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西宮市男女共同参画懇話会  

平成２４年度 第３回会議録 
 
平成２５年 １月２９日（火） 
午前１０時～１１時５５分     
於 ウェーブ ４１１学習室 
 
１． 出席者 
    （委 員）牧里、髙田、神谷、井上、篠田、石井、新山、金子、澤井 
    （事務局）産業文化局長 田村、 
         文化まちづくり部長 多田、男女共同参画推進課長 高橋 
         男女共同参画センター長 森山 
        
   
２． 会議次第 
   ・開 会 
     
   ・議 題 
    
   （１）協議事項 
    ・「西宮市男女共同参画プラン（中間改定）」評価報告書について 
   （２）報告事項 
    ・「西宮市男女共同参画センターの事業」について 
 
    
 ３． 閉 会 
  
 （資料１）「西宮市男女共同参画プラン（中間改定）」評価報告書（案） 

（資料２）「西宮市男女共同参画センター ウェーブ」平成 24 年度事業（中間）報告書 
                         平成 25 年度事業計画 
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「西宮市男女共同参画プラン（中間改定）」評価報告書について 
○事務局【  説   明  】 
 
○委員 
 「西宮市男女共同参画プラン（中間改定）」評価報告書の、ＤＶ対策基本計画のⅠ「相談

機能の充実」の評価で、「配偶者暴力支援相談センターは、何処にあるのかが分からないよ

うにしてください」とありますが、誰が誰に言っているのか、表現に違和感を覚えます。 
Ⅱ「被害者の安全確保」については、「市役所以外の関係機関との連携が取れていないよ

うです」とありますが、連携が取れていないのであれば、自分たちで評価すべきだと思い

ます。また、「他市の事故」とありますが、事件の方がいいと思います。 
Ⅲ「自立支援」については、「民間団体との連携が十分にできていないように思います」

とありますが、「できていません」と言った方がいいと思います。表現が人任せであること

が気になります。 
 
○事務局 

ご指摘いただきました点について検討し、修正いたします。 
 
○委員 

政権が交代し、2013 年度の計画をみると少し文言が変化しています。例えば、DV や性

暴力という言葉が家庭問題と言い換えられており、性暴力という言葉がいくつも消えてい

ます。西宮市の計画にはこれらの文言が残っているのでほっとしていますが、こうした事

業がこのまま継続されるように強く希望します。 
 
○委員 

国からの施策と整合性を図るようなことになるのを非常に危惧しています。市の独自性

をしっかりおさえていただきたいと思います。 
 
○委員 

学校教育について、教育委員会において研究会が立ち上げられたという報告を聞き、男

女共同参画センターからのはたらきかけが実を結びつつあることをうれしく思っています。

ただ、学校教育は重点施策に入っていないため、具体的な評価が残らないことを少し残念

に思います。 
 男女共同参画プランの、「今後の方向性」のなかで、「男女共同参画社会実現のために学

校教育および生涯教育が重要であることは、（略）」とありますが、このように書かれた根

拠を教えてください。担当課が意識をしっかり持って取り組むことが必要ですが、この文

面からはそれを読み取ることができません。これらについて補足説明をお願いします。 
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○事務局 

昨年はいじめの問題があったため、教育委員会も評価に非常に敏感になっています。研

究会の立ち上げについても、真剣に取り組んでいることのあらわれだと思います。DV 教育

については、人権意識が高まるような内容で学習が進められるように具体的に内容をお示

しし、校長先生等にご理解いただいたうえで各学校において取り組んでいただこうと思っ

ています。 
 
○委員 

学校教育現場においては保護者の呼び出しが平日午後のことが多く、パート就労してい

る女性にとっては不便な状況にあります。こういったことも学校教育は考えているのでし

ょうか。 
 
○委員 

働いている母親が増えており、平日の学校行事に出られない方が多いことは学校として

も認識していますが、懇談を夜にするといった大胆な改革には至っていません。欠席され

た方にも懇談会の内容が分かるようにするなど配慮していますが、できる範囲での対処に

とどまっています。一方で、父親が学校に足を運ばれる機会も増えてきている気がします。

学校としてもお母さんに限定せず、「家の人」と言うようにしています。 
 
○委員 

教職員の土曜日、日曜日休みがネックになっているのではないでしょうか。乳幼児健診

も委託してでも土日にすることが試みられる世の中になっています。 
就学前健診についても学校単位ではなく、市全体の事業として実施してもいいと思います。

次年度以降、考えていただきたいと思います。 
 
○委員 

シェルターの運営者は行政窓口の対応に強い不信感を持っています。情報の取り扱い一

つとってもシェルター側と行政の窓口と温度差があります。当事者、シェルター側と行政

の間の溝を埋めるには大変な努力が必要だと思います。実証性を持った告知が行政側とし

て必要だと思いますが、そのへんについて見解をお聞きかせ願いたい。 
 
○事務局 

行政としても最大限秘密を守るという姿勢でいかなければならないのは重々承知してい

ます。では、どのようなことを行政としてやらなければいけないとお思いですか。 
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○委員 
例えば、健康保険の手続き、就学のための手続き、転校の手続き、警察への届け出など

から所在を類推することができます。行政窓口には、そういったことに対するセキュリテ

ィの甘さがあります。 
 
○事務局 

市長から、職員は地域活動に積極的にかかわって市民感覚を養うようにといわれていま

す。情報の保守については、担当課や関係各課、警察や市以外の関係機関とも十分協議し、

情報がもれないように配慮しています。行政職員に対する研修は今後十分に重ねていきた

いと思っています。 
 
○委員 

学校現場にいたものとして意見しますが、学校としては情報がもれないように外部に出

る資料では児童生徒の名前を伏せたり、顔が出ないようにしたり配慮しています。連携の

末端までその意識が伝わるようにと思います。担任だけでは難しい面もありますので、県、

市をあげて優先的に取り組んでいただきたいと思います。 
 
○会長 

市が主導してシステムづくりを進める必要があると思います。市にはシステムづくりや

教育委員会との連携の主導権を握ってほしいと思います。 
 
○委員 

私は地域で広報誌をつくっているのですが、子どもたちの写真を顔が分かるように載せ

ない方がいい理由をいま初めて知りました。ご存じない方も多いと思いますので、末端の

方々みんなが理解するように、きちんと理由を伝えた方がいいと思います。 
 
○事務局 

いただいたご意見について検討いたします。 
 
○委員 

小学校と地域の関係について、ある小学校では地域で子どもたちを見守る活動が盛んで

す。小学校でさまざまな催し物が開催され、子どもたちを名前で呼べるような付き合いが

なされています。そこに DV 被害を受けた子どもが転校してくると、そのかたちを通すこ

とは危険ということになります。地域の広がりと子どもを守ることをどのように両立させ

るとよいでしょうか。 
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○委員 
配慮の必要な子どもの情報を地域の方と共有することは困難です。学校を地域に向けて

開放しつつ、どのように配慮していくかということが課題となっています。DV が重大な社

会問題となっているという認識をどの市民も持ち、そういう目線で学校の子どもたちのこ

とも見ていただけるような環境をつくっていただきたいと思います。 
 
○会長 

支援をするためには情報が必要ですが、その情報を共有するのは難しい。行政がすると

画一的とか公平性の問題が出てきますので、NPO なり、準公共的なことを請負う団体を育

てる必要があると思います。西宮は女性問題に限らず、その点が弱いように感じます。 
 
○委員 

ＤＶ対策基本計画の、「今後の方向性」で、ⅡⅢⅣがまとめて書かれていますが、まとめ

られることによって重点施策に書かれている事項が見えなくなるように思います。また、

ハード面の話ばかりで、センターができたことですべてが解決するように見えてしまうお

それがありますので、もう少しソフト面についても書いてください。 
 
○事務局 

ⅡⅢⅣは書くとしても１、２行になるため、まとめて書いています。また、まとめたか

ら問題点が埋没するということはないと考えています。 
 
○委員 

１行ずつであっても文章を入れてはどうですか。 
 
○事務局 

検討いたします。 
 
○事務局 

民間団体への支援を入れてはどうかという意見などはプランをつくるときからありまし

たが、予算の関係もあり実際には行うことができていません。ですから、約束できないと

いうこともあり、記載していません。 
 
○会長 

予算がないから民間団体と連携しないとするのではなく、お金がなくてもやっていくよ

うな関係づくりがこれからの時代の方向だと思います。市がすべてをできるわけではあり

ません。民間とどのようにパートナーシップを組むかという姿勢を示さなければなりませ
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ん。 
 
○委員 

男女共同参画プランの、Ⅲ「就労における男女平等の推進と環境と整備」の推進状況に

書かれている内容の意図が分かりません。「今後の方向性」についても、事業主に対してや

るのか、どういうことをやっているのか、働いている従業員側の市民にとってどのように

やっているのかを書けば推進状況として分かりやすいと思います。 
 
○事務局 

事業主への指導は県がすることであり、市は啓発事業、情報提供しかできません。結婚

後、出産後も仕事を続けたいと思っても事業主はまったく変わっていないという苦情も労

働相談に寄せられていますが、それに対して市は具体的な行動を起こすことができません。

とはいえ、できる限りのことは行いたいとは思います。 
 
○委員 

男女共同参画プランの、Ⅱの２の（１）「男女共同参画の視点に立った生涯学習の推進」

の推進状況に、「生涯学習の機会は十分に提供され」とありますが、市民が講座の意図を理

解してはじめて効果が上がるものであり、男女共同参画の視点が参加者にきちんと説明さ

れているかが大事なところだと思います。また、利用されているのに効果が測れないとい

うところが理解できません。また、評価の方には「効果を測ることが難しく、（中略）検証

する必要があります」と書かれていますが、測れないのに検証できるのか疑問です。 
 
○委員 

男女共同参画、性別役割分担などを前面に出すと尻込みをされると思いますので、参加

しやすいかたちで呼び込むのは非常に大事なことだと思います。主催者の意図をどこかに

盛り込んで、参加しているうちにじわじわと伝わればいいでしょう。そういう書き方をし

たらいいと思います。 
 
○委員 

市民企画講座で文章講座をしましたが、多くの方がカルチャーセンターだと思っておら

れて、よくも悪くも男女共同参画センターウェーブが実施する講座だという認識がありま

せんでした。参加者のなかには男女共同参画の話を聞くのが初めての方もおられて、非常

に感化されておられ、それはよかったと思います。しかし、単なる値段の安いカルチャー

センターにならないよう、講座の企画を大きく変えた方がいいのではないかと思っていま

す。 
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○委員 
ある地域の女性副理事長が活動内容をめぐってほかの男性役員と対立し、いじめを受け

たという事例がありました。その方はどこかに相談したくても男女共同参画センターは男

女共同参画にかかわる相談しか受け付けないと思い、相談をあきらめていたそうです。配

偶者暴力支援センターは、配偶者という名前が付いていることによって若い世代や性暴力

の被害者が相談しにくくなるのではないでしょうか。夫婦関係以外の相談は受け付けない

という印象を与えないよう、しっかりとアピールしてください。 
 大阪、神戸に続き、西宮市にもワンストップセンターを設立してはどうでしょうか。そ

れについても事務局のご意見をお聞かせください。 
 
○事務局 

配偶者暴力支援センターでは性暴力、デート DV についての相談は受け付けません。性

暴力やデート DV に関するご相談は男女共同参画センターの女性の相談で受け付けます。 
 
○委員 

女性に対する男性のいじめ相談窓口がニッチ部分となっていて、受付窓口が不明です。

それは男女共同参画センターが担うのがいいと思います。 
 
○事務局 

ワンストップ化については、以前、この懇話会でもご意見をいただいており、常に頭の

片隅にあります。配偶者の暴力以外の相談については、事実上のワンストップで男女共同

参画センターが担っていこうと考えています。例えば、職場のいじめについては労働相談

につなぐなど、男女共同参画センターを起点として各機関に橋渡しいたします。 
 
○委員 

調査によると、親しい間柄における暴力は親子、兄弟などで多く起きていることが分か

っています。配偶者暴力支援センターといいつつも、一つのくくりのなかで考えられるよ

うにするアピールの仕方を工夫してほしいと思います。 
 
○委員 

いまの意見は、性暴力と DV、DV のなかでも配偶者間と非配偶者間がどうも一緒になっ

ているように思います。 
 
○委員 

私はそれを切り分けるべきではないと思っています。 
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○委員 
DV と性暴力は対応が違いますので、一緒にするのはとても危険です。DV の相談は専門

性が高く、法律や規定や通達を駆使しながらの対応が求められます。 
 
○委員 

私はある教育機関のパワハラ、セクハラ相談室で相談員をしていますが、実際にはさま

ざまな相談が寄せられます。対応に追われる身としてつくづく思うのは、相談窓口は複数

あった方がいいということです。各相談窓口でそれぞれの対応ができますので、必ずしも

ワンストップにすることがいいとは私は思いません。 
 
○委員 

性暴力のワンストップというのは思うほど簡単なことではありません。対応を誤ると被

害者の方たちを傷つけてしまうことにもなりかねませんので、慎重にすべきです。います

ぐ次の方向でというのは難しいと思います。 
 
○事務局 

配偶者暴力支援センターという名称のため、対象が狭まったような悪い印象を与えるこ

とを懸念されていると思いますが、法律上は配偶者暴力支援センターでも、西宮市 DV 相

談室という名称で広報しています。所管課は公表していませんが、婦人相談員がいます。

暴力についての相談があった場合、スムーズに連携できるようにしています。緊急性のな

い場合は、DV 相談室ではなくウェーブで対応しています。市の機能全体として、ワンスト

ップ的な対応ができる状況ができていると思います。 
 
○会長 

利用する側も相談を受ける側も全体像を分かっているといいのではないでしょうか。 
 
○事務局 

それは難しいかもしれません。ウェーブには家庭内暴力について最初の相談先として電

話がかかってくることは多いです。緊急性のない場合は相談を承ることもありますし、関

係機関へ橋渡しをすることもあります。 
 
○会長 

相談窓口を階層化して、専門職が抱え込まないように各機関につなぐのが男女共同参画

センターの役割だと思います。そういう体系図があってもいいと思うのですが。 
 
○委員 
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DV 対策基本計画の分科会のなかで窓口のリストを出していただいていたと思います。そ

れを分かりやすくつくり直してはいかがでしょうか。 
 
○事務局 

女性の相談は男女共同参画センターにくるというかたちはできあがっています。 
 
○会長 

総合窓口ですからそれでいいでしょう。ただ、連携している部署が体系的に分かるよう

な図があった方がいいということです。 
 
○事務局 

民生児童委員が活用するフローチャートはあります。 
 
○委員 

DV 防止のパンフレット配布について、パンフレット配布前に管理職研修や教職員研修な

どを実施した方がよかったと思います。パンフレットがどれだけ活用されたか、意識を高

めることに役立ったかを検証していただきたいし、そのためには事前研修が絶対に欠かせ

ないと思います。 
 
「西宮市男女共同参画センターの事業」について 
○事務局【  説   明  】 
 
○委員 

25 年度開催予定の講座内容は充実しており、企画された方々の尽力をうかがい知ること

ができます。出前講座ももっと広がるとよいと思います。西宮市は近隣市に比べて有期雇

用が少なく、安心しています。質の劣化を招かないように十分な経験をお持ちの方が研修

に携わることを要望します。DV 講座など、聞いてほしい人に講座の情報が伝わらないこと

が一番の問題だと思います。市民と協働し、連携を取って、伝達もれのないように行政側

も努めていただきたいと思います。 
 
○事務局 

ホームページ、情報誌、チラシでは十分伝わらない場合もあると思います。西宮市では

Twitter による広報も開始されていますので、効果があらわれることを期待しています。 
 
○委員 

デート DV 防止の啓発ビデオのようなものは、ありますか。 
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○事務局 

内閣府が作成したデート DV の DVD を貸し出ししています。 
 
○委員 

その DVD の利用は多いのでしょうか。パンフレットよりも効果があるのではないかと思

ったのですが。 
 
○事務局 

学校園への貸し出しは多くはありませんが何件かあり、また、ＰＴＡや保護者の方が借

りられることがあります。 
 
○委員 

豊中市では、デートＤＶの啓発まんががつくられましたが、とてもよくできていると思

いました。 
 
○委員 

動画を配信してはどうでしょうか。 
 
○事務局 

最近では DV を取り上げているドラマも放映され、これまでご存じなかった方にも認識

いただけたと思います。メディアは非常に強いと思います。 
 
○委員 

DV を題材にしたドラマについて話し合う講座をしてもいいのではないでしょうか。 
 
○委員 

今回、男性にとっての男女共同参画を取り上げるということで、男性向けの講座を意識

して取り入れるということですが、「女性のための相談室」という部分を今度どのように考

えていかれるのか教えてください。 
 
○事務局 

男性からの相談に関する問い合わせは、年に数回程度あります。その場合は、男性相談

を受け付けている兵庫県立男女共同参画センターイーブンをご案内しています。需要がど

こまであるのかは、分からない状況です。 
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○委員 
男性を対象にした講座の申し込み状況を教えてください。反響はかなりあるのでしょう

か。 
 
○事務局 

現段階ではあまり反響はありません。現在のところ申し込みは５件です。 
 
○委員 

女性のための相談室で、「夫婦関係」に関する面接相談が年間 87 件ありますが、その後、

配偶者暴力支援センターに相談した方はこの数に入っていないのでしょうか。 
 
○事務局 

ウェーブに相談に来られた時点で１件とカウントしていますので、その後関係機関に引

き継いだかどうかは確認していません。 
「夫婦関係」の相談では、例えば離婚の調停を進めるにあたって、ウェーブに相談に来

られる場合などがあります。その場合、相談履歴確認書という名称で、相談者から依頼が

あればいつ、どういう内容で、誰が対応して、何回来られたかという履歴の確認書を発行

しています。 
 
○委員 

それは配偶者暴力支援センターで相談したということに代わることができますか。 
 
○事務局 

できません。相談があったという確認書の発行だけになります。 
 
○委員 

ウェーブで相談をしていて、その後、配偶者暴力支援センターに相談し直すとなったと

きの情報の連携がうまくできるといいと思います。 
 
○事務局 

ウェーブで相談をしていた方が配偶者暴力支援センターに移られた場合、担当者同士の

連絡はありますが、情報の引き継ぎはしていません。情報を引き継いだ方がプラスになる

と思いますので、今後は情報の引き継ぎも考えていきたいと思います。 
 
○委員 

本人の承諾さえあれば、それほど難しいことではないと思います。被害者の方が同じこ
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とを繰り返し言わなくてもいいようにしてください。同じ市に配偶者暴力支援センターが

つくられたからこそできる連携もあると思います。 
 
○事務局 

データそのものをすべて渡すことはありませんが、シェルターに入るために配偶者暴力

支援センターにご案内したときには、担当者から引き継ぎはしています。 
 
○委員 

せっかく同じ市に配偶者暴力支援センターができたのですから、情報の連携もしていた

だきたいと思います。 
 
○委員 

今年度行われた協働事業提案の 「心の癒しから、生きがい、やりがいへ」という講座

は 120 名定員のところ 19 名と参加者がかなり少なかったようですが、講座内容について教

えてください。 
 
○事務局 

フェアトレードに関する講座と事業の紹介で、シンポジウム形式で行いました。被災地

で、避難中の女性を対象に仕事につながる編み物を広める運動をしておられる方を招いて

の現地の状況紹介をしていただき、その活動に共鳴して関西で活動しておられる方をパネ

リストに招いてシンポジウム、意見交換等行いました。 
参加者が少なかった要因としては、当日参加制で、記録的な豪雨の日だったこともある

かと思います。 
 
○委員 

大阪のドーンセンターで同じような講座が行われた際は、大盛況だったようです。 
 

（終了） 


