養成、市民啓発等を行う。

【28 年度実績】
・指導者養成
実施内容：全国母子寡婦福祉研修大
会への派遣等

1,070 千円

こども家庭局こども家庭
支援課

・市民啓発
実施内容：神戸市母子寡婦福祉大会
実施日：9 月 25 日
【29 年度事業】
事業継続（ひとり親家庭のふれあい
事業と合併）
ひとり親家庭のふれあい事業
ふれあい機会の少ないひとり親家
庭に、低廉な料金でその機会を提供
し、親と子のふれあいやひとり親家庭
相互の交流を深め、自立意欲の促進を
図る。
ひとり親家庭支援センター運営事業
ひとり親家庭や寡婦の自立促進の
ため、技能習得や教養講座等を開催。
ひとり親家庭等日常生活支援事業
小学校６年生までの児童を扶養し
ているひとり親家庭等が、一時的な疾
病または母・父の出張、冠婚葬祭、そ
の他やむを得ない事由により、一時的
に日常生活に支障がある場合、保育所
の送迎や家事援助などの支援を行う。
・ひとり親家庭等
母子・父子家庭の母・父と子および
同居の祖父母に派遣
ひとり暮らしの寡婦に派遣
母子父子（寡婦）福祉貸付
（目的）ひとり親家庭の生活の安定お
よび児童の健全育成を図る。

【28 年度実績】
内容：夏休みの日帰りバス旅行等
【29 年度事業】
事業継続（ひとり親家庭福祉支援団
体推進事業と合併）
【28 年度実績】
事業継続
【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
利用者数：43 人
【29 年度事業】
事業継続

1,959 千円

889 千円

こども家庭局こども家庭
支援課

1,959 千円

7,644 千円

こども家庭局こども家庭
支援課

7,644 千円
1,495 千円

こども家庭局こども家庭
支援課

960 千円

【28 年度実績】
内容：母子・父子家庭－事業、技能
修得、転宅、就学支援など 13 種
対象：母子・父子家庭の母・父と子
及び寡婦
貸付件数：母子 207 件
父子 9 件
寡婦 5 件
貸付金額：106,582 千円

ひとり親家庭等法律相談事業
弁護士による養育費確保のための
無料法律相談・事務手続きの支援を実
施する。

【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
受付時間：毎月第１・3 金曜 13～
16 時及び第 2・4 火曜日 16～19 時
相談件数：78 件

就職に有利な資格取得支援事業
ひとり親家庭の親子を対象に、就業に
際して必要な技能の習得やより良い
就業につくため、就職に結びつく可能

【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
内容：パソコン検定対策講座、医療
事務講座、日商簿記講座等
開催日：上半期、下半期にわけ 9 講
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244,866 千円

こども家庭局こども家庭
支援課

197,651 千円
1,648 千円

こども家庭局こども家庭
支援課

1,629 千円
―

こども家庭局こども家庭
支援課

性の高い技能、資格を習得するための
資格取得講座を開催することで、ひと
り親家庭の就業自立を支援する。

座実施
参加人数：60 名
【29 年度事業】
事業継続

4,558 千円

（2）高齢者・障がい者・外国人への支援
事業名と内容

28 年度実績と 29 年度事業

障害者の地域移行支援
施設や精神科病院に入所・入院してい
る障害者が地域での生活に移行し、い
きがいを持って自立した暮らしを送
ることができるよう支援する。

【28 年度実績】
・地域支援機能強化専門員（地域支
援員）の配置
市内 5 ヶ所
・体験型グループホーム事業の実施
市内 2 ヶ所

障害者の地域移行支援（精神保健福祉
センター）

【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
・精神障害者地域移行推進事業の実
施
ピアサポーターの養成・支援
ピアサポーター活動
地域生活発表会 90 回（ピアサポー
ター活動人数 18 人 延べ 200 人）
個別支援活動 61 回（ピアサポータ
ー活動人数 5 人 利用者 7 人）

【29 年度事業】
事業継続
障害者就労推進センター・しごとサポ 【28 年度実績】
ート（地域障害者就労推進センター） 障害者就労推進センター1 ヶ所
就職を希望する障害のある方や在 地域障害者就労推進センター3 ヶ所
職中の障害のある方に対して、労働・ 相談件数：14,877 件
福祉・保健・教育・医療などの関係機 就職者数：215 人
関や企業と連携し、就労に関するさま
ざまな支援を行う。
【29 年度事業】
事業継続
障害者トライアル実習
【28 年度実績】
障害者福祉施設等からの一般就労 内容：1 名につき 9 日間、障害福祉
の拡大を図るため、施設等を利用して 課と保健福祉局各部、こども家庭局
いる障害者に対して、市役所内におい で、合計 10 名（知的障害者 6 名、
て短期間の実習機会を提供し事務補 精神障害者 3 名、発達障害者 1 名）
助全般を行う。
を受入。
【29 年度事業】
事業継続
知的障害者訓練雇用事業
市役所内の事務補助等の業務につ
いて、訓練的に従事し、経験を積み、
一般企業等への就労につなげていく
ことを目的として、本市で知的障害者
を一定期間雇用する。
特例子会社設立促進事業補助
障害者の雇用の場を拡大するため、
特例子会社の新設等により、新たに障

予算額

所管課
保健福祉局障害者支援課

4,710 千円

5,028 千円
454 千円

保健福祉局精神保健福祉
センター

4,871 千円
保健福祉局障害者支援課
72,979 千円

84,130 千円
保健福祉局障害者支援課
1,636 千円

1,636 千円

【28 年度実績】
受入人数：知的障害者 1 名
【29 年度事業】
事業拡充
受入人数を 3 名に増やす。
【28 年度実績】
実績なし
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保健福祉局障害者支援課
795 千円

3,108 千円
保健福祉局障害者支援課
5,000 千円

害者を雇用する事業主に対し、設立に
要する経費の一部を助成する。
事業所等就労支援活動補助
障害者の就労訓練等のために、障害
者を受入れようとする事業所を支援
し、就労機会の拡大を図る。

外国人市民への生活情報の提供の充
実
中央区は住民の約 1 割が外国籍であ
り、日本語でのコミュニケーションが
難しい人も多い。防災やごみの分別な
ど生活に必要な情報を日本語で得る
ことが難しい外国人市民向けに、翻訳
資料や通訳を介した「学習会」を実施
する。
多文化共生事業の推進
外国人コミュニティや関係団体との
協力体制を構築し、イベントの開催等
を通じ、外国人居住者と地域住民との
コミュニティ形成を行うことで、相互
理解を深め、誰もが住みやすいまちづ
くりを実現する。事業実施主体は「多
文化まちづくりの会」、中央区は委員
として参画すると共に事業費を補助。

中央区役所外国人対応専任スタッフ
の配置
外国人来庁者へのサービス向上を図
るため、外国語対応専任スタッフを配
置し、窓口の手続きの補助や生活情報
の提供を行う。

【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
補助交付先：23 ヶ所
受入訓練生：141 人
【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】

5,000 千円
保健福祉局障害者支援課
7,762 千円

10,061 千円
―

【29 年度事業】
（予定）
実施日：第 1 回 9 月、第 2 回 3 月
場所：神戸市労会館、神戸市立総合
福祉センター
【28 年度実績】
・多文化交流フェスティバル
実施日：10 月 23 日
場所：東遊園地
来場者数：約 5,000 人
・多文化交流カフェ
実施日：3 月 5 日
場所：海外移住と文化の交流センタ
ー5 階
来場者数：約 70 人
・多文化共生ニュース
内容：各国の文化を広く発信するこ
とを目的としたニュースの発行。
主な配布先：各種イベント等
【29 年度事業】
継続実施
【28 年度実績】

―

中央区総務部まちづくり
推進課

1,000 千円

900 千円

中央区総務部まちづくり
推進課

900 千円
中央区総務部総務課
―

【29 年度事業】
内容：平成 29 年 4 月 17 日より英語
及び中国語の対応ができる派遣職員
を 1 名配置。
実施日時：月～金 9：00～17：00
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―

5,000 千円

基本目標６ 生涯を通じた女性の健康支援
（1）生涯を通じた女性の健康保持及び増進
事業名と内容
こころの健康づくり対策

28 年度実績と 29 年度事業
【28 年度実績】
・第 2 期神戸いのち大切プランの策
定
策定日：平成 29 年 3 月
作成部数：（計画冊子）500 部、（概
要版）10,000 部
・計画策定のための市民調査
調査期間：5 月 23 日～6 月 3 日
回収件数：1482 件（4000 件送付）
・神戸市の自殺対策への意見聴収の
ための「自殺対策推進懇談会」開催
開催月：8 月、12 月、1 月
・普及啓発
電話相談ポスター掲示：5,000 部
相談窓口カードの配布：76,000 部
ストレスマウンテン（ストレスチェ
ックの啓発）Web 検索件数：32,209
件
こころの日講演会
実施日時：7 月 2 日 13：30～15：30
場所：あすてっぷ KOBE
講師：藤井ショーン
参加人数：90 名
自殺総合対策フォーラム
実施日時：3 月 11 日 14：00～17：
00
場所：兵庫県看護協会ハーモニーホ
ール
講師：夏苅郁子
参加人数：164 名
・若年層向け普及啓発事業
メンタルヘルス講座
実施日時：3 月 10 日 14：00～16：
30
場所：青少年会館
講師：伊藤篤
参加人数：29 名
若者自殺予防リーフレット配布部
数：10,000 部
・自殺予防とこころの健康電話相談
相談件数：2,265 件
・ハローワーク神戸「こころの健康
相談」の実施
実施日：9 月 6 日、16 日
相談件数：18 件
実施日：3 月 6 日、17 日
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予算額

所管課

26,888 千円

保健福祉局精神保健福祉
センター

相談件数：11 件
・ゲートキーパー養成研修の実施
（基礎編）
実施日：7 月 6 日、11 日
参加人数：59 名
（応用編）
実施日：8 月 23 日、9 月 29 日、3
月1日
参加人数：157 名
・生徒指導主事、主任児童委員、新
生児訪問指導員、くらし支援相談員、
傾聴ボランティアへの研修
参加人数：334 名
・働く人のメンタルヘルス講座
実施日時：12 月 8 日 18：30～20：
30
場所：勤労会館
講師：田中健吾
参加人数：48 名
・夜間・休日の電話相談を実施して
いる団体への支援
・自殺未遂者対策
自殺未遂者の支援研修
実施日：10 月 22 日、3 月 9 日
時間：14：00～16：30
場所：精神保健福祉センター、あす
てっぷ KOBE
講師：赤澤正人他
参加人数：79 名
いのちと心の相談事業
件数：延べ 39 件
・かかりつけ医等に対するうつ病対
応力向上のための研修会開催
実施日時：10 月 15 日 14：00～16：
00
場所：神戸市医師会館
講師：山本泰司
参加人数：44 名
・自死遺族を支援するＮＰＯ法人等
への支援
支援団体：3 団体

女性のための相談室の運営
<面接相談>（予約制）
1 こころの悩み相談
2 法律相談

【29 年度事業】
事業継続（第 2 期神戸いのち大切プ
ランに基づき、自殺対策を実施）
【28 年度実績】
こころの悩み相談：447 件
法律相談：178 件
からだの相談：6 件
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27,793 千円

6,749 千円

市民参画推進局男女共同
参画課（男女共同参画セ
ンター）

3 からだの相談
4 就業・チャレンジ相談
<一般電話相談>

就業・チャレンジ相談：30 件
電話相談
相談件数：1,878 件

【29 年度事業】
事業継続
6,768 千円
女性外来
【28 年度実績】
女性のみを対象に、女性の医師が、 内容：女性の健康に関する悩みにつ 10,007 千円
更年期障害などや「何科にかかればよ いて専門家（女性医師）に相談する。
いのかわからない」という方の相談を 受付時間：火曜（10 時 30 分～14 時：
扱う
完全予約制）
、木曜（13 時～16 時：
15 年 4 月～診療開始
完全予約制）
対象：女性
受付件数：477 件

子宮がん検診
指定医療機関において検体を採取
し、細胞診を行う。
29 年度は、検診対象年齢初年度（20
歳）の方へ無料クーポン券を配布す
る 。 ま た 、 一 定 年 齢 の 方
（25,27,29,31,34 歳）に受診勧奨はが
きを配布する。

【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
内容：問診、視診、内診、細胞診
受付時間：実施機関により異なる
対象：20 歳以上の偶数年齢女性
受診者数：26,759 人

5,424 千円
保健福祉局保健課
189,226 千円

【29 年度事業】
※内容、受付時間、対象については 269,758 千円
28 年度と同様。
乳がん検診
【28 年度実績】
40 歳以上の偶数年齢女性を対象に 内容：問診、視診、触診、マンモグ 200,693 千円
指定医療機関及び地域巡回検診車で、 ラフィ、自己触診法の指導
問診、マンモグラフィ、視診、触診及 受付時間：実施機関により異なる
び自己触診の指導を行う。
対象：40 歳以上の偶数年齢女性
また、21 年度から 25 年度まで、一 受診者数：27,915 人
定の年齢の方（40、45、50、55、60
歳）にがん検診無料クーポン券を送付 【29 年度事業】
していたが、28 年度は一定の年齢の 内容について、視診、触診を廃止し、 356,385 千円
方（45、50、55、60 歳）で過去 5 年 問診、マンモグラフィ、自己触診法
度に 1 度も市制度で検診を受けてい の指導とする。
ない方にクーポン券を送付するなど ※受付時間、対象については 28 年度
の受診勧奨事業を実施予定。
と同様。
女性のためのからだセミナーの実施
【28 年度実績】
女性が「自分のからだ」と向き合い テーマ：
「妊娠中から考えたい産後の
―
ながら、健康的に、自律的・主体的に 身体とこころ」
生きていくことを学ぶ。
開催日：5 月 21 日
講師：女性弁護士
参加人数：12 名
テーマ：「足の健康講座」
開催日：7 月 16 日
講師：上田恵子氏
参加人数：36 名
テーマ：
「～誰もが自分らしく暮らせ
る社会へ～セクシュアルマイノリテ
ィについて考える～」
開催日：10 月 15 日
講師：日高庸晴氏
参加人数：33 名
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保健福祉局（地方独立行
政法人神戸市民病院機構
中央市民病院）

保健福祉局保健課

市民参画推進局男女共同
参画課（男女共同参画セ
ンター）

テーマ：
「～もっと大切にしたい～私
のからだ私の生き方」
開催日：11 月 10 日
講師：原田薫氏
参加人数：12 名
テーマ：
「自分でできる冷え性対策」
開催日：12 月 13 日
講師：横山道子氏
参加人数：13 名
【29 年度事業】
事業継続

―

（2）妊娠・出産などに関する健康支援及び啓発教育
事業名と内容

28 年度実績と 29 年度事業

性教育の実施
命の教育の観点から、男女の体の特
徴や互いの心くばりの大切さを扱っ
た学習を発達段階に応じて行ってい
る。
健康教育の内容の一つとして「性
に関する指導手引き書」（小学校編・
中学校編）を使用した授業を行う。
性教育にあたっては、愛情・友情・
相互理解といった人間尊重の精神を
基盤に、生命の尊厳、男女の特性など
を理解させることによって、豊かな人
間の育成に寄与する。
思春期ヘルスケア事業
・専門職のデリバリー授業
市内中学校へ医師や助産師など専
門職を派遣する。中学 1 年生を対象に
助産師により命の大切さや性につい
て、中学 3 年生を対象に医師により性
感染症予防について専門的立場から
の知識普及を図る。
思春期ピアカウンセリング
思春期は子どもが心身ともに成長
し親となる一歩前の段階であり、将来
子どもを産み育てるための素地を築
き上げる（いわゆる「親育ち」）時期
である。
性と生について自己決定する力、人
生を考える力を養うことに効果があ
るとされるピアカウンセリングを実
施する。
妊婦健康診査
妊婦の健康管理の充実及び経済的
負担の軽減を図り、安心して妊娠・出
産をできるよう妊婦健康診査の公費
助成を実施する。
(21 年 4 月から)妊婦全員に 14 回実施。
5,000 円券 14 枚(基本的な検査の補助
券)と 1,000 円券 18 枚(その他の検査
の補助券)を交付。(24 年 4 月から)多

【28 年度実績】
内容：学習指導要領に従って、児童・
生徒の発達段階と家庭・地域の状況
に応じて保健学習や保健指導で実施
対象
保健学習：小学３年～中学３年
保健指導：小学１年～中学３年
【29 年度事業】
事業継続

予算額

所管課

―

教育委員会事務局健康教
育課

―

【28 年度実績】
実施回数：中学 1 年生 91 回
中学 3 年生 76 回
【29 年度事業】
事業継続

2,661 千円

こども家庭局こども家庭
支援課

2,661 千円

【28 年度実績】
対象：主に高校生
実施数：2 校
人数：350 人

409 千円

【29 年度事業】
事業廃止

こども家庭局こども家庭
支援課

―

【28 年度実績】
受付時間：受診受付時間は医療機関
等の営業時間、交付時間は 8：45～
17：30
対象：神戸市内に住所を有する妊婦
受診者数：19,110 人
【29 年度事業】
事業拡充

1,174,761 千
円

1,381,667 千
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こども家庭局こども家庭
支援課

胎の妊婦には 1000 円券 18 枚を追加
で交付。(26 年 4 月から)2,000 円券 5
枚(その他の検査の補助券)を追加で交
付。

助成上限額を 98,000 円から 120,000
円に引き上げ（全妊婦一律の上限
額）
。年度途中からは、券の種類を補
助券方式から受診券方式に変更予
定。
「思いがけない妊娠ＳＯＳ」相談事業 【28 年度実績】
思いがけない妊娠等により戸惑っ
内容：変更なし
ている方の悩みに対し、助産師等がメ 相談件数：345 件（延べ）
ールや電話等により相談に応じ、正し 対象：望まない妊娠や計画外の妊娠
い情報の提供や適切な支援機関につ
により、妊娠したことにとまどって
なぐことで、相談者の主体的な選択を いる妊婦
サポートし、悩みの解決を支援する。 受付方法：電話及びメール
【29 年度事業】
事業継続
不妊に悩む方への特定治療支援事業
不妊治療のうち、体外受精及び顕微
授精（以下「特定不妊治療」という）
については、１回の治療費が高額であ
り、その経済的負担が重いことから十
分な治療を受けることができず、子ど
もを持つことを諦めざるを得ない方
も少なくない。そこで、特定不妊治療
に要する費用の一部を助成すること
により、その経済的負担の軽減を図
る。

円

1,700 千円

こども家庭局こども家庭
支援課

1,700 千円

【28 年度実績】
支援件数：延べ 1,808 件
対象：神戸市内に居住する法律上の
夫婦、夫婦合算前年所得 730 万円未
満、治療開始時に妻が 43 歳未満。
【29 年度事業】
事業拡充（一部）
平成 29 年 4 月 1 日以降に終了した
治療を対象に制度を拡充。
1. 前年の夫婦合算所得が 730 万円
以上の夫婦に対しては、国制度
の半額を上限に助成する。
2. 所得が 730 万円未満の助成対象
者のうち治療区分ＡまたはＢの
者は、助成上限額を 5 万円上乗
せする。ただし、初回治療を除
く。
【28 年度実績】
助成件数：0 件

不育症治療支援事業
不育症の早期受診、早期治療を促進す
るとともに、不育症治療に要する費用
の一部を助成することでその経済的
【29 年度事業】
負担の軽減を図ることを目的とする。 事業継続
医療機関で受けた保険適用外の不育
症の検査や治療費の 1/2 につき 15 万
円を上限に、1 年度に 1 回まで助成を
行う。
（事業開始日）
平成 28 年 12 月 1 日
（助成対象者）
・神戸市内に居住する法律上の婚姻を
している夫婦
・治療期間の初日における妻の年齢が
43 歳未満
・2 回以上の流産や死産、早期新生児
死亡の既往があると医師に診断され
ていること
・前年の夫婦合算所得が 400 万円未満
であること
等

373,027 千円

444,139 千円

4,500 千円

4,509 千円
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こども家庭局こども家庭
支援課

こども家庭局こども家庭
支援課

基本目標７ 国際的協調を踏まえた男女共同参画施策の実施
（1）国際的規範の理解及び多文化の尊重
事業名と内容

28 年度実績と 29 年度事業

外国人市民会議の設置
外国人市民の市政への参画を推進
し、ともに生きる社会を築くにあた
り、外国人市民からの神戸市政につい
ての意見・提案等を市政に反映するた
め、外国人市民会議を設置する。

【28 年度実績】
開催回数：2 回
第 1 回「神戸市国際交流推進大綱に
ついて」、「神戸開港 150 年につい
て」、「住宅問題について」、
「ゴミ出
しルールについて」
第 2 回「平成 29 年度施策（在住外
国人支援関係）について」、「就学前
児童施設 指差しコミュニケーショ
ンシートの作成について」、「中央区
における外国人市民も暮らしやすい
まちづくりの取り組みについて」
【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
内容：神戸市内の医療機関で外国人
市民が受診する場合に、一定の専門
知識と技能を持った医療通訳の派遣
が受けられる標準的システムを民間
ベースで自立的・持続的に運営する。
実施病院：中央市民病院、西市民病
院、西神戸医療センター、神戸大学
医学部附属病院、兵庫県立こども病
院、兵庫県立尼崎総合医療センター
（旧兵庫県立塚口病院）
（計 6 ヶ所）

新たな医療通訳派遣システム構築事
業
日本語の理解が不十分な外国人市
民に対し、医療通訳サービスを提供で
きるシステムづくりを行う。

外国人のためのワンストップサービ
ス
（公財）神戸国際協力センターの運
営する「神戸国際コミュニティセンタ
ー」の情報提供機能、相談機能等の窓
口機能を充実し、外国人のためのワン
ストップサービス機能を推進する。
また、外国人市民生活サポート事業
として、外国人相談窓口担当者連絡会
の実施など、外国人市民へのサポート
体制をさらに充実させる。

災害時における在住外国人支援
災害時における情報発信・通訳ボラ

【29 年度事業】
事業継続
実施病院：中央市民病院、西市民病
院、西神戸医療センター、神戸大学
医学部附属病院、兵庫県立こども病
院、兵庫県立尼崎総合医療センター
（旧兵庫県立塚口病院）に加えて県
立西宮病院（計 7 ヶ所）
【28 年度実績】
受付日
月～金 英語・中国語
月・水 ベトナム語
火・木 ポルトガル語・スペイン語
金
韓国語・朝鮮語
水
フィリピノ語

予算額

所管課
市長室国際課

327 千円

327 千円
市長室国際課
―

―

―

市長室国際部（（公財）神
戸国際協力交流センタ
ー）

内容
・行政書士による専門相談
・市民相談室との連携による専門相
談
【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
登録者数：87 名

―
―
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市長室国際部（（公財）神
戸国際協力交流センタ

ンティア制度の運営を外国人コミュ
ニティなどと連携して行うとともに、
防災カードを配布するなどして、外国
人市民にとって安全・安心な暮らしや
すいまちをめざす。
中央区ホームページの多言語化
中央区ホームページの多言語化を
推進し、外国籍市民も利用しやすい
HP を作成する。

内容：災害時通訳ボランティアの募
集・登録・研修の実施
【29 年度事業】
事業継続
【28 年度実績】
内容：区民広報誌「中央」のダイジ
ェスト版を掲載
言語：英語・中国語・ハングル語
アクセス数：各 250 件／月（平均）
【29 年度事業】
事業継続

ー）

―
中央区まちづくり推進課
1,248 千円

1,248 千円
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